
MDダンパーV2（レトロベースダンパー）と

SFCアダプターを使った、SFメモリカセットへの

ROM読み込み（吸い出し）・書き込み について



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



SFメモリは、1997年から2007年まで、コンビニのローソンなどで行われていた

ゲームソフトの書き換えができるスーパーファミコン（以下、SFC）用のカセットです。

SFメモリは、複数のSFCのソフトを、1本のSFメモリに書き込んだりする事もできたり

SFメモリでしか発売されていないようなソフトも遊ぶことができたりする事が

できました。

（この説明書を書いている私は、当時、地方では少なかったローソンまで遠出し

SFメモリとトラキア776を購入しました。SFメモリとデータで5500円くらいだったかな）

今現在ではSFメモリ自体の販売や、ソフトの書き換えサービスも行われておらず

SFメモリの中には、希少価値から高額な値段がついたソフトもあります。



そのSFメモリですが、この度、Gamebank-web様で販売されている

・MD（メガドライブ）ダンパーV2（レトロベースダンパーV2）

・MDダンパー用のSFCアダプター

・SFメモリカセットを読み書きする専用のソフトウェア

を、用いることで、SFメモリカセットのデータの読み書きを行うことができるように

なりました。

※ただし、まだ安定性に欠く事もあり、読み書きに失敗する事もあります。また、全てのSFCソフトを書き込める

わけではありません。ＳＦメモリ自体も発売から20年近く経っており、基盤の経年劣化による読み書きエラーも

あるかもしれません。（なので、読み書きに失敗する事もある、と思って、お使いください。）



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



ダンパーとパソコンをUSBケーブルで接続すると、ダンパーのフォルダが開きます。
（自動で開かない設定にしてある方もいるかもしれませんが、PC【マイコンピュータ】から開いてみると

GENというデバイスがあるはずです）

中にある、README.TXTを開いてみると、簡単な使い方が書かれてますね。

また、サポートBBS（掲示板）へのURLも記載されています。親切ですね。



英語ですが、Usage（使い方）の1234に書かれている内容は

「カセットをダンパーに差し込んでね！

次は、パソコンとダンパーをUSBケーブルでつなぐんだ！

クライアントソフトを使って、ROMデータを吸い出してくれ！」

という事です。

※クライアントソフトのダウンロード先は、後のページで紹介しています。

※



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



・MD（メガドライブ）ダンパーV2（レトロベースダンパーV2）

・MDダンパー用のSFCアダプター

を、使えば、SFCカセット（SFメモリカセットではない）のデータの読み書きを

行うこともできます。

SFメモリに書き込みたいSFCカセットがあれば、SFCカセットのROMデータを

先に吸い出しておいても良いかと思います。

※全てのSFCカセットが、SFメモリに書き込みができるわけではなく、書き込めたと

しても、動作しない事や、音が出ない、などの不具合があるかもしれません。



SFCカセットを吸い出したりするための、クライアントソフトは、
http://www.gamebank.jp/dumper/index.php?mode=viewmain&l=1&no=34&no2=34&p=&
page=0&dispno=34 にあります。

各種（ファミコン用とかゲームボーイ用とか）ダンパーによって、ソフトの種類が

違いますので、ダンパーに合ったものを使いましょう。

今回は、上記赤枠のクライアントソフトをダウンロードします。

今回使うダンパーはMD(メガドライブ用)ダンパーですが、SFCアダプターを併用する

場合は、SFC用のクライアントソフトを使う必要があります。



ダウンロードしたsfc3_full_win_20200922.zipを解凍すると、

「mapper」というフォルダと「sfc3_full_win_20200922.exe」の実行ファイルが

あります。それを適当なフォルダに放り込みましょう。



「sfc3_full_win_20200922.exe」をダブルクリックすると、SFC用の
クライアントソフトが起動します。ROMを差し込んだ状態で、infoを
左クリックすると、ROMの情報が表示されます。
（左側のMMC TYPEなどもROMに合わせて表示されます）
ROMデータを吸い出すので、Dumpを左クリックしましょう。

①ダブルクリック

②左クリック

③左クリック

SFC用の

クライアント

ソフト

②左クリック



SFCのROMデータを保存する保存先が表示されます。拡張子（.sfc）は自動でつくので

適当な名前を入力しましょう。今回は、[ test ] と入力しました。

良ければ、「保存」を左クリックしてください。

左クリック左クリック



保存された、test.sfcを適当なSFC用のエミュレータで動作確認します。

正常に動作すれば、吸い出し成功です。



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



MDダンパーにSFCアダプターを装着して、SFメモリカセットを差し込みます。

（SFCアダプターの向きに注意してください。前・後があります）

次に、MDダンパーに、USBケーブル（Aタイプ）と、電力供給用のUSB端子が付属した
USBケーブル（USBの接続口が赤と黒のケーブル）を接続します。

（ROMデータ書き込み時に、電圧の低下を補うために電力供給用のUSBケーブルが

必要なんだとか。ただ、なくても書き込みに成功することもありました。

吸い出しの時は、このケーブルを使わなくても吸い出しできるようです）



そして、充電供給用のUSB端子が付属したUSBケーブルの赤と黒の2つの

USB接続端子を、パソコンのUSB接続口へと差し込んでください。



SFメモリを読み書きするためのクライアントソフトも下記のホームページにあります。

http://www.gamebank.jp/dumper/index.php?mode=viewmain&l=1&no=34&no2=34
&p=&page=0&dispno=34

を左クリックして、SF-Memory-Client-20210617.zipを保存、解凍し

SF-Memory-Client-20210617.exe をダブルクリックしてください。



右上の「Init」（初期化）を左クリックして、メニューを初期化します。

＞Success! と表示されれば成功です。

（成功しない場合、USBケーブルや、SFメモリを抜き差しして、再度 Init を左クリックしてください）

次に、MDダンパーのファームウェアのアップデートを行います。

updateを左クリックしてください。

①左クリック

②左クリック



アップデートが始まると、上のような画面の処理が始まります。

（上の画像は、画面に収まるように、横向きにしてあります）

これも＞SUCCESS!と表示されるまで待ちましょう。



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



SFメモリには、1つのROMデータしか書き込んでいない、シングルROM（私が勝手に命名）と

複数のROMデータが書き込まれた、マルチROMがあります。

SFC本体の電源を入れたときに、シングルROMでは、すぐに、そのゲームが始まりますが

マルチROMでは、複数のROMデータから、遊ぶゲームを選択する画面（メニュー画面）となります。

次のページからは、シングルROMの吸出しの説明を行います。

マルチROMは、上の
ような画面の後

右のようなゲームリスト
の画面が表示されます。

シングルROMは、すぐにゲームが始まります。



まず、シングルROMのみが入ったSFメモリを挿入した状態で「Dump 4MB」を左クリックしてくださ
い。（Dump 4MBは単独のROMデータを作成します）
Save File（ROMデータを保存する）の画面が開きます。

ファイル名に、適当な名前をつけましょう。（ここでは、FE trakia 20210111.smcとつけています）
後からでも、名前や拡張子（.smc）は変更できます。
入力が終わったら、右下の「保存」を左クリックしてください。

左クリック



保存を押すと、ROMデータを保存する処理が始まります。

ソフトの下部の緑色のバー（プログレスバー）が、右側に向かって伸びていきます。

SFメモリカセットやUSBケーブルを抜いたりしないようにしましょう。

処理が終わると >Success! と表示されます



SFメモリから吸い出したROMデータ（ここでは、20210111 FE trakia.sfc （←名前変えました））を

エミュレータ（snesgt.exe）で動作するか確認してみます。

Snesgtに、吸い出した「20210111 FE trakia.sfc」をドラッグ＆ドロップすれば

動作する事が確認できました。



更に、このROMデータを、別のSFメモリに書き込むために必要な、mapファイルも一緒に

吸い出しておきます。
（mapファイルについては、書き込みに必要という事以外、私はよく分かりませんです…すいません。）

mapファイルを吸い出すには「Dump Map」を左クリックしてください。

ROMデータの吸い出しと同じように、mapファイルの名前をつけて、保存しましょう。

左クリック左クリック左クリック



mapファイルの吸い出しは、ROMデータの吸い出しよりも短時間で終わります。

ROMデータ（.sfcファイル）とmapファイル（.mapファイル）のそれぞれの容量を

プロパティから見てみると、mapファイルの容量はROMデータより小さいことが分かりますね。

これでSFメモリ（シングルROM）の吸い出しの説明は終わります。



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



マルチROM（複数のROMデータが書き込まれたSFメモリ）では

・いくつかのROMデータ

・それらのROMデータを表示するメニュー（ゲームリスト）画面

の、2つから構成されています。（画像のカセットとメニュー画面は適当に用意したものです）

いくつかの

ROMデータ

メニュー画面

（ゲームリスト）

Sfメモリ

（マルチROM）+ =



マルチROMからROMデータとmapデータを吸い出す場合

「メニュー画面も複数のROMも全てまとめて、1つのROMデータとして吸い出す方法」 と

「複数のROMを個別のROMデータにして、メニュー画面も1つのROMデータとして吸い出す方法」

の、2通りがあります。

Sfメモリ

（マルチROM）

「メニュー画面も複数のROMも全てまとめて

1つのROMデータとして吸い出す方法」

「複数のROMを個別のROMデータにして メニュー
画面も1つのROMデータとして吸い出す方法」

ＲＯＭ

ＲＯＭ ＲＯＭ ＲＯＭ ＲＯＭ



「メニュー画面も複数のROMも全てまとめて、1つのROMデータとして吸い出す方法」 は

シングルROMの吸い出し時と同じように「Dump 4MB」を選択すれば良いです。

（mapファイルの吸い出しなどもシングルROMと同じように行ってください。）

ここでは、「複数のROMを個別のROMデータにして、メニュー画面も1つのROMデータとして

吸い出す方法」を説米します。

Sfメモリ

（マルチROM）

「メニュー画面も複数のROMも全てまとめて

1つのROMデータとして吸い出す方法」

「複数のROMを個別のROMデータにして メニュー
画面も1つのROMデータとして吸い出す方法」



MDダンパーにSFCアダプターを装着して、SFメモリカセットを差し込みます。

次に、MDダンパーに、USBケーブル（Aタイプ）と、電力供給用のUSB端子が付属した
USBケーブル（USBの接続口が赤と黒のケーブル）を接続します。

（ROMデータ書き込み時に、電圧の低下を補うために電力供給用のUSBケーブルが

必要なんだとか。ただ、なくても書き込みに成功することもありました。

吸い出しの時は、このケーブルを使わなくても吸い出しできるようです）



そして、充電供給用のUSB端子が付属したUSBケーブルの赤と黒の2つの

USB接続端子を、パソコンのUSB接続口へと差し込んでください。



SFメモリを読み書きするためのクライアントソフトも下記のホームページにあります。

http://www.gamebank.jp/dumper/index.php?mode=viewmain&l=1&no=34&no2=34
&p=&page=0&dispno=34

を左クリックして、SF-Memory-Client-20210617.zipを保存、解凍し

SF-Memory-Client-20210617.exe をダブルクリックしてください。



ＳＦメモリ内の各ＲＯＭを個別に吸い出すのであれば、「Dump All」を左クリックしてください。

ROMデータの保存先を選択し、ファイル名を入力してください。

ファイル名は、後で付け直すと思うので（理由は次のページ）ここでは、適当で良いです。

ここでは、multi rom dump all とつけてみました。そのあと、「保存」を左クリックしてください。

左クリック



保存を押すと、右の画面の様に、個別にROMデータを

吸い出してくれます。

そして、吸い出しが終了すると >Suceess! と

表示されます。

肝心の名前なんですが、上の枠を見て頂ければ

分かるのですが、つけた名前の後に英字数字が

続いて、これだけでは何のＲＯＭか分からないん

ですよね…。SFCのエミュレータに放り込むなりして

内容を確認して、名前を書き換えたりしましょう。



シングルROMのＳＦメモリでは、mapファイルを作成しましたが、マルチROMのSFメモリでは

mapファイルを作成しようとしても、mapファイルを作成できる場合もあれば

「Flash  id not support:5b40」などと表示されて、＞Failure!（mapファイル作成失敗）と

なってしまう事もありました。

まあ、ROMデータさえあれば、mapファイルは後で後述するSF Memory Binary Makerで
後からでも、各ROMデータごとに作成する事ができるので問題ないと思います。



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



シングルROM（単独のROMデータが書き込まれたSFメモリ）を作成する際は

1つのROMデータ（.sfc）とmapファイル（.map）が必要になります。

ROMデータは、これまでの吸い出し作業で準備したものを使いましょう。

mapファイルの準備はSF Memory Binary Makerというソフトが必要です（2ページ後も見てください）

ROMデータ

（.sfc）

mapファイル

（.map）

Sfメモリ

（シングル
ROM）

+ =



最初に吸い出した、このtest.sfcファイルを元に、SFメモリへのROMデータの

書き込みに必要なmapファイルを作成しましょう。



mapファイルを作成するために

https://github.com/moldov/SF-Memory-Binary-Maker/releases/tag/v1.0 から

ダウンロードしたSF Memory.zip 内のSF Memory.exeをダブルクリックしてください。

SF Memory Binary Makerというソフトが立ち上がります。今回は4MBのソフト1本だけを

書き込むので、一番下のCreate map data for standalone ROM(Up to 4096k Byte)を

左クリックしてください。

左クリック



ファイルを選択する画面が出るので、先ほどのtest.sfcを選択し、右下の「開く」を

左クリックします。

すると、「test.map」ファイルが作成されたことを表す、ポップアップ表示が出てきます。

SFメモリカセットにROM内容を書き込む際には、このmapファイル(今回はtest.map) と

SFCのROMファイル（今回は、test.sfc）が必要になります。



シングルROMのsfcファイルとmapファイルができたら、SFメモリに書き込みましょう

①SF-Memory-Client-20210617を開いて、Initを左クリック

②Flashを左クリック

③作成したマルチROMのsfcファイルを選択する

④作成したマルチROMのmapファイルを選択する

⑤しばらく待って>Successと表示されれば、書き込み成功です。

実機で動作するか確認してみてください。

①Initボタンを左クリック

②Flashボタンを左クリック



SFメモリに書き込みができるサイズ（データ容量）は4MB（メガバイト）まで、です。

（データの容量はプロパティで確認できます）

先ほどのtest.sfcのデータ容量は4MBなので

このtest.sfcを書き込む場合、SFメモリに1本だけしか書き込みできませんが

容量の少ないSFCカセットであれば、複数のROMデータをSFメモリに書き込むことができます。

（次の項目、 SFメモリ（マルチROM）の書き込みで説明しています）

右クリックして

表示される

プロパティを

左クリックする

右クリックして

表示される

プロパティを

左クリックする



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



ＲＯＭ

ＲＯＭ

ＲＯＭ

ＲＯＭ

SFメモリに、複数のROMデータを書き込む場合、SFメモリの容量以下（4096KB以下）でないと

いけません。

正確には、ROMを選択するための メニュー画面 のROMデータ（512KB）を差し引くので

3584KB以内のROMデータしか、書き込むことができません。

各ROMの正確な容量は、ROMファイルを右クリックして、プロパティ画面を開いたりして

確認する事が出来ます。



SFメモリから、吸い出したROMデータを1つのフォルダに放り込んでみました。

上から2番目のファイルは、トラキア776のROMデータですが、これは4096KBなので、シングルROMと

してしか、SFメモリに書き込むことができません。

上から3～5番目のファイルは、各ROMが1024KBなので、1024×3 = 3072KB

それにメニュー画面のROM分の容量512KBを足すと、3584KBとなるので

この容量であれば、マルチROMとして書き込むことができます。

マルチROMとして書き込むROMを用意できたなら、SF Memory.exe（SF Memory Binary Maker）を

ダブルクリックしましょう。



マルチROMの書き込みの前に、大事なことを書いておくのを忘れていました。

シングルROMの作成では、SF Memory.zipを解凍して、そのままSF Memory.exeを

実行するだけで良いのですが、マルチROMの場合は、SF Memory.exeと同じ場所に

Menu.sfcと名前をつけたsfcファイルが必要です。
（Menu.sfcがない状態でマルチROMを作ろうとすると、右のようなErrorメッセージが表示されます）



マルチROMを吸い出せば、その中に、Menu.sfcが入っています（512KBのsfcファイルです）

↑の図のように、ファイルの名前をMenu.sfc と、変更しましょう。



ひとつのフォルダの中に、このように

SF Memory.exe

Menu.sfc

letters

の、3つのファイルを配置してください（lettersはフォルダですね、すいません）



シングルROMの書き込みでは、下の「Create map data for standalone ROM(Up to 4096k Byte)」を

選択しましたが、マルチROMの書き込みでは、上の「 Add 」を左クリックしてください。

すると、ROMデータ（sfc、smcファイル）を選択する画面になりますので、マルチROMとして

書き込みたいROMを選択して、「 開く 」を左クリックしてください。

ここでは、上から2番目のゼルダの伝説を選択して、「 開く 」を左クリックしてみました。



シングルROMの書き込みでは、下の「Create map data for standalone ROM(Up to 4096k Byte)」を

選択しましたが、マルチROMの書き込みでは、上の「 Add 」を左クリックしてください。

すると、ROMデータ（sfc、smcファイル）を選択する画面になりますので、マルチROMとして

書き込みたいROMを選択して、「 開く 」を左クリックしてください。

ここでは、上から2番目のゼルダの伝説を選択して、「 開く 」を左クリックしてみました。



「開く」を左クリックすると、「Enter Titile」と記されたポップアップが表示されます。

これは、SFメモリを起動したときに、メニュー表示されるROM名になります。

Title：の枠内は自身で変更する事もできます。

SF Memory Binary Makerからメニュー画面を作成する場合は、アルファベットしか使えませんが

別の方法で日本語を使用する事もできます。他のマニュアルの【イメージ作成マニュアル】に

詳しく書かれていますので、詳細はそちらを参照してください。



SFメモリから、3つばかり吸い出したROMを、Addボタンで追加しました。

マルチROMを作成するために、Addボタンの右横にある、Create ボタンを

左クリックしてください。

（大事なことなので、ここでも書きますが、SF Memory.exeと同じフォルダにMenu.sfcがないとErrorが出ます）

すると、名前をつけて保存 のポップアップがでるので、空欄のファイル名に適当な名前を入力して

右下の保存を左クリックしましょう。（ここでの入力時には.sfcなどの拡張子は不要です）

マルチROMのsfcファイルとmapファイルが作成されます。

②ファイル名を入力する

①Createボタンを左クリック

③保存を左クリック



マルチROMのsfcファイルとmapファイルができたら、後の書き込み方法はシングルROMと同じです。

①SF-Memory-Client-20210617を開いて、Initを左クリック

②Flashを左クリック

③作成したマルチROMのsfcファイルを選択する

④作成したマルチROMのmapファイルを選択する

⑤しばらく待って>Successと表示されれば、書き込み成功です。

実機で動作するか確認してみてください。

①Initボタンを左クリック

②Flashボタンを左クリック



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



SRAMとは、「Static Random Access Memory」の事で、要はセーブデータの
保存先です。

これの読み書きが出来れば、例えば、貴重なアイテムをとったセーブデータや
何時間もやりこんだセーブデータを、HDDなどに保存する事が出来て
そのデータを使って、同じタイトルの別のカセット（表現がややこしいですね…）に
書き込んだり、別のエミュレータで続きを遊んだりすることができますね。



とりあえず、SFメモリの
セーブデータの読み込みから
行いましょう。

まず、SFC実機を使い
セーブデータを
SFCメモリに作成します。

（画像は、ファイアーエムブレム
トラキア776の第一章で
エーヴェルというキャラクターを
動かして待機した状態で
中断データを作成しました）



セーブデータを作成したSFメモリを、MDダンパー（+ SFCアダプター）に差し込んで、Initボタンを

左クリックして、その後で、Read SRAMボタンを左クリックしてください。

Save Fileのポップアップが出るので、ファイル名に適当な名前を入力して、右下の保存を

左クリックしてください。

①Initボタンを左クリック

②Read SRAMボタンを

左クリック



作成されたセーブデータ(test.srm)が、エミュレータで正常に動作するか、確認してみましょう。

Snesgt（というSFCエミュレータ）をダウンロードし、saveフォルダにtest.srmを放り込みます。

その次に、saveフォルダのtest.srmを、起動したいROMファイルを同じ名前に変更します。

（例えば、 20201020trakia776.SFC というROMファイル名なら、test.srmを

20201020trakia776.srm という名前に変更してください）

②Read SRAMボタンを

左クリック



エミュレータで、ROMファイル（ここではトラキア776）を読み込み

特に問題なくエミュレータで、セーブデータを使用する事が出来ました。

エミュレータを使用する際は、セーブデータのファイル名と、ROMファイル名が一致していないと

セーブデータを読み込むことができない、という事に気を付けてください。

（もしかしたら、一致していなくても読み込めるエミュレータもあるかもしれませんが）



・SFメモリとは（2～4）

・ダンパーとパソコンをＵＳＢ接続してみよう。（5～7）

・SFCソフト（非SFメモリ）のROM吸い出し（8～14）

・MDダンパー＆SFCアダプタ－＆SFCメモリとのパソコンへの接続と
ダンパーファームウェアのアップデート（15～20）

・SFメモリ（シングルROM）のROM吸い出し（mapファイル吸い出しも含む）（21～27）

・SFメモリ（マルチROM）のROM吸い出し 「全部まとめて吸い出す」方法
「ROMを個別に吸い出す」方法（28～37）

・SFメモリ（シングルROM）の書き込み（38～44）

・SFメモリ（マルチROM）の書き込み（45～55）

・SRAMの読み込み（Read SRAM）(56～61)

・SRAMの書き込み（Write SRAM）（62～65）



SRAMの書き込みは、HDDなどに保存されたセーブデータを
SFメモリに書き込むことができます。

エミュレータで遊んでいたセーブデータを実機に戻したり、インターネット上に
公開されているsrmファイル（ROMファイルではありません）を楽しむことも
出来たりしますね。

インターネットで「srm sfc」や「（SFCのタイトル） srm」などで検索してみると
おもしろいsrmがあるかもしれません。



セーブデータを書き込みたいSFメモリを、MDダンパー（+ SFCアダプター）に差し込んで、Initボタンを

左クリックして、その後で、Write SRAMボタンを左クリックしてください。

Save Fileのポップアップが出ますので、書き込みたいセーブデータのファイルを選択して

右下の開くを左クリックしてください。(エミュレータと違い、SFメモリに書き込まれたROMファイル名と

srmファイル名は一致していなくても大丈夫…なはずです、多分。不安なら一致させてください）

①Initボタンを左クリック

②Write SRAMボタンを

左クリック



トラキア776で、インターネット上に公開されていた

srmを読み込んでみました。

他にも様々なデータがあるので、昔、試してみたかった

ような状況を再現したsrmファイルも

インターネット上にはあるかもしれませんね。

以上で説明を終わります。（長い文章ですいません、最後までお読み頂き、ありがとうございます）


