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メモリースティックリーダー/
ライター

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。
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はじめに
本機とパソコンをつなぎ、“メモリースティック”内のデータを高速でパ

ソコンに転送することができます。また、“メモリースティック”を、パ

ソコンのリムーバブルディスクとして使用することも可能です。

この取扱説明書では、接続方法、ドライバーのインストール方法、ご使用

方法、およびアフターサービスについてご案内します。

Pご注意
•大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
•“メモリースティック”等の不具合等により記録や再生されなかった場合、記
録内容については保証いたしません。

•“メモリースティック”の端子部に、手や金属で触れないでください。
•“メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録、消
去などができなくなります。

•サスペンド状態やスリープ状態から復帰しても、通信状態は復帰しないことが
あります。

•“メモリースティック”の最適化はおこなわないでください。
•“メモリースティック”内のデータを圧縮しないでください。
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“メモリースティック”および  はソニー株式会社の商標です。

Microsoft®, Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその
他の国における登録商標または商標です。

Macintosh, iMac, Mac OSはApple Computer. Incの商標です。
その他、各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

MMXTM,Pentium®はIntel Corporationの登録商標もしくは商標です。

“メモリースティック”のフォーマットについて

“メモリースティック”は、出荷時に専用の標準フォーマット形式でフォ

ーマットされています。お客様ご自身で“メモリースティック”のフォー

マットをされる場合には、“メモリースティック”対応機器で使用する時

の互換性を保つために、ご使用の機器でフォーマットされることをお奨め

します。

“メモリースティック”をパソコンでフォーマットする時のご注意

お手持ちのパソコンなどで“メモリースティック”をフォーマットする場

合は、次の点にご注意ください。
• Windows OSを使用するパソコンでフォーマットした“メモリー
スティック”は、“メモリースティック”対応機器での動作を保証い
たしません。一度パソコンでフォーマットした“メモリースティッ
ク”を、“メモリースティック”対応機器で使用するには、対応機器
で再度フォーマットする必要があります。なお、この場合“メモ
リースティック”内に記録してあるデータは全て消去されますの
で、ご注意ください。

• Macintoshでフォーマットした“メモリースティック”は、“メモ
リースティック”対応機器で使用できなくなる場合があります。
Macintoshでのフォーマットはおこなわないでください。
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各部の名称

• Aコネクタ

専用USBケーブルのコネクタ（A）を、パソコンのUSB端子に（パ
ソコン本体にUSB端子が複数ある場合は、どちらでも使えます）挿
し込みます。

• Bコネクタ
専用USBケーブルのコネクタ（B）を、本機のUSB端子に「カチッ」
というまで挿し込みます。

Pご注意
•アクセスランプは“メモリースティック”アクセス中に点灯します。
アクセスランプが点灯しているときには、絶対に“メモリースティック”を取
り出したり、パソコンの電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないで
ください。“メモリースティック”内のデータが壊れることがあります。

•USBケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってください。

BコネクタAコネクタ

アクセスランプ

USB端子
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 安全のために

警告表示の意味
この取扱説明書では、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。

この表示の注意事項を守
らないと、感電やその他
の事故によりけがをした
り周辺の家財に損害を与
えたりすることがありま
す。

行為を禁止する記号

ソニー製品は安全に充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。

• 安全のための注意事項を守る
下記のものをよくお読みください。

①この取扱説明書の注意事項

②お使いになるパソコンに付属の取扱説明書

• 故障したら使わずに、すぐにお買い上げ店
またはテクニカルインフォメーションセン

ターに修理をご依頼ください。

• 万一異常が起きたら

湿気やほこり、油煙、湯気の多い
場所や虫の入りやすい場所、直射
日光が当たる場所、熱器具の近く
に置かない
火災や感電の原因となることがあり

ます。

下記の注意事項を守らない
と、おもわぬけがをした
り、周辺の家財に損害を与
えたりすることがあります。

b

•煙が出たら
•変なにおいや音がしたら
•内部に異物が入ったら
•落としたり、破損したと
きは

お買い上げ店また
は、テクニカルイ
ンフォメーション
センターに修理を
依頼する
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曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えない

MSAC-US1の“メモリースティック”挿入口に異物を入れな
い
発煙・火災の原因となることがあります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は、テクニカルイ

ンフォメーションセンターにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水や異物

が入ったときはテクニカルインフォメーションセンターにご相談く

ださい。

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。
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Bご使用になる前に

付属品を確かめる
以下の付属品がそろっているか確認してください。不足している付属品があ

るときは、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご

連絡ください。

• メモリースティックリーダー／ライター（１）

• 専用USBケーブル（１）

• CD-ROM（USBドライバー）（1）
• CD-ROM（Windows／Macintosh用）

• 取扱説明書（1）

• 保証書（パッケージの裏面に記載）（1）
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ご
使
用
方
法

Bご使用方法

　Windowsパソコンをお使いの場合
まず同梱のUSBドライバーをお使いのパソコンにインストールする必要が
あります。下記の手順に従って、ドライバーをインストールしてください。

インストール

ここで使われている画面のイラストは一例です。実際の画面はOSによって
異なります。

1 パソコンの電源を入れWindows 98を起動する
2 付属のUSBドライバーのCD-ROMを、CD-ROMドライ
ブにセットする

3 本機に“メモリースティック”を挿入し、付属の専用USB
ケーブルで、本機のUSB端子とパソコンのUSB端子を接続
する
“メモリースティック”が挿入されていないとインストールできま
せん。

4 パソコンが本機を認識し、「新しいハードウェアの追加ウィ
ザード」が起動する
「次へ」をクリックします。
画面の表示に従ってインストールを進めてください。
ドライバーは2種類インストールされます。このため「新しいハー
ドウェアの追加ウィザード」は2回起動します。途中で中断せず最
後までインストールを完了してください。
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Windowsパソコンをお使いの場合（つづき）

5 「使用中のデバイスに最適なドライバーを検索する（推奨）」
を選択して「次へ」ボタンをクリックする

6 CD-ROMドライブを指定し、「次へ」ボタンをクリックする
画面の表示に従って最後までインストールしてください。

7 2回目の「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動す
るので、画面の表示に従って最後までインストールを完了
する
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8 「マイコンピュータ」のウィンドウに、新しく認識されたド
ライブ「リムーバブルディスク」（例（G:））のアイコンが表
示され、“メモリースティック”用ドライバーのインストー
ルが完了する
＊リムーバブルディスクが追加されるまで、時間を要することが
あります。

Pご注意
インストール時に本書に記載されていないメッセージが表示される場合がありま
す。表示された場合は画面の指示に従ってください。
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Windowsパソコンをお使いの場合（つづき）
使い方
パソコンに電源を入れる際、本機に“メモリースティック”が挿入されてい

ないことを確認してください。

“メモリースティック”を挿入したまま起動すると、パソコンが立ち上がら

ない場合があります。

その場合は“メモリースティック”を抜いてから再起動してください。

本機に“メモリースティック”を挿入し、エクスプローラまた
はマイコンピュータを開く
リムーバブルディスクアイコンをダブルクリックすると、“メモリースティッ

ク”中のデータのやりとりが可能になります。

ここで使われている画面のイラストは一例です。実際の画面はOSによって
異なります。

イメージ図はエクスプローラを開いたものです。

静止画データが入っているフォルダ

Eメールデータが入っているフォルダ
動画データが入っているフォルダ
ボイスメモデータが入っているフォルダ
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ご
使
用
方
法

“メモリースティック”を取り出す

1 エクスプローラなど、本製品を使用しているソフトウェア
を閉じる

2 アクセスランプが点灯していないことを確認し、“メモリー
スティック”を取り出す

Pご注意
アクセスランプが点灯しているときに“メモリースティック”を取り出したり、
パソコンの電源を切ったり、コネクタを抜いたりしないでください。“メモリー
スティック”内のデータが壊れることがあります。
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Macintoshをお使いの場合
まず同梱のUSBドライバーをお使いのパソコンにインストールする必要が
あります。下記の手順に従って、ドライバーをインストールしてください。

インストール

1 パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する
2 付属のUSBドライバーのCD-ROMを、CD-ROMドラ
イブにセットする

3 付属の専用USBケーブルで、本機のUSB端子とパソコン
のUSB端子を接続する

4 CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックして、ウ
インドウを開く

5 OSの入っているハードディスクアイコンをダブルクリッ
クして、ウィンドウを開く

6 手順4で開いたウィンドウから、以下のドライバファイル
を、手順5で開いたウィンドウの「システムフォルダ」のア
イコンの上に移動する（ドラッグ・アンド・ドロップする）
・Sony Peripheral USB Driver
・Sony Peripheral USB Shim

7 「機能拡張フォルダに入れますか？」と表示されたら
「OK」を選択する。

8 パソコンを再起動する

使い方

お使いのパソコンが起動してから“メモリースティック”を挿入してくださ
い。

メモリースティックを挿入するとデスクトップにメモリース
ティックアイコンが現れる
データのやりとりが可能になります。

* メモリースティックアイコンが表示されるまで、時間を要することがあ
ります。
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ご
使
用
方
法

“メモリースティック”を取り出す

1 本製品を使用しているソフトウェアを閉じる

2 アクセスランプが点灯していないことを確認する

3 メモリースティックアイコンをごみ箱に捨てるか、［特別］
メニューから［取り出し］を選択する

4 “メモリースティック”を取り出す

Pご注意
マッキントッシュで“メモリースティック”内のフォルダを一度にハードディスク
にコピーできない場合があります。その場合はじめにフォルダを開き、フォルダ
内のファイルをコピーしてください。
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SONY製デジタルハンディカムおよび
Cyber-shotをご使用の方へ
USBドライバーのインストールが完了したパソコンと本機を付属のUSBケ
ーブルで接続し、“メモリースティック”内のデータをパソコンで見たり、

取り込んだりできます。

SONY製デジタルハンディカムまたはCyber-shotの使用方法について
は、お手持ちのデジタルハンディカムまたはCyber-shotの取扱説明書を
ご覧ください。

SONY製デジタルハンディカムおよびCyber-shotで撮影した“メモリース
ティック”は以下のフォルダに格納されています。

実際の画面はOSによって異なります。

 撮影モード フォルダ名 フォルダ名 ファイル名（例）

 静止画 Dcim 100msdcf Dsc00001.jpg

 動画 Mssony Moml0001 Mov00001.mpg

 ボイスメモ Mssony Momlv100 Dsc00001.mpg

 Eメール Mssony Imcif100 Dsc00001.jpg

Pご注意
フォルダ名およびファイル名はお使いになる機器によって異なります。
お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

静止画データが入っているフォルダ

Eメールデータが入っているフォルダ
動画データが入っているフォルダ
ボイスメモデータが入っているフォルダ
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そ
の
他

Bその他

故障かな？と思ったら
症状 原因／対策
USBドライバーをインス
トールできない

パソコンが立ちあがらな
い
（Windows）
エクスプローラまたはマ
イコンピュータでアイコ
ンが表示されない
（Windows）
アイコンが表示されない
（Macintosh）

• 正しく接続されていない
 c正しく接続する（19ページ）

• パソコンのUSB端子に本機以外の機器が接続され
ている
 c本機以外のUSB機器を取りはずす、または電源
を切る

•“メモリースティック”が挿入されていない
 c“メモリースティック”を挿入する

• 本機に“メモリースティック”を挿入した状態でパ
ソコンを起動した
 c“メモリースティック”を抜き、再起動する

• 正しく接続されていない
 c正しく接続する（19ページ）

•“メモリースティック”が挿入されていない
 c“メモリースティック”を挿入する

• 正しく接続されていない
 c正しく接続する（19ページ）

•“メモリースティック”が挿入されていない
 c“メモリースティック”を挿入する

.
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主な仕様
メモリースティックリーダー／ライター

インターフェース：USBインターフェース
転送速度：最大12Mbps

必要システム

推奨Windows環境
OS： Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必
要です。
Windows® 3.1/Windows® 95からWindows® 98へのアッ
プグレード環境での動作保証はいたしません。
Windows® 98からWindows® 98SEへのアップグレード環
境での動作保証はいたしません。

CPU：MMX™ Pentium® 200MHz以上
※ USB端子が標準で装備されていることが必要です。

推奨Macintosh環境
OS： Mac OS 8.5.1/8.6/9.0が工場出荷時にインストールされて

いるMacintosh
ただし、次のモデルの場合は、Mac OS 9.0にアップデー
トしてご使用ください。

• Mac OS 8.6がインストールされていて、CD-ROMドライブが
スロットローディングのiMac

• Mac OS 8.6がインストールされているiBook, G4
※ USB端子が標準で装備されていることが必要です。

動作電圧 DC5V（USBケーブルより供給）
消費電流 動作時 最大100mA

待機時 最大500µA
外形寸法 約68×25×89mm（幅×高さ×奥行き）
本体質量 約70g
使用環境 0℃～40℃（結露のないこと）
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そ
の
他

推奨する本機の接続方法
以下のように接続した場合に、本機の動作を確認しています。

1 パソコン本体のUSB端子と本機を、専用USBケーブルで
接続し、他のUSB端子には何も接続されていない場合

2 USBキーボードとマウスが標準で装備されているパソコン
で、USBキーボードをパソコン本体のUSB端子に接続
し、もう1つの端子には専用ケーブルで本機を接続した場
合

Pご注意
•1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続した場合は動作を保証いたしませ
ん。

•専用USBケーブルは必ずパソコン本体のUSB端子に接続してください。
キーボードやハブ等のUSB端子との接続については、動作保証しておりません。

•同時にお使いになるUSB機器によっては、正常に動作しないことがあります。
•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。
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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
テクニカルインフォメーションセンター（本取扱説明書の裏表紙をご参照くだ
さい）にご相談ください。

部品の保有期間について
当社では、メモリースティックリーダー／ライターの補修用性能部品（製品

の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低8年間保有し
ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有

期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、

テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。
•型式：MSAC-US1
•故障の状態：できるだけ詳しく
•購入年月日
•ご使用環境:
－ご使用パソコンの機種名
－OSのバージョン
－メモリー容量
－ハードディスクなどの容量
－ご使用のポート
－一緒にお使いのアプリケーションソフトウェア名
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「Sony online」は、インターネット上の�
ソニーのエレクトロニクスとエンター�
テインメントのホームページです。�

この説明書は再生紙を使用しています。�

ご案内

ソニーでは、お客様の技術相談窓口
として『テクニカルインフォメーショ
ンセンター』を開設しています。
お使いになって不明な点や技術的な
ご相談は下記までお問い合わせくだ
さい。

テクニカルインフォメーションセ
ンター

電話 : 0564–62–4979
受付時間 : 月～金曜日

午前9時～午後5時
（ただし年末・年始・祝日
を除く）

Printed in Japan

デジタルイメージングカスタマー

サポートのご案内

ハンディカムとデジタルスチルカメ
ラに関するサポート情報や、よくあ
るお問い合わせとその回答などをご
提供しています。

http://www.sony.co.jp/support-di/


