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はじめに
このたびはハードディスクコピーマシン をお買いあげいただきましてＨＤＩ－１０３

ありがとうございます。

を正しくご使用いただくため、この説明書は必ずお読みください。まＨＤＩ－１０３

たお気付きの点などございましたら、ご遠慮なく連絡くださるようお願いいたします。

製品概要
ハードディスクコピーマシン は、ＩＤＥインターフェース用ハードデＨＤＩ－１０３

ィスクの１対１のコピーマシンです。フォーマット形式に左右されずにコピーできるＬ

ＢＡモードで、最大２Ｔ（２０００Ｇ）バイトまでの機器内蔵用ハードディスク用の手

軽な量産用コピーマシンとして使用できます。

１キーの操作でコピー、比較を簡単に行え、また持ち運びに便利なように小型、軽量

です。

梱包内容の点検
がお手元に届きましたら、輸送上の破損や欠品が無いか点検してくだＨＤＩ－１０３

さい。もし破損、欠品等ございましたら、電話連絡後、前ページの住所までご返送くだ

さい。

梱包内容ＨＤＩ－１０３

１． 本体 ーーーーーーーーーー １台ＨＤＩ－１０３

２．ＨＤＤ用電源ケーブル ーーーーーーーーー ２本

３．ＡＣアダプタ（電源コードを含む） ーーー １個

４．ユーザー登録カード ーーーーーーーーーー １枚

５．保証書 ーーーーーーーーーーーーーーーー １枚

６．取扱説明書（本書） ーーーーーーーーーー １冊

ユーザー登録カード

ユーザー登録カードに必要事項を書き込んだ後、返送してください。

新製品の発表、ハードやソフトの不良など とお客様との大切な連絡手段と㈲デンノー

なります。
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語句の説明
本書内で使用される語句を説明します。

（１）ＨＤＤ

Hrad Disk Drive（ハードディスクドライブ）の略です。

（２）ＣＨＳモード

ＨＤＤをアクセスする方法の１つです。ＨＤＤをアクセスするためにシリンダ番

ＨＤＩ号（Ｃ 、ヘッド番号（Ｈ 、セクタ番号（Ｓ）を設定してアクセスします。） ）

では原則的に使用しません。３０Ｇｂｙｔｅ程度以上のＨＤＤには使用で－１０３

きません。

（３）ＬＢＡモード

ＨＤＤをアクセスする方法の１つです。 ではこのモードでＨＤＤＨＤＩ－１０３

のコピー、比較を行います。通常、５００Ｍｂｙｔｅ～２Ｔ（2000Ｇｂｙｔｅ）の

ＨＤＤに使用できます。

（４）ダブルモード

通常 ではコピー動作と比較動作は別々に行われますがコピー動作ＨＤＩ－１０３

後、連続して比較動作を行うモードをダブルモードと呼びます。

ＣＯＰＹキーを１秒以上押すとダブルモードになります（１秒未満の場合は通常

のコピー動作のみになります 。）

（５）クリア機能

他用されたくない重要なデータが入ったＨＤＤを廃棄したいときや、他のパソコ

ンで使用したいときなどに内部のデータを消去してしまう機能です。ＨＤＤ全部の

セクタにＦＦＨを上書きします（コピー動作の前にターゲットＨＤＤに行う必要は

ありません 。）

ターゲット側ＨＤＤのみに行われます。クリア機能を使用するときはマスタ側に

ＨＤＤを接続しないで下さい。
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第１章 基本ハード仕様

１.１ パネル

（１）表面パネル

①マスタＨＤＤ用電源ケーブル

付属のケーブル（赤黒黒黄の４本線のもの）の片側を 本体内部コＨＤＩ－１０３

ネクタに差し込みます。１８０°捻った形でもう片方をＨＤＤに差し込みます。

②マスタＨＤＤ用ＩＤＥケーブル

本体内部に直接半田付けされているため、抜けません。ＨＤＩ－１０３

③ターゲットＨＤＤ用電源ケーブル

付属のケーブル（赤黒黒黄の４本線のもの）の片側を 本体内部コＨＤＩ－１０３

ネクタに差し込みます。１８０°捻った形でもう片方をＨＤＤに差し込みます。

④ターゲットＨＤＤ用ＩＤＥケーブル

本体内部に直接半田付けされているため、抜けません。ＨＤＩ－１０３

ＣＯＭＰ ＣＯＰＹ ＳＴＯＰＣＯＰＹ

ＣＯＭＰ

①

② ③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ ⑪ ⑫



- 5 -

⑤マスタＨＤＤ用ＬＥＤ

マスタＨＤＤへのアクセスを表わします。ＨＤＤからのアクセス応答信号により

赤色に点灯します。

⑥ターゲットＨＤＤ用ＬＥＤ

ターゲットＨＤＤへのアクセスを表わします。ＨＤＤからのアクセス応答信号に

より赤色に点灯します。

⑦ＣＯＭＰ表示ＬＥＤ

ＣＯＭＰＡＲＥ（比較）動作中かどうかを表わします。

⑧ＣＯＰＹ表示ＬＥＤ

ＣＯＰＹ（コピー）動作中かどうかを表わします。

⑨７セグメントＬＥＤ

動作の経過や結果を表示します。動作スタート時にＨＤＤの容量、動作中に現在

何％のコピー、比較が終わったか、動作終了時に結果を表示します。詳細は１.２

（２）7セグメントＬＥＤを参照してください。

⑩ＣＯＭＰキー

押すとＣＯＭＰＡＲＥ（比較）を開始します。動作中は意味を持ちません。

⑪ＣＯＰＹキー

押すとＣＯＰＹ（コピー）を開始します。動作中は意味を持ちません。

⑫ＳＴＯＰキー

動作を途中で中断する場合に押します。

（２）後面

① ＤＣジャック

ＡＣアダプタからのコード（ＤＣプラグ）を接続します。付属のＡＣアダプタ以

（ ）。外は接続しないで下さい や接続ＨＤＤが壊れる場合がありますＨＤＩ－１０３

② 電源スイッチＨＤＩ－１０３

の電源をＯＮ／ＯＦＦします。COMPAREやCOPY動作中には操作しなＨＤＩ－１０３

いでください。

① ②
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１.２ 表示

（１）ブザー

短音は動作がＯＫであることを表わし、長音は動作がエラーであることを表わしま

す。

（２）７セグメントＬＥＤ

７セグメント2桁のＬＥＤで状態などの表示を行います。

比較、コピー開始時にマスタＨＤＤから情報を読み取り、短音1回でＨＤＤの容量

（１００Ｇbyte以上の場合は短音２回 、短音2回で比較やコピーの方式、短音3回）

で動作を開始します。

また、動作終了時や待機時に結果や状態を表わします。

① 容量表示（例 （短音１回））

「０.８」 －－－－－－－－ ８００Ｍｂｙｔｅ（０.８Ｇｂｙｔｅ）

「４.３」 －－－－－－－－ ４.３Ｇｂｙｔｅ

「６ ０」 －－－－－－－－ ６０Ｇｂｙｔｅ

「０ １」＋「８ ０」－－－ １８０Ｇｂｙｔｅ

② 方式表示 （短音２回）

Ｌｂ －－－－－ ＬＢＡモードで動作

ｄｏ －－－－－ ダブルモードで動作開始

ｄＬ －－－－－ ＬＢＡモードで動作（ダブルモード）

Ｃｒ －－－－－ クリアモード

ｄｒ －－－－－ クリアモードで動作（クリアモードでのダブルモード）

③ ％表示 （短音３回以降）

００～９９まで動作が終了した割合を"％"表示します。また、このとき５秒間

に１秒程度、方式表示も行います。
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④ 状態表示

ｒｙ（ ）－－－－ レディー状態

ｏｎ（ ）－－－－ 動作開始（ＨＤＤの電源ＯＮ）

ｏｋ（ ）－－－－ 結果ＯＫ

Ｅｒ（ ）－－－－ 途中結果エラー（％表示と交互表示）

ＥＳ（ ）－－－－ ＳＴＯＰキー停止（％表示と交互表示）

Ｃ０（ ）－－－－ マスタＨＤＤが未接続

Ｃ１（ ）－－－－ ターゲットＨＤＤが未接続

Ｃ２（ ）－－－－ マスタＨＤＤと初期通信できず

Ｃ３（ ）－－－－ ターゲットＨＤＤと初期通信できず

ＥＡ（ ）－－－－ マスタエラー（％表示と交互表示）
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１.３ ＨＤＤのセット

ＨＤＤの各ケーブルへのセット方法を説明します。

（１） へのケーブル接続ＨＤＩ－１０３

① マスタとターゲット用の電源ケーブル２本を、 本体のそれぞれのＨＤＩ－１０３

電源コネクタに接続します。コネクタ上下の方向を合わせ、奥までしっかりと差し

込んでください。

（２）３.５インチＨＤＤのセット

マスタＨＤＤとターゲットＨＤＤは、ＨＤＤ側のジャンパースイッチをマスタ仕様

にしてください （通常、パソコンに接続されている場合はマスタ仕様になっていま。

す。よくわからない場合はＨＤＤ上のシールなどにマスタ､スレーブ仕様について記載

されていますので、確認してください ）。

マスタＨＤＤとターゲットＨＤＤをマスタおよびターゲットのケーブルに接続しま

す。このときマスタＨＤＤとターゲットＨＤＤの位置を間違えないようにしてくださ

い。逆にセットすると大切なマスタＨＤＤのデータが失われます。

マスタＨＤＤとターゲットＨＤＤの下敷きに、出荷時に 本体とＡＣＨＤＩ－１０３

アダプタを入れてあるエアキャップ袋（ピンク色の帯電防止クッション袋）をご使用

下さい。

ＨＤＤにＨＤＤ用ＩＤＥケーブルとＨＤＤ用電源ケーブルがしっかりと差し込まれ

ているのを確認します。

通常、ＨＤＤの金属ケース側が上に、基板側が下になります。

３.５インチＨＤＤ

金属面 上

HDD用電源ケーブル

HDD用IDEケーブル
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（３）２.５インチ、１.８インチＨＤＤのセット

本製品にはノートパソコン用ＨＤＤ（２.５インチ、東芝製１.８インチＨＤＤ）用

のアダプタは付属しておりません。申し訳ございませんが、デンノー製別売アダプタ

を御購入下さい。

① ＨＤＢ－Ｄ０５（２.５インチＨＤＤ用アダプタ×２個、１セット）

② ＨＤＢ－Ｄ１０（東芝製１.８インチＨＤＤ用アダプタ×２個、１セット）

ｈｔｔｐ： ｗｗｗ ｄｅｎｎｏｕ ｉｎｆｏ// . .

２.５インチＨＤＤ用アダプタ使用例

２.５インチＨＤＤ

金属面 上

HDD用電源ケーブル

HDD用IDEケーブル
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１.４ 基本仕様

（１） 本体ＨＤＩ－１０３

①外形寸法

４０（Ｈ）×１１０（Ｗ）×１９２（Ｄ）ｍｍ

（コネクタなどの突起物は除く）

②重量

７５０ｇ

③使用環境

・動作温度 ５～４０℃

・保管温度 －１０～６０℃

・湿度 ２０～８０％（但し、結露しないこと）

（２） 用ＡＣアダプタＨＤＩ－１０３

①外形寸法

３７（Ｈ）×１０７（Ｗ）×５８（Ｄ）ｍｍ

（コネクタなどの突起物は除く）

②重量

３８０ｇ

③使用環境

１００～２４０Ｖ・入力 ＡＣ

・出力 ＤＣ１２Ｖ、４Ａ

・動作温度 ５～４０℃

・保管温度 －１０～６０℃

・湿度 ２０～８０％（但し、結露しないこと）
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第２章 操作

２．１ コピー

（１） にＡＣアダプタからのコードを接続し、ＡＣアダプタをＡＣ１０ＨＤＩ－１０３

０Ｖのコンセントに接続します。 電源スイッチを押し電源を入れＨＤＩ－１０３の

ます 「ｒｙ」が表示されます。。

（２）マスタＨＤＤとターゲットＨＤＤをセットします（１.３ ＨＤＤのセット参照 。）

（３）ＣＯＰＹキーを押します。ＣＯＰＹキーを押す長さが１秒未満の場合はコピー動

作のみを行います。

ＣＯＰＹキーを１秒以上押し続けるとコピーと比較のダブルモードになります。

ダブルモードの場合、コピー動作終了後、自動的に比較動作を行います。方式表示

は「ｄＬ」になります。

（４）ＣＯＰＹ（コピー）動作が終了した後、ターゲットＨＤＤを取り外します （完。

璧をきする場合、コピー動作後、ターゲットＨＤＤを取り外す前にＣＯＭＰキーを

押し、比較動作を行ってください。ただし、ダブルモードでコピーした場合は比較

動作は必要ありません ）。

（５）他のＨＤＤにもコピーする場合は（２）から繰り返します。

（６）終了する場合はマスタＨＤＤを取り外し、 の電源を切ります。ＨＤＩ－１０３

２．２ 比較

（１） にＡＣアダプタからのコードを接続し、ＡＣアダプタをＡＣ１０ＨＤＩ－１０３

０Ｖのコンセントに接続します。 電源スイッチを押し電源を入れＨＤＩ－１０３の

ます 「ｒｙ」が表示されます。。

（２）マスタＨＤＤとターゲットＨＤＤをセットします（１.３ ＨＤＤのセット参照 。）

（３）ＣＯＭＰキーを押します。

（４）ＣＯＭＰＡＲＥ（比較）動作が終了した後、ターゲットＨＤＤを取り外します。

（５）他のＨＤＤも比較する場合は（２）から繰り返します。

（６）終了する場合はマスタＨＤＤを取り外し、 の電源を切ります。ＨＤＩ－１０３
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２．３ オプション機能

（１）ＨＤＤデータ消去（クリアモード）

は他用されたくないＨＤＤのデータをすべてクリアする機能が付いＨＤＩ－１０３

ています。これは、すべてのセクタにデータ００ＨやＦＦＨを書き込み、ファイルや

その残骸を完全に無くしてしまうものです。再フォーマットするよりも強力です。た

だし、通常のコピー動作を行う前にＨＤＤデータ消去操作を行う必要はありません。

以下に操作方法を説明しますが、この操作を行った後にデータを復活させることは

できませんので、気を付けてご使用ください。

① にＡＣアダプタからのコードを接続し、ＡＣアダプタをＡＣ１００ＨＤＩ－１０３

Ｖのコンセントに接続します。 ＣＯＰＹキーとＳＴＯＰキーを押ＨＤＩ－１０３の

しながら電源スイッチを押し電源を入れます。７セグメント表示が「Ｃｒ」になっ

たのを確認し､ＣＯＰＹキーとＳＴＯＰキーを押すのを止めます（電源ＯＮ後、１秒

程度で「Ｃｒ」になります 。）

② 消去したいＨＤＤをターゲット側に接続します。マスター側には何も接続しないで

ください。

③ ＣＯＭＰキーを１秒以上押すとクリアするデータが００→ＦＦ→００...と変わり

ます（クリアするデータとはＨＤＤ全体に上書きするデータです 。どちらかを選）

んでください（電源投入時は００です 。）

④ ＣＯＰＹキーを押すとクリア動作を始めます。ＣＯＰＹキーを１秒以上押すとクリ

ア動作の後、続けてクリアの確認動作（ Ｄｒ」表示、クリアダブルモード）を行「

います。

⑤ クリア動作の終了後、クリアされているかどうかの確認をする場合はＣＯＭＰキー

を押して下さい（１秒未満 。クリアの確認動作を始めます。クリアダブルモード）

を行った場合は必要ありません。

⑥ 動作が終了したらＨＤＤを取り外します。

⑦ 他にもクリアしたいＨＤＤがある場合は②から繰り返します。

⑧ 通常のコピー、比較動作を行う場合は一旦電源を切り、再度入れ直してください。

終了する場合はＨＤＤを取り外し、 の電源を切ります。ＨＤＩ－１０３
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（２）動作プログラムのバージョン表示

はマイコンに書き込まれたプログラムで動作しています。このプロＨＤＩ－１０３

グラムのバージョンを表示することができます。

① にＡＣアダプタからのコードを接続し、ＡＣアダプタをＡＣ１００ＨＤＩ－１０３

Ｖのコンセントに接続します。 ＳＴＯＰキーを押しながら電源スＨＤＩ－１０３の

イッチを押し電源を入れます。７セグメント表示にバージョンが表示された後、Ｓ

ＴＯＰキーを押すのを止めます（電源ＯＮ後、１秒程度で表示します 「１.０」と。

表示された場合プログラムのバージョンは１.０ です 。）

この後は通常の動作になります。

２．４ 使用上の注意ＨＤＩ－１０３

① 本機は著作権法で許された範囲のコピーを目的として使用するものです。著作権法

で許されない目的に使用しないでください。

② マスタＨＤＤとターゲットＨＤＤを正常に接続しているのにＨＤＤを認識できない

とき（Ｃ０～Ｃ３表示）は、 とＨＤＤを接続するＩＤＥケーブルやＨＤＩ－１０３

電源ケーブルの接触不良が考えられます。 本体への差込やＨＤＤへＨＤＩ－１０３

の差込が不足していないか確認してください。

また、ＨＤＤの仕様が異なる場合もあるため、ＨＤＤ側のジャンパースイッチを変

更してマスタ仕様やスレーブ仕様にして試してみてください。

③ Western Digital製ＨＤＤはシングル仕様でないと認識できない場合があります。

ＨＤＤ側のジャンパースイッチがマスタ仕様やスレーブ仕様なっている場合はシン

グル仕様に変更してください。
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コネクタ側

ＴＡＲＧＥＴ


