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ポータブルワイヤレスサーバー

クイックスタートガイド
WG-C20 シリーズ
パソコン用
このたびはソニー製品をお買い上げいただきありがとうございま
す。
このガイドは、パソコンから本機をお使いになるときにお読みくだ
さい。
スマートフォン／タブレットから本機をお使いになる場合は、付属
のクイックスタートガイドをご覧いただくか、下記のウェブサイト
から「スマートフォン／タブレット用のクイックスタートガイド」
をダウンロードしてください。

http://www.sony.net/c20/

ランプ表示
バッテリー表示ランプ

充電時の表示

使用時の
バッテリー
残量表示

（電源）ボタンを3秒以上押す。

ランプの状態

ステータス

橙

点灯

充電中

橙

点灯-->消灯*

充電完了

緑

遅く点滅

バッテリー残量

多

緑

点滅

バッテリー残量

中

赤

速く点滅

バッテリー残量

少

消灯

とがあります。この場合は、本機の充電が完了してもバッテリー
表示ランプは消灯しません。

無線LAN表示ランプ
ランプの状態

ステータス

緑

点灯

無線LAN ON

緑

点滅

無線LAN起動中
無線LAN OFF

• 本機のモードが給電専用モードのときは消灯します。
給電表示ランプ

• MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、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。

• Mac OS は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標で
す。

• Wi-Fi®およびWi-Fi Alliance®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
• NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商
標あるいは登録商標です。

• DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service
marks of Digital Living Network Alliance.
その他本書で使用されている製品名、商品名、サービス名等は各社、
各団体の商標または登録商標です。

各部のなまえ

ランプの状態

ステータス

緑

点灯

給電中、または給電可能

赤

点滅

給電エラー

消灯

給電OFF

• USB microBポートにパソコンなどの機器を接続された場合、
USB AポートからUSBデバイスへの給電およびデータアクセスは
できません。またその際、給電表示ランプは消灯します。

ACCESS（データアクセス）ランプ
ランプの状態

ステータス

橙

点灯

本体ソフトウェア更新中、または異常状態

橙

点滅

データにアクセス中

（電源）ボタン
カードスロット（SDカード）

NFCタッチポイント
*1 スマートフォン／タブレットへの給電用
USBメモリーなどの接続用
2
* 本機充電用／パソコン接続用

リセットスイッチ

本機を充電する
本機は充電式電池を内蔵しています。
充電してからお使いください。
充電はパソコン、またはUSB ACアダプター（別売）で行います。

パソコンで充電する
本機とパソコンをUSBケーブル（付属）でつなぐ。
バッテリー表示ランプ
USBケーブル
（付属）

USB ACアダプター（別売）を使って充電する
てコンセントから充電できます。

動作確認済み USB ACアダプターは、サポートページ
（http://www.sony.net/c20/）でご確認ください。

シリアル番号

バッテリー表示ランプが消灯*し、充電が完了したら、USBケーブル
を取りはずしてください。

* USBポートによっては充電仕様でなくても、本機に給電できるこ

とがあります。この場合は、本機の充電が完了してもバッテリー
表示ランプは消灯しません。下記の充電時間の目安を参考にして
ください。

充電時間の目安
充電方法

充電時間

パソコン

8時間

USB ACアダプター
（AC-UD10使用時）

3.5時間*

* お使いになるUSB ACアダプター（別売）によっては充電時間は異
なります。
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滅します。この場合は、本機を充電してください。

• ご使用の環境によっては、起動が完了するまでに時間がかかる
（数分間）ことがありますが故障ではありません。

• 本機の電源が入った状態でパソコンから充電する場合はパソコ
ンをACアダプターに接続してください。
電源を切るには
（電源）ボタンを3秒以上押す。
本機の電源が切れ、無線LAN表示ランプとバッテリー表示ランプが
消灯します。

ご注意

• データ転送中は電源を切らないでください。

モードを切り替える
電源ボタンを押す長さにより、以下のようにモードが切り替わりま
す。

電源オフ

無線LANモード

給電専用モード

を壊す可能性があります。取りはずす場合はデータアクセスラン
プが点滅していないことを確認してください。

USB ACアダプター（別売）を使うと、USBケーブル（付属）と接続し

MACアドレス

• 充電池の残量が少ないときは、バッテリー表示ランプが赤色で点

SDカードを本機のカードスロットに挿入するか、USB機器を本機
のUSB Aポートに接続してください。
• SDカードやUSB機器をアクセス中に取りはずすと、大切なデータ

バッテリー表示ランプ

ご注意

が点灯

ご注意

（給電表示）ランプ

バッテリー表示ランプ
（電源）ボタン

る

USB microBポート*2
（無線LAN表示）ランプ

（無線LAN表示）ランプ

SDカードやUSB機器を接続す

USB Aポート*1
ACCESS（データアクセス）ランプ

本機の電源が入り、バッテリー表示ランプが点灯します。
無線LAN起動中は、無線LAN表示ランプが点滅し、起動が完了する
と点灯に切り替わります。

バッテリー残量なし、
または電源OFF

* USBポートによっては充電仕様でなくても、本機に給電できるこ

消灯

商標

電源を入れる

が緑で点灯、 が消灯

3秒以上長押し
0.5 〜 1秒押す
• 給電専用モードでは急速給電（最大1.5A）が利用できます。
• 無線LANモードでは給電はできますが、急速給電はご利用いただ
けません。

USB接続や無線LAN接続については以下、お使いになる機
器のページをご覧ください。
Windowsの場合  2ページ
Macの場合  3ページ

無線LAN接続（Windows）

USB接続（Windows）

Step1：初めて接続する

9 パスワードを設定すると無線LANの接続が切れま

ご注意

Step3：再度接続する
1 本機を接続する。

す。

• 本機（WG-C20 ）とパソコンを無線LANで接続すると、パソコン
のインターネット接続が切断されます。

• インターネット接続をする場合はヘルプガイドをご覧くださ

い。
他の機器でセキュリティ設定を既に行っている場合は、初めて
パソコンにつなぐ場合でもパスワードの入力が必要になりま
す。この場合はStep2、3の設定は必要ありません。

•

1 本機の電源を入れる。

1 本機の電源を切る。
2 本機にSDカードを入れる。
3 本機とパソコンをUSBケーブル（付属）で接続する。

Windows XP/Windows Vista

 パソコンの画面右下のタスクトレイで
する。

を右クリック

2 お使いになるパソコンを本機に接続する。
Windows XP/Windows Vista

を右クリック

［利用できるネットワーク/ネットワークに接続］をクリック
する。
 WG-C20-xxxxxx*を選択し、
［接続］をクリックする。

Windows 7/Windows 8
をクリックす

 WG-C20-xxxxxx*を選択し、
［接続］をクリックする。

3

*WG-C20-xxxxxxの「xxxxxx」はMACアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部のなまえ」でご確認ください。
本機に接続されたことを確認する。
ご注意

• Windows 7、Windows 8をお使いの場合、接続中に警告表示
•

が出ることがありますがそのまま進めてください。
ご使用の環境によっては本機とパソコンの接続に時間がかか
ることがあります。

Step2：セキュリティの設定をする
！重要！
セキュリティの設定は無線LAN搭載の機器を使用する上で非常に
重要です。セキュリティを設定しないと、通信範囲内の他の対応機
器からも本機への接続が可能になります。

をクリックす

［接続］をクリックする。
 WG-C20-xxxxxx*を選択し、

*WG-C20-xxxxxxの「xxxxxx」はMACアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部のなまえ」でご確認ください。

2 パスワードを入力する。

Step2で設定したパスワードを入力してください。
本機に接続されたことを確認してください。

次回以降、設定を行った機器から接続するときは、パスワード入
力は必要ありません。

認証エラーになる場合
パスワードが誤っている可能性があります。

パスワードを忘れてしまった場合
リセットスイッチを約10秒押し出荷時の設定に戻した後、
Step1から設定し直してください。

Step4：本機のファイルにアクセスす
る

SDカードにアクセスする場合

1 本機にSDカードを入れる。
2 本機とパソコンを無線LANで接続する。
3 Internet Explorerのアドレス欄に

「¥¥192.168.41.1 」を入力する。
［SD_Card］フォルダーが表示され、SDカード内部のファイル
の読み書きができます。

とを確認する。

プロキシ設定を解除するには
 Internet Explorer のメニューバーから［ツール］→［イン
ターネット オプション］→［接続］→［LANの設定］ボタンを
クリックする。
 LANの設定画面でプロキシサーバーの「LANにプロキシ
サーバーを使用する」のチェックをはずす。

お気に入りやショートカットを使うと便利です。
お気に入りに「¥¥192.168.41.1 」を登録する方法：
「お気に入り」
を右クリックし、
「現在の場所をお気に入りに追加」を選びます。

USB機器にアクセスする場合

1 本機にUSB機器を接続する。
2 本機とパソコンを無線LANで接続する。
3 Internet Explorerのアドレス欄に

「¥¥192.168.41.1 」を入力する。
［USB_Device］フォルダーが表示され、USB機器内部のファイ
ルの読み書きができます。

プロキシ設定を元に戻すには
LANの設定画面でプロキシサーバーの［LANにプロキシサー
バーを使用する］にチェックし、それに伴う設定を元に戻しま
す。

2 Internet Explorerのアドレス欄に

「http://192.168.41.1/」を入力する。

3 画面右上の［設定］ボタンを選択する。
4［アクセスコントロール］タブを選択する。
5［オーナー］ボタンをクリックする。
6［セキュリティ方式］で［WPA2-PSK (AES)］を選択
する。

7 お好きな英数字8桁以上のパスワードを入力する。
8 確認のため、もう一度パスワードを入力して［保存］

（Windows XPのとき
4 パソコンの「コンピュータ」
は、
「マイコンピュータ」）を開く。

5 新しく認識された「リムーバブルディスク（E:）*」の
アイコンが表示されていることを確認する。

本機内のフォルダーやファイルにアクセスできます。

*お使いのパソコンによってはドライブ名（E:）が異なることがあ
ります。

ご注意

• パソコンとUSBで接続時は、他のUSB機器は本機ではご使用
できません。

USBケーブルの取りはずしかた

1 本機へのアクセスが終了していることを確認する。
2 画面右下のタスクトレイで、 、 、 （ハード
ウェアの取り外しまたは取り出し）アイコンをク
リックする。

現在パソコンに接続されているデバイスが表示されます。

1 Webブラウザーのプロキシ設定がされていないこ

を選ぶ。

USBケーブル
（付属）

 WG-C20-xxxxxx*を選択し、
［接続］をクリックする。
 パソコンの画面右下のタスクトレイで
る。

 パソコンの画面右下のタスクトレイで
る。

ケーブルの向きにご注意ください。

［利用できるネットワーク/ネットワークに接続］をクリック
する。

Windows 7/Windows 8

 パソコンの画面右下のタスクトレイで
する。

本機とパソコンを接続する

画面デザインは変更されることがあります。

3 本機の項目をクリックする。
4「安全に取り外すことができます。」のメッセージを
確認し、
［OK］をクリックする。
Windows 8/Windows 7/Windows XPをお使いの場合は、
［OK］をクリックする必要はありません。

5 本機からUSBケーブルを取りはずす。

無線LAN接続（Mac）

Step1：初めて接続する
ご注意

USB接続（Mac）
Step3：再度接続する
1 本機を接続する。

• 本機（WG-C20 ）とパソコンを無線LANで接続すると、パソコン
•
•

のインターネット接続が切断されます。
インターネット接続をする場合はヘルプガイドをご覧くださ
い。
他の機器でセキュリティ設定を既に行っている場合は、初めて
パソコンにつなぐ場合でもパスワードの入力が必要になりま
す。この場合はStep2、3の設定は必要ありません。

1 本機の電源を入れる。

 パソコン画面右上のメニューバーの
をクリックする。
 WG-C20-xxxxxx*を選択し、必要に応じてパスワードを入力
し［接続］をクリックする。

2

*WG-C20-xxxxxxの「xxxxxx」はMACアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部のなまえ」でご確認ください。

*WG-C20-xxxxxxの「xxxxxx」はMACアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部のなまえ」でご確認ください。

3 本機に接続されたことを確認する。

手順2の①を行い、画面表示が「WG-C20-xxxxxx」になってい
ることを確認する。

ご注意

• ご使用の環境によっては本機とパソコンの接続に時間がかか
ることがあります。

Step2：セキュリティの設定をする
！重要！
セキュリティの設定は無線LAN搭載の機器を使用する上で非常に
重要です。セキュリティを設定しないと、通信範囲内の他の対応機
器からも本機への接続が可能になります。

パスワードが誤っている可能性があります。

パスワードを忘れてしまった場合
リセットスイッチを約10秒押し出荷時の設定に戻した後、
Step1から設定し直してください。

Step4：本機のファイルにアクセスす
る

SDカードにアクセスする場合

1 本機にSDカードを入れる。
2 本機とパソコンを無線LANで接続する。
3 ファインダーの［移動］→［サーバーへ接続］を選択す
る。アドレス欄に「smb://192.168.41.1 」を入力
し［接続］をクリックする。

4［ゲスト］→［接続］を選択する。

1 Webブラウザーのプロキシ設定がされていないこ
とを確認する。

プロキシ設定を解除するには
［詳細］をク
 Safariを起動し［Safari］→［環境設定］を選択し、
リックする。
［設定を変更］をクリックする。
［ネットワーク］パネルが開きます。
［OK］をク
［Webプロキシ（HTTP）］のチェックをはずし、
リックする。

5 マウントするボリュームが複数現れた場合は［SD_
Card］をダブルクリックする。
ファイルの読み書きができます。

USB機器にアクセスする場合

1 本機にUSB機器を接続する。
2 本機とパソコンを無線LANで接続する。
3 ファインダーの［移動］→［サーバーへ接続］を選択す
る。アドレス欄に「smb://192.168.41.1 」を入力
し［接続］をクリックする。

4［ゲスト］→［接続］を選択する。

プロキシ設定を元に戻すには
［Webプロキシ（HTTP）］にチェックし、それに伴う設定を元に
戻します。

2 Safariのアドレス欄に「http://192.168.41.1/」を
入力する。

3 画面右上の［設定］ボタンを選択する。
4［アクセスコントロール］タブを選択する。
5［オーナー］ボタンをクリックする。
6［セキュリティ方式］で［WPA2-PSK (AES)］を選択
する。

7 お好きな英数字8桁以上のパスワードを入力する。
8 確認のため、もう一度パスワードを入力して［保存］
を選ぶ。

9 パスワード設定をすると無線LANの接続が切れま
す。

ケーブルの向きにご注意ください。

USBケーブル
（付属）

本機に接続されたことを確認してください。

認証エラーになる場合

 パソコン画面右上のメニューバーの
をクリックする。
 WG-C20-xxxxxx*を選択し、必要に応じてパスワードを入力
し［接続］をクリックする。

1 本機の電源を切る。
2 本機にSDカードを入れる。
3 本機とパソコンをUSBケーブル（付属）で接続する。

パスワードを入力する。
Step2で設定したパスワードを入力してください。
次回以降、設定を行った機器から接続するときは、パスワード入
力は必要ありません。

2 お使いになるパソコンを本機に接続する。

本機とパソコンを接続する

5 マウントするボリュームが複数現れた場合は
［USB_Device］をダブルクリックする。
ファイルの読み書きができます。

画面デザインは変更されることがあります。

［ファイル］→［新規ファインダーウィンドウ］→［デバイス］に
カードの名前が表示されていれば接続完了です。
• 本機にSDカードが入っていないと、ディスクアイコンが表示
されません。
SDカード内のフォルダーやファイルにアクセスできます。

ご注意

• パソコンとUSBで接続時は、他のUSB機器は本機ではご使用
できません。

USBケーブルの取りはずしかた

1 本機へのアクセスが終了していることを確認する。
2 本機のディスクアイコンをゴミ箱アイコンにドラッ
ク＆ドロップする。またはファインダーから本機の
ドライブの （取り出し）をクリックする。

3 本機からUSBケーブルを取りはずす。

