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DS-HMD1

Portable Hi-MD Drive
取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故にな
ることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示して
います。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

  安全のために
ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、
まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危
険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

v
安全のための注意事項を守る

下記の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本体が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ
店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

1USBケーブルを抜く
2お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修
理を依頼する

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次
のような表示をしています。表
示の内容をよく理解してから本
文をお読みください。

この表示の注意事項を守らない
と、火災・感電などにより死亡
や大けがなど人身事故の原因と
なります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因になります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

本体を布団などでおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

火のそばや炎天下などで放置しない
内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。

下記の注意事項を守らないと火災・感電により大けがの原因と
なります。

• SonicStageはソニー株式会社の登録商標です。
• OpenMG、Hi-MD、Net MD、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plusおよびそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標で
す。

• “ウォークマン”、“WALKMAN”はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。 
はソニー株式会社の登録商標です。

• MicrosoftおよびWindows、Windows NT、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に
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• IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
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□権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソ
フトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。

□このソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につき
ましても、当社は一切その責任を負いかねます。

□万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
□このソフトウェアは、指定された機器以外には使用できません。
□このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
□このソフトウェア上で表示できる言語は、パソコンにインストールされているOSによって異なります。
　お使いのパソコンのOSが、表示したい言語に対応しているかどうかをご確認ください。
－言語によっては、このソフトウェア上で正しく表示できない場合があります。
－ユーザー定義の文字や特殊な記号は表示されない場合があります。

こんなことができます

パソコンのデータを保存する（データストレージ）
パソコン上の画像やテキストなどのデータをディスクに記録できます。
ドラッグ＆ドロップの簡単な作業で、データのコピーができます。MDという軽くて小さいメディアなの
で、手軽に大容量のデータを持ち歩くことができます。

SonicStageソフトウェアを使って音楽データを転送する
音楽CDやインターネットの音楽配信サービスから音楽データをパソコンに取り込んで、高速でディスク
に転送できます。他のMD再生対応機器でディスクを再生し、音楽を楽しむことができます。本機では音
楽を再生することはできません。

お使いになるディスクについて

ディスクの種類 データ保存 音楽転送

必要な環境を準備する
本機をお使いいただくには、次のようなハードウェア、ソフトウェアが必要です。

パソコン IBM PC/AT互換機

• CPU：Pentium III 450MHz以上
• ハードディスクの空き容量：200MB以上（1.5GB以上推奨）
（お使いのWindowsのバージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が必要
となります。）

• RAM：128MB以上

その他 • CDドライブ（WDMによるデジタル再生機能に対応しているドライブ）
（CD書き込みにはCD-R/RWドライブが必要です。）

• サウンドボード
• USBポート

OS 下記、日本語版標準インストールのみ
Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition
2004/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000
Professional（Service Pack3以上）/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition

ディスプレイ ハイカラー（16ビットカラー）以上、800 x 600ドット以上（1024 x 768ドット以上推奨）

その他 • 音楽CDのデータベースサービス（CDDB）、インターネット音楽配信サービス
（EMD）を利用する場合は、インターネットへの接続環境

• WMAファイルを再生する場合は、Windows Media Player 7.0以上がインストール
された環境

以下のシステム環境での動作保証はいたしません。
• 上記に記載のOS以外のOS
• 自作PC
• 標準インストールされているOSから他のOSへのアップグレード環境
• マルチブート環境
• マルチモニタ環境
• Macintosh

ご注意

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
• Windows XP/2000のNTFSフォーマットは、標準インストール（お買い上げ時）でのみお使いいただけます。
• すべてのパソコンに対して、システムサスペンド、スリープ（スタンバイ状態）、ハイバネーション（休止状態）な
どの動作を保証するものではありません。

SonicStageをパソコンにインストールする
お使いになる前に、付属のCD-ROMを使ってSonicStageをインストールしてください。

SonicStageをインストールすると、次のことができるようになります。
• ドライバのインストール（Hi-MDドライブの安定した動作を保証するために必要です。）
• ディスクの初期化（MD形式で録音されたディスクには、パソコンのデータを保存できません。付属の

SonicStageでHi-MD形式に初期化してからお使いください。）
• ディスクに音楽転送

z
データストレージとしてのみお使いになる場合は、次の手順でドライバのみをインストールすることもできます。
1 パソコンのCDドライブに付属のCD-ROMを入れ、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選ぶ。
2 [名前]テキストボックスに“D:¥Device¥Driver¥pa¥Setup.exe”（CDドライブが「D:」の場合）と入力して[OK]
をクリックし、exeファイルを実行する。

ご注意

• ディスクをエクスプローラ上でフォーマット（初期化）するときは、NTFS形式でフォーマットしないでください。
• エクスプローラ上でフォーマット（初期化）したディスクをHi-MD再生対応機器に入れると、エラー表示が出るこ
とがありますが、データストレージとしてはそのままお使いいただけます。音楽を入れてお使いになる場合は、付
属のSonicStageでディスクを初期化してからお使いください。

インストールの前に
• 他のすべてのWindowsのプログラムを終了させてください。
特にウィルスチェックソフトは負荷が大きいため、必ず終了してください。

• 本機を使うときは、必ず付属のCD-ROMを使ってインストールしてください。
—すでにOpenMG Jukebox、SonicStageがインストールされている場合は、上書きインストールされ
ます。それまでにお使いいただいていた機器の機能は引き継がれ、新たに必要な機能が追加されます。

— SonicStage Premiumがインストールされている場合は、共存します。
—登録した音楽データは、そのまま引き継がれます。念のため、音楽データのバックアップをとることをお
すすめします。バックアップについては、SonicStageのヘルプ[マイ ライブラリをバックアップする]を
ご覧ください。

• 付属のUSBケーブルを接続する前に、SonicStageをインストールしてください。

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。

パソコンのCDドライブに付属のCD-ROMを入れる。
CD-ROMを入れると、インストーラが自動的に起動します。

[地域の選択]画面が表示された場合は、[Japan]を選択し、[次へ]を
クリックする。

[SonicStageインストール]をクリックし、画面の指示に従って操
作する。
表示される注意事項をよく読んでください。
お使いのパソコンの環境によっては20～30分かかることがあります。
インストールが終了したら、必ずパソコンを再起動してください。

インストールは無事に終了しましたか？
途中で不具合が起こったときは、「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

SonicStageをアンインストールするには
[スタート]メニューの[コントロールパネル] – [プログラムの追加と削除]＊の一覧から[SonicStage 3.1]を選
び、削除してください。
＊ Windows ME/2000/98SEでは[アプリケーションの追加と削除]

ご注意

SonicStage 3.1をインストールすると、「OpenMG Secure Module 4.1」もインストールされます。「OpenMG
Secure Module 4.1」は、他のソフトウェアでも使用していることがありますので削除しないでください。

1OPENつまみをずらし、ふたを開ける。 2ディスクのラベル面を上にして矢印の向きに奥
まで押し入れ、ふたを閉める。

パソコンに接続する。
本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。正しく接続されるとACCESSランプが点灯し
ます（ランプが点灯するまで15秒くらい時間がかかることがあります）。
電源はパソコンのUSBポートから供給されます（USBバスパワー接続）。

Windowsの[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[リムーバ
ブルディスク]が表示されていることを確認する。

[リムーバブルディスク]をダブルクリックし、保存したいデータを
ドロップする。

ACCESSランプについて
本機の状態をランプでお知らせします。

ACCESSランプ 状態

パソコンのデータを保存する（データストレージ）
本機にHi-MD形式のディスクを入れてパソコンに接続すると、Windows上で外付けデータストレージとし
て認識され、パソコンに入っているデータをディスクに保存することができます。MD形式で録音された
ディスクが入っている場合は、外付けデータストレージとして認識されません。

60/74/80分のブランクディスクをお使いの場合は、 自動的にHi-MD形式のディスクになります。

ディスクを入れる。1

＊ 書き込みスタンバイ状態とは
一度データをディスクに書き込んだ後、すぐに次のデータの書き込みを始められる状態のことです。
ACCESSランプが点灯している状態のときにデータを書き込もうとすると、書き込みを始めるまでに少し時間がかかり
ます。

ディスクを取り出す、USBケーブルを抜くときは
必ず下記の手順で行ってください。この手順で行わないと、データが破壊することがあります。

1 RELEASEボタンを押し、ACCESSランプが消えたことを確認する。

2 ディスクを取り出して、ふたを閉める。

3 USBケーブルを抜く。

ディスク別ディスク容量（SonicStageで初期化した場合）

ディスクの種類 総容量 ディスク管理容量＊ 空き容量

2

4

音楽データ 書類データ

静止画データ 動画データ

SonicStage

リニアPCM
ATRAC3/ATRAC3plus
MP3

変な音・においがしたら、
煙が出たら

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される
と、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

• 付属のソフトウェアは本書の画面と一部違うところがある場合があります。
• 本書はお客様がWindowsの基本操作に習熟していることを前提にしています。パソコンの操作については、お使い
のパソコンの取扱説明書をご覧ください。

• 本製品およびパソコンの不具合により、データの記録ができなかった場合およびデータが破損または消去された場
合、データの内容の補償についてはご容赦ください。

誤消去防止つまみが

閉じていることを確認

3

パソコン
USBケーブル
（付属）

USB接続用ジャックへUSBポートへ

ACCESSランプ RELEASEボタン

＊ ディスク管理容量とは、ディスク内のファイルを管理している領域の容量です。
＊ ディスク管理容量は、使用条件などによって容量が変化します。そのため、エクスプローラ上で表示される空き容量に
対して、実際に使用できる空き容量が減少することがあります。

ご注意

• MD形式で録音されたものが入っているディスクには、パソコンからデータを保存することはできません。付属
のSonicStageを使って、Hi-MD形式に初期化してからお使いください。ディスクを初期化すると、ディスクの
内容は消去されます。

• SonicStageが起動しているときは、外付けデータストレージとして認識されません。
• エクスプローラ上でファイル管理フォルダ（HMDHIFIフォルダ、HI-MD.INDファイル、THUMBxxx.DAT
ファイル）を削除しないでください。

• パソコンと接続中に、コンピュータがシステムサスペンド、スリープ（スタンバイ状態）、ハイバネーション（休
止状態）のモードへ移行するとデータの破壊などの不具合が生じることがあります。自動的に移行する設定は避
けてください。システムサスペンドモードにするときは、本機のACCESSランプが消えていることを確認し、
USBケーブルを抜いてから行ってください。

• 本機をパソコンに接続したまま、パソコンを再起動しないでください。
• 本機がパソコンに認識されないときは、本機を接続し直してください。
• 振動のない安定した場所でお使いください。
• USBハブを介して、本機とパソコンを接続しないでください。
• 推奨環境の全てのパソコンについて動作保証するものではありません。

Hi-MD規格専用1GBディスク ○ ○

60/74/80分ディスク ブランクディスクの場合 ○ ○

Hi-MD形式で録音されたものが入っている場合 ○ ○

MD形式で録音されたものが入っている場合 ×＊ ○
＊ ご注意

MD形式で録音されたディスクには、パソコンからデータを保存することはできません。付属のSonicStageを使ってディスクをHi-MD形式に初
期化すると、データを保存できます。初期化した場合は、ディスクの内容は消去されます。

OPENつまみ

消灯 ディスクの取り出しが可能な状態

点灯 本機がパソコンにきちんと接続され、認識されている状態

早い点滅
（約0.1秒間隔）

データの書き込み中

ゆっくり点滅
（約1.5秒間隔）

データの書き込みスタンバイ状態＊

Hi-MD規格専用1GB
ディスク

964 MB
（1,011,613,696バイト）

832 KB
（851,968バイト）

963 MB
（1,010,761,728バイト）

60分ディスク 219 MB
（229,965,824バイト）

832 KB
（851,968バイト）

218 MB
（229,113,856バイト）

74分ディスク 270 MB
（283,312,128バイト）

832 KB
（851,968バイト）

269 MB
282,460,160バイト）

80分ディスク 291 MB
（305,856,512バイト）

832 KB
（851,968バイト）

290 MB
（305,004,544バイト）

3
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使用上のご注意

取り扱いについて
• 落としたり、強いショックを与えたりしないでくだ
さい。故障の原因になります。

• 次のような場所には置かないでください。
— 温度が非常に高いところ（60℃以上）。
— 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
— 窓を閉めきった自動車内（特に夏期）。
— 風呂場など湿気の多いところ。
— 磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたもの
の近く。

— ほこりの多いところ。
• 付属のキャリングポーチには本体と一緒に硬いもの
を入れないでください。塗装のはげや傷の原因にな
ります。

• 読み込み中や書き込み中にディスクを抜いたり、
USBケーブルを抜いたりしないでください。データ
が正常に記録されなかったり、記録したデータが失
われることがあります。

• 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用し
た場合、データが正常に記録されなかったり、記録
したデータが失われることがあります。

ディスクの取り扱いについて
• ミニディスク自体はカートリッジに収納され、ゴミ
や指紋を気にせず手軽に扱えるようになっていま
す。ただし、カートリッジのよごれや反りなどが誤
動作の原因になることもあります。いつまでも美し
い音で楽しめるように次のことにご注意ください。
— シャッターを手で開けない
無理に開けるとこわれます。

シャッター カートリッジ

— 持ち運ぶときや保管するときはケースに入れる
— 置き場所について
直射日光があたるところなど温度の高いところや
湿度の高いところには置かないでください。ま
た、砂浜など、ディスクに砂が入る可能性がある
ところには放置しないでください。

— 定期的にお手入れを
カートリッジ表面についたほこりやゴミを、乾い
た布でふきとってください。

• ディスクに付属のラベルは所定以外の位置に貼らな
いでください。必ず、ラベル用のくぼみに合わせて
しっかり貼ってください。

表面が汚れたときは
水気を少し含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、か
らぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなど
は表面をいためますので使わないでください。

誤消去防止つまみについて
記録したものを誤って消さないために、誤消去防止つ
まみをずらして穴が開いた状態にします。つまみをず
らして穴が開いた状態にすると、データの記録ができ
ません。記録するときはつまみを閉めます。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い上げ店
またはソニーのサービス窓口にご相談ください。（ディ
スクが本体に入っているときに故障した場合は、故障
原因の早期解決のため、ディスクを入れたままご相談
されることをおすすめします。）

主な仕様
フォーマット
ミニディスクシステム、Hi-MDシステム

書き込み方式
磁界変調オーバーライト方式

読み取り方式
非接触光学式読み取り（半導体レーザー使用）

レーザー
GaAIAsMQWダイオード、
λ=790nm

回転数
約350 rpm～3,000 rpm(CLV)

エラー訂正方式
Hi-MD：

LDC (Long Distance Code)／BIS (Burst
Indicator Subcode)

MD：
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)

対応オーディオフォーマット（SonicStage）
Hi-MD：
リニアPCM
ATRAC3plus (Adaptive TRansform Acoustic
Coding 3 plus)
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3/サンプリング周波数
44.1 kHz/ビットレート 32 - 320 kbps（固定／可
変ビットレート）)

MD：
ATRAC
ATRAC3

変調方式
Hi-MD：

1-7RLL (Run Length Limited)/PRML (Partial
Response Maximum Likelihood)

MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)

ディスク書き込み時データ転送レート
最大9.83Mbps（Hi-MD規格専用1GBディスク）
最大4.37Mbps（60/74/80分ディスク）

入出力端子
USB接続用ジャック (Mini-Bコネクター)

電源
USBバスパワー (VBUS: 5V)

動作温度
＋5℃～＋35℃

本体寸法
約86.0 × 22.9 × 79.3 mm
（幅/高さ/奥行き、突起部含まず）
質量
約100g（本体のみ）

付属品
• USBケーブル
• CD-ROM (SonicStage)＊

• キャリングポーチ
• 保証書
• ソニーご相談窓口のご案内
• カスタマー登録のお願い
＊ CD-ROMは音楽CDプレーヤーで再生しないでくださ
い。

SonicStageを使って音楽を転送する
付属のSonicStageを使って本機のディスクに音楽を転送することができます。音楽を転送したディスク
は、他のMD再生対応機器で聞くことができます。

SonicStageを起動する
SonicStageを起動する前に、必ず本機とパソコンを接続してください。

ディスクを入れ、パソコンに接続する。
詳しくは、表面「パソコンのデータを保存する（データストレージ）」をご覧ください。

[スタート] – [すべてのプログラム]＊ – [SonicStage] –
[SonicStage]の順にクリックする。
＊ Windows ME/2000/98SEでは[プログラム]

SonicStageが起動し、メインウィンドウが表示されます。

z
デスクトップの （SonicStageアイコン）をダブルクリックしてSonicStageを起動させることもできます。

ご注意

本機で音楽を再生することはできません。SonicStageを使って本機のディスクの曲を再生すると、Hi-MD形式の
曲の場合は、パソコンから再生音を聞くことができます。MD形式の曲の場合は、本機またはパソコンで再生音を
聞くことはできません。

SonicStageヘルプで使いかたを調べる
SonicStageのヘルプは、SonicStageの使いかたを説明しています。下記の手順でSonicStageヘルプを
表示させ、ヘルプの説明に従ってSonicStageをお使いください。

SonicStageヘルプを表示する。
SonicStageを起動した状態で、[ヘルプ]から[SonicStage のヘルプ]をクリックして表示させま
す。

ヘルプ画面左フレームの[目次]から調べたい項目を探す。
目次には「音楽を取り込む」、「音楽を転送する」といった操作の目的ごとに項目が並んでいます。
目次から調べたい項目を探してクリックすると、その項目の説明が画面右フレームに表示されます。

こんなときは SonicStageヘルプ

[SonicStage のヘルプ]

1

思いついた用語を入力して調べる

1 [検索]をクリックし、検索画面を表示させる。

2 キーワード入力欄に調べたい用語を入力する。

3 [検索開始]をクリックする。
検索した単語が含まれる項目の一覧が表示されます。

4 表示された項目から内容を見たい項目をクリックする。

5 [表示]をクリックする。
選んだ項目の説明が表示されます。

1枚のディスクに転送できる時間について
ディスクの種類と転送モードによって1枚のディスクに転送できる時間は異なります。次の表で時間を確認し
てください。

Hi-MDモードで転送する場合 転送できる時間＊

コーデック／ビットレート Hi-MD規格専用
1GBディスク

80分ディスク 74分ディスク 60分ディスク

リニアPCM/1.4Mbps 約1時間34分 約28分 約26分 約21分

ATRAC3plus/256kbps 約7時間55分 約2時間20分 約2時間10分 約1時間40分

ATRAC3plus/64kbps 約34時間 約10時間10分 約9時間20分 約7時間40分

ATRAC3plus/48kbps 約45時間 約13時間30分 約12時間30分 約10時間

ATRAC3/132kbps 約16時間30分 約4時間50分 約4時間30分 約3時間40分

ATRAC3/105kbps 約20時間40分 約6時間10分 約5時間40分 約4時間40分

ATRAC3/66kbps 約32時間40分 約9時間50分 約9時間 約7時間20分

MP3/128kbps 約17時間 約5時間 約4時間30分 約3時間30分

MDモードで転送する場合 転送できる時間＊

コーデック／ビットレート 80分ディスク 60分ディスク

ステレオ転送ATRAC/292kbps 約1時間20分 約1時間14分 約1時間

ATRAC3/132、105kbps 約2時間40分 約2時間28分 約2時間

ATRAC3/66kbps 約5時間20分 約4時間56分 約4時間
＊ 1曲4分の曲を転送した場合

記録できるMDフォーマットについて
ディスクの種類によって異なります。次の表で確認してください。

ディスク フォーマット
再生できる機器

MP3対応
Hi-MD対応機器1) Hi-MD対応機器2) MDLP対応機器3) MD機器

Hi-MD規格専用
1GBディスク

Hi-MD ○ ○ × ×

60/74/80分
ディスク

Hi-MD ○ ○ × ×

MDLP ○ ○ ○ ×

MD ○ ○ ○ ○

1) MP3ロゴのある機器
2) または ロゴのある機器

3) または ロゴのみある機器

2

誤消去防止つまみ

記録できない

記録できる

74分ディスク

左フレーム 右フレーム

SonicStageで使用できる機能を調べる [はじめに] – [こんなことができます]

音楽をパソコンに取り込む
• 音楽CDから
• インターネットから

[音楽を取り込む（音楽を取り込む画面）]
– [音楽CDを録音する（CDから音楽を取り込む）]
– [インターネットから音楽を購入する]

取り込んだ曲を管理・編集する [取り込んだ曲を管理する／編集する（マイ ライブラリ画面）]

取り込んだ曲を本機に転送する
• Hi-MDモードで転送
• MD（Net MD）モードで転送

[音楽を転送する（音楽を転送する画面）] – [機器やメディアに曲を転送する]
– [Hi-MDの場合] - [Hi-MDに曲を転送する]
– [Net MDの場合] - [Net MDに曲を転送する]

転送した曲をパソコンに戻す
• Hi-MDモードの曲を戻す
• MD（Net MD）モードの曲を戻す

[音楽を転送する（音楽を転送する画面）] – [機器やメディアに曲を転送する]
– [Hi-MDの場合] – [Hi-MDの曲をマイ ライブラリに戻す]
– [Net MDの場合] – [Net MDの曲をマイ ライブラリに戻す]

Hi-MD機器で録音した曲をパソコンに取
り込む

[音楽を転送する（音楽を転送する画面）] – [機器やメディアに曲を転送す
る] – [Hi-MDの場合] – [Hi-MD機器で録音した曲をマイ ライブラリに取
り込む]

ディスクを初期化する
• Hi-MD形式のディスクの場合
• MD（Net MD）形式のディスクの場合

[音楽を転送する（音楽を転送する画面）] – [機器やメディアに曲を転送する]
– [Hi-MDの場合] – [Hi-MDを初期化する]
– [Net MDの場合] – [Net MDを初期化する]

マイ ライブラリに入っている音楽データ
をバックアップ（保存）する

[マイ ライブラリをバックアップする] – [データをバックアップする]

トラブル対処方法を調べる [その他の情報] - [困ったときは]

z
[スタート] – [すべてのプログラム]＊ – [SonicStage] – [SonicStage ヘルプ]の順にクリックしてヘルプを表示す
ることもできます。
＊ Windows ME/2000/98SEでは[プログラム]

ご注意

• ヘルプでは本機やMDウォークマンなどを総称して、「機器・メディア」と呼んでいます。
• 音楽配信サイトを利用するときは、プロバイダが推奨する使用環境などの指示に従ってください。

キーワード入力欄

   [検索]

[検索開始]

検索した単語が含ま

れる項目の一覧
[表示]

キーワードに関連する

説明

故障かな?と思ったら
本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、サー
ビス窓口にご相談になる前に、もう一度下記の流れ
に従ってチェックしてみてください。

1 本書で調べる
この「故障かな？と思ったら」をチェックし、該当
する項目を調べる。

2 SonicStageを使用しているときは、
SonicStageのヘルプで調べる。

3「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」
のホームページで調べる。

http://www.sony.co.jp/support-pa/で調べ
る。
最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその
回答を掲載しています。

4 それでもトラブルが解決しない場合は
お客様ご相談センターまたはお買い上げ店にご相談
ください。

SonicStageをインストールできない
• 対応のOS以外のOSを使っている。
,詳しくは「必要な環境を準備する」をご覧くださ
い。

• すべてのWindowsのプログラムが終了していない。
,他のプログラムが起動した状態でインストールを
行うと、不具合が生じることがあります。特に
ウィルスチェックソフトは負担が大きいため、必
ず終了してください。

• ハードディスクの空き容量が足りない。
,ハードディスクの空き容量は200MB以上必要で
す。

SonicStageのインストール作業が止まっているよ
うに見える
• 警告などのメッセージダイアログが、インストール
画面の後ろに隠れている。
, [Alt]キーを押しながら[Tab]キーを押してくださ
い。メッセージが表示されますのでメッセージに
従って操作してください。メッセージが表示され
ない場合、インストール作業が行われています。
そのままお待ちください。

SonicStageインストール画面上のバーが動いてい
ない／CDドライブやハードディスクのアクセスラ
ンプが数分間点灯していない
• パソコンがインストール作業を続けている。
,インストール作業は正常に行われています。その
ままお待ちください。お使いのパソコン、CDド
ライブによっては、インストール終了まで30分以
上かかる場合があります。

リムーバブルディスクとして正しく認識されない
• Hi-MD形式のディスクが入っていない。
,MD形式で録音されたディスクには、パソコンか
らデータを保存できません。Hi-MD形式のディス
クと取りかえる、または付属のSonicStageで
ディスクをHi-MD形式に初期化してください。

• SonicStageが起動している。
, SonicStageが起動していると、本機は外部機器
として認識されません。SonicStageを終了して
ください。

• USBケーブルがきちんと接続されていない。
,USBケーブルをしっかり差し込んでください。

• 本機をパソコンに接続したまま、パソコンを再起動
した。
,接続し直してください。

• USBハブを使用している。
,動作の保証外です。付属のUSBケーブルをパソコ
ンのUSBポートに直接接続してください。

• 付属のSonicStage、またはドライバをインストー
ルしていないパソコンを使っている。
,付属のCD-ROMを使って、SonicStageまたは
ドライバをインストールしてください。

ディスクにデータを保存できない
• ディスクの容量が不足している。
,充分に空き容量のあるディスクと交換してくださ
い。

• ディスクが誤消去防止状態になっている。
,誤消去防止つまみを戻してください。

データの保存に失敗した
• パソコンと接続中に、パソコンがシステムサスペン
ド、スリープ（スタンバイ状態）、ハイバネーション
（休止状態）のモードへ移行したため、データに不具
合が起きた。
,パソコンがシステムサスペンド、スリープ（スタ
ンバイ状態）、ハイバネーション（休止状態）の
モードへ自動的に移行する設定を避け、もう一度
データの書き込み／書き出しを行ってください。

• USBケーブルが抜かれた。
,付属のUSBケーブルをしっかり接続してくださ
い。

本機がSonicStageで認識されない
• 付属のUSBケーブルがしっかり接続されていない。
,接続をはずし、パソコンを再起動させてから接続
してください。

• 本機にディスクが入っていない。
,本機にディスクが入っていることを確認してくだ
さい。

• SonicStageのインストールに失敗している。
,本機の接続をはずし、付属のCD-ROMを使って
もう一度SonicStageをインストールしてくださ
い。

• USBハブを使用している。
,動作の保証外です。付属のUSBケーブルをパソコ
ンのUSBポートに直接接続してください。

• 付属のSonicStageをインストールしていないパソ
コンを使っている。
,付属のCD-ROMを使ってSonicStageをインス
トールしてください。

付属のUSBケーブルでパソコンにつないでも、
ACCESSランプが点灯しない
• SonicStageの認証を行うために、時間がかかる場
合があります。しばらくお待ちください。

• パソコン上で他のアプリケーションが起動してい
る。
,しばらくしてから付属のUSBケーブルを接続し直
してください。それでも解決しない場合は、USB
ケーブルを抜いてから、パソコンを再起動してく
ださい。

操作を受け付けない、または正しく動作しない
• 結露している（本機を寒い屋外から暖かい室内に持ち
込んだ直後などに、内部に水滴が付着している）。
,ディスクを取り出して、そのまま数時間おいてく
ださい。

この取扱説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機
化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

別売りアクセサリー
• ミニディスク（生ディスク）ESシリーズ
• Hi-MD規格専用1GBディスク HMD1G

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許
に基づく許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更す
ることがありますが、ご了承ください。

製造年は、ふたを開けた内側に表示されています。

保証書とアフターサービス

保証書
• この製品には保証書が添付されていますので、お買
い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、
大切に保存してください。

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案
内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談くだ
さい。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま
す。詳しくは保証書をご覧ください。　

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により
有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではポータブルHi-MDドライブの補修用性能部
品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造
打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間
を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経
過した後も、故障個所によっては修理可能の場合があ
りますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相
談ください。

お問合せ窓口のご案内
本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先を
ご利用ください。
• ホームページで調べるには

 k パーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ（http://www.sony.co.jp/support-pa/）
本機に関する最新サポート情報や、お問合せが多い質問と回答をご案内しています。

• 電話・FAXでのお問い合わせは
 k お客様ご相談センターへ（下記参照）
• 本機の商品カテゴリーは[その他]です。
• お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
◆ セット本体に関するご質問時：

• 型名：DS-HMD1
• 製造（シリアル）番号：記載位置は別紙「カスタマー登録のお願い」を参照
• ご相談内容：できるだけ詳しく
• お買い上げ年月日

◆ 付属のソフトウェアに関連するご質問時：
• ソフトウェアのバージョン：
• お使いのパソコン（メーカー名／型名）
• パソコンにインストールされているOS名：
• メモリ容量／ハードディスクの空き容量：
• CD-ROMドライブの型名／種類（外付けまたは内蔵）：
• エラーメッセージ（エラーメッセージが表示された場合）：
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