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これは以下に有⽤な総合的なツールセット

のガイドです：

コンピュータのパフォーマンスを向上 ハード ドライブを正常化およびY適化する

突然の不具合やクラッシュを防⽌す オンラインプライバシー等を保護する
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追加のインストールオプションを表示

または変更するには、「カスタムイン

ストール」リンクをクリックします。

ダウンロードしたファイルをダブル

クリックして、インストーラを起動

します。

リンクをクリックして使⽤許諾契約と

プライバシー ポリシーを確認します。 

「同意してインストール」ボタンをク

リックしてインストールを開始しま

す。

右上にあるドロップダウンリストか

らインタフェースの⾔語を選択しま

す。

BoostSpeed 11をインストールしています
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4BoostSpeed 11をインストールしています

BoostSpeedを起動するチェックボックスにチェックが⼊っていることを確認し、
「完了」ボタンをクリックしてインストールを完了します。
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無料対Pro
基本的なPCのクリーンアップとY適化 

⾼度なPCのクリーンアップとY適化 

⼿動インターネットY適化 

接続速度の究極向上のための⾃動インターネットY適化 

基本的なプライバシー保護 

お使いのPCに保存されているすべてのデータのための⾼度なプライバシー保護 

オンラインプライバシーを保護するためのブラウザアンチトラッカー 

基本的なレジストリのクリーンアップ 

完全なレジストリのクリーンアップ 

ディスク領域を解放するための基本的なジャンククリーンアップ 

使⽤可能な領域をY⼤化するための⾼度なディスククリーンアップオプション 

データアクセスをスピードアップするためのディスクデフラグ 

ドライブでのファイル配置をY適化して、より⼤きなスピードアップを得るための【インテリジェントデフラグ】 

ドライブの健全性を維持するための定期的なディスクY適化 

簡単で定期的なスキャンとメンテナンスのためのスケジューラ 

ワンクリックで、リアルタイムに専⾨家が回答する「お問い合わせ」オプション 

すべての⾼度なPCツールを無制限に使⽤ 

すべての⾼度なPCツールを無制限に使⽤ 

FREE PRO

BoostSpeedには、無料版とPro版の2つの
バージョンがあります。無料版では、PCの
クリーンアップとパフォーマンスの向上の

ための基本的な機能を提供します。Proバー
ジョンには、PCの機能を完全に制御できる
⾼度な機能が多数⽤意されています。この

表は、各バージョンで何ができるかを示し

ています。

無料版を使⽤すると、すべての Pro.  機能
は、⻩⾊のPROタグで表示されます。これ
は、アップグレードした場合に何が得られ

るかを把握するのに役⽴ちます。このマ

ニュアルの残りの部分では、無料とPro
バージョンの両⽅の機能についてより詳細

に説明します。

PRO

BoostSpeed 11を購⼊

https://www.auslogics.com/go/userguide/ja/software/boost-speed/purchase/


6BoostSpeed Proを登録しています

プログラムウィンドウの右下にある「Proバージョンを有効にする」ボタンにマウスを合
わせます（クリックしないでください）。これにより、2つのオプションをクリックして
選んでいただけるポップアップが開きます。 
 
「今すぐ有効にする」ボタンをクリックすると、ライセンスキーを購⼊できるウェブ

ページに移動します（ポップアップを開かず、「Proバージョンを有効にする」ボタンを
クリックしてこのページに移動できます）。ポップアップで、「今すぐ有効にする」の

真下に「ライセンスキーを⼊⼒」リンクがあります。ライセンスを購⼊し、ライセンス

キーをEメール経由で送信された場合、それをクリックします。そうすると、キーを⼊⼒
するためのフィールドがある⼩さいウィンドウが表示されます。 
 
確認Eメールからライセンスキーをコピーします。BoostSpeedに戻り、登録フィールド
にキーを貼り付けて「登録」をクリックします

オンラインで注⽂して⽀払いを完了すると、チェックアウト時に指定したEメールアドレスに確認メールが送信されます。請求書とライセンス情報が記載され
た2つのメッセージが送信されます。メッセージが表示されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせする前にスパム/ジャンクメールフォルダーを確認
してください。注⽂確認が届かない⼀般的な理由は、メールアドレスの⼊⼒ミスです。注⽂を⾏う際は、必ず連絡先情報を再確認してください。

注意事項

全てのPro機能を使⽤いただくには、BoostSpeed無料を
Proバージョンにアップグレードする必要があります。そ
の⽅法は：



7レスキューセンターを使ったバックアップ
Auslogics BoostSpeedにはレスキューセンターが搭載されており、Y適化やその他の操作を実⾏する前にバックアップを作成で
きます。これにより、結果が気に⼊らない場合にAuslogicsツールによって⾏われた変更をいつでも巻き戻せるようになります。

BoostSpeedを初めて使⽤する前に、
Rescue Centerに慣れることをお勧め
します。各実⾏の前に、BoostSpeed
パッケージのどの機能がバックアップ

するのか、それらのバックアップを保

存する期間、およびそれらが占有する

ディスク容量を指定できます。

レスキューセンターの設定にアクセスす

るには、プログラムウィンドウの右下に

ある⻭⾞アイコンをクリックします。

開く設定ウィンドウで、左側のナビ

ゲーションウィンドウの下までスク

ロールし、「レスキューセンター」に

クリックします。これにより、現在の

【レスキューセンター】の設定が開か

れ、お好みに応じて変更できるように

なります。必要に応じて、Y初に

BoostSpeedを使⽤するときにほとん
どのツールでバックアップを作成し、

プログラムに慣れてきたらそれらをオ

フにすることができます。
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8レスキューセンターを使ったバックアップ

【レスキューセンター】にあるバック

アップを表示するには、メインのプロ

グラムウィンドウの右下にあるディス

ケットアイコンをクリックします。

開いたウィンドウに、BoostSpeedに
よって作成された使⽤可能なバック

アップのリストが表示されます。リス

トからバックアップを選択し、リスト

の上にある「復元」、「詳細」、「削

除」などのボタンをクリックして、適

⽤するアクションを選択します。 
「更新」をクリックすると、使⽤可能

なバックアップのリストが更新されま

す。 完了したら「OK」をクリックし
ます。

左側のメニューから「復元ポイント」

を選択して、利⽤可能なシステム復元

ポイントを表示することもできます。

特定の変更を適⽤したり、Auslogics
だけでなく特定のソフトウェアをイン

ストールしたりする前の特定の時点

に、システム全体を戻す必要がある場

合は、この機能を使⽤します。

2/2

復元ポイントを使⽤すると、巻き戻す⽇

付の後に⾏った変更や保存したファイル

が失われる可能性があります。

注意事項



9何から始めればいいですか？

ダッシュボードでお使いのコンピュータ

の現在の状態と推奨事項を確認できま

す。

【すべてのツール】タブには、BoostSpeed
の全てのツールが⼀覧表示されており、カテ

ゴリーに分けられています。これらのツール

のほとんどは前のタブからリンクされていま

すが、ここでは、ディスクデフラグツールや

インターネットオプティマイザーなどの特定

のツールを探しているときにアクセスできま

す。

ご質問がありますか？助けが必要ですか？

【カスタマーケア】タブを使⽤してご質問

いただけます。

【ワンクリックスキャナ】を使⽤し、ク

リーンアップとY適化が必要な問題を検出

して、解決しましょう

【クリーンアップ】タブには、さ

らにディスク領域を解放できる

ツールがあります。

【最適化】タブを使⽤して、

WindowsY適化に関するツール
を1つずつかけていきます。ここ
では、全てのリアルタイムス

ピードアップツールを有効/無効
にすることもできます。

【保護】にあるプライバ

シーの痕跡を探して、削除

します。これにより、個⼈

情報とアクティビティ履歴

を保護できます。

【維持】でシステム全体をスキャンする

と、PCパフォーマンスをさらに向上する
ための仕⽴て調整推奨事項が表示されま

す。

前のY適化ステップが完了したら、【レポー

ト】タブに移動して、これらのY適化がPC
のパフォーマンスに与えた影響が確認できま

す。

主な機能

圧倒され、何かから始めればいいのか分からなくなってしまいましたか？ナビゲーションパネルのタブは、

ちょうどいい順位で並んでいます！順を追ってタブを1つずつ移動していきましょう。



10メインメニュー
メインプログラムメニューは、プログラムウィンドウの⼀番上にあります。そこには、BoostSpeedのあら
ゆる機能へのショートカットが載っている4つのドロップダウンリストが表示されます。

【ファイル】メニューには、ポップ

アップウィンドウに名前またはアド

レスを⼊⼒するだけで、プログラム

をすばやく実⾏したりウェブサイト

を開いたりできるメインオプション

が含まれています。コントロールパ

ネルを開いたり、スキャンを実⾏し

たり、メンテナンスを予約したり、

レスキューセンターを開いたり、設

定を⾏ったり、更新を確認すること

ができます。

【ページ】のメニューでは、

BoostSpeedタブ間を素早く切り替
えたり、全ての開いているツールを

閉じたり、次回BoostSpeedを起動
したときに残るよう保存したりする

ことができます。後者は、起動後、

チェックをつけて全てのツールを開

いたままにするか、チェックを外し

てこの機能を無効にするかという

チェックボックス形式です。

ツールメニューでは、

BoostSpeedに含まれている
全てのツールや、インストー

ルできる追加のAuslogicsソ
フトウェアにアクセスできま

す。

【ヘルプ】メニューには、プ

ログラムについての情報や、

サポートのオプションが表示

されます。

主な機能



11メインウィンドウとダッシュボード

お使いのPCで単にメンテナンスをした
い場合、ダッシュボードから始めま

しょう。

右には、お使いのPCのパフォーマンス
を向上するための推奨事項などがありま

す。ここから直接、推奨調整を実⾏する

か、適⽤したくないものを無視できま

す。

右下にある【Auslogicsストア】へのリ
ンクでは、Auslogicsとそのパートナー
のさらなる有⽤なソフトウェアにアクセ

スしたり、各プログラムについての情報

を確認したり、インストーラをダウン

ロードできます。

この画⾯に表示される全ての情報を確認

した後、「今すぐシステムスキャンを開

始」ボタンをクリック（これにより【ワ

ンクリックスキャナ】タブが開き、ス

キャンを開始する前に確認するカテゴ

リーを選択いただけます）すると、ここ

からフルシステムスキャンに直接移動す

ることができます。

このボタンの真下には、リアルタイムパ

フォーマンスツールのためのクイックス

イッチがあります。スイッチで、ツール

のオン/オフを切り替えできます。

質問と回答のステータスの概要を確認す

るか、クリックして【お問い合わせ】機

能にアクセスします（このガイドで詳し

く説明します）。

主な機能



12ワンクリックスキャナ

【ワンクリックスキャナ】タブで

は、メインスキャンの機能にアク

セスし、個々のカテゴリーのス

キャナを構成し、結果の詳細を確

認できます。

【概要】ウィンドウには、そのステー

タスを含めて、3つ全てのスキャナ
（右上）、各スキャナをカスタマイズ

するリンク、およびスキャンからカテ

ゴリーを含める/除外するためのチェッ
クボックスが表示されます。スキャナを詳しく調べるには、左

側ナビゲーションパネルにあるそ

の名前にクリックします。そうす

ると、スキャナが処理する項⽬の

⼀覧が表示され、スキャン中に無

視してほしいアイテムを除外でき

ます。

主な機能
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13ワンクリックスキャナ

スキャンを実⾏するには、含める

カテゴリーを選択し（または既定

のカテゴリーをそのままにしま

す）、「全てをスキャン」ボタン

をクリックします。これにより、

コンピューターのスキャンが開始

され、画⾯で進捗状況を確認でき

るようになります。

スキャンが完了したら、「レポートを

表示してカスタマイズ」リンクを押す

と、各カテゴリーで検出された問題に

ついてのレポートを表示できます。ま

た、クリーアップや修復から除外する

項⽬を選択することもできます。完了

すると、「全ての問題を解決」ボタン

をクリックして、PCをクリーンアッ
プやY適化できます。

既定では、削除または調整が安全な

項⽬のみが確認されます。PCのメ
ンテナンス経験があり、PCの内容
が分かっている場合は、⼀覧の上の

チェックボックスをオンにして、⾼

度なクリーンアップと最適化のカテ

ゴリーを有効にできます。これは、

PCのパフォーマンスにさらに⼤き
な影響を与えることができますが、

経験豊富なコンピュータユーザーに

のみお勧めします。

主な機能
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14【クリーンアップ】タブ

【ワンクリックスキャナ】のほかに、

主に使⽤するタブは、【クリーンアッ

プ】、【Y適化】、および【保護】で

す。 

【クリーンアップ】タブでは、システ

ムのクリーンアップに関する

BoostSpeedの全ての機能に簡単にア
クセスできます。この画⾯に表示され

るオプションは、左から右への順で次

の通りです。

3番⽬の列を使⽤してさらに多くの領域
を解放しましょう。ここでは、削除が

困難であるもの、ファイルを残す可能

性のあるアプリなど、未使⽤のソフト

ウェアをアンインストールできます。

4番⽬の列には、ディスク領域の解放
に役⽴つBoostSpeedツールが⼀覧表
示されます。これらのほとんどは、前

の列から既にリンクされていますが、

便宜上ここにも記載されています。

最初の列では、クリーンするドライ

ブを選択し、クリーンアップに使⽤

するツールを選択できます。選択さ

れたドライブは、右上に緑⾊の

チェックマークがついており緑⾊で

強調表示されます。

2番⽬の列では、Windowsレジスト
リとシステムフォルダのクリーニン

グと調整⽤のツールにすばやくアク

セスできます。

主な機能



15【最適化】タブ

【最適化】タブには、WindowsがY
も効果的、かつ⽣産的に稼働するため

のツールとオプションがあります。

モードスイッチャーの真下には、OSをY
適化するための追加ツールがあります。

【Windowsを維持】機能を使⽤して、
Windowsの追加調整を⾏ったり、システ
ムタスクをY適化したり、⾃動スタート

アップ項⽬を確認して、無効にすることが

できます。

3番⽬の列では、現在のリソース統計情報
を確認し、メモリとプロセッサのY適化、

⾃動デフラグ、ディスクプライオリティマ

ネージャ、デスクトップ保護のリアルタイ

ムの⾼速化ツールを有効にできます。各

ツールは、リソースの消費をY適化し、現

時点で稼働しているアプリケーションにY

適な速度を保証します。PCの⾼速を維持
するために、これらのツールを常に有効に

しておくことをお勧めします。

最初の列では、デフラグするドライブ

を選択し、ボタンをクリックしてデフ

ラグを開始できます。Windows 10を
使⽤している場合は、ここの

Windows 10 Protectorリンクをク
リックして、バージョン特有のY適化

を実⾏できます。

2番⽬の列では、タスク固有のモードに
すばやくアクセスして、現在の

Windows使⽤を強化できます。コン
ピューターゲームをプレイするための

【ゲームモード】、ドキュメントや⽣産

性アプリを操作するための【オフィス

モード】、バッテリーを節約するエコノ

ミーモード、または⾃分で設定した【カ

スタムモード】をオンにすることができ

ます。 モードをカスタマイズするには、
列ヘッダーの横にある⻭⾞アイコンをク

リックします。

主な機能



17【保護】タブ

スキャンが完了すると、各カテゴ

リーの横にある「詳細を確認」リン

クをクリックして結果を確認し、全

ての痕跡を排除してプライバシーを

保護しましょう。必要に応じて、検

出された項⽬を、それらの横にある

チェックボックスのチェックを外す

だけでクリーンアップから除外でき

ます。

完了したら、「全ての問題を解決」

ボタンを押し、プライバシーの痕跡

を排除して、個⼈情報を保護しま

す。

主な機能

【クリーンアップ】、【Y適化】、【保

護】タブにある、推奨ツールは、【すべ

てのツール】のタブにもあります。さま

ざまなタブを探す必要がなく、そこから

各ツールにアクセスできます。後ほど、

この【ガイド】で、各ツールについて詳

しく説明します。

注意事項



18【維持】タブ

【維持】タブでは、そのような潜在的調整

を探し、推奨事項を確認してお使いのPC
に適⽤できます。BoostSpeedは、【パ
フォーマンス】、【安定性】、【セキュリ

ティ】および【インターネット】のカテゴ

リーで調整を探します。スキャンが完了し

たら、カスタマイズされた推奨事項の⻑い

⼀覧が表示されます。その中に、ハード

ウェアの調整や、それに似ている⼿動で適

⽤しなければならない調整、および

BoostSpeedが⾃動的に適⽤できる調整が
含まれています。各調整を確認し、不明な

場合は、チェックを外して、「選択した調

整を全て適⽤」ボタンを押すと、

BoostSpeedが1つずつ適⽤していきま
す。

このガイドで前述した、より⼀般的なY適化機能に加えて、BoostSpeedでは、セキュリティ、安定性、速度を向上させるために適⽤で
きる調整を隅々まで確認することにより、Windowsシステムをさらに制御できます。

主な機能

猫モード(詳細は次のページをご覧くだ
さい)

猫モードの真下には、有⽤なシステムメンテナ

ンスツールへのショートカットがあります。 

さらに下には、BoostSpeedをインストールせ
ずに他のコンピューターを強化する必要がある

場合に役⽴つ機能があります。BoostSpeedの
ポータブルバージョンを作成し、フラッシュド

ライブに保存して、家庭内の他のPCで使⽤で
きます。これは、ディスク容量が不⾜してい

て、他のソフトウェアをインストールする余裕

がないコンピューターでメンテナンスを実⾏す

る場合に特に便利です。これで、⾃宅のすべて

のPCを快適に稼働させ、家族もコンピュー
ターを楽しむことができます。BoostSpeed 
Portableを商⽤⽬的で使⽤する場合は、ライ
センスを購⼊する必要があることに注意してく

ださい。

1/2



19【維持】タブ
主な機能

2/2

ご家庭に、机の横や机の上でくつろぐのが好きなペットがいま

すか？ そういう⽅には、ペットを原因とする事故からコン
ピューターを保護する猫モード機能を気に⼊っていただけると

思います。このモードを有効にすると、PCから離れた時にキー
ボード（およびオプションでマウス）がロックされます。これ

により猫たちは、怒られずにキーボード上で安⼼して休憩した

り、マウスで遊んだり、メッセージを⼊⼒したりすることがで

きます。これにより、ペットが何かして重要なデータを失った

り、コンピューターへアクセスできなくなったりと、多くの

ペット所有者によって報告されているような本当の災害になり

得る事故を防ぐことができます。

アイドルリング時間を1分に設定すると、画⾯上で⻑い記事を読
んだり、キーボードやマウスに1分以上触れずに他の情報を調べ
たりしているときに、猫モードが有効になることがあります。

ただし、5分以上に設定すると、モードで保護する前に猫がPC
のキーボードにジャンプしてしまう可能性があります。解決策

としては、時間を1分に設定して、常にモードを有効にしておく
のではなく、PCから離れる直前に有効にすることです。

ツールの仕組みは次の通りです。 

「設定と詳細」のリンクをクリックして、PC上のアクティ
ビティがなくて経過するとモードが有効になる時間を設定

します。キーボードに加えて、マウスボタンもロックする

かを選択したり、モードを無効にするためのキーの組み合

わせを選択したり、他の設定も変更することができます。

完了したら、【OK】ボタンをクリックします。 

これで、PCから離れるとき、猫モードを有効にするスイッ
チをオンにするか、常にオンにして指定した時間PCがアイ
ドリング状態になると有効になるようにできます。 

PCに戻ったとき、このモードを無効にするには設定した
【猫モード】に必要なキーの組み合わせを押すだけです。

忘れた場合は、⼼配することありません。PCが
BoostSpeedによってロックされるたびに、画⾯にプロン
プトが表示されます。注意事項



20【レポート】タブ

コンピューターでメンテナンス、また

はY適化を実⾏するとき、得られた結

果を確認できることが重要です。【レ

ポート】タブでは、それだけでなく、

メンテナンスが必要になる時期も確認

できます。

画⾯の左側で、現在のリソース使⽤

統計を監視できます。これは、現在

システムで実⾏されているすべての

タスクとアプリケーションをシステ

ムがどのように処理しているかの概

要を提供します。CPU、ディスク、
ネットワーク、またはメモリの負荷

が⾮常に⾼い場合は、何か問題があ

る可能性があるということが分か

り、【クリーンアップ】と【Y適

化】タブを使⽤して⾏動に移すこと

ができます。

主な機能

右側には、すべての操作の後に作成され

たレポートを⼀覧表示するテーブルがあ

ります。レポート名、レポートを作成し

たツールの名前、および操作が実⾏され

た⽇付が表示されます。テーブルの上に

ある【フィルター】を使⽤すると、作成

時間とツール名で特定のレポートを検索

できます。テーブル内のレポートをク

リックして選択し、テーブルの下の【レ

ポートを表示】ボタンをクリックして表

示します。 「削除」ボタンを使⽤し
て、これまでに作成されたすべてのレ

ポート、または上記のリスト（検索フィ

ルターに⼀致するもの）のみを削除でき

ます。「削除」ボタンの⽮印をクリック

すると開くドロップダウンメニューから

必要なオプションを選択できます。



【カスタマーケア】タブ

BoostSpeedの使⽤で問題が発⽣した場
合、またはPCの動作を改善するためのサ
ポートが必要な場合は、【カスタマーケ

ア】タブにたくさんのヘルプオプション

が表示されます。

主な機能

画⾯の右側では、Auslogicsブログ記事
へのリンクが記載されており、発⽣する

さまざまなWindowsの問題に関するさ
らなる詳細情報にアクセスできます。

「お問い合わせ」セクションでは、

Auslogicsソフトウェアや、オンライン専
⾨家にお使いのPCの⾃動化に関して質問
できます。また、そこにある他の質問と

回答を参照して、必要なものがすでに投

稿されているかどうかを確認できます。

この機能を使⽤いただくには、Eメールア
ドレスを提供し、パスワードを作成して

登録する必要があります。登録するに

は、スクロールして、ログインフォーム

の下にある「ここで登録！」のリンクが

表示されます。リンクをクリックして、

名前、またはフォーラムで使⽤するハン

ドルネームを⼊⼒して、「登録」ボタン

にクリックします。

21

1/2

「お問い合わせ」セクションのすぐ下

に、最も⼀般的なヘルプトピックへのリ

ンクと、サポートのためにライブエー

ジェントにお問い合わせいただける電話

番号が表示されます。Auslogicsソフト
ウェアの登録と動作に関するヘルプは無

料ですが、エージェントは追加の（任

意）有料サービスを提供する場合があり

ます。

Customer Care Tab  

 



【カスタマーケア】タブ：お問い合わせ
主な機能

22

「登録」ボタン（前のページで説明）をクリック

したら、フォームで指定したアドレスの受信トレ

イに移動し、⾃動⽣成されたパスワードを含む確

認メッセージを探します。質問するときにログイ

ンするには、そのパスワードが必要となります。

BoostSpeedの【カスタマーケア】タブに戻り、
メールアドレスとパスワードを使⽤してログイン

します。ログインした後、「お問い合わせ」ボタ

ンをクリックすると、質問の詳細を⼊⼒する

フォームが表示されます。

質問トピックのカテゴリーとサブカテゴリーを選

択し、説明的な件名を⼊⼒して、⼤きな空⽩の

フィールドに質問を書きます。また、「ファイル

を追加」オプションを使⽤してスクリーンショッ

トやその他のファイルを追加し、発⽣している問

題に関する詳細情報を提供することもできます。

完了したら、「送信」ボタンをクリックします。

質問は確認され、ウェブフォーラムに投稿されま

す。ログインし、質問に対する回答をそこで確認

することができます。フォーラムへのリンクにつ

いては、メールの受信トレイをご確認ください。

2/2



23全てのツール タブ

すべてのツールタブには、

BoostSpeedに含まれるすべてのアプ
リが⼀覧表示され、次のパフォーマン

スカテゴリーに分けられています。 

システムツールでは、Windowsシステ
ムに対して、メンテナンスとY適化を

実⾏できます。 

ディスクツールでは、PCをクリーンに
したり、ディスクドライブをデフラグ

や維持するための複数のオプションを

利⽤できます。 

インターネットとブラウザツールは、

接続速度を向上して、オンラインコン

テンツをより早く読み込ませるのに役

⽴ちます。 

セキュリティツールは、個⼈情報を保

護し、PCを脅威から守るのに役⽴ちま
す。 

情報ツールでは、システムや、そのさ

まざま稼働の側⾯についての情報を取

得し、確認できます。

主な機能

ツールをクリックして起動すると、

BoostSpeedで新規タブとして開かれま
す。 

開いているすべてのツールタブを⼀度に

閉じる場合、または、BoostSpeedの再
起動時にすべて開いたままにする場合

は、ウィンドウ上部にあるメインプログ

ラムメニューのページオプションを使⽤

します。クリックしてドロップダウンリ

ストを開き、必要なオプションを選択し

ます。 

ツールの⽬的と仕組みを確認するには、

ツールにマウスを合わせるとヒントが表

示されます。

これらのツールの多くは、プログラムに

わたって他の関連タブで推奨されていま

すが、特定の⽬的がある場合に必要な

ツールを⾒つけるのに便利なように、こ

れらはすべて⼀箇所に⼀覧表示されてい

ます。

注意事項



24⾃動デフラグ

デフラグの実⾏頻度と、BoostSpeedに
⾃動的にデフラグしてほしいドライブを

選択します。 

PCの使⽤の邪魔にならないように他のオ
プションも有効にすることができます。

必要に応じて、全ての⾃動デフラグの

後、レポートが作成されるように

BoostSpeedを設定できます。全てのオ
プションのすぐ下に、簡単な統計が表示

されます。

タスクを予約するには、メインプログ

ラムウィンドウの右下にある時計アイ

コンをクリックします。

【ディスクデフラグスケジュール】

タブでウィンドウが開き、そこでコ

ンピュータードライブの⾃動デフラ

グのスケジュールを設定できます。

メンテナンスの予約

BoostSpeedでは、⾃動的クリーンアップとチューンアップの定期的なメンテナンスを予約できます。これにより、PC
を⾼速かつスムーズに実⾏し続けることができます。



25ワンクリックスキャンと修復
メンテナンスの予約

通常のスキャンと修復に含めるカテゴ

リーを選択します（必要に応じて、カテ

ゴリー名前の横にある⽮印をクリックし

て、特定のサブカテゴリーのみを選択で

きます）。メンテナンスに便利な時間を

選択します。PCが普段稼働しているが、
重たい作業に使⽤していない時間に設定

するのがお勧めです。完了したら

【OK】をクリックします。

【ワンクリックスキャナ】スケジュー

ルの設定にアクセスするには、メイン

プログラムウィンドウの右下にある時

計アイコンをクリックします。

スケジューラウィンドウの「ワンク

リックスキャナスケジュール」タブで

は、ディスク容量、安定性、およびパ

フォーマンスの問題のための⾃動ス

キャンを設定できます。BoostSpeed
のメインウィンドウの【ワンクリック

スキャナ】タブを使⽤して⼿動で実⾏

する機能と同じです。BoostSpeedが
これらのタスクを定期的に⾃動で実⾏

するようにすると、時間を節約でき、

⼿動で⼿間をかけることなくスムーズ

なPCパフォーマンスを確保できます。



26プライバシークリーンアップ
メンテナンスの予約

【ワンクリックスキャナ】を予約すると

きと同じく、「プライバシー」という⾔

葉の横の⽮印をクリックして、サブカテ

ゴリーの⼀覧を展開し、必要に応じて、

チェックを⼊れたり外したりすることが

できます。次に、定期的なクリーンアッ

プのための頻度と便利な時間を選択しま

す。完了したら【OK】を押します。 

クレジットカードや銀⾏⼝座情報などの

個⼈データの痕跡をPCのさまざまな場所
から消去することで、この情報が決して

不正に渡らないようにすることができま

す。

プライバシークリーンアップスケ

ジューリングオプションにアクセスす

るには、メインプログラムウィンドウ

の右下にある時計のアイコンにクリッ

クします。

ジャンクファイルのクリーンアップと

パフォーマンスのY適化のほかに、保

護タブスケジュールウィンドウを使⽤

して、BoostSpeedでプライバシー
痕跡の定期的なクリーンアップを⾏う

ことができます。



27全般設定

ここでは、パフォーマンスを監視して、

必要に応じて、背景でY適化を実⾏する

ために、PCの起動時にプログラムが起動
するように設定できます。また

BoostSpeedが表示する通知を選択し
て、システムにとって致命的なカテゴ

リーを有効にして、BoostSpeedスキャ
ナを⾼度なモードに切り替えることがで

きます。 

これは、クリーンアップのたびにブラウ

ザのCookieを削除するかどうかを設定す
る場所でもあります。Cookieを保持し、
さまざまなサイトがアクセスするたびに

再ログインを要求しないようにする場合

は、このボックスをオフのままにしま

す。

プログラムのカスタマイズ

BoostSpeedは、デフォルトの設定で優れた能⼒を発揮しますが、幅広いカスタマイズのオプションもあります。これにより、理想的な⾒
た⽬や動作でプログラムを楽しむことができます。

BoostSpeedの設定にアクセスするに
は、メインプログラムウィンドウの右

下にある⻭⾞アイコンをクリックしま

す。

それにより、【⼀般】タブで【設定】

ウィンドウが開かれます。



28表示
プログラムのカスタマイズ

【外観】設定にアクセスするには、メ

インプログラムウィンドウの右下にあ

る⻭⾞アイコンをクリックします。

次に、左側のウィンドウの「外観」タ

ブを選択します。

コンピューター画⾯の解像度は異なる場

合があり、BoostSpeedでは、インター
フェイスのテキストと要素のサイズを調

整して、PCの解像度に合わせることが
できます。 

ここの他のオプションでは、CPU温度
の表示⽅法と、たくさんのリソースを消

費しているプログラムを⾚でマークする

かどうかを選択できます。

【外観】のメニューでは、プログラムの

外観をカスタマイズできます。



29システム統合
プログラムのカスタマイズ

【設定】を開くには、メインプログラム

ウィンドウの右下にある⻭⾞アイコンを

クリックします。

例えば、Disk Defragをコンテキストメ
ニューに統合したい場合は、ファイルエ

クスプローラーでフォルダーを右クリッ

クし、そのフォルダーをY適化できま

す。Disk Defragをデフォルトのデフラ
グツールとして設定し、「ファイルの

ロック解除」、「ファイルを復元」、

「ファイルのシュレダー処理」オプショ

ンをドライブとごみ箱のメニューに追加

することもできます。統合はスムーズ

で、いつでも簡単に元に戻すことができ

ます。

BoostSpeedでは、その機能とオプ
ションの⼀部をさまざまなシステムメ

ニューに統合できます。これにより、

実際にBoostSpeedを開くことなく、
項⽬を右クリックしてBoostSpeed操
作を実⾏できます。統合するには、

「システム統合」タブに移動してくだ

さい。



30パフォーマンスモニター
プログラムのカスタマイズ

【パフォーマンスモニタ】を有効にす

ると、BoostSpeedのスキャン、Y適
化、またはその他の操作の完了に関す

る基本的な通知だけを表示するか、

（ソフトウェアとハードウェアの両⽅

に関連する）重要なWindowsシステム
イベントの通知を表示するかを選択で

きます。 

表示する通知が分からない場合は、Y

初に全部を有効にすることをお勧めし

ます。トレイのポップアップが表示さ

れ始めると、ポップアップの「次回表

示しない」オプションをクリックし

て、その特定の種類の通知を無効にす

ることができます。

【パフォーマンスモニター】タブで

は、プログラムの通知を管理できま

す。まず、上部のボックスをチェック

して機能を有効にします。それを⾏わ

ない限り、以下のオプションはグレー

表示され、変更することはできませ

ん。

【設定】を開くには、メインプログ

ラムウィンドウの右下にある⻭⾞ア

イコンをクリックします。



31その他の設定
プログラムのカスタマイズ

⼀部のツールは、個々のニーズに合わせ

てさらにカスタマイズおよび微調整でき

るアルゴリズムを使⽤しています。左側

のウィンドウでツールをクリックして選

択するだけなので簡単です。 

左側のウィンドウの⼀番下までスクロー

ルして、【猫モード】と【レスキューセ

ンター】の設定を確認します（このガイ

ドで前述）。 

Y後に「⾔語」のオプションがありま

す。これにより、BoostSpeedのイン
ターフェース⾔語を選択できます。 

設定の調整が完了したら、必ず【OK】ボ
タンをクリックして変更を適⽤してくだ

さい。

さらに、BoostSpeedでは、ファイルの処
理⽅法をカスタマイズし、さまざまなツー

ルや機能の追加オプションと除外を設定で

きます。

【設定】を開くには、メインプログラム

ウィンドウの右下にある⻭⾞アイコンをク

リックします。 
 
削除されたジャンクファイルをプログラム

で消去して、回復を防ぐことができます。

また、クリーンアップ中にクリーンにする

通常のフォルダを指定することもできます

（それらの内容は永久に削除されるため、

重要ではないことを確認してください）。

処理から除外するファイルまたはフォルダ

がある場合、BoostSpeedを使⽤してここ
で各ツールの除外リストを管理できます。



32Auslogicsへのお問い合わせ

Auslogicsにお問い合わせする⽅法は
たくさんあります。ほとんどが「主な

機能：【カスタマケア】タブ」で、こ

の【ガイド】で前述されています。

電話番号は地域によって異なる場合が

あり、変更される場合もあります。こ

このスクリーンショットの番号を使⽤

するのではなく、Y新のソフトウェア

バージョンまたは弊社のウェブサイト

の  www.auslogics.com. で更新され
た番号を参照してください。

Auslogics製品に関する質問の多くは、 
www.auslogics.comのよくある質問セ
クションで既に回答されています。

Auslogicsウェブサイトのサポートセク
ションでは、紛失したライセンスキーの

復元、払い戻しの要求、製品マニュアル

のダウンロードなどの機能も提供してい

ます。 

ウェブサイトで回答されていない質問が

ある場合は、次のアドレスで弊社の年中

無休の専⽤のカスタマーサポートチーム

までメールでお問い合わせください。

support@auslogics.com 

注意事項

https://www.auslogics.com/ja/support/product/boost-speed/

