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 コンピュータへのドライブのインストール
コンピュータへのドライブのインストール
このガイドの手順を実行する前に、『クイック スタート ガイド』の冊子に記載された指示
に従って新しいドライブをコンピュータにインストールしてください。

コンピュータ起動時のドライブ検出の確認
新しいドライブをインストールした後、コンピュータを起動します。新しいドライブがマ
ザーボードに直接接続され、起動時に自動検出されない場合は、システム セットアップ 
(BIOS) プログラムを実行して SATA ポートを有効化しなければならない場合があります。
セットアップを起動するには、通常、コンピュータの起動中に [DEL] または [ESC]、[F2] 
キーを押します。

システム BIOS での SATA ポートの有効化については、システムまたはマザーボードに付属
するマニュアルを参照してください。

新しいドライブが増設 SATA カードに接続する場合は、SATA ディスクの検出を有効化する
ためにシステム BIOS に入る必要はありません。増設カードが起動時にドライブを自動検出
します。

SATA ホスト ドライバ
すべての SATA ホストは 48 ビット BIOS をサポートし、OS によるハード ドライブの認識を
許可するドライバを必要とします。インストール中に、OS が大容量ストレージ ドライバを
要求します。

ドライバは通常、システムまたはマザーボード、増設 SATA ホスト製造元の CD またはウェ
ブサイト上にあります。必ずインストール プロセス中に OS が最新のドライバを使用できる
ようにしてください。

DiscWizard
DiscWizard は、Macintosh システムには対応していません。

重要！ この大容量ドライブで 2TB を超えるディスク容量にアクセスするには、
Windows 専用のデバイス ドライバが必要となる場合があります。詳細な手順は、
http://www.seagate.com/beyond-2TB をご覧ください。DiscWizard™ ソフトウェアには、
第 2 のパーティション作成および 2TB を超える容量の使用を許可するデバイス ドライバが
含まれます。

変更を加える前に重要なデータをバックアップしてください。
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インストール オプションの選択
インストール オプションの選択
• 新しいドライブを唯一のドライブとして Windows システムにインストールする。

コンピュータに有効なハード ドライブがない、またはシステムが新しいビルドである場
合は、単一ドライブのインストール手順を参照 ‒ 4 ページ

• 新しいドライブを追加ストレージとして Windows システムにインストールする ‒ 
4 ページ

• 新しいドライブに、古い Windows ブート ドライブのクローンを作成する ‒ 5 ページ

• 新しいドライブを追加ストレージとして Mac にインストールする ‒ 7 ページ

単一ドライブのインストール (Windows)
開始する前に:  この操作には、DiscWizard は不要です。Windows XP オペレーティング シス
テムでは、組み込みマザーボード用の SATA ホスト ドライバおよび増設 SATA ホスト アダプ
タ カードをフロッピー (ディスク) ドライブからロードする必要があります。SATA ドライバ
は通常、マザーボードまたは増設 SATA ホスト アダプタに付属する CD に含まれます。イン
ストールを開始する前に、ドライバをディスクに抽出してください。Windows Vista では、
SATA ホスト ドライバを CD から直接インストールすることができます。

1. システムで Windows 8/7/Vista または XP の CD をブートします。Windows CD のブートで
問題が発生する場合、システム BIOS でブート シーケンスを変更しなければならない可能性
があります。

2. サードパーティの SCSI ドライバまたは RAID ドライバをインストールするよう Windows か
ら指示されたら、[F6] キーを押してから、プロンプトに対して [S] を押し、追加のデバイス
を指定します。

3. SATA ドライバ ディスケットまたは CD を挿入してから [Enter] を押します。

4. 画面上の指示に従って Windows のインストールを完了します。

単一ストレージのインストール (Windows)

 注: この手順は、すでに 1 つの SATA ドライブが存在し、これをブート ドライブとして引き続き
使用する一方、パフォーマンス向上のため新しい Seagate SATA ドライブを追加ストレージ
として PC にインストールすることを前提としています。

1. Windows 8/7/Vista または XP をブートします。

2. DiscWizard ソフトウェアをインストールします。
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 新しいドライブへの Windows ブート ドライブのクローン作成
3. ドライブをフォーマットするには、[Add New Disc (新規ディスクの追加)] オプションを選択
します。

 注: フォーマットは、Windows の [コントロール パネル] にある [ディスクの管理] ユーティリ
ティを使用して実行することも可能です。詳細は、ユーティリティ CD のサポート ドキュメ
ントをご覧ください。

新しいドライブへの Windows ブート ドライブのクローン
作成
1. Windows 8/7/Vista または XP をブートします。

2. DiscWizard ソフトウェアをインストールします。

3. [Clone Disc (ディスクのクローン化)] オプションを選択し、[Next (次へ)] を選択します。
Seagate DESKTOP インストール ガイド 5



新しいドライブへの Windows ブート ドライブのクローン作成
4. [Automatic (自動)] (デフォルト) をクリックし、[Next (次へ)] を選択します。

5. ソース ドライブをハイライトし、[Next (次へ)] をクリックします。

6. 宛先を選択し、[Next (次へ)] を選択します。

7. レイアウトを確認して [Next (次へ)] を選択します。

8. 再起動します。

再起動すると、クローン化手順によってデータのコピーが開始されます。コピーの完了後
は、画面上の指示に従ってシステムをシャットダウンします。

Windows Vista をご使用の場合は、セキュリティ認証のため Vista OS ディスクを用意してく
ださい。

重要: システムがシャットダウンしたら、電源ケーブルとデータ ケーブルをソースのブート 
ドライブから物理的に取り外し、再度システムの電源を入れます。再起動すると、システ
ムが新しい交換ドライブをブートします。

新しいドライブの起動ドライブ化

 注: クローン作成後、システムはデフォルトでオリジナルのブート ドライブをブートします。ク
ローン作成後に古いドライブを再接続する予定がある場合は、システム BIOS でブート シー
ケンスを変更しなければならない可能性があります。

1. クローン ドライブで Windows をブートし、すべてのファイルが正しくコピーされているこ
とを確認します。

2. コンピュータを再起動し、起動中に [ESC] または [DEL]、[F2] キーを押してシステム セット
アップ BIOS に入ります。
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 単一ストレージのインストール (Mac)
3. システム セットアップで、新しい SATA ドライブからブートするようブート シーケンスを
変更します。増設 SATA カードをお持ちの場合は、SCSI または外付けドライブを先にブート
するよう、ブートの優先順位を変更しなければならない可能性があります。必要に応じて
システムの説明書を参照してください。

単一ストレージのインストール (Mac)

 注: この手順は、すでに 1 つの SATA ドライブが存在し、これをブート ドライブとして引き続き
使用する一方、パフォーマンス向上のため新しい Seagate ドライブを追加ストレージとして 
Mac にインストールすることを前提としています。
新しい Seagate ドライブに古いドライブのイメージを作成し、起動可能ドライブとする方法
については、Apple ディスク ユーティリティのヘルプ ファイルを確認するか、Apple のサ
ポート サイトをご覧ください。

1. Mac 製品マニュアルの説明に従ってドライブをマウントします。マウント用ネジおよび
ケーブルは、Mac 製品内部に付属しています。

2. Apple デスクトップをブートします。

3. システムがドライブを自動検出し、挿入されたディスクはこのコンピュータでは読み取り
不可能である旨を通知するメッセージが表示されます。[初期化] をクリックし、Apple [
ディスク ユーティリティ ] ウィンドウを開きます。

4. 新しいボリュームを選択し、[パーティション] をクリックします。

5. [ボリュームの方式] の下にあるドロップ ダウン メニューをクリックし、いずれかの [パー
ティション] オプションを選択します。

6. ボリュームに名前を付け、デフォルト フォーマットの [Mac OS 拡張 (ジャーナリング)] が表
示されていることを確認して [パーティション] をクリックします。

7. パーティションの警告が表示されます。選択内容を確認し、[パーティション] をクリックし
てフォーマットを完了します。

8. フォーマットの完了後、ボリュームがデスクトップにマウントされ、直ちに保存可能な状
態となります。

ヘルプが必要な場合
Seagate はウェブサイトの情報を適宜更新しています。 最新のチュートリアルおよび FAQ、
トラブルシューティング情報については、http://www.seagate.com/support をご覧くだ
さい。

Seagate サポートにお問い合わせの際は、あらかじめドライブのシリアル番号およびモデル
番号をご用意ください。これらの番号は、Seagate サポートへの質問やドライブの登録、
Seagate ウェブサイトでの情報検索に使用できます。
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ヘルプが必要な場合
Seagate ウェブサイトでは、以下をはじめとする最新の包括的なサポート情報を入手いただ
けます。

• ナレッジ ベース: トラブルシューティング情報および FAQ、技術マニュアル

• ソフトウェア ダウンロード: インストール ソフトウェア、ユーティリティ、診断プログ
ラム

• 製品情報: Seagate の最新製品および過去の製品

• 保証サービス: ドライブの返品 (RMA)、保証ステータス、および限定保証声明書

• 製品サポート: インストール アシスタント、仕様、ジャンパ設定、インストール ガイ
ド、および製品マニュアル
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