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「FINALDATA 特別復元版」のご使用前に必ずお読みください。

以下の使用許諾契約は、お客様 ( 個人または法人を問いません ) と AOS データ株式会社 ( 以下、AOS デー
タ ) との間に締結される法的な契約書です。AOS データは、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 の入った包装を開封することによって（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 データは、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
（FINALDATA 特別復元版）

第 1 条 使用権の許諾
AOS データは、本契約記載の条件に従い、「FINALDATA 特別復元版」（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 データ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。本ソフトウェアに第三
者のプログラムが含まれる場合、それらのプログラムの使用条件にも従うものとします。

2. お客様は、AOS データ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 データ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デー
タ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 データ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。
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第 3 条 保証および責任の限定
1. AOS データは、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 データは、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 データは、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 データは、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 データ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 データ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 データは、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 データに対し遅滞なく届出を行う
ものとします。

3. サポートサービスの提供に関する AOS データの義務は、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 データは、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 データ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 データは、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 データ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データが定める手続に従いサポートサー
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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 データは、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 データ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 データ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 データの書面による承諾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 データ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 データ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 データ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 データからお客様へ通知、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
データ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 データは、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。
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第 8 条 その他
　本ソフトウェアを USB ブートで使用の場合、技術的制限により72 時間後に自動的にコンピュータが再起

動されます。この制限事項を回避して使用することはできません。

AOS データ株式会社
東京都港区虎ノ門 5-13-1　虎ノ門 40MT ビル 4F
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「消えた！」データはどこにありましたか？

「消えた！」
データが
あった場所

パソコンは起動する

復元したいファイルはWindowsの
起動ドライブ（通常はC:）にある。

No

No

●USBブートして復元する
→5. USBブートでの復元方法
（93ページ）を参照

●FINALDATAをインストールする
（ファイナルデータUSBメモリから実行
することも可能です）
→2.3 インストール方法（18ページ）を
参照

●FINALDATAをファイナルデータ
　USBメモリから実行する
→2.3.1 FINALDATAのインストー
ル（18ページ）を参照

●インストールする
（ファイナルデータUSBメモリから
　実行することも可能です）
→2.3 インストール方法（18ページ）
を参照

症状別ガイドへ

【アドバイス】
復元先ドライブは準備して
いますか？ 復元先として
外付け HDD や USB メモ
リをご用意下さい

【アドバイス】
FINALDATAを復元したいファイルがある
ドライブにインストールすると削除された
データが上書きされる可能性があります。

パソコン

デジカメの
媒体のSD
カード

外付けHDD

SD
SD

Yes

Yes
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①3.2.3 ドライブが正常に認識で
きない場合を参照

②上記で「このファイル形式はサ
ポートしていません」という表示
が出る場合は、付録１ 1.4 別の
ファイルシステムでハードディス
クがフォーマットされた場合およ
び 4. 高度な復元の手順を参照。

＊ディスクの管理画面などでパーティ
ションを開放してしまった場合、論
理ドライブが認識できない場合もこ
のケースを参照

データが「消えた！」時の症状別ガイド

ゴミ箱を空に
しちゃったんだけど……

3.2.1データを消してしまった。
ゴミ箱にも見たらない場合を参照

P.25へ

デジカメの
SDカードの復元を
したいんだけど……

3.3デジカメの画像を復元する
を参照 P.31へ

昨日まで読めていたHDDが
「フォーマットしてください」
と出て読めない

P.29へ

P.98,38へ

①3.2.2 フォーマットしてしまっ
た場合を参照

②できるだけフォルダごと復元し
たい場合は、付録１ 1.2 ディス
クをフォーマットしてしまった場
合および 4. 高度な復元の手順を
参照

P.27へ

P.96,38へ

間違って
フォーマットしちゃった

付録１ 1.4 別のファイルシステ
ムでハードディスクがフォーマッ
トされた場合および 4. 高度な復
元の手順を参照。

P.98,38へ

リカバリしたら
データが消えちゃった

①3.4メールの復元をするを参照

②メールファイル（dbx、pst ファ
イル等）自体が削除されたり、OS
から見えない場合は高度な復元手
順 4.7.2 メールメッセージの復
元をするへ

削除したメールを
復元したい

P.33へ

P.61へ
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1 はじめに確認する

FINALDATA 特別復元版
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」または「本ソフトウェア」
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 DATA, Inc. All Rights Reserved.
この著作物の全部または一部に関わらず、AOS データ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、およびネットワークデータリカバリ（NDR）
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 デー
タ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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■ 1.1 FINALDATA について

FINALDATA はどのように働くか
Windows には、誤って削除したデータを保護するために「ゴミ箱」（ ）があり
ます。ファイルがWindows上で削除されると、まず最初にゴミ箱に移動されるため、
必要に応じてゴミ箱の中のファイルを元に戻すことが可能です。しかし、大きなサ
イズのファイルやネットワーク経由での削除など、ファイルがゴミ箱に蓄えられずハー
ドディスクから直接削除される場合、あるいはユーザがゴミ箱を空にした場合は、
Windows 自身にはそのデータを復元する方法がありません。

しかし、ファイルが Windows 上で削除されても、そのファイルのシステム情報
だけが削除され、ハードディスク上のクラスタにはファイルデータがまだ存在し
ています。FINALDATA は、これを利用してデータの復元を行っています。ウ
イルスによって、あるいはフォーマットによってハードディスク情報が損傷した場
合でも FINALDATA はファイルを復元できる可能性があります。ディレクトリ構
造が部分的に破損された場合でさえ、データがハードディスクに残っている限り
FINALDATA はファイルを復元できる可能性を持っています。

■ 1.2 注意事項

1. 被害を受けたハードディスクのドライブ上には「FINALDATA」をインストール
しないでください。復元したいデータがあるドライブ上に「FINALDATA」を
インストールすると、データを上書きして損傷する危険性があり、復元の可能
性が減少してしまいます。「FINALDATA」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。またはインストールせずに、メニューで「USB
から実行」を選択し、ファイナルデータ USB メモリから直接実行してください。

2. 物理的に損傷したハードディスクドライブからデータ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. 復元したいデータが他のファイルによって上書きされた場合、そのデータを復
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、そのファイルを復元してもアプリ
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ケーションで正常に開けない可能性が高くなります。
5. データファイルを復元するものであって、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。既に異常になっているデータファイルを修
復するものでもありません。

6. Windows 上、あるいはファイナルデータ USB メモリから直接起動して動作
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
を接続するか、USB メモリからブートさせます。USB メモリからブートさせ
る方法については、お使いのコンピュータのマニュアルをご確認ください。

7. データの復元先として別途ドライブが必要になります。コンピュータに 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. 管理者権限（Administrator）のないユーザでは、スキャン対象のドライブ
を開くことができません。

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、復元したいデータが上書きされる恐れがあります。

10. 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「FINALDATA」を使
用できません。

11. PD や DVD-RAM では、FAT フォーマット後に一部フォルダが復元できない
場合があります。

12. 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、内容を復元できないことがあります。

13. FAT ファイルシステムのドライブをフォーマットした場合、ルートディレクトリ
直下にあったファイルは復元できない場合があります。

14. NTFS フォーマットのドライブ上では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、一部の削除ファイルは復元できません。

15. NTFS フォーマットのドライブ上でクラスタスキャンを行った場合、回収ディレ
クトリには、ルートディレクトリの MFT からはリンクされていないものの MFT
が残っているファイルやフォルダが表示されます。

16. デジタルカメラで使われる SD などで、デジタルカメラ側で画像を消した場合、
メーカー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。

17. 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、必ず NTFSドライブに復元する必要があります。
また、暗号化されたデータを復号できるのは、そのデータを暗号化したのと
同じアカウントであるか、Windows の回復エージェントであるか、予めファ
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イルを復号できるように証明書とプライベートキーをエクスポートしておいた
ものをインポートしたアカウントに限られます。なお、フォーマット時に復号化
のための EFS 情報が上書きされて消えてしまった暗号化ファイルについては、
NTFSドライブに復元してもサイズ 0 のファイルとなってしまいます。

18. CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/DVD-RAM
は、CDFS/UDF/FAT でフォーマットされているものに対応しています。

 Roxio 社製 DirectCD で使用するフォーマットは、UDF1.5 をベースにした
ものです。これは、UDF1.5 の仕様に圧縮を独自拡張したものとなっていま
すので、「このファイル形式はサポートしていません。」というエラーメッセー
ジが表示されます。ただし、ISO9660 フォーマットでクローズ処理をした場
合には CDFS として扱うことが可能になります。

 独自拡張されていない UDF1.5/UDF2.0/2.01 は、Windows 2000/
XP/Server2003/Vista/Server2008/7/8/10 では標準でサポートされ
ています。なお、Windows 2000 では、別途 UDF2.0/2.01 をサポート
するデバイスドライバをインストールする必要があります。

 なお、UDF2.0/2.01 がサポートされている状況であっても、Roxio 社製
DirectCD/BHA 社製 B'sClip などのパケットライティングソフトや付属のドラ
イバがインストールされている場合などにはローデバイス読込みが正常にでき
なくなり、UDF2.0 のメディアをスキャンすることができない場合があります。

 UDF では、削除しただけの場合でもクラスタスキャンを行い、回収ファイル
を探す必要があります。

19. 4GB を越えるサイズのファイルを復元したり、セクタイメージとして保存する
場合には、NTFS でフォーマットされたドライブを選択してください。FAT32
では 4GB を越えるサイズのファイルを扱うことはできません。

20. パケットライトで書き込んだ CD-R を ISO9660 クローズした場合、エクスプ
ローラから通常のファイルとして見えているファイルも FINALDATA からはク
ラスタスキャンまで行わないと検出されません。ウィザードからは、メールの
復元で「エクスプローラで開く」を選択した場合に、エクスプローラで見えて
いるファイルが表示されますが先に進めません。

21. Windows Vista/Server2008/7/8/10 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、FINALDATA で復元でき
なくなります。

22. Windows Server 2008 では、メール検出ウィンドウにおいて添付ファイル
を右クリックし、メニューから「外部プログラムを実行」を選択しても、画像ファ
イルは表示されません。

23. 本製品は起動用 OS として Windows PE を使用しておりますが、Windows 
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PE の仕様により、OS の起動後 72 時間後に自動的に再起動がかかるという
制限があります。
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2 インストール／アンインストール

■ 2.1 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。

対応機種
・ PC/AT 互換機

動作環境
Windows 版

・ 日本語版 Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 
2012/8（8.1 対応）/10

・ Internet Explorer 5.0 以上
・ 上記の OS が正常に動作する RAM
・ 50MB 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）
・ 65536 色 XGA 解像度以上
※ 実行には管理者権限が必要です。

USB メモリ起動
・ USB メモリからの起動をサポートしている PC/AT 互換機
・ 1GHz 以上の Intel または互換 CPU
・ 1GB 以上の RAM
・ 65536 色 XGA 解像度以上
※ 条件を満たしている場合であっても、起動できない / デバイスを認識できない

場合があります。そのような場合は Windows 版をご使用ください。
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■ 2.2 インストールの前に

■ FINALDATA の試供版がインストールされている場合、製品版をインストール
する前に試供版をアンインストールしてください。

■ 復元したいデータが含まれていたドライブに FINALDATA をインストールする
と、その復元したいデータがインストールによって上書きされるかもしれません。
その場合には、FINALDATA を USBメモリから実行なさることをお勧めします。
インストールせず、USB メモリから FINALDATA を実行するには、ファイナル
データ USB メモリ挿入時のメニューで「USB メモリから実行」を選択します。

■ データ復元が終わるまでは、復元したいデータが含まれていたドライブには一切
ファイルを保存しないようにしてください。復元したいデータが損傷を受け、正
しく復元できなくなる可能性があり、危険です。文書の新規作成や保存だけで
なく、メールの送受信やインターネットの閲覧によっても、自動的にファイルが
ハードディスクに保存されています。またシステムドライブでは、スワップファイ
ルや temp フォルダへの一時保存ファイルなどがシステムによって自動的に作成
され、OS が空き領域とみなす領域を適宜使用していくので、残存データの劣
化を招きます。なるべくコンピュータのご使用を控え、FINALDATA による復
元作業を優先してください。
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■ 2.3 インストール方法

重　要  復元したいデータのあったドライブには絶対にインストールしないでくだ
さい。インストールによってデータを上書きして消してしまう恐れがあります。そ
の場合はインストールせずに、メニューで「USB から実行」を選択し、ファイナ
ルデータ USB メモリから直接実行してください。

2.3.1 FINALDATA のインストール

1. Windows を起動します。

2. USB ポートにファイナルデータ USB メモリを挿入します。

※ 次のような画面が表示されたら［フォルダーを開いてファイルを表示］を選択
します。表示されたファイルから autorun.exe を選択します。

 上記画面が表示されない場合は、以下の方法で実行してください。

a. 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、リムーバブルディスク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、Windows 8/10
では Win＋E キーを押してエクスプローラーを開き、リムーバブルディスク
のアイコンをダブルクリックします）。

b. Autorun.exe をダブルクリックします。
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3. FINALDATA の選択画面が立ちあがります。

※ FINALDATA をインストールせずに、ファイナルデータ USB メモリから直接
実行する場合は「FINALDATA を USB から実行」を選んでください。

4. 　「FINALDATA をインストール」を選ぶと自動的にインストールが始まります。

※ 次の画面が表示された場合は、［続行(C)］または［はい］ボタンを選択します。

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。

2.3.2 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 特別復元版］-［アンインストーラ］を選択すると、インストールした
FINALDATA プログラムは自動的に削除されます。

※ Windows 8/10 ではこの方法は使用できません。次項のコントロールパネ
ルからアンインストールする方法を選択してください。

※ 次の画面が表示された場合は、［続行(C)］または［はい］ボタンを選択します。
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このメニューが利用できない場合、以下の手順で FINALDATA をアンインストー
ルすることができます。

1. Windows 8.1/10 では、Windows のタスクバーから［スタート］ボタンを
右クリックして表示されたメニューから［コントロールパネル］をクリックして「プ
ログラムのアンインストール」を選択します。

 Windows 8 では、チャームから［設定］をクリックした後［コントロールパネル］
をクリックして「プログラムのアンインストール」を選択します。

 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。

 Window 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 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 特別復元版を選択し、［アンインストールと削除］ボタン（または［変
更と削除］ボタン）をクリックします。

※ 次の画面が表示された場合は、［続行（C）］または［はい］ボタンを選択します。

以上で、FINALDATA 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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3【基礎 編】今すぐ簡単にファイルを 
復活したい（ウィザードによる復元）

■ 3.1 FINALDATA の起動

USB ポートにファイナルデータ USB メモリを挿入し、ファイナルデータ セットアッ
プ画面から「FINALDATA を USB から実行」を選択します。
あるいは、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 特別復元版］-［FINALDATA 特別復元版ウィザード］
を選択します。Windows 8/10 の場合はスタートメニューから［FINALDATA 特
別復元版ウィザード］を選択します。

※ 次の画面が表示された場合は、［続行（C）］または［はい］ボタンを選択します。

起動すると、以下の画面が開きます。
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［ファイルの復元］ボタンは、削除したり喪失したファイルの検出や復元、または削
除したり喪失したドライブを探してその中にあったファイルを検出して復元するため
に用います。詳細は、「ファイルの復元」（P.25）の項目をご参照ください。

［デジカメ画像の復元］ボタンは、デジカメ、ビデオカメラなどで撮影した写真、動
画を復元します。SD カードなどのデジカメメディアにアクセスできなくなった場合
や、メディアカードが認識されなくなった場合に用います。詳細は、「デジカメ画像
の復元」（P.31）の項目をご参照ください。

［メールの復元］ボタンは、メールソフトの中で削除したメールメッセージの検出や
復元、メールボックスの圧縮や最適化などをして喪失したメールメッセージを検出し
て復元するために用います。詳細は、「メールの復元」（P.33）の項目をご参照く
ださい。

［高度な復元］ボタンは、Windows エクスプローラ風のデータ復元プログラムを
起動します。以下の部分がウィザード版にない機能です。

・ ドライブを検出 ������� ディスク内の失われたパーティション情報を検出
します。

・ セクタ単位でスキャン ���� ドライブ内に残っているデータをセクタ単位で検
出します。スキャンする範囲を個々に指定でき
ます。

・ クラスタ単位でスキャン ��� ドライブ内に残っているデータをクラスタ単位で検
出します。スキャンする範囲を個々に指定できま
す。セクタ単位に比べるとスキャン速度が速くなり
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ますが精度が低下します。
・ ファイルのダンプ表示 ���� 選択したファイルのダンプ表示をします。
・ ディスクのダンプ表示 ���� 選択したドライブ全体のダンプ表示をします。
・ メールの復元 ������� ウィザード版に加え、Outlook Express 4 や

AL-Mail、Windows（Live）メールも検出対
象になります。

・ ファイルの開始クラスタを検索
  ������������� FAT32ドライブ上で削除したファイルの開始ク

ラスタを検索します。
・ ファイル情報 �������� 復元したいファイルの名前やサイズを変更でき

ます。
・ セクタイメージの保存と読込み
  ������������� 現在のディスクの状況をセクタイメージに保存と

読込みができます。
・ スキャン結果の保存と読込み � 現在のスキャン結果を保存と読込みができます。
・ 設定 ����������� デフォルトのファイルサイズや、メールメッセー

ジのビューアで HTML タグの非表示などを指定
できます。

以下の確認画面が表示されましたら［OK］ボタンを押し、以降は「ドライブ選択」
（P.38）の項目をご参照ください。
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■ 3.2 ファイルの復元をする 
 （デジカメ画像、メール以外）

このセクションでは、3 種類の選択ボタンを用いてウィザード形式でデータを復元
します。あなたのデータ喪失状況に最も近いボタンを選んでください。

3.2.1 データを消してしまった。ごみ箱にも見当たらない場合

ファイルを誤って削除してしまったり、Windowsのゴミ箱を空にしてしまった場合に、
このボタンを使用してください。これは最も短時間で可能なデータ復元方法ですが、
ご使用中の OS（オペレーティング・システム）のフォルダ構造がどこも損なわれて
いない、と仮定して作業を進めます。なお、フォルダは復元対象にはなりません。

1. 復元したいファイルがあったドライブを選択して［検索］ボタンを押します。
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2. スキャンが始まります。ディスクサイズによっては時間が掛かる場合があります。

3. 削除されたファイルが一覧表示されます。ファイルを選択して［プレビュー］ボ
タンを押すと、復元前にプレビュー表示ができます。［選択したファイルの復元］
ボタンで、ファイルの復元を行います。
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3.2.2 フォーマットしてしまった場合

ファイルやフォルダが、システムクラッシュやその他の同様な問題によって、意図せ
ずに失われてしまった場合には、このボタンを使用してください。ドライブをフォー
マットした後でそのドライブにあったデータが必要になるようなケースや、リカバリ
CD でリカバリをしてしまった場合にも、このボタンが役に立つでしょう。また、「ゴ
ミ箱から削除した場合」で見つからなかった場合でも、このボタンでは見つかる場
合があります。

※ このスキャンが完了するまでには、スキャンするドライブの大きさに応じて時間
が掛かります。

1. 復元したいファイルがあったドライブを選択して［検索］ボタンを押します。
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2. スキャンが始まります。ディスクサイズによっては時間が掛かる場合があります。

3. クラスタスキャンによって検出された回収ファイルが拡張子別に一覧表示されま
す。ファイルを選択して［プレビュー］ボタンを押すと、復元前にプレビュー表
示ができます。［選択したファイルの復元］ボタンで、ファイルの復元を行います。
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3.2.3 ドライブが正常に認識できない場合

D: や E: などのドライブ名が見えなくなってしまった場合や、管理ツールの「ディス
クの管理」などでディスクのパーティションを誤って削除または変更してしまった場
合に、このボタンを選択してください。突然フォーマットを要求してくるような場合や、
フォーマットを途中で止めたドライブにも効果的です。

1. 正常に認識できなくなったドライブが含まれる物理ドライブを選択して［次へ］
ボタンを押します。

2. 選択した物理ドライブ内のパーティションの検索が始まります。
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3. 検出されたパーティションが一覧表示されますので、パーティションを選択して
［次へ］ボタンを押します。

※ 　「このファイル形式はサポートしていません」と表示される場合、FAT や NTFS
など扱えるファイル形式ではないパーティションです。この領域にあるデータを
探すには、「高度な復元」の物理ドライブで同じ個所を選択し、「形式を検出」
を用いてみてください。詳細は「別のファイルシステムでハードディスクがフォー
マットされた場合」（P.98）を参照してください。

4. パーティション内のファイルやフォルダがツリー構造で表示されます。

※ ここでは、ドライブが失われる前に OS から見えていた状態で表示されます。削
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除されたファイルやフォルダ、「フォーマットをした場合」で検出されるような
回収ファイルは表示されません。

■ 3.3 デジカメの画像を復元する

デジカメ、ビデオカメラなどで撮影した写真、動画を復元します。SD カードなどの
デジカメメディアにアクセスできなくなった場合や、メディアカードが認識されなく
なった場合などに用います。

1. 復元したい画像があったメディアドライブを選択して [ 検索 ] ボタンを押します。

※ ［ファイルの種類］ボタンをクリックして、検索したい画像の種類を絞って検索す
ることもできます。
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2. 選択したドライブ内のデータの検索が始まります。

3. 見つかった画像、動画、ミュージックファイルが表示されます。ファイルを選択
して［プレビュー］ボタンを押すと、復元前にプレビュー表示ができます。［選
択したファイルの復元］ボタンで、ファイルの復元を行います。
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■ 3.4 メールの復元をする

このセクションでは、5 種類の選択ボタンを用いてウィザード形式で削除されたメー
ルメッセージを復元します。あなたのご使用になっていた電子メールソフトのボタン
を選んでください。

* Microsoft Outlook Express 5.x/6.0
* Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003/2007/2010
* Mozilla Thunderbird 1.5 以降および Netscape メール 4/6/7
* Eudora メール 6/7
* Becky! Internet Mail 1/2

※ この 5 種類以外のメールソフトをご使用になっていた場合には、メールメッセー
ジの復元はできません。ただし、「高度な復元」のメール復元機能を用いると、
Windows（Live）メール、Outlook Express 4 、AL-Mail についても扱う
ことが可能です。また、ウィザードでは OS から見えているメールファイル内の
削除されたメールメッセージを検出することはできますが、メールファイルが削
除されたり、メールファイルのあったドライブがフォーマットされたりして OS か
ら見えない状態になったメールファイルは対応していません。そのような場合に
は、「高度な復元」のメール復元機能をご使用ください。

1. ご使用になっていた電子メールソフトのボタンを選択します。
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2. ドライブ選択画面になりますので、メールファイルを検索したいドライブを選択
して［検索］ボタンを押してください。メールファイルがどのフォルダにあった
かご存知の場合には、［エクスプローラ形式で選択］ボタンを押して、直接ファ
イルを選択してください。 

※ Outlook Express 5 & 6 のメールファイルは、*.dbx という拡張子を用いて
います。

 Outlook のメールファイルは、*.pst という拡張子を用いています。
 Thunderbird や Netscape メール のファイルは「Inbox」などであり、拡張

子はありません。
 Eudora メールのファイルは、*.mbx という拡張子を用いています。また、削

除したメールデータは *.mbx.001 にあります。
 Becky! のメールファイルは、Ver.1 では *.mbx、Ver.2 では *.bmf という拡

張子を用いています。バックアップの *.bkl や *.bks も検出されます。
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3. スキャンを行うと、選択したドライブ内にある選択したソフトのメールファイルが
検出されますので、復元したいメッセージが含まれるファイルを選び、［次へ］
を押してください。

 　［エクスプローラ形式で選択］ボタンを押した場合には、直接ファイルを選択で
きますので、復元したいメッセージが含まれるファイルを選び、［次へ］を押して
ください。
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4. メールファイル内部に含まれるメールメッセージをスキャンしていきます。

5. メールファイル内部に含まれるメールメッセージの一覧が表示されます。プレ
ビュー表示や復元したいメッセージを選択してください。選択すれば画面下側に
メッセージが表示されます。復元する場合には［メッセージ復元］ボタンを押す
と、選択したメッセージが指定した復元先に eml 形式のファイルとして保存され
ます。
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6. メールメッセージを選択して［プレビュー］ボタンを押すと、以下のようにメッセー
ジの内容を表示できます。添付ファイルもこの画面から保存できます。
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4 【上級編】高度な復元の手順

■ 4.1 復元したいドライブの選択をする

［ファイル（F）］-［開く（O）...］でデータを探すドライブを選択します。 

ドライブは、論理ドライブと物理ドライブの 2 つのタブから、適した方を選んで探し
ます。

論理ドライブ： C:ドライブや D:ドライブなど、論理的に認識されるドライブがリス
トされます。目的のデータがどのドライブにあったかを思い出して
選んでください。

物理ドライブ： 物理的に認識される媒体がリストされます。内蔵ハードディスクから
順に「ハードディスク1」「ハードディスク2」と続きます。マスストレー
ジクラス準拠の USBメモリやUSBハードディスク、USBカードリー
ダに挿入されたSDカードなどもハードディスクとして認識されます。

削除などで失われたファイルを探すには、論理ドライブを選びます。パーティション
を開放してしまった場合や、原因不明で論理ドライブとして認識されない場合には、
物理ドライブを選んでください。
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4.1.1 論理ドライブのスキャン
［論理ドライブ］タブを選んで、復元したいデータを含んでいるドライブをクリックし
て、［OK］ボタンをクリックしてください。

4.1.2 物理ドライブのスキャン
［論理ドライブ］タブに復元したいデータを含んでいるドライブが見つからない場合、
［物理ドライブ］タブからドライブを選んでください。

［物理ドライブ］タブを選ぶと、ハードディスク 1、ハードディスク 2 のよう
にリスト表示されます。このリストから、復元したいデータを含んでいた物
理ドライブを選 び、［OK］ボタンをク リッ ク してください。FINALDATA 
はそのハードディスク上のパーティションを自動検出し、リストを表示します。

ワンポイントアドバイス  スキャンしたいパーティションが自動的に検出されない場合
スキャンしたいパーティションが自動的に検出されない場合は、スキャンする物理ド
ライブを選び［形式を検出（F）］ボタンをクリックしてください。FINALDATA は、
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ディスク内のパーティションを分析します。検出された仮想的なパーティションが復
元したいデータを含んでいる場合は、パーティションを選択後に［OK］ボタンをク
リックしてドライブをスキャンしてください。（詳細は「別のファイルシステムでハー
ドディスクがフォーマットされた場合」（P.98）を参照してください。）
パーティションが検出できなかった物理ドライブにおいて、セクタスキャンを実行す
るとパーティション構造を無視してデータをスキャンすることができます。セクタス
キャンを実行する場合は、スキャンする物理ドライブを選び［セクタスキャンを実行］
をクリックしてください。（詳細は「4.7.6 セクタ単位のスキャンをする」（P.82）
を参照してください。）

メ　モ  論理ドライブ / 物理ドライブの概念

下記は、ハードディスクが 2 台あり、パーティションが C、D、E、F、G の 5 つに
区切られている例を概念図にしたものです。

この例では［論理ドライブ］とは Cドライブ、Dドライブ、Eドライブ、Fドライブ
および Gドライブを指しており、ハードディスク 1 およびハードディスク 2 は［物理
ドライブ］と呼ばれます。

論理ドライブ（Cドライブ、Dドライブなど）が何らかの損傷により認識できない場
合、その論理ドライブを含んでいる物理ドライブをスキャンすることで、復元の可能
性を探ります。
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4.1.3 スキャン結果ファイルの読込み
FINALDATA では、一度スキャンした結果を後から読込むことができます。

右下のボタンを押すことで、スキャン結果ファイルの読込み画面が開きます。過去
にスキャンした結果ファイルは SCF という拡張子で保存されていますので、選択し
てください。ただし、スキャンしたのとは別のドライブを選んでいる場合には、エラー
メッセージが表示されます。
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スキャンした結果の保存については「スキャン結果ファイルの保存と読込み」
（P.41）を参照してください。

■ 4.2 削除されたファイルの調査をする 
 （ディレクトリエントリスキャン）

論理ドライブまたは物理ドライブで目的のドライブを選び［OK］ボタンをクリックす
ると、削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリ
スキャン）が始まります。ここで FINALDATA はドライブ（論理ドライブ / 物理ド
ライブ）の MFT または FAT とディレクトリエントリを分析します。

　
　

これらのスキャンは［キャンセル］ボタンをクリックすることで中断することもできま
す。ただしスキャンの途中でキャンセルした場合、スキャンが終わった部分の情報の
みが表示されます。
FAT ファイルシステムでファイルやフォルダを削除した場合、その名前情報が
MS-DOS ファイル名（8 文字のファイル名および 3 文字の拡張子）で蓄えられて
いる場合、ファイルやフォルダの名前の 1 文字目が削除されて＃で示されます。
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ファイル名が 8 文字以上か、小文字を含んでいる場合、ファイルやフォルダの名
前情報としてロングファイル名情報も蓄えられるので、ファイルやフォルダの名
前は元のまま示されます。これは、ＯＳがファイルやフォルダを削除するときに、
MS-DOS ファイル名の 1 文字目だけを削除し、ロングファイル名情報は削除され
ないためです。

■ 4.3 クラスタスキャンをする 
 （データ領域を解析する）

上記の図は、ハードディスク構造の一例を示します。物理ドライブのハードディスク
1 は Cドライブと Dドライブの 2 つに分割されています。Cドライブは NTFS、D
ドライブは FAT です。

もしブートセクタ、MFT、FAT およびルートディレクトリ領域が破損しているとして
も、ユーザ・データ領域（クラスタ領域）には被害がない場合には、FINALDATA
は実際のデータが存在するユーザ・データ領域（クラスタ領域）をスキャンしてデー
タを集めます。データは「回収ディレクトリ」あるいは「回収ファイル」に回収され、
そこから復元できます。

クラスタスキャンの手続きは以下のとおりです。
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削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリスキャ
ン）終了後、または［ツール］-［クラスタスキャン］で次のようなウィンドウが表
示されます。

検索するクラスタ範囲は、初期値は先頭から最後まで全範囲になっています。探し
たいデータがハードディスクのどの辺りに保存されているか明らかな場合などは、つ
まみを左右に動かすか右枠に数値を入力することで任意に範囲を区切り、所要時間
を短縮したり、ハードディスクを数回に分けてスキャンする場合に有効です。

［OK］ボタンをクリックすると、指定された範囲のクラスタスキャンが始まります。

※  前記は NTFS でフォーマットされたドライブのクラスタスキャン時の画面です。
FAT の場合には、「ファイル総数」の箇所が「フォルダ総数」と表示されます。
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クラスタスキャンは［キャンセル］ボタンをクリックすることで中断することもできま
す。ただしスキャンの途中でキャンセルした場合、スキャンが終わった部分の情報の
みが表示されます。

ワンポイントアドバイス  クラスタスキャンの結果見つかったファイルは、回収ディ
レクトリと回収ファイルに表示されます。回収されたファイル数が多すぎて、欲し
いファイルが見つからない場合は、ファイル名検索（4.5.1 ファイル名等で検索
する（P.49））で検索してみてください。

ワンポイントアドバイス  クラススタスキャンが非常に遅い、あるいは停止する。
メモリアロケーションエラーが出た。このような場合の対処方法は付録２よくある
質問「クラスタスキャンが非常に遅い。クラスタスキャンが停止する。」（P.114）
をご覧下さい。



46

■ 4.4 スキャンした結果（解析した結果）を表示する

スキャンが完了すると、FINALDATA の結果画面の左側に 6 つのフォルダと、右
側には左側で選択されたフォルダ内のファイルやフォルダが一覧表示されます。

データ領域に残っているデータはすべて回収され、各フォルダに振り分けられます。
6 つのフォルダは、データのコンディション順に以下のように並んでいます。

ルートディレクトリ：MFT またはディレクトリエントリ（インデックス情報）から回収
できた、ルートディレクトリ上にあるフォルダ（ディレクトリ）とファイルを、元のツリー
構造のまま表示します。通常のファイルやフォルダ他、一部削除されたものも表示
されます。

削除ディレクトリ：ディレクトリ（フォルダ）単位で削除されたデータの一覧です。
サブディレクトリなどを含む場合も、すべて元のツリー構造を保持しています。FAT
ファイルシステムでは、ディレクトリ名を変更するだけでも、変更前のディレクトリが
削除ディレクトリに見つかります。削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステ
ムではディレクトリエントリスキャン）を途中でキャンセルした場合は、スキャンを止
めた時点までに見つかった情報が表示されます。

削除ファイル：ファイル単位で削除されたファイルと、削除ディレクトリ内に見つかっ
たファイルの一覧です。FATファイルシステムでは、ファイル名を変更するだけでも、
変更前のファイルが削除ファイルに見つかります。削除されたファイルの検索（FAT
ファイルシステムではディレクトリエントリスキャン）を途中でキャンセルした場合は、
スキャンを止めた時点までに見つかった情報が表示されます。
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回収ディレクトリ：詳細なクラスタスキャンによって回収できたディレクトリ（フォル
ダ）単位のデータの一覧です。NTFS フォーマットのドライブの場合、ルートディレ
クトリの MFT からはリンクされていないものの MFT が残っているファイルやフォ
ルダが表示されます。FAT フォーマットのドライブの場合、ウイルスやフォーマット、
FDISK などによって FAT やルートディレクトリエントリが損傷を受け、開くことがで
きなくなったようなドライブであっても、サブディレクトリ配下のデータはハードディ
スク上にデータが残っていれば回収ディレクトリに一覧表示されます。また、ディレ
クトリを削除した後に、他のデータを上書きしてしまってディレクトリエントリの一部
が損傷を受けた場合にも、回収ディレクトリに表示されていれば復元対象となります。

回収ファイル：詳細なクラスタスキャンによって回収できたファイル単位のデータの
一覧です。システムからは見えなくなっているデータであっても、ファイル形式（拡
張子）によっては回収ファイルで回収・復元できるものがあります。クラスタスキャ
ンでそのようなファイルを見つけ、拡張子ごとのフォルダに回収し一覧表示します。
MFT やディレクトリエントリ情報が損傷してシステム上のどこにも存在しないような
場合には、ファイルの名前やサイズについての情報を知ることができません。そこ
で、ファイルの名前は「＃＋クラスタ番号＋拡張子」のように、データが始まるクラ
スタ番号から FINALDATA が臨時に命名し、拡張子はデータのヘッダ情報から臨
時につけて表示します。ファイルサイズ情報も失われているので、［ファイル（F）］
メニューの［設定（P）］項目で定義したデフォルトのファイルサイズを使用します。（こ
の値は手動で変更することもできます。）またデータを復元して保存する際に、［ファ
イル（F）］メニューの［ファイル情報］で、ファイル名やファイルサイズを変更する
こともできます。とりわけ、 Worm.ExploreZip ウイルスなどによってデータサイズ
のみが失われた場合には、ファイルサイズを任意に変更することで元の通り開く状
態で復元することが可能になります。ファイルを復元するために臨時に使用するファ
イルサイズは、実際のファイルサイズよりも大きく設定してあれば、復元後に、ア
プリケーションからそのファイルを開いたり保存したりする時に自動的に修正されま
す。

※回収ファイルについて�
MFT やディレクトリエントリ情報は、ファイル名、作成された日付およびファイルサ
イズに関するデータを含んでいます。FINALDATA は、MFT やディレクトリエント
リ情報が失われたファイルを回収ファイルに回収して表示しますが、ファイル名は便
宜上「＃+ ファイルのクラスタ番号」とつけられます。また、更新日時およびファ
イルサイズは、1980 年 1 月 1 日、1.0MB にそれぞれ割り当てられます。この
1.0MB というデフォルトファイルサイズは、［ファイル］-［設定］で［ファイルの一覧］
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タブのデフォルトのファイルサイズで変更することができます。なお、*.doc および
他のいくつかのファイル種類については、回収ファイル名をファイルの内容を用い
て付けることができます。

ファイルデータが破損するか断片化して元のファイルサイズを解析できない場合、
FINALDATAはデフォルトファイルサイズを割り当てます。このようなデフォルトファ
イルサイズを割り当てて復元したファイルは、アプリケーションで開いて保存すると、
本当のファイルサイズがデフォルトファイルサイズよりも小さい場合にはファイルサ
イズ情報が正しく修正されます。なお、［.DOC］、［.XLS］、［.PPT］、［.JPG］、［.BMP］
などについては、詳細オプションの設定によっては、ファイルサイズを解析して自動
的に計算します。

※ クラスタスキャンにかかる時間は、システムのスペックによって変わります。た
とえば 8GB のハードディスクのスキャンには、平均で約 20 分ほどかかります
が、CPU のクロック周波数や RAM の量などに依存します。

※ BIFF は Microsoft Office 製品によって使用されるファイル・フォーマットです。

検索結果：スキャンの後、検索を実行すると、検索結果を表示します。ファイル名、
クラスタおよび日付で検索できます。

※ 　「ルートディレクトリ」、「削除ディレクトリ」あるいは「削除ファイル」は削除さ
れたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリスキャン）
実行後に表示されます。「回収ディレクトリ」や「回収ファイル」はクラスタスキャ
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ン実行後に表示されます。

※ 回収ファイルに見つかるファイルでステータスが「通常のファイル」と表示され
ているファイルは、通常のファイル内の一部の情報が検出されたものです。

■ 4.5  スキャンした結果から 
復元したいデータを検索する

4.5.1 ファイル名等で検索する
スキャンを実行した後に、検出された多数のファイルの中から復元したいファイルを
見つけるのが困難な場合、［ファイル］-［検索］でファイルを検索できます。

ファイル名検索
［ファイル名］タブを選んで、見つけたいファイル名を入力してください。ワイルドカー
ド（*、?）を使用することができます。たとえば、「*.doc」と入力すれば拡張子が
doc であるすべてのファイルを、「test?.xls」とすれば test で始まり、その後ろ
になにか 1 文字あって、拡張子が xls のファイルを、「secret.*」とすれば拡張子
は特定せず secret という名前のファイルを検索できます。



50

クラスタ検索
［クラスタ］タブを選んで、検索したいクラスタ番号の範囲を入力してください。指
定されたクラスタ範囲内に存在するファイルを検索できます。

日付検索
［日付］タブを選択して、プルダウンメニューで［作成日付］、［更新日付］、［アクセ
ス日］のうちの 1 つを選んでください。スキャンしたい日付の期間を入力してくだ
さい。FINALDATA は条件と一致するファイルをすべて検索します。
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ファイルサイズ検索
［ファイルサイズ］タブを選択して、検索したいファイルサイズの範囲を入力してく
ださい。指定されたファイルサイズ範囲内に存在するファイルを検索できます。

検索して見つかったファイルは、スキャン結果のウィンドウの左側の［検索結果］フォ
ルダに表示されます。

4.5.2 サムネール表示する

スキャンにより検出された画像ファイルは、［表示］−［サムネール］を選ぶか、ツー
ルバーのアイコン（ ）をクリックするとサムネール表示できます。
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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、物理メモリ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。物
理メモリ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/CRW/DCR/DNG/GIF/JPG/
KDC/MRW/NEF/ORF/PCX/PNG/PSD/RAF/TIF/WMF/X3F です。ただし、
16 色の TIF はサムネール表示できません。

4.5.3 プレビューする

［プレビューア］は、復元の前にファイル内容を見ることを可能にします。この機能は、
ファイル情報が破損して名前などがなくなったファイルの内容を確認したり、復元前
にファイルの損害の程度をチェックしたりするときに役立ちます。
JPG、BMP などのイメージファイル、テキストファイル、HTML ファイル、



5353

Microsoft Office ファイル（Word/Excel/PowerPoint）のテキスト部分、ZIP
などの圧縮ファイルをプレビューすることができます。
スキャン結果画面から、プレビューしたいファイルを選択して［ツール］-［プレビュー
ア］を選択するか、またはツールバーから（ ）アイコンをクリックします。また
はプレビューしたいファイルを右クリックして［プレビューア］を選択して、ファイル
のプレビューを実行します。

圧縮ファイルである ZIP/RAR/ALZ/TAR ファイルをプレビューすると、中に保存
されているファイル名を以下のように確認することができます。

※ Word2007、Excel2007、PowerPoint2007 で作成された、［*.DOCX］、
［*.XLSX］、［*.PPTX］ファイルをプレビューすると、［*.ZIP］としてプレビュー
されます。

※ FINALDATA は「プレビューア」の際にハードディスクに上書きは行いません。
ファイルプレビューをすることでデータが更に損傷を受けることはありません。
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■ 4.6 ファイルの復元をする

FINALDATA によってスキャン結果が表示されても、それでファイルの復元が完了
したわけではありません。

4.6.1 ローカルドライブに復元をする
1. スキャン結果の中から復元したいファイルやフォルダを選択し、［ファイル］-［復

元］を選択するか、マウスで右クリックして「復元」を選択します。

ワンポイントアドバイス  複数のファイルやフォルダを選択する場合の手順
・「shift」キー を押しながら + 「↑」、「↓」キーで連続するファイルを選択

できます。
・「ctrl」キー を押しながら マウスでファイルをクリックすると、クリックした

ファイルを選択できます。
・「ctrl」キー + 「A」キーを押すと開いているフォルダの中をすべて選択で

きます。

2. ［フォルダーの参照］ウィンドウから、復元したいファイルがあったドライブとは
別のドライブを選択します。

 復元したいデータを以前と同じドライブに復元してしまうと、元のデータを上
書きして消してしまい、復元できなくなってしまう危険があります。そのため
FINALDATA では、同じ論理ドライブには復元できない仕組みとなっています。
したがって、コンピュータには 2 つ以上のドライブが必要になります。

注意事項  論理ドライブをスキャンした場合は、同じドライブを復元先にはできま
せんが、物理ドライブをスキャンして検出したデータの場合は、復元先を同じ物理
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ドライブにすることが可能です。復元先の選択には十分ご注意ください。

コンピュータに 1ドライブしかないなどの場合は、ネットワークドライブに復元する
か、USB メモリなどのリムーバブルドライブや DVD-RAMドライブなどにファイル
を復元します。

注意事項  ファイルシステムの制限上、FAT16 では 2GB 、FAT32 では
4GB までのファイルしか復元できません。NTFS のドライブには 4GB を超える
ファイルを復元できますので、適切なドライブを指定してください。

3. 復元先のフォルダを決定し、［OK］ボタンをクリックします。［OK］ボタンを押
す前に［新規フォルダ作成］ボタンを押して、新しいフォルダを作成して復元す
ることもできます。

 ［フォルダ構造を保ったまま復元］にチェックを入れると、元のフォルダ情報が残っ
ている場合、そのフォルダ構造で復元することができます。

※ C: や D: などのドライブの直下に復元すると復元後に対象ファイルを見つけにく
くなるため、わかりやすいフォルダを選択して、その中に復元することをお勧め
します。

ファイルを復元後、確認のために Windows エクスプローラあるいは対応するアプ
リケーションで復元したファイルを開いてみることをお勧めします。
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4.6.2 ネットワークドライブに復元をする

コンピュータに接続されているハードディスクは、復元したいデータが入っているハー
ドディスク 1 台のみで、パーティションも 1 つしかなく、他のリムーバブルメディア
も使用できない場合、以下のようにネットワークドライブに復元することができます。

1. スキャン結果の中から復元したいファイルやフォルダを選択し、［ファイル］-［復
元］を選ぶか、またはマウスで右クリックして［復元］を選択します。

2. 　［フォルダーの参照］ウィンドウで、「ネットワーク」（または「マイ ネットワーク」）
を選択し、ネットワークで共有されたコンピュータの、共有されているドライブ
またはフォルダを開きます。

3. 　［OK］ボタンを押します。

■ 4.7 その他の便利な機能

4.7.1 FINALDATA の動作条件を設定する

［ファイル］-［設定］あるいはツールバーの（ ）アイコンをクリックすることで、様々
な FINALDATA の動作条件を変更できます。［設定］メニューは［表示項目］タブ、

［ファイルの一覧］タブ、[E-mail オプション］および［ファイルの種類］タブがあ
ります。
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【表示項目】タブ
［表示項目］では、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。）
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【ファイルの一覧】タブ（回収ファイルのデフォルトサイズの変更等）
［ファイルの一覧］では、ファイルの表示方法や、クラスタスキャン時のデフォルト
設定ができます。

削除ファイル名
FAT ファイルシステムのドライブにおいて、削除されたファイル名が MS-DOS ファ
イル名である場合、ファイル名の最初の一文字が 1 バイト文字である場合、2 バイ
ト文字である場合に、削除された最初の一文字の表示を手動で変更することができ
ます。自動判別を選択すると、どちらでも共通に用いることができます。ファイル
を復元した際に、ファイル名の最初の一文字がここで設定した文字になります。

デフォルトのサイズ
回収ファイルのファイルサイズを設定できます。回収ファイルとは、重度の損傷を
受けていて、MFT やディレクトリエントリ情報が喪失してしまい、データのみが残っ
ているファイルです。それらは、ファイルサイズが不明なため、デフォルトのサイズ
を臨時に使います。既定ではこの値は 1MB になっていますが、復元したいファイ
ルのサイズが 1MB よりも大きい場合には、より大きな値に変更してください。

削除データを表示
このオプションのチェックを外すと、削除ファイルや削除フォルダを表示しないで、
通常ファイルのみを表示します。削除データの復元が不要な場合にチェックを外し
てください。
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システムアイコンを使う
スキャン結果を Windows 上のエクスプローラのアイコンと同じタイプのアイコン
で表示します。このオプションのチェックを外すと、ファイルの状態を示す独自の内
部アイコンを使用します。内部アイコンはファイルシステムが FAT と NTFS の場
合で異なります。

FAT ファイルシステムの場合
「D」と表示される場合：損傷を受けたファイルは、破損があることを意味する「D」
と表示され、ステータスも「破損ファイル」となります。この場合には、復元が不
可能な場合が多いですが、ルートディレクトリ情報のみが破壊されているような場合
にも「破損ファイル」として表示されます。この場合、データは損傷を受けていな
いので復元できます。

「E」と表示される場合：上書きされたり、クラスタ値に異常があるファイルは、エ
ラーのあるファイルを意味する「E」と表示され、ステータスは、「D」と同じく「破
損ファイル」となります。復元の可否も、「D」と同様です。

「F」と表示される場合：断片化されたファイルは「F」と表示され、ステータスは「断
片化したファイル」となります。このファイルは部分的に破損している可能性がある
ために、たとえ復元したとしても読むことができない場合があります。

「C」と表示される場合：連続した固まりとして保存されている可能性の高いファ
イルは「C」と表示され、ステータスは「断片化していないファイル」となります。
このファイルはほとんどの場合データを復元でき、内容も正常に読むことができま
すが、丸ごと上書きされてしまった場合には復元できません。

NTFS ファイルシステムの場合
削除されたファイルのステータスは「削除ファイル」となり「D」と表示されます。
上書きされてしまっている場合や、断片化してしまっているファイル、連続している
ファイルなどの違いは NTFS では認識されません。NTFS では、断片化していても、
部分的に上書きされていても復元することが可能です。ただし、部分的に上書きさ
れてしまっている場合には復元したファイルを正常に開くことはできません。

回収ファイルに内容からファイル名を付加
回収ファイルのファイル名は通常 #12345.HTM などのクラスタ番号がつけられ
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ますが、HTML ファイルや Word ファイルなどでは、ファイル内のタイトルタグな
どを利用して便宜的なファイル名をつけます。

全クラスタから回収ファイルを検索
通常のクラスタスキャンはディレクトリエントリスキャンでファイルがないとみなさ
れたクラスタのみをスキャンします。しかし、ここにチェックを入れると、ディレクト
リエントリスキャンの結果に拠らず全クラスタからファイルを回収します。そのため
回収ファイルに検出されるファイルは、ルートディレクトリや削除ファイル等と重複
します。スキャン速度を減少させるので、必要がない場合にはチェックしないほう
がよいでしょう。なお、NTFSドライブでクラスタスキャンを行う際には、この設定
は無効です。

不良セクタを無視
FINALDATA は、スキャン中にハードディスク上の不良セクタを検知すると、その
セクタを無視するかどうか確認のダイアログを表示します。このオプションをチェッ
クしておけば、確認ダイアログを出さずに、自動的に不良セクタを無視します。

MPEG2ファイルのサイズを解析する
このオプションをチェックすると、スキャンに時間はかかりますが、クラスタスキャン
を行う際にMPEG2 動画ファイル（.MPG や .VOB）のファイルサイズを解析します。

スラック領域はクラスタスキャンしない
このオプションをチェックすると、スキャン時間は短くなりますが、回収ファイルに検
出されるファイル数が減ります。通常のデータ復元では、このオプションはチェック
したままで構いません。

【Eメールオプション】タブ
［E-mail オプション］では、メールの復元機能でメッセージを表示する際の条件を
変更できます。
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メッセージビューアでHTMLタグを非表示
メッセージ検出ウィンドウ内の検出されたメールボックス内にあるメールメッセージ
を表示する際に、HTMLタグを非表示にすることができます。このオプションのチェッ
クを外すと、HTML タグがメッセージ中に挿入された状態で表示されます。ただし、
メールが HTML 形式の場合のみこのオプションが有効になります。

【ファイルの種類】タブ（特定の拡張子を選択してスキャンする等）
［ファイルの種類オプション］では、クラスタスキャンの際に検索する回収ファイル
の種類を選択できます。

4.7.2 メールメッセージの復元をする

大部分のメールソフトには削除されたメッセージを復元する最後の機会として、削除
済みアイテムフォルダが用意されています。メッセージは、削除されると［削除済
みアイテム］フォルダに移動されて、必要に応じて復元できるようになっています。
しかしこのフォルダは、プログラムの終了時や、一定容量に達した場合などに、空
にされます。

一旦［削除済みアイテム］フォルダが空にされると、メールソフトでは、そこに入って
いたメッセージを元に戻すことはできなくなります。しかし、元のメッセージのデー
タがハードディスク上に残ったままであれば、FINALDATA で削除されたメールメッ
セージを検出し、復元することができます。
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メールの復元方法
1. 　［メールの復元］−［メールを探すディスクを開く］を選択します。

2. メールファイルが存在するドライブを選択するか、またはメールファイルのある
フォルダを指定するために画面右下のフォルダ選択アイコンをクリックするか、
または［検索するフォルダ］フィールドに直接フォルダの場所を入力します。

なお、標準的なインストールでは、各メールソフトのメールファイルは以下のフォル
ダの下にあります。

※ Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003/2007
【Windows 2000/XP/Server2003】

 ： C:¥Documents and Settings 
¥（ユーザ名）¥Local Settings 
¥Application Data¥Microsoft¥Outlook
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【Windows Vista/7/8/Server2008】
 ： C:¥Users¥（ユーザ名）¥AppData 

¥Local¥Microsoft¥Outlook

※ Microsoft Outlook 2010
【Windows XP/Server 2003】

 ： C:¥Documents and Settings¥（ユーザ名） 
¥My Documents￥Outlook データ

【Windows Vista/7/8/10/Server 2008】
 ： C:¥Users¥（ユーザ名）¥Documents 

￥Outlook データ

※ Microsoft Outlook Express5.x/6.x
【Windows 2000/XP/Server2003】

 ： C:¥Documents and Settings¥（ユーザ名）
¥Local Settings¥Application Data 
¥Identities

※ Netscape Messenger 4 ： C:¥Program Files¥Netscape

※ Netscape Mail 6/7
【Windows 2000/XP】 ： C:¥Documents and Settings 

¥（ユーザ名）¥Application Data¥Mozilla
【Windows Vista/7】 ： C:¥Users¥（ユーザ名）¥AppData 

¥Roming¥Mozilla

※ Mozilla Thunderbird 1.5 以降
【Windows 2000/XP】 ： C:¥Documents and Settings 

¥（ユーザ名）¥Application Data 
¥Thunderbird

【Windows Vista/7/8/10】 ： C:¥Users¥（ユーザ名）¥AppData 
¥Roming¥Thunderbird

※ Eudora 1 ： C:¥Eudora

※ Eudora 3 ：C:¥Program Files¥Qualcomm¥Eudora

※ Eudora 5/6
・シングルユーザモード ： C:¥Program Files¥Qualcomm¥Eudora
・マルチユーザモード
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【Windows 2000/XP】 ： C:¥Documents and Settings 
¥（ユーザ名）¥Application Data 
¥Qualcomm¥Eudora

※ Eudora 7
・シングルユーザモード ： C:¥Program Files¥Eudora
・マルチユーザモード
【Windows 2000/XP】 ： C:¥Documents and Settings 

¥（ユーザ名）¥Application Data 
¥Qualcomm¥Eudora

※ Becky! Internet Mail ： C:¥Becky!

※ AL-Mail ： C:¥Program Files¥AL-Mail

※ Windows（Live）メール ：  C:¥Users¥（ユーザ名）¥AppData¥ 
Local¥Microsoft¥Windows（Live）Mail

フォルダ選択アイコンをクリックした場合、メールボックスフォルダ設定画面が開き
ます。

フォルダを選択した後、［OK］をクリックしてください。
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ドライブ選択画面の［フォルダ名］フィールドに選択したフォルダ名が表示されてい
ることを確認します。メールファイルがどのフォルダにあるか正確にわからない場合
は、ドライブを選択するにとどめてください。

3. 　［選択］をクリックします。選択したドライブ、またはフォルダのディレクトリエン
トリスキャンが始まります。

4. スキャン対象のドライブのフォーマットが NTFS の場合、続いて削除されたメー
ルボックスの検索が実行されます。

5. フォーマットを行ってしまった場合や、ごみ箱を空にした場合や、フォルダの圧縮
を行う以前のメールボックスを探すような場合などには、更にクラスタスキャン
を実施します。ディレクトリエントリスキャンや削除されたメールボックスの検索
だけでは見つからなかったメッセージでも、クラスタスキャンまで行うことで見つ
け出せる場合があります。
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注意事項  クラスタスキャン実行中に表示される「残り時間」は、あくまでも目安
に過ぎません。スキャン途中で Mozilla Thunderbird や Eudora のファイル
を発見した場合、ファイルを一旦読込んでファイル分析を行ってファイルサイズを
計算するため、スキャン中に表示される残り時間が増減する場合があります。

6. クラスタスキャンが完了し、メールボックスファイルが見つかると、メールソフ
ト毎のフォルダに分類されます。フォルダは画面の左側のウィンドウ内に、そ
れぞれ「Outlook Express」、「MS Outlook」、「Outlook Express 4.0」、

「Thunderbird」、「Eudora Mail」、「AL-Mail」、「Becky!」、「Windows 
Mail」という名前で表示されます。（該当するメールボックスファイルが検出さ
れなければ、フォルダは形成されません。）

※ Outlook Express 5.x および 6.0 のメールボックスファイルは Outlook 
Express フォルダに見つかります。メールボックスのファイル名は *.dbx です。
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※ Outlook Express 4.x またはそれより前のバージョンのファイルは Outlook 
Express 4.0 フォルダに見つかります。メールボックスのファイル名は *.mbx 
です。

※ Netscape Mail/Messenger は、Thunderbird フォルダに検出されます。

※ Outlook Express は個々のメールメッセージを別々のファイルに保存する機能
があります。その場合、これらのファイルは ".eml" のファイル拡張子で保存さ
れます。".eml" 拡張子で保存されたファイルは、Windows Mail フォルダに検
出されます。

※ AL-Mail、Becky!、Windows（Live）メールは、メールファイルのあるフォ
ルダごとに表示されます。クラスタ値は見つかった順番になっております。

7. メールボックスファイルのスキャンが完了した後、メールボックスファイルを右ク
リックし、［メッセージの検出］を選択します。または［メールの復元］メニュー
から［メールメッセージの復元］を選択します。すると、メールボックス内のメッ
セージが検出されます。

※  復元したいメッセージが他のデータによって部分的にでも上書きされた場合や、
断片化していた場合、メールボックスを開いてもメッセージが表示されなかった
り、件名などが正常に読めない場合があります。
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8. 検出されたメッセージ一覧のうちから、復元したいメッセージの内容を確認する
場合には、そのメッセージを選択すれば画面の下半分に表示されますが、詳細
情報を見るにはメッセージをダブルクリックするか、右クリックしてポップアップし
たメニューの「メッセージ表示」を押すか、［メッセージ表示］ボタンを押してく
ださい。

※ テキストと HTML とで送信されたメッセージは、メッセージが二重に表示される
こともあります。

※ メッセージがご使用の OS でサポートされない文字コードを使用している場合、
文字化けした状態で表示されます。

※ 1 つのメールについてビューアで表示できるのは 50KB までです。メールサイ
ズが 50KB よりも大きい場合は、メッセージを復元した後でご覧下さい。

9. メッセージに添付されていたファイルを保存するには、検出されたメッセージ一
覧のうちから保存したい添付ファイルがあるメッセージを右クリックしてポップ
アップしたメニューの「添付ファイルの保存」を選ぶか、［添付ファイルの保存］
アイコンを押すか、［ファイル（F）］メニューから［添付ファイルの保存（A）］を
選択することで保存することができます。または、メッセージ表示を選択するこ
とで表示されたメッセージビューア上で［添付ファイルを保存］ボタンを押して
ください。
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 添付ファイルの保存を押すと、保存先のフォルダを指定する画面が出てきます
ので、指定した上で［保存（S）］ボタンを押してください。

10. 検出されたメッセージ一覧のうちから、復元したいメッセージを選択して［メッ
セージ復元］ボタンを押します。復元先のフォルダを決めて、［OK］ボタンを
クリックします。復元されたファイルの名称は、送信者名+送信日付.emlになっ
ています。

※ これらの復元した EML ファイルは、エクスプローラからダブルクリックするこ
とで Outlook Express や Windows（Live）メールで内容を表示できます。
あるいは、Outlook Express や Windows（Live）メールの「ローカルフォ
ルダ」に新規フォルダを作ってから、そのフォルダに復元したメッセージを選択
してドラッグすることでインポートもできます。既存のフォルダにドラッグすれ
ば、既存のフォルダにインポートできます。
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 なお、復元したいメッセージが含まれるドライブへの書き込み操作は禁止され
ています。復元メッセージは必ず、一旦別のドライブに書き込んで復元してく
ださい。

 注意事項  ドライブが 1 つしかない場合（Cドライブのみなど）には、別途、
復元用のディスクをあらかじめご用意してから作業を行ってください（フロッ
ピーディスク、USB フラッシュメモリ、SCSI や USB のハードディスクな
ど）。ネットワーク環境がある場合、メッセージの復元先の指定にネットワー
クで共有されている別のマシンの共有ドライブを選択することも可能です。

注意事項  メールソフトの種類によって、以下の違いがあります。

Microsoft Outlook Express の場合：
・ メッセージ削除後のファイルは、フォルダの圧縮（コンパクト / 最適化）する前は

ヘッダのみが削除されてメッセージは残っていますが、圧縮後はもともとのファイ
ルが削除されて新しいファイルが生成されます。フォルダの圧縮後にメッセージ
を復元するには、クラスタスキャンを実行し、検出された削除済みアイテムを見
る必要があります。

・ メールボックスのファイルがオプションによって指定された条件を満たすと、自動
的にフォルダの圧縮を行います。ここでの圧縮とは、圧縮アルゴリズムを用いる
のではなく、元のファイルを破棄し削除されたメッセージをファイルから除いた上
で、新たなファイルとして構成しなおすことを指します。このため、圧縮以前のメー
ルボックスはディレクトリエントリスキャンや削除されたメールボックスの検索だけ
では検出できず、クラスタスキャンまで行う必要があります。このメールボックス
の圧縮のタイミングは、Windows が起動された時、新しいメッセージが入って
きた時、コンパクトメニューを選択した時、指定されたデータサイズになった時な
どに実行されます。削除済みアイテムを空にした場合にも、1 分程度経つとこの
圧縮が実行されます。

・ Hotmail をご使用の場合、フォーマット後にはファイル名に冠されている
「Hotmail -」の部分が失われます。例えば、「Hotmail - MSN 告知 .dbx」と
いったメールボックスは、「MSN 告知 .dbx」になります。
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Thunderbird や Netscape Mail/Messenger の場合：
・ ごみ箱に捨てたメールを選択して削除してもごみ箱（Trash）に削除したメール

を見つけることができますが、「ファイル」-「ごみ箱を空にする」を用いた場合
にはフォルダが圧縮され、もともとのファイルは削除されて新しいファイルが生
成されます。この場合、Outlook Express と同様に、ディレクトリエントリスキャ
ンや削除されたメールボックスの検索だけでは失われたメッセージを検出できま
せん。ディスク上に残っていれば、クラスタスキャンまで行うことで検出できる
可能性があります。

Eudora Mail の場合：
・ メール受信時に添付ファイルをメッセージとは別に保存するため、添付ファイルを

メールと共に復元することはできません。ビューアで表示すると、添付ファイル
が受信時に保存されていたフォルダのパスをメッセージ中に表示します。フォー
マットやフォルダの削除がなされた場合には、この添付ファイルが保存されている
フォルダも消失していますので、それらの復元にはファイルの復元が必要になり
ます。

・ 添付ファイルつきメールが分割送信されてきた場合には、個々のメッセージに添
付ファイルのデータが含まれています。各々のメッセージを復元した後、製品版
の Eudora で操作することによって、添付ファイルを取り出せる場合があります。

・  Eudora 1/3/5 では、メッセージを削除すると、もともとのファイルは削除され
て新しいファイルが生成されますので、ディレクトリエントリスキャンや削除され
たメールボックスの検索、またはクラスタスキャンで検出されたファイルからメッ
セージを検出してください。Eudora 6/7 では、メッセージを削除すると、自動
的に in.mbx.001 などのバックアップファイルが生成されるので、そこからの復
元も可能です。

AL-Mail の場合：
・ 添付ファイルのみを削除した場合、ディレクトリエントリスキャンや削除されたメー

ルボックスの検索で「削除済み」フォルダに元のメッセージが見つかります。そ
れをメッセージビューアで開くと、添付してあったファイルを復元できます。元の
メッセージが「削除済み」フォルダに見つからない場合は、クラスタスキャンま
で行って「削除済み」フォルダを参照してください。それでも見つからない場合
には、既に別のデータで上書きされていますので、添付ファイルを復元できませ
ん。
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・ FAT フォーマットのドライブ上では、ディレクトリエントリスキャンのみでは
AL-Mail の削除メッセージを全部は検出できず、クラスタスキャンまで行う必要
があります。

・ NTFS フォーマットを行ったドライブ上では、AL-Mail はクラスタスキャンまで行っ
ても全部は検出できない場合があります。

・ AL-Mail 上で「名前をつけて保存」したファイルは、Thunderbird のフォルダ
にメールボックスとして検出されます。

Becky! Internet Mail の場合：
・ Becky! のメールデータの拡張子は、Ver.1 では mbx です。Ver.2 では、bmf

のほか、バックアップである bmf.bak ファイルや、bkl ファイル、bks ファイル、
また一時的に作成されて削除される tmp ファイルなどが検出されます。

・ Becky! Ver.1 では、メール受信時に添付ファイルをメッセージとは別に保存す
るため、添付ファイルをメールと共に復元することはできません。添付ファイル
のあったメールをビューアで表示すると、添付ファイルが受信時に保存されてい
たフォルダのパスをメッセージ中に表示します。フォルダの削除やドライブのフォー
マットがなされた場合には、この添付ファイルが保存されているフォルダも消失し
ていますので、添付ファイルの復元にはファイルの復元が必要になります。

注意事項  IMAP サーバにメッセージが保存されている場合、ローカルのマシン
にダウンロード されていないメッセージを本製品で復元することはできません。
本製品の検索・復元 対象はローカルのディスク上のデータであるためです。この
ため、IMAP サーバを使用 している場合はサポート対象外とさせていただきます。
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4.7.3 ファイルのダンプ表示

［ファイルのダンプ表示］は、16 進数コードでファイルを表示（ダンプ）します。
この機能は、ファイルを分析する時に役立ちます。

スキャン結果画面から、ファイルのダンプ表示で表示したいファイルを選んで［ツー
ル］-［ファイルのダンプ表示］を選択するか、またはツールバーから（ ）アイコ
ンをクリックします。または、ファイルのダンプ表示で表示したいファイルを右クリッ
クして［ファイルのダンプ表示］を選択することでファイルのダンプ表示を実行でき
ます。

［ファイルのダンプ表示］を使うと、ファイルのヘッダ情報が破損していても内容を
確認することができます。さらに、ドキュメント・ファイル（DOC/TXT）などで、
復元しても損傷のためにファイルを開くことができないデータについて、正常なデー
タの有無を見るために使用することもできます。Word ファイル（DOC）の内容を
見るには、文字コードを UNICODE モードにしてみてください。通常のテキストファ
イルの場合は漢字モードにしてください。
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ビューア上で内容をドラッグし、右マウスボタンをクリックすると、コピーメニューが
表示されます。

16 進コードでコピー：16 進数の値に対応する文字をコピーします。文字でない
16 進数の値は「.」（ドット）になります。

文字列をコピー：表示されている文字コードに対応した文字列をコピーします。文
字数を指定することによって、指定した文字数以下の行をコピーしないようにするこ
ともできます。

ファイルのダンプ表示から文字列を検索
ファイルのダンプ表示画面で［検索（F）］ボタンを押すと検索画面が開きます。こ
こで、選択されたファイル上から探したい文字列を検索することができます。

テキスト：検索したい文字列を入力してください。

16 進：入力された文字列の 16 進数の値を表示します。

不一致パターンを検索：入力された文字列を含んでいない個所を検索します。

オフセット位置より検索：0 〜 511 の数値を入力します。指定した位置に指定した
文字列があるセクタを検索します。（1 セクタは 512 バイトです。）

大文字・小文字を区別しない：入力された文字列がアルファベットの場合、大文字
/ 小文字を区別しません。
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ASCII コード / UNICODE：入力した文字列を検索リストに追加する際、ASCIIコー
ドとして追加するか、UNICODE として追加するか選択します。

検索リストに追加 / 検索リストの更新：上記で設定した内容を検索対象としてリスト
に追加 / 変更します。

削除：検索リスト上で選択した項目を削除します。

検索する方向：検索する方向を指定します。カーソルのある位置から上（前）へ検
索するか、下（後）へ検索するかを指定します。

文字列を検索する手順は以下の通りです。

1. 　［テキスト］に検索したい文字列を入力してください。対応する 16 進数の値が
表示されます。（反対に 16 進数の値を入力すれば、対応する文字列が［テキス
ト］に表示されます。）

2. 各オプション（不一致パターンを検索、オフセット位置より検索、大文字・小文
字を区別しない）で条件を設定し［検索リストに追加］ボタンをクリックします。
複数の条件を設定した場合、いずれかの条件を満たすものを検索します。

3. 　［次を検索］ボタンを押すと、条件にあった個所を検索していきます。検索中は
プログレスバーが表示され、カレントセクタが表示されます。該当する個所が見
つかると検索が中断されますので、ファイルのダンプ表示の画面上で確認してく
ださい。
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4. 検索を中断するためには［中止］ボタンをクリックしてください。検索を終了し
たい場合は［終了］ボタンをクリックしてください。

必要な文字列を見つけられずに検索が完了した場合には、「検索は完了しました。」
というメッセージが表示されます。

4.7.4 ディスクのダンプ表示

ディスクのダンプ表示はドライブ全体をセクタ単位で表示することができます。
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※ 物理ドライブから特定のパーティションを開いているときは、その物理ドライブ
の全セクタが表示されますが、クラスタの値は選択したパーティションと等しくな
ります。

ビューア上で内容をドラッグし、右マウスボタンをクリックすると、コピーメニューが
表示されます。

16 進コードでコピー：16 進数の値に対応する文字をコピーします。文字でない
16 進数の値は「.」（ドット）になります。

文字列をコピー：表示されている文字コードに対応した文字列をコピーします。文
字数を指定することによって、指定した文字数以下の行をコピーしないようにするこ
ともできます。
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ディスクのダンプ表示から文字列を検索
［ディスクのダンプ表示］上で、ドライブ全体から探したい文字列を検索することが
できます。

テキスト：検索したい文字列を入力してください。

16 進：入力された文字列の 16 進数の値を表示します。

不一致パターンを検索：入力された文字列を含んでいない個所を検索します。

オフセット位置より検索：0 〜 511 の数値を入力します。指定した位置に指定した
文字列があるセクタを検索します。（1 セクタは 512 バイトです。）

大文字・小文字を区別しない：入力された文字列がアルファベットの場合、大文字
/ 小文字を区別しません。

ASCII コード / UNICODE：入力した文字列を検索リストに追加する際、ASCIIコー
ドとして追加するか、UNICODE として追加するか選択します。

検索リストに追加 / 検索リストの更新：上記で設定した内容を検索対象としてリスト
に追加 / 変更します。

削除：検索リスト上で選択した項目を削除します。

検索する方向：検索する方向を指定します。カーソルのある位置から上（前）へ検
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索するか、下（後）へ検索するかを指定します。

文字列検索の手順

1. 　［テキスト］に検索したい文字列を入力してください。対応する 16 進数の値が
表示されます。（反対に 16 進数の値を入力すれば、対応する文字列が［テキス
ト］に表示されます。）

2. 各オプション（不一致パターンを検索、オフセット位置より検索、大文字・小文
字を区別しない）で条件を設定し［検索リストに追加］ボタンをクリックします。
複数の条件を設定した場合、いずれかの条件を満たすものを検索します。

3. 　［次を検索］ボタンを押すと、条件にあった個所を検索していきます。検索中はプ
ログレスバーが表示され、カレントセクタが表示されます。該当する個所が見つ
かると検索が中断されますので、ディスクのダンプ表示の画面上で確認してくださ
い。

4. 検索を中断するためには［中止］ボタンをクリックしてください。検索を終了し
たい場合は［終了］ボタンをクリックしてください。
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必要な文字列を見つけられずに検索が完了した場合には、「検索は完了しました。」
というメッセージが表示されます。

4.7.5 ドライブのセクタイメージの作成と保存

［ツール］-［セクタの保存］を用いると、先頭から任意の位置のセクタまでをイメー
ジファイルとして書き出して保存することができます。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イメージを取っておくことが可能です。

注意事項  ファイルシステムの制限上、FAT16 では 2GB、FAT32 では 4GB
までのファイルしか作成できません。イメージファイルのサイズがそれより大きい
場合は、イメージファイルの保存先として NTFSドライブを選択する必要があり
ます。また、イメージファイルはスキャンしたドライブと同じドライブには保存でき
ません。
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ドライブ全体のイメージの作成手順
1. 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（クラスタスキャンはキャ

ンセル可能です）。

2. メニューから［ツール］−［セクタの保存］を選択します。

3. イメージを保存するファイル名を指定します。

4. 　［セクタの保存］をクリックします。

イメージファイルをとっておくことで、たとえばトラブル発生時から日時が経過した
後でデータ復元を試みるなどの場合に、より確実なデータ復元が可能になります。
書き出しておいたイメージファイルは、［ツール］-［保存セクタファイルの読込み］
を用いて読込んで、スキャンを実施することができます。イメージファイルを作成し
た時点で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、後になっ
てからでも復元できる可能性が高くなります。

※ セクタイメージは、作成時に自動的に圧縮を行っています。そのため、ドライブ
全体のイメージを作成すると、元々のドライブのサイズよりも多少小さなサイズ
になります。

保存したイメージの読込み手順
1. メニューから［ツール］−［保存セクタファイルの読込み］を選択します。

2. 保存したイメージのファイル名を選択します。

3. イメージ内にあるパーティションが一つ表示されますので、選択して［OK］ボ
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タンを押します。

4. 削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリス
キャン）が始まります。

5. 任意でクラスタスキャンを実行します。スキャンが完了すると、イメージを作成
した時点のスキャン結果が表示されます。この状態で、復元やファイルの検索
が実行できますので、目的のファイルを復元してください。

※ セクタイメージの読込みは、圧縮を展開しながら行われます。そのため、元々の
ドライブを直接にスキャンする場合よりも多少時間が掛かります。

注意事項  セクタイメージを保存する際にフォーマットとして「Hex text」を選
択できますが、このフォーマットで保存されたセクタイメージは読み込むことがで
きません。このフォーマットはデータの確認に用いるためのものです。

4.7.6 セクタ単位のスキャンをする

パーティションが検出できなかった物理ドライブにおいて、セクタスキャンを実行す
るとパーティション構造を無視してデータをスキャンすることができます。

1． ドライブ選択の画面で、スキャンする物理ドライブを選び［セクタスキャンを実行］
をクリックします。
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2． セクタスキャンを実行する範囲を聞いてきますので、範囲を決定して［OK］を
クリックします。

ワンポイントアドバイス  セクタスキャンは、SD カードや USB メモリー等には
有効ですが、ハードディスクに対して実行すると非常に時間がかかります。ハード
ディスクの場合は、スキャンの範囲を 1/10 以下に絞った上で実行なさることを
お勧めします。

3. セクタスキャンが実行されます。スキャン中はいつでもスキャンをキャンセルす
ることができますが、表示される結果はキャンセルするまでの結果になります。
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4. セクタスキャンが完了すると、スキャン結果が表示されます。復元したいファイ
ルを選んで、データを復元します。
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4.7.7 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、クラスタ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回収ファイルには何も見つかりません。

注意事項  「保存セクタイメージの読込み」からセクタイメージを読込んでスキャ
ンした結果もスキャン結果ファイルとして保存できてしまいますが、「保存セクタ
イメージの読込み」からセクタイメージを読込んだ場合はスキャン結果ファイルを
読込んで利用することはできません。

■ 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。

2． スキャン結果ファイルを保存する場所を指定する画面が開きますので、保存先
を選び、ファイル名を入力して［保存］をクリックしてください。
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■ 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。

2． ドライブ選択の画面になります。スキャンしたドライブを選択した後、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。

スキャン結果ファイルの読込み画面が開きます。過去にスキャンした結果ファイル（拡
張子 SCF）を選択してください。ただし、スキャンした時とは別のドライブを選ん
でいる場合には、エラーメッセージが表示されます。

※ 物理ドライブをスキャンして検出されたパーティションにおいてスキャン結果ファ
イルの保存を行った場合も、読み込む際に同じパーティションを選択する必要が
あります。スキャン結果ファイルを指定した後に［形式を選択］をクリックして
物理ドライブのスキャンを行い、検出されたパーティションから適切なパーティ
ションを選択してください。
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4.7.8 NTFS 圧縮・暗号化ファイルの復元

ドライブのファイルシステムが NTFS の場合、Windows NT/2000/XP/
Server2003/Vista/Server2008/7/8/10 ではファイルやフォルダのプ
ロパティで圧縮オプションを選ぶことができます。また Windows 2000/XP/
Server2003/Vista/Server2008/7/8/10 でファイルシステムが NTFS の
場合、同様に暗号化のオプションを選ぶことができます。このオプションをチェック
してあると、データは圧縮化、暗号化されています。このようなデータが喪失し
FINALDATA で復元した場合は、以下のようになります。

圧縮オプション
復元先のファイルシステムによらず、自動的に圧縮を展開して復元します。

暗号化オプション
復元先のドライブのファイルシステムが FAT の場合、FAT には暗号化オプションが
ないのでサイズ0のファイルが復元されます。一方NTFSの場合は、暗号化オプショ
ンがチェックされた状態で復元され、その復元されたファイルは通常の暗号化され
たファイルと同様に扱えます。ただし、暗号化されたデータを復号できるのは、そ
のデータを暗号化したのと同じアカウントであるか、Windows の回復エージェント
であるか、予めファイルを復号できるように証明書とプライベートキーをエクスポー
トしておいたものをインポートしたアカウントに限られます。詳しくは、Microsoft
のウェブサイトをご参照ください。

なお、暗号化ファイルを含んだドライブがフォーマットされた場合、フォーマット時に
復号化のための EFS 情報が上書きされて消えてしまった暗号化ファイルは、NTFS
ドライブに復元してもサイズ 0 のファイルとなり、復号化できません。
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4.7.9  Windows2000/XP/Server2003/Vista/
Server2008/7/8/10 上で削除した 
FAT32 ファイルの復元

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7/8/10でFAT32
を使用している場合、削除前のクラスタ番号が 65535（16 進数で 0xFFFF）
よりも大きなファイルは、削除されるとクラスタ番号が変更されます。例えば、
クラスタ番号が 71427（16 進数で 0x00011703）であったファイルは、
FINALDATA で検出したときに上位のバイト（0x0001）が失われて 5891（16
進数で 0x00001703）と表示されることがあります。その場合、このファイル
をそのまま復元しても、正しくデータと結びついていないため正常には開けません。
そのような場合でも、FINALDATA ではクラスタ解析機能を用いることで元々の開
始クラスタを探すことができます。

元々の開始クラスタを探すには、以下のようにします。

1. 正しくない開始クラスタを持ったファイルを選択します。（このファイルをそのま
ま復元しても、アプリケーションから正常に開くことができないファイルとなりま
す。）
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2. 　［ツール］-［ファイルの開始クラスタを検索］を選択すると、適切な開始クラ
スタに修正されます。（修正の必要がない場合や修正できないものについては、
クラスタ番号は変化しません。）

3. 適切に修正された場合には詳細結果表示でクラスタ番号が変わります。あとは
一般的なファイル復元の手続きにしたがってください。

※ この現象は、Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7/ 
8/10 上で FAT32 を用いてフォーマットされたドライブから削除したファイル
にのみ当てはまりますが、多くの場合開始クラスタ位置は自動的に検出されま
す。正しく復元できなかった場合に、開始クラスタ位置の検出を行ってください。
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4.7.10 RAID ボリュームの復元をする

RAID を仮想的に再構築し、RAID ボリュームからのデータ復元を実行します。
1． ［ファイル (F)］-［RAID ボリュームを開く］を選択します。

［RAID ボリュームを自動で開く］を選択すると、接続されているハードディスク情
報から自動的に RAID ボリュームを再構築します。

RAID ボリュームが自動で再構築されなかった場合は、［RAID ボリュームを手動で
開く］を選択し、手動で RAID ボリュームを再構築することができます。
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2. RAID ボリュームの RAID の種類を選択します。

3.  RAID ボリュームのストリップサイズを選択します。

※ストリップサイズが実際と異なる場合は、正しくスキャンが行われません。
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4. RAID ディスクをディスク台数分 ［追加］してください。（セクタ範囲を指定して、
［範囲の追加］により追加することもできます。）

5. すべての RAID ディスクを追加したら、［OK］をクリックします。（パーティショ
ンを検出するには、［ドライブを検出］をクリックします。）

※ RAID 5 の場合、故障した RAID ディスクを選択し、［OK］をクリックすると、スキャ
ンが開始されます。

この後の復元作業は、［高度なデータ復元手順］と同様になります。
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5 USB メモリ起動での復元方法

■　5.1 概要

Windows が起動しなくなってしまった場合、別途ハードディスクを用意し、
Windows と FINALDATA をインストール、ファイルの復元を行うというのが、従
来の方法でした。USB メモリから起動する FINALDATA を用いれば、もう少し手
軽に復元を試みることができます。

USB メモリ起動は Windows PE をベースにしており、Windows 版の「高度な
復元」と同じ画面構成となっておりますが、一部の機能が限定されています。

・ 復元するファイルのプレビューで、表示できないファイルがあります。
・ フォルダ、およびファイル名の入力文字として、日本語文字が入力できません。
・ ヘルプの表示ができません。

■　5.2 操作手順

1. コンピュータの電源を入れ、USB メモリから起動するように設定を変更します。
 ESC キー、F12 キーなどで、一時的に USB メモリから起動するよう変更でき

る機種もあります。詳しくは、お使いのコンピュータのマニュアルをご確認くだ
さい。「セットアップユーティリティ」「BIOS の設定画面」「Setup」という項目
で説明してあることが多いようです。USB メモリからの起動方法が記載されて
いない場合でも、リムーバブルディスクの使い方として説明されていることがあ
ります。
※ USB メモリから起動するための、BIOS の設定変更がわからない場合は、お

使いのコンピュータのメーカーにお問合せください。
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2. USB ポートにファイナルデータ USB メモリを挿入し、コンピュータを起動させ
ます。

3. しばらく待つとメニュー画面が表示されます。

4. Windows PE が標準でサポートしていないデバイスのドライバーを追加するに
は、[ドライバーを追加 ] をクリックして、ドライバーを追加してください。

5. メニュー画面で [FINALDATA を実行 ] をクリックすると、シリアル番号の入力
画面が表示されます。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。

※  UEFIの場合、セキュアブートをOFFにしてから起動してください。ファイナルデー
タ USB はセキュアブートには対応していません。

　 セキュアブートの設定方法については、お持ちの PC の取扱説明書等をご参照く
ださい。

 FINALDATA が起動しますので、「高度なデータ復元手順」を参照して作業を
進めてください。
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付録１　いろいろなケースのデータ復元法

■ 1.1 ゴミ箱を空にした場合

以下に記載する方法は、高度な復元手順によるものです。4. 高度な復元手順の必
要箇所もご参照下さい。

ゴミ箱を空にしたり、［Shift］キーを押しながらファイルを削除した場合、そのファ
イルはゴミ箱にはなく、削除されています。ネットワーク共有で別のユーザによって
削除されたファイルもゴミ箱を経由せず削除されます。Windows は、これらのファ
イルを復元する機能を持っていません。

ゴミ箱を空にしただけならば、ファイルを復元できる十分な可能性があります。
FINALDATA の削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクト
リエントリスキャン）で、ゴミ箱を空にして消えたファイルが検出されます。（削除
されたファイルの検索やディレクトリエントリスキャンでは目的のファイルが検出でき
ない場合は、クラスタスキャンまで実施する必要があります。）

ゴミ箱を空にしただけの場合、以下のようにしてファイルを復元することができます。

1. 　［ファイル］-［開く］を選択して、［論理ドライブ］タブから失ったファイルを含
んでいたドライブを選択します。（4.1 復元したいドライブの選択する　参照）

2. 削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリス
キャン）の後に、クラスタスキャンを実行せずに、スキャンを終了してください（検
索するクラスタ範囲のダイアログ・ボックスが表示されたら、［キャンセル］をクリッ
クします）。

3. 復元したいファイルを選択して、［ファイル］-［復元］を選択するか、選択されたファ
イル上で右クリックして［復元］をクリックし、復元先のドライブを指定して復元
します。



96

■ 1.2 ディスクをフォーマットしてしまった場合

以下に記載する方法は、高度な復元手順によるものです。4. 高度な復元手順の必
要箇所もご参照下さい。

ディスクをフォーマットした場合には、削除されたファイルの検索（FAT ファイルシ
ステムではディレクトリエントリスキャン）だけではなく、さらにクラスタスキャンを
実行する必要があります。

1. 　［ファイル］-［開く］でフォーマットした論理ドライブを選択します。

2. 削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリス
キャン）とクラスタスキャンを実行します。結果表示ウィンドウの左側の、［回収
ディレクトリ］と［回収ファイル］の中に検出されたフォルダやファイルが表示さ
れます。

3. 復元したいファイルを選んで、元々あったドライブとは別のドライブに復元してく
ださい。

注意事項  FINALDATA は、通常フォーマットやクイックフォーマットでフォーマッ
トされたハードディスクや USB メモリなどのメディアから、データを復元するこ
とができます。しかし、Windows Vista/Server2008/7/8/10 において
ハードディスクの通常フォーマットを行うと、全セクタ「0」で書き込まれるため
復元できなくなります。また、フロッピーディスクに関しては、他のメディアとは
異なる通常フォーマットの方式が採られているため、通常フォーマットを実行した
後はすべてのデータが復元できなくなります。詳細は「FAQ」（P.108）をご
参照ください。
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■ 1.3  ウイルスによってファイルサイズを 
変更された場合

以下に記載する方法は、高度な復元手順によるものです。4. 高度な復元手順の必
要箇所もご参照下さい。

Worm.ExploreZIPのようなウイルスに感染したファイルをWindowsエクスプロー
ラで表示すると、それらのファイルサイズは「0」に変更されてしまっています。ファ
イルサイズが 0 であるためにシステムは十分なメモリを要求することができず、こ
れらのファイルを開くことはできません。このような場合には下記の手順を利用して、
復元することができます。

1. 　［ファイル］-［開く］で問題のファイルを含むドライブを選択します。

2. 削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリス
キャン）や、クラスタスキャンによって被害を受けたフォルダやファイルが検出
されます。

3. ファイルサイズを復元したいファイルを選択して、［ファイル］-［ファイル情報］
を選んでください。または、ファイル選択後に右クリックして、ポップアップメ
ニューから［ファイル情報］を選んでください。

4. 　［サイズ］で元のファイルサイズより十分に大きなサイズに変更してください。

5. このファイルを復元してください。

6. 復元後にそのファイルに対応したアプリケーションでファイルをいったん開いて
保存してください。そうすれば、正しいサイズが復元されます。
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FINALDATA は、クラスタスキャン時にファイルサイズの情報が失われている
［.DOC］、［.XLS］、［.PPT］、［.JPG］、［.BMP］などのファイルサイズを解析し
て計算できるようになっています。しかし、データが破損していたり断片化している
などのために元のファイルサイズを計算することができない場合、［ファイル］-［設
定］の［ファイルの一覧］タブで設定できるデフォルトのファイルサイズを割り当て
るようになっています。

※  単にファイルサイズを変更するだけでなく、データ部分を書きかえるなどの行為
を行うウイルスの被害には対応いたしません。

■ 1.4  別のファイルシステムでハードディスク
がフォーマットされた場合

以下に記載する方法は、高度な復元手順によるものです。4. 高度な復元手順の必
要箇所もご参照下さい。

別のファイルシステムでハードディスクがフォーマットされたり、FDISK や管理ツー
ルの「ディスクの管理」でパーティションが削除されて異なるファイルシステムで再
フォーマットした場合には、次の手順でデータを復元することができます。

1. 　［ファイル］-［開く］を選んで［物理ドライブ］タブを開き、復元したいデータ
を含むハードディスクを選びます。

2. 　［形式を検出（F）］を選択して、形式の検出を行うセクタ範囲を入力します。た
とえば、40GB のハードディスクで、10GB、10GB、20GB に分かれていた
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うちの 2 番目のパーティションを探したいのであれば、開始位置を全体の 1/4
の手前付近に、終了位置を全体の 1/2 の付近に設定してください。

3. 　［OK］ボタンを押すとフォーマット形式を検出するスキャンが始まります。ディス
クのサイズによっては非常に時間が掛かりますので、検索を行うセクタ範囲の指
定時に予め検索範囲を複数に分割して作業を行ってください。

なお、検索の途中で［キャンセル］ボタンを押した場合、「形式を検出」画面に表
示されていたセクタに至るまでに検出された仮想的なパーティション情報の一覧が
表示されます。

4. 検索が終了すると、ボリューム名、FAT16、FAT32、NTFS などのフォーマッ
ト形式の種類、開始セクタ、サイズの情報が一覧表示されます。ボリューム名
が「FOUND」というパーティションは、ブートセクタの情報は見つかりません
でしたが、FINALDATA がセクタを分析して検出したものです。フォーマットの
種類が不明な場合には「NONE」と表示されます。

5. 検出されたパーティションを選択して［OK］ボタンをクリックすると、そのパー
ティションに対して、正常なドライブと同じように削除されたファイルの検索（FAT
ファイルシステムではディレクトリエントリスキャン）が始まります。
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注意事項  選択した仮想的なパーティションに復元したいデータが含まれていな
かった場合には、別の仮想的なパーティションをもう一度選択して作業を繰り返す
必要があります。一覧表示されている情報のうち、特に開始セクタの情報はメモ
をとっておき、もう一度仮想的なパーティションを選択する際に 2. の形式の検出
を行うセクタ範囲の開始セクタに入力してください。FOUND の場合、表示され
ている開始セクタ自体にはパーティション情報が含まれませんので、その値の少し
手前の値を開始セクタに入力してください。（例えば、FOUND の開始セクタが
26779 の場合、20000 を検索するセクタ範囲の開始セクタに入力してみてく
ださい。）

6. 削除されたファイルの検索（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリス
キャン）で見つかるファイルは［削除ディレクトリ］または［削除ファイル］に、
クラスタスキャンで見つかるファイルは［回収ディレクトリ］または［回収ファイル］
にリストアップされます。

注意事項  ここで検出結果に希望するファイルや、それと同時期に利用していたファ
イルやフォルダがまったく存在せず、見覚えのないファイルばかりが見つかった場
合は、別のパーティションを検索する必要があります。手順 1 から繰り返します。

7. ファイルの復元の際には、元とは別のドライブに復元してください。
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■ 1.5 ドライブが認識できない場合（物理ドライブ）

以下に記載する方法は、高度な復元手順によるものです。4. 高度な復元手順の必
要箇所もご参照下さい。

ウイルスに感染したり、パーティション情報が FDISK や管理ツールの「ディスクの
管理」で削除されたりしたためにドライブが認識できない場合には、データを復元
するために下記手順を利用してください。

［ファイル］-［開く］を選び、［物理ドライブ］タブを選択して、認識できなくなっ
ているドライブを含んでいるハードディスクを選んでください。［論理ドライブ］タブ
には、復元したいドライブは表示されていないでしょう。

［OK］ボタンをクリックすると、パーティション検出が始まります。

A）復元したいデータのあるパーティションが検出される場合
「パーティション検出」で元のパーティションが検出される場合は、それをもとにデー
タの復元を試みることができます。

たとえば、パーティションが管理ツールの「ディスクの管理」で削除されてしまった
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場合でも、新規にパーティションが割り当てられる前であれば、ここで対象のパーティ
ションを検出できるでしょう。更に、ディスクが多数のパーティションを持っており、
MBR（マスターブートレコード）が破損している場合にも、パーティション情報が破
損されていなければ、「パーティション検出」でデータの復元作業が可能になります。

検出されたパーティションの中から復元したいパーティションを選択して［OK］ボ
タンをクリックしてください。正常なドライブと同じように削除されたファイルの検索

（FAT ファイルシステムではディレクトリエントリスキャン）が始まります。

注意事項  パーティション検出のプロセスは、パーティションそのものの復元ではなく、
そ の パ ー ティション 内 部 に あった デ ー タ を 復 元 す る た め の プ ロ セ ス で す。
FINALDATA は失われたパーティションそのものを元通りにする作業は行いません。

B）復元したいデータのあるパーティションが検出されない場合
復元したいパーティション情報が検出されてこない場合は、「別のファイルシステム
でハードディスクがフォーマットされた場合」（P.98）の手順で作業を行います。

■ 1.6 パソコン（システム）が起動できない場合

システムが起動できなくなってしまう原因は、いくつかあります。

・  Windows のシステムに関するファイルを誤って削除してしまったために、
MS-DOS の画面までは立ちあがるものの Windows が起動できない場合。
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・  Windows のセットアップされているドライブの MBR などがウイルス感染や
ディスク パーティションを操作するアプリケーションなどによって壊れてしまって、

「No Operating System」や「Press a key to reboot」などのエラーが
表示される場合。

ご使用中のコンピュータに接続されているハードディスクは 1 つだけで、システムが
起動できなくなってしまった場合には、

・ データ復旧サービス（http://data119.jp/）を利用する 
・ ファイナルデータ USB メモリで復元作業を行う（USB メモリ起動での復元方

法」P.93）
・  別のハードディスクに Windows と FINALDATA をセットアップし、Windows

版 FINALDATA でデータ復元作業を行う

という方法があります。

Windows 版 FINALDATA でデータ復元作業を行うには、別のハードディスクを
購入してそこにWindowsをセットアップします。続いてFINALDATAをインストー
ルしてください。その環境に被害を受けた元のハードディスクを接続することで、デー
タ復元作業が可能になります。

通常は、コンピュータから見て 2 番目に接続したハードディスクは物理ドライブで開
いた場合に「ハードディスク 2」として認識されますので、FINALDATA でスキャ
ンをかけて、Cドライブとして認識されているご購入してきた新しいハードディスク
に保存して復元してください。

元のハードディスクが BIOS から認識されない場合、ハードディスクは物理的な損
傷を持っている可能性が高いと考えられます。物理的な損傷を受けたドライブから、
FINALDATA でデータを復元することはできません。

注意事項  ハードディスクが BIOS から認識されない場合でも、ジャンパーピンの
設定を間違えているだけ等の理由であれば、設定を正しく行うことで認識されるよ
うになります。ハードディスクのメーカーの Web などで確認することをお勧めしま
す。
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■ 1.7  UEFI 搭載のコンピュータで本ソフト
ウェアを USB メモリから起動する方法

Windows 8/10 プリインストールパソコン（一部 Windows 7 を含む）で、本
ソフトウェアを USB メモリから起動するには、セキュアブートを［off］に変更する
必要があります。

変更するには、UEFI メニューを開きます。

UEFI メニューの開き方

パソコンの OS が故障し起動不能の場合、電源を入れしばらくすると一般的に
は UEFI メニューが開きます。パソコンが起動する場合、多くのパソコンの場合
Windows 7 以前の OS では、電源投入時にメーカーロゴが表示されているときに
F2 キー、または DEL キーを数回連打すると UEFI メニューを開くことができます。
Windows 8 以降のパソコンでは、SHIFT キーを押しながら再起動し、オプション
の選択画面 → トラブルシューティング → 詳細オプション → UEFI ファームウェア
の設定を進むことで、UEFI メニューを開くことができます。
UEFI メニューが表示されたら、セキュリティメニューを選択し、セキュアブートを

［off］にします。
（下記は Microsoft Surface の場合の画面です。機種によって、違う場合があり
ます。詳細はパソコンの取扱説明書等でご確認ください。）
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Legacy モードをサポートしている場合の方法

BIOS メニューを起動します。（多くのパソコンの場合、電源投入時にメーカーロゴ
が表示されているときにF2キー、またはDELキーを数回連打するとBIOSメニュー
を開くことができます。）

BIOS メニューで下記の手順で認定します。（下記は BIOS メニューの一例です。
詳細はパソコンの取扱説明書でご確認下さい。）

1. カーソルキー［←］［→］で Boot を選択します。

2. カーソルキー［↑］［↓］で［UEFI］と表示されている部分を選択して Enter キー
を押します。

3. 画面中央に選択項目が表示されます。Legacyを選択してEnterキーを押します。
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4. カーソルキー［←］［→］で Exit を選択します。

5. カーソルキー［↑］［↓］で Exit Setup を選択して Enter キーを押します。
パソコンによっては Save and Exit となっている場合があります。

6. 画面中央に選択項目が表示されます。Yes を選択して Enter キーを押します。

これで USB ブートが可能になります。

なお、再度通常の Windows を起動する場合、上記作業を行って起動モードを
［UEFI］に戻してください。
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付録２　よくある質問

■ FAQ
フォーマットされたディスクからデータを復元できますか？

ディスクは3つの異なる方法でフォーマットすることができます。クイックフォー
マット、通常のフォーマット、そしてローレベル（物理）フォーマットの 3 つです。
クイックフォーマットは、MFT やルートディレクトリ領域のディレクトリエントリ
情報および FAT 情報を初期化することにより、短時間でディスクをフォーマッ
トします。このときデータ領域（クラスタ領域）は、まったく変わらずにその
まま残っています。
通常のフォーマットはデータ領域（クラスタ領域）を検査し、不良セクタをチェッ
クします。不良セクタであるかどうか調べるために各セクタが読まれなければ
ならないので、このプロセスには本質的にセクタ数量分の時間がかかります。
不良セクタが検知されると、そのセクタを含むクラスタが後で使用されないよ
う、ファイルシステム情報にマークされます。しかし、クイックフォーマットと
同様に、通常のフォーマットはデータ領域（クラスタ領域）に一切の上書きを
しないのでデータ内容が保存されています。ただし、フロッピーディスクにつ
いては、通常のフォーマットでも次のローレベル（物理）フォーマットとなります。
最後に、ローレベル（物理）フォーマットはディスク表面のセクタの配置をす
べてやり直し、ディスクの全領域に渡ってセクタ情報を書き直すため、通常の
フォーマットとは比べ物にならないほど膨大な時間がかかります。ディスクの
内容は完全に消去され、いかなる手段を用いても復元できない状態に初期化
されます。
ファイルシステム情報が失われる場合、Windows オペレーティング・システ
ムはファイルを開くことができません。しかし、クイックフォーマットや通常の
フォーマットを実行した後でも、FINALDATA はデータ領域（クラスタ領域）
をスキャンして、データを直接読むことができます。ハードディスクなどのメディ
アでは、クイックフォーマットや通常のフォーマットはデータ領域（クラスタ領
域）が上書きされませんので、たとえファイルシステム情報が初期化されても、
FINALDATA はデータ領域（クラスタ領域）から残っているデータを復元す
ることができます。他方、フロッピーディスクについては、通常のフォーマット
がローレベル（物理的）フォーマットとなりますのでデータを復元することは
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できません。

認識されなくなったハードディスクからデータを復元できますか？

まず、ハードディスクが物理的に損傷しているかどうかをチェックしなければな
りません。ディスクが BIOS あるいは FDISK によって認識されない場合、物
理的な損傷の可能性が高いです。FINALDATA は物理的に損傷を受けたディ
スクを復元することができません。
物理的な損傷ではない場合、FINALDATA はそのデータを復元できる可能
性があります。詳しくは、「ドライブが認識できない場合（物理ドライブ）」

（P.101）を参照してください。

ディスクの管理や FDISK で領域を開放してしまった後からデータを復元で
きますか？
パーティションを削除したとしても、FINALDATA から物理ドライブを選び、
失われたパーティションを検出してデータを復元することができます。更に、
古いパーティションを削除した後に新しいパーティションを作成していたとして
も、FINALDATA を使用してデータを復元することができます。詳しくは、「別
のファイルシステムでハードディスクがフォーマットされた場合」（P.98）を
参照してください。

ディスクのスキャンにはどのくらいの時間がかかりますか？

スキャンにかかる時間は、スキャンするディスクやコンピュータのスペックに依
存しますが、おおよその時間は以下のとおりです。

 1. ［ゴミ箱から削除した場合］のディスクスキャンにかかる時間： 数秒 
 2. ［フォーマットをした場合］のディスクスキャンにかかる時間 : 

 フロッピーディスク（1.44MB）  ：約 1 分
  ハードディスク（1GB/10% の空き容量） ：約 2 分

DVD-RAM, MO などからデータを復元できますか？

FINALDATA は、フロッピーディスク、ハードディスク、DVD-RAM、MOド
ライブだけでなく、Zip、jaz、PD、CD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±
RW、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SD メモリーカード、メモリー
スティック、マイクロドライブ、USB フラッシュメモリなどからデータを復元す
ることができます。
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［破損ファイル］、［断片化したファイル］、［断片化していないファイル］と
は何ですか？

［削除ファイル］
NTFSドライブで削除されたファイルや回収されたファイルは「削除ファイル」
と表示され、システムアイコンを使わない場合には「D」と示されます。上書
きされてしまっている場合や、断片化してしまっているファイル、連続してい
るファイルなどの違いは NTFS では認識されません。NTFS では、断片化し
ていても、部分的に上書きされていても復元してくることが可能です。ただし、
部分的に上書きされてしまった場合には、復元したファイルを正常に開くこと
はできません。

［破損ファイル］
FATドライブで破損したり、上書きされたファイルは「破損ファイル」と表示
され、システムアイコンを使わない場合にはエラーのあるファイルを意味する

「E」、または「D」と示されます。この場合、復元が不可能な場合がほとん
どです。ただし、ルートディレクトリ情報のみが破壊されているような場合にも

「破損ファイル」として表示されますので、その場合にはデータは損傷を受け
ていないので復元できます。

［断片化ファイル］
FATドライブで断片化したファイルは、「断片化ファイル」と表示され、シス
テムアイコンを使わない場合には「F」と示されます。このファイルは部分的
に破損している可能性があるために、たとえ復元したとしても読むことができ
ない場合があります。

［断片化していないファイル］
FATドライブで断片化していない連続したクラスタにあるファイルは「断片化
していないファイル」と表示され、システムアイコンを使用しない場合には「C」
と示されます。連続した固まりとして保存されている可能性が高いファイルで、
ほとんどの場合データを復元でき、内容も正常に読むことができます。しかし、
丸ごと上書きされてしまった場合には復元できません。

FINALDATA によって、どんな種類のウイルスから防御できるのですか？

FINALDATA は、MBR と FAT を含むファイルシステム情報を初期化して
しまう CIH のようなウイルスに対して有効です。更に、FINALDATA は、
Worm.ExploreZip のようなファイルシステム情報を変更するウイルスに
よって攻撃されたデータを復元することもできます。これらの強力な特長は
FINALDATA の［回収ファイル］で発揮されます。ウイルスがファイルシス
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テム情報や FAT 全体を破壊し、ファイル名、拡張子およびファイルサイズな
どのデータを完全に除去してしまっても、データ領域（クラスタ領域）に影響
がなければ、FINALDATA はファイルを復元することができます。
FINALDATA は直接ファイルのデータ領域（クラスタ領域）を攻撃するウ
イルスによって被害を受けたデータは復元することができません。しかし、
LoveLetter ウイルスのようにファイルのデータ領域（クラスタ領域）を書き
換えてしまう場合でも、感染前にすでにオペレーティング・システムから認識
されなくなっているファイルには感染していないので、こうしたファイルを［回
収ファイル］に見つけることに大きな意味がある場合もあります。

ファイルを復元したのですが、アプリケーションで開くことができないのですが？

FINALDATA により復元されたファイルが正常に開くことができない場
合があります。 マイクロソフト社 の Office ファイル（Excel、Word、
PowerPoint）や MPEG ファイルのような大きなファイルは、しばしばこの
問題に直面します。次のような理由が考えられます。
ファイルの破損
ファイルが削除された後、別のファイルによって上書きされたり、デフラグが
実行されたり、ウイルスの攻撃を受けたり、あるいはハッキング活動によって
ファイルが破損しているかもしれません。（マイクロソフト社の Office ファイ
ルは特に敏感です。）　これらのファイルは FINALDATA の結果画面のステー
タスで［破損ファイル］として（NTFS では破損ファイルの区別が出来ない
ので［削除ファイル］として）表示されます。破損の程度はファイルの種類によっ
て変わるかもしれません。ファイルの位置情報を破損したのであれば、［ツール］
-［ファイルの開始クラスタを検索］を使用して、ファイルを復元することがで
きる場合もあります。しかし、ファイルデータの内容が破損している場合には
復元できないでしょう。
ファイルの断片化
連続したハードディスクのクラスタを確保することができない場合、大きなファ
イルは複数のクラスタに分断されて保存されます。こうしたファイルが削除さ
れた場合、復元は非常に困難になります。たとえファイルの先頭クラスタが利
用可能でも、他の断片の位置情報は通常削除されているからです。

削除されたパーティションのデータを復元できますか？ 

ハードディスクのパーティションは、ディスクの管理や FDISK を誤って実施
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した場合やウイルスの攻撃によって削除されてしまうことがあります。しかし
FINALDATA はパーティションではなく、そのパーティション上にあったデー
タを復元します。

ハードディスクが 1 つしかないのですが、復元できますか？

FINALDATA は、復元したいデータのあるドライブにデータを復元すること
ができないようになっています。これは、復元することによって復元したいデー
タ自体が上書きされるかもしれないためです。そのため、パーティションが 1
つしかない場合は、以下のようにしてください。
1. 別のコンピュータのネットワーク共有されているドライブにファイルを復元

してください。
2. 小さなファイルであれば、フロッピーディスク上に復元してください。
3. 外付けハードディスクや USB フラッシュメモリような大容量のリムーバブ

ルメディア上にファイルを復元してください。
4. DVD-RAM を使用してファイルを復元してください。

フロッピーディスクから削除してしまったファイルを復元できますか？ 

フロッピーディスクから削除されたファイルも復元することができます。
またクイックフォーマットしてしまった場合も、クラスタスキャンを行うことに
よってファイルを復元できる可能性があります。
ルートディレクトリの直下にあったファイルよりも、サブフォルダに保存されて
いたファイルの方が、復元できる可能性が高くなります。
しかし、フロッピーディスクが通常のフォーマットをされた場合、データは復元
できません。ハードディスクとは異なり、通常のフォーマットがフロッピー上で
実行されると、データは完全に失われてしまいます。

ネットワーク経由でファイルを復元できますか？

特許を取っている FINALDATA のネットワーク復元機能は、TCP/IP 経
由で世界中のどこからでもファイルを取り戻すことができますが、この
FINALDATA 特別復元版では提供されていない機能です。この特別復元版
では検出したデータをネットワーク共有されたドライブに復元することはできま
す。ネットワーク経由でスキャンを行う機能は、特別ネットワーク版で提供され
ています。
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FINALDATA を実行したのに、何も見つかりません。

FINALDATA は物理的に損傷したハードディスクドライブからデータを復元す
ることはできません。物理的な損傷とは、ハードディスクが水に濡れたり、火
で燃えたり、落下・衝撃など各種の要因によって 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。
たとえば、以下のような現象が生じている場合には物理的な損傷の疑いが濃
厚です。
異音（金切り音）がする：
ハードディスクが落下などの原因で物理的な傷がつき、磁気ヘッドが曲がった
り取れるなどしてディスクを削ってしまっている場合があります。このような状
態のハードディスクからデータを回収することは、非常に困難です。
焦げ臭い：
ハードディスクの電気回路に問題があるかもしれません。原因としては、電源
の電圧が不適切である場合、誤って飲料などがかかり、ショートしてしまって
いるような場合、正しく電源ケーブルがささっていない場合、コンデンサ等の
部品不良などが考えられます。
ディスクが回っていない（回転音が全くしない）：
何らかの理由でヘッドとディスクがくっついてディスクが回らない状態（吸着）
になってしまったと考えられます。または、寒さの為にディスク回転軸のグリー
スの粘度が増している可能性もあり、その場合は室温を上げるだけで回復す
ることもあります。

復元したファイルをアプリケーションで開きましたが、いくつかの文字が見当
たりません。
文字が失われる主な原因は以下のとおりです。
復元したファイルが一時ファイルであった場合
マイクロソフト社の Word のようなプログラムは一時ファイルを作成します。
一時ファイルが元のファイルと同じ名前を表示するので、誤って一時ファイル
を復元したのかもしれません。この場合、同じ名前を持った元のファイルがド
ライブに存在する可能性が高いので、元のファイルを復元してみてください。
元のファイルが見つからない場合、ファイルは破損しているかもしれません。
あるいは、一時ファイルだけが存在している場合もあります。その場合、ファ
イルは正常に復元することができません。
ファイルが破損している場合
特別 Office 復元版や特別ネットワーク版では、Microsoft Office（Word/
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Excel/PowerPoint）ファイルや MPEG1/MPEG2 ファイル、Oracle エク
スポートファイルの破損を修復する機能を持っています。そうした修復機能を
用いなくては、正常に復元することはできません。

復元されたファイルの中身をプレビューできません。

Worm.ExploreZIP のようなウイルスに感染したファイルは、そのファイルサ
イズが 0 を示します。これらのファイルを開こうとしても、空のファイルとし
て表示できません。これはサイズが 0 なのでシステムが十分なメモリを取得
することができないためです。
この場合、［ファイル］メニューから［ファイル情報］を選んでファイルサイズ
を修正してください。元のファイルサイズよりも修正した値が小さいと、ファ
イルは正常に表示できません。したがって、元の正確なファイルサイズがわか
らない場合には、十分に大きな値を割り当ててください。

クラスタスキャンが非常に遅い。クラスタスキャンが停止する。

ハードディスクに読み取り不能な障害がある場合等、スキャンが停止すること
があります。その場合は、停止した時点での「カレントクラスタ」の数値をメ
モして下さい。そのクラスタをスキップしてスキャンを行います。
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例えば、停止するカレントクラスタが“713510”である場合、１回目のクラ
スタスキャンは、開始 0 から終了 713509 までと指定して実行します。ス
ライドバー右にある欄に、数値を入力してください。

スキャン結果に目的のデータが見つかった場合は、復元してください。

見つからなかった場合は、再度クラスタスキャンを行います。「ツール」メニュー
から「クラスタスキャン」をクリックしてください。
２回目は開始 713511 から終了最後までで実行します。

この例の場合、クラスタ 713510 に格納されていたデータについては、物
理的に読み取れなくなっている可能性が高いため、復元できません。
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■ FINALDATA エラーメッセージ

無効なシリアル番号です。
シリアル番号を確認して、再び入力してみてください。以前のバージョンがイン
ストールされたシステムに FINALDATA をインストールしようとしている場合、
このメッセージが表示されるでしょう。
注意事項  1 台のコンピュータに対し、1 つのシリアル番号が必要です。

同じドライブへファイルを保存できません。
FINALDATA は、復元したいデータのあるドライブにデータを復元することが
できないようになっています。これは、復元することによって復元したいデータ
自体が上書きされるかもしれないためです。そのため、必ず別のドライブに復元
してください。
もし、パーティションが 1 つしかない場合は、以下のようにしてください。
1. 別のコンピュータのネットワーク共有されているドライブにファイルを復元し

てください。
2. 小さなファイルであれば、フロッピーディスク上に復元してください。
3. 外付けハードディスクやUSBフラッシュメモリにファイルを復元してください。
4. DVD-RAM を使用してファイルを復元してください。

xドライブは空き容量が足りないか、書き込み禁止になっているか、ディスクの用
意ができていないため、復元できません。

このメッセージは、ファイルやフォルダの復元時やセクタイメージ保存時に、正
しくディスクに書き込めなかった場合に表示されます。
復元先のディスクに、十分な空き容量があること、書込み禁止になっていないこ
と、ディスクが準備できていることを確認してください。
また、FAT16ドライブに 2GB 以上、FAT32ドライブに 4GB 以上のファ
イルを書き込もうとしたときにもこのメッセージが表示されます。この場合は
NTFSドライブを指定しなおしてください。

セクタ *** を読むことができません。
FINALDATA でスキャン中にこのメッセージが表示された場合、［無視］を選択
すればその不良セクタをスキップしてそのままスキャンを継続します。［すべて
無視］を選択すると、FINALDATA は以後検出されるすべての不良セクタを自
動的にスキップします。
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セクタ 0 を読むことができません。
セクタ 0 には、MBR のようなシステムの起動に必要な重要データが含まれて
います。このエラーメッセージが表示される場合は、以下の状況に応じて対応し
てください。

ハードディスク以外のドライブを選んでいる場合
ハードディスク以外のドライブを選んでいる場合、その選択したドライブが正しく
接続されているか、またメディアが正しく挿入されているか確認してください。

MBR が破損している場合
上で述べた状況ではない場合、MBR が破損している可能性があります。記憶
メディアがメーカ独自の MBR フォーマットの場合にもこのエラーメッセージが表
示されます。その場合、ディスクエディタのようなユーティリィティツールを用い
て MBR を初期化すると問題を解決できる場合があります。アンチウイルスソフ
トウェアが元の MBR をバックアップする「ワクチンプログラム」を実行してい
る場合、MBR が通常とは異なる位置に隠されます。その場合には、ディスクエ
ディタで MBR 情報を削除しなければなりません。

このファイル形式はサポートしていません。
FINALDATA はファイルシステムとして FAT12/16/32、NTFS4.0/5.0/
5.1、CDFS、UDF1.5 の一部、UDF2.0/2.01 をサポートしています。
その他のファイルシステムでフォーマットされたディスクをスキャンしようとして
も、「このファイル形式はサポートしていません。」というエラーメッセージが表
示されます。
なお、UDF1.5 の一部と言うのは、メーカによって UDF1.5 フォーマットを独
自拡張している場合があるためです。例えば、Roxio社製DirectCDでフォーマッ
トされたディスクは UDF1.5 の仕様に圧縮を独自に拡張したものとなっていま
すので、FINALDATA からは「このファイル形式はサポートしていません。」と
いうエラーメッセージが表示されます。ただし、ISO9660 フォーマットでクロー
ズ処理をした場合には CDFS として扱うことが可能になります。
また、UDF2.0/2.01 をサポートするのは、標準で UDF2.0/2.01 がサポー
トされている Windows XP/Server2003/Vista/Server2008/7/8/10
と、別途 UDF2.0/2.01 をサポートするデバイスドライバがインストールされた
Windows 2000に限られます。Windows 2000でUDF2.0/2.01をサポー
トするデバイスドライバがインストールされていない場合には、メディアを開こう
としても「ドライブが開けません。」と表示されます。ただし、UDF2.0/2.01
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がサポートされている状況であっても、Roxio 社製 DirectCD、BHA 社製
B'sClip などのパケットライティングソフトや付属のドライバがインストールされ
ている場合などにはローデバイス読込みが正常にできなくなり、UDF2.0 のメ
ディアをスキャンすることができない場合があります。
次のテーブルは、各オペレーティング・システムによって使用されるファイルシ
ステムを表示します。

このフォルダには既に 'xxxxxxxx.xxx' ファイルが存在しています。
ファイルやメールメッセージを復元する際に、復元先のディレクトリに同名のファ
イルが既に存在する場合にはこのメッセージが表示されます。ここで「別名保存」
を選んだ場合には、自動的に ****~1 などの名称を用いてファイルを上書きする
ことなく復元します。また、「次回以降、この確認をしない」をチェックした場合
には、一連の作業においては確認が表示されなくなりますが、次に復元作業を
行う際には再び表示されます。
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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. 電話と電子メール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. 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
登録するためには、https://www.finaldata.jp/support/new_registration.html
からオンライン登録をしてください。

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 データ技術サポートにお問合せください。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、技術サポートをお受けになる場合には、下記
事項をご確認の上でご連絡ください。

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が、システム必要条件を満たしている
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、当ソフトウェアをご使用する前にどのような操作を行ったでしょうか？
5. 本ソフトウェアを実行して、［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：v10.1.0121）
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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 5-13-1 虎ノ門 40MT ビル 4 F
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。



© 1999-2016 AOS DATA, Inc., FINAL DATA INC.  All Rights Reserved. 日本語版開発・販売： AOSデータ株式会社0127FD9-1-MLCes-2017-001

http://www.finaldata.jp/
E メール：finaldata@aos.com

AOSデータ株式会社

特別復元版特別復元版
ファイナルデータファイナルデータ
データ復元ソフト

ユーザーズマニュアル




