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はじめに
Zinstall WinWin は、ターゲット環境に直接すべてのアプリケーションとファイルを埋め込む、ネイ
ティブな移行を実行します。
WinWin は、
特に Windows XP から Windows 7/8、
Vista から Windows 7/8、
Windows 7 から Windows
8 への転送にお勧めです。Windows XP から Windows 7 に転送する、またはターゲットシステムに
互換性のないアプリケーションをお持ちの場合、下記の"XP7 vs. WinWin"の比較もご参照ください。
Zinstall WinWin は、いくつかの使用法(“移行”)のシナリオをサポートしています。どの移行タス
クが最適かを理解するために、以下の記述をお読みください。

あるコンピュータから別のコンピュータへの移動
これは最も一般的なタスクです。このケースでは、Zinstall WinWin は 1 台のコン
ピュータ(通常は、お使いのプログラム、設定およびファイルが保存されている
古いコンピュータ)から、別のコンピュータ(通常は、新しいコンピュータ)に移動
するために使用されます。このケースのひとつの例として、今までご利用になっ
ていたコンピュータを買い換えて、新しいコンピュータに使用環境を移動するこ
とが挙げられます。

別のハードドライブからの転送
このケースでは、Zinstall WinWin は別々の内部/外部ハードドライブ(通常は古い
コンピュータから取り出されたもの)から別のコンピュータ(通常は、クリーンに
インストールされた Windows のみの新しいマシン)に、システム全体を移動す
るために使用されます。このケースのひとつの例として、壊れたかあるいは、
機能しなくなったコンピュータで、ハードドライブは壊れておらず、機能する
(使用環境の構築された Windows 7 の 32 ビットシステム)ものから、新しいク
リーンな Windows 7 の 64 ビットコンピュータに移動することが挙げられます。

Windows 7 へのコンピュータのアップグレード
このケースでは、Zinstall WinWin は、
コンピュータを Windows 7 にアップグレー
ドする(“インプレース”での移行)ために使用されます。このケースのひとつの
例として、ひとつのコンピュータで、使用環境の構築された Windows 7 の 32
ビットコンピュータから、Windows 7 の 64 ビットにアップグレードすることが
挙げられます。

Windows 8 へのコンピュータのアップグレード
このケースでは、Zinstall WinWin は、
コンピュータを Windows 8 にアップグレー
ドする(“インプレース”での移行)ために使用されます。このケースのひとつの
例として、1 台のコンピュータにインストールされた Windows 7 や Windows
Vista などから、Windows 8 にアップグレードすることが挙げられます。

クイックスタート
このユーザーガイドでは、移行プロセスを順に、転送の前、転送中、そして転送後に生じる疑問に
対する回答を提供します。
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クイックスタートガイドは以下のとおりです。
開始する前に、6 ページの移行のための準備セクションをお読みください。
何か問題が発生した場合は、36 ページのトラブルシューティングガイドを参照してください。
1. ソフトウェアからメッセージを受け取った場合、36 ページのメッセージコードとトラブル
シューティングの手順をご参照ください。
2. ソフトウェアの操作をするのに適切な方法についての疑問に対する答えをみつけるために、
以下を参照してください:
a. 移行の前に

41 ページ

b. 移行のあいだ

43 ページ

c. 移行の後で

43 ページ

2 台のコンピュータ間での移動
これは最も一般的なシナリオです。このクイックガイドでは、2 台のコンピュータ間の移行の概要
を説明します。これは簡単な概要です – ステップバイステップのチュートリアル、および詳細な説
明については 7 ページを参照することをお勧めします。
2 台のコンピュータ間での移行をしない場合は、18 ページの既存のコンピュータの“インプレース”
での Windows 7 へのアップグレードまたは 23 ページの既存のコンピュータの“インプレース”
での Windows 8 へのアップグレードを参照してください、または外付けハードドライブからの移
行については 28 ページを参照してください。

2 台のコンピュータ間での移行 – クイックガイド
1. 作業を始める前に、両方のコンピュータ上にすべてのファイアウォールがアンインストー
ルされているか、または Zinstall WinWin の操作や接続を許可するように構成されているこ
とを確認します。
2. 古いコンピュータ上で：
a. コンピュータをインターネットに接続します
b. コンピュータに Zinstall WinWin をインストールします。ダウンロード販売で購入し
た場合は、受信したライセンス情報のメールのリンクからソフトウェアをダウンロー
ドしてください。CD で購入した場合は、CD からインストールしてください
c. コンピュータで Zinstall WinWin を実行します
d. プロンプトが表示されたら、ライセンス情報を入力して、プロダクトのアクティベー
ションをします
e. アクティベーションが成功したら、古いコンピュータは、以後、インターネット接続
は必要ありません
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f.

"移行のシナリオは?"と表示されたら、“2 台の PC 間での移動”を選択します

g. “これはどのコンピュータですか?”と表示されたら、“これは古いコンピュータで
す”を選択します
3. 新しいコンピュータ上で：
a. コンピュータをインターネットに接続します
b. コンピュータに Zinstall WinWin をインストールします
c. コンピュータで Zinstall WinWin を実行します
d. プロンプトが表示されたら、ライセンス情報を入力して、プロダクトのアクティベー
ションをします
e. アクティベーションが成功したら、新しいコンピュータは、以後、インターネット接
続は必要ありません
f.

"移行のシナリオは?"と表示されたら、“2 台の PC 間で移動”を選択します

g. “これはどのコンピュータですか?”と表示されたら、“これは新しいコンピュータ
です”を選択します
4. ローカルネットワークを経由するか、またはネットワークケーブルのみを使用して、古い
コンピュータと新しいコンピュータを接続します
a. コンピュータが同じルーターに接続されている場合 – 接続したままにして、何もする
必要はありません
b. そうでない場合、イーサネットケーブルでコンピュータ同士を直接つないで接続しま
す。コンピュータと DSL/インターネットモデムを接続していた LAN ケーブルが、そ
のまま使用できます – 使用していた LAN ケーブルを取り外し、コンピュータ同士を
つなぎます
5. コンピュータが接続されると、ネットワーク上で互いを検索します。数分後、“進む”ボ
タンが有効になります。
6. 準備ができたら、新しいコンピュータ上で"進む"ボタンを押します
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システム要件
移行ソース
最小

推奨

プロセッサ

Intel Pentium 3 または
AMD Athlon CPU

Intel または AMD デュアルコ
ア CPU

メモリ(RAM)

512 MB

1GB 以上

ハードドライブ空き容
量

1GB

20GB

ネットワークアダプタ

10/100 ネットワークアダプタ/ワ
イヤレス

ギガビットネットワーク

最小

推奨

プロセッサ

Intel Pentium 4 または
AMD Athlon XP CPU

Intel または AMD デュアルコ
ア CPU

メモリ(RAM)

512 MB

1GB 以上

ハードドライブ空き容
量

1GB と、加えて、転送されたアプ
リケーションおよびファイル用の
十分なスペース

20GB と、加えて、転送され
たアプリケーションおよび
ファイル用の十分なスペース

ネットワークアダプタ

10/100 ネットワーク/ワイヤレス

ギガビットネットワーク

移行ターゲット

サポートされるオペレーティングシステム
オペレーティングシステム

ソース

ターゲット

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1

○
○
○
×
×

×
○
○
○
○

注意
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•

Zinstall ソフトウェアは、ソースおよびターゲットのシステム両方において、管理者権限で
実行する必要があります

•

Windows OS がセーフモードで実行されている場合、Zinstall ソフトウェアを実行すること
はできません

•

Windows オペレーティングシステムが正常に動作していない、または Windows のサブコ
ンポーネントのいずれかが壊れている場合、移行が正常に動作しない場合があります

•

オンラインプロダクトアクティベーションを行うために、インターネット接続が必要です

Windows 8 の仕様により、Windows 2000, Windows XP, Windows Vista から Windows
8 へのインプレースによるアップグレードはできません。Windows 8 はクリーンイン
ストールになります。詳しくはマイクロソフト社のホームページをご覧ください。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/upgrade-from-windows-vista-xp-tutorial
異なるコンピュータまたは異なるハードディスクに Windows 8 を新規インストール
してから Zinstall WinWin を使って移行を行ってください。
Windows の仕様により、32bit 版 Windows から 64bit 版 Windows へのアップグレー
ドは行えません。異なるコンピュータまたは異なるハードディスクに 64bit 版
Windows を新規インストールしてから Zinstall WinWin を使って移行を行ってくださ
い。
なお 64bit 版 Windows から 32bit 版 Windows へのダウングレードは行えません。
古いコンピュータにインストールされているアンチウィルス/インターネットセキュ
リティソフトウェアは、必ずアンインストールしてください。Windows 8 には、
Windows Defender というセキュリティソフトウェアが標準でインストールされてい
ます。移行後に、必要に応じて各 OS 用のセキュリティソフトウェアをインストール
してください。
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移行のための準備
始める前に
転送プロセスを開始する前に、次のチェックリストにもとづいてシステムを準備することを強くお
勧めします。そうすることで、システムの問題によって影響を受けないように、移行が成功するよ
うにします。
ソースとターゲットの両方で次の手順を実行します:
1. すべてのセキュリティソフトウェア、アンチウィルスやファイアウォールをアンインス
トール/無効にします。
2. 実行中のすべてのアプリケーションを終了します。
3. Windows 標準の CHKDSK ユーティリティを実行してファイルシステムの整合性を検証し
ます – 特に古いマシン側で – これを推奨します。詳細な手順については 42 ページ、
CHKDSK を参照してください
4. 使用しているハードドライブ(ソースまたはターゲット)のいずれかが FAT32 ファイルシス
テムでフォーマットされている場合、移行を実行する前に NTFS に変換する必要がありま
す。詳細な手順については 35 ページ、FAT32 ドライブを NTFS ファイルシステムに変換
するを参照してください。
5. ハードドライブ上に少なくとも 1 GB の空き容量があることを確認してください。

アンチウィルス/インターネットセキュリティソフトウェア
アンチウィルス/インターネットセキュリティソフトウェア製品の一部のリリースでは、適正な識
別メカニズムに欠けていて、誤って Zinstall ソフトウェアを脅威と認めることがあります。Zinstall
のコードは、ワールドワイドの認証局による、ポリシーにしたがって署名されています。それでも
いくつかのアンチウィルス/インターネットセキュリティソフトウェアは、ユーザーにことわり無
しに、自動的に、Zinstall を通常の実行から阻止します。移行を実行する前に、アンチウィルス/イ
ンターネットセキュリティソフトウェアをアンインストールすることをお勧めします。あるいは、
許可されたソフトウェアの“ホワイトリスト”に Zinstall を追加する方法の手順を入手するために、
アンチウィルス/インターネットセキュリティソフトウェアのベンダーにお問い合わせください。

古いコンピュータにインストールされているアンチウィルス/インターネットセキュリ
ティソフトウェアは、移行前に必ずアンインストールしてください。
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移行のシナリオとは?
実際の転送で実行されることは、Zinstall WinWin にどのような移行をさせるかに依存します。シナ
リオのひとつを決めるために、1 ページ、はじめにを参照してください。

あるコンピュータから別のコンピュータへの移動
あるコンピュータから別のコンピュータにすべてのアプリケーション、設定およびファイルを転送
するには:

ソースコンピュータ上で
1. インターネット接続が利用できる場合は、簡単にプロダクトアクティベーションを実行す
るためにコンピュータをインターネットに接続します。
2. ソースコンピュータ上に Zinstall WinWin を配置します
a. Zinstall プロダクトをダウンロード販売で購入した場合、購入後に受信した Zinstall
ライセンス情報のメールのリンクからソフトウェアをダウンロードしてください。
b. Zinstall プロダクトをパッケージ化された CD として取得された場合、CD からソフト
ウェアをインストールしてください。
3. Zinstall WinWin を実行します
4. プロダクトアクティベーションを実行:
a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入されている場合、シリアルナンバーは、購
入時に Zinstall サポートから送信されるライセンス情報のメールから取得します。
b. Zinstall WinWin をパッケージ CD として購入されている場合、シリアルナンバーは、
CD のパッケージに同梱されています。
c. ソフトウェアによってプロンプトが表示されたら、シリアルナンバーを入力する必要
があります。
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d. Zinstall WinWin を初めて実行すると、シリアルナンバーとメールアドレスを入力する
ように求められます:

e. メールアドレスが間違っているとサポートを受けることができなくなるため、正しい
メールアドレスを入力することは非常に重要です – Zinstall サポートシステムは、
メールアドレスによってライセンスされたユーザーを認識します。
5. シリアルナンバーとメールアドレスを入力してください
a. 赤い“X”がシリアルナンバーの右側に表示されている場合、シリアルナンバーが誤っ
てミスタイプがあったことを意味します。すべての文字を再確認し、タイプミスを修
正します。
b. 緑色のチェックマークが、シリアルナンバーの右側に表示されたら、番号が正しく入
力されていることを意味します。
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6. “アクティベート”ボタンを押してください。“アクティベーション処理中”というメッ
セージが表示されます:

a. ソースコンピュータがインターネットに接続されている場合、アクティベーションは
インターネット経由で自動的に実行されます。
b. ソースコンピュータがインターネットに接続できない場合、アクティベーションはほ
かのインターネット接続を使用して行うことができます(“オフラインアクティベー
ション”)。このような場合、詳細な手順については 34 ページ、ウェブアクティベー
ションを参照してください。
7. アクティベーションが成功すると、次のメッセージが表示されます:

8. ソースのコンピュータは、以後、インターネット接続は必要ありません
9. “移行のシナリオは?”と表示されたら、“2 台の PC 間での移動”をクリックします。
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10. その後“これは古いコンピュータです”をクリックします:

11. 次の画面では、ソースコンピュータが転送を開始する準備ができたことを表示します:

12. 次のステップに進みます。

ターゲットコンピュータ上で
1. インターネット接続が利用できる場合は、簡単にプロダクトアクティベーションを実行す
るためにコンピュータをインターネットに接続します。
a. インターネット接続がひとつしかない場合、ソースコンピュータをインターネットか
ら切断し、代わってターゲットコンピュータをインターネットに接続します
2. ターゲットコンピュータに Zinstall WinWin を配置します
a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入した場合は、ソースコンピュータ上とまっ
たく同じように、購入後に受信した Zinstall WinWin ライセンス情報のメールのリン
クからソフトウェアをダウンロードしてください。
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b. メモリースティック、外付けハードドライブや CD を使用してソースコンピュータか
ら Zinstall WinWin をコピーする場合、ターゲットコンピュータにコピーする必要が
あるファイルは、ソースコンピュータ上のスタートメニューの、Zinstall WinWin
Creator フォルダ/ “Downloaded Files”に配置されています:

c. Zinstall WinWin をパッケージ CD として取得された場合、ソースコンピュータ上と同
じように、CD からソフトウェアをインストールしてください。
3. Zinstall を実行します
4. プロダクトアクティベーションを実行:
a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入されている場合、シリアルナンバーは、購
入時に Zinstall サポートから送信されるライセンス情報のメールから取得します。
b. Zinstall WinWin をパッケージ CD として購入されている場合、シリアルナンバーは、
CD のパッケージに同梱されています。
c. ソフトウェアによってプロンプトが表示されたら、シリアルナンバーを入力する必要
があります。
d. Zinstall WinWin をターゲットコンピュータ上で初めて実行すると、購入時に提供され
たシリアルナンバーとメールアドレスを再度入力するよう求められることがありま
す。
5. “アクティベート”ボタンを押してください。“アクティベーション処理中”というメッ
セージが表示されます:

a. ターゲットコンピュータがインターネットに接続されている場合、アクティベーショ
ンはインターネット経由で自動的に実行されます。
b. ターゲットコンピュータがインターネットに接続できない場合、アクティベーション
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は、ほかのインターネット接続を使用して行うことができます(“オフラインアクティ
ベーション”)このような場合、詳細な手順については 34 ページ、ウェブアクティベー
ションを参照してください。
6. アクティベーションが成功すると、次のメッセージが表示されます:
7. ターゲットコンピュータは、以後、インターネット接続は必要ありません
8.

“移行のシナリオは?”と表示されたら、ソースコンピュータと同じオプションをクリッ
クします - “2 台の PC 間で移動”:

9. その後、“これは新しいコンピュータです”をクリックします:
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10. 次の画面が表示されます。次のステップに進みます。

11. 次のステップに進みます - ソースコンピュータとターゲットコンピュータの接続

ソースコンピュータとターゲットコンピュータの接続
1. 以下のいずれかの方法でコンピュータを接続します:
a. 両方のコンピュータを同じインターネットルーターまたはホーム/オフィスネット
ワークへ接続します。
b. コンピュータをもうひとつのコンピュータにネットワーク(イーサネット)ケーブル
で直接接続します。
注意: 1 本のイーサネットケーブルを使用している場合、インターネットルーターか
らの接続を切り離し、そのケーブルを直接別のコンピュータへの接続に使用できます
c. 必要とするネットワーク/イーサネット/LAN ケーブルがどのようなものか、下記の画
像を参照してください:

2. どのような接続もする必要はありません – ケーブルを接続するだけで、Zinstall WinWin は
自動的に接続の設定をします。
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3. コンピュータが正しく接続されると、ネットワーク上で互いにみつけます。古いコンピュー
タに緑色のチェックマークが表示されているときがこの状態です。これには数分かかる場
合があります。

4. ワイヤレス接続に関する注意:
Zinstall WinWin は、ワイヤレスネットワーク接続を経由した移行をサポートしています。
ワイヤレス接続は転送に大変時間がかかるだけではなく、頻繁に接続が切断されるため、
Zinstall WinWin の移行を失敗させる可能性が非常に高くなります。
可能な限り、有線による接続を使用することを強くお勧めします。コンピュータが有線に
よる接続を確立するために、コンピュータ上のワイヤレスを無効にすることを検討してく
ださい。
5. 次のステップに進みます - 移行プロセス
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移行プロセス
1. 一度移行のソースが検出されると、ターゲットコンピュータで“進む”および“詳細”ボ
タンが有効になります。
a. “詳細”ボタンは、おもに上級ユーザー向けの高度な移行オプションを設定できます

– このタスクは、31 ページ、高度な設定オプションの詳細な説明を参照してください。
2. 準備が完了し、移行を開始するには"進む"ボタンを押してください。
3. 移行プロセス中に、Zinstall WinWin は移行の段階の詳細を表示します:
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4. これらの段階でユーザーは操作を行う必要はありません。
5. コンピュータを監視し続ける必要はありません – プロセス全体には相当な時間(数時間必
要な場合もあります)を要します。これはさまざまな要因、ソースコンピュータとドライブ
の状態、接続の方法(有線またはワイヤレス)、接続の速度(10Mbps / 100Mbps / 1Gbps)コ
ンピュータの処理能力、そして転送されるデータ量などに依存します。
6. 重要: ターゲットコンピュータで、移行の完了を確認するメッセージが表示されるまでコ
ンピュータに触れないでください! プログレスバーが長い間進まない、コンピュータのディ
スプレイが暗くなってしまったとしても – これはコンピュータがスタックしているという
状態ではありません。ターゲットコンピュータ上の画面が暗くなった場合に、再び画面で
進捗を確認するには、マウスを動かします。
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7. 全体の移行プロセスが完了するまで、しばらくのあいだお待ちください:

8. 2 台のコンピュータ間で転送されているあいだは、この時点で安全にソースコンピュータ
上の“中止”ボタンを押すことができます。
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既存のコンピュータの“インプレース”での Windows 7
へのアップグレード
始める前に
1. Zinstall WinWin のシリアルナンバー、メールおよびダウンロードのリンクを書き留めるか、
プリントアウトしておきます。これは Windows 7 をインストールした後に必要になります。
2. Windows 7 のインストールを開始する前に、お使いのシステムの完全なバックアップを実
行することをお勧めします。
3. Windows 7 をインストールしようとするコンピュータが Windows 7 のハードウェア要件を
満たしていることを確認してください。
4. “インプレース”アップグレードを実行するために、ハードドライブの空き容量が、少な
くともトータルの 50%を使用できることを確認してください。

Windows 7 のインストール
重要: Zinstall WinWin を使用する前に、コンピュータに Window 7 をインストールする必要があり
ます。Windows 7 のライセンスとインストールメディアは別途入手する必要があります。
準備ができたら、お使いのコンピュータで Windows 7 のインストールを開始します:
1. インストールタイプを選択する際、“新規インストール(カスタム)”を選択します(これは
Windows 7 のインストール時のデフォルトです)。

2.

“Windows のインストール場所を選択してください”と表示されます
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3. デフォルトでは、古い Windows がインストールされているボリュームが選択されます。こ
のボリュームを確認します。
4. 古い Windows のインストールが windows.old フォルダに移動されるという警告が表示さ
れます。

5. windows.old フォルダの作成は、適切なアップグレードのために必要です – 上記の確認が
表示されていることを確認します。
6. [OK]を押します。
7. Windows 7 がインストールされたあと、次のステップに進みます

Zinstall を使用してアップグレードを完了する
1. 新しくインストールされた Windows 7 を起動します。
2. インターネット接続が利用できる場合は、簡単にプロダクトアクティベーションを実行す
るためにコンピュータをインターネットに接続します。
3. コンピュータ上に Zinstall WinWin を配置します。
a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入した場合、購入後に受信した Zinstall ライ
センス情報のメールのリンクからソフトウェアをダウンロードしてください。
b. Zinstall WinWin をパッケージ化された CD として取得された場合、CD からソフト
ウェアをインストールしてください。
4. Zinstall を実行します。
5. Zinstall のアクティベーション
a. Zinstall WinWin を初めて実行すると、プロダクトをダウンロード販売で購入したとき
に提供されたシリアルナンバーと、メールアドレスを入力するよう求められます。
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6. プロダクトアクティベーションを実行:
a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入されている場合、シリアルナンバーは、購
入時に Zinstall サポートから送信されるライセンス情報のメールから取得します。
b. Zinstall WinWin をパッケージ CD として購入されている場合、シリアルナンバーは、
CD のパッケージに同梱されています。
c. ソフトウェアによってプロンプトが表示されたら、シリアルナンバーを入力する必要
があります。

d. メールアドレスが間違っているとサポートを受けることができなくなるため、正しい
メールアドレスを入力することは非常に重要です – Zinstall サポートシステムは、
メールアドレスによってライセンスされたユーザーを認識します。
7. シリアルナンバーとメールアドレスを入力します
a. 赤い“X”がシリアルナンバーの右側に表示されている場合、シリアルナンバーが誤っ
てミスタイプがあったことを意味します。すべての文字を再確認し、タイプミスを修
正します。
b. 緑色のチェックマークが、シリアルナンバーの右側に表示されたら、番号が正しく入
力されていることを意味します。
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8.

“アクティベート”ボタンを押してください。“アクティベーション処理中”というメッ
セージが表示されます:

a. コンピュータがインターネットに接続されている場合、アクティベーションはイン
ターネット経由で自動的に実行されます。
b. コンピュータがインターネットに接続できない場合、アクティベーションは、ほかの
インターネット接続を使用して行うことができます(“オフラインアクティベーショ
ン”)。このような場合、詳細な手順については 34 ページ、ウェブアクティベーショ
ン を参照してください。
9. アクティベーションが成功すると、次のメッセージが表示されます:

10. コンピュータは、以後、インターネット接続の必要はありません。
11. “移行のシナリオは?” と表示されたら、“この PC のみ所有”を選択します:
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12. “別のドライブから移行しますか?”と表示されたら“いいえ、このコンピュータ内で移
行します”を選択します

13. “進む”ボタンが有効になるのを待ちます
14. 15 ページ、移行プロセスの手順にしたがって、次のステップに進みます
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既存のコンピュータの“インプレース”での Windows 8
へのアップグレード
始める前に
1. Zinstall WinWin のシリアルナンバー、メールおよびダウンロードのリンクを書き留めるか、
プリントアウトしておきます。これは Windows 8 をインストールした後に必要になります。
2. Windows 8 のインストールを開始する前に、お使いのシステムの完全なバックアップを実
行することをお勧めします。
3. Windows 8 をインストールしようとするコンピュータが Windows 8 のハードウェア要件を
満たしていることを確認してください。
4. “インプレース”アップグレードを実行するために、ハードドライブの空き容量が、少な
くともトータルの 50%を使用できることを確認してください。

Windows 8 のインストール
重要: Zinstall WinWin を使用する前に、コンピュータに Window 8 をインストールする必要があり
ます。Windows 8 のライセンスとインストールメディアは別途入手する必要があります。
準備ができたら、お使いのコンピュータで Windows 8 のインストールを開始します:
1. インストールの途中で「引き継ぐ項目」を選択する際、“個人用ファイルのみを引き継ぐ”

を選択します(これは Windows 8 のインストール時のデフォルトです)。
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2. 「インストールする準備ができました」と表示され、設定項目を確認したら[インストール]
を押してインストールを継続します。
3. Windows 8 のインストールが進むと、インストールプログラムの指示にしたがって、
Windows 8 ユーザーの設定をおこないます。

4. Windows 8 のインストールが完了すると、自動的にスタート画面が表示されます。次のス
テップに進んでください。

Zinstall を使用してアップグレードを完了する
1. 新しくインストールされた Windows 8 を起動します。
2. インターネット接続が利用できる場合は、簡単にプロダクトアクティベーションを実行す
るためにコンピュータをインターネットに接続します。
3. コンピュータ上に Zinstall WinWin を配置します。
a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入した場合、購入後に受信した Zinstall ライ
センス情報のメールのリンクからソフトウェアをダウンロードしてください。
b. Zinstall WinWin をパッケージ化された CD として取得された場合、CD からソフト
ウェアをインストールしてください。
4. Zinstall を実行します。
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5. Zinstall のアクティベーション
a. Zinstall WinWin を初めて実行すると、プロダクトをダウンロード販売で購入したとき
に提供されたシリアルナンバーと、メールアドレスを入力するよう求められます。
6. プロダクトアクティベーションを実行:
a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入されている場合、シリアルナンバーは、購
入時に Zinstall サポートから送信されるライセンス情報のメールから取得します。
b. Zinstall WinWin をパッケージ CD として購入されている場合、シリアルナンバーは、
CD のパッケージに同梱されています。
c. ソフトウェアによってプロンプトが表示されたら、シリアルナンバーを入力する必要
があります。

d. メールアドレスが間違っているとサポートを受けることができなくなるため、正しい
メールアドレスを入力することは非常に重要です – Zinstall サポートシステムは、
メールアドレスによってライセンスされたユーザーを認識します。
7. シリアルナンバーとメールアドレスを入力します
a. 赤い“X”がシリアルナンバーの右側に表示されている場合、シリアルナンバーが誤っ
てミスタイプがあったことを意味します。すべての文字を再確認し、タイプミスを修
正します。
b. 緑色のチェックマークが、シリアルナンバーの右側に表示されたら、番号が正しく入
力されていることを意味します。
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8. “アクティベート”ボタンを押してください。“アクティベーション処理中”というメッ
セージが表示されます。

a. コンピュータがインターネットに接続されている場合、アクティベーションはイン
ターネット経由で自動的に実行されます。
b. コンピュータがインターネットに接続できない場合、アクティベーションは、ほかの
インターネット接続を使用して行うことができます(“オフラインアクティベーショ
ン”)。このような場合、詳細な手順については 34 ページ、ウェブアクティベーショ
ン を参照してください。
9. アクティベーションが成功すると、次のメッセージが表示されます。

10. アクティベーションが完了したら、インターネット接続は必要ありません。
11. “移行のシナリオは?” と表示されたら、“この PC のみ所有”を選択します。
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12. “別のドライブから移行しますか?”と表示されたら“いいえ、このコンピュータ内で移
行します”を選択します

13. “進む”ボタンが有効になるのを待ちます
14. 15 ページ、移行プロセスの手順にしたがって、次のステップに進みます

27

Zinstall WinWin User Guide – 日本語版

別のハードドライブからの転送
このシナリオでは、古いシステムを含むハードドライブが直接新しいコンピュータに – 内部または
外部を含め、接続されている場合です。このオプションは、ソースコンピュータが壊れたかあるい
は、機能しなくなった(起動しないか、全く動作しない)にお勧めです。さらに、ソースコンピュー
タが機能していても、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの障害により、システムが不調 – こ
のようなネットワークカードは大量のデータ転送に必要なスループットを処理することができず、
ソースコンピュータの Windows を破損してしまう – しかし、ソースコンピュータのハードドライ
ブはアクセス可能で、ターゲットへの移行を実行することにより、ソースコンピュータのシステム
を救出する試みは価値があります。
ハードドライブには、古いシステムのすべてが含まれている必要があります。サードパーティ製の
ハードドライブのクローン作成ソフトウェア/バックアップ製品を使用して – いくつかのファイル
をコピーするとしても – 移行を実行するには十分ではありません。移行する前にハードドライブ全
体のコピーが必要な場合は、コピーのために、Zinstall HDD を使用することをお勧めします。 ソー
スコンピュータの内部ハードドライブをターゲットコンピュータの外付けドライブとして接続す
るには、USB ハードドライブケース、または適切なアダプタ(USB / eSATA / Firewire)が必要です。
アダプタは、別途ご用意ください。

Zinstall WinWin を使用して古いハードドライブからシステムを転送する
1. ソースコンピュータの電源を切ります
2. ソースコンピュータからハードドライブを取り外します – 詳細については、DIY ガイドを
参考にします:
http://www.fonerbooks.com/r_hard.htm
3. ターゲットコンピュータにソースハードドライブを接続します – 内部または外付けケース
/アダプタを使用して
4. ターゲットコンピュータの電源を入れ、Windows を起動します
5. インターネット接続が利用できる場合は、簡単にプロダクトアクティベーションを実行す
るためにコンピュータをインターネットに接続します。
6. コンピュータに Zinstall WinWin を配置します
a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入した場合、購入後に受信した Zinstall ライ
センス情報のメールのリンクからソフトウェアをダウンロードしてください。
b. Zinstall WinWin をパッケージ化された CD として取得された場合、CD からソフト
ウェアをインストールしてください
7. Zinstall を実行します
8. Zinstall WinWin のアクティベーション
a. Zinstall WinWin を初めて実行すると、プロダクトをダウンロード販売で購入したとき
に提供されたシリアルナンバーと、メールアドレスを入力するよう求められます。
9. シリアルナンバーを使用してプロダクトアクティベーションを実行します
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a. Zinstall WinWin をダウンロード販売で購入されている場合、シリアルナンバーは、購
入時に Zinstall サポートから送信されるライセンス情報のメールから取得します。
b. Zinstall WinWin をパッケージ CD として購入されている場合、シリアルナンバーは、
CD のパッケージに同梱されています。
c. ソフトウェアによってプロンプトが表示されたら、シリアルナンバーを入力する必要
があります。

d. メールアドレスがまちがっているとサポートを受けることができなくなるため、ただ
しいメールアドレスを入力することは非常に重要です – Zinstall サポートシステムは、
メールアドレスによってライセンスされたユーザーを認識します。
10. シリアルナンバーとメールアドレスを入力します
a. 赤い“X”がシリアルナンバーの右側に表示されている場合、シリアルナンバーが過っ
てミスタイプがあったことを意味します。すべての文字を再確認し、タイプミスを修
正します。
b. 緑色のチェックマークが、シリアルナンバーの右側に表示されたら、番号が正しく入
力されていることを意味します。
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11. “アクティベート”ボタンを押してください。“アクティベーション処理中”というメッ
セージが表示されます:

a. コンピュータがインターネットに接続されている場合、アクティベーションはイン
ターネット経由で自動的に実行されます。
b. コンピュータがインターネットに接続できない場合、アクティベーションは、ほかの
インターネット接続を使用して行うことができます(“オフラインアクティベーショ
ン”)。このような場合、詳細な手順については 34 ページ、ウェブアクティベーショ
ンを参照してください。
12. アクティベーションが成功すると、次のメッセージが表示されます:

13. コンピュータは、以後、インターネット接続は必要ありません
14. “移行のシナリオは?”と表示されたら、“この PC のみ所有”を選択します:
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15. “別のドライブから移行しますか?”と表示されたら、“はい、別のハードドライブから
移行します”を選択します

16. “進む”ボタンが有効になるのを待ちます
17. 15 ページ、移行プロセスの手順にしたがって、次のステップに進みます

高度な設定オプション
[詳細]ボタンを押すと、Zinstall WinWin には、移行プロセスをカスタマイズおよび微調整するため
のいくつかの高度な設定オプションが用意されています。

移行のソースおよびターゲットの手動での選択
このオプションは、ネットワーク上のいくつかのコンピュータで Zinstall が実行中、あるいは、ソー
スコンピュータが複数のハードドライブ含むか、複数のパーティション構成の場合に、移行のソー
スおよびターゲットをそれぞれ選択することができます。移行するソースシステムのハードドライ
ブおよびボリュームを選択し、ターゲットシステムの移行先ドライブを選択します。
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Zinstall WinWin vs. Zinstall XP7
Zinstall WinWin と Zinstall XP7 は、両方ともすべてのアプリケーション、設定およびファイルを転
送することができます
•

あるコンピュータから別のコンピュータへ

•

“インプレース”でコンピュータをアップグレード

•

外部に接続されているソースハードドライブから

Zinstall XP7 は、仮想化(タイプ 2 ハイパーバイザ)による移行を提供し、Zinstall WinWin は、ネイ
ティブに移行をするところが基本的に違います。

同様の機能
両プロダクトとも、ターゲットシステムにソースシステム全体を転送します。すべてのアプリケー
ション、設定やファイルを、再インストールや後から構成する必要がありません。
転送されたプログラムは、ターゲットシステムに既にインストールされたプログラムに干渉しませ
ん – 例えば – Microsoft Office 2007 と、古いシステムから転送された Microsoft Office 2003 を一緒
に使用することも可能です。
両プロダクトとも、すべての Windows バージョン(XP から Windows 7 まで)、すべての Windows
エディション(Home から Ultimate まで)、32 ビットおよび 64 ビットの両方のシステムをサポート
しています。詳細についてはシステム要件を参照してください。

違い
Zinstall XP7
Zinstall XP7 は仮想化による移行を提供します。
ソースシステムからの環境は、ターゲットシステム内部で分離された仮想コンテナに統合されてい
ます。ユーザーは、瞬時に古い環境と新しい環境を交互に切り替えることができ、テキストやファ
イルをコピーすることも可能で、双方の環境のファイルに直接アクセスすることもできます。ユー
ザーは両方の環境のアプリケーションでも作業が可能 – 古い環境と新しい環境 – 古い環境のアプ
リケーションのショートカットを新しい環境のデスクトップに配置して、新しい環境のデスクトッ
プから直接起動することもできます。
結果として、Windows 7 にネイティブに互換性のないアプリケーションや、Windows 7 でまったく
動作しない、会計ソフトウェア、独自のビジネスアプリケーション、Internet Explorer 6 や Outlook
Express を必要とする Web アプリケーション、その他を使用することが可能になります。
このような方法による移行は、当社や Gartner のような業界のアナリストだけでなく、Microsoft
自身でも推奨しています。
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Zinstall WinWin
Zinstall WinWin は、ネイティブ(上記の仮想化による移行に比較すると)の移行を提供します。この
ネイティブな移行後、ソースシステムからの環境全体 – アプリケーション、設定およびファイル –
これらはターゲットシステムの不可欠な部分となります。これらはひとつの統合された動作環境と
なります – 古い環境と新しい環境を交互に切り替える必要はありません。 結果として、Windows 7
にネイティブに互換性の無いアプリケーションは動作しません。

どのようなときにどちらを使用するか?
Windows XP から Windows 7 へ移行する場合 – ターゲットシステムで Windows 7 に互換性のない、
古いアプリケーションを完全に動作させたい - Zinstall XP7 をお勧めします。新しい Windows 7 の
インターフェースが気にいらない、あるいはソースシステムのルックアンドフィールの環境を維持
したいユーザーにもお勧めします。
PC ハードウェアの入れ替える(古いコンピュータを新しいものにリプレース)際、
上記の Windows 7
に互換性のないアプリケーションの機能を維持する必要がない移行の場合には、Zinstall WinWin を
お勧めします。Vista から Windows 7、Windows 7 から Windows 7、Windows XP から Windows XP
への移行は、Zinstall WinWin をお勧めします。
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付録 A
ウェブアクティベーション
コンピュータがインターネットに接続されていない場合、Zinstall WinWin はアプリケーションから
自動でのアクティベーションができません。このケースでは、Zinstall WinWin は手動でウェブアク
ティベーションを実行するよう求められます。
1. インターネットに接続している任意のコンピュータで、ブラウザ(Internet Explorer など)
を開きます
2. www.zinstall.com/activation を開きます - 必ずしもコンピュータを使用する必要はありませ
ん – スマートフォンを使用することもできます。
3. ブラウザの Web Activation フォームに、実行されている Zinstall WinWin のウィンドウに表
示されている、アクティベーション ID、シリアルナンバー、およびメールアドレスを入力
します。
4. ブラウザで Activate をクリックします。
5. Web Activation フォームに、確認用 ID が表示されます。
6. 実行中の Zinstall WinWin のウィンドウでこの確認用 ID を入力します。

7. 実行中の Zinstall WinWin のウィンドウでアクティベートをクリックします。
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CHKDSK
Windows の CHKDSK でハードドライブの整合性チェックを実行し、エラーの可能性を修正するに
は、次の手順を実行します:
1. スタートメニューから"マイコンピュータ"を開きます
2. ハードドライブを右クリックし、"プロパティ"を選択します
3. "ツール"タブを開きます
4. "エラーチェック"ボックスで"チェックする"をクリックします
5. "ファイルシステムエラーを自動的に修復する"と"不良セクタをスキャンし、回復する"の両
方のオプションがチェックされていることを確認します:
6. [開始]をクリックします
7. 再起動を求めるメッセージが表示されたら、再起動します。
複数のハードドライブがある場合、それらのそれぞれに対して CHKDSKを実行する必要があります。

FAT32 ドライブを NTFS ファイルシステムに変換する
ソースコンピュータ上のドライブで FAT32 ファイルシステムを使用している場合、それらは信頼
できる転送を確保するために、NTFS ファイルシステムに変換する必要があります。FAT32 パー
ティションのそれぞれに対して、次の手順を実行します:
1. [スタート]メニュー -> [すべてのプログラム] -> [アクセサリ] -> [コマンドプロンプト]とた
どり、コマンドプロンプトを開きます
2. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、enter キーを押します:
convert c: /FS:NTFS
3. "ボリュームラベル"を入力するよう求められたら、マイコンピュータで表示されているボ
リューム名を入力します。例えば、マイコンピュータに"ドライブ C: [My Drive]"があれば、
"My Drive"を入力する必要があります。
4. “ボリュームが使用中、強制的に実行しますか?”というような問い合わせには、はい (Y)
とします
5. “システムボリュームです、次の起動時にスケジュールしますか?”というような問い合わ
せには、はい(Y)とします
6. コンピュータを再起動します
7. Windows が起動を開始すると、ディスクチェックが実行されます(“the type of the
filesystem is FAT, press any key to cancel disk check”というメッセージが表示されます –
ここでキーを押してチェックをキャンセルしてはいけません)
8. ディスクチェックが完了すると、NTFS への変換が開始されます。これには多少時間がか
かる場合があります。終了するのを待ちます。
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トラブルシューティングガイド
メッセージコードとトラブルシューティングの手順
メッセー
ジコード

トラブルシューティングの手順

現在実行中のアプリケーションが Zinstall の正常動作を妨げています。

10

13

お使いのコンピュータ上で実行されているすべてのアプリケーションを閉じ
て、再度 Zinstall WinWin を実行してください。
どのアプリケーションを終了すればよいかわからない場合 – コンピュータを再
起動して再度 Zinstall を実行してください。
アンチウィルスまたはファイアウォールをアンインストール後に再起動してい
ない、有効なシリアルにもかかわらず不正なプロダクトと判断し、Zinstall の
ロード/ Zinstall の実行をブロックする
すべてのアンチウィルス/ファイアウォールソフトウェアをアンインストールし
ます。
コンピュータを再起動し、再度 Zinstall を実行します。
使用するシリアルナンバーが、アクティベーションしようとしているプロダク
トと一致していることを確認します。
コンピュータの重要な Windows サービスが破損している
Windows の標準的で不可欠なコンポーネントのいずれかが誤動作または破損し
ているときに、このメッセージコードが表示されます。このような誤動作/破損
したコンポーネントは Zinstall ソフトウェアの一部ではありませんが、Windows
内部で Zinstall が適切に起動するために、修正する必要があります。このメッ
セージが表示されたら、不具合のあるコンポーネントの名前およびトラブル
シューティングに使用できる障害コードに関する詳細情報が表示されます。

190

トラブルシューティング:
問題が Microsoft Windows Management Instrumentation service (WMI)に起因す
るもの – Microsoft のコンポーネントが誤動作 – これはマイクロソフトのサポー
トリソースを使用して修正する必要があります。手順は以下のページでみつけ
ることができます: http://windowsxp.mvps.org/repairwmi.htm
以下は、Windows のビルトインコンポーネントの修正の手順です:
[コントロールパネル] -> [プログラムの追加と削除]を開きます
左側のパネルで“Windows コンポーネントの追加と削除”を久利くします
“次へ”をクリックし、ポップアップ表示されるダイアログで“完了”をクリックし
ます
Windows は、標準のコンポーネントを再インストールしようとします
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コンピュータ間のネットワーク接続が、移行中に切断された。
原因として以下が考えられます
ソースコンピュータのネットワークアダプタに障害が発生した
移行中に大量のデータをコピーする処理に失敗するために、ネットワークス
イッチに障害が発生した
ファイアウォール/アンチウィルス/セキュリティソフトウェアが、ネットワーク
トラフィックを妨害した。

252

トラブルシューティング:
ネットワークケーブルとアダプタが物理的に正しく接続されていることを確認
します。
ソースコンピュータとターゲットコンピュータの両方がオンラインであるこ
と、電源が切れていない/休止中でないことを確認します。
ソース、またはターゲットコンピュータで、ファイアウォール/アンチウィルス/
セキュリティソフトウェアがインストールされていないか/動作していないかを
確認します。
直接ケーブル接続を使用している場合は、代わりにルーターの接続を使用して
みます。
ルーターの接続を使用している場合は、代わりに直接ケーブル接続を使用して
みます
再度、移行を開始する前に両方のコンピュータ上のすべてのプログラムを閉じ
ます
問題が解決しない場合に、解決方法として以下をお勧めします:
ソースコンピュータからハードドライブを取り出し、ターゲットコンピュータ
に接続します。
移行ソースとしてそのハードドライブを使用して移行を実行(詳細な手順につい
てはユーザーガイドを参照してください)します
VSS の問題

254

ボリュームシャドウコピーサービス(VSS)は、一貫した方法で、それをコピーす
るために、ボリュームのスナップショットを作成できる Windows のコンポーネ
ントです。詳細については、Volume Shadow Copy Service Overview を参照して
ください。
Zinstall は、すべてのディスクの一貫性のあるコピーを作成するために、ソース
コンピュータに VSS を使用しています。VSS の問題は、Zinstall が移行を実行
していても、移行のあいだソースコンピュータでファイルシステムやレジスト
リの更新などが起きると、移行の後の段階で問題が発生することがあります。
Zinstall WinWin が VSS に関する警告を表示する場合、以下のガイドを参考に、
後で問題が起きる可能性を低めるために、ソースコンピュータのすべてのアプ
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リケーションを閉じるか、移行プロセスを開始する前に、VSS の問題を解決し
ます。
VSS の問題を解決するには?
Windows XP
ソースコンピュータで、以下のリンクより vshadow ユーティリティをダウン
ロードします:
http://www.zinstall.com/sto/tools/vshadow.exe
コマンドプロンプトを開き、ソースコンピュータ上の各ボリュームについて、
"vshadow x:"を実行します。"x"はボリュームのドライブ文字です。例:
"vshadow c:"
実行すると、大量のテキストが出力されます。
VSS が正常に動作している場合、出力は"Snapshot creation done."という行で終
了します。
VSS の問題が依然として存在する場合、出力は詳細な問題の説明とエラーコー
ドで終了します。
この問題の詳細とエラーコードを使用して、マイクロソフトサポートに問い合
わせるか、インターネット上のリソースやナレッジベースから解決方法を検索
します。
VSS が動作できれば、再度移行を実行します。
一般的なエラー

262

トラブルシューティング:
CHKDSK の実行 – ハードドライブの整合性チェック – ソースコンピュータの
ハードドライブで実行します
ファイアウォール/アンチウィルス/セキュリティソフトウェアがインストール
されていない/実行されていないことを確認します
ソースとターゲットの両方のコンピュータを再起動します
再度、移行を実行します
コンピュータのハードドライブ上のパーティションの 1 つまたは複数が、
FAT32 ファイルシステムを使用してフォーマットされている
信頼性の高い転送のために、FAT32 パーティションを NTFS ファイルシステム
にアップグレードする必要があります。

298

トラブルシューティング:
パーティションごとに表示されたメッセージに対し、以下の手順を実行します。
[スタート]メニュー -> [すべてのプログラム] -> [アクセサリ] -> [コマンドプロン
プト]とたどり、コマンドプロンプトを開きます
コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力し、enter キーを押します:
convert c: /FS:NTFS
"ボリュームラベル"を入力するよう求められたら、マイコンピュータで表示され
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ているボリューム名を入力します。例えば、マイコンピュータに"ドライブ C: [My
Drive]"があれば、"My Drive"を入力する必要があります。
“ボリュームが使用中、強制的に実行しますか?”というような問い合わせには、
はい(Y)とします
“システムボリュームです、次の起動時にスケジュールしますか?” というような
問い合わせには、はい(Y)とします
コンピュータを再起動します
Windows が再起動すると、ディスクチェックが実行されます(“the type of the file
system is FAT, press any key to cancel disk check”というメッセージが表示され
ます – ここでキーを押してチェックをキャンセルしてはいけません)
ディスクチェックが完了すると、NTFS への返還が開始されます。これには多少
時間がかかる場合があります。終了するのをお待ちください。
変換が終了すると、Windows はもう一度、自動的に再起動します。
ファイルシステムは NTFS にアップグレードされました。
ソースコンピュータとターゲットコンピュータが接続できない
ソースコンピュータとターゲットコンピュータが、ネットワーク上で互いをみ
つけることができません。

322

トラブルシューティング:
コンピュータのネットワークケーブル(USB ケーブルではありません!)の接続を
確認します
Zinstall WinWin が両方 – ソースおよびターゲット – コンピュータで実行されて
いること、さらに両方の画面で Zinstall WinWin のウィンドウが正しく表示され
ていることを確認します
ネットワークケーブルとアダプタが物理的に正しくしっかりと接続されている
ことを確認します。
古い、または新しいコンピュータで、ファイアウォール/アンチウィルス/セキュ
リティソフトウェアがインストールされていないこと、動作していないことを
確認します
ネットワークアダプタが両方のコンピュータで、正しくインストールされてい
る – [コントロールパネル] -> [ネットワーク接続]にアダプタが表示されている
ことを確認します
ネットワークアダプタが両方のコンピュータで有効になっていることを確認し
ます([ネットワーク接続]で“有効”と表示されていること)
問題が継続する場合:
直接ケーブル接続を使用している場合は、代わりにルーターの接続を使用して
みます。
ルーターの接続を使用している場合は、代わりに直接ケーブル接続を使用して
みます。
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再度、移行を開始する前に両方のコンピュータ上のすべてのプログラムを閉じ
ます。
上記の方法で問題が解決しない場合、別の転送方法を使用します:
ソースコンピュータからハードドライブを取り出し、ターゲットコンピュータ
に接続します。
移行ソースとしてそのハードドライブを使用して移行を実行します – 詳細な手
順についてはユーザーガイドを参照してください。
VSS の警告

328

トラブルシューティングを行うには、(上記の)メッセージ 254 を参照してくださ
い
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移行の前に
ネットワーク/イーサネット/LAN ケーブルとは？
コンピュータを直接、接続するため必要なケーブルは、通常のネットワークケーブルです。これは
"イーサネットケーブル"または"LAN ケーブル"と呼ばれています。新しいコンピュータを購入した
ときに、同梱されている場合もあります。コンピュータショップ等で安価に入手可能です。
下記の画像を参考にしてください：

古いコンピュータが壊れています。それでも Zinstall を使用して転送するこ
とができますか？
古いコンピュータが壊れています。それでも Zinstall WinWin を使用して転送することはできます
か?
はい。Zinstall WinWin は、起動できない"壊れた"コンピュータを移行することは可能です – ただし、
壊れている度合いによります。
問題がコンピュータそのものにあり、ハードウェアの一部が破損している、または電源が入らない
状態でも、ハードドライブがまだ"動作可能"な場合 – 以下をお試しください:
1. 古いコンピュータからハードドライブを取り出します
2. 新しいコンピュータにそのハードドライブを接続します(内部接続または、簡単な USB 接
続を使用した外部接続。アダプタはコンピュータショップ等で入手可能です)
3. Zinstall WinWin を実行します
4. プロンプトが表示されたら、“この PC のみ所有”と、“別のハードドライブから移行し
ます”を選択します
5. ドライブが動作していて正常に Windows が含まれている場合、Zinstall WinWin はドライ
ブを移行のソースとして認識し、新しいコンピュータに環境を転送することができます。

Windows XP のコンピュータを Windows 7 にアップグレードするとき、
Zinstall WinWin を実行する前に Windows 7 を先にインストールする必要は
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ありますか?
はい – ユーザーガイドの手順を参考にして、Windows 7 をインストールしてください。
コンピュータを Windows 7 にアップグレードするには、まず Windows 7 を"カスタム/詳細"モード
を選択して既存の XP に"上書き"インストールする必要があります。
Windows 7 がインストールされると、古いプログラム、設定およびファイルにはアクセスできなく
なります。Zinstall を使用することなく、再度それらをアクセス可能にすることはできません。
Windows 7 のインストール完了後に Zinstall を実行すると、Zinstall は古いプログラム、設定および
ファイルを含めた古い環境を、新しいコンピュータに復元します。
重要: 正しく Windows 7 のインストールを実行するために、ユーザーガイドの手順にしたがって操
作してください。Windows 7 をインストールする前に、お使いのシステムをバックアップすること
をお勧めします。

Zinstall で移行するコンピュータを Windows 7 にアップグレードする前に、
バックアップする必要はありますか?
Zinstall は、正しい操作により移行するかぎり、バックアップは必要ありませんが、Windows 7 へ
インプレースでアップグレードする場合には、お使いのシステムのフルバックアップを作成するこ
とをお勧めします。バックアップは、Windows 7 のインストール時に“スタック”(Zinstall を使用
する前でも)するなどトラブルに陥ったときに、古いシステムをロールバックすることを可能にし
ます。

Zinstall WinWin が、初期の“Loading…”画面の後、表示されません
このような状態は、サードパーティ製アプリケーションが動作していて Zinstall の実行を妨げてい
ることを意味します。これは、セキュリティソフトウェアが間違って構成されていて、ユーザーに
警告することなく、Zinstall を終了させていることが原因です。
コンピュータからセキュリティソフトウェアをアンインストールするか、Zinstall の実行を許可す
るように構成します。その後、再度 Zinstall WinWin を実行します。
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移行のあいだ
どのプログラムを転送するか、選択することは可能ですか?
いいえ。Zinstall WinWin は、ソースコンピュータ環境全体を取り込み、ターゲットシステムに、古
いプログラムをソースシステムで使用していたときと同じく動作するように、埋め込みます。
デフォルトでは、Zinstall は新しいコンピュータにシステム全体を転送します。これは、すべての
アプリケーション、設定およびファイルが含まれます。新しいコンピュータから必要のないアプリ
ケーションをアンインストールすることができます。転送されたプログラムは、新しいコンピュー
タにインストールされているプログラムと競合や干渉はしません。

古いコンピュータと新しいコンピュータがお互いをみつけられません – 5 分
以上 “検索中” のままです
詳しいトラブルシューティング手順については、上記メッセージコード 322, ソースコンピュータ
とターゲットコンピュータが接続できないを参照してください。

移行の後で
ソフトウェアアクティベーション
サードパーティベンダーは、システムのコンポーネントが変更されたとき、ソフトウェアの再アク
ティベーションを強制します。このベンダーのポリシーは、様々な要因により異なり、依存し、例
えば: 多くのハードウェアコンポーネントが変更される、ソフトウェアの特定のエディションが使
用される、などです。
ほとんどの場合、ソフトウェアの再アクティベーションは、(再アクティベーションのプロンプト
が表示されたら)ソフトウェアからオンラインで実行するか、またはベンダーのウェブサイト経由
で実行できます。
再アクティベーションが必要なソフトウェアの例では Microsoft Office があります。前述したよう
に、Microsoft Office は、自動でオンラインの再アクティベーションをサポートしています。

互換性のないアプリケーション
Zinstall WinWin を使用して、XP と Windows 7 間や、32 ビットと 64 ビットシステム間を転送する
と、いくつかのアプリケーションで、本質的な互換性が無いことがわかります。例えば、32 ビッ
トドライバを使用するアプリケーションは、“そのままの”64 ビットシステムでは動作しません。
そして、Outlook Express などのソフトウェアは、Windows 7 上では使用できません。
そのようなアプリケーションがみつかった場合、ターゲットシステムと互換性のある、異なるバー
ジョンが存在するかソフトウェアベンダーに問い合わせしてみてください – 非互換性が解決でき
るかもしれません。また、一部のアプリケーションは、Windows に搭載されている“互換モード”
の設定(アプリケーション上で右クリックし“プロパティ”を選択することで設定可能)を使用して、
43

Zinstall WinWin User Guide – 日本語版
実行できるかもしれません。
継続して、レガシーな/互換性の無いアプリケーションを使用することに興味があれば、Zinstall XP7
を使用して移行を実行することをご検討ください。

ターゲットコンピュータを移行前の元の状態に戻す方法
ターゲットコンピュータを元の状態に戻す必要がある場合、Windows のシステムの復元を、通常
の手順で使用して復元することができます。
このオプションは移行を“スクラッチから”実行したい場合や、新しいコンピュータで解決できな
い問題が発生する場合などに有効です。
Windows システムの復元は、Windows にビルトインのサービスで、アプリケーション、システム、
ドライバーその他すべての変更を元に戻すことを可能にします。戻したい状態の日付を選択するこ
とができます。システムの復元は、変更や、ドキュメントやアプリケーション以外のファイルは元
に戻せません。コンピュータを移行前の元の状態に戻すには、移行前に作成された、システムの復
元のスナップショットを使用することをお勧めします – スナップショットの説明には、
“WinWin”
という単語があります。

システムを復元する方法の詳細については、以下のガイドを参照してください:
http://www.zinstall.com/support/common-issues-and-solutions-1/revert-computer-original-state-syst
em-restore

クライアント側のコンピュータにインストールされている SQL サーバーの
データベースを使用するアプリケーション
SQL サーバーデータベースエンジンがクライアント側のコンピュータにインストールされている
場合、このようなアプリケーションは、転送後に正しく機能しないことがあります。
手動でこの問題を解決するには、SQL サーバーのサービスで、“SYSTEM”ユーザーとして起動
するにチェックを入れます。
あるいは、“コントロールパネル” -> “プログラムの追加と削除”で、“修復”を選択して、ア
プリケーションを修復します。
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