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１ はじめに  

 

Air Back for PC は PC に保存されたファイルをバックアップし、故障や誤操作によるファイ

ル消失時にファイルを復旧できるバックアップサービスです。 

リアルタイムバックアップを行うことで、新規作成や更新が行われたばかりのファイルを消失し

てしまっても復旧することができます。さらに最大 99 世代まで世代設定が可能ですので、更新

前の過去のファイルも復旧できます。 

また、バックアップ先には内蔵/外付のストレージや USB メモリ、SD カード、NAS などが使

用可能です。 

本書では導入方法から設定方法、操作方法、注意点などをご説明いたします。 

※ 本書に関する著作権は、アップデータ株式会社に帰属します。本書に掲載されている画像

は一部開発中のものです。 

※ Air Back はアップデータ株式会社の登録商標です。 

※ その他記載された商品名、各製品名は各社の商標または登録商標です。また、当社製品に

は他社の著作物が含まれている場合があります。なお、本文及び図表中では™マーク、®マー

クは明記していません。 

※ 本書の各見出しに表示している製品名は対応している製品を表しています。 

アイコン 説明 

 

 

Air Back Standard for PC で対応してい

る機能です。 

 

 

Air Back Cloud for PC で対応している機

能です。 

 

 

Air Back Premium for PC で対応してい

る機能です。 
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１－１ 動作環境  
 

以下のシステム要件を満たすコンピューターをご用意ください。 

 

OS 

Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。 

・Windows 10 (x86/x64) 

・Windows 11 (x64) 

※ Home、Pro、Education、Pro Education、Enterprise Edition でご利用いただけま

す。 

※ S モードではご利用いただけません。 

 

CPU  

Intel、AMD または互換プロセッサ 

 

メモリ  

4GB 以上の RAM 

※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。 

 

ストレージの空き容量 

C ドライブに 200MB 以上の空き容量 

 

Microsoft 365 について 

Microsoft 365 をご契約いただいているお客様は Air Back のバックアップ先として指定す

ることが可能です。 

 

Microsoft365 アカウント作成後、24 時間以上経過していない場合 Microsoft 社の 

仕様により接続に失敗する可能性があります。 

ご留意ください。 
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その他 

※ .NET Framework 4.7.2 以上がインストールされていること。 

※ インターネットに接続されていること。（Air Back Cloud for PC, Air Back Premium 

for PC） 

※ Box Drive は.pst をはじめサポートされない拡張子があるため、バックアップ先としてお

使いの場合はご注意ください。 

※ ストアアプリ版 Microsoft Outlook には対応していません。デスクトップアプリ版 

Microsoft Outlook をご利用ください。 

※ ネットワーク上のフォルダをバックアップ元に指定することも可能ですがサポート対象外

となります。 

※ クラウドへのイメージバックアップは行えません。 

※ 動作環境は予告なく変更される場合がございます。  
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２ インストールの手順  
 

※ インストール時はネットワークに接続された環境でインストールを実行してください。 

 

1. インストーラーを起動します。 

 

※ インストーラーはこちらからダウンロード可能です。 

https://dl.updata.co.jp/products/airback/airback2_pc/installer/AirBackPC.exe 

 

2. ユーザーアカウント制御が表示されますので、[はい]をクリックします。

 

  

https://dl.updata.co.jp/products/airback/airback2_pc/installer/AirBackPC.exe
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3. [インストール]をクリックします。 

 

 

4. ユーザーアカウント制御を許可後、Air Back インストール確認画面が表示されますので、

[はい]をクリックします。 

※ インストールの最後にコンピューターの再起動が行われます。 

 

 

5. [同意する]をクリックします。         
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6. ライセンスキーを入力して[ライセンス認証]をクリックします。 

貼り付けアイコン：コピーしたライセンス貼り付けできます 

 

7. ライセンス認証が完了すると以下のダイアログが表示されます。
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8. お客様情報を入力して[登録]をクリックします。 

 
 

9. お客様情報の登録が完了後、[OK]をクリックし、実行します。 
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10. インストール完了後インストール完了画面が表示され、再起動が実行されます。[OK]をクリ

ックしない場合、30 秒のカウントダウン後自動的に再起動が行われます。 

 

 

11. 再起動後、Windows アカウントにログインすると Air Back の初回設定ウィザードが起動

します。初回設定ウィザードについては 3 初回設定ウィザードをご覧ください。 

 

以上でインストールは完了です。 
 

※ Air Back はスタートアップに登録されるため、以後 PC 起動時に自動で起動します。 
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<オフライン環境の場合> 

1. オフライン環境でインストーラーを起動した場合、プロキシ設定画面が表示されます。 

「オフライン認証」をクリックします。 

 

 

 

2. ライセンス認証画面が表示されます 
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3. STEP1 ライセンスキーを入力し、[キーの有効性の確認]をクリックします。 

 

<ライセンスキーが有効な場合> 

 

<ライセンスキーが無効な場合> 

 

<別製品のライセンスキーが入力された場合> 
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4. STEP２ アドレスにアクセスします。 

（インターネットに接続できる機器でアクセスしてください） 
 

 

＜QR コードを表示＞ 

 

お手持ちのスマートフォンで QR コードを読み込み、アクティベーションページに 

アクセスできます。（ライセンスキー、アクティベーション要求キーの入力を省略できま

す） 
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5. STEP3  URL にアクセスすると、アクティベーションページが表示されます。 

※ ライセンスキー、アクティベーション要求キーが入力されていない場合はそれぞれ入

力してください。 

 

 

 

「上記の入力内容でアクティベーションを実行する」をクリックします。 
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6. STEP4 表示された 20 桁のアクティベーションキーを Air Back のライセンス認証 

画面で入力し「アクティベーションキーの登録」をクリックしてください。

 

 

 

 

貼り付けアイコン：コピーしたアクティベーションキーを貼り付けできます 

  

②  

①  
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7. [アクティベーションキーを登録]をクリックすると[アクティベーションキー登録完了]ダイ

アログが表示され、インストール処理が続行します。 

 

 

8. インストール完了後インストール完了画面が表示され、再起動が実行されます。 

 

 

 

 

以上でインストールは完了です。  
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<プロキシ利用環境の場合> 

1. プロキシを利用している環境でインストーラーを起動した場合、プロキシ設定画面が表示

されます。 

 

 

2. ブラウザのプロキシ設定を使用、または手動でプロキシ情報を入力します。 

 

3. [接続確認]をクリックして、インターネットの接続確認を行います。 

 

  



18 

 

4. プロキシサーバーへの接続完了ダイアログが表示されたら、[OK]をクリックします。

 

 

5. プロキシ設定画面に戻りますので、[通常認証]をクリックしライセンス認証画面に進みま

す。 
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6. ライセンスキーを入力して[ライセンス認証]をクリックします。 

 

 

7. ライセンス認証が完了すると以下のダイアログが表示されます。
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8. お客様情報を入力して[登録]をクリックします。 

 

 

9. お客様情報の登録が完了後、[OK]をクリックし、実行します。 
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10. インストール完了後インストール完了画面が表示され、再起動が実行されます。 

 

 

 

 

以上でインストールは完了です。 
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３ 初回設定ウィザード                   
 

1. [次へ]をクリックします。 
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2. バックアップしたい項目のチェックボックスにチェックを入れます。 

※ NAS 等のネットワーク上のフォルダをバックアップ元に指定することも可能ですが、

サポートの対象外となります。 

※ 過去に Air Back でバックアップしたデータを引き続き利用する場合、同一のバックア

ップ元を指定する必要があります。 

 

■ メーラー・ブラウザは PC にインストールされているものが表示されます。 
 メーラー 

Microsoft Outlook、Becky! Internet Mail、Thunderbird 
 ブラウザ 

Microsoft Edge、Internet Explorer、Google Chrome、Firefox 

 

■「フォルダから選択」タブに切り替え、ツリーから選択することもできます。 
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3. バックアップ先を選択します。 

 

 

■ ネットワークパスを指定する場合は「ネットワーク」を選択してください。 

 

 

■ クラウドストレージを指定する場合は「クラウドストレージ」を選択してください。 

 

バックアップ先を新規に作成するか、今までのバックアップ先を引き継いで利用するかを

選択します。 
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<新規に作成した場合> 

「バックアップ先名」と「復元キー」を入力し、[バックアップ先を作成する]をクリックし

ます。 

「バックアップ先名」とは 

バックアップ先名は Air Back を別のサーバーへ再インストールした際に、自分が利

用していたバックアップ先を判別するために設定する名前です。 

バックアップ先名で利用できない文字 

バックアップ先名を作成する際に、以下の文字はバックアップ先名に利用できませ

ん。 

  
復元キーで利用可能な文字 

復元キーで利用可能な文字は「半角英数字」と「@（アットマーク）」「!（感嘆符）」

です。それ以外は利用できません。 

※ 復元キーを紛失するとバックアップデータを引き継げなくなります。ご注意くだ

さい。 
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<今までのバックアップデータを引き継いで利用する場合> 

復元キーを使ってバックアップデータを引き継ぐ場合、「今までのバックアップデータを引

き継いで利用する」項目に復元キーを入力し、[復元キー認証]を選択します。

 

復元キーの認証に成功すると、「復元キーと一致する情報を検出しました。」とダイアログ

表示されます。「OK」をクリックしてダイアログを閉じたあと「このバックアップ先を利

用する」をクリックして進みます。 

※ Ver.2.2.6 より前の Air Back でクラウドストレージをバックアップ先として利用し

ていた場合、「今までのバックアップデータを引き継いで利用する」に表示されるバ

ックアップ先は「指定なし（デフォルトのバックアップ先）」となります。 
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過去に利用していたバックアップデータを引き継ぐ場合、警告画面が表示されます。続行

する場合は[はい]をクリックしてください。 

 
 

※ バックアップ先にクラウドストレージを指定した場合、エクスプローラー上に Air 

Back{クラウドストレージ名}ドライブ が表示されます。 

※ドライブレターは Air Back 起動時に自動的に割り当てられます。特定のドライブレタ

ーを除外したい場合は「４－４－２ パフォーマンス設定」をご確認ください。 
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バックアップ先より「クラウドストレージ」を選択し[次へ]をクリックします。 

※本書では Microsoft 365 を例にバックアップ先の設定をご案内しておりますが、 

Air Back 専用クラウドストレージをバックアップ先として設定する場合も同じ操作で設定

できます。 

 

 

■ クラウドストレージ別対応製品 

クラウドストレージ 対応製品 

Microsoft 365  

Air Back 専用 

クラウドストレージ  

※ Cloud, Premium をご契約の方は Microsoft 365、Air Back 専用クラウドストレ

ージのどちらもご利用いただけます。 

※ Microsoft 365 をバックアップ先に設定している場合、「Microsoft 365 に再サイ

ンインする」ボタンが表示されます。 
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その他の設定項目を選択します。 

 

 

■ 圧縮/暗号設定 

  圧縮や暗号をかけてバックアップを行う場合にチェックを入れてください。 

  圧縮率は zip と同様です。 

暗号化をする場合はパスワードを設定してください。パスワードはリストアの際に使用

します。万が一忘れてしまった場合、リストアできなくなります。 

PC の入れかえ等で Air Back を再インストールした場合、前回インストールした際に

設定していた圧縮/暗号設定と同じ設定にする必要があります。 

※ 誤って前回と異なる暗号/圧縮設定をしてしまった場合、すべてのバックアップ 

データを削除し、バックアップデータの取り直しが必要になる可能性があります。 
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■ 世代保存の設定 

「保存する」「保存しない」を選択してください。 

   保存する場合は最大 99 世代まで選択できます。 

 

■ バックアップ元ファイルが削除された場合の バックアップ先ファイルの削除方式 

 

「バックアップ先からは削除しない」を選択した場合 

 バックアップ元から削除されたファイルをバックアップ先の 

 最新世代から削除しません  

 

「バックアップ先からも削除する」を選択した場合 

 バックアップ元から削除されたファイルをバックアップ先の 

 最新世代から削除します 

 

■ 「世代保存されたデータは削除しない」にチェックを入れた場合 

 バックアップ元から削除されたファイルを世代領域（1 世代～指定された世代まで） 

 に残します。この設定により誤って削除したファイルを世代ファイルから 

 リストア可能です。 
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4. レポートメールの送信設定を行います。 

 

 ■ メール通知設定 

「毎日レポートを送信します」「異常があった日のみレポートを送信します」 

「レポートを送信しません」から選択してください。 

メール通知を設定せず、先に進む場合は[後で設定する]をクリックしてください。 

 

■ メールを送信する場合 

メールアドレス等の項目を設定し[テスト送信]を行ってください。 

送信に成功すると次のダイアログが表示されます。 

 

以降は設定した送信時刻にレポートメールが送信されます。 

送信時刻に PC が起動していない場合は、Air Back 起動時に送信されます。 
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■ 送信される内容 
 前日のバックアップ成功数・失敗数 
 ディスク使用量（バックアップ先ごとに表示されます） 
 バックアップ先にアクセス出来ない場合の警告 

 

5. 設定を確認して[保存]をクリックします。 

  

 

  

 

以上で初回設定ウィザードは完了です。  
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４ 各画面の構成・設定について   
 

４－１ ホーム  
 

ホーム画面には次の情報が表示されます。 
 バックアップ元 
 バックアップ方式 
 バックアップ先 
 当日のバックアップ成功数 
 バックアップ先ドライブ情報 
 初回バックアップ未完了 

 

   

  



34 

 

 ■ 今すぐバックアップ実行 

   バックアップを実行したい項目にチェックを入れて[今すぐバックアップ実行]をクリック

すると、即時バックアップが開始されます。 

 バックアップ項目にチェックを入れずに[今すぐバックアップ実行]をクリックした場合、

すべてのバックアップ項目に対して即時バックアップが開始されます。 

    

 

 ■ 初回バックアップについて 

   初回バックアップが完了するまでは情報欄に「初回未完了」が各バックアップ元に表示さ

れます。 
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４－２ バックアップ  
 

４－２－１ バックアップ元  

 

  バックアップタスクの追加や変更を行います。 

   

※ メーラー・ブラウザは PC にインストールされているものが表示されます。 
 メーラー 

Microsoft Outlook、Becky! Internet Mail、Thunderbird 

※ バックアップは .pst ファイルのみ対応しています。 

※ ストアアプリ版 Microsoft Outlook はバックアップできません。バックアッ

プを行う場合はデスクトップアプリ版 Microsoft Outlook をインストールしてく

ださい。 

※ Microsoft Outlook のプロファイル名が「Outlook」ではない場合バックアッ

プが行われません。 
 ブラウザ 

Microsoft Edge、Internet Explorer、Google Chrome、Firefox 
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■ バックアップ設定の変更 

1. バックアップ先を選択します。 

バックアップ先が 1 つの場合は特に選択する必要はありません。 

 

 

2. 「カテゴリーから選択」「フォルダから選択」よりタブを選択し、バックアップを取りたい

フォルダにチェックを入れます。 

    

 

3. 画面右側にあるバックアップ方式を選択します。 

   

※ メーラー・ブラウザはリアルタイムの代わりにインターバルが選択できます。 

 

インターバルは 1 時間間隔で設定できます。 
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スケジュールは「スケジュール編集」をクリックし、設定してください。 
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＜シャットダウン方式について＞ 

シャットダウンバックアップはバックアップ完了時にシャットダウンさせる方式です。 

PC をシャットダウンすると、アプリケーションがシャットダウン（または再起動・サイ

ンアウト）を妨げているダイアログが表示されます。 

 

何も選択しない場合、約１分程度でシャットダウンバックアップが開始されます。 

キャンセルをクリックした場合は以下のダイアログで動作を選択します。 
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 ＜メールバックアップについて＞ 

メールバックアップではメール本文とアドレス帳をバックアップ対象としています。 

対象メーラー 

Microsoft Outlook、Becky! Internet Mail、Thunderbird 

※ Microsoft Outlook のプロファイル名が「Outlook」ではない場合バックアップが行

われません。 

メールのバックアップを開始する際に、Microsoft Outlook メール は一時終了します。 

 

 メールバックアップ処理中は終了までメーラーを起動しないでください。

 

 

4. 世代と削除方式を設定します。 

■ 世代保存の設定 

 

 「保存する」「保存しない」を選択してください。 

 保存する場合は最大 99 世代まで選択できます。 

保存する 

バックアップ先に指定した値分の世代が作成されます。指定した値以上のバッ

クアップが行われた場合、一番古い世代データは削除されます。 

保存しない 

世代は作成されず、最新のバックアップデータだけがバックアップ先に保存さ

れます。 
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■ 削除方式の選択 

 

バックアップ先からは削除しない 

   バックアップ元から削除されたファイルをバックアップ先からは削除しません。 

バックアップ先からも削除する 

   バックアップ元から削除されたファイルをバックアップ先からも削除します 

オートコンプリータで削除する 

リアルタイム方式のバックアップ元に対しては、オートコンプリータのタイミン

グでバックアップ先からも削除します。その他の方式では次回スケジュール（ま

たはインターバル、シャットダウン）実行時に削除します。 

※ オートコンプリータとは 

バックアップ方式をリアルタイムに設定しているバックアップ元に対して動作す

る機能です。Air Back を起動してから 5 分後にバックアップ元のスキャンを開

始し、万一バックアップ先に存在しないファイルがあれば転送します。 

 

■ [削除する]選択時の世代 

   

バックアップ先から削除するデータは最新のデータのみ、または世代も含めて削除す

るかを選択できます。 
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5. 除外したいファイルがある場合は設定します。 

 

カテゴリーから選択では[除外ファイル]をクリックして除外したいファイルやフォルダを選

択してください。 

 

 

フォルダを除外したい場合、除外したいフォルダを選択してください。 

 

※ 特定のサブフォルダを除外したい場合 

バックアップ元画面で「フォルダから選択」を表示後、該当のフォルダのチェックを

外します。除外したサブフォルダを選択して[親属性に合わせる]をクリックすると、

親フォルダのバックアップ設定と同じ設定になります。 

 

[保存]をクリックして設定を確定します。 
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４－２－２ バックアップ先  

 

  バックアップ先の追加や削除を行います。   

    

 

■ クラウドストレージ別対応製品 

クラウドストレージ 対応製品 

Microsoft 365  

Air Back 専用 

クラウドストレージ  

※ Cloud, Premium をご契約の方は Microsoft 365、Air Back 専用クラウドストレ

ージのどちらもご利用いただけます。 

※ Microsoft 365 をバックアップ先に設定している場合、「Microsoft 365 に再サイ

ンインする」ボタンが表示されます。 
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■ バックアップ先の追加 

[追加]をクリックします。※ バックアップ先は５個以下を推奨 

 

1. バックアップ先を選択します。 

C ドライブ内のフォルダ、SSD/HDD、USB メモリ等を設定する場合は「ローカル」か

ら選択してください。 

 

 

ローカルからドライブを選択した場合は[変更]をクリックしてサブフォルダを指定できま

す。変更後は[次へ]をクリックします。
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ネットワークパスを設定する場合は「ネットワーク」から選択してください。 

        

 

クラウドストレージを設定する場合は「クラウドストレージ」から選択してください。 

※ バックアップ先にクラウドストレージを指定した場合、エクスプローラー上に Air 

Back{クラウドストレージ名}ドライブが表示されます。 

ドライブレターは Air Back 起動時に自動的に割り当てられます。特定のドライブレターを

除外したい場合は「４－４－２ パフォーマンス設定」をご確認ください。 
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※ クラウドストレージで Microsoft 365 を選択した場合 Microsoft アカウントの認証

画面が表示されます。 

 

※ コンピューター内に Air Back のバックアップ先情報として Microsoft 365 の情報が

存在している場合、Microsoft アカウントの認証画面は表示されません。 

 

バックアップ先を新規に作成するか、今までのバックアップ先を引き継いで利用するかを

選択します。 

 

<新規に作成した場合> 

「バックアップ先名」と「復元キー」を入力し、[バックアップ先を作成する]をクリックし

ます。 

「バックアップ先名」とは 

バックアップ先名は Air Back を別のサーバーへ再インストールした際に、自分が利

用していたバックアップ先を判別するために設定する名前です。 
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バックアップ先名で利用できない文字 

バックアップ先名を作成する際に、以下の文字はバックアップ先名に利用できませ

ん。 

  
復元キーで利用可能な文字 

復元キーで利用可能な文字は「半角英数字」と「@（アットマーク）」「!（感嘆符）」

です。それ以外は利用できません。 

※ 復元キーを紛失するとバックアップデータを引き継げなくなります。ご注意くださ

い。 
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<今までのバックアップデータを引き継いで利用する場合> 

復元キーを使ってバックアップデータを引き継ぐ場合、「今までのバックアップデータを

引き継いで利用する」項目に復元キーを入力し、[復元キー認証]を選択します。

 

復元キーの認証に成功すると、グレー枠内に該当のバックアップ先が表示されます。 

バックアップ先が表示されたら[このバックアップ先を利用する]をクリックします。 

※ Ver.2.2.6 より前の Air Back でクラウドストレージをバックアップ先として利用

していた場合、「今までのバックアップデータを引き継いで利用する」に表示され

るバックアップ先は「指定なし（デフォルトのバックアップ先）」となります。 
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過去に利用していたバックアップデータを引き継ぐ場合、警告画面が表示されます。続

行する場合は[はい]をクリックしてください。 

 
 

※ バックアップ先にクラウドストレージを指定した場合、エクスプローラー上に Air 

Back{クラウドストレージ名}ドライブ が表示されます。 

※ドライブレターは Air Back 起動時に自動的に割り当てられます。特定のドライブレタ

ーを除外したい場合は「４－４－２ パフォーマンス設定」をご確認ください。 

 

  



49 

 

バックアップ先より「クラウドストレージ」を選択し[次へ]をクリックします。 

※本書では Microsoft 365 を例にバックアップ先の設定をご案内しておりますが、 

Air Back 専用クラウドストレージをバックアップ先として設定する場合も同じ操作で設

定できます。 

 

 

■ クラウドストレージ別対応製品 

クラウドストレージ 対応製品 

Microsoft 365  

Air Back 専用 

クラウドストレージ  

※ Cloud, Premium をご契約の方は Microsoft 365、Air Back 専用クラウドストレ

ージのどちらもご利用いただけます。 

※ Microsoft 365 をバックアップ先に設定している場合、「Microsoft 365 に再サイ

ンインする」ボタンが表示されます。 
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2. [バックアップ先を作成する]または[このバックアップ先を利用する]を選択後は圧縮・暗号

化の設定画面が表示されます。圧縮・暗号化を行わない場合は[次へ]進んでください。 

 

 

3. バックアップ先設定で設定した内容を確認し、[完了]をクリックするとバックアップ先設定

が完了します。修正したい場合は[戻る]を選択します。[キャンセル]をクリックすると設定

しようとしていた内容が破棄されます。 
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■ バックアップ先の削除 

1. [削除]をクリックします。 

 

 

2. バックアップ先がローカル、またはネットワークの場合 

※ バックアップデータも削除する場合は「保存されたデータを破棄する」にチェックを

入れてください。 

 

 

  「OK」をクリックして削除を完了してください。 
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バックアップ先がクラウドストレージの場合 

※ バックアップデータを削除したい場合はあらかじめリストアツール、または 

エクスプローラー上から該当ファイルを削除してください。 

 
 

「OK」をクリックして削除を完了してください。 
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４－３ リストア  
 

リストアツールを起動しバックアップデータのリストアや削除を行います。 

※ クラウドストレージからリストアを行う場合、ローカルストレージからリストアする

場合よりも時間がかかる場合があります。 

リストアツールを起動中はクラウドストレージへのアップロードは自動的に停止されます。

リストアツールを終了するとクラウドストレージへのアップロードは再開されます。 

 

４－３－１ リストアと削除  

 

1. [リストア]をクリックするとリストアツールが起動します。 
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バックアップ先リストからバックアップ先を選択します。 

 

※ バックアップ先が 1 つの場合は選択不要です。バックアップ先を複数設定している場合

はリストアしたいファイル/フォルダが存在するバックアップ先をプルダウンから選択して

ください。 

世代選択について 

 

＜＜：最新のバックアップファイルを表示します。 

＜ ：１世代新しいファイルを表示します。 

＞＞：最も古い世代ファイルを表示します。 

＞ ：1 世代古いファイルを表示します。 

フォルダ選択について 

 

[上位フォルダ]：選択したフォルダの上位フォルダを表示します。 

[全選択]：表示されているデータすべてにチェックを入れます。 

[全解除]：チェックをすべて解除します。 

 

2. リストアまたは削除するデータにチェックを入れ[リストア]または[削除]をクリックしま

す。 
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3. リストア先フォルダを選択します。 

 

一時フォルダに戻す 

デスクトップに「Air Back リストア」フォルダを作成しその中にリストアを行うの

が初期値ですが、[参照]より任意のフォルダにリストアすることもできます。 

※ 「Air Back リストア」フォルダはバックアップされることはありません。 

元の場所に戻す 

バックアップ元のフォルダにリストアします。 

 

[検索]ボタンをクリックすると検索画面が表示されます。 
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検索範囲を狭めたい場合はバックアップ対象のプルダウンから選択してください。 

 

検索キーワードを入力し、検索を行うと指定されたバックアップ対象範囲内で検索を行い

ます。 
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リストア対象ファイルを複数選択する場合は Ctrl キーを押し続けながら該当ファイルをク

リックします。 

ファイルを選択した状態で、[リストア]をクリックするとリストアが行われます。 

リストア先を変更する場合は[参照]をクリックし、保存したい場所を選択後に[リストア]を

クリックします。 

 

 

<削除の場合> 

削除するフォルダ/ファイルを選択後、[削除]ボタンをクリックします。 

 

該当ファイルの削除を行いたい場合は、ファイルを選択した状態で[削除]をクリックしま

す。「フォルダ/ファイル削除の確認」画面が表示されるので削除を実行する場合は[はい]

をクリックしてください。 
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＜暗号化する設定でバックアップしていた場合＞ 

[リストア]をクリックして、暗号パスワードを入力するとリストアできます。 

 

 

４－３－２ メールのリストア  

 

メールは、リストアしたファイルをメーラーのインポート機能を使ってインポートしてくださ

い。 

 

 ■ Microsoft Outlook 

ファイルメニュー内の[開く/エクスポート]を開き、[インポート/エクスポート]から、リス

トアした pst ファイルをインポートしてください。 
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４－３－３ バックアップデータの確認方法  

 

バックアップデータは Air Back メニュー画面にあるリストアツールから以外にも、エク

スプローラー上からも確認できます。 

 

1. バックアップ先に存在する RI フォルダを開きます。 

 

 

2. Windows ユーザー名のフォルダを開きます 

 

 

3. バックアップ元のディレクトリがそれぞれフォルダごとに保存されています。 
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<バックアップ対象が保存されているフォルダ名> 

DT: デスクトップ 

MD: マイドキュメント 

MM: マイミュージック 

MP: マイピクチャ 

MV: マイビデオ 

LD: 任意のフォルダ 

OL: Microsoft Outlook 

WL: Windows Live メール 

WM: Windows メール 

TB: Thunderbird 

BK: Becky! Internet Mail  

EG: Microsoft Edge 

IE: Internet Explorer 

GC: Google Chrome 

FF: Firefox 

SF: シークレットフォルダー 

RM/TMP: システム関係フォルダ 

 

4. フォルダを開くと世代ごとにバックアップデータが保存されています。

 

※ フォルダ内に保存されているバックアップデータは、暗号化・圧縮を行っていない場合

に限り、ファイルのコピーでリストアが行えます。 

※ 暗号化、圧縮を行っている場合は、リストアツールを使用してリストアを行ってくださ

い。リストアツールを使ったリストア方法は４－３ リストアと削除をご覧ください。 

※ クラウドストレージをバックアップ先に設定している場合、エクスプローラーに表示さ

れるバックアップ先には以下の制約があります。 

1. バックアップ先のフォルダに対してファイルの書き込みは行えません。 

2. バックアップ先のフォルダに表示されるファイルは開くことはできません。 
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４－４ オプション  
 

４－４－１ 共通設定  

 

共通設定では、 
 隠し属性の除外 
 世代ファイルの保存方式 
 ファイル名・拡張子による除外 
 プロキシ設定 
 クラウドストレージとして利用しないドライブの設定 

の設定を行います。 

  

 

＜隠し属性ファイルの除外＞ 

 

隠し属性ファイルをバックアップ対象から除外します。 
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＜世代ファイルの保存方式＞ 

  

1 日に更新する世代を 1 世代目のみに制限する 

世代設定は１世代目以降のバックアップデータに対して設定します。 

1 日に 10 回上書き保存した場合、最新の世代に 10 回目の保存データ、1 世代目

に 9 回目の保存データが格納されます。 

例）10 月 1 日にファイルを 10 回上書き保存した場合、  

• 最新の世代：10 回目の保存データ 

• 1 世代：9 回目の保存データ 

とバックアップデータが保存されます。  

その後 10 月 3 日に同じファイルに対して上書き保存を 1 回行うと、以下のように

世代が保存されます。  

• 最新の世代：10 月 3 日に保存した 1 回目の保存データ 

• 1 世代：10 月 1 日に保存した 10 回目の保存データ 

• 2 世代：10 月 1 日に保存した 9 回目の保存データ 

• 3 世代：なし 

 

この設定を有効にする場合は保存する世代数を 2 以上にしてください。 
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 無制限に世代を更新する 

ファイルが更新される度に世代ファイルも更新されます。 

 

＜ファイル名・拡張子による除外＞ 

 

ファイル名または拡張子を入力するとすべてのバックアップ元から除外します。複数指定

する場合は改行して入力してください。 

＜プロキシ設定＞ 

  

ブラウザに対して設定しているプロキシ設定を使用、または手動で設定します。 

プロキシ環境下でインターネット経由のライセンス認証を行う場合は設定してください。 

※ 初期設定ウィザードで設定した場合、上記の画面でも再度設定する必要があります。 
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<クラウドストレージとして利用しないドライブの設定> 

バックアップ先でクラウドストレージを設定した場合、特定のドライブレターに対してクラ

ウドストレージをあてないように設定できます。 

1. 「クラウドストレージとして利用しないドライブの設定」で除外したいドライブレター

を選択します。（複数のドライブレターを選択できます） 

 

 

除外したいドライブレターは青色で表示され、割り当て対象となるドライブレターはグレー

で表示されます。間違えて選択した場合は取り消したいドライブレターを再度選択すると除

外設定を切り替えることができます。 

 
2. [適用]をクリックし、設定を反映させると Air Back が自動的に再起動されます。起動以

後、除外設定したドライブレターは仮想ドライブとして設定されません。 
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４－４－２ パフォーマンス設定  

 

パフォーマンス設定では、 
 ログファイルの保存設定 
 バックアップ速度 
 オートコンプリータ 
 定期世代削除 
 シャットダウンバックアップ時の完了待機時間 
 スタートアップ起動の遅延設定 

の設定を行います。 
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＜ログファイルの保存設定＞ 

  

 記録レベル 

初期値は Lv3 です。ログレベルを低くすることで PC への負荷は減ります。 

お問い合せの際には一時的に Lv3、Lv4 にして頂く場合があります。 
 ログのバックアップ先 

変更する場合は[参照]からフォルダを選択してください。 
 ログの保存期間 

1～180 日の範囲で指定できます。初期値は 30 日です。  

＜バックアップ速度＞ 

 

初期値は高速です。バックアップ速度を遅くすると PC の負荷は減ります。 

＜オートコンプリータ＞ 

 

 初期値は中速です。この機能は「なし」で無効にすることができます。 
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※ オートコンプリータとは 

バックアップ方式をリアルタイムに設定しているバックアップ元に対して動作する機能で

す。オートコンプリータは Air Back 起動 5 分後にバックアップ元のスキャンが開始しま

す。 

リアルタイムバックアップが行われた際に、何らかの要因でバックアップに失敗したファ

イルやバックアップ先に存在しないファイルがバックアップ元に存在する場合、オートコ

ンプリータでバックアップを行います。 

＜定期世代削除＞ 

  

全バックアップデータの世代を定期的に削除する機能です。 

 毎日または固定曜日のスケジュール時刻に削除を開始します。 
<シャットダウンバックアップ時の完了待機時間＞ 

 

シャットダウンバックアップ時のクラウドストレージへのアップロードが終わるまでの待

機時間を設定できます。待機時間を経過すると、アップロードを中断しコンピューターを

シャットダウン、再起動またはサインアウトします。 

初期値は 0 分です。クラウドストレージへアップロードが完了するまで無制限で待機しま

す。最大で 4320 分（72 時間）まで設定できます。 

※注意 

シャットダウンバックアップ時の完了待機時間設定はシャットダウンバックアップが完

了するまでの時間ではなく、仮想ドライブにバックアップされたファイルがクラウドス

トレージにアップロードされる間の待機時間を指します。 
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<スタートアップ起動の遅延設定＞ 

 

Air Back のスタートアップ起動を遅らせたい場合に設定します。初期値（0 秒）では起動

を遅らせる設定はされていません。最大 600 秒まで設定できます。 

 

４－４－３ レポートメール  

 

レポートメールでは、バックアップの結果をメールで送信するための設定を行います。 

通知内容は、前日のバックアップ成功数と失敗数です。 

 

 
＜メール通知設定＞ 

毎日レポートを送信します： 成功数と失敗数が送信されます 

異常があった日のみレポートを送信します： 失敗数があった日のみ送信されます 

レポートを送信しません： 送信は行われません 

送信時刻： 時は 1 時間単位、分は 10 分単位で選択できます 
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<件名に任意の文字列を追加する> 

 

レポートメールを送信する際の件名に追加できます。 

到着するメールの件名は「Air Back Standard (Cloud, Premium) for PC からのお知ら

せ {追加した文字列}」となります。空欄の場合の件名は、「Air Back Standard (Cloud, 

Premium) for PC からのお知らせ」となります。 

例：件名に追加したい文字列を「UPDATA 昨日のレポートメール」で登録した場合 

 

＜メールアドレス設定＞ 

送信者： 送信元メールアドレスを入力してください 

宛先： 送信先アドレスを最大 3 件設定できます 

＜SMTP 設定＞ 

使用する SMTP サーバーとポートを入力してください 
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＜認証設定＞ 

 

SMTP 認証、POP Before SMTP を選択した場合は認証情報を入力してください。 

※ SMTP 認証を選択した時は、POP Before SMTP 欄はグレーアウトします。 

＜テスト送信＞ 

 

すべての項目を設定後、[テスト送信]を行ってください。 

 

送信に成功するとボタンの色が変わります。 

 

送信に失敗するとダイアログが表示されます。再度設定内容を修正してください。 
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４－５ ステータス＆ログ  
 

４－５－１ バックアップログ  

 

バックアップログとバックアップ先のディスク使用状況を確認する画面です。  

 

日付、バックアップ元、バックアップ先ごとにログを確認できます。 

[詳細]をクリックするとメモ帳でログファイルが開きます。 

 

４－５－２ リストアログ  

 

リストアログとバックアップ先のディスク使用状況を確認する画面です。 

 

日付、バックアップ元、バックアップ先ごとにログを確認できます。 

[詳細]をクリックするとメモ帳でログファイルが開きます。  
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４－５－３ オペレーションログ  

 

オペレーションログを確認する画面です。 

 

日付ごとに操作内容を確認することができます。 

＜記録される内容＞ 
 Air Back 起動・終了 
 UI 起動 
 バックアップ設定更新 
 バックアップ先追加・削除 
 オプション設定更新 
 レポートメール送信 
 Air Back Restore 起動 
 リストア実行 
 クラウドストレージ（仮想ドライブ）へのマウント・アンマウント 
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４－６ サポート  
 

サポートは以下の情報を確認、登録する画面です。 
 登録情報の確認 
 ライセンス再認証 
 お客様情報登録 
 サポートデータ作成 
 お問い合わせ 
 サービス利用期限の延長 
 マニュアルの参照 
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４－６－１ ライセンス情報  

 

ライセンス情報が表示されます。 

 
 

＜ご利用期限の表示について＞ 

・自動更新の場合 

 サービス継続中と表示されます 

  
 

・利用期限が定められている場合 

 期限内 

  
 

 期限当日 

  
 

 期限超過時は Air Back 起動時にメッセージ表示、 

 ご利用期限の表示の強調表示、タスクトレイアイコンの変化があります。。 
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４－６－２ ライセンス再認証  

 

最新のライセンス情報を取得します。 

ライセンスの更新、変更をした際にクリックし新しい情報に更新してください。 

 

クリックします。 

 
 

ユーザーアカウント制御のダイアログが表示されたら「はい」をクリックします。 

 
 

ライセンス認証確認のダイアログが表示されるので「はい」をクリックします。 
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＜ネットワークがオンラインの場合＞ 

最新のライセンス情報に対して必要機能がインストールされているか 

確認します。「OK」をクリックしてください。 

 
 

機能のチェック処理をします。 

 
 

処理が完了したらダイアログが表示されるので「OK」をクリックします。 
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ライセンス情報に更新がない場合 

 
 

ライセンス情報に更新があった場合は以下のダイアログが表示され、 

「OK」を押すと Air Back が再起動します。 

 
 

＜ネットワークがオフラインの場合＞ 

プロキシ設定画面が表示されたら下部の「オフライン認証」ボタンをクリックします。 

 



78 

 

認証画面へ移動します。 

STEP2 の URL にインターネット接続が可能な端末からアクセスしてください。 

 
 

＜QR コードを表示＞ 

 

お手持ちのスマートフォンで QR コードを読み込み、アクティベーションページに 

アクセスできます。（ライセンスキー、アクティベーション要求キーの入力を省略できま

す） 
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「上記の入力内容でアクティベーションを実行する」ボタンをクリックし 

アクティベーションキーを発行します。 

※ ライセンスキー、アクティベーション要求キーが入力されていない場合はそれぞれ 

入力してください。 

 
 

20 桁のアクティベーションキーが表示されたらコピーまたはメモなどに控えて 

認証画面に戻ります。 
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20 桁のアクティベーションキーを認証画面に入力後、 

「アクティベーションキーを登録」ボタンをクリックします。 

 
 

登録完了のダイアログが表示されたら「OK」をクリックします。 

 
 

ネットワークオンラインの時同様に必要機能のチェック処理が入り、更新が 

進むので表示に従って進むとライセンス情報の更新が完了します。  

①  

② 
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４－６－３ お客様情報登録  

 

お客様情報を新規登録または変更する場合はこちらから登録してください。 

※ お客様情報登録を行うとアップデータ株式会社のサポートを受けられます。 

 利用者や担当者が変更になった場合はこちらから変更いただけます。 
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＜インターネットに接続できない場合＞ 

以下のメッセージが表示された場合は、一時的にご使用の PC に登録されます。 

インターネットに接続された際に、再度登録を実施してください。 

  

 

オフライン環境下で Air Back を利用する場合は、オンライン環境の PC で以下の登録 

フォームにアクセスし、お客様情報を登録してください。 

 ＜お客様情報登録フォーム＞ 

https://www.updata.co.jp/support/airback/user_regist.php 

 

必要事項を入力して[上記の内容でユーザー登録を実行]をクリックしてください。 

登録が完了すると受付完了画面が表示されます。 

 

 

https://www.updata.co.jp/support/airback/user_regist.php
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４－６－４ サポートデータ作成  

 

バックアップ失敗等が発生した場合、サポートデータをアップデータ株式会社に送信してい

ただくと、原因を調査いたします。 

 

 

1 サポートデータ作成をクリックし、保存してください。

 

 

2 送信するログの期間を選択してください。 

 

 

3 [OK]をクリックします。 
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4 お問い合わせ内容を記載して送信してください。 

[送信]をクリックするとサポートデータは自動的に送信されます。 

 

※ ネットワークに接続されていない場合、サポートデータを送信できません。 

ネットワークに接続されている状態でサポートデータを再度送信していただくか、 

４－６－３ お問い合わせよりお送りください。 
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４－６－５ お問い合わせ  

 

製品サポートフォームが表示されます。 

https://www.updata.co.jp/contact/support_form/ 

 

 

 

  

製品を選択の上、ライセンスキー、サポート ID、以下必要事項を入力して記入し、[送信]を

クリックします。 

※ サポートデータがある場合は[ファイルを選択]をクリックして添付してください。 

  

https://www.updata.co.jp/contact/support_form/
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４－６－６ サービス利用期限の延長  

 

Air Back 更新カードを使用して利用期限の延長が可能です。 

 

「延長手続きを開始する（Web サイト）」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

認証画面とインターネットブラウザーが起動します。 

※ PC のネットワークがオフラインの場合はインターネットをご利用いただける端末を 

使用して Web ページにアクセスしてください。 
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＜QR コードを表示＞ 

 

お手持ちのスマートフォンで QR コードを読み込み、アクティベーションページに 

アクセスできます。（ライセンスキー、アクティベーション要求キーの入力を省略できま

す） 
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Air Back 更新カードの更新キーをブラウザの入力欄に入力し 

「上記の入力内容でアクティベーションを実行する」ボタンをクリックします。 

※ ライセンスキーとアクティベーション要求キーが空欄の場合は、 

認証画面のキーをそれぞれ入力してください。 

 
 

発行された 20 桁のアクティベーションキーをコピーまたはメモ帳などに控えてください。 
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Air Back の認証画面に戻り、アクティベーションキーを入力した上で 

「アクティベーションキーを登録する」ボタンをクリックします。 

 

 

更新が完了すると以下のダイアログが表示されます。 

「OK」ボタンをクリックすると Air Back を再起動します。 

 

 

ライセンス情報の利用期限が延長されていることを確認し、延長手続き完了です。 

  

①  

② 
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４－６－７ マニュアル  

 

マニュアルが表示されます。マニュアルは Windows スタートメニューから表示することも

できます。 
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５ Air Back アイコンとメッセージについて  
 

５－１ コンテキストメニューを開く  
 

タスクトレイのアイコン上で右クリックをするとコンテキストメニューが開きます。 

   

メインメニューを開く 
 ホーム画面を開きます。 

今すぐバックアップ 
 設定されているバックアップ元を今すぐバックアップ開始します。 

ログ画面を開く 

 ステータス&ログ画面を開きます 

モニター表示 

バックアップが行われていない時は待機中、バックアップ中は転送中のフ

ァイルを確認できるウインドウが表示されます。 

 

Air Back for PC の再起動 

Air Back を再起動します。 

Air Back for PC の終了 

 Air Back を終了します。 
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５－２ Air Back アイコンの表示と動作状況  
 

タスクトレイの Air Back アイコン表示で動作状況を確認することができます。 

 

白背景に青文字： 待機中 

 

白背景に赤文字： 利用期限が超過しています 

 

青背景に白文字： バックアップ中 

 

タスクトレイのアイコンの上にカーソルをのせると動作状態をバルーン表示します。 
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５－３ ストレージアイコンの表示と動作状況  
 

タスクトレイの Air Back ストレージアイコンより、バックアップ先に設定したクラウドス

トレージの動作状況を確認できます。 

 

５－３－１ Air Back ストレージアイコンの表示一覧  

 

 

 

 

 

 

Air Back ストレージが起動し、バックア

ップを待機している状態です。 

 

 

 

 

 

 

バックアップデータがクラウドストレー

ジにアップロードされている状態です。 

 

 

 

 

 

バックアップデータをクラウドストレー

ジからダウンロードしている状態です。 

 

 

 
 

 

 

ストレージの空き容量 20%以下 

 

 

 

 

 

ストレージの空き容量１0%以下 

 

  

クラウドストレージへのバックアップを

停止している状態です。 
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５－３－２ Air Back ストレージアイコンの表示・非表示  

 

バックアップ先にクラウドストレージを設定している場合、Air Back タスクトレイアイコ

ンメニューより、Air Back ストレージアイコンの表示・非表示の切り替えができます。 

（タスクトレイアイコンを右クリックするとメニューが表示されます） 

 

※ Air Back のタスクトレイアイコン  を非表示にすることはできません。 

 

<Air Back ストレージアイコンを表示している場合のメニュー画面> 

  

 

<Air Back ストレージアイコンを非表示にしている場合のメニュー画面> 

  

 

<バックアップ先にクラウドストレージを設定していない場合のメニュー画面> 
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５－３－３ クラウドストレージの使用状況  

 

Air Back ストレージアイコンをクリックすると、現在のクラウドストレージの使用状況を

確認できます。（バックアップ情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります） 

 

※ 当社提供外のクラウドストレージを利用している場合、使用状況には Air Back 以外で

アップロードされたデータサイズも含まれます。 

 

空き容量が十分な場合 

 

 

空き容量が 20％ 以下の場合 
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空き容量が 10% 以下の場合 

  

 

複数のユーザーで当社提供クラウドストレージ環境を利用している場合   
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<クラウドストレージへのバックアップを停止したい場合> 

クラウドストレージへのバックアップを停止したい場合、クラウドストレージ使用状況

画面にある「クラウドストレージへのバックアップを停止する」にチェックを入れるこ

とでバックアップを停止できます。

 

 

クラウドストレージのバックアップの停止は画面ごとに行う必要があります。 

また、「クラウドストレージへのバックアップを停止する」の右側にあるクエスチョン

マークにカーソルを合わせると説明が表示されます。

 

 

「クラウドストレージへのバックアップを停止する」にチェックを入れた場合、次のダ

イアログが表示されます。 
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クラウドストレージへのバックアップを停止した場合、ストレージの使用状況の画面が

オレンジ色になります。 

 

※ クラウドストレージへのバックアップを停止している間は Air Back のバックアップ

タスクが停止されます。 

※ バックアップタスクが稼働中にクラウドストレージへのバックアップを停止した場

合、稼働しているバックアップタスクはキャンセル扱いとなります。 

※ バックアップ先に複数のクラウドストレージを設定している場合、それぞれのクラウ

ドストレージでバックアップを停止できます。 

※ クラウドストレージではないバックアップ先へのバックアップタスクは「クラウドス

トレージへのバックアップを停止する」にチェックを入れても停止することはありませ

ん。 

 

<未アップロードファイルが存在する場合> 

未アップロードファイルが存在する場合、クラウドストレージ画面の「未アップロードフ

ァイルが n 個あります」と赤文字で表示されます。 

  

  



99 

 

６ Air Back Restore について  
 

６－１ Air Back Restore の概要  
 

Air Back Restore はバックアップデータを異なる PC にリストアするためのアプリケーション

です。例えば、古い PC でバックアップしたデータを新しい PC にリストアする際に使用しま

す。 

※ クラウドストレージをバックアップ先に設定している場合、エクスプローラー上のクラウド

ストレージのドライブ内には Air Back Restore は表示されません。 

 

６－２ Air Back Restore の起動方法  
 

1. エクスプローラー上でバックアップ先に指定したドライブ内の RI フォルダを開くと

「AirBackRestore」フォルダがあります。 

 

 

2. AirBackRestore.exe を起動すると、リストアツールが起動します。 
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3. リストアするファイルにチェックを入れ[リストア]をクリックします。

 

※ 操作手順の詳細は、4－3 リストアと削除 を参照してください。 
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７ 【Premium】の機能について  

７－１ イメージバックアップとは  
 

イメージバックアップはファイルだけでなく OS やアプリケーション等全てを復元できるバ

ックアップです。万が一ハードディスクが破損した等に有効です。 

Air Back Premium for PC では、OS を起動したままイメージバックアップを行える「オ

ンラインバックアップ」や、指定した時間にイメージバックアップを実行する「スケジュー

ル機能」も搭載しています。 

イメージバックアップに関する詳細は、『イメージバックアップマニュアル』「4. イメージバ

ックアップを使用する」をご確認ください。

https://dl.updata.co.jp/products/airback/airback2_pc/manual/airback_pc_image

backup_manual.pdf 

 

７－２ リカバリーメディアの作成  
 

バックアップイメージの復元にあたり、起動メディア(CD/USB)の作成は必須の作業です。 

Windows8.1/10、Windows Server2012/2016 及びそれ以降の OS 上で 

起動メディア(CD/USB)を作成するには 

 

・Windows ADK(アセスメント&デプロイメントキット) 

・Windows PE アドオン 

 

上記 2 点が必要です。ADK、PE アドオンをダウンロード・インストールし、 

RecoveryMediaBuilder(リカバリーメディアビルダー)で ISO イメージを作成。 

作成した ISO ファイルを CD/USB に書き込みます。 

※ Windows ADK のインストールには、ハードディスクに 5GB 以上の空き容量が 

必要になります。空き容量不足などが原因で起動メディア(CD/USB)が作成できない場合 

は、他の PC/Server で起動メディア(CD/USB)を作成してください。 

※ Windows ADK は Microsoft 社が提供するプログラムです。ダウンロードや 

インストール時の問題、使用方法などについては、弊社ではサポートいたしかねますので 

予めご了承ください。 

https://dl.updata.co.jp/products/airback/airback2_pc/manual/airback_pc_imagebackup_manual.pdf
https://dl.updata.co.jp/products/airback/airback2_pc/manual/airback_pc_imagebackup_manual.pdf
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【注意】 

[Windows ADK]を使用する場合、Windows アカウント名に日本語が含まれる環境では起

動メディア(CD/USB)が正常に作成されません。 

(起動後に画面が文字化けしてしまいます) 

半角英数字のアカウントで実行してください。
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【作成手順】 

1. Air Backからリカバリーメディアをクリックし[ホーム]から[リカバリーメディアビルダー]

をクリックし、RecoveryMediaBuilder3.0(リカバリーメディアビルダー)を起動します。 

 

 

2. 画面中央のリカバリーメディアビルダーの説明をスクロールし、[Windows ADK を使用す

る]のチェックを入れ、[次へ]進みます。 

 

3. リカバリーメディアの種類では、[ISO イメージ]を選択し[次へ]をクリックしてください。
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保存先を変更したい場合は、[参照]ボタンを押して指定してください。 

 

※ 初期設定で、ISO ファイルはドキュメントフォルダ内に保存され、作成した日時がフ

ァイル名になります。 

(rm_日_月_年_時刻.iso) 
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4. 起動メディアの作成に必要な Windows ADK を入手します。[Windows ADK のダウンロ

ード]をクリックしてください。 

 

※ Windows ADK のダウンロード、インストールは初回のみ必要です。2 回目以降の

作成では、手順 4、5、6 はとばして手順 7 へお進みください。 

※ Windows ADK のダウンロードが完了していない、ダウンロード先が正しくない状

態で[次へ]をクリックすると[Windows ADK のインストール先が正しくありません]

のメッセージが表示されます。 
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5. Windows ADK のダウンロードとインストールの案内ページが表示されます。 

 

※ 万一開かない場合は、以下の URL にアクセスしてください。 

http://www.lifeboat.jp/info/adk_ib12.html 

 

6. サイトの手順にそって ADK をダウンロードし、続けてインストールを行ってください。 

 

7. ADK のインストールが完了し、[Windows アセスメント&デプロイメントキットへようこ

そ]の画面が表示されたら[閉じる]をクリックします。 

 

http://www.lifeboat.jp/info/adk_ib12.html
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8. ADK のインストールが完了後、インストール先を変更していない場合はそのまま[次へ]を

クリックしてください。 
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9. 書き込みが開始し、[完了]を待ちます。 

 

 

 

10. ドキュメントフォルダを開くと、ISO イメージファイルが作成されています。右クリック[デ

ィスクイメージの書き込み]をクリックしてください。 
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11. 未使用の CD をセットし、[書き込み]をクリックすると、ディスクに書き込まれます。

 

 

12. 書き込みが完了したら作成したメディアの起動確認を行ってください。 

※ 本マニュアルには CD へメディアキットを作成する手順を掲載しています。USB へ

の作成を行いたい場合は『イメージバックアップマニュアル』をご確認ください。

https://dl.updata.co.jp/products/airback/airback2_pc/manual/airback_pc

_imagebackup_manual.pdf 

 

７－3 リカバリーメディアの起動  
 

DVD/BD にバックアップした場合、起動メディア(CD/USB)で起動しバックアップした 

DVD/BD と差し替えて復元を行います。 

1. 起動メディア(CD/USB)を PC にセットして、PC を再起動します。 

 

  

https://dl.updata.co.jp/products/airback/airback2_pc/manual/airback_pc_imagebackup_manual.pdf
https://dl.updata.co.jp/products/airback/airback2_pc/manual/airback_pc_imagebackup_manual.pdf
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2. CD/USB メモリからブートされ、以下の画面が表示されるのでしばらく待ちます。

 

 

3. 画面が表示されたら、 [復元]をクリックします。(エキスパートビュータブから[復元]でも行

えます) 

 

 

4. バックアップイメージが複数枚の DVD/BD メディアで構成されている場合は、最後の

DVD/BD をセットしてください。(バックアップ DVD が 5 枚構成の場合は 5 枚目をセッ

トします。) 

パーティション単位でバックアップしている場合は、1 枚目のディスクをセットしてくださ

い。 
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5. [CD/DVD/BD]タブからバックアップファイルを参照します。 

 

 

6. DVD/BD 内のイメージファイルを選択して[次へ]をクリックします。 

【ハードディスク全体のバックアップイメージ】 

『DISK.PBF』ファイルを選択してください。以下のように 2 つのイメージファイルが表

示される場合も同様です。

 

【パーティションのバックアップイメージ】 

[IMG*.PBF]ファイルを選択してください。 
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7. 復元前に、バックアップイメージの整合性チェックを行うことが可能です。[チェック]をクリ

ックすると開始されます。 

 

 

8. [キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに変わったらクリックしてください。 
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9. [復元する対象の選択]画面ではバックアップイメージの内容が読み込まれ復元可能な内容が

表示されます。復元するハードディスク、パーティションを選択し[次へ]をクリックしてくだ

さい。 

【HDD 全体を復元する場合】 
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【パーティションを復元する場合】

 

※ [ファイルとフォルダー]タブから特定のファイルやフォルダーのみを復元することも

できます。 

※ OS を含むドライブを復元する場合、この操作は行わないでください。復元先ディス

クから正しく起動できなくなります。 
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10.  [復元先を選択してください]の画面では復元先のハードディスク、パーティションを選択し

[次へ]をクリックします。 

【HDD 全体を復元する場合】 

 

【パーティションを復元する場合】 
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※ 指定した復元先にデータがある場合[次へ]を選択後、メッセージが表示されます。デー

タは削除されてから復元処理が行われますので[続行]をクリックしてください。 

  

 

 

 

11.  [操作の内容を確認してください]の画面では復元した結果をプレビューで確認できます。設

定完了後[次へ]をクリックします。 

【HDD 全体を復元する場合】 

元のハードディスクより大きなハードディスクに復元する場合、[サイズを比例して変更]に

チェックを入れてください。
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※ バックアップ元よりも小さなディスク・パーティションに復元する場合は、バックア

ップ元の使用容量よりも大きなサイズのディスク、パーティションが必要です。バッ

クアップ元の使用容量よりも小さいディスク、パーティションに復元することはでき

ません。 

※ バックアップ元より小さいディスクへの復元が失敗する場合、パーティション単位で

の復元をお試しください。 

【パーティションを復元する場合】 

パーティションのサイズを変更やドライブ文字を割り当てができます。 

 

 

12.  [復元ウィザードの完了]画面が表示されます。[完了]をクリックすると復元処理が開始され

ます。 
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復元処理の内容によっては、復元が開始されず以下の画面が表示されます。 

 

※ [再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリーンモードで復元が

実行されます。ブルースクリーン モードについては、[4-3. ブルースクリーンモード]

を参照してください。OS がインストールされているパーティションやディスク全体

を復元されようとしている場合には、[8-4. フォルダーやファイルを復元する(復元ウ

ィザード)]の手順で行ってください。 

※ バックアップ DVD/BD が複数枚にわたる場合、復元処理中に以下のメッセージが表

示されます。メッセージの内容に沿ってディスクを差し替えてください。 
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※ 差し替えたディスクの認識に時間がかかるケースがあります。差し替え後は、

ディスクの読み込みが完全に完了するまでしばらく待ってから操作を始めてく

ださい。 

 

13.  復元が完了すると、[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに切り替わりますので、そのまま

[閉じる]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

 

以上で、復元処理が終了です。復元先のドライブの内容を確認してください。 

 

７－４ スケジュールバックアップ  
 

イメージバックアップではディスクやパーティション、ファイル単位のバックアップをバック

アップウィザードと同様の操作で定期的なバックアップ(スケジュールバックアップ)を行えま

す。 
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７－４－１ バックアップの種類  

 

スケジュールバックアップウィザードでは 3 種類のスケジュールバックアップを選択して実

行できます。 

<フルバックアップ(ベーシックタイプ)> 

指定したディスクまたはパーティションのフルバックアップを行います。 

<増分バックアップ> 

最初に親イメージとなるフルバックアップが実行し、2 回目以降は前回のイメージを元に

異なる箇所のみバックアップします。 

最新の状態に復元するには、親イメージとすべての増分イメージが必要になります。増分

イメージが 1 つでも破損・紛失すると最新の状態に復元することができません。 

 

<差分バックアップ> 

最初に親イメージとなるフルバックアップが実行され、2 回目以降は常に最初の親イメー

ジと比較し異なる箇所のみバックアップします。親イメージと最新の差分イメージがあれ

ば最新の状態へ復元できます。 

 

各バックアップでは、一定のサイクルで古いバックアップイメージを削除しながらスケジ

ュールバックアップを繰り返す、[サイクルバックアップ]の有効/無効を指定できます。 
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７－４－２ サイクルバックアップ  

 

サイクルバックアップはスケジュールバックアップを実行しながらバックアップイメージの世

代管理を行う機能です。有効にすると、古いイメージを削除しながらスケジュールバックアッ

プを実行し、常に一定数のバックアップイメージを保存しておくことができます。 

削除する際の基準は下記の 3 種類から選択できます。 

<指定した数のバックアップイメージを保持する> 

指定したイメージ数を超えた場合には、古いイメージから削除されます。常に一定数のイ

メージが保存された状態を保ちます。 

<指定した日数分のバックアップイメージを保持する> 

設定した日数を超過した場合、古いイメージから削除されます。 

<古いイメージから自動的に削除する(バックアップ先の容量不足時のみ動作)> 

バックアップ先の容量が不足した場合だけ動作します。古いイメージから自動で削除され

ます。 

 
７－４－３ スケジュールバックアップの設定手順  

 

1. [エキスパートビュー]を選択します。 

2. [スケジュール]を選択します。 
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3. スケジュールバックアップウィザードが起動します。 

 

 

4. 任意でタスク名を設定し、[次へ]進みます。 
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5. バックアップ対象を選択し[次へ]進みます。 

 

 

6. バックアップの保存先を選択し[次へ]進みます。 
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7. [タスクを開始するタイミングを下から選択]の画面が表示されたら、左のメニューからご希

望に合ったものを選択してください。[新しいタスク]をクリックするとバックアップの種類、

サイクルバックアップを自由に設定することができます。 

 

それぞれの初期設定は下記の通りです。画面上で薄いグレーの文字になっているものは[変

更不可]または[無効]状態です。 

変更したい場合は左下の[新しいタスク]をクリックし、ご希望のタスクを新規作成する必要

があります。 

 

 

  

変更可能 

変更不可/無効 
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 毎日増分バックアップを実行したい場合にご利用ください。 
 毎日/時間を指定します。 
 1 つの親イメージに 6 個の増分イメージが作成できます。 
 サイクルバックアップは無効です。 

 

 バックアップ元/先の設定だけ行い、実行したい際にご利用ください。 
 スケジュール設定はできません。手動で実行する必要があります。 
 フルバックアップのみ対応しています。 
 サイクルバックアップは無効です。 

 

 曜日と時間を決めて実行したい場合にご利用ください。曜日/時間を指定 
 フルバックアップのみ 
 サイクルバックアップは有効 

 

 毎日フルバックアップを行いたい場合にご利用ください。常に上書きされます。 
 毎日/時間を指定 
 フルバックアップのみ 
 サイクルバックアップは有効 
※ サイクルバックアップを使用しない場合、バックアップデータは増え続けていき

ますのでご注意ください。(自動で上書き/削除されません。) 

以降の手順に関しては、月曜日・水曜日・金曜日に増分タイプでサイクルバックアップす

る設定を例に[新しいタスク]を使用してご説明します。 
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8. [新しいタスク]をクリックします。 

 

 

9. [名前/説明]タブが表示されます。任意の名前を入力します。説明は必要があれば入力します。 
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10. [時]タブをクリックします。[毎週]を選択し、実行したい曜日にチェックを入れます。例では

月曜日・水曜日・金曜日にチェックを入れます。 

 

 

11. バックアップの種類を選択します。例では月曜日に親イメージ、水曜日・金曜日に増分バッ

クアップを行う設定にします。[増分タイプ]にチェックを入れ、作成する増分バックアップ

の数は[2]になります。 
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12. サイクルバックアップをクリックします。 

例では、毎週月曜日・水曜日・金曜日でサイクルバックアップを設定する場合、[指定した

数のバックアップイメージを保持する]を選択し、親 1 + 増分 2、計[3]を入力します。数

値を上げると自動削除の際に残るイメージがその分多くなる為、安全性が高まります。 

 

 

13. [オプション]は必要に応じ設定し、[追加]をクリックします。 
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14. 確認画面が表示されます。実行する日時、バックアップの種類、数、サイクルバックアップ

の有効/無効を確認し、[次へ]進みます。 

 

※ サイクルバックアップを無効にしたい場合は[無効]をクリックします。 

※ [新しいタスクで設定した場合はメニューに追加されます。不要な場合は[×]で削除で

きます。 

※ サイクルバックアップが無効の場合は、バックアップデータは上書きや削除されるこ

となく増え続けていきます。 

【上記の増分バックアップの流れ】 

 

二週目の金曜日に、計 6 個目のイメージが完成するタイミングで一週目に作成された

3 つのデータが一度に削除されます。 

 



130 

 

15. [完了]をクリックすると設定が完了します。 

 

※ サインアウトしてバックアップする場合は、[異なるユーザーとして実行]をクリック

し、Windows ユーザー名/パスワードを指定してください。入力したパスワードとパ

スワードの確認に入力した内容が異なる場合は赤文字でメッセージが表示されます。 
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16. エキスパートビューの[イメージビュー]にスケジュールタスクが登録されます。 

 

※ タスクスケジュールをクリックすると設定内容を確認できます。 

 

※ スケジュールバックアップを行う場合、実行時刻に PC/Server が起動している必要

があります。 

※ バックアップ先・バックアップ対象を変更することはできません。その場合は再度ス

ケジュールタスクを作成しなおしてください。 
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７－４－４ 保存先のフォルダー構成  

 

<ベーシックタイプを選択した場合> 

バックアップ先に設定した日付_時_分_秒のフォルダーが作成され、その中にバックアッ

プされた日付_時_分_秒のフォルダーが作成され保存されます。 

 

 

<増分/差分タイプを選択した場合> 

最初のフルバックアップイメージがバックアップ先ドライブに保存され、増分/差分イメ

ージは同じフォルダー内に保存されます。 

増分/差分イメージファイル毎に日付.時分秒のフォルダーが作成され、保存されます。 

【増分】 

 

【差分】 
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７－５ VSS を利用したバックアップ  
 

バックアップ元画面で「VSS」にチェックを入れることで Microsoft Outlook のように通

常はアプリケーションを閉じる必要があるものを、起動した状態でバックアップできます。 
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８ サービスの利用期限  
 

８－１ サービス利用期限切れ  
 

サービスが利用期限切れになると、バックアップとリストアが利用できなくなります。 

当社提供のクラウドストレージをご利用されている場合は、14 日超過後にバックアップデ

ータを自動的に削除します。また、次のような警告メッセージが表示されます。 

 

   

 

８－２ サービス利用期限の通知メール  
 

ご契約期限に合わせて、以下のタイミングでご利用期限通知メールを送信します。 

期限 90 日前 

 60 日前 

 30 日前 

 14 日前 

 7 日前 

 3 日前 

 1 日前 

 

※ 自動更新ご契約ユーザー様の場合 

・ご契約中は無期限となり、弊社システムからの期限通知メールは配信されません。 

・解約時のみ、解約依頼日を基準にサービス利用期限が設定され、    

 上記スケジュールにて弊社システムより期限通知メールが配信されます。 
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９ 付録  
 

９－１ インストーラーをダウンロードする  
 

最新版のインストーラーはアップデータ株式会社のホームページから入手できます。 

https://www.updata.co.jp/support/downloads/ 

 

９－2 アップデートについて  
                                

アップデートは「自動アップデート」と「手動アップデート」の２つの方法でアップデート

できます。  

 

９－２－１ 自動アップデート  

 

自動アップデートは Air Back が起動したタイミングで行われます。 

サービスを利用している期間中でインターネットに接続されている場合、最新版がリリース

されると自動でアップデートが行われます。 

自動アップデートの場合、コンピューターの再起動は行われません。 

※ オフライン環境では自動アップデートは行われません。 

  

https://www.updata.co.jp/support/downloads/
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９－２－２ 手動アップデート方法  

 

1 最新のインストーラーをダウンロードし、インストーラーを起動します。 

インストーラーのダウンロード URL は 9－1 インストーラーをダウンロードするをご確

認ください。 

 

 

2 ドライバーのアップデートが実行された場合、Air Back のアップデートの最後に再起動が

行われます。続行する場合は[はい」をクリックします。 

 

 

3 Air Back が停止され、アップデートが実行されます。 
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4 アップデートが完了すると、次のダイアログが表示されます。 

 

 

5 ドライバーのアップデートが行われた場合、再起動を行うダイアログが表示されます。 

[OK]をクリックすると再起動が行われます。 

[OK]をクリックしなかった場合、30 秒後に自動的に再起動が行われます。 

 

 

※ バージョン 2.2.5 以降は .NET Framework 4.7.2 以降がインストールされている環

境でのみアップデートが可能です。Air Back のアップデートが行われない場合は .NET 

Framework のバージョンお確かめください。 

 

 

バージョン～2.2.7 をご利用の場合 

アップデート実施の際に下記ダイアログが表示されます。 

確認ボタンをクリックし、画面の案内に沿ってアップデートを完了してください。 
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バージョン～2.2.5 の Air Back を利用し Microsoft 365 をバックアップ先に設定して

いる場合 

 

2.2.6 以降の Air Back は、所有権を持つユーザー（以下、「所有者」と呼びます）のみクラ

ウドストレージ上のバックアップ先へアクセスできます。 

「所有者」ではないユーザーによるバックアップおよびリストアはできません。 

2.2.6 以降へアップデート後の起動時に「所有者」登録およびバックアップデータ引き継ぎ

用の「復元キー」を登録ダイアログが表示されます。案内に従ってご登録ください。 

 

 

 

＜「はい」を選択した場合＞ 

バックアップデータ引き継ぎ用の「復元キー」を設定します。 

復元キーはバックアップデータを引き継ぐ場合に必要になるパスワードです。 

 



139 

 

 

<「いいえ」を選択した場合> 

再度警告画面が表示されます。 

 

[はい]を選択するとクラウドストレージのバックアップ先へのアクセスができなくなり

ます。[いいえ]を選択すると所有者登録の破棄をキャンセルし「Ver2.2.6 以降の新し

い仕様について」ダイアログが再び表示されます。（以降は同じ手順になります） 

※ 改めて Microsoft 365 をバックアップ先に設定する場合は一度バックアップ先の

Microsoft 365 を削除した後、再設定を行う必要があります。その際、過去に

Microsoft 365 にバックアップしていたデータは引き継がれません。 
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９－３ アンインストールについて  
 

アンインストールを行う場合は Air Back インストーラーを起動、または Windows 設定の

「アプリと機能」よりアンインストールできます。 

 

９－３－１ アンインストール方法  

 

1. Air Back for PC インストーラーを起動し、[アンインストール]をクリックします。 

 

2. Windows メニューのアプリと機能よりアンインストールを実行した場合も同様に Air 

Back for PC インストーラーが起動します。 

 

 

3. アンインストール後に再起動を行う旨の注意ダイアログが表示されますので[はい]をクリッ

クして進みます。 
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4. アンインストールが実行されます。 

 

 

5. バックアップデータを削除するかを確認します。バックアップデータを削除する場合は

「はい」をクリックしてください。バックアップデータを残す場合は[いいえ]をクリックし

てください。 

6. 「はい」を選択した場合、バックアップ先フォルダーから削除するフォルダーを選択しま

す。バックアップデータ全て削除する場合は RI フォルダーを削除してください。  
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削除の有無は設定しているバックアップ先ごとに設定できます。 

 

7. 設定ファイルを削除するかの確認ダイアログが表示されますので、どちらかを選択しま

す。引き続き同じ PC で Air Back を使用する場合は[いいえ]をクリックします。 

 

[いいえ]を選択した場合、設定ファイルを残すユーザーを１つ選択できます。 

[設定を保持せずアンインストール続行]を選択した場合：設定ファイルを全て削除します。 

[設定を保持]を選択した場合：選択したユーザーの設定ファイルを残した状態でアンインス

トールを行います。 

 

 

※選択した Windows ユーザーで Air Back を再インストールすると、以前の設定が復元

されます。 

  



143 

 

8. アンインストール後は再起動が行われます。 

 

 

 

 

９－３－２ クラウドストレージ上でのデータ削除方法  

 

クラウドストレージを設定している環境でアンインストールしても、クラウドストレージにバ

ックアップしていたデータはそのまま残ります。 

クラウドストレージにデータを残したくない場合は次の手順で削除してください。 

 

※ 当社提供のクラウドストレージの場合、バックアップデータを意図的に削除することはで

きません。Air Back の利用を終了から 14 日経過後にバックアップデータは削除されます。 
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Air Back のバージョンが 2.2.5 の場合 

 

[Microsoft 365 のクラウドストレージのデータ削除方法] 

クラウドストレージで Microsoft 365 を利用している場合、以下の手順でバックアップ

データを削除できます。 

 

1. OneDrive のタスクトレイアイコンを右クリックします。（タスクトレイに見当たらない場

合は  をクリックし、OneDrive のタスクトレイアイコンを探してください） 

 

 

2. OneDrive コンテクストメニューにある[ストレージの管理]をクリックします。 
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3. ブラウザが起動し、「記憶域メトリックス」画面が表示されます。 

 

 

4. 画面左側にある[アプリ]を選択します。 
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5. コンテンツ一覧画面が表示されるので[AirBackDrive]を選択します。 

 

 

6. ページが開かれると、AirBackDrive フォルダが表示されます。 

 

 

7. AirBackDrive にある「db」にカーソルを合わせ、[アクションの表示]（三点リーダー）

をクリックします。 
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8. 操作メニューが表示されるので、[削除]をクリックします。 

 

9. 「削除しますか？」のポップアップが表示されるので、[削除する]を選択します。 

 

10. 手順 4 から 6 の操作で同様に「files」のフォルダを削除します。 

 

11. AirBackDrive フォルダはコンテンツ一覧ページの「AirBackDrive」を右クリックし、メ

ニュー項目の[削除]より削除できます。 

 

※ Microsoft 365 上でデータが削除されるまでに時間がかかる場合があります。  
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Air Back のバージョンが 2.2.6 以降 の場合 

 

[Microsoft 365 のクラウドストレージのデータ削除方法] 

クラウドストレージで Microsoft 365 を利用している場合、以下の手順でバックアップ

データを削除できます。 

1. OneDrive のタスクトレイアイコンを右クリックします。（タスクトレイに見当たらない場

合は  をクリックし、OneDrive のタスクトレイアイコンを探してください） 

 

 

2. OneDrive コンテクストメニューにある[ストレージの管理]をクリックします。 
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3. ブラウザが起動し、「記憶域メトリックス」画面が表示されます。 

 

 

4. 画面左側にある[アプリ]を選択します。 

 

 

5. コンテンツ一覧画面が表示されるので[AirBackDrive]を選択します。 
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6. ページが開かれると、AirBackDrive フォルダ内が表示されます。 

 

 

7. AirBackDrive にある「bk_{任意で設定したバックアップ先名}」にカーソルを合わせ、[ア

クションの表示]（三点リーダー）をクリックします。 

 

 

8. 操作メニューが表示されるので、[削除]をクリックします。 

 

9. 「削除しますか？」のポップアップが表示されるので、[削除する]を選択します。 
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10. AirBackDrive フォルダはコンテンツ一覧ページの「AirBackDrive」を右クリックし、メ

ニュー項目の[削除]より削除できます。 

 

※ Microsoft 365 上でデータが削除されるまでに時間がかかる場合があります。  
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Air Back を 2.2.5 から Microsoft 365 をバックアップ先として利用していて 2.2.6

以降にアップデートし継続利用した場合 

 

[Microsoft 365 のクラウドストレージのデータ削除方法] 

クラウドストレージで Microsoft 365 を利用している場合、以下の手順でバックアップ

データを削除できます。 

1. OneDrive のタスクトレイアイコンを右クリックします。（タスクトレイに見当たらない場

合は  をクリックし、OneDrive のタスクトレイアイコンを探してください） 

 

 

2. OneDrive コンテクストメニューにある[ストレージの管理]をクリックします。 
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3. ブラウザが起動し、「記憶域メトリックス」画面が表示されます。 

 

 

4. 画面左側にある[アプリ]を選択します。 

 

 

5. コンテンツ一覧画面が表示されるので[AirBackDrive]を選択します。 
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6. バックアップ先として設定していた場合は、2.2.5.x 時の様に「db」「files」フォルダが

AirBackDrive フォルダ直下に保存されています。 

 

 

7. AirBackDrive にある「db」にカーソルを合わせ、[アクションの表示]（三点リーダー）

をクリックします。 

 

 

8. 操作メニューが表示されるので、[削除]をクリックします。 

 

9. 「削除しますか？」のポップアップが表示されるので、[削除する]を選択します。 

 

10. 4-6 の同じ手順で「files」も削除します。 
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11. AirBackDrive フォルダはコンテンツ一覧ページの「AirBackDrive」を右クリックし、メ

ニュー項目の[削除]より削除できます。 

 

※ Microsoft 365 上でデータが削除されるまでに時間がかかる場合があります。 
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Air Back を 2.2.5 から Microsoft 365 をバックアップ先として利用していて、

2.2.6 以降にアップデート後に新たに Microsoft 365 をバックアップ先に設定しなおし

た場合 

 

[Microsoft 365 のクラウドストレージのデータ削除方法] 

クラウドストレージで Microsoft 365 を過去に利用した履歴があり、新たに Microsoft 

365 をバックアップ先として設定した場合、以下の手順でバックアップデータを削除でき

ます。 

1. OneDrive のタスクトレイアイコンを右クリックします。（タスクトレイに見当たらない場

合は  をクリックし、OneDrive のタスクトレイアイコンを探してください） 

 

 

2. OneDrive コンテクストメニューにある[ストレージの管理]をクリックします。 
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3. ブラウザが起動し、「記憶域メトリックス」画面が表示されます。 

 

 

4. 画面左側にある[アプリ]を選択します。 

 

 

5. コンテンツ一覧画面が表示されるので[AirBackDrive]を選択します。 
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6. ページが開かれると、AirBackDrive フォルダ内が表示されます。 

 

 

7. AirBackDrive にある「bk_{任意で設定したバックアップ先名}」にカーソルを合わせ、[ア

クションの表示]（三点リーダー）をクリックします。 

 

 

8. 操作メニューが表示されるので、[削除]をクリックします。 

 

9. 「削除しますか？」のポップアップが表示されるので、[削除する]を選択します。 

 

 

10. 「files」、「db」も同様に 4-6 の手順で削除します。 
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11. AirBackDrive フォルダはコンテンツ一覧ページの「AirBackDrive」を右クリックし、メ

ニュー項目の[削除]より削除できます。 

 

 

※ Microsoft 365 上でデータが削除されるまでに時間がかかる場合があります。 

 

Air Back 専用クラウドストレージ上のデータについて 

バックアップ先で Air Back 専用クラウドストレージ を設定している場合、サービスを継続

している限りデータを保持します。サービス終了の 14 日後にすべてのデータを削除します。 

 

９－３－４ バックアップデータを残した場合  

 

クラウドストレージにバックアップデータを残した状態で新たな PC に Air Back をインスト

ールした場合、「復元キー」を利用することでバックアップデータを引き続きご利用いただけ

ます。 

Air Back の再インストール方法については 2 インストールの手順をご確認ください。 

クラウドストレージのバックアップデータの引き継ぎ方法については PC 故障等で新しい PC 

へ Air Back を移行する場合をご確認ください。 

新しい PC へのバックアップデータのリストア方法については４－３ リストアをご確認くだ

さい。 

※ 暗号化・圧縮を行っていない場合に限ります。 

※ 過去に暗号化・圧縮していたバックアップデータを引き続き利用する場合、以前の暗号化

（同一パスワード）・圧縮と同じ設定をする必要があります。 
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