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第１章 はじめに 

１-１  LB ファイルバックアップ 4 Pro の特長 
このたびは「LB ファイルバックアップ 4 Pro」をお買い上げいただき

ありがとうございます。LB ファイルバックアップ 4 Pro は、簡単な操

作で PC 内のデータを、外付け HDD や USB メモリなどにバックアッ

プできるソフトで、世代管理、バックアップデータの圧縮・暗号化、

除外ファイルの設定などの機能を備えています。同じファイルを複

数のバックアップ先に保存することもできるため、重要なデータを 2

重化してバックアップできます。動作も軽く、PC への負荷もほとんど

かかりません。また、バックアップの際、バックアップ先にリストア実

行用のファイルが作成されるため、LB ファイルバックアップ 4 Pro

がインストールされていない PC からでもバックアップデータをリスト

アできます。 

※ 本製品は「LB オートセーブ 2」や「LB ファイルバックアップ 3」との

互換性はありません。いずれかの製品がインストールされている

場合は事前にアンインストールしてください。 

 
１-２  動作環境 

 

対応 OS： Windows XP/Vista/7/8 

※32 ビット/64 ビット、日本語版のみサポート 

※管理者権限が必要です。 

対応機種： 上記 OS が正常に動作する PC/AT 互換機 

CPU： Intel、AMD または互換プロセッサ 

メモリ： 512MB 以上の RAM(1GB 以上を推奨) 

ディスク容量： 50MB 以上の空き容量 

その他： .NET Framework がインストールされていること 
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１-３ 注意事項 
■バックアップ対象は、ローカルドライブのみです。ネットワークドライ

ブ内のデータをバックアップすることはできません。 

■CD/DVD/BDなどの光学メディアへのバックアップには非対応で

す。 

■他社バックアップツールとの併用はできません。 

■本製品はファイルのバックアップツールです。OSやアプリケーショ

ンのバックアップには非対応です。 

■製品の性質上、暗号パスワードやセキュリティパスワードを紛失した

場合のサポートはいたしかねますので、パスワードの管理には充分

にご注意ください。 

■ライセンスキーを入力せずに本製品をインストールした場合、14日

間限定の評価版になります。本製品を無期限でご利用いただくた

めには、ライセンスキーが必要です。 

■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。 

■メールのバックアップでは、メール本文とアドレス帳がバックアップ

対象となります。 

■「LB ファイルバックアップ3」や「LB オートセーブ2」 とは別製品で

す。画面の表示やバックアップ形式、操作方法などは全く異なり、

バックアップデータの互換性も無いのでご注意ください。 

■インストール時に.NET Framework のインストールが必要になること

があります。 

■Windowsのマルチユーザ環境には非対応です。 
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第２章 インストールと初期設定 
この章では、LB ファイルバックアップ 4 Pro のインストールと、初期

設定の手順をご案内いたします。 

２-１ LB ファイルバックアップ 4 Proのインストール 

(1) 製品CDをコンピュータに挿入すると自動再生が起動して以下の画

面が表示されます。表示されない場合は、 CD 内にある

「autorun.exe」を実行してください。 

 
※ 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。 

 
(2) 以下の画面が表示されたら、「インストール画面へ」をクリックします。 
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(3) インストール画面が起動したら、「インストール」をクリックします。 

 
 
※ ユーザアカウント制御の画面が表示された場合は「はい」をクリッ

クします。 

 

 

(4) 「使用許諾契約」が表示されます。内容を確認の上、[同意する]を

クリックします。インストールが開始されます。 
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(5) 完了画面が表示されたら[OK]をクリックします。 

 
 
(6) 設定画面を起動するかどうかの、確認メッセージが表示されます。

続けて初期設定を行う場合は「はい」を、このまま終了する場合は

「いいえ」をクリックします。終了した場合、デスクトップ上の[LB ファ

イルバックアップ 4 Pro]のアイコンをクリックすると、初期設定の画面

が表示されます。 

 
 

以下の画面が表示された場合は「はい」をクリックします。初回設定

ウィザードの画面が表示されます。 
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何も画面が表示されない場合は、タスクトレイ上にウィンドウが点滅

表示されていないか確認し、点滅している場合はクリックしてくださ

い。 

 
以上でインストールは完了です。インストール開始時の画面がまだ

表示されている場合は、「終了」をクリックして画面を閉じます。初期

設定の手順については「２-２ 初回設定ウィザードを実行する」を

参照してください。 
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２-２ 初回設定ウィザードを実行する 

(1) インストール後、初めてLB ファイルバックアップ 4 Proを起動する

と、以下の画面が表示されます。バックアップ先のドライブを接続

し、「次へ」をクリックします。 

 
 
※ バックアップ先として使用できるのは、内蔵 HDD、外付け HDD、ネ

ットワークドライブ、USB メモリなどのリムーバブルメディアです。

CD/DVD/BD へのバックアップには非対応です。 

※ NAS やネットワークドライブにバックアップを行う場合、事前にドラ

イブ文字を割り当てる必要があります。手順は「６-６ ネットワーク

ドライブの割り当てについて」を参照してください。 
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(2) ライセンスキーを入力し、「認証」をクリックします。評価版として使

用する場合は、ライセンスキーを入力せずに、そのまま「次へ」を

クリックし、(3)へお進みください。 

 
「認証」をクリックした後に「ユーザアカウント制御」の画面が表示

された場合は「はい」をクリックします。 

 
認証に成功すると以下の画面が表示されます。 

 
※ ここでライセンスキーを入力しなかった場合、14 日間の評価版と

しての使用になります。評価版から製品版へ移行される場合、サ

ポート画面から製品化の操作を行う必要があります。詳細は、

「６-７ 評価期間終了後の製品化について」を参照してください。 



 

13 

(3) 起動モードを選択します。ここでは「標準モード」を選択し、「次へ」

をクリックします。 

 
ここで「かんたんモード」を選択した場合は、バックアップ元とバック

アップ先のみを指定して初回設定ウィザードを完了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かんたんモードについて 
「かんたんモード」では、以下の内容が自動で設定されます。 

 バックアップデータの圧縮・暗号化は行わない 

 バックアップ先は選択したドライブの直下に作成（D ドライブを保存先に

した場合、D:\が保存先に設定されます） 

 バックアップファイルのアイコンは変換しない 

 バックアップファイルの保存世代数は 3 世代 

 バックアップ元ファイルを削除しても、バックアップ先からは削除しない 

 セキュリティパスワードを設定しない 

 ログはバックアップの成功／失敗を記録 

 バックアップ方式はリアルタイム バックアップ(メール、インターネットはイ

ンターバル バックアップ) 

※ バックアップ方式の詳細は、「４-１ バックアップ元設定の追加と変更」を

参照してください。 

※ 圧縮・暗号化の設定は、後から変更できません。それ以外の設定は、初

回設定ウィザード完了後に変更できます。 
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(4) バックアップ先を選択し、「次へ」をクリックします。 

 
※ バックアップ先として使用できるのは、内蔵 HDD、外付け HDD、ネ

ットワークドライブ、USB メモリなどのリムーバブルメディアです。

CD/DVD/BD などの、光学メディアへのバックアップには非対応で

す。 

※ NAS やネットワークドライブにバックアップを行う場合、事前にドラ

イブ文字を割り当てる必要があります。手順は「６-６ ネットワーク

ドライブの割り当てについて」を参照してください。ドライブ文字を割

り当てると、以下のようにバックアップ先として選択できます。 
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(5) バックアップ先フォルダを指定します。必要に応じてバックアップ先

の名称、メモなどを入力し、「次へ」をクリックします。フォルダを指定

せずに「次へ」をクリックすると、選択されたドライブの直下にバック

アップデータが保存されます。 

 
 
 
 
 

 
※ 「保存先パスの文字数」 + 「ファイル名の文字数」が、OS の制限

を超えた場合（一般的には 256 文字）は、バックアップできなくなり

ます。ドライブの直下やドライブ直下にあるフォルダをバックアップ

先に指定することをお勧めします。 

※ バックアップ先に設定した場所には、「LB」というフォルダが作成さ

れ、その中にバックアップデータが保存されます。バックアップ先の

フォルダ構成については、「６-１」を参照してください。 

※ 既にバックアップデータが存在する場所をバックアップ先に指定し

た場合、バックアップデータが削除されますのでご注意ください。 
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(6) バックアップしたいデータを選択し、「次へ」をクリックします。表示さ

れた項目以外にバックアップしたいフォルダがある場合は、「参照」

をクリックし、保存したいフォルダを選択します。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

※ 任意のデータをバックアップ対象にする場合、フォルダ単位での指

定になります。拡張子による指定はできません。 

なお、「初回設定ウィザード」で選択したバックアップ対象は、以下

のバックアップ方式で設定されます。 

バックアップ対象 バックアップ方式 

メール、インターネット インターバルバックアップ方式 

それ以外のデータ リアルタイムバックアップ方式 

※ バックアップ方式の詳細や変更手順については、「４-１ バックアッ

プ元設定の追加と変更」を参照してください。 
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(7) セキュリティパスワードを設定するかどうかを選択します。通常は

「設定しない」を選択して「次へ」をクリックします。設定する場合は、

以下のようにパスワードを入力します。 

 
※ セキュリティパスワードとは、暗号パスワードを忘れた場合に備え

て、設定しておくパスワードのことです。バックアップデータを暗号

化しない場合は、セキュリティパスワードを設定する必要はありま

せん。バックアップデータの暗号化については、(8)を参照してくだ

さい。 

 

※ 製品の性質上、パスワードを紛失した場合の対処方法についての

サポートは提供しておりませんで、パスワードは慎重に管理してい

ただくようお願い致します。 

 

パスワードは 16 文字以内の、半

角英数字で入力します。大文

字・小文字も区別されます。 
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(8) バックアップデータの圧縮・暗号化の設定を行います。通常は「圧

縮しない」「暗号化しない」を選択して「次へ」をクリックします。バッ

クアップデータを暗号化する場合は、以下のように暗号パスワード

も設定する必要があります 

 
※ 暗号パスワードを忘れると復元ができません。バックアップデータ

を暗号化される場合、(7)でセキュリティパスワードも設定しておくこ

とをお勧めします。暗号パスワードを確認する手順については「６-

２」を参照してください。 

※ 製品の性質上、パスワードを紛失した場合の対処方法は提供して

おりませんので、パスワードは慎重に管理していただくようお願い

致します。 

※ 圧縮/暗号化設定は後から変更することができません。バックアッ

プ先を設定する時にのみ設定できます。 

※ 圧縮・暗号化を設定した場合、そのバックアップ先に保存されるバ

ックアップデータすべてが圧縮・暗号化されます。例えば、「マイド

キュメント」と「デスクトップ」を同じバックアップ先にバックアップす

る場合、「マイドキュメント」のデータだけ圧縮/暗号化して、「デスク

トップ」のデータは圧縮/暗号化しない、というような設定は行えま

せん。 
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(9) バックアップデータの世代数、削除方式、ファイルアイコンの設定

を行います。各設定を行ったら「次へ」をクリックします。 

 
 

※ 削除方式やファイルアイコンの設定の詳細については「４-１」を

参照してください。 

 

(10) 設定の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ、「完

了」をクリックします。 

 
 



 

20 

(11) 設定を登録するかどうかの確認メッセージが表示されます。「は

い」をクリックします。 

 
 

(12) すぐにバックアップするかどうかの確認メッセージが表示されます。

「はい」をクリックするとすぐに初回バックアップが行われます。こ

の時点で初回バックアップを行わない場合は「いいえ」をクリックし

ます。なお、バックアップデータの容量やファイル数によっては、

初回バックアップが完了するまで時間がかかることがあります。 

 
以上で初回設定ウィザードは完了です。 

 

※ この時点では、「メール」と「インターネット」のデータは「インター

バル」、それ以外のデータは「リアルタイム」でバックアップされる

ように設定されています。「今すぐバックアップしますか？」のメッ

セージで「いいえ」をクリックした場合、「リアルタイム」では、ウィ

ザードを完了して 5分経過すると初回バックアップが実行され、イ

ンターバルの場合は 3 時間後に実行されます。 

※ バックアップ方式の詳細や変更方法については「４-１」を参照し

てください。 
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第３章 タスクトレイアイコンとホーム画面について 
ここでは、タスクトレイアイコンとホーム画面について説明いたします。 

３-１ タスクトレイアイコンとコンテキストメニューについて 
初回バックアップウィザード完了後、タスクトレイ上に LB ファイルバッ

クアップ 4 Pro のアイコン が表示されます。このアイコンは、LB ファ

イルバックアップ 4 Pro の動作によって表示がかわります。 

 待機中/リストア中の表示です。(白アイコンに赤字) 

 
バックアップ中はこのアイコンが表示されます。(赤アイ

コンに白字) 

 
バックアップ先がすべて、接続不可の場合に表示され

ます。(グレーのアイコン) 

  

 

エラーが発生すると表示されます。エラー発生中はこの

２つのアイコンが交互に表示されます(白アイコンにオレ

ンジの文字と、オレンジアイコンに白字が交互に表示)。 

タスクトレイのアイコンの上で右クリックすると、コンテキストメニューが

表示されます。 

 

 

LB ファイルバックアップ 4 

Pro を開く 

LB ファイルバックアップ 4 Pro の

ホーム画面を起動します。 

今すぐバックアップ 
バックアップ対象のデータを全て、

すぐにバックアップします。 

ログ画面を開く 
バックアップやリストア、操作のログ

を表示します。 

LB ファイルバックアップ 4 

Pro の終了 

LB ファイルバックアップ 4 Pro を

終了します。 
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３-２ ホーム画面について 
デスクトップ上の「LB ファイルバックアップ 4 Pro」アイコンをクリック、

またはコンテキストメニューで「LB ファイルバックアップ 4 Pro を開

く」をクリックすると、LB ファイルバックアップ 4 Pro のホーム画面が

起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験版の製品化やユーザ

登録、サポートセンターへ

の問合せなどが行えます。 

画面をかんたんモード

に切り替えます。 

バックアップ設定の追加や

削除など、バックアップに関

わる設定全般が行えます。 

バックアップから除外

するファイルや、バッ

クアップ速度の変更な

どが行えます。 

バックアップやリ

ストアなどのログ

を確認できます。 

バックアップデータの

リストアや削除などが

行えます。 
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なお、「かんたんモード」で設定を行った場合は以下の画面が表示

されます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かんたんモード」でバックアップ設定/リストアを行う場合、以下のよ

うな制限があります。 

 バックアップモードはリアルタイムバックアップまたはインターバ

ルバックアップ(メールとインターネットはインターバル、それ以

外はリアルタイムバックアップで設定されます)。 

 バックアップ先の追加や削除などはできない(標準モードに切り

替えて行う必要があります)。 

 リストアする際は、リストア先は手動で指定する。「元の場所に戻

す」は選択不可。 

 

 

 

 

 

バックアップデータ

の復元が行えます。 
バックアップの設

定が行えます。 

体験版の製品化やユ

ーザ登録、サポートセ

ンターへの問合せな

どが行えます。 

画面を標準モードに

切り替えます。 



 

24 

第４章 バックアップ設定の変更、追加、削除 

この章では、バックアップ設定を追加する手順や、バックアップ設定

の内容を変更する手順をご案内いたします。 

４-１ バックアップ元設定の追加と変更 
ここでは、作成されたバックアップ設定を変更する手順と、新しく設定

を追加する手順をご案内いたします。新しくバックアップ先を追加し

たい場合は、「４-２」を参照してください。 

 

※ 既存のバックアップ設定を確認したい場合は、(1)～(3)の手順で

バックアップ元設定の画面を起動し、何も変更せずに画面を「次

へ」で進めていくと設定を確認できます。確認後、「キャンセル」な

どで画面を終了してください。 

 

(1) デスクトップ上の、「LB ファイルバックアップ 4 Pro」アイコンをク

リックします。 
 

(2) ホーム画面が表示されたら、「バックアップ」をクリックします。 
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(3) バックアップ設定画面が起動します。設定を変更したい項目を選

択します。新しくバックアップ元を追加する場合は、その項目の左

側にある、チェックボックスにチェックを入れ、バックアップ元から

外す場合は、その項目のチェックを外します。選択後、「次へ」を

クリックします。 

※ 任意のデータをバックアップ対象にする場合、フォルダ単位での

指定になります。拡張子による指定はできません。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここをクリックすると、バック

アップ対象を更に細かく指

定できます。 

バックアップ先が複数登録されている場合は、

バックアップ先がタブで表示されます。設定を

変更したいタブを選択してください。 

バックアップが必要ないフォ

ルダがある場合はチェックを

外します。 

バックアップ元のフォ

ルダを手動で追加す

る場合はここをクリッ

クします。 
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(4) 続けて、バックアップ方式を選択します。 

 
バックアップ方式の詳細は以下の通りです。 

「リアルタイム」 
ファイルを変更・上書き保存した場合など、リアルタイムにファイル

の変化を検知してバックアップを行います。設定後、5 分経過する

と初回バックアップが実行されます。 

「インターバル」 

指定した間隔ごとにバックアップを行います。間隔は 1 時間単位

で指定できます。(メール、インターネットのみ選択可能) 

「スケジュール」 
曜日と時間を指定してバックアップを行います。「スケジュール」を

選択し、「予定表」をクリックすると、設定画面が表示されます。 
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「シャットダウン」 

PC をシャットダウンする直前にバックアップを行います。シャットダ

ウン時に以下の画面が表示されますので、実行する操作を選択

してください。 

 
 

なお、Windows 8 ではシャットダウンの操作を行うと、以下の画面

が表示されます。この画面をキャンセルすると、上記の「シャットダ

ウンバックアップ」の画面が表示されますので、実行する操作を

選択してください。 

 
 

また、バックアップ対象のデータによって、選択できるバックアップ

方式が異なります。 

バックアップ対象 選択可能なバックアップ方式 

メール、インターネット インターバル、スケジュール、 

シャットダウン 

メール、インターネット以外 リアルタイム、スケジュール、 

シャットダウン 
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(5) バックアップデータを世代保存するかどうか、およびバックアップす

る世代数を選択します。 

 
 

※ 世代保存の設定で「保存しない」を選択した場合、最新のデータ

のみがバックアップ先に格納されます。「保存する」を選択して、

世代数を 1世代にした場合は、最新のデータと、その直前に保存

したデータがバックアップ先に格納されます。詳細は「６-１」を参

照してください。 
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(6) バックアップ元のデータを削除した際の動作を設定します。「削除し

ない」「削除する」「時間をあけて削除する」のいずれかから選択で

きます。 

 
「削除する」、または「時間をあけて削除する」を選択した場合の動

作は、バックアップ方式によって削除のタイミングが異なります。 

 リアルタイム 
スケジュール 

シャットダウン 

削除する 

バックアップ元のファイルを

削除すると、すぐにバックアッ

プ先からも削除 
次回にバックアップが

行われるタイミングで

削除 時間をあけて 

削除する 

オートコンプリータが実行さ

れるタイミングで削除 

 

※ オートコンプリータについては「６-３」を参照してください。 

 

※ メールとインターネットのバックアップに関しては、このオプションは

設定できず、「削除しない」設定になります。 
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(7) バックアップファイルのアイコンを変換するかどうかを選択します。

選択後、画面下部の「保存」をクリックします。 

 
※ 既にバックアップを実行済みの場合、ファイルアイコンを「変換す

る」設定にすると、バックアップデータがいったん削除されますの

でご注意ください。 

※ アイコンを変換すると、バックアップファイルの拡張子が変わるた

め、バックアップ先のデータをエクスプローラなどで直接参照でき

なくなります。 

※ メールとインターネットに関しては、このオプションは設定できず、

ファイルアイコンは変換されません。 

 

(8) 登録確認画面が表示されます。表示された内容に間違いがなけれ

ば、「はい」をクリックします。 

 
以上で設定は完了です。 

バックアップ方式、圧縮方式、

暗号化、世代保存などの設定

を、親フォルダと同じにした

い場合にクリックします。 
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４-２  バックアップ先の追加 
バックアップ先を新しく追加する手順をご案内いたします。既存の

バックアップ先に、バックアップ元のフォルダを追加したい場合は、

「４-１ バックアップ元設定の追加と変更」を参照の上、バックアッ

プ元を追加してください。 

 

(1) ホーム画面から、バックアップ設定を開きます。 
 
(2) バックアップの設定画面が表示されます。「バックアップ先設定」を

クリックします。 

 
 
※ バックアップ先に設定した場所には、「LB」というフォルダが作成さ

れ、その中にバックアップデータが保存されます。バックアップ先の

フォルダ構成については、「６-１」を参照してください。 
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(3) 設定済みのバックアップ先ドライブが表示されます。「追加」をクリッ

クします。 

 
 

(4) バックアップ先の選択画面が表示されます。バックアップ先を選択

して「次へ」をクリックします。 
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(5) バックアップ先フォルダの設定画面が表示されます。選択したドライ

ブの直下ではなく、特定のフォルダに保存する場合は、「変更」をク

リックして保存先を選択します。選択後、「次へ」をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ バックアップ先は D:\など、ドライブの直下をお勧めします。 

※ 既にバックアップデータが存在する場所をバックアップ先に指定し

た場合、バックアップデータが削除されますのでご注意ください。 
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(6) バックアップデータの圧縮・暗号化の設定を行います。圧縮・暗号

化を行わない場合は「圧縮しない」「暗号化しない」を選択して「次

へ」をクリックします。暗号化する場合は、暗号パスワードの設定も

行う必要があります。 

 
※ 暗号パスワードを忘れると復元ができません。バックアップデータ

を暗号化される場合、セキュリティパスワードも設定しておくことを

お勧めします。セキュリティパスワードの設定については、「６-３」

を参照してください。 

 
※ 製品の性質上、パスワードを紛失した場合の対処方法は提供して

おりませんので、パスワードは慎重に管理していただくようお願い

致します。 

 
※ 圧縮/暗号化の設定を行った場合、このバックアップ先に保存され

るデータがすべて圧縮/暗号化されます。この設定を後から変更す

ることはできません。 
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(7) 設定内容の確認画面が表示されます。設定した内容に間違いがな

ければ「完了」をクリックします。 

 
 

確認画面が表示されたら「OK」をクリックします。 

 
 

 
 

これでバックアップ先の追加は完了です。この後は「４-１ バックア

ップ元設定の追加と変更」を参照の上、バックアップ設定を行ってく

ださい。 
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４-３ バックアップ先の変更 
バックアップ先設定の画面を開き、「編集」をクリックします。 

 
「参照」をクリックし、任意の保存場所を選択後、「適用」をクリックす

ると変更されます。 

 
※ バックアップ先を変更しても、バックアップデータは新しいバックア

ップ先には移動されません。世代保存している場合も、新しいバッ

クアップ先で、初回バックアップからやり直すことになりますのでご

注意ください。 

※ 圧縮・暗号化の設定を変更することはできません。バックアップ先

の作成時にのみ設定できます。 
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４-４ バックアップ先の削除 
不要になったバックアップ先を削除したい場合、以下の手順で実行

できます。 

※ バックアップ先を削除する際、保存データも削除すると、リストア

できなくなります。十分に注意して操作を行ってください。 

※ 特定のバックアップ元のみをバックアップ対象から外したい場合

は、「４-１」を参照の上、バックアップ元のチェックを外してくださ

い。 

(1) 「ホーム」→「バックアップ」→「バックアップ先設定」をクリックしま

す。 

 

(2) 現在のバックアップ先がタブで表示されます。削除したいタブを

選択し、「削除」をクリックします。 
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(3) バックアップ先に保存されたデータを削除するかどうかを選択し、

「削除」をクリックします。 

 
※ 保存されたデータを破棄すると、リストアが行えなくなります。十

分に注意して操作を行ってください。 

※ 保存データを残した場合にリストアする際は、製品のリストア機

能ではなく、バックアップ先に作成される FileBackupRestore.exe

を使用する必要があります。詳細は「５-３」を参照してください。 

確認メッセージが表示されます。「OK」をクリックするとバックアップ

先が削除されます。 

 
以上で操作は完了です。 
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４-５ メールやインターネットのバックアップについて 
LB ファイルバックアップ 4 Pro では、以下のブラウザ、メールソフトの

バックアップに対応しています。 

【ブラウザ】 

Internet Explorer、Firefox 

【メールソフト】 

Microsoft Outlook(2003、2007、2010、2013) 

Outlook Express、Windows メール、Windows Live メール、Becky!、 

Thunderbird 

ここでは、メールのバックアップを例に、設定手順をご案内いたしま

す。 

※ Thunderbird のバックアップについては、メッセージの保存場所を

変更していない環境でご利用ください。 

 

(1) 「４-１ バックアップ設定の追加と変更」の(1)～(2)を実行します。 

 

(2) 「メール」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。 

 
※ メールデータをバックアップする場合、バックアップ開始前に予め

メールソフトを終了してください。 
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複数のメールソフト・ブラウザがインストールされている場合、「詳細

設定」をクリックすると、バックアップしたいソフトを選択できます。バ

ックアップしたいソフトにのみチェックを入れます。 

 
 

(3) バックアップ方式を選択します。「インターバル」、「スケジュール」、

「シャットダウン」のいずれかを選択します 

 
 

※ バックアップ方式の詳細については、「４-１ バックアップ元設定の

追加と変更」を参照してください。 
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この後の操作は、「４-１ バックアップ元設定の追加と変更」と同じで

す。「４-１ バックアップ元設定の追加と変更」の(4)～を参照の上、設

定を完了してください。 

 

なお、メールのバックアップについては、バックアップ開始前にメール

ソフトを終了してください。「シャットダウン」以外のバックアップ方式を

選択された場合、バックアップ開始時に以下のようなメッセージが表

示されます。 

 
 

バックアップ開始時に以下のメッセージが表示されます。データが破

損する恐れがあるため、バックアップが完了するまで、メールソフト

は起動しないでください。 

 
バックアップ中は、タスクトレイ上のアイコンが、 の状態に反転し、

完了後は の状態に戻ります。上記のメッセージが閉じた後も、バッ

クアップ処理が完了していないことがあるため、必ずタスクトレイ上の

アイコンでバックアップが終わったことを確認してからメールソフトを起

動してください。 
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第５章 バックアップデータのリストアと削除 

５-１ バックアップデータのリストア 
ここでは、LB ファイルバックアップ 4 Pro でバックアップしたデータの

リストア手順をご案内いたします。 

 

※ バックアップデータの暗号化・圧縮を行っていない場合、エクスプ

ローラ等で直接バックアップデータを参照できますが、製品のリ

ストア機能を使用してリストアすることをお勧めします。 

 

(1) ホーム画面で「リストアと削除」をクリックします。 
 

(2) リストアと削除の画面が表示されます。バックアップ先を複数登録

している場合は、各バックアップ先をプルダウンで選択します。 

 
 

 

 

検索ボタンをクリッ

クすると、バックア

ップデータの名前

から検索してリスト

アできます。 

プルダウンでバックア

ップ先を選択します。 

古いファイルをリストアする

場合はここをクリックして世

代を選択します。 
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(3) リストアするデータにチェックを入れます。特定のフォルダ内の

データをリストアしたい場合は、右側のフォルダ一覧で該当のフ

ォルダをダブルクリックして中身を表示し、リストアするデータに

チェックを入れます。 

 
 
 
※ 「元の場所に戻す」を選択した場合、リストア先に同じ名前のフ

ァイルが存在すると上書きされます。いったん一時フォルダにリ

ストアすることをお勧めします。 

【メールデータのリストアについて】 

Thunderbird のバックアップについては、メッセージの保存場所

を変更していない環境でご利用ください。なお、データのリスト

アについては、「元の場所に戻す」を選択してリストアする必要

があります。 

Outlook、Becky!、Outlook Express、Windows メール、 Windows 

Live メールでは、一時フォルダにリストアした場合は、インポー

トなどの操作が必要です。手順については、メーカにご確認くだ

さい。ご参考までに、弊社サイトにも FAQ を掲載しています。 

http://www.lifeboat.jp/support/db/018140501001.html 

 

ここで選択した項目の

中身が、画面右側に表

示されます。 

リストアするデータにチェック

を入れます。一括でチェック

を入れる場合は「全選択」

を、外す場合は「全解除」を

クリックします。 

リストア先を選択します。一時フォルダに戻す場合

は、「参照」をクリックするとリストア先を選択できます。 

ここをクリックすると、

検索画面が開き、ファ

イル名などを検索して

リストアできます。 

http://www.lifeboat.jp/support/db/018140501001.html�
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(4) データを選択後、「リストア」をクリックします。データを暗号化して

いた場合は、パスワード入力画面が表示されるので入力し、「OK」

をクリックします。暗号化していない場合は（5）へ進みます。 

 
 
(5) 以下の画面が表示されたら「OK」をクリックします。 

 

リストアが完了すると処理結果画面が表示されるので、「OK」をクリッ

クします。 

 

「一時フォルダに戻す」を選択してリストアした場合、リストア先に

「FileBackupリストア」というフォルダが作成され、その中にバックア

ップデータがリストアされます。 

 
以上で操作は完了です。 
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５-２ バックアップデータの削除 
 

(1) 「５-１ バックアップデータのリストア」の(1)～（3）を実行します。 

 
(4) 削除したいデータを選択したら、「削除」をクリックします 

 
※ 削除したデータはリストアできなくなります。操作には十分ご注意

ください。 

 
(5) 確認メッセージが表示されます。「すべて削除」または「読み取り

専用は残す」のどちらかをクリックします。 

 
完了後、処理結果が表示されます。「OK」をクリックします。 
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５-３ リストア用のファイルを使用してリストアする 

LB ファイルバックアップ 4 Pro では、バックアップ先にリストア用の

ファイル、「FileBackupRestore.exe」が作成されるため、本製品がイ

ンストールされていない環境でもリストアができます。例えば、D ドラ

イブをバックアップ先にしていた場合は、

「D:\LB\FileBackupRestore」にリストア用のファイルが作成されます。

外付け HDD にバックアップしている場合は、異なる PC に外付け

HDD を接続し、FileBackupRestore.exe を実行するとリストア画面が

起動します。ここでは、リストア手順をご案内いたします。 

※ LB ファイルバックアップ 4 Pro がインストールされている環境で

は、「FileBackupRestore.exe」は使用せず、製品のリストア機能を

使用してください。 

(1) バックアップ先のドライブにある、FileBackupRestore.exe を実行し

ます。 
 

(2) リストア画面が表示されます。 

 
 

この後のリストア手順は製品のリストア機能と同じです。手順の詳細

は「５-１ バックアップデータのリストア」を参照してください。 
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※ Windows XP の環境では、以下のメッセージが表示されて、リスト

ア画面が表示できないことがあります。 

 
この画面は、.NET Framework 2.0 がインストールされていない場

合に表示されます。.Net Framework 2.0 をインストールして再度

実行するか、製品本体をインストールして製品のリストア機能を

ご利用ください。 
 

※ バックアップ先がネットワークドライブの場合、ネットワーク経由で

「FileBackupRestore.exe」を実行してリストアできなければ、バッ

クアップ先にある LB フォルダを丸ごとローカルにコピーしてリスト

アを実行してください。 
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第６章 補足事項 
 

６-１ バックアップ先の構成について 
バックアップ先に設定した場所には、「LB」フォルダが作成され、そ

の中に 2 つのフォルダが作成されます。「FileBackupRestore」と、ユ

ーザ名と同じ名前のフォルダが作成されます。FileBackupRestore

のフォルダには、「５-３」に記載されているバックアップデータをリス

トアするためのファイルが保存され、ユーザ名のフォルダ内にバック

アップデータが保存されます。 
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ユーザ名のフォルダの中には、バックアップ元ごとにフォルダが作

成されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ バックアップ先のデータは直接編集や削除を行わないでください。

バックアップやリストアが正常に行われなくなる恐れがあります。バ

ックアップデータを削除したい場合は、「５-２」を参照の上、製品の

削除機能を使用してください。 

 

バックアップ先のフォルダ名は、バックアップ元のアルフ

ァベット表記がベースになっていますので、エクスプロー

ラなどで参照する際の参考にしてください。上記画面例

の各フォルダには以下のバックアップデータが保存され

ています。 

DT = デスクトップ 

IE = インターネットエクスプローラ 

LD = 任意のフォルダ 

MD = マイドキュメント 

MM = マイミュージック 

MP = マイピクチャ 

WL = Windows Live メール 
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バックアップデータを世代保存するように設定している場合、バック

アップ元のデータを更新すると、バックアップ先には「00」「01」「02」

などの数字のフォルダが作成されます。以下はマイドキュメントのデ

ータを世代保存した例です。 

 
 

 

 

バックアップデータを、「世代保存しない」設定にしている場合は、

「00」フォルダのみが作成され、そこにバックアップデータが保存さ

れます。 

 

「00」のフォルダには最新のバックアップ

データが保存されています。「01」にはそ

の一つ前の世代のデータが保存されて

いて、「02」にはさらにその一つ前の世代

のデータが保存されています。フォルダ

名の数字が大きいほど、格納されている

データは古くなります。 
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６-２ 暗号パスワードの確認手順 
セキュリティパスワードを設定しておくと、暗号パスワードを画面上

に表示させることができます。ホーム画面を起動し、「バックアップ」

-「バックアップ先設定」を開きます。バックアップ先を複数登録して

いる場合、各バックアップ先がタブで表示されますので、暗号化を

設定しているタブを選択します。 

 
セキュリティパスワード入力後、「確認」をクリックすると暗号パスワー

ドが表示されます。 

 

※ セキュリティパスワードの設定方法は、「６-３」の(2)を参照してくだ

さい。 

 

※ 製品の性質上、パスワードを紛失した場合の対処方法は提供して

おりませんので、パスワードは慎重に管理していただくようお願い

致します。 

 
 

対象のタブを

選択します。 

確認をクリックし、セキュリティ

パスワードを入力します。 
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６-３ オプション画面について 
オプション画面では、ログの保存に関する設定やバックアップ速度の

変更など、バックアップの動作に関わる設定などを変更できます。 

 

(1) 共通設定 

 
 

隠し属性ファイルの除外 

「隠し属性ファイルを除外する」にチェックを入れると、隠しファイ

ルがバックアップ対象から除外されます。 

 

ファイル名、拡張子による除外 

特定のファイル名または拡張子を入力し、追加をクリックするとバ

ックアップ対象から除外されます。（例：テキストファイルを除外す

る場合は、*.ｔｘｔと入力して追加ボタンをクリックします） 
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世代ファイルの保存方式の設定 

バックアップデータを複数世代保存する設定にした場合の動作を設

定できます。 

「1 日に更新する

世代を 1 世代目

のみに制限する」 

この設定は、保存する世代数を 2 以上

に設定している場合に有効です。１日

に何度かバックアップ元のファイルを更

新しても、バックアップデータが更新さ

れるのは、最新のデータと 1 世代目だ

けになります。例えば、バックアップ先

に 3 世代分のデータがあった場合、1

日に何度バックアップ元のデータを更

新しても、バックアップ先は最新のデー

タと１世代目しか更新されず、2 世代目

以降のデータは更新されません。 

無制限に世代を

更新する 

ファイルを更新するたびに、毎回バック

アップを実行します。 

 

FAT タイムスタンプオプション 

NTFS ファイルシステムからFAT ファイルシステムへバックアップをと

るように設定した場合、更新時刻に差異が生じます。（FAT ファイル

システムでは 2 秒単位でファイルの更新時刻を管理しています。）「2

秒の差を同一時刻として扱う」を有効にすると、更新時刻に差異が生

じなくなります。 
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(2) セキュリティ設定 

 
 

セキュリティパスワードの管理 

セキュリティパスワードを設定すると、暗号パスワードを画面上で

確認できます。パスワードは 32 文字以内の半角英数字（大文

字・小文字が区別されます）で入力し、「適用」をクリックします。 

※ 暗号パスワードの確認方法については、「６-２」を参照してくだ

さい。 

※ 製品の性質上、パスワードを紛失した場合の対処方法は提供

しておりませんので、パスワードは慎重に管理していただくよう

お願い致します。 

 

バックアップファイルのアイコン 

バックアップ先データのアイコンを変換する設定を行う場合に、

どのアイコンを使用するか選択できます。一覧から設定したいア

イコンを選択し、「決定」をクリックします。 
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(3) パフォーマンス設定 

この画面では、ログファイルやバックアップ速度、オートコンプリー

タに関する設定が行えます。 

 
 
ログファイルの保存設定 

バックアップやリストアの成否に関するログ・操作ログの保存に関

する設定です。 

記録 Lｖ3 すべての情報をログとして記録しますが、動作

が重くなることがあります。 

Lv2 バックアップの成功/失敗を記録します。 

Lv1 バックアップの失敗のみを記録します。 

Lv0 何もログを記録しません。 

ログの保存先：「参照」ボタンをクリックすることで、ログファイルの

保存先を変更できます。 

ログの保存期間：１～180日の間で、ログファイルの保存期間を設

定できます。 
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バックアップ速度 

バックアップの実行速度を、「高速/中速/低速」のいずれかから

選択できます。 

 
オートコンプリータ 

バックアップ方式をリアルタイムに設定している場合の機能で、バ

ックアップの取りこぼしが無いかをチェックします。このオートコン

プリータの速度を、「高速/中速/低速/なし」のいずれかから選択

できます。なしを選択すると、この機能は無効になります。 

オートコンプリータは PC を再起動した場合など、LB ファイルバッ

クアップ 4 Pro が起動してから 5 分後に動作を開始します。また、

PCを再起動しない場合も１日 1回、24時間ごとに動作を開始しま

す。USB メモリやネットワークドライブをバックアップ先にしている

場合に、バックアップ先を切断した状態でバックアップ対象のファ

イルを更新し、再度バックアップ先を接続した際も動作します。 
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６-４ ステータス＆ログ画面について 
この画面では、設定したログの記録レベルに応じて、バックアップ

やリストア、オペレーションログを確認できます。ここでは、バックアッ

プログを例に、ログの参照方法をご案内いたします。 

 

※ ログの記録レベルが 0 の場合はログが記録されません。ログの

記録レベルについては、「６-３ オプション画面について」を参照

してください。 

 

(1) ホーム画面から、「ステータス＆ログ-バックアップ」をクリックしま

す。 
 

(2) ログを参照したいバックアップ先のタブをクリックします。いつのロ

グを表示するかを選択します。 
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(3) 「詳細」をクリックすると、ログの内容が表示されます。 

 
 

リストアログも同じ手順で参照できます。なお、オペレーションログに

ついては、日付やバックアップ先を選択する必要はなく、クリックす

るとログの内容が一覧表示されます。 
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６-５ サポート画面について 
サポート画面では、LB ファイルバックアップ 4 Pro の製品化、ユーザ

登録、お問合せなどが行えます。試用版を使用後、製品版に移行す

る場合は、製品に同梱されているライセンスキーを入力し、製品化を

行う必要があります。 

 
 
ライセンスキー入力 

ライセンスキーを入力後、認証をクリックすると製品化されます。 

お客様情報登録 

ユーザ登録ページに移動します 

サポートデータ作成 

サポートセンターに送るログファイルを zip 形式で、任意の場所に保

存します。クリックすると保存画面が表示されるので、保存先を選択し

てください。保存した zip ファイルをメールに添付して、弊社サポート

センターにご送付ください。 

お問い合わせ 

サポートセンターへの問合せページに移動します。 

マニュアル 

LB ファイルバックアップ 4 Pro のマニュアル（PDF）を表示します。参

照には Adobe Reader が必要です。 
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６-６ ネットワークドライブの割り当てについて 
LB ファイルバックアップはネットワークへのバックアップに対応して

います。ネットワークドライブにバックアップするには、あらかじめバッ

クアップ先にドライブ文字を割り当てておく必要があります。ここでは、

Windows 8.1 の画面を例に、設定手順をご案内いたします。 

 

※ ネットワークドライブへバックアップするには、そのドライブへの

「書き込み権限」が必要です。 
 

(1) [スタート]画面からアプリの一覧を表示します。PC を右クリックし、

「ネットワークドライブの割り当て」をクリックします。 

 
Windows 7 などでは、「スタート」→「コンピュータ」を右クリック→

「ネットワークドライブの割り当て」をクリックします。 



 

61 

(2) 割り当てるドライブ文字を選択します。フォルダーの欄に共有フォ

ルダへのパスを入力するか、「参照」をクリックして該当のフォルダ

を選択します。 

 
 
パスの入力例：マシン名が server で、共有フォルダ名が share の

場合、\\server\share と入力します。 
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(3) 共有フォルダの中身が表示されますので、画面を閉じます。[スタ

ート]-[コンピュータ]を開き、共有フォルダが表示されていれば設

定は完了です。 

 
 

これでバックアップ先を選ぶ際、ネットワークドライブが選択できる

ようになります。バックアップ手順の詳細は「４-１ バックアップ設

定の追加と変更」を参照して下さい。 
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６-７ 評価期間終了後の製品化について 
ライセンスキーを入力せずに本製品をインストールした場合、14 日

間使用可能な評価版になります。評価期間が終了すると、起動時

に以下の画面が表示されます。 

 

上記画面で「閉じる」をクリックすると、以下の入力画面が表示され

ます。既にライセンスキーを入手済みの場合は、キーを入力後、

「認証」をクリックして製品化を行ってください。試用期間中に製品

化を行う場合、ホーム画面を表示し、サポート画面へ移動すると、

製品化を実行できます。 

 

※ 試用期間終了後に製品化を行わない場合、既にバックアップ済み

のデータをリストアすることは可能ですが、バックアップ処理は実

行されません。 

※ 製品化の操作の詳細は、「２-２ 初回設定ウィザードを実行する」

の(2)を参照してください。 
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６-８ アンインストール手順 
 

(1) スタート→コントロールパネル→プログラム→プログラムのアンイン

ストールをクリックします。プログラムと機能の画面で、「LB ファイ

ルバックアップ4 Pro」を選択し、アンインストールをクリックします。 
 

(2) インストーラ画面が表示されたら「アンインストール」をクリックしま

す。 

 
 

(3) 確認画面が表示されたら「はい」をクリックします。 
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(4) 必要に応じて、バックアップデータや設定を残すこともできます。 

 
 

 
 

(5) 完了画面が表示されたら「OK」をクリックします。 

 
 

以上でアンインストールは完了です。 
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