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１ はじめに                                  
Air Back はサーバー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。 

※ その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

 

１－１ 動作要件 
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。 

 

オペレーティングシステム（32 ビット/64 ビット、日本語版のみ） 

Windows Server 2012 Standard 

Windows Server 2012 R2 Standard 

Windows Storage Server 2012 Workgroup / Standard 

Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup / Standard 

Windows Server 2016 Standard 

Windows Storage Server 2016 Workgroup / Standard 

Windows Server 2019 Standard / Datacenter 

Windows Server IoT 2019 for Storage 

Windows Server 2022 Standard / Datacenter 
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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 

 

その他 

※ .NET Framework4.7.2 以上がインストールされていること。 

※ Box Drive について 

Box Drive は Outlook の .pst ファイルをサポートしていません。 

このため Air Back のバックアップ先として利用することはできません。 

※ 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。 

 

動作要件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                                   
 

1. CD または Web からダウンロードした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://www.updata.co.jp/support/downloads/ 

 

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。 

 
 

3. [インストール]をクリックします。

 
 

  

https://www.updata.co.jp/support/downloads/
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4. [同意する]をクリックします。 

 
 

5. 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。 
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6. お客様情報を入力して[登録]をクリックします。 
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7. インストールが完了したら[OK]をクリックします。 
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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。 

 
 

2. [オフラインインストール]をクリックします。 
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3. ライセンス認証画面が表示されます。 

 
 

4. 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。 
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<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> 

 
 

5. 正しいキーを入力後、STEP２にあるアドレスにアクセスします。 
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6. URL 先にアクセスすると、アップデータ株式会社のユーザー登録画面が表示されます。 

※ インターネットにアクセスできるコンピューターでアクセスしてください。 

※ ライセンスキーが入力されていない場合はライセンスキーを入力し、[アクティベーシ

ョン]をクリックしてください。 
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7. ライセンスキーが既に入力されている場合は[アクティベーション]をクリックします。 

※ Air Back のバージョンにより登録するアクティベーションキーが異なります。 

 
 

※ Air Back のバージョンはインストーラーの画面で確認できます。 
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8. アクティベーションキーが表示されるので、Air Back のライセンス認証画面に戻り、

STEP3 の[アクティベーションキー]に入力します。 

 
 

9. [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。 
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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。 

 
 

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

 
 

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。 
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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。

 
 

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。 

 
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ます。以上でインストールは完了で

す。Windows のタスクマネージャーのサービスタブに「AirBackService」が登録されま

す。万一バックアップを停止したい場合はサービスを停止してください。 
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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。 

 
 

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。 

※ 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。 

 
・共有： サーバー内の共有フォルダを表示します。 

・ローカル： サーバーのローカルディスクを表示します。 
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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。 
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4. サービス実行アカウントの設定 

バックアップ先にネットワークパスを設定した場合は、「ドメイン」が選択されます。 

バックアップ元・バックアップ先に読込・書込可能なドメインアカウントまたはローカル

アカウントを指定してください。 

 
Workgroup 環境の場合はドメイン項目の入力は不要です。アカウントとパスワードのみ設

定してください。 

Active Directory 環境にあるバックアップ先・元にアクセスする場合はドメインが必要に

なります。 

 

5. アカウント設定後[ログインテスト]を行います。ログインテストに成功すると次へ進めま

す。 
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6. 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。リストア時にパスワードを 

  入力しますので、忘れるとリストアすることができません。 

 

■ 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。 

 

■ モードの選択 

  ・バックアップモード：バックアップ元から削除されたファイルは 

      バックアップ先の最新世代からは削除しません 

・レプリケーションモード：バックアップ元から削除されたファイルは 

    バックアップ先の最新世代から削除します 
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■ レプリケーションモード時の世代保存 

バックアップ元のデータを削除した際に、バックアップ先の最新データのみを削除する

か、世代を含めて削除するかを設定できます。 

※ バックアップモード・レプリケーションモード・レプリケーションモード時の世

代保存の設定は「4－2－1 バックアップ元の設定」で変更できます。 

 

7. 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。 

・毎日レポートを送信します： 前日のバックアップ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： 前日の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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■ 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。 

  送信に成功するとこちらが表示されます。 

   
  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。 

  送信時刻にサーバーが起動していない場合は、Air Back 起動時に送信されます。 

 

■ 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、バックアップ先にアクセス出来な

い場合の警告 

 

8. 設定を確認して[保存]をクリックします。 

 
 

  



 24 

9. 設定登録前にバックアップ先 Read/Write チェックが表示されます。 

Read/Write チェックが表示されたら[チェック実行]をクリックしてください。 
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10. 読取、書込ともに◯判定になることを確認し[次へ進む]をクリックしてください。 

読取、書込で×判定になった場合はバックアップ元・バックアップ先に対してサービス実

行アカウントのアクセス権（読取・書込権限）を付与してください。 

 
 

11. 設定を登録する場合は[はい]を選択してください。修正する場合は[いいえ]を選択してくだ

さい。 

 
 

12. 今すぐバックアップを実行する場合は[はい]を選択してください。すぐにバックアップを十

石しない場合は[いいえ]を選択してください。後程バックアップを行う場合は「４－１ ホ

ーム」を参考に Air Back ホーム画面の[今すぐバックアップを実行]を実行してください。 

 
以上で初回設定ウィザードは完了です。 
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４ 各種機能と設定                                      
４－１ ホーム 

ホーム画面は以下の項目が表示されます。 

 今すぐバックアップ実行 

 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 

 初回バックアップ未完了情報 

 バックアップ先ドライブ情報 

 

 
 

 ■ 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。 
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 ■ 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。 

    
 

４－２ バックアップ 

４－２－１ バックアップ元の設定 
 バックアップタスクの追加や変更を行います。 

  
 ・共有： サーバー内の共有フォルダを表示します。 

 ・ローカル： サーバーのローカルディスクを表示します。 

 

 ■ 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。 
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2. 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. バックアップ方式を選択します。 

  
 

スケジュールは「スケジュール編集」をクリックし、スケジュールを設定してください。 
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4. 暗号・圧縮をする場合はチェックを入れます。 

  
圧縮をする場合はバックアップされたデータが圧縮されて保存されます。 

圧縮率は zip と同じです。 

暗号化をする場合はパスワードを設定してください。 

リストア時にパスワードを入力しますので、忘れるとリストアすることができません。 

  
 

5. 世代と削除方式を設定します。 

■ 世代保存の設定 

   
  「世代保存する」「世代保存しない」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。 

  世代保存：バックアップの過去データを指定した世代（1 世代～）を保存します。 

■ 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。  
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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、Air Back を起動してから 5 分後と前回終了から 24 時間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する機能で

す。オートコンプリータの実行設定については 

 

■ 「削除する」選択時の世代 

   
  バックアップ元のデータを削除した際に、バックアップ先の最新データのみを削除す

るか、世代を含めて削除するかを設定できます。 

 

6. スケジュール方式では、バックアップ前後にバッチを実行することができます。 

例えば、サービスを止めないとバックアップが取れないファイルがある場合、サービス停

止・開始を行うバッチを用意しておけば、それをバックアップ前後に実行できます。 
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7. 除外したいファイルがある場合は設定します。 

・[除外ファイル]をクリックして除外したいファイルを選択してください 

 
 

・除外したいフォルダはチェックを外してください 

・  

※ 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。 

 
 

8. [保存]をクリックして設定を確定します。 
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４－２－２ バックアップ先の追加と削除 
■ バックアップ先の追加 

1. バックアップ画面の[設定追加]をクリックします。 

 
※ バックアップ先は５個以下を推奨 

 

2. バックアップ先を選択し、[OK]をクリックします。 

  
・ネットワークパスを設定する場合は「ネットワーク」を選んでください。 

  
※ ネットワークパスを設定する場合、サービス実行アカウントの設定を事前に行ってく

ださい。 
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■ バックアップ先の削除 

1. [設定削除]をクリックします。 

 
 

2. [はい]をクリックします。 
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４－３ リストアと削除 
 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。 

 

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。 

 
 

 
 

 
  

2. 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 
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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：デスクトップに「AirBack 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。 

※ 「AirBack 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。 

 

4. 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。 

 
※ Ctrl や Shift を使用して複数を選択することができます。 

 

・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。 
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・[検索]ボタンについて 

  
 検索ボタンをクリックすると検索画面が表示されます。 

例： 検索ワード「xlsx」 
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5. リストアする場合はリストア先フォルダを選択します。 

 
 

 
 

・削除の場合 
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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。 

    
 

 

４－４ オプション 

４－４－１ 共通設定 
 

  
＜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：1 日に何度ファイルが更新されても、当日

は最新と 1 世代目のみが更新され、2 世代目以降は更新されません。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。 

・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。 

 

＜ログファイルの保存設定＞ 

   
・記録レベル：初期値は Lv2 です。ログレベルを低くすることでサーバーの負荷は減りま

す。 

※ お問い合わせの際には一時的に Lv3、Lv4 にして頂く場合があります。 

・ログの保存先：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。 
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＜バックアップ速度＞ 

   
初期値は高速ですが、遅くすることでサーバーの負荷は減ります。 

 

＜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。 
オートコンプリータのタイミングは変更可能です。 

 
※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。初期設定では Air Back を起動してから 5 分後と前回終了から 24 時間後にバックアッ

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。

オートコンプリータの実行時間は「起動時間指定」で変更できます。 

 

＜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。 

  



 41 

＜ドライブレター変更オプション＞ 

   
 接続されているバックアップ先のドライブレター（C: や D: 等）が変更された場合、それを追

従します。 

＜プロキシ設定＞ 

   
 

Internet Explorer に設定されている値を使用するか、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。 
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４－４－２ 実行アカウント 
バックアップを行うために使用するアカウントを指定できます。 

  
バックアップ先が「ネットワーク」の場合は[ドメイン]を選択してバックアップ先に読込・書

込可能なドメインアカウントまたはローカルアカウントを指定してください。 

Workgroup 環境ではアカウントとパスワードのみ設定してください。Active Directory 環境

ではドメイン・アカウント・パスワードを設定してください。 

 

  
アカウント指定後は[ログインテスト]を行い[適用]をクリックします。 
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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 

 

＜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。各認証設

定は設定するメールサーバーにより異なります。 

※ 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。 
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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。 

[見る]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 
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４－６ サポート 
サポートは以下の操作を行う画面です。 

 ライセンス登録 

 登録情報 

 お客様情報登録 

 サポートデータ作成 

 お問い合わせ 

 マニュアル参照 
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４－６－1 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をクリックしてください。 

※ 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ることができます。 
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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ご利用になられる場合は別 PC から以下の登録フォームよりお客様情報を登

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登録を実行]をクリックしてください。 

 

https://www.updata.co.jp/support/airback/user_regist.php/
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４－６－２ 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にログをアップデータ株式会社に送信することで原因を分

析します。 

  
 

任意の名前を付けて保存してください 

  
 

送信するログの期間を選択してください 

  
 

[OK]をクリックします 
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お問い合わせ内容を記載して送信してください。 

  

 

４－６－４ 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。 

  

４－６－４ 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も閲覧できます。 

 

  

https://www.updata.co.jp/contact/support_form/
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５ Air Back アイコンと表示される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 File Server の終了：Air Back のユーザーインターフェースを終了します。こ

の場合、バックアップは継続して実行されます。バックアップを含めて Air Back を完全に終了

する場合は Windows タスクマネージャー>サービスより AirBackService を停止してくださ

い。 
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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 

 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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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サーバーにリストアするためのアプリケー

ションです。例えば、古いサーバーでバックアップしたデータを新しいサーバーにリストアす

る際に使用します。 

６－２ Air Back Restore の起動方法 
バックアップ先に指定したドライブの中の RI\$AFS フォルダを開くと「AirBackRestore」

フォルダがあります。 

   

   

  
※ 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 【Pro 版】の機能について                                          
７－１ イメージバックアップ 

７－１－１ リカバリーメディアの作成 
<Air Back バージョン 2.2.4 以下の場合> 

1. [リカバリーメディア]をクリックし、Windows PE 版の起動メディアを作成します。 

 

2. 起動メディアには USB メモリを使用します。 
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3. Recovery Media Builder が起動します。 

 
 

4. 「Windows PE 相当」を選択してください。 
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5. USB メモリを接続し、リスト内の機器を選択してください。 

 
 

6. USB メモリ内のデータは全て削除されますので、ご注意ください。 

 
 

7. 書き込みが開始されます。 
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8. リカバリーメディアが正常に作成されると完了です。 

 
 

<Air Back バージョン 2.2.5 以上の場合> 

別紙『イメージバックアップマニュアル』「2. 起動メディアの作成と動作確認」をご確認

ください。 

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

ebackup_manual.pdf 

 

 

７－１－２ リカバリーメディアの起動 
<Air Back バージョン 2.2.4 以下の場合> 

作成したリカバリーメディアをサーバーにセットしてサーバーを再起動します。 

※ 予め BIOS 設定で「Removable Devices」の優先順位を上げてください。 

 

  

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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※ 起動中の画面はご利用環境によって異なります。 

 

  
 

■ バックアップ 

バックアップウィザードを起動して、ハードディスクのバックアップを実行することがで

きます。 

■ 復元 

復元ウィザードを起動して、ハードディスクの復元を実行することができます。 

 

■ ブートコレクター 

Windows の起動に関する問題を修正することができます。 

 

■ ドライバーの追加 

ネットワークドライバーを追加することができます。 

 

■ ネットワーク構成 

IP アドレス等を手動で設定することができます。 
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7－3 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 バージョン 2.2.7 以降では、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_imageb

ackup_manual.pdf 

 
７－4 VSS を利用したバックアップ 

バックアップ画面で、「VSS」にチェックを入れることで、通常はアプリケーションを中断し

ないとバックアップできないファイルを、中断せずにバックアップすることができます。 

 

 
 

  

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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７－５ シークレットフォルダーのバックアップ 
「シークレットフォルダー」がインストールされている場合、バックアップ元として選択で

きます。 

※ バックアップ先には指定できません。 

 
※ シークレットフォルダーとは専用ファイラーにデータを収納し、保護をするソフトで

す。 パスワードを使ってファイラーを開かなければ、収納したデータは外から見えず、ま

た、エクスプローラーでも確認できません。 
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８ サブスクリプションの有効期
限                                          
 
８－１ 有効期限切れ 

サブスクリプションサービスが有効期限切れになると、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 有効期限の通知メール 
 月額・年額に関わらず、自動更新中は有効期限の通知メールは送信されません。解約のお申し

込みがあった際に以下のタイミングで通知メールを送信します。 

 前々月 1 日 

 前月 1 日 

 当月 1 日 

 14 日前 

 7 日前 

 3 日前 

 1 日前 

 例）月額サブスクリプションで前月末に解約依頼すると、当月の 14 日、7 日、3 日、1 日前
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に通知メール送信します。 

9 付録                                          
９－１ インストーラーをダウンロードする 

インストーラーとマニュアルはアップデータ株式会社のホームページより入手することが可能

です。 

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

   

 
９－２ アップデートについて                                    
※ サブスクリプション有効期間内でインターネットに接続している環境では、最新版がリリ

ースされると自動でアップデートされます。 

※ 画面に表示されるメッセージはありません 

 

※ インストーラーから手動でアップデートすることができます。
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   ※ インターネットから最新版をダウンロードするのではなく、インストーラーに含まれ

て 

いるバージョンが上書きインストールされます 

９－３ アンインストールの手順 
1. Air Back インストーラーを起動するか、コントロールパネルの[プログラムと機能]から

Air Back を選択します。 

2. [アンインストール]をクリックします。 

 
3. [はい]をクリックします。 

 
4. 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」を選択してください。 
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5. 「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 フォルダを削除してください。  

 
 

6. 削除するフォルダーは設定しているバックアップ先の数だけ設定します。 

 

7. バックアップ先のデータを削除しない場合は「キャンセル」を選択してください。 

「キャンセル」を選択すると「バックアップデータの削除をスキップする」メッセージが

表示されます。「はい」を押すとバックアップデータの削除がスキップされます。 

 
 

8. [はい]または[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると、次回インストール時

に現在の設定情報を引き継ぎますので初回設定ウィザードを省略できます。 

 
  



 66 

9. アンインストールが完了しました。 
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お問い合わせ 
 
アップデータ株式会社 
サポートデスク 
TEL：0120-128-256 平日 9：00～18：00（年末年始を除く） 
E-mail：support@updata.co.jp 
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