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インストールとアップグレード  
• ライムワイヤーの「X.X]バージョンを今使ってるけどアップデートする必要ありますか？ 
• 「アップデート」と「アップグレード」の違いは？ライムワイヤーPRO をすでに購入したんで

すけど、またお金を払う必要がありますか？ 
• ライムワイヤーの値段は？ 
• マック・ＯＳＸのインストーラーが正しく起動しないんですけど。 
• マック・ＯＳＸ上「Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｄｅｌｕｘｅ」（Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｅｘｐａｎｄｅｒで

なく）ではライムワイヤーのインストール・ファイルが開きません。どうしたらいいですか？  
• マックにライムワイヤーをインストールする際、インストーラー・ファイルに問題があるとい

うエラーが表示されます。どうしたらいいですか？ 
• ライムワイヤーのインストーラーをもっと小さくできないんですか？ 
• ウィンドーズにインストールする時「Ｉｋｅｒｎｅｌ．ｅｘｅ」に関係するエラーが表示され

るんですけど。 
• ライムワイヤーのウィンドウズ版インストーラーのセットアップ中「１６０８」エラーのメッ

セージが表示されるんですけど。 
• ウィンドウズＮＴにライムワイヤーをインストールする 中、「サービス・パック(service 
pack)をインストールしてください」と表示されます。どうしたら良いんでしょう？ 
• ライムワイヤーのインストーラーが「Ｊａｖａ２ｔｍ Ｒｕｎｔｉｍｅ環境,バージョン１．

３．１」（ＪＲＥ）をインストール中、いつもフリーズしてしまい中断されてしまいます。どう

したらよいですか？ 
• ＡＯＬを使っているんですけど、なかなかライムワイヤーのインストーラーをダウンロードで

きません。 
• ウインドウズでライムワイヤーをインストールするとインストールが中断されたり正しくイン

ストールされません。 



• 上の「よくある質問」を全て読んだのですが、まだライムワイヤーをインストールできません。 
 

ライムワイヤーの起動と接続  
• なぜライムワイヤーは立ち上がりに時間がかかるの？ 
• ライムワイヤーを実行しても何も起こりません。なぜ？ 
• ライムワイヤーを使うにはインターネットが必要なのですか？ 
• すぐに良い接続が出来ないのはなぜ？ 
• どうすれば他のニューテラ・ユーザーへの接続を減らすことが出来ますか？ 
• 前はもっと多くのホストに接続できたんですけど、なぜ今は少数のホストにしか接続できない

んですか？ 
• ライムワイヤーを閉じようとしたとき、ネットワークから切断するけどライムワイヤーは開き

っぱなしです。どうしてですか？  
 

検索  
• ライムワイヤーではどのようなファイル形式の検索と共有ができますか？ 
• 検索しているファイルが見つからないんですけど。 
• 大同時検索数を変更できますか？  
• ライムワイヤーのスティタス・タイトルにすごい量の共有可能ファイル数が表示されるんです

けど正確な数ですか？ 
• 「監視ウィンドウ」に表示される「外部からの検索」が前と比べてすごく少ないんですけど、

接続が悪いのですか？  
 

ダウンロード  
• ダウンロードの失敗を避けるにはどうしたらいいですか？ 
• 一部のダウンロードにすごい時間がかかるものがあるんですけど、どうしてですか？ 
• ファイルをダウンロードする際、「あと XX 秒 Y 混雑中...」と表示されることがありますが、

これ何ですか？ 
• 「スマート・ダウンロード」とは？ 
• 中断されたダウンロードを再開できますか？  
• ライムワイヤーを閉じたら進行中のダウンロードはどうなるんですか？ 
• ダウンロード中のファイルはどこに保存されるんですか？ 
• ダウンロード中のファイルを試聴できますか？ 
• システム・クラッシュした場合、ダウンロード中のファイルはどうなちゃうんですか？ 
• 成人向けのコンテンツを避けるにはどうしたら良いでしょうか？ 
• 「グループ／グルーピング」機能とは？ 
• 「プッシュ・リクエスト（要求）」とは？ 
• 強制ローカル IP を許可したほうが良いですか？ 
 

ファイル関係  
• 自分のファイルを共有するにはどうしたら良いですか？ 
• 共有しているファイル数によって「ライムワイヤー体験」が違ってきますか？ 
• ファイルを昇順・降順に並び替えるには？ 
• ライブラリからファイルを削除しようとしたとき、「ファイルを削除出来ません。他のアプリ

ケーションで使用されています。」と表示されるんですけど。 



 

互換性  
• ＡＯＬバージョン６．０でライムワイヤーを使えますか？ 
• プロキシサーバーと一緒にライムワイヤー使えますか？ 
• ウェブのみのアクセスでもライムワイヤーは使えますか？ 
• ライムワイヤーはどのプラットフォームで使用可能ですか？ 
プログラミング言語  
• ライムワイヤーはどのプログラミング言語で開発されているんですか？ 
• ライムワイヤーのソース・コードを手に入れることはできますか？ 
セキュリティ  
• ライムワイヤーを使うときのセキュリティ上注意事項は？ 
• スパイウェアー（トロイの木馬）は含まれてますか？ 
• 時たま検索中、ユーザーとパスワードを記入するためのウインドウが表示されるんですけど、

これなんですか？ 
 

問題とバグ  
• ライムワイヤーを実行すると、

「java.lang.classnotfoundexception:xx.xx.xx.xx.xx」というエラーが表示されるん

ですけど？ 
プラットフォーム固有の問題  
• マック osX でライムワイヤーを使っているのですが、時たまダブル・クリックに反応しな

くなってしまいます。 
• マックメニューバーをクリックすると「Type ２」エラーが表示されるんですけど、なおせ

ますか？ 
• マック osX でライムワイヤーを使っているんですけど、いつも「強制終了/ForceQuit」
しなければ閉じられません！どうしたらいいですか？ 
• マック OS ９.x 以下でライムワイヤーを使っているのですが、よく「フリーズ」してし

まいます。どうしたら良いですか？ 
• UNIX（ユニックス）でライムワイヤーを使っているのですが、「ヘルプ」メニューの「ライ

ムワイヤーの使用について」が正しく表示されません。どうしたら良いですか? 
• ウィンドウズ ME でライムワイヤーを起動させると「JAVAW」のエラーが表示されます。 
 

一般的な質問  
• マルチユーザーのプラットフォームでもライムワイヤーを使えますか？ 
• ライムワイヤーに MP3 プレイヤーはありますか？ 
• ライムワイヤーグッズを購入できますか？ 
 
この FAQ はライムワイヤーの 新バージョンに関して書かれているので、もし古いバージョンの

ライムワイヤーを使っているのであれば 新バージョンにアップグレードしてください。 
 

 
インストールとアップグレード  
 
Q:ライムワイヤーの「X.X]バージョンを今使ってるけどアップデートする必要ありますか？ 



 
A: はい。ライムワイヤーは常に新しい機能を取り込んでいます。これらの便利で必要な機能を

使うためにも 新バージョンに アップデート してください。また、古いバージョンでの欠陥

（バグ）なども 新のバージョンで殆ど修正されています。ライムワイヤーは自動的に新バージ

ョンの存在を報告します。注）ライムワイヤー v２.５をご使用の方は必ずｖ２．６以上にアッ

プグレードしてください。ｖ２．５ではネットワークへの接続問題がある恐れがあります。  
 
 
 
Q:「アップデート」と「アップグレード」の違いは？ライムワイヤーPRO をすでに購入したんで

すけど、またお金を払う必要がありますか？ 
 
A: 「アップデート」は 新のライムワイヤーをインストールすることです。ライムワイヤー

PRO を購入することでライムワイヤーを「アップグレード」できます。すでにライムワイヤーを

購入なさった方は、購入なさった時から 6 ヶ月間は無料でライムワイヤーPRO のバージョンを 
アップデート 「アップデート」は 新のライムワイヤーをインストールすることです。ライム

ワイヤーPRO を購入することでライムワイヤーを「アップグレード」できます。すでにライムワ

イヤーを購入なさった方は、購入なさった時から 6 ヶ月間は無料でライムワイヤーPRO のバージ

ョンを  
 
 
 
Q:ライムワイヤーの値段は？ 
 
A:ライムワイヤー ベーシック版は無料（広告で運営）です。広告なしの ライムワイヤーPRO 
はたったの＄９．５０でご購入いただけます。  
 
 
 
Q:マック・ＯＳＸのインストーラーが正しく起動しないんですけど。 
 
A:まず、 新の「Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｅｘｐａｎｄｅｒ」がインストールされていることをお確か

めください。「Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｅｘｐａｎｄｅｒ」が必要な方は ここ から入手可能です。

「Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｅｘｐａｎｄｅｒ」をインストール後、ライムワイヤーのインストーラーを

再起動させてください。  
 
 
 
Q:マック・ＯＳＸ上「Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｄｅｌｕｘｅ」（Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｅｘｐａｎｄｅｒで

なく）ではライムワイヤーのインストール・ファイルが開きません。どうしたらいいですか？ 
 
A: 「Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｄｅｌｕｘｅ」とライムワイヤー・インストーラーの間にちょっとした

互換性の問題が存在します。Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｅｘｐａｎｄｅｒをお持ちでしたら、Ｓｔｕｆｆ

ｉｔ Ｅｘｐａｎｄｅｒを実行して、Ｓｔｕｆｆｉｔ Ｅｘｐａｎｄｅｒを使ってインストーラ

ー・ファイルを解凍してください。解凍後、インストーラーを実行してもう一度試してみてくだ

さい。  
 



 
 
Q:マックにライムワイヤーをインストールする際、インストーラー・ファイルに問題があるとい

うエラーが表示されます。どうしたらいいですか？ 
 
A:インストーラーのメモリの割り当てを増やしてください。 インストーラーのアイコンをクリ

ックし、色を反転させ「コマンド＋ｉ」または「ファイル」「情報を見る」でメモリの数字を増

やします。それでもエラーが表示されたら、一度コンピューターを再起動させてからインストー

ラーを起動させてください。 
 
 
 
Q:ライムワイヤーのインストーラーをもっと小さくできないんですか？ 
 
A:ライムワイヤーのインストーラーは可能なだけ小さくしてあります。しかし、ＪａｖａやＪＲ

Ｅに詳しい方は 「ダウンロード」ページから「他のダウンロード」のぺージ を訪れればＶＭぬ

きのインストーラーなどをダウンロードきます。  
 
 
 
Q:ウィンドーズにインストールする時「Ｉｋｅｒｎｅｌ．ｅｘｅ」に関係するエラーが表示され

るんですけど。 
 
A:初期設定時に起こりえる問題は色々な原因があります。下にいくつかの解決法を示します。  
• 不十分なパーミッション（許可）。ウィンドウズＮＴか, ウィンドウズ２０００をご使用の方

は、管理者権限をもったユーザーではないとインストールできません。 管理者権限をもってい

ることをお確かめください。 
• 他のインストール・シールドセットアップの終了後すぐに他のインストール・シールドを起動

させるとエラーが起きる可能性が高くなります。インストール・シールドが完全に終了する前に

クリーン・アップ作用を何秒か実施しています。この作用が終わるまで「Ｉｋｅｒｎｅｌ.ｅｘ

ｅ」が起動しているため、他のインストール・シールドの終了後何秒か経ってからインストール

を起動させてください。 
• タスク・マネージャーで「Ｉｋｅｒｎｅｌ．ｅｘｅ」が起動しているかお確かめください。も

し、起動していてセット・アップが走っていないのであれば「Ｉｋｅｒｎｅｌ．ｅｘｅ」を停止

させてください。 
• 「一時（ｔｅｍｐ）フォルダー」を整理してください。 
• Program FilesCommon FilesInstallShield に存在するＥｎｇｉｎｅフォルダを削除

してからセットアップを再起動させてください。 
• ＩＥ５．ｘを再インストールすることによって失われたまた損傷しているウィンドウズ・コア

のファイルが修正されるので、ＩＥ５．ｘとＮＴサービス・パックを再インストールすることを

薦めます。 
• 充分な COM アクセス権（パーミッション）がないのかもしれません。この件については次の

ウェブサイトをご覧ください。（英語） Q104986 , INFO: Initialization Error 
Troubleshooting.  



• 「Ｓｔｄｏｌｅ３２．ｔｌｂ」ファイルがあなたのコンピューターから紛失しているかもしれ

ません。あなたのウィンドウズＯ.Ｓ．と同じＯ.Ｓ.を走らせているコンピューターからこのフ

ァイルを取り入れることが出来ます。 
• ウィンドウズ９８を使用の方は、「ＤＣｏｍ９８.ｅｘｅ」をダウンロードし、実行してくだ

さい。http://www.microsoft.com/com/dcom/dcom98/download.asp  
 
 
Q:ライムワイヤーのウィンドウズ版インストーラーのセットアップ中「１６０８」エラーのメッ

セージが表示されるんですけど。 
 
A:インストール・シールドが「ISScript.smi」ファイルを使って初期設定中に問題が起こった

際にこのエラーが表示されます。解決法として ここ からダウンロードしたファイルを実行して

ください。このファイルを実行後、ライムワイヤーのインストーラーを再起動させてください。  
 
 
上を実行させてもだめでしたら、「DCOM」のパーミッションの問題かもしれません。「DCOM」
のパーミッションを設定するには、次の手順を講じてください。  
• スタートメニューから「ファイル名を指定して実行」で「Dcomcnfg.exe」を実行してくださ

い。 
• 「既定のセキュリティ」タブをクリックします。「既定のアクセス許可」の「既定値の編集」

をクリックしてください。 
• ドロップダウンから自分のユーザー名を選択し、「アクセスの種類」を「アクセスの許可」に

設定してください。 
• 「ＯＫ」をクリックしウィンドウを閉じてください。 
• インストールを再実行してください。 
 
 
Q:ウィンドウズＮＴにライムワイヤーをインストールする 中、「サービス・パック(service 
pack)をインストールしてください」と表示されます。どうしたら良いんでしょう？ 
 
A:マイクロソフトのウェブページからサービス・パック６をダウンロードして実行してください。 
 
http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/SP6/x86Lang.
asp 
 
サービス・パックをインストールした後にライムワイヤーのインストーラーを再実行させてくだ

さい。  
 
 
 
Q:ライムワイヤーのインストーラーが「Ｊａｖａ２ｔｍ Ｒｕｎｔｉｍｅ環境,バージョン１．

３．１」（ＪＲＥ）をインストール中、いつもフリーズしてしまい中断されてしまいます。どう

したらよいですか？ 
 
A: Ｊａｖａのインストーラーは時折フリーズしてしまいます。  
• インストーラーがフリーズした場合、まずインストーラーを閉じないで、「スタート」－＞

「設定」－＞「コントロールパネル」から「プログラムの追加と削除」を選んでください。表示



されたリストに「Ｊａｖａ２ Ｒｕｎｔｉｍｅ環境 ｖ１．３．１」があれば、Ｊａｖａは正し

くインストールされたはずです。下の２番を御覧ください。もし、リストに「Ｊａｖａ Ｒｕｎ

ｔｉｍｅ環境」が表示されていない場合、Ｓｕｎから直接Ｊａｖａのインストーラーをダウンロ

ードしてください。インストーラーはこちらで手に入ります。 
http://java.sun.com/j2se/1.3/jre/download-windows.html. Ｊａｖａがインストー

ルされた後もう一度インストーラーを起動させてください。  
• Ｊａｖａ （ＪＲＥ）が正しくインストールされた事を確認した後、「プログラムの追加と削

除」のウィンドウを閉じてください。次にキーボードの「ｃｔｒｌ」＋「ａｌｔ」＋「ｄｅｌｅ

ｔｅ」ボタンを同時に押してください。表示されるウィンドウはウインドウズ 95／98／ＭＥと

ウインドウズＮＴ／２０００のどちらかを使っているかによってすこし異なります。ウィンドウ

ズ 95／98／ＭＥご使用の方は、「Java（TM) ２ Runtime 環境、バージョン１．３．１」を

リストから選択し、「タスク終了」ボタンをクリックしてください。ウィンドウズ NT/2000 の

場合、「タスクマネジャ」ボタンをクリックしてください。「アプリケーション」タブから、

「Java（TM) ２ Runtime 環境、バージョン１．３．１」をリストから選択して、「タスク

終了」ボタンをクリックしてください。  
• タスクマネジャ・ウィンドウを閉じてください。問題なく進んだのであれば、ディスクトップ

上のライムワイヤーのインストーラーが次のステップに進んでいます。  
 
 
Q:ＡＯＬを使っているんですけど、なかなかライムワイヤーのインストーラーをダウンロードで

きません。 
 
A:ＡＯＬをご使用の方はネットスケープやＩＥなどのウェブ・ブラウザーを直接実行させてダウ

ンロードしてください。  
 
 
 
Q:ウインドウズでライムワイヤーをインストールするとインストールが中断されたり正しくイン

ストールされません。 
 
A: 時々ユーザーのシステムとライムワイヤーのインストーラーの間の互換性に問題があること

があります。ライムワイヤーの国際版は異なるインストーラーを使うので、これを試してみてく

ださい。  
 
 
 
Q:上の「よくある質問」を全て読んだのですが、まだライムワイヤーをインストールできません。 
 
A:次のフォーラムで質問してください。（注：英語） http://forums.gnutelliums.com 
 
 

ライムワイヤーの起動と接続  
 
Q:なぜライムワイヤーは立ち上がりに時間がかかるの？ 
 



A: ライムワイヤーのユーザー・インターフェイスを読込むのに少し時間がかかります。ネイテ

ィブソフトに比べ大概のＪａｖａアプリケーションは立ち上がりに多少時間がかかります。しか

し、初期設定後はスピードの問題はありません。  
 
 
 
Q:ライムワイヤーを実行しても何も起こりません。なぜ？ 
 
A:コンピューターがインターネットに接続されていることをお確かめください。インターネット

に接続される前にライムワイヤーを実行させる事はできませんのでインターネットへの接続が確

立されてからライムワイヤーを実行させてください。また古いライムワイヤーをお使いなのであ

れば、 新のバージョンにアップグレードしてください。 
 
 
 
Q:ライムワイヤーを使うにはインターネットが必要なのですか？ 
 
A:はい。ニューテラ・ネットワークはインターネット上のネットワークなのでライムワイヤーが

ニューテラ・ネットワークへ接続するには、インターネットへの接続が必要です。  
 
 
 
Q:すぐに良い接続が出来ないのはなぜ？ 
 
A:ニューテラ・ネットワークは非集中的なネットワークなので、ライムワイヤーを起動させてか

ら時間が経つにつれ接続の質が良くなります。ライムワイヤーを出来るだけ永いこと走らせるこ

とをお勧めします。 
 
 
 
Q:どうすれば他のニューテラ・ユーザーへの接続を減らすことが出来ますか？ 
 
A:接続タブから接続数を減らすことができます。接続数を減らすことでライムワイヤーが速くは

しるかもしれません。また、 ユーザーガイド のオプションをご覧ください。  
 
 
 
Q:前はもっと多くのホストに接続できたんですけど、なぜ今は少数のホストにしか接続できない

んですか？ 
 
A:ライムワイヤー・バージョン２．０より新しい機能を二つたしました。まず一つ、複数のホス

トから同時にダウンロードを可能にした 「Swarm ダウンロード」です。検索しているファイ

ルが複数のホストに存在していれば、「Swarm ダウンロード」を使うことによってダウンロー

ド時間を短縮するこが可能です。また、性能の良いコンピューターが「Ultrapeer」になるニュ

ーテラ・ネットワーク上の新しいヒエラルキーを開発しました。 「Ultrapeer」は他のライム

ワイヤー・クライアントからの接続を受け入れると同時にニューテラ・ネットワークへ接続して

います。さらに、「Ultrapeer」は他のクライアントをニューテラ・ネットワーク上での帯域幅



条件と CPU への負担から守り、「Ultrapeer」ではないクライアントが効率よく接続すること

を可能にします。接続タブに少数のホストしか表示されていない場合は「Ultrapeer」に接続し

ている「LeafNode」だからです。あいにく、全ての「Ultrapeer」の性質は平等ではありませ

ん。もし、全体的に検索結果数が少ない場合、一度切断してからもう一度接続してみてください。

大抵他の「Ultrapeer」に接続します。また、時間が経つにつれネットワークが拡大したら検索

結果数も増します。ライムワイヤーでは、性能の良い「Ultrapeer」にしか接続しないクライア

ントを開発中です。アップグレードを楽しみにしていてください。 
 
 
 
Q:ライムワイヤーを閉じようとしたとき、ネットワークから切断するけどライムワイヤーは開き

っぱなしです。どうしてですか？ 
 
A: ソフトを閉じるとき転送中のアップロードとダウンロードが終了するまでライムワイヤーは

完全に閉じません。新しいアップロードまたはダウンロードは始められませんが、進行中のアッ

プロード、ダウンロードが終了するまで待機します。すぐさま、閉じさせたいのであれば「機

能」メニュー＞「オプション」ー＞「切断」で終了時のオプションをお変えください。  
 
 

検索  
 
Q:ライムワイヤーではどのようなファイル形式の検索と共有ができますか？ 
 
A: ライムワイヤーは実質的にいかなるタイプのファイルでも検索可能です。音楽、動画、プロ

グラムなど色々なファイルを共有できます。初期設定では次の形式が共有可能です。html; 
htm; xml; txt; pdf; ps; rtf; doc; tex; mp3; wav; au; aif; aiff; ra; ram; 
mpg; mpeg; asf; qt; mov; avi; mpe; swf; dcr; gif; jpg; jpeg; jpe; png; 
tif; tiff; exe; zip; gz; gzip; hqx; tar; tgz; z; rmj; lqt. 詳細については 
「機能」メニューー＞「オプション」－＞「共有」を御覧ください。  
 
 
 
Q:検索しているファイルが見つからないんですけど。 
 
A: ニューテラ・ネットワーク上でダウンロードできるファイルは全て他のユーザーが共有して

いるものですから、お探しのファイルを誰も共有していなければライムワイヤーを使ってそのフ

ァイルを見つけることは出来ません。また、ニューテラ・ソフトを使っている人がそのファイル

を共有していたとしても、そのユーザーのホストがあなたの検索領域内になければ見つかりませ

ん。一回の検索でニューテラ・ネットワークの全てが検索されるわけではありませんので、数回

同じ検索を実行すれば大抵より多くの結果が表示されます。ニューテラ・ネットワークは常に拡

大しています。より多くのユーザーが使うことによって（またより永くソフトを走らせることに

よって）ネットワーク上のファイルが多くなります。 こちら でニューテラ・ネットワークの機

能の説明を御覧下さい。注）フラッシュ・プレイヤーが必要です。  
 
 
 
Q: 大同時検索数を変更できますか？  



 
A: はい。「機能」メニューー＞「オプション」－＞「検索」で 大検索数を変えることができ

ます。初期設定の５よりも多く出来ます。この数値は一度に表示される検索タブの数を示します。  
 
 
 
Q:ライムワイヤーのスティタス・タイトルにすごい量の共有可能ファイル数が表示されるんです

けど正確な数ですか？  
 
A: 多数のニューテラ・クライアントは間違ったファイル情報を報告します。例えば、あるクラ

イアントは実際のファイル容量の 1000 倍の容量を報告します！ですから、スティタス・タイト

ルに表示されるニューテラ・ネットワークの情報はいつも正確なものではありません。しかし、

表示されるファイル数が多ければ多いほど検索できるファイル数が多いことは確かです。  
 
 
 
Q:「監視ウィンドウ」に表示される「外部からの検索」が前と比べてすごく少ないんですけど、

接続が悪いのですか？  
 
A: 新のライムワイヤーはあなたのコンピューターの性能とネットへの接続速度によって

「Leaf」または「Ultrapeer」になります。もし「Leaf」なのであれば他の「Ultrapeer」
によって殆どのネットワークのトラフィックから守られているのであまり「外部からの検索」は

表示されません。「Ultrapeer」なのであれば「外部からの検索」に多くの検索が表示されます。 
 
 

ダウンロード   
 
Q:ダウンロードの失敗を避けるにはどうしたらいいですか？ 
 
1) 各ニューテラ・ユーザーが一度に許可するアップロード数（スロット）は限られています。

許可されたスロット数にすでに達しているユーザーからダウンロードを実行しますと、「混雑

中」と表示されます。スロットが空くかも知れませんから、少し時間が経ってからライムワイヤ

ーは自動的にこのホストからのダウンロードを試みます。しかし、 そのホストからファイルを

求める人が多すぎますとあなたからの接続は拒否されてしまいます 。  
 
2) ダウンロードをしようとしているファイルがファイアウォールによって守られているホスト

に存在するのであれば、 そのホストに直接には接続できません。この場合、ライムワイヤーは

「プッシュ」メッセージを送り、そのホスト側からファイルをアップロードするように要求しま

す。（つまり、ファイアウォールの内部のホストからあなたへの接続をする形になります。）こ

のような接続は時間がかかる上、よく失敗してしまいます。  
 
3) 両側がファイアウォールで守られているのであれば 、「プッシュ」メッセージを送ってもダ

ウンロードはできません。あなたが直接にホストへ接続できなかったように、ホストの方もファ

イアウォールでまもられたあなたへの接続ができません。  
 
4) ダウンロード中にホスト側のコンピューターがシャットダウンまたはネットワークから切断

した場合 、ダウンロードは失敗します。  



 
5) ホストが劣っているまたは欠陥のあるニューテラ・ソフトを使用している場合 、ダウンロー

ドに失敗する可能性があります。  
 
6) ファイルをダウンロード中にホストのユーザーがそのファイルを削除した場合 、ダウンロー

ドは失敗します。  
 
ダウンロードの失敗を防ぐには出来るだけ具体的な検索をすることをお勧めします。検索を絞り

込むことによって、適切な検索結果の量が増えるはずです。  
 
 
 
 
Q: 一部のダウンロードにすごい時間がかかるものがあるんですけど、どうしてですか？ 
 
A:ファイル・ダウンロードの速度はあなたのダウンロード帯域幅とホストのアップロード帯域幅

によって限られてきます。ホストのアップロード速度以上またあなたのダウンロード速度以上の

速度でのファイル通信は出来ません。つまり、あなたがＡＤＳＬなどのブロードバンドをご使用

でも、５６ｋモデムを使うユーザーからのダウンロードは時間がかかってしまいます。また、一

部のクライアントは帯域幅を節減するためアップロードを制限することもあります。 
 
 
 
Q: ファイルをダウンロードする際、「あと XX 秒 Y 混雑中...」と表示されることがあります

が、これ何ですか？ 
 
A: 接続しようとしているホストの負担が重過ぎるとそのホストへの接続は拒否され、「あと XX
秒 Y 混雑中...」と表示されます。ホストが混雑している場合、ライムワイヤーは接続を定期的

に試みますから、そのうちにダウンロードが可能になるかもしれませんが保証はできません。可

能であれば出来るだけ「グループ」された検索結果からダウンロードすることをお勧めします。

他の「グループ」されていないファイルに比べると、「グループ」されているファイルのダウン

ロードの方が成功する確率が高いのでこれらのファイルのダウンロードを 初に試すことをお勧

めします。  
 
 
 
Q: 「スマート・ダウンロード」とは？ 
 
A: 「スマート・ダウンロード」とは、選択されたファイルのダウンロードが完了するまでダウ

ンロードの再開を続ける機能です。  
 
 
 
Q:中断されたダウンロードを再開できますか？  
 



A: ダウンロード・ウィンドウの「ダウンロード再開」ボタンをクリックすると選択されたファ

イルのダウンロードを再開できます。「スマート・ダウロンド」機能は必要であれば自動的にダ

ウンロードを再開します。  
 
 
 
Q:ライムワイヤーを閉じたら進行中のダウンロードはどうなるんですか？ 
 
A:ライムワイヤーを閉じたときのダウンロードはその時点で停止します。これらのダウンロード

は次にライムワイヤーを実行させた時に再開しますが、そのファイルのホストがニューテラ・ネ

ットワークに接続していなければ再開はできません。 
 
 
 
Q:ダウンロード中のファイルはどこに保存されるんですか？ 
 
A:ダウンロード未完のファイルは「Incomplete」フォルダに保存されます。「ライブラリ」タ

ブを御覧ください。 
 
 
 
Q:ダウンロード中のファイルを試聴できますか？ 
 
A:はい。ダウンロード中のファイルをダブル・クリックするか、選択して「実行」ボタンをクリ

ックしてください。 
 
 
 
Q:システム・クラッシュした場合、ダウンロード中のファイルはどうなちゃうんですか？ 
 
A:大抵の場合、ライムワイヤーを意図的に閉じた時と同じです。（上を御覧ください） 
 
 
 
Q:成人向けのコンテンツを避けるにはどうしたら良いでしょうか？ 
 
A: 「機能」メニューー＞「オプション」－＞「フィルタ」メニューを使えば幾つかの方法で検

索結果を制限できます。  
 
1) 特定の検索結果の表示を除外したければ、「フィルタ・キーワード」でキーワードを書き込

んで「追加」ボタンをクリックしてください。  
 
2) 「アダルトコンテンツを無視」をクリックしてください。  
 
3) また、「.htm/.html ファイルを無視」と「.vbs ファイルを無視」をチェックすることで

「ウェブページ」と「Visual Basic Script (ビジュアルベーシックスクリプト)｣を検索結

果から除外することが可能です。  
 



4) 特定の IP アドレスからの結果を無視したければ、「フィルタ・ホスト」で IP アドレスを書

き込んで「追加」ボタンをクリックしてください。  
 
 
 
Q:「グループ／グルーピング」機能とは？ 
 
A: 「グループ」機能とは容量と名前を比べて同様と定められたファイルを集めて表示する機能

です。「グループ」機能は「スマート・ダウンロード」の一部で、ダウンロードの成功率を高め

ます。  
 
 
 
Q:ライムワイヤーでウィルスを誤ってダウンロードできてしまうんでは？ 
 
A: ライムワイヤーはニューテラ・ネットワーク上で共有されているファイルの記録は一切保ち

ませんし、アップロード／ダウンロードされるファイルのウィルス・スキャンもしません。です

から、ダウンロードしているファイルがウィルスで犯されている場合あなたのコンピューターが

そのウイルスに犯される恐れがあります。一般的に、「.exe」や 「.vbs」などの形式のファイ

ルをダウンロードするときはご注意ください。これらの形式のファイルはライムワイヤーのライ

ブラリ内から実行できません。（ライブラから開くことのできない形式：

exe,vbs,lnk,bat,sys,com) これらのファイルをダウンロードした後、市販のウイルス感知

ソフトを使うことをお勧めします。  
 
 
 
Q:広告のような悪質な検索結果をダウンロードしないためにはどうしたらよいですか？ 
 
A: ニューテラ・ネットワーク上には幾つかの悪質なサーバーが存在し、これらのホストは人気

のあるファイル名を装った広告ファイルを送り出しています。よくこれらの広告ファイルをダウ

ンロードしてしまうのであれば、その特定のホストからの検索結果を拒否できます。１．検索結

果パネルの列ラベルを右クリックして、「位置」を選択してください。２．悪質な広告ファイル

を送り出しているホストの「位置」（ＩＰアドレス）を記録してください。３．「機能」メニュ

ーー＞「オプション」－＞「フィルタ」から「ホスト」を選んでください。４．ホストのフィル

タに記録したＩＰアドレスを記入して、「追加」ボタンをクリックしてください。ホストフィル

タに追加されたホストからのメッセージは全て拒否されるので、そのホストからの広告ファイル

はもう検索結果として表示されないはずです。  
 
 

アップロード  
 
Q:「アップロード・スロット」数とはなんですか？ 幾つの「スロット」があるの？ 
 
A: 「アップロード・スロット」数は他のユーザー達があなたから一度にダウンロードできるフ

ァイル数を示します。初期設定での「スロット」数は接続速度によって決められ、アップロード

に使う帯域は接続速度の５０％に設定されてます。これらの設定を変えるには「機能」メニュー

ー＞「オプション」－＞「アップロード」から可能です。  



 
 
 
Q: なぜアップロード・エラーが多発するのでしょう？ 
 
A: アップロードが失敗する原因は多数あります。ファイアーウオールからくる問題やダウンロ

ードしているユーザーがダウンロードを中断させた場合が一番多い原因です。  
 
 
 
Q: 進行中のアップロードを中断しないでライムワイヤーを閉じたいのですが？  
 
A: ウィンドウズご使用の方はライムワイヤーを「システム・トレイ」へ送ることが出来ます。

システム・トレイ内でライムワイヤーの進行中のアップロードは続きます。  
 
 

ファイアウォール関係  
 
Q:ファイアウォールによって守られたコンピューターを使っているんですけど？ 
 
A:ライムワイヤーは殆どのファイアウォールとの互換性がありますが、ごく一部のファイアウォ

ールとの問題があるかもしれません。また、あなたのコンピューターとホストのコンピューター

が両方ともファイアウォールで守られているのであれば、そのホストからのファイルはダウンロ

ードできません。大抵の場合、ライムワイヤーを起動させ、ニューテラ・ネットワークに接続で

きればダウンロードやアップロードできるはずです。（ライムワイヤー・ソフトの左下の丸が緑

であれば接続してます。）しかし、ウェブのみ（Ｗｅｂ－ｏｎｌｙ）のプロキシサーバーかソッ

クス（ＳＯＣＫＳ）プロキシを使ってる場合、ライムワイヤーは正常に動作しません。 
 
 
 
Q:どうやったらファイアウォールを使ってるか調べられますか？ 
 
A:Q:会社や学校内でしたら、ファイアウォールによって守られてることはほぼ確実です。ファイ

アウォールの設定は各会社や学校によって大きく異なります。詳しくは、システム管理者にお聞

きください。  
 
 
 
Q: 「プッシュ・リクエスト（要求）」とは？  
 
A: 「プッシュ・リクエスト」はファイアウォールで守られたホストからファイルをダウンロー

ドしたいときに、そのホストへ送られる特別なメッセージで、ホスト側から接続を開始するよう

要求します。もし、あなたのコンピューターもファイアウォールによって守られているのであれ

ば、接続は失敗します。  
 
 
 



Q: 強制ローカル IP を許可したほうが良いですか？  
 
A: 強制ローカル IP に関してあまり知識がないのであれば、許可しないことを薦めます。しか

し、使用しているファイアウオールをポートフォワードするように設定したのであれば、ローカ

ル IP をファイアウオールの IP に設定することが出来ます。ローカル IP を強制することによっ

て他のユーザーはあなたのコンピューターから「プッシュリクエスト」なしでファイルをダウン

ロードすることが出来ます。  
 
 

ファイル関係  
 
Q:自分のファイルを共有するにはどうしたら良いですか？ 
 
A: ライムワイヤーでダウンロードされたファイルは自動的に共有されます。他のファイルを共

有されたい場合はファイルをライムワイヤーの共有（Ｓｈａｒｅｄ）フォルダに入れてください。

また、ライブラリタブでの「ファイル」メニューから共有フォルダを追加できます。「機能」メ

ニューー＞「オプション」－＞「共有」からも追加できます。  
 
 
 
Q: 共有しているファイル数によって「ライムワイヤー体験」が違ってきますか？  
 
A: はい。殆どのユーザーは、ただ乗りや共有ファイル数の少ないひとからの接続を拒否するよ

うにニューテラ・ソフトを設定します。ですから、皆さんできるだけ多くのファイルを共有する

ことを薦めます。ですが、無差別にファイルを共有しないでください。たとえば、間違ってもあ

なたのハードディスク全てを共有しないでください。ハードディスク全てを共有してしまうとプ

ライベートの情報などを記したファイルを他のユーザーにダウンロードされてしまう恐れがあり

ます。  
 
 
 
Q: ファイルを昇順・降順に並び替えるには？  
 
A: ファイル表示をならび変えるには、コラム・ヘッダー（列ラベル）をクリックしてください。

列ラベルを二回クリックされると逆に並び替えられます。  
 
 
 
Q: ライブラリからファイルを削除しようとしたとき、「ファイルを削除出来ません。他のアプ

リケーションで使用されています。」と表示されるんですけど。  
 
A: 選択されたファイルが「再生リスト」にあるのかもしれません。ファイルを「再生リスト」

から除去してから、もう一度「削除」ボタンをクリックしてください。それでも、メッセージが

表示されるのであれば、他のソフト（例えば、ＷｉｎＡｍｐなど）がそのファイルを使用してい

るのかもしれませんので、お確かめください。また、共有フォルダから直接ファイルを削除する

こともできます。  
 



 
互換性  
 
Q: ＡＯＬバージョン６．０でライムワイヤーを使えますか？  
 
A: はい、使えます。  
 
 
 
Q: プロキシサーバーと一緒にライムワイヤー使えますか？  
 
A: いいえ。現在のライムワイヤーのバージョンではプロキシサーバーは使えません。上の「フ

ァイアウォール関係」を御覧下さい。  
 
 
 
Q: ウェブのみのアクセスでもライムワイヤーは使えますか？  
A: いいえ。上の「ファイアウォール関係」を御覧下さい。  
 
 
 
Q: ライムワイヤーはどのプラットフォームで使用可能ですか？  
A: ライムワイヤーは次のプラットフォームで使えます。  
• ウィンドウズ ９５，９８，ＮＴ４．０、ＭＥ，２０００、ＸＰ． 
• ソラリス／スパーク(Solaris/Sparc) ２．６、２．７、２．８ 
• ソラリス／インテル(Solaris/Intel) ２．６、２．７、２．８ 
• コンパック Tru64 
• フリーBSD（FreeBSD) 
• アイリックス（Irix) 
• HP-UX １０．２０、１１ 
• AIX ４．３．ｘ 
• Linux Redhat ６．２、７、７．１ 
• Linux Caldera 
• TurboLinux 
• マック OS ８．１－９．ｘ 
• マック OS X （１０．ｘ） 
• マック OS X サーバー 
また、色々な種類の Unix/Linux プラットフォームでも JavaRuntime 環境があればライム

ワイヤーを使用可能です。しかし、インストーラーが正しく機能しないかもしれませんからご注

意ください。  
 
 

プログラミング言語  
 
Q: ライムワイヤーはどのプログラミング言語で開発されているんですか？  
 



A: ライムワイヤーは Java 言語で開発されています。また、殆どのプラットフォーム用のイン

ストーラーも存在します。  
 
 
 
Q: ライムワイヤーのソース・コードを手に入れることはできますか？  
 
A: はい。ライムワイヤーはオープンソースです。 http://www.limewire.org を御覧下さ

い。登録後、ソース・コードを手に入れることができます。  

 
セキュリティ  
 
Q: ライムワイヤーを使うときのセキュリティ上注意事項は？  
 
A: ハードディスク全てを共有しないかぎり、ニューテラ・ネットワークは殆ど安全です。しか

し、共有したいファイルだけを共有し、絶対安全の為にはニューテラ・ネットワークから手に入

れたプログラムを実行させないことです。  
 
 
 
Q: スパイウェアー（トロイの木馬）は含まれてますか？  
 
A: 幾つかのライムワイヤーのバージョンには添付ソフトが存在します。しかし、あなたのプラ

イベートな情報などは一切記録/通信しないので、「スパイウェアー」ではありません。これら

のソフトのインストールはあなたのご自由ですが、ライムワイヤーの開発のサポートになります。

また、広告など一切なく、電子サポート付きの ライムワイヤーPRO も購入できます。  
 
 
 
Q:時たま検索中、ユーザーとパスワードを記入するためのウインドウが表示されるんですけど、

これなんですか？ 
 
A: これらの表示を無視するか、バージョン ２．８．６以上にアップグレードなさってくださ

い。ライムワイヤーがログイン要求と判断するメッセージを他のニューテラ・ソフトが送ってい

るのです。  
 

 
問題とバグ  
 
Q: ライムワイヤーを実行すると、

「java.lang.classnotfoundexception:xx.xx.xx.xx.xx」というエラーが表示されるん

ですけど？  
 
A: インストールされているライムワイヤーを完全に削除してから、再インストールされれば解

決するはずです。ウィンドウズでは、「スタート」－＞「設定」－＞「コントロールパネル」で

「プログラムの追加と削除」を指定し、「プログラムの変更と削除」を選んでください。ライム



ワイヤーのアイコンをダブル・クリックされると削除がはじまりますので、表示に従ってくださ

い。もし、ひとつ以上のバージョンが表示されているのであれば、全て削除してください。他の

プラットフォームでは、ライムワイヤーのフォルダに削除プログラム（Unistaller)がありま

すのでそれを使ってください。また、ライムワイヤーのインストールされたフォルダを削除でき

ますが、共有フォルダ内のすでにダウンロードされたファイルも誤って削除しないようお気をつ

けてください。  
 
ライムワイヤーを削除した後、新しいライムワイヤーのインストーラーをダウンロードして、再

ダウンロードなさればエラーはもう表示されないでしょう。  
プラットフォーム固有の問題  
 
Q: マック osX でライムワイヤーを使っているのですが、時たまダブル・クリックに反応し

なくなってしまいます。  
 
A: これは Apple 社が認識する、osX 上の Java のバグです。近未来に Apple 社が出版する次

のバージョンの Java で解決されているでしょう。  
 
 
 
Q: マックメニューバーをクリックすると「Type ２」エラーが表示されるんですけど、なおせ

ますか？  
 
A: 幾つかのマックに添付ソフトとしてついてくる「FAXstf」とライムワイヤーが必要とするマ

ッキントッシの JavaRuntime 環境の間に互換性の問題があります。Java で開発されたソフト

を走らせメニューバーをクリックした時によくシステムがクラッシュするのであれば、

｢FAXstf｣を無効にしてください。｢アップルメニュー」ー＞「コントロールパネル」で「機能拡

張マネージャ」を表示させてください。「機能拡張マネージャ」から以下の機能拡張を停止させ

てください：「FaxMonitor」、「FaxPrint」、「STFPhonebook Lib」、「STF 
Toolbox」、「STFInit」。停止させた後、コンピューターをリブート（再起動）してください。

これらの機能拡張が停止させられているときには、ファクスを送ることができません。ファクス

を送りたいときは、これらの機能を「機能拡張マネージャ」で「使用」させてください。他の

Java ソフトを使用させる際にはまた機能を停止させてください。バージョン２．２．０以降の

ライムワイヤーでこのエラーは発生しません。  
 
 
 
Q: マック osX でライムワイヤーを使っているんですけど、いつも「強制終了

/ForceQuit」しなければ閉じられません！どうしたらいいですか？  
 
A: ライムワイヤーの初期設定では、進行中のアップロードとダウンロードが完了するまで「ド

ック」に滞在します。もし、これらが完了するのを待たず即ライムワイヤーを閉じさせたいので

あれば、「機能」メニューー＞「オプション」－＞「切断」で「すぐさま終了」を選択してくだ

さい。  
 
 
 



Q:マック OS ９.x 以下でライムワイヤーを使っているのですが、よく「フリーズ」してし

まいます。どうしたら良いですか？  
 
A: ライムワイヤー・アプリケーションのアイコンをクリックして、「コマンド＋i」か 「ファ

イル」－＞「情報を見る」で「メモリ」を選択しアプリケーションのメモリの割り当てを増やし

てください。可能であれば４０MB 以上に設定してください。アップル社は６４MB 以上に設定す

ることを薦めています。  
 
 
 
Q: UNIX（ユニックス）でライムワイヤーを使っているのですが、「ヘルプ」メニューの「ライ

ムワイヤーの使用について」が正しく表示されません。どうしたら良いですか?  
 
A: 多少の UNIX システムではライムワイヤーからウェブブラウザーを実行することが出来ない

ことがあります。 ここからライムワイヤーのサポートページ をご覧になれます。  
 
 
 
Q: ウィンドウズ ME でライムワイヤーを起動させると「JAVAW」のエラーが表示されます。 A: 
「JAVA RUNTIME 環境」のバグです。 新の JRE をインストールすることをお勧めします。ま

ず、「コントロールパネル」で「プログラムの追加と削除」を選び、ライムワイヤーと「JAVA 
RUNTIME 環境（JAVA RUNTIME ENVIRONEMENT」を削除してください。次に

http://java.sun.com/j2se/から 新の JRE をダウンロードし、JRE をインストールしてく

ださい。 後にライムワイヤーを再インストールすれば、正しくライムワイヤーが起動するはず

です。  
 
 

一般的な質問  
 
Q: マルチユーザーのプラットフォームでもライムワイヤーを使えますか？  
 
A: はい。あなたとあなたのグループのユーザーが使えるようにインストールされます。  
 
 
 
Q: ライムワイヤーに MP3 プレイヤーはありますか？  
 
A: はい。色々なファイルをダウンロードできるだけではなく、再生リストを使った内臓プレイ

ヤーで曲なども楽しめます。この機能を停止させたいのであれば、「機能」メニューー＞「オプ

ション」－＞「MP３プレイヤー」でお変えください。  
 
 
 
Q: ライムワイヤーグッズを購入できますか？  
 
A: ライムワイヤーでは ライムワイヤー限定Ｔシャツを販売しています。 また、期限限定でラ

イムワイヤーＰＲＯのＣＤ－ＲＯＭバージョンも販売中です！！  


