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第１章 LB コピーワークス 13 の概要 
 

LB コピーワークス 13 は、難しい知識がなくても、簡単にウィザード形

式でハードディスク全体やドライブのコピーができるツールです。

Windows を普通に使いながら、Windows やインストール済みアプリケ

ーション、Word/Excel のファイルなどの大切なデータを、すべてバッ

クグラウンド処理で、まとめてコピーが行える最新技術が凝縮されたコ

ピーツールです。 

 
１-１ LB コピーワークス 13 の特長 

LB コピーワークス 13 は、以下の特長を備えています。 

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

て作業を進めるだけで、初心者でも簡単にハードディスクのクローン

を作成できます。 

■Windows 上でドライブ全体をコピー 

LB コピーワークス13は、コピー作業のためにWindowsを一旦終了し

たり、今行っている作業を中断したりする必要がありません。普通に

Windows を使いながらバックグラウンドでコピー処理を実行することが

できます。 

■Windows 10 に対応 

Windows 10（BIOS/UEFI）に対応しました。 
 

■スケジュール機能 
コピー処理をスケジュール設定して、決められたタイミングで作業を

実行することできます。一度スケジュール設定すれば、あとはシステ

ムがコピー作業を自動的に実行してくれます。 
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■Windows PE 版の起動メディアを作成可能 

Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）をユーザ様ご自身で

作成できます。メディアで起動した際も、Windows での操作と同様の

わかりやすいインターフェースで操作できます。ユーザ自身でドライ

バの追加が行えるので、新しいハードウェアにもいち早く対応すること

ができます。 

 

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

ディスク/SSDに対応しています。また、2TBを超える大容量ハードディ

スク、RAIDボリューム、AFTや SSDのアライメントにも対応しています。 
■コピーした HDD を別の PC で起動－スマートコピー 

コピーした HDD を、ハード構成の異なる PC で起動させることができ

ます。 

■対応ファイルシステム 

FAT16/32、NTFS、などのファイルシステムに対応しています。 

※ exFAT には未対応です。 

 
１-２ 動作環境 

＜必要なシステム＞ 

 

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

対応機種： 上記 OS が正常に動作するパソコン 

（PC/AT 互換機） 

対応 CPU： 1GHz 以上以上のインテル互換 CPU 

メモリ： 1GB 以上 

ドライブ： CD 起動で使用する場合には、 

起動可能な CD/DVD ドライブ 

モニタ： SVGA モニタ 
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１-３ 注意事項 

■ ダイナミックディスクには対応していません。 

■ exFAT には未対応です。 

■ Windows 系のサーバ OS には対応していません。別途サーバ版を

ご購入ください。 

■ 状況により、WindowsPE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）による

操作が必要になる場合があります。予め起動メディアを作成してお

く必要があります。 

■ Windows PE 版の起動 CD を作成する場合は、WindowsADK をダ

ウンロードするインターネット環境と書き込み用のメディア(CD-R)が

必要です。 

■ CD/USB から起動して使用したり、大容量ハードディスクで使用す

るには BIOS/UEFI の対応が必要です。 

■ お使いのハードウェアによっては、CD/USB から起動して使用でき

ない場合があります。 

■ ハードディスク自体に不良セクタなど物理的な問題がある場合は、

コピーできない場合があります。 

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

ません。 

■ 暗号化されたハードディスクはサポートしていません。 

■ パーティションのスケジュールコピーは、コピー前にコピー先のパ

ーティションを削除しておく必要があります。 

■ ほとんどの OS は、USB/IEEE1394 接続の外付けドライブからの起

動を標準でサポートしていないため、内蔵ハードディスクの内容を

外付けドライブにコピーしても、外付けドライブから直接 OS を起動

することはできません。 

■ リカバリー領域に関しては、PC メーカや型番によって動作仕様が

異なるため、コピー先で使用できなくなる可能性があります。 

■ コピー機能はローカルディスク間でのみ使用できます。他の PC の

ハードディスクやネットワークドライブにはコピーできません。 

■ UEFI/BIOS のどちらを搭載しているかによって、操作が異なる場

合があります。ご利用の PC が UEFI/BIOS のどちらを搭載している

か、予めご確認ください。 

■ Windows 8/10 ではデスクトップアプリケーションとして動作します。 
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【Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）に関する注意事項】 

■ Windows PE 版の起動メディアは、お客様ご自身で作成して頂く必要

があります。CD に作成する場合は、マイクロソフト社より提供される

WADK（Windows アセスメント&デプロイメントキット）などをインストー

ルする必要があります。 

■ 起動メディアの作成には、ハードディスクに 5GB以上の空き容量が必

要です。空き容量不足などが原因で、起動メディアが作成できない場

合は、他の PC で作成するか、または弊社のサポートセンターへご相

談ください。 

 

 

【スマートコピー（他の PC で使用する場合）の注意事項】 

■ Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）を作成の上、実行

する必要があります。 

■ BIOS ⇔ UEFI 間の移行はサポートされません。 

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

証を要求されることがあります。また、ネットワーク、サウンド、ビデ

オ等のドライバの追加作業が別途必要なことがあります。 

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

た環境では、別の PC への移行が認められていない場合がありま

す。ライセンスの詳細は、各 PC メーカーにお問合せ下さい。 

■ すべての環境での動作を保証するものではありません。環境によ

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

 
(1) 以下の URL から、LB コピーワークス 13 SP1 をダウンロードし、実行し

てください。86ビット版、64ビット版でプログラムが異なりますのでご注

意ください。 
http://www.lifeboat.jp/support/update/cw13_sp1.html 
 

(2) 『LB copyWorks 13 用の InstallShield ウィザードへようこそ』画面が表

示されます。[次へ]をクリックします。 

 

 

 
 

http://www.lifeboat.jp/support/update/pw13_sp1.html
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(3) 『使用許諾契約』画面が表示されます。内容を確認の上、[使用許諾

契約の条項に同意します]を選択して、[次へ]をクリックします。 

 
 

(4) 『シリアル番号』画面が表示されます。シリアル番号を半角大文字で

入力して、[次へ]をクリックします。 

 
 

※パッケージ版は同梱されてい

る『ユーザ登録カード』に記載して

あります。  

ダウンロード版は『購入時のメー

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

へ]をクリックします。 

 
 

(6) 『インストール先のフォルダ』画面が表示されます。変更を行う必要

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

 
 

(8) インストールが開始されます。 
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(9) インストールの完了画面が表示されます。[完了]をクリックしてくださ

い。 

 
 

(10) インストールが完了すると、以下の画面が表示されます。このまま再

起動する場合には、[はい]をクリックしてください。 

 
 

これで、インストールは完了です。続けて、「第３章 起動メディアの作

成と動作確認」を参照し、起動メディアの作成を行ってください。 

※ Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）を作成するこ

とを強くお勧めします。ご利用の環境や、操作の状況によって

は Windows PE 版の起動メディアが必要になることがあります。

「第３章 起動メディアの作成と動作確認」を参照の上、予め

Windows PE 版の起動メディアを作成し、作成したメディアから

コンピュータを起動することができるか、ご確認ください。 

※ 再起動前に、

CD-ROM を取り

出してください。 
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２-２ アンインストール 
LB コピーワークス 13をアンインストールする手順は、以下のようにな

ります。 

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

ムのアンインストール]を選択します。Windows 8/10 の場合は、ス

タート画面で右クリックし、[すべてのアプリ]-[コントロールパネ

ル]-[プログラムのアンインストール]を開きます。 

(2) [LB Copy Works 13]を選択し、[アンインストール]をクリックします。 

 
 

(3) アンインストール中に、確認画面が表示された場合には、[はい]

をクリックします。 

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

します。 
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第３章 起動メディアの作成と動作確認 
 

この章では、Windows PE 版の起動メディアの動作確認手順をご案内

いたします。Windows PE 版の起動メディアは、別紙の『Windows PE

版 起動メディアの作成方法』をご覧の上、作成してください。 

 
【ガイドの参照方法】 

製品を起動して、[ホーム]-[リカバリーメディアビルダーヘルプ]から

参照することができます。 

 

以下のサイトでも公開しています。 

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

 

※ Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）を作成するこ

とを強くお勧めします。ご利用の環境や、操作の状況によって

は Windows PE 版の起動メディアが必要になることがあります。

「第３章 起動メディアの作成と動作確認」を参照の上、予め

Windows PE 版の起動メディアを作成し、作成したメディアから

コンピュータを起動することができるか、ご確認ください。 
 

※ 起動メディアの作成方法については別紙の『Windows PE

版 起動メディア作成ガイド』をご参照ください。 
 
 

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

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

を再起動します。メディアからブートされ、以下の画面が表示されます。

表示されずに OS が起動してしまう場合には、PC メーカ独自のブート

メニューが用意されていないか、または BIOS の設定を確認してくださ

い。 

 

※ 起動メディアの作成方法については別紙の『Windows PE

版 起動メディア作成ガイド』をご参照ください。 
 
※ CD/USB から起動する際の画面はご利用の環境によって異なり、起

動に時間がかかることがあります。以下は CD 起動中の画面の例で

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ メーカーロゴ画面で特定のキーを押すと起動できる機種や、BIOS で

システムを読み込むデバイスの優先順位を変更しなければならない

機種もあります。CD/USB 起動のサポートの有無、メディア起動指定

キー、BIOS の設定方法などは、パソコンのマニュアルを参照するか、

製造元にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD/USB メモリから起動できない場合 

電源投入時のメーカーロゴ画面で特定

キーを押して「起動（ブート）メニュー」画

面を出し、CD/USB メモリ起動を指定し

ないと起動できない PC メーカーもありま

す。(例：DELL、富士通、東芝は「F12」キ

ーで「起動メニュー」を出します) 

PC によっては、起動メニューに、通常の CD ドライブだけでなく、 

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

は、GPTディスクならUEFI…を、MBRディスクなら通常の CDドライブ

を選択してください。GPT ディスクかを確認する手順は、[４－２ BIOS 

/UEFI のどちらを採用しているか確認する]を参照してください。 

 

起動メニューからメディア起動を行う際は、Windows を起動させてか

ら再起動するなど、予め起動メディアをセットした状態で起動メニュー

を表示させてください。 
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（BIOS の設定画面例） 

 

※ あくまで一例です。ご使用の PC によって画面、起動方法、操作方法

が異なります。BIOS画面の設定方法についてはご使用のPCのマニ

ュアルを確認するか、PC のメーカにお問合せください。 

(2) メニュー画面が表示され、操作可能な状態になります。[Copy Works]

をクリックします。 

 
 

優先順位の変更を行い、CD-ROM

が最初にブートされるように設定し

ます。 
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(3) LB コピーワークス 13 が起動します。 

 
 

※ 以下の画面が表示された場合 

 
このメッセージは、起動メディアを日本語ユーザーアカウントの環境

で作成した時に発生するエラーです。半角英数字のアカウントで作

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

 
このメッセージは、主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが搭載

されている機種で、ご利用のハードディスク  コントローラが、

Windows PE に標準で組み込まれているドライバで対応できない場合

に表示されます。ディスクを認識させるには、ご利用の環境に対応し

たドライバを読み込ませる必要があります。手順については、利用ガ

イドの『９－４ サードパーティ製ドライバの追加方法』を参照してくだ

さい。 

 

※ 起動メディアを作成する際に、予めご利用の環境に対応したドライバ

を追加して作成すると、このメッセージは表示されず、ディスクが認

識されるようになります。ドライバを追加したメディアを作成する手順

については、別紙「Windows PE 版 起動メディア作成ガイド」の「4.ア

ドバンスドモード」を参照してください。 
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第４章 操作の前に 
 
４-１ ディスクのエラーチェック 

ハードディスクに不良セクタなどの問題が存在すると、正常にコピー

できません。操作を実行する前に、必ずドライブのエラーチェックを実

行してください。 
 

【Windows 7 での操作方法】 

 

(1) [コンピュータ]を開き、コピー対象となるドライブを右クリックし、メ

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

で二つのチェックボックスを両方とも有効にして、[開始]ボタンを

クリックします。何回かエラーチェックを行っている場合は、「ファ

イル システム エラーを自動的に修復する」チェックボックスの

み有効にして、[開始]ボタンをクリックします。 

 
 
対象ドライブが使用中の場合示され、再起動後にエラーチェック

が行われます。 

 
[ディスク検査のスケジュール]をクリックして、コンピュータを再起

動します。 
 

 

① 

② 

③ 
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Windows 起動時に次の画面が表示され、ドライブのエラーチェッ

クが実行されます。完了すると自動的に再起動します。 

 
 

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

ックして、[管理]を選択してください。[コンピュータの管理]画面が

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

ーション]を選択します。右側にログの一覧が表示されるので、ソ

ース欄に[Wininit]と表示されている最新のログをダブルクリックし

て表示させます。 

 
※日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してくださ

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

コピーできません。「0 KB in bad sectors」と表示されていることを

確認します。次に、ファイルシステム関連の問題「Cleaning up ** 

unused …」の**数を確認します。数が多い時は「ファイル システ

ムエラーを自動的に修復する」のみにチェックして「Cleaning up 

**」の表示がなくなるか、少なくとも**の数値が１桁台になるまで）

エラーチェックを何回か繰り返してください。 

 
 

※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

 

※ 不良セクタがあるハードディスクの場合には、処理が正しく行わ

れません。 

 (表示例) 

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

Checking file system on c: 

・・・ (中略) 

Cleaning up 7 unused index… 

**** KB total disk space. (中略) 

0 KB in bad sectors (以下略) 
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【Windows 8/10 での操作方法】 

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

から[プロパティ]を選択します。 

 
 

 
(2) 「ツール」タブを選択し、「チェック」ボタンをクリックします。 

 

① 

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

ブのスキャン」をクリックして状態を確認します。 

 
 

ドライブのエラーチェックが実行されます。 

 
 

 

(4) 正常にスキャンが完了すると、以下の画面が表示されます。「詳細の

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

表示されている最新のログをダブルクリックします。 

 
 

イベントの説明欄で「不良セクター」に数値があるときは処理が正しく

行われません。「不良セクター」の表示が「0 KB」になっていることを確

認します。 

 
※ 日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してください。 

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

ェック】手順を実行し確認されることをお勧めします。 
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※ エラーチェックの開始画面でエラーが検出された場合 

 
 

この画面が表示された場合、「ドライブのスキャンと修復」をクリックし、

エラーを修復してください。なお、C ドライブに対して実行する場合は

以下の画面が表示されます。この場合は「次の再起動時に修復す

る」または「今すぐ再起動して修復する」のいずれかを選択し、エラー

を修復してください。 

 
 

※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

 

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

エラーチェック】の手順を実行しご確認ください。 

 
 

 
 
 
 



第４章 操作の前に 

30 

【Windows 8/10 確実なエラーチェック】 
 

下記の手順で、ハードディスクのチェックと修復をより確実に行えます。 

 

(1) 「コマンドプロンプト」を管理者権限で実行します。スタートボタンを

右クリック[コマンドプロンプト（管理者）]をクリックします。 

 
 

(2) コマンドプロンプトが起動します。 

 
 

(3) 以下のコマンドを半角英数字で入力し、「Enter」してください。 

＜ファイルシステムのチェック/修復＞ 

CHKDSK C: /F 

CHKDSK（スペース）実行したいドライブ：（スペース）/F 

 

＜ファイルシステムのチェック/修復、不良セクタチェック＞ 

※時間がかかります 

CHKDSK C: /R 

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

ださい。 

 

以下のメッセージが表示されます。「Y」を入力し、「Enter」してくださ

い。 

 
 

(5) 「次回のシステム再起動時に、このボリュームはチェックされます。」

と表示されますので、コマンドプロンプトを「×」で閉じて、パソコンを

手動で再起動してください。 

 
 

(6) 再起動時に、エラーチェックが実行されます。以下の画面のように

進行状況が「％」で表示され、100％完了すると、Windows が自動で

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

ート]ボタンを右クリックして、[イベントビューアー]を選択してくださ

い。 

 
 
 

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

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

ース欄に[Wininit]と表示されている最新のログをダブルクリックして表

示させます。 

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

常にコピーできません。「0 KB in bad sectors」と表示されていることを

確認します。次に、ファイルシステム関連の問題「Cleaning up ** 

unused …」の**数を確認します。数が多い時は「ファイル システム

エラーを自動的に修復する」のみにチェックして「Cleaning up **」の

表示がなくなるか、少なくとも**の数値が１桁台になるまで）エラーチ

ェックを何回か繰り返してください。 

 
 

※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

 

※ 不良セクタがあるハードディスクはサポート対象外となります。 

 (表示例) 

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

Checking file system on c: 

・・・ (中略) 

Cleaning up 7 unused index… 

**** KB total disk space. (中略) 

0 KB in bad sectors (以下略) 
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４-２ BIOS / UEFI のどちらかを採用しているか確認する 
 

OS がインストールされたハードディスクに対して操作を行う際、ご利

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

異なる場合があります。従来の BIOS を採用している場合、Windows

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

採用している場合、WindowsがインストールされているディスクはGPT

ディスクになります。ご利用の PCがどちらの形式なのか、事前に以下

の手順で確認してください。 

 

(1) ディスクの管理画面を表示します。 

【Windows7 の場合】 

 
 

 

[スタート]-[コンピュータ]

アイコンを右クリックし、

[管理]を選択します。 

 

[コンピュータの管理]画面

が表示されたら、左側の

メニュー[ディスクの管理]

をクリックします。 
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【Windows 8/10 の場合】 

 
 

(2) 「ディスクの管理」画面が開きます。Windows がインストールされたハ

ードディスクにマウスポインタをあてて右クリックし、表示されたメニュ

ーから[プロパティ]を選択します。 

 
 

 

 

 

 

ここにマウスポイン

タを当てて右クリッ

クし、[プロパティ]

を開きます。 

[スタート]を右クリック[ディスク

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

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

す。この場合は BIOS が搭載されています。 

 

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

されます。この場合は UEFI が搭載されています。 

 
これで確認作業は完了です。 

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

わるものもあります。詳細は PC のメーカにご確認ください。 
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４-３ ドライブのデフラグ 
断片化しているファイルを最適化して頂くことで、コピー処理が、より確

実に、高速になります。可能であればデフラグを実行し、コピー元のド

ライブを最適化してください。 

 

(1) [コンピュータ]を開き、ドライブを右クリックし、メニューから[プロパティ]

を選択します。  

 
 

(2) [ツール]タブを選択し、[最適化]をクリックします。 
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(3) [最適化]（Windows 7 の場合は、[ディスクの最適化]）をクリックし、デ

フラグを実行します。 

 
 

※ 操作対象となるすべてのドライブで実行してください。 
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４-４ コピー先ハードディスク/SSD の接続と確認 
コピー先のハードディスクを接続し、正しく認識されているか確認して

ください。 

 

ハードディスクの取り付け方法は、PC やハードディスクのマニュアル

を参照してください。IDE、シリアルATA、SCSI、SAS、USB、IEEE1394

で接続されたハードディスクをコピー元、コピー先として利用すること

ができますが、接続後に、Windows 上の管理ツールで正しく認識され

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

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

ご使用のシステムがケーブルセレクトを使用している場合には、ハー

ドディスクのジャンパ設定をCS（CABLE SELECT）に設定し、プライマ

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

の順に空いているコネクタに接続してください。ご使用のシステムがケ

ーブルセレクトを未使用の場合には、ハードディスクのジャンパ設定

を Slave に設定して、プライマリ IDE インターフェースの空いているコ

ネクタに接続します。セカンダリ IDE インターフェースに接続する場合

は、1台目はMaster、2台目は Slaveにジャンパ設定を行ってコネクタ

に接続してください。 
 
■新しいハードディスク/SSD を外付けする場合 
ハードディスクケースを利用してドライブを接続する場合には、まずコ

ピー先のハードディスクをケースに入れます。 
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ケースに入れたハードディスク/SSDをUSBケーブルまたは IEEE1394

ケーブルでシステムと接続します。 

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

たハードディスク/SSD が正しく認識されているか確認してください。 

 

「ディスクの管理」を使用すると、ハードディスク/SSD が正しく認識さ

れているかを確認することができます。接続されたハードディスク

/SSD は、「未割り当て」として表示され、接続を確認できます。確認方

法は以下の通りです。 
 
※ CD/USB で起動してコピーする場合は、以下の方法で確認後に、

『第９章』をご参照ください。 

メディアから起動した際に、コピー元/コピー先のハードディスクが正

しく認識されているか確認してください。 
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① 『４－２』（1）の手順で、[ディスクの管理]画面を表示します。 
② コピー先のハードディスクが正常に認識されているのか確認し

ます。表示されない場合には、増設したハードディスクのマニ

ュアルなどを確認してください。 

 
※ [種類]がベーシックになっているか確認してください。ダイナ

ミックと表示されている場合には、ダイナミックディスクになっ

ており、LB コピーワークスではサポートしていません。この

管理ツールで、ベーシックディスクに変換することはできま

すが、ディスク内のファイルがすべて失われます。 
 

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

操作を防ぐためにも、コピーに関係しないハードディスクを取り外

しておくか、電源を切っておくことをお勧めいたします。また、周辺

機器（USB メモリ、カードリーダ）なども取り外しておくことをお勧め

いたします。 
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４-５ コピー後の動作確認 
コピー後は、必ず PC をシャットダウンして、コピー先のハードディス

クから起動できるのか確認してください。確認方法はコピー先のハ

ードディスクの接続形態によって異なります。 

 

※ 必ずコピー先のハードディスクのみが接続されている状態で起動

確認を行ってください。 

 

※ IDE ハードディスクの場合にはジャンパピンの設定が必要になる場

合があります。設定方法はハードディスク メーカのマニュアルなど

をご参照ください。 

 

※ 接続の切り替え時に BIOS の設定が必要になる場合があります。

BIOS の設定方法については、お使いの PC のマニュアルをご参照

ください。 

 

※ コピー先、コピー元のハードディスクのいずれかをバックアップ用に

使用する場合には、コピー先ハードディスクの起動確認後に、PC

から取り外して安全な場所に保管してください。 

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

ら起動できない場合は、[１０－１ ブートコレクタ]を参照の上、[EFI

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

新しいハードディスクを起動ドライブとして使用する場合には、ハ

ードディスク構成を変更する必要があります。 

  

■ シリアル ATA ハードディスクの場合 

コピー元ドライブを取り外し、コピー先ドライブを 1 台目のシリアル

ATA コネクタに接続します。 

 

■ IDE ハードディスクの場合 

ご使用のシステムがケーブルセレクトを使用している場合には、コ

ピー元ドライブを取り外し、コピー先ドライブをプライマリ IDE のマ

スターコネクタに接続します。 

ご使用のシステムがケーブルセレクトを未使用の場合には、コピ

ー元ドライブを取り外し、コピー先ドライブのジャンパ設定を

Master に設定し直して、プライマリ IDE インターフェースに接続し

ます。 

 

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

ケースからハードディスクを取り出し、PC の内蔵ドライブと差し替えて、コピ

ー先のハードディスクから起動できるのか確認してください。 
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第５章 LB コピーワークス 13 を使用する 
 
５-１ LB コピーワークス 13 の起動方法 

■起動方法 

[スタート]メニューから[すべてのアプリ（プログラム）]-[LB Copy 

Works 13]-[LB Copy Works 13]を選択します。 

■ランチャー 

初回起動時はランチャー（エクスプレスモード）が表示されます。よく

使用する機能はランチャーから直接実行することが可能です。LB コ

ピーワークス 13 のメイン画面を表示させる場合は、以下の画面で、

[Copy Works]を選択します。 

 
 

※ ランチャーから操作を行った場合、処理が即座に行われますのでご

注意ください。 
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 ■メイン画面の起動方法 

ランチャーで、[Copy Works]を選択すると、以下のメイン画面が表示

されます。 

メイン画面では LB コピーワークス 13 のすべての機能を使用すること

ができます。よく使う機能はタブ分けされ、ボタンが用意されています。

LB コピーワークス 13 のランチャーを表示させる場合は、以下の画面

にある[エクスプレスモード]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 
 

 

 

 

ハードディスクやパーティシ

ョンの状態などが表示され

ます。 

タブ 詳細メニュー ランチャーの起動 

ハードディスクやパーティショ

ンが視覚的に確認できます。 

ボタン 
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５-２ インターフェースの概要 

ランチャー ボタン 

ボタン 機能 

 
ランチャーに切り替えます。CD/USB から

起動時はこのボタンはなく、メイン画面を閉

じるとランチャーが表示されます。 

仮想操作バー 

標準設定では、「仮想モード」で動作します。ユーザが指定した操作は

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

 
保留中の操作リストにある仮想操作を実際

に実行する 

 
保留中の操作リストにあるすべての仮想操

作を取り消す 

 
保留中の操作リストを表示する 

 
保留中の操作リストにある最後の仮想操作

を取り消す 

 
保留中の操作リストにある最後に取り消され

た仮想操作をやり直す 
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５-３ 処理の実行方法 

LB コピーワークス 13 は、「仮想モード」を採用しています。ユーザが

指定した処理は、直ぐに実行されずに一旦操作リストに登録されます。

操作リストに登録された処理を実行するには、仮想操作バーの[適用]

ボタンをクリックして、確認画面で[はい]を選択する必要があります。

この機能により、実際の処理を実行する前に、実行後の結果を画面

で確認することができ、複数の操作をまとめて実行することもできるよ

うになっています。適用前であれば、処理の中止、元に戻す、やり直

しなどの操作が可能です。 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 『６－１』でご紹介している自動コピー（ワンクリックコピーウィザード）

や、ランチャーからコピーを実行した場合は、処理が即座に実行され

ますのでご注意ください。 
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５-４ ブルースクリーン モード 

処理の内容によって、処理が即座に開始されずに、以下の画面が表

示されます。これはホット プロセッシング（OS が起動した状態での処

理）ができない場合に表示されます。システム パーティションを含む

ハードディスクを縮小コピーする場合や、現在 OS が稼動しているドラ

イブにコピー/復元しようとした場合などに、必ず表示されます。 

 
 

[再起動]をクリックすると、システムが再起動され、Windows が起動す

る際に、以下の画面が表示され処理が実行されます。停止する場合

には、[ESC]キーを押してください。 

 

※ 処理中は、画面がフリーズしたように

見える場合がありますが、処理は行

われていますので、操作に必要と思

われる十分な時間だけお待ちいただ

くようにしてください。 
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Windows 8/10 の場合、以下のような画面が表示されます。 

 
 



LB コピーワークス 13 利用ガイド 

51 

第６章 コピーを実行する 

この章では、LB コピーワークス 13でハードディスクをコピーする操作

について説明します。 

 

６-１ ハードディスクをコピーする（自動コピー） 
コピーを実行する前に、『第４章 操作の前に』を必ずご確認ください。 

 

(1) LB コピーワークス 13 を起動し、コピー元、コピー先ハードディスク

が認識されているか確認します。さらにコピー先のハードディスク

が空のディスク（パーティションが未割り当ての状態）であることを

確認してください。 

 
 

※ コピー先のハードディスクにパーティションが存在する場合に

は、ワンクリック ウィザードは使用できません。パーティション

を削除するか、『６－２ ハードディスクをコピーする（手動コピ

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

 
 
 

(3) コピー結果がプレビューされます。以下の画面が 10 秒間表示され、

コピー処理が開始されます。 

 
 

※ クリックするとコピー結果の

プレビューを 10 秒間表示し

たのち、コピーが開始されま

すので、ご注意ください。 

※ オプションを変更したい場合

には次画面で、すぐに[一時

停止]をクリックしてください。 

※ オプションを変更したい場

合には、[一時停止]ボタン

をクリックしてください。停

止した場合には、[次へ]ボ

タンをクリックするとコピー

処理を開始することができ

ます。 
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【コピー オプション】 

① HDD RAW コピー 

このオプションを選択すると、パーティション構造を意識せずに

セクタ単位でハードディスク全体をコピーします。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

※処理に時間がかかります。 

 
② パーティション RAW コピー 

このオプションを選択すると、セクタ単位で各パーティションをコ

ピーします（未割り当て領域はコピーされません）。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

※処理に時間がかかります。 

 

③ 差分コピーを実行する 

前回の完全なコピーから、セクタレベルの変更箇所だけをコピ

ーすることができます。差分の検出に時間がかかることがありま

す。 

 
【サイズ変更オプション】 

④ パーティション間の空きブロックを削除します 

このオプションを有効にすると、コピー時にパーティション間の   

未割り当て領域を削除することができます。 

 
⑤ データをコピーし、その大きさに比例してパーティションのサイ

ズを変更します 

このオプションを有効にすると、コピー先のハードディスクサイ

ズに比例して、パーティションサイズが自動的に拡張/縮小しま

す（デフォルトでオンになっています）。 

※ 実際に使用している容量より小さなハードディスクへはコピ

ーできません。 
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(4) コピーが開始されます。 

 
 
※ システムの状態、コピー内容によっては、コピーが開始されずに、

以下の画面が表示されます。 

 
 
[再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリー

ン モードでコピーが開始されます。ブルースクリーン モードにつ

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

れますので「完了」をクリックします。すべてのパーティションがコピー

されていることを確認します。 

 
 

※ コピー後は、PC をシャットダウンして、『４－５ コピー後の動作確

認』の手順で、コピー先ハードディスクからの起動確認を実行して

ください。 
 

※ コピー元、コピー先の両方のハードディスクを接続した状態で再

起動しないでください。そのままの状態で再起動してしまうと、コ

ピー元ハードディスクの構成情報が更新されるため、新しいハー

ドディスクを外した状態(コピー元ハードディスクのみ接続された

状態)では起動できなくなる場合があります。 

 

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

のディスクから起動できない場合は、[１０－１ ブートコレクタ]を

参照の上、[EFI ブートパラメータの修正]行ってください。なお、こ

の操作を行うと、一時的にコピー元のディスクから起動できなくな

る可能性があるため、(コピー元のディスクに再度[EFI ブートパラ

メータの修正]を行うと起動できるようになります。) コピー後すぐ

にディスクを換装しない場合は、この操作は行わないでください。 
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６-２  ハードディスクをコピーする（手動コピー） 
コピーを実行する前に、『第４章 操作の前に』を必ずご確認くださ

い。 

 
(1) LB コピーワークス 13 を起動し、[コピー]タブ内の[ハードディスク

のコピー]を選択します。 
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(2) ウィザードが起動するので、[次へ]をクリックします。 

 
 

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

 
 

※ コピー先ハードディスクは注意して選択してください。選択したハ

ードディスクのすべてのパーティション（内容）が削除されます。 

※ コピー先にパーティションがある場合には、以下の確認画面が表

示されます。コピー元とコピー先を確認の上、[はい、コピー操作

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

 
 

 

【コピー オプション】 

① HDD RAW コピー 

このオプションを選択すると、パーティション構造を意識せずに

セクタ単位でハードディスク全体をコピーします。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

※処理に時間がかかります。 

 

② パーティション RAW コピー 

このオプションを選択すると、セクタ単位で各パーティションをコ

ピーします（未割り当て領域はコピーされません）。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

※処理に時間がかかります。 

 

③ 差分コピーを実行する 

前回の完全なコピーから、セクタレベルの変更箇所だけをコピ

ーすることができます。差分の検出に時間がかかることがありま

す。 
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【サイズ変更オプション】 

④ パーティション間の空きブロックを削除します 

ハードディスク内の未割り当て領域を削除してコピーします。 

 

⑤ データをコピーし、ディスクサイズに比例してパーティションの

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

自動拡大、縮小します。 

 

(3) コピー結果のプレビュー画面が表示されます。サイズを調整したい

場合には、スライダーで比率を調整します。設定が完了したら、[次

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

 
 

(8) コピーを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認

画面で、[はい]をクリックします。 
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(9) コピーが開始されます。 

 
 

※ コピー処理の内容によっては、コピーが開始されずに、以下の

画面が表示されます。 

 
 

[再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリー

ン モードでコピーが開始されます。ブルースクリーン モードに

ついては、『５－４ ブルースクリーン モード』を参照してくださ

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

れます。すべてのパーティションがコピーされていることを確認し

ます。 

 
 

※ コピー後は、PC をシャットダウンして、『４－５ コピー後の動作

確認』の手順で、コピー先ハードディスクからの起動確認を実

行してください。 

 

※ コピー元、コピー先の両方のハードディスクを接続した状態で

再起動しないでください。そのままの状態で再起動してしまうと、

コピー元ハードディスクの構成情報が更新されるため、新しい

ハードディスクを外した状態(コピー元ハードディスクのみ接続

された状態)では起動できなくなる場合があります。 

 

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

先のディスクから起動できない場合は、[１０－１ ブートコレク

タ]を参照の上、[EFI ブートパラメータの修正]を行ってください。

なお、この操作を行うと、一時的にコピー元のディスクから起動

できなくなる可能性があるため、(コピー元のディスクに再度

[EFI ブートパラメータの修正]を行うと起動できるようになりま

す。) コピー後すぐにディスクを換装しない場合は、この操作は

行わないでください。 



第６章 コピーを実行する 

64 

６-３ パーティションをコピーする 

パーティションを個別にコピーすることも可能です。 

※ パーティション単位でコピーを行う場合、コピー先としてコピー元の実

際の使用容量以上の未割り当て領域が必要です。 

※ コピー先のディスクから Windows を起動したい場合は、ディスク単位

でのコピーを推奨します。コピー先容量の関係等で、ディスク単位で

のコピーができない場合にのみご利用下さい。 

 

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

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

C ドライブをコピーしてください。 

 
 
Windows がインストールされた MBR ディスクをコピーする場合は、[デ

ィスクの管理]画面で状態を確認します。（[ディスクの管理]画面の起

動手順は『４－２』をご参照ください。） 

「状態」が[ブート][システム][アクティブ]になっているパーティションを

すべてコピーしてください。 

 

 

 

 

これは Windows 8 の画面での一例です。ここでは[C]と、[システムで予約済

み]のパーティションが[ブート][システム][アクティブ]になっているので、こ

の２つのパーティションをコピーします。環境によっては、この画面に[シス

テム]のパーティションがないこともあります。 
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(2) LB コピーワークス 13 を起動し、[コピー]タブ内の[パーティション

のコピー]をクリックします。 

 
 

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

 
 

(5) コピー先のディスク（未割り当て領域が存在する）を選択して[次へ]

をクリックします。 

 
 

※ パーティションは未割り当て領域にのみコピーすることができ

ます。 
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(6) コピーする位置、サイズを指定し、[次へ]をクリックします。 

 
 

 
(7) [完了]をクリックしてウィザードを終了します。 

 
 

 



第６章 コピーを実行する 

68 

(8) コピーを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックして、確認

画面で、[はい]を選択します。 
 

 
 
 
 
 
 

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

が表示されます。 

 
 

[再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリーン 

モードでコピーが開始されます。ブルースクリーン モードについて

は、『５－４ ブルースクリーン モード』を参照してください。 

 

(10) コピーが完了すると、以下の画面が表示されますので、[閉じる]を

クリックします。 
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(11) メイン画面が表示されます。パーティションがコピーされていること

を確認します。 

 
 

※ コピー先のパーティション

には、ドライブ文字が割り

当てられていません。 

Windows 上で参照する場

合には、ドライブ文字の割

り当てを実行してください。

操作方法は、『８－４ ドラ

イブ文字の割り当て/削

除』を参照してください。 
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６-４ ディスク/パーティションのスケジュール コピー 
 

ハードディスク/パーティションを定期的にコピーする場合には、以下の手

順で進めます。 

 

(1) [スケジュール]タブ内の[ハードディスクのスケジュール コピー]もしく

は[パーティションのスケジュール コピー]をクリックします。 

 
 

(2) コピー ウィザードが表示されますので、『６－２ ハードディスクをコピ

ーする（手動コピー）』、『６－３ パーティションをコピーする』を参考に

ウィザードを進めてください。最終的な確認画面の次に以下の画面が

表示されます。 
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(3) コピーする方法とタイミングを指定します。コピーを行うタイミングには、

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

択できます。さらに、選択したオプションに応じて、詳細な設定を行う

ことができます。[タスクの完了後に電源を切る]にチェックを入れると、

処理後にシステムがシャットダウンされます。ここでは、一例として毎

週月曜日の深夜 1 時にコピーする場合の設定をご紹介します。 

 
 

『タスクを実行する方法と時刻を指定してください』では、[毎週]を選

択します。『タスクの実行開始』でコピーを開始する日時を[01：00]に

設定します。『間隔』では、[1]と指定し、曜日では、[月曜日]のチェッ

クボックスをオンにします。 
 

(4) 設定が完了したら[次へ]をクリックして、ウィザードを完了させます。 
 

※ スケジュール コピーを行う際には、PC が起動している必要がありま

す。上記の例では、毎週月曜日の深夜 1 時に PC が起動している必

要があります。ログオフした状態でコピーしたい場合には、(3)の画面

で『実行するユーザとパスワードを指定する』をクリックしてユーザと

パスワードを指定してください。 

※ パーティションのコピーの場合には、コピー先のパーティションをスケ

ジュール実行される前に手動で削除する必要があります。 



LB コピーワークス 13 利用ガイド 

73 

(5) 後からコピーのスケジュールを変更したい場合には、[スケジュール]

タブ内のタスクを右クリック「プロパティ」を参照し、[スケジュール]タブ

で実行時刻などを修正してください。 

 
 

 
 

※ コピー先、コピー対象を変更することはできません。その場合には、

スケジュールを再度作成し直してください。 
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６-５ コピー オプションについて 

コピーオプション設定画面は、メニューの[ホーム]－[設定]またはコピ

ーウィザード内で変更できます。メニューから変更した場合には、今

後の処理すべてに適用されます。ウィザード内で設定した場合には

その処理 1 回限りの設定となります。ここでは、[ホーム]-[設定]内で

変更できるオプションについてご紹介いたします。 
 

(1) 仮想モードオプション 

 
 

仮想モードを許可する 

ユーザが指定した処理を実行する場合、指定した操作の内容は操作

リストに登録されます。操作リストに登録された処理を実行するには、

仮想操作バーの[適用]ボタンをクリックして、確認画面で[はい]を選

択する必要があります。 

進行状況ダイアログを自動的に閉じる 

操作の適用時に表示される進行状況ダイアログを自動的に閉じる場

合には、このオプションを選択します。 
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(2) コピー/バックアップ オプション 

 
 

HDD/パーティション RAW プロセス 

このオプションを選択すると、セクタ単位でパーティション/HDD をバ

ックアップ/コピーします（未割り当て領域はバックアップされません）。 

※処理に時間がかかります。 

 

差分コピーを実行する 

前回の完全なコピーから、セクタレベルの変更箇所だけをコピーする

ことができます。差分の検出に時間がかかることがあります。 

 

自動 BCD アップデート 

コピー時に BCD を自動的に修正します。 
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(3) ホットプロセッシング オプション 

 
 

ホット プロセッシングを有効にする 

ホット プロセッシングを有効にすると Windows が稼働中でもオンライ

ンでコピー処理を実行することができます。標準設定では、マイクロソ

フト社の VSS（ボリューム シャドウ コピー サービス）が選択されてい

ます。コピー時に問題が発生した場合には、[LB ホット プロセッシン

グ]を選択してください。 
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(4) ファイル システム変換オプション 

 
 

ファイルシステムが使用するタイムゾーンと言語情報の指定を行いま

す。 
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(5) 一般的なオプション 

 
 

パーティション アライメントモード 

コピー時のパーティションのアライメントを指定します。[セクタサイズ 

512 バイトに最適化]、[セクタサイズ 4096 バイトに最適化]、[最適化

を行わない]の中から選択できます。コピー先が SSD や AFT 搭載の

ハードディスクの場合は[セクタサイズ 4096バイトに最適化]を選択し

て下さい。 
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(6) コピー / バックアップ除外オプション 

 
 

この機能を利用するとコピーを実行する際、指定したファイルを除外

できます。ここでは予め用意されたマスクを使用するだけでなく、ご自

身で特定のファイルやフォルダを指定することも可能です。フィルタを

追加したい場合は、[カテゴリを追加]をクリックしてください。 

※ 大容量のファイルを除外することで処理時間の短縮が期待でき

ますが、大量のファイルを除外指定すると、開始前の処理が増加

するため、通常の動作に比べて処理時間が大幅に増加する可能

性があります。 

※ この機能は『(3) ホットプロセッシング オプション』の、ホットプロ

セッシングの種類で、VSS（ボリューム シャドウ コピー サービ

ス）を選択した場合のみ有効です。 

なお、この機能には、以下の制限があります。 

 除外されるのは、ファイルのみです。フォルダはコピー先にも

作成されます。 
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(7) ログファイルオプション 

 
 

ログの保存先、保存期間などを指定することができます。 



LB コピーワークス 13 利用ガイド 

81 

(8) 操作に依存するオプション 

 
 

チェックを入れた操作が実行された際に電子メールが送信されます。 

※ 『(9) 電子メールオプション』が正しく設定されている必要があります。 
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(9) 電子メールオプション 

 
 

予めユーザが指定した操作が適用されると指定したメールアドレスに

通知メールを送信することが可能です。この機能を利用するためには

操作が適用され、通知メールを送信する段階で SMTP サーバとのセ

ッションが適切に開かれている必要があります。操作内容は、『（8） 

操作に依存するオプション』で設定することができます。  

※ メールサーバの設定値についてはご利用環境のネットワーク管

理者にお尋ねください。 
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第７章 コピーした OS の調整 
コピー直後のHDDを他のコンピュータに接続した場合、ほとんどはそ

のままの状態では起動できません。ハード構成の異なる環境で OS を

起動させるには、あらかじめ対応するデバイスドライバがOSに組み込

まれている必要があります。OS 調整ウィザードで、自動でドライバを

検索して追加できます。手動で追加したい場合は、必要なドライバ類

を事前にハードメーカーから入手し、外付け HDD や USB メモリ等に

保存しておいてください。 

 

※ このウィザードは稼働中の OS に対して操作を行えません。システム

環境にドライバの追加を行うには、Windows PE 版の起動メディア

（CD/USB メモリ）を作成し、CD/USB 起動で操作を行う必要がありま

す。起動メディアの作成手順については、『第３章 起動メディアの作

成と動作確認』を参照して下さい。 

 

※ OS 調整ウィザードは、仮想モードを採用していません。そのまま操

作が実行されますので、操作には充分ご注意下さい。 

 

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

環境では、別の PC への移行が認められていない場合があります。

ライセンスの詳細は、各 PC メーカーにお問合せ下さい。 

 

※ BIOS ⇔ UEFI 間の移行はサポートされません。 
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７-１ OS を調整する（自動調整） 

 
(1) Windows PE版のCD/USBから起動し、[Copy Works]を選択してメ

イン画面を表示させます。[コピー]タブ内にある[OS 調整]をクリッ

クします。 

 
 

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

 
 

(4) 検索方法を選択します。[自動でアジャストを実行]をクリックすると、

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

して「次へ」をクリックすると、調整が開始されます。 

 
 

(6) 調整後、完了画面が表示されます。[完了]をクリックしてウィザード

を終了します。 

 
以上で操作は完了です。OS が起動できるか確認してください。 

 

※ OS が起動可能になっても、起動時に Windows やアプリケーショ

ンのライセンス認証を要求されることがあります。 
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７-２ OS を調整する（手動調整） 

この操作は上級ユーザにのみお勧めします。あらかじめハードメー

カーから入手したドライバを指定して追加できますが、サウンドドライ

バやネットワークドライバ等、Windows 上から追加できるものについ

ては、Windows 起動後に追加することをお勧めします。追加するド

ライバは、あらかじめ外付けハードディスクや USBフラッシュメモリ等

に保存しておいてください。ここではUSB機器にドライバを保存した

ことを前提に、手順をご案内いたします。 
 
ドライバを保存した機器を PC に接続し、『７－１ OS を調整する(自

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

 
 

 

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

 
 

 
 
  

ここにチェックを入れます。 

ここをクリックし、表示され

た画面で、あらかじめ保

存しておいたドライバの

保存場所を選択し、[OK]

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

 
この後の操作は自動調整と同じです。『７-１ OS を調整する（自動

調整）』の(5)を参照しながら、操作を完了して下さい。 
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第８章 ハードディスクの管理 
LB コピーワークス 13 には、パーティションを管理するための基本的

なツールが実装されています。操作によっては、データが参照できな

くなったり、OS が起動しなくなってしまう場合がありますので、使用す

る際には十分ご注意ください。ここでは、よく使う機能をご紹介します。 
 

８-１ パーティションの作成 
パーティションを作成するためには、ハードディスク内に未割り当て領

域が必要になります。 

※ MBR ディスクの場合、基本パーティションは１台のドライブに最大

４つまでに制限されます。 

 

(1) LB コピーワークス 13 を起動します。パーティションを作成する未

割り当て領域を右クリックし、[パーティションの作成]を選択します。 

 
 
 



LB コピーワークス 13 利用ガイド 

91 

(2) 以下の画面が表示されます。作成するパーティションの種類、サ

イズ、ファイルシステム（フォーマット形式）、ドライブ文字などを選

択して、[はい]をクリックします。 

 
 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 

(4) パーティションが作成され、フォーマット処理が実行されます。処

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

れないため、Windows 上から参照することはできません。（2）

でドライブ文字を割り当てるか、作成後に、『８-４ ドライブ文字

の割り当て/削除』を参考に割り当てを行ってください。 



第８章 ハードディスクの管理 

92 

８-２ パーティションのフォーマット 

パーティションをフォーマットすると、パーティション内のすべてのデ

ータが削除されます。操作時は十分にご注意ください。 

 
(1) LB コピーワークス 13 を起動し、フォーマットしたいパーティション

を右クリックし[パーティションのフォーマット]を選択します。 

 
 

 
(2) 以下の画面が表示されます。ファイルシステム、ボリュームラベル

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

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) フォーマットが開始されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックし

ます。フォーマットしたパーティションを確認してください。 
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８-３ パーティションの削除 
パーティションを削除すると、パーティション内のすべてのデータが削

除されます。操作時には十分ご注意ください。 

 

(1) LB コピーワークス 13 を起動します。削除したいパーティションを

右クリックし[パーティションの削除]を選択します。 
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(2) 確認画面が表示されます。ボリュームラベルを入力するか、[ボリ

ュームラベルを確認しない]にチェックを入れて、[はい]をクリック

します。 

 
 

 
(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 

(4) パーティションの削除が実行されます。終了したら[閉じる]ボタン

をクリックします。パーティションが削除されたことを確認してくださ

い。 
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８-４ ドライブ文字の割り当て/削除 
ドライブ文字の割り当て/削除方法についてご紹介します。作成した

パーティションに、ドライブ文字を割り当てることで、Windows上から参

照できるようになります。 

 

(1) LB コピーワークス 13 を起動し、ドライブ文字を割り当てたい/削

除したいパーティションを右クリック[ドライブ文字の割り当て/削

除]を選択します。 

 
 

※ 選択したパーティションにドライブ文字が割り当てられていない

場合には、 [ドライブ文字の割り当て]が選択可能になり、割り

当てられている場合には、[ドライブ文字の削除]が選択可能に

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

ックします。 

 
 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 
 

 
 
 
 
 

(4) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。

パーティションにドライブ文字を割り当てた場合には、エクスプロ

ーラやマイコンピュータから参照できるか確認します。 
 



第８章 ハードディスクの管理 

98 

８-５ パーティションのアクティブ/非アクティブ 
パーティションのアクティブ/非アクティブの設定方法についてご紹介

します。コピー先ハードディスクの起動パーティションはアクティブに

設定されている必要があります。 

※ 1台のハードディスクに、2つ以上のアクティブパーティションが存

在すると、OS が起動できなくなる可能性があります。 

 

(1) LB コピーワークス 13 を起動し、アクティブ/非アクティブにしたい

パーティションを右クリック[パーティションのアクティブ/非アクティ

ブ]を選択します。 

 
 

※ 選択したパーティションがアクティブ状態の場合には、 [パー

ティションの非アクティブ]が選択可能になり、非アクティブ状態

の場合には、[パーティションのアクティブ]が選択可能になりま

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

 
 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 
 
 
 
 
 

(4) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-６ パーティションの表示/非表示 
パーティションの表示/非表示の設定方法についてご紹介します。パ

ーティションを非表示にすると、Windows 上から参照できなくなります。

例えばバックアップ用にコピーしたパーティションを OS から参照でき

なくしたい場合などに使用します。 

 

(1) LB コピーワークス 13 を起動し、表示/非表示したいパーティシ

ョンを右クリック[パーティションの表示/非表示]を選択します。 

 
 

※ 選択したパーティションが表示状態の場合には、 [パーティショ

ンの非表示]が選択可能になり、非表示状態の場合には、 [パ

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

 
 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-７ シリアル番号の変更 
パーティションのシリアル番号の変更方法についてご紹介します。シ

リアル番号は、パーティションのフォーマット時に生成され、ブートセク

タに保存されます。  

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

 

(1) LB コピーワークス 13を起動し、シリアル番号を変更したいパーテ

ィションを右クリック[シリアルの変更]を選択します。 
 

(2) 新しいシリアル番号を入力して、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 

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

ID とは、パーティションに適用されているファイルシステムを識別する

ためのデータです。  

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

(1) LB コピーワークス 13を起動し、パーティション IDを変更したいパ

ーティションを右クリック [パーティション IDの変更]を選択します。 

 

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

クしてください。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 

 
 
 
 
 

(4) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-９ 表面テスト 
表面テストの実行方法についてご紹介します。パーティションや未割

り当て領域に表面（サーフェス）テストを実行して、パーティションの各

セクタに障害が発生していないか確認することができます。 

 

(1) LB コピーワークス 13 を起動し表面テストを実行したいパーティション

を右クリック[表面テスト]を選択します。 

 

(2) レベルを選択して[はい]をクリックしてください。 

 
 

 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適用]

ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１０ ファイル システムの整合性チェック 
ファイル システムの整合性チェックの実行方法についてご紹介しま

す。ファイルシステムに問題がないか確認することができます。 

 

(1) LB コピーワークス 13を起動し、整合性チェックを実行したいパー

ティションを右クリック[ファイル システムの整合性チェック]を選択

します。 

(2) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

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

 

(4) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１１ 削除パーティションの復元 
削除パーティションの復元方法についてご紹介します。誤ってパーテ

ィションを削除してしまった場合などに、このウィザードを使用して復

元することができます。 

※ 復元を保証するものではありません。状況によっては、復元でき

ない可能性もあります。 

 

(1) 復元を試したい「未割り当て」領域を右クリックし[削除パーティシ

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

クリックします。 

 
 

(3) 初回は[クイックサーチ]を選択して[次へ]お進みください。このオ

プションでパーティションが見つからなかった場合には、下の2つ

のオプションもお試しください。 
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(4) パーティションの検索が開始されます。 

 
 
 

(5) 検索結果が表示されます。復元したいパーティションにチェック

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

 
 
 

(7) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の

[適用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 
 
 

(8) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。復元されたパ

ーティションを確認してください。 

 

※ 復元されたパーティションにはドライブ文字が割り当てられて

いません。パーティションにドライブ文字を割り当てないと

Windows 上から参照することはできません。ドライブ文字の割

り当て方法は、『８-４ ドライブ文字の割り当て/削除』を参照し

てください。  
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８-１２ GPT→MBR ディスク、MBR→GPT ディスクへの変換 
ハードディスクの形式を GPT→MBR、またはMBR→GPT 形式に変換

する手順をご案内します。 

 

※ この操作は、OS がインストールされたハードディスクに対しては行わ

ないでください。OS が起動できなくなります。 

 

※ MBR ディスクでは、作成できる基本パーティションは 4 つまでです。

GPT ディスクから MBR ディスクに変換する際、4 つ以上のパーティシ

ョンがある場合、4 つ目以降のパーティションは論理パーティションに

なります。 

 

(1) 変換したいハードディスクを右クリックし[GPT 形式へ変換]または[ベ

ーシック GPT ディスクをベーシック MBR ディスクへ変換]を選択しま

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

します。 

【MBR ディスクを GPT ディスクに変換する場合】 

 
 

【GPT ディスクを MBR ディスクに変換する場合】 

 
 

 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の

[適用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
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８-１３ MBR の更新 

ここでは、MBR(マスター ブート レコード)を更新する手順をご紹介し

ます。現在の MBR に書き込まれているブートコードを、標準のブート

ストラップコードに書き換えることができます。 

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

行できません。 

 
(1) LB コピーワークス 13 を起動し、更新したいハードディスクを右ク

リック[MBR の更新]を選択します。 

 
 

(2) 確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 



LB コピーワークス 13 利用ガイド 

113 

８-１４ 基本スロットの変更 

ここでは、基本スロットを変更する方法をご紹介します。パーティショ

ンの順番が誤っているときは、この機能を使って修正することができま

す。 

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

※ この操作は MBR ディスクでのみ実行できます。GPT ディスクでは

実行できません。 

 

(1) LB コピーワークス13を起動し、変更したいハードディスクを右クリ

ック[基本スロットの変更]を選択します。 
 

(2) 矢印ボタンで順番を入れ替えて[はい]をクリックします。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の 

[適用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 

(4) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１５ ベーシックディスクへ変換 

ここでは、ダイナミックディスクをベーシックディスクに変換する方法を

ご紹介します。 

※ シンプルボリュームのみサポートします。 

 
(1) LB コピーワークス 13 を起動します。変更したいハードディスクを

右クリック[ダイナミックディスクをベーシックディスクへ変換]を選

択します。 

(2) 確認画面が表示されます。[変換]をクリックします。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の 

[適用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 
 
 

(4) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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第９章 CD/USB で起動しコピーを実行する 

LB コピーワークス 13 は作成した起動メディア（CD/USB）から起動し

て、コピーを実行することも可能です。 

※ 起動メディアの作成手順については、別紙の「Windows PE 版 起

動メディア（CD/USB） 作成ガイド」を参照してください。 

 
９-１ Windows PE 版の起動メディアの特長、注意点 

Windows PE 版の CD/USB から起動すると、ハードウェアに依存しな

い環境で製品の機能が実行できます。DOS や Linux ベースの OS を

使用していると、ご使用のハードウェアによっては使用できないケー

スもありますが、Windows PE 環境ではドライバの追加やネットワーク

の設定を行うことができます。 

 

■ ハードディスクの認識順序が Windows 上とは異なるため、外付けの

ハードディスクが 1 番目のハードディスクとして表示される場合があ

ります。 

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

■ CD/USB から起動した時には、インストールした場合と比べて以下

の制限事項があります。 

- ハードディスクのスケジュール コピーが使用できません。 

- パーティションのスケジュール コピーが使用できません。 

- 電子メールによる通知機能が使用できません 

- 電子メールによるログ送信機能が使用できません。 

- コピー/バックアップ除外オプションが使用できません。 

■ このCD/USBから起動した場合には、連続で72時間以上使用する

ことができません。起動から 72 時間後に、自動的に再起動されま

す。 
 

 
 



第９章 CD/USB で起動しコピーを実行する 

116 

９-２ CD/USB で起動しコピーを実行する 

 

(1) 作成した PE版起動メディア（CD/USB）をセットし PCを再起動（起動）

します。詳細は、『３－１ 作成した起動メディアの動作確認』をご確認

ください。 

 
 

(2) 起動に成功すると、ランチャーが表示されます。[Copy Works]をクリッ

クします。 
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(3) LB コピーワークス 13 が起動します。 

 
 

以降の操作は、『第６章 コピーを実行する』をご参照ください。 
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※ 『ディスクが見つかりません』と表示された場合 

 
このメッセージは、主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが

搭載されている機種で、ご利用のハードディスク コントローラが、

Windows PE に標準で組み込まれているドライバで対応できな

い場合に表示されます。ディスクを認識させるには、ご利用の

環境に対応したドライバを読み込ませる必要があります。手順

については、『９-３ サードパーティ製ドライバの追加方法』を参

照してください。 

 

※ 起動メディア（CD/USB）を作成する際に、予めドライバを追加し

て起動メディアを作成すると、このメッセージは表示されず、ディ

スクが認識されるようになります。ドライバを追加したメディアを

作成する手順については、別紙の「Windows PE 版 起動メディ

ア（CD/USB） 作成ガイド」を参照してください。 

 

 

※ 操作前に、必ずディスクのエラーチェックを実行してください。詳

細は『４-１ ディスクのエラーチェック』を参照してください。 
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９-３ サードパーティ製ドライバの追加方法 
CD/USB 起動時に標準で認識されないサードパーティ製の RAID、

SCSI ドライバやネットワークドライバを読み込んで認識させることがで

きます。メディアから起動後、ハードディスクが参照できない（正しく認

識されない）、ネットワークにアクセスできない場合には、以下の手順

を参照してください。事前にフロッピーディスクや USB メモリなどにドラ

イバを保存してください。なお、ドライバを組み込んだ起動メディアを

作成することも可能です。手順は、別紙の「Windows PE 版 起動メデ

ィア（CD/USB） 作成ガイド」を参照してください。 

 

※ サードパーティ製ドライバの入手方法については、ハードメーカ

にお問い合わせください。 

※ ご利用の環境に応じたドライバを用意してください。起動メディア

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

合は 64 ビット用のドライバが必要です。 

※ Windows 8/10 用のドライバを用意してください。 

 

(1) メディアから起動後に表示されるメニューから[ドライバの追加]を

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

をクリックします。ドライバファイルは事前に、フロッピーやUSBメモ

リ等にコピーしておいてください。 

 
 

(2) 読み込みが完了すると以下の画面が表示されます。続けてドライ

バを読み込む場合には[はい]を、メニューに戻る場合には、[いい

え]を選択します。 

 
 

(3) LB コピーワークス 13 を起動してハードディスクが正しく認識され

ているのか確認してください。ネットワークドライバを追加した場合

には、次項を参考に、ネットワークドライブにアクセスできるのか確

認してください。 
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９-４ ネットワークドライブへのアクセス方法 

起動メディア（CD/USB メモリ）から起動時にネットワークにアクセスす

る必要がある場合は、以下の手順を実行します。 

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

 

(2) [ネットワークドライブ]タブをクリックします。 

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

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

が表示されます。『９－３』を参考にネットワークドライバを追加してく

ださい。 

 
 

(3) [ネットワークドライブの割り当て]ボタンをクリックします。 

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

力します。例えば、マシン名が、FileServer で、共有フォルダ名が、

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

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

ん。クリックすると、ネットワークドライブの割り当てができなくなり

ます。クリックしてしまった場合には、再度CD起動からやり直して

ください。 

 

(4) ネットワークドライブへのアクセスに必要なユーザ名とパスワード

を入力します。ユーザ名とパスワードが不要な場合には、接続す

るユーザに guest と入力してください。入力が完了したら、[OK]ボ

タンをクリックします。 

 
 

※ 以下のエラーが発生した場合には、マシン名の箇所を IPアドレス

に置き換えて処理をお試しください。 

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

リックしてメニューに戻ります。 

 
 
 

(7) ファイル転送ウィザードなどを使用して、ネットワークドライブが参照で

きるのか確認します。
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第１０章  その他の操作 
 
１０-１ ブートコレクタ 

コピー先のハードディスクから OS が起動できない場合には、ケーブ

ルの接続、ジャンパピン、BIOS の設定が正しいかご確認ください。そ

れでも起動できない場合には、起動メディア（CD/USB メモリ）から起

動して[ブートコレクタ]で下記の修正をお試しください。 

1. EFI ブートパラメータの修正(GPT ディスクのみ) 

2. ドライブ文字の確認、修正 

3. MBR（マスターブートレコード）の更新(MBR ディスクのみ) 

4. ブート パラメータ(boot.ini、BCD)の修正 

 

1. EFI ブートパラメータの修正 

GPTディスクをコピー後に、コピー先のディスクから起動できない場合

は、まずこの操作を行って起動できるかご確認ください。 

※ MBR ディスクをご利用の場合は、この操作は実行できません。また、

32ビット版のPCで起動メディアを作成した場合、このメニューは表示

されません。 

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

 
 

 

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

入れ、「次へ」をクリックします。 

 
 

(5) 確認画面が表示されます。[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 
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(6) 完了画面が表示されます。起動メディアを取り出し、メニューから[再

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

 

(1) CD/USB から起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。ブ

ート コレクタが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

(2) [修正する Windows 環境]をクリックします。 

 
 

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

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

OK をクリックし、[次へ]をクリックします。 

 
 

※ C: が割り当てられていれば、この後の操作は不要です。[キャンセ

ル]をクリックして画面を終了してください。PC によっては、標準で C: 

以外のドライブ文字が割り当てられている場合がありますが、ここで

は、C: が割り当てられていることを前提にしています。以下のように

ドライブ文字が[なし]と表示されている場合も、[キャンセル]をクリック

して画面を終了してください。 

 

ここをクリックすれば、ドライブ文字

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

へ]をクリックします。 

 
 

(6) 完了の画面が表示されたら[完了]をクリックします。起動メディアを取

り出し、メニューから[再起動]を選択して、OS の起動状況を確認して

ください。 
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3. MBR（マスターブートレコード）の更新 

 

※ この操作は、GPT ディスクに対しては実行できません。 

 

(1) CD/USB から起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。ブ

ート コレクタが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

(2) [マスターブートレコード（MBR）の修正]を選択します。 
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(3) マスターブートレコードを修正するハードディスクを選択し、[次へ]を

クリックします。 

 
 

(4) 確認画面が表示されるので、[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 

 

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

 

(6) 起動メディアを取り出し、メニューから[再起動]を選択して OS の起動

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

 

(1) CD/USB から起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。ブ

ート コレクタが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

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

 
 

(3) 確認画面が表示されるので、[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 

 

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

 

(5) 起動メディアを取り出し、メニューから[再起動]を選択して OS の起動

状況を確認してください。 
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１０-２ ログの取得方法 

製品を使用して問題が発生した場合には、ログファイルの取得をお

願いするケースがございます。ここでは、参考までにログファイルの取

得方法をご紹介します。 

 

※ CD/USB起動時のログを取得したい場合、必ず操作直後の、再起動

前に実行してください。（再起動するとログは消えます。）または、

CD/USB から起動し、問題の発生したときと同じ操作を実行してくだ

さい。同じ操作を行えない場合でもメイン画面を1度起動してから、ロ

グを取得してください。 

 

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

ックできるようになります。（メールアドレスをご入力いただいても、メー

ルは使用しません。） 

 
 

 

(3) ログの保存先を選択して、[保存]をクリックします。 

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

は、このあとメニューから再起動を選択し、Windows を起動してくださ

い。 

 
 

(5) ログの保存先を確認します。作成されたファイルをメールに添付して

サポートセンターにお送りください。 
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