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ステップ

システムコマンダー8
の特長

システムコマンダー8は、複数のOSを1台のマシ

ンに共存させることと、パーティションの各種操作、

データの自動バックアップを行うことができるソフト

です。その特長を紹介しましょう。

システムコマンダー8

複数のOSを1台のパソコンに
共存させられる

「普段はWindowsを使っているけれど、Linuxも使っ
てみたい」「作成したソフトウェアの動作を、Windows
MeとWindows XPの両方でテストする必要がある」
「仕事の関係で日本語版と英語版のWindowsを使い分
ける」など、複数のOSを使い分けたい場合があります。
システムコマンダー8は、そういった時にとても便利な
ソフトです。
システムコマンダー8を使うと、Windows 98/Me/

2000/XP/2003や、Linux/FreeBSDなど、AT互換
機で動作するさまざまなOSを、1台のパソコンに共存
させられます。そして、マシンの起動時に使いたいOS
を選ぶことができます。
「複数OSの共存」というと何か難しそうな感じがしま
すが、システムコマンダー8の「OSウィザード」という機
能を使えば、共存のための設定をウィザードで行えます。
また、OSウィザードを使わずに、手動ですべての設定を
行うこともできます。
OSが起動した後は、システムコマンダー8はメモリか

ら消えるので、OSの動作に影響を与えることはありま
せん。

マシンの起動時にOS選択メニューでOSを選択できる
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ステップ システムコマンダー8
の特長

システムコマンダー8はWindows上でインストールする

マニュアル操作でパーティションの
作成なども行える

処理がやや複雑なパーティショ
ン操作は、パーティションウィザ
ードで行える

AutoSaveでデータのバックアップ
を行える

OSウィザードを使って、OSを共存する際の設定を行える

パーティションを操作できる

データの自動バックアップができる

複数のOSを1台のマシンに
共存させる際には、ハードディス
クを複数の領域（パーティション）
に分けることが必要になります。
そこで、システムコマンダー8に
は、パーティションを操作するた
めの機能もあります。
処理がやや複雑なパーティシ

ョン操作は、「パーティションウィ
ザード」という機能で、順を追っ
て行えます。また、マニュアル操
作でパーティションの作成／削
除／サイズ変更等を行うことも
できます。パーティション操作は
CD起動でも行うことができま
す。

データファイルを間違って上書きしてしまったり、必要
なファイルを間違って削除してしまうなど、操作ミスに
よってファイルを失ってしまうことがあります。システム
コマンダー8には、「AutoSave」というバックアップソ
フトが付属していて、このようなことに備えることがで
きます。
AutoSaveは、インストールするだけで、自動的にバ

ックアップ処理が行われます。バックアップすることを
ほとんど意識する必要がないので便利です。
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ステップ

パーティションとは

複数のOSを1台のパソコンに共存させるには、「パ

ーティション」について理解しておくことが重要です。

システムコマンダー8をインストールする前に、まずパ

ーティションについて解説しておきます。

ハードディスクをパーティションに
分割する

私達が大きな箱に物を片付ける場合、中に仕切りを入
れていくつかの部分に分けて、物を整理して片付けるこ
とがあります。
ハードディスクのパーティションも、これと同じような

ものです。ハードディスクはソフト的に複数の領域に分
けることができるようになっていて、それぞれの領域の
ことを「パーティション」と呼びます。
たとえば、ハードディスクを2つのパーティションに分

ハードディスク�

パーティション�

パーティション�

パーティション�

1台のハードディスクを複数のパーティションに分割する

パーティションには、基本パーティション／拡張パーテ
ィション／論理パーティションの3つの種類があり、それ
ぞれで用途が違います。
基本パーティションは、主にOS

をインストールするために使用し
ます。たいていのOSは、基本パー
ティションにインストールして使う
ようになっています。
拡張パーティションは、ハードデ

ィスクを細かくパーティションに分
ける際に使用します。拡張パーテ
ィションの中には論理パーティショ
ンを作ることができ、それによっ
てパーティションを細かく分けま
す。
論理パーティションは、主にデー

タファイルを保存するために使用
します。 拡張パーティションは、
単体で使用することはできず、論
理パーティションを作成すること
により、はじめて使用できるよう

けて、片方にWindows Meをインストールし、もう片方
にWindows XPをインストールする、ということもでき
ます。

基本パーティション／拡張パーティション／論理パーティション
になります。OSによっては論理パーティションに直接
インストールできるものもありますが（Linuxなど）、で

基本パーティション0�
OSインストール用�

基本パーティション1�
OSインストール用�

論理パーティション1�
データ用�

論理パーティション0�
データ用�

拡張パーティション�

パーティションの作り方の例
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ステップ パーティションとは

パーティションの数の制限

きないものもあります（Windowsなど）。
たとえば、ハードディスクを4つのパーティションに分

け、そのうちの2つにOSをインストールし、残りの2つ
をデータファイル用にするとしましょう。その場合、基本

1台のハードディスクには、基本パーティションと拡張
パーティションを合わせて4個まで作成できます。ただ
し、拡張パーティションは、ハードディスク1台につき1
つしか作ることができません。したがって、基本パーテ

基本1つ� 基本�

基本2つ� 基本�

基本1つ＋拡張1つ� 基本� 拡張�

基本�

基本3つ� 基本� 基本� 基本�

基本2つ＋拡張1つ� 基本� 基本� 拡張�

拡張1つ� 拡張�

基本4つ� 基本� 基本� 基本� 基本�

基本3つ＋拡張1つ� 基本� 基本� 基本� 拡張�

ィションと拡張パーティションの組み合わせ方は、次の
ようなパターンになります。
なお、拡張パーティションの中の論理パーティションは、
論理的に数の制限はありません。

パーティションの組み合わせのパターン

パーティションを2つと拡張パーティションを1つ作り、
拡張パーティションの中に論理パーティションを2つ作成
します。
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パーティションとファイルシステム

パーティションとドライブ名

パーティション内のファイルの管理方法は、OSによっ
て異なっています。この管理方法のことを「ファイルシス
テム」と呼びます。パーティションを作る際には、そのパ
ーティションをどのようなOSで使うのかを考えて、ファ
イルシステムを決めるようにします。
また、複数のOSからアクセスできるようにしたいパ

ーティションは、それらすべてのOSが対応しているファ
イルシステムにする必要があります。たとえば、Win

dows Me/Windows XP/Linuxの3つのOSを共存さ
せる場合、これらすべてのOSでアクセスできるように
するには、FATかFAT32のパーティションを作る必要
があります。ただし、FATでは2GBの容量制限があるの
で、現実的にはFAT32を使うことになるでしょう。
なお、FAT/FAT32からNTFSを認識することはでき

ないので注意しましょう。

名前

FAT

内容 対応するOS

MS-DOS時代から使われ続けているファイルシステ
ム。多くのOSが対応している。ただし、パーティショ
ンのサイズが2GBに制限される

ほとんどのOS

FAT32
FATの「最大サイズ2GB」の制限を取り払って、大
容量のハードディスクに対応させたもの。ただし、対
応するOSが幾分限定される

Windows 95 OSR2以降
/98/Me/2000/XP、
Linux、FreeBSDなど

NTFS
Windows NT以降で採用されたファイルシステム。
セキュリティ面を中心に、FATに比べてさまざまな機
能強化がなされている

Windows NT/2000/XP/
2003、Linux、FreeBSD
など

ext3
ext2を拡張したファイルシステム。事故等でファイ
ルが壊れても、復旧できる可能性が高くなっている Linux

ReiserFS
Hans Reiser氏らによって開発されたファイルシス
テム。サイズの小さなファイルを効率良く扱うことが
でき、またext3と同様にファイル破壊に備えた機能
がある

Linux

ext2 Linuxで標準的に使われているファイルシステム Linux

UFS FreeBSDなどUNIXから発展したOSでの標準的な
ファイルシステム FreeBSD

ファイルシステムの種類

個々の基本パーティションと論理パーティションには、
CやDなどのドライブ名が付きます。ドライブ名は基本
パーティションから割り当てられ、その後で論理パーティ
ションに割り当てられます。
たとえば、ハードディスクが2台あり、それぞれに基本

パーティションと論理パーティションが1つずつある場
合、ドライブ名の割り当ては次のようになります。
1台目の基本パーティション → Cドライブ

2台目の基本パーティション → Dドライブ
1台目の論理パーティション → Eドライブ
2台目の論理パーティション → Fドライブ
つまり、ハードディスクが2台以上あって、1台目に論

理パーティションがある場合、2台目以降のハードディス
クに基本パーティションを作るとドライブ名がずれるこ
とになります。この点は注意が必要です。
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ステップ マルチブートしてみよう
ステップ

マルチブートしてみよう

システムコマンダーは、複数のOSを切り替えて起

動できるようにするソフトですが、このような仕組み

のことを「マルチブート」と呼んでいます。ここでは、

システムコマンダーがどのようにしてマルチブートを

行っているのかを簡単に解説しておきましょう。

OSが起動するまでの流れ
パソコンの電源を入れてしばらくするとOSが起動しま

すが、そこまでの流れを図にすると次のようになります。
OSの起動の際には、「MBR」（マスターブートレコード

の略）が重要な役割をします。MBRはハードディスクの
一番最初のセクタに保存されています。パソコンの
BIOSは、システムの初期化を行った後、MBRをメモリ
に読み込んで実行します。MBRはハードディスクから
OSのローダープログラムを読み込み、そこに処理を移
します。それによって、OSが読み込まれて起動するよう
になっています。

パソコンの電源を入れる�

BIOSによるシステムチェック
が行われる�

MBR内の起動プログラムが�
実行される�

起動プログラムがOS読み出し
プログラムを読み込む�

OSが起動する�

OSが起動するまでの流れ

システムコマンダーは
MBRを置き換える

通常のMBRは、ある1つの決まったOSを起動する処
理が入っています。たとえば、Windows Meをインスト
ールすると、MBRにはWindows Meを起動するための
処理が書き込まれます。
しかし、MBRの内容を変えれば、複数のOSを切り替
えて起動する処理を入れることもできます。システムコ
マンダーは、そのような仕組みを使ってマルチブートを
行います。
なお、MBRはサイズが小さく、システムコマンダー全

体を格納することはできません。そのため、システムコ
マンダーの本体はCドライブにインストールされます。

システムコマンダーが�
インストールされたMBR

Windows Me

Windows XP

Linux

その他各種のOS

システムコマンダーが複数の
OSを切り替えて起動する�

システムコマンダーでOSを切り替えて起動する

MBRとパーティションテーブル

MBRには「パーティションテーブル」という情
報も入っています。パーティションテーブルには、
基本パーティションと拡張パーティションの配置情
報が入っています。
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ステップ

インストールする前の
注意事項

システムコマンダーをインストールする際には、い

くつか注意すべき点があります。これらの点は守って

ください。

バックアップをとる

ウィルスチェックソフトとの併用

システムコマンダーはハードディスクの重要な情報
（MBR：マスターブートレコードなど）を書き換えます。
そのため、作業中に停電が起こるなどのトラブルが起こ
った場合、Windowsが起動しなくなったり、ハードディ
スク内のファイルが壊れたりなどの問題が発生すること
があります。
システムコマンダーをインストールする前には、

Windows環境や重要なデータなど、必要なファイルは
バックアップしておいてください。
特に、パーティション操作を行う場合、停電などがあ

るとファイル破損が起こる可能性が高くなります。パー
ティションを操作する前には、必ずバックアップを行って
ください。

ウィルスの中には、MBRを書き換えて動作するタイプ
のものがあります。そのため、ウィルスチェックソフトに
は、MBRを監視する機能が多くの場合、備えられてい
ます。そのようなソフトでは、MBRが書き換えられると、
MBRを元に戻す処理が行われる場合があります。
システムコマンダーはMBRにインストールするので、

ウィルスチェックソフトによっては、システムコマンダー

ウィルスチェックソフトでMBRをスキャンしない設定にする

をウィルスだと判断してしまう可能性があります。その場
合は、ウィルスチェックソフトのMBR監視機能をオフに
してから、システムコマンダーをインストールします。
なお、ウィルスチェックソフトのMBR監視機能の詳細

については、個々のウィルスチェックソフトのマニュアル
やヘルプを参照してください。
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ステップ インストールする前の
注意事項

BIOSでも
MBRをチェッ
クしない設定
にする

BIOSのMBRチェック機能もオフにする
ウィルスチェックソフトだけでなく、パソコンのBIOS

にもMBRをチェックする機能が備えられていることが
あります。その場合も、システムコマンダーのインスト

ールがうまくいかないことが考えられます。
BIOSにMBRチェックの機能がある場合は、それをオ

フにしてからシステムコマンダーをインストールします。

ディスク圧縮ソフトの問題
ハードディスクの容量が十分でないパソコンの場合、

ディスク圧縮ソフトを使って容量を増やしている方もい
るかもしれません（たとえば、マイクロソフトの
DoubleSpaceなど）。そのような場合、システムコマン
ダーは圧縮されていない部分にインストールする必要が
あるなど、設定がやや複雑になります。
Windows XPにはドライブを圧縮する機能があるの

で注意が必要です。ドライブのプロパティにある「全般」
タブで「ドライブを圧縮してディスク領域を空ける（C）」
にチェックが入っている場合、そのドライブは圧縮され
ています。
また、圧縮する必要があるということは、ハードディス

クの容量が十分にないということです。そのような環境
では、複数のOSを共存させるのはかなり厳しいでしょ
う。現在、大容量のハードディスクは比較的安価に購入
できるようになっています。無用なトラブルを避けるた
めにも、ハードディスクを大容量のものに交換してから、
システムコマンダーをインストールすることをお勧めし
ます。
なお、ディスク圧縮ソフトとシステムコマンダーを併

用した場合は、サポート対象外となります。

ダイナミックディスク使用時の注意
Windows 2000/XP/2003では、ハードディスク

を「ダイナミックディスク」に変換すると、複数台のハード
ディスクを1台にまとめて使ったり、パーティションの容
量を自由に変えられるなど、いくつかのメリットがありま
す。
しかし、システムコマンダー8では、ダイナミックディ
スクを従来のハードディスク（ベーシックディスク）に戻
す機能はありますが、それ以外の操作（作成／削除／サ
イズ変更など）は行うことができません。
ダイナミックディスクの管理は、W i n d o w s

2000/XP/2003上で行う必要があります。詳しい操
作手順などについては、Windows 2000/XP/2003
のヘルプ等を参照してください。

Cドライブにインストール
システムコマンダー8は、1台目のハードディスクのC

ドライブにインストールする必要があります。インスト
ールの前に、OSがCドライブから起動していることをエ
クスプローラなどで確認してください。
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ステップ

システムコマンダーを
インストールする

システムコマンダーやパーティションの概要が理解

できたところで、早速システムコマンダーをインストー

ルしてみましょう。

システムコマンダーのCD-ROMをドライブにセットする
と、自動的にインストーラが起動する

「ようこそ」の画面が表示されたら、
次へボタンをクリックする システムの設定が更新されたら、次

へボタンをクリックする

使用許諾契約書を読んで、次へボタ
ンをクリックする

次へボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

ユーザ名と会社
名を入力する

システムコマンダーのファイルがコピーされた後、この
画面が表示される

インストールをク
リックする

システムコマンダ
ー8のインストー
ルをクリックする



13

ステップ システムコマンダーを
インストールする

起動ユーティリティ ディスク1の
チェックを確認する

リスタート
ディスク2の
チェックを確
認する

空のフロッピーディスク
をドライブにセットして、
次へボタンをクリックす
る（指示に従って途中で
フロッピーディスクを入
れ替える）

次へボタンをクリック
する

次へボタンをクリックするとインストールが完
了するので、システムコマンダーのCD-ROM
を取り出して、Windowsを再起動する

×ボタンをクリック、または
ESCキーを押す

システム管理者のパスワード情報が表示される

説明ファイルを表示するかどうかを選ぶ

再起動後の画面

NTFSのパーティションにシステムコマンダーをイン
ストールすると、再起動後にはこのような画面が表示さ
れる。この画面が表示されたら、手順⑮と同様に×ボタ
ンクリック、またはESCキーを押す。

設定ファイルが保存され、しばらくするとこの画面が表
示される。OSを選んでクリックすると、そのOSが起動
する

CDブートできる環境で
は、⑨～⑪は必要ありま
せん
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ステップ

システムコマンダーを
アンインストールする

OSを共存させる必要がなくなったとき

には、システムコマンダーをアンインストー

ルしたり、一時的に使用不可にしたりする

ことができます。

スタートボタンを
クリックする

システムコマンダーを
一時的に使用不可にする

システムコマンダーを使うのを一時的に止めると、マ
シンの起動時にすぐにOSが起動するようにできます。

すべてのプログ
ラム（P）を指す

システムコマン
ダー8をクリッ
クする

ユーティリティウィザードが起動する 「一時的にシステムコマンダーを使用不可にする」を選ん
で、「次へ」ボタンをクリックする

システムコマンダー
を無効にする／アン
インストールを選ぶ

次へボタンを
クリックする

一時的にシステム
コマンダーを無効
にするを選ぶ

次へボタンを
クリックする



15

ステップ システムコマンダーを
アンインストールする

システムコマンダーを
使用可能の状態に戻す

システムコマンダーを使用不可にした後、再度使用可
能な状態に戻すこともできます。

システムコマンダーの
アンインストール

システムコマンダーをアンインストールするには、次
の手順をとります。

①～③の手順で「ユーティリティウィザード」を起
動し、システムコマンダーを有効にするを選ぶ

次へボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

①～⑤の手順でア
ンインストールの

画面を開き、システムコ
マンダーを完全にアンイ
ンストールするを選ぶ

OKボタンをクリッ
クする

正しく削除されたら
次へボタンをクリッ
クする

マイコンピュータで
Cドライブを開き、
その中にある「SC」
フォルダを削除する
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ステップ

Windows 98/Meと
Windows XP/2003
を共存する
－OSウィザード
Windows 98やWindows Meがインストールさ

れているパソコンに、Windows XP/2003を共存

させてみましょう。ここでは、「OSウィザード」という機

能を使って共存させます。OSウィザードを使うと、簡

単な操作でOSを共存させられます。

マシンを起動し、OS選択メニューが表示され
たらOSウィザードボタンをクリックする

この画面が表示されたらOKボタンをク
リックする（初めてOSウィザードを起動さ
せた時のみ表示される）

操作のヘルプに関する注意事項が表示される

次へボタンをクリック
する

OSウィザードの設定
まず、OSウィザードを使って、Windows XPをイン

ストールするための準備を行います。手順は次のとおり
です。

内容を読んで次へボタン
をクリックする

システムコマンダー8をリスタートディスク2やCDから起動した場合
は、最初に、この操作のヘルプに関する注意事項が表示される

新規インストールを選ぶ

次へボタンをク
リックする

Windows（すべての種類）を
選ぶ
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ステップ Windows 98/Meと
Windows XP/2003を共存する
ーOSウィザード

Windows XP
のパーティショ

ンに割り当てる容量を
MB単位で指定する

次へボタンをクリック
する インストール用のパーティションが作成され、必要な

ファイルがコピーされる（しばらく時間がかかる）

パーティションの作成が終わると、Windows XPのイン
ストール手順が表示される

OKボタンをクリックし、指示に従って
Windows XPのインストールを行う

次へボタンをクリック
する

Windows XPを選ぶ

次へボタンを
クリックする

アップグレードか新規の
どちらかを選ぶ

独立したパーティションに
インストールしますを選ぶ

完了ボタンをクリック
する
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パーティションのフォーマット方法を指定し、その
後は画面の指示に従ってインストールを進める

Windows XPのインストール（アップグレードインストールの場合）

手順⑩で「アップグレードインストール」を選んで
Windows XPをアップグレードインストールした場合
は、OSウィザードの最後の画面でOKボタンをクリック
して既存のWindowsを起動し、Windows XPのアップ
グレード版をインストールします。

Windows XPのCDをドライブにセッ
トし、Windows XPをインストールす
るをクリックして、画面の指示に従って
インストールを進める

Windows XPのインストール（新規インストールの場合）
手順⑩で「新規インストール」を選んでWindows XPを新規インストールするようにした場合、OSウィザードの最

後の画面が表示されたら、Windows XPのインストールディスクをドライブにセットしてOKボタンをクリックし、次
の手順で操作します。

Windows XPのインストール先を選ぶステッ
プになったら、XP用に作成した領域を指定する



ステップ
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ステップ Windows XP/2003と
Windows 98/Meを共存する
―OSウィザード

Windows XP/2003と
Windows 98/Me
を共存する
－OSウィザード
Windows XP/2003がインストールされている

パソコンに、Windows 98/Meを共存させることも

できます。ここではWindows Meについて説明しま

すが、Windows 98/98 SEでも同じ手順です（98

SEは手順⑦でWindows 98を選びます）。なお、

Windowsのインストール後にシステムコマンダーを

更新します。

Windows Meのインストールは、次の手順になりま
す。

OSウィザードに関するメッセージが表示される

次へボタンをクリックする

新規インストールを選ぶ

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

OSウィザードの設定手順

インストールするOSの種類として
Windows（すべての種類）を選ぶ

インストールするOSのバージョンとして
Windows Me（Millennium Edition）を選ぶ

マシンを起動し、
OS選択メニューに
あるOSウィザード
をクリックする
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Windows Meのパーティションに割
り当てる容量をMB単位で指定する

完了ボタンをクリックする

しばらくの間、Windows Meをインストールするため
の準備が行われる

準備が終わる
と、Windows
Meのインスト
ール方法が表
示される

Windows Meをインストールする

システムコマンダーの更新

OSウィザードの設定が終わったら、Windows Meを
インストールします。Windows Meのインストールディ
スクをドライブにセットしてから、上の画面のOKボタン
をクリックします。するとマシンが再起動して、
Windows Meのインストーラが起動します。なお、
Windows 98/SEのインストールでもインストールデ
ィスクが必要になるので注意してください。
インストールの手順は、通常の場合とまったく同じで

す。

Windows Meをインストールすると、システムコマン
ダーのMBRが削除されることがあります。その場合、そ
のままではOS選択メニューが表示されなくなり、イン
ストールしたWindows Meが起動します。
このような状態になった場合は、システムコマンダー

8をCDから起動します。するとメニューが表示されます。
この画面で「3」のキーを押して「3. システムコマンダー
を有効にする」を選択すると、自動的にMBRが書き戻さ
れ、システムコマンダーの更新が行われます。
この後、CDを取り除いてマシンを再起動すると、OS

選択メニューにWindows Meが追加され、そこから起
動できる状態になります。

次へボタンをクリックする

通常版（起動ディスク付）
を選ぶ

OKボタンをクリックし、指示に従って
Windows Meをインストールする
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ステップ Windows XP/2003と
Windows 98/Meを共存する
―OSウィザード

OS選択メニューにWindows Meが追加された

OS共存における制限事項

システムコマンダーを使うと複数のOSを共存させ
られますが、その際には制限事項もいくつかあります。
ここでは、その中から主なものを紹介します。

DOS系およびWindows系OS
共通の制限事項

DOS系（MS-DOSやPC-DOSなど）やWindows
系（Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003
など）OSは、1台目のハードディスクの基本パーティ
ションにインストールする必要があります。論理パー
ティションや2台目以降のハードディスクだけを使って
インストールすることはできません。
Windows NT/2000/XP/2003については、起

動するのに最小限必要な部分を除いては、論理パーテ

ィションや2台目以降のハードディスクにインストール
することができます。たとえば、1台のハードディスク
に基本パーティションと論理パーティションを1つずつ
作り、Windowsの起動部分だけを基本パーティション
にインストールし、残りを論理パーティションにインス
トールすることができます。
Windowsのインストールの際に、インストール先

のフォルダを指定するステップがあるので、その際に
Cドライブ以外のフォルダを指定すると、上記のよう
なことが可能になります。

OS/2の制限事項

OS/2では、ハードディスク内に複数の基本パーテ
ィションがある場合、その中の1つの基本パーティショ
ンしか表示することができません。
したがって、OS/2と他のOSを共存させ、それらの
間でファイルをやり取りすることがある場合は、ハード
ディスクに論理パーティションを作る必要があります。

Linuxの制限事項

Linuxは、基本パーティション／論理パーティション
のどちらにもインストールできます。また、1台目以外
のハードディスクにインストールすることも可能です。
なお、Linuxをインストールする際には、ブートロー

ダ（LILOやGRUBなど）のインストール先を指定する
ステップがありますが、Linuxのインストールパーティ
ションにブートローダをインストールすることをお勧
めします。Windowsの起動部分以外をCドライブ以外のドライブにイ

ンストールする（Windows Meの場合）

3. システムコマンダーを有効にするを
選択する
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ステップ

Windows XP/2003と
Linuxを共存する
－OSウィザード

「WindowsとLinuxを1台のマシンにインストー

ルして使い分けたい」という方は多いことでしょう。

システムコマンダーを使えば、もちろんそのような

ことも行うことができます。

OS選択メニューでOSウィザードをク
リックする

このメッセージが表示されたら次へ
ボタンをクリックする

OSウィザードの設定
まず、OSウィザードを使って、Linuxをインストール
するための準備をします。ここでは例として、Turbo
Linuxをインストールする場合を説明します。

OSウィザードが起動する

新規インストールを選ぶ

UNIXのバージョンとして
Linuxを選ぶ

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

OSの種類としてLinux/Unix
を選ぶ
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ステップ Windows XP/2003と
Linuxを共存する
－OSウィザード

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

インストール先の
パーティションの容

量をMB単位で指定する

スワップパーテ
ィションの容量

をMB単位で指定する

完了ボタンをクリックする

Linuxをイン
ストールする
ための準備が
行われる（し
ばらく時間が
かかる）

OSウィザードが完
了し、Linuxのイン
ストール手順が表
示される

1.LinuxをCD-ROMからインストール
2.インストールの完了
3.PCの再起動後、OSの選択画面が表示される
この時にLinuxインストール用のフロッピーディス

クを求められますが、無視してください。

Linuxインストール時の注意点

Linuxのディストリビューションを選
ぶ（ここではTurbo Linux）。

Linuxを起動する場所を制限しない
を選ぶ

インストールに必要な起動ディスク
があるを選ぶ

OKボタン
をクリック

し、LinuxのCD
をドライブにセッ
トして、インスト
ールを始める
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Linuxのインストール
Linuxのインストールの際には、次の点に注意します。

●インストール先のパーティションとして、システムコマ
ンダーによって作られたパーティションを選ぶ。

●Linuxのブートローダーを、Linuxのパーティションに
インストールするようにする。

これらの設定手順は、Linuxのディストリビューション
によって異なります。例えば、Turbo Linux 10
Desktopをインストールする場合、次のように設定しま
す。他のディストリビューションでの設定方法は、マニュ
アル等を参照してください。

インストール方法を選
ぶ段階では、標準イン
ストールを選ぶ

一部更新ボタンをク
リックする

TFDisk（パーティショ
ンを設定）の段階にな
ったら、タイプがext3
になっているパーティ
ションを選ぶ
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ステップ Windows XP/2003と
Linuxを共存する
－OSウィザード

マウントポイントの欄で/
を選ぶ

OKボタンを
クリックする

TFDiskの画面に戻るので、次へボタ
ンをクリックする

フォーマットのメッセージが表示される

Linuxのインストールが終わったら、マシンを再起動す
る

OS選択メニューにLinuxが追加された

OKボタ
ンをクリ
ックする

ブートローダーのインストール先と
して、×××ブートパーティションの
最初のセクタを選ぶ

次へボタンをクリックして、この後は
画面の指示に沿ってインストールを
進める

このメッセージが表示されたら、
Cancelボタンをクリックする
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ステップ

Windows XP/2003と
LindowsOSを共存する
－OSウィザード
Windows XP/2003とLindowsOSを1台の

マシンにインストールして共存させることもできます。

ここでは、Windows XPとLindowsOS4.0を共

存させる手順を紹介します。

ただし、LindowsOS4.0は、起動するたびにマ

スターブートレコードをLindowsOSのものに書き

換えるようになっています。そのため、そのままだと

システムコマンダーとうまく共存できません。両者を

共存させるには、LindowsOSの設定を変えること

が必要になり、やや複雑です。

OS選択メニューでOSウィザードをク
リックする

このメッセージが表示されたら次へ
ボタンをクリックする

OSウィザードの設定
まず、OSウィザードを使って、LindowsOSをインス
トールするための準備をします。

OSウィザードが起動する

新規インストールを選ぶ

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

OSの種類としてLinux/Unix
を選ぶ

UNIXのバージョンとして
Linuxを選ぶ
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ステップ Windows XP/2003と
LindowsOSを共存する
－OSウィザード

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

インストール先の
パーティションの容

量をMB単位で指定する

スワップパーテ
ィションの容量

をMB単位で指定する

完了ボタンをクリックする

LindowsOS
をインストー
ルするための
準備が行われ
る（しばらく時
間がかかる）

OSウィザードが完了し、LindowsOSのインストール手順
が表示される

Lindowsを選ぶ

Linuxを起動する場所を制限しない
を選ぶ

インストールに必要な起動ディスク
があるを選ぶ

OKボタンをクリックし、LindowsOSのCDを
ドライブにセットして、インストールを始める
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LindowsOSのインストール
OSウィザードの設定が終わったら、次の手順でLindowsOSをインストールします。

インストール方法
を選ぶステップに
なったら、上級者
向けインストール
を選ぶ

ファイルシステム
がReiserFSにな
っているパーティ
ションを選ぶ

次へボタンを
クリックする

次へボタンをクリ
ックし、その後は
画面の指示に従
ってLindowsOS
のインストールを
進める
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ステップ Windows XP/2003と
LindowsOSを共存する
－OSウィザード

LindowsOSの設定を変える
LindowsOSのインストールが終わったら、設定を変

えてシステムコマンダーと共存できるようにします。

システムコマンダーを更新する

LindowsOSを起動し、画面左下の
Lindowsアイコンをクリックする

コマンドを実行メニューをクリックする

コマンドとしてmv -f /sbin/lilo /sbin/
lilo.tmpと入力する

実行ボタンをクリックする

LindowsOSをインストールすると、システムコマン
ダーのMBRが書き換えられて、OS選択メニューが起動
しなくなります。
このような場合は、システムコマンダー8をCDから起
動します。するとメニューが表示されます。この画面で
「3」のキーを押して「3. システムコマンダーを有効にす
る」を選択すると、自動的にMBRが書き戻され、システ
ムコマンダーの更新が行われます。

OS選択メニューにLinuxのアイコンが追加される

上記の方法ではシステムコマンダー8をアンインストールしたり、
一時的に使用不可にすると、LindowsOSは起動できなくなります。
再度LindowsOSを起動させる場合は、LindowsOSの再インスト
ールが必要になります。
これ以外にも、LindowsOSとシステムコマンダー8を共存する方
法はあります。他の方法についてはライフボートのホームページ
（http://www.lifeboat.jp/）を参照してください。

3. システムコマンダーを有効に
するを選択する

この後、CDを取り出してマシンを再起動すると、OS
選択メニューが表示されます。メニューにはLinuxのア
イコンが追加されています。
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ステップ

Windows 98/Meと
Windows XP/2003
を共存する
－マニュアル操作
ステップ7（16ページ）で、OSウィザードを使って

Windows 98/MeとWindows XP/2003を共

存させる方法を解説しましたが、ここではマニュアル

操作でWindows XPの製品版を共存させる方法を

解説します。

作業の流れ
Windows MeとWindows XP製品版をマニュアル

操作で共存させる手順は、次のようになります。
1.空き領域を作成する
2.Windows XPをインストールするためのパーティシ
ョンを作る
3.Windows XPをインストールする
4.システムコマンダーを更新する

空き領域を作成する
ハードディスクに空き領域がない場合（または、あっても

サイズが小さくてWindows XPをインストールできない
場合）は、パーティション操作の画面を起動して、サイズ変
更の機能で空き領域を作ります。

サイズを変更するパーティションを
選ぶ

Windows XPをインストールできるように、Windows
98/Meのパーティションのサイズを小さくする

次へボタンをクリックす
る

Windows 98/Meのパーティションのサイズが変更され
る（しばらく時間がかかる）

パーティションのサイズが変更された

サイズ変更ボタンをクリックする

縮小後のサイズ
をMB単位で指

定する



ステップ Windows 98/Meと
Windows XP/2003を共存する
－マニュアル操作
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Windows XPをインストールする
ためのパーティションを作る

次に、空き領域にWindows XPをインストールするた
めのパーティションを作ります。この作業もパーティション操
作の画面で行います。

空き領域を選ぶ

作成ボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

パーティションの種類を
設定するをチェックする

パーティションの
容量をMB単位で

指定する

パーティションの種類として
NTFSを選ぶ

次へボタンをクリックする

パーティション作成に関する注意事項が表示される

パーティションが作成
される（しばらく時間が
かかる）

NTFSのパーティション
が作成された

続行ボタンをクリックす
る

基本を選ぶ
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次に、Windows XPをインストールします。
Windows XPのブートローダーは、Windows

98/Meのパーティションにインストールされます。
Windows 98/MeとWindows XPを完全に独立した
パーティションにインストールしたい場合は、Windows
98/Meのパーティションを非表示にしてからWindows
XPをインストールします（33ページ、ONE POINT参
照）。

Windows XPをインストールする

Windows XPのCD-ROM
をドライブにセットして、パーテ
ィション操作画面のスタート
ボタンをクリックする

OKボタンをクリックしてマシンを再起動し、
Windows XPのインストールを始める

インストール先を選ぶステップになったら、先ほど
作ったNTFSのパーティションを選ぶ

NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフ
ォーマット（クイック）を選び、あとはインストーラの指示
にしたがってインストールを行う

終了(X)を
クリックする

OS選択メニューにWindows XPが追加された



Windows XPをWindows 98/Meから完全に独立させる

Windows XPをWindows 98/Meから完全に
独立させてインストールしたい場合、インストール
を始める前に、パーティション操作の画面でパーティ

ション0（Windows 98/Meが入っているパーティ
ション）を非表示にしておきます。

パーティション0を選ぶ

詳細（A）→非表示（H）メニューを選んで、パーティショ
ン0を非表示にする
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ステップ Windows 98/Meと
Windows XP/2003を共存する
－マニュアル操作

システコマンダー8を使う際には次のような注意点があります。

●マウスが使えないことがある
システコマンダー8の画面では、Windowsとは異なって、マウスでの

キー操作ができない場合があります。この場合、Hardware Settingsメ
ニューにある「Disable mouse」にチェックが入っていないことを確認し
てください。
チェックを外してもマウスが使えない場合は、移動にはTabキー、選択

はEnterキーを使ってください。

●操作の前にデフラグを行う
ハードディスクの領域が連続していないと、OSをインストールしても、

うまくいかない場合があります。このため、パーティション操作の前には、
あらかじめチェックディスク（Windows 2000/XP）／スキャンディスク
（Windows 95/98/Me）とデフラグを行っておきます。

システコマンダー8を使う際の注意点

Hardware Settingsメニューにあ
る「Disable mouse」を確認する
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ステップ

Windows XP/2003と
Windows 98/Meを
共存する
－マニュアル操作
Windows XP/2003がインストールされている

パソコンに、Windows 98/Meをインストールして、

両者を共存させることもできます。ステップ8（19ペ

ージ）ではOSウィザードでこの操作を行いましたが、

ここではマニュアル操作で行う方法を解説します。

作業の手順
Windows XP/2003にWindows 98/Meを共存

させる場合、作業の大まかな手順は次のようになりま
す。
1.空き領域を作る
2.空き領域にFAT32パーティションを作る
3.Cドライブを隠す
4.手順2で作ったパーティションにWindows Meをイン
ストールする
5.システムコマンダーを更新する
このうち、空き領域を作成する手順はステップ12

「Windows 98/MeとWindows XP/2003を共存す
る－マニュアル操作」（30ページ）と同じ手順なので、残
りの手順を解説します。

空き領域を作ったら、パーティション操作の画面で、
その空き領域にFAT32のパーティションを作ります。
Windows Meは基本パーティションにインストールす
る必要があるので、基本パーティションを作ります。

空き領域に
FAT32パーティションを作る

作成するパーティションの種類として
基本を選ぶ

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

Windows Meのパーティショ
ンの容量をMB単位で指定する

このメッセージが
表示されるので続
行ボタンをクリッ
クする

FAT32のパーティションが
作成される（若干時間がか
かる）

パーティショ
ン作成後の
状況が表示
される作成ボタンをク

リックする

空き領域を
選択する
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ステップ Windows XP/2003と
Windows 98/Meを共存する
－マニュアル操作

Cドライブを隠す
今の状態では、新しく作ったFAT32のパーティション

はDドライブとして認識されます。Windows MeはCド
ライブにインストールする必要があるので、このままで
はそこにWindows Meをインストールすることはでき
ません。
そこで、既存のCドライブを隠して、新しく作った

FAT32パーティションがCドライブとして認識されるよ
うにします。

次に、Windows Meをインストールします。
Windows Meのインストールディスクをドライブにセッ
トしてから、次の手順で操作します。

詳細（A）→非表示（H）メニューを選ぶ

このメッセージが表示されるのでOKボタンを
クリックする。これでCドライブが非表示になる

Windows Meをインストールする

Windows Meをインストールすると、システムコマン
ダーのMBRが書き換えられる場合があります。そのと
きには、OS選択メニューが表示されなくなります。
このような場合は、システムコマンダー8をCDから起
動します。するとメニューが表示されます。この画面で
「3」のキーを押して「3. システムコマンダーを有効にす
る」を選択すると、自動的にMBRが書き戻され、システ
ムコマンダーの更新が行われます。

OS選択メニューにWindows Meが追加される

システムコマンダーを更新する

パーティション操作
画面からスタートボ
タンをクリックする

終了（X）をクリックす
る

OKボタンをクリックし、マシンを再起動して、
Windows Meをインストーラの指示にし
たがってインストールする

Cドライブに対応するパーティションを選
択する

3. システムコマンダーを有
効にするを選択する

この後、CDを取り出してマシンを再起動すると、OS
選択メニューにWindows Meが追加されています。
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ステップ

Windows XP/2003と
Linuxを共存する
－マニュアル操作

Windows XP/2003が入っているパソコンに、

Linuxを共存させることもできます。ステップ9（22

ページ）ではOSウィザードを使って共存させましたが、

ここではマニュアル操作で行う手順を解説します。

インストールの概要
Linuxを動作させるには、本体をインストールするた

めのパーティションと、「スワップパーティション」という
パーティションの2つのパーティションが必要です。
Linux本体とスワップパーティションは、いずれも基本パ
ーティション／論理パーティションのどちらにも入れられ
ます。
ここでは、次のようなパターンでLinuxをインストー

ルする方法を紹介します。
1.ハードディスク全体が基本パーティションに割り当てら
れていて、そこにWindowsがインストールされてい
る状態になっている

2.その基本パーティションを縮小して空き領域を作り、
そこに拡張パーティションを作る

3.拡張パーティションの中に2つの論理パーティションを
作り、1つにLinux本体をインストールし、もう1つを
スワップパーティションにする

まず、Linuxをインストールするために、パーティショ
ン操作の画面を起動して、既存の基本パーティションを
縮小し、空き領域に拡張パーティションを作ります。

拡張パーティションを作る

縮小後のサイズをMB
単位で指定する

次へボタンをクリックする

パーティションのサイズが変更される（しばらく時間がか
かる）

サイズ変更ボタンをクリックする

Windowsのインストールされている
パーティションを選ぶ
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ステップ Windows XP/2003と
Linuxを共存する
－マニュアル操作

しばらくすると「論理パーティションの作成」画面が表示
される

縮小後にできた空き領域を選択する

作成ボタンをクリックする

拡張を選ぶ

次へボタンを
クリックする

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

空き領域の始めを選ぶ

Linuxのパーティションが作られる（しばらく時間がかかる）

拡張パーティショ
ンの容量をMB

単位で指定する

Linuxのパーティシ
ョンに割り当てる

容量をMB単位で指定する

次へボタンを
クリックする

作成するパーティショ
ンの種類としてLinux
Ext3を選ぶ



拡張パーティションができたら、Linuxのインストール
を始めます。その途中でインストール先のパーティショ
ンを指定するステップがありますが、その際には先程作
ったパーティションを指定します。
例えば、Turbo Linux 10 Desktopの場合、インス
トールの手順は24～25ページ（OSウィザードの場合）
で解説したようになります。次の点に注意します。
○インストール先のパーティションを、システムコマンダ
ーで作ったext3のパーティションにし、そのパーティ
ションをルートにマウントする

○ブートローダはLinuxのパーティションにインストー
ルする
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残りの空き領域を選択する

作成ボタンをクリックする

スワップパーティションのサ
イズをMB単位で指定する

パーティションの種類
を設定するをチェック
する

次へボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

Linuxのインストール

「一部更新」ボタンを
クリックする

「マウントポ
イント」の欄
で「/」を選ぶ

パーティションの種類として
Linux Swapを選ぶ

OKボタンを
クリックする

ブートローダーのインストール
先として、「×××ブートパーティ
ションの最初のセクタ」を選ぶ

「次へ」ボタンをクリックして、この後は画面の
指示に沿ってインストールを進める

TFDisk（パーティションを設定）の
段階になったら、タイプが「ext3」
になっているパーティションを選ぶ
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ステップ Windows XP/2003と
Linuxを共存する
－マニュアル操作

LinuxをOS選択メニューに
追加する

Linuxのインストール先によっては、LinuxがOS選択
メニューに自動で追加されない場合があります。そのと
きは、手動でOS選択メニューに追加します。

Order Add and Removeを
クリックする

Addボタンをクリックする

Linuxのパーティションを選ぶ

Toggle-bootableボタンをク
リックする

OKボタンをクリックする

順次前の画面に戻ってOKボタ
ンをクリックして閉じる

設定ボタンをク
リックする

Partitionボタンをクリックする

LinuxがOS選択メニューに追加された
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ステップ

Windows XP/2003と
LindowsOSを
共存する
－マニュアル操作
Windows XPのインストールされているハード

ディスクに、LindowsOSをインストールして共存す

ることもできます。26ページではOSウィザードで操

作を行いましたが、ここではマニュアル操作で行い

ます。

インストールの概要
LindowsOSをインストールする流れは、基本的には

他のLinuxの場合と同じです。ここでは、次のような手
順を取るものとして、システムコマンダーの設定と
LindowsOSのインストールの方法を解説します。
1.ハードディスク全体が基本パーティションに割り当てら
れていて、そこにWindowsがインストールされている
2.その基本パーティションを縮小して空き領域を作り、
そこに拡張パーティションを作る
3.拡張パーティションの中にLindowsOS用のパーティ
ションを作る
4.LindowsOSの設定を変えて、MBRが上書きされな
いようにする

縮小後のサイズをMB
単位で指定する

次へボタンをクリックする

パーティションのサイズが変更される（しばらく時間がか
かる）

サイズ変更ボタンをクリックする

Windowsのインストールされている
パーティションを選ぶ

LindowsOSインストール用の
パーティションを作る

まず、LindowsOSをインストールするために、既存
の基本パーティションを縮小して、空き領域にLindows
OSインストール用のパーティションを作ります。
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ステップ Windows XP/2003と
LindowsOSを共存する
－マニュアル操作

しばらくすると「論理パーティションの作成」画面が表示
される

縮小後にできた空き領域を選択する

作成ボタンをクリックする

拡張を選ぶ

次へボタンを
クリックする

拡張パーティショ
ンの容量をMB

単位で指定する

次へボタンをクリックする

次へボタンを
クリックする

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

空き領域の始めを選ぶ

LindowsOSのパーティションが作られる（しばらく時間
がかかる）

作成するパーティションの種類として
Linux Reiserを選ぶ

LindowsOS
のパーティシ

ョンに割り当てる容量
をMB単位で指定する



パーティションを作り終わったら、マシンを再起動してLindowsOSをインストールします。インストールの手順は
次のようになります。
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LindowsOSをインストールする

インストール方
法を選ぶステッ
プになったら、
上級者向けイン
ストールを選ぶ

次へボタンを
クリックする

ファイルシステ
ムがreiserfsに
なっているパー
ティションを選
ぶ

次へボタンをク
リックし、その
後は画面の指示
に 従って L i n
dowsOSのイ
ンストールを進
める
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ステップ Windows XP/2003と
LindowsOSを共存する
－マニュアル操作

LindowsOSの設定を変える
LindowsOSのインストールが終わったら、設定を変

えてシステムコマンダーと共存できるようにします。

システムコマンダーを更新する

LindowsOSを起動し、画面左下の
Lindowsアイコンをクリックする

コマンドを実行メニューをクリックする

コマンドとしてmv -f /sbin/lilo /sbin/
lilo.tmpと入力する

実行ボタンをクリックする

LindowsOSをインストールすると、システムコマ
ンダーのMBRが書き換えられて、OS選択メニューが
起動しなくなります。
このような場合は、システムコマンダー8をCDから

起動します。するとメニューが表示されます。この画
面で「3」のキーを押して「3. システムコマンダーを
有効にする」を選択すると、自動的にMBRが書き戻さ
れ、システムコマンダーの更新が行われます。

OS選択メニューにLinuxのアイコンが追加される

上記の方法ではシステムコマンダー8をアンインストールしたり、
一時的に使用不可にすると、LindowsOSは起動できなくなります。
再度LindowsOSを起動させる場合は、LindowsOSの再インスト
ールが必要になります。
これ以外にも、LindowsOSとシステムコマンダー8を共存する方
法はあります。他の方法についてはライフボートのホームページ
（http://www.lifeboat.jp/）を参照してください。

3. システムコマンダーを有効に
するを選択する

この後、CDを取り出してマシンを再起動すると、OS
選択メニューが表示されます。メニューにはLinuxのア
イコンが追加されています。
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ステップ

OS選択メニューを
カスタマイズする

OS選択メニューは、OSの表示順序を入れ替える

など、カスタマイズが可能です。ここでは、主な設定

方法を紹介します。

OSの情報を表示する
標準のOS選択メニューでは、OSのアイコンが表示さ

れます。これを、OSの詳細情報が表示されるように変更
することもできます。

設定メニューが表示される

OS選択メニューをカスタマイズするには、設定のメニ
ュー画面から操作します。メニュー画面は次の手順で表
示します。
なお、起動メニューの設定が終わったら、設定メニュー

のウィンドウの右上にある×ボタンをクリックしてOS選択
メニューに戻り、OSのどれかを起動します。これで設定
が保存されます。

OSの詳細情報が表示される（この状態でOSを選択して
起動することも可能）

OS選択メニューで表示ボタンをクリ
ックする

再度、表示ボタンをクリックすると、ア
イコン表示に戻る

設定メニューを表示する

OS選択メニューで設定ボタンをクリ
ックする
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ステップ OS選択メニューを
カスタマイズする

OSの自動起動を設定する

不要なメニューを削除する

よく使うOSが1つあって、それ以外のOSはたまにしか
使わない場合、OS選択メニューの表示時間を設定して、
その時間が経過したらよく使うOSを自動起動するように
すると便利です。

使わないメニューを削除することもできます。OSのリ
カバリー領域のパーティションが表示されている場合、
間違えてリカバリーしないようにメニューを削除するこ
ともよいでしょう。

OSの名前とアイコンを設定する
メニューにはOSの名前とアイコンが表示されますが、

これらは自由に変えられます。たとえば、Windows XP
を2組インストールして、片方を通常用、もう片方をテスト
用にするような場合、そのようにOS名を設定できます。

設定メニューでTimeout
and Default OSを選ぶ

設定メニューでOrder
Add and Removeを
選ぶ

設定メニューで
Descr ipt ions
and iconsを選ぶ

Auto select timeoutを
チェックする

自動起動までの時間を秒単
位で指定する

Default OS selection
で起動するOSを指定する

OKボタンを
クリックする

設定を変えたいOSを選ぶ メニューに
表 示する

OS名を入力する

詳細メニュー用の
アイコンを選ぶ

OKボタンをクリッ
クする

Removeを押す

アイコンを選ぶ

確認画面が表示されるのでOKを押す



46

ステップ

パーティションウィザード
の使い方

OSウィザードを使うと、パーティションをほとんど

意識せずに、OSを共存させることができます。しか

し、パーティションを自分で操作できるようになれば、

より高度な共存も可能です。

パーティションの操作は、「パーティションウィザー

ド」で行う方法と、手動で行う方法があります。まず

は、パーティションウィザードの起動方法や画面の見

方などを紹介します。

パーティションウィザードの起動
パーティションウィザードの起動手順は、次のようにな

ります。

OS選択メニューでパーティション操作
をクリックする

操作のヘルプに関する注意事項が表示される

パーティションウィザードのメニューが表示される

次へボタンをクリ
ックする

起動時にこの画面を表示す
るのチェックを外せば、次回
以降はこの画面は表示され
なくなる

パーティションウィザードは、システムコマンダー8
をCDから起動して使用することもできます。

パーティションウィザードはCDか
らも使える
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ステップ パーティションウィザードの
使い方

パーティションウィザードの機能
パーティションウィザードには、次の機能があります。

ディスク領域を活用する
自動的にパーティションを作成したり、パー

ティションの中で使われていない部分（未使用
領域）を他のパーティションに移動したり、ハー
ドディスクの空き領域をパーティションに割り
当てることができます。

ディスクアクセス速度を上げる
Windows 95/98/Meでは、アプリケーシ

ョンを複数起動するなどしてメモリが不足する
と、「スワップファイル」というファイルにメモリ
の内容を一時的に退避させて、その後の処理
を続けるような仕組みになっています。
このスワップファイルを、専用のパーティシ

ョンに格納することで、スワップファイルの処
理効率が良くなります。「ディスクアクセス速度
を上げる」は、そのための機能です。
Windows NT/2000/XPや最近の高速な

CPUのパソコンでは、この機能を使う必要は
ありません。

構成を改善する
この機能では、パーティション内の無駄な領域を有効

活用できるようにしたり、パーティションを丸ごとコピー
してOSやデータをバックアップしたり、OSを追加イン
ストールするためのパーティションを作成することがで
きます。

OSを追加する
この機能では、OSウィザードが起動して、新しいOS
をインストールするための一連の作業が実行されます。

パーティションのマニュアル操作
パーティションの作成／削除／サイズ変更などをマニ

ュアル操作で行う場合は、「パーティションのマニュアル
操作」を選びます。

スワップファイルを専用のパーティションに格納することで効率をアップさせる

OSを追加するための一連の作業が実行される

パーティション内の無駄な領域を有効活用できるようにする
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ステップ

パーティション操作画面の
見方

パーティションの作成／削除／サイズ変更などを手

動で行うには、「パーティション操作」の機能を使いま

す。ここでは、パーティション操作の画面の見方を解

説します。

パーティション操作の起動
パーティション操作の機能は、次の手順で起動します。

マシンを起動し、OS選択メニューを表示する

パーティションウィザードが起動する

パーティション操作をクリックする

パーティションの
マニュアル操作
を選ぶ

次へボタンをクリ
ックする

システムコマンダーのスタートメニュ
ーで「パーティション操作（P）」を選んで
も、パーティション操作画面に移行するこ
とができます。

操作方法について
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ステップ パーティション操作画面の
見方

パーティション操作画面の見方
パーティション操作の画面は、次のような構成になっています。

パーティション操作画面の見方

パーティション
の種類の凡例

現在選択中のドライブの
パーティションの状況

拡張パーティションがある場
合、その中の論理パーティ
ションの状況も表示される

現在選択しているドラ
イブについて、容量等
の情報が表示される

ドライブの詳細な情報
が表示される

詳細タブをクリッ
クする

操作する対象
のドライブを
選ぶ

作成やサイズ
変更など、パ
ーティションに
対して行う操
作を選ぶ
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ステップ

パーティションを
作成するには

ハードディスクに空き領域があれば、そこに新しい

パーティションを作ることができます。パーティション

の作成は、パーティションのマニュアル操作の画面か

ら行います。

基本パーティション／
論理パーティションの作成

作成ボタンをクリックする

基本を選ぶ
次へボタンをクリ
ックする

基本／拡張のどちらも作れる状態の時はこのメッセージ
が表示される

パーティションの容量
をMB単位で指定する

パーティションの種類を
設定するをチェックする

次へボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

作成するパーティションの種類を選ぶ
（ここではFAT32）

続行ボタンをクリックする

パーティションに対応するOSの情報が表示される

空き領域をクリックする
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ステップ パーティションを
作成するには

パーティションが作成される（しばらく時間がかかる）

パーティションができると、その状態が表示される

その後、拡張パーティション内に論理パーティションを作
成する状態になるので、手順 以降の操作を行う

空き領域と未使用領域を確認しよう
パーティションを新規に作成するには、ハードデ

ィスクに空き領域が必要です。空き領域はパーテ
ィションに割り当てられていない領域のことです。
パーティションの操作画面で、灰色の部分が空き領
域です。ハードディスクのすべての領域がパーティ
ションに割り当てられている場合は、サイズ変更の
機能で空き領域を確保してから、新規にパーティシ
ョンを作成します。
また、パーティションの中で使われていない領域

を未使用領域と呼びます。未使用領域はパーティ
ションの操作画面の右側で、円グラフで表示され
る選択されたパーティションの紫色の部分です。

拡張パーティションの作成

手順③の画面で拡張を
選ぶ

次へボタンを
クリックする

拡張パーティションに割り
当てる容量をMB単位で

指定する

次へボタンを
クリックする

灰色の部分が空き領域 紫色の部分が未使用領域
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ステップ

パーティションを
削除するには

ハードディスク上のパーティションを削除すること

もできます。

基本パーティション／
論理パーティションの削除

基本パーティション／論理パーティションを削除する手
順は、次のようになります。

削除したいパーティションを選択する

削除ボタンをクリックする

パーティションのボリュームラ
ベルを入力する

続行ボタンをクリックする

削除後の状態が表示される

パーティションを削除すると、中に入っているプロ
グラムやデータはすべてなくなります。

注意

次へボタンをクリックする

Linuxでは"/"というボリュームラベルを自動的に作成するものがあ
ります。この場合は、ALTキーとF12キーを同時に押して先に進んで
ください。
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ステップ パーティションを削除するに
は

拡張パーティションの削除
拡張パーティションも削除することができます。その際、

拡張パーティション内に論理パーティションがあれば、それ
もすべて削除されます。

削除ボタンをクリックする

警告メッセージが表示される

拡張パーティションが削除され、その後のパーティションの
状態が表示される

パーティションを間違って削除した場合、それを取り消す
こともできます。この操作は、パーティションを削除し
た直後のみ実行可能です。

削除前の状態に戻る

次へボタンをクリックする

続行ボタンをクリックする

削除の取り消し

元に戻す（U）→削除を元に戻す（D）メ
ニューを選ぶ

拡張パーティションを選択
する
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ステップ

パーティションのサイズを
変更するには

パーティション操作の画面では、既存のパーティシ

ョンを小さくして空き領域を作ったり、また空いた領

域を使ってパーティションを大きくするなど、パーテ

ィションのサイズを変更できます。

サイズ変更の手順
パーティションのサイズを変更する手順は、次のよう

になります。

変更後のサイ
ズをMB単位

で指定する

サイズ変更ボタンをクリックする

次へボタンをクリック
する

操作方法について
1つの操作を行う場合、

操作方法が1つとは限りま
せん。
たとえば、手順②でサ

イズ変更ボタンをクリック
しましたが、これはツール
（T）→サイズ変更（R）メ
ニューを選んでも同じ操
作になります。

パーティション操作を起動し（手順は48ページ
参照）、サイズを変更したいパーティションを選
択する
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ステップ パーティションのサイズを
変更するには

サイズ変更と他の機能を組み合わせる
パーティションのサイズ変更と他の機能を組み合わせると、次のようなことが行えます。

1つの大きなパーティションを複数のパーティションに
分けたい場合、まずそのパーティションのサイズを小さ
くして空き領域を作り、その空き領域に新しいパーティシ
ョンを作成します。
パーティション作成の方法は「ステップ18 パーティシ

ョンを作成するには」（50ページ）を参照してください。

パーティションを分割する
サイズ変更の機能でパーティションのサイズを小さく

すると、そのパーティションの後ろに空き領域ができま
す。前に空き領域を作りたい場合は、サイズを変更した
後、そのパーティションを後ろいっぱいに移動します。
パーティションの移動方法は「ステップ27 パーティ

ションを移動するには」（64ページ）を参照してください。

パーティションの前に空き領域を作成する

パーティション�

パーティション� 空き領域�

サイズ変更�

パーティション� パーティション�

新規作成�

パーティション�

パーティション� 空き領域�

サイズ変更�

空き領域� パーティション�

移動�

パーティションの分割の仕組み パーティションを移動すれば空き領域を移動できる

サイズ変更の処理が行われる（しばらく時間が
かかる）

処理が終わると、変更後の
パーティションの状況が表示
される
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ステップ

パーティションを大きくす
るには（空き領域を使用）
－パーティションウィザード

ハードディスクに空き領域（パーティションに割り当

てられていない領域）がある場合、それを使って既存

のパーティションを大きくすることができます。この

操作はパーティションウィザードで行います。

ディスク領域を活用するを
選ぶ

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

この領域を追加す
るパーティションを
選択するを選ぶ

次へボタンをクリッ
クする

次へボタンをクリッ
クする

OKボタンをクリック
する

パーティションのサイズを大きくする処理が行われ（しば
らく時間がかかる）、処理が終わるとメッセージが表示さ
れる

操作対象のドライブを選ぶ

大きくしたいパーティション
を選ぶ

空き領域の検索を選ぶ
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ステップ パーティションを大きくする
には（未使用領域を使用）
－パーティションウィザード

ステップ

パーティションを大きくする
には（未使用領域を使用）
－パーティションウィザード

あるパーティションの未使用領域（パーティション

内で使われていない領域）を、別のパーティションに

割り当てることもできます。この操作もパーティション

ウィザードで行います。

ディスク領域を活用するを
選ぶ

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

未使用領域を他のパーティ
ションに移動するを選ぶ

移動元のパーティ
ションを指定する

移動先のパーティ
ションを指定する

移動する容量をMB
単位で指定する

移動の処理にはしばらく時間がかかる

移動が終わるとメッセージが表示される

OKボタンをクリックする

次へボタンをク
リックする
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ステップ

Cドライブを大きくして
Dドライブを小さくする
－パーティションウィザード

ハードディスクが2つ以上のパーティションに分か

れている時、あるパーティションは容量が不足してい

るのに、他のパーティションは余っている、という状

況になることもあります。その場合は、パーティショ

ン間で容量を移動することができます。

ここでは例として、パーティションウィザードを使っ

て、DドライブからCドライブへ容量を移動し、Cドラ

イブを大きくしてDドライブを小さくする手順を解説

します。

ディスク領域を活用するを選ぶ

次へボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

未使用領域を他のパ
ーティションに移動す
るを選ぶ

移動元としてDド
ライブを選ぶ

移動先としてCド
ライブを選ぶ

移動する容量を
指定する

次へボタンを
クリックする

移動にはしばらく時間がかかる

OKボタンをク
リックする

NTFSの場合、ドライブ名は表示されないので、合計サイズや
空き領域で確認します
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Cドライブを大きくして
Dドライブを小さくする
－マニュアル操作

パーティションの移動やサイズ変更などの操作を組

み合わせて、ドライブ間で容量を移動することもでき

ます。

ここでは例として、DドライブからCドライブへ容量

を移動し、Cドライブを大きくしてDドライブを小さく

する手順を解説します。なお、Dドライブは、拡張パ

ーティションの中の論理パーティションである場合を

例とします。

Dドライブを小さくする
まず、サイズ変更の機能を使って、Dドライブの容量を

小さくします。そして、DドライブとCドライブの間が空
き領域になるように、Dドライブを移動します。

Dドライブを選ぶ

サイズ変更ボタンを
クリックする

変更後のDドライブの容量
を指定する

次へボタンを
クリックする

サイズ変更にはしばらく時間がかかる

Dドライブを選ぶ

移動ボタンをクリックする

ステップ Cドライブを大きくして
Dドライブを小さくする
－マニュアル操作

ステップ
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移動にはしばらく時間がかかる

パーティションを上方向に
移動するを選ぶ

次へボタンを
クリックする

拡張パーティションを小さくする
次に、拡張パーティションを小さくして、Cドライブを

広げるための空き領域を作ります。

拡張パーティション
を選ぶ

サイズ変更ボタン
をクリックする

変更後の拡張パーティションの
容量を指定する

次へボタンを
クリックする

サイズ変更にはし
ばらく時間がかか
る
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Cドライブを大きくする
最後に、Cドライブの容量を大きくします。

Cドライブを選ぶ

サイズ変更ボタンをク
リックする

変更後のCドライブの
容量を指定する

次へボタンを
クリックする

サイズ変更に
は時間がかか
る

変更が終わると結果が表示される

ステップ Cドライブを大きくして
Dドライブを小さくする
－マニュアル操作

Windows 2000/XPなど、OSがインストールさ
れているパーティションのサイズを変更すると、次回
のOS起動時にCHKDSK（チェックディスク）が実行
されます。
これはOS自体でパーティションのサイズを認識し

ているためです。

注意
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ステップ

パーティションを
コピーするには
－パーティションウィザード

パーティションを丸ごとコピーすることができます。

この機能は、OSのインストールの際にパーティショ

ンをバックアップする場合などに使用すると便利で

す。ここでは、パーティションウィザードを使ってコピ

ーする手順を解説します。

構成を改善する
を選ぶ

次へボタンを
クリックする

次へボタンを
クリックする

パーティションの
コピーを選ぶ

コピー元のドライブとパーティション
を選ぶ

コピー先のドライブ
を選ぶ

次へボタンを
クリックする

コピーにはしばらく時間がかかる

パーティションウィザードが終了するとメッセージが表示
される
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ステップ パーティションを
コピーするには
－マニュアル操作

ステップ

パーティションを
コピーするには
－マニュアル操作

パーティションを丸ごとコピーする手順を今度はマ

ニュアル操作でガイドします。

パーティションをコピーするには、そのパーティションの
サイズより大きな空き領域が必要です。空き領域がない
場合は、「ステップ20 パーティションのサイズを変更す
るには」（54ページ）の手順で既存のパーティションを小さ
くして空き領域を作ってください。

パーティションをコピーするには、パーティション操作の画
面で次のように操作します。

コピー前の準備

コピーの手順

コピー先のドライブを選ぶ

コピー先の空き領域を
選ぶ

次へボタンを
クリックする

続行ボタンを
クリックする

コピー先が基本パーティションになる場合は、このメッセー
ジが表示される

コピーにはしばらく
時間がかかる

コピーした後の結果を確認する

注意
OSのパーティションをコピーしても、コピー先の

パーティションからOSの起動はサポートしていませ
ん。

コピーしたいパーティションを選ぶ

コピーボタンをクリックする
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ステップ

パーティションを
移動するには

ハードディスク内では、パーティションの位置を移

動することができます。パーティションの配置を整理

するときに使用すると便利です。

移動前の準備

移動の手順

パーティションを移動するには、移動したいパーティシ
ョンに隣接した空き領域が必要です。空き領域がない場
合は、「ステップ20 パーティションのサイズを変更する
には」（54ページ）の手順で既存のパーティションを小さ
くして空き領域を作ってください。

パーティションを移動するには、パーティション操作の
画面で次のように操作します。

移動する方向を選ぶ

移動する量をMB
単位で指定する

次へボタンを
クリックする

移動の処理が行われる（しばらく時間がかかる）

移動後の結果が表示される

移動したいパーティションを選ぶ

移動ボタンをクリックする
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ステップ
ステップ ファイルシステムを

交換するには

ファイルシステムを
変換するには

パーティションのファイルシステムは変換が可能で

す（一部のファイルシステムのみ）。OSによってアク

セスできないファイルシステムがあるので、その問題

を解決するときに使用すると便利です。

変換時の注意

変換の手順

この機能では、FAT←→FAT32／FAT→NTFS／
NTFS←→FAT32のいずれかの変換が行えます。また、
FATはサイズの上限が2GBなので、それ以上のサイズ
のFAT32パーティションをFATに変換することはでき
ません。

パーティションを変換する手順は次のとおりです。

変換に関するメッセージが表示される

変換元がNTFSの場合、この画面が表示される

OSの言語として
Japaneseを選ぶ

完了ボタンをクリ
ックする

変換の処理が行われる（しばらく時間がかかる）

変換が終わるとパーティションの状態が表示される

変換するパーティションを選ぶ

詳細（A）→変換（C）メ
ニューを選ぶ

次へボタンを
クリックする

タイムゾーンとして
大阪、札幌、東京、
ソウル、ヤクーツ
クを選ぶ
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ステップ

Windows Me／
2000とWindows XP
を共存する

ステップ

OSのアンインストール
／パーティション操作を元
に戻す
－BackStepウィザード
パーティション関係の操作を行った後で、その操作

を取り消したい場合は、「BackStepウィザード」と

いう機能を使います。OSのアンインストールも、こ

の機能を利用して行うことができます。

ウィザード実行前の注意
BackStepウィザードでパーティション操作を取り消

した場合、その取り消した操作を元に戻すことはできま
せん。たとえば、パーティションを作成した後、
BackStepウィザードでその作成を取り消してそのパー
ティションを削除した場合、削除を元に戻すことはでき
ません。
また、パーティション操作の内容によっては、

BackStepウィザードを実行できない場合があります。
たとえば、パーティションを削除して、同じ場所に新しい
パーティションを作った場合、削除の操作を取り消すこ
とはできなくなります。
BackStepウィザードは、システムコマンダー8をハ

ードディスクから起動した場合のみ使用できます。

BackStepウィザードは、次の手順で実行します。

BackStepウィザードの手順

スタートボタンを
クリックする

取り消したい操作を選ぶ

次へボタンをクリックする

取り消せない操作もある

BackStepウィザードを使って取り消せない操作
もあります。BackStepウィザードの画面には、こ
れまでの操作が一覧表示されますが、文字が灰色
で表示されている操作は取り消すことができませ
ん。

BackStepウィザー
ド(B)をクリックする



67

ステップ OSのアンインストール
／パーティション操作を元に戻す
－BackStepウィザード

パーティション操作画面からの起動

BackStepウィザードは、パーティション操作の画面で元に戻す（U）→BackStepウィザードメニューを選ん
でも起動できます。

戻す操作によっては、本当に元に戻してよいかどうかを確認するメッセージが表示される

処理に成功するとこのメッセージが表示される

次へボタンをクリックする

完了ボタンをクリックする

パーティション操作画
面で、元に戻す（U）→
BackStepウィザード
メニューを選んでも
よい
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ステップ

Windows Me／
2000とWindows XP
を共存する

ステップ

パーティションの表示／
非表示を切り替えるには

パーティションを非表示にして、OSから認識され

ないように設定することもできます。また、非表示か

ら表示の状態に戻すことも可能です。

パーティションを非表示にする
パーティションを非表示にする手順は、次のとおりです。 パーティションを表示する

パーティションを表示する手順は、次のとおりです。

詳細（A）→非表示（H）メニューを選ぶ

OKボタンをクリックする

パーティションの状態に「非表示」と表示される

詳細（A）→表示（U）メニューを選ぶ

OKボタンをクリックする

非表示にしたいパーティションを選ぶ

表示したいパーティションを選ぶ



69

ステップ

AutoSaveでデータを
バックアップしよう

システムコマンダー8には、「AutoSave」という

データのバックアップユーティリティソフトも付属して

います。このソフトの使い方も紹介しておきます。

AutoSaveの概要
大事なファイルを間違って削除したり、上書きして必要

なデータをなくしてしまうなど、ファイルを扱う上では誤
操作によるトラブルがつきものです。このようなトラブ
ルを避けるには、定期的にファイルをバックアップするこ
とが一番ですが、手動でバックアップするのはとても面
倒なので、長続きしないことが多いでしょう。
AutoSaveなら、この問題を解決することができます。
AutoSaveは、ファイルを作成したり編集をすると、バッ
クグラウンドで自動的にバックアップを行います。ユー
ザがバックアップを意識することはほとんどありません。
誤操作でファイルをなくしてしまったときにも、「リストア
ウィザード」という機能で簡単に復元することが可能です。

AutoSaveのインストール
まず、AutoSaveをパソコンにインストールします。

Windowsを起動し、システムコマンダーのCD-ROMを
ドライブにセットして、インストールを始めます。

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

ステップ AutoSaveでデータを
バックアップしよう

製品のインストールをクリックする

AutoSaveのインストールをクリックして、画面
の指示に従ってインストールを進める

バックアップファイルの格納先を
指定する

このステップになったら標準セットアップ
を選ぶ

カスタムセットアップについては、補足説明書を参照してください。
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次へボタンをクリックして、画面の指
示に従ってインストールを進める

パソコンを再起動するとこのメッセージが表示される

バックアップウィザードをクリックする

ローカルハードドライブの既存の作業
ファイル･･･を選ぶ

次へボタンをクリックする

次へボタンを
クリックする

バックアップするドライブを指定する

削除したファイルを復元する
間違ってファイルを削除してしまった場合は、次の手順

でそのファイルを復元できます。

タスクバー右端の
AutoSaveアイコン
を右クリックする

メニューから
AutoSaveを
開くを選ぶ

リストアウィザードのアイコンをクリックする

完了ボタンをクリックするとインスト
ールが完了する
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はいボタンをクリックする

リストアウィザードが起動する

特定のドライブ、フォルダ、ファイ
ルを指定を選ぶ

次へボタンをクリックする

次へボタンをクリックする

復元したいファイルをチェック
する

はい、元の場所に復元しますを選ぶ

次へボタンをクリックする

完了ボタンをクリックする

はいボタンをクリックする

ステップ AutoSaveでデータを
バックアップしよう
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上書きしてしまったファイルを
復元する

間違ってファイルに上書きしてしまった場合は、次の手
順で元のファイルを復元できます。
この処理もリストアウィザードで行います。復元したい

ファイルを選んで「元の場所に復元します」を選ぶところ
（手順 22）までは、削除したファイルを復元するときと同じ
です。その後の手順は、次のようになります。

いいえ、別のバージョンを復元しますを選ぶ

次へボタンをクリックする

選択されたバージョンを
復元をクリックする

バージョンの一覧で1（1つ前のバージョン）を
選ぶ

完了ボタンをクリックする

はいボタンをクリックする

AutoSaveの世代管理機能

AutoSaveでは、ファイルを編集して上書き保
存するたびに、編集前のファイルが前バージョン、
前々バージョン･･･というような形でバックアップ
されます。このような仕組みを「世代管理」と呼び
ます。そのため、直前のバージョンのファイルを復
元するだけでなく、それよりも前のバージョンのフ
ァイルを復元することも可能です。
なお、標準設定では5世代までバックアップを取

りますが、この設定は変えることもでき、より多く
のバージョンを残したり、あるいはバージョンの数
を減らしてディスク容量を節約することもできま
す。
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用語集

●アルファベット●
AT互換機
IBM PCはBIOSや拡張バスなどの内部インターフェイスを
始め、すべての技術情報が公開された。この技術情報を元
に、サードパーティがIBM PCと同等のシステムを開発したの
がAT互換機の始まりである。PCあるいはPC互換機、
DOS/V機とも呼ばれる。

AUTOEXEC.BAT
MS-DOSの起動時に、CONFIG.SYSを実行した後で自

動的に処理されるバッチファイル。

BIOS
Basic Input Output System の略。OSやアプリケーショ
ンがデバイスを利用するための機能を提供するプログラム。
マザーボード上のフラッシュメモリなどに記録されており、アッ
プデートできる。MS-DOS等はBIOSを経由してデバイスに
アクセスしていたが、Windows XP等はBIOSを経由せずに
デバイスにアクセスできるようになった。

CONFIG.SYS
MS-DOSの起動時に、周辺機器のデバイスドライバを組

み込んでシステム環境を設定するためのファイル。

DOS
Disk Operating Systemの略。ディスクを使用するOS全

般のことだが、一般にはMS-DOSを指す。

Ext2
Second Extended File Systemの略。Linuxがサポート

している主要なファイルシステム。Linuxの初期バージョンは
MINIX（UNIX互換のパソコン用OS）のファイルシステムを使
用していたが、やがて他のファイルシステムが使われるように
なった。Ext2で扱えるファイルサイズは最大2GB、同じくパ
ーティションは最大4TB（テラバイト）。

Ext3
Ext2にジャーナリング（Journaling）の機能を追加したファ

イルシステム。したがって、Ext3に対応していないLinuxでも
Ext2としてアクセスできる。扱えるファイルサイズは最大4TB、
同じくパーティションサイズは最大16TB。

FAT16
FATはFile Allocation Tablesの略。MS-DOSから使わ

れているファイルシステムで、ファイルを構成するクラスタの
ディスク上の配置を管理する。FAT16では扱える最大ファ

イルサイズ、最大パーティションサイズとも2GBだった
（WindowsNTでは4GB）。

FAT32
Windows 95 OSR2から採用されたファイルシステム。最

大ファイルサイズは4GB、最大パーティションサイズは2TB。

FDISKコマンド
MS-DOSコマンドの1つ。ハードディスクにパーティション

を作成するコマンド、MBRを初期化したり、パーティションを
アクティブにすることもできる。

Formatコマンド
MS-DOSコマンドの1つで、パーティションを初期化する。

FreeBSD
386BSDから派生したPC-UNIXの1つ。

Grub
Linuxのブートローダの1つ。メニューから起動するOSを選

ぶことができる。

HPFS
High Performance Filesystemの略。OS/2 1.2で採用

されたファイルシステム。

IBM PC/AT
1984年にIBM社が発表した16bitパーソナルコンピュータ。

PCはPersonal Computer、ATはAdvanced Technology
の略。

IDE
Integrated Drive Electronicsの略。コンピュータ本体と

ハードディスクを接続する方式の1つ。IDEを拡張したEIDE
やATAも普及している。多くのマザーボードにはIDE用のイ
ンターフェイスが設けられている。

IEEE1394
シリアルSCSIの規格。FireWire、iLinkとも呼ばれる。
100,200,400,800Mbit/secのデータ転送速度が規格化され
ている。

Linux
PC-UNIXの1つ。Linus Torvals氏によって最初のコード

が作成された。Linuxとは、狭義には核となるカーネル部分
を指し、広義にはディストリビューションを指す。

用語集
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LILO
Linuxで使われているブートローダの1つ。マルチブートに

対応している。1024セクタ以降にインストールされている
Linuxは設定を行わないと起動できない等の問題がある。

MBR
Master Boot Recordの略。マスターブートレコードを参

照。

NT Loader
Windows NTで使用されているブートローダ。基本的に、

コンピュータ本体で最初に接続されているハードディスクの
先頭のパーティションに、このブートローダが存在しないと、
Windows NT/2000/XPは起動しない。

NTFS
New Technology File Systemの略。Windows NTで導
入されたファイルシステム。Windows NTのバージョンによ
り、対応しているNTFSのバージョンも違ってくるため、下位
バージョンのWindows NTでは上位バージョンのNTFSを読
めない場合がある。

OS
Operating Systemの略。ファイル、メモリの管理やユー

ザーインターフェイスの提供などを行う基本ソフトウェア。
FreeBSDやMS-DOS、Windowsがある。

OSR2
Windows 95のアップデートバージョンであるWindows

95 OSR2のこと。OSR2はOEM Service Release 2の略。
ライセンスを受けたメーカからのみ供給された。USBや
IEEE1394、FAT32などへの対応などが主な改良点。

OSローダ
OSをロードするプログラム。コンピュータ本体の起動時に

働くOSローダは、ブートローダと呼ばれる。

PC-9800シリーズ
NECが開発／販売したパソコンのシリーズ。Intel x86の

CPUを搭載しており、IBM PCに似た構成となっている。初
期モデルではN88-BASICがROMに標準搭載されていた。

PC互換機
AT互換機を参照。

RAID
Redundant Arrays of Inexpensive Disksの略。複数の
ハードディスクをあたかも1台であるかのように扱う仕組みで、
処理速度の向上や障害への対策を図ることができる。

RAM
Random Access Memoryの略。電源を切るとデータが

消える揮発性のメモリのこと。

ReiserFS
Linuxで使用されるファイルシステムの1つ。ジャーナリン

グ（Journaling）機能がある。Ext2と互換性がないため、
ReiserFSに対応するにはOS自体に対応が必須となる。

ROM
Read Only Memoryの略。読み出し専用のメモリで、電

源を切ってもデータが消えない不揮発性のメモリのこと。

SCSI
Small Computer System Interfaceの略。コンピュータ

本体と周辺機器を接続するためのインターフェイス規格。最
初の規格SCSI-1から、SCS-2、SCSI-3に発展した。

USB
Universal Serial Busの略。コンピュータ本体と周辺機器
を接続するためのインターフェイス規格。Inte l社では
82430HX/VX以降のチップセットでUSBをサポートした。転
送速度が12Mbit/secのUSB1.1と480Mbit/secのUSB2.0
がある。

Windows
Mic r o so f t社のGUIベースのOS。いわゆる9x系

（Windows95など）とNT系（WindowsNTなど）の2系統があ
ったが、Windows XPで両者は統合された。

Windows 95
Windows3.1の後継バージョン。ユーザーインターフェイス

の改良やプラグ＆プレイへの対応などを盛り込んだ。

Windows 98
Windows 95の後継バージョン。USBやIEEE1394など

のインターフェイスに対応した。

Windows NT
マイクロカーネル技術をベースにMicrosoft社が新しく開

発した32bitOS。クライアント用とサーバー用がある。



75

用語集

Windows 2000
Windows NT4.0の後継バージョン。信頼性の強化、

Windows 98の操作性の導入などの改良点がある。

Windows Me
正式名はWindows Millennium Edition。Windows 98

Second Editionの後継バージョンで、ホームユーザー向け
のOS。

Windows 2003
正式名はWindows Server 2003。主にWindows NT

Serverを使用する法人ユーザー向けのOS。

●五十音●
空き領域
ハードディスクでパーティションに割り当てられていない部

分のこと。

アクティブ
基本パーティションに付ける属性の1つ。多くの場合、OS

をインストールして起動するパーティションはアクティブでなけ
ればならない。

インストール
ソフトウェアや周辺機器をコンピュータ本体で使用できる
ように組み込む操作。

拡張パーティション
パーティションの種類の1つ。拡張パーティションの中に、

さらに論理パーティションを作成することで、ハードディスクを
細かいパーティションに分けるのに使用する。1台のハード
ディスクには1つの拡張パーティションを作成できる。

起動ディスク
コンピュータ本体を起動する際に、最初に読み込まれるプ
ログラムを格納しているディスクのこと。

基本パーティション
パーティションの種類の1つで、主にOSをインストールす

るのに使用する。大部分のOSは起動が基本パーティション
だが、Linuxなど一部のOSは異なる。1台のハードディスクに
は基本パーティションと拡張パーティションを合わせて4つま
で作成できる。

クラスタ
セクタをいくつかまとめたもので、ハードディスクを効率的

に管理するための単位。クラスタサイズはファイルシステム
やハードディスクの容量によって異なっている。例えば、1GB
以上2GB未満の容量でFAT16のクラスタサイズは32KB、
同じくFAT32は4KBとなる。

サードパーティ
周辺機器やソフトウェアを作っているメーカの総称。サード

パーティ製品はメーカ品にない、独自の機能を持つものがあ
り、メーカ品に比べて価格が安いことが多い。しかし、コンピ
ュータ本体メーカの完全な動作保障がないことも多い。

ジャーナリング・ファイル・システム
ディスク障害に備えて、ファイル更新のバックアップを取っ
ておく機能を持ったファイルシステム。ジャーナルとは、システ
ムが自動的に記録する更新情報のこと。

修復セットアップ
Windowsに障害が生じた際に行う操作。Windowsのセ

ットアップ画面から起動ディスクなどを使って行う。

シリアルATA
シリアルインターフェイスによるATA規格。内蔵ハードディ
スクやCD-ROMドライブの接続に用いられる。ATAは元々
はIDEであった規格。

セクタ
ハードディスクを物理的に管理するための最小単位。

チップセット
AT互換機において、CPUやメモリ、拡張カードでのデータ

のやり取りを管理するLSIセット。Intel社など複数のメーカが
開発している。

ディストリビューション
Linuxのカーネルに独自のチューニング（アプリケーション

を付け加えるなど）を施した配布パッケージのこと。企業やコ
ミュニティによって配布されている。TurbolinuxやLindows、
Fedora Coreなど数多くのディストリビューションがある。

デバイス
コンピュータ本体に接続されている拡張カードやキーボー
ド等、周辺機器全般を指す。接続されているデバイスに対
応したデバイスドライバがないと正常に動作しない。

デバイスドライバ
周辺機器の動作に必要な情報をOSに供給したり、周辺
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機器の動作を管理するプログラム。Windows 95以降は、
プラグ＆プレイに対応した周辺機器を使用する場合、デバ
イスドライバはOSによって自動的に組み込まれ、簡単に周
辺機器を使用できるようになった。

ハードディスク
HDD（Hard Disk Drive）と略して記述されることがある。

ハードディスクには大別してSCSIとIDEがあり、接続方法もド
ライブも異なる。最近のIEEEやUSB接続のハードディスク
も中身はIDE接続のドライブを使用している。

パーティション
物理的に1台のハードディスクは、ソフト的に複数の領域

に分割してOSに認識させることができる。この領域のことを
パーティションと呼び、ディスクを管理しやすくしたり、各パー
ティションに異なったOSをインストールするために利用され
る。パーティションの種類として、基本パーティション、拡張パ
ーティション、論理パーティションの3つがある。

パーティションテーブル
マスターブートレコードに含まれる基本パーティションと拡
張パーティションの配置情報のこと。

表示／非表示
パーティションに対して「非表示」を指定すると、パーティシ

ョンが存在していてもOSやFDISKなどから認識できなくな
る。「表示」「アクティブ」を指定すれば、認識されるようにな
る。

ブートローダ
コンピュータ本体の起動時に動作し、OSを起動させるプ
ログラム。

ファイルシステム
ハードディスク等で記録されているデータを管理する方式。

FAT16、FAT32、NTFSなどがある。一部のファイルシステ
ムはシステムコマンダー8で互いに変換でき、例えばFAT16
→FAT32、FAT32→FAT16（2GB未満）、NTFS←→
FAT32が可能となっている。

フォーマット
ハードディスク等の記録メディアにデータを書き込めるよう

に、物理的に設定する処理のこと。新しいハードディスクを
使うときは最初に行う。

マスター
内蔵ハードディスクの設定の1つ。一般にIDEではプライ

マリ、セカンダリという2つのコネクタに、それぞれマスター、
スレーブという設定で接続できる。

マスターブートレコード
ハードディスクの先頭のセクタに存在する領域。パーティ

ションの位置、サイズ等の情報であるパーティションテーブル
と、アクティブなパーティションからブートレコーダを読み出す
ためのマスターブートコードが含まれる。

マルチブート
複数のOSを切り替えて起動すること。

未使用領域
パーティションの中で使われていない部分のこと。

メモリ
コンピュータ本体内にあって、プログラムやデータなどを記
憶しておく場所。大別してRAMとROMがある。

論理パーティション
パーティションの種類の1つで、主にデータファイルを保存

するのに使用する。


