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USB メモリー取扱いの基礎 

◆USB メモリーとは、データを記録する小型の記録メディア（媒体）の１種 

◆USB メモリーの特徴 

1、 どのパソコンでも使える（但し Windows98はドライバーが必要） 

2、ドラッグするだけでデータの書き込み（移動）が出来る 

3、手軽に持ち運びが出来る 

4、低価格で大容量である 

 

◆ USB メモリーの構造（主要部分） 

1、 フラッシュメモリー 

 ・データを保存するための半導体部品 

ハードディスクに比し小型、衝撃に強い。パソコンから抜いてもデータが消えない 

・USB メモリーの容量を決め、値段を左右する重要な部分 

 

2、USB端子 

   ・データ、電気の通り道 

        パソコンのコネクタ（差し込み口）に向きを合わせて差し込む 

   ・二つの規格（データをやり取り、読み書きする速度）あり 

        USB1.1   USB2.0（1.1の約 9倍の速度・理論上は 40倍） 

 

3、コントローラ 

   ・USB メモリーとパソコン間のデータのやり取りを制御する半導体部品 

    （データの受け渡し、読み書きなどの処理が効率よくできるよう指示を出す） 

 

◆USB メモリーの基本的な使い方 

   1、USB メモリーをパソコンに認識させる 

      ・USB メモリーの向きに注意してコネクターに差し込む 

      ・初回は「準備ができました」と言う吹き出しが画面の下部に出て、準備完了 

2回目以降は、差し込む度に音が出る 

これでマイコンピュータ（ビスタはコンピュータ）に「リムーバルディスク」として認識された 

 

   2、USB メモリーの中身を見る 

      ・「マイコンピュータ（ビスタではコンピュータ）に出ている「リムーバルディスク」のアイコンを

ダブルクリックして中身を見る 

 

   3、マイドキュメントにあるファイルを、差し込んだ USB メモリーに保存する方法（※１） 

       ・マイドキュメントを開き USBメモリーに保存したいファイル（フォルダ）を選択し、それをリム

ーバルディスクにドラッグ・アンド・ドロップする 
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4、USB メモリーをパソコンから取り外す（終了処理）（※２） 

・取り外す前に開いているウインドウは閉じておく 

・タスクバーのボタンをクリック、吹き出し「～を安全に取り外します」をクリック、続いて吹き 

出し「ハードウエアの取り外し～」が出たら準備完了。吹き出しを閉じてゆっくり抜出す 

 

◆ 製品選びのポイント 

1、容量（用途と予算で選ぶ、１～２GB：1,000～2,000円台、4GB：4,000円台） 

・普通に使用するなら（１GBで可）    ・使い勝手の良い容量で割安なのは（２GB） 

・バックアップや大きなファイルを持ち歩くなら（４GB以上） 

・人にプレゼントするなら（512MB～１GB、1,000円以下） 

（但し、記載の値段は昨年夏のもの） 

 

２、 速度（パッケージに表示） 

・標準的な製品（容量が 10MB未満のファイルしか読み書きしない場合はこれで充分） 

・高速タイプ（10MB以上のデータをよく書き込む場合にオススメ） 

 

３、 セキュリティ 

・パスワードをつけて USB メモリーを保護する 

・暗号化機能付の製品があるが、主にビジネス用に使われている。 

 

４、 その他 

・USB メモリーの素材と質感（プラスチック製、金属・アルミ製、他）で選ぶ 

・キャップの有無、スライド式、回転カバー式、その他の形で選ぶ 

 

 

 

◆快適活用術 

１、ファイルを右クリックで USB メモリーに簡単にコピー（※１） 

・ファイルを「右クリック」→「送る」→USB メモリー（リムーバルディスク）とクリック 

 

2、ショートカットの作成 

・デスクトップにUSBメモリー（リムーバルディスク）のショートカットを作成して、ダブルクリ

ックですぐ開くようにする（複数の USB機器をつなぐ場合は U ドライブにしておくとよい） 

・ショートカット作成はマイコンピュータにある USB メモリー（リムーバルディスク）をデスク

トップにドラッグ・アンド・ドロップする 

 

3、USB メモリーの差し込む向きでまごつかない 

・はがせるシールを貼る（100円ショップなどで入手） 
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4、「U ドライブ」に変える 

   ・USB メモリーのドライブ文字は他の USB機器を接続すると変わる場合があり、USB メモ

リーのドライブが分かりにくい。そのため最初からメモリーのドライブ文字をアルファベ

ットの後部文字（例えば U）にすれば固定されて迷はない 

 

・《方法》 

USB メモリーをセット→「マイコンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→右側の「ディ

スクの管理」をクリック→左上の「USB メモリードライブ」を右クリック→「ドライブ文字とパ

スの変更」をクリック→次の画面で「変更」をクリック→「ドライブ文字とパスの変更」ダイ

アログで「U」を選び「OK」→次の画面で「はい」をクリック→「ドライブ文字とパスの変更」

ダイアログを閉じる 

 

   5, 名前を付けて見分けやすくする 

       マイコンピュータに複数の「リムーバルディスク」が有る場合は、「USB メモリー」のディス

クのボリュームラベルを「USB メモリー」名に変えておく 

        （右クリック→名前の変更） 

 

   6、アイコンを変えれば一目瞭然 

アイコン用の画像をネットで入手し、USB メモリーの絵柄に変えれば一目で判る 

        http://www.towofu.net/soft/icons.htm   （USB メモリー8色セット） 

・ダウンロードしたファイルを解凍後、アイコンにしたい画像（私は「USB_Green」）を、

USB メモリーにドラッグアンドドロップしてコピー 

・「メモ帳」を開き、半角で「 [autorun] 」, 改行して「 icon=USB_Green.ico 」 

 ファイル→名前を付けて保存 

・「名前を付けて保存」画面で、「保存する場所」は USB メモリー（リムーバルディスク）を 

 選択し、ファイル名に「autorun.inf」と入力し「保存」をクリックする 

・USB メモリー（リムーバルディスク）内に「autorun」と「USB Green」のファイルが保存さ 

れていれば OK。次にパソコンに差し込んだときからアイコンが変わる 

 （註）既に USB メモリー内に「autorun」ファイルがある場合は、ファイルを開いて文字列 

   「icon=USB_Green.ico」に変更し上書き保存すれば良い 

 

7、USB メモリーをパソコンから素早く取り外す方法 

（複数の USB機器を接続している場合には特に便利） 

 ・下記どちらかのフリーソフトをダウンロードする 

 

①「UnplugDrive Portable」を使用して、アイコンを右クリックのみで簡単取り外せる 

     http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se387959.html 
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 ［手順］ 

・ダウンロードしたファイルを解凍し、「Autorun」と「UnplugDrive」を USB メモリーにコピー

（既に USB メモリーに「Autorun」ファイルを作っている時は上書きされ前のは使えなく

なる） 

・次に USB メモリー内の「UnplugDrive」をダブルクリックで準備完了 

・USB メモリー（リムーバルディスク）、又はショートカットを右クリック→「記憶デバイスの

安全な停止」をクリック→「ハードウエア取り外し」の吹き出しが出る→ゆっくり取り外す 

（註）ビスタでは本ソフトをインストールしなくても USB メモリーを右クリックするだけで

外せる製品もある 

 

②「Unhotplug」を使えばキー入力で取り外せる 

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se374357.html 

 

［手順］ 

・「インストーラあり」をダウンロード。解凍した「Unhot PlugSetup」をダブルクリックして  

インストール。 

・パソコン再起動後にタスクトレイに常駐した「Unhotplug」をダブルクリック→ダイアログ

ボックス内の USB メモリーをダブルクリック  

・「ホットキーの設定」画面が出たら、取り外す為のキーをキーボードから入力する 

他のショートカットキーと重複しないように組み合わせると良い（例「Alt」＋「U」）  

 

◆USB メモリーを保護する 

１、ファイルにパスワードを付けデータを保護する（圧縮フォルダの機能を使う） 

   ［手順］ 

       ・ファイルまたはフォルダを右クリック→「送る」→「圧縮」→「圧縮（zip形式）フォルダ」とク 

        リック 

   ・作成された圧縮ファイルをダブルクリックし中身を開く 

   ・「ファイル」→「パスワードの追加」とクリック 

・「パスワードの追加」画面でパスワードを設定する（パスワードは忘れないように）  

 

2、USB メモリーの紛失を防ぐ 

携帯電話用ネックストラップ、伸縮式ストラップなどで、先端部を取り外せるものが良い   

 

 

（以上の参考書：日経 PCオンライン「USB メモリー完全理解」他） 
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◆ USB メモリーウイルスについて（便利の裏に落とし穴） 

 

・IPA（独立行政法人情報処理推進機構）へのウイルス相談届出件数 

    平成 20年 9月：11,722件、   10月：62,555件    11月：101,090件 

 

・発生件数急増の理由 

  ①既存のウイルスに、外部記憶メディア（USB メモリーなど）への感染機能が新たに組み込ま 

れつつある。 

（OSの立上げ時に実行されるプログラムが格納されているハードディスクやフロッピーディ

スク上の領域（ブートセクタ）にウイルスが感染すると、パソコン起動時に必ず実行される

ためウイルスに感染する、その「ブートセクタ感染型ウイルス」に類似している） 

②外部記憶メディアの大容量化と低価格化で利用機会が増えてきた 

③外部記憶メディアに対するウイルス対策に余り意識が行き届いていない 

④ウイルスに感染した外部記憶メディアを安易にパソコンに接続するため、そのパソコンがウ 

 イルスに感染し被害が拡大する 

 

  ・最近の事例 

①USB メモリー内の身に覚えのないファイルを興味本位でクリック。その後、SD メモリーカー 

ドを接続したら、SD メモリーカードにウイルスが感染した（利用者の不注意） 

②データの受け渡しのために、他人の USB メモリーを自分のパソコンに接続したら、ウイル 

 ス感染した（利用者の不注意） 

③街のパソコン教室のパソコンに自分の USB メモリーを接続してデータをコピーした。その 

  USB メモリーを職場のパソコンに接続したら、ウイルスを検知した（公私混同） 

 

  ・外部記憶メディアを経由して感染を広げるウイルスの概要 

（外部記憶メディアとは、USB メモリー、メモリーカード、USB接続型外付けハードディスク等 

 あるが、以下、「USB メモリー」を代表として説明する） 

 ①感染の仕組み 

   ・Windows2000以降のパソコンには、USB メモリーが接続されると、その USBメモリーの 

    中に置かれたプログラムを自動的に実行する機能がある 

   ・USB メモリー感染型ウイルスは、この機能を悪用して感染活動を行う 

   ・USB メモリー感染型ウイルスは USB メモリーに感染する際、Windowsエクスプローラ 

    からは見えない「Autorun.inf」と言うファイルを USB メモリー内に作成することで、ウイ 

    ルス自身が自動実行される状態にする 

   ・感染した USB メモリーをパソコンに接続した時や、マイコンピュターの USB メモリーア 

    イコンをダブルクリックした時にUSBメモリー内のウイルスが起動し、パソコンにウイル 

    スが感染する 

   ・ウイルスに感染したパソコンに、別の USBメモリーを接続すると、その USB メモリーに 

    ウイルスが感染し、USB メモリー感染型ウイルスが拡散していく  
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 ②ウイルスの特徴 

  （１）ウイルスファイル自身のアイコンや属性情報を偽装し、データファイルに見せる 

  （２）起動中のウイルス対策ソフトなどを強制終了させる 

  （３）次の妨害行為をする 

    ・Windowsに付属している「コマンドプロンプト」、「タスクマネージャ」、「レジストリエディ 

     タ」などのプログラムファイルを別のファイルに書き換え、ウイルスの駆除や感染確 

     認作業を妨害する 

    ・複数のウイルスを同時に実行する。そのうち 1つのウイルスが終了させられても、他 

     のウイルスが、止められているウイルスを再実行させることにより、ウイルスの駆除 

     作業を妨害する 

    ・ウイルスファイル自身の日付情報を改ざんして、日付けによる検索妨害をする 

    ・ウイルスのファイル属性を「隠しファイル」として、ウイルス自身が見えないようにする 

    ・インターネットへの接続時に参照する特定ファイル（hosts ファイル）を改ざんし、ウイ 

     ルス対策ソフトベンダなどのウエブサイトへの接続を妨害する 

 

 ③主な被害内容 

  パソコンがウイルスに感染した場合 

  （１）Windowsが正常に動作するために必要なシステムファイルが破壊される 

    その結果、Windowsがシステムファイルを修復しようとして、「Windows ファイル保護の 

    画面が出て、システム CDが要求される場合がある 

  （２）オンラインゲームサイトのアカウント情報（IDやパスワード）が盗まれる 

    盗まれたアカウント情報でゲームに不正アクセスされ、ゲーム内の通貨や、アイテム 

    などを失う可能性がある 

  （３）他のウイルスをダウンロードさせられる 

    これにより、更に悪質なウイルスをダウンロードさせられる可能性あり 

 

 ④対策 

  （１）基本的な対策 

    ・ウイルス対策ソフトのウイルス定義ファイルを常に最新の状態に更新し、リアルタイ 

     ムのウイルス検知機能を有効にしておく 

    ・USB メモリーに対しても定期的にウイルスチェックを実施する 

    ・OS、アプリケーションを常に最新の状態に更新し、脆弱性を突かれてのウイルス感 

     染を防ぐ 

 

  （２）USB メモリー利用における対策 

    ・自身が管理していない USBメモリーや所有者の不明な USBメモリーは自分のパソコ 

     ンに接続しない 

    ・自分が管理していないパソコンや不特定多数が利用するパソコンには自分の USBメ  

     モリーを接続しない 
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    ・個人所有の USB メモリーを会社のパソコンに接続しない。又、会社所有の USB メモ 

     リーを自宅のパソコンに接続しない 

  （３）USB メモリーの自動実行を防止するための方法 

    （Windowｓの自動実行は利用者にとって便利な機能ですが、ウイルスに悪用されると 

    大変危険です。従って多尐不便ですが USB メモリーを接続しても自動実行しないよう 

    に設定することを奨めます 

    （a）Windows Vistaの場合 

     ・デスクトップの「スタートボタン」をクリック→コントロールパネル→「ハードウェアとサ 

      ウンド」の中の「CDまたは他のメディアの自動再生」をクリック→（設定画面がでる） 

     ・「自動再生」画面の「メディア」の種類には USB メモリーは無いが、「ソフトウエアとゲ 

      ーム」設定項目で対応出来るので、「ソフトウエアとゲーム」設定項目をクリック→ 

      「何もしない」を選択→「保存」ボタンをクリックする 

       （オーディオファイル、ビデオファイル、DVDムービーなども同様の設定を勧奨） 

 

     （註）但し、Windows Vistaには、２００８年７月にマイクロソフトが公開した「Windowsエ 

        クスプローラの脆弱性により、リモートでコードが実行される（MS０８－０３８）」と 

        いう脆弱性がある。この脆弱性を解消していない場合は、上記の設定をしても、 

        USB メモリー内に Autorun.inf ファイルと実行ファイルが存在すれば、USB メモリ 

        ーを接続すると自動的に実行ファイルが起動されてしまう 

        従って、上記の設定変更をするとともに、必ずマイクロソフトから脆弱性に対す 

        る更新プログラムを入手し、脆弱性を解消することが必要です。 

        又、確実に実行ファイルを自動起動させない為には、現在公開されているすべ 

        ての重要な脆弱性について、Windows Updateを実施して解消しておけば良い 

 

    （ｂ）Windows XPの場合 

     ・USB メモリー内に、Autorun.inf ファイルと実行ファイルが入っている場合でも、パソ 

      コンに接続した時点ですぐ実行ファイルが起動することは無い。 

      しかし、マイコンピュータから USB メモリーを認識したリムーバルディスク（USB メモ 

      リー）をダブルクリックすると、実行ファイルが起動する。その際、もし USB メモリー 

      にウイルスが感染していたら、パソコンにも感染する 

 

     この問題を解決する更新プログラム（以下）が平成２０年９月に Microsoftから公開 

      された 

      ・「Windowsで強制“無効”に自動実行レジストリーを修正する方法」  

               http://support.microsoft.com/kb/953252/ja 

      ・「WindowsXP用の更新プログラム（KB950582）」 

                http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID= 

               CC4FB38C-579B=40F7=89C4=1721D7B8DAA5&displaylang=ja 
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       この更新プログラムを適用することにより、USB メモリー内のプログラムが自動実 

       行されないようになる。 

       マイコンピュータの USB メモリーを認識したアイコン（ドライブ）をダブルクリックし 

       ても自動実行されず、ただドライブの中身が見えるだけとなる 

 

       自動実行を無効にしたパソコンに USB メモリーを接続した場合でも、リムーバル 

       ディスクとして認識したドライブに対して、必ずウイルス対策ソフトで、ウイルスチ 

       ェックをして利用のこと。 

       併せて、Windowsエクスプローラから USB メモリーを認識したドライブの中身を見 

       て怪しいファイルをチェックしよう。もし、怪しいファイルがあれば、開かずに、すぐ 

       削除すること。自分で判断できない時は詳しい人に聞いて対処する 

以上 

（参考資料：IPAの HPより） 


