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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 

Server で対応している機能で

す。 

 

 
 

Air Back Cloud for Server

で対応している機能です。 

 

 
 

Air Back Premium for 

Server 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 Server 2012 

・Windows Server 2016 

・Windows Server 2019 

・Windows Server 2022 

※ エディション Standard 、Datacenter、Essentials でご利用いただけます。 

※ Server Core ではご利用いただけません。 

※ 仮想マシン環境では イメージバックアップ機能の動作は保証いたしません。 

 

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 

 

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 Server, Air Back 

Premium for Server） 

※ 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。 

※ ネットワーク上のフォルダー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。 

 
※ 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。 

  

https://www.updata.co.jp/support/downloads/
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4. 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サーバ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を貼り付けできます 

 

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. インストール処理が開始されます。 

 
 

11. 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。 

 
 

 
※ 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。 

 

12. 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。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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<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. 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、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。 

 
 

 
 

9. 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。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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<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。 
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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。 

 
 

4. 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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13. 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を貼り付けできます 

 

14. 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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15. お 客 様 情 報 を 入 力 し て [ 登 録 ] を ク リ ッ ク し ま す 。 

 

 

16. 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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17. 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。 

 

 

 

 

18. 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。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。 

 
 

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ー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。 

 
共有 ： サーバー内の共有フォルダーを表示します。 

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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2. 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。 
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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。 

 
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。 
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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。 

 

<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。 

 
  



 25 

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。 

 
 

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。 

 
 

バックアップ先の設定が完了しました。 
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※ 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。

 

 

3. 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。 
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4. 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。ログインテストに成功すると、[ログインテスト]ボタンが緑色に変わります。 

  
 

 
 

5. その他の設定項目を選択します。 

6.  
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■ 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。 

サーバー入れかえ等で 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。 

 

■ 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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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。 

 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。 
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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 

 

 

 

8. 設定を確認して[保存]をクリックします。 
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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 Air Back

を実行する Windows アカウントに対してアクセス権（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

実行しない場合は[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 
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■ 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ーを表示します。 

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。 

 
 

2. バックアップを取りたいフォルダーにチェックを入れます。 
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3. バックアップ方式を選択します。 

 
<リアルタイムバックアップ> 

ファイルの変更（上書き保存・新規作成・移動）を検知するとバックアップが実行されま

す。ファイルの更新の度にバックアップが実行されるので、細かくバックアップのタイミ

ングを設定する必要がありません。 

 

<スケジュールバックアップ> 

アプリケーションが使用するファイル等、更新頻度が高いファイルをバックアップする際

にお勧めです。アプリケーションや利用者が使用しない時間帯にスケジュールバックアッ

プを設定することで、より確実にバックアップを行えます。スケジュールバックアップの

場合、 

 

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. 暗号化・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。 

 
 

※ バックアップデータが存在する状態で暗号化・圧縮設定を変更した際は、既存のバッ

クアップデータはリストアができなくなるため削除されますのでご注意ください。 

※ サブフォルダーに対して親フォルダーの暗号化・圧縮設定とは異なる暗号化・圧縮設

定を適用する場合、サブフォルダーのバックアップデータが削除されます。 

 

【親属性に合わせる】をクリックした場合の注意点 

（P.39 「除外したいファイルがある場合は設定します。」を参照） 

親フォルダーとサブフォルダーで暗号化・圧縮設定が異なる場合に 

サブフォルダーの設定を「親属性に合わせる」をクリックして適用した際は 

バックアップデータが削除されません。 

エクスプローラー上から手動でバックアップデータを削除してください。 
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5.  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。 

 

■ 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 分後と前回のオートコンプリータ

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、バックアップ先に

存在しないファイルがあればバックアップ・転送します。 
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■ 「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。 

  
 

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ーはチェックを外してください 

 
※ 除外したサブフォルダーを選択して[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。 
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8. [確定]をクリックして設定を確定します。 

 

 

 

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。 
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ローカルを設定する場合は「ローカル」を選んでください。 

 
 

 

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。 

 
 

 

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」を選んでください。 
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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。 

 
 

<新しいバックアップ先を作成する場合> 

 
「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。 
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「バックアップ先名」とは 

バックアップ先名は Air Back を別の PC 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、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。 

 
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。 
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バックアップ先の設定が完了しました。 

 
 

※ 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 BackUD（ドライブ名） が表示されます。 
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 バックアップ先の削除 

1. 削除するバックアップ先を開いた状態で[設定削除]をクリックします。 

 
 

2. [はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

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。 
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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 

 

3. リストア先フォルダーを選択します。 

 
一時フォルダー：デスクトップに「AirBack リストア」フォルダー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ーにリストアすることもできま

す。 

※ 「AirBack リストア」フォルダー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ーにリストアします。 
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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 

 
＜＜：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。 

 

フォルダー選択 

 
[上位フォルダー]：選択したフォルダーの上位フォルダーを表示します。 

[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 

  
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「設定」 
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5. リストアする場合はリストア先フォルダーを選択します。 

削除する場合は[削除]ボタンをクリックします。 

<リストアの場合> 

 
 

 
 

＜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。 

暗号化している場合はリストア画面から以外でのリストアは行えません。 

  
 

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 

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。 



 53 

※ 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 Lv3 です。ログレベルを低くすることでサーバー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]からフォルダー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。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。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。  



 55 

＜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＞ 

 
 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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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 

 

<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 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 からのお知らせ」と送られます。 

例：件名に追加したい文字列を「SV-050 サーバーのバックアップ」で登録した場合、

件名は「Air Back からのお知らせ SV-050 サーバーのバックアップ」となります。 
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＜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

認証設定は使用するメールサーバーにより異なります。 

※ SMTP 認証を選択した場合、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。 

[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 

 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または操作を行う画面です。 
 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。 
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認証画面へ移動します。 

STEP2 の URL にインターネット接続済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、一時的にご使用のサーバーに登録されます。

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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４－６－４ サポートデータ作成  
 

1. 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。 

 
 

2. 任意の名前を付けて保存してください 

 
 

3. 送信するログの期間を選択してください 

 
 

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

 

 

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。 

※ ネットワークオフラインの PC 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。 

 

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も閲覧できます。  

② 

①  
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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  
 

通知領域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 

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 Server の再起動：Air Back のプロセスと管理画面を再起動します。 

Air Back for Server 管理画面の再起動：Air Back の管理画面のみ再起動します。 

Air Back for Server 管理画面の終了：Air Back の管理画面のみ終了します。 

 

「Air Back for Server 管理画面の終了」の場合、バックアップは継続されます。 

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  
 

通知領域の 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 

 

通知領域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。 

 
 

 

 

５－３ Air Back 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。 
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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。 

 



 81 

 

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。 
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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 フォルダーを開くと「AirBackRestore」

フォルダーがあります。 

  
  

フォルダー内にある AirBackRestore アプリを起動すると Air Back リストア画面が表示され

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 版】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 Server 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 

 

７－２ 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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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。 
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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。

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ー内に保存され、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。 

 
 

9. 書き込みが開始し、[完了]を待ちます。 
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10. ドキュメントフォルダーを開くと、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。 

 
 

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 

 

  

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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７－３ 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 サーバー にセットして、サーバー を再起動します。 

CD/USB メモリの起動方法詳細は、[2-4. 作成した起動メディアの動作確認]をご参照く

ださい。 

 

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。 

 
 

  



 96 

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。詳細は[8-4. フォルダーやファイルを復元する(復元ウィザード)]をご参

照ください。 

※ 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。 

 
 

  



 101 

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】 

 
※ 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。 
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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。 

 
※ 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。 
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【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、『イメージバックアップマニュ

アル』[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、『イメ

ージバックアップマニュアル』[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。 
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<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。 

 

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。 
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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する希望しているため、[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。 
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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、実行時刻にサーバー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  
 

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    
                 

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。 
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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。 

※ 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。 

 
    

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. 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。 
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4. 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～2.2.6 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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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。 
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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。 

  
 

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 フォルダーを削除してください。  

  
 

  
 

6. 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。 
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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。 

 
 

9. アンインストールが完了すると再起動が行われます。再起動の準備が出来ましたら[OK]を

クリックしてください。 
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９－４ クラウドストレージ上のデータ削除  
 

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すると、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。 

 

<リストア画面から削除される場合> 

1. Air Back メニュー画面からリストアをクリックします。 

 

2. リストア画面が起動したら、バックアップ先をクラウドストレージに変更します。 

 

 

3. 削除したいデータにチェックを入れて[削除]をクリックします。 
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4. 削除の確認ダイアログが表示されますので、削除を実行する場合は[はい]をクリックします。 

 

 

5. ファイルの削除が進行します。完了すると削除処理結果が表示されます。 

 

 

 

 

<エクスプローラー上から削除する場合> 

1. エクスプローラー上から AirBackUD{ストレージ名}を開きます。

 

2. RI フォルダーを開きます。（クラウドストレージのバックアップデータを全て削除したい

場合は RI フォルダーを削除してください） 
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3. $AFS フォルダーを開きます。 

 

4. LD フォルダー、SP フォルダー内にバックアップデータが保存されていますので、任意の

世代・ファイルを削除して終了です。 

※ LD フォルダーはローカル上のバックアップ元、SP フォルダーは共有フォルダーの

バックアップ元を表しています。 

 

※ 当社提供のクラウドストレージの場合、Air Back の利用を終了して 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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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（土日・祝日、会社指定日を除く） 
E-mail：support@updata.co.jp 
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