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更新履歴： 

このドキュメントの更新履歴は以下の通りです。 

版 発行日 更新内容 

第 1.0 版 2016/8/4 新規 

第 2.0 版 2016/11/7 基本操作説明追加（項目 2～6） 

ライセンスの数え方追記（項目 7） 

第 2.1 版 2018/11/5 ライセンスアクティベーション修正（項目 7） 

第 3.0 版 2018/12/27 Retrospective Ver5.0 対応 

第 3.1 版 2019/1/21 Retrospective Ver5.1 対応 

第 3.2 版 2019/9/9 Retrospective Ver5.2 対応 

新機能 Result Snapshots について追記（項目 7） 

第 3.3 版 2020/1/17 Retrospective Ver5.3 対応 

Retrospective Ver5.4 対応 

新機能 Koia エクスポート について追記（項目 8） 

第 3.4 版 2020/11/10 Retrospective Ver5.5 対応 
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1 RETROSPECTIVE の紹介 

Retrospective は、ローカルと分散されたログファイルを便利に効果的に検索するためのデスクトップアプリケ

ーションです。このプログラムは、ローカルとリモートのフォーマットの異なるログファイルにアクセスすることが

でき、抽出しソートしたデータを１つの場所で見ることができます。 

プロファイル定義、ログファイルのリアルタイム閲覧（ Monitor ）、フィルタリングした検索結果、ブックマークな

どの高度な機能により、高速で強力なログファイル探索を可能にします。 

Retrospective は、アプリケーションサーバーのログの閲覧や例外情報の検索などにより、早期にエラーを検

出できます。高度に最適化された検索エンジンとこれらの機能で、多くの貴重な時間を節約することができます。 

すべてのログファイルに 1 か所でアクセスできるようになると、ログ処理の効率を非常に高め、問題への素早い

効果的な対応ができるようになります。 

他の高価で複雑なソリューション（単一のイベントデータベース）と異なり、 Retrospective は、設定が容易で、

新しく作成されたログファイル内のリアルタイムデータへの即時アクセスも可能です。インデックス化やデータ転

送を伴わない設定をすることも可能なため、セキュリティーのコンプライアンスに抵触せず、高速処理が可能で

す。 
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1.1 ユーザーインターフェイス概要 

Retrospective は、スマートで便利なログファイル検索とデータソース管理のためのタブ付きインターフェイスを

備えています。 

 

 

画面の内容は、現在開いているビューに依存します。 Retrospective の主要な機能のコンテンツは、迅速に

アクセスできるよう、メインツールバー上に常に表示されています。また、メニューバーから Preference （アプ

リケーション設定）やその他の機能を選択できます。 
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2 検索－ローカルファイル 

2.1 ローカルファイルの検索（ Search モード） 

2.1.1 検索対象のファイルをドラッグ＆ドロップで指定 

次の 3 ステップで最初の結果を得ることができます。 

1） ログファイルをドラッグし、 Retrospective のパネルにドロップします。 

2) オプションとして、上記のログファイルを後日に容易にアクセスできるようにプロファイルを作成することも   

   できます。（参照：3 Profile （プロファイル）管理） 

3) Start Search ボタンを押し、結果を表示させます。 
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2.1.2 または、対象ファイルを選択して指定 

新しくデータソースを追加するか、 File Browser  の画面から選択します。 

1） Search / Monitor > Choose new Files を選択するか、  アイコンをクリックします。 

 

 

左ペイン 1.Select host で local drive をクリックし、中央ペイン 2.Select directory でドライブとディレクト

リを指定し、右ペインの 3.Select files でファイル（複数可）を選択します。 

 

 

上記設定例は、  Select items individually （対象ファイルを個別に選択する）を選択し、   （サブディ

レクトリは無効）にすると、候補のファイルが一覧に表示されます。ここではさらに、「 *Eve* 」と一致するものと

いうフィルタで絞り込んでいます。ここでのフィルタには、 ?  や * のワイルドカードを使用し完全に一致させ

る必要があります。大文字と小文字は別の文字として扱われます。 

下図設定例は、  Select items that match filter （フィルタに一致する項目を一括選択）に切り替え、  

選択したファイルを必要に応じて 

プロファイルとしてグループ化する 
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（サブディレクトリは無効）にすると、そのディレクトリの中のファイルを「 *Eve* 」というフィルタで絞り込み、全

てを選択しています。（一括指定） 

 

 

異なるディレクトリの中のデータを複数指定する際は、 2.Select directory で目的のディレクトリを含むディレ

クトリ（一階層上のディレクトリ）を指定し、 3.Select files で  Select items individually（対象ファイルを

個別に選択する）を選択し、  （サブディレクトリを有効）にすると、候補のファイルが一覧に表示されます。 

 

下図設定例では、 2.Select directory において「 C:/logs 」とディレクトリを指定し、その中の、「 2018-10 」

「 2018-11 」と「 2018-12 」のディレクトリの中のファイルを「 *Eve* 」と一致するものというフィルタで絞り込

んでいます。候補のファイルが右ペインの 3.Select files の一覧に、ディレクトリも含めファイルが表示されま

す。 

 

今回はディレクトリ名のフィルタはかけていませんが、「 sub directory filter 」の記載がある部分に、例えば

「 2018-* 」とワイルドカードを使用し完全に一致するもので絞り込むこともできます。 
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2.1.3 検索結果の絞込み（フィルタ） 

検索対象ファイルを指定し、緑色の「 Start Search 」をクリックすると、検索結果上部のバーに統計グラフが

表示されます。検索結果エントリの時系列の分布を表しています。 

  

マウスポインタを各棒グラフ上に合わせると、データ数と時間間隔が表示されるので、クリックすることで、該当

する時間のみ抽出して別の Tab で検索を開始することができます。 

 

以下のような Time search criteria format 「時間検索基準フォーマット」に関してのメッセージが表示され

ますが、「 OK 」をクリック 

（環境設定ダイアログで定義された日付/時刻の基準は、ミリ秒単位ではありません。 

新しいタブで検索を実行しても、選択したチャートバーで報告されたのと全く同じ結果が得られないこと

があります。 

最良のマッチング結果を得るには、検索/モニタ設定ページの日付/時刻形式にミリ秒 （ 'SSS' ） を追

加する必要があります。） 

 

 

 

タイムライン統計の時間間隔が

自動で入ります。 
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 Add search criteria をクリックすると、更に条件を追加することができます。 

 

 

 

Search text の欄にキーワードを入力し、条件に合致するもののみ抽出できます。 

 

 

 

下図は抽出後のサンプルです。 

 

 

さらにログレベルによる抽出も可能です。 

 

 

テキストキーワード以外に、時間軸のフィルタ等が使用できます。（例：直近 xx 時間等） 

表示させるログレベルにチェックを入れるだけです。 

条件に合致したものをハイライト 

検索結果ヒット数 
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2.2 書き込み中のファイルのリアルタイム閲覧 （ Monitor モード ） 

書き込み中のログファイルをリアルタイム閲覧したい場合は、「 Start Search 」ボタンのプルダウンメニューよ

り、「 Monitor 」 モードへ切り替え、 「 Start Monitor 」をクリックすることでリアルタイム閲覧を開始します。 

 

 

ログファイルに新しいエントリが書き込まれると、リアルタイムに画面が更新されます。 

 

  

既設定絞り込み例 

 Offset days： 現在時刻から遡り直近 xx 日 

 Offset hours： 現在時刻から遡り直近 xx 時間 

 Offset minutes： 現在時刻から遡り直近 xx 分 

 Offset seconds： 現在時刻から遡り直近 xx 秒 

等 
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2.3 リモートマシンのログファイル検索 

2.3.1 SSH 接続設定 

リモートマシンのログファイルを検索するには、SSH 接続情報を設定する必要があります。 

1) Welcome ページの Manage connections to remote Computers 

（リモートコンピューターへの接続管理） 

を選択するか、 View > Host Managers もしくはメインツールバー上の  をクリックします。 

2) +Add profile ボタンをクリックし、必要な情報を入力するフォームを開きます。 

3) ホスト接続先 IP アドレス 、 Port(22) 、 Username 、 Password 等の必要事項を入力します。 

4) Test をクリックし、結果を Save します。 

 

 

3 ) SSH 接続ユーザーとパスワードを入力 

 

4 ) 接続をテストし、保存 

1 ) リモートコンピューターの接続管

理 

2 ) +Add をクリック 
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2.3.2 リモートファイルの検索手順 

次に、リモートホスト上のログファイルを選択します。 

基本的な手順は上記のローカルファイルの指定と同様です。 

5) Search タブを開くか、  虫眼鏡アイコンの上をクリックし追加します。 

6)  「新しいファイルを選択」アイコンを押して、ファイル選択ダイアログを開きます。 

 

7) 選択モードを「フィルタに一致する項目を選択する」に切り替えます。 

8) 定義したホストを選択し、目的のログファイルを選択します。 

9) 「OK」を押して選択を確定します。 

 

 

  

5 ) Search tab を作成 

6 ) 「新しいファイルを選択」

アイコンをクリック 

8 ) 目的のログファイルを選択 

7 ) 選択モードを切り替え 

9 ) 「OK」を押して選択 
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3 Profile （プロファイル）管理 

Retrospective ではよく閲覧するディレクトリやファイルを iTunes のプレイリストのようにあらかじめ登録して

おくことができます。 View > Profile Manager を選

択するか、Profile Manager アイコンをクリックします。 

Profile 追加手順： 

1） +Add profile ボタンをクリックします。 

  

デフォルトのプロファイル名は Profile ですが、右クリック＞ Rename で Profile 名の変更ができます。 

 

2） +Add File(s) ボタンをクリックし、ローカルドライブを選択し、プロファイルとして登録しておきたいファイル 

を選択します。（ 2.1 ローカルファイルの検索 （ Search モード） 参照ください。） 
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登録したプロファイルから検索したい時は、プロファイル名をクリックし、虫眼鏡アイコンをクリックすると、 

新しい検索タブが開き、プロファイル名がプルダウンより選択された状態になります。 

 

緑色の「 Start Search 」 ボタンをクリックするだけです。 

 

 

4 BookMark （ブックマーク）機能 

Retrospective では、検索条件の正確な定義をブックマークとして保存しておくことができます。頻繁に検索す

るキーワードの組み合わせ条件等があれば、あらかじめブックマークとして定義し保存しておくと便利です。 

検索条件を入れ、 Search/Monitor > Bookmark Tab をクリックします。 

 

 

 

任意のブックマーク名を入力して OK 
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Search/Monitor > Bookmarks を選択、または、 Bookmark アイコンをクリックすると、 Bookmarks タブが

開きます。保存した検索条件をダブルクリックすると、あらかじめ指定の検索条件がセットされた検索タブが開

きます。 

 

 

 

※ブックマークで保存した検索条件は、プロファイルも含めて登録されます。 

呼び出した後にプロファイルを変更して、検索対象ファイルを変更することも可能です。 

 

5 Preference （アプリケーション設定） 

File > Preferences でユーザーごとに Retrospective の動作や表示の設定をカスタマイズできます。 
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5.1 Log Level Definitions （ログレベル定義） 

このページでは、Level の列で表示される「色・アイコン・文字」を定義することができます。 

各ログエントリ（1 メッセージ）中に Patterns で設定されたキーワードが含まれる場合、左側のツリーで指定した

「色・アイコン・文字」でログレベルが分類表示されるようになります。 

 

弊社では、その他の「 NOTICE 」等を設定したログレベル定義サンプルを用意しております。 

ログレベル定義サンプルをインポートしてご利用いただくことも可能です。納品物一式に含まれております。 

 をクリックして、弊社の定義サンプル「 LogLevelConfig-英語_&_日本語 2019JTC.xml 」をインポートする

と、下図のようになります。 

Pattern の文字を検索する先

頭からの最大文字通数 
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各カテゴリーを選択し、＋ボタンをクリックすると、Image（アイコン）を追加することもできます。 

Patterns 内で＋ボタンをクリックすると、キーワードを追加できます。※記号は使用できません 

下記の拡張オプションはパフォーマンスの著しい低下の可能性がありますので変更を推奨しません。 

☑Non-alphanumerically delimited 

 Allow all characters 
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5.2 Result Options (結果表示オプション) 

このページでは、検索結果を表示する際の動作のカスタマイズや、使用メモリの制限設定ができます。 

ただし、試用モードでは、「 Enable disk storage 」を有効化できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果をディスクに保存し、大量のデータに対してもさらに分析できるかどうかを指定します。 

この値の変更はユーザーの  Search/Monitor セッションにのみ適用され、進行中の 

Search/Monitor セッションには影響しません。 

注：このオプションはライセンス適用後に使用可能です。 

WinSyslog や EventReporter との連携では、 

SSS（ミリ秒表示）を削除してください 
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1）Hide filtered-out entries: 

このチェックボックスをオンにすると、ローカルフィルタ条件に一致するエントリ（行）のみが結果テーブルに

表示されます。一致しない行は表に表示されません。チェックボックスをオフにすると、すべての行が表に

表示され、検索条件に一致する行が強調表示されます（緑色の背景色）。 

＊以前のバージョンと仕様が変更されています。 

 

2) Memory storage limit: 

各 Search/Monitor タブで使用する物理メモリの最大サイズを指定します 

この制限を超えると、プログラムはメモリ内のストレージから最も古いエントリを削除します。「  Enable 

disk storage （ディスクストレージを使用可能にする）」オプションに応じて、除去された項目は失われるか、

ディスクストレージに残ったままになり、必要に応じて（結果テーブルの別の部分にスクロールするとき）メ

モリに再ロードされます。 

注意： 

＊一文字あたり 2 バイト要します。 

＊Retrospective は 1GB までメモリを使用しますので、検索タブを複数開く場合は、ここでの数値を低く設

定することをお勧めします。 

＊高値を設定すると、メモリ不足エラーが発生する可能性があります。 

＊ライセンス適用後は次項の Enable disk storage （ディスクストレージを使用可能にする）オプションの有

効化と併せてご利用ください。 

 

3) Enable disk storage: 

ここにチェックを入れると、検索結果を表示する際上記の「 Memory storage limit 」を超過した場合、ハー

ドドライブ上のディスクストレージを使用して結果を表示します。 

チェックをはずした場合は、上記の「 Memory storage limit 」の上限を超えたときに、最も古いエントリが

結果テーブルから削除されます。 

 

4） Disk storage limit: 

上記を有効にした場合、指定した物理メモリを超えると、ここで指定し制限容量まで Disk storage を使用し

て結果を表示します。この制限を超えると古いエントリはデータストアから削除されます。 

 

5） Date/Time format: 

インストール時は「 yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS 」（ミリ秒を含む表示）となっています。Winsyslog 

や EventReporter はミリ秒単位で出力をしませんので、連携して使用する際には最後の SSS （ミリ秒

表示）を削除してください。 
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これまでに処理されたデータの合計量/プロファイルに含まれるデータの合計量 

（データ読み込み中は値が変化します。） 

 

ディスクストレージを有効にすると、結果表示画面の右側にスライドバーが 2 列できます。 

左側が物理メモリのスライドバー、右側がディスクストレージのスライドバーとなります。 

スライダー上にマウスカーソルを合わせると、メモリ使用容量が表示されます。 

また、バーにマウスカーソルを合わせると、全体の読込み件数とディスクストレージ使用容量が表示されます。 

 

 

物理メモリに保存されている、 

現表示内容の状態 

読み込んだ総行数 

全体の読込み件数と 

ディスクストレージ使用容量 
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6 ログエントリフォーマットの定義 

ログファイルのフォーマットは自動で検知して文字エンコード、区切り文字、日時形式等を解析しますが、 

AutoFind configuration （設定の自動検索）で正しく解析できない場合、一つのエントリが複数行に分割され

たり、文字化けが発生したりします。 

この場合に、データソースの構成を手動で定義することが可能です。 

 

下図は Data の開始位置が誤って認識されている例です。 

 

 

Search/Monitor > Configure current Data Sources を選択します。 
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Profiles 設定画面に切り替わるので、目的の Profile とその Source でファイルを選択し、 

Configure Source(s) をクリックします。 
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Step1： Log Entry Separation 

はじめにログエントリの分割条件を定義します。「 Sample 」「 Preview 」に適用結果が表示されています。 

このログでは、エントリの先頭に作成時刻と発生時刻のタイムスタンプ情報がくるため、下図のようになってい

ます。ここでは適切に認識され、 New log Entry : ◎ Start with の欄に自動入力されています。 

Pattern Recognition > Encoding も適切なエンコードを選択します。（ここでは UTF-8 を適切に認識） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字エンコードが適切に認識されず文字化けなどが起きている場合には 

「 Encoding 」から適切なものを指定します。 

データエントリが正しく分割され、文字化けがないことを確認し、 

Next > をクリックします。 
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Step2：Date/Time Recognition 

ここでは日時表記を定義します。 Sample ボックスの中から日時情報を選択すると、自動で日付フォーマット

を検知します。 

下図では「 Date format 」がミリ秒単位まで表示する設定になっているため、「 SSS 」を削除します。 

 

 

「 SSS 」を削除すると 

左図のように適切に表示されます。 

 

Date/Time Data 列に正しく日時情

報が表示されているのを確認後、 

Next ボタンをクリックします。 
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Step3：Field Extraction 

必要に応じて表示させる項目を追加します。 

 

 

 

項目の区切りを「文字」で 

「 , 」を指定し、16 個目まで

を表示する設定例です。 

項目の区切りは「スペース」

や「タブ」等も指定できます。 

           定義が完了したら Finish  

ボタンをクリックします。 
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再度、 Start Search ボタンをクリックします。 

 

データの開始位置の誤った表示が解消され、正しくデータソースが表示されていることが確認できます。 

 

 

7 Result Snapshots 

Retrospective5.2 以降において追加された、この機能を利用すると「検索結果や抽出結果」を Retrospective

上でそのままの状態で保存することができます。 

検索結果や抽出結果が 20MB ほどであれば、その結果を導き出すのに、ほとんど時間はかかりません。 

しかし、「複数ファイルや大きなデータからの検索・抽出」には時間がかかることがあります。これらの検索結果

は、ストレージを利用して一時的に表示されているだけです。元のデータに変更やロックをかけていません。 

「スナップショット機能」は、この「一時的な表示の状態と結果」を、後から再利用したいときに、そのままの状態

で保存するものです。 

結果データのスナップショットは「 Result Snapshots 」タブに表示され、いつでもスナップショットから検索タブを

復元できます。復元された検索タブは、スナップショットデータのコピーを使用します。そうすることで、スナップ

ショットが作成後に変更されないようにします。 
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7.1 Result Snapshots の作成 

1. 結果データが表示されている状態で、 のアイコンをクリックし、スナップショット（不変のコピー）を作成しま

す。 

2. ビューは、上部にあるツールバーとマウスの右ボタンがアクティブになったときに表示されるコンテキストメニ

ューによって基本的な機能を提供します。 

 

ご注意 

スナップショットを作成できるようにするには、ディスクストレージオプションが有効になっている必要があります。 

 （ 5.2 Result Options を参照ください。） 

 

 

7.2 Result Snapshots の表示 

1. 「 Result Snapshots 」ビューには、ユーザーが後で使用するために保持したいすべての結果データスナッ

プショットが一覧表示されます。 

2. このビューを開くには、「表示」→「結果スナップショット」を選択するか、 のアイコンをクリックするか、

[Ctrl] + [N]キーの組み合わせを使用します。 

3. 検索オーバーレイを使用すると、目的のスナップショットを見つけることができます。 検索テキストフィール

ドはワイルドカード（「 * 」および「 ? 」）は使えますが、正規表現は無視します。 

 

ご注意 

1. 通常の Retrospective はデータを閲覧するのみです。元のデータに変更を加えません。 

しかし、「スナップショット機能」は重要な内容が含まれている可能性のあるデータを保存します。 

御社のデータ取扱いポリシーに抵触しないかご注意ください。 

2. スナップショットは不注意に作成して保存すると大量のディスク容量を占有する可能性があります。 

注意深くスナップショットを管理することが重要です。 

スナップショットの作成は、更新されない同じデータを将来必要になる可能性が高い場合にのみ作成してく

ださい。 

3. 不要になった古いスナップショットは必ず削除してください。 
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8 Koia Webアプリケーション 

Retrospective5.3 以降において追加されたこの新機能は、検索結果データを Apache CouchDB™ データベ

ースにエクスポートし、 Koia Web アプリケーションでさらに分析できるようになりました。 

Koia はブラウザーで実行されるオンライングラフメーカーで、ピボットテーブルやグラフを使用してデータを簡

単に視覚化および分析できます。  

Koia はローカルマシンにインストールした Apache CouchDB™ を利用し、Retrospective からエクスポートさ

れたデータをブラウザー上で表示します。 

このエクスポートは Retrospective5.3 以降の操作画面上でワンクリックで実行できます。 

 

 

 

8.1 ライセンス及び価格 

1. Koia は、MIT ライセンス条件の下で利用可能なオープンソースアプリケーションです。 

2. Koia の製品価格については MIT ライセンスに記載されているように無料です。 

8.2 エクスポートされたファイル 

Koia 用にエクスポートされたファイルはデフォルトでは、 C:\CouchDB\data に、 CouchDB データベースファ

イル（名前は *.couch ）があります。 

8.3 Apache CouchDB™ について 

Apache CouchDB™ は JSON ドキュメントでデータを保存し、Web ブラウザーでドキュメントにアクセスするデ

ータベースです。 

https://couchdb.apache.org/ 

ライセンスについて (Apache License) 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

8.4 サポート 

フリーツールのため、サポート対象外です。お客様の責任においてご利用ください。 

ジュピターテクノロジー株式会社及び centeractive はサポートを保証しません。 GitHab で報告してください。 

バグは https://github.com/centeractive/koia/issues で問題として報告する必要があります。 

https://couchdb.apache.org/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://github.com/centeractive/koia/issues
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9 ライセンスレジストレーション 

Retrospective は最初にインストールすると以下の制限のついた試用版としてご使用いただけます。 

1. 結果データはメモリ内にのみ保持されます。 「ディスクストレージの有効化」設定を選択できません。 

2. 結果データをテキスト、 CSV 、 Excel 、JSON ファイルに保存することはできません。 

Retrospective にレジストレーションを実施することで正規版として動作します。 

1 ライセンスが適用可能なのは、1 オペレーションシステム、1 ユーザーのみです。保有ライセンス数以上の稼

働はできません。使用にあたりレジストレーションが必要です。（レジストレーションは管理されているため、使用

する PC の Windows ログインユーザーでのみ実行してください。） 

PC 故障や移行での再レジストレーションは認められておりますので、レジストレーションでエラーが発生した場

合には、状況をジュピターテクノロジー株式会社までご相談ください。 

9.1 オンラインレジストレーション 

Retrospective がインストールされているマシンがインターネット接続環境にある場合は、以下の手順でオンラ

インレジストレーションを実施します。 

1. Retrospective を起動します。 

2. Help > Program Registration を選択します。 
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3. License Key を入力し、◎ Register Online にチェックを入れ、 Register Now ボタンをクリックします。 

ファイアウォールがアクティベーションサーバーをブロックする場合等の制限を回避するためには、あらかじめ

プロキシサーバーを定義する必要があります。 

“define a proxy server” をクリックすると表示される Proxy Settings 画面でプロキシサーバーの設定を入

力します。 

 

 

この画面は、 File > Preferences の Proxy Settings ページからも開くことができます。 

もし、オンラインレジストレーションに失敗する場合は、メールでレジストレーションリクエストを実施してください。

（9.2 参照） 
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9.2 メールレジストレーション 

9.2.1 メールクライアントがインストールされている場合 

オンラインレジストレーションで失敗する場合は、以下の手順でメールによるレジストレーションファイルリク

エストを実施します。 

License Key を入力し、◎ Request Registration by E-mail にチェックを入れ、 Generate E-Mail をク

リックします。 

 

デフォルトのメールクライアントで送信メールが自動作成されますので、変更を加えず、 

そのまま support@centeractive.com へ送信してください。 

 

mailto:support@centeractive.com
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メーカーよりオフラインレジストレーション用の registration data が返信メールで 

添付されますので、このファイル内のテキストをすべて選択してコピーします。 

 

Program Registration 画面内のボックスにコピーしたテキストを貼りつけ、 Register を 

クリックします。 

9.2.2 メールクライアントがインストールされていない場合 

インターネットに接続されていない場合等、メールクライアントがインストールされていない場合は、以下の

手順で registration_request.txt を取得し、インターネットに接続されているマシンからメールで添付送信し

ます。 

7.2.1（P.23）の手順（ Program Registration 画面）で、 Generate E-Mail をクリックすると、メールクラ

イアントがない場合は、以下のディレクトリ下に ”registration_request.txt” ファイルが作成されます。 

C:¥Users¥<username>¥.Retrospective¥5.5.0 

※.Retrospective¥ より下のフォルダ名は Retrospective のバージョンにより異なります。 

 

このファイルをインターネット接続環境にあるマシンに移動させ、弊社のカスタマーポータルから、アップロ

ードしてください。https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php 

* 件名例：Retrospective Support Request: Registration request 

弊社よりオフラインレジストレーション用の registration data をカスタマーポータルにアップしますので、こ

のファイルをダウンロードし、Retrospective がインストールしてあるマシンに移動させてください。 

そこで、 registration data 内のテキストをすべて選択してコピーします。 

 

Program Registration 画面内のボックスにコピーしたテキストを貼りつけ、 Register をクリックします。 

 

レジストレーションが完了すると下図のように表示されます。 

 

 

 

以上で完了です。 

 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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本マニュアルは、原文『 Retrospective Version 5.5 Quick Start Guide 』に 

基本操作説明を追加したものです。 
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