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addlink SSDのインストールは簡単で、コンピュー
ターの速度が大幅に向上します！

ソリッドステートドライブ（SSD）は、NANDフラッシュメモリを使用して
高性能、品質、信頼性を提供する革新的なストレージデバイスであり、従来
のブロック入出力（I / O）ハードディスクドライブ（HDD）と互換性があ
り、一般的なアプリケーションで簡単に交換できます 。

SSDには可動する機械部品がなく、従来のハードディスクドライブ
（HDD）で使用される電気機械式磁気ディスクの代わりに、耐衝撃性と耐
振動性により、従来のHDDよりも安全にデータを保護できます。 また、
SSDは読み取り/書き込み速度がはるかに速く、起動とアプリケーションの
読み込み速度が速く、システムが応答します。 さらに、SSDは消費電力が
低く、発熱が非常に少なく、動作時のノイズがなく、従来のハードディスク
ドライブ（HDD）と比較して抜群の安定性を提供します。
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必要な工具と部品：
•SATAインターフェイスコネクタ
•SATA電源コネクタ
•SATAケーブル（一部のデスクトップでは必要な場合があります）

インストールの注意事項：
PCカバーを取り外してSSDを取り付ける前に、PCの電源がオフになってい
て、電源ケーブルが抜かれていることを確認してください。 PCの電源が
入っているときにHDDを取り外したり、SSDを取り付けたりすると、重大
な損傷が発生する可能性があります。さらに、バッテリーパックをノート
ブックから取り外します。

多くのPCおよびストレージデバイスがSATAのホットプラグ（ホットス
ワップ）機能をサポートしている場合でも、addlinkはインストールプロセ
スを開始する前にPCの電源を切ることを強くお勧めします。

派生の処理には注意してください。コネクタに触れないでください。

既存のSATA HDDをSSDに交換する場合は、既存のSATAインターフェイ
スケーブルとSATA電源ケーブルを使用できます。 SSDをデスクトップPC
に新たにインストールする場合は、SATAインターフェイスケーブル、
SATA電源ケーブル、3.5インチアダプターブラケット、ネジなどの必要な
アイテムを準備する必要があります。

SATAインターフェースケーブルが1メートルを超えると、ハードウェア検
出エラーまたは動作エラーが発生する場合があります。注：SATAケーブル
は、すべてのSATAインターフェイスタイプ（SATA 1.5 Gb / s、3Gb / s、
および6Gb / s）と互換性があります。
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準備する

1.物資を集める
システムが必要になります。 ドライバー。 addlink SSD。 SATA-USB
ケーブル。 そして、システムのオーナーズマニュアル。 SATA-USB
ケーブルがない場合は、別売のaddlink SSDインストールキットで入手で
きます。

2.重要なファイルをバックアップする
実際のインストールを開始する前に、コンピューター上の重要なファイ
ルを外部ストレージドライブまたはUSBドライブに保存するために少し
時間を取ります。

3.ゆっくりと慎重に進む
必要な情報はすべてここにあります。 お使いのシステムは表示されてい
るものとは異なる可能性がありますが、プロセスは同じです。
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デスクトップへのインストール
一部のストレージベイと既存のハードドライブは、標準サイズのSSD
よりも大幅に大きくなっています。 お使いのシステムでこれが当ては
まる場合、SSDをぴったり合わせるには2.5インチから3.5インチへの
コンバーターが必要です。

• システムの電源を切り、すべての電源ケーブルを外します。

• システムの外側パネルを取り外します（システムのユーザーマニュ
アルを参照してください）。

• システムに2.5インチドライブベイが搭載されている場合、3.5イン
チアダプタブラケットは不要です。
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• お使いのシステムに2.5インチドライブベイが搭載されていない場合
は、SSDを2.5インチから3.5インチのアダプターブラケット（一部の
モデルに付属の3.5インチアダプターブラケット）に取り付ける必要
があります。

• SSDを使用可能なドライブベイに取り付けます。

• SATA *データケーブルと電源ケーブルの両方の一方の端をマザー
ボードのSATAコネクタに接続し、残りの端をSSDに接続します。

• 外側のパネルを取り付け直し、電源ケーブルをPCに再接続します。

• システムの電源を入れて、インストールが成功したことを確認します。

注：SSDがプライマリブートドライブになる場合、OSのインストール手
順の詳細については、オペレーティングシステムのユーザーマニュアル
を参照してください。 このSSDをセカンダリドライブとして使用する場
合、使用する前にドライブをフォーマットする必要があります。

* SATA 6Gbit / sは、SATA 3Gbit / sと下位互換性があります。 ただ
し、SATA 6Gbit / sデバイスをSATA 3Gbit / s接続に接続すると、パ
フォーマンスが低下します。
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ラップトップのインストール
取り外した古いストレージドライブを確認し、ブラケット、アダプター、
サポートフレーム、ブラケット、タブ、または取り付けられているネジを
探します。古いドライブに何かが取り付けられている場合は、同じ方法で
取り外してSSDに置きます。 次に、SSDをストレージベイに再挿入しま
す。 それでもぴったり収まらない場合は、前に取っておいたスペーサー
を使用し、図のように接着剤をはがしてドライブに貼り付けてSSDに取り
付けます。 スペーサーを取り付けると、取り外した既存のドライブと同
じレベルの厚さをSSDで実現できます。

注：多くのインストールではスペーサーは必要ないため、スペーサーを使
用する必要はありません。
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• システムの電源を切り、すべての電源ケーブルを外し、バッテリーを取
り外します。

• ハードドライブのアクセスパネルを見つけます。アクセスパネルのネジ
を外して取り外します。

• 現在のストレージドライブをドライブベイから取り外して取り外します
（システムのユーザーマニュアルを参照）

• HDDからすべてのブラケットとコネクタを取り外し、必要に応じてSSD
に取り付けます。

• 注：HDDに専用のコネクターやブラケットが存在する場合は、慎重に取
り外してSSDに接続してください。システムはさまざまで、これらのア
イテムは存在する場合と存在しない場合があります。

• SSDをSATA *コネクタに慎重に合わせて、ドライブベイにSSDを挿入
します。

• SSDをドライブベイに固定します。アクセスパネルを再度取り付け、
バッテリーをシステムに挿入します。

• システムの電源を入れて、インストールが成功したことを確認します。
ブートドライブの場合、これはOSインストールを促すBIOSによって示
されます。セカンダリドライブの場合は、以下のフォーマットの指示に
従ってください。

注：SSDがプライマリブートドライブになる場合、OSのインストール手順
の詳細については、オペレーティングシステムのユーザーマニュアルを参照
してください。このSSDをセカンダリドライブとして使用する場合、使用
する前にドライブをフォーマットする必要があります。

* SATA 6Gbit / sは、SATA 3Gbit / sと下位互換性があります。ただし、
SATA 6Gbit / sデバイスをSATA 3Gbit / s接続に接続すると、パフォー
マンスが低下します。
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WindowsでSSDをフォーマットする
製品を再フォーマットすると、製品に保存されているすべてのデータ
が失われたり破損したりする可能性があります。再フォーマットする
前に、製品に必要なデータやファイルが含まれていないことを確認し
てください。

Windows 8.1およびWindows 10の場合：
• ショートカットキー「Windowsキー+ X」を入力します。
• 「ディスク管理」を選択します。

Windows 7の場合：
• Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[コンピューター]を右
クリックして[管理]を選択します。 「コンピューターの管理」ウィ
ンドウが表示されます。

• 左側のメニュー（「ストレージ」の下）で「ディスクの管理」を
選択します。

• 注：ディスクの初期化を求めるポップアップウィンドウが表示さ
れた場合。 「OK」をクリックします。

• 新しく「割り当てられていない」ディスクを右クリックし、「新し
いシンプルボリューム」を選択して画面の指示に従います

• 指示。注：デフォルトのシンプルボリューム設定を変更する必要は
ありません

• プロンプトが表示されたら、「完了」をクリックします。
• これでSSDがフォーマットされ、OSインストールの準備が整いま
した。
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1ギガバイト（1 GB）は109 = 1,000,000,000バイトを意味し、1テラバ
イト（1 TB）は1012 を使用して = 1,000,000,000,000バイトを意味し
ます。 ただし、コンピューターのオペレーティングシステムは2の累乗を
使用してストレージ容量を報告します。これは、1GB = 230 = 
1,073,741,824バイトと1TB = 240= 1,099,511,627,776バイトを定義
するために使用されるため、ストレージ容量が少なくなります。 使用可能
なストレージ容量（さまざまなメディアファイルの例を含む）は、ファイ
ルサイズ、形式、設定、ソフトウェアとオペレーティングシステム、およ
びその他の要因によって異なります。

SATA III 6Gb/s
SSD 
ユーザーマニュア
ル

前書き

必要なツールと準備

デスクトップインス
トール

ラップトップインス
トール

WindowsでSSDを
フォーマットする

容量計算

10



HEADQUARTER
3F.-1, No.200, Gangqian Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

CONTACT INFORMATION
TEL : +886-2-8797 3116
FAX : +886-2-8797 3522

www.addlink.com.tw


