
パソコンに接続

セットアップガイド

あらかじめハードディスクをセットしておきます。

LHR-2BDPU3_SG V03

このたびは、ロジテック ハードディスクデュプリケータをお買い上げい
ただき誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは製品の使用
方法や安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。本
書の内容を充分ご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、
本書は、いつでも読む事ができる場所に大切に保管しておいてください。

※梱包には万全を期しておりますが、万一不足品や破損品などがありましたら、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

○ ディスクスロットのSATAコネクタと接続するハードディスクのコネク
タの方向に十分注意してください。異なった方向ではハードディスクは接
続できません。無理に接続すると故障の原因となります。

○ ハードディスクドライブは真っ直ぐ垂直に挿入し、奥までしっかりはめ込ん
でください。

○ 取り外しの際は、本製品に電源が入ってい無い事及びハードディスクが熱
くない事を確認し、垂直に引き抜いてください。

① コピーボタン、状態表示ランプ
　 パネル部の説明をご参照ください。
②ハードディスクベイ（HDD A）
　 SATAコネクタタイプのハードディスクを接続します。デュプリケータと
して使用する際は、コピー元のディスクをセットします。

③ハードディスクベイ（HDD B）
　 SATAコネクタタイプのハードディスクを接続します。デュプリケータと
して使用する際は、コピー先ディスクをセットします。このベイにセット
されたディスクのデータは上書き消去されます。

④ 電源スイッチ
　 本製品の電源をON/ OFF します。
⑤電源コネクタ
　 付属のACアダプタを接続します。
⑥USB 3.0 ポート
　パソコンやテレビなどに接続して使用する際に付属のUSB 3.0 ケーブルを
接続します。

　

① 電源を切り、USBケーブルを外します。
② コピー元（オリジナル）HDDをHDD A ベイへセットします。
③ コピー先（コピー）になるHDDをHDD B ベイへセットします。
※ HDD B は上書き消去されます。
※HDD Bのハードディスクの容量はHDD Aよりも大きくなければデータのコピー
はできません。

パッケージ内容

ハードディスクの取り付け、取り外しは必ず電源が入っていない状態で行って
ください。

ハードディスクデュプリケータ

□製品本体

□USB 3.0 ケーブル（約 80cm)

□ACアダプタ

□セットアップガイド（このシート）

□製品前面

□製品背面

HDDのセットと取り外し

デュプリケータの使い方

２ベイHDDリーダー・ライターで使う

付属のACアダプタのプラグを本製品に接続し電源コンセントに接続します。

本製品の電源スイッチをONにします。
電源ランプが緑色に点灯し、セットしたHDDのランプが青色に点灯します。

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタ（3.0 Bコネクタ）を本製品のUSBポートに接続
し、反対側のコネクタ（シリーズA側）をパソコンのUSBポートに接続します。

しばらくして自動的に本製品に接続されたドライブが認識されればパソコンか
ら使用可能です。
本製品に接続されたハードディスクはハードディスクベイ１、２の順にドライブ
として認識されます。

本製品を接続する

①

④

⑤

⑥

④ 電源スイッチをONにしてください。
⑤ 電源ランプが緑色に点灯します。
⑥ 状態表示ランプの「HDD A」と「HDD B」が青色に点灯するまで、約 10秒
待ちます。

⑧ ハードディスクのコピーが始まります。

※コピー中の状態は状態表示ランプで確認できます。
　25%のランプが点灯したらデータのコピーが 25%完了、50%のランプが点灯したら 50%完了
というように表示が切り替わり、コピーが全て完了すると 100%の位置でランプが点灯します。

　デュプリケータとして使用しているときは状態表示ランプが以下のように表示されます。

※コピー中にCLONEボタンを3秒以
上長押しするとコピーが停止します。

⑦  中央のクローンボタンを状態表示ランプが点滅を始
めるまで長押しします。

本製品でできること

HDDの取り扱いに付いて

各部の名称とはたらき

○HDDの複製（デュプリケート）
マスターベイに接続されたハードディスク（A) の内容をセクタ単
位でスレーブベイに接続されたハードディスク（B) へ複製します。

複製
※スレーブに接続されたハードディスクはマスターに接続されているハードディ
スクよりも大きいサイズである必要があります。
※同じ容量でもメーカー、型式（発売年月）によってセクタ単位での容量が異な
る場合があります。
※不良セクタスキップ機能はありません。

○2ベイハードディスクリーダーライター
２つのハードディスクを持つ外付けハードディスクリーダーライ
ターとしてご使用いただけます。

本製品は内蔵型ハードディスク、SSDをそのままご使用になれます。
ご使用の際は以下の点にご注意ください。

○ハードディスク、SSDは静電気やホコリに弱い性質を持つ、非常にデリ
ケートな精密機器です。高温・多湿な場所、湿度が極端に低く静電気が発
生する場所、水場の近く等は避け、管理には十分ご注意ください。
○ハードディスクが動作している時の表面温度は約 60度前後まで上昇しま
す。本製品をご使用後に、接続したハードディスクを取り外す際は、電源
を切った後、充分に温度が下がってから行ってください。
○パラレルATAタイプのハードディスクには非対応です。コネクタタイプ
が異なるため、本製品ではご使用いただけません。無理に接続しようとす
ると故障の原因となりますのでおやめください。
○本製品はホットスワップには対応しておりません。ハードディスクの取り
外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

□パネル部
CLONEボタン 
USB接続されていない状態で 3秒以上長押しすると
ディスクの複製が始まります。複製中に 3秒以上長押
しすると複製がキャンセルされます。

POWER ランプ
本製品の電源がONになると緑色に点灯します。

HDD A / HDD B ランプ
本製品にハードディクスがセットされると青色に点灯
します。

25% / 50% / 75% 100% ランプ
複製時の状態を表示します。「デュプリケータの使い
方」をご参照ください。

長押し

パソコンの外付けドライブとして

テレビの録画用ハードディスクとして

　 はじめに背面の電源スイッチがOFF
である事を確認します。

スイッチOFF

スイッチON

　 接続するハードディスクと本製品のコネクタの位置を良く確認し、垂直に挿し込ん
でください。

　 背面の電源スイッチをONにします。

※ハードディスクを取り外す時も、まず本
製品の電源をOFFにしてから、垂直に
引き抜きます。

(マスター） （スレーブ )

複製(マスター） （スレーブ )

コピー元
（HDD A)

コピー先
（HDD B)

デュプリケータとして使用する際の注意
1.  スレーブに接続されたハードディスクのデータはコピー開始と同時に削除されます。

2. スレーブに接続するハードディスクはマスターに接続するハードディクスの容量より大き
いサイズでなければいけません。容量の余った部分はデータのコピーが終わった後、新
しいパーティションとしてご使用いただけます。

3. ハードディクはドライブの属性を全てコピーします。マスターに接続されたドライブが
MBRであればスレーブに接続されたドライブもMBRの属性を引き継ぎます。もしマスタ
ードライブがGUIDパーティションテーブル（GPT）である場合、スレーブのドライブも
GUIDパーティションテーブル(GPT)となります。

複製したHDDに起因するアプリケーションの不整合などについて弊社では
サポートいたしかねます。

            POWER  HDDA  HDD B    25%    50%    75%    100%
LED色  　　　　  緑          青　　　青　　　 緑         赤        黄     オレンジ
HDD A接続  　　　　 点灯       点灯      消灯       消灯      消灯    消灯       消灯
HDD B 接続  　　　　 点灯       消灯      点灯       消灯      消灯    消灯       消灯
HDD A/B接続 　　　　 点灯       点灯      点灯       消灯      消灯    消灯       消灯
HDD コピー中 (A→B) 　　　　 点灯       点灯      点灯       　⇔ < 順番に点灯を繰り返す >
コピー未動作 　　　　 点灯       点灯      点灯       消灯      消灯    消灯       消灯
（READY 状態 )
コピー停止時 　　　　 点灯       点灯      消灯       消灯      消灯    消灯       消灯
（CLONEボタンを長押し）
コピー完了時 　　　　 点灯       点灯      点灯       点灯      点灯    点灯       点灯

※コピーが完了してから30秒後にHDD回転停止

② (HDD A)
③ (HDD B)
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本製品に接続して使用しているハードディスクを廃棄などされる場合は、以下の事項に
ご注意ください。

ご使用のハードディスクを廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた
方法で廃棄してください。

ハードディスク デュプリケータ　セットアップガイド
２０１6年　10月 第 三 版　LHR-2BDPU3_SG V03

パソコンで使用する際の注意
1.   2TB以上のハードディスクを接続する場合、ご使用のOSがGUIDパーティションテ
ーブル(GPT)に対応している事と、ハードディスクが正しくフォーマットされている事
を確認してください。

2.  本製品はSATA に準拠した2.5インチ、3.5インチのハードディスクをサポートしてい
ます。SATA規格に準拠していないハードディスクはサポートしておりません。

3.  本製品はパソコンの電源のON/OFFおよびスリープモードに連動してハードディス
クへの電源供給をON/OFFし、本製品の「POWER」「HDD A」「HDD B」のLEDが
点灯・消灯します。また、5分以上HDDへのアクセスがない場合「HDD A」「HDD B」
のLEDは消灯し「POWER」LEDは点滅します。

4.  OSによっては省電力モード中もマザーボードの電源がONのままの場合があります。こ
の場合、スリープモード中であっても本製品はハードディスクへ電源供給を続けます。

●本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。
●本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載する事を禁止させていただきます。
●本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願
います。
●本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
●実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
●本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務
取引許可が必要です。
●Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載
されている商品名、社名などは、一般に商標ならび登録商標です。
●Mac、Mac OS、Macintoshは、Apple Inc.の商標です。

●PlayStation、torne、nasneは株式会社ソニー・コンピューターエンターテイメントの登録商標または
商標です。

●その他、本書に記載されている商品名／社名などは一般に商標ならびに登録商標です。

動作環境

製品仕様

製品型番   LHR-2BDPU3
インターフェース :  USB3.0 / USB2.0
最大データ転送速度（理論値）
　USB Super Speed  5Gbps
接続対応ハードディスク SATA Ⅰ～Ⅲ (3.5 型 SATA HDD) ※ 
        (2.5 型 SATA HDD/SSD)
   最大 8TBまで（4TB X 2 台 )
環境条件 動作時 温度 5℃～３５℃
  相対湿度 20％～ 80％( 但し、結露無きこと )
 保管時 温度 -10℃～ 50℃
  相対湿度 10％～ 90％
入力電圧   DC+12V
設置方向   水平
コネクタ形状  USB 3.0 コネクタ　x 1
外形寸法   １15 × 127 × 84 mm
質量 :   260 g( 本体のみ )
保証期間   1 年間
RoHS指令   準拠
ACアダプタ仕様
電源仕様（入力）  AC100V   50/60Hz 
電源仕様（出力）  DC12V /3A

※SATA Ⅲの HDDは SATA Ⅱとして動作します。

■対応機器 ※1

■対応OS ※3

USB3.0 ポート及び 2.0 ポートを搭載した
・DOS/Vパソコン
・Apple Mac シリーズ（Mac OS X 10.4 以降）
・USBハードディスクに対応した薄型テレビ　※2
・ソニー製　PlayStation®3 (torne™)
・ソニー製　nasne ( ナスネ™)
Windows® 10 (32bit/64bit)
Windows®  8.1 (32bit/64bit)
Windows®7 (32bit/64bit)
Windows® Vista (32bit/64bit)
Windows® XP
macOS Sierra10.12Mac OS X 10.11, 10.10, 10,9, 
10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4

※1 使用できるHDD容量の上限は、使用する機器の仕様に準じます。
※2 対応テレビの最新情報は弊社Webサイトをご参照ください。
※3 対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。

本製品を取り外す
本製品を取り外す前には、アプリケーション（エクスプローラーなど）を終了し
ておいてください。

パソコンがスリープモードのときは取り外さないでください。
スリープモードから復帰したときの障害の原因になります。

Windows
タスクトレイの [ ハードウェアの安全な取り外し ] アイコンをクリックし、　
[USB大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します ]を選択してから、画面の
指示に従って操作してください、
本製品を安全に取り外す事ができるメッセージが表示されたら [OK] をクリック
してUSBケーブルをパソコンから取り外してください。

Macintosh
本製品のアイコンをドラック&ドロップし、デスクトップ下のDOCKにある [取
り出す ]アイコンに重ねます。デスクトップからアイコンがなくなりますので、
その後にUSBケーブルを取り外します。

スロットなどから、金属類や燃えやすいものを入れないでください。
そのまま使用すると感電や火災の原因になります。
万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談く
ださい。

This produt is for domestic use only. No technical support is available in 
foreign languages other than Japanese

２０１5 Logitec INA Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

２ベイHDDリーダー・ライターで使う (続き )

●スロットはふさがないでください。過熱による火災、故障の
原因となります。また、スロットには埃が付着しないよう、定
期的に点検、清掃してください。
　その他、踏み台やブックエンドなど、装置本来の目的用途以
外に使用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故
障の原因になります。

■ロジテック テクニカルサポートセンター
TEL. 0570-022-022(ナビダイヤル )

 受付時間 ： 10:00 ～ 19:00　（年中無休）


