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【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁

じられています。

2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。

3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致し

ません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパ

イル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。

4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、

販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。

5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関る設備や機器、

及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図され

ておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、

人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や

機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に

万全を期されるようご注意願います。

6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。

7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できる

ものとします。

8) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。

9) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分

を行うことはできません。

10) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終

了させることができるものとします。

11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませ

んので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan.  We bear no

responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this

product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product

outside Japan.)

12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合がありま

す。

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

13) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承く

ださい。

　● I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

　● i･ CONNECTおよびi･ CONNECTのロゴは、株式会社アイ・オ－・デ－タ機器の商標です。

　● Microsoft,Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。

　● Intel,Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。

　● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
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安全上のご注意

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく

お使いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan.  We bear no responsibility for any damages or

losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide

no technical support or after-service for this product outside Japan.

警告および注意表示

警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大

な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負

う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示して

います。

絵記号の意味

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 　「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 　「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 　「電源プラグを抜く」を表す絵表示
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 警告

厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメー

カーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

分解禁止

本製品を修理・改造・分解しないでください。

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保

証期間であっても有料修理となる場合があります。

発火注意

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認

になり、以下のことにご注意ください。
● 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。

故障や動作不良の原因になります。

● 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから

発煙したり火災の原因になります。

厳守

本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず本書で、取り付

け取り外し方法をご確認ください。

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。

禁止

本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺での

ご使用は、特にご注意ください。

禁止

濡れた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。
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 注意

注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データ

などの保証は一切いたしかねます。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

禁止

本製品は以下のような場所（環境）で保管・使用しないで

ください。

故障の原因となることがあります。

●振動や衝撃の加わる場所

●直射日光のあたる場所

●湿気やホコリが多い場所

●温湿度差の激しい場所

●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）

●強い磁力電波の発生する物の近く

（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）

●水気の多い場所（台所、浴室など）

●傾いた場所

●腐食性ガス雰囲気中（ＣＩ２、Ｈ２Ｓ、ＮＨ３、ＳＯ２、ＮＯＸなど）

●静電気の影響の強い場所

●保温性・保湿性の高い（ジュータン・カーペット・スポンンジ・ダンボー

ル箱・発砲スチロールなど）場所での使用（保管は構いません）

禁止

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

●落としたり、衝撃を加えない

●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない

●重いものを上にのせない

●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
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厳守

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭

きしてください。

●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。

●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しない

　でください。

禁止

本製品内部で結露させたまま使わないでください。

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。

本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇する

と、内部が結露する場合があります。

そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

禁止

本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙

などの異物が入らないようにしてください。

厳守

動作中にケーブルを激しく動かさないでください。

接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。
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使用上のご注意

●本製品に接続したドライブにアクセス中は、省電力モードにしない

  でください。

　　本製品にアクセス中は、スタンバイ/休止/スリープなどの省電力モードにしな

　　いでください。

●他のUSB機器を使う場合は、下記にご注意ください。

　　・本製品の転送速度が遅くなることがあります。

　　・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。

　　　その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

●本製品に接続したドライブからOSは起動できません。

　　本製品に接続したドライブからのOS起動はサポートされておりません。

●本製品は、動作中高温になりますが、動作上の問題はありません。

　　仕様上、動作中は本製品が高温になりますが、動作上の問題はありません。
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お読みになる前に

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お使いの前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

本製品の特徴

■ 世界最小！ 極小コンパクトボディ

SCSIデバイスに接続しても場所を必要としません。

■ SCSIデバイスを最大4台まで接続可能

本書での呼び方

呼び方 意  味

 本製品  USB2-SC2

 ドライブ  SCSI接続機器

 Windows XP
 Microsoft® Windows® XP Professional Operating Systemおよび

 Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System

 Windows 2000  Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System

 Windows Me  Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System

 Windows 98
 Microsoft® Windows® 98 Operating System,

 Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemの総称

 Windows Me/98  Windows Me,Windows 98の総称

 Windows  Windows XP,Windows 2000,Windows Me/98の総称

本書で使用しているマークの説明

注意

　本製品を使う上で、注意すべきことが書かれています。

参考

　本製品を使う上で、役に立つことが書かれています。
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はじめに

箱の中の確認 ･･･････････････ ２

箱の中のものを確認します。

動作環境 ･･･････････････ ３

本製品を使うことができるパソコン環境と、本製品に接続できるSCSI

機器について説明します。

各部の名前 ････････････････５

本製品の各部の名称を確認します。

本製品とSCSI機器を接続する ･･･････････････ ６

本製品とSCSI機器を接続します。パソコンにはまだ接続

しません。

お使いのOSは？ ･･･････････････ ７

お使いの OS に合ったページを案内します。
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箱の中の確認

箱の中には以下のものが入っています。

にチェックをつけながら、ご確認ください。

万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

箱・梱包材は

　大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

イラストについて

　実物と若干異なる場合があります。

 本製品

　　［USB2-SC2］

 USB2-SC2サポートソフト（1枚）
　　　　　　　　　[Windows用CD-ROM］

 USBケーブル

　　[USB Bコネクタ⇔USB Aコネクタ]

 ハードウェア保証書

 USB2-SC2取扱説明書（本書）

　　　▼ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品の裏面に貼られているシールに印字されている12桁の

ものです。（ 例： ABC1234567ZX ）

シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。

また、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要

な場合があります。

●ユーザー登録　　⇒http://www.iodata.jp/regist/
●サポートソフトのダウンロード⇒http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて
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動作環境

本製品を使うことのできるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

次の条件を満たすこと

　・本製品を接続できるUSBポートを搭載した機種。（弊社製USB2-PCIシリー

　　ズ、1394US2-PCIシリーズ、CBUSB2を装着した機種含む）

　　※USB 2.0環境での動作は、弊社製USB 2.0インターフェイスにおいて確認

　　　を行っております。動作対応については、各インターフェイスメーカー

　　　にお問い合わせください。

　　※USB 1.1ポートを搭載したパソコンや弊社製USBインターフェイスボード

　　 「USB-PCI」を装着した機種では、USB 1.1機器として動作します。

対応機種 対応OS（日本語版のみ）

NEC PC98-NXシリーズ

DOS/Vマシン※1

Windows XP※2        ・Windows 2000※2

Windows Me※3        ・Windows 98(SEを含む)※3

※1　弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。

※ 2　USB 2.0で使用する場合、別途インターフェイス付属のドライバが必要です。

   　Microsoft社製USB 2.0ドライバを使用する場合、Windows XPの場合では

   　Service Pack 1以降が必要です。

   　Windows 2000の場合は、「Windows Update」よりインストールする必要があり

   　ます。

   　動作が不安定な場合で、弊社製USB 2.0インターフェイス製品をお使いの場合は

   　「USB 2.0インターフェイスサポートソフト」Ver2.00以降をお試しください。

※3　USB 2.0で使用する場合、別途インターフェイス付属のドライバが必要です。

   　弊社製USB 2.0インターフェイス製品をお使いの場合には、「USB 2.0インター

   　フェイスサポートソフト」Ver2.00以降をお使いください。

・ SCSIケーブルは総延長1.5m以内になるようにしてください。

・ 68ピン⇔50ピン変換アダプタとの併用はできません。

・ Macintoshには対応しておりません。
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対応SCSI機器

弊社製品：ハードディスク、MO ドライブ、DVD-ROM ドライブ、CD-RW ドライブ※

他社製品：SCSI スキャナ

対応コネクタ：D-Sub ハーフピッチ 50 ピン
※　BURN-Proof、Just Link 等のエラー防止機能搭載 CD-RW ドライブのみ対応。

  　（DVD-ROM リード対応モデルを含む）

・対応製品の詳細は弊社ホームページ（http://www.iodata.jp/）に

　てご確認ください。

・SCSI 製品に添付のユーティリティー等で、一部ご使用いただけな

　いものがあります。

　例） HDXGシリーズ、HDVS-UMシリーズのスーパーマルチドライブ設定ユー

ティリティ等はご使用いただけません。

・Windows XP/2000でハードディスクをお使いの場合、本製品でダイナ

ミックディスクは使用しないでください。

・本製品を使ってSCSI機器をデイジーチェーンでご利用になる場合

は、最大４台までです。

接続するSCSI機器について

　本書は、接続するSCSI機器の使用方法などについてはご案内しておりません。

　ご利用前に、接続するSCSI機器の取扱説明書をよくお読みになり、事前に設

　定やインストールが必要な場合は済ませた後で本製品に接続を行ってくださ

　い。
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各部の名前

各部の名称および機能の確認をします。

 ● 本製品（USBコンバータ）

SCSIコネクタ

　SCSI機器に接続します。

USBコネクタ

　USBケーブルのBプラグを接続します。

LED

　ターミネータパワーを検出すると点灯します。

　※このランプが点灯しないと本製品および接続した

　　 機器は動作しません。

 ● USBケーブル

Bプラグ

　本製品のUSBコネクタに接続します。

Aプラグ

　パソコンのUSBコネクタに接続します。
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本製品とSCSI機器を接続する

まだパソコンには接続しないでください。

パソコンとの接続は、インストール作業の中で行います。ここでは本製品と

SCSI機器の接続のみを行います。

１ 本製品のUSBコネクタにUSBケーブルのBプラグ

を接続します。

２ 本製品のSCSIコネクタをSCSI機器に接続しま

す。

３ 他のSCSI機器をディジーチェーン接続する場合

は、ここですべて接続します。
※ ディジーチェーンできるのは、4台までです。

※ 最終のSCSI機器には必ずターミネータを接続してください。

本製品

USBケーブル

パソコンにはまだ

接続しません。 最終の機器にはター

ミネータを接続。



７

お使いのOSは？

ここでは、お使いのOSに合ったページを案内しています。

下の表をご覧になり、それぞれのページへお進みください。

お使いのOS 章

Windows XP

Windows 2000

【Windows XP/2000でお使いの場合】 9ページ

Windows Me

Windows 98

【Windows Me/98でお使いの場合】 29ページ

Microsoft社製USB 2.0ドライバを使わずに、弊社製USB 2.0製品を使

用する場合は、あらかじめUSB2-PCIシリーズ（またはUSB 2.0インター

フェイス）サポートソフトVer2.00以降をインストールしてください。

アンインストール、およびインストールの方法については、各インター

フェイスの取扱説明書をご覧ください。

弊社製USB 2.0インターフェイスで使用する場合！



８

Memo



９

Windows XP/2000でお使いの場合

インストール ･････････････ １０

添付のドライバをパソコンにインストールします。

確認しよう ･････････････ ２０

本製品が使えることを確認します。

基本操作について ･････････････ ２４

本製品を使う上での操作について説明します。



１０

インストール

はじめて本製品を接続する際には、本製品のインストール作業が必要です。

ここではそのインストール手順について説明します。

ただし、接続しているSCSI機器によってインストール手順が異なります。

以下の個所へお進みください。

手順

ストレージ機器のみ接続している場合
（HDD、MO、CD-RW、DVD-ROMドライブ等）

　本製品にストレージ機器のみ接続してご使用になる場合は

　こちらの手順を行います。

 次ページ

ストレージ以外を接続している場合
（スキャナ等）

　本製品にスキャナ等のストレージ機器以外の機器を接続して

　ご使用になる場合はこちらの手順を行います。

　　※ストレージ機器とストレージ機器以外をデイジーチェー

　　　ン接続で接続している場合もこちらの手順を行います。

 12ページ

接続するSCSI機器について

　本書は、接続するSCSI機器の使用方法などについてはご案内しておりません。

　ご利用前に、接続するSCSI機器の取扱説明書をよくお読みになり、事前に設

　定やインストールが必要な場合は済ませた後で本製品に接続を行ってくださ

　い。



インストール

１１

ストレージ機器のみ接続している場合

本製品にストレージ機器のみ接続してご使用になる場合は、本製品をパソコンに接

続すれば自動でインストールされますので、そのままご使用になれます。

１ コンピュータの管理者アカウント※でログオンします。
※Windows 2000の場合はAdministrator権限

パソコンの電源を入れて、コンピュータの管理者アカウントでログ

オンします。

２ 本製品とSCSI機器を接続し、SCSI機器の電源を

入れます。
【本製品とSCSI機器を接続する】（6ページ）参照

３ USBケーブルのAプラグ

をパソコンのUSBコネク

タに接続します。

４ 以下のような画面が表示されます。

画面が消えるまでしばらくお待ちください。
本製品および本製品に接続したストレージ機器を使用するための

ソフトウェアが自動的にインストールされます。

表示が消えるまでしばらくお待ちください。

　　　　　　　　　　　Windows XP での表示例）　※画面右下に以下のような画面が表示されます。

　　　　　　　　　　　Windows 2000 での表示例）　※以下のような画面が表示されます。

以上でインストールは完了です。20ページでインストール

が正常に終了したかどうか確認してください。



インストール

１２

ストレージ以外を接続している場合

本製品にストレージ機器以外の機器（スキャナ等）を接続してご使用になる場合は、

最初にサポートソフトのインストール作業が必要です。

ケーブルを接続しないでください

　サポートソフトのインストール作業が

　終わるまで（以下の手順１～５が

　終了するまで）、USBケーブルは接続

　しないでください。

●サポートソフトをインストールする

サポートソフトをインストールします。

１ コンピュータの管理者アカウント※でログオンします。
※Windows 2000の場合はAdministrator権限

パソコンの電源を入れて、コンピュータの管理者アカウントでログ

オンします。

２ 「USB2-SC2サポートソフト」をCD-ROMドライブに

挿入します。



インストール

１３

３ CD-ROMディスク内のDDSETUPを起動します。
[スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックします。

（Windows 2000の場合は[マイコンピュータ]をダブルクリック）

[CD-ROM]アイコン（[USB2SC2_xxx]※）→[DDSETUP]アイコンを順

にダブルクリックします。

　※ xxx にはサポートソフトのバージョンが表示されます。

画面はWindows XPを例にしています。

４ ［OK］ボタンをクリックします。

順に

ダブルクリック

クリック



インストール

１４

５ ［ミニポートドライバ］が選択されていることを確認

後、［OK］ボタンをクリックします。

SCSI機器にASPIマネージャが必要な場合

　お使いのSCSI機器でASPIマネージャが必要な場合は、上記ミニポートドライ

　バインストール後、再度手順３以降を行って上記画面で［ASPIマネージャ］

　をクリックしてインストールしてください。

６ 「USB2-SC2サポートソフト」をCD-ROMドライブ

から取り出します。

●接続する

インストール後、USBケーブルをパソコンに接続します。

７ 本製品とSCSI機器を接続し、SCSI機器の電源を

入れます。
【本製品とSCSI機器を接続する】（6ページ）参照

８ USBケーブルのAプラグをパソコ

ンのUSBコネクタに接続します。

①クリック

②クリック



インストール

１５

９ 接続後、以下の手順を行います。

・Windows XPの場合　→　以下の手順へ
　　以下の画面が表示されます。以下の手順を行ってください。

・Windows 2000の場合　→　19ページへ
　　19ページの画面が表示されます。19ページへお進みくださ

　　い。

　Windows XP の場合　

次ページへ

②クリック

①クリック



インストール

１６

弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェ

アでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでその

まま続行します。

→マイクロソフト社は、WHQLという組織においてパソコン本体や周辺機器など

を対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製

品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

③クリック

④クリック

次ページへ



インストール

１７

⑤クリック

⑥クリック

この後、次ページ以降のような接続した SCSI 機器のイ

ンストール画面が表示されます。

インストールの詳細は各 SCSI 機器の取扱説明書を参照
してください。



インストール

１８

※以下はキヤノン社製「Canoscan FB620S」を接続した場合での画面例です。

以上でインストールは完了です。

20ページでインストールが正常に終了したかどうか確認

してください。

⑦クリック

⑧クリック

⑨クリック



インストール

１９

　Windows 2000 の場合　

弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェ

アでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでその

まま続行します。

→マイクロソフト社は、WHQLという組織においてパソコン本体や周辺機器など

を対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製

品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

以上でインストールは完了です。次ページでインストール

が正常に終了したかどうか確認してください。

①クリック

この後、以下のような接続した SCSI 機器のインストール画面

が表示されます。インストールの詳細は各 SCSI 機器の取扱

説明書を参照してください。

画面はキヤノン社製「Canoscan

FB620S」を接続した場合での例

です。

詳細は接続した SCSI 機器の取
扱説明書を参照してください。

②クリック



２０

確認しよう

本製品が使えることを確認します。

※画面はWindows XPを例にしています。

１ ［システムのプロパティ］画面を表示させます。
・Windows XPの場合
　　　［スタート］をクリックし、［マイコンピュータ］を右クリックして表示さ

　　　れたメニューの［プロパティ］をクリックします。

・Windows 2000の場合
　　　［マイコンピュータ］を右クリックして表示されたメニューの［プロパ

　　　ティ］をクリックします。

Windows XP での例）

２ ［ハードウェア］タブをクリックし、［デバイスマネー

ジャ］ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック

①クリック

②右クリック

③クリック



確認しよう

２１

・ストレージ機器接続時の確認例
※ストレージ以外の場合は23ページを参照してください。

確認① [USB（Universal Serial Bus）コントローラ]と

［ディスクドライブ］をダブルクリックし、以下の表示がある

ことを確認します。

・[USB（Universal Serial Bus）コントローラ]下

[USB大容量記憶装置デバイス]

・[ディスクドライブ]下

[本製品に接続した機器のデバイス名]※

　　　　　※表示は接続したSCSI機器により異なります。

　　　　　　　お使いのSCSI機器の取扱説明書でご確認ください。

表示に［!］が付いている

　各表示に[！]がついている場合は、パソコンを再起動してください。それで

　も改善しない場合は、【サポートソフトの削除】（78ページ）を参照し、

　一旦削除後、再度【インストール】（10ページ）を行ってください。

表示がない

　本製品がUSBポートにしっかりと接続されているか確認してください。

①ダブル

クリック

③ダブル

クリック

②確認

④確認

表示は弊社製「HDR-S80」を接続した例です。

ここには本製品に接続した SCSI 機器のデバイス名が

表示されます。



確認しよう

２２

確認② ［マイコンピュータ］にドライブアイコンが表示されているこ

とを確認します。

アイコンの表示がない

　本製品と機器の接続をご確認ください。

正しく表示されていれば正常です。

本製品をご使用いただけます。



確認しよう

２３

・ストレージ以外接続時の確認例

［ SCSI とRAIDコ ント ロ ーラ ］と [USB （ Universal

Serial Bus）コントローラ]を順にダブルクリックし、

以下の表示があることを確認します。

・[SCSIとRAIDコントローラ]下

[I-O DATA USB2-SC2 Mass Storage Controller]

・[USB（Universal Serial Bus）コントローラ]下

[I-O DATA USB2.0-SCSI Bridge Controller]

・スキャナを接続している場合は、[イメージングデバイス]下

お使いのスキャナのデバイス名

正しく表示されていれば正常です。本製品をご使用いた

だけます。

表示に［!］が付いている

　各表示に[！]がついている場合は、パソコンを再起動してください。それで

　も改善しない場合は、【サポートソフトの削除】（78ページ）を参照し、

　一旦削除後、再度【インストール】（10ページ）を行ってください。

表示がない

　本製品がUSBポートにしっかりと接続されているか確認してください。

①ダブル

クリック

③ダブル

クリック

②確認

④確認

スキャナを接続している場合は

［イメージングデバイス］下にお使いのスキャ

ナのデバイス名が表示されます。



２４

基本操作について

本製品を使う上での操作について説明します。

操作

SCSI機器の電源を入れる

SCSI機器の電源を切る
 本ページ

本製品を接続する

本製品を取り外す
 27ページ

SCSI機器の電源を入れる

SCSI機器の電源は、パソコンに接続する前に入れてください。

SCSI機器の電源を切る

操作

●パソコン→SCSI機器の順に電源を切る  本ページ

●パソコンの電源を切らずにSCSI機器の電源を切る  次ページ

●パソコン→SCSI機器の順に電源を切る

　　　パソコンの電源を切ってからSCSI機器の電源を切ります。

１ ディスクを取り出します。
MOドライブ等の場合、中のディスクを取り出します。

詳しくは、MOドライブ等の取扱説明書をご覧ください。

２ Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。

３ SCSI機器の電源を切ります。



基本操作について

２５

●パソコンの電源を切らずにSCSI機器の電源を切る

　　　以下の本製品の取り外し手順を行い、USBケーブルを取り外してからSCSI機

　　　器の電源を切ります。

１ ディスクを取り出します。
MOドライブ等の場合、中のディスクを取り出します。

詳しくは、MOドライブ等の取扱説明書をご覧ください。

２ タスクトレイのリムーバブルツールをクリックしま

す。

３ 表示された［…を安全に取り外します］をクリック

します。

　　　　　　　　　　　ストレージ機器での表示例）

　　　　　　　　　　　ストレージ機器以外での表示例）

「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

　使っているソフトウェアを全て終了し、再度上記手順を行います。

　　※同じメッセージが表示されたら、【●パソコン→SCSI機器の順に電源を

切る】(前ページ)の手順を行ってください。

クリック

クリック

クリック



基本操作について

２６

４ 画面の確認や［OK］ボタンをクリックします。

　　　　　　　　　　　Windows XP での表示例）
　　　　　　　　　　　　　　　　Windows XP では以下の［ハードウェアの取り外し］画面が表示

　　　　　　　　　　　　　　　　されることを確認します。

　　　　　　　　　　　Windows 2000 での表示例）
　　　　　　　　　　　　　　　　Windows 2000 では以下の［ハードウェアの取り外し］画面が表

　　　　　　　　　　　　　　　　示されますので、［OK］ボタンをクリックします。

５ USBケーブルを取り外し、SCSI機器の電源を切

ります。

クリック

確認



基本操作について

２７

本製品を接続する

パソコンの電源を入れていても切っていても、本製品を接続できます。

１ SCSI機器の電源を入れます。

２ 本製品をUSBポートに接続します。

本製品を取り外す

パソコンの電源を切っている場合は、いつでも取り外せます。

パソコンの電源が入っている場合は、Windows上で取り外し手順（【●パソコンの

電源を切らずにSCSI機器の電源を切る】25ページ）を行ってから取り外してくださ

い。

ユーザー権限でご使用時に、次の画面が表示される場合があります。

この画面が表示された場合は、Administrator権限でログオンし、全てのUSB

ポートに対し、順番に本製品を接続してください。

このように、本製品を接続したUSBポートはユーザー権限でもご使用いただけ

るようになります。



２８

Memo



２９

Windows Me/98でお使いの場合

インストール ･････････････ ３０

添付のドライバをパソコンにインストールします。

確認しよう ･････････････ ３３

本製品が使えることを確認します。

基本操作について ･････････････ ３７

本製品を使う上での操作について説明します。



３０

インストール

はじめて本製品を接続する際の手順について説明します。

接続するSCSI機器について

　本書は、接続するSCSI機器の使用方法などについてはご案内しておりません。

　ご利用前に、接続するSCSI機器の取扱説明書をよくお読みになり、事前に設

　定やインストールが必要な場合は済ませた後で本製品に接続を行ってくださ

　い。

ケーブルを接続しないでください

　サポートソフトのインストール作業が

　終わるまで（以下の手順１～５が

　終了するまで）、USBケーブルは接続

　しないでください。

●サポートソフトをインストールする

サポートソフトをインストールします。

１ Windows Me/98を起動します。

２ 「USB2-SC2サポートソフト」をCD-ROMドライブに

挿入します。



インストール

３１

３ CD-ROMディスク内のDDSETUPを起動します。
[マイコンピュータ]→[CD-ROM]アイコン（[USB2SC2_xxx]※）→

[DDSETUP]アイコンを順にダブルクリックします。

　※ xxx にはサポートソフトのバージョンが表示されます。

４ ［OK］ボタンをクリックします。

５ ［OK］ボタンをクリックします。

順に

ダブルクリック

クリック

①クリック



インストール

３２

●接続する

インストール後、USBケーブルをパソコンに接続します。

６ 本製品とSCSI機器を接続し、SCSI機器の電源を

入れます。
【本製品とSCSI機器を接続する】（6ページ）参照

７ USBケーブルのAプラグ

をパソコンのUSBコネク

タに接続します。

以上でインストールは完了です。

次ページでインストールが正常に終了したかどう

か確認してください。



３３

確認しよう

１ ［マイコンピュータ］を右クリック→［プロパティ］を

クリックします。
［システムのプロパティ］が起動します。

２ ［デバイスマネージャ］タブをクリック→［種類別に

表示］をチェックします。

①クリック

②チェック

①クリック

①右クリック



確認しよう

３４

・ストレージ機器接続時の確認例
※ストレージ以外の場合は36ページを参照してください。

確認① [SCSIコントローラ]、［ディスクドライブ］、［ユニバーサルシ

リアルバスコントローラ］を順にダブルクリックし、以下の

表示があることを確認します。

・[USB（Universal Serial Bus）コントローラ]下

[USB大容量記憶装置デバイス]

・[ディスクドライブ]下

[本製品に接続した機器のデバイス名]※

※ 表示は接続したSCSI機器により異なります。

　お使いのSCSI機器の取扱説明書でご確認ください。

・ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]下

[I-O DATA USB2.0-SCSI Bridge Controller]

①ダブル

クリック

③ダブル

クリック

②確認

④確認

表示は弊社製「HDR-S80」を接続した例です。

ここには本製品に接続した SCSI 機器のデバイス名が

表示されます。

⑤ダブル

クリック ⑥確認



確認しよう

３５

表示に［!］が付いている

　各表示に[！]がついている場合は、パソコンを再起動してください。それで

　も改善しない場合は、【サポートソフトの削除】（78ページ）を参照し、

　一旦削除後、再度【インストール】（30ページ）を行ってください。

表示がない

　本製品がUSBポートにしっかりと接続されているか確認してください。

確認② ［マイコンピュータ］にドライブアイコンが表示されているこ

とを確認します。

アイコンの表示がない

　本製品と機器の接続をご確認ください。

正しく表示されていれば正常です。

本製品をご使用いただけます。



確認しよう

３６

・ストレージ以外接続時の確認例

[SCSIコントローラ]、［ユニバーサルシリアルバスコント

ローラ］を順にダブルクリックし、以下の表示があることを

確認します。

・[）コントローラ]下

[USB大容量記憶装置デバイス]

・[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]下

[I-O DATA USB2.0-SCSI Bridge Controller]

正しく表示されていれば正常です。本製品をご使用いただけます。

表示に［!］が付いている

　各表示に[！]がついている場合は、パソコンを再起動してください。それで

　も改善しない場合は、【サポートソフトの削除】（78ページ）を参照し、

　一旦削除後、再度【インストール】（30ページ）を行ってください。

表示がない

　本製品がUSBポートにしっかりと接続されているか確認してください。

①ダブル

クリック
②確認

⑤ダブル

クリック

⑥確認



３７

基本操作について

本製品を使う上での操作について説明します。

操作

SCSI機器の電源を入れる

SCSI機器の電源を切る
 本ページ

本製品を接続する

本製品を取り外す
 39ページ

SCSI機器の電源を入れる

SCSI機器の電源は、パソコンに接続する前に入れてください。

SCSI機器の電源を切る

操作

●パソコン→SCSI機器の順に電源を切る  本ページ

●パソコンの電源を切らずにSCSI機器の電源を切る  次ページ

●パソコン→SCSI機器の順に電源を切る

　　　パソコンの電源を切ってからSCSI機器の電源を切ります。

１ ディスクを取り出します。
MOドライブ等の場合、中のディスクを取り出します。

詳しくは、MOドライブ等の取扱説明書をご覧ください。

２ Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。

３ ドライブの電源を切ります。



基本操作について

３８

●パソコンの電源を切らずにSCSI機器の電源を切る

　　　以下の本製品の取り外し手順を行い、USBケーブルを取り外してからSCSI機

　　　器の電源を切ります。

１ ディスクを取り出します。
MOドライブ等の場合、中のディスクを取り出します。

詳しくは、MOドライブ等の取扱説明書をご覧ください。

２ タスクトレイのリムーバブルツールをクリックしま

す。

３ 表示された［I-O DATA USB2-SC2･･･］をクリッ

クします。

「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

　使っているソフトウェアを全て終了し、再度上記手順を行います。

　　※同じメッセージが表示されたら、【●パソコン→SCSI機器の順に電源を

切る】(前ページ)の手順を行ってください。

４ ［USB Storage Unplug］が表示されたら[OK]ボタン

をクリックします。

タスクトレイのアイコンについて

Windows Meでは、接続していたデバイスを全て取り外してもタスクトレイのア

イコンは残ったままとなります。これは仕様となります。

５ SCSI機器の電源を切ります。

クリック

クリック

クリック



基本操作について

３９

本製品を接続する

パソコンの電源を入れていても切っていても、本製品を接続できます。

１ SCSI機器の電源を入れます。

２ 本製品をUSBポートに接続します。

本製品を取り外す

パソコンの電源を切っている場合は、いつでも取り外せます。

パソコンの電源が入っている場合は、Windows上で取り外し手順（【●パソコンの

電源を切らずにSCSI機器の電源を切る】前ページ）を行ってから取り外してくださ

い。



４０

Memo



４１

フォーマットしよう

Windows XPの場合 ･････････････ ４２

Windows XP でのフォーマット方法です。

Windows 2000の場合 ･････････････ ５０

Windows 2000でのフォーマット方法です。

Windows Me/98の場合 ･････････････ ６３

Windows Me/98でのフォーマット方法です。

通常フォーマット作業は必要ありません

　どうしても必要な場合のみ行ってください。

フォーマットすると、データはすべて消去されます

　ハードディスクに必要なデータがある場合は、先に、別のハードディスク

　などにバックアップをしてからフォーマットしてください。

本手順を行う際は、以下にご注意ください

　Windows XPの場合は、コンピュータの管理者アカウントでログオンしてくだ

　さい。

　Windows 2000の場合はAdministrator権限でログオンしてください。

Windows XP/2000とWindows Me/98とで併用する場合は･･･

　Windows Me/98で本製品のフォーマットを行ってください。

　Windows XP/2000でフォーマットするとWindows Me/98で認識されない場合が

　あります。



４２

Windows XPの場合

本製品に接続されたハードディスクのフォーマットについて説明します。

※すでにフォーマット済みの場合はこの作業は不要です。

ディスクの初期化

１ コンピュータの管理者アカウントでログオンします。
パソコンの電源を入れて、Windows XPにコンピュータの管理者アカ

ウントでログオンします。

２ 「コントロールパネル」を起動します。
［スタート］→［コントロールパネル］の順にクリックします。

　⇒［コントロールパネル］が起動されます。

３ 「コンピュータの管理」を起動します。
①［パフォーマンスとメンテナンス］をクリックします。

②［管理ツール］をクリックします。

③［コンピュータの管理］をダブルクリックします。

　⇒［コンピュータの管理］が起動されます。

①クリック

②クリック

③ダブル

 クリック



Windows XPの場合

４３

４ ［ディスクの管理］をクリックします。
⇒「ディスクの初期化と変換ウィザード」が表示されます。

「ディスクの初期化と変換ウィザード」が表示されない

　・ハードディスクが正しく接続されていません。

　・表示されない設定になっています。

　　ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された［署名］を

　　クリックしてください。

　・ハードディスクは初期化されています。

　　【パーティションの作成】(46ページ)へお進みください。

５ ［次へ］ボタンをクリックします。

クリック

クリック



Windows XPの場合

４４

６ ［次へ］ボタンをクリックします。

７ 下の画面が表示されたら、［次へ］ボタンをクリックし

ます。

[ダイナミックディスク]は使用できません。

クリック

クリック



Windows XPの場合

４５

８ 設定を確認して、［完了］ボタンをクリックします。
設定が正しいことを確認し、［完了］ボタンをクリックします。

⇒初期化が行われます。

以上でディスクは初期化されました。

次は、パーティションを作成します。

①確認

②クリック



Windows XPの場合

４６

パーティションの作成

１ 「新しいパーティションウィザード」を起動します。
①フォーマットしたいハードディスクの未割り当ての領域を右ク

　リックします。

②表示された［新しいパーティション］をクリックします。

　⇒[新しいパーティションウィザード]が起動します。

２ ［次へ］ボタンをクリックします。

①右クリック

クリック

②クリック



Windows XPの場合

４７

３ ［次へ］ボタンをクリックします。

拡張パーティションについて

　ここでは、［拡張パーティション］を選ぶこともできます。

　ハードディスクを５つ以上に分割したい場合は、「拡張パーティション」を

　作成する必要があります。

　詳細は、Windows XPの取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

４ ［次へ］ボタンをクリックします。
※パーティションサイズを変更する場合はキーボードで［パーティ
　　ションサイズ］を入力します。

パーティションサイズについて

　ここでは、最大値のままの設定にされています。

　ハードディスクを分割したい場合は、［パーティションサイズ］を［最大

　ディスク領域］より小さくする必要があります。

　詳細は、Windows XPの取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

クリック

クリック

サイズを変更する場合はマウス

を使わずにキーボードで入力して

ください。



Windows XPの場合

４８

５ ［次へ］ボタンをクリックします。

ドライブ文字について

　ここで割り当てたドライブ文字が、作成するドライブのドライブ文字になり

　ます。

６ ［次へ］ボタンをクリックします。

ファイルシステムについて

　ハードディスクをWindows XPのみで使う場合は、［NTFS］のままにしてくだ

　さい。

　他のOSでも使う場合は、使うOSにも対応したファイルシステムをお使いくだ

　さい。

　※Windows XPでは32Gバイト以上のパーティションをFAT32でフォーマットできませ

　　ん。

クリック

クリック



Windows XPの場合

４９

７ 設定を確認して、［完了］ボタンをクリックします。
設定が正しいことを確認し、［完了］ボタンをクリックします。

⇒パーティションの作成とフォーマットが行われます。

　　　フォーマットには、容量に応じた時間がかかります。

　　　フォーマットが終わると、「マイコンピュータ」にハードディスクのアイ

　　　コンが表示されます。

作成したパーティションの次回からのフォーマットについて

　ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された［フォーマット］を

　クリックします。

以上でハードディスクはフォーマットされました。

フォーマット後は、再起動せずにそのまま使えます。

①確認

②クリック



５０

Windows 2000の場合

本製品に接続されたハードディスクのフォーマットについて説明します。

※すでにフォーマット済みの場合はこの作業は不要です。

ディスクの署名

Windows 2000でハードディスクを使用するには、ディスクに署名を行う必要があり

ます。

１ 「コンピュータの管理」を起動します。
［マイコンピュータ］を右クリックし、メニュー内の［管理］をク

リックします。

２ ［ディスクの管理］をクリックします。
［記憶域］→［ディスクの管理］をクリックします。

⇒[ディスクのアップグレードと署名ウィザード]が表示されます。

[ディスクのアップグレードと署名ウィザード]が表示されない

　①本製品とハードディスクが正しく接続されていません。

　　【本製品とSCSI機器を接続する】(6ページ)をもう一度ご覧ください。

　②表示されない設定になっています。

　　ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された［署名］をクリッ

　　クしてください。

　③ハードディスクは署名されています。

　　【パーティションの作成とフォーマット】(53ページ)へお進みください。

クリック



Windows 2000の場合

５１

３ ［次へ］ボタンをクリックします。

４ 署名するディスクを選択し、［次へ］ボタンをクリック

します。

・ 署名を行わないと、ハードディスクは使用できません。

必ず署名を行ってください。

・ [ダイナミックディスク]は使用できません。（[ダイナミックディスク]の場

合はチェックしないでください。）

クリック

②クリック

①選択



Windows 2000の場合

５２

５ 設定を確認して、［完了］ボタンをクリックします。
選択した設定が正しいことを確認して［完了］ボタンをクリックし

ます。

⇒署名が行われます。

次ページの【パーティションの作成とフォーマット】にお進みく

ださい。

②クリック

①確認



Windows 2000の場合

５３

パーティションの作成とフォーマット

１ 「パーティションの作成ウィザード」を起動します。
フォーマットしたいハードディスクの未割り当ての領域を右クリッ

クし、表示された［パーティションの作成］をクリックします。

⇒[パーティションの作成ウィザード]が起動します。

２ ［次へ］ボタンをクリックします。

②クリック

クリック

①右クリック



Windows 2000の場合

５４

３ 作成する種類を選択し、［次へ］ボタンをクリックし

ます。
作成するパーティションの種類を選択します。

パーティションについては画面内に表示されている説明をご覧くだ

さい。その後、［次へ］ボタンをクリックします。

どちらを選択したらよいか分からない場合は･･･

　［プライマリパーティション］を選択してください。

４ 使用する容量を入力し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。
この後、プライマリパーティションを作成した場合は手順５へ、

拡張パーティションを作成した場合は手順９へ進みます。

②クリック

①選択

①入力

②クリック

容量を入力する場合はマウスを

使わずにキーボードで入力してく

ださい。



Windows 2000の場合

５５

５ ドライブ文字を選択し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。
［ドライブ文字の割り当て］を選択します。

その後、［次へ］ボタンをクリックします。

ドライブ文字について

　［ドライブ文字の割り当て］の右にあるアルファベットが、作成するパー

　ティションのドライブ文字になります。通常、変更する必要はありません。

他の選択について

　［ドライブパスをサポートする空のフォルダにこのボリュームをマウント

　する］を選択することもできます。詳細は、Windowsの取扱説明書か

　オンラインヘルプをご覧ください。

６ フォーマットするように指定します。
［このパーティションを以下の設定でフォーマットする］を選択し

ます。

７ ファイルシステムの設定を行います。
フォーマットの中の「使用するファイルシステム」項目を設定しま

す。項目の詳細については、Windowsの取扱説明書もしくはオンラ

インヘルプをご覧ください。

ファイルシステムについて

　ファイルシステムがよく分からない場合は、［NTFS］に設定してください。

　また、設定するファイルシステムの制限にご注意ください。

　※Windows 2000では32Gバイト以上のパーティションをFAT32でフォーマットできま

　　せん。

①選択

②クリック



Windows 2000の場合
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８ ［次へ］ボタンをクリックします。

９ 設定を確認して、［完了］ボタンをクリックします。

②クリック

６ 選択
７ 設定

８ クリック

①確認



Windows 2000の場合

５７

　●プライマリパーティションを作成した場合

　　　プライマリパーティションのフォーマットを開始します。

　　　フォーマットには、容量に応じた時間がかかります。

　　　フォーマットが終わると、「マイコンピュータ」にハードディスクのアイコ

　　　ンが表示されます。

「未割り当て」の領域が余っている場合は･･･

　本作業手順をもう一度行ってください。

作成したパーティションの次回からのフォーマットについて

　ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された［フォーマット］を

　クリックします。

　●拡張パーティションを作成した場合

　　　拡張パーティションは、その中に「論理ドライブ」を作る必要があります。

次ページの【論理ドライブの作成】をご覧ください。



Windows 2000の場合
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論理ドライブの作成

１ 「空き領域」に論理ドライブを作成します。
論理ドライブを作成する拡張領域の「空き領域」を右クリックし、

表示された［論理ドライブの作成］をクリックします。

２ ［次へ］ボタンをクリックします。

クリック

②クリック

①右クリック



Windows 2000の場合
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３ ［次へ］ボタンをクリックします。
このとき、［論理ドライブ］が選択されていることを確認してくだ

さい。

４ 使用する容量を入力し、［次へ］ボタンをクリックし

ます。

②クリック

②クリック

①確認

①入力

容量を入力する場合はマウスを

使わずにキーボードで入力してく

ださい。



Windows 2000の場合
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５ ドライブ文字を選択し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。
［ドライブ文字の割り当て］を選択し、［次へ］ボタンをクリック

します。

ドライブ文字について

　［ドライブ文字の割り当て］の右にあるアルファベットが、作成するパー

　ティションのドライブ文字になります。通常、変更する必要はありません。

他の選択について

　［ドライブパスをサポートする空のフォルダにこのボリュームをマウントす

　る］を選択することもできます。詳細は、Windowsの取扱説明書かオンライ

　ンヘルプをご覧ください。

②クリック

①選択



Windows 2000の場合

６１

６ フォーマットするように指定します。
［このパーティションを以下の設定でフォーマットする］を選択し

ます。

７ ファイルシステムの設定を行います。

フォーマットの中の「使用するファイルシステム」項目を設定します。

項目の詳細については、Windows 2000の取扱説明書もしくはオンラ

インヘルプをご覧ください。

ファイルシステムについて

　ファイルシステムがよく分からない場合は、［NTFS］に設定してください。

　また、設定するファイルシステムの制限にご注意ください。

　※Windows 2000では32Gバイト以上のパーティションをFAT32でフォーマットできま

　　せん。

８ ［次へ］ボタンをクリックします。

８ クリック

７ 選択

６ 選択



Windows 2000の場合
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９ 設定内容を確認して［完了］ボタンをクリックします。

10 フォーマットするように指定します。
論理ドライブのフォーマットを開始します。

フォーマットには、容量に応じた時間がかかります。

フォーマットが終わると、「マイコンピュータ」にハードディスク

のアイコンが表示されます。

「空き領域」が余っている場合は･･･

　本作業手順をもう一度行ってください。

作成したドライブの次回からのフォーマットについて

　ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された［フォーマット］を

　クリックします。

①確認

②クリック



６３

Windows Me/98の場合

本製品に接続されたハードディスクのフォーマットについて説明します。

※すでにフォーマット済みの場合はこの作業は不要です。

フォーマットすると、データはすべて消去されます

　ハードディスク内に必要なデータがある場合は、先に、別のハードディスク

　などにバックアップをしてからフォーマットしてください。

下で説明するASPIFORMを使ってください

　「マイコンピュータ」内のアイコンを右クリックして行うフォーマット

　およびFDISK、FORMATコマンドでは、正常にフォーマットできません。

ASPIFORMでフォーマットしよう

パーティションコンバートツールを使わないでください

　ASPIFORMで作成したFAT16のパーティションをFAT16→FAT32コンバート

　ツール(Windows Me/98のFAT32コンバータなど)を使ってFAT32に変更しないで

　ください。

　FAT32のパーティションをお使いになりたい場合は、ASPIFORMを使用して、

　FAT16のパーティションを削除し、FAT32でパーティションを作成しなおして

　ください。

　（ただし、削除したパーティションのデータはすべて失われます。

　　削除する前に必要なデータをバックアップすることをおすすめします。）

フォーマットしたくない機器はできるだけ取り外してください

　誤ってフォーマットしてしまわないために、できるだけ取り外してください。

ASPIFORMとは？

　ASPIFORMはWindows Me/98用フォーマットソフトです。

　ハードディスクをフォーマットすることができます。

パーティションは、最大５つまで作成できます

　ASPIFORMで作成可能なパーティション数（区画領域数）は、最大５つです。

マウスでの操作はできません

　矢印キー（[↓][↑][→][←]キー）にて選択（カーソル移動）してください。



Windows Me/98の場合

６４

１ 「USB2-SC2サポートソフト」を挿入します。
「USB2-SC2サポートソフト」をCD-ROMドライブに挿入します。

２ ［ASPIFORM］アイコンをダブルクリックします。
［マイコンピュータ］→［USB2SC2_xxx］→［WIN98_ME］→

［ASPIFORM.EXE］（またはASPIFORM）の順にダブルクリックしま

す。

３ フォーマットしたいハードディスクを選択し、 キー

を押します。

デバイス種別 

「対象ドライブが見つかりません」と表示された

　【ASPIFORMで「対象ドライブがみつかりません」と表示される】(77ページ)

　をご覧ください。

他の外付ハードディスクも表示されます

　それらを誤ってフォーマットしないようにご注意ください。

内蔵CD-ROMドライブなどが表示されることがあります

　ただし、それを選択することはできません。ご安心ください。

製品によって異なります。

選択して キー

順に

ダブルクリック



Windows Me/98の場合

６５

４ 「(F) FDISKフォーマット」を選択し、 キーを押しま

す。

各項目の詳細について

　詳しくは、【ASPIFORMの処理内容について】(69ページ)を参照してください。

５ 「(C)パーティションの作成」を選択し、 キーを押し

ます。

「使用領域が不足しています」と表示された

　【ASPIFORMで「使用可能領域が不足しています」と表示される】(77ページ)

　をご覧ください。

カーソルを移動

して キーを押す

カーソルを移動

して キーを押す



Windows Me/98の場合

６６

６ パーティションの容量を入力し、 キーを押しま

す。
最初、設定できる最大容量が表示されます。最大容量のまま設定す

る場合は、そのまま キーを押します。

設定したい容量を入力する場合は、［BackSpace］キーで表示され

ている容量を削除した後、設定したい容量を入力してください。

７ 容量を確認し、「実行」を選択して、 キーを押しま

す。

８ ファイルシステムを選択します。
⇒フォーマットが開始されます。

ファイルシステムについて

　手順６で指定した容量によっては、片方のみ選択可能となる場合があります。

　本製品を他のOSと併用したい場合に[FAT32ファイルシステム］を選択する

　と、OSによっては、併用できなくなります。

確認して キー

設定する容量を入力

して キーを押す



Windows Me/98の場合

６７

９ 「FAT32 ファイルシステム」の場合、以下が表示さ

れます。
画面上のメッセージを確認し、作成しても良いなら「はい」を選択

し、 キーを押します。

10 下のように表示されたら、 キーを押します。

　　　　

11 ハードディスクの容量が残っている場合は、繰り返

します。
ハードディスクの容量が残っている場合は、さらにパーティション

を作成できます。手順５からの作業を繰り返し行い、残りの容量を

確保してください。

12 ［ESC］キーを「４回」押し、ASPIFORMを終了しま

す。

13 ウィンドウが消えない場合は、  ボタンをクリック

します。

14 「USB2-SC2サポートソフト」を取り出します。

選択して キー



Windows Me/98の場合

６８

15 パソコンを再起動してください。

以上でフォーマットは終了です。
⇒「マイコンピュータ」にハードディスクのアイコンが表示されま

　 す。

作成したドライブの次回からのフォーマットについて

　ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された［フォーマット］を

　クリックします。



Windows Me/98の場合

６９

ASPIFORMの処理内容について

 パーティション状態の表示 

パーティションの状態を表示します。 

I  ディスクタイプの確認 

E  イジェクト 

A  イジェクト許可 

P  イジェクト禁止 

F  FDISKフォーマット 

C  ディスクデータ消去 

S  設定変更 

対象のディスクが、どのフォーマット形式に従って

フォーマットされているかを判別します。 

本製品では使用できません。 

本製品では使用できません。 

本製品では使用できません。 

 パーティションのフォーマット 

パーティションを選択後、論理フォーマット

します。「パーティションの作成」後には 

必要ありません。 

 パーティションの作成 

パーティションを作成し、論理フォーマット

する。（必ずこの作業をしてください） 

 パーティションの削除 

末尾のパーティションを削除します。 

 ディスク初期化 

本製品では使用しないでください。 

「ディスクデータ消去」の「完全データ 

消去」で初期化の代わりになります。 

詳しくは、下をご覧ください。 

 簡易データ消去 

データ管理情報部分のみを消去します。 

 完全データ消去 

ディスク上のすべての情報を消去します。 

この作業には大変時間がかかります。 

(USB 2.0でお使いの場合、20Gバイトで 

 約2.5時間 

 USB (1.1)でお使いの場合、20Gバイトで 

 約7時間) 
ライトキャッシュの設定をします。 

初期設定は「OFF」です。 



７０

Memo



７１

ふろく

困ったときには

本製品を使っていて、異常があったときに

ご覧ください。

 72ページ

サポートソフトの削除

「USB2-SC2サポートソフト」の削除方法につ

いて説明します。

 78ページ

用語解説
本書内の用語を説明します。

 80ページ

仕様
本製品の仕様を説明します。

 81ページ



７２

困ったときには

本製品を使っていて、異常があったときにご覧ください。

●Windows 共通のトラブル

状態
参照

ページ

接続したドライブのアイコンが表示されない

本製品に接続されているSCSI機器を読み書きしていると他のUSB機器が

認識しない

本製品に接続されているSCSI機器からOSを起動できない

７４

スタンバイから戻ると、本製品に接続されているSCSI機器が認識されていな

い

USBハブに本製品を接続しているとエラーが発生する

本製品を接続した状態でパソコンを起動すると本製品のアイコンが２つ表

示される

本製品を接続した状態でパソコンを起動すると、起動の途中でパソコンが

動かなくなる

７５

サポートWebページ内には、過去にサポートセンターに寄せられた

事例なども紹介されています。こちらも参考になさってください。

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる

場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新の

サポートソフトをダウンロードしてお試しください。

弊社ホームページをご覧ください

http://www.iodata.jp/lib/
最新

サポートソフト

http://www.iodata.jp/support/ 製品Ｑ＆Ａ

Newsなど



困ったときには

７３

●Windows XP/2000 でのトラブル

状態
参照

ページ

USBポートから取り外す際に「デバイスの取り外しの警告」が表示される ７６

●Windows Me/98 でのトラブル

状態
参照

ページ

・本製品を接続すると、パソコンが止まる

・本製品を接続してパソコンを起動するとSafeモードになる

USBポートから取り外す際に「デバイスの取り外しの警告」が表示される

ASPIFORMで「対象ドライブがみつかりません」と表示される

ASPIFORMで「使用可能領域が不足しています」と表示される

７７



困ったときには

７４

Windows共通のトラブル

接続したドライブのアイコンが表示されない

原因１ 「更新」されていない

対処 ［マイコンピュータ］の［表示］→［最新の情報に更新］を

クリックしてください。

原因２ SCSI機器側の設定が正しくない

対処 接続しているSCSI機器の取扱説明書をご覧ください。

原因３ 接続するUSBポートによっては認識されない

対処 接続するUSBポートを変えてください。特にUSBハブに接続している場合は、パソコン

のUSBポートに変えてみてください。

原因４ 正常に認識されていない

対処 【確認しよう】(20、33ページ)をご覧になり、正常認識されているか確認してください。

原因５ 他のUSB機器にバスを占有されている

（弊社製USB-CCDでキャプチャしているなど）

対処 この場合すぐには、認識されません。他のUSB機器の占有が

終わってから、本製品をUSBポートに接続してください。

本製品に接続されている SCSI 機器を読み書きしていると他の USB 機

器が認識しない

原因 本製品がバスを占有している

対処 この場合すぐには、認識されません。本製品の占有が終わってから、USB機器をUSB

ポートに接続してください。

本製品に接続されている SCSI 機器から OS を起動できない

原因 本製品からのOSの起動には対応していない

対処 本製品からOSを起動することはできません。



困ったときには

７５

スタンバイから戻ると、本製品に接続されている SCSI 機器が認識されて

いない

原因 環境によっては正常にスタンバイから復帰できない

対処 本製品を一度取り外し、また接続してください。

USB ハブに本製品を接続しているとエラーが発生する

原因 USBハブによっては本製品が正常に動作しない

対処 USBハブから本製品を取り外し、パソコンのUSBポートに接続してください。

本製品を接続した状態でパソコンを起動すると本製品のアイコンが２つ

表示される

原因 パソコンがUSB機器からの起動に対応している

対処 USB機器から起動できないように、パソコンを設定してください。

詳しい方法については、パソコンの取扱説明書をご覧になるか

パソコンメーカーにお問い合わせください。

本製品を接続した状態でパソコンを起動すると、起動の途中でパソコン

が動かなくなる

原因 パソコンがUSB機器からの起動に対応している

対処 本製品を接続したままでは起動できません。

本製品を取り外してから、パソコンを起動してください。

パソコンが起動し終えたら、本製品を接続してください。



困ったときには

７６

Windows XP/2000でのトラブル

USB ポートから取り外す際に「デバイスの取り外しの警告」が表示され

る

原因 取り外しの正しい手順を行っていない

対処 【SCSI機器の電源を切る】(24ページ)をご覧ください。



困ったときには

７７

Windows Me/98でのトラブル

・本製品を接続すると、パソコンが止まる

・本製品を接続してパソコンを起動すると Safe モードになる

原因 本製品の接続や電源が正常ではない

対処 【本製品とSCSI機器を接続する】(6ページ)をご覧になり、接続と電源を確認してくださ

い。

USB ポートから取り外す際に「デバイスの取り外しの警告」が表示され

る

原因 取り外しの正しい手順を行っていない

対処 【SCSI機器の電源を切る】(37ページ)をご覧ください。

ASPIFORM で「対象ドライブがみつかりません」と表示される

原因 本製品の接続や電源が正常ではない

対処 下記の手順を行ってください。

１ ASPIFORMを終了します。

［ESC］キーを数回押し、ASPIFORMを終了します。

ウィンドウが残る場合は、  ボタンをクリックしてウィンドウを閉じ

ます。

２ 接続と電源を確認します。

【本製品とSCSI機器を接続する】(6ページ)をご覧になり、接続と電源

を確認します。

ASPIFORM で「使用可能領域が不足しています」と表示される

原因 すでにパーティションは作成されている

対処 フォーマットの必要はありません。そのままお使いください。

パーティションを作り直したい場合は、必要なデータをバックアップした後で、

【ASPIFORMの処理内容について】(69ページ)をご覧になり、「簡易データ消去」を行

い、【Windows Me/98の場合】(63ページ)の手順を最初から行ってください。



７８

サポートソフトの削除

サポートソフトの削除方法について説明します。

１ 本製品のUSBケーブルをパソコンから取り外しま

す。
【SCSI機器の電源を切る】(24、37ページ)を参照してください。

２ CD-ROMディスク内のDDSETUPを起動します。
[スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックします。

（Windows 2000/Me/98の場合は[マイコンピュータ]をダブルク

リック）

[CD-ROM]アイコン（[USB2SC2_xxx]※）→[DDSETUP]アイコンを順

にダブルクリックします。

　※ xxx にはサポートソフトのバージョンが表示されます。

順に

ダブルクリック



サポートソフトの削除

７９

３ ［アンインストール］をチェック後、［OK］ボタンをク

リックします。

後は、画面の指示に従ってください。

②クリック

①チェック



８０

用語解説

USB(Universal Serial Bus)［ユーエスビー］

パソコンと周辺機器を接続する規格の１つ。

「USB 1.1」と「USB 2.0」の2つのバージョンがある。

特長として、接続のしやすさ、増設のしやすさなどがあげられる。

　　　最大転送速度（理論値）

USB 2.0 

 12Mbps 

IEEE 1394 

USB 1.1 

400Mbps 

480Mbps 

フォーマット

ストレージ製品を使えるようにするために必要な作業。

他に、イニシャライズや初期化などと呼ぶこともある。



８１

仕様

電源電圧 DC 5V（SCSIターミネータから供給）

消費電流 720mA（MAX）

動作温度 5℃～35℃

動作湿度 20～80％

外形寸法 50（W）×42（L）×12.5（H）mm

質量 約35g

 ● SCSIインターフェイス側

対応規格 SCSI

転送方式 Ultra SCSI

接続台数 1台、2台 3台 4台

転送速度 20MB/S

（同期転送）

10MB/S

（同期転送）

5MB/S

（非同期転送）

ケーブル長 1.5m（MAX）

 ● USBインターフェイス側

対応規格 USB 2.0 USB 1.0、1.1

転送方式 Bulk転送

転送速度

（接続先HOST）
480Mbps 12Mbps

ケーブル長 5m（MAX）

※ 「転送速度」は理論値です。

   接続している機器のうち、最も遅い機器に合わせます。



８２

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

まず、弊社ホームページをご確認ください。

それでも解決できない場合は…

・お知らせいただく事項について
サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名

2. ご使用のパソコン本体の型番

3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエ

ラーメッセージなどの内容)

①

本書【困った時には】で解決できない場合は、サポートWebページ

内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。過去にサポートセ

ンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらもご参考

ください。

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる

場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新の

サポートソフトをダウンロードしてお試しください。

http://www.iodata.jp/lib/
最新

サポートソフト

http://www.iodata.jp/support/
製品Ｑ＆Ａ

Newsなど

②



８３

修理について

修理の前に

　故障かな？と思ったときは、

　　①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。

　　②弊社サポートセンターへお問い合わせください。

　　　（前ページ【お問い合わせ】をご覧ください）

　故障と判断された場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

　本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

　●お客様が貼られたシールなどについて

　　修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。

　　その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

　●修理金額について

　　・保証期間中は、無料にて修理いたします。

　　　ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合

　　　は、有料となります。

　　　　※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

　　・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

　　　　※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる

　　　　　場合があります。

　　・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額

　　　をご案内いたします。

　　　修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。

　　　（ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡さ

　　　　せていただきます。）



８４

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

　お送りいただく製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されています）、

　お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

　・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）

　　　※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

　・下の内容を書いたもの

　　　返送先［住所/氏名/(あれば)FAX番号］,日中にご連絡できるお電話番号,

　　　ご使用環境（機器構成、OSなど）,故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください

　・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

　・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

　　　※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

　・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

　　　※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、

　　　　発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせてい

　　　　ただきます。

　・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

 　　　アイ・オー・データ第2ビル

 株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約１週間ほどで弊社より返送できます。
　　　※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。
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