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第1章 はじめに

1.1 概要
VUY-0800は、弊社産業用コンピュータ製品のバックアップ/復元を行うためのツールです。
簡単な操作で、弊社産業用コンピュータ製品のバックアップ/復元が行えます。
本ドキュメントは、VUY-0800 を使用するための情報を掲載しています。

1.2 特長
●簡単操作

DVD/USB から起動後、簡単な操作でバックアップ/復元が実行できます。

●丸ごとバックアップ
起動デバイスのデータを丸ごとバックアップ。アプリケーションや設定含めてすべてをバックアップ。
OS依存もありません。

●パスワード保護
バックアップファイルは、パスワードによる保護が可能です。

●復元専用起動ディスク
取得したバックアップファイルを元に、復元が実行できる復元専用起動ディスクのイメージファイルを作成
可能。作成した復元専用起動ディスクを使用し現場で簡単に復元できます。

●VUY-0800 起動用 USB メモリ作成
VUY-0800 が起動できるUSB メモリを作成可能。複数台の弊社産業用コンピュータ製品にご使用いた
だけます。

●バックアップファイルイメージの圧縮
取得したバックアップファイルは、圧縮して保存。バックアップファイルの容量を削減しています。

●ホストPC 不要
BUC-0800(ネットワーク経由バックアップツール) と異なり、ホストPCの準備や面倒な設定は不要。現場
で手軽に使用できます。DVD/USB から起動後、簡単な操作でバックアップ/復元が実行できます。
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第2章 製品仕様

2.1 基本仕様
起動方法 ・DVD メディア起動

・USB メモリ起動

機能 ・バックアップ機能
・復元機能
・復元実行用起動ディスクイメージ作成機能
・起動用 USB メモリ作成機能
・Linux コマンド実行機能

対応言語 日本語 / 英語
対応機種 弊社産業用パソコン ※1

対応 OS 依存無し

※1 対象製品は、VUY-0800 Web ページをご参照ください。
       (http://www.interface.co.jp/catalog/soft/prdc_soft_all.asp?name=vuy-0800)

2.2 製品構成

DVD メディア内データ ファイル名 説明

弊社管理用ファイル VUY0800.VER 弊社ソフトウェア管理用ファイル

最新情報ドキュメント readme.txt 最新ドキュメント掲載ファイル

ヘルプドキュメント HELP.PDF PDF 形式ヘルプファイル

VUY-0800 ブート用イメージ VUY0800.ISO VUY-0800 起動用イメージファイル。DVD メディア
または、USB メモリに VUY-0800.ISO を書き込む事
で、本製品が作成できます。

2.3 必要機材
VUY-0800 をご使用になる際は、本製品以外に以下の機材をご用意ください。

USB キーボード 本製品の操作をする際に必要です。 必須

USB 接続 HDD
又は USB メモリ

バックアップデータ保存の為に必要です。バックアップ対象のデ
バイス以上の空き容量があるデバイスをご用意ください。

必須

DVD ドライブ 弊社産業用パソコンで本製品を起動させる為に必要です。 DVD 起動時に必要

USB メモリ VUY-0800 の起動用 USB メモリを作成する場合に必要です。 USB 起動時に必要
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第3章 機能

3.1 機能一覧
VUY-0800 には、以下の機能があります。

機能 内容

1. バックアップ 産業用パソコンのバックアップを行います。

2. 復元 産業用パソコンの復元を行います。

3. オプション機能 以下のオプション機能が使用できます。

・ 取得したバックアップデータで復元が実行できる、復元専用起動ディスクを作成
する為の、ディスクイメージファイル(ISO ファイル)の作成
・ VUY-0800 が起動する USB メモリ / USB HDD の作成
・Linux コマンド実行環境

99. シャットダウン VUY-0800 を終了し、産業用パソコンをシャットダウンします。

3.2 バックアップ機能
弊社産業用パソコンの起動デバイス/補助デバイスのデータを丸ごと抜き出し、バックアップファイルとして保
存することができます。
保存したバックアップファイルは、「3.3 復元機能」を使用して弊社産業用パソコンへ書き込むことができます。

3.3 復元機能
「3.2 バックアップ機能」を使用して作成した、バックアップファイルを使用して、弊社産業用パソコンの起動デ
バイス/補助デバイスにバックアップファイルを書き込み復元することができます。

 2019 Interface Corporation.

5

バックアップ
ファイル

バックアップ

バックアップ
ファイル

復元



Help for VUY-0800

3.4 オプション機能
VUY-0800 には、バックアップ/復元 機能以外に、以下のオプション機能があります。

3.4.1 復元専用起動ディスクイメージファイル作成
「3.2 バックアップ機能」で作成したバックアップファイルを利用して、復元専用の起動ディスクイメージファイ
ル(iso ファイル)を作成することができます。
作成した復元専用の起動ディスクイメージファイルを DVD, BD メディアや USB メモリに書き込むことで、
オリジナルの復元専用起動ディスクが作成できます。

3.4.2 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成
VUY-0800 が起動できる USB メモリ / USB HDD の作成ができます。USB メモリから VUY-0800 が起
動できるようになり、DVD ドライブ不要でバックアップ/復元が実行できます。

3.4.3 Linux コマンド実行環境
Linux のコマンドを実行できる環境に切り替えることができます。
「fdisk」,「dd」,「mount」等、Linux のコマンドが使用できます。
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第4章 実行手順

4.1 機器の接続、起動
1) 「2.3 必要機材」の機材を準備してください。

2) VUY-0800 の DVD ディスクをセットした DVD ドライブ、USB 接続 HDD、USB キーボードを弊社産
業用パソコンに接続してください。

3) 弊社産業用パソコンの電源を投入してください。
電源投入後、F2 キーを押し、産業用パソコンの BIOS 設定メニューを開いてください。BIOS 設定メニュー
で CD/DVD ブートするように設定してください。
(  ※ 産業用パソコンの電源投入方法は、産業用パソコンの USER’S MANUAL を参照してください。)

BIOS 設定 例)
Main Advanced Security Boot Exit

Boot Priority Order
  1. USB CD: MATUSHITA DVD-RAM LF-P968
  2. USB HDD:  I-O DATA HDCA-U
  3. USB FDD:
  4. ATAPI CD:
  5. ATA HDD0: SFCA032GH1AD4T0-I-GS-216-DSD
  6. ATA HDD1:
  7. Internal Shell
  8. PCI LAN:
  

「Boot」 → 「Boot Priority Order」 で、「USB CD」の項目を 1番上になるように設定します。

Main Advanced Security Boot Exit

  Exit Saving Changes
  Exit Discarding Changes
  Load Setup Defaults
  Discard Changes
  Save Changes

「Exit」 → 「Exit Saving Changes」を選択し、設定を保存して終了します。

(  ※ 上記 BIOS 設定の方法は一例です。実際の設定方法は、ご使用になる産業用パソコンの USER’S
MANUAL を参照してください。)

4) BIOS 設定で DVD ブートの設定にすると VUY-0800 の DVD から VUY-0800 が起動します。

「3.4.2VUY-0800 起動用 USB メモリ作成」機能を使用して作成した起動できるデバイス(DVD 以外)の
場合は、DVD ディスクの代わりに作成したデバイスでブートするように設定してください。
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4.2 言語選択
VUY-0800 が起動すると、最初に使用する言語の選択が表示されます。

        
--------------------------------------------
Interface Backup Tool (VUY-0800) Ver:1.00-01
Backup Tool for Industrial controller
Copyright 2019 Interface Corporation
--------------------------------------------

Please select the language to use VUY-0800.
 1: English
 2: Japanese
99:Quit
>

VUY-0800 を表示する言語の番号を入力して「Enter」キーを押してください。

入力値 内容

1 VUY-0800 を英語で表示します。

2 VUY-0800 を日本語で表示します。

99 VUY-0800 を終了し、産業用パソコンをシャットダウンします。

4.3 機能選択

4.3.1 機能選択メニュー
言語の選択後、機能選択メニューが表示されます。
--------------------------------------------
Interface Backup Tool (VUY-0800) Ver:1.00-01
--------------------------------------------

[ 機能選択 ]
使用する機能の番号を入力してください。

  1: バックアップ
  2: 復元
  3: オプション機能
99:終了(シャットダウン)
> 1

使用する機能の番号を入力して、「Enter」キーを押してください。

入力値 内容

1 「バックアップ機能」を使用します。

2 「復元機能」を使用します。

3 「オプション機能」を使用します。

99 VUY-0800 を終了し、産業用パソコンをシャットダウンします。
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4.3.2 オプション機能選択メニュー
「機能選択メニュー」で「オプション機能」を選択すると、「オプション機能選択メニュー」が表示されます。
--------------------------------------------
Interface Backup Tool (VUY-0800) Ver:1.00-01
--------------------------------------------

[ オプション機能選択 ]
使用するオプション機能の番号を入力してください。

  1: 取得したバックアップファイルで復元が実行できる起動ディスクイメージを作成したい。
  2: VUY-0800 が起動できる USB メモリを作成したい。
  3: Linux のコマンドが実行したい。
99:[ 機能選択メニュー ] へ戻る
> 1

使用するオプション機能の番号を入力して、「Enter」キーを押してください。

入力値 内容

1 「復元専用起動ディスクイメージファイル作成」機能を使用します。

2 「VUY-0800 起動用 USB メモリ作成」機能を使用します。

3 「Linux コマンド実行環境」機能を使用します。

99 「機能選択メニュー」へ戻ります。

4.3.3 機能選択メニュー / オプション機能選択メニュー フロー
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4.4 バックアップ機能

4.4.1 バックアップ手順

1) 「4.3.1 機能選択メニュー」で、「1.バックアップ」を選択します。
2) バックアップ対象のデバイスを選択します。                                                                                (1/6)
[ バックアップ ]
シリアル情報:0123456789

バックアップ対象のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> a

バックアップ対象の候補が表示されるので、対象とするデバイスのアルファベットを入力します。
/dev/sda (29.8GiB) のデバイスを選択する場合、「a」を入力して「Enter」キーを押します。
「99」を入力すると、バックアップを終了し、「機能選択メニュー」へ戻ります。

VUY-0800 では、デバイス名を Linux 環境と同様に/dev/sdx と表示します。
デバイスの接続順に/dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc… と最後のアルファベット部分が変わります。

デバイス名の後ろに表示される「xx GiB」が、デバイスのサイズです。

デバイス名、デバイスサイズを参考にして、対象のデバイスを選択してください。

USB 起動の場合、USB メモリは対象のデバイスとして表示されません。

3) バックアップファイルの保存先を選択します。                                                                             (2/6)
バックアップファイル保存先のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> b

バックアップファイル保存先の対象とするデバイスのアルファベットを入力します。
対象のデバイスに複数パーティションが存在する場合は、パーティション選択メッセージが表示されるので、
保存先に選択するパーティション番号を入力してください。

     (2/6)
バックアップファイル保存先のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> b
バックアップファイル保存先のパーティションを選択してください。
1:/dev/sdb1
2:/dev/sdb2

1番目のパーティションを選択する場合は、「1」を入力して「Enter」キーを押します。
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4) バックアップファイルの名前を入力してください。
バックアップファイル保存先の指定後、の名前入力のメッセージが表示されます。

 (3/6)

バックアップファイル名を入力してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。
> backup_test1

バックアップファイルの名前を入力してください。

バックアップファイルの保存先として使用できるファイルフォーマットは「NTFS」,「EXT3」,「ETX4」のみで
す。保存先のデバイスは、これらの形式でフォーマットしたデバイスをご使用ください。

 
バックアップファイル名に日本語は使用できません。

 以下の文字は、バックアップファイル名にはご使用できません。
「\」「/」「:」「*」「?」「\」「<」「>」「|」 「(空白)」

■ファイルの上書き
入力したバックアップファイル名と同じ名前のファイルが既に存在している場合、メッセージが表示されます。
バックアップファイルが既に存在します。
backup_test1 [ 2018-04-23_15:02:51]

上書きする場合は、「y」キーを入力してください。
ファイル名を再度入力する場合は、「n」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「c」キーを入力してください。
>

ファイルを上書きする場合は「y」キーを入力してください。

5) パスワードを入力します。(任意)                                                                                       (4/6)
パスワードを付与する場合は、「y」キーを入力してください。
パスワードを付与しない場合は、「n」キーを入力してください。
>y

パスワードを入力してください。 (入力した文字はパスワードの為表示されません)
Password:
確認の為、もう 1度パスワードを入力してください。
Password:
パスワードが正しく設定されました。

バックアップファイルにパスワードを付与する/しないの選択を行います。パスワードを付与する場合は、「y」キ
ーを入力し、設定するパスワードを入力してください。
パスワードを入力しない場合は、「n」キーを入力してください。

 
パスワード入力時、入力した文字は表示されていませんが、正常に入力できています。
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6) バックアップ処理が完了するまでお待ちください。                                                             (5/6) (6/6)
--------------------------------------------
Interface Backup Tool (VUY-0800) Ver:1.00-01
--------------------------------------------

[ バックアップ ]
シリアル情報:0123456789
バックアップ対象デバイス:/dev/sda
バックアップファイル保存先:/dev/sdb
バックアップファイル名:backup_test1

バックアップ処理中…
処理をキャンセルする場合は「Ctrl」+「c」キーを押してください。

 100% [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] [ 29.81 GiB / 29.81 GiB ] (00:25:26)

ベリファイ処理中...
FILE      :100% [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] [ 29.81 GiB / 29.81 GiB ] (00:03:21)
DEVICE :100% [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] [ 29.81 GiB / 29.81 GiB ] (00:06:04)
ベリファイ OK
バックアップファイル作成 正常終了 [ backup_test1.vuy ]

「Enter」キーを入力してください。 「機能選択メニュー」へ戻ります。

バックアップ処理が実行されると、現在の進捗が表示されます。進捗表示は以下の内容で表示されます。

表示 50% [>>>>>-----] [ 14.90 GiB / 29.81 GiB] (00:03:21)

内容 現在の進捗率 プログレスバー [ 現在のサイズ / 全体のサイズ ] 経過時間

バックアップ・ベリファイ処理が終わると、バックアップ完了です。
「Enter」キーを入力すると、「機能選択メニュー」へ戻ります。

■バックアップファイルについて
作成したバックアップファイルは、バックアップファイル保存先デバイスの直下に「VUY0800」というディレク
トリが作成され、その下のバックアップファイル名のディレクトリ以下に作成されます。
入力したバックアップファイル名に拡張子(.vuy)がついたバックアップファイルが作成されます。

/dev/sdb バックアップ保存先デバイス

    --> VUY0800 VUY-0800 用ディレクトリ (保存先デバイスの直下)

          --> backup_test1 入力したバックアップファイル名 (ファイル名のディレクトリ)

          --> backup_test1.vuy.** バックアップデータ (1GB で区切られたファイルが複数できます)

                --> backup_test1.log バックアップログファイル

■バックアップ処理のキャンセル
バックアップ処理中に「Ctrl」+「c」キーを押すと、キャンセルの確認メッセージが表示されます。
バックアップを処理をキャンセルしますか？
バックアップをキャンセルする場合は、「y」キーを入力してください。
バックアップを続ける場合は、「n」キーを入力してください。

バックアップをキャンセルする場合は、「y」キーを入力してください。バックアップ処理を終了し、「機能選択メ
ニュー」へ戻ります。 (※ベリファイ処理はキャンセルできません。)
「n」キーを入力すると、バックアップ処理を続けます。
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4.4.2 バックアップフロー
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4.5 復元機能

4.5.1 復元手順

1) 「4.3.1 機能選択メニュー」で、「2.復元」を選択します。
2) 復元対象のデバイスを選択します。                                                                                           (6/6)
[ 復元 ]
シリアル情報:0123456789

復元先のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> a

復元対象の候補が表示されるので、対象とするデバイスのアルファベットを入力します。
/dev/sda (29.8GiB) のデバイスを選択する場合、「a」を入力して「Enter」キーを押します。
「99」を入力すると、バックアップを終了し、「機能選択メニュー」へ戻ります。

VUY-0800 では、デバイス名を Linux 環境と同様に/dev/sdx と表示します。
デバイスの接続順に/dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc… と最後のアルファベット部分が変わります。

デバイス名の後ろに表示される「xx GiB」が、デバイスのサイズです。

デバイス名、デバイスサイズを参考にして、対象のデバイスを選択してください。

3) 復元に使用するバックアップファイルが保存されているデバイスを選択します。                              (2/6)
[復元]
シリアル情報: 0123456789
復元先デバイス: /dev/sda

復元で使用するバックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> b

バックアップファイルが保存されているデバイスのアルファベットを入力します。

対象のデバイスに複数パーティションが存在する場合は、パーティション選択メッセージが表示されるので、
選択するパーティション番号を入力してください。                                                                           (2/6)
復元で使用するバックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> b
バックアップファイルが保存されているパーティションを選択してください。
1:/dev/sdb1
2:/dev/sdb2

1番目のパーティションを選択する場合は、「1」を入力して「Enter」キーを押します。
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4) バックアップファイルを選択してください。
選択したデバイスに保存されている、バックアップファイルを一覧で表示します。                                 (3/6)
復元で使用する、バックアップファイルを選択してください。
キャンセルする場合は「q」を入力してください。

1: backup_test1.vuy [2017-11-14 15:18:31] (29.8 GiB)
2: backup_test2.vuy [2018-05-28 09:01:02] (1.7 GiB)
3: backup_test3.vuy [2018-09-01 10:18:15] (3.4 GiB)

> 1

復元に使用するバックアップファイルの番号を入力してください。
キャンセルする場合は、「q」キーを入力してください。

5) バックアップファイルにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力します。                     (4/6)
「backup_test1」ファイルには、パスワードが設定されています。
パスワードを入力してください。(入力した文字はパスワードの為表示されません)
Password: 

バックアップファイルに設定されているパスワードを入力してください。

 ・パスワード入力時、入力した文字は表示されていませんが、正常に入力できています。
・バックアップファイルサイズが大きい場合、パスワード確認に時間がかかる場合があります。

6) 復元処理実施の最終確認メッセージが表示されます。                                                               (5/6)
[復元]
シリアル情報: 0123456789
復元先デバイス: /dev/sda

[バックアップファイル情報]
ファイル名: backup_test1.vuy
シリアル情報: 0123456789
デバイスサイズ:  29.8 Gib
バックアップ日付: 2017-11-14 15:18:31

上記で、復元を開始します。
復元先デバイス[/dev/sda] のデータは、全て消去されバックアップデータで上書きされます。
開始する場合は、「y」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「n」キーを入力してください。
> y

復元処理を開始する場合は、「y」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「n」キーを入力してください。

 復元処理を実施すると、復元先に指定したデバイスの内容は全て消去され、バックアップファイルの
内容が書き込まれます。
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7) 復元処理が完了するまでお待ちください。                                                                                 (6/6)
--------------------------------------------
Interface Backup Tool (VUY-0800) Ver:1.00-01
--------------------------------------------

[復元]
シリアル情報: 0123456789
復元先デバイス: /dev/sda

[バックアップファイル情報]
ファイル名: backup_test1..vuy
シリアル情報: 0123456789
デバイスサイズ:  29.8 Gib
バックアップ日付: 2017-11-14 15:18:31

上記で、復元を開始します。
復元先デバイス[/dev/sda] のデータは、全て消去されバックアップデータで上書きされます。
開始する場合は、「y」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「n」キーを入力してください。
> y

復元処理中…
処理をキャンセルする場合は「Ctrl」+「c」キーを押してください。
 100% [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] [ 29.81 GiB / 29.81 GiB ] (00:25:26)

ベリファイ処理中...
 100% [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] [ 29.81 GiB  / 29.81 GiB ] (00:06:05)

ベリファイ OK
復元処理 正常終了
「Enter」キーを入力してください。 「機能選択メニュー」へ戻ります。

復元処理が実行されると、現在の進捗が表示されます。進捗表示は以下の内容で表示されます。

表示 50% [>>>>>-----] [ 14.90 GiB / 29.81 GiB] (00:03:21)

内容 現在の進捗率 プログレスバー [ 現在のサイズ / 全体のサイズ ] 経過時間

復元・ベリファイ処理が終わると、バックアップ完了です。
「Enter」キーを入力すると、「機能選択メニュー」へ戻ります。

■復元処理のキャンセル
復元処理中に「Ctrl」+「c」キーを押すと、キャンセルの確認メッセージが表示されます。
復元処理をキャンセルしますか？
復元を続ける場合は、「n」キーを入力してください。
復元をキャンセルする場合は、「y」キーを入力してください。

復元をキャンセルする場合は、「y」キーを入力してください。バックアップ処理を終了し、「機能選択メニュー」
へ戻ります。 (※ベリファイ処理はキャンセルできません。)
「n」キーを入力すると、復元処理を続けます。

 ・復元処理を実行すると、対象デバイスのデータは全て消去され、バックアップデータで上書きされま
す。
・復元処理の実施中にキャンセルすると、産業用パソコンは正常に起動しない場合があります。
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4.5.2 復元フロー
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4.6 復元専用起動ディスクイメージ作成機能

4.6.1 復元専用起動ディスクイメージ作成手順

1) 「4.3.1 機能選択メニュー」で、「3.オプション機能」を選択します。
2) 「3. オプション機能」で、「1. 取得したバックアップファイルで復元が実行できる起動ディスクを作成した
い」を選択します。

3) 復元専用起動ディスクで復元に使用する、バックアップファイル保存先のデバイスを選択します。     (1/5)
[復元専用起動ディスクイメージファイル作成]

復元専用起動ディスクイメージファイル作成に使用する、
バックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> b

バックアップファイルが保存されているデバイスのアルファベットを入力します。

VUY-0800 では、デバイス名を Linux 環境と同様に/dev/sdx と表示します。
デバイスの接続順に/dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc… と最後のアルファベット部分が変わります。

デバイス名の後ろに表示される「xx GiB」が、デバイスのサイズです。

デバイス名、デバイスサイズを参考にして、対象のデバイスを選択してください。

対象のデバイスに複数パーティションが存在する場合は、パーティション選択メッセージが表示されるので、
選択するパーティション番号を入力してください。                                                                            (1/5)
復元専用起動ディスクイメージファイル作成に使用する、
バックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> b
バックアップファイル保存先のパーティションを選択してください。
1:/dev/sdb1
2:/dev/sdb2

1番目のパーティションを選択する場合は、「1」を入力して「Enter」キーを押します。
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4) バックアップファイルを選択してください。
選択したデバイスに保存されている、バックアップファイルを一覧で表示します。                                 (2/5)
復元専用起動ディスクで復元時に使用する、バックアップファイルを選択してください。
キャンセルする場合は「q」を入力してください。

1: backup_test1.vuy [2017-11-14 15:18:31] (29.8 GiB)
2: backup_test2.vuy [2018-05-28 09:01:02] (1.7 GiB)
3: backup_test3.vuy [2018-09-01 10:18:15] (3.4 GiB)

> 1

復元専用起動ディスクで復元時に使用するバックアップファイルの番号を入力してください。
キャンセルする場合は、「q」キーを入力してください。

5) バックアップファイルにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力します。                     (3/5)
「backup_test1」ファイルには、パスワードが設定されています。
パスワードを入力してください。(入力した文字はパスワードの為表示されません)
Password: 

バックアップファイルに設定されているパスワードを入力してください。

 
パスワード入力時、入力した文字は表示されていませんが、正常に入力できています。

■復元専用起動ディスクで、復元実行時のパスワード要求
選択したバックアップファイルにパスワードが設定されている場合、作成した復元専用起動ディスクで復元を
実行する際にパスワードの入力が必要かどうかの選択を行います。

「backup_test1」ファイルには、パスワードが設定されています。
パスワードを入力してください。(入力した文字はパスワードの為表示されません)
Password: 

作成した復元専用起動ディスクを使用して復元を実施する際に
パスワードの入力を必要としますか？
パスワードの入力が必要な場合は、「y」キーを入力してください。
パスワードの入力が不要な場合は、「n」キーを入力してください。

復元専用起動ディスクでの復元実行時に、パスワード入力が必要かどうか選択してください。

入力値 内容

y 復元専用起動ディスクを使用して復元実行時に、パスワードが要求されます。

n 復元専用起動ディスクを使用して復元実行時に、復元実行時にパスワードが要求されません。
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6) 復元専用起動ディスクイメージ作成の最終確認メッセージが表示されます。                                 (4/5)
[復元専用起動ディスクイメージ作成]

[バックアップファイル情報]
バックアップファイル: backup_test1.vuy
シリアル情報: 0123456789
デバイスサイズ:  29.8 Gib
バックアップ日付:  2018-10-30 14:00:33

上記のバックアップファイルを使用した、復元専用起動ディスクイメージ作成を開始します。

開始する場合は、「y」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「n」キーを入力してください。
> y

復元専用起動ディスクイメージ作成処理を開始する場合は、「y」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「n」キーを入力してください。

7) 処理が完了するまでお待ちください。                                                                                        (5/5)
復元専用起動ディスクイメージファイル作成完了。
[ backup_test1.iso ] (5.4 Gib)
「Enter」キーを入力してください。 「機能選択メニュー」へ戻ります。

 復元専用起動ディスクイメージファイル作成は、元のバックアップファイル+2GB 分の空き容量が、
バックアップファイル保存先に必要です。

■復元専用起動ディスクイメージファイル作成完了
作成した復元専用起動ディスクイメージファイルは、バックアップファイル保存先と同じ場所保存されます。
元にしたバックアップファイル名の拡張子が「.iso」のファイルが作成されます。

/dev/sdb バックアップ保存先デバイス

    --> VUY0800 VUY-0800 用ディレクトリ (保存先デバイスの直下)

          --> backup_test1 入力したバックアップファイル名 (ファイル名のディレクトリ)

             --> backup_test1.vuy.** バックアップデータ

             --> backup_test1.log バックアップログファイル

             --> backup_test1.iso 復元専用起動ディスクイメージファイル

■復元専用起動ディスクイメージファイルの書き込み
作成したディスクイメージファイル(iso ファイル)は、DVD, BD ディスクや、USB メモリに書き込むことで
復元専用起動ディスクが作成できます。
DVD, BD ディスクに書き込む場合は、ライティングソフトを使用して書き込んでください。
USB メモリに書き込む場合は、「5.7 復元専用起動ディスクイメージを USB メモリへ書き込む手順」を参照
して書き込みを実施してください。
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4.6.2 復元専用起動ディスクイメージ作成フロー
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4.7 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成機能

4.7.1 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成手順

1) 「4.3.1 機能選択メニュー」で、「3.オプション機能」を選択します。
2) 「3. オプション機能」で、「2.VYU-0800 が起動できる USB メモリを作成したい」を選択します。
3) VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象の USB メモリを選択します。
                                                                                (1/3)
[VUY-0800 起動用 USB メモリ作成]

起動用 USB メモリを作成する、デバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 465.7 GiB
  [ata-JMicron_H_W_RAID1_V5QMECOQS2BBF4KZD8U3]

c: Disk /dev/sdc: 14.4 GiB
  [usb-BUFFALO_USB_Flash_Disk_0916100000CC20516600021895-0:0]

> c

USB メモリ作成対象の候補が表示されるので、対象とするデバイスのアルファベットを入力します。
/dev/sdc (14.4GiB) のデバイスを選択する場合、「c」を入力して「Enter」キーを押します。
「99」を入力すると、バックアップを終了し、「機能選択メニュー」へ戻ります。

VUY-0800 では、デバイス名を Linux 環境と同様に/dev/sdx と表示します。
デバイスの接続順に/dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc… と最後のアルファベット部分が変わります。

デバイス名の後ろに表示される「xx GiB」が、デバイスのサイズです。

デバイス名、デバイスサイズを参考にして、対象のデバイスを選択してください。

4) 書き込み確認のメッセージが表示されます。                  (2/3)
[VUY-0800 起動用 USB メモリ作成]

対象デバイス: /dev/sdc 14.4 Gib

上記のデバイスに VUY-0800 起動用のイメージを書き込みます。
[/dev/sdc] のデータは、全て消去され、USB 起動用イメージが書き込まれます。
開始する場合は、「y」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「n」キーを入力してください。
> y

USB メモリに書き込みを実施する場合は、「y」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「n」キーを入力してください。

 
書き込みを実施した USB メモリ内のデータは全て VUY-0800 の起動用データで上書きされます。
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5) 書き込み処理が完了するまでお待ちください。                                                                           (3/3)
--------------------------------------------
Interface Backup Tool (VUY-0800) Ver:1.00-01
--------------------------------------------

[VUY-0800 起動用 USB メモリ作成]

対象デバイス: /dev/sdc 14.4 Gib

上記のデバイスに起動用 USB メモリのイメージを書き込みます。
[/dev/sdc] のデータは、全て消去され、USB 起動用イメージが書き込まれます。
開始する場合は、「y」キーを入力してください。
キャンセルする場合は、「n」キーを入力してください。
> y

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成処理中…
処理をキャンセルする場合は「Ctrl」+「c」キーを押してください。
 100% [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] [ 564.62 MiB / 564.62 MiB ] (00:02:02)

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成 正常終了
「Enter」キーを入力してください。 「機能選択メニュー」へ戻ります。

USB メモリへのデータ書き込みが完了すると、VUY-0800 起動用 USB メモリの作成完了です。
「Enter」キーを入力すると、「機能選択メニュー」へ戻ります。

■VUY-0800 起動用 USB メモリ作成処理のキャンセル
作成処理中に「Ctrl」+「c」キーを押すと、キャンセルの確認メッセージが表示されます。

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成処理をキャンセルしますか？
処理を続ける場合は「n」キーを入力してください。
処理をキャンセルする場合は「y」キーを入力してください。

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成処理をキャンセルする場合は、「y」キーを入力してください。バックアッ
プ処理を終了し、「機能選択メニュー」へ戻ります。 
「n」キーを入力すると、VUY-0800 起動用 USB メモリ作成処理を続けます。
(キャンセル後、「cansel...」と表示され、時間がかかる場合があります。)

4.7.2 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成フロー
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4.8 Linux コマンド実行環境機能

4.8.1 Linux コマンド実行環境使用手順

1) 「4.3.1 機能選択メニュー」で、「3.オプション機能」を選択します。
2) 「3. オプション機能」で、「3.Linux のコマンドが実行したい」を選択します。

3) Linux のコマンド入力待ち状態になります。

root@VUY-0800:~#

使用できる Linux のコマンド一覧は、「」を参照してください。

4) VUY-0800 の機能選択メニューに戻る場合は、「menu」とコマンド実行してください。

root@VUY-0800:~# menu

「4.3.1 機能選択メニュー」が表示されます。

--------------------------------------------
Interface Backup Tool (VUY-0800) Ver:1.00-01
--------------------------------------------

[ 機能選択 ]
使用する機能の番号を入力してください。

  1: バックアップ
  2: 復元
  3: オプション機能
99:終了(シャットダウン)
> 
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第5章 リファレンス

5.1 エラー / 警告 一覧

VUY-0800 で表示されるエラーの一覧
各エラーの詳細については、「5.2 エラー / 警告 詳細 (バックアップ)」を参照してください。

エラーコード 意味 対処方法

バックアップ機能

EB0001 バックアップ対象デバイスが存在しない 産業用パソコンに起動デバイス/補助デバイス
が正しく実装されていることを確認

EB0002 バックアップ対象デバイスの選択が不正 選択候補にあるデバイスを選択

EB0003 バックアップファイル保存先デバイスが存在
しない

産業用パソコンにファイル保存先デバイスが正
しく接続されていることを確認

EB0004 バックアップファイル保存先デバイスの選択
が不正

選択候補にあるデバイスを選択

EB0005 バックアップファイル保存先デバイスのファ
イルシステムが不正

データ保存先のファイルシステムを「NTFS」,
「EXT3」, 「EXT4」にする

EB0006 バックアップファイル名に禁止文字を指定 バックアップファイル名に禁止文字を指定しな
い

EB0007 パスワードが不一致 パスワードの入力で 2度同じ内容を入力する

EB0008 バックアップ実行エラー 「5.2 エラー / 警告 詳細 (バックアップ)」を参照

EB0009 ベリファイ実行エラー 「5.2 エラー / 警告 詳細 (バックアップ)」を参照

復元機能

ER0001 復元対象デバイスが存在しない 産業用パソコンに起動デバイス/補助デバイス
が正しく実装されていることを確認

ER0002 復元対象デバイスの選択が不正 選択候補にあるデバイスを選択

ER0003 バックアップファイル保存先デバイスが存在
しない

産業用パソコンにファイル保存先デバイスが正
しく接続されていることを確認

ER0004 バックアップファイル保存先デバイスの選択
が不正

選択候補にあるデバイスを選択する

ER0005 バックアップファイル保存先デバイスのファ
イルシステムが不正

ファイル保存先のファイルシステムが「NTFS」,
「EXT3」, 「EXT4」のデバイスを選択する

ER0006 保存先デバイスにバックアップファイルがみ
つからない

バックアップファイルが保存されているデバイス
を選択する

ER0007 復元先デバイスサイズが小さい 復元先デバイスは、バックアップ元と同サイズか
それ以上のサイズのデバイスを指定する

WR0001 復元先デバイスサイズが大きい 復元先デバイスと同サイズのデバイスを指定す
る。

WR0002 復元先のシリアルが異なる バックアップ元と同一シリアルに復元を実施す
る。

ER0008 パスワードが不一致 正しいパスワードを入力する

ER0009 復元実行エラー 「5.2 エラー / 警告 詳細 (バックアップ)」を参照

ER0010 ベリファイ実行エラー 「5.2 エラー / 警告 詳細 (バックアップ)」を参照
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復元専用起動ディスクイメージ作成機能

EI0001 バックアップファイル保存先デバイスが存在
しない

産業用パソコンにファイル保存先デバイスが正
しく接続されていることを確認

EI0002 バックアップファイル保存先デバイスの選択
が不正

選択候補にあるデバイスを選択する

EI0003 バックアップファイル保存先デバイスのファ
イルシステムが不正

ファイル保存先のファイルシステムが「NTFS」,
「EXT3」, 「EXT4」のデバイスを選択する

EI0004 保存先デバイスにバックアップファイルがみ
つからない

バックアップファイルが保存されているデバイス
を選択する

EI0005 保存先デバイスの空き容量が不足している バックアップファイルが保存されているデバイス
の空き容量を確保する

WI0001 作成する復元専用起動ディスクイメージフ
ァイルのサイズが、4.7GB を超えている

復元専用起動ディスクイメージを書き込む際
は、BD, USB メモリ等 4.7GB 以上の媒体を
使用する。

EI0006 パスワードが不一致 正しいパスワードを入力する

EI0007 復元専用起動ディスクイメージ作成実行エ
ラー

「5.2 エラー / 警告 詳細 (バックアップ)」を参照

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成機能

EU0001 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象
デバイスが存在しない

産業用パソコンに USB メモリが正しく実装され
ていることを確認

EU0002 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象
デバイスの選択が不正

選択候補にあるデバイスを選択

EU0003 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象
デバイスの容量が不足

サイズが 4GB 以上ある USB メモリを使用す
る

EU0004 VUY00800 起動用 USB メモリ作成実行
エラー

「5.2 エラー / 警告 詳細 (バックアップ)」を参照
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5.2 エラー / 警告 詳細 (バックアップ)

各エラーコードの詳細について記載

5.2.1 EB0001
バックアップ対象デバイスのエラー

バックアップ対象デバイスが存在しない場合はエラー表示となります。
[ バックアップ ]
シリアル情報:0123456789

*バックアップ対象選択エラー*
Error code [EB0001]
バックアップ対象のデバイス候補が見つかりませんでした。

「Enter」キーを押してください。「機能選択メニュー」へ戻ります。

原因 バックアップ対象の産業用パソコンに、起動デバイス/補助デバイスが接続されていない

対処方法 バックアップ対象の産業用パソコンに、起動デバイス/補助デバイスが正しく接続されている事を
確認してください。

5.2.2 EB0002
バックアップ対象デバイスの選択エラー

バックアップ対象デバイスの選択時に、不正な値を入力した場合はエラー表示となります。
[ バックアップ ]
シリアル情報:0123456789

バックアップ対象のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は 99 を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> c

*バックアップ対象選択エラー*
Error code [EB0002]
バックアップ対象のデバイスを正しく選択してください。
キャンセルする場合は 99 を入力してください。

原因 バックアップ対象デバイスの選択に不正な値を入力した。

対処方法 バックアップ対象の選択は、バックアップ対象候補に表示されている正しい値を入力してくださ
い。
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5.2.3 EB0003
バックアップファイル保存対象デバイスのエラー

バックアップファイルの保存対象デバイスが存在しない場合は、エラー表示となります。
[ バックアップ ]
シリアル情報:0123456789

バックアップ対象のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]
> a

*バックアップファイル保存先デバイス選択エラー*
Error code [EB0003]
バックアップファイル保存先デバイス候補が見つかりませんでした。

「Enter」キーを押してください。「機能選択メニュー」へ戻ります。

原因 バックアップ対象の産業用パソコンに、バックアップファイル保存先のデバイスが接続されてい
ない

対処方法 バックアップ対象の産業用パソコンに、バックアップファイル保存用のデバイスが正しく接続され
ている事を確認してください。

5.2.4 EB0004
バックアップファイル保存対象デバイスの選択エラー

バックアップファイルの保存対象デバイスの選択時に、不正な値を入力した場合はエラー表示となります。
[ バックアップ ]
シリアル情報:0123456789

バックアップ対象のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> a

バックアップファイル保存先のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。
> c

*バックアップファイル保存先対象選択エラー*
Error code [EB0004]
バックアップファイル保存先の対象デバイスを正しく選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

原因 バックアップファイル保存先デバイスの選択に不正な値を入力した。

対処方法 バックアップファイル保存先デバイスの選択は、保存先デバイス候補に表示されている正しい
値を入力してください。
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5.2.5 EB0005
バックアップファイル保存先デバイスのファイルシステムエラー

バックアップファイル保存先デバイスのファイルシステムが適切で無い場合はエラー表示となります。
バックアップファイル保存先のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> b

バックアップファイル保存先: /dev/sdb
* 保存先デバイスファイルシステム エラー *
Error code [EB0005]
バックアップファイル保存先のファイルシステムが適切ではありません。
保存先のファイルシステムは「EXT3」,「EXT4」,「NTFS」のいずれかを選択してください。

原因 バックアップファイル保存先デバイスのファイルシステムが適切でない

対処方法 バックアップファイル保存先のデバイスは、「NTFS」, 「EXT3」, 「EXT4」でフォーマットされた
デバイスを使用してください。

5.2.6 EB0006
バックアップファイル名エラー

バックアップファイル名に禁止文字を使用した場合はエラー表示となります。
バックアップファイル名を入力してください。
> test?file

* バックアップファイル名　エラー *
Error code [EB0006]
バックアップファイル名に以下の文字は使用できません。
「\」「/」「:」「*」「?」「”」「<」「>」「|」「(空白)」

原因 バックアップファイル名に禁止文字を使用している

対処方法 バックアップファイル名には、以下の文字は使用できません。
「\」「/」「:」「*」「?」「”」「<」「>」「|」「(空白)」

5.2.7 EB0007
パスワード不一致エラー

入力したパスワードが一致しない場合はエラー表示となります。
パスワードを入力してください。(入力した文字はパスワードの為表示されません)
Password: 
確認の為、もう 1度パスワードを入力してください。
Password: 

* パスワード設定 エラー *
Error code [EB0007]
パスワードが一致しませんでした。
再度パスワードを入力してください。

原因 1回目と 2回目で入力したパスワードが異なっている。

対処方法 1回目と 2回目で同じパスワードを入力してください。
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5.2.8 EB0008
バックアップ実行エラー

バックアップ処理中にエラーが発生した場合はエラー表示となります。
バックアップ処理中…
処理をキャンセルする場合は「Ctrl」+「c」キーを押してください。
 50% [>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------] [ 14.91 GiB / 29.81 MiB ] (00:13:21)

* バックアップ エラー *
Error code [EB0008]
[xxxx] エラー発生

原因 ・バックアップファイルが作成できない
・バックアップ対象デバイスから読み取りが行えない。

対処方法 ・バックアップファイル保存先に空き容量がない場合は、空き容量を確保してください。
・バックアップファイル保存先が読み取り専用の場合は解除してください。
・バックアップ対象デバイスから読み取りが行えない場合は、産業用パソコンの修理を行ってく
ださい

5.2.9 EB0009
ベリファイ実行エラー

ベリファイ処理中にエラーが発生した場合はエラー表示となります。
ベリファイ処理中...
  100% [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] [ 29.81 GiB / 29.81 GiB ] (00:05:12)

*ベリファイエラー*
Error code [EB0009]
取得したバックアップデータと対象デバイスのチェックサムが一致しませんでした。

原因 ・バックアップ対象デバイスからの読み取りが正常に行えない。
・バックアップファイル保存先への書き込みが正常に行えない。

対処方法 ・バックアップファイル保存先のデバイスを交換して再度バックアップを実行してください。
・バックアップ対象デバイスから読み取りが行えない場合は、産業用パソコンの修理を行ってく
ださい
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5.3 エラー / 警告 詳細 (復元)

5.3.1 ER0001
復元対象デバイスのエラー

復元対象デバイスが存在しない場合はエラー表示となります。
[ 復元 ]
シリアル情報:0123456789

*復元対象選択エラー*
Error code [ER0001]
復元対象のデバイス候補が見つかりませんでした。

「Enter」キーを押してください。「機能選択メニュー」へ戻ります。

原因 復元対象の産業用パソコンに、起動デバイス/補助デバイスが接続されていない

対処方法 復元対象の産業用パソコンに、起動デバイス/補助デバイスが正しく接続されている事を確認し
てください。

5.3.2 ER0002
復元対象デバイスの選択エラー

復元対象デバイスの選択時に、不正な値を入力した場合はエラー表示となります。
[ 復元 ]
シリアル情報:0123456789

復元対象のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は 99 を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]
> c

*復元対象選択エラー*
Error code [ER0002]
復元対象のデバイスを正しく選択してください。
キャンセルする場合は 99 を入力してください。

原因 復元対象デバイスの選択に不正な値を入力した。

対処方法 復元対象の選択は、バックアップ対象候補に表示されている正しい値を入力してください。
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5.3.3 ER0003
復元に使用するバックアップファイルが保存されているデバイスのエラー

復元に使用するバックアップファイルが保存されているデバイスが存在しない場合は、エラー表示となります。
[復元]
シリアル情報: 0123456789
復元先デバイス: /dev/sda

*バックアップファイル保存デバイス選択エラー*
Error code [ER0003]
バックアップファイルが保存されているデバイス候補が見つかりませんでした。

「Enter」キーを押してください。「機能選択メニュー」へ戻ります。

原因 復元対象の産業用パソコンに、バックアップファイルが保存されているデバイスが接続されてい
ない

対処方法 復元対象の産業用パソコンに、バックアップファイルが保存されているデバイスが正しく接続さ
れている事を確認してください。

5.3.4 ER0004
復元に使用するバックアップファイルが保存されているデバイスの選択エラー

復元に使用するバックアップファイルが保存されているデバイスの選択時に、不正な値を入力した場合はエ
ラー表示となります。
[復元]
シリアル情報: 0123456789
復元先デバイス: /dev/sda

復元で使用するバックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> c

*バックアップファイル保存デバイス選択エラー*
Error code [ER0004]
バックアップファイルが保存されているデバイスを正しく選択してください。
キャンセルする場合は 99 を入力してください。

原因 バックアップファイルが保存されているデバイスの選択に不正な値を入力した。

対処方法 バックアップファイルが保存されているデバイスの選択は、保存先デバイス対象候補に表示さ
れている正しい値を入力してください。
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5.3.5 ER0005
バックアップファイルが保存されているデバイスのファイルシステムエラー

バックアップファイルが保存されているデバイスのファイルシステムが適切で無い場合はエラー表示となりま
す。
[復元]
シリアル情報: 0123456789
復元先デバイス: /dev/sda

復元で使用するバックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> b

* バックアップファイル保存デバイスファイルシステムエラー *
Error code [ER0005]
バックアップファイルが保存されているファイルシステムが適切ではありません。
保存先のファイルシステムは「EXT3」,「EXT4」,「NTFS」のいずれかを選択してください。

原因 バックアップファイルが保存されているデバイスのファイルシステムが適切でない

対処方法 バックアップファイルが保存されているデバイスは、「NTFS」, 「EXT3」, 「EXT4」でフォーマッ
トされたデバイスを使用してください。

5.3.6 ER0006
バックアップファイルエラー

バックアップファイル保存先デバイスに、VUY-0800 のバックアップファイルが存在しない場合エラー表示と
なります。
[復元]
シリアル情報: 0123456789
復元先デバイス: /dev/sda

復元で使用するバックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> b

* バックアップファイルエラー *
Error code [ER0006]
バックアップファイルが保存されているデバイスにバックアップファイルが見つかりません。

原因 バックアップファイルが保存されているデバイスに、バックアップファイルが見つからない

対処方法 バックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
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5.3.7 ER0007
復元先デバイスサイズエラー

復元先デバイスサイズがバックアップを取得したデバイスよりも小さい場合はエラー表示となります。
復元で使用する、バックアップファイルを選択してください。
キャンセルする場合は「q」を入力してください。

1: backup_test1.vuy [2017-11-14 15:18:31] (29.8 GiB)
2: backup_test2.vuy [2018-05-28 09:01:02] (1.7 GiB)

> 1

* デバイスサイズエラー *
Error code [ER0007]
復元先のデバイスサイズは、バックアップファイルを
取得したデバイスサイズよりも小さい為復元できません。

バックアップ元: 29.8 GiB
復元先          : 14.9 GiB

原因 復元先デバイスサイズがバックアップファイル取得元デバイスサイズよりも小さい

対処方法 復元先デバイスは、バックアップファイルを取得したデバイス以上のデバイスを使用してくださ
い。

5.3.8 WR0001
復元先デバイスサイズ警告

復元先デバイスサイズがバックアップを取得したデバイスよりも大きい場合は警告が表示されます。
復元で使用する、バックアップファイルを選択してください。
キャンセルする場合は「q」を入力してください。

1: backup_test1.vuy [2017-11-14 15:18:31] (29.8 GiB)
2: backup_test2.vuy [2018-05-28 09:01:02] (1.7 GiB)

> 1

* デバイスサイズワーニング *
Warn code [WR0001]
復元先のデバイスサイズは、バックアップファイルを取得したデバイスサイズよりも大きい為
バックアップファイル取得元のデバイスサイズ以上の領域は、未使用領域となります。

バックアップ元: 29.8 GiB
復元先          : 59:8 GiB

復元処理をキャンセルしますか？
復元を続ける場合は「n」キーを入力してください。
復元をキャンセルする場合は「y」キーを入力してください。

原因 復元先デバイスサイズがバックアップファイル取得元デバイスサイズよりも大きい

詳細 復元先デバイスサイズがバックアップファイル取得元デバイスサイズよりも大きい場合は、
元サイズ以上の領域は、未使用領域となります。

バックアップ元： 32GB
復元先           ： 64GB

復元先デバイス (64GB)

復元領域  (32GB) 未使用領域 (32GB)
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5.3.9 WR0002
復元先シリアル警告

復元先の産業用パソコンのシリアル情報がバックアップを取得した産業用パソコンのシリアルと異なる場合
は、警告が表示されます。
復元で使用する、バックアップファイルを選択してください。
キャンセルする場合は「q」を入力してください。

1: backup_test1.vuy [2017-11-14 15:18:31] (29.8 GiB)
2: backup_test2.vuy [2018-05-28 09:01:02] (1.7 GiB)

> 1

* シリアル情報 ワーニング *
Warn code [WR0002]
復元先の産業用パソコンと、バックアップファイルを取得した
産業用パソコンのシリアル情報が異なります。
異なるシリアルへ復元した場合、設定・デバイス情報が意図しない状態になる場合があります。
(詳細は、Help ドキュメントを参照してください。)

バックアップ元 : 0123456789
復元先　　     : 9876543210

復元処理をキャンセルしますか？
復元を続ける場合は「n」キーを入力してください。
復元をキャンセルする場合は「y」キーを入力してください。

原因 復元先産業用パソコンのシリアル情報とバックアップファイル取得元の産業用パソコンのシリア
ル情報が異なる。

詳細 復元先産業用パソコンのシリアル情報とバックアップファイル取得元の産業用パソコンのシリア
ル情報が異なる場合は、以下のような問題が発生する場合があります。

・Interface Linux System 搭載製品の場合、復元先の Interface Linux System 上で
Etnernet デバイス名が変更される場合があります。(弊社 FAQ No.968 参照)
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5.3.10 ER0008
パスワードエラー

バックアップファイルに設定されているパスワードと、入力したパスワードの不一致が 5回続くとエラー表示と
なります。
パスワードを入力してください。(入力した文字はパスワードの為表示されません)
Password: 

* パスワード エラー *
Error code [ER0008]
パスワードが一致しませんでした。
「Enter」キーを押してください。「機能選択メニュー」へ戻ります。

原因 バックアップファイルに設定されているパスワードと入力したパスワードが一致しない

対処方法 正しいパスワードを入力してください。

5.3.11 ER0009
復元実行エラー

復元処理中にエラーが発生した場合はエラー表示となります。
復元処理中…
処理をキャンセルする場合は「Ctrl」+「c」キーを押してください。
 50% [>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------] [ 14.91 GiB / 29.81 MiB ] (00:13:21)

* 復元 エラー *
Error code [ER0009]
[xxxx] エラー発生

原因 ・バックアップファイルから読み取りが行えない。
・復元対象デバイスへ書き込み行えない。

対処方法 ・バックアップファイルが正しく読み取れる状態である事を確認してください。
・復元先デバイスが書き込み禁止になっていない事を確認してください。
・復元先デバイスへ書き込みが正常に行えない場合は、産業用パソコンの修理を行ってください

5.3.12 ER0010
ベリファイ実行エラー

ベリファイ処理中にエラーが発生した場合はエラー表示となります。
ベリファイ処理中...
  100% [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] [ 29.81 GiB / 29.81 GiB ] (00:05:12)

*ベリファイエラー*
バックアップファイルのチェックサムと復元対象デバイスのチェックサムが一致しませんでした。

原因 ・バックアップファイルからの読み取りが正常に行えない。
・復元対象デバイスからの読み取りが正常に行えない。

対処方法 ・復元対象デバイスから読み取りが行えない場合は、産業用パソコンの修理を行ってください
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5.4 エラー / 警告 詳細 (復元専用起動ディスクイメージファイル作成)

5.4.1 EI0001
復元専用起動ディスクイメージファイル作成に使用するバックアップファイルが保存されているデバイスのエ
ラー

バックアップファイルが保存されているデバイスが存在しない場合は、エラー表示となります。
[復元専用起動ディスクイメージ作成]

*バックアップファイル保存デバイス選択エラー*
Error code [EI0001]
バックアップファイルが保存されているデバイス候補が見つかりませんでした。

「Enter」キーを押してください。「機能選択メニュー」へ戻ります。

原因 バックアップファイルが保存されているデバイスが接続されていない

対処方法 バックアップファイルが保存されているデバイスが正しく接続されている事を確認してください。

5.4.2 EI0002
復元に使用するバックアップファイルが保存されているデバイスの選択エラー

復元に使用するバックアップファイルが保存されているデバイスの選択時に、不正な値を入力した場合はエ
ラー表示となります。
[復元専用起動ディスクイメージ作成]

復元専用起動ディスクイメージ作成に使用する、
バックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> c

*バックアップファイル保存デバイス選択エラー*
Error code [EI0002]
バックアップファイルが保存されているデバイスを正しく選択してください。
キャンセルする場合は 99 を入力してください。

原因 バックアップファイルが保存されているデバイスの選択に不正な値を入力した。

対処方法 バックアップファイルが保存されているデバイスの選択は、保存先デバイス対象候補に表示さ
れている正しい値を入力してください。
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5.4.3 EI0003
バックアップファイルが保存されているデバイスのファイルシステムエラー

バックアップファイルが保存されているデバイスのファイルシステムが適切で無い場合はエラー表示となりま
す。
[復元専用起動ディスクイメージ作成]

復元専用起動ディスクイメージ作成に使用する、
バックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> b

* バックアップファイル保存デバイスファイルシステムエラー *
Error code [EI0003]
filesystem:[vfat]
バックアップファイルが保存されているファイルシステムが適切ではありません。
保存先のファイルシステムは「EXT3」,「EXT4」,「NTFS」のいずれかを使用してください。

原因 バックアップファイルが保存されているデバイスのファイルシステムが適切でない

対処方法 バックアップファイルが保存されているのデバイスは、「NTFS」, 「EXT3」, 「EXT4」でフォー
マットされた物を使用してください。

5.4.4 EI0004
バックアップファイルエラー

バックアップファイル保存先デバイスに、VUY-0800 のバックアップファイルが存在しない場合エラー表示と
なります。
[復元専用起動ディスクイメージ作成]
シリアル情報: 0123456789

復元専用起動ディスクイメージ作成に使用する、
バックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 931.5 GiB
  [usb-I-O_DATA_HDCA-U_000056B2104023A3-0:0]

> b

* バックアップファイルエラー *
Error code [EI0004]
バックアップファイルが保存されているデバイスにバックアップファイルが見つかりません。

原因 バックアップファイルが保存されているデバイスに、バックアップファイルが見つからない

対処方法 バックアップファイルが保存されているデバイスを選択してください。
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5.4.5 EI0005
復元専用起動ディスクイメージファイル作成エラー

バックアップファイルが保存さているデバイスに復元専用起動ディスクイメージファイルを作成する空き容量
がない場合はエラー表示となります。
復元で使用する、バックアップファイルを選択してください。
キャンセルする場合は「q」を入力してください。

1: backup_test1.vuy [2017-11-14 15:18:31] (29.8 GiB)
2: backup_test2.vuy [2018-05-28 09:01:02] (1.7 GiB)

> 1

* 空き容量エラー *
Error code [EI0005]
復元専用起動ディスクイメージファイルを作成する為の空き容量が不足しています。

空き容量   : xxx GiB
yyy GiB の空き容量が必要です。

原因 復元専用起動ディスクイメージファイル作成デバイスの空き容量が不足している

対処方法 元にしたバックアップファイル+2GB の空き容量を確保してください。

5.4.6 WI0001
復元専用起動ディスクイメージファイル作成警告

復元専用起動ディスクイメージファイルのファイルサイズが、4.7GB を超える場合は警告が表示されます。
復元専用起動ディスクイメージファイル作成完了。
[ backup_test1.iso ] (10.4 Gib)

* 復元専用起動ディスクイメージファイル 容量 ワーニング *
Warn code [WI0001]
復元専用起動ディスクイメージファイルサイズは 10.4 GiB です。
DVD ディスクには書き込みができないので、
BD ディスク・USB メモリへ書き込んでください。

原因 復元専用起動ディスクイメージファイルのファイルサイズが 4.7GB を超えている

対処方法 復元専用起動ディスクイメージファイルのファイルサイズが 4.7GB を超えている為、DVD メデ
ィアへの書き込みは行なえません。

作成した復元専用起動ディスクイメージファイルは、片面 2層の DVD メディア、BD メディ
ア、USB メモリ等、復元専用起動ディスクイメージファイルよりも大きいサイズの物へ書き込み
を行ってください。
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5.4.7 EI0006
パスワードエラー

バックアップファイルに設定されているパスワードと、入力したパスワードが一致しない場合はエラー表示とな
ります。
パスワードを入力してください。(入力した文字はパスワードの為表示されません)
Password: 

* パスワード エラー *
Error code [EI0006]
パスワードが一致しませんでした。
「Enter」キーを押してください。「機能選択メニュー」へ戻ります。

原因 バックアップファイルに設定されているパスワードと入力したパスワードが一致しない

対処方法 正しいパスワードを入力してください。

5.4.8 EI0007
復元専用起動ディスクイメージファイル作成エラー

復元専用起動ディスクイメージファイル作成処理中にエラーが発生した場合はエラー表示となります。
エラーの内容により、表示は異なります。
復元専用起動ディスクイメージファイル作成処理中…

* 復元専用起動ディスクイメージファイル作成エラー *
Error code [EI0007]
[xxxx] エラー発生

原因 ・バックアップファイルから読み取りが行えない。
・復元専用起動ディスクイメージファイル保存デバイスへ書き込みが行えない。

対処方法 ・バックアップファイルが正しく読み取れる状態である事を確認してください。
・イメージファイル保存デバイスが書き込み禁止になっていない事を確認してください。
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5.5 エラー / 警告 詳細 (起動用 USB メモリ作成)

5.5.1 EU0001
VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象デバイスのエラー

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象デバイスが存在しない場合はエラー表示となります。

[ VUY-0800 起動用 USB メモリ作成 ]
シリアル情報:0123456789

*VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象選択エラー*
Error code [EU0001]
VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象のデバイス候補が見つかりませんでした。

「Enter」キーを押してください。「機能選択メニュー」へ戻ります。

原因 産業用パソコンに、USB メモリが接続されていない。

対処方法 産業用パソコンに、USB メモリが正しく接続されている事を確認してください。

5.5.2 EU0002
起動用 USB メモリ作成対象デバイスの選択エラー

起動用 USB メモリ作成対象デバイスの選択時に、不正な値を入力した場合はエラー表示となります。

[ VUY-0800 起動用 USB メモリ作成 ]
シリアル情報:0123456789

起動用 USB メモリ作成対象のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は 99 を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdb: 465.7 GiB
  [ata-JMicron_H_W_RAID1_V5QMECOQS2BBF4KZD8U3]

c: Disk /dev/sdc: 14.4 GiB
  [usb-BUFFALO_USB_Flash_Disk_0916100000CC20516600021895-0:0]

> d

*VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象選択エラー*
Error code [EU0002]
VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象のデバイスを正しく選択してください。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

原因 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象デバイスの選択に不正な値を入力した。

対処方法 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象の選択は、対象候補に表示されている正しい値を入力
してください。
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5.5.3 EU0003
VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象デバイスの容量エラー

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象デバイスの容量が不足している場合はエラー表示となります。

[ VUY-0800 起動用 USB メモリ作成 ]
シリアル情報:0123456789

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象のデバイスを選択してください。
キャンセルする場合は 99 を入力してください。

a: Disk /dev/sda: 29.8 GiB
  [ata-SFCA032GH1AD4TO-I-GS-216-DSD_000060136997A1000352]

b: Disk /dev/sdc: 1.2 GiB
  [usb-BUFFALO_USB_Flash_Disk_0916100000CC20516600021895-0:0]

> b

*VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象選択エラー*
Error code [EU0003]
VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象のデバイスの容量が不足しています。
キャンセルする場合は「99」を入力してください。

原因 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象デバイスの容量が不足している

対処方法 VUY-0800 起動用 USB メモリ作成対象として 2GB 以上のデバイスを選択してください。

5.5.4 EU0004
VUY-0800 起動用 USB メモリ作成実行エラー

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成処理中にエラーが発生した場合はエラー表示となります。

VUY-0800 起動用 USB メモリ作成処理中…
処理をキャンセルする場合は「Ctrl」+「c」キーを押してください。
 50% [>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------] [ 1.91 GiB / 2.81 MiB ] (00:01:15)

* VUY-0800 起動用 USB メモリ作成エラー *
Error code [EU0004]
[xxxx] エラー発生

原因 VUY-0800 起動用 USB メモリへ書き込みが行えない

対処方法 ・USB メモリが書き込み禁止になっていない事を確認してください。
・USB へ書き込みが正常に行えない場合は、別の USB メモリでお試しください。
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5.6 復元専用起動ディスクイメージの使用方法について

「4.6 復元専用起動ディスクイメージ作成機能」で作成した、復元専用起動ディスクイメージを、DVD/BD メ
ディアや、USB メモリへ書き込む事で、復元専用の起動ディスクを作成する事が出来ます。

作成した復元専用起動ディスクイメージを DVD/BD に書き込む場合は、ライティングソフトを使用してくださ
い。USB メモリに書き込む場合は、「5.7 復元専用起動ディスクイメージを USB メモリへ書き込む手順」を参
照して書き込んでください。

5.7 復元専用起動ディスクイメージを USB メモリへ書き込む手順

「4.6 復元専用起動ディスクイメージ作成機能」で作成した、復元専用起動ディスクイメージを、Linux コマ
ンド実行環境を使用して USB メモリに書き込む事ができます。USB メモリに書き込む事で、USB メモリを
作成した復元専用起動ディスクとして使用することができます。

1) 「3.4 オプション機能」から「3.4.3Linux コマンド実行環境」を選択し、Linux コマンド実行環境を起動し
ます。

2) 「fdisk -l」 コマンドを使用して、復元専用起動ディスクイメージが保存されているデバイス、書き込み先の
USB メモリのデバイスを確認してください。

3) 復元専用起動ディスクイメージが保存されているデバイスをマウントしてください。

例)
復元専用起動ディスクイメージが保存されているデバイスが /dev/sdc1 の場合

root@VUY-0800:~# mount /dev/sdc1 /mnt

4) USB メモリに復元専用起動ディスクイメージを書き込みます。

例)
書き込むファイルが backup_test1.iso、書き込み先の USB メモリが /dev/sdd の場合

root@VUY-0800:~# dd if=/mnt/VUY0800/backup_test1/backup_test1.iso of=/dev/sdd status=progress

以上で、復元専用起動ディスクイメージの USB メモリへの書き込みは完了です。
書き込みを行った USB メモリを使用して、復元が実行できます。
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第6章 FAQ

質問・現象 VUY-0800 の DVD ディスクから起動しない。

回答・対策 BIOS メニューで VUY-0800 の DVD ディスク 又は、 作成した DVD 以外の VUY-0800
の起動ディスクから起動する設定になっている事を確認してください。

質問・現象 バックアップ / 復元 に時間がかかる。

回答・対策 バックアップ / 復元 対象の起動デバイス / 補助デバイスの容量が大きい場合は バックアップ
/ 復元 に時間がかかります。

■バックアップ時間の目安
Cfast 16GB 搭載モデル  :  約 13分 (バックアップ 10分 / ベリファイ 3分)
Cfast 32GB 搭載モデル  :  約 30分 (バックアップ 25分 / ベリファイ 5分)
HDD 500GB 搭載モデル  :  約 3 時間 15分 (バックアップ 1 時間 45分 / ベリファイ 1 時間 30分)
HDD 1TB 搭載モデル  :  約 4 時間 45分 (バックアップ 2 時間 30分 / ベリファイ 2 時間 15分)

■復元時間の目安
Cfast 16GB 搭載モデル  :  約 6分 (復元 3分 / ベリファイ 3分)
Cfast 32GB 搭載モデル  :  約 13分 (復元 7分 / ベリファイ 6分)
HDD 500GB 搭載モデル  :  約 3 時間 (復元 1 時間 30分 / ベリファイ 1 時間 30分)
HDD 1TB 搭載モデル  :  約 4 時間 30分 (復元 2 時間 15分 / ベリファイ 2 時間 15分)

質問・現象 復元を実行した時に、反映されていないデータがある。

回答・対策 HPA 領域のような、OS 上から有効領域として認識できない部分は VUY-0800 ではバック
アップ / 復元対象となりません。

全体容量 100GB

HPA 領域 10GB
(非対象領域)

有効領域 90GB
(対象領域)

質問・現象 バックアップしたデータを他の産業用パソコンへ書くと、Linux の Ethernet デバイス名が変
更された

回答・対策 Interface Linux System 搭載製品の場合、復元先の Interface Linux System 上で
Etnernet デバイス名が変更される場合があります。(弊社 FAQ No.968 参照)

質問・現象 RAID 製品に対応しているか。

回答・対策 RAID 製品の対応状況は、以下の通りです。
・ハードウェア RAID : 対応
・ソフトウェア RAID : 非対応

質問・現象 他社パソコンで VUY-0800 が起動できない。

回答・対策 VUY-0800 は、弊社産業用パソコンのみで使用できます。

2019 Interface Corporation.

44



Help for VUY-0800

第7章 重要な情報

保証の内容と制限
弊社は本ドキュメントに含まれるソースプログラムの実行が中断しないこと、またはその実行に誤りが無い
ことを保証していません。
本製品の品質や使用に起因する、性能に起因するいかなるリスクも使用者が負うものとします。

弊社はドキュメント内の情報の正確さに万全を期しています。万一、誤記または誤植などがあった場合、弊
社は予告無く改訂する場合があります。ドキュメントまたはドキュメント内の情報に起因するいかなる損害
に対しても弊社は責任を負いません。
ドキュメント内の図や表は説明のためであり、ユーザ個別の応用事例により変化する場合があります。

著作権、知的所有権
弊社は本製品に含まれるおよび本製品に対する権利や知的所有権を保持しています。　 
本製品はコンピュータ ソフトウェア、映像/音声(例えば図、文章、写真など)を含んでいます。

医療機器/器具への適用における注意
弊社の製品は人命に関わるような状況下で使用される機器に用いられる事を目的として設計、製造され
た物では有りません。
弊社の製品は人体の検査などに使用するに適する信頼性を確保する事を意図された部品や検査機器と
共に設計された物では有りません。
医療機器、治療器具などの本製品の適用により、製品の故障、ユーザ、設計者の過失などにより、損傷 /損
害を引き起こす場合が有ります。

複製の禁止
弊社の許可なく、本ドキュメントの全て、または一部に関わらず、複製、改変などを行うことはできません。

責任の制限
弊社は、弊社または再販売者の予見の有無にかかわらず発生したいかなる特別損害、偶発的損害、間接
的な損害、重大な損害について、責任を負いません。

本製品(ハードウェア，ソフトウェア)のシステム組み込み、使用、ならびに本製品から得られる結果に関する
一切のリスクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。

本製品に含まれるバグ、あるいは本製品の供給（納期遅延）、性能もしくは使用に起因する付帯的損害も
しくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する改良（正常に動
作する）、代品交換までとし、金銭面での賠償の責任は負わないものとしますので、予めご了承ください。

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切
責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行って
おりません。

商標/登録商標
本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。「 (R)」や「(TM)」
等のマークは明記していません。
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