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FCC準拠ステートメント
本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確
認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場
合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネ
ルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通
信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きな
いという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生す
る場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、
次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

•	 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。

•	 製品と受信アンテナの距離を離す。

•	 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を
接続する。

•	 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用
本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルを.
ウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係が
ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、.
StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載さ
れる商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があった
としても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、そ
の他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認め
ます。
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はじめに
パッケージの内容
•	 1.x.HDD.デュプリケータ
•	 2.x.10cm.SATAケーブル
•	 2.x.50cm.SATAケーブル
•	 1.x.eSATA.+.5V.DC.タイプF.電源ケーブル
•	 1.x.eSATA.+.12V.DC.タイプM.電源ケーブル.
•	 1.x.電源アダプタ
•	 3.x.電源コード（北米./.UK./.EUで使用可能）
•	 2.x.HDD.パッド
•	 1.x.ユーザマニュアル
警告！HDDやストレージのエンクロージャは、輸送中は特に、慎重に取り扱ってくださ
い。HDDを慎重に取り扱わない場合、データが損失する可能性があります。HDDや.
ストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュータを取り扱う際
に帯電防止ストラップで適切に接地するか、接地済みの大型金属面（コンピュータケ
ースなど）に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

ハードウェアインストール手順
警告！ハードドライブやドライブデュプリケータは、輸送中は特に、取り扱いは慎重に
行ってください。HDDを慎重に取り扱わない場合、データが損失する可能性がありま
す。ハードドライブやデュプリケータは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュ
ータを取り扱う際に帯電防止ストラップで適切に接地するか、接地済みの大型金属面
（コンピュータケースなど）に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してく
ださい。
1.	電源スイッチがオフになっていることを確認します。付属品の電源アダプタを使用
し、利用できる電源にSATDUP11IMGの電源アダプタポートを接続します。
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2.	 .ソースドライブをSATDUP11IMGのSATA SSD/HDDソースポートに接続します。

注意：ソースドライブは、コピーを作成しようとしているドライブ、または複数の.
ドライブイメージを含むイメージドライブを使用することができます。
a). ソースドライブがSATA HDD/SSDの場合は、付属品の短いSATAケーブルを
使用し、またはドライブがPCシャシーにインストールされている場合は、.
付属品の長いSATAケーブルを使用します。

b).ソースドライブがeSATA HDD/SSDエンクロージャまたはドッキングステーシ
ョンの場合は、付属品のeSATA+ 12V 電源ケーブルを使用し、または、お使
いのドライブ要件に合わせてeSATA+5V 電源ケーブルを使用します。

3.	 .ターゲットドライブをSATDUP11IMGのSATA SSD/HDDターゲットポートに接続します。

注意：ソースドライブは、上書きしようとしている別のドライブイメージ、またはドラ
イブイメージ追加しようとしているイメージドライブを使用することができます。
a). ターゲットドライブがSATA HDD/SSDの場合は、付属品の短いSATAケーブル
を使用し、またはドライブがPCシャシーにインストールされている場合は、付
属品の長いSATAケーブルを使用します。.

b).ターゲットドライブがeSATA HDD/SSDエンクロージャまたはドッキングステー
ションの場合は、付属品のeSATA+ 12V 電源ケーブルを使用し、または、お使
いのドライブ要件に合わせてeSATA+5V 電源ケーブルを使用します。
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4.	 .追加したドライブの保護と熱を遮断するために、ソースドライブとターゲットドライ
ブを付属品のSSD/HDDパッドの上に設置します。

5.	 .電源スイッチ電力を[ON]の位置にします。これで、SATDUP11IMGが使えるように
なりました。
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1.コピー

1.1.HDD.>.イメージ

1.2.イメージ.>.HDD

1.3.HDD.>.HDD

2.比較

2.1.HDD.>.イメージ

2.2.イメージ.>.HDD

2.3.HDD.>.HDD

3.コピー＋比較

3.1.HDD.>.イメージ

3.2.イメージ.>.HDD

3.3.HDD.>.HDD

4.イメージマネージャ

4.1.HDD情報を表示する

4.2.イメージ情報を表示する

4.3.イメージの名前を変更する

4.4.イメージを削除する

4.5　HDD#2をフォーマットする（イメージドライブのセットアップ）

5.ユーティリティ

5.1.HDD情報を表示する

（設定に合わせてデバイス1または.
デバイス2を選択する）

5.1.1.モデル番号

5.1.2.ファームウェアの.
バージョン

5.1.3.シリアル番号

5.1.4.デバイス電力サイクル

5.1.5.電源ON時間

5.1.6.再割り当てイベント数

5.1.7.修正不可能な.
オフラインスキャン

5.1.8.検索エラー率

5.1.9..温度

ユーザメニュー目次
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6.セットアップ

6.1.コピー領域

6.1.1.システムおよびファイル

6.1.2.すべてのパーティション

6.1.3.HDD全体

6.1.4..パーセンテージ

6.2.スキップエラー

6.3.言語

6.4.高度なセットアップ
6.4.1.不明なフォーマット

6.4.2.モーター停止時間

6.5.初期設定の復元

ユーザメニュー目次

ハードウェアの操作方法
1.コピー
メニューのコピーセクションでは、ドライブ全体の完全なデュプリケートの作成、.
イメージドライブをイメージドライブから特定にドライブイメージにコピーすること
ができます。これに加え、ドライブイメージをハードドライブからイメージドライブに
追加することもできます。機能の詳細は、[1.1./.1.2./.1.3]を参照してください。
注意：デフォルトのクイックコピーモードでは、「システムとファイル」が有効になってい
ます。
1.1 HDD > イメージ
HDD>イメージでは、イメージライブラリドライブを作成してイメージをHDDの.
イメージライブラリドライブに追加することができます。

1.	 ナビゲーションボタンの上/下とディスプレイ画面を使用して、1.コピーを画面.
メニューから検索し、OKボタンを押して[コピー]のサブメニューにアクセスします。
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2..ナビゲーションボタンの上/下とディスプレイ画面を使用して、1.HDD -> イメージを
画面メニューから検索し、[コピー]のサブメニューでOKボタンを押します。

3..SATDUP11IMGがソースドライブを分析し、容量とフォーマットを確認してターゲッ
トドライブが準備が整っていることを確認します。 

4..「OK」ボタンをもう一度押してターゲットドライブをイメージドライブとしてフォー
マットします。

 注意：ターゲットドライブがイメージドライブとしてフォーマットされていない場合
は、SATDUP11IMGがディスプレイ画面に警告を表示します。「OK」ボタンを押 
してください。

 警告！HDD/SSDをフォーマットするとターゲットドライブに保存されているすべての
データが削除されます。
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5..ドライブが分析されると（必要に応じてフォーマットされると）、SATDUP11IMGが
SSD/HDDイメージをイメージドライブにコピーし始めます。

6..イメージは、ディスプレイ画面の%インジケータが100%になったらコピーが完了.
します。イメージドライブには、ドライブイメージが含まれています（非フォーマッ
トドライブを使用している場合、イメージドライブも作成されています）。

1.2 イメージ > HDD
イメージ>HDDでは、イメージライブラリドライブからHDDイメージを復元すること
ができます。

 警告！ターゲットポートに接続しているドライブは上書きされ、このドライブに保存 
されているすべてのデータが削除されます。

. 注意：ターゲットドライブはソースドライブ以上のサイズである必要があります。 
ターゲットドライブがソースドライブ以上のサイズである場合、追加スペースは 
フォーマットされないままになります。
1.. ナビゲーションボタンの上/下とディスプレイ画面を使用して、1.コピーを画面.
メニューから検索し、OKボタンを押して[コピー]のサブメニューにアクセス.
します。

2.. ナビゲーションボタンの上/下とディスプレイ画面を使用して、1.HDD -> イメージ
を画面メニューから検索し、[コピー]のサブメニューでOKボタンを押します。



ユーザマニュアル
9

1.	 SATDUP11IMGがソースイメージライブラリドライブを分析し、容量とフォーマット
を確認してターゲットドライブが準備が整っていることを確認します。ナビゲーショ
ンボタンの上/下とディスプレイ画面を使用して、ターゲットドライブにコピーしたい
ドライブイメージを選択してOKボタンを押します。

2..ドライブの分析が完了すると（必要に応じてフォーマットすると）、SATDUP11IMG
のデュプリケートプロセスの準備が整った旨のインジケータを受信します。

3..ドライブイメージのデュプリケートは、ディスプレイ画面の%インジケータが100%
になったら完了します。イメージドライブには、ドライブイメージが含まれています
（非フォーマットドライブを使用している場合、イメージドライブも作成されてい
ます）。

4. 1.3 HDD > HDD
HDD>HDDでは、1つのハードドライブを別のハードドライブに完全な形でコピー.
することができます。

警告！ターゲットポートに接続しているドライブは上書きされ、このドライブに保存され
ているすべてのデータが削除されます。

注意：ターゲットドライブはソースドライブ以上のサイズである必要があります。 
ターゲットドライブがソースドライブ以上のサイズである場合、追加スペースは 
フォーマットされないままになります。
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1.	 ナビゲーションボタンの上/下とディスプレイ画面を使用して、1.コピーを画面.
メニューから検索し、OKボタンを押して[コピー]のサブメニューにアクセスします。

警告！続行するとターゲットドライブがソースドライブのデータに上書きされ、ターゲッ
トドライブに保存されているデータが削除されます。

2..ナビゲーションボタンの上/下とディスプレイ画面を使用して、3.HDD -> HDDを画面
メニューから検索し、[コピー]のサブメニューでOKボタンを押します。

3..SATDUP11IMGがソースドライブを分析し、容量とフォーマットを確認してターゲッ
トドライブが準備が整っていることを確認します。
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4..ドライブイメージのデュプリケートは、ディスプレイ画面の%インジケータが100%
になったら完了しますターゲットドライブは、ソースドライブのデュプリケートにな
りました。

2.比較
比較機能は、デュプリケートが完了したらターゲットHDDがソースHDDと同一のデータ
が保存されているか確認します。
「コピー」タスクが完了したら、「比較」を実行します。..
注意：選択した「コピー」に適したサブメニューオプションを選択するようにしてください
（IMG->HDD./.HDD.->.IMG./.HDD.->.HDD）。.

3.コピー+比較
コピー＋比較機能は、選択を基にデュプリケートを実行し、完了後自動的に比較を.
実行します。
注意：サブメニューオプションの定義詳細と手順は（IMG->HDD./.HDD.->.IMG./.
HDD.->.HDDについて）、コピー機能の[1.1./.1.2./.1.3]を参照してください。
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4.イメージマネージャ
イメージマネージャでは、イメージライブラリドライブを作成し、イメージドライブに
保存されたドライブイメージの詳細のレビュー、削除、名前の変更を実行することが
できます。機能の詳細は、[4.1./.4.2./.4.3./.4.4./.4.5]を参照してください。.

注意：以下の操作では、イメージドライブがSATDUP11IMGのターゲットポートに接続
されているようにしてください。

4.1 HDD情報を表示する
イメージドライブとして使用されている物理的なハードドライブのディスク情報を.
表示します。.

4.2 イメージ情報を表示する
イメージドライブに保存されている各ドライブイメージファイルを表示します。

4.3 イメージの名前を変更する
イメージドライブの名前を変更することができます。特定のドライブイメージの名前
の変更は次の手順に従って実行してください。
1..機能テーブルから、「4..イメージマネージャ」.>>.「3..イメージの名前変更」を.
選択します。

2..上下矢印キーを使用して、名前を変更したいファイルを選択します。

3..上下矢印キーを使用して、最大8文字までを選択して、「OK」ボタンを押して名前
の変更を完了します。

4.4 イメージを削除する
イメージドライブを削除することができます。特定のドライブイメージの削除は次の
手順に従って実行してください。

警告！選択するドライブイメージのデータはすべて失われます。

1.. 機能テーブルから、「4..イメージマネージャ」.>>.「3..イメージの削除」を選択.
します。

2..上下矢印キーを使用して、削除を変更したいイメージを選択します。

3..「OK」ボタンを押して特定のドライブイメージを削除します。.
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4.4 HDD#2をフォーマットする
ターゲットドライブのデータを削除して、新しいイメージライブラリドライブを準備.
します。イメージライブラリドライブのフォーマットと作成は、次の手順に従って実行
してください。
警告！ターゲットポートに接続しているドライブに保存されているすべてのデータが削
除されます。
1.. 機能テーブルから、「4..イメージマネージャ」.>>.「4..HDD.#2をフォーマット.
する」を選択します。

2..「OK」ボタンを押してフォーマットを確定します。.

5.ユーティリティ
「ユーティリティ」オプションから、さまざまな管理設定や情報にアクセスすること
ができます。各オプションの詳細の概要は以下の一覧をご覧ください。機能の詳細
は、[5.1./.5.2./.5.3./.5.4./.5.5]を参照してください。

5.1 ディスク情報の表示
ディスク情報の表示機能では、ソースポート（デバイス1）またはターゲットポート.
（デバイス2）に接続されたHDDの情報を表示します。ディスクを選択して機能の詳細
は、[5.1.1.-.5.1.9]を参照してください。.

5.1.1 モデル番号
モデル番号機能では、接続されているHDDの基本情報を表示します。

[Disc	Info.]

1. モデル番号

モデル:....WDC	WD

5000BPVT-00HXZT3

5.1.2 ファームウェアのバージョン
ファームウェアのバージョン機能では、接続されているHDDのHDDファームウェアバ
ージョンを表示します。

[Disc	Info.]

1. ファームウェアのバージョン

バージョン

01.01A01
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5.1.3 シリアル番号
シリアル番号機能では、接続されているHDDのシリアル番号を表示します。

5.1.4 デバイス電力サイクル
デバイス電力サイクル機能では、HDDの電源がオンまたはオフになった回数を表示
します。

5.1.5 電源ON時間
電源ON時間機能では、HDDが電源ONになっていた合計時間を表示します。

5.1.6 再割り当てイベント数
再割り当てイベント数機能では、再割り当てされたイベントの回数を表示します。再
割り当てイベントは、HDDがデータの保存で失敗した回数を表示します。再割り当て
が発生すると、HDDはデータを保存するためにロケーションを再定義する必要があ
り、これによりドライブ読み込み/書き込みエラーの回数が多くなります。

[Disc	Info.]

1. シリアル番号

[Disc	Info.]

5.. デバイス電力サイクル

[Disc	Info.]

6.. 電源ON時間

[Disc	Info.]

7.. 再割り当てイベント数

Serial	N0.:

WD-WXB1A91M3998

[デバイス電力サイクル]

..............99

[電源ON時間]

..............18

[再割り当てイベント数]

..............0
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5.1.7 修正不可能なオフラインスキャン 
修正不可能なオフラインスキャン数機能では、オフライン状態でスキャンが実行され
た際の修正不可能なセクターのサイズを表示します。修正不可能なセクターのサイ
ズが大きくなるほど、HDDのダメージの深刻度も高くなります。..

5.1.8 検索エラー率
検索エラー率機能は、データ検索中に発生したエラーの率を表示します。HDDに.
保存されたデータのダメージ率を表します。.

5.1.9. 温度
温度機能は、HDDの現在の温度を表示します。

[Disc	Info.]

8.. 修正不可能なオフライン.
スキャン数

[Disc	Info.]

8.. 検索エラー率

[Disc	Info.]

9.. 温度

[修正不可能なオフラインスキ
ャン]

..................0

[検索エラー率]

..................0

[温度]

......220C
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5.2 System Info.（システム情報.）
システム情報機能では、モデル名やファームウェアバージョンなどデュプリケート情報
を表示します。

5.3 システムのアップデート
システムのアップデートメニューから、BIOSアップデートを実行するか、またはハード
ドライブのアップデートを作成してBIOSアップデートを実行します。詳細は、以下の手
順に従って実行してください。

5.3.1 BIOSアップデート
デバイスのファームウェアへのアップデートがStarTech.comの製品ページから入手
できる場合は、このオプションを用いてデバイスをアップデートします。以下の手順
は、システムアップデートを実行する手順をまとめたものです。

注意：StarTech.comが推奨するときのみファームウェアのアップデートを行うようにし
てください。  
以下の手順は高度なユーザのみが実行するようにしてください。サポートが必要な 
場合は、StarTech.comの技術サポートまでお問い合わせください。

a). 10GB.FAT32パーティションのあるデータの入っていないHDDを初期化します。
（これには、メニューからHDDのアップデートの作成タスクを実行します。詳.
しくは5.2.2を参照）

b). StarTech.comのウェブサイトから、ファームウェアファイルをダウンロードし、.
ダウンロードしたファイルを新規作成したパーティションのメインディレクトリ
に置きます。

c). HDDをSATDUP11IMGのソースポートに接続します。
d).ナビゲーションボタンを使って「5.2.1.BIOSのアップデート」を指定し、「OK」を押
します。

アップデートプロセスが始まります。完了すると、画面にアラートが表示されます。

5.3.2 HDDアップデートを作成する
ソースハードドライブをBIOSアップデート向けに自動的にフォーマットします（10GB.
FAT32.パーティション）
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6.セットアップ
「セットアップ」オプションから、さまざまな高度設定にアクセスすることができます。
各オプションの詳細の概要は以下の一覧をご覧ください。機能の詳細は、[6.1.–.6.5]
を参照してください。

6.1 コピー領域
「コピー領域」を使うと、ハードドライブをコピーするモードの調整ができます。機能
の詳細は、[6.1.1./.6.1.2./.6.1.3]を参照してください。

1.. ナビゲーションボタンで、「6.1.高度なセットアップ」を選択します。

2.. 「コピー領域」メニューから希望するHDDのデュプリケート方法を選択するこ
とができます。各オプションの詳細の概要は以下の一覧をご覧ください。

6.1.1 システムおよびファイル
ソースHDDをすべてコピーする代わりに、HDD内のシステムとファイルをコピー.
します。システムがソースHDDを分析し、コピーするデータ領域を特定します。ソース
HDDのデータがターゲットHDDの容量内であればコピーは完了します。

注意：システムおよびファイルは、FAT、NTFS、およびLINUX（ext2/ext3/ext4）のみに
対応しています。

6.1.2 すべてのパーティション
このモードは空き容量を含めて、すべてのパーティションを、1ビット残らずコピー.
します。あらゆる形式をサポートすることができます。

6.1.3 HDD全体
このモードでは、コンテンツ、形式、パーティション、空き容量に関わらず、HDD全体を
コピーします。ソースHDDを完全コピーするのでより多くの時間がかかります。
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6.2 スキップエラー
HDDにセクターエラーが生じた場合、この機能を使うことにより、コピープロセス中
の許容セクターエラー数を設定することができます。

6.3 言語
言語機能では、メニューの表示で適用する言語を選択することができます。

6.4 高度なセットアップ
「高度なセットアップ」から、HDD待機時間を調整したり、キーをかけることができます。
詳細は以下をご覧ください。

a). ナビゲーションボタンで「6.4.高度なセットアップ」を選択します。

b).「詳細情報」メニューか、希望のアプリケーションを選択することができます。
各オプションの詳細の概要は、以下の一覧をご覧ください。

注意：以下の各オプションの最初にある6.4という番号は、メインメニューの「高度な
セットアップ」というタイトルを表しており、.1、2、3・・・という番号は、「高度なセットア
ップ」サブメニュー内のオプションを表しています。

6.4.1 不明なフォーマット
この機能を使うことにより、デバイスが不明なHDD領域にどのように対処するかを.
設定することができます。

6.4.2 モーター停止時間
システムが機能の実行を終了しても、モーターは即時実行停止とはなりません。この
機能は、機能の実行を停止した後モーターが止まるまでの時間を設定するために.
使用されます。

6.5 初期設定の復元
初期設定の復元機能では、オリジナル設定のコピーを設定することができます。
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技術サポート
StarTech.comの永久無料技術サポートは、. 当社が業界屈指のソリューションを提供
するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品につい
てヘルプが必要な場合は、.www.startech.com/support.までアクセスしてください。
当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード
可能資料をご用意しています。
ドライバやソフトウェアに関する最新情報は.www.startech.com/downloads.でご確.
認ください

保証に関する情報
本製品は2年間保証が付いています。.
また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日か
ら、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品さ
れるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と
人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の
摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限
StarTech.com.Ltd..やStarTech.com.USA.LLP（またはその役員、幹部、従業員、または
代理人）は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、
懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に
対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部
の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていませ
ん。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適
用されない場合があります。

http://www.startech.com/jp/support
http://www.startech.com/jp/downloads


見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。.
それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップ
ショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使う
ためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお
手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。
当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスして
いただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は. www.startech.com..
までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO.9001認証メーカです。StarTech.comは1985年
に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供し
ています。

http://www.startech.com/jp

	製品図
	フロントビュー
	リアビュー

	はじめに
	パッケージの内容

	ハードウェアインストール手順
	ユーザメニュー目次
	ユーザメニュー目次
	ハードウェアの操作方法
	1.コピー
	2.比較
	3.コピー+比較
	4.イメージマネージャ
	5.ユーティリティ
	6.セットアップ

	技術サポート
	保証に関する情報

