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ソニーデジタルスチルカメラ

パソコン接続キット

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。

© 1999 Sony Corporation

3-868-226-01(1)

DSKIT-US5
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はじめに

本キットDSKIT-US5は、Cyber-shotとパソコンをつなぎ、
Cyber-shotで撮影した“メモリースティック”内の画像など
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、
Cyber-shotに装着した“メモリースティック”を、パソコン
のリムーバブルドライブとして使用することも可能です。
本キットに付属のソフトウェア、『MGI PhotoSuite® SE』を
使用することにより、静止画の閲覧、レタッチや動画の再
生、ボイスメモの再生などを楽しむことができます（※)。

※本キットはCyber-shotシリーズのうちDSC-F1/F2/F3/
MD1/F55Kではご使用になれません。またPCカードスト
レージャーDSAC-PCS1でもご使用になれません。

この取扱説明書では、本キットDSKIT-US5の付属品、接続
方法、ドライバのインストール方法、およびアフターサービ
スについてご案内します。Cyber-shotの使用方法および
USBで接続した場合の使用方法については、お手持ちの
Cyber-shotの取扱説明書を、付属のソフトウェア『MGI
PhotoSuite® SE』については付属の「MGI PhotoSuite®

SE」の取扱説明書をご覧ください。

ご注意
• 本キットはCyber-shot専用です。
• 本キットは、USBポートを標準装備し、Windows® 98が
標準でインストールされているパソコン、またはUSBポー
トを標準装備し、Mac OS 8.5/8.6が標準でインストール
されているパソコンでご使用になれます。Windows® 3.1/
Windows® 95からWindows® 98へアップグレードした環
境での動作は保証いたしません。

• 1台のパソコンに、キーボードとマウス以外の2つ以上の機器
をUSB接続した場合は、動作保証はいたしません。また
USBハブをご使用のときも、動作保証はいたしません。

• 本キットでCyber-shotとパソコンをつなぐ場合には、
Cyber-shotの電源をACパワーアダプターから取ることをお
奨めします。充電池をご使用になり、途中で電池切れとなり
通信が中断すると、メモリースティック内のデータが破壊さ
れることがあります。
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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。
MGI PhotoSuite® SEはMGI software Corporationの登録商標で
す。
DCFとはJEIDAで標準化された「Design rule for Camera File
system」の略称です。

“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、Cyber-
shot等“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、Cyber-shot等の“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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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。

• Cyber-shot専用USBケーブル（１）

• USBドライバーソフト（Windows® 98／Macintosh
用）
CD-ROM１枚

• フォトレタッチソフト『MGI PhotoSuite® SE』一式
CD-ROM１枚

• 取扱説明書（2）
「ソニーデジタルスチルカメラ　パソコン接続キット」
　取扱説明書
「パソコン接続キット　フォトレタッチソフトウェア」
取扱説明書

ご注意
本キットに付属しているUSBケーブルは、Cyber-shot専用です。他
のデジタルカメラやデジタルビデオカメラなどの機器との接続には使
えません。
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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
コネクタに（パソコン本体にコネクタが複数ある場合
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、Cyber-shotの
Digital I/Oの専用USB端子に「カチッ」というまで挿し
込みます。

Bコネクタ

Aコネクタ
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USBドライバーのインストール

Cyber-shotに装着した“メモリースティック”内の画像をパ
ソコンに取り込むには、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。また本キッ
トに同梱の「MGI PhotoSuite® SE」を使うためにも、この
USBドライバーは必要です。

Windows パソコンをお使いの場合

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 付属の専用USBケーブルで、Cyber-shotの専用
USB端子とパソコンのUSB端子を接続する。

4 Cyber-shotに“メモリースティック”を挿入し、AC
アダプター／チャージャーを接続してCyber-shotの
電源を入れる

Cyber-shotの液晶画面に「PC MODE USB」と表示
されパソコンからの通信待機状態になります。

5 パソコンがCyber-shotを認識し、Windows 98の
ハードウェア追加ウィザードが起動する

6 画面の表示に従ってCD-ROMのドライブを指定し、
USBドライバーをインストールする

ご注意
• ドライバーをインストールする際には、Cyber-shotにあら
かじめ“メモリースティック”を挿入しておいてください。
“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
はできません。

• Cyber-shotをUSBで接続するためのドライバーを2種類イ
ンストールします。このためハードウェア追加ウィザードは
2回起動します。途中で中断せずに、最後までインストール
を完了してください。
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Macintosh をお使いの場合

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 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

4 OSの入っているハードディスクをダブルクリックし
て、ウィンドウを開く。その中にある“システムフォ
ルダ”アイコンの上に、3で開いたウインドウの中に
ある次の2つのMacドライバーフォルダを入れる。
・Sony USB Driver
・Sony USB Shim
このとき「機能拡張フォルダにファイルを入れます
か？」と表示されるので、「はい」を選択する。

5 パソコンを再起動する
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ご注意
• Cyber-shotにはDigital I/O端子が2つ装備されています。パソコン
にUSB接続するときは、専用USBケーブルをCyber-shotにつない
でから電源を入れてください。

•シリアルポートを使って接続する時は、シリアルポート用パソコン接
続キット（DSKIT-PC5など、別売り）が必要です。

•サスペンド/レジューム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。

• Cyber-shotに装着した“メモリースティック”のデータを圧縮しない
でください。圧縮したデータはCyber-shotで使用できません。

フォトレタッチソフト「MGI PhotoSuite® SE」のインス
トールについて

インストールの手順については、本キットに同梱の『MGI
PhotoSuite® SE』の取扱説明書および「MGI PhotoSuite®

SE 1.06のご使用にあたって」をご覧ください。
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Cyber-shot 内の画像をパソコンで
扱う

USBドライバーのインストールが完了したパソコンと
Cyber-shotを、付属のUSBケーブルで接続し、Cyber-
shotに装着した“メモリースティック”内の画像をパソコン
で見たり、取り込んだりできます。

Cyber-shotの使用方法、およびUSBで接続した場合の使用
方法については、お手持ちのCyber-shotの取扱説明書をご
覧ください。付属のソフトウェア「MGI PhotoSuite® SE」
の使用方法は、本キットに付属の取扱説明書をご覧くださ
い。
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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

　

• Cyber-shotの電源が入っていない
 c電源を入れる

• 正しく接続されていない
 c正しく接続する（6ページ）

• Cyber-shotに“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

• パソコンのUSB端子にCyber-shot以外の機器が接
続されている

 cキーボード、マウス以外のUSB機器を取りはずす
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主な仕様

USBドライバー
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標準インストール

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。

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 8.5/8.6標準インストール
モデル：iMac/G3
※ USB端子が標準で装備されていることが必要です。

MGI PhotoSuite® SE
推奨Windows環境
OS：Windows® 3.1/Windows® 95/Windows® 98/

Windows NT®

CPU：i486DX　33MHz以上
メモリ：8MB以上
空ハードディスク：標準インストールで38MB以上
ディスプレイ：SVGA、256色表示以上

推奨Macintosh環境
OS：Mac OS（漢字Talk7.5）以降
CPU：68040以上またはPower PC
メモリ：16MB以上
空ハードディスク：標準インストールで50MB以上
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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ポートとCyber-shotを、専用
USBケーブルで接続し、他のUSBポートには何も接
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
ポートに接続し、もう1つのポートには専用ケーブル
でCyber-shotを接続した場合

ご注意
• 1台のパソコンに2台以上のUSB機器（キーボード、マウスを除く）を
接続した場合は動作を保証いたしません。

• USBハブをご使用の場合は、動作を保証いたしません。

•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、USB接続キットの補修用性能部品（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：DSKIT-US5
• 故障の状態：できるだけ詳しく
• 購入年月日
• ご使用環境：

– ご使用のパソコンの機種名
– 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

「MGI Photo Suite® SE」についてのお問い合わせは「MGI
ユーザーサポートセンター」でお受けいたします。ユーザー
サポートセンターの連絡先は取扱説明書「MGI Photo Suite®

SEのご使用にあたって」またはCD-ROM内の取扱説明、
DOCSフォルダの中のJapanese.pdfをご覧ください。
PDFファイルを見るにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償で配布され
ています。14





「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

Digital Still Camera information のご案内
現在、ソニーのホームページ「Get on
Sony（ゲット・オン・ソニー）」では、
「Digital Still Camera information（デジ
タルスチルカメラインフォメーション）」に
てソニーデジタルスチルカメラをご購入い
ただいたお客様向けに様々な情報をお届け
しています。

メモリースティックやPC接続に関する情
報もこちらでご覧になれます。

http://www.sony.co.jp/DSC/
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