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自動バックアップツール 使用マニュアル

ISIsystem 自動バックアップツールは、定期的にISIsystem のデータをバックアップするツールです。このツールを利用す
ることにより、パソコンの故障などによるデータの喪失を軽減することが可能となります。
【通常運用時】
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など。。。

※設定した時間にバックアップを取得します。

【パソコン故障時など】
ISIsystem パソコン

故障前のバックアップデータを格納

ハードディスク
故障！！

バックアップ先
USBメモリ

ISIsystem
データ
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バックアップ機能

データ復旧処理
※自動バックアップツールで取得したデータで、
ISIsystemデータを復元！！

など。。。

最新のデータで復元処理を行うことにより、データ損失を最小限に抑えることができます。

ISIsystem 自動バックアップツールは、下記の条件で利用が可能です。
【動作条件】
 OS：Windows 7、Windows 8、Windows 8.1
 ISIシステムがインストールされているパソコン
【注意】 複数パソコンでデータを共有して使用している場合は、親機（データを管理しているパソコン）のみ、利用可能。
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１．インストール方法
① パソコンに ISIsystem インストールCD 入れますと 「ISIsystem【新規インストール】画面」が表示されます。
画面の最下段に移動し、[ＩＳＩ system 自動バックアップ] ボタンを クリックします。
※ 【バージョンアップ】画面の再下段にある[ＩＳＩ system 自動バックアップ] ボタンを クリックしても同様に動きます。

② 下記の画面が表示されますので、[次へ] をクリック
します。

④ インストール中の画面が表示されますので、
しばらくお待ちください。

③ 下記画面にて、[使用許諾契約の条項に同意します]
を選択し、[次へ]をクリックします。

⑤ 下記画面にて、[完了]をクリックしましたら、
インストールは終了です。
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２． 利用方法
① ISI System 自動バックアップ設定を「管理者モード」で起動します。
[ Windows7 ]

[ Windows8/8.1 ]

[スタート] → [すべてのプログラム] →

[アプリ]画面 → [ISI System 自動バックアップ設定] を右クリックし、

[ISI System 自動バックアップ設定] を右クリックし、

[管理者として実行] をクリックします。

[管理者として実行] をクリックします。
右クリック

右クリック

② [ISI System 自動バックアップ設定]画面にて、バックアップの設定を行います。
A) [管理者ユーザーのパスワード]を入力します。
パソコンの管理者ユーザーのパスワードを
A)

入力します。
（パスワードを設定していない場合、空欄可）
パソコンの管理者ユーザーは、
[ユーザーアカウント]画面にて、グループに
Administrator と書かれているユーザーです。

B)

[ユーザーアカウント]画面は、画面上の
をクリックし、
表示された画面上の
をクリックすると表示されます。
B)

C)

[バックアップスケジュール設定]を設定します。
パソコンが停止している時間に設定すると
D)

バックアップは取れません。
必ず、パソコンが起動している時間内で
実施曜日・開始時間を設定してください。

E)

※ 管理者ユーザーにパスワードを設定していない場合
管理者ユーザーにパスワードを設定していない場合、

F)

パソコンが起動しているとともに 管理者ユーザーで

※ スケジュールは、変更可能です。

ログオンしていないとバックアップは取れません。

※

ログオンしている時間内で、実施曜日・開始時間を

がある下線付き文字列をクリックすると説明画面を表示します。

設定してください。

ⅰ. 実施曜日：日(Sun)～土(Sat)
ⅱ. 開始時間 時：0～23、分：00～50(10分単位)
ⅲ. 世代数：1～10
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※ 世代数は、データを復元できるポイントの数を示します。
３世代を設定した場合、最新バックアップ、前回バックアップ、前々回バックアップの３つのバックアップデータが確保されます。
バックアップを行う度に、一番古いバックアップデータは消され、最新のバックアップデータが追加されます。
世代は、最新を１世代とし、順に２世代、３世代…とカウントされます。

（例） 毎日バックアップ（全曜日指定）、3世代、7月4日のバックアップ処理
【バックアップ前】

一番古いデータ
なので削除

追加 （最新）

【バックアップ後】

[ 1世代]

7月 3日

バックアップデータ

[ 2世代]

7月 2日

バックアップデータ

[ 3世代]

7月 1日

バックアップデータ

7月4日
バックアップ

[ 1世代]

7月 4日

バックアップデータ

[ 2世代]

7月 3日

バックアップデータ

[ 3世代]

7月 2日

バックアップデータ

3世代分の
バックアップデータ
を確保

C) 環境設定（[バックアップ元]、[バックアップ先]）を設定します。
① バックアップ元を設定します。
ISIシステム [環境設定]→[データベース設定]→[ディレクトリ] に設定されているフォルダを設定してください。
（デフォルト： “C:\Oak-System”）

② バックアップ先を設定します。
※ バックアップ先は、USBメモリや外付けハードディスク等のパソコンに内臓されていない媒体を推奨します。
（内臓ハードディスクを指定すると、パソコン故障時にデータが消える可能性が高くなります。）
（例）バックアップフォルダの構成
【バックアップ先】にＵＳＢメモリ(Eドライブ)上のISI_Backup フォルダを設定。

（設定値： E:\ISI_Backup ）
1世代のバックアップデータ（最新データ）を 「1」フォルダに格納。
以降、2世代を「2」フォルダ、3世代を「3」フォルダ… の形で格納します。

D) [スケジュール設定]ボタンをクリックしますと、バックアップの設定を保存したのち、自動バックアップスケジュールを登録します。

※1 タスクスケジューラにタスク名「ISI_Auto_Backup」で正常登録します。
※2 警告や、エラーが発生した場合、「[管理者モード]で起動していない」、「[管理者ユーザーのパスワード]が間違っている」などが
原因として考えられます。確認したのち、再度、[スケジュール設定]を行なって下さい。
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E) [スケジュール確認]ボタンをクリックしますと、タスクスケジューラ画面が開きます。
画面左側より、[タスク スケジューラ ライブラリ]をクリックし、画面中央上にて、[ISI_Auto_Backup] をクリックします。
画面中央下にスケジュールの詳細が表示されます。

[トリガー]をクリックすると
バックアップ時間を確認できます。

F) [終了]ボタンをクリックしますと、画面を終了します。

これで、ISIsystem 自動バックアップ設定 は終了です。
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３． エラーメッセージ、バックアップ処理の確認方法

ISIsystem 自動バックアップツールでは、バックアップ時にエラーが発生した場合は、次にログオンした時にエラーメッセージ
を表示します。
※ エラーがない場合は表示しません。

ログオン

主なエラー内容は、以下の通りです。
バックアップフォルダが見つかりません。

ISIデータフォルダが見つかりません。

[バックアップ先フォルダ]に指定したフォルダが見つかりません。
[ISIsystem 自動バックアップ設定]画面→[環境設定]→[バックアップ先フォル
ダ]の設定を確認し、修正してください。
注意！USBメモリなど、同じ装置でも、ドライブ名が変わる場合もあります。
[バックアップ元フォルダ]に指定したフォルダが見つかりません。
[ISIsystem 自動バックアップ設定]画面→[環境設定]→[バックアップ元フォル
ダ]の設定を確認し修正してください。
※ ISIシステム [環境設定]→[データベース設定]→[ディレクトリ] に設定されているフォルダ
と同じフォルダを設定してください。

バックアップが失敗しました。

上記以外の何かしらの理由でバックアップが行えませんでした。
[ISIsystem 自動バックアップ設定]画面 の設定内容を確認し修正してください。
原因がわからない場合は、サポートにご連絡ください。

また、バックアップ処理の状態をログを見ることによって確認ができます。確認方法は以下のとおりです。
① デスクトップ上の [ISI System 自動バックアップログ] をダブルクリックします。

ダブルクリック

② バックアップログが表示されますので、設定したスケジュールでバックアップが取られていることを確認してください。

１回目バックアップ
２回目バックアップ
日付

状態
時間
(ミリ秒まで） INFO：正常終了
Error：異常終了

メッセージ
（上表、エラー内容を参照）
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４．バックアップデータの利用方法
取得したバックアップデータは、必要な際にISIシステムの[バックアップ]画面で復元データとして使用できます。
① [スタート]画面 → [バックアップ]

② [バックアップ]画面にて [指定ドライブ内のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
ﾃﾞｰﾀを読み込みます] のボタンをクリックします。

③ バックアップデータを指定します。バックアップ先で指定したフォルダの下に世代番号のフォルダがありますので、
戻したい世代のフォルダを指定し、[実行]ボタンをクリックします。尚、最新バックアップフォルダは、「1」になります。
最新で良ければ、「1」のフォルダを指定して下さい。

例)
[バックアップ先フォルダ] e:\ISI_Backup
[世代]
1
↓
[指定するフォルダ] e:\ISI_Backup\1

下記のメッセージが表示されますので、良ければ[はい]を
クリックして下さい。

④ 下記のメッセージが表示されましたら、[コピーして置き換える]
をクリックして下さい。（複数回表示されます。）

パソコンは、USBメモリなどを接続した時に自動的に
d: や e: などのドライブ名を割り当てます。同じUSBメモリ
を接続しても、違うドライブ名を割り当てる事があります。
[コンピュータ] などを開いて確認してください。

Gドライブになります

⑤ [しばらくお待ち下さい]画面が消え、[バックアップ]画面が表示されましたら、終了です。
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５． アンインストール

ISIsystem 自動バックアップツールをアンインストールします。
① [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] 画面を開きます。
② 一覧から[ISI AutoBackup] をクリックし、[アンインストール]をクリックしますとアンインストール処理が行われます。

③ 下記画面が表示されましたら、[はい]をクリックしますと処理が開始します。
[プログラムのアンインストール] 画面に戻ったら、アンインストールは完了です。
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