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使用上の注意

•	 パソコンおよび本製品は精密機器です。取扱説明書に記載の注意事項を必ず守ってください。

•	 本製品にアクセスしているときは、パソコンから本製品を取り外さないでください。データを破損する恐
れがあります。

•	 お使いの環境によっては、「さらに高速で実行できるデバイス」または「高速USBデバイスが高速ではない
USBハブに接続されています。」と、警告メッセージが表示されることがあります。
USB	3.1対応製品の場合は、USB	3.1端子に接続することで、メッセージは表示されなくなります。
USB	3.0対応製品の場合は、USB	3.0端子またはUSB	3.1端子に接続することで、メッセージは表示されなく
なります。
USB	2.0対応製品の場合は、USB	2.0端子、USB	3.0端子またはUSB	3.1端子に接続することで、メッセージは
表示されなくなります。

•	 USBハブを使用して本製品を接続すると、お使いの環境によっては本製品が正常に動作しない場合があり
ます。その場合は、パソコン本体のUSB端子に直接取り付けてください。

•	 USB端子を搭載したキーボードをお使いの場合、搭載されたUSB端子に本製品を接続しても、本製品を正常
をお使いいただけない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSB端子に直接取り付けてください。

•	 Macをスリープモードにするときは、あらかじめ本製品を取り外してください。取り外さずにスリープ
モードにすると、復帰時にエラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージが表示され
た場合は、本製品をUSB端子に接続し直してください。

•	 コマンドプロンプト上からのファイル操作は行わないでください。

•	 Windows	2000/Me/98SE/98、およびMac	OS	X	10.3以前での手順については、それぞれのOSのヘルプをご
参照ください。
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本製品の使い方

取り付け
以下の手順で、本製品を取り付けます。

Windowsの場合
本製品をパソコンのUSB端子に接続します。エクスプローラーの「PC（コンピューター、コンピュータ、マイコ
ンピュータ）」の画面に本製品が表示されます。
メモ: 本製品が表示されない場合、本書の「困ったときは」を参照してください。

Macの場合
本製品をパソコンのUSB端子に接続します。デスクトップに本製品のアイコンが表示されます（表示されない
場合は［Finder］からアクセスします）。

取り外し
以下の手順で、本製品を取り外します。
メモ: 
•	 本製品にアクセスしているときは、パソコンから本製品を取り外さないでください。
データを破損する恐れがあります。

•	 下記の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFFにしてから取り外してください。
•	 パソコンの電源がOFFのときは、そのまま取り外せます。

Windowsの場合
タスクトレイのアイコン（	 	、	 	、 	、	 	のいずれか）をクリックし、本製品の表示をクリックします。
以降は、画面の指示に従って本製品を取り外してください。

Macの場合
デスクトップ上にある本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップし、本製品を取り外します（デスク
トップにアイコンがない場合は、［Finder］から本製品の取り外しアイコンをクリックします）。
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Windows.ReadyBoostを使う（Windows.
10/8.1/8/7/Vistaのみ）

Windows	ReadyBoostとは、USBメモリーをパソコンのメモリーとして使用して、ソフトウェアのアクセスを
高速化する機能です。Windows	ReadyBoostを使う場合は、次の手順で設定してください。
メモ: お買い求めいただいた製品によっては、Windows	ReadyBoostに対応していない場合があります。
Windows	ReadyBoostへの対応情報は、当社ホームページ（buffalo.jp）でご確認ください。対応情報は、すべて
の環境での動作を保証するものではありません。パソコンの環境によっては使用できない場合もあります。

設定手順

1 ［スタート］－［コンピューター（コンピュータ、マイコンピュータ）］の順にクリックします。
Windows	10、Windows	8.1、Windows	8をお使いの場合は、［デスクトップ］でタスクバーの	 	または	

	をクリックし、画面左側に表示されている［PC（コンピューター）］をクリックします。

2 本製品を右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

3 各項目を設定します。
(1)	［ReadyBoost］をクリックします。
(2)	［このデバイスをReadyBoost専用にする］または［このデバイスを使用する］を選択します。
(3)	 パソコンのメモリーとして使用する領域（容量）を指定します。
Windows	ReadyBoostが有効な間は、指定した領域にデータを保存できなくなります。

(4)	［OK］をクリックします。

(1)

(2)

(3)

(4)
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以下の画面が表示された場合は、Windows	ReadyBoostに対応していない製品を使用しています。この
場合、Windows	ReadyBoostを有効にできません。［OK］をクリックして、そのままお使いください。
メモ: ReadyBoost対応製品でも以下の画面が表示されることがあります。その場合は、再テストを2～3
回行ってください。再テストは、画面右下の［再テスト］をクリックすると実行できます。再テスト2～3回
行っても表示が変わらない場合、接続したUSBポートの転送速度が遅い等の原因が考えられます。パソコ
ンに直接接続したり、他のパソコンでお試しください。（ReadyBoostの対応情報は、すべての環境での動
作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。）

以上でWindows	ReadyBoostの設定は完了です。
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フォーマット（初期化）する

ご注意
•	 フォーマットすると、本製品内に保存されているデータはすべて消去されます。
フォーマットは、お客様ご自身の責任で行うものです。
フォーマットする前に、本製品内のデータをすべて削除してよいか、もう一度よく確認してください。

•	 フォーマット中は、絶対にパソコンの電源をOFFにしないでください。
ドライブが破損するなどの問題が発生します。また、以後の動作についても保証できません。

•	 本製品は、出荷時にFAT形式、またはFAT32形式でフォーマットされています(1	パーティション)。フォー
マットし直さなくても、そのままの状態でご使用いただけます。

•	 詳しいフォーマットの手順は、OSのヘルプをご参照ください。

フォーマット手順（推奨）
Windowsの場合、本製品をFAT形式（本製品の容量が2.1GB以下の場合）、またはFAT32形式（本製品の容量が
2.1GBを超える場合）でフォーマットします。
Macの場合、本製品をMS-DOS（FAT）形式（MS-DOS	ファイルシステム形式）でフォーマットします。
これらのフォーマット形式では、4GB以上のファイルを保存できません。
4GB以上のファイルを保存する場合は、次項「フォーマット手順（4GB以上のファイルを保存する場合）」の手順
をご参照ください。

Windows
メモ: 
•	 本製品の容量が2.1GB以下の場合はFAT形式、2.1GBを超えている場合はFAT32形式でフォーマットしてく
ださい。その他の形式では、正常にフォーマットできないことや、他のOSで正常に認識できないことがあり
ます。

•	 本製品をフォーマットする際は、コンピュータの管理者（Administrator）権限を持つアカウントでログオン
してください。制限つきアカウントでログオンすると、本製品をフォーマットできません。

•	 64GB以上の製品をフォーマットする場合、当社ホームページ
（http://buffalo.jp/download/driver/index_seihin_r.html）で公開しているフォーマットソフトウェア
「DiskFormatter2」でフォーマットしてください。以下の手順では、フォーマットできないことがあります。

1 本製品をパソコンに接続します。

2 ［スタート］－［コンピューター（コンピュータ、マイコンピュータ）］の順にクリックします。
Windows	10、Windows	8.1、Windows	8をお使いの場合は、［デスクトップ］でタスクバーの	 	または	

	をクリックし、画面左側に表示されている［PC（コンピューター）］をクリックします。

3 本製品のアイコンを右クリックして、［フォーマット］を選択します。
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4 ファイルシステムに［FAT］（本製品の容量が2.1GB以下の場合）、または［FAT32］（本製品の容量が2.1GBを
超える場合）を選択して［開始］をクリックします。

以降は画面の指示に従ってフォーマットしてください。

Mac

macOS.10.13

1 本製品をMacに接続します。

2 	をクリックして［Finder］を表示します。

3 ［移動］メニューの［ユーティリティ］を選択します。

4 ［ディスクユーティリティ］をダブルクリックします。
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5 	をクリックして、［すべてのデバイスを表示］を選択します。

6 フォーマットするドライブをクリックします。
メモ: 
•	 製品によって表示される名称は異なります。
•	 フォーマットを行うと、ドライブ内のデータはすべて消去されます。フォーマットするドライブを間
違えないようご注意ください。

7 ［消去］をクリックします。
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8 各項目を設定します。
(1)	 任意のドライブ名称を入力します。
(2)	［MS-DOS（FAT）］を選択します。
(3)	［マスター・ブート・レコード］を選択します。
(4)	［消去］をクリックします。

(1)

(2)

(3)

(4)

9 フォーマットが開始されます。

10 完了した旨のメッセージが表示されたら［完了］をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。ディスクユーティリティを終了してください。

macOS.10.12～10.11

1 本製品をMacに接続します。

2 	をクリックして［Finder］を表示します。

3 ［移動］メニューの［ユーティリティ］を選択します。
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4 ［ディスクユーティリティ］をダブルクリックします。

5 フォーマットするドライブをクリックします。
メモ: 
•	 製品によって表示される名称は異なります。
•	 フォーマットを行うと、ドライブ内のデータはすべて消去されます。フォーマットするドライブを間
違えないようご注意ください。

6 ［消去］をクリックします。

11



7 各項目を設定します。
(1)	 任意のドライブ名称を入力します。
(2)	［MS-DOS（FAT）］を選択します。
(3)	［マスター・ブート・レコード］を選択します。
(4)	［消去］をクリックします。

(1)

(2)

(3)

(4)

8 フォーマットが開始されます。

9 完了した旨のメッセージが表示されたら［完了］をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。ディスクユーティリティを終了してください。

OS.X.10.10.以前

1 本製品をMacに接続します。

2 	をクリックして［Finder］を表示します。

3 ［移動］メニューの［ユーティリティ］を選択します。

メモ: 本製品の接続時に、以下のメッセージが表示された場合は［初期化］をクリックしてください。
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4 ［ディスクユーティリティ］をダブルクリックします。

5 フォーマットするドライブをクリックします。
メモ: 
•	 製品によって表示される名称は異なります。
•	 フォーマットを行うと、ドライブ内のデータはすべて消去されます。フォーマットするドライブを間
違えないようご注意ください。
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6 各項目を設定します。
(1)	［消去］をクリックします。
(2)	［MS-DOS（FAT）］、または［MS-DOSファイルシステム］を選択します。
(3)	［消去］をクリックします。

(1)

(2)

(3)

7 ［消去］をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。ディスクユーティリティを終了してください。
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フォーマット手順（4GB以上のファイルを保存する場合）
本製品に4GB以上のファイルを保存する場合、Windowsでは本製品をexFAT形式でフォーマットします。Mac
では、本製品をexFAT形式（Mac	OS	X	10.6.4以降の場合）、またはMac	OS拡張（ジャーナリング）形式（Mac	OS	X	
10.6.3以前の場合）でフォーマットします。
メモ: 
•	 本製品のフォーマット形式がexFAT形式の場合、Android搭載端末上で製品内のデータを正しく表示できな
いことがあります。（Android搭載端末対応の製品の場合）
本書の「フォーマット手順（推奨）」を参照し、製品をFAT32形式でフォーマットしてお使いください。

•	 exFAT形式は、Windows	7以降、Windows	Vista	SP1以降、Windows	XP	SP2以降（exFATパッチインストール
済み）、Mac	OS	X	10.6.4以降に対応です。

•	 本製品をMac	OS拡張（ジャーナリング）形式でフォーマットすると、本製品はMacでしかお使いいただけな
くなります。

Windows
当社ホームページ（http://buffalo.jp/download/driver/index_seihin_r.html）で公開しているフォーマットソ
フトウェア「DiskFormatter2」を使用し、本製品をexFAT形式でフォーマットしてください。

Mac

macOS.10.13

1 本製品をMacに接続します。

2 	をクリックして［Finder］を表示します。

3 ［移動］メニューの［ユーティリティ］を選択します。
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4 ［ディスクユーティリティ］をダブルクリックします。

5 	をクリックして、［すべてのデバイスを表示］を選択します。
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6 フォーマットするドライブをクリックします。
メモ: 
•	 製品によって表示される名称は異なります。
•	 フォーマットを行うと、ドライブ内のデータはすべて消去されます。フォーマットするドライブを間
違えないようご注意ください。

7 ［消去］をクリックします。

8 各項目を設定します。
(1)	 任意のドライブ名称を入力します。
(2)	［exFAT］を選択します。
(3)	［マスター・ブート・レコード］を選択します。
(4)	［消去］をクリックします。

(1)

(2)

(3)

(4)

9 フォーマットが開始されます。
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10 完了した旨のメッセージが表示されたら［完了］をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。ディスクユーティリティを終了してください。

macOS.10.12～10.11

1 本製品をMacに接続します。

2 	をクリックして［Finder］を表示します。

3 ［移動］メニューの［ユーティリティ］を選択します。

4 ［ディスクユーティリティ］をダブルクリックします。
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5 フォーマットするドライブをクリックします。
メモ: 
•	 製品によって表示される名称は異なります。
•	 フォーマットを行うと、ドライブ内のデータはすべて消去されます。フォーマットするドライブを間
違えないようご注意ください。

6 ［消去］をクリックします。

7 各項目を設定します。
(1)	 任意のドライブ名称を入力します。
(2)	［exFAT］を選択します。
(3)	［マスター・ブート・レコード］を選択します。
(4)	［消去］をクリックします。

(1)

(2)

(3)

(4)

8 フォーマットが開始されます。
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9 完了した旨のメッセージが表示されたら［完了］をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。ディスクユーティリティを終了してください。

OS.X.10.10以前

1 本製品をMacに接続します。

2 	をクリックして［Finder］を表示します。

3 ［移動］メニューの［ユーティリティ］を選択します。

メモ: 本製品の接続時に、以下のメッセージが表示された場合は［初期化］をクリックしてください。

4 ［ディスクユーティリティ］をダブルクリックします。
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5 フォーマットするドライブをクリックします。
メモ: 
•	 製品によって表示される名称は異なります。
•	 フォーマットを行うと、ドライブ内のデータはすべて消去されます。フォーマットするドライブを間
違えないようご注意ください。
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6 各項目を設定します。
(1)	［消去］をクリックします。
(2)	 Mac	OS	X	10.6.4以降の場合は［exFAT］、Mac	OS	X	10.6.3以前の場合は［Mac	OS拡張（ジャーナリン
グ）形式］を選択します。

(3)	［消去］をクリックします。

(1)

(2)

(3)

7 ［消去］をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。ディスクユーティリティを終了してください。
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困ったときは

Windowsの場合

本製品を取り付けても認識されない/エクスプローラーの「PC（コンピューター、コン
ピュータ、マイコンピュータ）」画面に本製品が表示されない
正しく接続されていない場合があります。本製品をパソコンから取り外した後、接続し直してください。
接続し直しても本製品が認識されない場合は以下の原因が考えられます。
•	 ドライバーのインストールに失敗している。
•	 USB端子が「使用不可」に設定されている。

次の手順で対策を行ってください。

1 ［デバイス	マネージャー（デバイス	マネージャ）］を表示します。

2 ［ユニバーサル	シリアル	バス	コントローラ］、または［USB（Universal	Serial	Bus）コントローラ］に表示さ
れている項目を確認します。

「USB大容量記憶装置（デバイス）」のアイコンに「！」がついている場合
→	アイコンを右クリックして［削除］を選択し、本製品をパソコンから取り外した後、接続し直してくだ
さい。

「USB大容量記憶装置（デバイス）」のアイコンに「. .」または「×」がついている場合
→	アイコンを右クリックし、［有効］を選択します。

［ユニバーサル.シリアル.バス.コントローラ］、または［USB（UniversalSerial.Bus）コントローラ］の項目が
表示されていない場合
→	BIOSでUSB端子が無効に設定されています。USB端子を有効に設定してください。設定方法は、パソコ
ンメーカーにお問い合わせください。
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「デバイス.ドライバソフトウェアは正しくインストールされませんでした」と表示
され、本製品を使用できない
本製品を初めてパソコンに接続すると「デバイス	ドライバソフトウェアは正しくインストールされませんで
した」と表示されることがあります。この場合は、本製品をパソコンから取り外した後、接続し直してくださ
い。ドライバーが自動的にインストールされ、本製品が使用できるようになります。

本製品を取り付けたままパソコンを起動・再起動すると、起動しない
本製品を取り外した状態で起動・再起動してください。

本製品を取り付けたままパソコンの起動・再起動・休止状態からの復帰をすると、
本製品が認識されない
本製品をパソコンから取り外した後、接続し直してください。
メモ: パソコンの再起動・休止をする前は本製品の取り外しを行い、取り付けはパソコンが起動してから行っ
てください。

Macの場合

本製品を取り付けても認識されない
正しく接続されていない場合があります。本製品をMacから取り外した後、接続し直してください。

本製品を取り外すとエラーメッセージが表示される
本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップする前に本製品を取り外すと、「現在このメディアは使用中
です。」と表示されます。本書の「本製品の使い方」を参照し、取り外しを行ってください。
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