
ＵＳＢの有難さ！ 



 
２００３年６月・ＭＣＣ研修で紹介された 

 
 

 

 

 

 

 



ＵＳＢ（Universal Serial Bus）とは 

 

①パソコンのインターフェースとしての 

  ＵＳＢポートとこれで接続される周辺機器 

 

②パソコンの外付け記憶媒体としての 

  ＵＳＢメモリー 



其の１－インターフェース編 







ポートは入口は単純だが背景は結構複雑 





昔は周辺機器の接続は面倒だった 



ＳＣＳＩ（スカジー）なんて懐かしい 



パソコンの裏面側面には色んな穴があるが・・・ 



沢山のインターフェースが在るわけ 

 

電源 
 
 

ＰＳ/2 マウス・キーボード 
 

 
 

ＤＶＩ-1  Digital Visual Interface  
  液晶モニター 
 
 

Ｄ-Ｓｕｂ ディスプレイに使われる、 
       アナログ RGB の15ピン端子 
 

IEEE1284（セントロニクス） 
  「パラレルポート」とも呼ばれる 
   プリンター接続 



RS-232C  モデム接続 
「シリアルポート」とも呼ばれる。 

 

Ethernet（IEEE802.3） ＬＡＮ接続  

 

ＵＳＢ １２７ヶ迄ツリー接続可能  
プリンタ、スキャナ、マウス、キーボード、HDD、光学ドライブ、メ
モリーカード、ジョイスティック、デジタル・ミュージック 

・プレイヤー 

IEEE1394（６ピン）アップル開発 

デジタルビデオ、HDD、光学ドライブ、スキャナ 
 

IEEE1394（４ピン） ソニー開発 

デジタルビデオ、HDD、光学ドライブ、スキャナ 

音声アナログ入出力 
マイク、スピーカー 

 

S/PDIF Sony Philips Digital InterFace  
光 / 同軸デジタルで音声を入出力するポート 

アンプ、スピーカー 



結果パソコンの裏側は簾のようになる 



ＵＳＢは救世主のような存在だ！ 



「Aが主（＝本体側）」「Bが従（＝周辺機器側）」 



ＵＳＢハブを使えば殆どの周辺機器は繋がる 



 
ＵＳＢメモリーはホッとプラグ 
一目瞭然で認識される 

 



挿入は簡単だが、 
抜き取るには手続きが必要 



これを無視すると 
トラブル（データ消失）になりかねない 



其の２－メモリー編 



様々な形状、容量があるが 



こんなのは遊び心の行き過ぎか 



開発されたのは存外古い 

• 1985年 舛岡富士雄（東芝）フラッシュメモリ発明 
• 1989年 モーラン（Dov Moran）ＵＳＢメモリ発明 
• 1996年 USB1.0規格策定 転送速度12Mbps 
• 1996年 ＩＢＭ、ＵＳＢ端子をもつパソコンを発売 
• 1998年 Windows98でＵＳＢを標準仕様に加え
た 

• 1999年 アップル、iMacでの接続端子をＵＳＢに
限定 

• 2000年 USB2.0規格策定 転送速度480Mbps 
• 2008年 USB3.0規格策定 転送速度5Gbps 

 



ＵＳＢの長所は・・・ 

• 回転機構がない：軽量小型化できる 

• プラグアンドプレイ機能：ドライバが
不要であり、挿入すればシステムが
自動認識する 

• ホットプラグ機能：パソコン稼働中に
差し込み取り出しができる 



ところでＤｉｓｃとＤｉｓｋの差はご存知？ 

 

語源はギリシャ語の “diskos”
（円盤）であり、 “disc”は英語、 
“disk”は米語というのは俗説。 

 

正しくは 

磁気ディスクが"disk"  

光ディスクが "disc“ 



リムーバブル・ディスクの走りは 



懐かしいＦＤ！ 

1980年、ソニーが3.5イン
チ（90mm）のディスクを開
発し、1981年発売の英文
ワープロ「シリーズ35」の
外部記録媒体として採
用・発売された 

この後3.5インチフロッ
ピーディスクは大いに普
及し、最盛期では世界市
場で1995年にディスクが
年間約45億枚に達した。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1980%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1980%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1981%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1981%E5%B9%B4


FDD（フロッピーディスク）の盛衰 
容量1.4ＭＢでは直ぐに役立たずになった 



ＣＤ（Ｃｏｎｐａｃｔ Ｄｉｓｃ）が続くが・・ 
これも650～700ＭＢ止まりでは・・・ 

• 1965年、アメリカの発明家
ジェームス・ラッセルが音楽用
光学メディア・テクノロジーを
発明。 

• 1970年代前半、フィリップスと
MCAがレーザーディスクを開
発。 

• 1975年、ソニーが光ディスク
の開発を開始。 

• 1982年、CDの生産が開始。ソ
ニーの第1号機はCDP-101で
168,000円、同日、CBSソニー、
EPICソニー、日本コロムビアか
ら世界初のCDソフトが発売さ
れた 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1965%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1965%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1970%E5%B9%B4%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/1970%E5%B9%B4%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1975%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1975%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4


ＤＶＤ→ＢｌｕＲａｙと光ディスクは進化 
取扱いが面倒で用途は動画に偏重している 



現在の花形はフラッシュメモリー 



今や寵児となった観がある 





構造はこのようなもの 

 1 USBコネクタ 

 ２ USBコントローラ 

 ３ テストポイント 

 ４ フラッシュメモリチップ 

 ５ 水晶体振動子 

 ６ 発光ダイオード 

  （アクセスランプ） 

 ７ ライトプロテクトスイッチ 

 ８ 二つ目のフラッシュメモリ 

  チップ（この写真では未実装） 

 



フラッシュメモリーはセルの集合体 



舛岡富士雄 
フラッシュメモリーの発明者 



• 1943年 群馬県高崎市出身。 
• 1966年 東北大学工学部電子工学科卒業。 
• 1971年 同博士後期課程修了。株式会社東芝に入社。 
• 1980年 NOR型フラッシュメモリを発明。 
• 1986年 NAND型フラッシュメモリを発明。 
• 1994年 同社退社、東北大学大学院情報科学研究科
教授。 

• 1996年 東北大学電気通信研究所教授。 
• 2004年 日本ユニサンティスエレクトロニクス株式会社
最高技術責任者(CTO)。 

• 2007年 紫綬褒章。2013年 文化功労者。 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1943%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1943%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B4%8E%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/1966%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1966%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1971%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1971%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E8%8A%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/1980%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1980%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/NOR%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/NOR%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/1986%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1986%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/NAND%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/NAND%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/1994%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1994%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AB%E7%B6%AC%E8%A4%92%E7%AB%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E5%8A%9F%E5%8A%B4%E8%80%85


舛岡vs東芝の裁判 

• 舛岡は自身が発明したフラッシュメモリの特許で、
東芝が得た少なくとも200億円の利益うち、発明
者の貢献度を20％と算定。本来受け取るべき相
当の対価を40億円として、その一部の10億円の
支払いを求めて2004年3月2日に東芝を相手取
り、東京地裁に訴えを起こした。 

• 2006年7月27日に東芝との和解が成立、東芝側
は舛岡氏に対し8700万円を支払うこととなった 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%882%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%882%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%882%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%882%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E8%8A%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4


USBの発明者は 
イスラエル人・Ｄｏｖ Ｍｏｒａｎ 



メモリー容量は年々増大した 

2000年：16MB、32MB、64MB、128MB 
2002年：256MB 
2003年：512MB 
2004年：1GB 
2005年：4GB 
2006年：8GB 
2007年：16GB 
2008年：32GB、64GB 
2009年：128GB、256GB 
2013年：512GB、1TB 

 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2002%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2002%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2003%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2003%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4


そして転送速度も又進化した 



コネクターは下位互換だ！ 



価格は急落の一途（有難いハナシ） 



主な生産者は 
順位 メーカー名 シェア率 

1 IODATA 29.18% 

2 バッファロー 9.68% 

3 ハギワラソリューションズ 9.56% 

4 エレコム 7.29% 

5 Silicon Power 7.21%  



余りにも種類が多く、値段の基準が判り難い 



買う場合の心得 

１）先ずメーカーを選ぶことが第一 

  ＩＯＤＡＴＡ，バッファロー、ソニーなら間違い無い 

２）転送速度を確かめる（3.0ならＯＫだが2.0でも可） 

３）容量は使用目的に合わせて決める 

４）対応ＯＳのヴァージョン確認 

５）形状、色等は拘らない（コネクターキャップは有益） 

６）値段の廉いものには要注意！ 

  （古いモノや怪しげなメーカーは避けるべし） 



だが欠点もある・・・ 





寿命切れのサインは・・・ 



経年劣化と使用頻度による短命 



長所と欠点はウラハラの紛失危険 
ストラップを必ず付けると良い 



最近登場した画期的な「どっちもコネクター」 





私の使用例・・・結構重宝している 



ＵＳＢの脅威は 
Ｉｎｔｅｌ/Appleが２０１３年開発した 



転送速度の差は圧倒的 



この勝負はどうなるだろうか？？ 

  USB Thunderbolt 

Cost 〇 × 

伝送速度 × 〇 

給電能力 × 〇 

汎用性 〇 × 

将来性 ？ ？ 



ＵＳＢの天敵は無線かも？？ 


