
My Book®

Live™ Duo
パーソナルクラウドストレージ

すべてのコンテンツを二
重にバックアップ。どこか
らでもアクセス可能。

無線ルーターに接続。簡単セットアップ

バックアップ対応。Windows・Macに両対応

安全なリモートアクセス機能搭載、モバイルアプリ対応

My Book Live Duoを無線ルーターに接続して、
ホームネットワーク上に共有ストレージを構
築。WindowsとMacでファイルを共有。動画・写
真・音楽ファイルをテレビなどにストリーミン
グ。また、外出先からでもパソコンおよびモバ
イル端末から簡単かつ安全にリモートアクセ
ス可能。RAID1対応だから、大切なデータを自
動的に複製してバックアップ。
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My Book Live Duo
パーソナルクラウドストレージ

製品の特長

製品仕様

Western Digital、WD、WDのロゴ、My Book、WD TVおよび Put Your Life On It は、米国およびその他の国における登録商標です。My Book Live、WD TV Live、WD SmartWare、WD Photos,およびWD 2goは、Western Digital Technologies, Inc.の商標です。本書に記載され
るその他のマークは、その他の企業に帰属する場合があります。写真は、実際の製品と異なる場合があります。地域によっては、お取り扱いのない製品があります。製品およびパッケージの仕様は、予告なく変更される場合があります。WD製
品をお買い求めになった国によって保証期間が異なります。保証内容の詳細およびこれら地域における国の一覧については、弊社ウェブサイトの http://support.wdc.com/warranty をご覧ください。
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

記憶容量は、1テラバイト(TB) ＝ 1兆バイトで表されています。使用可能総記憶容量は、動作環境によって異なります。転送レートまたはインターフェースは、毎秒1メガバイト(MB/s) ＝ 毎秒100万バイト、毎秒1ギガビット(Gb/s) ＝ 毎秒10億ビッ
トで表されています。                               4178-705284-R03 2012 年 11 月

自分専用のパーソナルクラウドで
動画、写真、音楽、ファイルを管理
自分だけのパーソナルクラウドを作成
できます。月額料金は不要。データがど
こかに紛失してしまうこともありません。
動画、写真、音楽ファイルや書類などの
ファイルをMy Book Live Duoに保存、イ
ンターネット経由でどこからでもアクセ
スが可能。WDのモバイルアプリで、タブ
レットやスマートフォンからでもアクセ
スが可能。お手持ちのモバイル端末に
最大8TBのストレージを追加。

最大容量または二重バックアップ 
2台のドライブシステムを組み合わせ
て、１つの大容量ドライブとして使用す
ることもできます。システムをデータ保
護モード（ミラーモードまたはRAID 1）
に設定すると、記憶容量が半分に分け
られます。記憶容量の半分はデータの
保存に、残る半分はデータの複製に使
われます。

必要な機能をすべて搭載
My Book Live Duoは2台のハードディ
スクを搭載。大容量で低エネルギー消
費。ファンレスにすることで高い静音性
を実現。

Windows・Macに両対応
ネットワーク上でのデータの一元管
理・共有に最適なデュアルドライブスト
レージ。My Book Live Duoを自宅の無
線ルーターに接続するだけでネットワ
ーク上に保存したすべてのファイルへ
のアクセスが可能に。

高速データ転送
高性能800MHzのCPUを搭載。アプリ 
ケーション側からのデータ処理を高速
で実行。USB 2.0対応のハードディスク
より高速なデータ転送速度を実現。動
画もコマ落ちすることなくスムーズにス
トリーミング再生が可能。

テレビにストリーミング
メディアサーバー機能を搭載。音楽フ
ァイルや写真、動画をWD TV Live、ブ
ルーレイプレーヤー、Xbox 360®、プレ
イステーション® 3、ネットワーク対応
テレビなどのDLNA対応端末にストリ
ーミング可能。

iTunes®であなたのお好きな音楽
をお楽しみください。
iTunesサーバー機能に対応。ドライブ
に保存したお気に入りの音楽や映像
を、iTunes経由でPCやMacコンピュー
ターにストリーミングすることができ
ます

すべてのPCのデータを自動ワイヤ
レスバックアップ
同一ネットワーク上のW indows お
よび M a c の デ ータを すべてワイヤ
レスで自動 的 にバックアップ 可 能。 
WD SmartWare(™) でWindows PC
上 の 大 切 な 写 真 などを バックアッ
プしましょう。M a c ユーザーの 方 は 
Apple Time Machineでデータをバック
アップいただけます。

設定も簡単。ネットワーク上ですぐ
に検出
数 分 後 には、使 い 始 めることができ
ます。Mac、Windows 8、Windows 7、 
Windows Vista®コンピューターは、数秒
間で自動的に My Book Live Duo を検
出します。Windows XP の場合、ディス
カバリーソフトウェアでハードディスク
ドライブの設定も簡単です。

USB拡張ポート
My Book Live Duo の USB ポートに 
USB 2.0 ドライブを接続し、ホームネッ
トワーク上の共有化ストレージをその
場で追加します。

iPad®、iPhone®、iPod Touch®、 
A n d r o i d ™ 、B l a c k B e r r y ® 、 
Windows® スマートフォン/タブレ
ット用アプリを使って、写真やファイ
ルにアクセス。
 

WD PhoTos™ アプリWD 2go™ アプリ

インターフェース 寸法 システムの互換性 容量とモデル番号
ギガビットイーサネット 高さ： 

奥行： 
幅： 
重量：  

165 mm（6.5インチ）
157 mm（6.2インチ）
99 mm（3.9インチ）
1.09 kg（4.98ポンド）

Windows 8、Windows 7、Windows Vista  
または Windows XP (SP3)、
Mac oS® X Mountain Lion™、Lion™、 
Snow Leopard® または Leopard®

ストリーミング用 DLNA/UPnP デバイス 
リモートアクセスのためのインターネット接続環境 

8TB
6TB
4TB

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

パッケージ同梱物 対応ブラウザ 保証期間
ネットワークハードディスクドライブ
イーサネットケーブル
ACアダプター
クイックインストールガイド

Internet Explorer® 8.0 以降
Safari® 4.0 以降
Firefox® 12 以降
Google® Chrome™ 14.0 以降

（Windows および Mac oS®  
プラットフォーム対応） 

2年
2年
3年
3年 

全米
ヨーロッパ、中東、アフリカ
アジア太平洋地域
日本


