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第１章 初めにお読みください 
このたびは、TuneUp Utilities 2013 をお買い上げいただき、ありがとうご

ざいます。ご利用の際には、はじめにユーザー登録を行ってください。 

 
１-１ ユーザー登録の方法 

ライフボートのホームページのオンラインユーザー登録メニュー

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

ます。 

 
１-２ ユーザー登録をされたお客様へのサービス 

ユーザー登録をしていただくことによりバージョンアップ情報や優待販

売のご案内、テクニカルサポートなどのサービスをご利用いただけます。

ご登録いただいた内容に変更がある場合は登録内容を変更することが

できます。 

 
１-３ サポートについて 

ライフボートでは、ユーザー登録をされたお客様に対し、そのソフトウェ

アが使用可能なシステム環境で発生した問題に対するテクニカルサポ

ートを行っております。サポートセンターのご利用方法等は、別紙の

『サポートセンターご利用の手引き』を参照して頂くか、以下のWebサイ

トをご参照ください。 

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

 

１-４ ライセンス 
本製品は 1 ユーザにつき 3 台までの PC にインストールして使用するこ

とができます。 

 
 

http://www.lifeboat.jp/reg/�
http://www.lifeboat.jp/support/support.html�
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第２章 TuneUp Utilities 2013 について 
『TuneUp Utilities 2013』は、先進の機能を搭載したパソコンを高速化、

最適化するためのチューニングツールです。ワンクリック メンテナン

スによって、Windowsを遅くする原因となる問題を簡単に解消すること

ができ、メンテナンスは定期的に自動実行されるので手間もかかりま

せん。また、ターボモードによってパソコンのパフォーマンスを最大限

に引き出すことができるほか、最適化、クリーンアップ、カスタマイズを

行うための 30 以上の豊富なツールが搭載されているので、ご利用の

Windows を最適な状態へチューニングし、まるでパソコン購入時のよ

うな軽快な動作を維持することができます。 

 
２-１ 動作環境 
＜必要なシステム＞ 

 

 

 

 

 

 

対応 OS： Windows XP SP3/Vista/7/8 

※32 ビット版、64 ビット版に対応 

※管理者 (Administrator) 権限が必要です。 

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： 300MHz以上（Vista/7/8の場合は1GHz以上） 

メモリ： 256MB 以上（Vista/7/8 の場合は 1GB 以上） 

ディスクの空き容量： 150MB 以上 

その他： Internet Explorer 6 以上 

インターネット接続（アップデート時） 
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２-２ 注意事項 
■ LB Win 軽快ツールズ シリーズや他社製の同様のソフトと同時に使

用することはできません。  

■ ご利用の PC 環境によっては、本製品を使用しても効果が見られな

い可能性があります。 

■ SSD のデフラグは行えません。  

■ 抹消機能によって削除されたファイルは、復元することはできませ

ん。  

■ 2TB 以上のハードディスクでは、一部機能が使用できません。 

■ Windows 8 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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第３章 インストールと初回メンテナンス 
ここでは、製品のインストール手順をご案内いたします。 

 
３-１ インストール手順 
 

(1) 製品 CD をドライブにセットすると以下の画面が表示されます。「イン

ストール」をクリックします。自動的に表示されない場合は、CD 内に

ある「autorun.exe」をクリックしてください。 

 
※ 旧バージョンがインストールされている場合、事前に旧バージョンを

アンインストールする必要はありません。インストール開始後、自動

的に旧バージョンが削除されて新しいバージョンがインストールされ

ます。 

 

※ 旧バージョンで作成したプロファイル、無効化したプログラムやスタ

ートアッププログラムなどは引き継がれませんので、インストール後

に再設定する必要があります。 
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(2) インストール ウィザードが表示されます。ライセンス規定、個人情報

保護方針の内容を確認後、チェックボックスにチェックを入れて「次

へ」をクリックします。 

 
 

 

(3) プロダクトキーを半角大文字で、ハイフンを含めて入力します。入力

後、「次へ」をクリックすると、インストールが開始されます。 

 
 

それぞれ、「ライセンス規

定」、「個人情報保護方針」

を表示します。 

「ライセンス規定」、「個人情報保護方針」に

同意いただける場合はチェックを入れます。 

※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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(4) インストールが開始されます。しばらく待ちます。 

 
 

(5) 完了画面が表示されたら「終了」をクリックしてウィザード画面を終了

します。 
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※ インストール完了後、更新確認が行われ、最新バージョンが確認さ

れた場合、自動でダウンロード、インストール処理が行われます。 

 
以上でインストールは完了です。インストール後、ワンクリック メンテナ

ンスの画面が表示されますので、このまま次節に進んでください。 

 

※ 本製品を Windows 8 の環境にインストールした場合、多数のアイコン

がスタート画面に追加されます。各アイコンの機能はデスクトップ上

から実行できますので、不要な場合は非表示にしてください。 

 

1. 非表示にするアイコンを順

に右クリックしていきます。 

2. 非表示にしたいアイコンを選択

後、「スタート画面からピン留め

を外す」をクリックしてください。 
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３-２ インストール後のワンクリック メンテナンス 
 

(1) インストール後には、以下の画面が表示され、すぐに『ワンクリック メ

ンテナンス』を実行することができます。[今すぐ分析を開始する]をク

リックします。 

※ ワンクリック メンテナンスについては、次章を参照してください。 

 
 

(2) 分析が開始されます。 

 
※初めて分析される場合には、時間がかかる場合があります。 
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(3) 分析が完了すると、問題や推奨事項が表示されます。[メンテナンス

の実行]をクリックすると、最適化処理が実行されます。 

 
 

(4) 最適化処理が行われ、完了すると以下の画面が表示されます。これ

以降は、3 日毎に PC が使用されていないタイミングで自動実行され

ます（標準設定の場合）。 

 
※ メンテナンス（特にデフラグ）には、時間がかかる場合があります。な

お、初回実行時にはハードディスクのデフラグは行われません。次

回、または自動実行された際に行われます。 
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第４章 TuneUp Utilities 2013 の使用方法 
ここでは、製品のメイン画面であるスタートセンターの起動方法をご案内

します。製品自体は、Windows 起動時に自動的に起動され、ワンクリック 

メンテナンスなどは、バックグラウンドで自動実行されます。 

 
４-１ スタートセンターの起動 
 スタートセンターは、次の方法で起動することができます。 

 
(1) デスクトップのショートカットから 

デスクトップにある[TuneUp Utilities 2013]のショートカットをダブルクリ

ックして起動します。[TuneUp ワンクリック メンテナンス]をダブルクリ

ックすれば、ワンクリック メンテナンスを手動で実行することができま

す。 

 
 

(2) スタートメニュー 

[スタート]メニューから [すべてのプログラム]- [TuneUp Utilities 

2013]- [TuneUp Utilities 2013]を選択して起動することができます。

Windows 8 では、[スタート]の画面から[TuneUp Utilities 2013]を選択

して起動します。 
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(3) タスクバー 

TuneUp Utilities 2013 は、起動時にタスクバーに常駐します。タスク

バー上のアイコンを右クリックし、[TuneUp Utilities を起動する]をクリ

ックすれば、スタートセンターを起動できます。アイコンをダブルクリッ

クすることでもスタートセンターの起動が可能です。 
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４-２ スタートセンターについて 

ここでは、TuneUp Utilities 2013 のメイン画面となりますスタートセンタ

ーについてご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツール類はカテゴリごとにタ

ブで分けられています。 

ステータスと推奨事項のタブ

では、全体的な最適化機能を

使用することができます。 

 

PC 最適化モードで、パフォ

ーマンスを優先させるター

ボモードや、省電力を優先

させるエコノミーモードに切

り替えることができます。 

チューニング（最適化）のステ

ータスが 5 段階で表示されま

す。 

※ 100%にならないと効果が

ないということではありま

せんので、一つの指標と

して、ご参考ください。 
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全般的な設定を行うことができ

ます。（第 11 章 11-1 参照） 

先の画面で、[すべての機能概要]をクリックすると、下記のように

利用できる機能が一覧で表示されます。表示を戻したい場合に

は、[カテゴリビューに切り替える]を選択します。 
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第５章 ステータスと推奨事項 
ここでは、『ステータスと推奨事項』タブにある機能についてご紹介します。 
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５-１ ワンクリック メンテナンス 

ここでは、[ワンクリック メンテナンス]についてご紹介します。標準設

定では、一般的にWindowsを重くする原因を解消するために、レジストリ

のクリーンアップ、レジストリのデフラグ、無効なショートカットの削除、

Windows とプログラムの整理、ブラウザのクリーンアップ、起動とシャット

ダウンの最適化、ディスクのデフラグが実行されます。 

 

 

 
 

 
 

(1) 手動で実行する場合には、[ワンクリック メンテナンスの開始]をクリ

ックします。 

※ デスクトップにある[TuneUp ワンクリック メンテナンス]を実行して

も同じメンテナンス処理を行うことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

クリックするとワンクリック メンテナ

ンスが開始されます。通常は、定

期的（標準では 3 使用日毎）にア

イドル時間に実行されますので、

手動で実行したい場合に使用し

ます。 

クリックするとワンクリック メンテナ

ンスの設定画面が表示されます。

実行するタスクの選択、メンテナ

ンスの自動化、タイミングを設定

することができます。 
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(2) 分析がおこなわれ、問題や推奨事項などが表示されます。[メンテナ

ンスの実行]をクリックして処理を行います。 

※ デスクトップにある[TuneUp ワンクリック メンテナンス]を実行して

も同じメンテナンス処理を行うことが可能です。 

 
 

(3) 上記画面で、[メンテナンスの実行]をクリックすると、最適化処理が実

行されます。処理が完了すると、以下の画面が表示されます。[閉じ

る]をクリックします。 
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５-２ プロファイルの作成 

利用環境に応じたプロファイルを作成することで、パフォーマンスを向上

させる推奨事項を確認、最適化を行うことができます。 

 
 
(1) [プロファイルを作成]をクリックすると以下の画面が表示されます。イ

ンターネットの接続環境などを、選択して [OK]をクリックします。

 
※プロファイルは後で変更可能です。 

 

ここでパフォーマンスを優先す

ると、Windows の表示画面が

大きく変わることになりますの

で、上級ユーザー以外は、[視

覚効果を最適化しない]を選択

してください。 

 

プログラムを無効化する機能も

ありますので、こちらも上級ユ

ーザー以外は、[まったくなし]

を選択してください。 
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(2) 選択された内容に従って、推奨事項がまとめられます。[詳細を表示]

を選択します。 

 
 

(3) 最初に概要画面が表示され、この例では 4 件の推奨事項があること

が確認できます。上部のタブで、[ハードウェアとソフトウェア] 、[イン

ターネットの設定] 、[視覚効果]の切り替えを行うことで、詳細が確認

できます。 

 
※ 表示される内容は、ご利用の PC 環境によって異なります。 
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(4) 例えば、インターネットの設定をクリックすると、具体的な推奨内容が

表示されます。この例では、http の同時接続数が、接続環境に応じ

て最適化されていないので、最適化するよう推奨されています。適用

する場合には、[推奨事項を適用]を押します。適用しない場合には、

特に設定を行わないか、[推奨事項を非表示]を選択して、推奨事項

として表示されないように設定してください。 

※ あくまで推奨事項ですので、最適化する、しないのご判断は、

お客様ご自身で行って頂くことになります。よく分からない場

合には、無理に最適化せず[推奨事項を非表示にする]を選択

してください。後で再表示させることも可能です。 

 
 

最適化したり、推奨事項を非表示に設定することで、推奨項目がなく

なると、以下のように最適化済みとなります。 
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５-３ 問題の修正 

主に OS 上のセキュリティ、プライバシーなどのシステム上の問題を修正

することができます。 

 

 
 
(1) [詳細を表示]をクリックすると以下の画面が表示されます。問題となる

可能性がある箇所が、個別に表示されます。 

 
 

 

 

 

ボタンで、項目を切

り替えることができま

す。 

推奨される回避策

が表示されます。 
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(2) 環境に応じた推奨事項が表示されます。この例では、5 件の推奨事

項があることが確認できます。この画面では、レジストリへのネットワー

クアクセスが有効になっており、セキュリティ上の問題になる可能性が

あるため、無効にすることが推奨されています。推奨される解決策の

箇所をクリックすることで、無効化することができます。適用しない場

合には、特に設定を行わないか、[問題を非表示にする]を選択して、

推奨事項として表示されないように設定してください。 

※ あくまで推奨事項ですので、最適化する、しないのご判断は、

お客様ご自身で行って頂くことになります。よく分からない場

合には、無理に最適化せず[推奨事項を非表示にする]を選

択してください。後で再表示させることも可能です。 

 
 

(3) 問題を修正したり、問題を非表示に設定することで、推奨項目がなく

なると、以下のように最適化済みとなります。 

※修正内容によっては、PC の再起動が必要になります。 
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５-４ システム保護 

TuneUp Utilities 2013 では、変更した内容が戻せるようにバックアップが

行われています。ここでは、変更内容を元に戻す手順をご案内します。

Windows の画面表示など意図しない修正まで行われてしまった場合に

は、こちらの機能で変更前に戻すことができます。 

※ ハードディスクやレジストリのデフラグ/クリーンアップ、削除したファ

イルなどは元に戻せません。 

 
 

(1) [変更を元に戻す]をクリックすると、これまでの変更履歴を確認できま

す。元に戻したいバックアップを選択して、[復元]を押します。 

 
※ バックアップは、標準設定では、2 週間後、最大数は 60 個に指定

されています。変更したい場合は、[設定]をクリックしてください。 
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(2) 確認画面で[OK]を押すと、復元が実行されます。 

 
 

(3) 完了したら、復元結果（変更内容が元に戻っているか）を確認します。 
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第６章 PC最適化モード 
ここでは、システムの最適化モードについてご紹介します。TuneUp 

Utilities 2013 では、パフォーマンス重視のターボモードや、省電力重視

のエコノミーモードに、ワンクリックで切り替える機能を搭載しています。一

時的にパフォーマンスを上げたい場合や、バッテリーを少しでも長持ちさ

せたい場合などに便利な機能です。設定や切り替えは、スタートセンタ

ーや、タスクトレイのメニューから行うことができます。 

 

【スタートセンター】 

 
 

【タスクトレイ】 
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６-１ ターボモード 

ここでは、PC 最適化モードで提供されている、パフォーマンス重視のタ

ーボモードについてご紹介します。不必要な機能やバックグラウンドサー

ビスを停止することで、パソコンのパフォーマンスが向上します。負荷の

高い処理を行う場合など、一時的にパフォーマンスを上げたい場合など

に便利です。 

 

 
 

(1) ターボモードを選択すると、初回のみ以下のウィザードが表示されま

す。[次へ]をクリックして、ターボモード実行時に停止する機能を選択

します。設定は後からでも変更できます。 
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(2) 最初の設定画面では、バックグラウンドで自動実行される処理に関す

る設定を行います。もし、停止させたくない機能などがあれば、チェッ

クを外します。[次へ]クリックして、同じようにウィザードを進めます。 

 
 

(3) ウィザードの最後に、ターボモードを有効にする期間をシャットダウン

するまでか、常時オンにする（手動で切り替えるまで）か選択します。

[終了]をクリックしてウィザードを完了します。 
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(4) ウィザードを終了させると、ターボモードへの切り替えが行われます。

次回以降はボタンを押すだけで、切り替えることができます。 

 
 

※ ターボモードで、問題が発生した場合などは、[スタンダード]を押せ

ば、すぐに元の状態に戻すことができます。 
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※ ターボモードで停止する機能など、設定を変更したい場合には、設

定用のボタンをクリックします。 

 
 

設定画面が表示されるので、オフにしたくない機能のチェックを外し

ます。 
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６-２ エコノミーモード 

ここでは、PC 最適化モードで提供されている、省電力重視のエコノミー

モードについてご紹介します。バッテリーをより長時間使用できるようにな

りますが、その分パフォーマンスは低下します。 

 

 
 

(1) エコノミーを選択すると、初回のみ以下のウィザードが表示されます。

要望にあった省電力レベルを選択するか、省電力を手動で設定する

ことができます。 
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(2) エコノミーモードへの切り替えが行われます。次回以降はボタンを押

すだけで、切り替えることができます。 

 
 

※ エコノミーモードで、問題が発生した場合など、[スタンダード]を押せ

ば、すぐに元の状態に戻すことができます。 
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※ エコノミーモードの設定を変更したい場合には、設定用のボタンをク

リックします。 

 
 

設定画面が表示されるので、必要に応じて設定を変更します。 
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第７章 コンピュータの最適化 
ここでは、『コンピュータを最適化』タブで実行できる機能についてご紹介

します。 
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７-１ インストール済みプログラムの無効化 

インストールされているプログラムを、アンインストールせ

ずに無効化することができます。無効化することで、プログ

ラムが実行されていない場合でも動作しているバックグラ

ウンドサービスを停止させることができますので、システム

を安定化、高速化させることができます。無効化した場合

でもプログラムの起動時には、停止したバックグラウンドサービスも自動

的に起動されるので、通常通り使用することができます。 
 

(1) [コンピュータを最適化]タブを選択して、[プログラムを無効にする]を

クリックします。初回起動時には、TuneUp 社のサーバに接続して、他

のユーザーによる評価機能を使用するか、選択する画面が表示され

ます（使用する場合にはインターネットに接続されている必要がありま

す。後で上部のメニューで変更することも可能です）。選択して[OK]

ボタンを押します。 
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(2) インストールされているプログラムの一覧が表示されます。ほとんど使

用していないプログラムなどがあれば、ステータスをクリックして無効

化することができます。バックグラウンド サービスを停止することで、

パソコンへの負荷が減りますので、パフォーマンスが向上します。 

 
※ インストールされていてもバックグラウンドで動作しないアプリケ

ーションは無効化する必要がないため、設定できません。 

※ ウイルス対策ソフトなど、システムに必須のアプリケーションは無

効に設定できません。 

※ 無効にすると、アプリケーションの起動に時間がかかるようになり

ます。頻繁に使用されるアプリケーションは無効に設定しないこと

をお勧めします。 
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７-２ スタートアップ プログラムの無効化 

PCの起動時に、自動的に起動するスタートアップ プロ

グラムを無効化することができます。不要なスタートアッ

プを無効化することで、パソコンの起動を高速化するこ

とができます。 

 
(1) [コンピュータを最適化]タブを選択して、[スタートアップ プログラムを

無効にする]をクリックします。初回起動時など、TuneUp 社のサーバ

に接続して、他のユーザーによる評価機能を使用するか、選択する

画面が表示されます（使用する場合にはインターネットに接続されて

いる必要があります）。選択して[OK]ボタンを押します。 
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(2) 実行されているプログラムの一覧が表示されます。不要なスタートアッ

プ プログラムなどがあれば、ステータスのボタンをクリックして無効化

することができます。スタートアッププログラムを停止することで、パソ

コンの起動や起動後の処理が高速化できる可能性があります。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



第７章 コンピュータの最適化 

42 

７-３ 不要なプログラムのアンインストール 

インストールされているプログラムをアンインストールする

こともできます。 

 

 

 
(1) [コンピュータを最適化]タブを選択して、[プログラムのアンインストー

ル]をクリックします。以下の画面が表示されるので、アンインストール

したいプログラムを選択して、[アンインストール]をクリックします。 

 
 

(2) 画面の指示に従いアンインストールを実行してください。 
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７-４ ライブ最適化 

PC の使用状況をバックグラウンドで監視し、リソースを効

率的に割り当てることで、プログラムの起動を高速化し、実

行しているプログラムを優先的に処理させることができます。 

 

 

この機能は、インストールすれば、標準で有効に設定されているため、特

に設定を行う必要はありません。もし無効にしたい場合には、[コンピュー

タを最適化]タブを選択して、[ライブ最適化の構成]をクリックします。以

下の画面が表示されるので、プログラムの起動やプログラムの応答速度

（処理）など、無効にしたい機能のチェックを外して[OK]をクリックします。 

 
 
 
 
 
 

優先順位を下げたくないプログラム

がある場合は、ここをクリックして例

外を指定します。 

左側の一覧から優先順位を下げたくないプロ

グラムを選択後、「->」のボタンをクリックして

OK をクリックしてください。 
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７-５ レジストリをクリーンアップする 

レジストリをスキャンし、問題のあるエントリ、壊れているエン

トリを修復、削除することができます。 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行わ

れています。個別に実行して頂く必要はありません。 
 

(1) [コンピュータを最適化]タブを選択して、[レジストリをクリーンアップ

する]をクリックします。Tuneup Registry Cleaner が起動します。 

(2) 通常は、[完全スキャン]を選択して、[次へ]をクリックしてください。 

 

(3) 分析が完了したら、画面に従い、問題を表示して詳細を確認したり、

問題の修正を実行してください。 
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７-６ レジストリをデフラグする 

レジストリをスキャンし、デフラグすることで、構造的な問

題を修復することができます 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行わ

れています。個別に実行して頂く必要はありません。 

 

(1) [コンピュータを最適化]タブを選択して、[レジストリをデフラグする]を

クリックします。ウィザードが起動します。 

(2) [次へ]をクリックします。レジストリがスキャンされますので、しばらく待

ちます。 

 

(3) 分析が完了したら、結果が表示されます。画面に従い、最適化するタ

イミングを選択して処理を行ってください。 

 
※ 処理内容によっては、再起動が要求され、次回OSが起動する前

に処理が実行されます。 

※ 処理中は、電源を切ったり、処理を中断したりしないでください。 
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７-７ システムの起動とシャットダウンの最適化 

システムの起動とシャットダウンを最適化するための推奨事

項をチェックすることができます。 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行わ

れています。個別に実行して頂く必要はありません。 
 

(1) [コンピュータを最適化]タブを選択して、[システムの起動とシャット

ダウンを最適化]をクリックします。初回起動時にはプロファイルの

作成画面が表示されますので、プルダウンからご利用の環境に合う

項目を選択してください。選択後、分析が実行されます。 
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(2) 分析が完了すると以下の画面が表示されます。[推奨事項]をクリック

すると、具体的な内容が表示されますので、個別に最適化したり、非

表示にすることが可能です。推奨事項をすべて最適化したい場合に

は、[すべて最適化]をクリックしてください。 

 
※ あくまで推奨事項ですので、最適化する、しないのご判断は、

お客様ご自身で行って頂くことになります。よく分からない場

合には、無理に最適化せず[推奨事項を非表示にする]を選

択してください。後で再表示させることも可能です。 
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７-８ ハードディスクのデフラグ 

ディスク内をスキャンして、断片化されたデータを最適化す

ることができます。 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行わ

れています。個別に実行して頂く必要はありません。 

※ SSD のデフラグは行えません。 

(1) [コンピュータを最適化]タブを選択して、[ハードディスクをデフラグ]

をクリックします。ウィザードが起動しますので、デフラグを行うドライ

ブを選択して[次へ]をクリックします。 

 

(2) 分析結果を確認して、必要であれば、デフラグの実行方法を選択

して[次へ]をクリックします。 

 

(3) デフラグを実行した場合は、完了するまで待ちます。 

※ 処理には時間がかかります。 
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第８章 ディスク クリーンアップ 
ここでは、『コンピュータを整理』タブで実行できる機能についてご紹介し

ます。 
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８-１ Windowsとプログラムを整理する 

プレビュー用のキャッシュや一時ファイル、プログラムをインス

トールした際の一時ファイルなど、不必要なファイルをまとめ

て削除できます。 

※ 削除したファイルは元に戻せませんので、注意してください。 

 
(1) [コンピュータを整理]タブを選択して、[Windows とプログラムを整理

する]の[開く]をクリックすると、以下の画面が表示されます。削除した

いファイルにチェックを入れて[クリーンアップ]を押します。 

 

※ マークの付いた項目を選択する際は、必要なデータを削除しない

ように注意してください。Windows Update のバックアップや古い復元

ポイントのバックアップファイルなども削除できますが、復元される可

能性がある場合は削除しないでください。 
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(2) 削除が行われ、結果が表示されます。[閉じる]を押します。 
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８-２ ブラウザをクリーンアップする 

ブラウザのキャッシュや Cookie、インターネットの履歴を削除

することができます。 
 

※ 削除したファイルは元に戻せませんので、注意してください。 

 

(1) [コンピュータを整理]タブを選択して、[ブラウザをクリーンアップする]

の[開く]をクリックすると、以下の画面が表示されます。削除したいファ

イルにチェックを入れて[クリーンアップ]を押します。 

 

(2) 削除が行われ、結果が表示されます。[閉じる]を押します。 

 

※ 処理結果を反映させるため、PC の再起動が必要な場合があります。 

※ マークの付いた項目を選択する際は、必要な

データを削除しないように注意してください。 
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８-３ 壊れたショートカットを削除する 

ディスク内をスキャンし、リンク先のない無効なショートカットを

検索して削除することができます。 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行われ

ています。個別に実行して頂く必要はありません。 

 

(1) [コンピュータを整理]タブを選択して、[壊れたショートカットを削除す

る]の[開く]をクリックします。削除可能なショートカットが表示されます。 

 

(2) 削除したくないショートカットがあれば、チェックを外して、[クリーンア

ップ]を押します。削除が実行されます。 
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８-４ Windows機能を無効にする 

ハイバネーション（休止状態）用ファイル、検索用のインデック

スファイル、Windows Messenger を無効にできます。無効にす

ることで、空き領域を増やすことができます。 

 

(1) [コンピュータを整理]タブを選択して、[Windows機能を無効にする]の

[開く]をクリックすると、以下の画面が表示されます。[無効にする]を

押すと、機能が削除されます。 

 

※ Windows Messengerについては、Windows XP用のオプションです。

Windows Vista/7/8 ではご利用頂けません。 
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８-５ 大容量データの検出と削除 

ディスク内を検査して、容量の大きいファイル/フォルダや容

量の大きいファイルの上位100件を確認して削除できるため、

効率的にディスクの空きを増やすことができます。 

※ 削除するファイルは十分に注意して選択してください。 

 

(1) [コンピュータを整理]タブを選択して、[大容量のデータを検出して削

除]をクリックすると、以下の画面が表示されます。検索対象のドライブ、

フォルダを選択して、[次へ]をクリックします。 

 

(2) 分析が実行されます。完了したら[終了]を押します。 
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(3) 分析結果が表示されます。概要タブでは、フォルダやファイル毎の使

用容量、ファイルの種類別の使用容量、上位 10 件のファイルなどが

表示されます。 

 

(4) タブを切り替えることで、ファイル/フォルダ、種類、上位 100 個のファ

イルなどを確認することができます。削除したいファイルがあれば、フ

ァイルを選択して、[削除]を押します。 
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(5) ファイルを確認して[はい]を押します。標準設定では、ファイルはごみ

箱に移動されます。空き領域を増やしたい場合には、ごみ箱を空に

してください。 
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８-６ ファイル(データ)の抹消 

ごみ箱、特定のファイル/フォルダを選択して、復元できない

ように完全に抹消することができます。 

※ この機能で抹消したファイルは復元できません。ご利用

には十分にご注意ください。 

 

(1) [コンピュータを整理]タブを選択して、[データを確実に削除]をクリック

すると、以下の画面が表示されます。抹消対象（ファイル/フォルダ/

ごみ箱）を選択して、[次へ]をクリックします。 

 

(2) 抹消したいファイルを指定します。以下ウィンドウに抹消したいファイ

ルをドラック＆ドロップするか、[追加]を押してファイルを選択してくだ

さい。選択が完了したら、[次へ]をクリックします。 
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(3) 抹消方式を選択します。ゼロライト方式、DoD 5220.22-M 方式、

Gutmann 方式から選択することができます。下のオプションほど書き

込み回数が多いので、より確実な抹消が行えますが、処理に時間が

かかります。選択が完了したら、[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]をクリックします。抹消処理が実

行されます。完了したら[終了]をクリックします。 
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※ 抹消機能については、ファイル/フォルダ、ごみ箱を右クリックして

表示されるメニューからも実行することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認画面が表示されるので、同様に抹消方式などを選択して、

[はい]をクリックします。 
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第９章 問題の修正 
ここでは、『問題の修正』タブで実行できる機能についてご紹介します。 
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９-１ Windowsのよくある問題の修正 

よくある Windows 上の問題を修正することができます。 

（例：スタートメニューに[ファイル名を指定して実行]がない、

ゴミ箱のアイコンが表示されない） 
 

(1) [問題の修正]タブを選択して、[典型的な問題を修正する]をクリック

すると、以下の画面が起動します。修正したい問題があれば、チェッ

クを入れて、[次へ]を押します。 

 
 

(2) 確認画面が表示されるので、[次へ]を押すと、修復処理が行われま

す。処理が完了したら、[終了] を押します。 
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９-２ ハードディスクのエラーチェック 

ハードディスクのエラーチェックを実行することができま

す。ファイルシステムの問題など修正することができま

す。 

 
※ この機能は、2TB 以上のハードディスクでは使用できません。 

 

(1) [問題の修正]タブを選択して、[ハードディスクエラーを検査]をクリック

すると、以下の画面が起動します。エラーチェックを行うドライブを選

択して、[次へ]を押します。 

 
 

(2) 分析オプションを選択して[次へ]を押します。 
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(3) 分析が実行されます。 

 
 

(4) 処理が完了し、エラーがない場合には、以下の画面が表示されます。

[終了]を押します。 

 
場合によっては、分析を完了するために再起動が必要になることがあ

ります。その際は、画面の指示に従って再起動し、分析を完了してく

ださい。 
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９-３ 削除されたファイルの復元 

誤って削除（ゴミ箱から削除）してしまったファイルを復

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。ファイルの状

態により、復元できない場合があります。 

 

 

(1) [問題の修正]タブを選択して、[削除されたファイルを復元]をクリック

すると、以下の画面が起動します。スキャンするドライブを選択して、

[次へ]をクリックします。 

 
 

(2) 拡張子やファイル名を指定して検索対象を絞り込むことも可能です。

不明な場合は、そのまま[次へ]を押します。 
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(3) 検索が実行され、結果が一覧で表示されます。復元したいファイルを

選択して、[復元]をクリックします。 

 
 

(4) 復元先を選択します。任意の場所に復元したい場合には、[代替フォ

ルダに復元する]を選択して[OK]を押します。 
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(5) 復元先を選択して[OK]を押すと、復元が実行されます。復元が完了

したら、[終了]をクリックして復元されたファイルを確認します。 
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９-４ 実行中のプロセスの表示と終了 

実行中のプロセスやアプリケーションを一覧で確認し、必

要に応じて終了させることが可能です。 

 

 
(1) [問題の修正]タブを選択して、[実行中のプロセスの表示と終了]をク

リックします。実行されているアプリケーションやプロセスを一覧で確

認できます。終了させたいアプリケーションやプロセスがある場合、該

当の項目を右クリックなどで終了することができます。 
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９-５ システム情報の表示 

PC のシステムの詳細情報を確認することができます。 

 

 

 

(1) [問題の修正]タブを選択して、[システム情報を表示する]をクリックす

ると、パソコンのシステムの詳細情報を確認することができます。カテ

ゴリ毎にタブで分けられていますので、参照したいタブを選択して表

示を切り替えることができます。終了する場合は、[閉じる]を押してく

ださい。 
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第１０章 Windowsのカスタマイズ 
ここでは、『Windows をカスタマイズする』タブで実行できる機能について

ご紹介します。 
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１０-１ Windowsの設定、オプションの変更 

ディスプレイ（アニメーション、フォルダオプション）、操作

（マウス、スタートメニュー、タスクバー）、通信（ネットワー

ク、プライバシーなど）、管理（ログオン、起動など）の設

定を個々にカスタマイズすることができます。 
 

(1) [Windows をカスタマイズする]タブを選択して、[オプションと動作を

個々にカスタマイズ]をクリックします。以下の設定画面が表示される

ので、変更したいオプションを個別に変更してください。変更後、

[OK]や[適用]をクリックすると、設定が反映されます。標準設定に戻し

たい場合には、[既定値に戻す]を選択してください。 
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１０-２ Windowsのデザインをカスタマイズする 

ログオン画面、アイコン、スタイルを変更することができま

す。 
 

 

 
(1) [Windows をカスタマイズする]タブを選択して、[Windows の外観をカ

スタマイズする]をクリックします。変更したいオプションがあれば、個

別に変更を行ってください。[適用]をクリックすると、設定が反映され

ます。標準設定に戻したい場合には、[既定値に戻す]を選択してくだ

さい。 
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第１１章 その他 
 
１１-１ TuneUp Utilities 2013 の設定 

スタートセンターの上部にある[設定]をクリックすると、TuneUp Utilities 

2013 の設定画面が表示されます。 
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(1) 組み込み 

このオプションでは、デスクトップや右クリックメニューに追加するショ

ートカットなどを設定することができます。 

 

(2) 通知領域アイコン 

タスクバーに表示されるアイコンを設定することができます。 
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(3) 通知 

通知されるバックグラウンド処理が実行された場合など、タスクバーの

アイコン付近に表示されるメッセージを設定することができます。 

 

(4) 更新の確認 

TuneUp Utilities 2013 の更新プログラムの確認、通知の設定と、更新

のチェックを手動で実行することができます。 
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(5) Rescue Center 保護を設定する 

TuneUp Utilities 2013で実行した変更を元に戻せるように、バックアッ

プを行うモジュールを選択することができます。また、バックアップの

保持期間、最大数などを設定することができます。 

 

(6) パスワード保護 

パスワードを設定して、TuneUp Utilities 2013 の起動を制限すること

ができます。 
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(7) ライブ最適化の構成 

プログラムの起動の高速化やプログラムの応答速度（処理）アップな

ど、ライブ最適化の監視対象を指定することができます。 

 

(8) ワンクリック メンテナンス 

ワンクリック メンテナンスで実行する処理を選択することができます。 
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(9) 自動メンテナンスを設定する 

自動メンテナンスを行うタイミング、処理内容を設定できます。 

 

(10) エコノミーモード 

[設定ダイアログを開く]を選択すると、エコノミーモードの設定を変

更することができます。 
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(11) ターボモード 

ターボモード時にオフにする機能などを設定、変更することができ

ます。 

 

(12) Disk Space Explorer 

大容量データの検索と削除を行う際のオプションと、削除する際の

標準設定を行います。 
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(13) Program Deactivator を設定 

プログラムを無効化する際の設定、タイミングを指定することができ

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TuneUp Utilities 2013 利用ガイド 

  81 

１１-２ TuneUp Utilities 2013 のアンインストール 

TuneUp Utilities 2013 のアンインストールは、以下の手順で行うことが

できます。 

 
(1) [スタート]-[コントロールパネル]を参照し、[プログラムのアンインス

トール]を選択します。Windows 8 の場合、[スタート]の画面で右クリ

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]を選択します。 

 

(2) [TuneUp Utilities 2013]を選択して[アンインストールと変更]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。 

 
 

(4) アンインストールが実行されます。 
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