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はじめに 
Samsung T7 Touch は、指紋認識による便利なデータ保護機能とモーション LED による

洗練されたデザインを備えた超高速外部ストレージ デバイスです。 

瞬時の転送 

T7 Touch に装備された驚異的なスピードを誇る USB 3.2 Gen 2 を使用すれば、大量の

ファイルを数秒で転送できます。T7 Touch に搭載された PCIe NVMe テクノロジは、最

大 1,050/1,000 MB/秒のシーケンシャル読み込み/書き込み速度をそれぞれ実現します。 

強度と安全性に優れた設計 

SSD とは Solid State Drive (ソリッド ステート ドライブ) の略であり、可動部品は含ま

れません。頑丈な金属製のボディが可動部分のないハードウェアを包み込んでいるため、

2 メートルの高さから落下させてもデータが安全に守られます。さらに、T7 Touch には 

3 年間の限定保証が付いています。 

* 社内の自由落下衝撃テストは、制御された状況下で実施されました。 

タッチだけで安全性を確保 

利便性を犠牲にすることなく機密ファイルの安全性を維持します。T7 Touch に搭載され

ているセキュリティ オプションは AES 256 ビット暗号化を利用しており、指でのタッ

チまたはパスワードによるロック解除オプションを選択できます。 

情報を表示する LED 

T7 Touch に装備されているスクエア型 LED の点灯によって、SSD の現在の作業状況を

一目で把握できます。色はクラシックなブラックとスタイリッシュなシルバー、容量は

ニーズに合わせて 500 GB、1 TB、2 TB の 3 つから選択できます。 

スマートでコンパクトなボディ 

T7 Touch は標準でポケットサイズのスリムな軽量ボディを備えています。クレジット 

カードとほぼ同じサイズで重量 58 グラムのソリッド アルミニウム ユニボディ構造は、

手のひらにすっぽり収まります。 

管理ソフトウェア 

T7 Touch には PC および Mac 向けにアップグレードされたソフトウェアが搭載されて

おり、パスワードと指紋の設定や最新のファームウェア更新の取得を助けます。Android 

スマートフォンやタブレット用のモバイル アプリをダウンロードすることもできます。 
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複数のデバイスとの互換性 

いつでもどこでもファイルにアクセスできます。T7 Touch には PC、Mac、Android デ

バイス、ゲーム機など、多くのデバイスとの互換性があります。利便性を高めるために、

付属品として USB Type C-to-C ケーブルと Type C-to-A ケーブルが同梱されています。 

* ホスト デバイスとの互換性が異なることがあります。互換性のあるデバイスのリストについては、

www.samsung.com/support をご覧ください。 
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使用の開始 
Samsung Portable SSD T7 Touch (以下「T7 Touch」) を使用する前に、このユーザー マ

ニュアルをよくお読みになり、製品の安全かつ適切な使用方法を理解してください。 

内容物 

• Samsung Portable SSD T7 Touch 

• USB 3.2 Gen 2 USB C to A ケーブル 

• USB 3.2 Gen 2 USB C to C ケーブル 

• クイック スタート ガイドおよび保証声明 

 

接続/取り外し方法 

① デバイスと互換性のあるケーブルを選択してください。ケーブルの一方の端をデバイ

スに接続し、反対側の端を T7 Touch に接続します。 

② T7 Touch を取り外すときは、データを保護するために、「取り出し」、「マウント

解除」または「ハードウェアの安全な取り外し」を必ず使用してください。 

 

指紋認識センサー 

モーション LED 

C to A ケーブル 

C to C ケーブル 
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システム要件 

1. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) インタフェースのサポート 

USB (Universal Serial Bus) は、さまざまなデバイスと接続するためのシリアル入出力

インタフェース規格です。T7 Touch は、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) に最適なデータ転

送速度を提供します。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、USB 2.0 および 1.1 などの下位バージ

ョンを使用すると、下位バージョンが抱えるインタフェースの制約によりパフォーマ

ンスが低下することがあります。 

* パフォーマンスは、T7 Touch を接続しているユーザーのシステムにより異なります。USB 3.2 Gen 2 

接続を使用していても、システムで UASP (USB Attached SCSI Protocol) がサポートされていない場合、

T7 Touch が正常に機能しないことがあります。UASP がサポートされていることを確認してください。 

2. オペレーティング システム要件 

• Windows OS: Windows 7 以降 

• Mac OS: Mac OS X 10.10 以降 

• Android: Android Lollipop 以降 

3. ファイル フォーマット 

T7 Touch は、Windows OS、Mac OS、Android オペレーティング システムでサポー

トされている exFAT ファイル システムで事前にフォーマットされています。お使い

のコンピューターで、特定の形式にフォーマットされたデータの読み取り/書き込みが

できるかどうかは、以下の表のとおり OS によって異なります。単一の OS でのみ 

T7 Touch を使用する場合は、その OS に適したファイル フォーマットを使用して 

T7 Touch をフォーマットすることをお勧めします。(例) 各オペレーティング システ

ムでのファイル システムによるデータの読み取り/書き込み制限。 

ファイル フォーマット Windows OS Mac OS 

exFAT 読み取りと書き込みの両方 読み取りと書き込みの両方 

NTFS 読み取りと書き込みの両方 読み取りのみ 

HFS 認識されない 読み取りと書き込みの両方 

* 複数のオペレーティング システムで exFAT を使用する場合は、データの書き込みがロックされて、

データの読み取りのみできる場合があります。そのような問題が発生した場合は、以下の手順に従って

書き込みのアクセス権を回復することができます。 

• Mac OS: T7 Touch を Mac に再度接続し、[取り出し] を実行します。 

• Windows OS: 書き込みアクセス権が無効であることを示す通知が表示されたら、[スキャンおよび修

復] をクリックしてチェック ディスク (CHKDSK) を実行します。チェック ディスクを実行せずに

この通知を閉じた場合は、ドライブを選択して右クリックし、[プロパティ] → [ツール] → [チェッ

ク] をクリックすることで、チェック ディスクを実行できます。 
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システムに表示される T7 Touch の容量 

T7 Touch を接続しているシステムで報告されている容量は、10 進法と 2 進法の測定

基準の差や、ドライブのパーティショニングやブロック化などの要因により、ラベルの

表示と異なる場合があります。 

* 例: Windows OS: 1 GB = 1,024 MB、Mac OS: 1 GB = 1,000 MB 

ラベルに表示されている容量は 10 進法を使用しており、以下のように換算されます。 

1 GB = 1,000,000,000 バイト、1 TB = 1,000,000,000,000 バイト 

コンピューターによっては、異なる測定基準が用いられているため、上記よりも少ない容量が表示される

場合があります。 
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T7 Touch の使用 

T7 Touch の接続 

デバイスと互換性のあるケーブルを選択してください。ケーブルの一方の端をデバイス

に接続し、反対側の端を T7 Touch に接続します。 

T7 Touch の取り外し 

T7 Touch を取り外すときは、ハードウェアの安全な取り外しを必ず使用してください。

ハードウェアの安全な取り外しを使用せずにコンピューターから取り外すと、データが

消失したり、T7 Touch が破損したりする場合があります。 

* この指示にユーザーが従わなかったことによるユーザー データの消失や製品の破損に対して、Samsung 

は責任を負いません。 

製品ステータス別のモーション LED の動作 

 

 

Samsumg Portable SSD ソフトウェア 1.0 のインストール 

(セキュリティ モードおよびファームウェア アップデートの実行) 

コンピューターおよび Mac の場合 

エクスプローラー  (Windows OS) またはデスクトップ  (Mac OS) で、「Samsung 

Portable SSD」アプリケーションを選択します。 

Windows OS: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe 
Mac OS: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg 

* 購入後に T7 Touch のパーティションをフォーマットすると、ドライブに保存されていた  Samsung 

Portable SSD ソ フ ト ウ ェ ア が 削 除 さ れ ま す 。 そ の 場 合 は 、 Samsung の  Web サ イ ト 

(http://www.samsung.com/samsungssd) から「Samsung Portable SSD Software 1.0」アプリケーションを

ダウンロードしてください。 

* Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0 は T7 Touch 専用であるため、T3、T5、または X5 用に 

Samsung Portable SSD ソフトウェア (以前のバージョン) がコンピューターに残っている場合、Samsung 

Portable SSD ソフトウェア 1.0 をインストールしても、以前のバージョンが自動的に削除されることはあ

りません。  

電源接続 アイドル データ転送 セキュリティ ロック解除 

スタンバイ 
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1. Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0 の実行 

デスクトップで「Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0」アプリケーション アイ

コンを選択します。 

* Mac OS の場合、Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0 は、デバイス (ドライバー) を有効にしな

いと動作しない場合があります。 

2. セキュリティ モードの設定 (オプション) 

セキュリティ モードはオプションです。セキュリティ/アップデート機能を有効にし

なくても T7 Touch を使用できます。Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0 の各

画面に表示される指示に従ってください。Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0 

のインストール中に利用規約に同意すると、次の手順に従ってパスワードを設定でき

ます。(Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0 のセキュリティ モード用のコンポ

ーネントがユーザーのコンピューターにインストールされます。) 

 

• セキュリティ モード オフ 

セキュリティ モードを設定しなくても T7 Touch を使用できます。 

• パスワードによるセキュリティ 

パスワードによるセキュリティ モードを有効にすることができます。パスワード

を忘れた場合は、ユーザーが当社カスタマー サービス センターによって提供され

るオンライン サービスを利用して T7 Touch を出荷時設定に戻す必要があります。

工場出荷時の設定にリセットすると、T7 Touch に保管されているすべてのユーザ

ー データが失われます。パスワードを忘れないように注意してください。 
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• パスワードと指紋によるセキュリティ 

パスワードと指紋によるセキュリティ モードを有効にすることができます。パス

ワードを設定した後、指紋セキュリティを使用することができます。パスワードを

忘れた場合は、ユーザーが指紋により T7 Touch のロックを解除し、保存されてい

るすべてのデータを安全な場所に移動させた後、当社カスタマー サービス センタ

ーによって提供されるオンライン サービスを利用して T7 Touch を出荷時設定に

戻す必要があります。最大 4 つの指紋を登録することができます。パスワードを

忘れた場合は、登録された指紋を変更したり削除したりすることはできません。 

* パスワードの忘却または盗難によるユーザー データの消失に対して、Samsung は責任を負いま

せん。可能な限りデバイスを安全に保つため、パスワード復元のオプションは提供していません。

パスワードを忘れた場合は、ユーザーが当社カスタマー サービス センターによって提供されるオ

ンライン サービスを利用して T7 Touch を出荷時設定に戻す必要があります。工場出荷時の設定に

リセットすると、T7 Touch に保管されているすべてのユーザー データが失われます。パスワード

を忘れたり、指紋によるセキュリティ モードを使用したりしないように注意してください。 

* Mac OS のみ、「Samsung Portable SSD」ドライバーはセキュリティ機能に必要です。カーネル拡

張がインストールされていない場合、パッケージ インストールの順序に従ってインストールを完了

してください。インストールが完了したら、T7 Touch を取り外して再度接続し、正常にインストー

ルされたことを確認してください。 

* Mac OS のみ、「Samsung Portable SSD」ドライバーと一部のサード パーティ製ドライバー 

(SATSMARTDriver など) は、相互に排他的です。SATSMARTDriver で動作させたい場合は、次の

指示のとおり Samsung Portable SSD ドライバーを削除し、SATSMARTDriver をインストールして

ください。 

* Samsung Portable SSD ドライバーと SATSMARTDriver の両方がインストールされ、競合が検出さ

れている場合は、次の命令を使用できます。 

Samsung Portable SSD ドライバーを削除して SATSMARTDriver をインストールする方法 

#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext 
#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext 

SATSMARTDriver を削除して SamsungPortableSSDDriver をインストールする方法 

#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext 
#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext 
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3. ロック解除 

セキュリティ モードを有効にしている場合は、T7 Touch をコンピューターに接続す
るたびに、指紋を軽く押し付けるか、パスワードを入力して、[UNLOCK (ロック解除)] 
ボタンをクリックしてから T7 Touch に保存されているデータにアクセスする必要が
あります。ロックを解除できなかった場合、アクセスは SamsungPortableSSD_1.0.exe 
と SamsungPortableSSD_1.0.app に割り当てられた約 128 MB の容量に制限されます。
つまり、保護されたデータにはアクセスできなくなります。 

 

 

* ユーザーの環境によっては、「SamsungPortableSSD ソフトウェア 1.0」が自動的に実行されないこ

とがあります。その場合、エクスプローラー (Windows) またはデスクトップ (Mac) で

「SamsungPortableSSD ソフトウェア 1.0」アイコンをダブルクリックしてください。 

* セキュリティ モードは、各 OS の特定のバージョン以降でのみサポートされている場合があります。

お使いの OS がシステム要件を満たしているか、セキュリティ モードをサポートしているかどうかを

確認してください。 

* セキュリティ モードを有効にしている場合、最初は T7 Touch のセキュリティ パーティションの容

量のみが表示されます。このセキュリティ パーティションの容量は、約 128 MB です。指紋を軽く押

し付けるか、パスワードを入力してロック解除に成功すると、T7 Touch の全容量がシステムに表示さ

れます。 
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* 左パネルの T7 Touch の名前をクリックすることで、別の Samsung Portable SSD を選択できます。

Samsung Portable SSD ソフトウェアは、Samsung Portable SSD が接続されているホスト デバイス全

体 (最大 6) を一覧表示します。 

4. 設定の変更 

メイン ページの [SETTINGS (設定)] ボタンをクリックすることで、T7 Touch のセキ
ュリティ モード/ユーザー名/パスワード/指紋セキュリティ設定を変更できます。セ
キュリティ ソフトウェアがインストールされていないコンピューターを使用している
場合は、Samsung の Web サイト (https://www.samsung.com/samsungssd) からイ
ンストール ファイル (Windows OS の場合は
「SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe」、Mac OS の場合は
「SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg」) をダウンロードしてインストールする
ことで、設定を変更できます。 

• セキュリティ モード 

セキュリティ モードの ON と OFF を変更する場合は、切り替えボタンをクリッ
クして、正しいパスワードを入力してください。T7 Touch セキュリティ ステータ
ス インジケーターの説明については、以下の表を参照してください。 

ステータス 説明 

 
ロック 

セキュリティ モードは ON ですが、ユーザーは T7 
Touch のロックを解除していません。ロック解除ペ
ージで T7 Touch のロックを解除できます。 

 
ロック解除 

セキュリティ モードは ON で、ユーザーはすでに 
T7 Touch のロックを解除しています。メイン ペー
ジでストレージ容量を確認して、設定を変更できま
す。 

アイコン
なし 

セキュリティ モー
ド OFF 

セキュリティ モードは OFF です。メイン ページで
ストレージ容量を確認して、設定を変更できます。 

 

  

https://www.samsung.com/samsungssd
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• 名前/パスワード 

名前およびパスワードを変更できます。パスワードを変更する場合は、[CHANGE 

(変更)] ボタン ( ) をクリックしてください。 
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• 指紋セキュリティ設定 

指紋セキュリティ モードを有効にしている場合は、[EDIT (編集)] ボタン ( ) 

をクリックすることで、指紋設定を管理できます。 

 

現在のパスワードを入力して [CONFIRM (確認)] ボタン ( ) をクリック

し、指紋管理手順に進みます。 

 

[ADD FINGERPRINT (指紋を追加)] ボタン ( ) をクリックすること

で、指紋設定を追加できます。 
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センサーに指を置きます。 
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指紋を登録すると、最初に「Fingerprint 1」が作成され、「Fingerprint 4」まで作

成することができます。登録した指紋は、名前を変更したり ( )、削除したり 

( ) することができます。 
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5. ソフトウェアおよび製品ファームウェアのアップデート 

コンピューターがインターネットに接続されている場合、利用可能なソフトウェア/フ

ァームウェアのアップデートの数が左パネルの下側に表示されます。 

 

[UPDATE (アップデート)] ボタン ( ) をクリックすることで、アップデー

ト ページに移動できます。 

 

[UPDATE (アップデート)] ボタン ( ) をクリックすることで、最新のソフト

ウェア (「SW」) またはファームウェア (「FW」) をダウンロードしてアップデート

できます。 

[Check for Update Automatically (アップデートを自動的に確認)] 切り替えボタン 

( ) をクリックすることで、Samsung Portable SSD を接続したときに SW と FW 

を自動で更新するかどうかを選ぶことができます。 

更新ボタン ( ) をクリックすることで、アップデート ステータスを更新できます。 
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下矢印ボタン ( ) をクリックすることで、該当するアップデートの詳細情報を確認

できます。 

* [Check for Update Automatically (アップデートを自動的に確認)] を OFF から ON に変更した場合、

SW はアップデート情報をすぐには更新しません。アップデート情報は、更新ボタンをクリックするか、

Samsung Portable SSD をコンピューターに接続したときに更新されます。

* FW のアップデートの場合は、セキュリティ モードを OFF にする必要があります。FW のアップデ

ート中に、T7 Touch にアクセス (パーティションのコピー/削除/フォーマットを含む) すると、T7

Touch が通常とは異なる動作を示したり、損傷したりする恐れがあります。

* FW がアップデートされたら、T7 Touch を取り外して再度接続し、FW が正常にアップデートされ

たことを確認してください。

6. 「Samsung Portable SSD ソフトウェア」の削除

各 OS でのソフトウェアの削除

コンピューター OS 説明 

Windows 
OS 

SamsungPortableSSD_Setup_
Win_1.0.exe を使用して SW 

をインストールした場合 

ソフトウェアは、[プログラムのアンインスト

ールと変更] でアンインストールできます。[コ

ントロール パネル] → [プログラム] → [プロ

グラムと機能] → [プログラムのアンインスト

ールと変更] を選択し、[Samsung Portable SSD

Software 1.0] をダブルクリックして [はい] を

選択します。

SamsungPortableSSD_1.0.exe 
を使用して SW をインスト

ールした場合 

ソフトウェアは、アプリケーションのインスト

ール パスで PSSD_Cleanup.bat を実行して、

手動で削除する必要があります。(通常、
C:\Program
Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Clean
up.bat)

詳細については、Samsung の Web サイト 

(http://www.samsung.com/samsungssd) にあ

る FAQ を参照してください。 

Mac OS 

アプリケーションは、SW のインストール パス
で CleanupT7PlusAll.scpt  を実行して、手動で
削除する必要があります。(通常、#osascript~/
Library/Application Support/Portable_SSD/
CleanupT7PlusAll.scpt)
* AppCleaner などのサード パーティ製クリー

ナーでは、「Samsung Portable SSD」SW を完

全に削除できない場合があります。

詳細については、Samsung の Web サイト 

(http://www.samsung.com/samsungssd) にあ

る FAQ を参照してください。 

7. SW の既定言語の選択

既定の言語は [Regional Setting (地域設定)] で選択できます。

http://www.samsung.com/samsungssd
http://www.samsung.com/samsungssd
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Android デバイスの場合 

1. Google Play Store からのアプリケーションのダウンロード 

アプリ ストアから「Samsung Portable SSD 1.0」アプリケーションをダウンロードで

きます。 

2. アプリケーションの実行 

インストールしたアプリケーションを実行してください。 

3. セキュリティ モードの設定 

コンピューターで接続すると、T7 Touch に保存されたパスワードと指紋を Android 

でも使用できるようになります。 

   

* パスワードの忘却または盗難によるユーザー データの消失に対して、Samsung は責任を負いません。

可能な限りデバイスを安全に保つため、パスワード復元のオプションは提供していません。パスワード

を忘れた場合は、ユーザーが当社カスタマー サービス センターによって提供されるオンライン サー

ビスを利用して T7 Touch を出荷時設定に戻す必要があります。工場出荷時の設定にリセットすると、

T7 Touch に保管されているすべてのユーザー データが失われます。パスワードを忘れたり、指紋によ

るセキュリティ モードを使用したりしないように注意してください。 
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4. T7 Touch のロック解除 

セキュリティ モードを有効にしている場合は、T7 Touch をデバイスに接続するたび

に、指紋を軽く押し付けるか、パスワードを入力して、[UNLOCK (ロック解除)] ボタ

ンを押してから T7 Touch に保存されているデータにアクセスする必要があります。 
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5. ホーム画面 

セキュリティ モードが T7 Touch で有効になっていない場合は、[SETTINGS (設定)] 

ボタンをクリックすることで、設定画面に移動できます。 

 

6. 設定画面 

T7 Touch のユーザー名またはパスワードを変更したり、指紋セキュリティ設定を変

更したり、セキュリティ モードの ON/OFF を切り替えたりすることができます。 
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7. SW と FW のアップデート 

アップデート画面に移動するには、ホーム画面のアップデート ページ ボタン ( ) 

をクリックします。アップデートが利用できる場合は、[UPDATE (アップデート)] ボ

タン ( ) がハイライト表示されます。アップデート対象のアプリケーションが

ある場合は、[UPDATE (アップデート)] ボタンをクリックすると、「アプリ ストア」

へのリンクが表示されます。 

* ファームウェア アップデートにはコンピューターへの接続が必要です。 

 

8. Android での「Samsung Portable SSD」アプリケーションの削除 

Android デバイスの設定アプリを開いて、[アプリ] または [アプリケーション管理] 

をタップします。[Samsung Portable SSD] をタップして、アンインストールします。 

9. 既定の言語の選択 

既定の言語は Android のシステム言語設定で選択できます。 

* パス: Android アプリ - 設定 - 言語 
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注意 

本書の各セクションに示された指示および注意事項に従わない場合、人身傷害、製品の

破損、またはデータの消失が発生する恐れがあります。製品を使用する前によくお読み

ください。 

重要なデータをバックアップする 

どのコンピューター システムも絶対に安全であるとは言えません。Samsung は、いか

なる状況においても、T7 Touch でのデータ消失に対していかなる保証もいたしません。

Samsung は、T7 Touch に保存されたデータの消失または復元に起因するあらゆる種類

の精神的苦痛、身体的または金銭的な損害または損失に対して一切の責任を負いません。

重要なデータは、常にバックアップしてください。 

ユーザー パスワードを保護する 

T7 Touch は高度な暗号化テクノロジを使用しているため、パスワードを紛失または忘れ

た場合、ユーザー データにアクセスすることができません。パスワードは、書き留めて

安全な場所に保管してください。正しいパスワードが入力できずに製品を使用できなく

なった場合に、製品をまた使用できるようにする唯一の方法は、Samsung サービス セ

ンターによるオンライン サービスを利用して製品を出荷時設定にリセットすることです。

ただし、デバイスを出荷時設定に戻すと、すべてのユーザー データが完全に失われます。

重要なデータを定期的にバックアップしてください。 

認定デバイスに接続する (安全基準の順守) 

本製品は、安全基準に従って、消費電力制限を順守するよう設計されています。関連す

る基準に準拠したデバイスとインタフェース ポートを使用してください。 

衝撃および振動を加えない 

誤動作やデータ消失の原因となることがあるため、製品に強い衝撃や振動を与えないよ

うにしてください。 

ラベルを分解、破損、または取り外さない 

製品を分解したり、製品のステッカーやラベルを傷つけたり、はがしたりしないでくだ

さい。ユーザーが製品を分解または破壊したり、ラベルをはがしたりした場合は、すべ

ての保証が無効になります。修理を目的とする場合は、Samsung サービス センターま

たは Samsung 指定のその他のサービス プロバイダーのみにお問い合わせください。  
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正規のアクセサリを使用する 

Samsung が提供または認定した正規の部品およびアクセサリを必ず使用してください。

Samsung は、非正規の部品やアクセサリの使用による製品の破損やユーザー データの

消失に対して責任を負いません。 

適切な温度および湿度で使用する 

製品は、適切な環境 (温度: 5 ～ 35℃、湿度: 10 ～ 80%) で使用してください。 

過度な力でケーブルを抜き取らない 

過度な力でケーブルを引っ張ったり抜いたりしないでください。接続が不安定になった

り、コネクタが破損したりする場合があります。 

ウイルス スキャンおよびアップデートを実行する 

ウイルス感染を防止するために、以下の安全のガイドラインに従ってください。 

 T7 Touch を接続するコンピューターにウイルス対策プログラムをインストールし、

定期的にウイルス スキャンを実施してください。 

 オペレーティング システムとウイルス対策ソフトウェアは常に最新バージョンにア

ップデートしてください。 

 ファイルを T7 Touch にダウンロードしたら、ファイルを開く前にウイルス スキャ

ンを実施してください。 

製品を清掃する 

製品を清掃する場合は、柔らかい布で軽く拭くことをお勧めします。水、化学物質、洗

剤は使用しないでください。製品の外観が変色または腐食する場合や、火災や感電の原

因になる場合もあります。 

子供、幼児、動物の近くに置かない 

小さな部品を喉に詰まらせる危険があります。子供、幼児、または動物が製品または部

品を口に入れないように、近くに製品を置かないでください。 
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FAQ 

Samsung Portable SSD ソフトウェ

ア 1.0 を実行できません。 

Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0 は、特定の OS バージ

ョン (またはそれ以降) でのみ実行できます。 

サポートされている OS バージョンについては以下を参照してく

ださい。 

 Windows OS: Windows 7 以降 

 Mac OS: Mac OS X 10.10 以降 

モバイル デバイスのステータス 

バーに [USB storage unexpectedly 

removed (USB ストレージは予期

せず削除されました)] というメッ

セージが表示されます。 

Samsung Portable SSD ソフトウェア 1.0 を使用するには、USB 

デバイスにアクセスする権限が必要です。このメッセージは、ア

クセス権限がモバイル デバイスから削除されたときに表示されま

す。モバイルの Samsung Portable SSD アプリを起動すると、ま

た T7 Touch を通常どおり使用できます。 

T7 Touch をコンピューター以外の

デバイスに接続すると、T7 Touch 

が認識されません。 

T7 Touch は、Windows OS/Mac OS コンピューターとモバイル 

デバイスでの使用向けに開発されています。それら以外のデバイ

スに接続すると、T7 Touch が認識されなかったり、サポートの

レベルによっては機能の使用が制限されたりする場合がありま

す。さらに、パスワードによるセキュリティ モードを有効にして

いる場合、コンピューター以外またはモバイル以外のデバイスか

らはパスワードを入力することができないため、T7 Touch に保

存されているデータにアクセスできなくなります。そのようなデ

バイスで T7 Touch を使用する前に、セキュリティ モードを無

効にしてください。 

パスワードを忘れてしまいまし

た。セキュリティ モードが無効に

できますか? 

いいえ、できません。パスワードを忘れた場合、セキュリティ モ

ードを無効にすることはできません。そのため、パスワードは失

くさないようにしてください。ただし、指紋セキュリティ モード

を有効にしている場合は、T7 Touch のロックを解除できます。 

T7 Touch がデバイスで認識されま

せん。 

T7 Touch が USB ポートにしっかりと接続されていることを確認

してください。 

 電流値が電源仕様に記載されている上限 (500 mA) を超えてい

る場合に USB 2.0 ポートに接続すると、一部のコンピューター

では T7 Touch が認識されない場合があります。その場合は、

別の USB ポートを試してください。 

 製品パッケージに含まれているケーブル以外のケーブルを使用

する場合、T7 Touch は認識されない場合があります。 

T7 Touch が正しく接続されていてもデバイスに認識されない場

合は、ユーザー マニュアルまたは Samsung の Web サイト 

(https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support/
cs/) で指定されているサービス センターにお問い合わせくださ

い。 

T7 Touch とコンピューターを接続

すると、モーション  LED が不規

モーション LED は、入出力操作に応じて不規則に点滅する場合

があります。 

https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support/cs/
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support/cs/
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則に点滅します。 
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製品の仕様および認定 

製品の仕様 

モデル MU-PC500 MU-PC1T0 MU-PC2T0 

容量 500 GB 1 TB 2 TB 

インタフェース USB 3.2 Gen.2 (10 Gbps)、下位互換 

データ転送速度* 1,050 MB/秒 

寸法 85 x 57 x 8 mm (3.3 x 2.2 x 0.3 インチ) (長さ x 幅 x 高さ) 

重量 58 g (2.04 oz.) (2 TB) 

ユーザーのシステムの

推奨仕様 

Windows 7 以降、Mac OS X 10.10 以降、または Android Lollipop (バージ

ョン 5.1) 以降 

 

* 最大データ転送速度は、Samsung の社内試験規格に基づいて、同梱の USB ケーブルを使用して測定さ

れた数値です。ホストの構成によってパフォーマンスが異なることがあります。最大 1,050 MB/秒の転送

速度を実現するには、ホスト デバイスおよび接続ケーブルで USB 3.2 Gen 2 がサポートされている必要が

あります。また、UASP モードを有効にする必要があります。 

規制対応 

 

KC (韓国国家統合認証) 

識別記号: 以下を参照 

名称: Samsung Electronics Co., Ltd. 

製造元/製造国: Samsung Electronics Co. Ltd/大韓民国 

製造年月: 別途記載 

定格/モデル: 以下を参照 

製造元: SAMSUNG Electronics Co. Ltd. 

 

モデル 定格 識別記号 

MU-PC500 5 V 1.5 A R-R-SEC-MU-PC500 

MU-PC1T0 5 V 1.5 A R-R-SEC-MU-PC1T0 

MU-PC2T0 5 V 1.5 A R-R-SEC-MU-PC2T0 

 

* この家庭向け EMC 準拠 (クラス B) デバイスは、国内環境での使用を目的に設計されていますが、ど

の地域でも使用することができます。  
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FCC (連邦通信委員会) 

 

米国連邦通信委員会 (FCC) の規制 

規制順守の責任者から明示的に認可を得ずに改変または改造を行った場合、本装置を使用するユーザーの

権限が無効になる場合がありますので注意してください。 

 

 

本装置は、FCC CFR 第 15 部のクラス B デジタル デバイスに関する制限に適合する

ことが試験によって確認されています。 

この規制は、居住環境で装置を使用した場合に有害な電磁波が放出されないようにする

ために実施されています。本装置は、無線周波数エネルギーを発生、使用、および放射

するため、ガイドラインに従って設置および使用しない場合、無線通信に対して有害な

無線干渉が生じる場合があります。ただし、これは、特定の設置環境では無線干渉が生

じないことを保証するものではありません。本装置の電源をオンまたはオフにしたとき

にラジオまたはテレビの受信に有害な無線干渉が生じる場合、次のいずれかの対策を講

じて干渉の発生を防止する必要があります。 

 

 受信アンテナの方向または位置を調整する。 

 本装置と受信機を遠ざける。 

 受信機と本装置を別の回路のコンセントに差し込む。 

 資格を持つラジオ/テレビ技術者または販売店に支援を依頼する。 

 本装置は、FCC 規制の第 15 部に準拠しています。 

 本装置は電磁干渉を発生させません。 

 干渉 (本装置の動作に不具合を引き起こす可能性がある干渉を含む) が発生した場合は、正常に動作さ

せるための 2 つの条件を満たすことで本装置を使用できることがあります。本製品は、屋内での使用

を目的に設計されています。 

* FCC に関する注意: 規制順守の責任者から明示的に認可を得ずに改変または改造を行った場合、本装置を

使用するユーザーの権限が無効になる場合がありますので注意してください。 

 

一意識別子: 製品のラベルを確認してください 

責任者: Samsung Electronics America QA Lab 

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058 

電話番号: 1-973-808-6362、Fax: 1-973-808-6361 
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CE (欧州適合性) 

本製品が、指令 2014/30/EU、2014/35/EU、および 2011/65/EU の重要な要件およびその他の該当する

規定に準拠していることをここに宣言します。 

屋内での使用のみに限定します。 

欧州連合適合性に関するお問い合わせ先 

Samsung Service PO Box 12987, Dublin, Ireland  
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WEEE (電気機器および電子機器の廃棄物) 

製品、アクセサリ、ドキュメントに記載されているこのマークは、使用期間終了時にその製品および電子

アクセサリ (例: 充電器、ヘッドセット、USB ケーブル) をその他の家庭廃棄物と一緒に廃棄できないこ

とを示しています。廃棄物の不適正処理による環境または健康への被害を防止するために、その他の種類

の廃棄物と分別し、責任を持ってリサイクルを行い、材料資源の持続可能な再利用の促進にご協力くださ

い。 

家庭で使用するユーザーは、環境に安全なリサイクルを行うために製品および電子アクセサリを持ち込め

る場所や方法の詳細について、本製品を購入した販売店または地方自治体のいずれかに問い合わせる必要

があります。 

業務で使用するユーザーは、サプライヤに問い合わせて、購入契約に規定された条項を確認する必要があ

ります。製品および電子アクセサリは、その他の商業廃棄物と一緒に廃棄することはできません。 

 

イノベーション・科学経済開発省 (カナダ) 

本クラス B デジタル装置は、カナダで定められている干渉を引き起こす機器に関する規制のすべての要件

を満たしています。 

ICES‑003 適合性ラベル 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 


