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「フォトリカバリー9.0＋」のご使用前に必ずお読みください。

下記の使用許諾契約は、お客様（個人または法人を問いません）とAOSテクノロジーズ株式
会社（以下、AOSテクノロジーズ）との間に締結される法的な契約書です。AOSテクノロ
ジーズは、お客様が本使用許諾契約の内容に同意される場合に限り、本使用許諾契約の対象と
なるソフトウェアを使用することを許諾します。ソフトウェアをインストール、複製、使用するこ
とまたはCD-ROMの入ったプラスチックケースのビニールカバーをはがすことによって（ダウン
ロードによる購入の場合は、製品の購入手続きにおいて、本契約書に「同意する」を押下（ク
リック）された時点で）、お客様は本使用許諾契約の条項に同意し、使用許諾契約が成立したも
のとみなしますので、その前に本使用許諾契約をよくお読みください。お客様が本使用許諾契
約の内容に同意されない場合、AOSテクノロジーズは、本使用許諾契約の対象となるソフト
ウェアを使用することを許可いたしません。その場合には、お買い上げ後60日以内に、ご購入
を証明するものを添えて、お買い上げ店に購入商品をすべてお戻しください。引き換えに、ご
購入代金を払い戻しいたします。（ダウンロードによる購入の場合には、本契約書に「同意しな
い」を押下（クリック）してください。購入手続きはキャンセルされ、製品を購入・ダウンロー
ドすることはできません。また、ダウンロード販売という性質上、同意のうえご購入された製品
の返品・返却は一切できませんのでご注意ください。）

使用許諾契約書

第1条 使用権の許諾
AOSテクノロジーズは、本契約記載の条件に従い、「フォトリカバリー9.0＋」（以下、本ソフト
ウェア）に関し、お客様が自己所有するコンピュータ（お客様が自己使用するリース物件または
レンタル物件を含む）における以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様
に対して許諾します。
1.	1台のコンピュータを特定し、その上で本ソフトウェアを使用する権利。
2.	本ソフトウェアの媒体破損時に備え、バックアップ用に複製を１つ作成すること。

第2条 著作権等
1.		本ソフトウェアおよびマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウおよびその他の
すべての知的所有権はAOSテクノロジーズおよび本ソフトウェアの使用許諾権者へ独占的に
帰属します。

2.		お客様は、AOSテクノロジーズの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、マニュアル
および本ソフトウェアのシリアル番号（以下、「ライセンスキー」）を第三者へ賃貸、貸与、
販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア、マニュアルおよびライセンスキー
に担保権を設定することはできないものとします。加えて、お客様は、AOSテクノロジーズ
の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス（有償・無償を問わず営利
目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス）の一環として本ソフトウェ
アおよびライセンスキーを使用することはできないものとします。

3.		お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセン
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ブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障
害が生じた場合、AOSテクノロジーズは当該損害に関して一切の責任を負わないものとしま
す。

4.		お客様は、AOSテクノロジーズの文書による同意なしに、本ソフトウェアを複製すること
（メディアからハードディスクへの複製、本ソフトウェアを含むアーカイブの作成、ネットワー
クへの送信などを含む）はできません。ただし第1条の2項の場合を除きます。

第3条 保証および責任の限定
1.		AOSテクノロジーズは、本契約の締結日から60日に限り、本ソフトウェアのメディアに物理
的な欠陥があった場合、当該メディアを無料交換いたします。交換後のメディアに対しては、
交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適用されるものとします。この場合には、本
ソフトウェアに領収書を添えて本ソフトウェアをお買い上げになった販売店あてにお戻しくだ
さい。なお、ダウンロードによる購入の場合には媒体がございませんので、媒体の代品の提
供はありません。

2.		AOSテクノロジーズは、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、マニュアルま
たは第4条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、AOS
テクノロジーズは、本ソフトウェアもしくはマニュアルの機能またはサポートサービスがお客
様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはマニュアルの
物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいた
しません。

3.		AOSテクノロジーズは、第4条1項および2項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登
録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、同社からお客様への通
知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害については、お客
様の責任とさせていただきます。

4.		お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム（本ソフトウェアを含むがこれに
限られない）の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせてい
ただきます。本ソフトウェアもしくはマニュアルの使用、サポートサービスならびに第4条3
項および4項によりサポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはそ
の他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関してAOSテクノロジー
ズは一切の責任を負いません。

5.		本契約のもとで、理由の如何を問わずAOSテクノロジーズがお客様またはその他の第三者
に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の100%
を上限とします。

第4条 サポートサービス
1.		AOSテクノロジーズは、同社が定める手続に従ってユーザ登録を行ったお客様に対し、当該
ユーザ登録の日から1年を経過する日までを有効期間として、メール、チャットまたは電話に
よるサポートサービスを提供いたします。ただし、インターネット接続環境またはメールアド
レスをお持ちでないお客様においては、サポートサービスのうち一部が有料となります。

2.		お客様は、前項記載のユーザ登録の内容に変更が生じた際には、AOSテクノロジーズに対
し遅滞なく届出を行うものとします。
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3.		サポートサービスの提供に関するAOSテクノロジーズの義務は、本条1項記載の内容に関
する合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、AOSテクノロジーズは、以下
のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとし
ます。

	 (a)	 AOSテクノロジーズが定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様
	 (b)	 前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様
	 (c)	 サポートサービスの有効期間にないお客様
	 (d)	 	本ソフトウェアを、日本語以外の言語に対応するオペレーティングシステムとともに使用

しているお客様
	 (e)	 本ソフトウェアに関する内容でない質問のあるお客様
4.		AOSテクノロジーズは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービス
の提供を停止できるものとします。

	 (a)	 システムの緊急保守を行うとき
	 (b)	 	火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難に

なったとき
	 (c)	 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
	 (d)	 	上記以外の緊急事態により、AOSテクノロジーズがシステムを停止する必要があると判

断するとき
5.		お客様は、サポートサービスの有効期間が終了する日までにAOSテクノロジーズが定める
手続に従いサポートサービス契約を更新することによって、引き続きサポートサービスの提
供を受けることができます。なお、サポートサービス契約の更新には別途費用が必要となり
ます。

6.		前各項にかかわらず、AOSテクノロジーズは、同社がサポートを終了した本ソフトウェアに
ついては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。

第5条 契約の解除
1.		お客様が本契約に違反した場合、AOSテクノロジーズは本契約を解除することができます。
この場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアルおよびライセンスキーを一切使用すること
ができません。

2.		お客様は、本ソフトウェア、マニュアル、ライセンスキーおよびそのすべての複製物を破棄
することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支
払われた一切の対価は返還いたしません。

3.		本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアル、ライ
センスキーおよびそのすべての複製物をAOSテクノロジーズへ返却するかまたは破棄する
ものとします。

第6条 守秘義務
1.		お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報（本ソフト
ウェアのライセンスキー、サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールア
ドレス、URL、ID、パスワードならびにサポートサービスの一環としてコンピュータネット
ワークを介して提供される情報内容を含む）につき、AOSテクノロジーズの書面による承諾
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を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行また
は権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関
の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その
場合にはAOSテクノロジーズに対して速やかに事前の通知を行うものとします。

2.	前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
	 (1)	開示を受けた時に既に公知である情報
	 (2)	開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
	 (3)	開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
	 (4)	第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
	 (5)	AOSテクノロジーズの機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3.		前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであっ
てもなおその効力を有するものとします。

第7条 一般条項
1.		お客様は、AOSテクノロジーズの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ
持ち出すことはできないものとします。理由の如何を問わず、AOSテクノロジーズからお客
様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合（サポートサービス提供の場合を含む
が、これに限られない）、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定される
ものとします。

2.		本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、特段の特約がない限り本契約の締結以前にお
客様とAOSテクノロジーズとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。な
お、AOSテクノロジーズは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポート
サービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、
従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の本契約
の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。

3.		本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東
京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。

AOS	テクノロジーズ株式会社
東京都港区虎ノ門5-1-5　虎ノ門45MT	森ビル5F
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はじめに

「フォトリカバリー9.0＋」（以下フォトリカバリー）は、デジタルカメラやカ
メラ付き携帯で撮影した画像・動画・音楽データを誤って消去してしまっ
たり、フォーマット（初期化）してしまった場合に、失われたデータを簡
単に復元することができるソフトウェアです。

対象ファイルシステム
FAT12/16/32、NTFS4.0/5.0/5.1、CDFS、UDF1.5/2.0
（DirectCD/HFS/Mix	mode/CD-DAなどには対応していません。また
CDFSでも2セッション目以降は対応していません。）

復元対象ファイル種類
画像：	AI/BMP/EPS/GIF/JPG/PCX/PNG/PSD/THM/TIF/WMF/

CR2/CRW/DCR/DNG/ERF/KDC/MEF/MFW/MOS/MRW/
NEF/ORF/PEF/RAF/RAW/SR2/SRF/X3F

動画：	3G2/3GP/AMC/ASF/ASX/AVI（DivX,XviD）/FLV/M2V/
M4V/MJPG/MKV/MOV（QT）/MP4/MPG/MTS/M2TS/
RM/SPL/SWF/VOB/WMV

音楽：	AAC/AC3/AIF/ALS/AU/CMD/DXM/M4A/MEL/MID/
MLD/MMF/MP1/MP2/MP3/OGG/OMA/PMD/QCP/RA/
RAM/RMI/RNG/SMD/SML/SMZ/SNG/WAV/WMA

ビューア機能、サムネール表示
復元前に画像（BMP/GIF/JPG/PCX/PNG/PSD/TIF/WMF/CRW/
DCR/DNG/KDC/MRW/NEF/ORF/RAF/X3F/MPG/M2V/VOB）
を確認できます。（ただし、MPG/M2V/VOBは1コマ目の画像を表示
します。）
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プリント機能、音楽再生機能
復元前に画像（BMP/GIF/JPG/PCX/PNG/TIF/WMF/CRW/DCR/
KDC/MRW/NEF/ORF/RAF/X3F）を印刷できます。
また、復元前にMP3を再生できます。

アンデリート（Undelete）
ファイルを削除した場合、FATファイルシステム上ではディレクトリエント
リに削除したというマークがつくだけであり、NTFSファイルシステム上
ではディレクトリのインデックス情報が喪失するだけです。このため「フォ
トリカバリー」は、事前にインストールしておかなくとも削除したファイル
を取り戻すことが可能です。

データ復元
ファイルシステムが破壊された場合には、従来のユーティリティではデータ
復元は不可能とされていました。しかし「フォトリカバリー」を使用すること
で、FAT（File	Allocation	Table）、MFT（Master	File	Table）、ルート
ディレクトリ領域といったファイルシステム情報が書き換えられたり破壊され
たりした場合でも、データ領域が無事であればファイルの復元が可能です。

また、「フォトリカバリー」ではリムーバブルディスクについて、物理ドラ
イブでのスキャンに対応しています。リムーバブルディスクがなんらかの
理由でパーティションを喪失していたり、OSから「フォーマットされてい
ません」といったエラーが出るような場合に、物理ドライブでスキャンを
行うことで、データ領域が無事であればファイルの復元が可能です。

※	データの喪失後にそのドライブに「フォトリカバリー」をインストールす
ると、見えなくなったファイルのデータ領域にプログラムを上書きしてし
まって、元のファイルが復元できなくなる可能性があります。「フォトリカ
バリー」をインストールする際には損傷したディスク以外にしてください。
※	本製品はどのようなデータでも復元できることを保証するものではあり
ません。
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著作権

フォトリカバリー9.0
上に示されたソフトウェア製品（以下「本ソフトウェア製品」といいます）は、
使用許諾の合意書に基づいて提供されるもので、合意書の条項に従う場合
にのみ使用することができます。本ソフトウェア製品は、コンピュータ	ソフト
ウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物（マニュアルなどの文書）、
「オンライン」または電子文書を含みます。本書に記載された内容は情報の
提供のみを目的としており、予告なしに変更されることがあります。

版権
Copyright	AOS	Technologies,	Inc.,	All	Rights	Reserved.
この著作物の全部または一部に関わらず、AOSテクノロジーズ株式会社の
書面による許可なく複製、複写および他の言語に翻訳することを禁じます。

商標
FINALDATA、ファイナルデータは、FINAL	DATA	INC.の登録商標です。
Microsoft、MS-DOS、Outlook、PowerPoint、Windows、Windows	
NT、Windows	Server、Windows	Vistaは、Microsoft	Corporation
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他の社
名、ブランド名及び製品名は、各所有者の商標または登録商標です。

著作権
本ソフトウェア製品（本ソフトウェア製品に組み込まれたイメージ、写真、
アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット、その他を
含む）、付属のマニュアルなどの文書、および本ソフトウェア製品の複製
物についての著作権は、AOSテクノロジーズ株式会社またはその認定サ
プライヤーが有するもので本ソフトウェア製品は著作権法および国際条約
の規定によって保護されています。「FINALDATA」のソースコードプロ
グラムの著作権は、FINAL	DATA	INC.が所有します。
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システム必要条件

以下の最低限のシステム必要条件をチェックしてください。

動作環境
＊	PC/AT互換機	
（ NEC	PC-9800シリーズでは、物理ドライブの認識ができないな
ど、正常に機能しない場合があります。）

システム必要条件
＊	日本語版Windows	95（OSR2以上）、98、Me、およびWindows	
NT4.0	Workstation（SP4以 上 ）/Server（SP4以 上 ）、2000	
Professional/Server/Advanced	 Server、XP	 Home/
Professional、Server	2003、Vista、Server	2008、7
＊Internet	Explorer	5.0以上
＊上記OSが動作するRAM
＊	30MB以上のディスク空き容量（復元したファイルの保存領域を含ま
ず）
＊2倍速以上のCD-ROMドライブ（パッケージ版の場合）
＊65536色以上	XGA解像度

※	Windows	NT/2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7	
にインストールする場合には、管理者権限（Administrator）を持つ
ユーザで実行する必要があります。
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プログラムのインストール方法

注意事項  「フォトリカバリー9.0」を障害の起きたハードディスクには絶
対にインストールしないでください。障害の起きたハードディスクにイン
ストールすると、データを上書きして消してしまう恐れがあります。そ
の場合には、必ず別のドライブにインストールしてください。PCに1ド
ライブ（C：のみなど）しかない場合には、データの復元先としても別
途ドライブが必要になります。復元用のディスク（SCSIやUSBのハー
ドディスクやMOなど）をあらかじめご用意なさって、そこにインストー
ルしてください。または、インストールせずにメニューで「CDから実
行する」を選択し、CD-ROMから直接実行してください。

※	Windows	NT/2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7	
にインストールする場合には、管理者権限（Administrator）を持つ
ユーザで実行する必要があります。

プログラムのインストールのためには、以下の手順に従って実行してくだ
さい。

1.	 Windows	を起動します。

2.	 CD-ROM	ドライブにフォトリカバリーの	CD	を挿入します。

	 ※	CD	が自動再生に設定されており、Windows	Vista/7を使用し
ている場合には次のような画面が表示されます。autorun.exe	の
実行	を選択します。
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	 ここでフォトリカバリーの選択画面が自動的に立ちあがらない場合に
は、更に以下を実行してください。

	 i．	デスクトップまたはスタートメニューにある「マイ	コンピュータ」
アイコンをダブルクリックで開き、CD-ROM	ドライブのアイコンを
ダブルクリックします	（注：Windows	Vista/7では、「コンピュー
タ」アイコンをダブルクリックまたはスタートメニューの「コン
ピュータ」をクリックして開き、CD-ROM	ドライブのアイコンをダ
ブルクリックします）。

	 ⅱ．Autorun.exe	をダブルクリックします。

3.	 フォトリカバリーの選択画面が立ちあがります。
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※	フォトリカバリーをインストールせずに、CDから直接実行する場合は
「CDから実行する」を選んでください。

4.	 「インストールする」を選ぶと自動的にインストールが始まります。

	 ※	Windows	Vista/7を使用している場合には次の画面が表示され
ます。[続行]または[はい]をクリックします。

5.	 ウィザードに従って作業を進め、ライセンス使用許諾書にご同意いた
だき、ユーザ情報を入力します。ここで、シリアル番号の入力欄へ
は必要な番号を半角英数モードで、ハイフンも抜かさずに入力してく
ださい。シリアル番号は、ライセンスキーカードに印刷されていま
す。また、ユーザ名、会社名の欄も空欄にせず入力してください。
個人の場合は、会社名は個人名でも構いません。
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	 ※	いずれかの欄が空欄のままだと、[次へ]ボタンを選択することが
できません。

6.	 あとはウィザードに従って作業を進め、インストールを完了してくださ
い。



15

アンインストール方法

Windowsのタスクバーから[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプ
ログラム]-[FINALDATA	フォトリカバリー9.0]-[アンインストーラ]を選
択すると、インストールしたプログラムは自動的に削除されます。

	 ※	Windows	Vista/7を使用している場合には次の画面が表示され
ます。[続行]または[はい]をクリックします。

このメニューが利用できない場合、以下の手順でフォトリカバリーをアン
インストールすることができます。
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1.	 Windows	Vista/7では、Windowsのタスクバーから[スタート]
ボタンで［コントロール	パネル］を選択し、「プログラムのアンイン
ストール」を選択します。

	 Windows	XPでは、Windowsのタスクバーから[スタート]ボタン
で［コントロール	パネル］を選択し、「プログラムの追加と削除」を
選択します。

	 Windows	2000以前では、Windowsのタスクバーから[スター
ト]ボタンで［設定］－［コントロール	パネル］を選択し、「アプリ
ケーションの追加と削除」を選択します。

2.	 FINALDATA	 フォトリカバリー9.0を選択し、[変更と削除]
（Windows	Vistaの場合[アンインストールと変更]）ボタンをクリッ
クします。

	 ※	Windows	Vista/7を使用している場合には次の画面が表示され
ます。[続行]または[はい]をクリックします。

以上で、フォトリカバリーのファイルおよびフォルダが自動的に削除されま
す。
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注意事項

1.	 復元したいファイルのあるハードディスクのドライブ上には「フォトリ
カバリー」をインストールしないでください。復元したいファイルが
あるドライブ上に「フォトリカバリー」をインストールすると、データ
が上書きされて失われる危険性があり、復元の可能性が減少してし
まいます。「フォトリカバリー」をインストールする際にはそれ以外の
ドライブを選択してください。

2.	 物理的に損傷したハードディスクなどのメディアからファイルを復元す
ることはできません。物理的な損傷とは、ハードディスクなどのメ
ディアが水に濡れたり、火で燃えたり、落下・衝撃など各種の要因で
BIOSレベルでドライブを正しく認識できない状態を言います。

3.	 復元したいファイルが他のファイルによって上書きされた場合、その
ファイルを復元することはできません。

4.	 復元したいファイルが断片化している場合、そのデータを復元しても
アプリケーションで正常に開けない可能性が高くなります。

5.	 対象となる種類のファイルのみを復元するソフトウェアです。その他
の種類のファイルの復元はできません。OSやアプリケーションを復
旧またはリカバリするものではありません。また、既に異常になって
いるファイルを修復するものでもありません。

6.	 Windows上で動作します。障害の発生したディスクがOSの起動
ディスクで、Windowsが起動しない場合、正常にWindowsが動作
する環境を用意して障害のあるディスクを接続する必要があります。
ネットワーク経由のスキャンはできません。
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7.	 ファイルの復元先として別途ドライブが必要になります。PCに1ドラ
イブ（C：のみなど）しかない場合は復元用のディスクをあらかじめご
用意ください。（フロッピーディスク、USBフラッシュメモリ、外付け
ハードディスクドライブ、DVD-RAM、ネットワーク共有ドライブなど）

8.	 Windows	 NT/2000/XP/Server2003/Vista/Server	
2008/7で使用する場合、管理者権限（Administrator）を持つ
ユーザ以外では実行できません。

9.	 Windowsエクスプローラを使用すると、ハードディスクドライブ上に
一時ファイルが作成され、復元したいファイルが上書きされる恐れが
あります。

10.	デジタルカメラや携帯電話などでファイルを消した場合、メーカに
よって消去の方式が異なるため、復元できない場合があります。

 参　照  デジタルカメラ別の対応状況



19

11.	ソフトウェアにより圧縮ドライブを使用している場合は「フォトリカバ
リー」を使用できません。

12.	DirectCD/HFS/Mix	mode/CD-DAといったFAT/NTFS/CDFS	
/UDF以外のフォーマットをしたメディア上のファイルは復元できませ
ん。また、パケットライティングソフトで書き込んだCD-Rを
ISO9660クローズした場合、Windows	95/98/Me/NTでは
CDFSと同様にスキャンできますが、Windows	2000/XP/
Server2003/Vista/Server2008/7では詳細スキャンまで行わ
ないとファイルを検出できません。またCDFSでも、TAO（Track	
at	Once）で複数セッション書き込まれた場合、1セッション目のみ
がスキャン対象となります。

13.	フォルダ内にファイルが少数しか存在しない状態でフォーマットされた
場合には、ファイルを復元できないことがあります。

14.	ファイル名を上書き保存した場合、以前のファイルを見つけることが
できるか否かは使用したアプリケーションとファイルサイズ、ドライブ
の状態に依存します。

15.	NTFSファイルシステムのドライブ上のファイルを削除後に
Windowsをログオフまたは再起動した場合、一部の削除されたファ
イルは復元できません。

16.	Windows	2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7の
[コンピュータの管理]の[ディスクの管理]で、ボリュームの削除、ま
たはボリュームの解除をして見えなくなったハードディスクは、物理ド
ライブでもスキャン対象になりません。

17.	Windows	2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7で
ダイナミックディスク使用時に、ボリュームに対してドライブ文字を割
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り当てていない場合はスキャンできません。（フォルダにマウントして
いる場合など）

18.	Windows	2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7で
サポートされているNTFSファイルシステム上のファイルやフォルダ
の暗号化オプションで暗号化されたファイルやフォルダは、NTFSで
フォーマットされたドライブに復元しないとファイルを開くことはでき
ません

19.	Windows	2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7に
おいて、FAT32ファイルシステムのドライブ上のファイルを削除し
た場合、ファイルを復元できないことがあります。

20.	Windows	95/98/Meでは、1800ピクセル以上のサイズの画像
はプレビュー表示、サムネール表示、印刷時に1800ピクセル以上
の部分が表示されません。ただし、復元した際に1800ピクセル以
上の部分が切れてしまうわけではありません。

21.	ディレクトリエントリ情報やファイルインデックス情報を失ってファイ
ルサイズの解析ができない場合、通常は1MBとして復元されます。
元のファイルサイズがこれらの値よりも大きかった場合には復元した
データも途中までのデータとなってしまいますので、ファイルメ
ニューのファイル情報でサイズを変更してから復元してください。あ
るいは、設定の検索タブで「デフォルトのサイズ」を1MBから変更
してスキャンしてください。ただし、CR2/CRW/DCR/MRW/
NEF/ORFでは「デフォルトのサイズ」の変更によらず、サイズの解
析ができない場合には15MBとなります。また、MOSは50MB、
OGGでは6MBとなります。

22.	携帯電話のデータ復元は、SDメモリカードなどのメディアに保存さ
れたファイルに限ります。（携帯電話本体のデータには対応していま
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せん）

23.	16色TIFはプレビュー表示やサムネール表示ができません。また
16色TIFの印刷は正常にできません。

24.	CD-RWでクイック消去やフル消去を行ってブランクメディアにした場
合、スキャン対象としてCD-RWドライブを選択できなくなります。

25.	復元前に再生できるのは、MP3ファイルのみです。その他の動画
ファイルや音楽ファイルの再生はできません。

26.	MPEGファイルのプレビュー表示は1コマ目を表示しますが、スタン
ダードなMPEGだけに限定されます。このため、「ファイルプレ
ビューでサポートされていないファイル形式です。」と表示される場
合でも復元すれば再生できる場合があります。また、メモリの関係
上、プレビュー表示をしたままで検出結果の動画ファイルを次々切り
換えて表示させようとした場合、動作が不安定になる場合がありま
す。プレビュー表示には、多少時間を掛けてご覧ください。

27.	詳細スキャンで検出されるファイルの拡張子は、元の拡張子と異なる
場合があります。

	 WMA	/	WMV	 ⇒	 ASF	ファイル
	 MJPG	 ⇒	 AVI	ファイル
	 M2V	/	VOB	 ⇒	 MPG	ファイル
	 3GP	/	3G2	/	M4V	/	M4A	 ⇒	 MP4	ファイル
	 MP2	 ⇒	 AACファイルまたは
	 	 	 MP3ファイル
	 SPL	 ⇒	 SWFファイル
	 SML	 ⇒	 MELファイル
	 SMZ	 ⇒	 SMDファイル
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	 このように、詳細スキャンで検出される拡張子の一部は別の拡張子
で見つかりますので、これらの拡張子のファイルを探したい場合には、
「ファイル拡張子の選択」画面で上記の右側の拡張子にもチェックを
入れてください。

28.	圧縮ファイルからファイルを検出にチェックを入れてスキャンを行う場
合、圧縮ファイルのサイズを解析するために多少時間が掛かります。
また、圧縮ファイルから見つかったファイルは、サムネール表示やプ
レビュー表示できません。

29.	Windows	Vista/Server2008/7でディスクの通常フォーマットを
行うと、全セクタ「0」で書き込まれます。従って、フォトリカバリー
で復元できなくなります。

30.	クラスタスキャンで[*.MPG]	ファイルが検出された場合、もとのファ
イルが１つしかなかった場合でも複数個検出されます。
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復元準備

復元作業に際して、Windowsが正常に動作することと、データの復元先
のドライブがあることを確認します。

障害の発生したディスクがOSの起動ディスクで、Windowsが起動し
ない場合、次の方法で環境を用意してください。
・	新品のハードディスクにWindowsを新規インストールし、障害の発生
したハードディスクを増設ドライブとして接続

次に、データの復元先となるドライブを別途用意します。（「注意事項」
P.17を参照）
※「フォトリカバリー9.0」のライセンスは、特定の1台のコンピュータと
通常そのマシンに接続されているドライブに付与されます。
※	ハードディスクを増設する手順については、パソコンに付属のマニュア
ルや市販のハードディスク増設手引き書などをご参照ください。特に
ハードディスクのマスター、スレーブの設定にご注意ください。
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復元の手順

1. フォトリカバリー9.0 の起動

プログラムがインストールしてある場合には、[スタート]メニューから[プ
ログラム]→[FINALDATA	フォトリカバリー9.0]→[FINALDATA	フォト
リカバリー9.0]を選択し、プログラムを実行します。Windows	Vista/7
を使用している場合には次の画面が表示されます。[続行]または[はい]
をクリックします。

2. ドライブを開く

起動すると自動的に復元したいドライブを聞いてきますので、ドライブを
選択してください。
または、[ファイル（F）]メニューから、[開く（O）...]をクリックするか、ま
たは、ツールバーの	 	アイコンをクリックします。
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3. ドライブの選択

復元したいファイルが存在していたドライブを選択します。

※ネットワークドライブを選択することはできません。

※	論理ドライブで表示されなかったり、表示はされていても選択して進め
ていくと「このファイル形式は対応していません」というメッセージが表
示されるようなリムーバブルメディアの場合、MBR（マスターブートレ
コード）の異常や、パーティション情報の喪失、メディアの物理障害な
どが考えられますので、「物理ドライブ」タグを選択してみてください。
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「リムーバブルディスク1」といった表示が出ない場合には、残念ながら
スキャンを行うことはできません。表示される場合には選択して、[次へ]
を押してください。

選択したリムーバブルディスク内にパーティションがあれば、一覧表示さ
れます。それぞれ論理ドライブのように選択して、スキャンすることが可
能です。また、パーティションが見つからない場合でも、下の[ファイル
システムを無視して...]というボタンを押してみてください。この場合、リ
ムーバブルディスクをセクタ単位でスキャンします。

論理ドライブ、またはパーティションを選択したら[次へ]を押してください。

4. 復元したいファイル種類の選択

復元したいファイルの種類を、画像ファイル、動画ファイル、音楽ファイ
ルから選択します。また、「圧縮ファイル中から上記のファイルを検出」
にもチェックすれば、圧縮ファイル（LZH/ZIP/ALZ/TAR/RAR）内の
画像/動画/音楽のチェックしてあるファイルを検出できます。
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5. 復元したいファイル拡張子の選択

復元したいファイル拡張子を、画像ファイル、動画ファイル、音楽ファイ
ルの各々から選択します。特定のファイル拡張子のみをスキャン対象にす
る場合は、一番下の「すべて選択」のチェックを外してから、特定の拡張
子だけにチェックを入れてください。余計な拡張子のサイズ解析が行われ
なくなるので、その分、目的とするファイルの検出時間が短くなります。
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6. スキャンの詳細を設定

	 a.		スキャンの種類を選択します。単純な誤削除などの場合には「高
速スキャン」を、多少時間が掛かっても詳細に調査する場合には
「詳細スキャンまで行う」を選択します。なお、物理ドライブで
[ファイルシステムを無視して...]を押した場合には、自動的に詳細
スキャンのセクタ単位でのスキャンになりますので、ユーザの方で
は選択できません。

	 b.		　「詳細スキャンまで行う」を選択した場合、もっとも詳細に調査する
「セクタ単位でのスキャン」と、ファイルを管理する最小構成であ
るクラスタをベースに調査する「クラスタ単位でのスキャン」を選
択できます。ディスクのサイズが大きい場合には、「セクタ単位で
のスキャン」には非常に時間が掛かりますので、ご注意ください。

	 c.		更に、「検索する範囲の指定」をすることもできます。いくつかに
分割して調査すれば、全ディスクを調査するよりも短い時間で必要
なデータを得られる可能性があります。また、複数のフォトリカバ
リーを実行させて、各々調査範囲を割り振ることで、同時に平行し
て調査を進めることも可能です。

	 d.		　「通常のファイルを検出しない」にチェックを入れれば、OSからは
見えなくなっているファイルのみを検出しますので、単純な誤削除
の場合などに表示されるデータを絞ることができます。

	 e.		　「自動的にファイルを復元」にチェックを入れて、復元先のフォル
ダを指定すれば、調査を行いながら検出したファイルを指定した
フォルダに自動的に復元します。
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※	デジタルカメラの上で1コマ消去/全コマ消去した場合などには、「詳
細スキャンまで行う」オプションをチェックしないと見つからないことが
あります。

7. ディレクトリエントリスキャン

選択したドライブのディレクトリエントリスキャンが始まります。

※	ファイルシステムを無視してリムーバブルディスクを開いた場合には、
ディレクトリエントリスキャンは表示されません。
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8. 詳細スキャン（セクタスキャン/クラスタスキャン）

ここまでで、単純に削除されたファイルの検出は完了しています。「ス
キャンの詳細を設定」画面で、「詳細スキャンまで行う」オプションを
チェックした場合、選択した方法（セクタ単位でのスキャン、またはクラ
スタ単位でのスキャン）で更に詳細スキャンが行なわれます。

まず、「検索する範囲の指定」をチェックしていた場合、スキャンするセク
タ、またはクラスタの範囲を指定する画面が表示されます。チェックして
いなかった場合は、この画面はスキップされます。

次に、セクタまたはクラスタでのスキャンが行われます。



31

9. スキャン結果

スキャンにより検出された画像ファイルが拡張子別に表示されます。日付
別に表示することもできます。

拡張子別のフォルダを開いて、[表示]→[サムネール]をクリックすると、
検出されたファイルのサムネール表示ができます。
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サムネール表示を選んだ場合には、最大で128枚分まで同時にサムネー
ル表示可能ですが、リソースが少ない状態では白く表示される場合があり
ます。

※	サムネールとは…ファイルを開く前に、内容確認のために表示される画
像の縮小見本のこと。通常はサムネール用のデータを表示している。
データ本体の確認には、プレビュー表示が必要です。

サムネール表示できずにデフォルトのアイコンのままである場合、おそら
く復元してもアプリケーションで開けない、壊れたデータになっている可
能性が高いです。リソースが足りない状況では、デフォルトのアイコンで
もサムネール表示でもなく、空白になる場合があります。その場合は、
復元してみないとアプリケーションで正常に扱えるかどうか判断がつきま
せん。

サムネール表示可能なファイル種類は、BMP/GIF/JPG/PCX/PNG/
PSD/TIF/WMF/CRW/DCR/DNG/KDC/MRW/NEF/ORF/RAF/
X3F/MPGです。（ただし、MPGは1コマ目の画像を表示します。）

また、画面左端のボタンを押すことで、結果表示画面のファイル種類を
画像から動画、音楽、圧縮ファイルに切り換えることができます。
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上記は結果表示を動画ファイルに切り換えて表示した例です。

※	詳細スキャンで検出されるファイルの拡張子は、もとの拡張子と異なる
場合があります。

上記は結果表示を音楽ファイルに切り換えて表示した例です。
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結果表示を圧縮ファイルに切り換えた場合には、画像・動画・音楽のうち、
選択されていたファイルの種類で圧縮ファイル内にみつかったものがすべ
て表示されます。

※	ただし、圧縮ファイルでは、本来サムネール表示やプレビュー表示が可
能なファイル種類であっても、圧縮された状態であるため表示できませ
ん。

10. 復元したいファイルのプレビュー表示・印刷・音楽再生

プレビューしたいファイルを見つけたら、マウスで選択してください。右
クリックで「プレビュー」を選ぶか、ツールバーのアイコン	 	をクリック
します。プレビューに対応しているファイル種類は、BMP/GIF/JPG/
PCX/PNG/PSD/TIF/WMF/CRW/DCR/DNG/KDC/MRW/NEF/
ORF/RAF/X3F/MPG/M2V/VOBで す。（ た だ し、MPG/M2V/
VOBは1コマ目の画像を表示します。）

※	ファイナルデータは、プレビュー表示のためにユーザのコンピュータ上
に一時ファイルの書き込みを行いません。そのため、カメラのRAW



35

データをプレビューする場合にはメモリを多く必要とします。このため、
プレビュー表示されるまでに時間がかかる場合があります。

ここで、プレビュー表示されている画面から部分的に切り出してJPG画像
として保存する(P.41参照)ことができます。

または、直接印刷することもできます。[ファイル]→[印刷...]を選ぶか、
ツールバーの	 	アイコンをクリックします。

復元前に印刷できるファイル種類は、BMP/GIF/JPG/PCX/PNG/
TIF/WMF/CRW/DCR/KDC/MRW/NEF/ORF/RAF/X3Fです。（対
応していないファイルを選択しても、印刷アイコンは押せない状態のまま
です。）

なお、サイズの大きな画像の場合、用紙サイズに合わせて印刷するかど
うかの問合せが表示されます。[いいえ（N）]を選んだ場合、オリジナル
のサイズで画像を印刷しますが、1枚目のみが印刷されます。
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また、復元前にMP3ファイルを再生できます。MP3ファイルを選択す
るとツールバーの再生ボタンが青く変わります。

再生ボタンを押すとMP3ファイルの演奏が始まり、一時停止ボタンと停
止ボタンの色が変わります。

※	MP3以外のファイルは再生できませんので、選択しても再生ボタンは
青くなりません。
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11. 復元するファイルの選択

復元したいファイルをマウスで選択してください。複数のファイルをまと
めて選択することもできます。

12. 復元

[ファイル（F）]→[復元（S）...]を選択するか、またはツールバーの	 	
アイコンをクリックします。
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次に、保存先のドライブおよびフォルダを選択して、[復元（S）]ボタンを
クリックします。

	

元のフォルダ情報が残っている場合、フォルダ構造で復元することもでき
ます。その場合には、「フォルダ構造で復元」にチェックを入れて復元し
てください。

新規にフォルダを作成するには	 	ボタンを押してください。

このとき、スキャンを行ったドライブを選択することはできませんので、
必ず別のドライブを選択してください。

別のドライブがない場合は、以下のようなドライブをスキャン前に準備し
ておいてください。
・フロッピーディスク
・MO
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・USBメモリ
・	ネットワーク上のマシンの共有ドライブをネットワークドライブとして割
り当てる
・ハードディスクを増設する（SCSI、USBなど）

13. 復元したデータの確認

12.で選択したドライブのフォルダにファイルが復元されていることをエク
スプローラで確認します。

次に、復元したファイルをアプリケーションで開いて確認します。アプリ
ケーションで正常に開くことができれば、データ復元は成功したといえる
でしょう。

しかし、次のような現象になってしまう場合もあります。
・まったく開けない
・一部欠損している
・アプリケーションが異常終了してしまう	

これらの場合、原因としてデータがすでに別のファイルによって上書きさ
れてしまっているか、またはデータがひどく断片化しているなどの理由が
考えられます。画像ファイルの場合には、プレビューを試してみてくださ
い。一部に異常が見られる場合でも、プレビュー表示できる場合がありま
す。その場合には、部分的に切り出して、JPGファイルとして保存する
（P.41参照）ことができます。画像ファイル以外や、画像ファイルでもプ
レビューできないものにつきましては、残念ながら復元の手立てはありま
せん。

メ　モ  ファイルサイズの変更
サイズが不明なデータを検出した場合、そのデータは「デフォルトのファ
イルサイズ」（P.45「設定」参照）で検出されます。復元した結果、
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データが一部欠損している場合など、ファイルサイズを変更してから復元
すると、正常なファイルとして復元できることがあります。
ファイル名を右クリックして表示されたメニューから、「ファイル情報・・」
をクリックすると、以下のようなウィンドウが表示されます。[サイズ]の
数値を変更することにより、ファイルサイズの変更が可能です。
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プレビュー画像の部分切り出し

画像ファイルを選択してプレビュー表示を行っているときに、画面上部の	
	アイコンをクリックします。

すると、プレビュー表示している画像の上で、マウスカーソルが十字型に
変わります。その状態で切り出したい範囲をドラッグすることで切り出した
い範囲を選択できます。

	

選択したら、画面上部の	 	アイコンをクリックします。JPGファイルと
して保存する先を指定する画面が開きます。
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保存先のフォルダを指定し、ファイル名を入力してから保存ボタンをクリッ
クします。
この機能は、プレビューはできても部分的に壊れてしまっているために、
復元後に正常にアプリケーションから開けないファイルに対して有効です。
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複数ファイルの名前変更

名前を変更したいファイルを選択したら、[ファイル（F）]メニューから[名
前の変更（R）]をクリックします。または右クリックして［名前の変更］を
選択します。

すると、次のような変更する際のベースとなる固定文字列を入力する画面
が表示されます。

	

※	1つのファイルだけを選択していた場合にはこの画面は表示されず、直
接ファイル名の変更を行います。たとえば固定文字列として
「2007GW」と入力した場合、選択したファイルは拡張子によらず、
順に「2007GW0001」、「2007GW0002」、「2007GW	
0003」と連番でファイル名が変更されます。選択したファイルが
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9999個よりも大きい場合には、「2007GW00001」のように変更
されます。

なお、デフォルトでは詳細スキャンによって検出されたファイルのみが変
更の対象となります。つまり、高速スキャンで見つかったファイルと詳細
スキャンで見つかったファイルをいっしょに選択した場合でも、詳細スキャ
ンで見つかったファイルのみが変更されます。選択したすべてのファイル
の名前を変更した場合には、[ファイル（F）]メニューから[設定（P）]をク
リックして[検索]タブから「複数ファイルの名前変更を、詳細スキャンで
見つかったファイルだけに適用」のチェックを外してください。
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設　定

[ファイル（F）]メニューから[設定（P）]をクリックします。またはツール
バーから	 	アイコンをクリックします。

[表示項目]タブ

スキャン結果を詳細表示で見るときに表示されるアイテムを変更できま
す。(結果表示の種類を変えるには、メニューの[表示]からか、または
ツールバーのアイコンで、[サムネール]、[大きいアイコン]、[小さいア
イコン]、[一覧]、[詳細]を選択します。)

	

※	NTFSファイルシステムの場合、MS-DOSファイル名は表示されませ
ん。

※「フォルダ」をチェックすると、ファイルが削除される前に元々存在し
ていたフォルダ名が表示されます。ただし、CDFSフォーマットに保存
されているファイルや、詳細スキャンで検出されたファイルの元のフォ
ルダは表示されません。
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[検索]タブ

「詳細スキャンまで行う」、「検索する範囲の指定」、「通常のファイルを検
出しない」、「自動的にファイルを復元」にチェックを入れると、ドライブ
をスキャンする時の「スキャンの詳細を設定」の画面のデフォルト設定が
変わります。

	

「複数ファイルの名前変更を、詳細スキャンで見つかったファイルだけに
適用」は、デフォルトではチェックされた状態になっています。この状態
では、詳細スキャンで見つかったファイルと、そうでないファイルとを一
括選択して名前の変更をした場合でも、ファイル名が変更されるのは詳細
スキャンで見つかったファイルのみとなります。このオプションのチェック
を外せば、選択したすべてのファイルの名前を変更することができます。
また、この「固定文字列」に入力しておくと、複数ファイルを選択して名
前を変更しようとする場合にデフォルト表示されます。

「MPEG2ファイルのサイズを解析する」は、デフォルトではチェックして
いない状態になっています。この状態では、詳細スキャンを行う際に
MPEG2動画ファイル（.MPGや.VOB）のサイズの解析を行いません。
スキャン時間は短縮されますが、ファイルサイズは「デフォルトのファイ
ルサイズ」で設定した値になります。このオプションにチェックを入れれ
ば、MPEG2動画ファイルのサイズ解析が行われます。
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「デフォルトのファイルサイズ」は、クラスタスキャンやセクタスキャンで
サイズが不明なデータを検出した場合のデフォルト値を指定できます。

※	デフォルトファイルサイズは、1MB以上2097152MB（2TB）以下
で設定可能です。
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セクタイメージ

[ツール（T）]-[セクタの保存（S）]を用いると、任意のセクタ範囲をセク
タイメージとして書き出して保存しておくことができます。これを用いれ
ば、オリジナルのディスクにアクセスすることなく、セクタイメージを作成
しておいた時点の情報からデータ復元が可能になります。ディスクが不安
定になっている場合や、サーバなどで絶えず書き込みが発生しているよう
な場合に有効です。

デフォルトでは、選択しているドライブの全セクタが対象範囲となってい
るため、そのまま範囲を変えずに保存先を指定すればドライブ全体のセク
タイメージを取っておくことが可能です。

ドライブ全体のセクタイメージの作成手順

1.	 セクタイメージを作成したいドライブを開き、スキャンをします（詳
細スキャンまで行う必要はありません）。

2.	 メニューから[ツール（T）]-[セクタの保存（S）]を選択します。
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3.	 セクタイメージを保存するファイル名を	 	で指定します。

	

4.	 [セクタの保存（S）]をクリックします。

注意事項  OSの仕様により、2GBを超える大きさのファイルはFATド
ライブに保存できません。また、4GBを超える大きさのファイルは
FAT32ドライブに保存できません。元々のディスクサイズが4GBを
超えるようなディスクのセクタイメージを作成する場合には、保存先と
してNTFSドライブを選択する必要があります。また、セクタイメージ
はスキャンしたドライブと同じドライブには保存できないようになってい
ます。

書き出しておいたセクタイメージは、[ツール（T）]-[保存セクタファイル
の読込み（L）]を用いて読込んで、スキャンを行うことができます。この
ようにして、セクタイメージを作成した時点にドライブに存在していた通
常のファイルや削除されたファイルを後から検出して復元することができ
ます。
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保存したセクタイメージの読込み手順

1.	 メニューから[ツール（T）]-[保存セクタファイルの読込み（L）]を選
択します。

2.	 保存したセクタイメージのファイル名を選択します。
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スキャン結果ファイルも読込む場合には、ここで「スキャン結果ファイル
の読込み」オプションにチェックを入れて指定します。

3.	 セクタイメージが読込まれたら、セクタイメージを作成した時点の
パーティション選択画面になります。パーティションを選択して[OK]
をクリックします。

	

4.	 ディレクトリエントリスキャンが実行されます。（NTFSフォーマットの
イメージを読み込んだ場合、削除されたファイルの検索も行われま
す。）
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5.	 続けて、検索するクラスタ範囲の画面になります。単に削除したファ
イルなどを探す場合には[キャンセル]をクリックしてください。更に
クラスタ単位で詳細スキャンを行う場合には[OK]をクリックします。

6.	 クラスタ単位での詳細スキャンが行われます。

7.	 スキャンが終わると、結果の一覧が表示されます。目的のファイルを
選択して、復元してください。
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スキャン結果ファイルの保存と読込み

この機能はスキャンした結果をファイルに保存しておきます。後でこの保
存しておいたファイルを読込めば、もう一度ディスクをスキャンする手間
を省くことができます。

なお、実際にスキャンした結果が保存されますので、詳細スキャンを行わ
ないで保存した場合には後で読込んでも詳細スキャンを行わないと見つか
らないファイルは表示されません。

注意事項  詳細スキャンを「セクタ単位」で行ったときにスキャン結果を
保存しても、そのスキャン結果ファイルを読込むことはできません。

■ スキャン結果ファイルを保存するには

1.	 スキャン結果が表示された後、「ツール」-「スキャン結果の保存」
を選択します。
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2.	 スキャン結果ファイルを保存する場所を聞かれますので、保存先を選
び、[保存]をクリックしてください。

■ 保存したスキャン結果ファイルの読込み方

1.	 メニューから[ファイル]－[開く]を選択します。
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2.	 ドライブ選択の画面になります。このときにダイアログ画面の右下に
あるスキャン結果ファイルの読込みアイコンをクリックします。

	
論理ドライブの場合

	
物理ドライブの場合

保存されたスキャン結果ファイルとは別のドライブを選んでいた場合、エ
ラーメッセージ「ファイル****.SCFは、ドライブ**のスキャン結果ファイ
ルではありません。保存されたスキャン結果ファイルを使用するために
は、前回スキャンしたドライブを選択してください。」が表示されます。

※	ドライブをスキャンしてセクタイメージとスキャン結果ファイルの両方を
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作成し、あとで両方を読込む場合、ドライブ全体のセクタイメージを作
成してあった場合にはエラーメッセージは表示されません。しかし、ドラ
イブ全体ではなく一部のセクタイメージを作成してあった場合には
「ファイル****.SCFは、ドライブ**.DATのスキャン結果ファイルではあ
りません。保存されたスキャン結果ファイルを使用するためには、前回
スキャンしたドライブを選択してください。」とエラーメッセージが表示
されます。
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エラーメッセージ

「圧縮ファイルの中から上記のファイルを検出」 を指定する場合には、
画像・動画・音楽の必要なファイル種類を指定してください。
⇒	復元したいファイル種類の指定画面でファイル種類の「圧縮ファイル
中から上記のファイルを検出」のみにチェックして、[次へ]を選択し
たときに表示されます。

このファイル形式はサポートしていません。
⇒	ファイルシステムの形式がFAT/NTFS/CDFS/UDF以外の場合に
表示されます（破損したディスクやディスク抹消したものなど）。この
場合、FINALDATAではスキャンができないので、復元もできませ
ん。

セクタxxを読めません。
⇒	セクタxxが不良セクタとなっているため、そのセクタの内容が読め
なくなっています。[無視する]または[すべて無視する]をクリック
し、そのセクタをスキップして作業を継続してください。[すべて無
視する]をクリックした場合には、不良セクタに再び行き当たった場合
自動的に無視して先に進みます。セクタ0が読めないと、内部デー
タにはアクセスできません。MOなどのリムーバブルディスクでは、
物理ドライブで[ファイルシステムを無視して...]というボタンを押せ
ば、アクセスできる可能性があります。

ドライブが開けません。
⇒開こうとしているドライブが異常か、MBR（マスターブートレコード）
が破壊されているためドライブが開けません。
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バックグラウンドで処理中です。終了後に実行されます。
⇒	サムネール表示をバックグラウンドで処理中です。処理が終了してか
ら選択した処理を実行します。

ファイル種類を少なくとも1つはチェックしてください。
⇒	復元したいファイル種類の指定画面で、ファイル種類の項目に1つ
もチェックをしていないで[次へ]を選択したときに表示されます。

ファイル名には次の文字は使えません。¥/:;*?"<>|
⇒ファイルの情報画面でファイル名に上記のような文字を入力してOK
を選択したときに表示されます。または、名前の変更で上記のような文
字を入力したときに表示されます。

メモリが足りませんので印刷できません。
⇒	メモリの使用率が高い場合に表示されます。しばらく経ってから、も
う一度印刷ボタンを押してみてください。

下記のファイル名はWindows上で無効なので、FinalDataで復元す
ることができません。ファイル名を別のものに変更してください。
⇒	ファイル名に無効な文字が含まれている可能性があります。ファイル
名を変更してから復元してください。

画像データが壊れているため、印刷できません。
⇒画像が壊れている場合に表示されます。

画像のサイズが用紙のサイズより大きいです! 画像サイズを用紙サイズ
に合わせますか？
⇒	画像のサイズが印刷する用紙のサイズよりも大きい場合に表示され
ます。
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削除された状態の他のファイルを失わないために、同じドライブへ復元
ファイルを保存できません。異なるディスクドライブを選択してくださ
い。
⇒	開いたドライブと同じドライブに復元しようとすると、このメッセージ
が表示されます。同じドライブに復元すると、データを上書きしてし
まう恐れがあるため、別のドライブを選択しなければなりません。

このMP3ファイルのビットレートは未サポートのため再生できません。
他のMP3プレーヤで再生してください。
⇒	MP3ファイルを再生しようとしましたが、再生できませんでした。
データが正しくないか、特殊なビットレートである可能性があります。

入力された終了値が最大値よりも大きいです。
⇒セクタの保存画面で終了セクタの値を最大値よりも大きい値を入力し
て、[セクタの保存]を選択したときに表示されます。

復元先のフォルダが指定されていません。自動的にファイルを復元する
ためには、復元先のフォルダを指定してください。
⇒	スキャンの詳細を指定画面で「自動的にファイルを復元」のチェック
をONにして、復元先のフォルダを指定していないときに[次へ]を選
択したときに表示されます。または、設定変更画面の検索タブの
「自動的にファイルを復元」のチェックをONにして復元先のフォルダ
を指定していないときに[OK]を選択したときに表示されます。

保存するファイルの名前を入力してください。
⇒	セクタの保存画面でファイル名を指定しないで、[セクタの保存]	を
押したときに表示されます。
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無効な数字や文字を入力しています。正しい範囲の数字を入力してくだ
さい。（1〜2199023255552（2TBytes））
⇒	ファイルの情報画面で1から2199023255552以外の範囲の数
字、文字、記号を入力して、[OK]を選択したときに表示されます。
または、設定変更画面の検索タブのデフォルトのサイズを1から
2097152以外の範囲の数字、文字、記号を入力して、［OK］を
選択したときに表示されます。

　※	ただし、設定の[検索]タブのデフォルトファイルサイズでは、単位
がMBなので、エラーメッセージも（1~2097152MB（2TB））
と表示されます。
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日ごろの心がけ

万が一に備えて、データは日頃からバックアップをとっておくことをお勧め
します。

さらに、普段からデフラグツールをかけておくことで、いざというときに
フォトリカバリーでの復元が容易になります。デフラグツールをかける前
には、必ず大切なファイルのバックアップを忘れずにとっておくようにして
ください。

※	データ喪失後には絶対にデフラグツールを使用しないでください。フォ
トリカバリーでのデータ復元ができなくなってしまいます。
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用語解説

ファイルシステム
磁気ディスク（フロッピーディスク、ハードディスクなど）や光磁気ディスク
（MO）などの上に記録されたファイルを管理するためのしくみ。ユーザ
が論理的に扱うファイルやディレクトリを、実際の物理的なディスク上に対
応させ、ファイルやディレクトリ自体を構成する体系をファイルシステムと
呼び、FATファイルシステムではディレクトリエントリとFAT（File	
Allocation	Table）という情報によって、NTFSファイルシステムでは
MFT（Master	File	Table）によって管理されている。

FATファイルシステム
FATには、FAT12、FAT16、FAT32のファイルシステムがある。	
このうち、FAT12はフロッピーディスクに使用されていて、FAT16	
はMS-DOS、Windows	3.1、Windows	95で 使 わ れ て きた。
Windows	95	OSR2からFAT32がサポートされるようになった。

NTFSファイルシステム
NTFSはWindows	NT/2000/XP/Server2003/Vista/Server	
2008/7でサポートされているファイルシステムである。NTFSはFAT
と比較して、セキュリティ、信頼性が向上している。NTFSボリュームを
Windows	95/98/Meからアクセスすることはできない。

CDFS（CDファイルシステム）
CDFSは、CD-ROMにハードディスクなどと同様の方法でアクセスする
ために、Windows	95に組み込まれたファイルシステム。Windows	
98以降のOSにも同様もしくは後継のシステムが組み込まれている。
CD-ROMのファイルシステムはISO	9660という共通仕様が定められて
いるが、8.3形式のファイル名しか扱えないなど制限が非常に厳しいた
め、各OSごとに様々な機能拡張が行われている。このため、各OSごと
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に専用のインデックスを用意しなければファイルの読み出しができなく
なっている。CDFSはISO	9660の上位互換を保ちながら、255文字
までの長いファイル名に対応している。

UDFファイルシステム
OSに依存しない光ディスク用のフォーマットの一つ。光ディスクに関する
業界団体OSTAによって提案され、ISOやECMAによって標準化されて
おり、パケットライト方式で使われるファイルシステム。DVDやCD-RW
に採用されている。

FAT
ファイルはクラスタを単位として構成されているが、クラスタのディスク
上の物理的な位置はファイル毎に常に連続しているわけではない。それら
のクラスタがどのような順につながって、1つのファイルを構成している
かを管理しているのがFATである。FATの各エントリは、ディスクの各ク
ラスタと1対1に対応している。ファイルの開始クラスタはディレクトリエ
ントリに記録されている。

MFT
NTFS形式でフォーマットされたボリューム上では、すべてがファイル構
造で管理されている。各ファイルの情報をテーブルとして持つシステム
ファイルがMFT（Master	File	Table）である。MFTは1024Byteか
らなり、小さなファイルであればファイルの内容までMFTに含まれる。
大きなファイルでは、MFTに収まりきらない分を他のクラスタに置き、
MFTにはどのクラスタにファイルの内容があるかのアロケーションテーブ
ルが含まれている。

.ASF、.WMA、および .WMV
これらはすべて、Windows	Media	ファイルとして有効なファイル拡張
子。.ASF	は、ファイルのコンテンツが	ASF（Advanced	Systems	
Format）形式であり、任意のコーデックによって圧縮されている場合に
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使われる。コンテンツが	Windows	Media	Audio	コーデックを使って圧
縮されている場合は、.WMA	が使われる。コンテンツが	Windows	
Media	Video	コーデックを使って圧縮されている場合は、.WMV	が使わ
れる。フォトリカバリーでは、もともと	.WMA	ファイルまたは	.WMV	
ファイルであっても、詳細スキャンで検出してきた場合には	.ASF	ファイ
ルとして検出される。

ディレクトリエントリ
ロングファイル名、拡張子、ファイルサイズ、MS-DOSファイル名、更
新年月日と時刻、ファイルの開始クラスタなどが記録されている。ルート
ディレクトリ直下に置かれているファイルやディレクトリは、すべてルート
ディレクトリ領域にディレクトリエントリが存在するが、サブディレクトリ配
下に置かれているものはデータ領域にディレクトリエントリがある。

セクタ
ハードディスクやフロッピーディスクなどの磁気記憶媒体では、データを
効率よく読み書きするために区画が作られている。この区画の最小単位
をセクタと呼ぶ。

不良セクタ
ディスク表面についたキズや磁気異常などの障害により、正しく読み書き
を行えないセクタのこと。不良セクタがあるためにディスクが読めなくな
るケースは多いが、フォトリカバリーでは不良セクタを無視して読み込む
ことが可能となっている。

クラスタ
1つ、または複数のセクタをまとめてクラスタという単位にして、このク
ラスタごとにデータを記録する。たとえば、1文字しか書いてない文書で
あってもファイルとして保存する際には1クラスタを使用することになる。
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ルートディレクトリ
階層化ディレクトリ構造におけるドライブの最上位のディレクトリ。階層化
ディレクトリでは、このルートディレクトリの下にサブディレクトリが作成さ
れ、さらにその下にサブディレクトリが作成される。

パケットライト
CD-Rのデータ記録方式の一つで、データを「パケット」と呼ばれる細か
い単位に分割して書き込む方式。従来のCD-Rでは、CD-Rメディアに書
き込むためのデータをあらかじめ用意しておき、これらをCD-Rライタソ
フトウェアなどを利用して、一括してCD-Rに書き込む方式（DAO：ディ
スクアットワンス、TAO：トラックアットワンス）が一般的だった。これに
対し、パケットライトではCD-Rドライブを通常のフロッピードライブや
ハードディスクと同じにようにファイル単位で必要な時に書き込むことがで
きる。パケットライトの具体的な方式として、業界団体のOSTAが開発し
たUDFがある。
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ユーザ登録と技術サポート

ユーザ登録
ユーザ登録は、技術サポートを受けたり、製品の最新版情報を受け取る
などの為に必要です。

1.	 電子メール／チャット／電話による技術サポート
2.	 ダウンロードによるアップデートの提供
3.	 ライセンスキー（シリアル番号）トラッキング（シリアル番号がわか
らなくなった場合、登録していただいたシリアル番号の記録を調査し
てお知らせします。）

4.	 電子メールによる優待販売などの告知

登録方法
http://www.finaldata.jp/support/new_registration.htmlからオン
ライン登録を行ってください。

技術サポート
ご購入頂きましたソフトウェアの操作上のお問合せや、技術的なご質問に
つきましては、AOSテクノロジーズ技術サポートまでお問合せください。
専門スタッフが問題解決のお手伝いをさせていただきます。なお、サポー
トをお受けになる場合は、以下をご確認の上、お問合せください。

1.	 電源が正しく接続されており、ハードディスク及び接続コネクタ類が
正しく接続されているでしょうか？

2.	 お客様のご使用になっているコンピュータは、システム必要条件
（P.10）を満たしているでしょうか？

3.	 コンピュータのOS、ドライブ構成、容量、その他周辺機器はどのよ
うになっているでしょうか？

4.	 障害発生後、どのような操作を行ったでしょうか？
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5.	 本ソフトウェアのメイン画面以外のプログラムを実行して、［ヘルプ］
メニューのバージョン情報を選択すると表示される詳細なバージョン
番号はいくつでしょうか？（例：FinalData	Photo	Recovery	9.0	
v9.0.1.0710）

「フォトリカバリー」の日本語版開発、並びに日本総販売元はAOSテ
クノロジーズ株式会社です。弊社の連絡先は、以下の通りです。

本　　社：〒105-0001　東京都港区虎ノ門5-1-5	虎ノ門45	MT	森ビル5F
E メー ル：finaldata@aos.com
ホームページ：http://www.finaldata.jp/

	チャットでお答えします。

AOSテクノロジーズ株式会社
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