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イントロダクション
ConfigSafe v8 は、システムにトラブルが発生した時、トラブルが発生したすぐ前の状態に、素早く、

システムを戻す事を目的に開発されました。そして、ConfigSage v8 は、システムにトラブルが発生

した場合の損失と、ダウンタイムを最小限にとどめるため、あなたのシステムをトラブル フリーの状

態で保護します。

システム プロテクションの要点

ほとんどのシステムのトラブルは、ハードウエアやソフトウエアの変更が原因となっています。これ

は、ユーザーの不注意によるシステムの変更や、悪意のあるマルウエア等による外部の要因によ

る場合もあります。  ConfigSafe V8 は、あなたのシステムのキー システムである、レジストリー、シ

ステム ファイル、dll、ネットワーク セッティング、ドライバー等のコンポーネントの変更を追跡し続け

ます。 このため、ConfigSafe v8 は、システム コンフィグレーションを、絵や写真のように取得するこ

とにより動作します。 The ConfigSafe V8 のスナップショットを使用することにより、レジストシー、

ファイル等のシステム ステータスを瞬時に、トラブルが発生する前の状態に戻すことができます。!

 

素早い、そして、簡単なリカバリー

ConfigSafe V8 は、発生するシステムのトラブルを、技術的なアシスタント無しで、瞬時に解決する

ためのツールです。  そして、もし、技術的なアシスタントを必要とした場合でも、サポートセンター

や、ヘルプデスクのサポート担当者へ、素早く、有効なトラブルシューティングとその原因となった

情報を素早く提供します。

 

Microsoft 社 システム復元とのインテグレーション

ConfigSafe V8 は、以前から使用されている、旧バージョンの ConfigSafe のテクノロジーを継承し

ています。（ConfigSafe は、Windows のシステム コンフィグレーション用、スナップショット取得、リ

ストアのパイオニア製品です。）そして、本バージョンから新たにマイクロソフト社のシステム復元ポ

イントの機能とデータを使用できるようになりました。これにより、システム復元機能をさらに機能

アップさせることができます。

 

パワフルな比較参照ツール

ConfigSafe V8  は、スナップショットの取得やリストアの他に、レジストリーやファイルの違いを比較

し参照するパワフルなツールが付属されています。（レジストリー、ファイルのアクセス権限の変更

を含む）これはトラブルの原因を追跡したり、悪意のある外部の要因によって引き起こされたトラブ

ルを発見するために有効です。



正常にブートできないシステムのリカバリー

ブートできなくなったシリアスなトラブルから、システムを復旧できるかもしれません。 この状況では、

BartPE や、Windows Pre-Boot 環境（一般的には PC に添付されているリカバリー CD）から、

ConfigSafe v8 の、プラグイン レジストリー ハイブ リストア機能を使用して復旧を試みます。.

動作環境
 Microsoft® Windows® XP/SP2 以上, Windows® Vista, Windows 7 オペレーティング シス

テム

 Microsoft インターネット エクスプローラー（Internet Explorer 6.0 以上）

 .NET Framework 3.0 以上

 最低 50 MB のディスク 空容量

 ConfigSafe V8 のインストールには管理者権限が必要です。

 プレブート環境からのリカバリーは、BartPE Version 3.1.10a 以上、または Windows Vista ま
たは、Windows 7 インストール ディスク （リカバリー ディスク）

プログラム のスタート
ConfigSafe V8 インストール完了後、最初の ConfigSafe V8 起動時にイニシャル スナップショット

が取得されます。  このスナップショットの取得が完了すると、ConfigSafe のユーザー インター

フェースが表示されます。

 



スナップショットの管理

ツールバー上の セッティング ボタンをクリックし、 スナップショットの管理 を選択すると以下のダイ

アログが表示されます。:

保存しておくスナップショットの数を入力します。（スケジュール設定で取得するスナップショット）  

スナップショット数が、最大数を超えた場合は、古いスナップショットが削除され、新しい物と置き換

わります。

 

デフォルトのロケーション以外にスナップショットを保管したい場合、新しいロケーションをブラウズ

または、入力します。（フルパスで指定）   OK を選択すると、変更が保存され、新しい全てのス

ナップショットは新しいロケーションへ保存されます。

ファイル変更をモニター

デフォルトで、 ConfigSafe V8 は、Windows レジストリーの比較レポートを提供します。  同様に、

ファイル/フォルダー アクセス権 の表示も可能です。ツールバー上の ポリシー エディター ボタン

を選択して下さい。

 

フォルダーのポリシーをポリシーを追加するために 選択 ボタンをクリックし、ポリシーに含める ファ

イル タイプ を指定するか、または、全て を選択し、OK を選択します。



モニターしたいフォルダーに対して同様の処理を繰り返します。  さらに、 サブフォルダーを包含 

するか、否かをチェックボックスで指定します。   編集 ボタンを選択すると、ファイル タイプ フォル

ダーを修正することができます。 削除 ボタンでポリシーから対象のフォルダーを削除できます。

OK をクリックすると、フォルダー ポリシーが保存されます。  全ての新しいスナップショットには、

新しいポリシーと、ConfigSage v8 メイン スクリーン上の、スナップショット比較 タブには、ファイルと

ファイルのアクセス権限が使用されるようになります。

スナップショット スケジュール

スナップショット取得スケジュールの作成は、ツールバーから、スケジュール ボタンを選択し、ス

ナップショット スケジュールをクリックします。  処理の実行には、管理者権限を持つアカウントの

ユーザー名を用意する必要があります。そしてこのアカウントはパスワードを作成する必要がありま

す。

 



もし、 Microsoft のシステム復元機能が使用可能の場合、スケジュールで取得するスナップショット

に、システム復元ポイントを包含することができます。（チェックボックスを使用）  これを行わない場

合は、スケジュール スナップショットには、レジストリー ハイブのみ包含されます。

 

Note: スケジュール スナップショット取得時は、 ConfigSafe V8 ユーザー インターフェースは閉じ

ておく必要があります。

新規スナップショット
ConfigSafe v8 ツールバーの 新規スナップショット ボタンをクリックします。  スナップショットの名称

を入力し、もし、スナップショット内に、システム復元ポイントを包含したい場合は、これを指示する

チェックボックスをチェックします。（システム復元ポイントを使用する場合は、このオプションを

チェックする必要があります。）  システム復元ポイントを使用しない場合、このチェックボックスの

チェックを外してスナップショットを取得します。この場合、ConfigSafe v8 は、レジストリーハイブの

みのデータを取得します。  OK ボタンをクリックすると、スナップショット取得を開始します。

 

ノート:  一旦、スナップショット取得の処理が開始されると、この処理が完了するまで、この処理を

キャンセルや終了することはできません。

 



リストア
ConfigSafe v8 ツールバーから、リストア ボタンをクリックします。  スナップショット リストから、リスト

アしたいスナップショットを選択します。  システム復元が不可、または、スナップショット内にシステ

ム復元ポイントが取得されていない場合には、レジストリー ハイブのみのリストアを実行します。  ス

ナップショットに、システム復元ポイントが含まれている場合、これも同時にリストアします。   OK を
クリックするとリストアを開始します。

 

ノート:  リストア処理の後には、システムのリブートが必要です。リストア処理を開始すると、処理が

完了するまで、キャンセルや終了はできません。

 

削除
ConfigSafe V8 ツールバーから 削除 ボタンをクリックします。  削除したいスナップショットをリスト

から選択します。  OK をクリックするとスナップショットが削除されます。削除されたスナップショット

は復元できません。ご注意下さい。



スケジュール

スナップショット取得 スケジュール

スナップショット取得 スケジュールの作成には、ツールバーの スケジュール ボタンから、スナップ

ショット スケジュールを選択します。  スナップショットをスケジュールで、自動取得するには、事前

に管理者権限を持つユーザー アカウントを準備する必要があります。そして、このユーザーには

必ずパスワードの設定が必要です。

 

Microsoft 社 Windows 機能の システム復元ポイントを使用される場合は、システム復元ポイントを

包含 にチェックを入れると、取得するスナップショットにシステム復元ポイントのデータを含めること

ができます。  これを選択しない場合は、スケジュール スナップショット内に、レジストリー ハイブ 

データのみが保管されます。

 

Note: スケジュール スナップショット 取得時は、ConfigSafe V8 ユーザー インターフェースは閉じ

ておく必要があります。

スナップショット スケジュールを削除

作成したスナップショット スケジュールを削除する場合は、ツールバーの スケジュール ボタンから 

スナップショット スケジュールを削除 を選択します。そして、スナップショット リストから削除したい

スナップショットを選択して OK ボタンをクリックします。



セッティング

スナップショット セッティングの管理

ツールバーから セッティング ボタン、スナップショットを管理 を選択すると、以下のダイアログが表

示されます。:

スケジュールで自動実行され作成されたスナップショットの保管最大数を入力します。  保管する

スナップショットがこの数に達すると、古いスナップショットから順番に消去されます。

 

デフォルト以外の場所にスナップショットを保管しておきたい場合は、保存先をフルパスで指定す

ることにより変更することができます。   OK をクリックすると内容が変更され、以降に取得する全て

のスナップショットは新しい保管場所へ保管されます。

 



スナップショット プロパティ

ツールバーから セッティング ボタン、 スナップショット プロパティを選択すると、 以下のダイアログ

が表示されます。  スナップショット名のリストから適当なスナップショットを選択すると、そのスナッ

プショットに関するプロパティ情報が表示されます。

ポリシー エディター

ファイル変更をモニターするためのフォルダー ポリシーを作成

デフォルトでは、 ConfigSafe V8 は Windows レジストリーを比較しレポートするように設定されてい

ます。   ファイル/ ファイル アクセス権限の比較レポートを作成するには、ツールバー上のポロ

シー エディター ボタンをクリックします。

 

ポリシーにフォルダーを追加するには、 選択 ボタンをクリックします。そして包含する ファイル タ

イプ、または 全て を選択し、OK ボタンをクリックします。



モニターしたいフォルダーに対して同様の処理を繰り返します。  同様にサブフォルダーを包含し

たい場合は、 包含 サブフォルダー のチェックボックスをチェックします。  ファイル タイプ フィル

ターの、ファイル タイプを修正したい場合は、編集 ボタンを、ポリシーからフォルダーを削除した

い場合は 削除 ボタン（X印）をクリックします。

OK をクリックすると、フォルダー ポリシーは保存されます。  新しく取得するスナップショットには、

新しいポリシーが使用されます。そして、ConfigSafe V8 メイン スクリーンの、スナップショット比較 

タブを選択すると、ファイルとファイルのアクセス権限の比較が実行できるようになります。 (ポリ

シーに含まれるフォルダー) 

スナップショットの参照
ConfigSafe V8 ユーザー インターフェースは開始時デフォルトで、スナップショット参照 タブが選

択され、現在のシステム（ライブ システム）のレジストリー ハイブが表示されます。 スナップショット 

リストからスナップショットを 選択 し、スナップショット参照タブの左上のウインドウ内に表示されるレ

ジストリー ハイブから適当なハイブをクリックします。



レジストリー ハイブの読み込み中は、進捗を示すプログレス ダイアログが表示されます。 検索し、

読み込みが完了すると、スナップショット参照内の適当なウインドウに表示されます。 ツリービュー

からさらに適当なレジストリー ハイブをクリックし拡張して行く事ができます。

スナップショット参照 ウインドウ内、ツリービューと値名からレジストリーキーをクリックすると、値

データが右上のウインドウに表示されます。そして、選択されたレジストリキーのアクセス権限は右

下のウインドウに表示されます。



スナップショットの比較
ConfigSafe v8 ユーザー インターフェース上で、スナップショットを比較 タブを選択します。   ベー

ス スナップショット（基本となるスナップショット）として比較処理に使用するスナップショットを、ス

ナップショット リストから選択します。  もう 1方の比較の基礎となる、スナップショット、または、ライ

ブ システム（現在のシステム構成）をドロップダウン リストから、次のスナップショットの項目内へ選

択します。  次に作成したい比較レポートのタイプをラジオボタンで指定します。:

 

 レジストリー ハイブ

 ダウナミック レジストリー キー (現在のコントロールセット)

 ファイル / フォルダー

レジストリー ハイブの比較

レジストリー ハイブ ラジオボタンを選択し、レジストリー ツリーから、比較する対象のレジストリー 

ハイブのチェックボックスをチェックします。   比較スタート ボタンをクリックすると、選択したハイブ

の比較内容がレポートされます。  レポートが作成されるまでの間、進捗情報を表示するダイアロ

グが表示されます。



レポートが作成されると、その内容は、インターネット エクスプローラー ブラウザー（IE）のウインド

ウに表示されます。もし、複数のレジストリーハイブを選択した場合は、各ハイブ別に複数のブラウ

ザー ウインドウ内に比較結果がレポートされます。  レジストリー キーとそのアクセス権の追加、削

除、変更は、レポート上のツリー フォームにカラーで表示されます。

ダイナミック レジストリー キーの比較

ダウナミック レジストリー キー ラジオボタンを選択し、ツリー ビューから比較するコントロール セッ

トをチェックします。  そして 比較スタート ボタンをクリックすると、比較レポートが作成されます。  

レポートが作成されるまでの間、進捗情報を表示するダイアログが表示されます。   IE ブラウザー

上に比較レポートが表示されます。



ファイル/フォルダーを比較

ファイル/フォルダー ラジオボタンを選択し、ツリー表示から比較対象のフォルダーのチェックボッ

クスをクリックします。  比較スタート ボタンをクリックすると、選択したフォルダーに関する比較レ

ポートが作成されます。  レポートが作成されるまでの間、進捗情報を表示するダイアログが表示さ

れます。  

レポートが作成されると、その内容は、インターネット エクスプローラー ブラウザー（IE）のウインド

ウに表示されます。もし、複数のフォルダーを選択した場合は、各フォルダー別に複数のブラウ

ザーウインドウ内に比較結果がレポートされます。  ファイルとそのアクセス権の追加、削除、変更

は、レポート上のツリー フォームにカラーで表示されます。



プレブート環境からのリカバリー

壊れてしまった Windows 7/Vista/XP では、Windows システムのブートができなくなることがしばし

ばあります。 このようなトラブルに遭遇した場合、適当なブートディスクを使用してシステムをプレ

ブート環境へ立ち上げ、ConfigSafe v8 プレブート環境プラグインを使用してレジストリー ハイブを

リストアすることができます。

 

Windows プレブート環境:

1. BartPE (Bart's Pre-Boot Environment) Version 3.1.10a またはこれ以上のバージョンは、唯一、

公式に Windows XP システムをサポートしています。   しかし、一般的な環境下で、Windows 
7/Vista 上でもこの BartPE で、コマンド プロンプトから CSBPEPLUGIN.EXE の使用に成功してい

ます。＜その他のサードパーティ製品プレブート環境から、CSBPEPLUGIN.EXE のテストは行っ

ておりません。＞ BartPE に関しては、公開されている様々な情報（インターネット上等）をご参照

下さい。BartPE に関するサポートは行っておりません。

2. Microsoft Windows のプレブート環境は、Windows 7/Vista のインストール ディスク（リカバリー 

ディスク）を通して提供されています。

ConfigSafe V8 PE プラグイン使用方法

 

1. BartPE ブータブル ディスク、または、Windows 7/Vista のインストール ディスクを使用して PC を

ブートします。

 

a. Windows Vista or Windows 7 インストール ディスクを使用して、Windows のセットアップ

用に PC をブートします。 [EMS 使用可能]

              1. Windows インストール画面で、言語やその他の設定項目を入力し、 次へ移動

し継続します。

              2. インストールのオプションは、 "コンピュータの修復 "によるインストールを選択し

ます。



              3. システム を修復する オプションを選択し移動します。  

                          Windows 7 の場合: リカバリーツールを使用して Windows をスタートさ

せる方法を選択し、 次へ移動します。

                          Windows Vista の場合: 単に次へ移動し継続します。

              この時、もしも以前に作成したシステムのイメージが存在する場合には、他のオプ

ションを使用してこれをリストアすることもできます。

              4. "コマンド プロンプト"をクリックします。

 

b. BartPE プレブート環境 (ネットワークのサポートは必要ありません。) は、プログラム/A43 
ファイル マネージメント（BartPE の情報をご参照下さい。）または、コマンド プロンプトのどち

らかをアクセスします。

 

2. ConfigSafe V8 のプログラム フォルダーへ移動します。 (デフォルトでは、 C:\Program 
Files\imagine LAN\ConfigSafe V8\Bin)

 

3. CSBPEPLUGIN.EXE を実行します。

 

4. スナップショット リストからリストアしたいスナップショットを選択します。

 

5. リストア ボタンをクリックし、リストア処理の終了を確認するメッセージが表示されるまでお待ちく

ださい。

 

6. プリブート環境を終了し、ブート CD を PC から抜き取り、通常通り、普通に Windows をブートし

て下さい。

 

 

ConfigSafe V8 PE プラグイン リストアは、選択されたスナップショットから以下の Windows レジスト

リー ハイブをリストアします。:

 

SYSTEM

SOFTWARE

SECURITY

SAM

 

Windows のブートに成功したら、再度 ConfigSafe V8 を実行し、 ConfigSafe V8 のユーザー イン

ターフェースから、再度、適当なスナップショットを選択し、システムのリストア処理を実行して下さ



い。これで保存されている全ての情報がリストアされます。

よくある質問
ノート:  ConfigSafe v8 に関する最新情報は、以下のリンクからご確認下さい。 
http://www.nettool.co.jp/products/cs8.html

 

Q: レジストリー キーに対するファイル アクセス権限コードは何を意味しますか。?

A: Windows システムでは、各文字、またはシンボルは以下の内容のアクセス権限を意味します。

レジストリー キー アクセス権限

フル コントロール     = QWCENLDSAO

リード アクセス = Q__EN__S_O

 

アクセス権限

コード

許可された権限

Q 値の問い合わせ許可

W 値の変更権限

C サブキー作成権限

E サブキーを列挙する権限

N 変更を通知する権限

L リンクの作成権限

D 削除の権限

S 機密情報を読む権限 (RegEdit のリード コントロー

ルと同様)

A DACL　を修正する権限

O オーナーを変更する権限

 

 

http://www.imaginelan.com/support.html


ファイル/フォルダー アクセス権限

フル コントロール     = RWAE+XDR+

リード アクセス = R__EXR___

 

アクセス権限コード 許可された権限

R コンテンツのリード権限

W コンテンツの変更権限

A フォルダーの追加権限

E 拡張ファイル属性のリード権限

+ 拡張ファイル属性の変更権限

X ファイルの実行権限

D フォルダーの削除権限

R ファイル属性のリード権限

+ ファイル属性の変更権限

 

Q:  システム復元ポイントが包含されたスナップショットのリストアには何が含まれていますか。?

A: 以下をご参照下さい。

 

リストアされる:

• レジストリー

• プロファイル (ローカルのみ; 他のユーザー プロファイルはリストアによる影響はありません。)

• COM+ DB

• WFP.dll キャッシュ

• WMI DB

• IIS Metabase

• ファイル タイプはシステム 復元 ポイントによりモニターされます。



リストアされない:

• DRM セッティング

• SAM ハイブ内のパスワード

• WPA セッティング (Windows 認証情報はリストアされません。)

• システム 復元ポイントによってモニターされたファイル拡張子リスト内の特定のディレクトリー/ファ

イル リスト　例えば、 'My Documents' フォルダー等

• システム復元ポイントによってモニターされたファイル タイプ　例えば、(.doc, .jpg, その他)

• Filesnottobackup と KeysnottoRestore の両方の項目、レジストリー内 (hklm->system-
>controlset001->control->backuprestore->filesnottobackup と keysnottorestore) 

• プロファイル内のユーザーが作成し、保存されたデータ

• リダイレクトされたフォルダー コンテンツ

本ドキュメントに関するお問い合わせは以下までご連絡下さい。

ネットツール株式会社　インフォメーションセンター

Email: inq@nettool.co.jp

＜本ソフトウエアの無断での転記、配布を禁止いたします。＞

mailto:inq@nettool.co.jp
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