
 
 

 
 

 
 
 

イメージバックアップマニュアル Ver 2.2 
 

  



 
 

目次 
1. イメージバックアップの概要 ................................................................................................................................................... 2 

1-2. 注意事項 .............................................................................................................................................................................. 2 
2. 起動メディアの作成と動作確認 ............................................................................................................................................... 3 

2-1. CD/USB にリカバリーメディアを作成する（Windows 8.1 / Windows Server 2012 以降） .................... 4 
2-2. CD/USB メモリにリカバリーメディアを作成する（Windows 8/ 2008 R2 以前） ..................................... 12 
2-3. 起動メディアにドライバーを組み込む(アドバンスドモード) .................................................................................. 17 
2-4. 作成した起動メディアの動作確認 ................................................................................................................................ 23 
2-5. メディアから起動できない場合 1 ................................................................................................................................ 23 
2-6. メディアから起動できない場合 2 ................................................................................................................................ 24 

3. 操作の前に ............................................................................................................................................................................... 29 
3-1. BIOS/UEFI のどちらかを採用しているか確認する .................................................................................................. 29 
3-2. ディスクのエラーチェック ............................................................................................................................................ 31 

4. イメージバックアップを使用する ........................................................................................................................................ 35 
4-1.イメージバックアップの起動方法 .................................................................................................................................. 35 
4-2. 仮想モード ....................................................................................................................................................................... 37 
4-3. ブルースクリーンモード ................................................................................................................................................ 39 

5. バックアップとコピーの違いについて ................................................................................................................................ 40 
6. バックアップを実行する ........................................................................................................................................................ 42 

6-1. ローカルドライブにバックアップする ........................................................................................................................ 42 
6-2. ネットワークドライブにバックアップする ................................................................................................................ 49 
6-3. CD/DVD/BD にバックアップする ............................................................................................................................. 57 
6-4. イメージビュー ............................................................................................................................................................... 65 
6-5. 増分/差分バックアップ.................................................................................................................................................. 66 
6-6. ダイナミックボリュームのバックアップについて .................................................................................................... 70 

7. スケジュールバックアップ .................................................................................................................................................... 74 
7-1. バックアップの種類 ....................................................................................................................................................... 74 
7-2. サイクルバックアップ ................................................................................................................................................... 75 
7-3. スケジュールバックアップの設定手順 ........................................................................................................................ 75 
7-4. 保存先のフォルダー構成 ................................................................................................................................................ 86 

8. バックアップを復元する ........................................................................................................................................................ 87 
8-1. システムパーティション以外のバックアップを復元する ......................................................................................... 87 
8-2. システムパーティションを含むバックアップを復元する ......................................................................................... 97 
8-3. バックアップした CD/DVD/BD から復元する ................................................................................................... 107 
8-4. フォルダーやファイルを復元する(復元ウィザード)............................................................................................... 117 



 
 

8-5. フォルダーやファイルを復元する(ファイル転送ウィザード) ............................................................................... 123 
9. オプション ............................................................................................................................................................................ 127 

9-1. バックアップオプション ............................................................................................................................................. 130 
9-2. パーティション操作 オプション ............................................................................................................................... 134 
9-3. 通知 オプション .......................................................................................................................................................... 135 

10. パスワード保護 他(ウィザード内のみのオプション) ................................................................................................ 137 
10-1. 圧縮レベル ................................................................................................................................................................. 137 
10-2. 除外オプション ......................................................................................................................................................... 139 
10-3. バックアップ中の実行オプション .......................................................................................................................... 139 
10-4. パーティションのフォーマット .............................................................................................................................. 140 
10-5. パーティションの削除.............................................................................................................................................. 143 
10-6. ドライブ文字の割り当て/変更/削除 ...................................................................................................................... 145 
10-7. パーティションの表示/非表示 ................................................................................................................................ 147 
10-8. シリアル番号の変更 ................................................................................................................................................. 149 
10-9. ファイル システムの整合性チェック .................................................................................................................... 151 
10-10. 削除パーティションの復元 ................................................................................................................................... 153 
10-11. GPT→MBR ディスク、MBR→GPT ディスクへの変換 ............................................................................... 157 
10-12. MBR の更新 ........................................................................................................................................................... 160 
10-13. パーティションのアクティブ/非アクティブ ..................................................................................................... 162 
10-14. CD/USB 起動でバックアップ/復元/コピーを実行する ................................................................................. 163 
10-15. 起動メディア(CD/USB メモリ)の特長、注意点 ............................................................................................. 164 
10-16. 起動メディアの使用方法 ....................................................................................................................................... 164 

12. ログの取得方法 ................................................................................................................................................................. 166 
お問合せ ...................................................................................................................................................................................... 169 
 

 

  



1 
 

【注意】 

※ 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。 

※ この利用ガイドに記載されている情報は、予告無しに変更されることがあります。 

※ サーバー版の場合、ダイアログのタイトルバーが【Paragon Image Backup Server】となります。 
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1. イメージバックアップの概要 

イメージバックアップは、難しい知識がなくても簡単にウィザード形式でハードディスク全体やドライブのバックアッ

プやコピーができるツールです。Windows をいつも通り使いながら、Windows やインストール済みアプリケーショ

ン、Word/Excel のファイルなどの大切なデータをすべてバックグラウンド処理でまとめてバックアップ/コピーが行

えるバックアップツールです。 

 

1-2. 注意事項 

※ ハードディスク自体に不良セクタや物理的な問題などある環境では使用できません。 

※ PC 版はサーバー用 OS には対応していません。同様にサーバー版は PC 用 OS には対応していません。 

※ 起動メディアは、お客様ご自身で作成して頂く必要があります。作成時には、マイクロソフト社より提供される

WADK(Windows アセスメント&デプロイメントキット)などをインストールする場合があります。 

※ ダイナミックディスクは、ボリューム単位のバックアップ/復元のみ可能です。 

※ ソフトウェア RAID、LVM には未対応です(BIOS レベルで制御されるハード RAID には対応可能です)。 

※ 他社バックアップツールとの併用はできません。他社バックアップツールをアンインストール後、本製品をインス

トールしてください。 

※ 暗号化されたハードディスクのサポートはできません。 

※ DVD-RAM には対応していません。 

※ exFAT には未対応です。 

※ 拡大/縮小を伴う復元/コピーは NTFS/FAT32 のみ対応します。 

※ バックアップ先としてネットワークドライブを使用する際に、無線 LAN は使用できません。 

※ USB などの外付けハードディスクにコピーした場合、USB 接続の状態でコピー先ディスクから OS を起動でき

ません。 

※ コピー機能はローカルディスク間でのみ使用できます。他の PC/Server のハードディスクやネットワークドライ

ブにはコピーできません。 

※ ゲーム機、ハードディスクレコーダ、カーナビのハードディスクなどのコピーはサポート対象外です。 

※ リカバリー領域に関しては、メーカーや型番によって動作仕様が異なるためコピー/復元先で使用できなくなる可

能性があります。 

※ UEFI/BIOS のどちらを搭載しているかによって、復元時の操作が異なる場合があります。ご利用の PC/Server

が UEFI/BIOS のどちらを搭載しているか、予めご確認ください。 
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2. 起動メディアの作成と動作確認 

イメージバックアップを行うにあたり、起動メディアが必要になります。 

この章では、起動メディアの作成手順と動作確認手順をご案内します。 

メディアは CD または USB メモリに作成可能です。 

※ Windows8.1/10/2012/2016 及びそれ以降の OS 上で起動メディアを作成する場合、Windows ADK、

Windows PE アドオンのダウンロードとインストールが必要です。（2-1. CD/USB に作成する（Windows 8.1 

/ Windows Server 2012 以降））参照 

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

Windows が起動できなくなった際に復元を CD/USB 起動で行う必要があるためです。 

予め起動メディアを作成し、作成したメディアから PC/Server を起動することができるかご確認ください。 

※ この機能を使用するには、管理者権限を持つシングルバイトのユーザーアカウント名(例: Administrator)をご使

用ください。ダブルバイト(日本語)のユーザーアカウント環境では Windows ADK に含まれる一部のツールが正

常に動作しません。 
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2-1. CD/USB にリカバリーメディアを作成する（Windows 8.1 / Windows Server 

2012 以降） 

Windows 8.1 / Windows Server 2012 以降で起動 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)が必要です。 

起動 CD / USB 作成では、ADK、Windows 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 イメージを作成します。作成した ISO ファイルを CD / USB に書き込む手順にな

ります。 

※ 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 CD / USB が作成できない場合は、他の PC/Server で起動 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。 

 

【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 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 を起動し、リカバリーメディアをクリックします。 

 
2. ユーザーアカウント制御が表示されるので[はい]を選択します。 
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3. LB Image Backup の[ツール]タブが表示されます。 

 

4. 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。 

 

5. 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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6. 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) 

7. 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。 
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※ Windows ADK、Windows PE アドオンのダウンロード、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 11 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。 

 

8. 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 

9. 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。 

  

http://www.lifeboat.jp/info/adk_ib12.html
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10. 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。 

 

 

11. 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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12. 書き込みが開始し、[完了]を待ちます。(サーバー版の場合、インストール済みの製品名が『Image Backup 12 

Server』となります。 

 

 

13. 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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14. 未使用の CD / USB 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。 

 

15. 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。 
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2-2. CD/USB メモリにリカバリーメディアを作成する（Windows 8/ 2008 R2 以前） 

リカバリーメディアを作成する手順をご案内します。 

※ USB メモリのリカバリーメディアを作成する場合、使用する USB メモリにあるデータは全て消去されますので、

ご注意ください。 

 

4. Air Back を起動し、リカバリーメディアをクリックします。 

 
5. ユーザーアカウント制御が表示されるので[はい]を選択します。 
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6. LB Image Backup の[ツール]タブが表示されます。 

 

 

7. [ホーム]タブより[リカバリーメディアビルダー]を選択します。 

 

  



14 
 

8. 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]のチェックを外し

[次へ]進みます。 
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9. リカバリーメディアを作成したい USB メモリを接続し、クリックして選択し、[次へ]進みます。 

 

※ USB メモリの上書き確認の画面が表示された場合は、ご確認の上[はい]をクリックしてください。使用する USB

メモリは、内部のデータは全て消去されますので、ご注意ください。 
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10. リカバリーメディアの作成が開始します。 

サーバー版を利用している場合[インストール済みの製品]は[Paragon Image Backup Server]と表示されます。 

 

11. リカバリーメディアの作成が完了すると、以下のメッセージが表示されます。[完了]をクリックし、作成したリカ

バリーメディアの起動確認を行ってください。 
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2-3. 起動メディアにドライバーを組み込む(アドバンスドモード) 

アドバンスドモードでは起動メディアへ RAID、NIC ドライバーの組み込みやネットワークドライブの自動マウントを

行えます。 

 

基本的な手順は 2-1.CD/USB にリカバリーメディアを作成する（Windows 8.1 / Windows Server 2012 以降）

と同様です。 

1. RecoveryMediaBuilder3.0(リカバリーメディアビルダー)を起動して、[アドバンスドモード]にチェックを入れ

て進みます。 

※ CD に作成する場合は、[Windows ADK を使用する]にもチェックを入れてください。 
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2. 画面に沿って ISO ファイル(CD)、または USB を指定し画面を進めます。 

[ドライバーの追加]画面が表示されます。[ストレージドライバーの追加]、[ネットワークアダプタのドライバーの追加]

をクリックすると、エクスプローラが開きますので、ドライバーファイルを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この機能はメディアから起動後にご利用のネットワークや RAID 構成のハードディスクが標準で認識できない場

合に使用します。ここでご利用環境に応じたドライバーを追加すると、メディアから起動後すぐに認識されます。 

※ 環境に適したドライバーの入手方法については、ハードメーカーにお問い合わせください。事前に正しいドライバ

ーであることを確認してから作成されることを推奨します。 

※ ここでドライバーを追加しない場合も、メディアから起動後にその都度手動で読み込むこともできます。 

3. ドライバーを追加し、[次へ]をクリックしてください。 
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4. [ネットワーク構成]の画面が表示されます。 

※ メディアから起動後にネットワークドライブを使用する場合は[指定したネットワーク構成を自動で開始]を

選択してください。使用しない場合は[起動後にネットワーク構成を手動で設定]を選択してください。 

 

5. [ネットワークドライブのマウント]画面が表示されます。[ネットワークドライブの自動マウント]を選択すると、

メディアから起動後にネットワークドライブを自動でマウントさせることが可能です。ネットワークドライブへ

のパス、ユーザー名、パスワードを入力してください。自動マウントが不要であれば、[ネットワークドライブに

手動で接続]を選択して[次へ]をクリックします。  
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6. 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。 

※ 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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7. 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 

8. 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。 

9. 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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10. 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。 

 

11. 書き込みが開始し、[完了]を待ちます。 

 

 

12. 完成したメディアは起動の確認を行ってください。ドライバーやマウント等、設定した内容が反映されているかご

確認ください。 
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2-4. 作成した起動メディアの動作確認 

1. 起動メディア(CD/USB メモリ)をドライブにセットして PC/Server を再起動します。 

メディアからブートされ以下の画面が表示されます。表示されないまま OS が起動してしまう場合は PC/Server

メーカー独自のブートメニューが用意されていないか、または UEFI/BIOS の設定をご確認ください。 

※ メディア起動中の画面はご利用の環境によって異なり、起動に時間がかかることがあります。 

以下はメディア起動中の画面の例ですが、起動中に PC/Server メーカー固有のロゴが表示される機種もありま

す。 

 
 

2-5. メディアから起動できない場合 1 

電源投入時のメーカーロゴ画面で特定キーを押して[起動(ブート)メニュー]画面を出し、CD/USB 起動を指定しないと

メディア起動できない PC/Server メーカーもあります。(例：DELL、富士通、東芝は[F12]キーで[起動メニュー]を出

します) 

 

起動メニューからメディア起動を行う際は、Windows を起動させてから再起動するなど、予めメディアをセットした

状態で起動メニューを表示させてください。 

PC/Server によっては起動メニューに通常の CD ドライブだけでなく[UEFI(CD ドライブ名)]の項目が表示されるもの

があります。その場合は、GPT ディスクなら UEF を、MBR ディスクなら通常の CD ドライブを選択してください。

GPT ディスクかを確認する手順は、3-1. BIOS/UEFI のどちらを採用しているか確認するを参照してください。 

  

Boot Menu 
=============== 
* Removable Devices 
* Hard Drive 
* CD/DVD Drive 
* UEFI:CD/DVD Drive 
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※ メーカーロゴ画面で特定のキーを押すと起動できる機種や、BIOS でシステムを読み込むデバイスの優先順位を変

更しなければならない機種もあります。CD 起動のサポートの有無、CD 起動指定キー、BIOS の設定方法などは

パソコンのマニュアルを参照するか、製造元にご確認ください。 

 

2-6. メディアから起動できない場合 2 

UEFI の Windows8.1/10 の PC では、以下の手順でも使用デバイスの選択が可能です。 

1. Windows を起動した状態で起動メディアをセットし、[Shift]キーを押したまま[再起動]をクリックします。 

2. PC が再起動し[オプションの選択]画面が表示されます。 

3. [デバイスの使用]をクリックすると起動可能のデバイス候補が表示されます。この画面で、CD/USB デバイスを

選択してください。該当デバイスが読み込まれ、起動します。 

※ 起動可能メディアがセットされていないと[オプションの選択]画面で[デバイスの使用]項目は表示されません。 

※ メディアをセットしていても表示されない場合は、Windows を通常起動し再度やりなおしてください。 

 

※ 上記はあくまで一例です。ご使用の PC/Server によって画面、起動方法、操作方法が異なります。BIOS 画面の

設定方法についてはご使用の PC/Server のマニュアルを確認するか、PC/Server のメーカーにお問合せくださ

い。 

  

【BIOS の設定画面例】 

優先順位の変更を行い、CD-ROM が

最初にブートされるように設定します。 
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4. イメージバックアップが起動します。 

 

※ 画面が文字化けする場合 

起動メディアを日本語ユーザーアカウントの環境で作成した時に発生する現象です。半角英数字のアカウントで

作成しなおしてください。 
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※ 『ディスクが見つかりません』と表示された場合 

 

このメッセージは主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが搭載されている機種で、ご利用のハードディスク

コントローラが起動メディア(Windows PE)に標準で組み込まれているドライバーで対応できない場合に表示され

ます。 

起動メディアを作成する際に、予めドライバーを追加して作成すると、自動でディスクが認識されるようになりま

す。ドライバーを追加した CD/USB を作成する手順については、2-3. 起動メディアにドライバーを組み込む(ア

ドバンスドモード)をご参照ください。 
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5. [復元]を選択します。 

 

※ エキスパートビュータブから[復元]をクリックしても可能です。 

6. 復元ウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 
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7. [復元するイメージの選択]画面が表示されます。バックアップを保存する予定の外付ハードディスクやネットワー

クドライブにアクセスできるかご確認ください。 

 

※ ドライブ文字(C:など)は、Windows 上と一致しません。 

※ [外部デバイスが見つかりません]と表示される場合 

USB 外付ハードディスクを接続していても[外部デバイスが見つかりません]と表示される場合は、ウィザードを

いったんキャンセルしドライブ文字が割り当たっているかご確認ください。 

※ 外付ハードディスクに(F:)等の文字が当たっていない場合は認識されません。10-6. ドライブ文字の割り当て/変

更/削除の手順で、ドライブ文字を当ててから、再度復元ウィザードを起動してください。 

8. 保存予定のドライブにアクセスできれば確認作業は終了です。ウィザードを[キャンセル]し、イメージバックアッ

プを終了します。  
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3. 操作の前に 

3-1. BIOS/UEFI のどちらかを採用しているか確認する 

OS がインストールされたハードディスクの復元やコピーを行う際、ご利用の PC/Server が BIOS/UEFI のどちらを

採用しているかによって手順が異なる場合があります。 

従来の BIOS を採用している場合、Windows がインストールされているディスクは MBR ディスクになります。 

UEFI を採用している場合、Windows がインストールされているディスクは GPT ディスクになります。ご利用の

PC/Server がどちらの形式なのか事前に以下の手順で確認してください。 

 

1. スタートボタンを右クリックして[ディスクの管理]を選択します。 

  

 【PC 上の表示】   【サーバー上の表示】 

2. Windows がインストールされたハードディスクにマウスポインタをあてて右クリックし、表示されたメニューか

ら[プロパティ]を選択します。 
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3. [ボリューム]タブを開き、[パーティションのスタイル]を確認します。MBR ディスクの場合[マスターブートレコ

ード(MBR)]と表示されます。この場合は BIOS が搭載されています。 

 
GPT ディスクの場合、[GUID パーティションテーブル(GPT)]と表示されます。 

この場合は UEFI が搭載されています。 

 
 

4. これで確認作業は完了です。 

※ PC/Server によっては、BIOS と UEFI を切り替えられるものや、自動で切り替わるものもあります。詳細

は PC/Server のメーカーにご確認ください。  
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3-2. ディスクのエラーチェック 

ハードディスクに不良セクタなどの問題が存在すると、正常にバックアップ/コピー/パーティション操作ができません。

操作を実行する前に、必ずドライブのエラーチェックを実行してください。 

1. スタートボタンを右クリックし、[Windows PowerShell(管理者)]をクリックします。 

※ Windows8.1 では[コマンドプロンプト(管理者)]です。 

 

※ Windows 10、サーバーでは[Windows PowerShell(管理者)]です。 

 

※ Windows 11 では[Windows ターミナル(管理者)]です。 
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2. Windows PowerShell(コマンドプロンプト)が起動します。 

 

3. 以下のコマンドを半角英数字で入力し、[Enter キー]を押します。 

＜ファイルシステムのチェック/修復＞ 

CHKDSK(スペース)実行したいドライブ：(スペース)/F 

CHKDSK C:/F 

 

＜ファイルシステムのチェック/修復、不良セクタチェック＞ 

※ 時間がかかりますが、初回は必ずこちらで実行してください。 

CHKDSK(スペース)実行したいドライブ：(スペース)/R 

CHKDSK C:/R 

 

4. 以下のメッセージが表示された場合は[N]を入力し、[Enter キー]を押してください。 

 

 

以下のメッセージが表示された場合は[Y]を入力し、[Enter キー]を押してください。 

 

5. [次回のシステム再起動時に、このボリュームはチェックされます。]と表示されますので、コマンドプロンプトを

[×]で閉じて、パソコンを手動で再起動してください。 

 
6. 再起動時に、エラーチェックが実行されます。以下の画面のように進行状況が[％]で表示され、100％(完了)する

と Windows が自動で起動しますのでお待ちください。 
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7. Windows が起動したら、エラーチェックの結果を確認します。[スタート]ボタンを右クリックして、[イベントビ

ューアー]を選択してください。 

  

  【PC/Server 上の表示】     【サーバー上の表示】 

8. [イベントビューアー]画面が表示されるので、[Windows ログ]-[Application]を選択します。右側にログの一覧

が表示されるので、ソース欄に[Wininit]と表示されている最新のログをダブルクリックして表示させます。 

※ 表示に時間がかかることがあります。 

※ 日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してください。 
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9. イベントの説明欄で[不良セクタ](badsector)に数値があるときはバックアップ/コピー/パーティション操作が

できません。[0KBinbadsectors]と表示されていることを確認します。次に、ファイルシステム関連の問題

[Cleaning up**unused…]の**数を確認します。数が多い時は[Cleaning up**]の表示がなくなるか、少なくとも

**の数値が１桁台になるまで)エラーチェックを何回か繰り返してください。 

※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

※ 不良セクタがあるハードディスクの場合には、処理が正しく行われません。パーティション操作は行わない

でください。 
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4. イメージバックアップを使用する 

4-1.イメージバックアップの起動方法 

Air Back のホーム画面からリカバリーメディアをクリックします。 

 

 

リカバリーメディアが起動すると[ツール]タブの[バックアップと復元]タブが開きます。 

＜ツール＞ 

[ツール]タブでは[バックアップと復元]、[パーティション操作]を選択・実行できます。 
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<エキスパートビュー> 

ハードディスクやパーティションを視覚的に確認・操作できます。 

 

 

<ホーム> 

[ホーム]タブでは、各設定、リカバリーメディアビルダー、ログセーバー等を使用できます。 

 

 

表示されているハードディスクやパーティションを

選択すると、詳細な情報や状態を確認できます。 

実行可能なメニューを

選択できます。 

ウィザードより実行し

たい機能を選択できま

す。 
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4-2. 仮想モード 

システムに大きく影響する操作では[仮想モード]を採用しています。 

仮想モードではユーザーが指定した処理は直ぐに実行されず操作リストへ登録されます。操作リストに登録された処理

を実行するためには、仮想操作バーの[適用]ボタンをクリックし、確認画面で[はい]を選択する必要があります。 

処理を取り消す場合は[廃棄する]を選択します。 

 

 

※ バックアップ実行時や、ホーム＞設定＞仮想モードオプションの[仮想モードを許可する]のチェックを外して実行

した場合は、処理が即座に実行されますのでご注意ください。 

 

仮想モード機能により、実際の処理を実行する前に実行後の結果を画面で確認できます。同様に複数の操作をまと

めて実行もできます。適用前であれば、処理の中止、元に戻す、やり直しなどの操作が可能です。 
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【仮想操作バー】 

 

 

ボタン 機能 

適用する(A) 保留中の操作リストにある仮想操作を実際に実行する 

破棄する(D) 保留中の操作リストにあるすべての仮想操作を取り消す 

変更内容の表示(S) 保留中の操作リストを表示する 

元に戻す(U) 保留中の操作リストにある最後の仮想操作を取り消す 

やり直し(R) 保留中の操作リストにある最後に取り消された仮想操作をやり直す 

スクリプトの生成(G) スクリプトファイルを作成して保存できる 
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4-3. ブルースクリーンモード 

処理の内容によっては処理が即座に開始されない場合、以下の画面が表示されます。 

これはホットプロセッシング(OS が起動した状態での処理)ができない場合に表示されます。 

現在 OS が稼動しているドライブにコピー/復元しようとした場合などに、必ず表示されます。 

 

[再起動]をクリックするとシステムが再起動されます。また、Windows が起動する際に次の画面が表示され処理が実行

されます。停止する場合には[ESC]キーを押してください。 

  

処理中は、画面がフリーズしたように見える場合

がありますが、処理は行われています。 

完了するまでお待ちください。 
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5. バックアップとコピーの違いについて 

イメージバックアップでは、主にハードディスク全体やパーティションを丸ごとイメージファイルとして保存するイメ

ージバックアップ機能と、ハードディスク全体を丸ごとコピーする機能が提供されています。 

 

バックアップ(イメージバックアップ機能)について 

ハードディスク全体や C ドライブから丸ごと[イメージ]と呼ばれる圧縮されたファイルを作成します。 

ディスクの内容やパーティションを最終的にファイルとして保存するため、作成されたイメージファイルを USB など

の外付けハードディスクや DVD/BD に保存できます。 

ハードディスクのクラッシュやパソコンが起動しなくなってしまった場合にはバックアップしたイメージファイルから

復元作業を行うことで、バックアップ時点の状態に戻せます。 

 

コピーについて 

ハードディスクの[コピー]では、ハードディスク全体を内蔵や外付けハードディスクに丸ごと、圧縮などはせずそのま

ま複製します。 
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ハードディスクの複製を作成することができるため、コピー元とコピー先を交換すればコピー先のハードディスクから

OS など以前と同じ環境を立ち上げることができます。 

より大きなハードディスクへ交換したい場合や、ハードディスク自体の複製でバックアップを取っておきたいときなど

に便利です。 

 

イメージバックアップとコピーの機能比較 

 メリット デメリット 

イメージ 

バックアップ 

- DVD/BD、ネットワークドライブへのバック

アップが可能 

- 複数のバックアップイメージファイルを同一

の保存 先 に 保 存 し て お く こ と  

- (世代管理)が可能 

- ファイルとして保存されるので、他のデータ

との共存が可能 

- イメージファイル内のデータにアクセスする

場合には、製品上での復元処理が必要 

コピー - コピー元と同じハードディスクが作成され

るので、ディスクを交換すれば、コピー先

ディスクからも起動することができる 

- データは圧縮せずにそのままコピーされる

ので、万一の場合には、他の

PC/Serverなどでも直接コピー先のハー

ドディスクからデータの取り出しが可能 

- コピー先には、ローカル接続 (内蔵 、USB)

のハードディスクが必要 

(DVD/BD、ネットワークドライブは不可) 

- コピー先のディスクは、コピー元のディス

クの内容で す べ て 上 書 き さ れ る た め 、

コ ピ ー 用 に 専 用 の ハ ードディスクが必

要(他のデータとの共存は不可) 
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6. バックアップを実行する 

この章ではイメージバックアップを使用してハードディスク全体やパーティションをバックアップする方法を説明しま

す。 

 

6-1. ローカルドライブにバックアップする 

1. [エキスパートビュー]タブから[バックアップ]をクリックします。 
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2. バックアップウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 

 

3. [バックアップ名]画面ではバックアップ名と説明(無しでも可)を入力して[次へ]をクリックします。復元時に分か

りやすい名前を付けておくことをお勧めいたします。 
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4. [バックアップの対象を下から選択]画面でバックアップ対象のハードディスク、またはパーティションを選択しま

す。選択後は[次へ]をクリックしてください。 

<コンピューター全体> 

内部接続されているハードディスクが全て自動選択されます。 

※ 内部ハードディスクを複数接続している環境では選択間違いにご注意ください。 
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<ディスクまたはパーティション> 

Windows がインストールされたハードディスクのみをバックアップしたい場合や、ハードディスク単体または各

パーティションを選択してバックアップしたい場合に選択してください。 

 

※ C ドライブのみを選択した場合、起動に必要なパーティションが自動認識され一緒にバックアップされる場

合があります。 
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<ファイルの種類> 

コンピューター全体において指定した拡張子のファイルをバックアップします。除外フィルターを設定すること

も可能です。復元手順は 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。 

 

<フォルダーまたはファイル> 

フォルダーまたはファイルを指定してバックアップします。復元手順は 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。 
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5. [バックアップの保存先を下から選択]では、バックアップイメージの保存先を指定します。USB 外付ハードディ

スク(推奨)は[外付けデバイス]を、内蔵増設ドライブは[ローカルボリューム]をクリックしてください。 

 

※ チェックを得て進むとパスワード設定や圧縮率の変更等を行えます。変更する場合は 10-1. 圧縮レベルを

確認してください。 

6. 確認画面が表示されるので[完了]をクリックしてください。バックアップが開始されます。 
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7. [実行中]の表示が消えたらバックアップ完了です。バックアップ先にイメージファイルが作成されているか確認し

てください。 

 

※ バックアップ処理の内容によっては、バックアップが開始されずに、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バックアップが開始されます。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。 
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6-2. ネットワークドライブにバックアップする 

1. [エキスパートビュー]タブから[バックアップ]をクリックします。 

 

2. バックアップウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 
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3. [バックアップ名]画面ではバックアップ名と説明(無しでも可)を入力して[次へ]をクリックします。復元時に分か

りやすい名前を付けておくことをお勧めいたします。 

 

4. [バックアップの対象を下から選択]画面でバックアップ対象のハードディスク、またはパーティションを選択しま

す。選択後は[次へ]をクリックしてください。 
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<コンピューター全体> 

内部接続されているハードディスクが全て自動選択されます。 

※ 内部ハードディスクを複数接続している環境では選択間違いにご注意ください。 

 

<ディスクまたはパーティション> 

Windows がインストールされたハードディスクのみをバックアップしたい場合や、ハードディスク単体または各

パーティションを選択してバックアップしたい場合に選択してください。 
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※ C ドライブのみを選択した場合、起動に必要なパーティションが自動認識され一緒にバックアップされる場

合があります。 

 

 

<ファイルの種類> 

コンピューター全体において指定した拡張子のファイルをバックアップします。除外フィルターを設定すること

も可能です。復元手順は 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。 
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<フォルダーまたはファイル> 

フォルダーまたはファイルを指定してバックアップします。復元手順は 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。 

 

5. [バックアップの保存先を下から選択]画面では[ネットワーク]を選択し、[追加]をクリックしてください。 
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※ 参照をクリックすると、使用可能なネットワークドライブが検索されます。 

  

※ CD/USB 起動時や、[参照]ボタンで見つからない場合は、[接続のパス]にフルパスを入力してくださ

い。 

※ ネットワークドライブの割り当てによる指定はできません。 

6. ご希望のネットワークドライブを選択しアクセスに必要なユーザー名とパスワードを入力後、[追加]をクリックし

てください。 

ユーザー名、パスワードが表示されない場合は[新しいネットワークストレージ]の画面をスクロールすると入力欄

が表示されます。 
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7. 表示されたネットワークドライブを選択すると[次へ]進めます。 

 

8. 確認画面が表示されるので[完了]をクリックしてください。バックアップが開始されます。 
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9. [実行中]の表示が消えたらバックアップ完了です。バックアップ先にイメージファイルが作成されているか、確認

してください。 

 

※ バックアップ処理の内容によっては、バックアップが開始されずに、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バックアップが開始されます。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。  
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6-3. CD/DVD/BD にバックアップする 

1. [エキスパートビュー]タブから[バックアップ]をクリックします。 

 

2. バックアップウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 
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3. [バックアップ名]画面ではバックアップ名と説明(無しでも可)を入力して[次へ]をクリックします。復元時に分か

りやすい名前を付けておくことをお勧めいたします。 

 

4. [バックアップの対象を下から選択]画面でバックアップ対象のハードディスク、またはパーティションを選択しま

す。選択後は[次へ]をクリックしてください。 

※ CD/DVD/BD へのバックアップは、手順 4[バックアップの対象]画面で、【コンピューター全体】または【デ

ィスクまたはパーティション】を選択した場合のみ使用できます。  
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<コンピューター全体> 

内部接続されているハードディスクが全て自動選択されます。 

※ 内部ハードディスクを複数接続している環境では選択間違いにご注意ください。 

 

<ディスクまたはパーティション> 

Windows がインストールされたハードディスクのみをバックアップしたい場合や、ハードディスク単体または各

パーティションを選択してバックアップしたい場合に選択してください。 
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※ C ドライブのみを選択した場合、起動に必要なパーティションが自動認識され一緒にバックアップされる場

合があります。 

 

 

<ファイルの種類> 

コンピューター全体において指定した拡張子のファイルをバックアップします。除外フィルターを設定すること

も可能です。復元手順は 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。 

  

https://riircorp-my.sharepoint.com/personal/kannaka_updata_co_jp/Documents/%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.docx#_8-4._%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%84%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%89
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<フォルダーまたはファイル> 

フォルダーまたはファイルを指定してバックアップします。復元手順は 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。 

 

5. [選択された対象のサイズ]を参考に必要な枚数の DVD/BD を準備し、[次へ]をクリックします。 

 

  

https://riircorp-my.sharepoint.com/personal/kannaka_updata_co_jp/Documents/%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.docx#_8-4._%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%84%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%89
https://riircorp-my.sharepoint.com/personal/kannaka_updata_co_jp/Documents/%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.docx#_8-4._%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%84%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%89
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6. [バックアップの保存先を下から選択]画面で、[CD/DVD/BD ドライブ]を選択します。使用する CD/DVD/BD

ドライブを選択し、[次へ]をクリックしてください。 

 

※ CD/DVD/DVDDL/BD ドライブエミュレータを選択すると、バックアップイメージを ISO イメージファイルと

して保存することができます(CD/DVD/BD への書き込み処理は実行されません)。 

※ ISO イメージファイルの保存先を、[参照]ボタンをクリックして指定してください。保存先指定後、[次へ]をクリ

ックします。DVD-RAM には対応していませんので、ご注意ください 
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7. 確認画面が表示されるので [完了]をクリックしてください。バックアップが開始されます。 

 

8. ドライブにメディアがセットされていない場合には、次の画面が表示されます。新しいメディアをドライブにセッ

トし[続行]をクリックします。 

 

※ ドライブにセットされたメディアが以前に使用したことのある書き換え可能メディアの場合には、次の画面が表

示されます。メディアを消去してよい場合には、[高速消去]または[完全消去]をクリックします。メディアを取り

替える場合には、[空きメディアと交換]をクリックします。 

※ バックアップイメージが複数枚にわたる場合には、1 枚目の書き込みが終了すると次のディスクが要求されます。

ディスクを入れ替えて処理を続行してください。 
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9. 処理が完了すると、[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに切り替わります。[閉じる]ボタンをクリックしてダイ

アログを閉じます。 

 
10. [実行中]の表示が消えたらバックアップ完了です。バックアップ先にイメージファイルが作成されているか、確認

してください。 

 

※ バックアップ処理の内容によっては、バックアップが開始されずに、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バックアップが開始されます。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。 



65 
 

6-4. イメージビュー 

[エキスパートビュー]の[イメージビュー]ではこれまでに作成したバックアップイメージファイルを効率的に管理

できます。イメージファイルの内容の確認、マウント/アンマウント(ドライブ文字の割り当て/削除)、指定したハ

ードディスク/パーティションの復元、特定のファイル/フォルダーの復元などを行うことができます。 

 

手動作成イメージではこれまでに手動で作成したバックアップイメージファイルが一覧で表示されます。 

 はディスク全体またはパーティションのバックアップイメージを、  はフォルダーやファイルのバックアッ

プイメージを表します。 

 

 

 

 

スケジュールバックアップで作成したイメージは、画面右上の  をクリックすると表示され

ます。スケジュールバックアップについては 7. スケジュールバックアップをご参照ください。 

 バックアップイメージファイルの一覧は、データベースで管理されています。[イメージの追加]をクリックすると

バックアップイメージファイルをデータベースへ登録できます。 

 バックアップイメージはドライブ単位でマウントすることができます。メニューの[マウント/アンマウント]をク

リックしてください。 
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※ マウントしたいパーティションを選択し、ドライブ文字を割り当てて[保存]をクリックしてください。ドラ

イブ文字を割り当てると Windows のエクスプローラを使用してバックアップしたファイルやフォルダー

を参照できるようになります。アンマウントに失敗する場合は PC/Server を再起動してください。 

 

6-5. 増分/差分バックアップ 

増分/差分バックアップを実施する場合には、ベースとなるバックアップイメージが必要です。 

<増分バックアップ> 

前回のバックアップから更新されたセクタのみをバックアップします。 
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<差分バックアップ> 

常に同じバックアップイメージをベースにして、更新されたセクタのみをバックアップします。 

 

1. [エキスパートビュー]の[イメージビュー]で過去に実行したバックアップイメージからベースになるバックアップ

イメージを選択してください。 

※ バックアップイメージが表示されていない場合は、6-1. ローカルドライブにバックアップする、6-2. ネッ

トワークドライブにバックアップするの手順で、まずベースとなるバックアップを実行する必要があります。 
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2. 選択したイメージのメニューから[増分バックアップ作成]をクリックしてください。 

※ 増分/差分 1 回目は、どちらも違いはありません。差分バックアップを実行する際も、[増分バックアップ作成]を

クリックしてください。 

 

3. 任意で名称を入力します。[作成]を選択すると増分(差分)バックアップが開始されます。 
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4. バックアップ完了後、[増分イメージをすべて表示]をクリックすると増分/差分バックアップの世代がツリー表示

で確認できます。 

 

5. 2 回目以降の増分/差分バックアップは、下記をご参考にベースのイメージを選択して行ってください。 

<増分> 

 

※ 最新のイメージを復元するには、ツリー表示されているすべてのイメージ(上記では 4 つ)が必要です。 

<差分> 

 

※ 最新のイメージを復元するには、起点のイメージと最新のイメージが必要です。 
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6-6. ダイナミックボリュームのバックアップについて 

ダイナミックディスクではボリューム単位でのバックアップ/復元ができます。 

1. [エキスパートビュー]タブから[バックアップ]をクリックします。 

 

2. バックアップウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 
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3. [バックアップ名]画面ではバックアップ名と説明(無しでも可)を入力して[次へ]をクリックします。復元時に分か

りやすい名前を付けておくことをお勧めいたします。 

 

4. [バックアップの対象を下から選択]画面で[ディスクまたはパーティション]からディスクを選択せずに、ボリュ

ームを選択して[次へ]進みます。ボリュームを選択するとシステムが構成要素を自動的に選択します。 
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5. [バックアップの保存先を下から選択]では、バックアップイメージの保存先を指定します。USB 外付ハードディ

スク(推奨)は[外付けデバイス]を、内蔵増設ドライブは[ローカルボリューム]をクリックしてください。 

 

※ チェックを得て進むとパスワード設定や圧縮率の変更等を行えます。変更する場合は 10-1. 圧縮レベルを

確認してください。 

6. 確認画面が表示されるので[完了]をクリックしてください。バックアップが開始されます。 
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7. [実行中]の表示が消えたらバックアップ完了です。バックアップ先にイメージファイルが作成されているか、確認

してください。 

 

※ バックアップ処理の内容によっては、バックアップが開始されずに、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バックアップが開始されます。 

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。 
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7. 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。 

7-1. 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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7-2. 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。 

 

7-3. 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。 

 

 

 
 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。 

  

変更可能 

変更不可/無効 
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 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。 

8. [新しいタスク]をクリックします。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

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
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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。 

15. [完了]をクリックすると設定が完了します。 
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※ 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。 

 

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。 
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※ 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. 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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8. バックアップを復元する 

イメージバックアップで作成したバックアップイメージは復元ウィザードを使用して簡単に復元できます。バックアッ

プイメージの復元対象によって、復元方法が異なります。 

システムパーティション(OS がインストールされているドライブ)や、ハードディスク全体を復元する場合には、2-4. 

作成した起動メディアの動作確認で確認して頂いたように CD/USB で起動して復元を行う必要があります。 

OS がインストールされていないドライブやバックアップイメージ内の特定のフォルダーやファイルを復元する場合に

は Windows 上で処理を実行できます。 

 

8-1. システムパーティション以外のバックアップを復元する 

OS がインストールされていないパーティションを復元する場合、Windows 上でイメージを復元できます。 

※ システムドライブ(OS がインストールされているパーティション)やシステムドライブを含むハードディスク全

体を復元する場合には、8-2.システムパーティションを含むバックアップを復元するをご参照ください。 

※ バックアップ元よりも小さなハードディスク・パーティションに復元する場合、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、パーティションを準備してください。 

1. [エキスパートビュー]タブから[復元]をクリックします。 
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2. 復元ウィザードが起動しますので[次へ]をクリックします。 

 

3. [復元するイメージの選択]画面では復元したいバックアップイメージを指定します。[イメージビュー]から選択、

または保存先を参照してイメージファイル(PBF/PFI ファイル)を選択し、[次へ]をクリックしてください。 
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4. 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。 
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5. [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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6. [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】 

 

【パーティションを復元する場合】 
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※ [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。 

 

7. [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】 
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【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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8. [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。

 

9. [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、8-2. システムパーティションを含むバックア

ップを復元するの手順で行ってください。 
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10. 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。 

 

8-2. システムパーティションを含むバックアップを復元する 

システムパーティション(OS がインストールされているドライブ)やシステムパーティションを含むハードディ

スク全体を復元する手順をご案内します。復元には起動メディア(CD/USB)を使用します。起動メディアの作成

手順については 2. 起動メディアの作成と動作確認を参照してください。 

※ 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、パーティション単位で復元処理

を行うが必要があります。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。 

※ ディスク全体のイメージを復元する際、バックアップ元のディスクサイズより復元先のディスクサイズが極

端に小さいと復元に失敗する場合があります。その場合、パーティション単位での復元をお試しください。 

1. 起動メディア(CD/USB)を PC/Server にセットして、PC/Server 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。 
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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) 
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4. 復元ウィザードが起動しますので[次へ]をクリックします。 

 

5. [復元するイメージの選択]画面では復元したいバックアップイメージを指定します。[イメージビュー]から選択、

または保存先を参照してイメージファイル(PBF/PFI ファイル)を選択し、[次へ]をクリックしてください。 
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※ 外付ハードディスクにドライブ文字が当たっていない場合は以下のように表示されます。10-7. パーティ

ションの表示/非表示の手順でドライブ文字を割り当て、再度お試しください。(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。) 

6. 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。 
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7. [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。 

 

 

8. [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。 
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9. [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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10. [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。

 

11. [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、8-3. バックアップした CD/DVD/BD から

復元するの手順で行ってください。 
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12. 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。 

 

8-3. バックアップした CD/DVD/BD から復元する 

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/Server にセットして、PC/Server 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。 
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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。 

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

 

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。 
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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】 

 

【パーティションを復元する場合】 
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※ [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。 

 

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】 
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【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、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。 

 
※ 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。 
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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。 

 

8-4. フォルダーやファイルを復元する(復元ウィザード) 

1. [エキスパートビュー]タブから[復元]をクリックします。 
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2. 復元ウィザードが起動しますので[次へ]をクリックします。 

 

3. [復元するイメージの選択]画面では復元したいバックアップイメージを指定します。[イメージビュー]から選択、

または保存先を参照してイメージファイル(PBF/PFI ファイル)を選択し、[次へ]をクリックしてください。 
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4. 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。 
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5. [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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6. [ファイルとフォルダー]タブから、復元したいフォルダーやファイルにチェックを入れ[次へ]進みます。 

 

7. 復元先を指定し、[次へ]をクリックしてください。 

 



122 
 

※ [ファイル・フォルダーの復元先を指定]を選択して[次へ]をクリックした場合は、復元先を指定する画面が表示さ

れます。指定して[次へ]をクリックしてください。

 

8. [今すぐ復元]が選択されている場合、[完了]をクリックするとすぐに復元処理が開始されます。 
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8-5. フォルダーやファイルを復元する(ファイル転送ウィザード) 

 

ここでは、[ファイル転送ウィザード]を使用して、特定のファイル/フォルダーを復元する手順をご案内いたしま

す。 

※ この手順でファイルを復元した場合、ファイルの更新日時が復元した日時になります。 

※ 旧バージョン製品でバックアップしたデータは、この手順では復元できません。 

1. [エキスパートビュー]から[ファイルコピー]をクリックします。 
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2. ファイル転送ウィザードが起動したら、[次へ]をクリックします。 

 

3. 画面左側のソース内から、バックアップイメージの保存先を参照します。 

 

4. イメージファイル([pfi]ファイル)の[>]をクリックすると、バックアップ内容が展開されます。 
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5. イメージ内の復元したいファイルにチェックを入れると、右側のクリップボードに貼り付きます。復元したいフォ

ルダー/ファイルにすべてチェックを入れたら、[次へ]をクリックします。 

 

6. 保存先(復元先)を選択して[次へ]をクリックします。この例では、[ローカル/ネットワークドライブに保存]を選択

しています。 
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7. 復元先のドライブ、フォルダーを指定してください。[次へ]をクリックすると復元処理が開始されます。 

 

8. 復元完了後、復元先のデータをご確認ください。  
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9. オプション 

 

各オプションの設定は、[ホーム]-[設定]、またはウィザード内で[詳細設定を有効にする]チェックボックスにチェックを

入れた場合に表示されます。 

[ホーム]タブから変更した場合、今後の処理すべてに適用されます。ウィザード内で設定した場合にはその処理 1 回限

りの設定となります。 

 

アプリケーションオプション 

【CD/DVD/BD 書き込みオプション】 

 

すべての CD/DVD/BD ディスクを最後まで書き込みます。 

 

このオプションを選択すると CD/DVD/BD ディスクにデータの書き込みが完了した時点で、ディスクのファイナライ

ズが行われます。 

※ ディスクのファイナライズを選択すると操作の終了時に非常に時間がかりますのでご注意ください。 

※ ハードディスク全体のバックアップを行う場合、このオプションに関わらずファイナライズ処理が行われます。 
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書き込み速度 

バックアップ イメージを CD/DVD/BD に書き込む際の書き込み速度を指定できます。メディアの品質に問題がある

場合などは、書き込み速度を[最小]に設定してから処理を実行してください。 

 

起動オプション 

バックアップイメージを作成する際に使用する起動可能な ISO イメージの指定と起動の可否を設定できます。 

 

ISO イメージの保存場所 

バックアップ先に CD/DVD/BD を指定し、保存時の書き込みドライブとしてエミュレータを選択すると、バックアッ

プイメージを ISO イメージとして保存することができます。このオプションでは ISO イメージの保存先を指定する

ことができます。 

 

【仮想モードオプション】 
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仮想モードを許可する 

ユーザーが指定した処理を実行する場合、指定した操作の内容は操作リストに登録されます。操作リストに登録された

処理を実行するには仮想操作バーの[適用]ボタンをクリックし、確認画面で[はい]を選択する必要があります。 

 

進行状況ダイアログを自動的に閉じる 

操作の適用時に表示される進行状況ダイアログを自動的に閉じる場合には、このオプションを選択します。 

 

【通知オプション】 

送信用メールサーバー（SMTP）を設定することで通知メールを送信できるようになります。メールサーバーの設定情

報についてはご使用されているメーラーおよびメーラー提供元をご確認ください。 

 

 

送信用メールサーバー（SMTP）： ボタンより主要なメールサーバーを選択できます。プルダウンに設定したい

メールサーバーが無い場合は枠内に入力してください。 

SMTP ポート番号：SMTP サーバーに表示されているポート番号をご入力ください。 

セキュリティオプション：SMTP サーバーに指定されているセキュリティ項目を選択してください。[暗号化なし]、
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[ Secure socket layer ( SSL )]、[ Transport layer security ( TLS )]から選択できます。 

ログイン：[認証情報を構成]を選択し、SMTP サーバーの認証を行ってください。 

 

ユーザーのメールアドレス：ログイン項目で認証したユーザーのメールアドレスを登録してください。 

テストメールの送信に成功すると以下の内容でメールが到着します。 

 

9-1. バックアップオプション 

【アプリケーション除外オプション】 
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バックアップから除外する VSS writer を選択 

必要に応じてサードパーティのツールで保護されたアプリケーションを除外できます。 

 

【コピー/バックアップオプション】 
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HDD/パーティション RAW プロセス 

セクタ単位でパーティション/HDD をバックアップ/コピーします。 

※ 未割り当て領域はバックアップされません。 

※ 処理に時間がかかります。 

 

バックアップイメージデータベースに登録されているイメージファイルをスキップする 

バックアップファイルの作成時にバックアップイメージデータベースに登録されているイメージファイルのバックアッ

プをスキップします。処理時間を短縮し、バックアップイメージのサイズを小さく出来ます。 

 

 

自動 BCD アップデート 

コピー、復元時に BCD(10 進数の値を 2 進数で表現する方式) を自動的に修正します。 

 

 

【バックアップイメージオプション】 
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バックアップイメージの整合性制御 

作成したバックアップイメージに対してバックアップイメージの整合性をチェックするための特殊データを書き込みま

す。 

 

圧縮レベル 

バックアップイメージの圧縮レベルを変更します。圧縮率を高くすると圧縮をしない場合と比べ、バックアップにかか

る時間が長くなります。 

 

 

イメージ分割 

指定した容量でバックアップイメージを分割することができます。複数の保存先に分けて保存したい場合に使用します。 

CD/DVD/BD にバックアップする場合、自動で分割されるため設定する必要はありません。 

 

 

【バックアップオプション】 
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不明なフォーマットのパーティション ポリシー 

不明なパーティションのバックアップ方式を指定します。 

 

バックアップ イメージの種類 

バックアップ時のファイル形式を指定します。 

 

9-2. パーティション操作 オプション 

【一般的なオプション】 
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パーティション アライメントモード 

コピーや復元時のパーティションのアライメントを指定します。コピー先/復元先が SSD や AFT 搭載のハードディ

スクの場合は[セクタサイズ 4096 バイトに最適化]を選択してください。 

 

ファイルシステム整合性チェックポリシー 

ポリシーを変更できます。 

 

データ消失保護モード 

意図せずに処理が中断された場合にデータ破損の可能性を最小限にとどめることが可能になります。 

 

9-3. 通知 オプション 

通知オプションを設定すると、バックアップの結果を指定のメールアドレスに送信できます。 
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マイアカウント 

Paragon のマイアカウントを使ってイメージバックアップ状況の通知を行うことができます。マイアカウントを作成

されていない場合は、Paragon のマイアカウントを作成した上で設定してください。 

 

SMTP サーバー 

SMTP サーバーを通して複数のメールアドレス宛に通知を行えます。複数のアドレスに送信する場合は 1 アドレスご

とに改行して入力してください。SMTP サーバーを選択する場合は事前に SMTP サーバー構成を設定する必要があり

ます。SMTP サーバーの設定は 9-1.バックアップオプション（通知オプション項目）をご確認ください。 

 
到着する内容は以下の通りです。 
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10. パスワード保護 他(ウィザード内のみのオプション) 

バックアップウィザードの[詳細設定を有効にする]のチェックボックスにチェックを入れると、下記の画面が表示され

ます。 

 

10-1. 圧縮レベル 

バックアップイメージの圧縮レベルを変更します。圧縮率を高くすることで、イメージファイルは小さくなりますが、

バックアップにより多くの時間がかかるようになります。 

イメージ分割 

指定した容量でバックアップ イメージを分割することができます。複数の保存先に分けて保存したい場合に使用しま

す。 

CD/DVD/BD にバックアップする場合には自動で分割されますので、設定する必要はありません。 
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【パスワード保護を有効にする】 

パスワードを設定することで他のユーザーからバックアップイメージを参照される恐れは少なくなります。万一パスワ

ードを忘れると復元できなくなりますのでご注意ください。パスワードは半角英数字のみ使用可能です。 

 

【詳細な設定】 

アプリケーション除外オプション 

必要に応じてサードパーティのツールで保護されたアプリケーションを除外できます。 
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10-2. 除外オプション 

大容量のファイルを除外することで処理時間の短縮が期待できます。 

大量のファイルを除外指定すると開始前の処理が増加するため、通常の動作に比べ処理時間がかかる可能性があります。 

 

10-3. バックアップ中の実行オプション 

バックアップの前後に実行するプログラム、コマンドを指定することができます。 
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ハードディスクの管理 

イメージバックアップ にはパーティションを管理するための基本的なツールが実装されています。操作によってはデー

タが参照できなくなったり、OS が起動しなくなってしまう場合があります。使用する際には十分ご注意ください。 

 

10-4. パーティションのフォーマット 

パーティションをフォーマットするとパーティション内のすべてのデータが削除されます。 

操作時は十分にご注意ください。 

[エキスパートビュー]をクリックします。 

フォーマットしたいパーティションを選択します。メニューから[このボリュームをフォーマットする]をクリックして

ください。 
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以下の画面が表示されます。ファイルシステム、ボリュームラベルを指定します。注意項目をご確認の上、チェックボ

ックスにチェックしてください。[フォーマット]をクリックします。 

 

フォーマット後の状態がプレビューされます。[適用する]をクリックし、 確認画面で[はい]をクリックしてください。 
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パーティションが作成され、フォーマット処理が実行されます。処理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 
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10-5. パーティションの削除 

パーティションを削除すると、パーティション内のすべてのデータが削除されます。操作時には十分ご注意ください。 

[エキスパートビュー]をクリックします。 

削除したいパーティションをクリックし、メニューから[このボリュームを削除する]を選択します。 

 

確認画面が表示されます。注意項目をご確認の上、チェックボックスにチェックしてください。[削除]をクリックしま

す。 
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削除後の状態がプレビューされます。削除されるパーティションは[未割り当て]と表示されます。[適用する]をクリック

し確認画面で[はい]をクリックしてください。 
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削除が実行されます。処理が完了したら[閉じる]をクリックします。パーティションが削除されたことをご確認くださ

い。 

 

10-6. ドライブ文字の割り当て/変更/削除 

ドライブ文字の割り当て/変更/削除方法についてご紹介します。 

ドライブ文字が当たっていないパーティションは、Windows 上で参照できません。 

[エキスパートビュー]をクリックします。 

ドライブ文字の割り当て/削除/変更したいパーティションをクリックし、メニューから[ドライブ文字の変更]を選択し

ます。 
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表示された画面で割り当てたいドライブ文字を選択し、[割り当て]をクリックします。 

ドライブ文字を削除する場合は[なし]を選択します。 

 

適用後の状態がプレビューされます。[適用する]をクリックし、確認画面で[はい]をクリックしてください。 

 

 

 

終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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10-7. パーティションの表示/非表示 

パーティションを非表示にすると、Windows 上から参照できなくなります。例えばバックアップ用にコピーしたパー

ティションを OS から参照できなくしたい場合などに使用します。 

1. [エキスパートビュー]をクリックします。 

2. 表示/非表示したいパーティションをクリックし、[パーティションの表示]または[パーティションの非表示]をク

リックしてください。現在の状態によって、メニューの表示が変わります。 

 

パーティション表示中  パーティション非表示中 
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3. パーティションを非表示にする場合は以下のメッセージが表示されます。[はい]をクリックしてください。 

 

4. 処理後の状態がプレビューされます。[適用する]をクリックし、確認画面で[はい]をクリックしてください。 

 

 

 

5. 終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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10-8. シリアル番号の変更 

シリアル番号は、パーティションのフォーマット時に生成され、ブートセクタに保存されます。 

 

変更によって OS が起動しなくなる可能性があります。操作には十分にご注意ください。 

1. [エキスパートビュー]をクリックします。 

2. シリアル番号を変更したいパーティションを選択します。メニューから[ボリュームシリアルナンバーの変更]をク

リックしてください。 

 

3. 新しいシリアル番号を入力して、[はい] をクリックしてください。 
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4. [適用する]をクリックし、確認画面で[はい]をクリックしてください。 

 

 

5. 処理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 
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10-9. ファイル システムの整合性チェック 

ファイルシステムに問題がないか確認できます。 

1. 整合性チェックを実行したいパーティションを選択します。メニューから[ファイルシステムの整合性チェック]を

クリックしてください。 

 

2. 必要なオプションにチェックを入れ、[はい]をクリックします。 
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3. [適用する]をクリックし、確認画面で[はい]をクリックしてください。 

 

 

4. 処理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 
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10-10. 削除パーティションの復元 

誤ってパーティションを削除してしまった場合など、[未割り当て]領域を検索して過去の状態を復元するウィザードで

す。 

復元を保証するものではありません。状況によっては復元できない可能性があります。 

1. [エキスパートビュー]をクリックします。 

2. [削除パーティションの復元]をクリックしてください。 

 

3. ウィザードが起動したら[次へ]をクリックしてください。 
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4. 削除されて[未割り当て]となっている領域のみ復元の対象となります。検索したい[未割り当て]領域を選択し、[次

へ]をクリックしてください。 

 

5. クイックサーチを選択して[次へ]をクリックしてください。クイックサーチで見つからなかった場合は[セクタ単

位で検索]もお試しください。 

6. 特定のファイルシステムを探したい場合は[ファイルシステム検索オプションを表示]を選択してください。 
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7. パーティションの検索が開始されます。 

 

8. 検索結果が表示されます。複数の情報が見つかる場合がありますが、容量や使用量をご確認の上復元したいパーテ

ィションにチェックを入れてください。 

目的のパーティションが見つかった場合は検索の途中でも[次へ]をクリックできます。 
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9. 復元後の結果が表示されます。[次へ]進み、[完了]をクリックしてください。 
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10. 仮想モードを有効にしている場合は画面上の[適用する]を押して確認画面で[はい]をクリックし、処理を実行して

ください。 

 

 

 

11. 処理が完了したら[閉じる]をクリックし、復元されたパーティションを確認してください。 

復元されたパーティションにはドライブ文字が割り当てられていません。 

パーティションにドライブ文字を割り当てないと Windows 上から参照することができません。10-6. ドライブ

文字の割り当て/変更/削除をご参照の上割り当てを行ってください。 

 

10-11. GPT→MBR ディスク、MBR→GPT ディスクへの変換 

ハードディスクの形式を GPT→MBR、または MBR→GPT 形式に変換する場合は以下の手順で実施してください。 

この操作は、OS がインストールされたハードディスクに対しては行わないでください。OS が起動できなくなります。 

MBR ディスクでは作成できる基本パーティションは 4 つまでです。 GPT ディスクから MBR ディスクに変換する

際、4 つ以上のパーティションがある場合、4 つ目以降のパーティションは論理パーティションになります。 

1. [エキスパートビュー]をクリックします。 
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2. 変換したいハードディスクをクリックし、メニューから[GPT ディスクへ変換]または[MBR ディスクへ変換]をク

リックします。 

 

3. 確認メッセージが表示されるので、[はい]または[変換]をクリックします。 

【GPT ディスクを MBR ディスクに変換する場合】 
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【MBR ディスクを GPT ディスクに変換する場合】 

 

4. [適用する]をクリックし、確認画面で[はい]をクリックしてください。 

 

 

5. 処理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 

 

  



160 
 

10-12. MBR の更新 

現在の MBR に書き込まれているブートコードを標準のブートストラップコードに書き換えることができます。 

この操作は MBR ディスクでのみ実行できます。GPT ディスクでは実行できません。 

1. [エキスパートビュー]をクリックします。 

2. 更新したいハードディスクを選択して、メニューから[MBR の更新]を選択します。 

 

3. 確認画面が表示されるので[はい]をクリックします。 
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4. [適用する]をクリックし、確認画面で[はい]をクリックしてください。 

 

 

処理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 
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10-13. パーティションのアクティブ/非アクティブ 

MBR ディスクにおいて、コピー先ハードディスクの起動パーティションはアクティブに設定されている必要がありま

す。 

1 台のハードディスクに 2 つ以上のアクティブパーティションが存在すると OS が起動できなくなる可能性がありま

す。 

GPT ディスクでは不要の操作です。 

1. [エキスパートビュー]をクリックします。 

2. アクティブ/非アクティブにしたいパーティションを選択し、メニューから[パーティションのアクティブ]または

[パーティションの非アクティブ] を選択します。 

選択したパーティションがアクティブ状態の場合には [パーティションの非アクティブ]が選択可能になり、非ア

クティブ状態の場合には[パーティションのアクティブ]が選択可能になります。 

 

3. 確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。 
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4. [適用する]をクリックし、確認画面で[はい]をクリックしてください。 

 

 

5. 処理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 

10-14. CD/USB 起動でバックアップ/復元/コピーを実行する 

イメージバックアップ は作成した起動メディア(CD/USB)から起動し、バックアップ/復元/コピーを実行することも

可能です。 

起動メディアは 2. 起動メディアの作成と動作確認の手順で作成してください。 
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10-15. 起動メディア(CD/USB メモリ)の特長、注意点 

起動メディア(CD/USB)から起動するとハードウェアに依存しない環境で製品の機能が実行できます。起動メディアは

Windows PE を使用しているため、必要に応じてドライバーを追加やネットワークの設定を行えます。 

ハードディスクの認識順序が Windows 上とは異なるため、外付けのハードディスクが 1 番目のハードディスクとし

て表示される場合があります。 

ドライブ文字(C:など)が Windows 上とは異なる場合があります。 

この CD/USB から起動した時には、インストールした場合と比べて以下の制限事項があります。 

 スケジュール機能は使用できません 

 サイクルバックアップは使用できません 

 電子メールによる通知機能は使用できません 

 電子メールによるログ送信機能は使用できません 

 イメージビューは使用できません 

 イメージのマウント機能は使用できません 

 この CD/USB から起動した場合には、連続で 72 時間以上使用することができません。起動から 72 時間後

に、自動的に再起動されます。 

 

10-16. 起動メディアの使用方法 

起動方法は 2-4. 作成した起動メディアの動作確認でご説明した通りです。 

起動メディアをセットして PC/Server を再起動(起動)します。CD/USB からブートされ、以下の画面が表示されま

す。 
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起動に成功すると、以下の画面になります。 

 

『ディスクが見つかりません』と表示された場合 

  

このメッセージは、主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが搭載されている機種で、ご利用のハードディスク コ

ントローラが、起動メディア(Windows PE)に標準で組み込まれているドライバーで対応できない場合に表示されます。 
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起動メディア(CD/USB)を作成する際に、予めドライバーを追加して起動メディアを作成すると、このメッセージは表

示されず、ディスクが認識されるようになります。ドライバーを追加したメディアを作成する手順については、2-3. 起

動メディアにドライバーを組み込む(アドバンスドモード)を参照してください。 

 

バックアップ操作 

6. バックアップを実行するをご参照ください。 

復元の操作 

8. バックアップを復元するをご参照ください。 

操作前に、必ずディスクのエラーチェックを実行してください。詳細は 3-2. ディスクのエラーチェックを参照してく

ださい。 

 

12. ログの取得方法 

製品を使用して問題が発生した場合にはログファイルの取得をお願いするケースがございます。 

CD/USB 起動時のログを取得したい場合 CD/USB で起動し、問題が発生したときと同じ操作を実行してください。 

CD/USB 起動時のログは再起動すると消えます。ログの取得は必ず再起動前に行ってください。 

問題が発生したときと同じ操作を実行してください。 

ログファイルを何ドライブに保存するか確認しておいてください。メディア起動の場合は、Windows 上とはドライブ

文字(C:など)が異なる場合がありますのでご注意ください。 
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1. [ホーム]タブから[ログセーバー]をクリックします。 

 

2. 入力欄に文字を入力すると[次へ]をクリックできるようになります。 

(メールアドレスをご入力いただいても、メールは使用しません。) 
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3. ログの保存先を選択して[保存]をクリックします。 

 

4. 保存完了後、[閉じる]をクリックして画面を閉じます。メディア起動の場合はこのあとメニューから再起動を選択

し、Windows を起動してください。 

 

5. ログの保存先を確認します。作成されたファイルをメールに添付してアップデータサポートデスクにお送りくだ

さい。 

E-mail：support@updata.co.jp 

  

mailto:support@updata.co.jp
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お問合せ 

 
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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