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1 使用許諾契約書 

使用許諾契約書 

本製品のインストールを実行した場合、本使用許諾契約書の内容に合意したものとなります。 

「上出来 BEST8」を利用するに当たり、株式会社ピースネット（以下、「甲」という）とお客

様（以下、「乙」という）の間において、下記の使用条件によりソフトウェア使用許諾契約を

締結します。 

第１条 定義 

１．【ソフトウェア】とは、本製品に含まれているすべてのプログラムとデータをいう。 

２．【プロテクト装置】とは、ライセンス管理を行う USB 型プロテクトキーのことをいう。 

３．【マニュアル類】とは、本製品に含まれる取扱説明書、その他すべての印刷物および電子

化されたユーザマニュアル・ヘルプその他すべてのドキュメント類をいう。 

４．【サーバー】とは、保守認証やアップデートファイル等をダウンロードする為の甲の web

サーバーをいう。 

第２条 使用条件 

乙は、乙が購入したライセンスの範囲で、ソフトウェアを使用することができます。 

第３条 禁止事項 

１．乙は、本契約書またはマニュアル類に記載されている場合を除き、甲の承諾なしにソフト

ウェアの複製物を作成することができません。 

２．乙は、乙が業務上利用する以外で、マニュアル類の複製物を作成、印刷することはできま

せん。 

３．乙は、プロテクト装置、ソフトウェアまたはソフトウェアの複製物を譲渡、販売、転貸す

ることができません。 

４．乙は、本契約書またはマニュアル類に記載されている場合を除き、プロテクト装置・ソフ

トウェア及びマニュアル類の二次的著作物を創作、譲渡、販売、転貸することができません。 

５．乙は、ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングをする

ことができません。 

６．乙は、プロテクト装置の解析、改造、複製をすることができません。 

７．乙は、本製品を甲に無断で複写、複製、加工、解析、乙の業務以外での使用、有償・無償

を問わず第三者への譲渡・貸与はできません。 

８．乙は、正常な行為（web サイトの閲覧、認証やアップデートなど）以外で弊社サーバーへ
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2 使用許諾契約書 

不正なアクセスを行ってはいけません。 

第４条 保証 

甲は、乙が製品を購入した日から３０日に限り、ソフトウェアが記録されているＣＤ－ＲＯＭ

またはマニュアル類にその機能を十分に果たすことができない程度の重大な部類的欠陥が存在

する場合、本製品を無料で交換します。それ以外の場合に関しては、保守契約の保障範囲内で

行うものとします。 

第５条 ライセンス認証とソフトウエアアップデート 

１．乙は、本製品を使用する為に保守ライセンス認証を行うことを同意するものとします。 

２．乙は、認証やアップデート等の通信等にかかる費用に関し、乙の負担で行うことを同意す

るものとします。 

３．乙は、本製品が認証時やアップデート確認時又はアップデート時に、甲のサーバーに端末

情報を送信することを同意するものとします。 

第６条 免責 

１．本製品に関わる乙に対する保証は、前条に定める保証範囲とします。 

２．甲は、本製品（ソフトウェアの複製物も含む）の使用の結果、乙または第三者が被った直

接または間接のいかなる損害・障害についても責任を負わないものとします。 

３．本製品に含まれる機能が乙の特定目的に適合することを、甲は保障しません。 

第７条 契約の発効・解除 

１．本契約は、乙が本製品を受領した日から発行します。 

２．乙が本契約の条項に違反した場合は、本契約は解除されるものとし、乙は本製品を直ちに

甲に返還するものとします。なお、この場合、本製品の代金は返還されるものではありません。 

以上 

⚫ ハードウエアプロテクタ・本製品ソフトウエアプログラムの複製、複写、改変 

⚫ 付属マニュアル等関連資料の複製、複写、転載、改変 

⚫ 本製品ソフトウエアプログラムの全部または一部の第三者に対する再配布 

⚫ 本製品の付与、レンタル、リース行為あるいは中古取引 

 

 

  



 

 

上出来 BEST 8 | スタートアップガイド 

3 著作権・商標権及び注意事項 

著作権・商標権及び注意事項 

Microsoft Windows, Microsoft Office Excel, DirectX, .NET Framework 及びWindows Mobile Device 

Center などは、米国Microsoft社の商標または登録商標です。 

Adobe Acrobat, Adobe Reader は Adobe Systems社の商標または登録商標です。 

 

その他一般に会社名・製品名は各社の登録商標です。 

各システム操作上の注意事項は、システム毎のヘルプの各項目を参照して下さい。 

インストール前の注意点  

・インストール前には、動作環境をご確認の上、作業を行ってください。 

・インストール／アンインストールの際は、常駐している(または起動している)プログラムを全て

終了させた状態で作業を行って下さい。作業が正常に終了できない場合があります。 

※日本語入力 FEP(IME)や Volume Control 等のシステム上のもの、またセキュリティソフトなどは

含みません。 

・インストール時・利用時には必ず管理者権限のあるユーザーで実行してください。 

・上出来 BEST（ver.6xxx）がインストールされている PC での共存が可能です。 

・上出来 BEST（ver.6xxx）がインストールされている PC ではプロテクトドライバをインストール

する必要が無い場合があります。 

・インストール先のストレージに十分な空き容量があることを確認してください。 

・インストール後、エクスプローラ等によるフォルダ／プログラム／データ等の移動は行わないで

下さい。プログラムが正常に動作しない、データを正常に表示しない、アンインストールができ

ない等の障害が発生する事があります。 

 

ヘルプマニュアルに記載されている動作環境やプログラムの操作に関する事項は、全てヘルプマニ

ュアル作成時のものです。記載内容に差異がある場合は全てプログラム側の動作が優先されます。 

 

最新の動作環境などに関しては、弊社Web サイトの動作環境やお知らせ事項をご覧下さい。 
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4 動作環境 

動作環境 

上出来 BEST8 

 

対応 OS Windows 11 

Windows 10（64bit版・32bit版） 

CPU Intel Core i シリーズ(第 7世代)相当以上 

メモリ 64bit版 OS : 8GB以上 / 32bit版 OS :4GB 

ディスプレイ 1366×768 32bitカラー以上 

ストレージ 3GB以上、その他データ分の空き容量が必要 

入力装置 キーボード・マウス必須 ※タッチパネルによる操作は動作対象外です。 

光学ドライブ インストール時 : DVD読み込み対応ドライブ 

電子納品媒体作成時 : 書き込み対応ドライブ 

プロテクト ハードプロテクタ版：USB Type A コネクタ（マイクロ・ミニ非対応） 

サブスクリプション版（上出来 BEST plus）：Web認証 

インターネット接続 ハードプロテクタ版：ピースネットクラブ（保守）認証時必須 

サブスクリプション版（上出来 BEST plus）：常時接続必須 

 

上出来 BEST8 サーバー監視  

 

対応 OS Windows Server 2022 

Windows Server 2019 

Windows Server 2016 

Windows Server 2012 R2 with Update 

Windows Server 2012 

Windows 11 

Windows 10（64bit版・32bit版） 

対応プロトコル TCP/IP・IPX/SPX・Net/BEUI・UDP 

CPU Intel Core i シリーズ(第 7世代)相当以上 

メモリ 64bit版 OS : 8GB以上 / 32bit 版 OS : 4GB 

ストレージ 50MB 以上 

光学ドライブ インストール時 : DVD読み込み対応ドライブ 

プロテクト USB Type A コネクタ（マイクロ・ミニ非対応） 

クライアント 

最大同時接続数 

254 台：ただしサーバー機の最大同時接続数制限を超えた数は接続することができませ

ん。※OS・エディションにより最大同時接続数が異なります。 

注意事項 LAN版プロテクトで認証できるのは、LAN内での接続に限ります。 

※WAN / VPN等の回線・通信網等を利用した接続方法は動作対象外です。 
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5 動作環境 

上出来 BEST8 オプション機能など  

 

文書管理 及び エクセル出力オプション 

必須アプリケーション Microsoft Office Excel 2016/2019/2021(デスクトップアプリ 32bit版) 

Microsoft365版 Excel(デスクトップアプリ 32bit版) 

ファイルバージョン Excel 97-2003ブック（*.xls） / Excelブック（*.xlsx - Excel 2007以降の形式） 

注意事項 １・「ストアアプリ版」はご利用いただけません。 

２・「デスクトップアプリ 64bit版」はご利用いただけません。 

３・Excelブック（*.xlsx）形式で保存すると拡張子が 4文字となるため、 

多くの電子納品要領(案)では電子成果品としての利用が出来なくなります。 

※国土交通省 工事完成図書 電子納品等要領 平成 28年 3月以降では利用可能です。 

 

PDF 取り込みオプション 

必須アプリケーション Adobe Acrobat DC (サブスクリプション デスクトップアプリ 64bit版 32bit版) 

2020(デスクトップアプリ 32bit版) 

注意事項 上記以外の PDF 作成ソフトや、Adobe Acrobat Reader（Adobe Reader）等の 

無償 PDF ビューアでは動作しません。 
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6 動作環境 

その他の制限事項・注意事項  

 

製品全般 

１・利用には管理者権限のアカウントが必要です。 

２・Windows11SE・10(Sモード/S)等、 

  デスクトップアプリを利用できない環境には非対応です。 

３・ARM版Windowsには対応していません。 

４・Virtual PC・Hyper-V等の仮想環境や、macでの Boot Campは動作対象外です。 

５・リモートデスクトップ等で該当 PCを外部から操作する運用方法は動作対象外です。 

６・OS・各ソフトウェアはメーカーのアナウンスに従い常に最新の状態でご利用ください。  

  各メーカーによるサポート期間が終了した時点で、弊社製品でも動作対象外となります。 

 

上出来 BEST8 

１・USBハブ・USB変換ケーブル・拡張ドック等を使用した場合、 

プロテクタを正常に認識できない場合があります。 

２・タブレット型 PCでは、プロテクタを正常に認識できない場合があります。 

３・サーバー監視で、「Windows Storage Server」は動作対象外です。 

４・サーバー監視で、「Windows Server version 1709」から始まるシリーズは動作対象外です。 

５・サーバー監視で、上記 3・4を含む Server Core環境は動作対象外です。 

 

TS-FIELD for WIN を除く製品 

１・タッチやスタイラスペン等による操作は動作対象外です。 
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7 動作環境 

データ環境パス変更について  

上出来 BEST8 では、データ環境設定によりデータ保存先を簡単に変更することができます。 

ネットワーク経由でのデータ環境参照について  

データ環境設定での参照先は、ローカルドライブだけでは無く、サーバーや NAS（Network Attached 

Storage）にデータ環境を設定する事も可能です。この場合、上出来 BEST8 でのデータ環境設定前に、

Windowsや LANのファイル共有設定を行う必要があります。 

 

 

 

一般に、ネットワーク経由でのアクセスは、ローカル環境へのアクセスに比べ、データの読み書き

速度が大幅に低下します。 

 

変更方法や注意事項は、上出来 BEST8台帳管理 操作ガイドの環境設定－データ環境設定ページ以

降をご覧下さい。 

 

データ環境の共有について  

上記データ環境設定の手順により、NAS 等のデータ環境を複数の PC で参照する場合、 

同一工事内の同一のタイトルは同時に開いて編集される事が無い様にロックが掛かります。 

 

写真管理理での同一データ参照は動作が異なります。 

詳しくは 写真管理 操作ガイド をご覧下さい。 

  

上出来BEST8台帳管理.pdf
写真管理.pdf
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8 製品ライセンス認証について 

製品ライセンス認証について 

上出来 BEST8ではインストール台数の制限や起動時の認証ロックはありません。 

製品認証がされていない状態でも「入力版」としてデータの入力・編集は可能です。 

データの出力（印刷や電子成果品出力、図面保存など）の際に製品認証が必要となります。 

 

製品認証には「スタンドアロン版プロテクタ」「LAN 版プロテクタ」「上出来 BEST plus」の

3 種類の認証方法が利用できます。 

 

スタンドアロン版プロテクタ  

スタンドアロン版プロテクタは、USBプロテクタを装着した PC 1台に対する製品認証を提供し

ます。 

 

   
 

● 一度購入された製品ライセンスに期限はありません。 

● プロテクタは都度、別の PCに差し替えて認証することもできます。 

● プロテクタによって利用可能な製品ライセンスは異なります。 

● 少人数での利用や、オフライン環境での利用に向いています。 

 

LAN 版プロテクタ  

LAN 版プロテクタは、USB プロテクタを装着したサーバー機から、SMB ファイル共有を通じて、

社内 LANに接続された複数の PCに対する製品認証を提供します。 

 

 
 

● 一度購入された製品ライセンスに期限はありません。 

● プロテクタによって利用可能な製品ライセンスは異なります。 

● 社内 LAN環境の整備された多人数での利用に向いています。 
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9 製品ライセンス認証について 

上出来 BEST plus  

上出来 BEST plus は、従来のプロテクタ認証に替わる、新たなライセンス形態です。 

 

 
 

上出来 BEST8ユーザー様向け有料保守会員サービス「ピースネットクラブ」と一体の契約で、

必要とする期間・人数に応じた柔軟な製品認証を提供します。 

 

● 初回及び定期的な製品認証のため常時インターネット接続が必要です。 

⚫ 一定期間 web認証が行われない場合、製品認証が解除されます。 

● サブスクリプション方式のため、ライセンスには有効期限があります。 

● 1つのライセンスにつき『１PC内１ユーザーアカウント』での利用になります。 

⚫ 本製品がインストールされている PCが１台の場合でも、利用するユーザーアカウントが複数の場

合は『利用するユーザーアカウント数』分のライセンスが必要になります。 

● 1つのライセンスで上出来 BEST全製品が利用可能です。 

⚫ 地域専用版（総括表作成・コンクリート熟成管理）の地域外利用は対象外です。 

● ピースネットクラブ（有料保守）専用機能が利用可能です。 

● 繁忙期と閑散期の利用差が大きい場合などに向いています。 

◼ 参考：上出来 BEST plusの利用を開始する 
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10 有料保守会員様向け機能について 

有料保守会員様向け機能について 

ピースネットクラブ専用機能について  

上出来 BEST8 ユーザー様向け有料保守会員サービス「ピースネットクラブ」にご加入いただき、

ピースネットクラブ認証を行うと、加入期間中、以下の機能がご利用頂けます。 

● ピースネットクラブ会員様専用の各システムメニュー内機能 

● ピースネットクラブ会員様専用の電子納品要領・電子納品ガイドライン 

● ピースネットクラブ会員様専用の各システム様式や管理基準等データ集 

● 製品ライセンス未認証状態での写真管理の各種印刷 

● 自動アップデート機能 

● その他、保守期間切れ・未加入・未認証時、以下の例の様な警告の表示される機能 

ピースネットクラブ専用機能  例 

 

 

ピースネットクラブ専用機能  警告表示例 
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ピースネットクラブ登録証の表示方法  

現在の保守契約状態の確認の他に、以下の内容が確認・利用可能です。 

● ご登録者情報（サポート問い合わせ時の保守 ID・ピースネットクラブサイトパスワード） 

● サポート問い合わせ先情報 

● 所有プロテクタ一覧 

● ホームページへのショートカット 

● リモートサポートへのショートカット 

登録証の表示方法  

 製品認証（プロテクタ認証またはweb認証）がされていることを確認します。 

 台帳管理ホームタブより、「登録証 サポート情報」をクリックします。 

 

 web認証に成功すると、ピースネットクラブ登録証が表示されます。 

 

 認証成功後は、ホームタブ枠内に一部情報（登録者名・保守期間・ID・問い合わせ先）が

常時表示されます。 
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インストール 

上出来 BEST8インストールメディアから、各種セットアップを行います。 

 

 インストールメディアをコンピュータの光学ドライブにセットします。 

 ドライブの動作確認が表示された場合は、自動再生を許可し先へ進みます。 

 上出来 BEST8インストールメニューが起動します。 

 

 必要に応じたメニューを選択します。 

◼ 上出来 BEST8のインストール 

◼ 上出来 BEST8の更新 

◼ サーバー監視システムのインストール 

◼ オプション 
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13 インストール 

上出来 BEST8 のインストール  

上出来 BEST8を新規でインストールします。 

 
 

上出来 BEST8 のインストール手順  

 ようこそ画面で次へをクリックすると、使用許諾契約が表示されます。 

内容を確認の上、使用許諾契約の条項に同意しますを選択し、次へをクリックします。 
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 インストール先のフォルダ確認画面が表示されます。 

そのまま続行する場合は、次へをクリックします。 

インストール先フォルダを変更する場合は、変更をクリックします。 

※変更する場合、「～\上出来 BEST８\」の部分は削除しないよう注意して下さい。 

  

 

 セットアップタイプの確認画面が表示されます。 

通常は〔完全〕を選択した状態で、次へをクリックします。 

インストール項目を選択する場合は、カスタムを選択した状態で、次へをクリックします。 

  

 

（カスタムセットアップ） 

サンプルデータが必要無い場合には、上出来 Best8サンプルデータをクリックし、サブメ

ニューのこの機能を使用できないようにします。を選択し、次へをクリックします。 
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 インストールをクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、発行元を確認の上で、はいをクリッ

クします。 

  
 

 完了しましたら、パソコンを再起動してから上出来 BEST8をご利用下さい。 

 

  



 

 

上出来 BEST 8 | スタートアップガイド 
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エラー1330 でインストールに失敗する場合  

上出来 BEST8のインストール中、次のエラーにより、インストールが中断される場合があります。 

 

エラー 1330。キャビネットファイル ～.cab のデジタル署名が無効なため、必要なファイルをイン

ストールできません。 

キャビネットファイルが壊れている可能性があります。エラー 266 がWinverifytrust によって返

されました。 

 

このエラーは、お使いのコンピュータが上出来 BEST8 インストーラーのデジタル署名の正当性を確

認できない場合に発生します。 

 

出荷時のWindows には必要最小限のルート証明書しか用意されておらず、定期的あるいは必要に

応じてWindows Updateサイトより自動でルート証明書を更新する仕組みになっています。 

 

ルート証明書の更新のためインターネットに接続していただくか、Microsoft の「ルート証明書の更

新プログラム」(KB931125)を適用した上で、再度、上出来 BEST8 のインストールを行ってください。 

 

エラー1935 でインストールに失敗する場合  

上出来 BEST8のインストール中、次のエラーにより、インストールが中断される場合があります。 

 

エラー 1935。アセンブリコンポーネント {～} のインストール中にエラーが発生しました。

HRESULT:0x80070002. 

 

このエラーは、上出来 BEST8 インストーラーが Visual C++や Direct X などのランタイムライブラリ

を更新できない場合に発生します。 

 

それらのランタイムライブラリがWindows Update によって更新途中である場合、更新プログラム

のインストールをすべて完了した上で、再度、上出来 BEST8 のインストールを行ってください。 
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17 インストール 

上出来 BEST8 の更新  

ピースネットクラブの保守認証が切れている、インターネット接続ができない、台帳管理が起

動しない等の場合は、インストールメディアからプログラムの更新を行うことができます。 

 

 
 

通常は上出来 BEST8台帳管理画面のプログラムアップデートで更新を行ってください。 

 

いずれの手順においても、インターネット接続環境がある場合は常に最新版の配布元である

Web サーバーのアップデータがダウンロードされます。 

 

 

すでに最新状態で更新の必要がないファイルはダウンロードしません。 

全てのファイルを更新する場合は、更新済みのデータを再ダウンロードするにチェックを入れ

て下さい。 

  

ダウンロードの進捗 

解凍・コピーの進捗 

全体の進捗 
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サーバー監視システムのインストール  

LAN 版プロテクタをご利用の際、サーバー機とするパソコンにサーバー監視システムをインス

トールします。※スタンドアロン版のみをご利用の場合は必要ありません。 

 
 

サーバー監視システムのインストール手順  

 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、発行元を確認の上で、はいをクリッ

クします。 

 

 

 ようこそ画面では次へをクリックします。 
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19 インストール 

 使用許諾契約が表示されます。 

内容を確認の上、使用許諾契約の条項に同意しますを選択し、次へをクリックします。 

 

 

 インストール先のフォルダ確認画面が表示されます。 

そのまま続行する場合は、次へをクリックします。 

インストール先フォルダを変更する場合は、変更をクリックします。 

※変更する場合、「\上出来 BEST8サーバー監視\」の部分は削除しないで下さい。 

 

 

 インストールをクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 
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20 インストール 

 インストールが完了しましたら、完了をクリックします。 

 

 

 Windowsのスタートメニューから USB プロテクタドライバーのセットアップを実行して

下さい。すでにプロテクタドライバのセットアップを行っている場合は不要です。 

 

スタートアップ登録について  

サーバー監視システムは、インストール時にWindowsのスタートアップ項目に登録され、デスク

トップ起動時に自動起動するようになります。自動的にスタートアップさせたく無い場合、以下の

場所から上出来 BEST8 サーバー監視システムのショートカットを削除して下さい。 

 

▼  ・Windows 8 / Windows Server 2012 以降 

エクスプローラで、以下のフォルダを参照 

C:￥ProgramData￥Microsoft￥Windows￥Start Menu￥Programs￥StartUp 

 

▼  ・Windows 7 / Windows Server 2008 R2 以前 

Windowsスタートメニュー＞すべてのプログラム＞スタートアップ  
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オプション  

 

 
 

Adobe Acrobat Reader DC 

Adobe 社が提供する PDFリーダーです。※PDFを作成する事はできません 

上出来 BEST8のマニュアルを閲覧する場合にご利用いただけます。 

Adobe Acrobat（製品版）が既にインストールされている場合はインストールしないで下さい。 

◼ 参考：マニュアルをご覧になる際の注意事項 

Microsoft .NET Framework 4.0 

Microsoft社が提供するライブラリの一種です。 

上出来 BEST plus やピースネットクラブの web認証で.NET Frameworkのエラーが表示された場合

のみインストールして下さい。 

◼ 参考：上出来 BEST plusの利用を開始する 

◼ 参考：ピースネットクラブ認証をする 
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22 初回起動時の初期設定 

初回起動時の初期設定 

上出来 BEST8本体のインストール完了後、上出来 BEST8 の起動を行い以下の設定を行います。 

 製品認証（プロテクタまたは web認証） 

 ピースネットクラブ認証（保守情報の登録・更新） 

 利用地域設定を行い、様式・施工管理基準・その他データのインストール 

 最新版へのプログラムアップデート 

 

● 上出来 BEST8の初回起動時、以下の画面が表示されます。 

 

● 設定完了をクリックすると、以下の画面が表示されます。 

 

● 設定が完了していませんを選択すると、次回起動時にも初期設定画面が表示されます。  
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23 初回起動時の初期設定 

上出来 BEST plus の利用を開始する  

インターネット上の認証サーバーに接続し、上出来 BEST plus の web 認証を行います。 

 

上出来 BEST plus 製品認証の手順  

 ピースネットクラブのユーザーID（保守 ID）と、ライセンスカードに記載された 16桁の

ライセンスキーを入力し、上出来 BEST plus 製品認証をクリックしてください。 

 

 インターネットに接続されていることを確認し、はいをクリックします。 

 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 
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 web認証に成功すると、サポート登録証が表示されます。 

OKをクリックするとサポート登録証を閉じます。 

 

認証に失敗する場合は、次の項目を参照して下さい。 

◼ 参考：.NET Frameworkのエラーが出る場合 

◼ 参考：「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合 

 台帳管理の再起動を行いますので、OKをクリックします。 
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25 初回起動時の初期設定 

 

 再起動後、台帳管理ホームタブにライセンス認証情報が表示されるようになります。 

 

オフライン環境では日毎に製品認証レベルが低下し、最終的に認証が解除されます。 

オンライン環境で製品認証ボタンをクリックすることで、製品認証レベルを回復できます。 

 初期設定時はご利用の地域を選択し様式をセットアップするに進んで下さい。 

◼  参考：ご利用の地域を選択し様式をセットアップする 

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 ＞「プロテクタ」タブ ＞ 「上出来 plus

を利用する」を有効にした上で「上出来 plus web 認証」をクリックすることで、同様の操作が可能

です。 
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USB プロテクタドライバをインストールする  

上出来 BEST8でスタンドアロン版プロテクタを接続する PC、又はサーバー監視システムで

LAN 版プロテクタを接続するサーバーには、プロテクタドライバのインストールが必要です。 

 

 

 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、発行元を確認の上で、はいをクリック

します。 

 

 USBプロテクタドライバーのセットアップ画面でインストールをクリックします。 

 

インストール済みのプロテクタドライバが検出された場合  

旧バージョンのプロテクタドライバを削除するため、再起動が必要になります。 

作業中の内容を保存した上で、はいをクリックしてコンピュータを再起動します。 
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再起動完了後、Windowsのデスクトップ画面にコマンドプロンプトウインドウが表示されますの

で、ウインドウがアクティブな（選択されている）状態で何かキーを押します。 

 

 
 

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、発行元を確認の上で、はいをクリックしま

す。 

 

 
 

→次の手順に進みます 

 

 メッセージに従って USB プロテクタをパソコンに接続し、OKをクリックします。 
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 デバイスドライバのインストール ウィザードが開始されたら、次へをクリックします。 

 

 ドライバが正常にインストールされたら、完了をクリックし、プロテクタのランプが点灯

している事を確認して下さい。 

 
 

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 ＞「プロテクタ」タブ ＞ 「その他のプ

ロテクタ設定」 ＞ ドライバのインストール ＞ 「プロテクタドライバのセットアップ」 をクリック

することで、同様の操作が可能です。 
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USB プロテクタを利用可能にする  

プロテクタドライバのインストール後、スタンドアロン版プロテクタを利用可能にします。 

 

 

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 ＞「プロテクタ」タブ ＞ 「USB プロテ

クタを使用する」を有効にした上で「USB プロテクタチェック」 をクリックすることで、同様の操

作が可能です。 

 

LAN プロテクタを利用可能にする  

サーバー監視システムのインストール後、LAN プロテクタを利用可能にします。 

 

ファイアウォールの警告が表示された場合、発行元を確認の上で、アクセスを許可して下さい。 

 
 

サーバーの自動検出に失敗した場合、上出来 BEST8 台帳管理のプロテクタタブでサーバー名を

手入力し、LAN プロテクタチェックを実行して下さい。 

 

 

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 ＞「プロテクタ」タブ ＞ 「LAN プロテ

クタを使用する」を有効にした上で「LAN プロテクタチェック」 をクリックすることで、同様の操

作が可能です。 
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ピースネットクラブ認証をする  

接続したプロテクタの情報を元に、ピースネットクラブ認証情報をWeb上から取得します。 

⚫ インターネットへの接続が必要です。 

⚫ 製品認証（プロテクタ認証）情報が必要です 

web認証に成功すると、ピースネットクラブ登録証が表示されます。 

 

認証成功後は、ホームタブ枠内に一部情報（登録者名・保守期間・ID・問い合わせ先）が常時

表示されます。 

 

認証に失敗する場合は、次の項目を参照して下さい。 

◼ 参考：.NET Frameworkのエラーが出る場合 

◼ 参考：「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合 

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 ＞「ホーム」タブ ＞ 「ピースネットク

ラブ認証」 をクリックすることで、同様の操作が可能です。 
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ご利用の地域を選択し様式をセットアップする  

様式・施工管理基準・その他のデータ集をセットアップします。 

利用地域設定  

利用する地域を設定する事により必要な様式のみを簡単にインストールすることができます。 

左側リストから利用したい様式の地域/機関を選択して下さい。 

 
地域/機関の選択が終わりましたら、様式等のインストール方法を選択して下さい。 

インターネット経由で最新の様式や管理基準を入手する  

インターネット経由で最新版の様式等をダウンロードし、インストールします。 

選択後、次項の様式/管理基準アップデートに進みます。 

インストールメディアから様式/管理基準を設定する  

お手持ちのインストールメディアから様式等をインストールします。 

インストールメディアのアップデートフォルダ内 revXXXXXXXX_XXXX（Xは日付）フォルダを指定して

下さい。 

   

機関/地域の設定を行い、インストールは後で行う  

利用地域設定画面を終了します。 

後で様式等をインストールする場合は、様式/管理基準アップデートを実行して下さい。 
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様式/管理基準アップデート  

各システムで利用する様式をインストール・更新する画面です。 

機関や地区毎に分類されているシステムでは、利用地域設定で設定した地区が表示されます。 

 

 
 

OK ダウンロード開始を実行すると、ダウンロード・更新が実行されます。 

 

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 ＞ 「表示・アプリ設定」タブ ＞ 「利用

地域設定」および「様式/管理基準アップデート」 をクリックすることで、同様の操作が可能です。 
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データフォルダを共有フォルダに切り替える  

すべての工事データが他の PC から参照可能となります。 

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 ＞ 「表示・アプリ設定」タブ ＞ データ

環境パスを「～\上出来 BEST8\PnData(共有)」に変更して「データ環境切り替え」を実行すること

で、同様の操作が可能です。 
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アンインストール 

コンピュータから上出来 BEST8 を削除します。 

 

Windows のプログラムと機能の一覧から上出来 BEST8 及び上出来 BEST8 サーバー監視システ

ムのアンインストールを実行することが出来ます。 

 

アンインストール完了後も、ユーザー作成データや各種設定データ、ダウンロードデータなど

は削除されずに元の場所に残ります。完全に削除したい場合、上出来 BEST8 のインストール先

フォルダを直接エクスプローラ上で削除してください。 
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旧バージョンとの共存に関して 

上出来 BEST8は、上出来 BEST（旧版/ver6455以降）と、一部のケースを除き共存する事が可能で

す。 

インストール時の注意  

既に上出来 BESTがインストールされている PCでは、上出来 BEST（旧版）を最新の状態にしてか

ら上出来 BEST8 のインストールを行って下さい。上出来 BEST（旧版）と上出来 BEST8 を同時に新

規インストールする場合は、以下の順番で行って下さい。 

 

 上出来 BEST（旧版）のインストールと最新版へのアップデート 

 上出来 BEST8のインストールと最新版へのアップデート 

 

クライアントアプリ（上出来 BEST本体）とサーバーアプリ（サーバー監視）の、同一 PCへのイン

ストール互換は以下の通りです。 

 

クライアントアプリ 

サーバーアプリ 

上出来 BEST 

（旧版/ver6455 以降） 

上出来 BEST8 

 

上出来 BEST サーバー監視 

（旧版/ver6405 以降） 

 

○ 

 

 

× 

※共存できません。 

 

上出来 BEST8 サーバー監視 

 

× 

※共存できません。 

 

○ 

 

 

 

アンインストール時の注意  

上出来 BEST8をインストールした後、上出来 BEST（旧版）をアンインストールする場合は、必ず

プロテクタドライバが最新版であることを確認してください。 

 

上出来 BEST（旧版）の古いプロテクタドライバがインストールされたまま上出来 BEST（旧版）を

アンインストールすると、上出来 BEST8 が起動できなくなるおそれがあります。 
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USB プロテクタの互換性  

● パラレル型プロテクタは使用できません。 

● 旧式の USBプロテクタ（ver.5以前に出荷された本体が白いものなど）は利用できない場

合があります。 

 

サーバー監視の互換性  

上出来 BEST（旧版）と上出来 BEST8のサーバー監視での認証互換は以下の通りです。 

 

クライアント 

サーバー 

上出来 BEST 

（旧版/ver6455 以降） 

上出来 BEST8 

 

上出来 BEST サーバー監視 

（旧版/ver6405 以降） 

 

○ 

※自動検出機能なし 

 

○ 

※自動検出不可 

 

上出来 BEST8 サーバー監視 

 

○ 

※自動検出不可 

 

○ 

 

 

サーバーの自動検出機能について 

サーバー・クライアントのファイアウォールや、セキュリティソフトの設定により動作しない場

合があります。詳しくは、上出来 BEST8台帳管理 操作ガイドのサーバー監視の設定及び自動

検出についてをご覧下さい。  

上出来BEST8台帳管理.pdf
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旧バージョンからのデータ移行 

上出来 BEST8（ver8012以降）では、上出来 BEST（旧版）からデータを移行（データコンバート）

することが出来ます。専用のデータコンバートツールを利用する方法と、上出来 BEST（旧版）の機

能を利用する方法の 2 通りがあり、現在はデータコンバートツールの利用を推奨しています。 

 

データコンバートツールによるデータ移行  

データコンバートツールはピースネットのホームページから無償でダウンロードできます。 

 

ダウンロード 上出来 BEST（サポート終了旧バージョン） | 株式会社ピースネット 

http://www.peacenet.co.jp/contents/downLoad-ver5.htm 

 

データコンバートツールでは、以下の作業が可能です。 

● ver6バックアップデータを、ver8取り込み可能データに変換 

● ver6バックアップデータを、Ver8実行環境に直接出力 

● ver6実行環境から、ver8取り込み可能データに変換 

● ver6実行環境から、Ver8実行環境に直接出力 

⚫ Ver.6 がアンインストールされていても、実行環境フォルダが正常に残っていれば作業可能です。 

⚫ 分割バックアップデータには対応していません。 

Windows XP / Vista 等の古い OS にはインストールできません。Windows 7 以降の OS にデータコンバ

ートツールをインストールした上で、バックアップデータをコンバートして下さい。その他、詳しい利

用方法等については、ホームページに別途掲載している利用の手引きを参照してください。  

データコンバートツール 利用の手引き 

http://www.peacenet.co.jp/contents/download_other/pn-Convert/pn-Convert.pdf 

  

http://www.peacenet.co.jp/contents/downLoad-ver5.htm
http://www.peacenet.co.jp/contents/download_other/pn-Convert/pn-Convert.pdf
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上出来 BEST（旧版）によるデータ移行  

何らかの理由によりコンバートツールによるデータ移行が不可能な場合は、上出来 BEST（旧版）

のデータ移行機能を利用して下さい。 

 

データ移行の手順  

 あらかじめ上出来 BEST8を終了した上で、上出来 BEST（旧版/ver6475以降）の 

台帳管理システムを起動します。 

 

 バックアップボタンをクリックし、上出来 8 へ出力を選択します。 

 

⚫ 出力メニューが表示されない場合は、ver.6475以降にアップデートして下さい。 

 出力対象とする工事タイトルにチェックを入れ、決定ボタンをクリックします。 
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 出力対象とするシステムとマスター（全工事タイトル共通データ）にチェックを入れます。 

 データの出力先の指定方法には以下の二通りの方法があります。 

● 5-A）この PCの ver8環境へ直接出力する。 

 

※実行中の PCに上出来 BEST８がインストールされている場合にのみ、利用可能です。 

⚫ 5-B）ver8側で「新規工事に取り込み」機能から取り込み可能 
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出力先選択のボタンを押下して、次に表示されるダイアログで、保存先フォルダを選択

して OKをクリックください。 

 

 OKをクリックするとデータの出力が開始されます。 

 

 進捗は台帳管理システム下部のステータスバーに表示されます。 

 

 出力完了のメッセージが表示されたら OKをクリックして画面を閉じます。 
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 上出来 BEST８（ver8012以降）を起動します。 

⚫ 5-A）この PCの ver8環境へ直接出力する を選んで出力した場合、工事データが追加さ

れ、データ移行が完了していることを確認して下さい。 

 

⚫ 5-B）ver8側で「新規工事に取り込み」機能から取り込み可能 を選んで出力した場合、

上出来 BEST８台帳管理の 新規工事に取り込み から ver6 から出力されたバックアップ

を取り込む を有効にしたうえで、バックアップメディアの選択を行って下さい。 

 

 旧写真管理データは、上出来 BEST8 写真管理の初回起動時にコンバートされます。 

このため、写真の枚数や容量によっては初回の起動に時間が掛かることがあります。  
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制限事項・注意事項  

旧バージョンから移行可能/不可能なデータは次の通りです。 

移行できるデータ  

● 各システムのタイトルデータ 

● 各システムの入力データ 

● 各システムの詳細設定 

● 各種マスター 

● 工種作成・積算連動情報 

● 書類作成システム（施工計画書作成 OP含む）で作成したユーザー書式 

● 展開図作成システム及び写真管理システムで作成したユーザー様式 

移行できないデータ  

● インストールデータ（様式、施工管理基準、文例集、パターン集） 

● 様式に関するデータ（印刷作図、フリー印刷作図、印刷状態保存、様式選択状態、等） 

● 書類作成システム（施工計画書作成 OP含む）以外で作成されたユーザー書式 

● 展開図作成システム及び写真管理システム以外で作成されたユーザー様式 

● ユーザー追加パターン 

● 各システムの入力履歴 

● 各システムの連動状態 

● 各システムのウインドウ状態 

● プロテクタ及びピースネットクラブの認証情報 

● その他、上出来 BEST8に同一の機能が無いもの 

  



 

 

上出来 BEST 8 | スタートアップガイド 

43 その他 

その他 

トラブルシューティング  

web認証実行時、環境によっては次のようなエラーが発生する場合があります。 

.NET Framework のエラーが出る場合  

該当のパソコンに.NET Framework 4が正常にインストールされていない可能性があります。 

 

以下の Microsoftサイトからダウンロード、又は上出来 BEST8 インストールメディアからインス

トールを行って下さい。既に.NET Framework 4がインストールされている旨のメッセージが出た

場合は、「修復インストール」を選択して下さい。 

 

Microsoft .NET Framework 4 (スタンドアロンのインストーラー) ： 

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17718 

 

参考：インストール ＞ オプション 

 

「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合  

以下の点をご確認下さい。 

 インターネットに正常に接続可能な状態か？ 

Googleや Yahoo!等の一般的なWebサイトに正常に繋がるかをご確認下さい。 

 セキュリティソフトやファイアウォール、UTMにブロックされていないか？ 

セキュリティソフト等のログに以下のものが登録されていないかご確認下さい。 

セキュリティソフト等に以下の通信をホワイトリスト登録して再度お試し下さい。 

peacenet.co.jp（80/443 番ポート） 

www.peacenet.co.jp（80/443 番ポート） 

Pn8Ledger.exe 

Pn8Update.exe 

Pn8WebAuth.exe 

 他のインターネット回線を利用して認証できるか？ 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17718
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17718
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インストール・初期設定後の設定に関して  

 

インストール・初期設定後の設定に関しては、上出来 BEST8 台帳管理 操作ガイドをご覧下さい。 

 

 

 

マニュアルをご覧になる際の注意事項  

 

 

Windows 8 / 8.1 に標準搭載されているリーダーアプリでは、別のマニュアルへのリンクを参照する

事ができません。Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader（Adobe Reader）をご利用くださ

い。 

 

Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード： 

https://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

 

上出来BEST8台帳管理.pdf
https://get.adobe.com/jp/reader/
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