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WorldShip Shipping Software を別のPCに移行するためのガイド

このガイドを使用するタイミング
  PCをあるオペレーティング システムから別のオペレーティング システムへア
ップグレードするとき
  WorldShip をある PC から別の PC に移動するとき

注：アップグレードしたシステムまたは 新しい PC でインストール タイプは同
じである必要があります (たとえば、シングル ワークステーションからシング
ル ワークステーションへ、または管理者から管理者へ、など)。これらの手順
は WorldShip データのみを対象としていることに注意してください。WorldShip 
に関連付けられていない PC 上のデータやプログラムをバックアップする方法に
ついては、Microsoft® を参照してください。
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インストールから始めましょう
ステップ 1: WorldShip データをバックアップする
前に、保留中のデータについて WorldShip End of 
Day を実行する

ステップ 2: インポート/エクスポート ODBC DSN 
名を確認する
WorldShip 内でインポート/エクスポートを実行する場合
は、 ステップ6: 「インポート/エクスポートODBC DSN名
を決める」に進みます。そうでない場合は、ステップ 3: 
「WorldShip データを使用したWorldShip Data のバックア
ップ」に進みます。

ステップ 3: WorldShip サポート ユーティリティ 
を使用して WorldShip データをバックアップする
1.	 「スタート」メニューをクリックします。
2.	 サポート ユーティリティを開くには、「プログラム」ま
たは「すべてのプログラム」 > 「UPS」 > 「WorldShip 
サポート ユーティリティ」を選択します。または、検索
バーに「UPS WorldShip サポートユーティリティ」と入
力します
注：Windows 7 をお使いの場合は、WorldShip サポート 
ユーティリティを右クリックして「管理者として実行」
を選択してください。

3.	 インストール タイプ（スタンドアロン/シングルまたは 
LAN 管理者）が既にわかっている場合は、この手順をス
キップしてください。そうでない場合は、「ステップ 7: 
インストール タイプを決める」に進みます。アップグ
レードしたシステムまたは新しい PC では、インストール 
タイプは同じである必要があります（シングル ワークス
テーションからシングル ワークステーションへ、または
管理者から管理者へ、など）。

4.	 サポート ユーティリティのメイン画面で、[データ メン
テナンス] をダブルクリックします。

5.	 データ メンテナンス画面で、バックアップをクリッ
クして WorldShip データベースをバックアップしま
す。UPSNRFRvlDB をバックアップする必要はありませ
ん。これはオプションです。
注：データベースに接続しているユーザーがいることを
示すメッセージが表示された場合は、「OK」 ボタンを
クリックし、もう一度「バックアップ」をクリックし	
ます。

（次のページに続く）
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6.	 バックアップが正常に完了すると、サポート ユーティリ
ティがバックアップの場所を通知します。この場所を書
き留めておくことが重要です。

7.	 「OK」をクリックします。
8.	 サポート ユーティリティを終了します。
9.	 「マイ コンピュータ」または Microsoft® Windows 

Explorer® を使用して、上記のデータベース バックアッ
プの場所を参照します。フォルダをネットワーク ドライ
ブまたは外部ドライブにコピーします。
注：フォルダを PC のローカル ドライブにコピーしない
でください。オペレーティング システムのアップグレー
ド中に、ローカル PC 上のファイルとフォルダは削除さ
れます。

10.	 マイ コンピュータまたは Microsoft Windows エクスプロ
ーラを使用して、WorldShip がインストールされている
フォルダを参照します。例：C:\UPS\WSTD. 次のフォルダ
とすべての内容をネットワークドライブまたは外部ドラ
イブにコピーします。

	 a. \UPS\WSTD\Archive
	 b. \UPS\WSTD\Backup
	 c. \UPS\WSTD\ImpExp

注：これが管理者ワークステーションの場合は、\UPS\
WSTD\ImpExp フォルダが Admin 共有フォルダにあり	
ます。

11.	 この手順では、WorldShip データのみが保存されていま
す。他のプログラムやデータのバックアップ方法につ
いては、Microsoft を参照してください。オペレーティ
ング システムがアップグレードされたら、 「ステップ
5: 新しいオペレーティング システムまたは新しい PC に 
WorldShip をインストールする」に進みます。

インストールから始めましょう (続)
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ステップ 4: オペレーティング システムをアップ
グレードする
次の方法については、次の手順を参照してください。
  WorldShip に関連付けられていないデータやプログラムを
バックアップします。
  オペレーティング システムをアップグレードします。

ステップ 5: 新しいオペレーティング システムま
たは新しい PC に WorldShip をインストールする
1.	 WorldShip を新しい システムにインストールします。
元の WorldShip インストール タイプと同じインストール 
タイプ（LAN Admin または Single）を選択していること
を確認します。

2.	 システムが再起動すると、WorldShip が起動し、インス
トールが続行されます。

3.	 通信を設定するが、 登録プロセスになったら WorldShip 
の起動をキャンセルします。バックアップしたデータ	
ベースを復元します (この手順は不要です)。「OK」 を
クリックして、登録プロセスを終了することを確認し	
ます。

4.	 「ステップ	3: Worldship	サポート	ユーティリティを使用
して	WorldShip	データをバックアップする」 で説明した
ように、データベース バックアップ フォルダをシステ
ムにコピーします。

5.	 以下のフォルダを、新しくインストールした WorldShip 
システム上の同じディレクトリ構造に復元します。	
a. \UPS\WSTD\Archive	
b. \UPS\WSTD\Backup	
c. \UPS\WSTD\ImpExp
注：これが LAN 管理者ワークステーションの場合は、	
\UPS\WSTD\ImpExp フォルダが Admin 共有フォルダにあ
ります。

6.	 サポート ユーティリティを開きます。
7.	 サポート ユーティリティのメイン画面で、「データ メ

ンテナンス」をダブルクリックします。
8.	 「データ メンテナンス」 画面で、「復元」 をクリック
し、古いシステムで以前に作成され、新しいシステムに
コピーされたデータベース ファイルを参照します。
注：データベースに接続しているユーザーがいることを
示すメッセージが表示された場合は、「OK」ボタンを
クリックし、 もう一度「バックアップ」をクリックし
ます。

（次のページに続く）

オペレーティング システムをアップグレードし、 
WorldShip Shippingソフトウェアをインストールする
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9.	 「使用可能なバックアップ」ウィンドウで該当するフ
ァイルをハイライト表示し、「復元」をクリックし 
ます。

10.	 「Yes」をクリックして、ディレクトリ内のすべての
ファイルを復元します。

11.	 バックアップ ファイルが正常に復元されたことを示す
画面で「OK」をクリックします。

12.	 サポート ユーティリティを終了します。
13.	 WorldShip 内でインポート/エクスポートを実行する場
合は、ステップ 8: 「ODBC DSN を再作成する」に進
みます。そうでない場合は、次の手順に進みます。

14.	 WorldShip を起動します。WorldShip の起動時に登録
画面が表示されたら、「完了」 をクリックして登録プ
ロセスを完了します。

15.	 プリンタ ドライバを再インストールします。サーマル 
プリンタ ドライバーは WorldShip を通じてインストー
ルする必要があります。

WorldShip のインストールが完了しました。

オペレーティング システムをアップグレードし、 
Worldship Shipping ソフトウェアをインストールする (続)
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ステップ 6: インポート/エクスポート ODBC DSN 
名を確認する
WorldShip 内でインポート/エクスポートを実行する場合、ア
ップグレードまたは新しいシステムで再作成できるように、
既存の インポート/エクスポート ODBC DSN 名が必要になり
ます。既存のインポート/エクスポート ODBC DSN 名を見つ
けるには、次の手順に従います。
1.	 WorldShip を起動します。
2.	 ツールバーから 「データのインポート/エクスポート」

を選択します。
3.	 「マップの作成/編集」を選択します。
4.	 「ODBC DSN/ロケーション」列に表示される各エントリ
の名前と正確な綴りに注意してください。
注：新しい PC で WorldShip インポート/エクスポート機
能を継続して使用するには、古い PC で設定したときと
まったく同じ方法で、同じ ODBC DSN を設定する必要が
あります。

5.	 WorldShip を閉じます。
6.	 ステップ 3 に戻ります。「WorldShip サポート ユーテ

ィリティを使用して WorldShip データをバックアップす
る」に戻ります。

インポート/エクスポート ODBC DSN 名を決める



	 7

WorldShip® Shipping Softwareの移行ガイド

ステップ 7: インストール タイプを決定します
インストール タイプを確認するには、サポートユー
ティリティのメイン画面から「View」 > 「WorldShip 
Information」を選択します。

1.	 インストール タイプは、画面の左側にある 「Shipper」
ボックスの下に表示されます。

2.	 インストール タイプを書き留めておきます。
注：これらの手順は、新規またはアップグレードした 
PC でインストール タイプが同じになる場合にのみ使用
できます。

3.	 「Exit」 をクリックして、サポート ユーティリティのメ
イン画面に戻ります。

4.	 ステップ 3:「WorldShip サポート ユーティリティを
使用して WorldShip データをバックアップする」に戻
り ます。

ステップ 8: ODBC DSN を再作成します
WorldShip 内でインポート/エクスポートを実行する場合
は、ODBC DSN を再作成する必要があります。
1.	 32 ビットシステムで ODBC 管理者を起動するには、次
の手順に従います。

	 a.  「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツー
ル」 > 「データソース (ODBC)」 をクリックします

2.	 64 ビットシステムで ODBC 管理者を起動するには、次
の手順に従います。

	 a.  「マイ コンピュータ」から、「ローカル ディスク (C:)」を
選択します。

	 b.  [Windows] > [SysWOW64] に移動します
	 c.  「odbcad64.exe」を選択して ODBC 管理者を起動し	

ます
3.	 ステップ 6: 「インポート/エクスポートODBC DSN名を

確認する」の情報を使用して、新しい ODBC DSN を作
成します。ODBC DSN の名前は、古いコンピュータとま
ったく同じである必要があります (注: 大文字と小文字が
区別されます)。

4.	 「ステップ5: 新しいオペレーティング システムまたは
新しい PC に WorldShip をインストールする」に戻り
ま す。

インストール タイプを選択し、ODBC DSN を再作成します
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