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1.製品の概要

　本ソフトは、パソコンのバックアップを簡単に行うものです。

起動用 OS の入った USB を作ります。この USB よりパソコンを起動して従来 Windows 上で出来なかったディ

スクの全体バックアップ、リカバリを行うものです。

　

　もし、OS が壊れて起動しなくなったら、

　PC を分解することなく、内蔵ディスクを他のディスクにバックアップできます。

そして、過去のバックアップからリカバリすれば PC は再起動できます。
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USB 起動

① 内蔵ディスクをバック

アップ

② システムを壊れる前に

復元できます

以前のバックアップからリカバリ



1-1.製品の使用の流れ

■ステップ１・・・起動用 USB 作成

 Windows 上にて起動用 USB を作ります。

　

■ステップ２・・・USB で PC を起動、バックアップ！

起動用 USB でシステムディスクをバックアッ

プします。
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USB 起動



2.インストール

2-1.インストールの準備

1G バイト以上の容量を持つ USB メモリを用意してください。SD カードは非推奨です。SD カードは使用す

るカードスロットの影響を受けてうまく使用できない場合があります。

　USB メモリ／SD カードは容量が製品により記載より少ないものがあります。注意ください。

2-2．起動用のメディアを作ります

①パソコンにディスクを接続してください

②次に起動用ディスクを作るフリーウェア「rufs」を実行します。次のアイコンをダブルクリックしてくださ

いパソコンの設定によっては、「.exe」の非表示の場合があります。
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rufus はフリーウェアです。是非活用く

ださい。

① 起動用ディスクとなる

USB をここで指定

② 起動ディスクの元と

なる iso ファイルを指定
③ 各設定は図と同じ

を確認のこと

pbtm.iso を選択してください。

.iso は PC の設定によっては表示

しない場合があります。

④ スタートボタンを

押して開始です
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⑤ISO イメージ

モードを指定

⑥ ＯＫボタンを押す。

⑥ 棒グラフで進行がわかります。

右端まで来たら完了です。

⑦ これで終了です。



3．使用方法

3-1.ディスクの清掃、空き領域をゼロクリア

　効率良くバックアップしたい時に活用ください。

ディスクの空き領域は購入したてでない

限り、放棄されたファイルの残骸が詰

まっています。従い、思うように圧縮され

ません。ゼロで上書きすると１／１０００く

らいに圧縮できます。

①本ソフトに同梱しているディスククリーナー.exe を実行します。

　※.exe は Windows の設定によっては表示しません。

②掃除したいドライブにチェックを入れて[ゴミ清掃開始]ボタンを押してください。

③本ソフトに同梱しているディスククリーナー.exe を実行します。

ディスククリーナーは掃除するドライブのルー

トにこのようにゼロの詰まったファイルを作成

し、清掃します。このファイルは最後には自動

消去します。
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3-2.PCのUSBによる起動

①バックアップしたいパソコンに今作ったディスクを接続してください。

②パソコンを再起動して BIOS(UEFI)設定画面を呼び出す

BIOS(UEFI)設定画面の中に Boot Option あるいは Secure Bootと

いう項目を探してください。もし見つけたならば Disabled(無効を指

定)を選択してください。

この設定は Windows8対応 PC に義務付けた機能です。

これがONになっていると米マイクロソフト社以外のOS は起動しなくなります。

この機能をOFFにしてください。非MS系のOS が起動できるようになります。

③起動ディスクを指定する

※起動後すぐに ESCキーを何度か押してください。多くのパソコンはこれでどのディスクで起

動するか聞いてきます。ここで、今回作成したディスクを選択してください。

機種によってはＦ１２キーなど他のキーである場合があります。

機種によっては BIOS の設定より起動ディスクを指定する必要があります。この場合は BIOS 設

定画面より指定してください。極端に旧い機種では USB から起動できません。この場合は本ソ

フト使用を断念してください。

パソコンの機種により異なりますが、次のような画面がでます。ここで作った起動用ディスクを選ん

でください。

ディスクの指定は昔はMBRという法式で指定していました。新しい機種で

は UEFIという方式に変わりました。互換性のため２つ表示する場合が多

いです。もし選択して上手行かないときは、残りを選択ください。
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新しい PC は UEFI を選択

旧い PC は無印を選択

こんな風にでる。

XXX はディスク装置名



③通常は次の画面が現れます（版により背景は変化します）

USB 起動した PC の終了方法は上の図の箇所をクリックします。ポップアップメニューが現れます。

そこで「シャットダウン」を選んでください。PC は電源を切ります。

④画面がきちんと表示されたら、バックアップ先の（リカバリの際はイメージの入った）ディスクをパ

ソコンに接続します。

判り易い説明の流れからここで接続するように記載しています。

ディスクは PC の電源を入れる前に接続して認識します。ディスクがうまく認識しない時は事前に

接続すると安定して認識します。

　バックアップの際は容量が十分なものを用意してくだ

さい。要点としては以下の通りです。

■メディアは何でも良いです。

　HDD でも USB フラッシュメモリでも何でも構いません。

■メディアのフォーマットは NTFS をお勧めします。

　FAT32 だと 4GB までのデータしか扱えないためきち

んとバックアップできない可能性があります。
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■メディアの容量は対象のドライブよりも多い方が望ましい。

　バックアップデータは圧縮して保存します。従いメインドライブ以上の容量を持つメディアを用意

する必要はありません。ですが、保存する際の圧縮率はケースバイケースで異なります。対象ドラ

イブの容量より大きい方が望ましいです。

⑤メディアの接続に成功するとこのようにデスクトップにメディアをマウントします。

 

接続したディスク、認識しているディスク

もし、接続したディスクが認識しない時は次の処置をし

てください。

■PC電源OFFの時点でディスクを接続して起動。

■Windows 上で安全に取り外しておくこと。

　

※メディアをマウントできない場合の手順

　メディアが NTFS の時、Windows から接続を解除する際にきちんとした手順を踏んでいない

場合におきます。

　この場合、一度Windows に接続し、タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してく

ださい。

NTFS は PnP 操作に不向きな構造をとります。抜く時には Windows 上の正規の手順を踏み抜いてくださ

い。
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3-3.「簡単バックアップ」の起動方法

画面上の図のアイコンをマウスでダブルクリックしてください。

これで「簡単バックアップ」は起動します。

これが簡単バックアップの起動画面です。

ディスクのバックアップを作りたいときは左のボタンを押します。

ディスクを復元したい時は右のリカバリボタンを押します。

3-4.「簡単バックアップ」によるバックアップ操作
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選択



①バックアップしたいディスクの選択

　このような画面が出ます。ディスク容量からバックアップしたディスクを選択してください。

内蔵ディスクは通常、/dev/sda の表記です。

図中４G バイト(/dev/sdb)のディスクは今回作成した USB メモリそのものです。

図中 30G バイト(/dev/sdc)はバックアップの保存先として後から接続したディスクです。

/dev/sdx という表記は Linux系OS のディスク装置の表記方法です。

eMMC形式のメディアは mmcblk という形式です。

②バックアップするディスクのサイズの確認

　このような画面が出ます。通常は[設定選択]を押してください。

サイズの変更は HDD-->SSD 換装の時のように容量の小さいディスクに換装する時に使用します。
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一般的な構成例 eMMC を採用した

タブレットだと

こうでる



③保存先の指定

　保存先のディスクを選び、[開く]ボタンを押してください。

④処理の開始

　　確認のダイアログが出てきます。[OK]ボタンを押してください。処理を開始します。
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①保存先のディスク

を選ぶ

②保存するファイル

名を確認

③ 確定

うまく表示が出ない時は

DISK の USB を指しなおす

と表示する



3-5.「簡単バックアップ」によるリカバリ操作

①バックアップファイルを選択する

②リカバリ（復元）するディスクを選択する

リカバリ先のディスクを指定してください。
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選択

③ 確定

② バックアップファイ

ルを選択する
①保存先のディスク

を選ぶ



③処理の開始

　　確認のダイアログが出てきます。[OK]ボタンを押してください。処理を開始します。

リカバリを開始します。
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3-6.「簡単バックアップ」によるベリファイ

ベリファイはバックアップしたファイルが壊れていないかチェックする機能です。

 ディスクを圧縮してひとつのファイルにまとめたのが backup.imgファイルです。

※.imgは Windows の設定により表示するものとしないものがあります。

ベリファイは backup.imgが正確に作られているか検証するものです。

ディスクと backup.imgの両方を同時に読み上げ、内容を確認します。両者が不一致の時、

エラーを表示します。
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選択



4．容量の異なるディスクへ換装しリカバリする・パーテーションの変更

　バックアップ／リカバリの高度な使い方にディスクの交換があります。

ディスク交換はおよそ２系統３つのタイプがあります。

4-1.容量の大きいディスクへの換装とリカバリ

　PC のディスクを容量の大きいディスクに交換してデータを移転する方法を示します。

　ディスクを交換後、簡単バックアップでリカバリを掛けるだけです。具体的には、

①バックアップをとりバックアップファイルを作る。

② PC 本体のディスクを交換する。

③バックアップファイルからリカバリしてデータを復元する。

④未使用領域の処置を決める。

未使用領域の処置はこの場合、余った未使用領域をどう使うかで２つに分かれます。

■未使用領域を新しくパーテーションを切り使用できるようにする場合

この場合、Windows の標準操作で実施できます。

■パーテーションを拡げる場合

新しいディスクのパーテーションを拡げ、全容量無駄なく使うようにする。後述する GParted で行いま

す。
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4-2.容量の小さいディスクへの換装とリカバリ

　ハードディスクから高速の SSD へ交換する時が該当します。

①現在使用しているディスクのパーテー

ションを一度縮小し新ディスクに収まるよ

うにします。

②旧ディスクのイメージを新ディスクにコ

ピーします。具体的には旧ディスクを

バックアップ。ディスク交換後、新ディス

クにリカバリをかけます。これでコピーが

完了します。

旧ディスクの使用部分のバックアップは PBTM の

バックアップのサイズの変更で行います。

通常はディスクの全容量を指定します。

指定したサイズだけ先頭から抜き取りバックアップ

します。

■[サイズを自動計算して変更]

サイズを自動計算さんする機能を用意し

ています。ディスク内部のパーテーション

を一覧表示し〆を入れると総量を計算し

ます。

本機能は、各パーテーションの総量を加

算するものです。従い、パーテーションの

間に未使用の隙間がある時は誤差が出

ます。隙間のないディスクにおいて使用し

てください。
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4-3.ディスクのアライメント(不整合)の調整・除去

ハードディスクから SSD へ交換する時に気をつける必要があります。

SSD はハードディスクと異なりブロック単位（通常 512KB）の境界線に沿ってパーテーションを設定す

ると効率よく作動します。

後述のパーテーションの変更にて解決します。

本システムの採用している GParted は標準で 1MB(厳密には Mib）単位で設定できます。

アライメントの起きているパーテーションの開始位置を揃えれば解決します。
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4-4.パーテーションの変更方法

　本システムには Gparted というパーテーション編集ソフトが入っています。

これでパーテーションエディがが起動しします。

Gparted を起動するとこのような画面

が出ます。ディスク構成は機械により異

なります。

本システムが採用している Linux では

ディスクを/dev/sda1,/dev/sda2,・・・という

形式で表します。
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① クリック

② 入力フィールド

が出るので

gparted と入力

③ これをクリックして

実行



　変更を加えたいパーテーションを選択します。ここでは/dev/sda3 をマウスで選択します。

すると次のボタンを押せるようになります。

このボタンが実際の編集ボタンです。このボタンを押すと次の画面が出ます。

　□黄色い領域は使用領域です。□白い領域は未使用領域です。未使用領域は縮小できます。

ここでパーテーションを変更できます。通常は領域の末尾を動かしてください。容量の小さなディスクに換

装する時は小さく、そうでない時は大きくしてください。[リサイズ/移動]ボタンを押して仮・確定です。
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クリック

ここをマウスで

選び移動できるここをマウスで

選び移動できる

精密変更したい

時はここを使う

設定実施する



[リサイズ/移動]ボタンを押すと警告画面が出ます。

パーテーションの変更は非常に危険な操作です。その旨を示しています。

ここで[OK]を押してください。

実はこの時点はまだ仮決めの状態です。確定ではありません。
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このボタンを押して

確定。



　

これが最終確認ボタンです。[適用]を押して確定です。

このプログレスバーが出て処理を完了します。

この処理は多くの時間がかかります。気長に完了を待ちます。

パーテーションの拡大は処理が

少ないです。

ただし縮小は複雑です。

ディスクの使用領域はディスク全

域に分散しています。

従い、一度、前詰め、あるいは後

詰めにしたあと、縮小します。

このため時間がかかるのです。
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5．謝辞

本システムは多数のフリーウェアにより構成しています。各フリーウェアを作成した団体様。ありがとうご

ざいます。

本システムにおいて弊社が著作権、および配布権を主張する所は弊社が独自に開発した箇所となり

ます。

６．FAQ

Q1.GParted でパーテーションのリサイズが出来ない。

A1.Windows の強制終了などでディスクが”書きかけ”の状態である時、この症状が出ます。

この時は一度Windows を正常に立ち上げ、問題の起きているディスクにチェックディスクを掛けてくだ

さい。

Q2.GPT形式のディスクへの対応はしていますか？

A2.ディスク全体のバックアップとリカバリは対応しています。ただし大きいディスクから小さいディスクへ

のデータ移転に使用したい場合、PBTM Ver1.2 から対応します。Ver1.2 以降を使用ください。

Q3.バックアップファイルが設定により.img と.minimgの２つの拡張子で出来ます。違いは何？

A3.ディスク全体をバックアップする時は.img となります。先頭からの抜き取りバックアップの場合は

minimg となります。

Q4.PBTMのバックアップイメージを教えてください。独自形式でしょうか？

A4.Unix/Linux の dd コマンドの生成するダンプファイルです。加えて zipで圧縮しています。従い、

PBTMで作ったバックアップファイルは dd コマンド（加えて zip)を使いディスクにリカバリできます。

PBTMは dd コマンドを使いバックアップとリカバリを実施します。拡張子.img と.minimgはファイル形式

は同一です。両者の違いは名前の相違です。.miniimgはディスクの部分抜粋を示します。

最近普及し始めた GPT形式のディスクの場合、同じサイズ、大きいサイズへのリカバリは上位互換性

を保持しています。小さいディスクへは互換性がありません。PBTMは.miniimgをリカバリした時にディ

スクが GPTの場合自動補正を掛け互換性を維持しています。

お問い合わせ

有限会社電机本舗　

http://www.dnki.co.jp/

東京都港区高輪１－２－１６　フラットウェル高輪(旧鈴木ビル）６Ａ
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