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1.インストール

インストールにあたり、ウィルス対策ソフトの遮断を切ってください。

ウィルス対策ソフトの遮断により発生する各種問題のテクニカルサポート

はウィルス対策ソフトの販売会社に依頼してください。

　本ソフト付属の Setup.exe がインストーラです。

※PC の設定により.exe は表示しません。

本ソフト付属の Setup.exe がインストーラです。

実行すると次の画面が出ます。

本ソフトのインストールとアンインストールはこの画面にて行います。

この画面の[インストールの開始]を押すとインストールします。
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2.RAMDAの操作方法

Windows8をご使用のユーザの注意事項

Windows8 には従来、Windows の標準インターフェース「スタートボタン」が無くなりました。

本マニュアルは従来の Windows と整合性を取るためスタートボタンの起動を前提に記載していま

す。

Windows8 の利用者用に互換性維持のため、デスクトップに RAMD のプログラムを示すショート

カットを配置しています。ショートカットの示すフォルダ内のプログラムを起動してください。

通常は「RAMD」を参照ください。RAM-DISK を２つ作った場合は２つ目用に「RAMD2」が出来ま

す。ショートカットの内部は次の構成を取ります。

Windows8 にスタートボタンを付け Windows7 ライクな操作性を望まれる方は別途、弊社で無料配

布しているフリーウェアの「Classic Shell J」の導入を検討ください。

http://classicshell.dnki.co.jp/  
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Windows のスタートメニューより RAMDCntl を選択します。

RAMDCntl の総合メニューが出ます。
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これを選択



3.簡単な使い方
テストを目的に 70MB という小さい RAM-DISK を作ります。

実際の使用では十分大きなサイズにしてください。実際に使いたいデータ量に対して十分大きな

サイズを指定してください。

図中①②の手順を踏んでください。

PC を再起動してください。設定は次回起動から有効です。

再起度するとこのように IC のアイコンのディスクがマウントされます。
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通常はこのアイコンが出ます。

ただし、 XP の場合、 PC の構成に

よりアイコン表示に失敗するものが

あります。

■XP の場合

次節の RAMDA-Link.exe を参照。

① これを押すと弊社の

推奨設定を行います

②RAM-DISK のサイズは

必要に応じて変更

③これを押して確定。

これだけで良いです。

※肌理の細かい設定を

したい時に利用するボタン



3.1.支援ツール

■RAMDA-Link.exe

　本ソフトは RAM-DISK をフォルダの形で C ドライブの下に連結します。

RAM-DISK をショートカットの形でリンクするものです。

【Xp の時の注意事項】

以下は「詳細設定...」の機能です。
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XP 上でこの機能を使う

場合はこのチェックを

必ず ON にしてください。



3.2.RAM-DISK を不揮発性にする

RAM-DISK は電源が切れると内容を消失します。RAMDA は電源を切る前にバックアップを取り、PC を再

起動すると自動的に復元する機能があります。これを使用した使い方を説明します。。

PC を再起動してください。設定は次回起動から有効です。

RAM-DISK 内に Sync というハードディスクのアイコン

をしたフォルダができます。

以後、このフォルダの内容は PC の再起動毎に復元が

かかります。不揮発として使用できます。
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①チェックすると再起動し

た時に RAM-DISK の内

容を復元を設定します。

②チェックすると RAM-
DISK の内容を自動的

にバックアップします。

③RAM-DISK 内

のバックアップする

場所を指定します。
④バックアップする

周期を指定します。

⑤このボタンを押して

本決定です。



3.3.RAM-DISK をハードディスクとして使用する

RAM-DISK は電源が切れると内容を消失します。RAMDA は電源を切る前にバックアップを取り、PC を再

起動すると自動的に復元する機能があります。これを使用した使い方を説明します。。

PC を再起動してください。設定は次回起動から有効です。

RAM-DISK のアイコンは以後、ハードディスク

のアイコンに変わります。

ハードディスク化しないとインストールあるいは

配置できないソフト、フォルダがあります。そのよう

な時に使用します。
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① これをチェック

してください。

② このボタンを押して

本決定です。



3.4.RAM-DISKの容量の注意事項

RAMDA に仮想メモリ[工場出荷モード]を使用する上での注意を述べます。

※RAMDA にはこの他、実メモリモード、OS 管理外モードがあります。メモリモードにより注意が異なります。

■32bit系Windows

　　Windows のために 500MB は余裕を持って割り振ってください。

　　※XP の場合、確保できるメモリに制限があり最大で 300MB 前後です。

　　RAMDISK の最大容量 = 空きメモリ  –  500MB

　

■64系Windows

　　4GB を超過する容量を指定できます。ただし Windows のメモリ管理に癖があり注意が必要です。

　　

　　無理を避け、仮想メモリで設定した範囲内で指定してください。

　

　RAMDA の作る RAM-DISK の大きさは最大で 64GB です。

Windows の仮想メモリの設定方法、確認方法は巻末の FAQ を参照ください。
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この値より余裕を

もち小さくする

この値より余裕を

もち小さくする



3.5.RAMDAワークフィールドと PBTM+TMによる 2000世代までの差分バックアップの提
供

RAMDA は RAM-DISK をワークフィールド（作業場所）捉える機能を提供します。

①ワンタッチオープン
RAMDA は RAM-DISK をワークフィールド（作業場所）捉える機能を提供します。

デスクトップ、フォルダ画面の空白のところマウスカーソルをおき、マウス右ボタンを

押してください。

[RAM-DISK.開く]というメニューがポップアップします。これを選択するとワンタッチ

で RAM-DISK の Sync フォルダが開きます。

②ワンタッチバックアップ
本機能は RAMDA 用 PBTM+TM の事前設定が必要です。

デスクトップ、フォルダ画面の空白のところマウスカーソルをおき、マウス右ボタンを

押してください。

ワンタッチオープンの並びの[RAM-DISK.バックアップ]を選択します。

最大 2000 世代まで変更履歴を保存できる重合積層バック

アップを取ります。

バックアップは差分を取ります。従い、消費するディスク容量

は最少です。
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③ワンタッチリカバリ
本機能は RAMDA 用 PBTM+TM の事前設定が必要です。

リカバリの対象は RAM-DISK 内の Sync フォルダ内のファイル、フォルダです。

ワークフィールド(RAM-DISK 内の Sync フォルダ)の復元を望むフォルダ・ファイルを選択し、

[送る]->[RAM-DISK(Sync フォルダ)の変更履歴]を選択してください。

該当するバックアップ情報の格納場所を開きます。内容を確認し必要なファイルをワークフィールドに

コピーしてください。これでリカバリできます。
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①日時から復元したい

世代を指定する。

➁確定



④ RAMDA 用「PBTM+TM」最大 2000 世代差分バックアップ
「PBTM+TM」は本来は汎用バックアップシステムです。ハードリンク、ジャンクションという拡張したショー

トカット機能を利用して差分バックアップをとります。

本システムでは RAMDA 用に RAM-DISK に特化した機能を提供します。

RAMDA 用「PBTM+TM」は RAMDA が持つバックアップ機能とは独立して作動します。

RAMDA 用「PBTM+TM」は第二バックアップシステムとして作動します。

RAMDA 用の「PBTM+TM」はプログラムメニューより起動します。

※Windows8 の方は、次の手順で呼び出してください。
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Windows8の場合は、RAMDCntl の中の拡張設定から起動してください。

次の画面が出ます。

図のボタンを押してください。RAMDA 用の「PBTM+TM」を起動します。
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①自動バックアップを

とる周期を指定します。

自動バックアップを OFF

にする時はゼロを指定。

② バックアップを保証

最大世代数を指定します。

最大 2000世代です。

③修正のなかったフォルダは

ショートカットにて重合させます。

④バックアップ先の空き容量

が少なくなったら世代を間引き

容量を圧迫を防ぐ指定です。

⑤Windowsに定期的バック

アップを登録します。

スタンダード版は試用

期間後は有効世代が

３世代になります。注意。



3.5.1.”2000 世代”対応の差分バックアップのアルゴリズム

「フォルダ拡張ショートカット」を ON にしている時、ワークフィールドに一切の変更がない場合はバックアッ

プはスキップします。修正があった時だけ世代情報として保存します。

①ハードリンクによる拡張ショートカット機能、ファイルの重合

　差分バックアップは一つ前のバックアップフォルダとバックアップ元の間の比較で行います。

両者で変更があった場合、最新のファイルを差分フォルダ「DiffBk.年.月.日.時.分」に保存します。

変更がなかった場合、「DiffBk.年.月.日.時.分」にはハードリンクという特殊なショートカットを貼ります。

下の図では「b.txt」がそうです。差分フォルダ「DiffBk.年.月.日.時.分」上には b.txt というアイコンは出来ますが

実体は一つ前のフォルダのファイルと考えてください。厳密にはファイルの実体は一つ、そこに複数のパス名

が付きます。

➁ジャンクションによる拡張ショートカット機能、フォルダの重合

　Windows にはジャンクションという機能を拡張したショートカット機能があります。

この機能を使うとフォルダの内容に変化がない場合、拡張ショートカットを作りバックアップ容量を圧縮します。
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4.高度な使い方
パワーユーザの方が活用してください。

この画面は各種拡張機能の設定を行います。

■メモリ確保の仕方

RAMDA は３つのメモリ確保の機能を備えます。

１）仮想メモリ

　工場出荷状態のモードです。このモードの使用を推奨します。

２）実メモリ

　PC の実装するメモリを仮想メモリを経由せず直接確保する方式です。

 

　【３２ビット系OS】

　　３２ビット系OS の時、このモードで確保できるのは最大 140MB 程度です。32ビット OS では

　　あまり実用的なモードではありません。

　【64ビット系OS】
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メモリの確保の

仕方を設定する

■32bit 系 OS で使用可能

■64bit 系 OS では Home 
  Premium で使用可能



　　このモードの時、仮想メモリのサイズを実メモリより小さく設定すると安定して使用できます。

　　仮想メモリを大きくすると、実メモリを直接確保できるサイズが小さくなると理解してください。

３）OS 管理外メモリ・32ビット系OS の場合

　　32ビット OS と 64ビット OS で設定のクセが異なります。注意してください。

　　32ビット OS にはハードウェア(H/W)が予約するメモリ領域があります。グラフィクス、各種コントローラ

　　用に予約した領域です。

　　本モードはこのハードウェアの影になって使えないメモリを RAM ディスクに利用するモードです。

　　OS のサポート外のメモリ・機能を使用します。本モードの使用は非推奨です。

　　本モードを使用するためにはハードウェアの多くの設定をクリアする必要があります。

① BIOS の設定で影のメモリを移動する設定をする必要がある。

　　および BIOS がその機能を備える。

② CPUが PAE（物理アドレス拡張）を備える事。

③Windows にて PAE の機能を有効にする事。

　　本モードを使用するためにはハードウェアの多くの設定をクリアする必要があります。

　　パワーユーザの方が活用してください。

　　注１：この機能は 2000/XP で使用可能です。VISTA 以降の機種ではOFF にしてください。

　　注 2：OS 管理外の使用を OS を通知する機能です。

　　　　　ON の時の問題：省電力モードへの遷移がブロックされという問題が出る。

　　　　　OFF の時の問題：OSへ通知しないのでハイバネーションは保障されない。ハイバネーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　は切ること。
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OFF を推奨（注１）

OFF を推奨 ( 注 2) 。

通常はゼロ。管理外

メモリを他のソフトと

共用する時に被らない

ように指定します。



３）OS 管理外メモリ・64ビット系OS の場合

　　VISTA, Windows7 のHome Premium は例外的に OS 管理外メモリが存在します。

　　32bit とは用に予約した領域です。

　　本モードはこのハードウェアの影になって使えないメモリを RAM ディスクに利用するモードです。

　　OS のサポート外のメモリ・機能を使用します。本モードの使用は非推奨です。

　　２つのチェックボックスは VISTA, Windows7 以降のOS では OFF にしてください。
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VISTA 以後の

OS では OFF 。

最初は 3000 を推奨。

H/W の予約領域が可変

なので注意。

VISTA 以後の

OS では OFF 。



4.1.システム操作

パワーユーザの方が活用してください。

ここではOS の設定、システムの設定変更する内容を含みます。良くバックアップを取り、自己責任にて実

施してください。
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このボタンを押します



4.2.RAM-DISKを２つ使用する方法

RAMDA には第二ドライブ用の Setupが存在します。これを使い第二ドライブ用の RAMDA をインストール

してください。第二ドライブはスタンダード版では一ケ月間試用できます。プロ版は制約はありません。

第一ドライブ用の RAMDA と第二ドライブ用の RAMDA の操作方法は同じです。

21



4.3.ネットワーク共有に関する設定・セキュリティ属性の設定

RAM-DISK をネットワーク共有する時の注意を述べます。

本機能は高度な知識を必要とします。初心者の方は未設定を薦めます。

拡張設定を選択してください。次の画面が出ます。

RAM-DISK は必ずNTFS にしてください。

ACL 属性の設定を〆すると RAM-DISK 内のフォルダをバックアップ、リカバリ（リロード）する時に ACL

属性もコピーします。

ACL 属性はセキュリティ属性と言う場合もあらいます。

ファイル、フォルダに対してユーザ毎の書き込み読み込み権限を設定するものです。
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FAT16/32 は ACL 属性は

サポートしません。注意。

NTFS を選ぶこと。



5.アンインストールとRAMDAを構成するフォルダ
RAMDA を構成するプログラムの配置場所を説明します。3つのフォルダより構成します。

■プログラム格納フォルダ

C:\Program Files\PeopleLock\RAMDA　・・・　RAMDA の主要構成プログラムが入っています。

■プログラム格納フォルダ

　　C:\RAMDA-Drive-bk　・・・　RAM-DISK のバックアップ／リカバリ情報を格納します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※プロ版はドライブの変更可能です。

■RAMDA 用「PBTM+TM」格納フォルダ

　　C:\PBTM+TM\RAMDA　・・・　RAMDA の支援ツールです。最大 2000 世代のバックアップ機能を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提供します。

アンインストールは RAMDA のプログラムを削除します。

次の３点は削除しません。注意してください。

① RAM-DISK のバックアップ情報。

　--> これは手動にて削除してください。もしバックアップに ACL（セキュリティ）情報を付加している

　　　　場合、システム保護がかかり削除できない場合があります。この時はセーフモードで PC を

　　　　起動してください。セーフモードの時、システム保護は解除され削除できます。

② TEMP フォルダなどのシステム情報の修正分。

　--> 事前に RAM-DISK に依存しないよう設定してください。

③ RAMDA 用「PBTM+TM」のタイマー起動情報。

　-->　RAMDA 用「PBTM+TM」上にてタイマー設定を削除してください。
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file:///C:/D_Drive/Program
file:///C:/D_Drive/RAMDA-Drive-bk


6.RAMDA起動シーケンス

RAMDA を最も高速に使用するためには FAT16/32 の使用を推奨します。

NTFS は必要に応じて活用ください。

RAMDA の起動シーケンスを次に箇条書します。PC が動的に変化する性質上概略を示します。

①電源ON

② Windows 起動

③ RAMDA がディスク構築

　--> FAT16/32 を指定している時はフォーマット

　　　　--> TEMP 作成指定がある時は TEMP 作成

④常駐監視ソフト「RAMDAEye」作動

　--> NTFS を指定している時は NTFS にて RAM-DISK をフォーマット

　　　　--> TEMP 作成指定がある時は TEMP 作成

⑤「RAMDAEye」が RAM-DISK のリカバリ（リロード）開始

⑥リロード完了後、定期バックアップを開始。

　ログオンは通常は⑤の前後に開始します。
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FAQ.
Q0．RAMDA プロ版を使用していて新しい版へのバージョンアップ方法は？

　　　-->　次の手順を踏んでください。

　　　　　　① X:RAMDA-Drive-bk、第二ドライブを使っている場合は X:RAMDA-Drive-bk2 を

　　　　　　　　バックアップする。

　　　　　　②現在使用中の RAMDA をアンインストールする。

　　　　　　③最新版 RAMDA スタンダード版をインストールする。

　　　　　　④ RAMDA スタンダード版にライセンスキーを入力してプロ版にし限定解除を行う。

　　　　　　⑤X:RAMDA-Drive-bk、X:RAMDA-Drive-bk2 の内容を最新版の試用に合わせて

　　　　　　　　復元する。

　　　　　　⑥ RAMDA の諸設定を行う。

　　　　　　新旧の版が X:RAMDA-Drive-bk の使用が同じ場合は①⑤は省略できます。

　　　　　　■Ver.1.2 と 1.3の仕様

　X:RAMDA-Drive-bk　--> バックアップファイルがそのまま保存。

　X:RAMDA-Drive-bk2 -->  第二ドライブのバックアップファイル。

　　　　　　■Ver.1.4以降の仕様

　X:RAMDA-Drive-bk　--> RAMDA-Drive-bk　-->  バックアップファイル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --> RAMDA-Drive-bk2　-->  第二ドライブのバックアップファイル

Q1．RAMDA のフォーマット形式は？

　　　--> FAT16/32 とNTFS のいづれかです。

Q2．ファイルサイズの最大は？

　　　--> 選択したフォーマット形式によります。FATは最大ファイルサイズが 4GB です。NTFS は

　　　　　　事実上制限がありません。

Q3．FATとNTFSどちらが良いか？

　　　--> NTFS の固有の機能、例えば ACL 属性を設定したいとか４GB 以上のファイルを扱いたい

　　　　　　という理由がない限り、シンプルな FATを薦めます。
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Q4．バックアップはディスク全体と Sync フォルダのみどちらが良いですか？

　　　--> 柔軟性の高い Sync フォルダのみを薦めます。良くわからない時は Sync フォルダを指定して

　　　　　　ください。

Q5．仮想メモリの設定方法は？

　　　--> 次の手順を踏んでください。

スタート → コンピュータ →  マウス右ボタン → プロパティを選んでください。

　[システムの詳細設定]を選択します。
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ここでパフォーマンスの設定を選びます。

変更を選びます。
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この画面で仮想メモリを設定します。

上の図は工場出荷状態です。この場合、PC が実装している実メモリと同じサイズを仮想メモリに設定しま

す。

開発元

本ソフトの OEM、カスタマイズなどを希望する方は下記にご連絡ください。

有限会社電机本舗　

http://www.dnki.co.jp/

東京都港区高輪１－２－１６-フラットウェル高輪６Ａ
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