
ここここののののママママニニニニュュュュアアアアルルルルのののの使使使使いいいい方方方方

目目目目　　　　次次次次  

索索索索　　　　引引引引  
次次次次ののののペペペペーーーージジジジへへへへ



 

  2222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引

安安安安全全全全ににににおおおお使使使使いいいいいいいいたたたただだだだくくくくたたたためめめめにににに

暑いところ（40 度以上）や寒いと
ころ（５度以下）では使用しない
でください。激しい温度変化にさ
らさないでください。故障の原因
になります。

落ちそうなところ、
振動の激しいとこ
ろに置かないでく
ださい｡けがや故障
の原因になります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、けがをしたり、タブレットやコン
ピュータが壊れて使えなくなることがあります。

免免免免責責責責事事事事項項項項ににににつつつついいいいてててて
● 火災や地震、第三者による事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件下での使用により生じた損害に関し
て、当社は一切の責任を負いません。

● 本製品の使用や使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、データの変化や消失など）に関して、
当社は一切の責任を負いません。

● 取り扱い説明書で説明している以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 他の接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませんのでご了承くだ
さい。

水濡れさせな
いでくださ
い。故障の原
因になりま
す。

分解しないでく
ださい｡故障の
原因になりま
す。保証が無効
になります。

目の健康のため、使用中は部
屋を明るくし、画面から顔を
十分離してください。長時間
使用するときは、適度に休憩
をとってください。

お子さまが、電子ペンや替え芯を
口の中に入れないようにご注意く
ださい。芯やサイドスイッチのカ
バーが抜けて飲み込む恐れがあり
ます。故障の原因になります。

注意

使用中は金属
を乗せないで
ください。誤
動作の原因に
なります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
付属の電源アダプタ以外は絶対にお使いにな
らないで下さい。故障の原因になります。　
万一、電源アダプタから煙が出たり、変な臭
いがしたときは、すぐにコンセントから抜い
てください。修理を依頼してください。シリアルタブレット

の場合



 

   3333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引
目目目目　　　　次次次次

■導入■　　  ■スタート■ 　 　■基礎■　   　■応用■　   　■応急■　   　■用語･索引■　　 ■インフォメーション■

目目目目　　　　次次次次
安全にお使いいただくために  2

はじめに 7

このマニュアルについて 8

このマニュアルの使い方 10

セットアップ 11

ADBタブレットを接続する 12

シリアルタブレットを接続する 13

タブレットドライバをインストールする 14

タブレットドライバをはずす 15

アンケートにご協力ください 15

intuos シリーズタブレットについての情報 15

タブレットの使い方 16

各部の名称と働き 17

A6 タブレット 17

A5 タブレットと A4タブレット 18

A4 正方形タブレットと A3タブレット 19

入力デバイス 20

姿勢と作業環境を整える 23

ペンスタンドの使い方 24

タブレットを手前に傾斜させる 25

ファンクションボックスを使う 26

ペンの使い方 28

ペンの持ち方 28

ポインティング 29

クリック、ダブルクリック 30

サイドスイッチとセカンドサイドスイッチを使う 31

ドラッグ 32

筆圧を使う 33

傾きを使う 34

消しゴムを使う 35

読み取り高さ 36

画面を見ながらペンを使う 37

タブレットと入力デバイスのお手入れ 38

芯を交換する 38

コントロールパネルの使い方（基礎編） 39

コントロールパネルを開く 40

コントロールパネルの概要 41



 

     4444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引
目目目目　　　　次次次次

■導入■　　  ■スタート■ 　 　■基礎■　   　■応用■　   　■応急■　   　■用語･索引■　　 ■インフォメーション■

タブ 42

コントロールパネルのボタン 43

ペン先の筆圧感触を調整する 44

ペン先のダブルクリックアシストを設定する 45

ペンスイッチを設定する 46

それぞれのペンスイッチに設定できる機能 47

テールスイッチの筆圧感触を調整する 52

傾き感度を設定する 53

タブレットから画面へのマッピングを設定する 54

座標検出モード 56

タブレットの向きを変える 56

タブレットとの関係 57

タブレット操作エリア 57

タブレットの表示エリア 61

ポップアップメニューを設定する 63

マクロを追加する 64

キーストロークを追加する 64

マッピングオプションを追加する 64

キーストロークとマッピングオプションを削除する 64

ファンクションボックスの機能を設定する 65

接続の設定 67

プルダウンメニュー 68

ファイルメニュー 68

編集メニュー 68

追加メニュー 69

削除メニュー 69

言語メニュー 69

ヘルプメニュー 70

プロフェッショナルツールの使い方 71
エアブラシの使い方 72

エアブラシの持ち方 72

4D マウスカーソルの使い方 73

4Dマウスを右手用左手用に切り替える 74

4Dマウスのホイール 75

２つの入力デバイスを同時に使う 76

レンズカーソルの使い方 77

コントロｰルパネルの使い方 ( 応用編 ) 78
ペン先の筆圧感触を詳細に設定する 79

クリック荷重を 調整する 80

筆圧曲線を調整する 81

テールスイッチの筆圧感触を詳細に設定する 83

マッピングを詳細に設定する 84

設定手順の例 85

プロフェッショナルツールを設定する 87
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目目目目次次次次

索索索索引引引引
目目目目　　　　次次次次

■導入■　　  ■スタート■ 　 　■基礎■　   　■応用■　   　■応急■　   　■用語･索引■　　 ■インフォメーション■

エアブラシのホイール 87

4D マウスカーソルとレンズカーソルのタブ 88

4D マウスとレンズカーソルの設定 89

4Dマウスとレンズカーソルのボタンの設定 90

4D マウスカーソルを15ボタンカーソルとして使う 90

4D マウスとレンズカーソルのボタンスイッチのみ使う 92

4D マウスの ホイールを設定する 93

アプリケーションごとに設定を変える 94

ステップ 1... アプリケーションリストにアプリケーションを登録 95

ステップ 2... アプリケーションごとに入力デバイスを設定 98

特定のアプリケーションの設定を削除する 98

ステップ 3... 設定が自動的に切り替わります 98

入力デバイスごとに設定を変える 99

ステップ 1... 入力デバイスリストに入力デバイスを登録 100

ステップ 2... 入力デバイスごとに入力デバイスを設定 103

入力デバイスの設定を削除する 103

ステップ 3... 設定が自動的に切り替わります 103

同じタイプの入力デバイスを複数使う 104

設定内容を他へコピーする 105

複数のタブレットを接続する 106

トラブルシューティング 107

ドライバのインストールや起動などのシステム的なトラブル 108

タブレット操作時のトラブル 111

起動時のトラブルの一般的な解決方法 114

Macintosh やMac OSを新しく替えたとき 116

タブレットと入力デバイスを診断する 117

ペンやエアブラシの診断 117

4Dマウスとレンズカーソルの診断 118

？インフォメーション 119
製品のサポート 120

サポート窓口 120

オンラインサポート 120

ハードウェアの修理 121

製品の保証について 122

ハードウェアの保証 122

タブレットドライバについて 123

タブレットドライバの保証 124

仕様 125

intuos シリーズ タブレット共通の仕様 125

intuos シリーズ A6タブレット (GD-0405-A) 125

intuos シリーズA5 タブレット (GD-0608-A) 126

intuos シリーズA4 タブレット (GD-0912-A) 126

intuos シリーズA4 正方形タブレット (GD-1212-R) 126

intuos シリーズA3 タブレット (GD-1218-R) 126
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目目目目次次次次

索索索索引引引引
目目目目　　　　次次次次

■導入■　　  ■スタート■ 　 　■基礎■　   　■応用■　   　■応急■　   　■用語･索引■　　 ■インフォメーション■

ペン (GP-300E)  127

エアブラシ (GP-400E)) 127

インキングペン (GP-110) 128
ストロークペン (GP-120) 128

4D マウスカーソル (GC-500) 128

レンズカーソル (GC-210) 128

付属品、オプション品、消耗品 129

ペン 129

エアブラシ (GP-400E) 129

4D マウス (GC-500) 129

レンズカーソル (GC-210) 129

消耗品 130

用　語 131

索　引 134
お問い合わせ用紙・修理依頼書 139
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目目目目次次次次

索索索索引引引引

ははははじじじじめめめめにににに
このたびは、当社の intuos シリーズタブレットをお買いあげいただきまことにありがとうございます。

intuos シリーズタブレットは、コンピュータによるデザインや、ペイント、イラスト、操作、編集作業の究極的な方法を提
供するために開発されました。

より創造的で、軽快なデザインや制作のためにお役立てください。

保保保保証証証証書書書書ににににつつつついいいいててててののののおおおお願願願願いいいい
巻末の保証規定をよくお読みになり、お買い上げから１年間は保証書を保管してください。保証書に販売店印とお買い上げ
年月日の記入がない場合は、直ちに販売店にお申し出になるか、ご購入時の領収書（またはその写し）を保証書に添付して
保管してください。保証書に、販売店印とお買い上げ年月日の記入がない場合、あるいは領収書の添付もない場合は、保証
書が無効になります。

電電電電波波波波障障障障害害害害自自自自主主主主規規規規制制制制等等等等ににににつつつついいいいてててて
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像器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。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

商商商商標標標標ににににつつつついいいいてててて
● intuos は株式会社ワコムの商標です。

● Macintosh、Apple Desktop Bus、Finder、漢字Talk は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

● その他の製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

著著著著作作作作権権権権ににににつつつついいいいてててて　　　　
● 付属のタブレットドライバの著作権は、株式会社ワコムにあります。

● 本ソフトウェア、および本書の内容の一部または全部を、使用許諾条件を越えて複製、転載することは禁止されていま
す。  

●  Acrobat   Reader の著作権（   1987-1996 ）はアドビシステムズ社にあります。
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目目目目次次次次

索索索索引引引引

ここここののののママママニニニニュュュュアアアアルルルルににににつつつついいいいてててて
ボタンやハイパーテキスト（アンダーライン付き緑色のテキスト）をクリックしてページを移動するこ
とにより、知りたい情報を早く探し出すことができます。 ボタンなどの使い方については、 ここここののののママママニニニニュュュュ
アアアアルルルルのののの使使使使いいいい方方方方を参照してください。ほかのハードディスクに「intuos マニュアル」のアイコンをコピー
して、異なるコンピュータで見ることもできますので、操作の理解にお役立てください。

目目目目　　　　次次次次 と索索索索　　　　引引引引・・・各行をクリックするとそのページに移動します。ページ番号が付いているので、
印刷してコンピュータのないところで読むのにも便利です。（印刷される場合、すべてのページを一度に
印刷すると時間がかかりますので、章や節に分けて印刷されることをおすすめします。）

セセセセッッッットトトトアアアアッッッッププププ ・・・タブレットの接続とタブレットドライバのインストール方法、タブレットドライバ
のはずし方について説明しています。

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方 ・・・タブレットとペンについての基本的な使い方をひととおり説明しています。

ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編）））） ・・・タブレットとペンのコントロールパネルの設定方法につ
いて説明しています。

ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方 ・・・エアブラシや4D マウスカーソル、レンズカーソルの使い方
について説明しています。
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 )))) ・・・筆圧やマッピングの詳細設定や特定アプリケーション専用
の設定、プロフェッショナルツールの設定、複数タブレットの同時使用の方法ついて説明しています。

トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ・・・トラブルシューティングやタブレットの診断方法。

？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン ・・・製品のサポートや保証、製品の仕様やオプション品を紹介しています。
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目目目目次次次次

索索索索引引引引 ここここののののママママニニニニュュュュアアアアルルルルににににつつつついいいいてててて

本文中の「　」で 囲まれた文字は、コントロールパネルのボタンやオプションを表します。

以下の内容についてはこのマニュアルでは説明していません。

● ご使用になっているコンピュータ本体。

● ご使用になっているオペレーティングシステム。 

● アプリケーションソフトについて。

これらに関しては、それぞれの製品の説明書をご覧ください。

intuos シリーズタブレットとその入力デバイスの機能（筆圧、消しゴム、傾き、エアブラシ、4Dマウス
の 3D操作機能、デュアルツール入力）に対応しているグラフィックアプリケーションについての情報
を、ホームページ上で提供しています。 ⇒⇒⇒⇒ intuos シリーズタブレットについての情報
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目目目目次次次次

索索索索引引引引

ここここののののママママニニニニュュュュアアアアルルルルのののの使使使使いいいい方方方方
各ページの以下のようなボタンやテキストをクリックすると、それぞれが示すページにすぐに移動する
ことができます。

見た順に表示を戻ります。

目次のはじめへ移動します。

索引のはじめへ移動します。

ページ番号順に戻ったり、進んだりします。

章や節のはじめへ移動します。

詳しく説明しているページへ移動します。

次のページに続きがあります。

表紙へ移動します。

Acrobat Reader のメニューやツールを利用すると、表示のズームイン、ズームアウトや、用語の検索、
このマニュアルの印刷などができます。詳しくは、Acrobat Reader のオンラインガイドを参照してくだ
さい。（印刷される場合は、すべてのページを一度に印刷すると時間がかかりますので、章や節に分けて
印刷されることをおすすめします。）

目次

索引

( 見出し )

下線付きのテキスト
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目目目目次次次次

索索索索引引引引
セセセセッッッットトトトアアアアッッッッププププ

セセセセッッッットトトトアアアアッッッッププププ

intuos シリーズタブレットは、 System7.1以降のMacOSの、マウスが使えるアプリケーションでお使い
になれます。

intuos シリーズタブレットをセットアップするには、以下のページの説明に従ってください。Macintosh
の電源を切り、タブレットを接続してから、タブレットドライバをインストールしてください。 

AAAADDDDBBBB タタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる
シシシシリリリリアアアアルルルルタタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババををををイイイインンンンスススストトトトーーーールルルルすすすするるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババををををははははずずずずすすすす
アアアアンンンンケケケケーーーートトトトににににごごごご協協協協力力力力くくくくだだだだささささいいいい
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目目目目次次次次

索索索索引引引引 AAAADDDDBBBB タタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる
セセセセッッッットトトトアアアアッッッッププププ

AAAADDDDBBBB タタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる
（シリアルタブレットの接続方法は次のページです。）

2222

1111

タブレットケーブルを、キーボードやMacintosh
の裏側などの ADB ポートに接続してください。

タブレットケーブルの
ADB分岐コネクタにマ
ウスなどを接続するこ
とができます。

コンピュータの電源をOFFにしてください。

3333 Macintosh を起動してください。ステータスラン
プが橙色に点灯します。

 「タブレットドライバをインストールする」へ進んでください。

（万一点灯しないときは．．． ⇒⇒⇒⇒トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ）

2222
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目目目目次次次次

索索索索引引引引 シシシシリリリリアアアアルルルルタタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる
セセセセッッッットトトトアアアアッッッッププププ

シシシシリリリリアアアアルルルルタタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる

2222

3333 

5

「 タブレットドライバをインストールする」（次のページ）へ進んでください。

1111

タブレットケーブルに、アダプタケーブルを接続してください。

タブレットケーブルをMacintoshのプリンタポートかモデムポート
に接続してください。そして、ケーブル側のコネクタのネジをしめ
てください。

Macintosh の電源をOFFにしてください。

電源アダプタのプラグをタブレットケーブルの電源入力ジャックに
差し込んでください。

電源アダプタを 100V の電源コンセントに差し込んで、タブレット
の電源スイッチをONにしてください。ステータスランプが橙色に
点灯します。 

4

2222

3333 

4

（万一点灯しないときは．．． 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ）

電源スイッチ



 

  11114444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババををををイイイインンンンスススストトトトーーーールルルルすすすするるるる
セセセセッッッットトトトアアアアッッッッププププ

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババををををイイイインンンンスススストトトトーーーールルルルすすすするるるる
1. タブレットの電源ケーブルとタブレットケーブルが正しく接続されていることを確認してから、シス
テムを起動してください。ステータスランプが橙色に点灯します。

2. CD-ROMを CD-ROM ドライブに入れてください。 

3.「Wacom Tablet のインストール」というアイコンをダブルクリックして画面の指示に従ってくださ
い。

4. タブレットドライバのインストールが完了したら、Macintosh のシステムを再起動してください。タ
ブレットとペンで画面のポインタを操作することができます。

起動中には、タブレットドライバが読み込まれる状態が、以下のようなアイコンで表示されます。

タブレットドライバを読み込み中です。

タブレットドライバは正しく読み込まれました。

タブレットドライバは読み込まれませんでした。　⇒⇒⇒⇒ トラブルシューティング



 

  11115555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババををををイイイインンンンスススストトトトーーーールルルルすすすするるるる
セセセセッッッットトトトアアアアッッッッププププ

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババををををははははずずずずすすすす
(アンインストール )

1. CD-ROMを CD-ROM ドライブに入れてください。 

2.「Wacom Tablet のインストール」というアイコンをダブルクリックしてください。

3.「カスタム／アンインストール」を選択し、「はずす」をクリックしてください。

アアアアンンンンケケケケーーーートトトトににににごごごご協協協協力力力力くくくくだだだだささささいいいい
付属のアンケートはがきをご記入の上お送りください。  

iiiinnnnttttuuuuoooossss シシシシリリリリーーーーズズズズタタタタブブブブレレレレッッッットトトトににににつつつついいいいててててのののの情情情情報報報報
Intuouシリーズタブレットのさまざまな機能に対応しているアプリケーションについて、最新の情報を
以下のホームページでご覧になれます。

日本語 http://tablet.wacom.co.jp/
英語 http://www.wacom.com/productinfo



 

 

 

  11116666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

この章ではタブレットや、ペンをはじめとする入力デバイスの使い方について説明します。 タブレット
やペンなどを初めてお使いになる方は以下の項目をお読みください。

 

各各各各部部部部のののの名名名名称称称称とととと働働働働きききき
姿姿姿姿勢勢勢勢とととと作作作作業業業業環環環環境境境境をををを整整整整ええええるるるる
ペペペペンンンンススススタタタタンンンンドドドドのののの使使使使いいいい方方方方
ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススののののおおおお手手手手入入入入れれれれ



 

  11117777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 各各各各部部部部のののの名名名名称称称称とととと働働働働きききき
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

各各各各部部部部のののの名名名名称称称称とととと働働働働きききき
Intuos シリーズタブレットには、 タブレット本体の操作面の上で、ペンなどの入力デバイスを使用しま
す。 それぞれのサイズのタブレットと入力デバイスについて説明します。

　（AAAA5555 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと AAAA4444タタタタブブブブレレレレッッッットトトトの順路へ）　　（AAAA4444 正正正正方方方方形形形形タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと AAAA3333 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトの順路へ）

AAAA6666 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト

○A6 タブレットの順路へ

操操操操作作作作面面面面

ペンスタンド

ステータスランプ

透明オーバーレイシート

セロハンテープや付箋紙な
どで簡単に持ち上がります。

タブレット
ケーブル

フフフファァァァンンンンククククシシシショョョョンンンンボボボボッッッッククククスススス



 

  11118888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 各各各各部部部部のののの名名名名称称称称とととと働働働働きききき
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

AAAA5555 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトととととAAAA4444 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト

フフフファァァァンンンンククククシシシショョョョンンンンボボボボタタタタンンンン
（台紙は交換できます )

傾傾傾傾斜斜斜斜調調調調整整整整ババババーーーー 
（裏面）

ククククイイイイッッッッククククポポポポイイイインンンントトトトエエエエリリリリアアアア
の表示（A4 タブレット
以上）

ペペペペンンンンススススタタタタンンンンドドドド

ステータスランプ

タブレット
ケーブル

透明オーバーレイシート

セロハンテープや付箋紙
などで簡単に持ち上がり
ます。

操操操操作作作作面面面面

○このタブレットの順路へ



 

  11119999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 各各各各部部部部のののの名名名名称称称称とととと働働働働きききき
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

AAAA4444 正正正正方方方方形形形形タタタタブブブブレレレレッッッットトトトととととAAAA3333 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト

電源スイッチ

ペペペペンンンンススススタタタタンンンンドドドド

ファンクションボタン 
（台紙は交換できます )

タブレットケーブル

ククククイイイイッッッッククククポポポポイイイインンンントトトトエエエエリリリリアアアア
の表示

操操操操作作作作面面面面

ステータスランプ

透明オーバーレイシート

セロハンテープや付箋紙
などで簡単に持ち上がり
ます。



 

  22220000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 各各各各部部部部のののの名名名名称称称称とととと働働働働きききき
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

入入入入力力力力デデデデババババイイイイスススス
intuos シリーズタブレットには、ペンをはじめ、エアブラシや、4D マウス、レンズカーソルをご使用に
なれます。  入力デバイスひとつひとつに書き込まれている デバイス ID をタブレットが識別しますので、 
同じタブレットに対して多くの入力デバイスを個別の設定で使用することができます。たとえば、同じ
種類のペンを何本でも識別します。（アプリケーションの対応により、2 つのポインタを表示して同時に
2 つまで使用できます。）

参参参参考考考考 ::::    付属の入力デバイス ( ペン ) 以外のものもお求めになれます⇒ 付属品、オプション品、消耗品
ペペペペンンンンととととエエエエアアアアブブブブララララシシシシは、筆圧機能により人間の手が得意とする自然で滑らかな変化を表現できます。

エエエエアアアアブブブブララララシシシシ

テールスイッチ
　（消しゴム）

ペペペペンンンン

芯 

セカンドサイドスイッチ 

サイドスイッチ カカカカララララーーーーココココーーーードドドド
複数の同タイプのペン を個
別の設定で使用するときは、
区別するためここにカカカカララララーーーー
ココココーーーードドドドを貼ってください。

ホイール



 

  22221111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 各各各各部部部部のののの名名名名称称称称とととと働働働働きききき
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

4444DDDDママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルは、スイッチ情報のほか、タブレット操作面上のX座標と Y座標、ホイールの回転
量、タブレットに対する回転角の 4 つのパラメータをコンピュータに 提供します。

アプリケーションの対応により、2 次元や 3次元グラフィックに対して、柔軟で複合的な加工や操作を
加えることができます。 

標準設定では、ホイールの機能はアプリケーションの設定に従います。 

4444DDDDママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルル

カーソルボタン
（5つ）

ホイール l

右手用左手用 の切り替えができます

ボタンの機能については．．．　　
　⇒⇒⇒⇒4Dマウスカーソルの使い方



 

  22222222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 各各各各部部部部のののの名名名名称称称称とととと働働働働きききき
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

レレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルは手元を見ながら操作面上の正確な位置を入力するのに使用します。レンズの十字の交
点が座標読み取り位置になります。CADや、図形、地図情報の入力、トレースなどのアプリケーション
に便利です。

オプションとしてお求めになれます

⇒⇒⇒⇒ 付属品、オプション品、消耗品レレレレンンンンズズズズ    カカカカーーーーソソソソルルルル

レンズ（可動）

5つのボタン
（機能を設定）



 

  22223333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 姿姿姿姿勢勢勢勢とととと作作作作業業業業環環環環境境境境をををを整整整整ええええるるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

姿姿姿姿勢勢勢勢とととと作作作作業業業業環環環環境境境境をををを整整整整ええええるるるる
タブレットやキーボード、ペンスタンドを手の届きやすい場所に配置してください。 

長時間作業をしても、疲労や障害を防ぐことができるように、モニタの高さや位置を調整してください。

目に負担にならない適切な照明のもとでごモニタをご使用ください。

タブレットのサイズにより、タブレットを手前に傾斜させたり、ペンスタンドを取り付けたりできます。 
⇒⇒⇒⇒タブレットを手前に傾斜させる 　　⇒⇒⇒⇒ ペンスタンドの使い方 

疲疲疲疲労労労労をををを軽軽軽軽減減減減すすすするるるるににににはははは

● 作業の合間に休憩をとってくださ
い。

● 入力デバイスを持つときはなるべ
く力を抜いてください。

● 一日のうちで性質の異なる作業を
入れ替えて行なってください。

● 不快感を伴う不自然な姿勢や、反
復動作を控えてください。



 

  22224444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 姿姿姿姿勢勢勢勢とととと作作作作業業業業環環環環境境境境をををを整整整整ええええるるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

ペンスタンドのののの使使使使いいいい方方方方
タブレットのサイズによって、設置方法が異なります。

AAAA6666タタタタブブブブレレレレッッッットトトト ::::    タブレットには装着しません。
手の届きやすい場所に置いてください。

AAAA5555 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト ::::    タブレットに付けてもはずして
もご使用になれます。 傾斜調整バーを付けたタ
ブレットには上の溝が合います。

AAAA4444 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト ::::    タブレットに付けてもはずして
もご使用になれます。 傾斜調整バーを付けたタ
ブレットには上の溝が合います。

AAAA4444正正正正方方方方形形形形タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと    AAAA3333 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト ::::    タブ
レットの左上から横に差し込んで使用します。 



 

  22225555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 姿姿姿姿勢勢勢勢とととと作作作作業業業業環環環環境境境境をををを整整整整ええええるるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを手手手手前前前前にににに傾傾傾傾斜斜斜斜ささささせせせせるるるる
大きなタブレットを机の上でご使用になる場合は、一般に、タブレットを手前に少し傾斜させると使い
やすくなります。

A5 タブレットと A4 タブレットには、付属の傾斜調整バーを裏面に貼り付けることができます。

通常の向きでタブレットを使用する場合はここに貼り付けます



 

  22226666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 姿姿姿姿勢勢勢勢とととと作作作作業業業業環環環環境境境境をををを整整整整ええええるるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

フフフファァァァンンンンククククシシシショョョョンンンンボボボボッッッッククククススススをををを使使使使うううう
intuos シリーズタブレットの操作面の上部には、入力デバイスでクリックできるファンクションボック
スがあります。一般的なアプリケーションのファイルメニューと編集メニューのなかで、代表的な
ショートカットキーの実行などが、キーボードに手を伸ばすことなくワンタッチでできます。

ファンクションボックスのボタンの数は、タブレットのサイズにより異なります。 

A5 タブレット以上では、ファンクションボックスの台紙は着脱可能で
す。ボタンの設定を変えて使用する場合は、鉛筆などで書き入れてくだ
さい。透明オーバーレイシートはセロハンテープや付箋紙などで簡単に
持ち上げることができます。

入力デバイスがボタンの上に来るとボタンの番号が画面に表示されるので、画面から目を離
さずにクリックできます。またボタンが隠れる 4D マウスでも確実にクリックできます。  



 

  22227777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 姿姿姿姿勢勢勢勢とととと作作作作業業業業環環環環境境境境をををを整整整整ええええるるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

    フフフファァァァンンンンククククシシシショョョョンンンンボボボボッッッッククククススススには以下の機能が標準設定されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  * ････ A5 タブレット以上　　** ･･･ A4 タブレット以上

ファンクションボックスの設定を変えたいときは．．．⇒⇒⇒⇒ ファンクションボックスの機能を設定する 
ファンクションボックスのボタンをクリックして変更したママママッッッッピピピピンンンンググググオオオオププププシシシショョョョンンンン（（（（MMMMooooddddeeee ････････････））））とととと筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触
（（（（PPPPrrrreeeessssssssuuuurrrreeee ････････････））））は、今回タブレットを使い終わるまで有効です。

ボボボボタタタタンンンンのののの表表表表記記記記 シシシショョョョーーーートトトトカカカカッッッットトトトキキキキーーーー 機機機機能能能能

nnnneeeewwww Command+N 新規作成 ...

ooooppppeeeennnn Command+O 開く ...

cccclllloooosssseeee Command+W 閉じる ...t

ssssaaaavvvveeee Command+S 上書き保存

pppprrrriiiinnnntttt Command+P 印刷 ...

eeeexxxxiiiitttt Command+Q アプリケーションの終了

ccccuuuutttt Command+X 切り取り

ccccooooppppyyyy Command+C コピー

ppppaaaasssstttteeee Command+V 貼り付け

uuuunnnnddddoooo**** Command+Z 元に戻す

ddddeeeellll**** Delete （｢ Delete ｣キーを押すのと同じです）

MMMMooooddddeeee                        PPPPeeeennnn**** ー 座標検出モードを ペンモードに

MMMMoooouuuusssseeee**** ー 座標検出モードを  マウスモードに

QQQQuuuuiiiicccckkkkPPPPooooiiiinnnntttt******** ー 操作エリアをクイックポイント モード **に

PPPPrrrreeeessssssssuuuurrrreeee    SSSSoooofffftttt**** ー 筆圧感触を「柔らかい」に

MMMMeeeedddd**** ー 筆圧感触を中間に
FFFFiiiirrrrmmmm**** ー 筆圧感触を「硬い」に



 

  22228888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
グラフィカルユーザーインタフェースの基本操作であるポインティング、クリック、およびドラッグの
操作は、マウスと同様に行なえます。タブレットとペンをはじめてお使いになる方は、以下のページを
参照してください。

ペペペペンンンンのののの持持持持ちちちち方方方方
鉛筆やボールペンと同じようにお持ちください。誤って、意図せずサイドスイッチを押さないように
持ってください。サイドスイッチは親指か人差し指で押してください。

重重重重要要要要：：：：    ペンを手から離すときペンをタブレットの上に置きますと、マウスなど他の入力機器と競合
が起きてポインタが操作できなくなることがあります。ペンスタンドをご利用ください。
ペン先が押されたままの状態が続くと、筆圧感触が損なわれることがあります。ペン先の感触
を保つため、使わないときにはペン先に自重などがかからないようにご注意ください。 

ペンを使う テールスイッチ（消しゴム） を使う



 

  22229999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

ポポポポイイイインンンンテテテティィィィンンンンググググ
ペン先を約 10 mm以内に近づけると、ペンモード（絶対座標）では画面のポインタがペン先の位置に
応じた場所に現れて、ペンの動きについてきます。 
 

日頃からマウスを使い慣れていて、
ペンによるポインティングに少し違
和感を 感じる方は、 画画画画面面面面をををを見見見見ななななががががらららら
ペペペペンンンンをををを使使使使ううううを参照してください。

ポポポポイイイインンンンテテテティィィィンンンンググググののののココココツツツツ :::: タブレットを
少し反時計回りに傾けて、手首を中
心とするペンの動きがタブレットの
横方向と平行になるように置くと、
ポインティングが自然にできます。

約 10 mm



 

  33330000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

ククククリリリリッッッックククク、、、、ダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッックククク
ククククリリリリッッッックククク．．．ペン先で軽くタブレットを押すと、マウスでクリックをしたことと同じになります。この
ときペン先にクリック感はありません。

ダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッックククク．．．すばやく２回同じ場所をクリックします｡アイコンからフォルダやファイルなどを開
くときに使います。  サイドスイッチを使うと１回押すだけでダブルクリックができます。

ペン先で 2 回押す方法と、サイドスイッチを 1回押す方法の 2 とおりのダブルクリックをお試しくださ
い。

ササササイイイイドドドドススススイイイイッッッッチチチチででででダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッッククククすすすするるるるとととと、
ペン先で同じ場所を２回クリックするより
簡単です。



 

  33331111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

ササササイイイイドドドドススススイイイイッッッッチチチチととととセセセセカカカカンンンンドドドドササササイイイイドドドドススススイイイイッッッッチチチチをををを使使使使うううう
サイドスイッチとセカンドサイドスイッチは、ペン先が操作面から読み取り高さ（約 10 mm）以内にあ
るとき押されると、それぞれの機能が働きます。

サイドスイッチとセカンドサイドスイッチの設定を変えるには．．．⇒⇒⇒⇒ ペンスイッチを設定する

セセセセカカカカンンンンドドドドササササイイイイドドドドススススイイイイッッッッチチチチ

標準設定は「Control」キーです。キー
ボードで「Control」キーを押す代わり
になります。

ササササイイイイドドドドススススイイイイッッッッチチチチ

標準設定はダブルクリックです。ペン
先で同じ場所を２回クリックするより
簡単です。



 

  33332222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

ドドドドララララッッッッググググ
ペン先を操作面に押しつけたまま動かします。選択したアイコンや図形、ブロックなどを移動させたり、
文字ブロックの範囲を選択するのに使います。途中で押しつける力が弱くなりすぎますと、ドラッグが
終わってしまいます。 
 



 

  33333333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

筆筆筆筆圧圧圧圧をををを使使使使うううう
ペン先やテールスイッチに加わる荷重をタブレットが読み取り、筆圧としてアプリケーションに伝えま
す。筆圧に対応しているグラフィックアプリケーションでは、ペンに加わる荷重の変化を線の太さや濃
さ、色合いなどに表現することができます。

筆圧対応のグラフィックアプリケーションを開いて、ツールパレットやツールボックスから筆圧ツール
を選んで試してください。 

筆圧の感触を調整するには．．．⇒⇒⇒⇒ ペン先の筆圧感触を調整する

どのアプリケーションが筆圧に対応しているかについて、ホームページで見ることができます。

　⇒⇒⇒⇒ intuos シリーズタブレットについての情報



 

  33334444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

傾傾傾傾ききききをををを使使使使うううう
ペンやエアブラシの、操作面の垂線からの傾きの大きさと、傾きの方向をタブレットが読みとり、アプ
リケーションに伝えます。グラフィックアプリケーションの対応により、たとえば、傾き方位に平行に
線を引くと細く、垂直に引くと太く描けたり、筆先を下ろしたときに着く絵の具の形状や、穂先の方向
を操作することができます。

傾きの感度を設定することができます。⇒⇒⇒⇒    傾き感度を設定する

どんなアプリケーションが筆圧に対応しているかについて、ホームページで見ることができます。　　
　　⇒⇒⇒⇒ intuos シリーズタブレットについての情報

PenTools の仮想エアブラシを使ってペンを傾けると、スプ
レーを傾けて吹き付けたような効果が得られます。
（PenTools はPhotoshopプラグインとして intuos の CD-
ROM に入っています。）



 

  33335555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

消消消消ししししゴゴゴゴムムムムをををを使使使使うううう
グラフィックアプリケーションの対応により、テールスイッチを使って、鉛筆に付いている消しゴムを
使うように筆圧を使って自然に消すことができます。  テールスイッチの消しゴム機能に対応しているグ
ラフィックアプリケーションでは、テールスイッチを操作面に近づけると、ポインタが自動的に消しゴ
ムツールに変わります。

消しゴム機能に対応していない、テキストを扱うアプリケーションや、表計算ソフトなどでは、テール
スイッチで文字やセルをドラッグして選択し、放すことにより、ワンタッチで消去することができます。 

試しに SimpleText を開いて文字を書き込み、テールスイッチで文字をドラッグして放してみてくださ
い。 選択した部分が消去されます。

筆筆筆筆圧圧圧圧のののの感感感感触触触触をををを調調調調整整整整すすすするるるるににににはははは．．．．．．．．．．．．⇒⇒⇒⇒ テールスイッチの筆圧感触を調整する

どんなアプリケーションが筆圧に対応しているかについて、ホームページで見ることができます。　　
　　⇒⇒⇒⇒ intuos シリーズタブレットについての情報



 

  33336666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

読読読読みみみみ取取取取りりりり高高高高ささささ
ペン先やテールスイッチが読みとり高さ（約 10 mm）以内にあるとき、タブレットはペンの以下の情報
を読み取ります。

● ペン先やテールスイッチの座標

● ペン先やテールスイッチの荷重

● サイドスイッチとセカンドスイッチのON/OFFの状態（ペン先のみ有効）

● ペンの傾きの大きさと方位 

ペン先を浮かせたままでもサイドスイッチやセカンドサイドスイッチはご使用になれます。また、オー
バーレイシートに原稿をはさむだけでなく、タブレットの上に薄い本を置いて、上からトレースするこ
ともできます。  

約 10 mm 



 

  33337777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンのののの使使使使いいいい方方方方
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

画画画画面面面面をををを見見見見ななななががががららららペペペペンンンンをををを使使使使うううう
通常、マウスをはじめてお使いになるとき、ポインタの操作に慣れるにはある程度時間を要します。ぺ
ンモード（絶対座標）でペンをはじめてお使いになるときも、ポインタ操作に慣れるため簡単な練習を
おすすめします。  一度ペンに親しむと、マウスモードに比べて速く自然な操作ができます。

以以以以下下下下のののの手手手手順順順順にににに従従従従っっっってててて、、、、画画画画面面面面をををを見見見見ななななががががららららペペペペンンンンをををを使使使使っっっっててててみみみみててててくくくくだだだだささささいいいい。

1. お手持ちのグラフィックアプリケーションを開き、  線ツールを使って 2 ～ 2.5cmの間隔で格子を描
きます。( マウスを使ってもよいでしょう )

2. フリーハンドツールを選択して、格子の各交点にペンで点を打ちます。

3. 格子の各交点にペンで×印をつけます。

4. 最後に、格子の各交点を○で囲んでください。（下の図のようになります）

5. 今度は、画面をクリアして好きな絵を描いてみてください。  

ペンを使うにつれてポインタの操作が簡単になり、ペンでマウスを代用できるようになります。

ポポポポイイイインンンンテテテティィィィンンンンググググののののココココツツツツ :::: 
タブレットを少し反時計
回りに傾けて、手首を中
心とするペンの動きがタ
ブレットの横方向と平行
になるように置くと、ポ
インティングが自然にで
きます。



 

  33338888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススののののおおおお手手手手入入入入れれれれ
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの使使使使いいいい方方方方

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススののののおおおお手手手手入入入入れれれれ
タブレットの表面は清潔にお使いください。ちりや砂ぼこりなどがかかると、操作面に傷が付いたり芯
が早く摩耗したりします。

タブレット、ペン、カーソルの汚れを落とす場合は、中性洗剤をうすめたものを清潔なやわらかい布に
ふくませ、かたくしぼってからふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の液体
を使用しないでください。表面が変質して戻らなくなります。

湿気の多いところ、温度変化の激しいところに保管しないでください。結露し故障の原因になります。

タブレットや入力デバイスを分解しないでください。保証が無効になります。ペンを強くねじると壊れ
ることがあります。

芯芯芯芯をををを交交交交換換換換すすすするるるる
長いあいだ電子ペンを使っていくうちに、ペン先が少しずつ磨耗していきます。使いにくくなりました
ら芯を交換してください。

1. とげ抜きのようなもので芯をはさんで引き抜いてください。

2. 替え芯を止まるまで差し込んでください。

替え芯の型式．．．⇒⇒⇒⇒ 消耗品



 

 

 

  33339999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

コントロールパネルを操作することにより、タブレットやペンの機能を設定することができます。

アプリケーションの用途や目的、タブレットの使いやすさなどに合わせて設定を変えることができます。

ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルをををを開開開開くくくく
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの概概概概要要要要
ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを調調調調整整整整すすすするるるる
ペペペペンンンン先先先先ののののダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッッククククアアアアシシシシスススストトトトをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチをををを設設設設定定定定すすすするるるる
テテテテーーーールルルルススススイイイイッッッッチチチチのののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを調調調調整整整整すすすするるるる
傾傾傾傾きききき感感感感度度度度をををを設設設設定定定定すすすするるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ポポポポッッッッププププアアアアッッッッププププメメメメニニニニュュュューーーーをををを設設設設定定定定すすすするるるる
フフフファァァァンンンンククククシシシショョョョンンンンボボボボッッッッククククススススのののの機機機機能能能能をををを設設設設定定定定すすすするるるる
ププププルルルルダダダダウウウウンンンンメメメメニニニニュュュューーーー



 

  44440000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルをををを開開開開くくくく
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルをををを開開開開くくくく

1. ペンを使ってアップルメニューから「コントロールパネル」フォルダを開いてください。

2. タブレットのアイコンをダブルクリックしてください。

「ワコム タブレット」のコントロールパネルが現れます。

ダブルクリックする



 

  44441111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの概概概概要要要要
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの概概概概要要要要
このコントロールパネルを操作して、タブレットや入力デバイスを設定します。

＊＊＊＊        ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．アプリケーションごとに異なる設定ができます。はじめてペンの設定をするときは操作する必要はありません。
＊＊＊＊＊＊＊＊．．．．．．．．．．．．2つ以上の入力デバイスを使うとき、入力デバイスを選択するとタブの設定が切り替わります。1本のペンだけを使
　　　　 う場合は、必要なタブが自動的に現れますので操作する必要はありません。

プルダウンメニュー ...ダイアログボックスなどを開きます。

タブ 

上で選択された入力
デバイスに属する設
定内容です。

オンラインヘルプ
を開きます。内容
は、このマニュア
ルの「コントロー
ルパネルの使い方」
の基礎編と応用編
と同じです。 

 

タブのボタン 

開いているタブに
対して働きます。

左のリストに入力
デバイスを 1つ登
録します。＊＊＊＊＊＊＊＊

アプリケーションリ
スト ＊＊＊＊

特定のアプリケー
ションを登録できま
す。

入力デバイスリスト＊＊＊＊

左のリストに特定
のアプリケーショ
ンを1つ登録しま
す。＊＊＊＊

バルーン表示を選択すると、
バルーンヘルプが現れます。

上で選択されたアプ
リケーションに属し
て設定される入力デ
バイスです。



 

  44442222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの概概概概要要要要
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

タタタタブブブブ
タブレットやペンなどを設定するには、コントロールパネルのタブを使います。

タタタタブブブブののののボボボボタタタタンンンンは、開いているタブの設定内容に対してのみ働きます。

．．．開いているタブの設定内容を、標準設定に戻します。 

．．．開いているタブの設定内容を、最後に「OK」ボタンまたは「保存」ボタンを押した
　　　　　　　　　ときのもの（いずれか新しい方）に戻します。 設定し直すとき便利です。

．．．開いているタブの設定内容を、現在の入力デバイスやアプリケーションから他のも
　　　　　　　　　のへコピーするため、ダイアログボックス「設定をコピー ...」を開きます。

それぞれのタブを開いて、タブレットやペンなどを用途に合わせて使いやすく設定してください。 

シリアルポートの接続
を確認、設定します。ペンを設定します。

タブレットと画面の
関係を設定します。

ポインタの場所に現れる
メニューを設定します。

タブレットのファンクショ
ンボックスを設定します。

ADB タブレットを使用
すると現れます。



 

  44443333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの概概概概要要要要
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルののののボボボボタタタタンンンン

 - - - - - - - - - - コントロールパネルを閉じます。「ファイル」メニューから「終了」や

「閉じる」を選択するのと同じです。 

 - - - - - - - - - - intuos ヘルプを開きます。「ヘルプ」メニューから「intuos ヘルプ」を選

択するのと同じです。 

ダダダダイイイイアアアアロロロロググググボボボボッッッッククククススススのののの中中中中ののののヘヘヘヘルルルルププププボボボボタタタタンンンン を押すと、そのダイアログボックスの説明が現れます。

（左上の隅）

（右上）



 

  44444444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを調調調調整整整整すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを調調調調整整整整すすすするるるる
「ペン先の感触」のタブを選択します。太い線を引いたり、軽いタッチでクリックしたいときは、スライ
ダを「柔らかい」にします。力を入れて描きたいときは、「硬い」にします。

「硬い」から「柔らかい」
までを 6段階で設定しま
す。

現在設定されている筆圧
感触をテストします。こ
の中で、荷重を変えなが
ら何回か試し描きしてく
ださい。

現在のクリック筆圧をテ
ストします。ここをペン
先で押してください。

詳細設定 を表示します。
詳細設定が有効なとき
チェックマークが付き
ます。



 

  44445555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンン先先先先ののののダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッッククククアアアアシシシシスススストトトトをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ペペペペンンンン先先先先ののののダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッッククククアアアアシシシシスススストトトトをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッッククククののののタタタタブブブブの中で、ダブルクリック距離（2回目のクリックの場所がずれてもよい距離）を
大きくし、ダブルクリックのスピードを遅くすると、ペン先によるダブルクリックが簡単にできるよう
になります。 ただし、グラフィックアプリケーションでは、線の引きはじめにポインタがダブルクリッ
ク距離の外へ出るまで、あるいはダブルクリックの時間が過ぎるまでは線が現れないことがありますの
で、ダブルクリック距離は小さくしてセカンドサイドスイッチによるダブルクリックをお勧めします。

チェックマークを付けると、ダダダダブブブブ
ルルルルククククリリリリッッッッククククアアアアシシシシスススストトトトの設定が使用
されます。

参参参参考考考考 :::: ダブルクリックアシストは、
アプリケーションを切り替えるこ
とにより自動的にON/OFFさせる
ことができます。 ⇒⇒⇒⇒ アプリケー
ションごとに設定を変える 

2 回目のクリックがずれてもよい距
離を 1から25の範囲で設定できま
す。数値を入力するか、上下の矢
印をクリックしてください。

ペン先でダブルクリックするとき、
遅くするとゆっくりダブルクリッ
クができます。ただし、グラ
フィックアプリケーションで線を
引き始めるとき、ダブルクリック
の時間が過ぎるまで線が引けない
ことがあります。

ターゲットをペン先でダブルクリックすると、その特長を
もとにダブルクリックの距離と速度を自動設定します。

設定を使用する前に、ターゲットをダ
ブルクリックしてテストしてください。



 

  44446666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチをををを設設設設定定定定すすすするるるる
「デバイスボタン」のタブでは、サイドスイッチやセカンドサイドスイッチ、テールスイッチ、ペン先が
押されたときに働く機能を設定します。

セカンドサイドスイッチが押され
たときに働く機能を設定します。

サイドスイッチが押されたときに
働く機能を設定します。

ペン先が押されたときに働く機能を設定します。グラフィックアプリケーション
を使用するときは左ボタンクリックに設定しておいてください。

テールスイッチが押されたときに
働く機能を設定します。



 

  44447777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれののののペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチにににに設設設設定定定定ででででききききるるるる機機機機能能能能
それぞれのスイッチが押されたときに働く機能を、プルダウンメニューの以下の項目の中から選択しま
す。スイッチによっては、選択肢が制限されているものがあります。

ククククリリリリッッッックククク  - - - - - - - - - - - - - - マウスでクリックすることに相当します。少なくともいずれか 1 つのペン
スイッチに設定されていないとクリックができなくなります。（ペン先の
標準設定） 

ダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッックククク．．．．．．．．．．．．   - - - - - - スイッチを1 回押すとダブルクリックしたことになります。ペン先でダブ
ルクリックするより簡単です。（セカンドサイドスイッチの標準設定）

ククククリリリリッッッッククククロロロロッッッックククク．．．．．．．．．．．．   - - - - - - スイッチを1 回押すと、マウスのボタンを押してそのまま押し続けている
状態になります。次にペン先などでクリックすと、ボタンから指を放すこ
とに相当します。マウスモードでペンを使って遠くにドラッグすると

きに便利です。ペン先を浮かせてもドラッグが終わりません。



 

  44448888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

キキキキーーーースススストトトトロロロローーーークククク ............ - - - - - - - - スイッチを押すと、このダイアログボックスで設定するキーボード入力の
代わりをします。選択すると、以下のダイアログボックスが現れます。設
定したいキーを入力したら、「OK」ボタンをクリックしてください（リ
ターンキーも入力するためボタンを押すのには使えません）。1つの文字
キーやファンクションキーに加え、修飾キーを組み合わせて入れることが
できます。「shift」、「option」、「command」、「control」キーは必ず文字
キーと同時に押してください。



 

  44449999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

修修修修飾飾飾飾キキキキーーーー ............ - - - - - - - - - - - - - プルダウンメニューから選択すると、以下のダイアログボックスが現れま
す。スイッチを押すと、このダイアログボックスで設定する「shift」、
「option」、「command」、「control」キーなどの入力の代わりをします。

「shift」、「option」、
「command」、「control」
キーの組み合わせに、「クリッ
ク」を加えることができます。 

  



 

  55550000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ママママククククロロロロ ............  - - - - - - - - - - プルダウンメニューから選択すると、以下のようなマクロを選択するダイ
アログボックスが現れます。4とおりの一覧表示のうち 1つを選択し、一
覧からススススイイイイッッッッチチチチにににに割割割割りりりり当当当当ててててたたたたいいいいママママククククロロロロをををを 1111 つつつつ選選選選んんんんででででくくくくだだだだささささいいいい。。。。

まず、QuicKeys2 や TempoII など、サードパーティーのマクロ
ユーティリティでマクロを作成してください。マクロユーティリ
ティが動作していないとこのダイアログボックスは現れません。

Finder やすべてのアプリ
ケー ションに共通なマクロ

全アプリケー ショ
ンに共通なマクロ
と今のアプリケー
ション用のマクロ

アプリケーションリストで
選択されているアプリケー
ションのために登録されて
いるマクロ

すべてのマクロ



 

  55551111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンンススススイイイイッッッッチチチチをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

筆筆筆筆圧圧圧圧一一一一定定定定  - - - - - - - - - - - - - - スイッチが押されている間、筆圧レベルは一定です。たとえば、同じ太さ
で線を引くことができます。

モモモモーーーードドドド切切切切りりりり替替替替ええええ ......... - - - - - - - -  ペンモード（絶対座標） と マウスモードを切り替えます。

ポポポポッッッッププププアアアアッッッッププププメメメメニニニニュュュューーーー  - - - - ポインタの場所にポップアップメニューを表示します。  ⇒⇒⇒⇒ ポップアップメ
ニューを設定する 

消消消消ししししゴゴゴゴムムムム  - - - - - - - - - - - - - - スイッチの機能を消しゴムに設定します（テールスイッチの標準設定）。 ⇒⇒⇒⇒
消しゴムを使う 

無無無無効効効効- - - - - - - - - - - - - - - - - - スイッチが押されても何もしません。

アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンにににに依依依依存存存存 - - - 4D マウスやレンズカーソルのボタンの番号がアプリケーションに送られ
ます。 タブレットとカーソルに対応している CADアプリケーションでの
コマンドの実行などにお使いください。



 

  55552222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 テテテテーーーールルルルススススイイイイッッッッチチチチのののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを調調調調整整整整すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

テテテテーーーールルルルススススイイイイッッッッチチチチのののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを調調調調整整整整すすすするるるる
「消しゴムの感触」のタブを選択します。軽いタッチで消したいときは、スライダを「柔らかい」にしま
す。力を入れて消したいときは、「硬い」にします。

「硬い」から「柔らかい」までを
6 段階で設定します。

現在設定されている筆圧感触をテ
ストします。この中で、荷重を変
えながら何回か消してください。

詳細設定を表示します。

現在のクリック筆圧をテストしま
す。文字をテールスイッチで選択
してください。

詳細設定が有効なとき
チェックマークが付きます。



 

  55553333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 傾傾傾傾きききき感感感感度度度度をををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

傾傾傾傾きききき感感感感度度度度をををを設設設設定定定定すすすするるるる
「傾き」のタブを選択します。アプリケーションに伝わるペンの傾きの感度を調節します。 

どのアプリケーションが傾きに対応しているかについて、ホームページで見ることができます。

　⇒⇒⇒⇒  intuos シリーズタブレットについての情報

実際のペンの傾きをどのくらいの感度でア
プリケーションに伝えるかを調整します。

アプリケーションに伝わる傾きの方向と大
きさが、視覚的に表示されます。
参参参参考考考考：：：： 傾きの方向もアプリケーションに伝
わります。たとえば、筆先の方向を操作で
きます（アプリケーションの対応が必要で
す）。

アプリケーションに伝わる傾きの範囲です。
スライダを動かすと、広くなったり狭く
なったりします。アプリケーションに伝わ
る傾きは約60 ﾟまでです。



 

  55554444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
「マッピング」のタブを開いて、ペンの動きと画面のポインタの動きとの関係を設定します。

ペペペペンンンンモモモモーーーードドドドののののママママッッッッピピピピンンンンググググタタタタブブブブ

座座座座標標標標検検検検出出出出モモモモーーーードドドド    がペンモード（絶対座標） のときは、画面のポイ
ンタの位置が、操作エリアのペンの位置に常に対応します。

アプリケーショ
ンの用途などに
合わせて タブ
レット操作エリ
ア を選択しま
す。

ククククイイイイッッッッククククポポポポイイイインンンントトトトモモモモーーーードドドド（A4タブレット以上）　　

メニュー選択などの一般的な操作のための小さなクイッ
クポイントエリアを下に、グラフィック加工用の大きな
操作エリアを上に設けます。 クイックポイントエリアは
全画面をカバーできます。大きな操作エリアには「表示
エリア」と「画面との関係」を設定できます。  

タブレットの向きを
変える ときは選択
します。

タブレットの表示エリ
ア　ペンの動きからポ
インタが届く画面の範
囲を設定します。

マッピングを詳細に設定する ダイアログ
ボックスを開きます。

タブレットとの関係

操作エリアがどんな
関係で表示エリアに
マッピングされるか
を設定します。

参考： 複数の入力デバイスを登録した場合、このタブの、
「タブレットの向き」以外は入力デバイスごとに設定されま
す。設定したい入力デバイスを使って コントロールパネルを
開いてください。



 

  55555555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ママママウウウウススススモモモモーーーードドドドののののママママッッッッピピピピンンンンググググタタタタブブブブ

座座座座標標標標検検検検出出出出モモモモーーーードドドドが マウスモード 
のときは、操作エリア内の読み取
り高さ以内でペンが動いたときだ
けポインタが移動します（相対座
標）。

タブレットの向きを変える ときは選択します。

マウスモード時のポインタの速度
を選択します。



 

  55556666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

座座座座標標標標検検検検出出出出モモモモーーーードドドド
ペペペペンンンンモモモモーーーードドドドでは、画面のポインタの位置が操作エリア内のペンの位置に常に対応します（絶対座標） 。

ママママウウウウススススモモモモーーーードドドド    では、操作エリア内の読みとり高さ以内でペンが動いたときだけ画面のポインタが移動し
ます（相対座標）。

参参参参考考考考：：：：ペンモードとマウスモードとの切り替え機能がタブレットのファンクションボックスやポップ
アップメニューに登録されていると、そのボタンをクリックしても切り替えられます。⇒⇒⇒⇒ファ
ンクションボックスの機能を設定する  、⇒⇒⇒⇒  ポップアップメニューを設定する  

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの向向向向ききききをををを変変変変ええええるるるる
以下のような場合に、タブレットの向きを変えると便利です。

● ファンクションボックスを横か下に配置して使いたいとき。

● ポートレートタイプのモニタを使うとき、あるいは縦に長い素材を加工するとき。

● ケーブル取り付け位置が操作の妨げになるときなど。

通通通通常常常常- - - - - - - - - - - - - - - - - - 標準設定です。

時時時時計計計計回回回回りりりり 99990000゜゚゚゚- - - - - - - - - - - 操作面は縦長に（A4 正方形タブレット以外）、ケーブルの取り付け位置と
ファンクションボックスは右になります。

逆逆逆逆ささささ- - - - - - - - - - - - - - - - - - 操作面は横長に（A4 正方形タブレット以外）、ケーブルの取り付け位置と
ファンクションボックスは下になります。

反反反反時時時時計計計計回回回回りりりり 99990000゜゚゚゚ - - - - - - - - - 操作面は縦長に（A4正方形タブレット以外）、ケーブルの取り付け位置と
ファンクションボックスは左になります。

向きの設定が終わったら、ポインタがペンの動きに付いてくることを確認してください。

重重重重要要要要 :::: 「タブレットの向き」は、アプリケーションリストと入力デバイスリストの中にあるものすべ
てに適用されます。



 

  55557777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトととととのののの関関関関係係係係
タブレット操作エリアがタブレットの表示エリアへどんな関係でマッピングされるかを設定します。

等等等等倍倍倍倍：  入力デバイスが 1 センチ移動すると画面
のポインタも 1 センチ移動します。操作エリアの
形を変えると（「タブレット操作エリア」⇒「操
作面の一部分」）、表示エリアも同じ長方形に変わ
ります。操作エリアと同じ大きさの画面にまでポ
インタが届ます。（画面の解像度を 72 dpi として
計算しています。）

縦縦縦縦横横横横比比比比をををを保保保保持持持持：：：： 操作エリアの縦横比を表示エリア
が保ちます。 操作エリアを変えると（⇒「操作面
の一部分」）、表示エリアも操作エリアの縦横比を
保ちながら変形します。「画面の一部分 ...」から
表示エリアを拡大縮小できます。

四四四四隅隅隅隅をををを一一一一致致致致：：：：  選択された操作エリアが、選択さ
れた表示エリアにマッピングされます。縦横比は
保持されません。操作エリアと表示アリアは独立
して自由に設定できます。（標準設定）



 

  55558888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

タタタタブブブブレレレレッッッットトトト操操操操作作作作エエエエリリリリアアアア
操作面全体のうちどの部分を操作エリアとして表示エリアにマッピングするかを設定します。

複数の入力デバイスをお使いの場合、それぞれのツールに対して異なる操作エリアを設定すると便利で
す。たとえば、ペンに操作面全体を設定し、4Dマウスには小さなエリアを設定すると、ペンでは細か
く絵を描くことができ、4Dマウスでは、メニュー選択などデスクトップの一般的な操作を、速く大胆
に行うことができます。

クイックポイントエリアを操作
面の左下に設定します。 

クイックポイントエリアを操作
面の右下に設定します。

　　　　　　　　　 （A4 タブレット以上）
クイックポイントエリア（小さな操作エリ
ア）を下に、グラフィック加工用の大きな操
作エリアを上に設けます。 クイックポイント
エリアは、手首と指の小さな動きで全モニタ
の全画面をカバーできます。大きな操作エリ
アに対しては「タブレットの表示エリア」と
「タブレットとの関係」の設定ができます。

操作面全体を操作エリアとして画面にマッピ
ングします。（標準設定）

ダイアログボックスを表示して、操作面の一
部分を操作エリアとして自由にします。 



 

  55559999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

操操操操作作作作面面面面のののの一一一一部部部部分分分分を操作エリアに設定

前面に表示されている長方形は操作エリア
を、背景の長方形は操作面を表します。 操作
エリアを、頂点のハンドルを動かして設定
します。 上に表示されている座標値も連動し
て変わります。

座標を入力して操作エリアを設定します。

1. 表示される座標値の単位を選択します。
（1カウントは、タブレットの解像度の線
1本、またはモニタの解像度の1ドット
に相当します。）

2. 操作エリアの上端、左端、下端、右端の
座標を入力します。 このとき、座標の原
点は操作面の左上です。

手元を見ながら、入力デバイスで操作エリア
の左上と右下をクリックして操作エリアを設
定します。

1.「開始」ボタンをクリックします。
2. メッセージボックスの指示や説明に従っ
て操作エリアを設定します。

注注注注意意意意 ::::    設定中に表示されるメッセージは必ずお読みください。

以下の 3 とおりの方法があります。



 

  66660000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ククククイイイイッッッッククククポポポポイイイインンンントトトトモモモモーーーードドドド（（（（AAAA4444 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト以以以以上上上上））））

タブレットのファンクションボックスや、ポインタのポップアップメニューにクイックポイントモード
が設定されているとワンタッチでクイックポイントモードに切り替えることができます。　　　　　　
　　⇒⇒⇒⇒ ファンクションボックスの機能を設定する 、⇒⇒⇒⇒ ポップアップメニューを設定する 

クイックポイントエリアとグラフィック加工エリアの区分は、長
方形の境界として透明オーバーレイシートに印刷されています。

クイックポイントエ
リアが操作面の左下
に配置されます。

クイックポイントエ
リアが操作面の右下
に配置されます。

A4 タブレット

A4 正方形タブレット

A3 タブレットA3 タブレット

A4 タブレット

A4 正方形タブレット

グラフィック
加工エリア

グラフィック
加工エリア



 

  66661111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの表表表表示示示示エエエエリリリリアアアア
「タブレット操作エリア」で設定された操作エリアが、画面のどのエリアにマッピングされるかを設定し
ます。操作エリアを画面の一部分に設定してから、タブレットを使って画面のポインタを表示エリア

の外にまで届かせるには、一時的にマウスモードを使います。 

画画画画面面面面全全全全体体体体  - - - - - - - - - - - - - - 操作エリアから届くポインタの表示エリアを、モニタの画面全体に設定し
ます。

モモモモニニニニタタタタ 1111、、、、モモモモニニニニタタタタ 2222 ､､､､････････････  - - - 複数のモニタが接続されるとメニューに現れ、表示エリアを設定するモニ
タを 1 つ選択できます。

すすすすべべべべててててののののモモモモニニニニタタタタ- - - - - - - - - - 複数のモニタが接続されるとメニューに現れ、接続されている全モニタの
画面をカバーできます。



 

  66662222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトかかかからららら画画画画面面面面へへへへののののママママッッッッピピピピンンンンググググをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

画画画画面面面面のののの一一一一部部部部分分分分 ............  - - - - - - - - - 画面の一部分を操作エリアとして自由に設定できるダイアログボックス表
示します。3 とおりの設定方法があります。

前面に表示されている長方形は表示エリアを、背景の長方
形は画面を表します。 表示エリアの形と大きさを、頂点の
ハンドルをドラッグして設定します。 表示エリアの位置を、
長方形をドラッグして設定します。

座標を入力して表示エリアを設定します。

1. ダイアログボックス内に表示される座標値の単位を選
択します。（1カウントは、タブレットの解像度の線 1
本、またはモニタの解像度の 1ドットに相当します。）

2. 表示エリアの上端､左端､下端､右端の座標を入力します｡ 

画面を見ながら、ポインタで表示エリアの左上と右下をク
リックして設定します。

1.「開始」ボタンをクリックします。
2. メッセージボックスの指示や説明に従って操作エリアを
設定します。

重重重重要要要要 ::::    画面の一部分を表示エリアに設定するとき、メッセージボックスに表示されたメッセージは必ずお読
みください。 



 

  66663333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ポポポポッッッッププププアアアアッッッッププププメメメメニニニニュュュューーーーをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ポポポポッッッッププププアアアアッッッッププププメメメメニニニニュュュューーーーをををを設設設設定定定定すすすするるるる
「ポップアップメニュー」のタブでは、キーストロークとマッピングオプションを登録できます。

サイドスイッチなどの機能を「ポップアップメニュー」に設定すると、サイドスイッチを押したときこ
こで登録したポップアップメニューがポインタの場所に表示されます。メニューの中から選択すると、
実行されます。 

ポップアップメニューにはこのリストが現れます。ドラッグし
てリストの順序を入れ替えることができます。(マッピングオ
プションはグループで移動します。)

ポップアップメニューにキーストロークを
追加します。

ペンモード（絶対座標）、マウスモード、ク
イックポイントモードのマッピングオプショ
ンをポップアップメニューに追加します。

入力デバイスを使ってメニューからマッピ
ングを選択すると、選択に使った入力デバ
イスを使用するときに、そのマッピングが
適用されます。

選択されているものをメニューから削除し
ます。

ポップアップメニューにマクロを1 つを追
加します。（まず、QuicKeys2 やTempoII
など、サードパーティーのマクロユーティ
リティでマクロを作成してください。）



 

  66664444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ポポポポッッッッププププアアアアッッッッププププメメメメニニニニュュュューーーーをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ママママククククロロロロをををを追追追追加加加加すすすするるるる
「マクロを追加 ...」のボタンをクリックすると、「マクロを選択して下さい」というダイアログボックス
が現れます。選択方法は、入力デバイスのスイッチにマクロを選択するのと同じです。

キキキキーーーースススストトトトロロロローーーーククククをををを追追追追加加加加すすすするるるる
「「「「キキキキーーーースススストトトトロロロローーーーククククをををを追追追追加加加加 ............」」」」のボタンをクリックすると、「「「「キキキキーーーースススストトトトロロロローーーーククククのののの登登登登録録録録」」」」というダイアログ
ボックスが現れます。キーストロークの内容とその名前を登録してください。ポップアップメニューに
追加されます。アプリケーションごとに異なる設定もできます。⇒⇒⇒⇒アプリケーションごとに設定を変え
る 

ママママッッッッピピピピンンンンググググオオオオププププシシシショョョョンンンンをををを追追追追加加加加すすすするるるる
「「「「ママママッッッッピピピピンンンンググググオオオオププププシシシショョョョンンンンをををを追追追追加加加加」」」」のボタンをクリックすると、 ペンモード（絶対座標）、マウスモード、
クイックポイントモードの 3 つのマッピングオプションが、ポップアップメニューにまとめて追加され
ます。（クイックポイントモードはA4 タブレット以上に限ります）

キキキキーーーースススストトトトロロロローーーーククククととととママママッッッッピピピピンンンンググググオオオオププププシシシショョョョンンンンをををを削削削削除除除除すすすするるるる
「「「「削削削削除除除除」」」」のボタンをクリックすると、ポップアップメニューのリストの中でハイライト表示されている機
能が削除されます。  マッピングオプションはまとめて削除されます。（「Shift」キーを押しながらクリッ
クすると複数を選択できます。）



 

  66665555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 フフフファァァァンンンンククククシシシショョョョンンンンボボボボッッッッククククススススのののの機機機機能能能能をををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

フフフファァァァンンンンククククシシシショョョョンンンンボボボボッッッッククククススススのののの機機機機能能能能をををを設設設設定定定定すすすするるるる
「ファンクションボックス」のタブを開いて、それぞれのボタンの機能を設定します。標準設定では、機
能が印刷されていないボタン（A5 タブレット以上）には「無効」が選択されています。

　　　　　　　　　 標準設定の各ボタンの機能については．．． ⇒⇒⇒⇒ファンクションボックスの機能

各ボタンの機能はスクロールリストの以下の中から選択できます。

「標準設定」を選択すると、
印刷されている機能が表示さ
れます。「キーストローク」
を選択すると、キーストロー
ク名が表示されます。

ボタンが押されたときに働く
機能を選択します。



 

  66666666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 フフフファァァァンンンンククククシシシショョョョンンンンボボボボッッッッククククススススのののの機機機機能能能能をををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

（（（（キキキキーーーースススストトトトロロロローーーークククク名名名名）））） - - - - - - 登録されているキーストロークが働きます。

ママママククククロロロロ - - - - - - - - - - - - - - - - 登録されているマクロが働きます。

柔柔柔柔ららららかかかかいいいい  - - - - - - - - - - - - - - ペン先や消しゴムの筆圧感触を「柔らかい」に設定します。

硬硬硬硬いいいい- - - - - - - - - - - - - - - - - - ペン先や消しゴムの筆圧感触を「硬い」に設定します。

普普普普通通通通- - - - - - - - - - - - - - - - - - ペン先や消しゴムの筆圧感触を標準設定にします。

ペペペペンンンンモモモモーーーードドドド（（（（絶絶絶絶対対対対座座座座標標標標））））- - - - 座標検出モードを「ペンモード」にします。

ママママウウウウススススモモモモーーーードドドド - - - - - - - - - - - 座標検出モードを「マウスモード」にします。

ククククイイイイッッッッククククポポポポイイイインンンントトトトモモモモーーーードドドド - - - 操作エリアを「クイックポイントモード」にします。（A4 タブレット以
上）

無無無無効効効効- - - - - - - - - - - - - - - - - - 押されても何もしません。

初初初初期期期期設設設設定定定定  - - - - - - - - - - - - - - タブレットのファンクションボックスに印刷されている設定です。

参参参参考考考考：：：：ファンクションボックスのボタンの機能は、アプリケーションごとに異なる設定ができます
が、入力デバイス間では共通です。

ボタンの設定を変えて長期間使用する場合は、ファンクションボックスの台紙に機能を鉛筆などで書き
入れることができます。 （A5 タブレット以上）



 

  66667777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 接接接接続続続続のののの設設設設定定定定
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

接接接接続続続続のののの設設設設定定定定
「接続」のタブを開くと、シリアルポートの接続状態を確認、設定できます。

チェックマークが付いていると、
タブレットドライバはON です。

すべてのシリアルポートの状態が表
示されます。タブレットが使用して
いるポートが選択されます。他の機
器が使用しているポートはグレーで
表示されていて選択できません。

操作面上で二つの入力デバイスを同
時に使用できます。

1 つの入力デバイスのみ使用し、高
速でデータを送ります。 文字認識や
サイン照合に使用します。 

　　　　　　　　選選選選択択択択さささされれれれたたたたシシシシリリリリアアアアルルルルポポポポーーーートトトトのののの状状状状態態態態

　　　　　　　　正正正正常常常常にににに通通通通信信信信...... タブレットは接続されて正常に通信しています。
　　　　　　　　反反反反応応応応ななななしししし ......... タブレットはコンピュータと通信していません。
　　　　　　　　競競競競合合合合................. 他のアプリケーションがシリアルポートを使用しています。
　　　　　　　　ドドドドラララライイイイババババOOOOFFFFFFFF . タブレットドライバはOFF です。



 

  66668888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププルルルルダダダダウウウウンンンンメメメメニニニニュュュューーーー
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ププププルルルルダダダダウウウウンンンンメメメメニニニニュュュューーーー
ププププルルルルダダダダウウウウンンンンメメメメニニニニュュュューーーーを開いて、コントロールパネルの総合的な操作をしたり、オンラインドキュメント
へのアクセスなどを行います。

フフフファァァァイイイイルルルルメメメメニニニニュュュューーーー
設設設設定定定定一一一一覧覧覧覧 ............ - - - - - - - - - - - - - 現在の設定内容を一覧するダイアログボックスを開きます。

閉閉閉閉じじじじるるるる - - - - - - - - - - - - - - - - コントロールパネルを閉じ、設定を保存します。

終終終終了了了了- - - - - - - - - - - - - - - - - - コントロールパネルを閉じ、設定を保存します。

編編編編集集集集メメメメニニニニュュュューーーー
設設設設定定定定ををををココココピピピピーーーー ............  - - - - - - - - - 設定内容を他の入力デバイスやアプリケーションへコピーするダイアログ

ボックスを開きます。「設定をコピー ...」のタブのボタンを押すのと同じ
です。

標標標標準準準準設設設設定定定定へへへへ ............ - - - - - - - - - - - 設定内容を標準設定へ戻すダイアログボックスを開きます。標準設定へ戻
す条件を選択します。 

入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを別別別別名名名名にににに ............ - - - 入力デバイスに名前をつけるダイアログボックスを開きます。

一一一一般般般般設設設設定定定定 ............ - - - - - - - - - - - - - 入力デバイスの右手用左手用の設定や、警告メッセージのON/OFF を切り
替えるダイアログボックスを開きます。



 

  66669999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププルルルルダダダダウウウウンンンンメメメメニニニニュュュューーーー
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

追追追追加加加加メメメメニニニニュュュューーーー
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを追追追追加加加加 ............  - - - - - - タブレットを追加するダイアログボックスを開きます。 ⇒⇒⇒⇒ 複数のタブレッ

トを接続する 

アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンをををを登登登登録録録録 ............  - アプリケーションリストにアプリケーションを登録するダイアログボック
スを開きます。「設アプリケーションを登録 ...」のコントロールパネルの
ボタンを押すのと同じです。⇒ アプリケーションごとに設定を変える 

入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを登登登登録録録録  - - - - - - コントロールパネルの入力デバイスリストの中に入力デバイスを登録する
ダイアログボックスを開きます。 「入力デバイスを登録 ...」のボタンを押
すのと同じです。⇒⇒⇒⇒ ステップ 1...入力デバイスリストに入力デバイスを登
録 

削削削削除除除除メメメメニニニニュュュューーーー
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを削削削削除除除除 ............  - - - - - - 現在接続しているタブレットをコントロールパネルから削除するダイアロ

グボックスを開きます。 

アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンをををを削削削削除除除除 ............  - アプリケーションリスト内に登録されているアプリケーションを削除する
ダイアログボックスを開きます。

入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを削削削削除除除除 ............- - - - - コントロールパネルから入力デバイスを削除するダイアログボックスを開
きます。（入力デバイスの最後の 1 つは削除できません）

言言言言語語語語メメメメニニニニュュュューーーー
コントロールパネルを英語表示にすることもできます。 



 

  77770000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププルルルルダダダダウウウウンンンンメメメメニニニニュュュューーーー
ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方（（（（基基基基礎礎礎礎編編編編））））

ヘヘヘヘルルルルププププメメメメニニニニュュュューーーー
ヘヘヘヘルルルルププププ ............  - - - - - - - - - - - - - - intuos ヘルプを開きます。

オオオオンンンンラララライイイインンンンヘヘヘヘルルルルププププ ............  - - - - - - intuosマニュアルを開きます。

使使使使いいいいははははじじじじめめめめののののココココツツツツ ............  - - - - - - タブレットや入力デバイスをはじめてお使いになる方のために、簡単なア
ドバイスを表示します。

診診診診断断断断 ............ - - - - - - - - - - - - - - - - タブレットや入力デバイスの動作確認のための情報を表示します。

ワワワワココココムムムムタタタタブブブブレレレレッッッットトトトににににつつつついいいいてててて ............コントロールパネルやタブレットドライバについての情報を表示します。



 

 

 

  77771111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引
ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方

ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方

intuos シリーズタブレットには、ペンの他にも、エアブラシや、4D マウス、レンズカーソルをご使用に
なれます。  入力デバイスひとつひとつに書き込まれている デバイス ID をタブレットが識別しますので、 
同じタブレットに対して多くの入力デバイスを個別の設定で使用することができます。たとえば、同じ
種類のペンを何本でも識別します。（アプリケーションの対応により、2 つのポインタを表示して同時に
2 つまで使用できます。）

エエエエアアアアブブブブララララシシシシのののの使使使使いいいい方方方方
4444DDDD ママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルのののの使使使使いいいい方方方方
２２２２つつつつのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを同同同同時時時時にににに使使使使うううう
レレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルのののの使使使使いいいい方方方方



 

  77772222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 エエエエアアアアブブブブララララシシシシのののの使使使使いいいい方方方方
ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方

エエエエアアアアブブブブララララシシシシのののの使使使使いいいい方方方方
アプリケーションの対応により、ホイールを指で回したり、傾きを変えたりしてエアブラシのスプレー
効果をコントロールすることができます。  

エアブラシのペン先とテールスイッチはペンと同様に筆圧に対応してます。⇒⇒⇒⇒ポインティング、 クリッ
ク、ダブルクリック、 消しゴムを使う 、 筆圧を使う

エエエエアアアアブブブブララララシシシシのののの持持持持ちちちち方方方方
エアブラシは親指と中指で持ってください。  ホイールが、人差し指で回しやすい位置に来るように持っ
てください。

ホイールを手前に回すと、インクが強く出
る情報がアプリケーションに伝わります。 

ホイールの感度は設定ができます。 ⇒⇒⇒⇒エアブラシのホイール

どんなアプリケーションがエアブラシに対応しているかについて、ホームページで見ることができます。⇒⇒⇒⇒ intuos シ
リーズタブレットについての情報



 

  77773333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 4444DDDD ママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルのののの使使使使いいいい方方方方
ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方

4444DDDDママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルのののの使使使使いいいい方方方方
4444DDDDママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルは、スイッチ情報のほか、タブレット操作面上のX座標と Y座標、ホイールの回転
量、タブレットに対する回転角の 4 つのパラメータをコンピュータに提供します。アプリケーションの
対応により、2 次元や 3次元グラフィックに対して、柔軟で複合的な操作や加工を加えることができま
す。 

標準設定では、ホイールはアプリケーションの設定に依存します。

4444DDDDママママウウウウススススののののカカカカーーーーソソソソルルルルボボボボタタタタンンンンのののの標標標標準準準準設設設設定定定定

左ボタンクリック
（ホイール側）

　右ボタンクリック
（ホイールの反対側）

中ボタンクリック
左手用にするとボタン機能の左右が入
れ替わります⇒⇒⇒⇒ 4Dマウスを右手用左
手用に切り替える ( 次のページ )

ボタンの機能は変えることができます
⇒⇒⇒⇒  4D マウスとレンズカーソルの設定

左ダブルクリック



 

  77774444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 4444DDDD ママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルのののの使使使使いいいい方方方方
ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方

4D マウスをををを右右右右手手手手用用用用左左左左手手手手用用用用にににに切切切切りりりり替替替替ええええるるるる
右手と左手のいずれで使用してもホイールを親指で回せるように、右手用か左手用に切り替えることが
できます。切り替えると、自動的にスイッチ機能の配列の左右が入れ替わります。

　　　　　　　　 ボタン機能の設定は変えることができます⇒⇒⇒⇒  4Dマウスとレンズカーソルの設定 

右右右右手手手手用用用用、、、、左左左左手手手手用用用用のののの切切切切りりりり替替替替ええええ方方方方

1111

2222

3333

4444

右の図のように 4Dマウスを両手で持ちます。

基底部を 5mmほど引き出します。
4Dマウスは落とさないようにしっかり持ってくださ
い。精密に調整、組み立てされているため、落とし
たり当てたりすると誤動作や破損の原因になります。

基底部を引き出したまま、出ていたホイールと
は反対側のホイールが出るように基底部を回し
ます。

基底部をはめ込みます。ボタン機能の配列は、
自動的に左右が入れ替わります。

2222

4444

反対側のホイール



 

  77775555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 4444DDDD ママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルのののの使使使使いいいい方方方方
ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方

4D マウスののののホホホホイイイイーーーールルルル
4Dマウスの上に手を置いて、親指でホイールを前後に回して操作します。

標準設定では、ホイールの機能はアプリケーションの設定に従うようになっています。

ホイールの機能や設定については．．．．⇒⇒⇒⇒ 4Dマウスの ホイールを設定する

どんなアプリケーションが 4Dマウスのホイールに対応しているかについては、ホームページをご覧く
ださい⇒⇒⇒⇒ intuos シリーズタブレットについての情報



 

  77776666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ２２２２つつつつのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを同同同同時時時時にににに使使使使うううう
ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方

２２２２つつつつのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを同同同同時時時時にににに使使使使うううう
intuos シリーズタブレットには、同同同同時時時時にににに 2222 つつつつのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススのののの座座座座標標標標をををを使使使使用用用用すすすするるるること（デュアルデバイス）
ができます（A6 タブレットを除く )。アプリケーションの対応により、たとえば、2つのスクリーン
カーソルを使って、あるオブジェクトの 2 つのハンドルを両手で同時に操作することにより、回転、変
形、移動などが 複合的にできるようになります。（コントロールパネルの標準設定です）

どんなアプリケーションがデュアルデバイスに対応しているかについては、ホームページをご覧くださ
い。⇒⇒⇒⇒ intuos シリーズタブレットについての情報

同同同同時時時時にににに 2222 つつつつののののススススククククリリリリーーーーンンンンカカカカーーーーソソソソルルルルをををを使使使使用用用用ししししなななないいいいググググララララフフフフィィィィッッッッククククアアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンでででではははは、たとえば．．．

1. はじめに読みとり高さ内にペンを入れて画面のポインタをペンで操作します。

2. 次に 4Dマウスやレンズカーソルを操作面のどこかに置くとカーソルをスイッチボックスとしてペン
と同時に使用することができます（このとき 4Dマウスやレンズカーソルではポインタを操作できま
せん）。  

詳しくは．．．⇒⇒⇒⇒ 4Dマウスとレンズカーソルのボタンスイッチのみ使う



 

  77777777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 レレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルのののの使使使使いいいい方方方方
ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルのののの使使使使いいいい方方方方

レレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルのののの使使使使いいいい方方方方
レレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルは手元を見ながら操作面上の正確な位置を入力するのに使用します。レンズの十字の交
点が座標読み取り位置になります。CADや、図形、地図情報の入力、トレースなどのアプリケーション
に便利です。

レレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルののののボボボボタタタタンンンンのののの標標標標準準準準設設設設定定定定

左ボタンクリック

中ボタンクリック

右ボタンクリック

レンズは可動です。

左ダブルクリック ボタンの機能を左手用の配列にするに
は「一般設定」を変更します⇒⇒⇒⇒ 編集メ
ニュー

ボタンの機能は変えることができます
⇒⇒⇒⇒  4Dマウスとレンズカーソルの設定



 

 

 

  77778888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

コントロｰルパネルの使い方(応用編)

「コントロールパネルの使い方（基礎編）」 の内要をふまえて、さらに高度な設定をすることができます。

エアブラシや 4Dマウスカーソルや、レンズカーソルの設定方法について説明します。

ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
テテテテーーーールルルルススススイイイイッッッッチチチチのののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
複複複複数数数数ののののタタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる
入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
同同同同じじじじタタタタイイイイププププのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを複複複複数数数数使使使使うううう
設設設設定定定定内内内内容容容容をををを他他他他へへへへココココピピピピーーーーすすすするるるる
複複複複数数数数ののののタタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる



 

  77779999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
「ペン先の感触」のタブ の「詳細設定へ ...」のボタンをクリックしてください。  クリック荷重と筆圧曲
線を別々に設定できます。( 簡易設定では、 スライダを動かすことによりクリック荷重と筆圧曲線は連動
して変わります。）

重重重重要要要要：：：：スライダを一度動かすと簡易設定が適用され、詳細設定の内容は消えてしまいます。

簡易設定を表示します。

クリック荷重と筆圧曲線を
手動で設定します。

変更した設定を使用する
前にテストしてください。

絵を描く要領で、この中で荷
重を変えながら何回か試し描
きしてください。 荷重のかか
り方をもとにして最大入力荷
重が自動設定されます。

筆圧曲線がペンからの入力荷重とアプリケーションへの出力筆圧 の
関係を表します。ハンドルを動かして曲線を変えることができます。

詳細設定をするとチェック
マークが付きます。



 

  88880000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

ククククリリリリッッッックククク荷荷荷荷重重重重をををを    調調調調整整整整すすすするるるる
ペン先でクリックするのに必要な荷重を設定します。

ククククリリリリッッッックククク荷荷荷荷重重重重

最大入力荷重の何％でクリックが起
きるかを設定します。0.1 から 50% 
の間で入力するか、クリック荷重設
定バーをドラッグします。

ククククリリリリッッッックククク荷荷荷荷重重重重設設設設定定定定ババババーーーー

筆圧曲線との交点が、クリッ
ク荷重とクリック筆圧を表し
ます。 

一般に、グラフィックアプリケーションでは、クリック荷重と最小入力荷重は同じに設定して使用するのがよいでしょう。



 

  88881111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

筆筆筆筆圧圧圧圧曲曲曲曲線線線線をををを調調調調整整整整すすすするるるる
筆圧曲線の膨膨膨膨ららららみみみみ方方方方を変えることにより、ペン先の筆圧感触を変えることができます。たとえば、左上
に膨らませるほどより敏感になります。

筆圧曲線の左左左左端端端端ののののハハハハンンンンドドドドルルルルを左右に動かすことによりアプリケーションに筆圧が出るための最小の入力
荷重を設定します。これより左の荷重範囲では出力筆圧は０です。

筆圧曲線の右右右右端端端端ののののハハハハンンンンドドドドルルルルを左右に動かすことによりアプリケーションに伝わる筆圧が最大になる入力
荷重の最小値を設定します。これより右の荷重範囲では出力筆圧は最大です。これ以上強く押しても筆
圧は増えません。たとえば、筆圧感触を「柔らかい」にしていて、力を入れなくても最も太く描けるよ
うにしたいときは、最大入力荷重を小さくします。最最最最大大大大入入入入力力力力荷荷荷荷重重重重のののの標標標標準準準準設設設設定定定定はははは 111100000000%%%% でででですすすす。

ハンドルを左右にドラッグする
か、数字を入力して最最最最大大大大入入入入力力力力荷荷荷荷
重重重重を設定します（20～ 100%）。

ハンドルを左右にドラッグす
るか、数字を入力して最最最最小小小小入入入入
力力力力荷荷荷荷重重重重を設定します（ 0 ～
80%）。

ハンドルを上下左右に動かし
て筆圧曲線の膨らみ方を変え
ることにより、筆圧感触を変
えます。



 

  88882222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ペペペペンンンン先先先先のののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

最最最最大大大大入入入入力力力力荷荷荷荷重重重重をををを自自自自動動動動設設設設定定定定します。「開始」ボタンを押して、荷重を変えながら何回か試し描きしてくださ
い。最大入力荷重を反映しながらハンドルが動き、数字が変わります。やり直すときは、もう一度「開
始」ボタンを押してください。（開始ボタンを押すと最大入力荷重の設定が解除されます。）

絵を描く要領で、この中で荷重を変えながら何回か試し
描きしてください。 荷重のかかり方をもとにして最大入
力荷重が自動的に設定されます。

自動設定を始める前に押してください。最大入力
荷重の設定が解除されます。



 

  88883333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 テテテテーーーールルルルススススイイイイッッッッチチチチのののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

テテテテーーーールルルルススススイイイイッッッッチチチチのののの筆筆筆筆圧圧圧圧感感感感触触触触をををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
「消しゴムの感触」のタブ の「詳細設定へ ...」のボタンをクリックしてください。  クリック荷重と筆圧
曲線を別々に設定できます。 

設定方法はペン先の筆圧感触を詳細に設定するのと同じです。

重重重重要要要要：：：：スライダを一度動かすと簡易設定が適用され、詳細設定の内容は消えてしまいます。



 

  88884444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
詳細マッピングでは、多くのマッピングを設定できます。操作面をいくつかの操作エリアに分けて、そ
れぞれを独立して画面に割り当てることができます。また、1 つ 1つのマッピングも、細かく正確に設
定できます。「マッピング」のタブをある程度使い慣れてから、詳細マッピングをお試しになることをお
すすめします。

右の座座座座標標標標のののの表表表表示示示示オオオオププププシシシショョョョンンンンをををを設設設設定定定定します。（単位、起点、範囲の定義）

新しいママママッッッッピピピピンンンンググググ
をををを追追追追加加加加します。 

選択されている
ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを削削削削除除除除
します。（まず、
削除するマッピン
グを選択してくだ
さい）

ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを番番番番号号号号
でででで選選選選択択択択します。（表
示されている長方
形をクリックして
も選択できます）

「操作面の一部分」のダイアログボックスを開いて、操作エリアを設定します。

操作エリアから表
示エリアへの伸伸伸伸縮縮縮縮
比比比比をををを設設設設定定定定します。
（「タブレット」と
の関係が「等倍」
以外のとき）

選択されている
マッピングの表表表表示示示示
エエエエリリリリアアアアを表しま
す。

「画面の一部分」
のダイアログボッ
クスを開いて、表
示エリアを設定し
ます。

選択したマッピン
グを前に出したり
背面に送ります。

選択されている
マッピングの操操操操作作作作
エエエエリリリリアアアアを表しま
す。



 

  88885555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

設設設設定定定定手手手手順順順順のののの例例例例
1111....    座座座座標標標標のののの表表表表示示示示オオオオププププシシシショョョョンンンンをををを設設設設定定定定
「座標表示の設定 ...」のボタンを
クリックしてダイアログボックス
を開き、プルダウンメニューから
選択します。

2222....    設設設設定定定定すすすするるるる操操操操作作作作エエエエリリリリアアアアをををを選選選選択択択択
該当するマッピングの操作エリア
を、クリックするか、「番号で選
択 ...」のダイアログボックスを開
いて選択します。

3333....    操操操操作作作作エエエエリリリリアアアアをををを設設設設定定定定
簡簡簡簡単単単単にににに設設設設定定定定すすすするるるるににににはははは、ウィンドウ内に表示されている、操作エリアを表す長長長長方方方方形形形形のののの頂頂頂頂点点点点ののののハハハハンンンンドドドドルルルルををををドドドド
ララララッッッッググググして形や大きさを設定し、次に、長方形をドラッグして場所を設定します。（ドラッグできるとき
は、ポインタが手の形に変わります。）
正正正正確確確確にににに設設設設定定定定すすすするるるるににににはははは、、、、「「「「ダダダダイイイイアアアアロロロロググググでででで設設設設定定定定」」」」のボタンから「操作面の一部分」のダイアログボックスを開
いてください。

4444....    「「「「タタタタブブブブレレレレッッッットトトトととととのののの関関関関係係係係」」」」をををを設設設設定定定定
設定方法は「マッピング」タブの「タブレットとの関係」と同様です。

「「「「伸伸伸伸縮縮縮縮比比比比」」」」のダイアログボックスは、 「タブレットとの関係」が「縦横
比を保持」か「四隅を一致」のとき開くことができ、正確に設定でき
ます。

操作エリアから表示エリアへの縮小率を入力します（拡大される場合は 1 より小さくなります）。

「四隅を一致」のときは、縦（Y）と横（X）の縮小率を別々に設定できます。

インチ、センチ、ポイント、
カウントから選択します。
（カウントはタブレットの解
像度の線 1本か、画面の解
像度の１ピクセルです。）

エリアの起点を左上にする
か、左下にするかを選択し
ます。

エリアを、起点の座標と対角までの辺の長さで表示するか、起点と対角の座
標で表示するかを選択します。



 

  88886666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを詳詳詳詳細細細細にににに設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

5555....    表表表表示示示示エエエエリリリリアアアアをををを設設設設定定定定
簡簡簡簡単単単単にににに設設設設定定定定すすすするるるるににににはははは、ウィンドウ内に表示されている、表示エリアを表す長長長長方方方方形形形形のののの頂頂頂頂点点点点ののののハハハハンンンンドドドドルルルルををををドドドド
ララララッッッッググググして形や大きさを設定し、次に、長方形をドラッグして場所を設定します。（ドラッグできるとき
は、ポインタが手の形に変わります。）

正正正正確確確確にににに設設設設定定定定すすすするるるるににににはははは、、、、「「「「ダダダダイイイイアアアアロロロロググググでででで設設設設定定定定」」」」のボタンから「」のダイアログボックスを開いてください。

6666....    ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを追追追追加加加加
「「「「ママママッッッッピピピピンンンンググググをををを追追追追加加加加」」」」のボタンをクリックすると、新しいマッピングが 1 つ追加され、操作エリアを表
すウィンドウの、操作面全体に現れます。

複数のマッピングが完全に重なった場合は、「番番番番号号号号でででで選選選選択択択択 ............」のボタンから開くダイアログボックスに
番号を入力して選択できます。

「前前前前面面面面へへへへ出出出出すすすす .........」のボタンをクリックすると選択されたマッピングが最前面に、「背背背背面面面面にににに送送送送るるるる ............」をク
リックすると最背面に送られます。

7777....    最最最最後後後後にににに「「「「OOOOKKKK」」」」ボボボボタタタタンンンンををををククククリリリリッッッッククククして、詳細マッピングを終了します。

参考：マッピングのタブには、詳細マッピングで設定した 1 番のマッピングが現れます。
設定内容を他へコピーすることにより、詳細マッピングを他の入力デバイスやアプリケーショ
ンでも活用できます。
選択中の入力デバイスに属する詳細マッピングを一度にすべて削除するには、マッピングのタ
ブの「元に戻す」のボタンをクリックします。このとき、マッピングは標準設定になります。



 

  88887777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる

エエエエアアアアブブブブララララシシシシののののホホホホイイイイーーーールルルル
「デバイスボタン」のタブを開いてエアブラシのホイールの感度を設定できます。

ホイールは、手前に回すと効果が強くなります。たとえば、ホイールを使ってインクの流量をコント
ロールするアプリケーションでは、ホイールを手前に回すとスプレーは濃く出ます。

どんなアプリケーションが筆圧に対応しているかについて、ホームページで見ることができます。　　
⇒⇒⇒⇒ intuos シリーズタブレットについての情報

ホイールを少し動かすだけでエアブラシの
効果を大きく変化させることができます。
速く大胆にコントロールするのに適します。

最大と最小の中間です。

ホイールを大きく動かしてエアブラシの効
果を少しずつ変化させます。細かく正確に
コントロールするのに適します。



 

  88888888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

4444DDDDママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルととととレレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルののののタタタタブブブブ
4Dマウスやレンズカーソルを選択すると、以下のようなタブが現れます。 

 4Dマウスを選択すると現れます。

これらのタブの設定は、
入力デバイスの別にか
かわらず共共共共通通通通です。

シリアルタブレットをお
使いの場合現れます。

ADBタブレットをお
使いの場合現れます。 

 



 

  88889999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

4444DDDDママママウウウウススススととととレレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルのののの設設設設定定定定
「「「「デデデデババババイイイイススススボボボボタタタタンンンン」」」」のタブを開いて、4Dマウスやレンズカーソルのボタンを設定します。

参参参参考考考考：：：：カーソルボタンの機能の配列は右手用と左手用とでは左右が入れ替わります。4Dマウスの
切り替えについては「 4Dマウスを右手用左手用に切り替える」を参照してください。　　
レンズカーソルのボタン機能の配列を切り替えるには「 編集メニュー 」のプルダウンメ
ニューから「一般設定」を開いてください。

チェックマークが付いていると、 4Dマウスやレンズカーソ
ルを、ボタンスイッチのボックスとしてのみ使用します。
⇒⇒⇒⇒ 4Dマウスとレンズカーソルのボタンスイッチのみ使う

「ホイール」のタブで「ホ
イールの機能」に「 15 ボ
タン」が選択されていると
設定できます。ホイールを
前後に回すことにより、1
つのボタンにつき 3つの機
能を設定ができます。

ボタンを押したときに働く
機能を選択します。



 

  99990000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

4444DDDD ママママウウウウススススととととレレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルののののボボボボタタタタンンンンのののの設設設設定定定定
4Dマウスやレンズカーソルのボタンスイッチの機能は、ペンスイッチと同じように設定することがで
きます。⇒⇒⇒⇒ それぞれのペンスイッチに設定できる機能 

ボタンスイッチは、キーボードと同じように組み合わせて同時に押すことができます。たとえば、
「Ctrl」キーに設定されたボタンと「Z」キーに設定されたボタンを同時に押すと、キーボードで「Ctrl - 
Z」を押すのと同じになります。

4444DDDD ママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルルをををを 11115555 ボボボボタタタタンンンンカカカカーーーーソソソソルルルルととととししししてててて使使使使うううう
4Dマウスの 1 つのボタンにつき 3 つの機能を設定をしておき、ホイールを回してボタンを押すことに
より全部で 15個のボタン機能を使うことができます。

1.「ホイール」のタブを開いて「ホイールの機能」に「 15 ボタン」を選択します。

2.「デバイスボタン」のタブを開きます。

3. 1 つのボタンにつき「前方」、「センター」、「後方」を選択しながら、それぞれのプルダウンメニュー
から選択します。

4. 5 つのボタンについてこれを行います。

ボタンを押すときは、ホイールをそれぞれ前方、センター、後方の位置に回したまま押します。



 

  99991111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

4444DDDDママママウウウウススススのののの 11115555 ののののボボボボタタタタンンンンののののススススイイイイッッッッチチチチ番番番番号号号号は、ボタンの機能を「アプリケーションに依存」に設定したと
き、アプリケーションが使用します。スイッチ番号の利用については対応するアプリケーションの説明
書を参照してください。

ホイールのこれ以外の機能については．．．⇒⇒⇒⇒ 4Dマウスの ホイールを設定する

前方

センター

後方

右手用 4Dマウス左手用 4Dマウス

標準の 4Dマウスの
ボタン（5個）や、
レンズカーソルのボ
タンのスイッチ番号
は、図のセンターの
番号です。
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ホイール



 

  99992222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

4444DDDD ママママウウウウススススととととレレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルののののボボボボタタタタンンンンススススイイイイッッッッチチチチののののみみみみ使使使使うううう
5. A5 タブレット以上で、ペンの他に、4Dマウスカーソルかレンズカーソルをお使いの場合、カーソ
ルをボタンスイッチのボックスとしてのみ使用することができます（ポインタ移動には使用できませ
ん）。

1.「4444DDDDママママウウウウススススととととレレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルのののの設設設設定定定定」のタブの中で「ボボボボタタタタンンンンススススイイイイッッッッチチチチののののみみみみ使使使使用用用用」を選択してくださ
い。

2. 使用頻度の高いショートカットキーなどをカーソルボタンに設定しておくと、キーボードに手をのば
すことなくタブレットを使うことができます。 

3. カーソルを操作面のどこかに置いてください。押されたボタンの機能がアプリケーションに伝わりま
す。絵を描いたり、ポインタを操作するには、もう一つの入力デバイスを使用します。

「ボタンスイッチのみ」の場合の各ボタンの機能は、普通にカーソルを使うときと同じです⇒⇒⇒⇒ 4D マウス
とレンズカーソルのボタンの設定



 

  99993333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 ププププロロロロフフフフェェェェッッッッシシシショョョョナナナナルルルルツツツツーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

4444DDDDママママウウウウススススのののの    ホホホホイイイイーーーールルルルをををを設設設設定定定定すすすするるるる
「「「「ホホホホイイイイーーーールルルル」」」」ののののタタタタブブブブを選択して、4Dマウスのホイールの機能と感度を設定します。

どんなアプリケーションが 4Dマウスのホイールに対応しているかについては、ホームページをご覧く
ださい。⇒⇒⇒⇒  intuos シリーズタブレットについての情報

お使いのアプリケーションの説明書を参照になり、ホイールの機能を最大限にご活用ください。

ホイールを前後に回して、ボタンスイッチ
を 3とおりの機能に切り替えます。⇒⇒⇒⇒ 4D
マウスカーソルを 15 ボタンカーソルとして
使う

ホイールの状態をアプリケーションに直接
伝えます。4D マウスのホイールに対応し
たアプリケーションが必要です。

ペン先や消しゴムの筆圧とは別の筆圧とし
て使用します。ホイールを前に押したり後
ろに引いたりすると、筆圧が増えます。

ホイールの動きに対して結果が大きく反
応します。速く大胆にコントロールする
のに適します。

ホイールの動きに対して結果が小
さく反応します。細かく正確にコ
ントロールするのに適します。 

「最大」と「最小」の中間です。



 

  99994444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
各アプリケーションの特徴や用途に合わせて、タブレットや入力デバイスに対してアプリケーションご
とに異なる設定をしておくと、使用するアプリケーションに応じて設定が自動的に切り替わります。

スススステテテテッッッッププププ 1111............ アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンリリリリスススストトトトににににアアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンをををを登登登登録録録録
コントロールパネルのアプリケーションリストに特定のアプリケーションを登録します。

スススステテテテッッッッププププ 2222............ アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを設設設設定定定定
アプリケーションリストから、設定したいアプリケーションを選択し、そのアプリケー
ションの特徴や用途に合わせて入力デバイスを設定します。

すでに登録してあるアプリケーション用の設定内容を、新しく登録したアプリケーション
用の設定内容としてコピーすることもできます。

スススステテテテッッッッププププ 3333............ 設設設設定定定定がががが自自自自動動動動的的的的にににに切切切切りりりり替替替替わわわわりりりりまままますすすす
使用しているアプリケーションを切り替えると、タブレットや入力デバイスの設定が自動
的に切り替わります。



 

  99995555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

スススステテテテッッッッププププ 1111............ アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンリリリリスススストトトトににににアアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンをををを登登登登録録録録

アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンリリリリスススストトトト

この中にアプリケーションを登録すると、アプリケーション特有の設定ができます。 アプリケーション
リストに特定のアプリケーションが登録されると、「すべて」という名前のアイコンがなくなり「その他
すべて」というアイコンが現れます。



 

  99996666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンリリリリスススストトトトににににアアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンをををを登登登登録録録録すすすするるるる手手手手順順順順
1.「アプリケーションを登録 ...」のボタンをクリックするか、「追加」のプルダウンメニューから「ア
プリケーションを登録 ...」を選択してください。以下のようなダイアログボックスが現れます。

1 つの入力デバイス（ペン）だけをお使いの場合、以上で登録は完了です。アプリケーションが登録
されるとそのアイコンがリストの中に現れ、「すべて」のアイコンの名前が「その他すべて」に変わ
ります。まず、特定のアプリケーションを 1 つ登録していろいろな設定を試してください。

現在開かれていて、まだアプリケー
ションリストに登録されていないアプ
リケーションが表示されます。登録し
たいアプリケーションを選択してくだ
さい。

アプリケーションが選択されるとここ
に標示されます。

複数のタブレットを接続されている場合
は、登録するアプリケーションが所属す
るタブレットを選択してください。

登録したいアプリケーションが開かれ
ていない場合は、ここをクリックする
とダイアログボックスが表示されます。
登録したいアプリケーションのファイ
ルなどを見つけて開いてください。開
くと、上のボックスに現れます。

選択できたらクリックします。



 

  99997777ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

2. 複数の入力デバイスをお使いの場合、「アプリケーションに入力デバイスを追加」というダイアログ
ボックスが現れます。登録したアプリケーションの入力デバイスリストに複数の入力でバイスを含め
る場合は、選択して「OK」をクリックしてください。 

アプリケーションが登録されると、そのアイコンがリストの中に現れ、「すべて」のアイコンの名前
が「その他」に変わります。  

上記アプリケーションの入力デバイスリス
トに入れる入力デバイスを選択します。選
択しないものは、「その他」のアプリケー
ションの入力デバイスリストに残ります。



 

  99998888ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

スススステテテテッッッッププププ 2222............ アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンごごごごととととにににに入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを設設設設定定定定
アプリケーションリストの中でアプリケーションを選択してから、アプリケーションの用途や特徴に合
わせてタブを設定してください。その設定内容は選択したアプリケーションに専用のものとなります。
（「その他」を選択してからタブを設定すると、その設定内容は「その他」に含まれるアプリケーション
に対して共通のものとなります。）

複複複複数数数数のののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススををををおおおお使使使使いいいいのののの場場場場合合合合、アプリケーションリストの中で特定のアプリケーションを選択す
ると、入力デバイスリストにはそのアプリケーションに属して設定できる入力デバイスだけが現れます。
それぞれの入力デバイスを選択してタブを設定してください。（アプリケーションリストの中で「その
他」を選択すると、入力デバイスリストにはコントロールパネルに登録されているすべての入力デバイ
スが現れます。）

特特特特定定定定ののののアアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンのののの設設設設定定定定をををを削削削削除除除除すすすするるるる
アプリケーションを使わなくなったら次の手順で登録を削除できます。

1.「削除」のプルダウンメニューから「アプリケーションを削除 ...」を選択し、ダイアログボックスを
開きます。

2. アプリケーションメニューから削除したいアプリケーションを選択し、「OK」ボタンをクリックま
す。

スススステテテテッッッッププププ 3333............ 設設設設定定定定がががが自自自自動動動動的的的的にににに切切切切りりりり替替替替わわわわりりりりまままますすすす
ステップ 2 が終わったら準備は完了です。使用するアプリケーションが変わると、タブレットや入力デ
バイスの設定が自動的に切り替わります。

複数の入力デバイスを登録して入力デバイスごとにタブが設定されていると、入力デバイスを持ち替え
たときも設定が自動的に切り替わります。．．．⇒⇒⇒⇒入力デバイスごとに設定を変える



 

  99999999ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
各入力デバイスの特徴や用途に合わせて、入力デバイスごとに異なるタブの設定をしておくと、入力デ
バイスを持ち替えるだけでタブの設定が自動的に切り替わります。

スススステテテテッッッッププププ 1111............ 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススリリリリスススストトトトにににに入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを登登登登録録録録
コントロールパネルの入力デバイスリストに入力デバイスを登録します。

スススステテテテッッッッププププ 2222............ 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを設設設設定定定定
入力デバイスリストから、設定したい入力デバイスを選択し、その入力デバイスの用途や
特徴に合わせてタブを設定します。

すでに登録してある入力デバイス用のタブの設定内容を、新しく登録した入力デバイス用
の設定内容としてコピーすることもできます。

スススステテテテッッッッププププ 3333............ 設設設設定定定定がががが自自自自動動動動的的的的にににに切切切切りりりり替替替替わわわわりりりりまままますすすす
使用している入力デバイスを持ち替えると、タブの設定が自動的に切り替わります。



 

  111100000000ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

スススステテテテッッッッププププ 1111............ 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススリリリリスススストトトトにににに入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを登登登登録録録録

タブレットをセットアップしてから最初に操作面で使った入力デバイスは、自動的に入力デバイスリス
トに登録されます。その後新しい入力デバイスが登録されると、その入力デバイスには標準設定が適用
されます。 （同じタイプの2 番目の入力デバイスも新しいものとして扱われます。）

ままままだだだだココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルにににに登登登登録録録録さささされれれれてててていいいいなななないいいい入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを登登登登録録録録すすすするるるる
● 入力デバイスをはじめて操作面で使用すると、 「新しい入力デバイス」というメッセージボックスが
開き、この入力デバイスをコントロールパネルの入力デバイスリストに登録するかどうか聞いてきま
す。登録せずにコンピュータを再起動してその入力デバイスをまた使うと、同じメッセージボックス
が開きます。

入力デバイスリストから
入力デバイスを選択する
と、その入力デバイスに
属するタブが現れます。

アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンリリリリスススストトトト

横に長い三角形の頂点は、設定内容が所属する
アプリケーションや入力デバイスを示します。

入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススリリリリスススストトトト　　　　　　　　
アプリケーションリスト
からアプリケーションを
選択すると、そのアプリ
ケーションに属する入力
デバイスが現れます。



 

  111100001111ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

● まだコントロールパネルに登録されていない入力デバイスを手動で登録する場合は、「入力デバ
イスを登録 ...」のボタンをクリックするか、「追加」のプルダウンメニューから「入力デバイスを登
録 ...」を選択して、ダイアログボックスを開いてください。ダイアログボックスの中で「新しい入
力デバイスを登録 ...」を選択して「OK」をクリックし、画面の指示に従ってください。

クリックする。



 

  111100002222ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルにににに登登登登録録録録済済済済みみみみのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを特特特特定定定定ののののアアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンににににもももも登登登登録録録録すすすするるるる
すでに登録されている入力デバイスを特定のアプリケーションの入力デバイスリストに、登録するに
は、「入力デバイスを登録 ...」のボタンをクリックするか、「追加」のプルダウンメニューから「入
力デバイスを登録 ...」を選択して、ダイアログボックスを開いてください。

「OK」をクリックしてください。入力デバイスリストに入力デバイスが登録されます。

登録先のアプリケーションを指定する
場合はこれを選択します。

複数のタブレットをご使用の場合は、登
録先のアプリケーションが所属するタブ
レットを選択してください。

登録先となるアプリケーションを指定し
ます。アプリケーションリストに登録さ
れているものが表示されます。

登録する入力デバイスを指定してくださ
い。登録先アプリケーションの入力デバ
イスリストにまだないものが表示されま
す。

特定のアプリケーションの入力デバイスリストを作るには．．．⇒⇒⇒⇒アプリケーションごとに設定を変える



 

  111100003333ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに設設設設定定定定をををを変変変変ええええるるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

スススステテテテッッッッププププ 2222............ 入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススごごごごととととにににに入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを設設設設定定定定
「入力デバイスリスト」の中で入力デバイスを選択すると、その入力デバイスに合わせてタブの設定内容
が変わります。  それぞれの入力デバイスを、用途や特徴に合わせて設定してください。 タブの設定内容
は、選択されている入力デバイスに対してのみ適用されます（共通のタブを除きます）。

入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススのののの設設設設定定定定をををを削削削削除除除除すすすするるるる
登録された入力デバイスは次の手順で設定を削除できます。

1.「削除」のプルダウンメニューから「入力デバイスを削除 ...」を選択し、ダイアログボックスを開き
ます。

2. 削除する入力デバイスを選択します。完全に削除する場合は「入力デバイスを完全に削除」を選択し
ます。部分的に削除する場合は、「特定の．．．」を選択し、どのタブレットから削除するか（複数タブ
レット使用時）と、どのアプリケーションから削除するかを指定します。

3.「OK」ボタンをクリックます。

スススステテテテッッッッププププ 3333............ 設設設設定定定定がががが自自自自動動動動的的的的にににに切切切切りりりり替替替替わわわわりりりりまままますすすす
ステップ 2が終わったら準備は完了です。入力デバイスを持ち替えると、タブの設定が自動的に切り替
わります。

特定のアプリケーションごとにタブが設定されていると、アプリケーションを切り替えたときもタブの
設定が自動的に変わります．．．⇒⇒⇒⇒アプリケーションごとに設定を変える



 

  111100004444ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 同同同同じじじじタタタタイイイイププププのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを複複複複数数数数使使使使うううう
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

同同同同じじじじタタタタイイイイププププのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを複複複複数数数数使使使使うううう
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトはははは同同同同じじじじタタタタイイイイププププのののの入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを何何何何本本本本ででででもももも識識識識別別別別ししししまままますすすす。入力デバイスひとつひとつに書き込ま
れている デバイス ID をタブレットが識別しますので、ある入力デバイスのためにコントロールパネル
で設定した内容は、その入力デバイスに対してのみ働きます。

入力デバイスリストに同じタイプの入力デバイスが登録されると、同じ名前のあとに自動番号が付きま
す。番号付きの名前は用途に合った名前に変えることができます。「編集」のプルダウンメニューから
「入力デバイスを別名に ...」を選んでダイアログボックスを開いてください。

ペンにはカラーコード が付属しています。2本以上のペンを同じ場所でお使いになる場合は、識別のた
めカラーコードを付けてください。

同じタイプの入力デバイスを同じ設定で使いたいときは、タブごとに設定をコピーすることができま
す．．．⇒⇒⇒⇒次のページ。 



 

  111100005555ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 設設設設定定定定内内内内容容容容をををを他他他他へへへへココココピピピピーーーーすすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

設設設設定定定定内内内内容容容容をををを他他他他へへへへココココピピピピーーーーすすすするるるる
ある入力デバイスやアプリケーションの設定を、他の入力デバイスやアプリケーションへコピーするに
は、「設定をコピー ...」のボタンをクリックするか、「編集」のプルダウンメニューから「設定をコピー
...」を選択して、ダイアログボックスを開いてください。

異なるタイプの入力デバイスへ設定をコピーする場合は、共通のタブの設定内容をコピーできます。

コピー元とコピーする設定内容を指定します。

コピーした設定内容のコピー先を指定します。



 

  111100006666ペペペペーーーージジジジ
目目目目次次次次

索索索索引引引引 複複複複数数数数ののののタタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる
ココココンンンントトトトロロロロｰーーールルルルパパパパネネネネルルルルのののの使使使使いいいい方方方方 (((( 応応応応用用用用編編編編 ))))

複複複複数数数数ののののタタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを接接接接続続続続すすすするるるる
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトをををを追追追追加加加加すすすするるるるににににはははは、まず、タブレットをコンピュータに接続します。「追加」のプルダウンメ
ニューから「タブレットを追加 ...」を選択し、 ダイアログボックスを開きます。

● ADB タブレットの場合は、起動時にシステムがADBポートを探し、見つかると自動的に初期化され
ます。

● シリアルタブレットの場合は、「シリアルを追加」のボタンをクリックして、画面の指示に従ってく
ださい。

追加のタブレットがコンピュータに接続されてからコントロールパネルを開くと、アプリケーションリ
ストの上にタブレットリストが現れます。タブレットリストには、接続されているタブレットのアイコ
ンがひとつずつ表示され、アイコンを選択するとそのタブレットに対してアプリケーションや入力デバ
イスの設定ができます。

● コントロールパネルを開くと、コントロールパネルを開くのに使用したタブレットが、タブレットリ
ストの中で選択されます。

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトリリリリスススストトトト

タブレットを選択し、アプリケーショ
ンや入力デバイスについてタブを設定
します。
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トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ
タブレットが思ったように動かない場合は、タブレットドライバが正常に読み込まれていないことが考
えられます。より新しいバージョンのドライバを入手したり、他の機能拡張やコントロールパネルのコ
ンフリクトを取り除くことで、問題を解決できることがあります。アプリケーションにおけるトラブル
は、コントロールパネルの設定によって解決することがあります。 

1. この章のトラブルシューティングの表を参照してください。該当する症例がありましたら、右側の解
決のポイントを参考にして解決を試みてください。

2. CD-ROMの中のReadme ファイルの内容が参考になることもあります。

3. オンラインサポートの窓口からQ& A集を見ることがでます。

これらをお読みいただいても解決しそうにないトラブルがありましたら、FAXかお電話でサポート窓口
までおたずねください。

ドドドドラララライイイイババババののののイイイインンンンスススストトトトーーーールルルルやややや起起起起動動動動ななななどどどどののののシシシシスススステテテテムムムム的的的的ななななトトトトララララブブブブルルルル
タタタタブブブブレレレレッッッットトトト操操操操作作作作時時時時ののののトトトトララララブブブブルルルル
ペペペペンンンンややややエエエエアアアアブブブブララララシシシシのののの診診診診断断断断
4444DDDD ママママウウウウススススととととレレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルのののの診診診診断断断断
起起起起動動動動時時時時ののののトトトトララララブブブブルルルルのののの一一一一般般般般的的的的なななな解解解解決決決決方方方方法法法法
タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを診診診診断断断断すすすするるるる
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ドドドドラララライイイイババババののののイイイインンンンスススストトトトーーーールルルルやややや起起起起動動動動ななななどどどどののののシシシシスススステテテテムムムム的的的的ななななトトトトララララブブブブルルルル
タブレットのステータスランプが
点灯しない。

ADBタブレットの場合、タブレットケーブルのコネクタがMacintosh に正
しく接続されていることを確認してください。⇒⇒⇒⇒ ADBタブレットを接続す
る
シリアルタブレットの場合、必ずタブレットに付属している電源アダプタ
をお使いください。電源アダプタが 100Vのコンセントに正しく差し込ま
れていること、また、 電源アダプタのジャックがタブレットケーブルのコ
ネクタの電源入力ジャックに正しく接続されていることを確認してくださ
い。（タブレットケーブルのコネクタをMacintosh から抜き差しするとき
は、Macintosh の電源が切られている状態にしてください。）⇒⇒⇒⇒ シリアルタ
ブレットを接続する 
A4正方形タブレット以上の場合、タブレットの電源スイッチが入っている
ことを確認してください。それでもステータスランプが点灯しない場合は、
ハードウェアの故障が考えられます。⇒⇒⇒⇒ サポート窓口

「ワコムタブレットのインストー
ル」を起動すると、タイプエラー
になる。

●機能拡張にシェアウェアの「Inline++TSM」をご使用の場合、これをは
ずして再起動してからインストールしてください。この機能拡張が組み
込まれていますと、インストールのときエラーになります。インストー
ルが終わってから「Inline++TSM」を組み込んでください。

●機能拡張の中に、インストールプログラムとコンフリクトを起こしてい
る可能性のものがあります。最小限の機能拡張のみを組み込むようにし
て、もう一度インストールを行なってください。⇒⇒⇒⇒起動時のトラブルの
一般的な解決方法

新しい機種のMacintosh に替えた
り、新しいバージョンのMac OS
に替えたら、ドライバが使えなく
なった。

お使いのタブレットドライバが、新しいMacintosh の環境に合っていない
ことが考えられます。最新版のタブレットドライバを入手してご使用にな
ると解決することがあります。⇒⇒⇒⇒    オンラインサポートの窓口からダウン
ロードできます。

PCI バスのPower Macintosh でド
ライバが正常に動作しない。

タブレットドライバがメモリに読み込まれる順序を早くすることで、解決
することがあります。⇒⇒⇒⇒    起動時のトラブルの一般的な解決方法
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ドライバをインストールしたあ
と、起動時に、「ドライバのロー
ドに失敗しました。」あるいは
「タブレットの初期設定が作られ
ていません。」というメッセージ
が表示される。

起動時にタブレットが見つかっていません。タブレットケーブルや、電源
ケーブル（シリアルタブレットの場合）が正しく接続されていて、ステー
タスランプが点灯していることを確認して下さい。

ドライバをインストールしたあ
と、タブレットを正しく接続して
いるにもかかわらず、再起動して
もドライバが正常に読み込まれな
い。

他の機能拡張やコントロールパネルとコンフリクトを起こしている可能性
があります。⇒⇒⇒⇒    起動時のトラブルの一般的な解決方法

ドライバをインストール後、シリ
アルタブレットを正しく接続して
いるにもかかわらず、起動時やシ
リアルポート選択時に、「システ
ムエラー　ワコムタブレット　存
在しないシステムトラップ」とい
うメッセージが表示される。

機能拡張フォルダに「Open Tpt Arbitrator」 や「Serial Port Arbitrator」があ
ればはずして下さい。あるいは、「シリアルポート調停」を入れてください
（Apple Remote Access をインストールすると入ります）。

モデムポートに接続したタブレッ
トが使えない。起動時に見つから
ない。

●モデムやファックスモデムをご使用の場合、それらの機種によってはタ
ブレットと同時に使えないことがあります。モデムの機能拡張をはずし
てみてください。

●お使いのMacintosh にモデムが内蔵されていると、モデムポートは内蔵
モデム以外にはご使用になれません。

●モデムやファックスモデムをモデムポートでご使用になったことがある
場合、タブレットを使用するときはファックスソフトが影響しないよう
にしてください。

●アダプタケーブルのコネクタのピンが曲がっていたり、折れていないか
確認してください。
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プリンタポートにタブレット接続
しても使えない。起動時に見つか
らない。

●セレクタを開いて、Apple Talk を「使用しない」にしてみてください。
（シリアルポートに Apple Talk 経由で接続したプリンタが使えない場合
は、ワコムタブレットのコントロールパネルをはずして Apple Talk を
「使用する」にしてみてください。）
●モデムやファックスモデムをプリンタポートでご使用になったことがあ
る場合、タブレットを使用するときはファックスソフトが影響しないよ
うにしてください。

●アダプタケーブルのコネクタのピンが曲がっていたり、折れていないか
確認してください。

プリンタポートにタブレットを接
続すると、タブレットや他の周辺
機器が使えない。

Apple Talkを「使用しない」にするか、ネットワークのコントロールパネ
ルを開いてAppleTalk の接続方法を LocalTalk 以外にしてください
（Ethernet などが使用できる場合）。

プリンタを直接プリンタポートに
接続すると、タブレットかプリン
タが使えない。

プリンタとタブレットを同時に使用しないようにしてください。プリンタ
を使用するときは、AppleTalkを不使用にするか、ネットワークのコント
ロールパネルを開いてAppleTalk の接続方法を LocalTalk 以外にしてくだ
さい（Ethernet などが使用できる場合）。（まれに LocalTalk を経由すると
使えることがあります。）

インターネット接続用 PPP を使
用できるようにしていると、タブ
レットかインターネットが使えな
い。

タブレットドライバかPPP ソフトウェアのいずれかを、コントロールパネ
ルフォルダから出してお使いください。

タブレットが入力デバイスに反応
しない。

コントロールパネルの「接続」タブを開いて、「□ドライバ ON」にチェッ
クマークが付いていることを確認してください。付いていなければ、マウ
スでクリックしてください。「Tab」キーを何度か押して「□」を選択し、
スペースキーを押しても付けられます。⇒⇒⇒⇒    接続の設定

PowerBook でシステムエラーが
発生する。

PowerBook の機種によっては、「ワコムタブレット」のコントロールパネ
ル以外のソフトウェアもインストールする必要があります。機種をご確認
の上、タブレットドライバのカスタムインストールを行って必要なソフト
ウェアもインストールしてください（カスタムインストールで表示される
メッセージを参照してください）。
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タタタタブブブブレレレレッッッットトトト操操操操作作作作時時時時ののののトトトトララララブブブブルルルル
ADB タブレットを使っていて、
筆圧の機能が使えない。マウス
のような感覚でしかポインタを
操作できない。コントロールパ
ネルも開けない。

タブレットドライバがインストールされていないか、起動時に正しくロー
ドされていない可能性があります。⇒⇒⇒⇒    起動時のトラブルの一般的な解決方
法
ADB タブレットは、タブレットドライバがインストールされていなくても
画面のポインタをマウスのような感覚で操作できるようになっています。
しかし、タブレット固有の筆圧などの情報はアプリケーションに伝わりま
せん。

シリアルタブレットで入力デバ
イスが使えない。

コントロールパネルの「接続」タブの「タブレットドライバ ON」にチェックマー
クが付いていなければ、マウスでクリックして付けてください。「Tab」
キーを何度か押して「□」を選択し、スペースキーを押しても付けられま
す。⇒⇒⇒⇒接続の設定

マウスを使うとポインタが引き
戻される。

入力デバイスを手から離すときはタブレットの上に置かないようにしてく
ださい。 マウスなど他の入力機器と競合が起きてポインタが操作できなくな
ることがあります。ペンにはペンスタンドをご利用ください。

ポインタの動きが不安定だった
り、飛び回ったりする。

タブレットをモニタから 15cm 以上離してください。モニタの機種によっ
ては、タブレットを近くで使用すると電磁波の影響を受けることがありま
す。

ポインタが画面のあちこちに飛
んでしまう。

●ポインタの移動速度を変える機能拡張を使わないでください。
●トラックボールをお使いの場合は、トラックボールをはずしてみてくだ
さい。トラックボールの中には、タブレットと同時には使えないものが
あります。

ペン先でダブルクリックがやり
にくい。

●できるだけ同じ場所を速くダブルクリックしてください。
●サイドスイッチやセカンドサイドスイッチを 1回押してダブルクリック
することもできます。⇒⇒⇒⇒ クリック、ダブルクリック

●ダブルクリック距離を増やすか、ダブルクリックの速度を遅くしてくだ
さい。⇒⇒⇒⇒ ペン先のダブルクリックアシストを設定する

●ペン先の筆圧感触を柔らかくしてください。⇒⇒⇒⇒ペン先の筆圧感触を調整
する
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ペン先が少し触れただけでもク
リックしてしまう。

コントロールパネルの「ペン先の感触」のタブを開いて、「ペン先の筆圧感
触」のスライダを「硬い」の方へ動かすか、「詳細設定」の「クリック荷
重」を増やしてください。

テールスイッチが少し触れただ
けでもクリックしてしまう。

コントロールパネルの「消しゴムの感触」のタブを開いて、「消しゴムの筆
圧感触」のスライダを「硬い」の方へ動かすか、「詳細設定」のクリック荷
重を増やしてください。

ペンが触れる前にクリックして
しまう。

ペン先を操作面に近付けただけでステータスランプが緑色に変わる場合は
ハードウェアの故障が考えられます。

かなり力を入れないとクリック
できない。

コントロールパネルの「ペン先の感触」のタブを開いて、「ペン先の筆圧感
触」のスライダを「柔らかい」の方へ動かすか、「詳細設定」の「クリック
荷重」を減らしてください。

ペン先スイッチが使えない。 スイッチを押したとき、ステータスランプが緑色にかわることを確認して
ください。変わらなければハードウェアの故障が考えられます。⇒⇒⇒⇒ タブ
レットと入力デバイスを診断する
コントロールパネルの「デバイスボタン」のタブを開いて、「ペン先の機
能」が「左ボタンクリック」に設定されていることを確認してください。

サイドスイッチが効かない。 ●ペン先が読みとり高さ以内にあるとき、ペン先が押されない状態でサイ
ドスイッチを押してください。

●コントロールパネルの「デバイスボタン」のタブを開いて、サイドス
イッチの設定が正しいことを確認してください。

●スイッチを押したとき、ステータスランプが緑色にかわることを確認し
てください。変わらなければハードウェアの故障が考えられます。⇒⇒⇒⇒ タ
ブレットと入力デバイスを診断する
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ペン先でダブルクリックができ
ない。

●同じ場所を速く2回クリックするようにしてください。
●コントロールパネルの「ダブルクリック」のタブを開いて、ダブルク
リックアシストをON にして、ダブルクリック距離を広げてください。

●コントロールパネルの「ペン先の感触」のタブを開いて、「ペン先の筆圧
感触」のスライダを「柔らかい」の方へ動かすか、「詳細設定」の「ク
リック荷重」を減らしてください。

入力デバイスではポインタが画
面全体に届かない。

お使いの入力デバイスとアプリケーションに属するマッピングのタブを開
いて、タブレット表示エリアを画面全体にしてください。

タブレットで描いた絵が画面で
は縦横比が異なって表示される。

コントロールパネルの「マッピング」のタブを開いて、「タブレットとの関
係」の設定を「縦横比を保持」にしてください。⇒⇒⇒⇒タブレットから画面へ
のマッピングを設定する 

線の引き始めに、ポインタが動
かないことがある。

コントロールパネルの「ダブルクリック」のタブを開いて、「ダブルクリッ
クアシスト」のチェックマークをはずしてください。

筆圧対応の Adobe Photoshop や
Adobe　Illustrator で線を引き始
めるとき、ペンを強く押さなけ
ればならない。

コントロールパネルの「ペン先の感触」のタブを開いて、「ペン先の筆圧感
触」のスライダを「柔らかい」の方へ動かしてください。あるいは「詳細
設定」の「クリック荷重」と「最小入力荷重」を減らしてください。

消しゴム対応の Adobe 
Photoshop やFractal Painter な
どのアプリケーションで、消し
ゴム機能を使えない。

コントロールパネルのデバイスボタン」のタブを開いて、テールスイッチの
機能が「消しゴム」に設定されていることを確認してください。

カーソルボタンは働くが、ポイ
ンタが動かない。

コントロールパネルの「デバイスボタン」のタブを開いて、「ボタンスイッ
チのみ使用」が選択されていないことを確認してください。

入力デバイスの設定を変えたは
ずなのに変わっていない。

設定を変えたタブが、お使いになっているタブレットやアプリケーション、
入力デバイスに属しているものであることを確認してください。 ⇒⇒⇒⇒ 複数の
タブレットを接続する 、 アプリケーションごとに設定を変える
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索索索索引引引引 起起起起動動動動時時時時ののののトトトトララララブブブブルルルルのののの一一一一般般般般的的的的なななな解解解解決決決決方方方方法法法法
トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ

起起起起動動動動時時時時ののののトトトトララララブブブブルルルルのののの一一一一般般般般的的的的なななな解解解解決決決決方方方方法法法法
システムフォルダにあるコントロールパネルのフォルダを開いて、ワコムタブレットのアイコンをダブ
ルクリックしてください。下のようなダイアログボックスが表示された場合、タブレットドライバはメ
モリに読み込まれていません。

このようなときは、次のような対策が考えられます。

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババががががメメメメモモモモリリリリにににに読読読読みみみみ込込込込ままままれれれれるるるる順順順順序序序序をををを早早早早くくくくすすすするるるる
「ワコムタブレット」のファイル名の前に半角のスペースを入れてください。これで、タブレットドライ
バがメモリに読み込まれる順序が早くなり、正常に動作するようになることがあります。

さらに、このファイルを機能拡張フォルダに移動すると、読み込まれる順序がより早くなります。この
とき、このファイルのエイリアスを作ってコントロールパネルフォルダに入れておくとコントロールパ
ネルを開く際に便利です。
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索索索索引引引引 起起起起動動動動時時時時ののののトトトトララララブブブブルルルルのののの一一一一般般般般的的的的なななな解解解解決決決決方方方方法法法法
トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ

他他他他のののの機機機機能能能能拡拡拡拡張張張張ややややココココンンンントトトトロロロローーーールルルルパパパパネネネネルルルルととととののののココココンンンンフフフフリリリリククククトトトトをををを調調調調べべべべるるるる
機機機機能能能能拡拡拡拡張張張張ママママネネネネーーーージジジジャャャャををををおおおお使使使使いいいいのののの場場場場合合合合
1. コントロールパネルフォルダの機能拡張マネージャを使い、「Mac OS基本」（あるいは「漢字 Talk
のみ」）とタブレットドライバだけを有効にしてMacintosh を再起動させてください。

2. これにより、タブレットドライバが正常に働くことが確認できましたら、さらに使いたい機能拡張や
コントロールパネルなどの起動ソフトウェアのいくつかを有効にしてMacintosh を再起動させてく
ださい。

3. Macintosh やタブレットドライバが正常に働くことを確認しながら、「2.]」を繰り返してください。

4. Macintosh やタブレットドライバの動作がおかしくなった場合には、そのとき有効になっている起動
ソフトウェアのいずれかに原因があると考えられます。原因となる起動ソフトウェアをつきとめるこ
とができた場合は、以下のような対策により、問題を解決できる場合があります。

● 設定内容が他の起動ソフトウェアに影響を与えていないか検討し、必要なら設定を変更する。

● より新しいバージョンの起動ソフトウェアを使う。

● 必要な場合にだけ、その起動ソフトウェアをロードし、それとコンフリクトを起こすものは使わな
い。
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索索索索引引引引 起起起起動動動動時時時時ののののトトトトララララブブブブルルルルのののの一一一一般般般般的的的的なななな解解解解決決決決方方方方法法法法
トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ

機機機機能能能能拡拡拡拡張張張張ママママネネネネーーーージジジジャャャャををををおおおお使使使使いいいいででででなななないいいい場場場場合合合合
1. システムフォルダの中に 2 つの新規フォルダを作り、「機能拡張（使用停止）」、「コントロールパネ
ル（使用停止）」という名前を付けてください。フリーウェア、シェアウェア、およびサードベン
ダーの機能拡張、コントロールパネルをそれぞれ「機能拡張（使用停止）」と「コントロールパネル
（使用停止）」に移動してください。ワコムタブレットは、残しておきます。そして、Macintosh を再
起動させてください。

2. タブレットドライバが正常に働くことが確認できましたら、使いたい起動ソフトウェアを機能拡張
フォルダやコントロールパネルフォルダに戻してください。そして、Macintosh を再起動させてくだ
さい。

3. Macintosh やタブレットドライバが正常に働くことを確認しながら、「2.」を繰り返してください。

対策は「機能拡張マネージャをお使いの場合」の「4.」を参考にしてください。

「「「「WWWWAAAACCCCOOOOMMMM    TTTTaaaabbbblllleeeetttt    PPPPrrrreeeeffffssss」」」」フフフファァァァイイイイルルルルをををを移移移移動動動動すすすするるるる
Macintosh が起動中に停止した場合や、使用中に動作が不安定になった場合、まれに初期設定フォルダ
の「WACOM Tablet Prefs」ファイルが壊れていることがあります。タブレットドライバの動作が不安
定である場合、「WACOM Tablet Prefs」ファイルを別のフォルダに移動したのちMacintosh を再起動さ
せると、正常に動作ことがあります。

MMMMaaaacccciiiinnnnttttoooosssshhhh ややややMMMMaaaacccc    OOOOSSSS をををを新新新新ししししくくくく替替替替ええええたたたたとととときききき
ご購入時のタブレットドライバでは正しく動作しなくなる可能性があります。サポート窓口でドライバ
の最新バージョンご確認のうえ、ご使用の環境に合ったドライバをお使いください。

機能拡張（使用停止） コントロールパネル（使用停止）
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索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを診診診診断断断断すすすするるるる
トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを診診診診断断断断すすすするるるる
コントロールパネルの「ヘルプ」のプルダウンメニューから「診断」を選択すると、「診断」のダイアロ
グボックスが現れます。ドライバのバージョンやタブレットの種類、座標、スイッチ情報、筆圧、傾き
などの数値が表示され、タブレットや入力デバイスが正しく動作しているかどうかを確認することがで
きます。

ペペペペンンンンややややエエエエアアアアブブブブララララシシシシのののの診診診診断断断断
1.「入力デバイス情報」の枠の中を見ながら、ペンを読みとり高さ以内に入れてください。ペンの情報
が表示されます。

2. ペン先やテールスイッチを操作面上で移動させると、「X座標」と「Y座標」の数値が変わります。

3. ペンスイッチ（ペン先、サイドスイッチ、セカンドサイドスイッチ、テールスイッチ）が押される
と、ステータスランプが橙色から緑色に変わります。このとき、表示される数値は以下のように変化
します。

・ ペン先が次第に強く押されると、「筆圧」の値は 50未満から約 1000 まで上がります。
・ ペンスイッチを 1 つずつ順に押していくと、以下のように「スイッチ」の値が変わります。

・ ペン先が次第に強く押されると、「筆圧」の値は 50未満から約 1000 まで上がります。    
・ エアブラシの場合、ホイールをペン先側へ回すと値が 50未満まで下がり、手前に回すと約 1000
まで上がります。

4. 操作面の垂線方向を 0°、右への傾きを「X方向の傾き」、手前への傾きを「Y方向の傾き」として表
示します。ペンの傾きを前後左右に変えると、それぞれの数値が約ｰ 63°から +64°の範囲で変化しま
す。

5. 終了するときは「閉じる」のボタンをクリックします。

ペペペペンンンン ペン先 = 1、 サイドスイッチ = 2、 セカンドサイドスイッチ = 3、 テールスイッチ = 4
エエエエアアアアブブブブララララシシシシ ペン先 = 1、 サイドスイッチ = 2、 テールスイッチ = 4
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索索索索引引引引 タタタタブブブブレレレレッッッットトトトとととと入入入入力力力力デデデデババババイイイイススススをををを診診診診断断断断すすすするるるる
トトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ

4444DDDDママママウウウウススススととととレレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルルのののの診診診診断断断断
1. カーソルボタンが押されると、ステータスランプが橙色から緑色に変わります。このとき、表示され
る「スイッチ」の数値は以下のようなります。

2. 4Dマウスのホイールを前後に回すと、「ホイール」の値が中間を 0 として約± 1000 まで変化しま
す。

3. 4Dマウスなど、回転に対応している入力デバイスの場合、 「回転」の値が時計回りを +として約
360°までの数値で表示されます。

4. 終了するときは「閉じる」のボタンをクリックします。

(((( 右右右右手手手手用用用用のののの場場場場合合合合 )))) ((((左左左左手手手手用用用用のののの場場場場合合合合 ))))

3333 2222 1111

4444 5555

1111 2222 3333

5555 4444
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索索索索引引引引
？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン

？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン

製製製製品品品品ののののササササポポポポーーーートトトト
製製製製品品品品のののの保保保保証証証証ににににつつつついいいいてててて
仕仕仕仕様様様様
付付付付属属属属品品品品、、、、オオオオププププシシシショョョョンンンン品品品品、、、、消消消消耗耗耗耗品品品品
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索索索索引引引引 製製製製品品品品ののののササササポポポポーーーートトトト
？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン

製製製製品品品品ののののササササポポポポーーーートトトト

ササササポポポポーーーートトトト窓窓窓窓口口口口
万一、タブレットの動作に異常が起きた場合には、 セットアップ や トラブルシューティング を参照し
て、インストールや設定が正しいかどうかご確認ください。CD-ROMの Readme ファイルが参考にな
ることもあります。解決しそうにないトラブルがありましたら、以下のサポート窓口をご利用ください。   

* ･･･電子メールやFAXによるお問い合わせに対しては、弊社営業時間内に回答をさしあげます。内容により、数日かかることがあります。

窓　口 サポート内容 ご利用方法 受付時間

オオオオ
ンンンン
ララララ
イイイイ
ンンンン
ササササ
ポポポポ
ⅠⅠⅠⅠ
トトトト

ホーム
ページ

最新版タブレットドライバダウンロード。
よくお寄せいただくご質問とその答え。
製品やキャンペーンなどの各種情報。　
電子メールによるお問い合わせ *。

http://tablet.wacom.co.jp/
いつでも

ご利用ください

NIFTY-
Serve

最新版タブレットドライバのダウンロード。
タブレットサポート Ｑ＆ Ａ集。　　　
製品やキャンペーンなどの各種情報。

PCベンダーステーション Ｃ　　　　　　　
会議室名：ワコム　　　　　　　　　　　　
GO SPCVC のコマンドで、このステーション
に入れます。

いつでも
ご利用ください

FAXによる
サポート *

技術的なご質問にお答えします。 FAX：03-5322-3916　　　　　　　　　　　
巻末のお問い合わせ用紙に正確にご記入の上
お送りください。折り返しご連絡します*。

いつでも
ご利用ください

お電話によ
るサポート

技術的なご質問にお答えします。

TEL：03-5322-3905　　　　　　　　　　　
巻末のお問い合わせ用紙の内容をご確認の上､
お電話をいただきますと、状況を把握しやす
くなりますので、早く問題解決のお手伝いが
できます。

平日
午前 10 時～ 12 時
午後１時～５時

サプライ
ショップ
（通信販売）

オプション品の購入や付属品の再購入な
ど。（販売店でのご購入が難しいとき）

＜株式会社島根ワコム＞　　　　　　　　
http://www.swacom.co.jp/shopping/
TEL:0852-21-8789　　　　　　　　　　　
FAX:0852-21-8729

お電話は営業時
間内にお受けで
きます。
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索索索索引引引引 製製製製品品品品ののののササササポポポポーーーートトトト
？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン

ハハハハーーーードドドドウウウウェェェェアアアアのののの修修修修理理理理
● ハードウェアの故障かどうかの判断は、お客様の判断でなさらずに、必ず弊社カスタマーサポートにお問い合せの上ご確
認ください。お客様だけで不良品と判断された返品には一切応じかねますのでご注意ください。

● 修理を依頼される場合は、巻末の修理依頼書に故障の内容を記入して製品に添付の上、下記の弊社カスタマーサポートセ
ンターへ直接お送りください。依頼書の記入がない場合、修理に時間がかかることがあります。

　　〒 349-1148  埼玉県北埼玉郡大利根町豊野台2-510-1

　　　　　　　　株式会社 ワコム 電子機器サポート

　　（商品の返品や交換のための返送は電子機器サポートではお受けできません。販売店にご相談ください。）

● 有償修理で、修理前に修理代の金額をお知りになりたい場合は、その旨を依頼書に明記してください。

● 修理代金のお支払いは、修理完了後、原則として当社指定の銀行口座へ振り込んでください。
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索索索索引引引引 製製製製品品品品のののの保保保保証証証証ににににつつつついいいいてててて
？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン

製製製製品品品品のののの保保保保証証証証ににににつつつついいいいてててて

ハハハハーーーードドドドウウウウェェェェアアアアのののの保保保保証証証証
1. 取扱説明書、および本体添付ラベル等の注意書きに従って正しく使用したにもかかわらず、お買い上げから１年以内に万
一ハードウェアが故障した場合には、無償で修理させていただきます。ハードウェアとはタブレット本体とその付属品で
す。ただし、電子ペンの替え芯などの消耗品と CD-ROMは除きます。弊社カスタマーサポートにご連絡いただき、カス
タマーサポートが故障を確認しましたら、直接お送りください。

2. 万一、ご購入時点で既に製品に不良があった場合。
（ｲ）必ず購入日から１週間以内に弊社カスタマーサポートにご連絡ください。弊社カスタマーサポートで製品が不良であるこ
とが確認された場合に限り、製品の交換をお受けいたします。お客様だけで不良品と判断された返品には一切応じかねま
すのでご注意ください。不良内容を明記して販売店にお返しください。

（ﾛ）１週間以降の場合は、1. に準じ、修理扱いとなります。
3. 次にあげる場合には、保証期間中であっても保証の対象とはなりません。
（ｲ）誤ったご使用方法による故障、または損傷。
（ﾛ）落下などによる故障、または損傷。
（ﾊ）改造、またはお客様が修理されたためと認められる故障、または損傷。
（ﾆ）災害、あるいは異常電圧などの外部要因による故障、または損傷。
（ﾎ）接続している他の機器の故障に起因して本製品に故障を生じた場合。
（ﾍ）保証書の呈示がない場合、または保証書に記入がない場合、または保証書の字句を書き換えられた場合。
4. 本製品の修理を依頼される場合は、ワコム製以外の機器を取り外してからお送りください。
5. 故障等により製品を弊社に送付いただく場合の費用は、お客様がご負担ください。お客様への返却費用は弊社の負担とさ
せていただきます。

6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
7. 弊社は本製品の運用を理由とする損失や逸失利益などにつきましては、いかなる責任も負いません。
● 本保証はここに明示してある期間、条件のもとにおいて本製品の無償修理を行なうことをお約束するものです。したがっ
て本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについては、弊社カ
スタマーサポートセンター（電子機器サポート）にお問い合わせください。
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索索索索引引引引 製製製製品品品品のののの保保保保証証証証ににににつつつついいいいてててて
？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババににににつつつついいいいてててて
付属のタブレットドライバは、この製品が出荷された時点で最新のものです。その後、品質をさらに向上させたり、市販の
コンピュータのハードウェアやオペレーティングシステムが新しくなったときは、それらに対応するため随時バージョン
アップを行っています。このようなドライバのバージョンアップについての情報は、特に大きな機能アップが行われた場合
を除き、弊社からお客様へはご連絡しておりません。製品に付属しているドライバに問題があると思われる場合や、コン
ピュータを買い替えられたことによって、タブレットの動作に問題が起きた場合は、現在お使いのドライバが最新のものか
どうかを、弊社サポート窓口にご確認ください。最新版のドライバを入手することにより解決することがあります。

また、弊社はタブレットドライバについて、市販されているすべてのハードウェアやソフトウェアとの間で、一切の問題を
起こさずに動作することを保証しておりません。市販されているハードウェアやソフトウェアとの間で問題があった場合は、
可能な限り解決のための努力をいたしますが、弊社のみでは解決できない問題もあることをご了承ください。
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索索索索引引引引 製製製製品品品品のののの保保保保証証証証ににににつつつついいいいてててて
？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン

タタタタブブブブレレレレッッッットトトトドドドドラララライイイイババババのののの保保保保証証証証
タブレットドライバの著作権はワコムにあります。タブレットドライバはワコムのタブレットと共に使用する場合に限り、
コピーしたり使用することができ、それ以外の条件ではコピーしたり使用することはできません。

タブレットドライバは、複数のコンピュータにインストールしてご使用いただくことができますが、ワコムが動作保証をす
るのは、そのうちの一台のみとします。

タブレットの動作条件を満たした環境において、タブレットの動作に問題がある場合、購入日から 90日以内にご連絡いただ
ければ、ワコムはこれらの問題の解決方法を提示するか、問題を対策したタブレットドライバを提供します。

タブレットの導入によって、他のハードウェアおよびソフトウェアの動作に問題が発生した場合、購入日から 90日以内にご
連絡いただければ、ワコムはこれらの問題の解決方法を提示するか、問題を対策したタブレットドライバを提供します。た
だし、動作しなくなったものが、タブレットと共存できないものであることが明らかな場合はこの限りではありません（同
じポートを使用する機器、他社製タブレットなど）。

万一、上記の問題の解決に長い時間を要する場合、または解決の目処が立たない場合、ワコムは販売店を通じて製品代金の
払い戻しをいたします。

中古品、譲渡品についてはすべての保証はありません。

タブレットドライバのバージョンアップによって、発生している問題が解決される場合には、ワコムは最新バージョンのド
ライバを、フロッピーディスクの送付またはオンラインや雑誌などの各種メディアを通じて提供いたします。ただし、フ
ロッピーディスクの送付を無償で行うのは、購入日から１年以内にワコムにご連絡をいただいた場合のみとし、それ以降に
ついては送付費用を請求させていただきます。

将来発売される新しい OSおよびハードウェアプラットフォームに対して、ワコムはそれに対応したドライバを提供するこ
とをお約束はいたしません。また、ドライバの提供を行う場合も、基本的に新しいドライバを販売するものとし、無償での
提供はいたしません。
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仕仕仕仕様様様様

iiiinnnnttttuuuuoooossss シシシシリリリリーーーーズズズズ    タタタタブブブブレレレレッッッットトトト共共共共通通通通のののの仕仕仕仕様様様様

iiiinnnnttttuuuuoooossss    シシシシリリリリーーーーズズズズ AAAA6666 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト    ((((GGGGDDDD----0000444400005555----AAAA))))

座標読み取り分解能 100 lpmm (0.01 mm)

座標読み取り精度 ±0.25mm （操作面の縁 10 mm幅を除く）

傾きレンジ　
（操作面の垂線方向を0゜とする）

±50゜（A6タブレット）
±60゜（A6タブレット以外）　　　　　　　　　

傾き読み取り分解能 1.0゜

筆圧レベル 1024レベル

読み取り可能高さ 約10 mm 

最高読み取り速度 200 点 /sec

インタフェース Apple Desktop Bus (ADB)  (A6、A5、A4タブレット）
EIA RS-232C　　　　　　（A4正方形、A3 タブレット）

シリアルコネクタ D-sub 9-pin メス　　  　 （A4 正方形、A3 タブレット）

電源（A6、A5、A4タブレット） ADBポートよりDC 5V、100 mA

電源（A4正方形、A3タブレット） DC 12V、200mA　電源アダプタAD-7410-W (100 V 用 )

使用環境（温度、湿度） 5～40℃、20 ～80%RH　　（ただし結露がないこと）

保管温度、湿度 -10 ～60 ℃、20～ 90%RH　（ただし結露がないこと）

読み取り可能範囲（横×縦） 127.0 x 106.0 mm

外形寸法 225.0 x 210.0 x 8.3 mm 

ケーブル長 2.5 m

重量 540 g 

入力電圧 5 V

消費電流 最大 100 mA
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iiiinnnnttttuuuuoooossss シシシシリリリリーーーーズズズズAAAA5555 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト ((((GGGGDDDD----0000666600008888----AAAA))))

iiiinnnnttttuuuuoooossss シシシシリリリリーーーーズズズズAAAA4444 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト    ((((GGGGDDDD----0000999911112222----AAAA))))

iiiinnnnttttuuuuoooossss シシシシリリリリーーーーズズズズAAAA4444 正正正正方方方方形形形形タタタタブブブブレレレレッッッットトトト ((((GGGGDDDD----1111222211112222----RRRR))))

読み取り可能範囲（横×縦） 203.2 x 162.4 mm 

外形寸法 334.0 x 258.0 x 14.5 mm 

ケーブル長 2.5 m 

重量 880 g

入力電圧 5 V

消費電流 最大 100 mA

読み取り可能範囲（横×縦） 304.8 x 240.6 mm

外形寸法 430.0 x 338.0 x 14.5 mm 

ケーブル長 2.5 m 

重量 1.6 kg 

入力電圧 5 V

消費電流 最大 100 mA

読み取り可能範囲（横×縦） 304.8 x 316.8 mm

外形寸法 444.0 x 435.5 x 37.5 mm

ケーブル長 2.5 m

重量 2.1 kg

入力電圧 12 V

消費電流 最大 100mA
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iiiinnnnttttuuuuoooossss シシシシリリリリーーーーズズズズAAAA3333 タタタタブブブブレレレレッッッットトトト ((((GGGGDDDD----1111222211118888----RRRR))))

ペペペペンンンン ((((GGGGPPPP----333300000000EEEE))))

エエエエアアアアブブブブララララシシシシ    ((((GGGGPPPP----444400000000EEEE))))

読み取り可能範囲（横×縦） 457.2 x 316.8 mm 

外形寸法 616.0 x 445.5 x 37.5 mm

ケーブル長 2.5 m

重量 3.0 kg 

入力電圧 12 V

消費電流 最大 100mA

ペン先の動作ストローク 0.1 mm 以下

テールスイッチの動作ストローク 約 1.3 mm 

外形寸法 151 x φ12.2 mm 

重量 約 13 g 

芯の材質 ポリアセタール

ホイールの動作ストローク 10 mm

ホイールのレベル 1024 レベル

ペン先の動作ストローク 0.1 mm 以下

テールスイッチの動作ストローク 約 1.3 mm 

外形寸法 （長さ×幅×高さ） 162.5 x 32.5 x 17.5 mm 

重量 約 24 g

芯の材質 ポリアセタール
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イイイインンンンキキキキンンンンググググペペペペンンンン ((((GGGGPPPP----111111110000))))

スススストトトトロロロローーーーククククペペペペンンンン ((((GGGGPPPP----111122220000))))

4444DDDDママママウウウウススススカカカカーーーーソソソソルルルル    ((((GGGGCCCC----555500000000))))

レレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルル ((((GGGGCCCC----222211110000))))

ペン先の動作ストローク 0.1 mm 以下

外形寸法 151 x 12.5 mm

重量 約 12 g 

芯の材質、種類 ポリアセタールまたはボールペン（黒）

ペン先の動作ストローク 約 1.3 mm 

外形寸法 151 x 12.5 mm 

重量 約 12 g 

芯の材質、種類 ポリアセタール

外形寸法 （長さ×幅×高さ） 113.5 x 72.6 x 38.5 mm 

重量 約 75 g 

ボタンの動作ストローク 1 mm 以内

ホイールの動作ストローク ± 10 mm

ホイールのレベル ± 1023 レベル

外形寸法 （長さ×幅×高さ） 158.9 x 66.1 x 33.0 mm

重量 72 g 

ボタンの動作ストローク 1 mm 以内
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索索索索引引引引 付付付付属属属属品品品品、、、、オオオオププププシシシショョョョンンンン品品品品、、、、消消消消耗耗耗耗品品品品
？？？？イイイインンンンフフフフォォォォメメメメーーーーシシシショョョョンンンン

付付付付属属属属品品品品、、、、オオオオププププシシシショョョョンンンン品品品品、、、、消消消消耗耗耗耗品品品品

ペペペペンンンン
ペペペペンンンン（（（（GGGGPPPP----333300000000EEEE））））
ペン先とテールスイッチに筆圧を備えた intuos シリーズの汎用標準ペンです。2 つのサイドスイッチに
は、ダブルクリックやショートカットキーなどを設定できます。

イイイインンンンキキキキンンンンググググペペペペンンンン    ((((GGGGPPPP----111111110000))))        
ボールペンのインクカートリッジを芯に使うことができます。コンピュータの画面と同時に操作面に置
いた紙の上にも描けます。ボールペン芯 1 本、ポリアセタール芯（インクなし）2本が付属。

スススストトトトロロロローーーーククククペペペペンンンン    ((((GGGGPPPP----111122220000))))    
ペン先に荷重が加わると、荷重に応じてペンがわずかに沈みます。筆圧を、わずかな手の動きとして視
覚的、感覚的にとらえることができます。

エエエエアアアアブブブブララララシシシシ ((((GGGGPPPP----444400000000EEEE))))        
ペンと同様、ペン先とテールスイッチに筆圧を備えています。人差し指でホイールを回すことにより、
たとえばスプレーの強さなどをコントロールします。

4444DDDDママママウウウウスススス ((((GGGGCCCC----555500000000))))    
5 つのボタンスイッチと、親指で回す中点復帰型ホイールを備え、右手用、左手用の切り替えができま
す。4Dマウスの向き（タブレットの上でどの方向を向いているか）がアプリケーションに伝わるので、
3Ｄグラフィックやオーディオ、ビデオ編集などの複合的な操作にも適しています。

レレレレンンンンズズズズカカカカーーーーソソソソルルルル ((((GGGGCCCC----222211110000))))    
手元を見ながら操作面上の正確な位置を入力するのに使用します。レンズの十字の交点が座標読み取り
位置になります。CADや、図形、地図情報の入力、トレースなどに使用します。
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消消消消耗耗耗耗品品品品

品品品品目目目目 型型型型式式式式
ファンクションボックスの台紙

A5タブレット用 PSH-A149

A4タブレット用 PSH-A150

A4正方形タブレット用 PSH-A151

A3タブレット用 PSH-A152

オーバーレイシート

A6タブレット用 PSH-A144

A5タブレット用 PSH-A145

A4タブレット用 PSH-A146

A4正方形タブレット用 PSH-A147

A3タブレット用 PSH-A148

ペンスタンド

(A6、A5、A4タブレット用 ) PST-A017

(A4 正方形、 A3タブレット用 ) PST-A018

ポリアセタール替え芯

ペン (GP-300E) 用および　　　　　　　　　　
エアブラシ ( GP-400E) 用

PSI-A007（5 本入り）

インキングペン (GP-110) 用および　　　　　　
ストロークペン (GP-120) 用

PSI-A011（5 本入り）

ボールペン芯 ( 黒 )

インキングペン (GP-110) 用 PSI-A023（5 本入り）
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用用用用　　　　語語語語

用用用用　　　　語語語語
アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンン特特特特有有有有のののの設設設設定定定定  コントロールパネルを使って、アプリケーションごとに入力デバイスやタブレット
の設定を変えておくことをいいます。使用するアプリケーションが変わると、入力デバイスやタブレットの動作
が、設定しておいたものに自動的に切り替わります。

傾傾傾傾きききき対対対対応応応応　ペンのタブレットにする対する傾きを感知して使用する機能。操作面の垂線からの傾きの大きさと、
傾きの方向とをタブレットが読みとります。アプリケーションの対応により、たとえば、傾き方位に平行に線を
引くと細く、垂直に引くと太く描けます。筆先を下ろしたときに絵の具が付く形状や、穂先の方向を操作するこ
とができます。

画画画画面面面面      intuos シリーズタブレットの機能を説明する場合、コンピュータのディスプレイ装置の有効表示領域を画
面と呼ぶことにします。

起起起起動動動動ソソソソフフフフトトトトウウウウェェェェアアアア　機能拡張やコントロールパネルなどMacintosh 起動時に読み込まれるソフトウェア
を「起動ソフトウェア」と総称します。

ククククイイイイッッッッククククポポポポイイイインンンントトトト　操作面の右下あるいは左下の小さなクイックポイントエリアを使うと、指先の小さな動きで
ポインタを速く動かすことができます。タブレット操作エリアにクイックポイントモードが選択されていると、
この機能を使用できます。メニュー選択などの一般的な操作に適します。（A4サイズ以上のタブレットのみ）

ククククリリリリッッッックククク荷荷荷荷重重重重      ペンでクリックするために、ペン先やテールスイッチにかける最小の荷重。

消消消消ししししゴゴゴゴムムムム対対対対応応応応アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンン　ペンのテールスイッチを「消しゴム」 に設定しておくと、テールスイッチをタ
ブレット操作エリアに近づけたとき、消しゴムツールが使えるグラフィックアプリケーション。消しゴム以外の
機能が使えるアプリケーションもあります。

出出出出力力力力筆筆筆筆圧圧圧圧　タブレットドライバからアプリケーションに出力される筆圧。

操操操操作作作作面面面面　タブレット表面に区切られた長方形の内側。ペンなどの入力デバイスをこの中で使用します。
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用用用用　　　　語語語語

操操操操作作作作エエエエリリリリアアアア（（（（タタタタブブブブレレレレッッッットトトト操操操操作作作作エエエエリリリリアアアア））））　　　　入力デバイスを使って画面のポインタを操作できる操作面内のエリア。操
作面の一部分の長方形の中だけを操作エリアに設定することができます。

ダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッッククククアアアアシシシシスススストトトト  ペン先でダブルクリックがしやすくなるコントロールパネルの設定。ペン先による「ダ
ブルクリックの速度」と、2回目のクリックがずれてもよい「ダブルクリック距離」とを設定します。

ダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッックククク距距距距離離離離  ペン先でダブルクリックするときに、2 回目のクリックが1回目からずれてもよい距離を画
面のドット数で表します。 ダブルクリック距離を大きくするとペン先でダブルクリックはしやすくなりますが、
グラフィックアプリケーションによっては、線の引き始めにポインタがダブルクリック距離の外へ出るまで線が
が現れないことがあります。

ダダダダブブブブルルルルククククリリリリッッッッククククのののの速速速速度度度度  ダブルクリックの 2回目のクリックが 1回目から遅れてもよい時間の設定。遅くするとペ
ン先でダブルクリックはしやすくなりますが、グラフィックアプリケーションによっては、線の引き始めに「ダ
ブルクリックの速度」で設定されている時間が過ぎるまで線が現れないことがあります。

デデデデババババイイイイスススス IIIIDDDD　入力デバイスひとつひとつに書き込まれている IDで、タブレットが識別します。 同じタブ
レットに対して多くの入力デバイスを個別の設定で使用することができます。たとえば、同じ種類のペ
ンを何本でも識別します。

デデデデババババイイイイススススボボボボタタタタンンンン　ペンスイッチとカーソルボタンの総称。

入入入入力力力力荷荷荷荷重重重重　タブレットからタブレットドライバに入力される、ペンにかかる荷重。

入入入入力力力力デデデデババババイイイイスススス　タブレット操作面の上で使用するペンやエアブラシ、4D マウス、レンズカーソルなどの総称。

ピピピピククククセセセセルルルル　画面に画像を表示する最小単位となる点。ドットともいいます。画像はこの点の集まりとして表示さ
れます。画面の解像度を表す単位です。

筆筆筆筆圧圧圧圧曲曲曲曲線線線線　入力荷重が、タブレットドライバによってどのように出力筆圧に変換されるかが、この曲線によって
決まります。

筆筆筆筆圧圧圧圧対対対対応応応応　筆圧を感知して使用する機能。
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表表表表示示示示エエエエリリリリアアアア（（（（タタタタブブブブレレレレッッッットトトトのののの表表表表示示示示エエエエリリリリアアアア））））      入力デバイスを使ってタブレットから画面のポインタを操作するとき、
ポインタが届く画面の範囲をいいます。

ペペペペンンンンモモモモーーーードドドド　　　　表示エリア内のポインタの位置が、操作エリア内のペン先の位置に常に対応します。ペン先を操作
エリアに近づけた瞬間、ポインタはペン先の位置に対応する場所に現れます。絶対座標モードともいいます。 マ
ウスモードも参照。

ポポポポイイイインンンンタタタタのののの速速速速度度度度　マウスモードが選択されているときに表示されるポインタ移動速度。「マッピング」のタブで
「マウスモード」を選択して設定します。 

ホホホホイイイイーーーールルルル    　　　　4D マウスのホイールは親指で回し、離すと中間に戻ります。エアブラシのホイールは人差し指で回
し、スプレーの強さなどを調節するのに使います。

ポポポポッッッッププププアアアアッッッッププププメメメメニニニニュュュューーーー　「ポップアップメニュー」に設定されているペンスイッチやファンクションボックス、
カーソルボタンを押したときポインタの場所に現れるメニューです。表示されたポップアップメニューから
ショートカットキーなどの「キーストローク」や、「マッピングオプション」を選択すると、その機能や設定が働
きます。

ママママウウウウススススモモモモーーーードドドド　　　　マウスと同じようにポインタを移動させます。ペン先を操作エリアに近づけた瞬間、ポインタは
動きません。 相対座標モードともいいます。ペン先でドラッグしていて操作面からはみ出ると、ドラッグが終
わってしまいます。長い距離をドラッグするときは、サイドスイッチを左ボタンクリックに設定して、サイドス
イッチでクリックしてください。 ペンモードも参照。

読読読読みみみみ取取取取りりりり高高高高ささささ　　　　操作面から約 10mm以内の高さ。 入力デバイスがこの高さにあるとき、タブレットが入力デバイ
スの情報を読み取ります。
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