
SMU-C1  (JP)  New CID font  3-247-461-01(1)

SMU-C1  (JP)  New CID font  3-247-461-01(1)

3-247-461-01(1)

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火
災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いくださ
い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し
てください。

Sony Corporation   2002 Printed in China

SMU-C1

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しか
し、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電
などにより人身事故につながることがあり危険です。事故
を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記

載されています。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、
すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご
依頼ください。

万一、異常が起きたら

お買い上げ店ま
たはソニーサー
ビス窓口に修理
を依頼する

b

• 異常な音、においがしたら
• 内部に水、異物が入ったら
• 製品を落としたり、キャビ
ネットを破損したとき

警告表示の意味
取扱説明書では、次のような表示をしています。表示
の内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らな
いと、火災・感電などにより
死亡や大けがなどの人身事故
につながることがあります。

この表示の注意事項を守らな
いと、感電やその他の事故に
よりけがをしたり周辺の家財
に損害を与えたりすることが
あります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置
かない
上記のような場所に置くと、故障の原因となる
ことがあります。取扱説明書に記されている使
用条件以外の環境でのご使用は、故障の原因と
なることがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると故障の原因となり
ます。万一、水や異物が入ったとき
は、お買い上げ店またはソニーサー
ビス窓口にご相談ください。そのま
まコンピュータに接続すると、コン
ピュータの故障の原因になることが
あります。

内部を開けない
内部の点検、修理はお買い上げ店またはソニー
サービス窓口にご依頼ください。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設
置・保管しない
内部の温度が上がり、故障の原因となることが
あります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会
（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい
ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ
ります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく
ださい。

• Microsoft およびWindows は、米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標です。

• Apple, Macintosh, Mac, MacOS, iBook, Power Mac
は、米国およびその他の国で登録されているApple
Computer, Inc.の登録商標または商標です。

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般
に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文
中では™、®マークは明記していません。

• 本書ではMicrosoft® Windows® XP Home Editionおよび
Microsoft® Windows® XP ProfessionalをWindows XP
と記載しています。

• 本書ではMicrosoft® Windows® 2000 Professionalを
Windows 2000と記載しています。

• 本書ではMicrosoft® Windows® Millennium Editionを
Windows Meと記載しています。

• 本書ではMicrosoft® Windows® 98 Second Editionを
Windows 98SEと記載しています。

□ 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェ
アおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製する
こと、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法
上禁止されております。

□ 本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた
金銭上の傷害、逸失利益、および第三者からのいかなる請
求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねま
す。

□ 万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替
えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

□ 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できま
せん。

□ 本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告な
く変更することがありますが、ご容赦ください。

下記の注意事項を守らないと
けがをしたり周辺の物品
に損害を与えたりすること
があります。

付属品を確かめる
以下の付属品がそろっているか確認してください。
付属品の中に欠けているものがあるときは、テクニカルイ
ンフォメーションセンター、またはお買い上げ店、ソニー
サービス窓口にご連絡ください。

マウス SMU-C1

接続変換アダプター（USBtPS/2）
（デスクトップコンピュータ用）

8cm CD-ROM（ユーティリティー・ドライバソフト）
（デスクトップコンピュータ用）

取扱説明書（本書）

保証書

各部のなまえ

主な仕様
インターフェース デスクトップコンピュータ：USB端

子、PS/2端子（接続変換アダプター使
用時）
ノートブックコンピュータ：USB端子
＊USB 2.0でも使用できます。

コネクタ USB Type A
PS/2（変換アダプター）

分解能 400 count/inch
対応機種 - USB A端子またはPS/2端子付きデス

クトップパソコン

- USB A端子付きノートブックパソコン
- 各社DOS/Vパソコン（CPUはペン
ティアム以上）

- Apple iMac/iBookシリーズ、Power
Mac G4/G3シリーズ

- OSプリインストールのパソコン（OS
アップグレードパソコンは動作保証さ
れません。）

対応OS - Windows XP、2000、Me、98SE
（Windows 98、95、NT4.0には使用
できません。）

- Mac OS 9.0以降（OS Xを除く）
コード 約1 m
動作温度 5 ℃ ～ 35 ℃（温度勾配10 ℃/時以下）
動作湿度 20 ％ ～ 80 ％（結露のないこと）

ただし35℃における湿度は65％以下
（湿球温度29 ℃以下）

保存温度 –10 ℃ ～ 60 ℃（温度勾配10℃/時以下）
保存湿度 10 ％ ～ 90 ％（結露のないこと）

ただし60℃における湿度は20％以下
（湿球温度35℃以下）

外形寸法 約55 × 31 × 97 mm
（幅／高さ／奥行き）

質量 約50 g（コード部除く）

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあり
ますが、ご了承ください。

右ボタン
左ボタン

ホイールボタン

Windows をお使いの場合

マウスを接続する

本マウスは、USB接続に対応したマウスです。
デスクトップコンピュータでは、付属の接続変換アダプ
ターを使ってPS/2端子にも接続することができます。

x USB端子に接続する場合 　　　　
本マウスは、 コンピュータのUSB端子に接続するだけで認
識され、使用できるようになります。

ご注意

マウスをコンピュータに接続するとき、またはコンピュータ
を起動するときは、識別されるまでマウスを動かさないでく
ださい。

1 コンピュータを起動する。 　　　　

2 本マウスをコンピュータのUSB端子に接続する。
コンピュータがマウスを自動的に認識し、使用できる
ようになります。

ご注意

• 一部のコンピュータでは、OSのディスクを要求される場合
があります。その場合はコンピュータの指示に従って操作し
てください。

• コンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、
動作が不安定となったりすることがあります。その場合は、
「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

• USB端子からマウスを抜いたあとに、再び差し直す場合
は、約5秒待ち、再び差し込んでください。（デバイスの認
識がされない場合があります）

zヒント
本マウスは、コンピュータの電源が入った状態でも、接続
したり取りはずしたりすることができます。

x PS/2端子に接続する場合
本マウスは、デスクトップコンピュータに接続するだけ
で、マウスが認識され、使用できるようになります。
（ノートブックコンピュータでは使用できません。）

はじめに

現在ご使用中のマウスが接続されている場合は、そのマウ
スを取りはずしてください。

1 付属のPS/2変換アダプタを使用し、本マウスをコン
ピュータのPS/2端子に接続する。

2 コンピュータを起動する。
コンピュータがマウスを自動的に認識し、使用できる
ようになります。 　　　　

ご注意

コンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動
作が不安定となったりすることがあります。その場合は、「故
障かな？と思ったら」をご覧ください。

デスクトップコンピュータにユーティ
リティードライバソフトをインストー
ルする

本マウスは、付属のCD-ROMからマウスユーティリ
ティードライバソフトをインストールすることにより、マ
ウスの各種設定やボタン機能のカスタマイズが可能になり
ます。

z ヒント
付属のユーティリティードライバソフトをインストールし
ない場合でも、マウスの基本的なスクロール操作などはで
きます。

ご注意

ユーティリティードライバソフトをインストールすると、コ
ンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動作
が不安定となったりすることがあります。その場合、すでに
インストールされているドライバやユーティリティードライ
バソフトのアンインストールが必要です。アンインストール
のしかたについては、ご使用のコンピュータの取扱説明書を
ご覧ください。

x ユーティリティードライバソフトの使いかた
タスクトレイ内の  マウスアイコンをダブルクリックす
るか、 「スタート」メニューから、「プログラム」を選び、さ
らに「Sony Mouse」の中のSony Mouseコントロールパ
ネルアイコンを選んでください。
各種の設定の方法について詳しくは、「Sony Mouse」の中
にある「Sony Mouse オンラインヘルプ」ファイルをご覧
ください。

xユーティリティードライバソフトのインス
トール

はじめに

マウスを接続し、使用しているアプリケーションはすべて終
了してください。

1 付属のCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブ
に入れる。
自動的にソフトのインストールが開始されます。
ウィザードに従ってインストールしてください。自動
的にインストールが開始されない場合には、CD-
ROMドライブのアイコンを開き、Setup(.exe)アイコ
ンをダブルクリックしてください。

2「Sony Mouse用のInstallShieldウィザードへようこ
そ」の画面が立ち上がったら［次へ］をクリックする。

3「インストール先の選択」画面で「C:￥Program Files
￥Sony￥Sony Mouse」の状態で［次へ］をクリック
する。

ユーティリティードライバソフトをイ
ンストールする

本マウスは、付属のCD-ROMからマウスユーティリ
ティードライバソフトをインストールすることにより、マ
ウスの各種設定やボタン機能のカスタマイズが可能になり
ます。

z ヒント
ユーティリティードライバソフトをインストールしない場
合でも、マウスの基本的な操作はできます。

ご注意

ユーティリティードライバソフトをインストールすると、コ
ンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動作
が不安定となったりすることがあります。その場合、すでに
インストールされているドライバやユーティリティードライ
バソフトのアンインストールが必要です。

xユーティリティードライバソフトの使いか
た

「コントロールパネル」の中にある「Mouse Control」アイ
コンをダブルクリックします。

xユーティリティードライバソフトのインス
トール

1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。

2 CD-ROMドライブのアイコンを開き、「Install
Mouse Control」アイコンをダブルクリックする。
インストールが開始されます。 　　　

3 インストールが完了したら画面の指示に従い、コン
ピュータを再起動する。 　　　
「コントロールパネル」の中に「Mouse Control」アイ
コンが追加されます。

ユーティリティードライバソフトのア
ンインストール

1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。

2 CD-ROMドライブのアイコンを開き、「Uninstall
Mouse Control」アイコンをダブルクリックし、画面
の指示に従いソフトのアンインストールをする。
アンインストールが完了したら、画面の指示に従って
コンピュータを再起動してください。

Macintoshをお使いの場合

マウスを接続する

MacOS9.0以降（OS Xを除く）をお使いの場合は、
USB端子に接続するだけでマウスが認識され、使用できる
ようになります。

z ヒント
右ボタンやホイールを動作させるためには、付属のドライ
バソフトをインストールする必要があります。

1 本マウスをコンピュータまたはキーボードのUSB端子
に接続する。

2 コンピュータを起動する。
自動的にコンピュータがマウスを認識し、使用できる
ようになります。

3 右ボタン部やホイールを動作させるためには、ドライ
バソフトをインストールする。
”ユーティリティードライバソフトをインストールす
る”の手順に従って、ドライバソフトをインストール
してください。

ご注意

USB端子からマウスを抜いたあとに、再び差し直す場合は、
約5秒待ち、再び差し込んでください。（デバイスの認識がさ
れない場合があります）

z ヒント
本マウスは、コンピュータの電源が入った状態でも接続し
たり取りはずしたりすることができます。

ご注意

コンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動
作が不安定となったりすることがあります。その場合は、「故
障かな？と思ったら」をご覧ください。

4「プログラムフォルダの選択」画面でSony Mouseの
状態で［次へ］をクリックする。

5「InstallShield ウィザードの完了」画面で「はい、今す
ぐコンピュータを再起動します。」を選択し、［完了］
をクリックする。

6 インストールが終了すると、タスクトレイ内に  マ
ウスアイコンが表示されます。また「スタート」の「プ
ログラム」メニューに「Sony Mouse」が追加されま
す。

Windows XP/2000をお使いのかたへ

ユーティリティーソフトをインストールするときは、コン
ピュータの管理者/Administrator権限でログオンしてくだ
さい。

ご注意

説明中の画面はWindows XP使用時のものです。他のOSをお
使いの場合は、画面が多少違う場合があります。

ユーティリティードライバソフトのア
ンインストール

1 タスクトレイの  マウスアイコンを右クリックし、
「Sony Mouseを閉じる」を選択する。

2「スタート」メニューの「プログラム」にある「Sony
Mouse」から「Sony Mouseのアンインストール」を
選択し、画面の指示に従いソフトのアンインストール
をする。

3 アンインストールが完了したら、画面の指示に従って
コンピュータを再起動する。

USBマウス
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故障かな？と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してください。そ
れでも正確に動作しないときは、お買い上げ店、またはソ
ニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせ
ください。

保証書とアフターサービス

保証書

• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げ
の際、お買い上げ店からお受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切
に保存してください。

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。
また、下記「お問い合わせ窓口のご案内」にあるURLか
ら、カスタマーサポートのホームページも併せてご覧くだ
さい。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談
ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で
修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではマウスの補修用性能部品（製品の機能を維持する
ために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有していま
す。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただき
ます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修
理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはサービ
ス窓口にご相談ください。

使用上のご注意

使用・保管場所について

湿気の多いところや温度の高いところ、激しい振動のある
ところ、直射日光の当たるところで使用したり保管しない
でください。

操作について

急激な温度変化は避けてください。寒いところから暖かい
ところに移したり、室温を急に上げた直後は使わないでく
ださい。内部に結露が生じている場合があります。

異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたとき、異物が中に入ったとき
は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依
頼ください。

お問い合わせ窓口のご案内

カスタマーサポート
マウスに関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせと
その回答をご案内するホームページです。下記URLからご覧い
ただけます。

http://www.sony.co.jp/support/pc-acc/　　

テクニカルインフォメーションセンター
お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われる
ときのご相談は下記までお問い合わせください。
電話：048-794-5194
受付時間：月～金　午前9時から午後6時まで
（祝日、年末年始、弊社休日を除く）

ご相談になるときは次のことをお知らせください。
●型名：SMU-C1
●ご相談内容：できるだけ詳しく
●お買い上げ年月日
●ご使用のパソコンの環境

– ご使用のパソコンの機種名
– メモリー容量
– ハードディスクなどの容量
– OSの種類

マウスコントロールパネルの
設定（Windows）
ー ユーティリティードライバソフトを
インストールした場合

ホイールの設定

■スクロールする速度

スクロールする速度を調節することができます。
ライン数による速度の指定と、１ページ毎のス
クロールが選択できます。

■スクロールする方向

「スクロールする方向を逆転」にチェックを入れ
ると、ホイールによる画面のスクロール方向を
上方向、下方向逆転することができます。

カーソルの設定

■ボタン検出

ダイアログボックスのデフォルトボタンへ自動
的にカーソルを合わせます。

■ポインタの軌跡

ＬＣＤスクリーンでご使用になる方のために
カーソルの軌跡を表示し、カーソルの位置を分
かりやすくすることができます。（OSによって
は、サポートされていない場合があります）

■ループ機能

カーソルが画面の最上（下）位まで移動したとき
に自動的にカーソルを最下（上）位に移動し、
ループ動作をさせます。

アクションの設定

■マウスの速度

スクリーン上のポインタが移動する速度を調節
できます。

■ダブルクリックの速度

ダブルクリックの認識速さを変更することがで
きます。
テストエリアで設定速さを確認できます。

■ボタンを逆転

きき手によってマウスのメインボタンを左右逆
転させることができます。デフォルトの設定は
左ボタン（プライマリボタン）になっています。

設定

■ボタンの割り当て設定

ボタン割り当て機能でマウスのショートカットを割り当て
ます。

■モードについて

Officeモード：Microsoft Intelli Mouseと同様の機能に
なります。

Sony Scrollモード：マウス特有の機能でスクロールバー
を使用するアプリケーションをサポートしています
（Officeを含む）。

バージョン情報

Sony Mouseユーティリティードライバソフトのバー
ジョンがわかります。
インターネットに接続されているコンピュータでは、

URLボタンをクリックすると、Sonyの商品ホームページ
からマウスサポート情報をご覧いただけます。

マウスコントロールパネルの
設定（Macintosh）

■ボタンの割り当て設定

ボタン割り当て機能でマウスのショートカットを割り当て
ます。
A

• クリック
• ダブルクリック
• コンテクストメニュー
• シフト＋クリック
• オプション＋クリック

• 終了（ Q）
• ゴミ箱に入れる（ ）

• 取り出し（ E）

• 閉じる（ W）

• スクリーンショット（ 3）

• 選択的スクリーンショット（ 4）

B 各項目のスピードを調整できます

C ダイアログボックスのデフォルトボタンへ自動的に
カーソルを合わせます

A

B

C

• なし
• メイン
• 真中ボタン
• ダブルクリック
• ホームページ
• パン
• アプリケーションを実行
する

• 拡大鏡
• ズーム
• Alt
• Ctrl
• Shift
• Arrow Down
（矢印ダウン）キー

• Arrow Up
（矢印アップ）キー

• Arrow Left
（矢印左）キー

• Arrow Right
（矢印右）キー

• 切り取り（Ctl+X）

• 切り取り（Shift+Del）
• コピー（Ctl+C）
• コピー（Ctl+Ins）
• Enter(復帰）キー
• ESC（エスケープ）キー
• エクスプローラ　

[エクスプローラの実行]
• Page　Down
（ページダウン）キー

• Page Up
（ページアップ）キー

• 貼り付け（Ctl+V）
• 貼り付け（Shift+Ins）
• 実行
• スタート
• アプリケーションを
切り替える

• Tab（タブ）キー
• 1つ前の状態に戻す
（Ctl+BKspc）

• 元に戻す（Ctl+Z）
• 検索ウインドウ
• ウインドウズヘルプ

症状

USBコネクタに
マウスを接続した
ら「新しいデバイ
スの追加ウィザー
ド」が表示された

マウスプロパティ
の設定が有効にな
らない

マウスがまったく
動作しない
（USB接続）

マウスがまったく
動作しない
（PS/2接続）

ユーティリティー
ドライバソフトを
インストールした
後、マウスの動作
がおかしい

原因／対策

• 複数のUSBコネクタを持つコンピュータを
使っている。
→ USB機器用ドライバはコネクタごとにイ
ンストールする必要があります。「新しい
デバイスの追加ウィザード」の［キャンセ
ル］をクリックして、すでにドライバを
インストールしてあるUSBコネクタにつ
なぎ直すか、それぞれのコネクタにドラ
イバをインストールしてください。

• USB端子にマウスが2つ以上接続されてい
る。
→他のマウスを外してください。

• コンピュータでUSBが認識されていない。
→「コントロールパネル」内のシステムを開
き、デバイスマネージャの項目を確認し
てください。USBデバイスアイコンやマ
ウスアイコンに「！」が表示されている場
合は、「！」を選んで「削除」をクリック
し、コンピュータを再起動してくださ
い。

• BIOSでUSBが認識されていない。
→ コンピュータのデフォルト設定で、

BIOS設定のUSBポートが「無効」（ディ
セーブル）になっている場合がありま
す。コンピュータの取扱説明書等に従っ
てUSBポートを「有効」（イネーブル）に
変更してください。

• HUBやキーボード経由の接続をしている。
→ コンピュータに直接接続してみてくださ
い。

• コンピュータの電源が入っている状態でマウ
スを接続した。
→ マウスを接続してからコンピュータの電
源を入れてください。

• 現在インストールされているマウスドライ
バ、およびユーティリティーソフトとの相性
が悪い。
→ 現在インストールされているマウスドラ
イバ、およびユーティリティーソフトを
アンインストールしてから、付属のCD-
ROMよりマウスユーティリティードラ
イバソフトをインストールしてくださ
い。アンインストールの方法は、ご使用
のコンピュータの取扱説明書などをご覧
ください。

Windows の場合

症状

マウスがまったく
動作しない／
マウスの動作がお
かしい／ユーティ
リティードライバ
ソフトをインス
トールした後、マ
ウスの動作がおか
しい

”Mouse
Control”の設定
やMacintoshコ
ンピュータのオリ
ジナルのマウスコ
ントロールパネル
の設定と、実際の
マウスの動作が異
なる。

原因／対策

• 現在使用中のマウスドライバおよびユーティ
リティードライバソフトとの相性が悪い。
→ 現在インストールされているマウスドラ
イバおよびユーティリティードライバソ
フトをアンインストールしてから、付属
のCD-ROMよりマウスユーティリ
ティードライバソフトをインストールし
てください。アンインストールの方法
は、ご使用のコンピュータの取扱説明書
などをご覧ください。

• HUBやキーボード経由の接続をしている。
→ コンピュータに直接接続してみてくださ
い。

• マウスの動作は、最後に設定した方が有効に
なります。
→ ”Mouse Control”での設定をおすすめ
します。

Macintoshの場合

症状

マウスがまったく
動作しない

マウスを動かして
もカーソルが動か
ない

マウスのボタンを
押しても反応しな
い

スクロールしない

ホイールボタンを
押してもクイック
／オートスクロー
ルができない

ホイールを回転し
てもズーム機能が
動作しない

原因／対策

• USB端子からの認識がされていない。
→ USBプラグを抜き、約5秒後に再び差し
込んでください。

→ コンピュータに別のUSB端子がある場合
は、別のUSB端子に接続してみてくださ
い。
（USB端子から、マウスを含むUSB機器
を抜いたあとに再び接続する場合は、約
5秒間待ってから接続してください。）

→ USBハブを接続している場合は、USBハ
ブの別のUSB端子に接続してみてくださ
い。
（USB端子から、マウスを含むUSB機器
を抜いたあとに再び接続する場合は、約
5秒間待ってから接続してください。）

→ マウスを接続したままコンピュータの電
源をシャットダウンして、約30秒後に再
び起動してください。
（それでもマウスがまったく動作しない場
合は、何度かこの操作をくり返してみて
ください。）

• オートスクロール設定になっている。
→ ホイールボタンを押して、オートスク
ロールの状態を解除してください。

• センサーが正しく動作していない。
→ 光学式読み取りセンサーの特質上、ガラ
ス、鏡、光沢がある面など、使う場所に
よっては正しく動作しない場合がありま
す。センサーが正常に動作する場所でお
使いください。

• USBコネクタが正しく接続されていない。
→ 起動しているソフトウェアを終了してか
ら、コネクタを接続し直してください。

• 対応以外のOSを使用している。
→ 対応OSをお使いください。

• USBルートハブが認識されていない。
→ Windows を正しくインストールし直し
てください。

• 対応以外のOSを使用している。
→ 対応OSをお使いください。

• スクロール方向の設定が間違っている。
（Windows）
→「マウスのプロパティ」の［ホイール］タ
ブでスクロールの設定を確認してくださ
い。

• スクロール機能に対応していないソフトウェア
を開いている。
→ スクロールの必要のないソフトウェアはス
クロールできません。

→ ソフトウェアによっては、スクロール機
能に対応していないものがあります。

• ホイールボタンを押したときの機能を変更し
ている。
→「マウスのプロパティ」の［設定］タブで
ホイールボタンに真中ボタンを割り当て
てください。

• アプリケーションがズーム機能に対応してい
ない。
→ ズーム機能に対応したアプリケーション
のみ機能します。

共通

z ヒント
「マウスのプロパティ」を表示するためには、「コントロールパ
ネル」の［マウス］をダブルクリックするか、タスクトレイの

 マウスアイコンをダブルクリックします。

マウス使用時で
も、液晶ディスプ
レイが暗くなった
り、省電力動作
モードに入る

ビデオスタンバイ
状態から復帰しな
い

• USB機器は使用中であっても、コンピュー
タが省電力動作モードに入る機器がありま
す。
→ 省電力動作モードに入らないようにする
には、ノートブックコンピュータのパ
ワーマネジメント機能の設定を変更しま
す。詳しくはノートブックコンピュータ
本体の取扱説明書または電子マニュアル
をご覧ください。

→ タッチパッドあるいはキーボードを操作
すると、省電力モードから復帰します。

→ タッチパッドあるいはキーボードを操作
すると復帰します。


