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第１章 Paragon パーティションワークス 15 Serverの概要 

Paragon パーティションワークス 15 Server は、データを削除すること

なくサーバーのパーティションのサイズ変更や移動が行えます。サー

バーの C ドライブの容量が不足している場合など、C ドライブを大きく

してDドライブを小さくすることで、容量不足を解消できます。ほとんど

の操作は、ウィザードに沿って簡単に実行することができます。 

 
１-１  Paragon パーティションワークス 15 Server の特長 

■多彩なパーティション操作 
パーティションの作成、削除、サイズ変更、移動、コピー、結合など、

多彩なパーティション操作が行えます。 

■Windows 上でパーティションを操作 

Windows 上で分かりやすく洗練された GUI を使ってパーティシ

ョンを操作できます。操作後のイメージを確認しながら実行でき

るので安心です。 

■Windows Server 2012、UEFI に対応 

Windows Server 2012 に対応したほか、従来の BIOS ベースのサーバ

ーだけでなく、UEFI ベースのサーバーにも対応しました。 

■ウィザードによる簡単操作 

難しい知識は必要ありません。分かりやすく親切なウィザードに沿っ

て進むだけで、簡単にパーティション操作が行えます。もちろん、ウィ

ザードを使用しない手動によるパーティション操作もサポートしていま

す。 

■ハードディスクのコピー 

ハードディスクやパーティションのコピーも行えます。 

■Windows PE 版の起動 CD を作成可能 

Windows PE 版の起動 CD をユーザ様ご自身で作成できます。起動

CD を作成すれば、CD 起動でパーティションを操作することも可能で

す。CD 起動後は、Windows での操作と同様のわかりやすいインター

フェースで操作できます。ユーザ自身でドライバの追加が行えるので、

新しいハードウェアにもいち早く対応することができます。 
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■各種ドライブに対応 

E-IDE/IDE、SCSI、シリアル ATA、SAS、USB、IEEE1394 接続のハー

ドディスク/SSD に対応しています。また、2TB を超える大容量ハード

ディスク、RAID ボリューム、AFT や SSD のアライメントにも対応してい

ます。 

※ サポートするファイルシステムは、FAT16/32、NTFS です。 

■操作の実行とキャンセル 

ウィザードで設定した操作は、すぐに実行されずに一旦ジョブとして

保留されます。複数の処理をためてから、まとめて実行することもでき

ます。 

■ファイルシステムやディスク形式の変換 

FAT16←→FAT32、FAT16/32←→NTFS、基本パーティション←→

論理パーティション、ダイナミックディスク→ベーシックディスク（シンプ

ルボリュームのみ）、MBR ディスク←→GPT ディスクの変換が行えま

す。 

 

１-２  動作環境 

対応 OS： Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/ 

2012/2012 R2 

対応機種： 上記 OS が正常に動作するパソコン 

（PC/AT 互換機） 

対応 CPU： 1GHz 以上のインテル互換 CPU 

メモリ： 512MB 以上（Windows Server 2008/2008 R2/ 

2012/2012R2 の場合は 1GB 以上） 

ハードディスク

の空き容量： 

200MB 以上 

(PE 版起動メディアの作成には、別途 5GB 以上) 

ドライブ： CD 起動で使用する場合には、起動可能な CD/DVD

ドライブ 

モニタ： SVGA モニタ 
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１-３ 注意事項 

■ 重要なデータは、必ず操作前にバックアップをお取りください。 

■ 操作前の注意事項を必ずご確認の上、操作を実行してくださ

い。 

■ ハードディスク自体に不良セクタや物理的な問題などがある場

合は、正常にパーティション操作、コピーが行えません。 

■ ダイナミックディスクには対応していません。 

■ exFAT には未対応です。 

■ Windows PE 版の起動 CD の作成には、インターネットに接続で

きる環境と書き込み用のメディア(CD-R/USB メモリ)が必要で

す。 

■ 起動 CD から起動して使用したり、大容量ハードディスクで使用

するには BIOS/UEFI の対応が必要です。 

■ お使いのハードウェアによっては、起動 CD から起動して使用で

きない場合があります。 

■ GoBack（シマンテック社など）との併用はできません。 

■ ゲーム機、ハードディスクレコーダ、カーナビのハードディスクな

どのコピーはサポート対象外です。 

■ 暗号化されたハードディスクではお使いいただけません。 

■ USBなどの外付けハードディスクにコピーした場合、USB接続の

状態でコピー先ディスクから OS を起動することはできません。 

■ リムーバブル メディア(SDメモリーカード、USBメモリなど)のパー

ティション操作/コピーはできません。 

■ コピーしたハードディスクをハード構成の異なる別の PC に接続

して起動することはできません。 

■ コピー機能はローカルディスク間でのみ使用できます。他の PC

のハードディスクやネットワークドライブにはコピーできません。 

■ Windows Server 2012では、デスクトップアプリケーションとして動

作します。 

■ リカバリー領域に関しては、PC メーカーや型番によって動作仕

様が異なるため、コピー先で使用できなくなる可能性がありま

す。 
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【Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）に関する注意事項】 

■ 今回のバージョンから、Windows PE 版の起動 CD は、標準で添

付されません。 

■ Windows PE 版の起動メディアは、お客様ご自身で作成して頂く

必要があります。作成時には、マイクロソフト社より提供される

WADK（Windows アセスメント&デプロイメントキット）などをインス

トールする必要があります。 

■ 起動 CD の作成には、ハードディスクに 5GB 以上の空き容量が

必要です。空き容量不足などが原因で、起動 CD が作成できな

い場合は、他の PC で起動 CD を作成するか、または弊社のサ

ポートセンターへご相談ください。 
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第２章 インストールとアンインストール 

２-１  インストール 

(1) パーティションワークス 15 Server の製品 CD をドライブにセットし

ます。以下の画面が表示されるので、[インストール]をクリックしま

す。 

 
※ 自動的に表示されない場合には、エクスプローラで CD-ROM 内

の、autorun.exe を実行してください。 

 

※ 製品CDをドライブに挿入した

後に、右の「自動再生」ダイア

ログが表示された場合には、

[AUTORUN.EXE の実行]を選

択してください。 
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(2) 『InstallShield ウィザードへようこそ』画面が表示されます。[次へ]

をクリックします。 

 
 

(3) 『使用許諾契約』画面が表示されます。内容を確認の上、[使用

許諾契約の条項に同意します]を選択して、[次へ]をクリックしま

す。 
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(4) 『シリアル番号』画面が表示されます。シリアル番号を入力して、

[次へ]をクリックします。 

 
 

(5) 『ユーザ情報』画面が表示されます。ユーザ名などを入力して、

[次へ]をクリックします。 

 

※ パッケージ版は同梱されて

いる『ユーザ登録用カード』

に記載してあります。 

ダウンロード版は購入時の

メールに記載してあります。 
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(6) 『インストール先の選択』画面が表示されます。変更を行う必要が

ない場合には、[次へ]をクリックします。 

 
 

(7) [インストール]をクリックして、インストールを実行します。 
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(8) インストールが開始されます。 

 

(9) インストールの完了画面が表示されます。[完了]をクリックしてくだ

さい。 

 



パーティションワークス 15 Server 利用ガイド 

  15 

(10) インストールが完了すると、以下の画面が表示されます。このま

ま再起動する場合には、[はい]をクリックしてください。 

 
 

これでインストールは完了です。続けて「第３章 起動CDの作成

と動作確認」を参照し、起動 CD の作成を行ってください。 

 

※ Windows PE 版の起動 CD の作成は、必ず行なってください。

予期せずパーティション操作が中断された際は、起動CDが必

要になることがあります。予め Windows PE 版の起動 CD を作

成し、作成した CD から起動することができるか、ご確認くださ

い。 
 

 

 

※ 再 起 動 前 に 、

CD-ROM を取り

出してください。 
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２-２ アンインストール 

パーティションワークス 15 Server をアンインストールする手順は、以下

のようになります。 

 

(1) [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プログラ

ムのアンインストール]を選択します。 

(2) [Paragon Partition Works 15 Server]を選択し、[アンインストール]

をクリックします。 

 
 

(3) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックします。 

(4) アンインストールが終了したら、[はい]をクリックして、PC を再起動

します。 

 
※ ブート メディア ビルダーをアンインストールする場合は、上記

の画面でブート メディア ビルダーを選択してアンインストー

ルしてください。 
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第３章 起動CDの作成と動作確認（必ず行ってください） 
この章では、Windows PE 版の起動 CD の作成手順をご案内いたしま

す。ご利用の Windows によって、起動 CD の作成手順が異なります。

ここでは、各 OS での起動 CD の作成手順をご案内いたします。 

※ 起動 CD の作成には、「Windows AIK/ADK」と「ブート メディア ビル

ダー」のインストールが必要です。この際、ハードディスクに 5GB 以

上の空き容量が必要になります。ここでは、サーバー機ではなく、ク

ライアント PC にインストールの上、起動 CD を作成することを前提に

ご案内いたします。空き容量不足などが原因で、起動 CD が作成で

きない場合は、他のPCで起動CDを作成するか、または弊社のサポ

ートセンターへご相談ください。 

※ Windows PE 版の起動 CD の作成は、必ず行なってください。

予期せずパーティション操作が中断された際は、起動CDが必

要になることがあります。予め Windows PE 版の起動 CD を作

成し、作成した CD から起動することができるか、ご確認くださ

い。 
 
３-１ Windows PE版起動CDの作成の流れ 

Windows PE 版の起動 CD を作成するには、ブート メディア ビルダ

ーと、Microsoft 社が提供する Windows ADK または Windows AIK が

必要です。以下の表を参考に、操作対象のサーバーOS に対応した

環境で起動 CD を作成してください。 

 

※ サーバー側が 32bit の場合は 32bit で、64bit の場合は 64bit OS で

起動 CD を作成してください。 

※ 起動CDと記載していますが、USBメモリを使用することも可能です。

USB メモリを使用する場合、メモリ内のデータは全て消去されますの

で、ご注意ください。 

操作対象のサーバーOS 起動 CD 作成に使用する OS 

Windows Server 2008/2008 R2/ 

2012/2012 R2 

Windows 7/8/ 

Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 

Windows Server 2003/2003 R2 
Windows XP/VISTA/ 

Server 2003/2003 R2 
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1. Microsoft の Web サイトから Windows ADK のインストーラをダウ

ンロードし、Windows ADK をインストールする 

2. ブート メディア ビルダー をインストールする 

3. ブート メディア ビルダーで起動 CD を作成する 

 

 

1. Microsoft の Web サイトから Windows AIK の ISO イメージをダウ

ンロードし、Windows AIK のインストール DVD を作成する 

2. インストール DVD で Windows AIK をインストールする 

3. ブート メディア ビルダー をインストールする 

4. ブート メディア ビルダーで起動 CD を作成する 

 

※ Windows AIK は ISO ファイルの形式で提供されます。ISO ファイルと

は、CD/DVD/BD の内容を、1 つのファイルとして保存したものです。

ISOファイルから直接Windows AIKをインストールすることはできない

ため、DVD に書き込んで、Windows AIK のインストール DVD を作成

するなどの作業が必要です。ここでは、ISO ファイルを DVD に書き込

む手順をご案内いたします。この場合、AIK のインストール用の空の

DVD と、起動メディア用の空の CD が必要になります。 

※ 環境によっては、ISO の書き込みに対応したソフトが別途必要になり

ます。メーカー製 PC の場合、購入時点で最初からインストールされ

ているものもあります。詳細は PC メーカーにご確認ください。 

Windows 7/8/2008/2008 R2/2012/2012 R2 での起動メディア作成手順 

 

Windows XP/Vista/2003/2003 R2 での起動メディア作成手順 
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３-２ Windows 8/7/2012/2008
Windows 8/7/2012/2008 で起動 CD を作成する場合、まず Windows 

ADK をインストールする必要があります。Windows XP/Vista/2003 で

起動CDを作成する場合は、[３－３ Windows Vista/XP/2003での起

動 CD 作成準備 1]と[３－４ Windows Vista/XP/2003 での起動 CD

作成準備 2]を参照してください。ここでは、Windows ADK のダウンロ

ードおよびインストール手順をご案内いたします。 

での起動CD作成準備 

※ 起動 CD の作成には、「Windows AIK/ADK」と「ブート メディア ビル

ダー」のインストールが必要です。この際、ハードディスクに 5GB 以

上の空き容量が必要になります。ここでは、サーバー機ではなく、ク

ライアント PC にインストールの上、起動 CD を作成することを前提に

ご案内いたします。空き容量不足などが原因で、起動 CD が作成で

きない場合は、他のPCで起動CDを作成するか、または弊社のサポ

ートセンターへご相談ください。 

※ Windows ADKはMicrosoft社が提供するプログラムです。ダウンロー

ドやインストール時の問題、使用方法などについては、弊社ではサ

ポートいたしかねますので、予めご了承ください。 

 

(1) 製品 CD をディスクドライブにセットします。[起動 CD の作成(PE

版)]-[Windows AIK/ADK のダウンロード]をクリックします。 
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(2) Windows AIK/ADK のダウンロード案内ページが表示されますので、

Microsoft 社の Windows ADK のダウンロードページに移動します。 

 
 

(3) ダウンロードページが表示されたら、[ダウンロード]をクリックします。 

 
 



パーティションワークス 15 Server 利用ガイド 

  21 

(4) 画面の下部に実行するか、保存するかの確認メッセージが表示され

ます。[保存]ボタン右側の ▼ をクリックします。 

 
 

(5) 「名前を付けて保存」をクリックし、ファイルを任意の場所に保存しま

す。 

 
 

(6) 保存先を開いて[adksetup.exe]を実行し、インストール画面を起動し

ます。 
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※ Windows 7/2008 では、以下の画面が表示されます。 

 
この画面が表示された場合は、[Microsoft.NET Framework のライセ

ンス条項に同意します]にチェックを入れ、[同意してインストールす

る]をクリックして.NET Framework をインストールしてください。 

 

(7) インストール画面が表示されたらインストール先を選択します。通常は

変更せずにこのまま[次へ]をクリックします。 
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(8) [カスタマー エクスペリエンス向上プログラム(CEIP)への参加]の画

面が表示されます。参加は任意ですが、ここでは[いいえ]を選択し、

[次へ]をクリックします。 

 
 

(9) [使用許諾契約]の画面が表示されます。[同意する]をクリックします。 
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(10) インストールする機能を選択します。[Deployment Tools]と[Windows 

Preinstallation Environment (Windows PE)]を選択し、[インストール]

をクリックします。 

 
 

(11) インストールが開始されるので、完了まで待ちます。 
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(12) [Windows アセスメント & デプロイメント キット for Windows 8.1へよ

うこそ]の画面が表示されたら[閉じる]をクリックします。 

 
これで ADK のインストールは完了です。この後は、[３－５ ブート メ

ディア ビルダーのインストール]と[３－６ ブート メディア ビルダー

で起動 CD を作成する]を参照の上、起動 CD の作成を行ってくださ

い。 
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３-３ Windows Vista/XP/2003

Windows Vista/XP/2003で、Windows PE版の起動CDを作成するた

めには、まず、Microsoft 社の Web サイトから Windows AIKをダウンロ

ードし、インストール DVD を作成します。Windows 8/7/2012/2008 で

起動CDを作成する場合は、[３－２ Windows 8/7/2012/2008での起

動 CD 作成準備]を参照してください。 

での起動CD作成準備 1 

※ 起動 CD の作成には、「Windows AIK/ADK」と「ブート メディア ビル

ダー」のインストールが必要です。この際、ハードディスクに 5GB 以

上の空き容量が必要になります。ここでは、サーバー機ではなく、ク

ライアント PC にインストールの上、起動 CD を作成することを前提に

ご案内いたします。空き容量不足などが原因で、起動 CD が作成で

きない場合は、他のPCで起動CDを作成するか、または弊社のサポ

ートセンターへご相談ください。 

※ Windows AIK は Microsoft 社が提供するプログラムです。ダウンロー

ドやインストール時の問題、使用方法などについては、弊社ではサ

ポートいたしかねますので、予めご了承ください。 

(1) 製品 CD をセットし、以下の画面が表示されたら、[起動 CD の作成

(PE 版)]-[Windows AIK/ADK のダウンロード]をクリックします。 

 
※ 自動的に表示されない場合には、エクスプローラで CD-ROM 内の、

autorun.exe を実行してください。 



パーティションワークス 15 Server 利用ガイド 

  27 

(2) Windows AIK のダウンロード案内ページが表示されます。ここから、

Microsoft 社の Windows AIK のダウンロードページに移動します。

[Windows AIK のダウンロードページへ]のリンクをクリックしてください。 
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(3) Microsoft社のダウンロードページが表示されたら[ダウンロード]をクリ

ックします。 

 
 

以下の画面が表示されますので、[保存]または[名前を付けて保存]

をクリックします。(  をクリックすると、操作を選択できます。) 

 
 

※ [保存]をクリックした場合は、C:\Users\(ユーザ名)\Downloads にダ

ウンロードしたファイルが保存されます。[名前を付けて保存]をクリッ

クした場合は、任意の場所に保存できます。 
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※ 「ダウンロード」をクリックした後、以下のような画面が表示された場

合は、「いいえ、インストールしません」を選択し、「次へ」をクリックし

ます。その後で再度「ダウンロード」をクリックしてください。 

 
 

(4) ダウンロードしたファイルを DVD に書き込みます。ISO イメージの書き

込みに対応したソフトがインストールされている場合は、そのソフトを

ご利用ください。 
 

※ 環境によっては、ISO の書き込みに対応したソフトが別途必要になり

ます。メーカー製 PC の場合、購入時点で最初からインストールされ

ているものもあります。詳細は PC メーカーにご確認ください。 
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３-４ Windows Vista/XP/2003

[３－３ Windows Vista/XP/2003 での起動 CD 作成準備 1]で作成し

たインストール DVD を使用して、Windows AIK をインストールします。 

での起動CD作成準備 2 

 

(1) 作成した DVD をセットすると、以下の画面が表示されるので、

[Windows AIK セットアップ]をクリックします 

 
 

※ Windows XP/Server 2003 をご利用の場合、以下の画面が表示さ

れて、インストールが中断される場合があります。 

 
Windows AIK のインストールには、.NET Framework 2.0 と MSXML 

6.0 が必要です。この画面が表示される場合は、(1)の画面で、

[.NET Framework セットアップ]と[MSXML 6.0 SP1 のセットアップ]

をクリックして.NET Framework 2.0 と MSXML 6.0 をインストールして

ください。 
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(2) セットアップウィザードの開始画面が表示されたら[次へ]をクリックし

ます。 

 
 

※ 既に Windows AIK がインストール済みの場合は、以下の画面が表

示されます。 

 
この画面が表示される場合は、キャンセルをクリックして画面を終

了し、[３－５ ブート メディア ビルダーのインストール]へ進んでく

ださい。 
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(3) ライセンス条項が表示されたら[同意します]を選択し、[次へ]をクリッ

クします。 

 
 

(4) インストールフォルダとインストールするユーザの選択画面が表示さ

れます。特に変更が必要なければそのまま[次へ]をクリックします。 

 
※ この後、ブート  メディア  ビルダーで起動 CD を作成する際、

Windows AIK がインストールされたフォルダを選択する操作があり

ます。特に必要がない限り、インストール先は変更しないことを推

奨します。 
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(5) インストール前の確認画面が表示されます。[次へ]をクリックすると

インストールが開始されます。 

 
 

(6) 完了の画面が表示されたら[閉じる]をクリックします。 

 
以上で Windows AIK のインストールは完了です。この後は、[３－５ 

ブート メディア ビルダーのインストール]と[３－６ ブート メディア 

ビルダーで起動 CD を作成する]を参照の上、起動 CD の作成を行

ってください。 
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３-５ ブート メディア ビルダーのインストール 

 

(1) 製品 CD をセットし、以下の画面が表示されたら、[起動 CD の作成

(PE 版)]-[ブート メディア ビルダーのインストール]をクリックします。 

 
※ 起動 CD は、アカウント名に日本語が含まれる環境では作成できま

せん。ブート メディア ビルダーをインストールする際は、半角英数

字のアカウントで実行してください。 

 

※ 起動 CD の作成には、「Windows AIK/ADK」と「ブート メディア ビル

ダー」のインストールが必要です。この際、ハードディスクに 5GB 以

上の空き容量が必要になります。ここでは、サーバー機ではなく、ク

ライアント PC にインストールの上、起動 CD を作成することを前提に

ご案内いたします。空き容量不足などが原因で、起動 CD が作成で

きない場合は、他のPCで起動CDを作成するか、または弊社のサポ

ートセンターへご相談ください。 
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(2) ウィザード画面が表示されたら[次へ]をクリックします。 

 
 

(3) 使用許諾契約の内容を確認し、問題なければ[同意します]を選択し

て[次へ]をクリックします。 
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(4) シリアル番号を入力し、[次へ]をクリックします。 

 
 

(5) インストール先のフォルダの選択画面が表示されます。特に変更する

必要が無ければ、そのまま[次へ]をクリックします。 

 

※ パッケージ版は同梱されて

いる『ユーザ登録用カード』

に記載してあります。 

ダウンロード版は購入時の

メールに記載してあります。 
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(6) [インストール]をクリックし、インストールを開始します。 

 
 

(7) インストールが開始されます。 
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(8) 完了画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 

 
以上でインストールは終了です。 
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３-６ ブート メディア ビルダーで起動CDを作成する 

 

(1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Paragon Partiton Works 15 

Server]-[Boot Media Builder PW15S]をクリックし、ブート メディア 

ビルダーを起動します。Windows 8/2012 の場合は、スタート画面で

[Boot Media Builder PW15S]をクリックします。 

 
※ 起動 CD は、ユーザアカウント名に日本語が含まれるユーザでは

作成できません。半角英数字のアカウントで実行してください。 

 

※ [cannot install laungage package]や、[指定したイメージから ISO フ

ァイルを作成できません…]などのメッセージが表示されてブート メ

ディア ビルダーを完了できない場合は、管理者権限を持つ半角英

数字のローカルアカウントを追加し、追加したアカウントで再度起

動 CD の作成を行なってください。アカウントの追加手順について

は、弊社の FAQ ページで公開しています。 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130419001.html 

 

 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130419001.html�
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(2) 起動メディアの種類を選択します。ここでは CD/DVD/BD を選択し

ていますが、USB メモリを選択することも可能です。 

 
 

(3) オプションを選択します。[標準起動メディアの作成]を選択し、[次

へ]をクリックします。 
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(4) Windows AIK/ADK がインストールされている場所を指定します。イ

ンストールした OS が Windows 7/2008/2008 R2 以外で、、インスト

ール場所を変更していない場合は、そのまま[次へ]をクリックします。 

 
 

※ Windows 7/2008/2008 R2 では、以下の手順で Windows ADK がイ

ンストールされた場所を手動で指定してください。 

 

ここをクリックしてインストー

ルされた場所を指定します。 

以下の場所を指定してください。 

32 ビット  C:/Program Files/Windows Kits/8.1/Assesment and Deployment Kit 

64 ビット  C:/Program Files(x86)/Windows Kits/8.1/Assesment and Deployment Kit 
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(5) ネットワーク構成の設定画面が表示されます。通常は[起動後にネ

ットワーク構成を手動で設定]を選択し、(7)に進んでください。CD

起動後にネットワークドライブを使用する場合は、「指定したネットワ

ーク構成を自動で開始」を選択します。 

 
 

(6) 「指定したネットワーク構成を自動で開始」を選択した場合、ネットワ

ークドライブの割り当て画面が表示されます。通常は[ネットワークド

ライブに手動で接続]を選択して[次へ]をクリックします。 

 

「ネットワークドライブの自動マウン

ト」を選択すると、CD 起動直後にネッ

トワークドライブを自動でマウントさせ

ることも可能です。ネットワークドライ

ブへのパス、ユーザ名、パスワードを

入力してください。 
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(7) ドライバの組み込み画面が表示されます。この機能は、上級ユーザ

にのみお勧めします。通常はそのまま[次へ]をクリックし、(8)に進ん

でください。この機能は CD 起動後にご利用のネットワークや RAID

構成のハードディスクなどが標準で認識できない場合に使用します。

ここでご利用の環境に応じたドライバを追加すると、CD 起動後、す

ぐに認識されます。 

 

※ ドライバの入手方法については、ハードメーカにお問い合わせくだ

さい。なお、ドライバは、ここで追加していない場合でも、CD 起動後

にメニューから読み込むこともできます。ドライバを組み込んだ CD

の作成は、事前に正しいドライバであることを確認してから行うこと

を推奨します。 

 
 

 

[追加]をクリックし、[ドライ

バーの追加]画面を表示

します。 

[参照]をクリックし、追加

するドライバの保存場所

を指定します。 
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ドライバが追加されたら[OK]をクリックします。 

 
 

追加したドライバが表示されていることを確認し、[次へ]をクリックし

ます。 
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(8) 書き込みに使用するドライブを選択し、[次へ]をクリックします。 

 
 

(9) 書き込み設定の画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、

[次へ]をクリックします。 

 

差替え 
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(10) ブランクディスクをセットし、[次へ]をクリックします。 

 
 

(11) ディスクへの書き込みが開始されます。 
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(12) 完了画面が表示されたら[完了]をクリックし、画面を閉じます。 

 
以上で操作は完了です。この後は[３-７ 作成した起動 CD の動作

確認]を参照の上、作成した CD からの起動確認を行ってください。 

 

※ [cannot install laungage package]や、[指定したイメージから ISO

ファイルを作成できません…]などのメッセージが表示されてブ

ート メディア ビルダーを完了できない場合は、管理者権限を

持つ半角英数字のローカルアカウントを追加し、追加したアカ

ウントで再度起動 CD の作成を行なってください。アカウントの

追加手順については、弊社の FAQ ページで公開しています。 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130419001.html 

 
 

 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130419001.html�
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３-７ 作成した起動CDの動作確認 

 
(1) Windows PE 版の起動 CD をドライブにセットして PC を再起動し

ます。CD からブートされ、以下のような画面が表示されます。表

示されずに OS が起動してしまう場合には、PC メーカ独自のブ

ートメニューが用意されていないか、または BIOS の設定を確認

してください。 
 

※ CD 起動中の画面はご利用の環境によって異なり、起動に時間

がかかることがあります。以下は CD 起動中の画面の例ですが、

起動中にメーカ固有のロゴが表示される機種もあります。 
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Boot Menu 
=============== 
* Removable Devices 
* Hard Drive 
* CD/DVD Drive 
* UEFI:CD/DVD Drive 
 

UEFI の環境では、CD 起動時に以下のような[Press any key to boot 

from CD or DVD....]というメッセージが表示されます。このメッセージが表

示されたら、Enter などのキーを押してください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CD から起動できない場合 

電源投入時のメーカーロゴ画面で特定

キーを押して「起動（ブート）メニュー」画

面を出し、CD起動を指定しないとCD起

動できない PC メーカーもあります。 

(例：DELL、富士通、東芝は「F12」キー

で「起動メニュー」を出します) 

PC によっては、起動メニューに、通常の CD ドライブだけでなく、 

[UEFI (CD ドライブ名)]の項目が表示されるものがあります。その場合

は、GPTディスクならUEFI…を、MBRディスクなら通常の CDドライブ

を選択してください。GPT ディスクかを確認する手順は、[４－４ BIOS 

/UEFI のどちらを採用しているか確認する]を参照してください。 

 

起動メニューから CD 起動を行う際は、Windows を起動させてから再

起動するなど、予め CD をセットした状態で起動メニューを表示させて

ください。 
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※ メーカーロゴ画面で特定のキーを押すと起動できる機種や、BIOS

でシステムを読み込むデバイスの優先順位を変更しなければなら

ない機種もあります。CD 起動のサポートの有無、CD 起動指定キ

ー、BIOSの設定方法などは、パソコンのマニュアルを参照するか、

製造元にご確認ください。 

（BIOS の設定画面例） 

 

※ あくまで一例です。ご使用の PC によって画面、起動方法、操作

方法が異なります。BIOS 画面の設定方法についてはご使用の

PCのマニュアルを確認するか、PCのメーカにお問合せください。 

 

優先順位の変更を行い、CD-ROM

が最初にブートされるように設定

します。 
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(2) ランチャー画面が表示され、操作可能な状態になります。[パーテ

ィションワークス 15 Server]をクリックします。 

 
 

(3) パーティションワークス 15 Server が起動します。 

 
ここで、ハードディスクが正しく認識されているか確認してください。

確認後、メイン画面を閉じてメニューから[再起動]をクリックして PC

を再起動してください。 
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※ 『ディスクが見つかりません』と表示された場合 

 
このメッセージは、主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが

搭載されている機種で、ご利用のハードディスク コントローラが、

Windows PE に標準で組み込まれているドライバで対応できな

い場合に表示されます。ディスクを認識させるには、ご利用の

環境に対応したドライバを読み込ませる必要があります。手順

については、「１０-４ サードパーティ製ドライバの追加方法」を

参照してください。 

 

※ 起動 CD を作成する際に、予めドライバを追加して CD を作成す

ると、このメッセージは表示されず、ディスクが認識されるように

なります。ドライバを追加した CD を作成する手順については、

「３－６ ブート メディア ビルダーで起動 CD を作成する」の(7)

を参照してください。 
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第４章 パーティション操作前の注意事項 
パーティション操作をする際には、いくつか注意すべき点があります。こ

れらの点は必ず守ってください。 

 

４-１  エラーチェックの実行(必須) 

ハードディスクに不良セクタなど物理的な問題が存在すると、パーティシ

ョン操作時にエラーが発生して、ドライブにアクセス出来なくなるなどの状

態に陥る可能性があります。パーティション操作を行う前には、ハードデ

ィスクのエラーチェックを実行して、あらかじめハードディスクの問題を解

消してください。エラーチェックは次の手順で行うことができます。 
※ ハードディスクに不良セクタなどの問題が存在すると、正常にパー

ティション操作/コピーができません。操作を実行する前に、必ずド

ライブのエラーチェックを実行してください。 

 
【Windows Server 2003/2003 R2 での操作方法】 

(1) Windows を起動して、[スタート]メニューから[マイ コンピュータ]を

クリックします。 

(2) バックアップ対象となるドライブを右クリックし、メニューから[プロ

パティ]を選択します。 
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(3) [ツール]タブを選択し、[チェックする]ボタンをクリックします。 
初めてエラーチェックを行う場合は、表示されたオプション画面で

二つのチェックボックスを両方とも有効にして、[開始]ボタンをクリ

ックします。何回かエラーチェックを行っている場合は、「ファイル 

システム エラーを自動的に修復する」チェックボックスのみ有効

にして、[開始]ボタンをクリックします。 

 
 

対象ドライブが使用中の場合には、次の画面が表示され、再起

動後にエラーチェックが行われます。 

 

[はい]をクリックして、コンピュータを再起動します。 

① 

② 

③ 
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Windows 起動時に次の画面が表示され、ドライブのエラーチェッ

クが実行されます。完了すると自動的に再起動します。 

 

(4) エラーチェックの結果は、イベント ビューアのアプリケーション ロ
グに記録されます。Windows が起動したら、[マイ コンピュータ]を

右クリックして、[管理]を選択してください。[コンピュータの管理]

画面が表示されるので、[イベント ビューア]-[アプリケーション]を

選択します。右側にログの一覧が表示されるので、ソース欄に

[Winlogon]と表示されている最新のログをダブルクリックして表示

させます。 

 
※日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してく

ださい。 
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(5) イベントの説明欄で「不良セクタ」(bad sector)に数値があるときは

パーティション操作/コピーができません。「0 KB in bad sectors」と

表示されていることを確認します。次に、ファイルシステム関連の

問題「Cleaning up ** unused …」の**数を確認します。数が多い

時は「ファイル システムエラーを自動的に修復する」のみにチェ

ックして「Cleaning up **」の表示がなくなるか、少なくとも**の数値

が１桁台になるまで）エラーチェックを何回か繰り返してください。

「Cleaning up **」の表示がなくなると、「Windows has checked the 

file system and found no problems」と表示されます。 

 
※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

※ 不良セクタがあるハードディスクの場合には、処理が正しく行

われませんので、パーティション操作は行わないでください。 

(表示例) 

--------------------------------------------------- 

Checking file system on c: 

・・・ (中略) 

Windows has checked the file system and found no problems. 

**** KB total disk space. (中略) 

0 KB in bad sectors (以下略) 

--------------------------------------------------- 
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【Windows Server 2008/2008 R2 での操作方法】 

 
(1) [スタート]メニューから[コンピューター]を開き、バックアップ/コピ

ー対象となるドライブを右クリックして、メニューから[プロパティ]を

選択します。 
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(2) [ツール]タブを選択し、[チェックする]ボタンをクリックします。 
初めてエラーチェックを行う場合は、表示されたオプション画面

で二つのチェックボックスを両方とも有効にして、[開始]ボタンを

クリックします。何回かエラーチェックを行っている場合は、「ファ

イル システム エラーを自動的に修復する」チェックボックスの

み有効にして、[開始]ボタンをクリックします。 

 
 
対象ドライブが使用中の場合には、次の画面が表示され、再起

動後にエラーチェックが行われます。 

 
[ディスク検査のスケジュール]をクリックして、コンピューターを再

起動します。 

 

③ 

① 

② 
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Windows 起動時に次の画面が表示され、ドライブのエラーチェッ

クが実行されます。完了すると自動的に再起動します。 

 

(3) エラーチェックの結果は、イベント ビューアのアプリケーション ロ
グに記録されます。Windows が起動したら、[スタート]メニューか

ら[コンピューター]を右クリックし、[管理]を選択します。[コンピュ

ーターの管理]画面が表示されるので、[診断]-[イベントビュー

ア]-[Windows ログ]-[アプリケーション]を選択します。右側にログ

の一覧が表示されるので、ソース欄に[Wininit]と表示されている

最新のログをダブルクリックして表示させます。 

 
※日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してく

ださい。 
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(4) イベントの説明欄で「不良セクタ」(bad sector)に数値があるときは

パーティション操作/コピーができません。「0 KB in bad sectors」と

表示されていることを確認します。次に、ファイルシステム関連の

問題「Cleaning up ** unused …」の**数を確認します。数が多い

時は「ファイル システムエラーを自動的に修復する」のみにチェ

ックして「Cleaning up **」の表示がなくなるか、少なくとも**の数値

が１桁台になるまで）エラーチェックを何回か繰り返してください。 

 
※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

※ 不良セクタがあるハードディスクの場合には、処理が正しく

行われませんので、パーティション操作は行わないでくださ

い。 

 (表示例) 

--------------------------------------------------- 

Checking file system on c: 

・・・ (中略) 

Cleaning up 7 unused index… 

**** KB total disk space. (中略) 

0 KB in bad sectors (以下略) 

--------------------------------------------------- 
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【Windows Server 2012/2012 R2 での操作方法】 

 
(1) [スタート]の画面から[コンピューター]を開き、バックアップ/コピー対

象となるドライブを右クリックし、メニューから[プロパティ]を選択しま

す。 

 
 

(2) 「ツール」タブを選択し、「チェック」ボタンをクリックします。 

 

① 

② 
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(3) ドライブに問題が無い場合は、以下の画面が表示されます。「ドライ

ブのスキャン」をクリックして状態を確認します。 

 
 

ドライブのエラーチェックが実行されます。 

 
 

正常にスキャンが完了すると、以下の画面が表示されます。「詳細

の表示」をクリックします。 
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「イベントビューアー」の画面が表示されます。ソース欄に[Chkdsk]

と表示されている最新のログをダブルクリックします。 

 
 

イベントの説明欄で「不良セクター」に数値があるときは処理が正し

く行われませんので、パーティション操作は行わないでください。

「不良セクター」の表示が「0 KB」になっていることを確認します。

 
※日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してくださ

い。 
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※ エラーチェックの開始画面でエラーが検出された場合 

 
この画面が表示された場合、「ドライブのスキャンと修復」をクリック

し、エラーを修復してください。なお、C ドライブに対して実行する場

合は以下の画面が表示されます。この場合は「次の再起動時に修

復する」または「今すぐ再起動して修復する」のいずれかを選択し、

エラーを修復してください。 

 
※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

 

※ 不良セクタが無いのに、操作に失敗する場合、弊社ホームページ

の FAQ を参照の上、手動でチェックディスクを行ってください。 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130301001.html 

 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013130301001.html�
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４-２  バックアップの実行 

パーティションワークス 15 Server は、ハードディスク上のデータ領域や

システムの起動情報を、直接変更できるツールです。パーティション操

作中の電源トラブルに対しても復旧するための安全対策が施されてい

ます。ただし、すべてのトラブルに対応できるわけではありません。使用

中の何らかのトラブル（お客様の操作ミスを含む）によって OS が起動し

なくなったり、データが消失してしまう可能性もあります。特にデータ（お

客様自身で作成されたファイル）は復旧することができないので、必ず

バックアップを行ってください。バックアップは外付けハードディスク、

DVD、Blu-ray などの外部メディアに保存して頂くことをお勧めします。 

 

４-３  操作中の注意 
パーティション操作の処理中に画面が停止（フリーズ）したように見える

ことがありますが、内部的な処理は行われています。操作中に電源を

切るとデータを消失してしまう可能性があるので、電源は切らないでく

ださい。また、[キャンセル]ボタンも処理を強制的に中断することになる

ので、クリックしないことをお勧めいたします。やむをえず電源を切る場

合には、ハードディスクのアクセスランプが消灯しているか、「点滅して

いない」ことを確認のうえ電源を切るようにしてください。 

【Windows 上、CD 起動(PE 版)でのパーティション操作中の画面】 
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【再起動時に操作が行われている時の画面】 

以下は Windows Server 2012 での画面例です。 

 
※ 処理中の画面はご利用の環境によって異なります。PC メーカ

固有のロゴ画面が表示される機種もあります。 

 
Windows Server 2003、2008 では以下のような画面が表示されます。 
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４-４ BIOS / UEFIのどちらかを採用しているか確認する 

OS がインストールされたハードディスクに対して操作を行う際、ご利

用の PC が BIOS / UEFI のどちらを採用しているかによって、手順が

異なる場合があります。従来の BIOS を採用している場合、Windows

がインストールされているディスクは MBR ディスクになります。UEFI を

採用している場合、WindowsがインストールされているディスクはGPT

ディスクになります。ご利用の PCがどちらの形式なのか、事前に以下

の手順で確認してください。 

 

(1) [スタート]-[コンピュータ]アイコンを右クリックし、[管理]を選択します。

Windows Server 2012 の場合は、スタート画面で右クリックし、[すべて

のアプリ]-[コンピュータ]を右クリックして[コンピュータの管理]を開き

ます。 

 

(2) [コンピュータの管理]画面が表示されたら、左側のメニュー[ディスク

の管理]をクリックします。[ディスクの管理]画面が表示されます。 
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(3) Windows がインストールされたハードディスクにマウスポインタをあて

て右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]を選択します。 

 
 

 

ここにマウスポイン

タを当てて右クリッ

クし、[プロパティ]

を開きます。 
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(4) [ボリューム]タブを開き、[パーティションのスタイル]を確認します。

MBR ディスクの場合、[マスター ブート レコード（MBR）]と表示されま

す。この場合は BIOS が搭載されています。 

 

GPT ディスクの場合、[GUID パーティション テーブル(GPT)]と表示さ

れます。この場合は UEFI が搭載されています。 

 
これで確認作業は完了です。 

※ 機種によっては、BIOS と UEFI を切り替えられるものや、自動で切り

替わるものもあります。詳細はメーカにご確認ください。 
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４-５  パーティションの構成を確認する 
パーティション操作を行う前に、まずどのパーティションを操作するの

か、Windows 上で確認します。 

 

I. 操作対象のパーティションの位置を確認する 

本製品では Windows 上または CD 起動でパーティション操作が行え

ますが、CD 起動時はドライブ文字(C:など)が Windows 上とは異なる

場合がほとんどです。予め、操作したいパーティションの位置を確認

してください。 

 

① [スタート]-[コンピュータ]を右クリックし、[管理]をクリックします。

Windows Server 2012 では、[スタート]画面で右クリック-[すべての

アプリ]-[コンピュータを右クリック]-[コンピューターの管理]をクリ

ックします。 

 

② コンピュータの管理画面で、ディスクの管理をクリックします。ここ

で拡大したいパーティションの位置を確認します。C ドライブを拡

大して D ドライブを縮小する場合、下の画面例では、2 番目のパ

ーティションを拡大して、3 番目のパーティションを縮小します。 

 

※ Windows 上でのドライブ文字(C:など)を基準に CD 起動

でパーティション操作を行うと、希望とは違うパーティション

が拡大・縮小されてしまう恐れがあります。必ず操作したい

パーティションの位置、容量を確認するようにしてください。 
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II. 特定の役割を持ったパーティションが無いか確認する 

Windows Server 2008 R2/2012 は、環境によっては、複数のパーティ

ションにまたがってインストールされます。このようなパーティションを

削除してしまうと、Windows が起動できなくなってしまいますので、ご

注意ください。パーティション構成は[ディスクの管理]やパーティショ

ンワークス 15 Server のメイン画面などで確認できます。 

 

MBR ディスクの場合(ディスクの管理の画面) 

【Windows Server 2008 R2 の例】 

 
 

【Windows Server 2012 の例】 

 

先頭の「システムで予約済み」というパーティションは、Windows の起

動用のシステムパーティションになります。このパーティションを削除

すると、Windows が起動しなくなりますので、ご注意ください。 
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GPT ディスクの場合(パーティションワークス 15 Server のメイン画面) 

【Windows Server 2008 R2 の例】 

 
 

【Windows Server 2012 の例】 

 
 

GPT ディスクに Windows がインストールされている場合は、上記画面

で選択したパーティションのいずれかを削除してしまうと Windows が

起動できなくなりますのでご注意ください。それ以外に、用途がよく分

からないパーティションがある場合は、変更や削除を行わないことを

お勧めします。 
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４-６ ドライブのデフラグ 

断片化しているファイルを最適化することで、パーティション操作時の

処理が、より確実に、高速になります。可能であれば、操作前にデフ

ラグを実行してください。ここでは、Windows Server 2012 の画面を例

に、手順をご案内いたします。 

 

(1) [コンピュータ]を開き、ドライブを右クリックし、メニューから[プロパ

ティ]を選択します。  
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(2) [ツール]タブを選択し、[最適化]をクリックします。 

 
 

(3) [最適化]をクリックし、デフラグを実行します。 

 
※ 操作対象となるすべてのドライブで実行してください。 
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第５章 Paragon パーティションワークス 15 Serverを使用する 
 
５-１  Paragon パーティションワークス 15 Server の起動方法 

[スタート]メニューから [すべてのプログラム]-[Paragon Partition 

Works 15 Server]-[Paragon Partition Works 15 Server]を選択します。

Windows Server 2012 の場合は、スタート画面で[Paragon Partition 

Works 15 Server]をクリックします。パーティションワークス 15 Server

が起動すると以下のランチャー画面が表示されます。よく使用する機

能はランチャーから直接実行することが可能です。左側でカテゴリを

選択すると、各カテゴリごとのメニューが表示されます。パーティション

ワークス 15 Serverのメイン画面を表示させる場合は、以下の画面で、

[パーティションワークス 15 Server]を選択します。 

 
 

 

 

※ ランチャーから操作を行った場合、処理が即座に行われますので

ご注意ください。 

 

カテゴリ メニュー 



第５章 Paragon パーティションワークス 15 Server を使用する 

76 

■メイン画面の起動方法 

ランチャーで、[パーティションワークス 15 Server]-[パーティションワ

ークス 15 Server]を選択すると、以下のメイン画面が表示されます。 

メイン画面ではパーティションワークス 15 Server のすべての機能を使

用することができます。用途や機能に応じて、いくつかの小さなセクシ

ョンに分割されています。パーティションワークス 15 Server のランチャ

ーを表示させる場合は、以下の画面左上にある[ランチャー]ボタンを

クリックします。 

 

 

 
 

 

 

 

ツールバー 仮想操作バー 

ハードディスクやパーティション

の状態などが表示されます。 

共通タスクバー 
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５-２  処理の実行 

パーティションワークス 15 Server は、「仮想モード」を採用しています。

ユーザが指定した処理は、直ぐに実行されずに一旦操作リストに登

録されます。操作リストに登録された処理を実行するには、仮想操作

バーの[適用]ボタンをクリックして、確認画面で[はい]を選択する必要

があります。この機能により、実際の処理を実行する前に、実行後の

結果を画面で確認することができ、複数の操作をまとめて実行するこ

ともできるようになっています。適用前であれば、処理の中止、元に戻

す、やり直しなどの操作が可能です。 

 
 

 

 
※ ランチャーから操作を行った場合、処理が即座に行われますの

でご注意ください。 

インストールして操作を実行した場合、処理内容によっては以下の画

面が表示され、再起動が促されます。[再起動]をクリックすると、再起

動後、OS 起動前に処理が実行されます。 

 
※ OS がインストールされているドライブを操作する場合には、ほとん

どの操作で再起動が必要になります。 
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第６章 パーティション操作（よくある利用方法） 
この章では、パーティションワークス 15 Server のよくある利用例での

操作手順をご紹介します。 
 

６-１  C ドライブを大きくして D ドライブを小さくする(自動) 

ハードディスクのパーティションの容量配分は必ずしも最適とは言えま

せん。空きが多い方から少ない方へ容量を移動することで、容量配分

を適切にすることができます。 

 

※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 

 

(1) パーティションワークス 15 Serverを起動します。メイン画面が表示

されたら、「高度なパーティション操作タスク」の[空き領域の移動]

をクリックするか、[ウィザード]メニューから[詳細]-[空き領域の移

動]を選択します。 
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(2) 「空き領域の移動ウィザード」が起動するので、[次へ]をクリックし

ます。 

 
 

(3) 容量を拡大したいパーティションを選択して、[次へ]をクリックしま

す。 
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(4) 容量を小さくしたいパーティションのチェックをオンにします。[次

へ]をクリックします。 

 
 

(5) パーティションの境界をドラッグして拡大後の容量を指定します。

設定が完了したら、[次へ]をクリックします。 

 
 
 

ここをクリックしてサイズを指定することもできます 
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(6) [完了]をクリックしてウィザードを閉じます。 

 
(7) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 
 
 

 
 

 

(8) 空き領域の移動処理が行われます。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 
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再起動を促すメッセージが表示された場合は、[再起動]をクリックしま

す。 

 
 

再起動時に処理が行なわれます。以下は Windows Server 2012 での

処理画面です。画面はご利用の OS や環境によって異なります。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 
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Windows Server 2003、2008 では以下のような画面が表示されます。 

 
 

(9) 終了したら、[閉じる]ボタンをクリックして結果を確認してください。 
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６-２ Cドライブを大きくしてDドライブを小さくする(手動) 

ここでは、ウィザードではなく、手動で操作する方法をご紹介します。 

※ この例では D ドライブは拡張パーティションになっています。 

※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 
 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

 
(2) 最初に D ドライブを小さくして、D ドライブの前に未割り当て領域

を作成します。拡張パーティションの場合には、最初に拡張パー

ティション内の論理ドライブを小さくします。D ドライブを選択して、

[パーティション]メニューから[パーティションの移動/サイズ変更]

をクリックします。 
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(3) パーティションの境界をドラッグして D ドライブの前に空ける容量

を指定します。設定が完了したら、[はい]をクリックします。 

 
 

(4) 次に拡張パーティションを小さくします。拡張パーティション（水色

の部分）を選択して、[パーティション]-[パーティションの移動/サ

イズ変更]をクリックします。 
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(5) 拡張パーティションの境界をドラッグして小さくします。設定が完

了したら、[はい]をクリックします。 

 
 
(6) C ドライブを拡大します。C ドライブを選択して、 [パーティショ

ン]-[パーティションの移動/サイズ変更]をクリックします。 
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(7) パーティションの境界をドラッグして C ドライブを大きくします。設

定が完了したら、[はい]をクリックします。 

 
 

(8) 処理後のパーティション構成が表示されるので、確認します。 
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(9) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 
 
 

 
 
 
 
(10) 処理が開始されますので、終了するまでしばらく待ちます。終了

したら、[閉じる]ボタンをクリックして結果を確認してください。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 

※ 処理内容によっては、再起動を促す画面が表示されます。そ

の場合には、[再起動]をクリックしてください。再起動後の OS

起動時に処理が実行されます。 
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６-３  C ドライブを小さくして新たに D ドライブを作成する 

Cドライブのみのハードディスクを分割し、新しくDドライブを作成する

ことができます。ここでは、ウィザードを使用した例をご紹介します。 

※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 

※ MBR ディスクの場合、基本パーティションは１台のドライブに最大

４つまでに制限されます。 

(1) パーティションワークス 15 Serverを起動します。メイン画面が表示

されたら、「基本的なパーティション操作タスク」の[パーティション

の作成]をクリックするか、[ウィザード]メニューから[パーティション

の作成]を選択します。 
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(2) パーティションの作成ウィザードが表示されます。[次へ]をクリック

します。 

 
 

※ ハードディスク内に移動できないパーティション（特殊なリカバリ

ー領域やメーカ独自のユーティリティ領域）があると、以下の画面

が表示されてウィザードが実行できない場合やパーティションを

作成したいハードディスクが選択できない場合があります。その

場合は、８－５、８－６の手順で既存のパーティションを縮小し、８

－１を参考に手動でパーティションを作成してください。 
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(3) パーティションの作成先を選択します。選択が完了したら、[次へ]

をクリックします。 

 
 

(4) スライダーをドラックして、作成するパーティションのサイズを指定

します。[次へ]をクリックします。 

 
※ 論理パーティションを作成する場合には、[論理パーティション

として作成]にチェックを入れます。なお、GPT ディスクではこ

のオプションは表示されません。 
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(5) パーティションの種類、ドライブ文字などを指定して、[次へ]をクリ

ックします。 

 
(6) [完了]をクリックしてウィザードを閉じます。 
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(7) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 
 
 

 
 
 
 

(8) 以下の画面が表示され、再起動が促されます。[再起動]をクリック

します。 

 
※ OS がインストールされているドライブを操作する場合には、

再起動が必要になります。 

※ CD起動で操作している場合には、この画面は表示されずに、

そのまま処理が実行されます。 
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(9) 再起動時に、パーティションの作成処理が行われます。以下は

Windows Server 2012 での処理画面です。画面はご利用の OS

や環境によって異なります。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 

 
(10) 処理が完了すると OS が起動します。パーティションワークス 15 

Server を起動して、処理が正しく行われているか確認してくださ

い。 
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６-４ パーティション操作中に処理を中断してしまった場合 

パーティション操作中に電源が切れてしまったり、処理が停止してし

まった場合などには、PC の起動時に以下の画面 (Interrupted 

operation: Insert the Recovery CD or other Recovery Media and 

reboot your PC...)が表示されることがあります。 

 
この画面が表示されたら、以下の操作を実行して、処理を再開してく

ださい。再開しないと操作対象のハードディスクのデータがすべて失

われる可能性があります。 
 
1. Windows PE 版の起動 CD を挿入して PC を再起動します。 

※ 起動 CD の作成方法や、起動 CD からの起動方法については、

「第３章 起動 CD の作成と動作確認」をご参照ください。 

※ Windows PE 版の起動 CD が使用できない場合は、製品 CD を

ご利用ください。製品 CD からの起動については、[１０-６ 製品

CD からの起動について]をご参照ください。 
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2. 以下のメニュー画面が表示されたら、[パーティションワークス 15 

Server]をクリックして起動します。 

 
 

3. 以下の画面が表示されるので、[はい]をクリックします。 
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4. 中断された処理が再開されます。 

 
 

5. 処理が完了したら、ドライブからCDを取り出し PCを再起動します。

OS が起動したらパーティションの状態を確認してください。 

※ 完了後も進捗バーが最後まで進まず、途中で止まったように表

示されることがありますが、右下に[閉じる]ボタンが表示されてい

れば処理は完了しています。[閉じる]をクリックした後パーティシ

ョンワークスを終了し、メニューから PC を再起動してください。 
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第７章 ハードディスクのコピー 

この章では、パーティションワークス 15 Server でハードディスクをコピ

ーする操作について説明します。 

 

７-１ コピー操作を行う前に 
パーティションワークス 15 Serverで、コピー操作を行う前には必ずご確

認ください。 

 

(1) コピー元のハードディスクのエラーチェック（CHKDSK）を行ってく

ださい。ハードディスクに不良セクタなどの問題が存在すると、正

常にコピーが実行できない場合があります。 

※手順は『４-１ エラーチェックの実行』を参照してください。 

 

(2) コピー元のドライブを最適化してください。 
断片化しているファイルを最適化して頂くことで、コピー処理が、よ

り確実に、高速になります。可能な範囲でデフラグを実行してくだ

さい。 

※手順は『４-６ ドライブのデフラグ』を参照してください。 

 

(3) コピー先のハードディスクを接続し、正しく認識されているか確認

してください。 

 

ハードディスクの取り付け方法は、PC やハードディスクのマニュア

ルを参照してください。IDE、SATA、SCSI、SAS、USB、IEEE1394

で接続されたハードディスクをコピー元、コピー先として利用するこ

とができますが、接続後に、Windows 上の管理ツールで正しく認

識されているのかを確認してください。 
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（コピー先ハードディスク/SSD の接続例） 
 
■新しいハードディスク/SSD を内蔵する場合 
【シリアル ATA ハードディスク/SSD】を内蔵する場合 

2 台目以降の空いているシリアル ATA コネクタに接続してください。 

 
 
 



第７章 ハードディスクのコピー 

100 

【IDE ハードディスク/SSD】を内蔵する場合 

ご使用のシステムがケーブルセレクトを使用している場合には、ハ

ードディスクのジャンパ設定を CS（CABLE SELECT）に設定し、プ

ライマリ IDEのスレーブコネクタ、またはセカンダリ IDEのマスター/

スレーブの順に空いているコネクタに接続してください。ご使用の

システムがケーブルセレクトを未使用の場合には、ハードディスク

のジャンパ設定を Slaveに設定して、プライマリ IDEインターフェー

スの空いているコネクタに接続します。セカンダリ IDE インターフェ

ースに接続する場合は、1台目はMaster、2台目は Slaveにジャン

パ設定を行ってコネクタに接続してください。 
 
■新しいハードディスク/SSD を外付けする場合 
ハードディスクケースを利用してドライブを接続する場合には、ま

ずコピー先のハードディスクをケースに入れます。 
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ケースに入れたハードディスク/SSD を USB ケーブルまたは

IEEE1394 ケーブルでシステムと接続します。 

 
■接続後のハードディスク/SSD の確認 
ハードディスク/SSD の接続が完了したら、Windows を起動して接

続したハードディスク/SSD が正しく認識されているか確認してくだ

さい。 

 

「ディスクの管理」を使用すると、ハードディスク/SSD が正しく認識

されているかを確認することができます。接続されたハードディスク

/SSD は、「未割り当て」として表示され、接続を確認できます。確

認方法は以下の通りです。 
 

 

① [スタート]メニューから[コンピュータ]を右クリックし、表示された

メニューから[管理]を選択します。 
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② [コンピュータの管理]画面が表示されます。[ディスクの管理]

を選択し、コピー先のハードディスクが正常に認識されている

のか確認します。表示されない場合には、増設したハードディ

スクのマニュアルなどを確認してください。 

 
※ [種類]がベーシックになっているのか確認してください。

ダイナミックと表示されている場合には、ダイナミックディ

スクになっています。ダイナミックディスクのコピーはサポ

ートしていません。この管理ツールで、ベーシックに変換

することはできますが、ディスク内のファイルがすべて失

われます。 
 

(4) 必要のない機器を取り外してください 
コピー時にはコピー先のドライブの全データが削除されます。誤

操作を防ぐためにも、コピーに関係しないハードディスクを取り外

しておくか、電源を切っておくことをお勧めいたします。また、周辺

機器（USB メモリ、カードリーダ）なども取り外しておくことをお勧め

いたします。 
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７-２  コピー後の動作確認 
コピー後は、必ず PC をシャットダウンして、コピー先のハードディスク

から起動できるのか確認してください。確認方法はコピー先のハード

ディスクの接続形態によって異なります。 

※ 必ずコピー先のハードディスクのみが接続されている状態で起動

確認を行ってください。 

※ IDE ハードディスクの場合にはジャンパピンの設定が必要になる

場合があります。設定方法はハードディスク メーカのマニュアル

などをご参照ください。 

※ 接続の切り替え時にBIOS の設定が必要になる場合があります。

BIOS の設定方法については、お使いの PC のマニュアルをご参

照ください。 

【コピー先が、IDE、SATA、SAS で接続されているディスクの場合】 

新しいハードディスクを起動ドライブとして使用する場合には、ハ

ードディスク構成を変更する必要があります。コピー元ドライブを取

り外し、コピー先ドライブを 1 台目のドライブとして接続して起動確

認を行います。 

【コピー先に USB 接続のハードディスク ケースなど利用されている場合】 

ケースからハードディスクを取り出し、PC の内蔵ドライブと差し替え

て、コピー先のハードディスクから起動できるか確認してください。 

※ コピー先、コピー元のハードディスクのいずれかをバックアップ用

に使用する場合には、コピー先ハードディスクの起動確認後に、

PC から取り外して安全な場所に保管してください。 

※ Windows がインストールされた GPT ディスクをコピー後、コピー先

のディスクから起動できない場合は、[１１－１ ブートコレクタ]を

参照の上、[EFI ブートパラメータの修正]を行ってください。なお、

この操作を行うと、一時的にコピー元のディスクから起動できなく

なる可能性があるため、(コピー元のディスクに再度[EFI ブートパ

ラメータの修正]を行うと起動できるようになります。) コピー後す

ぐにディスクを換装しない場合は、この操作は行わないでくださ

い。 
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７-３ コピーの実行 
コピーを実行する前に、『７-１ コピー操作を行う前に』を必ずご確認

ください。 

※ コピー時のアライメントの設定を変更する場合は、メイン画面で[ツー

ル]-[設定]を開き、[一般的なオプション]を選択すると変更できます。 

 
※ パーティション単位でコピーを行う手順については、「８－３ パーティ

ションのコピー」を参照してください。 

(1) パーティションワークス 15 Server のメイン画面を起動し、[コピー タス

ク]タブ内の[ハードディスクのコピー]をクリックするか、[ウィザード]メ

ニューから[ハードディスクのコピー]を選択します。 
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(2) ウィザードが起動するので、[次へ]をクリックします。 

 
 

(3) コピー元のハードディスクを選択して[次へ]をクリックします。 
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(4) コピー先のハードディスクを選択して[次へ]をクリックします。 

 
※ コピー先ハードディスクは注意して選択してください。選択したハー

ドディスクのすべてのパーティション（内容）が削除されます。 
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※ コピー先にパーティションがある場合には、以下の確認画面が表

示されます。コピー元とコピー先を確認の上、[はい、コピー操作

を続行します]にチェックを入れて[次へ]をクリックします。 

 
 

(5) コピーする際のオプションを指定して[次へ]をクリックします。 
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【コピー オプション】 

① HDD RAW コピー 

このオプションを選択すると、パーティション構造を意識せずにセク

タ単位でハードディスク全体をコピーします。 

※処理に時間がかかります。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

② パーティション RAW コピー 

このオプションを選択すると、セクタ単位で各パーティションをコピー

します（未割り当て領域はコピーされません）。 

※処理に時間がかかります。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

【サイズ変更オプション】 

③ パーティション間の空きブロックを削除します 

ハードディスク内の未割り当て領域を削除してコピーします。 

④ データをコピーし、ディスクサイズに比例してパーティションのサイ

ズを変更します 
コピー先ハードディスクのサイズに合わせて、パーティションを自動

拡大、縮小します。 

(6) プレビュー画面が表示されます。サイズを調整したい場合、スライダ

ーで比率を調整します。設定後、[次へ]をクリックします。 
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(7) 以下の画面が表示されます。[完了]をクリックします。 

 

(8) コピーを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

(9) コピーが開始されます。 
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※ コピー処理の内容によっては、コピーが開始されずに、以下の

画面が表示されます。 

 
 

[再起動]をクリックすると、システムが再起動され、Windowsが起動

する際に、以下の画面が表示されコピーが実行されます。停止す

る場合には、[ESC]キーを押してください。 
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(10) コピーが完了したら[閉じる]をクリックします。メイン画面が表示され

ます。すべてのパーティションがコピーされていることを確認します。 

 
※ コピー後は、PC をシャットダウンして、『７－２ コピー後の動作確認』

の手順で、コピー先ハードディスクからの起動確認を実行してくださ

い。 

※ コピー元、コピー先の両方のハードディスクを接続した状態で再起動

しないでください。そのままの状態で再起動してしまうと、コピー元ハ

ードディスクの構成情報が更新されるため、新しいハードディスクを

外した状態(コピー元ハードディスクのみ接続された状態)では起動で

きなくなる場合があります。 
 

※ Windows がインストールされた GPT ディスクをコピー後、コピー先の

ディスクから起動できない場合は、[１１－１ ブートコレクタ]を参照の

上、[EFI ブートパラメータの修正]行ってください。なお、この操作を行

うと、一時的にコピー元のディスクから起動できなくなる可能性があ

るため、(コピー元のディスクに再度[EFI ブートパラメータの修正]を行

うと起動できるようになります。) コピー後すぐにディスクを換装しな

い場合は、この操作は行わないでください。 

 

※ 処理中は電源を切らないでく

ださい。 
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第８章 パーティションの管理 

パーティションワークス 15 Serverには、パーティションを管理するため

の様々な機能があります。ここでは、よく使用される機能を中心にご

紹介します。 

 

８-１  パーティションの作成 

ここでは、未割り当て領域にパーティションを作成する方法をご紹介

します。未割り当て領域のないハードディスクに新たにパーティション

を作成する場合には、『６-３ C ドライブを小さくして新たに D ドライブ

を作成する』をご参照ください。 

※ MBR ディスクの場合、基本パーティションは１台のドライブに最大

４つまでに制限されます。 
 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) 未割り当て領域を選択して、[パーティション]メニューから[パーテ

ィションの作成]をクリックします。 
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(3) 以下の画面が表示されます。作成するパーティションの種類、サ

イズ、ファイルシステム（フォーマット形式）、ドライブ文字などを選

択して、[はい]をクリックします。 

 
 

(4) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(5) パーティションが作成され、フォーマット処理が実行されます。処

理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 
 

※ パーティションを作成しただけでは、ドライブ文字が割り当てられ

ないため、Windows 上から参照することはできません。（3）でドラ

イブ文字を指定するか、作成後に、『８-８ ドライブ文字の割り当

て/削除』を参考に割り当てを行ってください。 
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８-２  パーティションのフォーマット 

パーティションをフォーマットすると、パーティション内のすべてのデ

ータが削除されます。操作時は十分にご注意ください。ここでご紹介

する方法以外にも、パーティションのフォーマット ウィザードでも同様

の処理が可能です。 
 
(1) パーティションワークス 15 Server を起動し、フォーマットしたいパ

ーティションを選択します。[パーティション]メニューから[パーティ

ションのフォーマット]を選択します。 

 
 

(2) 以下の画面が表示されます。ファイルシステム、ボリュームラベル

を指定して[フォーマット]をクリックします。 
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(3) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(4) パーティションが作成され、フォーマット処理が実行されます。処

理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 

 
 



第８章 パーティションの管理 

116 

８-３ パーティションのコピー 

パーティションワークス 15 Server を使用して、パーティションをコピー

することも可能です。パーティションは同一のハードディスクや別のハ

ードディスクの未割り当て領域にコピーすることができます。 

※ パーティション単位でコピーを行う場合、コピー先としてコピー元

の実際の使用容量以上の未割り当て領域が必要です。 

※ コピー先のディスクからWindowsを起動したい場合は、ディスク単

位でのコピーを推奨します。コピー先容量の関係等で、ディスク

単位でのコピーができない場合にのみご利用下さい。 

Windowsがインストールされた GPT ディスクをパーティション単位でコ

ピーする場合は、先頭の 3 つのパーティション(OS によっては 2 つ)と

C ドライブをコピーしてください。 

 
 

Windows Server 2012 や 2008 R2 がインストールされた MBR ディスク

をコピーする場合、コンピューターのアイコンを右クリックし、[コンピュ

ータの管理]画面で状態を確認します。状態が[ブート][システム][ア

クティブ]になっているパーティションをすべてコピーしてください。 

 

 

 

※これは Windows Server 

2012 の画面での一例です。

ここでは[C]と、[システムで予

約済み]のパーティションが

[ブート][システム][アクティ

ブ]になっているので、この２

つのパーティションをコピーし

ます。環境によっては、この

画面に[システム]のパーティ

ションがないこともあります。 
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(1) パーティションワークス 15 Server を起動し、「コピー タスク」内の

[パーティションのコピー]をクリックするか、[ウィザード]メニューか

ら[パーティションのコピー]を選択します。 
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(2) ウィザードが起動するので、[次へ]をクリックします。 

 
 
(3) コピー元のパーティションを選択し、[次へ]をクリックします。 
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(4) コピー先のディスク（未割り当て領域が存在する）を選択して、[次

へ]をクリックします。 

 
※ パーティションは未割り当て領域にのみコピーすることができ

ます。 

(5) コピーする位置、サイズを指定し、[次へ]をクリックします。 
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(6) [完了]をクリックして、ウィザードを終了します。 

 
 

(7) コピーを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックして、確

認画面で、[はい]を選択します。 
 
 
 
 
 
 

(8) パーティションのコピーが実行されます。終了したら、[閉じる]ボタ

ンをクリックします。 
※ コピー先のパーティションには、ドライブ文字が割り当てられて

いません。Windows 上で参照する場合には、ドライブ文字の割

り当てを実行してください。操作方法は、『８－８ ドライブ文字の

割り当て/削除』を参照してください。 
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※ パーティションの利用状況によっては、以下の画面が表示され、

再起動が促される場合があります。その場合には、[再起動]を

クリックして処理を実行します。 

 
 
再起動後、OS が起動する前に処理が行われます。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 

 
処理が完了すると OS が起動します。パーティションワークス 15 

Server を起動して、処理が正しく行われているか確認してくださ

い。 
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８-４  パーティションの削除 

パーティションを削除すると、パーティション内のすべてのデータが削

除されます。操作時には十分ご注意ください。ここでご紹介する方法

以外にも、パーティションの削除ウィザードでも同様の処理が可能で

す。 
 

(1) パーティションワークス 15 Serverを起動します。削除したいパーテ

ィションを選択し、[パーティション]メニューから[パーティションの

削除]を選択します。 

 
 

(2) 確認画面が表示されます。ボリューム ラベルを入力するか、[ボリ

ューム ラベルを確認しない]にチェックを入れて、[はい]をクリック

します。 
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(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(4) パーティションの削除が実行されます。終了したら[閉じる]ボタン

をクリックします。パーティションが削除されたことを確認してくださ

い。 
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８-５  基本パーティションのサイズ変更/移動 

パーティションの拡大、縮小、移動を行う手順をご紹介します。 
※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。サイズ変更、移動

したいパーティションを選択して、[パーティション]メニューから[パ

ーティションの移動/サイズ変更]を選択します。 
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(2) パーティションの境界をドラッグしてサイズを変更します。設定が

完了したら、[はい]をクリックします。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
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(4) パーティションの移動/サイズ変更が実行されます。終了したら[閉

じる]ボタンをクリックします。処理が正しく行われているか確認して

ください。 

※ Windows 上で、システムパーティション（OS がインストールされ

ているパーティション）の処理を行う場合などは、以下の画面が

表示され、再起動が促されます。[再起動]をクリックします。 

 
再起動後、OS が起動する前に処理が行われます。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 

処理が完了すると OS が起動します。パーティションワークス 15 

Server を起動して、処理が正しく行われているか確認してくださ

い。 
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８-６  拡張パーティションの移動/サイズ変更 

拡張パーティションの拡大、縮小、移動を行う手順をご紹介します。 
※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 

 

拡張パーティションの移動やサイズ変更では、いくつかの注意点があ

ります。まず、拡張パーティションの全領域が論理パーティションに割

り当てられている場合、拡張パーティションのサイズを縮小することは

できません。縮小する場合、まず論理パーティションのサイズを小さく

してから、拡張パーティションを小さくします。論理パーティションのサ

イズ変更は、前節の基本パーティションの方法と同じです。また、拡

張パーティションの前か後ろに未割り当て領域がなければ、拡張パ

ーティションを拡大することはできません。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。縮小したい拡張

パーティション内にある論理パーティションを選択して、[パーティ

ション]メニューから[パーティションの移動/サイズ変更]を選択し

ます。 
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(2) パーティションの境界をドラッグしてサイズを変更します。設定が

完了したら、[はい]をクリックします。 

 
 

(3) 拡張パーティション（水色の部分）を選択して、[パーティション]メ

ニューから[パーティションの移動/サイズ変更]を選択します。 
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(4) ドラッグして拡張パーティションのサイズを縮小します。 

 
 

(5) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(6) パーティションの移動/サイズ変更が実行されます。終了したら[閉

じる]ボタンをクリックします。処理が正しく行われているか確認し

てください。 
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８-７ ファイルシステムの変換 

ここでは、パーティションのファイルシステムを変換する方法をご紹介

します。この機能を使用すると、NTFS から FAT32 へ、FAT32 から

NTFS へ変換を行うことができます。 

※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 

※ OS がインストールされているパーティションの変換は OS が起動

できなくなる可能性があるため、お勧めできません。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) ファイルシステムを変換したいパーティションを選択して、[パーテ

ィション]メニューから[ファイルシステムの変換]を選択します。 
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(3) 変換するファイルシステムを選択して、[変換]をクリックします。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 

 
(5) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。

結果を確認してください。 
※ 処理には時間がかかります。処理中は絶対に電源を切らな

いでください。 
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８-８  ドライブ文字の割り当て/削除 

ここでは、ドライブ文字の割り当て/削除方法についてご紹介します。

作成したパーティションに、ドライブ文字を割り当てることで、Windows

上から参照できるようになります。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) ドライブ文字を割り当てたい/削除したいパーティションを選択し、

[パーティション]メニューから[ドライブ文字の割り当て/削除]を選

択します。 

 
※ 選択したパーティションにドライブ文字が割り当てられていな

い場合には、 [ドライブ文字の割り当て]がアクティブになり、

割り当てられている場合には、[ドライブ文字の削除]がアクテ

ィブになります。 
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(3) 表示された画面で割り当てたいドライブ文字を選択し、[OK]をクリ

ックします。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(5) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。

パーティションにドライブ文字を割り当てた場合には、エクスプロ

ーラやコンピュータから参照できるか確認します。 
 



第８章 パーティションの管理 

134 

８-９ パーティションの表示/非表示 

ここでは、パーティションの表示/非表示の設定方法についてご紹介

します。パーティションを非表示にすると、Windows 上から参照できな

くなります。例えばバックアップ用にコピーしたパーティションを OS か

ら参照できなくしたい場合などに使用します。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) 表示/非表示したいパーティションを選択して、[パーティション]メ

ニューから[パーティションの表示/非表示]を選択します。 

 
※ 選択したパーティションが表示状態の場合には、 [パーティシ

ョンの非表示]がアクティブになり、非表示状態の場合には、 

[パーティションの表示]がアクティブになります。 
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(3) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 

 
(5) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。

パーティションの[非表示]の箇所を確認してください。 
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８-１０  パーティションのアクティブ/非アクティブ 

ここでは、パーティションのアクティブ/非アクティブの設定方法につい

てご紹介します。コピー先ハードディスクの起動パーティションはアク

ティブに設定されている必要があります。 
※ 1 台のハードディスクに、2 つ以上のアクティブパーティションが

存在すると、OS が起動できなくなる可能性があります。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) アクティブ/非アクティブにしたいパーティションを選択し、[パーテ

ィション]メニューから[パーティションのアクティブ/非アクティブ]を

選択します。 

 
※ 選択したパーティションがアクティブ状態の場合には、 [パー

ティションの非アクティブ]が選択可能になり、非アクティブ状態

の場合には、[パーティションのアクティブ]が選択可能になりま

す。 
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(3) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(5) 処理が実行されます。処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリック

してパーティションの[アクティブ]の箇所を確認してください。 
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８-１１  クラスタ/ブート/ルートサイズの変更 

クラスタ/ブート/ルートサイズの変更方法についてご紹介します。 

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) 変更したいパーティションを選択して、[パーティション]メニューか

ら[変更]－[クラスタ/ブート/ルートサイズの変更]を選択します。 

(3) 新しいサイズを設定して、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 

 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１２  ボリュームラベルの変更 

ボリューム ラベルの設定方法についてご紹介します。ボリュームラベ

ルを入力することで、パーティションを認識しやすくなります。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) ボリューム ラベルを設定したいパーティションを選択して、[パーテ

ィション]メニューから[変更]－[ボリュームラベルの変更]を選択し

ます。 

(3) 新しいボリュームラベルを入力して、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 

 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１３  シリアル番号の変更 

パーティションのシリアル番号の変更方法についてご紹介します。シ

リアル番号は、パーティションのフォーマット時に生成され、ブートセク

タに保存されます。  

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) シリアル番号を変更したいパーティションを選択して、[パーティショ

ン]メニューから[変更]－[シリアルの変更]を選択します。 

(3) 新しいシリアル番号を入力して、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 
 
 
 
 
 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１４  パーティション ID の変更 

パーティション ID の変更方法についてご紹介します。パーティション

ID とは、パーティションに適用されているファイルシステムを識別する

ためのデータです。  

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) パーティション ID を変更したいパーティションを選択して、[パーテ

ィション]メニューから[変更]－[パーティション IDの変更]を選択しま

す。 

(3) 変更したい ID をリストから選択するか、直接入力して[はい]をクリッ

クしてください。 

 
(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適    

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 

 

 

 

 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１５  NTFS バージョンのダウングレード 

NTFS のバージョンをダウングレードする方法についてご紹介します。  

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) 変更したいパーティションを選択して、[パーティション]メニューか

ら[変更]－[NTFS バージョンのダウングレード]を選択します。 

(3) バージョンを選択して、[はい]をクリックしてください。 

 
(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適    

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 

 

 

 

 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１６  SID の変更 

SID の変更方法についてご紹介します。製品上で、セキュリティ識別

子(SID)を更新することができます。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) SID を変更したいパーティションを選択して、[パーティション]メニュ

ーから[変更]－[SID の変更]を選択します。 

(3) オプションを選択して[はい]をクリックしてください。 

 
(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適  

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 

 

 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１７  パーティションタイプの変換 

ここでは、パーティションのタイプを変換する方法をご紹介します。こ

の機能を使用すると、基本パーティションを論理パーティションに、論

理パーティションを基本パーティションに変更することができます。 
※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』をご

確認ください。 

※ OS がインストールされているパーティションの変換は行わないで

ください。 

※ この操作は MBR ディスクでのみ実行できます。GPT ディスクでは

実行できません。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) タイプを変換したいパーティションを選択して、[パーティション]メ

ニューから[変更]－[論理/基本パーティションに変換]を選択しま

す。 

 
※ パーティションが基本パーティションの場合には、[論理パーテ

ィションに変換]が、論理パーティションの場合には、[基本パー

ティションに変換]がアクティブになります。 
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(3) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックします。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。

結果を確認してください。 
※ 処理には時間がかかります。処理中は絶対に電源を切らな

いでください。 
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８-１８  表面テスト 

表面テストの実行方法についてご紹介します。パーティションや未割

り当て領域に表面（サーフェス）テストを実行して、パーティションの各

セクタに障害が発生していないか確認することができます。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) 表面テストを実行したいパーティションを選択して、[パーティショ

ン]メニューから[表面テスト]を選択します。 

(3) レベルを選択して[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-１９ ファイルシステムの整合性チェック 

ファイルシステムの整合性チェックの実行方法についてご紹介します。

ファイルシステムに問題がないか確認することができます。 

 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) 整合性チェックを実行したいパーティションを選択して、[パーティシ

ョン]メニューから[ファイルシステムの整合性チェック]を選択しま

す。 

(3) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適 

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 

 

 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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８-２０  パーティションの結合 
この機能を使用すると、隣り合った 2 つのパーティションを結合するこ

とができます。パーティション B をパーティション A に結合する場合、

パーティション B の中にあるファイルは、パーティション A の中の 1 つ

のフォルダに移動されます。ただし、両方のパーティションのタイプ

（基本／論理）が同じであることが必要です。 

 

※ システムドライブを結合すると OS が起動できなくなりますので、拡

大する対象、結合する対象は十分に注意して選択してください。 

※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 

※ C ドライブと D ドライブを結合する際、D ドライブに必要なデータが

無い場合は「パーティションの結合ウィザード」を使用する必要は

ありません。Dドライブを削除してCドライブを拡大してください。操

作手順は「８－４」と「８－５」を参照してください。 

 

(1) パーティションワークス 15 Serverを起動します。メイン画面が表示

されたら、「高度なパーティション操作タスク」の[パーティションの

結合]をクリックするか、[ウィザード]メニューから[パーティションの

結合]を選択します。 
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(2) 「パーティション結合ウィザード」が起動するので、[次へ]をクリック

します。 

 
 

(3) 拡大したいパーティションを選択します。赤枠で囲まれた 2 つの

パーティションが操作対象になります。枠の右側が結合されるパ

ーティションで、左側が結合先です。パーティションを選択したら

[次へ]をクリックします。 

 
※ フォルダ名は、半角英数字で入力してください。 
※ 赤枠の左側のパーティションを、右側のパーティションに結合する

ことはできません。 
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(4) 結合後の状況を確認して[次へ]をクリックします。 

 
 

(5) [完了]をクリックしてウィザードを閉じます。 
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(6) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(7) 以下の画面が表示され、再起動が促されます。[再起動]をクリック

します。 

 
※ OS がインストールされているドライブを操作する場合には、

再起動が必要になります。 

※ CD起動で操作している場合には、この画面は表示されずに、

そのまま処理が実行されます。 
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(8) 再起動時に、パーティションの結合処理が行われます。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 

 
(9) 処理が完了すると OS が起動します。パーティションワークス 15 

Server を起動して、処理が正しく行われているか確認してくださ

い。また、エクスプローラ等で結合先フォルダの内容を確認して

ください。 
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８-２１ 削除パーティションの復元 

ここでは、削除パーティションの復元方法についてご紹介します。誤

ってパーティションを削除してしまった場合などに、このウィザードを

使用して復元することができます。 
※ 復元を保証するものではありません。状況によっては、復元でき

ない可能性もあります。 

 

(1) パーティションワークス 15 Serverを起動します。メイン画面が表示

されたら、未割り当て領域を選択して、[削除パーティションの復

元]を選択します。 
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(2) 「削除パーティションの復元ウィザード」が表示されるので、[次へ]

をクリックします。 

 
 

(3) 検索方法を指定します。[標準サーチ]でパーティションが見つか

らなかった場合には、別の 2 つのオプションもお試しください。 
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(4) パーティションの検索が開始されます。  

 
 

(5) 検索結果が表示されます。復元したいパーティションにチェックを

入れて[次へ]をクリックします。 
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(6) [完了]をクリックしてウィザードを終了します。 

 
 

(7) 復元後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(8) 処理が実行されます。終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。

復元されたパーティションを確認してください。 
 
※ 復元されたパーティションにはドライブ文字が割り当てられてい

ません。パーティションにドライブ文字を割り当てないと Windows

上から参照することはできません。ドライブ文字の割り当て方法

は、『８-８ ドライブ文字の割り当て/削除』を参照してください。 
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第９章 ハードディスクの管理 

パーティションワークス 15 Serverには、ハードディスクを管理するため

の機能もあります。ここでは、よく使用される機能を中心にご紹介しま

す。 
 

９-１ ベーシックディスクへの変換 

ここでは、ダイナミックディスクをベーシックディスクに変換する手順を

ご紹介します。パーティションワークス 15 Server では、ダイナミックデ

ィスクのボリュームを操作できませんが、ベーシックディスクに変換す

れば操作できるようになります。 

※ サポートするのは、シンプルボリュームのダイナミックディスクの

みとなります。 
 
(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 
(2) 変換したいハードディスクを選択して、[ハードディスク]メニューか

ら[ダイナミックディスクをベーシックディスクへ変換]を選択します。 
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(3) 確認画面が表示されますので、[変換]をクリックします。 

 
※ パーティションが複数存在する場合には、基本パーティション

に割り当てる数を指定することができます。 

 
(4) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

 

(5) 処理が実行されます。 
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９-２ 基本スロットの変更 

ここでは、基本スロットを変更する方法をご紹介します。パーティショ

ンの順番が誤っているときは、この機能を使って修正することができま

す。 

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。変更したいハード

ディスクを選択して、[ハードディスク]メニューから[基本スロットの

変更]を選択します。 

(2) 矢印ボタンで順番を入れ替えて[はい]をクリックします。 

 
(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(4) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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９-３ MBRの更新 

ここでは、MBR(マスター ブート レコード)を更新する手順をご紹介し

ます。現在の MBR に書き込まれているブートコードを、標準のブート

ストラップコードに書き換えることができます。 

 
※ この操作は MBR ディスクでのみ実行できます。GPT ディスクでは

実行できません。 

 
(1) パーティションワークス 15 Server を起動します。 

(2) 更新したいハードディスクを選択して、[ハードディスク]メニューか

ら[MBR の更新]を選択します。 

 
 

(3) 確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。 
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(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

(5) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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９-４ GPT→MBR、MBR→GPTディスクへの変換 
ハードディスクの形式を GPT→MBR、またはMBR→GPT 形式に変換

する手順をご案内します。 

 

※ この操作は、OS がインストールされたハードディスクに対しては行わ

ないでください。OS が起動できなくなります。 

 

※ MBR ディスクでは、作成できる基本パーティションは 4 つまでです。

GPT ディスクから MBR ディスクに変換する際、4 つ以上のパーティシ

ョンがある場合、4 つ目以降のパーティションは論理パーティションに

なります。 

 

(1) 変換したいハードディスクを選択してメニューから [ハードディス

ク]-[GPT 形式へ変換]または[ベーシック GPT ディスクをベーシック

MBR ディスクへ変換]をクリックします。 
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(2) 確認メッセージが表示されるので、[はい]または[変換]をクリック

します。 

【MBR ディスクを GPT ディスクに変換する場合】 

 
 

【GPT ディスクを MBR ディスクに変換する場合】 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の

[適用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

ディスクの変換が行われます。 
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第１０章 CD起動でパーティション操作を実行する 

パーティションワークス 15 Server は作成した起動 CD から起動して、

パーティション操作/コピーを実行することも可能です。 

※ 起動CDの作成手順については、「第３章 起動CDの作成と動作

確認」を参照してください。 

 
１０-１ Windows PE版の起動CDの特長、注意点 

Windows PE版の起動CDから起動すると、ハードウェアに依存しない

環境で製品の機能が実行できます。DOS や Linux ベースの OS を使

用していると、ご使用のハードウェアによっては使用できないケースも

ありますが、Windows PE 環境ではドライバの追加やネットワークの設

定を行うことができます。 

 
■ ハードディスクの認識順序が Windows 上とは異なるため、外付けの

ハードディスクが 1 番目のハードディスクとして表示される場合があ

ります。 

■ ドライブ文字（C:など）が Windows 上とは異なる場合があります。 

■ ネットワークへのアクセス方法がWindows上とは異なります。詳細は

『１０-５ ネットワークドライブへのアクセス方法』をご参照ください。 

■ このCDから起動した時には、インストールした場合と比べて以下の

制限事項があります。 

- 電子メールによる通知機能が使用できません 

- 電子メールによるログ送信機能が使用できません。 

■ この CD から起動した場合には、72 時間以上使用することができま

せん。起動させ続けると、72 時間後に自動的に再起動されます。 
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１０-２ 起動CDの使用方法 

パーティションワークス 15 Server の起動 CD をドライブにセットして

PC を再起動（起動）します。CD からブートされ、以下のような画面

が表示されます。画面は、起動 CD を作成した環境によって異なり

ます。詳細は、『３－７ 作成した起動 CD の動作確認』をご確認く

ださい。 

 
 
ランチャーが表示されます。それぞれの機能については、次ペー

ジを参照してください。 

 



第１０章 CD 起動でパーティション操作を実行する 

166 

 パーティションワークス 15 Server 
パーティションワークス 15 Server を起動して、パーティション操作を

実行することができます。また、新しいパーティションを作成したり、パ

ーティション同士の比率を変更することも可能です 
 

 オプション 

ネットワークの設定やドライバの追加、ログの保存などが行えます。 

 

※ ランチャーから操作を行った場合、処理が即座に行われますのでご

注意ください。 
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１０-３ パーティション操作を実行する 

(1) CD 起動後に表示されるメインメニューの[パーティションワークス

15 Server]をクリックします。 

 
※ ハードディスクが参照できない場合には、ドライバの追加が必

要です。ドライバファイルを入手後、『１０-４ サードパーティ製ド

ライバの追加方法』の手順でドライバを追加してください。 

(2) パーティションワークス 15 Server が起動します。 
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※ 『ディスクが見つかりません』と表示された場合 

 
このメッセージは、主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが搭載

されている機種で、ご利用のハードディスク コントローラが、Windows 

PE に標準で組み込まれているドライバで対応できない場合に表示さ

れます。必要なドライバファイルを入手後に、『１０-４ サードパーティ

製ドライバの追加方法』の手順でドライバを追加してください。 
 

■インターフェースの違いについて 

CD 起動時には、「共通タスクバー」が表示されません。共通タスクバ

ーの機能は上部の[ウィザード]メニューなどから実行することができま

す。 

 
以降の操作手順は Windows 上の手順と同じになりますので、利用ガ

イドの該当する箇所をご参照ください。 

 

※ 操作前に、必ずディスクのエラーチェックを実行してください。詳細

は『４-１ エラーチェックの実行』を参照してください。 
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１０-４ サードパーティ製ドライバの追加方法 

CD 起動時に標準で認識されないサードパーティ製の RAID、SCSI ド

ライバやネットワークドライバを読み込んで認識させることができます。

CD 起動後、ハードディスクが参照できない（正しく認識されない）、ネ

ットワークにアクセスできない場合には、以下の手順を参照してくださ

い。事前にフロッピーディスクやUSBメモリなどにドライバを保存してく

ださい。なお、ドライバを組み込んだ起動 CD を作成することも可能で

す。手順は、「３-６ ブート メディア ビルダーで起動 CD を作成する」

を参照してください。 

 

※ サードパーティ製ドライバの入手方法については、ハードメーカ

にお問い合わせください。 

※ ご利用の環境に応じたドライバを用意してください。起動CDを作

成した PCが 32ビットの場合は 32ビット用が、64ビットの場合は

64 ビット用のドライバが必要です。 

※ 起動 CD の作成に Windows ADK を使用した場合は Windows 

Server 2012 用を、Windows AIK を使用した場合は Windows 

Server 2008/2008 R2 用のドライバを用意してください。 

 

(1) CD 起動後に表示されるメニューから[オプション]-[ドライバの追

加]をクリックします。 
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(2) 以下の画面が表示されるので、ドライバファイルを選択して[開く]

をクリックします。ドライバファイルは事前に、フロッピーや USB メ

モリ等にコピーしておいてください。 

 
 

(3) 読み込みが完了すると以下の画面が表示されます。続けてドラ

イバを読み込む場合には[はい]を、メニューに戻る場合には、

[いいえ]を選択します。 

 
 

(4) パーティションワークス 15 Server を起動してハードディスクが正

しく認識されているのか確認してください。ネットワークドライバを

追加した場合には、次項を参考に、ネットワークドライブにアクセ

スできるのか確認してください。 
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１０-５ ネットワークドライブへのアクセス方法 

CD 起動時にネットワークにアクセスする必要がある場合は、以下の

手順を実行します。 

(1) [オプション]-[ネットワーク構成]をクリックします。 

 
(2) [ネットワークドライブ]タブをクリックします。 

 
※ DHCP サーバがない環境の場合には、Windows 上のネットワーク

設定を参考に IP アドレス等の項目を設定してください。 



第１０章 CD 起動でパーティション操作を実行する 

172 

※ ネットワーク アダプタが正しく認識されていない場合は、以下

の画面が表示されます。１０－４を参考にネットワークドライバを

追加してください。 

 
 

(3) [ネットワークドライブの割り当て]ボタンをクリックします。 

 

(4) 「ネットワーク共有」の欄にドライブに割り当てるフォルダのパス名

を入力します。例えば、マシン名が、FileServer で、共有フォルダ

名が、Shared の場合には、 \\FileServer\Shared と入力します。

入力が終わったら[接続するユーザ]をクリックします。 
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    ボタンをクリックしてもネットワークを参照することはできま

せん。クリックすると、ネットワークドライブの割り当てができなく

なります。クリックしてしまった場合には、再度 CD 起動からやり

直してください。 

 

(5) ネットワークドライブへのアクセスに必要なユーザ名とパスワード

を入力します。ユーザ名とパスワードが不要な場合には、接続す

るユーザに guest と入力してください。入力が完了したら、[OK]ボ

タンをクリックします。 

 
 

※ 以下のエラーが発生した場合には、マシン名の箇所を IPアド

レスに置き換えて処理をお試しください。 

（例：\\192.168.0.5\shared） 
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(6) 処理が完了するとネットワーク構成の画面に戻ります。[OK]ボタン

をクリックしてメニューに戻ります。 

 
 

(7) ファイル転送ウィザードなどを使用して、ネットワークドライブが参

照できるのか確認します。 
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１０-６ 製品CDからの起動 

パーティションワークス 15 Server の製品 CD からブートすると、

Linux/DOS の環境で起動します。 

 

【製品 CD から起動した場合の画面】 

 
Windows PE に対応できない機器の場合、起動 CD から起動すること

ができません。その場合には、Linux/DOS版の起動CDをご利用頂く

ことをお勧めいたします。製品CDからブートした場合、Linux/DOSの

環境で起動します。Windows PE の起動 CD で対応できない場合は、

こちらをお試しください。 

 

※ 製品CDからブートして操作する際の手順は、弊社のFAQページ

を参照してください。 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013131011001.html 

 

http://www.lifeboat.jp/support/db/013131011001.html�
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第１１章 その他の操作 
 

１１-１ ブートコレクタ 

パーティション操作後やコピー先のハードディスクから OS が起動でき

ない場合には、ケーブルの接続、ジャンパピン、BIOS の設定が正し

いかご確認ください。それでも起動できない場合には、起動 CD から

起動して[ブートコレクタ]で下記修正をお試しください。 

1. EFI ブートパラメータの修正(GPT ディスクのみ) 

2. ドライブ文字の確認、修正 

3. MBR（マスターブートレコード）の更新(MBR ディスクのみ) 

4. ブート パラメータ(boot.ini、BCD)の修正 

1. EFI ブートパラメータの修正 

GPT ディスクをコピー後に、コピー先のディスクから起動できない場

合は、まずこの操作を行って起動できるかご確認ください。 

※ MBRディスクをご利用の場合は、この操作は実行できません。また、

32ビット版のPCで起動CDを作成した場合、このメニューは表示さ

れません。 

(1) 起動 CD から起動し、[オプション]-[ブート コレクタ]を選択します。 
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(2) ウィザードが起動したら[次へ]をクリックします。 

 
 

(3) [EFI ブートパラメータの修正]をクリックします。 
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(4) インストールされた OS が検出されます。修正したい OS にチェックを

入れ、「次へ」をクリックします。 

 
 

(5) 確認画面が表示されます。[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 
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(6) 完了画面が表示されます。CD を取り出し、メニューから[再起動]を選

択して OS の起動状況を確認してください。 
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2. ドライブ文字の確認、修正 

(1) 起動 CD から起動し、[オプション]-[ブート コレクタ]を選択します。

ウィザードが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

(2) [修正する Windows 環境]をクリックします。 

 
 

(3) OS がインストールされたドライブの情報が表示されます。[ブート

パラメーターの修正]をクリックします。 
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(4) [ブートパラメータ エディター]が表示されます。システムドライブに C:

以外の文字が割り当てられている場合はここで修正できます。修正後、

OK をクリックし、[次へ]をクリックします。 

 
 

※ C: が割り当てられていれば、この後の操作は不要です。[キャンセ

ル]をクリックして画面を終了してください。PC によっては、標準で C: 

以外のドライブ文字が割り当てられている場合がありますが、ここで

は、C: が割り当てられていることを前提にしています。以下のように

ドライブ文字が[なし]と表示されている場合も、[キャンセル]をクリック

して画面を終了してください。 

 

ここをクリックすれば、ドラ

イブ文字を選択できます。 
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(5) 確認画面が表示されます。[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 

 
 

(6) 完了の画面が表示されたら[完了]をクリックします。CD を取り出し、メ

ニューから[再起動]を選択して、OS の起動状況を確認してください。 
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3. MBR（マスターブートレコード）の更新 

 

※ この操作は、GPT ディスクに対しては実行できません。 

 

(1) 起動 CD から起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。

ブート コレクタが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

(2) [マスターブートレコード（MBR）の修正]を選択します。 
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(3) マスターブートレコードを修正するハードディスクを選択し、[次へ]

をクリックします。 

 
 

(4) 確認画面が表示されるので、[はい、変更を適用します]を選択し、

[次へ]をクリックします。 

 

(5) 完了画面が表示されます。[完了]をクリックして、メニューに戻ります。 

 

(6) CD を取り出し、メニューから[再起動]を選択して OS の起動状況を

確認してください。 
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4. ブート パラメータ(boot.ini、BCD)の修正 

 

(1) 起動 CD から起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。ブ

ート コレクタが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

(2) [ブート パラメータ(boot.ini, BCD)の修正]を選択します。 

 
 

(3) 確認画面が表示されるので、[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 

 

(4) 完了画面が表示されます。[完了]をクリックして、メニューに戻ります。 

 

(5) CD を取り出し、メニューから[再起動]を選択して OS の起動状況を確

認してください。 
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１１-２ ログの取得方法 

製品を使用して問題が発生した場合には、ログファイルの取得をお

願いするケースがございます。ここでは、参考までにログファイルの取

得方法をご紹介します。 

 

1. インストールして Windows 上で操作された場合 

 

(1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[エクスプローラ]を選

択してエクスプローラを起動します。Windows 8 では、スタート画面で

右クリックし、[すべてのアプリ]-[エクスプローラ]を選択します。 

 

(2) C:\Program Files\Paragon\Partition Works 15 Server\program を開

きます。 

 
※ 64 ビット版の Windows にインストールした場合には、以下のフォルダ

を開きます。 

C:\Program Files (x86)\Paragon\Partition Works 15 Server\program 
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(3) 以下のファイルを任意の場所にコピーしてください。（例えばデスク

トップに temp というフォルダを作成し、そこへコピーしてください） 

『BioNtLog.txt』 『cdb.log』 『fdisk.txt』 『pwlog.txt』 『stubact.log』 

 
 

(4) コピー先のフォルダを参照し、[整理]-[すべて選択]をクリックします。

Windows Server 2012 の場合は、以下の画面のように[ホーム]-[す

べて選択]をクリックします。 
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(5) ファイルを右クリックして、[送る]–[圧縮（Zip 形式）フォルダ]を選択し

て圧縮します。 

 
 

(6) Zip 形式で圧縮されたファイルが作成されます。ファイルをメールに

添付してサポートセンターへお送りください。 
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2. CD 起動で操作を実行された場合 

(1) 起動 CD から起動し、問題の発生したときと同じ操作を実行してく

ださい。同じ操作を行えない場合でもメイン画面を 1度起動してか

ら、ログを取得してください。 

※ 必ず操作直後の、再起動前に実行してください。 

(2) [オプション]-[ログ セーバー]を選択します。 

 

(3) ログ セーバーが起動します。ログの保存先を選択して、[保存]を

クリックします。 

※ Windows 上とはドライブ文字(C:など)が異なる場合があります。 
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(4) 完了後、[閉じる]をクリックして画面を閉じます。 

 

(5) メニューから再起動を選択して Windows を起動します。Windows

が起動したら、ログの保存先を確認します。作成されたファイル

をメールに添付してサポートセンターにお送りください。 
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