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SDOCKU313

SATAドライブ用USB 3.1（10 Gbps） 
ドッキングステーション

*実際の製品は写真と異なる場合があります。

http://www.startech.com/SDOCKU313
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FCC準拠ステートメント
本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを
確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置され
た場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波
数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、
無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉
が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉
を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認
できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧
めします：

•	 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
•	 製品と受信アンテナの距離を離す。
•	 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本

製品を接続する。
•	 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。
本デバイスは、FCC規格Part	15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお
読みください。（1）	本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。（2）	本デバイ
スは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなけ
ればなりません。
StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイ
スを操作するユーザー権限が無効になる畏れがあります。

インダストリーカナダ準拠ステートメント
本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。
CAN	ICES-3（B）

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用
本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェ
ブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係ありません。
これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comに
よる当該製品やサービスの保証、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証
を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.
comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護さ
れる名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。
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製品図

フロントビュー

ドライブイジェクト 
（取り出し）ボタン

ドライブスロット

電源ボタン

電源&動作状況LED

リアビュー

USB	3.1	type-Bコネクタ（ホスト）

DC電源コネクタ
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はじめに
SDOCKU313をトップローディングスロットに挿入するだけで、デスクトップコンピュー
タやノートパソコンのドライブを簡単にドッキングしたりスワップしたりできます。こ
のドッキングステーションは、HDDイジェクト（取り出し）ボタンでドライブを素早く取
り出すことができます。トレイもツールも必要ありません。SDOCKU313は、2.5インチと
3.5インチSSDとHDDの両方に対応しています。また、最大対応ドライブ容量は6TBで
す。SDOCKU313のUSB	3.1機能がより広い帯域幅とより速い速度を実現します。最大フ
ァイル転送速度はUSB	3.0（USB	3.1	Gen	1）の2倍の速度である、10Gbpsに達します。

パッケージの内容
•	 1	x	SATAドライブ用USB	3.1ドッキングステーション
•	 1	x	USB	3.1	A	-	Bケーブル
•	 1	x	ユニバーサル電源アダプタ
•	 4	x	電源アダプタプラグ（北米/EU/英国/オーストラリアで使用可能）
•	 1	x	クイックインストールガイド

動作環境
•	 空きUSBポートがあるUSB対応コンピュータシステム
•	 2.5インチまたは3.5インチSATA	HDDまたはSSD

注意：最大USBスループットを得るには、USB	3.1	Gen	2（10	Gbps）ポートを搭載したコ
ンピュータを使用する必要があります。

オペレーティングシステム要件は変更される場合があります。最新のシステム要件
は、www.startech.com/SDOCKU313でご確認ください。

http://www.startech.com/SDOCKU313
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ドッキングステーションのセットアップ
ドライバのインストール
警告！	ドライブやストレージのエンクロージャは、輸送中は特に、取り扱いは慎重に行
ってください。取り扱いが不適切な場合、データを喪失してしまう可能性があります。
ストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。
1.	 ドッキングステーションの外付け電源アダプタを電源コンセントに接続します。
2.	 2.5インチまたは3.5インチSATA	HDDまたはSSD、ドッキングステーション上部のをド

ライブスロットに挿入します。ドライブのコネクタがスロットのコーナーと同じ向き
になっていることを確かめてください。スロットのドアにカットアウトがあります。ドラ
イブのラベルがドッキングステーションのフロント方向に向くようにしてください。

3.	 付属のUSB	3.1ケーブルでドライブドッキングステーションとコンピュータシステム
のUSBポートを接続します。USBケーブル接続時のコンピュータは電源が入ってい
ても入っていなくてもかまいません。

4.	 ドライブドッキングステーション上部の電源ボタンを押してください。ドッキングス
テーションが起動したことを示す、電源ボタンの下のLEDインジケーターが点灯し
ます。ドライブにアクセス中はLEDインジケーターが点滅します。

ドライブの使用準備
既にデータが保存されているドライブをインストールすると、My Computer（マイコン
ピュータ）	またはComputer（コンピュータ）の下にドライブに割り当てられた文字とと
もに表示されます。
データの含まれていない新品のドライブをインストールする場合は、ドライブを使用
可能状態にする必要があります。
Windows®	2000、Windows®	XP、Windows	Vista®、Windows®	7	をお使いの場合は次の
ステップに従ってください。
1.	 OSのバージョンに従って次のステップのどちらかを実行してください。

•	 デスクトップ上で	[My Computer（マイコンピュータ）]	を右クリックします。
•	 デスクトップ上で	[Computer（コンピュータ）]	を右クリックします。

2.	 [Manage（管理）]をクリックしてください。
3.	 Computer Management（コンピュータの管理）画面で、Disk Management（ディス

クの管理）をクリックします。
4.	 Unallocated（未割り当て）のラベルが付いたディスクを見つけます。ドライブ容量

をチェックして、正しいドライブであることを確認します。
5.	 Unallocated（未割り当て）となっているウィンドウのセクションを右クリックし、OS

のバージョンに従って次のステップのどちらかを実行してください。
•	 New Simple Volume Wizard（新規シンプルボリュームウィザード）をクリック

し、指示に従います。
•	 Create Partition Wizard（パーティション作成ウィザード）をクリックし、指示

に従います。
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•	 New Partition Wizard（パーティション作成ウィザード）をクリックし、指示に
従います。

ドライブが正常にインストールされると、My Computer（マイコンピュータ）	または
Computer（コンピュータ）の下にドライブに割り当てられた文字とともに表示されます。

ドライバのインストールについて
ドライブドッキングステーションはネイティブサポートされており、ドライブが既にイ
ンストールされているため、本製品にドライバやソフトウェアをインストールする必
要はありません。

ドッキングステーションの使用方法
ドライブの取り外し方
注意：	作業を進める前に、ドライブがコンピュータからアクセスされていないことを
確認してください。
1.	 オペレーティングシステムからドライブを取り外すには、次の手順のひとつを実行

してください。
•	 Windowsが動作しているコンピュータでは、タスクバー通知エリアのデバイ

スの安全な取外しをクリックします。
•	 Mac	OSの動作しているコンピュータでは、デスクトップ上でドライブをゴミ箱

アイコンまでドラッグします。
詳しくは、オペレーティングシステム付属の説明書を参照してください。
2.	 ドッキングステーション上部の電源ボタンを押し、ドッキングステーションの電源

が落ちるまで待ちます。
3.	 ドライブを取り外すには、ドッキングステーション上面のドライブ取り出しボタンを押します。
4.	 ドッキングステーション上部のドライブスロットからドライブを引き出します。

LEDインジケーターについて
SDOCKU313のLEDインジケーターは、ドッキングステーション上部の電源ボタンの下
にあります。LEDインジケーターの詳しい情報は下記の表に掲載されています。

LED動作 意味

LEDインジケーターが青色に
点灯している

ドッキングステーションの電源が入り電力が 
供給されています。

LEDインジケーターが一定の
間隔で赤色に点滅している

プロセス（読み込み/書き込みなど）が 
完了します。

LEDが不規則な間隔で点滅し
ている

エラーが発生しています。
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トラブルシューティング
セットアップ中のコンポーネントをテストする
ドッキングステーションを手順に従ってセットアップ中で、まだ運用していない段階
なら、セットアップ中のコンポーネントが正しく機能しており問題の原因とはならない
ことを確認できます。
ヒント：セットアップ中のケーブルをテストする場合、ケーブル1本1本を個別にテスト
する必要があります。また、可能なら短いケーブルを使用してください。
コンポーネントをテストするには、以下を試します：
1.	 別のセットアップでケーブル、ドライブ、ドックを使用します。コンポーネントが別

のセットアップで動作する場合、問題はコンポーネントにはないと考えられますの
で、次の手順に進みます。

2.	 1度に1つのコンポーネントを試します。別のセットアップで動作することが分かっ
ているコンポーネントのケーブル、ドライブ、ドッキングステーションを交換します。	

ディスク管理のドライブ表示を確認する
エラーが使用中のドライブで発生しているかどうかを判断するには、以下の内容を
実行します。
1.	 Windowsが動作しているコンピュータで、Windowsキー +Rを押し、diskmgmt.msc

と入力した後で、Enterを押します。
2.	 ドライブがリストされているか確認します。ドライブが Healthy（正常）と表示さ

れているが、隣に文字が表示されていない場合は、Healthy（正常）を右クリックし
て、Change Drive Letter and Paths （ドライブ文字とパスの変更）をクリックします。

3.	 Add（追加）をクリックします。
4.	 ドライブ文字（例：E:）を割り当てます。
5.	 OK をクリックします。
注意：フォーマットしたドライブは、ドライブ文字を割り当てるまでComputer（コンピ
ュータ）またはMy Computer（マイコンピュータ）に表示されません。
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技術サポート
StarTech.comの永久無料技術サポートは、	当社が業界屈指のソリューションを提供す
るという企業理念において不可欠な要素です。お使いの製品についてサポートが必
要な場合は、www.startech.com/supportへアクセスしてください。当社では、お客様
をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能な資料をご
用意しています。
ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確
認ください。

保証に関する情報
本製品は2年間保証が付いています。	
StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載
されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、
当社の裁量にて相当品と交換します。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみで
す。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に
起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限
StarTech.com	 Ltd.	やStarTech.com	USA	 LLP（またはその役員、幹部、従業員、または代
理人）は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲
罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対
し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の
州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていませ
ん。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適
用されない場合があります。



見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念で
す。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンスト
ップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一
緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパー
ツを見つけるお手伝いをしています。

当社はパーツ探しをサポートし、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術ア
ドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただく
だけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

S t a r T e c h . c o m が 提 供 し て い る す べ て の 製 品 に 関 す る 詳 細 情 報 は
www.startech.comへアクセスしてご確認ください。ウェブサイトでは、専用リソー
スや便利なオンラインツールをご提供しています。

StarTech.comは、接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは、 
1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサー
ビスを提供しています。
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