
Eee PC ユーザーマニュアル
Windows® XP Edition

ANT

   Eee PC 901 シリーズ

15G06Q021153 



ii もくじ

もくじ

Chapter1: Eee PCの概要
本マニュアルについて......................................................... 1-2
本マニュアルの表記について................................................ 1-3
安全上の注意....................................................................... 1-4

運搬時の注意................................................................ 1-5
バッテリの充電............................................................. 1-5
航空機内での使用について............................................. 1-5

Eee.PC.を準備する......................................................1-6

Chapter2: 各部の名称と説明
上面.................................................................................... 2-2
底面.................................................................................... 2-6
右側.................................................................................... 2-8
左側.................................................................................... 2-9
背面..................................................................................2-10

Chapter3: 使用の手引き
電源システム....................................................................... 3-2

ACアダプタを使用する.................................................. 3-2
バッテリパックを使用する............................................. 3-3
バッテリの取り扱い方................................................... 3-4
電源モード.................................................................... 3-4
緊急のシャットダウン................................................... 3-5

タッチパッドを使用する...................................................... 3-6
指１本での操作............................................................. 3-6
指２本での操作............................................................. 3-8

キーボードを使用する......................................................... 3-9
ホットキー.................................................................... 3-9

初めて起動する................................................................. 3-12
デスクトップ.....................................................................3-17
ASUS.EeePC.Tray.ユーティリティ..................................... 3-18

デバイスをON/OFFにする........................................... 3-18
ディスプレイの解像度を調節する................................. 3-19

シャットダウンする........................................................... 3-20



ASUS Eee PC iii

もくじ

Chapter4: Eee PC を使用する
ネットワーク接続................................................................ 4-2

無線ネットワーク接続を構築する................................... 4-2
有線ネットワーク接続を構築する................................... 4-4
Web.ページを閲覧する................................................ 4-10

ASUS.Update................................................................... 4-11
インターネット経由でBIOSを更新する.......................... 4-11
BIOSファイルからBIOSを更新する............................... 4-13

Bluetooth.接続................................................................. 4-14
ASUS.Instant.Key............................................................. 4-16
Super.Hybrid.Engine......................................................... 4-17

Super.Hybrid.Engine.モード........................................ 4-17
Eee.Storage.....................................................................4-18
ビデオ会議........................................................................4-20

Chapter5: サポートDVD とシステムリカバリー
サポート.DVD.情報.............................................................. 5-2

サポート.DVD.を実行する.............................................. 5-2
ドライバメニュー.......................................................... 5-2
ユーティリティメニュー................................................ 5-3
連絡先メニュー............................................................. 5-4
その他の情報................................................................ 5-4

システムリカバリー............................................................. 5-5
サポート.DVD.を使用する.............................................. 5-5

付録
Boot.Booster...............................................................A-2

Declarations.and.Safety.Statements.................................. A-3
Copyright.について...........................................................A-13
責任制限...........................................................................A-14
サービスとサポート...........................................................A-14



iv もくじ



本マニュアルについて
本マニュアルの表記について
安全上の注意
Eee PC を準備する

1Chapter1: Eee PCの概要



1-2 Chapter 1:  Eee PC の概要

本マニュアルについて
本書は、Eee PC の������������本書�は Eee PC の����の����の������������本書�は Eee PC の����の����Eee PC の����の����の����の����
の使い方について��しま��本書は以下の章から��されていま��

1. Eee PC の概要
Eee PC �本���������の概要����本���������の概要���

2.  各部の名称と説明 
Eee PC の����について��しま��の����について��しま��

3.  使用の手引き
Eee PC を最初にお使いになる時に必要な情報���

4. Eee PC を使用する  
Eee PC の各��ティリティの使い方���

5. サポート DVD と システムリカバリー 
サポ�ト DVD �システムリカバリ�に関�る情報���

付録
安全上の注意について記載していま��
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注：作業を完了するために必要な追加情報です。

ヒント：作業の参考になるヒントです。

警告：本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するための情
報です。

重要：本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するために必
ず行わなければいけない事項です。

本マニュアルの表記について
注意事項等は重要性によって以下のように区別されていま��
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安全上の注意
Eee PC を末長くお使いいただくために以下の注意事項を守ってください�本
�����に記載されていない事項については、技術者等にご相談ください�
損傷のある電源コ�ド�周辺機器を使用しない�ください�本体のお手入れ
に、シンナ�･ベンジンなどの化学薬�を使用しない�ください�

Eee PC のお手入れの際は、電源を切りAC電源�ダプタ�バッテリ
パックを取り外してください�清潔なスポンジまたは柔らかい布に
研磨材の含まれていない洗剤を温水�薄めたものを数滴含ませ、
汚れを拭き取ってください�最後に乾いた布を使って余分な水分
を完全に取り除いてください�

禁止：液体･雨･湿気を避
けてください�雷の発生
時はモデムを使用しない
�ください�

禁止：ホコリ�汚れの多い環
境下に置かない�ください�
ガス漏れの恐れがある場所�
使用しない�ください�

安全な操作温度：本 Eee PC 
は 5°〜35°の周辺温度�
ご使用ください�

バッテリの管理：火中に
投じない�ください�回路
をショ�トさせない�くだ
さい�分�しない�くださ
い�

禁止：強い磁気を近づけ
ない�ください�

禁止：平ら�ない、不安定な
場所に置かない�ください�
筐体を破損した場合には、代
理店にご連絡ください�

禁止：上に物を置いたり落
�したりしない�くださ
い�内�に異物が入らない
ようにしてください�

禁止：ディスプレイを強く
押したり、パネ�を傷つけ
たり本体に入り込むようよ
うな物�は一緒にしたりし
ない�ください�

禁止：Eee PC の使用中は、
底面が熱くなりま��ひざ
の上など人体に長時間接触
させて使用�る�火傷を負
う恐れがありま��

禁止：本製�を一般ゴミ�
して廃棄しない�くださ
い�廃棄の際は電子機器の
廃棄に関�る地域の条例等
に従ってください�

禁止：電源がONのまま本
製�を持ち運ばない�くだ
さい�また、キャリ�バッグ
に入れたり、カバ�をしたり
しない�ください�通気が
悪くなり故障の原因�なり
ま��

入力定格：Eee PC の底�に
記載がありま��電源�
ダプタが対応しているこ
�を確認してください�
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運搬時の注意
Eee PC を持ち運ぶ場合は電源をOFFにし、キ�ボ�ド�ディスプレイを保護�
るため、ディスプレイパネ�が閉じているこ�を確認してください�

Eee PC本体の表面の「ツヤ」は、正しく扱わない�失われてしまいま��持ち
運ぶ際は 本体表面をこ�ったりひっかいたりしないように注意してください� 
Eee PC を汚れ･水･衝撃･傷から保護�るために、携帯用ケ�スの使用をお勧
めしま� （ケ�スは別売りの場合もありま�）�

バッテリの充電
AC�ダプタが Eee PC�コンセントに接続されていれば、バッテリは自動的に
充電されま��Eee PC の電源がONの場合は充電時間は長くなりま��

航空機内での使用について
航空機内�の Eee PC の使用については、各航空会社にお問い合わせくださ
い�多くの航空会社�は、電子機器の使用に対して規定を設けていま��一般
的に離着陸時の電子機器の使用は禁止されていま��

空港のセキ�リティ装置には３つのタイプがありま��X線装置 （荷物用）、
磁気センサ （セキ�リティゲ�トを通過�る人間用）、および磁気ワンド（人
間�小物用の短い棒）��� Eee PC �ハ�ドディスクを X 線装置に通�こ
�は問題ありませんが、磁気センサ�、磁気ワンドは避けてください�

ハ�ドディスクドライブを搭載したモデ��は、 EeePC を持ち運ぶ際は電源をオフ
にし、ディスプレイパネ�を閉じてください�また、電源をオフにした後、全ての外部
周辺機器を取り外してください。電源がオフになる�ハ�ドディスクドライブの表面
を守るため、 ハ�ドディスクドライブ のヘッドが戻りま��EeePCを移動�る�きは、
必ず電源をオフにしてください�
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Eee PC を準備する
Eee PC の基本的な取り扱い方の�����

1. バッテリパックの取り付け

2. AC 電源アダプタの接続

本製�のパッケ�ジには、地域に応じ２芯または３芯のプラグが梱包されていま
��３芯プラグの場合は、 ３芯用のコンセントまたは適応�る�ダプタを使用して
安全にお使いください�

1

3

2

1

2

3
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3. ディスプレイを開く

4. 電源をONにする

ディスプレイを無理に開かない�ください�ヒンジを破損�る原因�なりま��ま
た、ディスプレイを持って Eee PC 本体を持ち上げない�ください�

1.3 MEGA
PIXELS

1.3 MEGA
PIXELS
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上面
底面
右側
左側
背面

2Chapter2: 各部の名称と説明
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上面
下図は、 Eee PC 本体の上面の図���

キ�ボ�ドのレイ�ウトはお買い上げの地域により異なりま��
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 内蔵カメラ
 画像の撮影�動画の録画が�きま��

 ディスプレイ
 本製�は�クティブ�トリックス方式TFT液晶を採用しており、デス

クトップモ�タ�変わらない視認性を発揮しま��また、ノイズ�ち
らつきもなく、目に負担をかけません�お手入れの際は、合�洗剤
を避け、柔らかい布�拭き取るようにしてください（必要に応じて
蒸留水を少し含ませてください）�

 アレイマイク（内蔵型） 
 内蔵型�レイ�イクは従来の単体�イクに比べ、よりクリ��

エコ�の無い音質を提供しま��ビデオ会議、ナレ�ション、
オ�ディオ録音、��チメディ��プリケ�ションなどの用途
に使用�るこ�が�きま��

 インスタントキー
 ワンタッチ�よく使用�る機能を起動�るこ�が�きま��

 バックライトキー 
 このキ�を押��液晶ディスプレイのバックライトがオフになりま

��キ�ボ�ド、�ウス、タッチパッドのいずれかを操作�るこ��、
ディスプレイは再び起動しま��

 解像度キー

1

2

3

4

 ディスプレイの�像度を調節�るこ�が�きま��キ�を続けて
押し、�像度を切り替えま�� 

 ユーザー定義キー
 このキ�は����が定義可能���初期設定�は Super Hybrid 

Engine 機能キ����
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 ユーザー定義キー
 このキ�は����が定義可能���初期設定�はSkype を起動し

ま��

 電源スイッチ
 電源スイッチは、電源のON/OFF�、STR からの復帰に使用しま��

一度押��電源がONになり、電源ONの状態�押し続ける�強制的
にシャットダウンしま��電源スイッチはディスプレイが開いている
場合のみ機能しま��

 キーボード
 キ�ボ�ドには十分なストロ�クを持たせてあり、パ�ムレストが付

いているため快適な操作が可能���

 タッチパッドとボタン
 タッチパッド�ボタンは�ウス�同等の機能を提供�るポインティン

グデバイス���また、二本指�の操作も可能�、Web 画面�文書の
閲覧に便利���

 電源インジケータ

 電源インジケ�タ点灯時は Eee PC の電源はON、点滅時は Eee PC 
は Save-to-RAM （サスペンド）モ�ドに入っていま��このLEDがOFFの
�きは、 Eee PC の電源はOFFの状態���

ワイヤレス LAN、Bluetooth 内蔵モデ�のみが Skype 用の����定義キ�に
対応していま��

5

6

7

 ステータスインジケータ （フロント）8
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 バッテリ充電インジケータ
 バッテリ充電インジケ�タ (LED) は、次のようにバッテリの状態を

示しま��

 電源 ON電源 ON

AC Mode Battery Mode
充電： 100% – 80% オレンジ：点灯 グリ�ン：点灯 
充電 ：  80% – 10% オレンジ：ゆっくり点滅 グリ�ン：ゆっくり点滅 
充電 ： 10%  以下 オレンジ：速く点滅 グリ�ン：速く点滅

 スタンバイモ�ド / 電源 OFF

AC Mode Battery Mode
充電： 100% – 80% オレンジ：点灯 オフ
充電 ：  80% – 10% オレンジ：ゆっくり点滅 オフ
充電 ： 10%  以下 オレンジ：速く点滅 オフ

     SSD （Solid-State Disk）インジケータインジケータ
 ディスクドライブ�デ�タの読み書きが行われている場合に点滅しま��

 無線/Bluetooth インジケータ
 無線LAN/Bluetooth を内蔵�るモデ�のみ���このインジケ

�タが点灯している�、Eee PC 内蔵の無線LAN/Bluetooth 機能
が�クティブになっているこ�を示しま��

バッテリ充電インジケ�タは、 Eee PCからバッテリを取り外した場合は点灯しません�
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底面
下図は Eee PC 本体の底面の図���

モデ�によって底面の外観は多少異なりま��

充電中�操作中は、 Eee PC の底面は高温になりま��通気孔をふさぐ恐れ
がありま�の�ソファ�ベッドのような柔らかい面の上�使用しない�く
ださい�また、火傷の原因�なりま�の� Eee PC を膝または身体の他の�
分に載せて操作しない�ください� 

 バッテリロック（バネ状）
 バッテリパックを入れる�自動的にロックし固定しま��バッテリを取り外

�際は、このロックを元の方向に戻してください�

1

12

21 3

4

5

6 6
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 バッテリパック
 バッテリパックはAC�ダプタを接続�る�自動的に充電し、AC�ダプタが

取り外されている�きは、 Eee PC に電力を供給しま��バッテリパックを装
備していれば、さまざまな場所� Eee PC を利用�るこ�が可能���バッ
テリ駆動時間は Eee PCの使用法、仕様により異なりま��バッテリパックは
分�しない�ください�

 バッテリロック（手動）
 バッテリの取り付け/取り外しの際はこのロックを�除し、取り付け後はしっ

かり所定の位置にロックしてください�

 Solid-State Disk &メ�リ�ンパートメントメ�リ�ンパートメント

 Solid-State Disk ドライブ/ハ�ドディスクドライブ�メモリは専用のコンパ
�トメントに収納されていま��

2

3

4

5

6

 リセットボタン（緊急時）
 OSを正しく終了したり再起動したり�きない場合、クリップなど�リセット

ボタンを押して Eee PC を再起動してください�

 オーディオスピーカー
 内蔵のステレオスピ�カ�システムにより、特別な機能を追加せずに音楽

をお楽しみいただけま����チメディ�サウンドシステムはデジタ�オ�
ディオコントロ�ラを搭載し、外�ステレオヘッドホン�スピ�カ�を使用
�るこ�により、より豊か�響くサウンドを作り出しま��オ�ディオ機能は
ソフトウェ�制御���
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右側
下の図を参照して、 Eee PC の右側コンポ�ネントを確認してください �

1 2 3 4

 メ�リカードスロット

 内蔵のメモリカ�ドリ�ダ�により、デジタ�カメラ、MP3 プレ�ヤ�、携帯
電話、PDA などの MMC/SD カ�ドを読み取り、書き込むこ�が�きま�� 

2.0 USB ポート (2.0/1.1)

 USBポ�トはUSB2.0�USB1.1の互換仕様�なっており、キ�ボ�ド、ポイン
ティングデバイス、カメラ、ストレ�ジなどが接続�きま�� USB1.1 接続は最
大12Mbits/sec、 USB2.0接続は最大480Mbits/sec の転送速度に対応しま��
USB はハブのように機能�るUSBキ�ボ�ド�モ�タなどの周辺機器�併用
�れば、１台のコンピ��タ�同時に複数のデバイスの使用が可能になりま
��また、USBはホットプラグに対応しているの�、周辺機器の取り付け・取り
外しが再起動せずに行えま��

 ディスプレイ（�ニタ）出力
 D-Sub 15ピンモ�タポ�トは、モ�タ�プロジェクタなどの標準のVGA互換

デバイスをサポ�トし、�れらに画面を表示�るこ�が可能���

 電源入力

 このジャックに付属のAC�ダプタを接続しま��AC�ダプタはAC電源を
DC 電源に変換し、Eee PC に電力を供給しバッテリパックを充電しま��
Eee PC �バッテリパックの損傷を防ぐため、常に付属のAC�ダプタを使用
�るようにしてください� 

1

2

3

4

Eee PCは使用中高温になるこ�がありま��身体に密着して使用しない�ください�
火傷の原因になりま��
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21 3 4 5

左側
下の図を参照して、 Eee PC の左側にあるコンポ�ネントを確認してください�

 Kensington® ロックポート

 Kensington® 互換セキ�リティ製��併用して、 Eee PC を固定�るこ�が�
きま��これらのセキ�リティ製�には通常メタ�ケ�ブ��ロックが含ま
れ、固定された物体から Eee PC を取り外せないようにしてありま��

 LAN ポート
 8ピンのRJ-45 LAN ポ�ト (10/100M bit) はロ�カ�ネットワ�クに接続

�るための標準イ�サネットケ�ブ�をサポ�トしま��増設�ダプ
タ不要の便利な内蔵コネクタ���

2.0 USB ポート (2.0/1.1)
 USBポ�トはUSB2.0�USB1.1の互換仕様�なっており、キ�ボ�ド、ポイン

ティングデバイス、カメラ、ストレ�ジなどが接続�きま�� USB1.1 接続は最
大12Mbits/sec、USB2.0接続は最大480Mbits/sec の転送速度に対応しま��
USB はハブのように機能�るUSBキ�ボ�ド�モ�タなどの周辺機器�併用
�れば、１台のコンピ��タ�同時に複数のデバイスの使用が可能になりま
��また、USBはホットプラグに対応しているの�、周辺機器の取り付け・取り
外しが再起動せずに行えま��

 マイクジャック
 �イクを接続し、Skype、音声ナレ�ション、簡単な録音に使用�るこ

�が�きま��

1

2

3

4

 ヘッドホン出力ジャック
 Eee PC に外付けスピ�カ�またはヘッドホンを接続�るには、1/8 イン

チ ステレオヘッドホンジャック (3.55mm) を使いま��このジャックの
使用を開始�る�、内蔵スピ�カ�は自動的に無効�なりま��

5
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1

背面
下の図を参照して Eee PC の背面のコンポ�ネントを確認してください�

 バッテリパック
 バッテリパックはAC�ダプタを接続�る�自動的に充電し、AC�ダプタが

取り外されている�きは、 Eee PC に電力を供給しま��バッテリパックを装
備していれば、さまざまな場所�Eee PC を利用�るこ�が可能���バッテ
リ駆動時間は Eee PCの使用法、仕様により異なりま��バッテリパックは分
�しない�ください�

1



電源システム
タッチパッドを使用する
キーボードを使用する
初めて起動する
デスクトップ
ASUS EeePC Tray ユーティリティ
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本製�のパッケ�ジには、地域に応じ２芯または３芯のプラグ
が梱包されていま��３芯プラグの場合は、 ３芯用のコンセント
または適応�る�ダプタを使用して安全にお使いください�

�ダプタは使用中高温になるこ�がありま��身体に密着して使
用しない�ください�火傷の原因になりま��

電源システム
ACアダプタを使用する
本製�の電源システムには、AC�ダプタ�バッテリ電源システムの２
つがありま��AC�ダプタはAC電源を本製�に供給�るためにDC電
源へ変換�るもの���本製�には��バ�サ�AC-DC�ダプタが付
属しているの� 、スイッチ�コンバ�タを使わずに100V-120V および
220V-240V の電源に接続�るこ�
が�きま��国によっては、変換�
ダプタを使用して、付属のAC電源
コ�ドを異なる規格に変更�るこ
�が必要な場合もありま��通常、
ホテ��は異なる電源コ�ド�電
圧をサポ�ト�る��バ�サ�コ
ンセントを備えていま�が、電源
�ダプタを他の国�使う場合は、
コンセントの電圧について事前に
ご確認ください�

AC�ダプタに接続したAC電源コ�ドを、まずコンセントに接続し、�
の後�DCプラグを本製�に接続しま��DCプラグを本製�に接続�
る前に、まずAC�ダプタをコンセントに接続�るこ�によって、コンセ
ントの電源�AC�ダプタ本体の互換性を検査�るこ�が�きま��電
源が許容範囲内�あれば、�ダプタの緑色の電源LEDが点灯しま��
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指定外の�ダプタ�本製�に電力を供給しない�ください�ま
た、附属のAC�ダプタ�AC電源コ�ドを他の製�に使用しな
い�ください�故障の原因�なりま��AC�ダプタから煙が出た
り焦げくさい臭いがした場合�、AC�ダプタが異常に熱くなっ
た場合は修理をご依頼ください�故障したAC�ダプタの使用は
バッテリパック�本製�の破損の原因�なりま��

本製�の電源をONにしている�きは、絶対にバッテリパックを
取り外さない�ください�デ�タ消失の原因�なるこ�があり
ま��

バッテリパックを使用する
本製�のバッテリパックは取り外しが可能���バッテリパ
ックは、電池をま�めて１つにしたもの�、フ�充電の状態
なら数時間電力を供給�るこ�が�きま��

初めてバッテリを使用�る際、または残りの電力が少なく
なった�きはフ�チャ�ジ�るこ�をお勧めしま��バッテ
リ容量は、充電・放電を数回繰り返した後に最大�なりま��

バッテリパックの取り付けと取り外し
出荷時にバッテリパックが取り付けられていない場合がありま��
取り付けられていない場合は以下の手順に従ってバッテリパック
を取り付けてください�（図参照）

バッテリを取り付ける バッテリを取り外す

1

3

2

1

2

3

バッテリパック�AC�ダプタは、本製�に付属のもの、または本
モデ�用にメ�カ��販売店が指定したものを使用してくださ
い�本製�の故障の原因�なりま��

1

3

2

1

2

3
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危険��の�、バッテリを火中に投じない�くださ
い�また回路をショ�トさせたり、分�したりしない
�ください�衝撃により異常�ダメ�ジがバッテリ
パックに発生した場合は本製�の電源を切り正規
サ�ビスセンタ�にお問い合わせください�

バッテリの取り扱い方
Eee PC のバッテリパックは、ほかの充電可能なバッテリ�同じく消耗�
���寿命は温度�湿度、および Eee PC の使い方によって異なりま��
理想的なバッテリの操作温度範囲は5℃〜35℃��が、Eee PCの内�
温度は外�温度より高くなるこ�を考慮に入れる必要もありま�� この
範囲外の温度�使用�る�、バッテリの寿命は短くなりま��また、正し
く使った場合�も、バッテリパックの稼働時間は次第に短くなりま��バ
ッテリパックを買い換える際は、正規代理店にてお買い求めください�
また、バッテリは使わなくても寿命があるの�、予備のバッテリの買い
置きはお勧めしません�

電源�ード 
Eee PCには高性能な電源システムが搭載されていま��省電力
の Battery Mode はCPU 周波数を下げ、 電力消費を抑えてバッ
テリの駆動時間を最大化しま��AC Mode はCPUをフ�スピ�
ド�動作させ、最高のパフォ��ンスを実現しま��電源�ダ
プタを取り付ける、または取り外��、AC Mode またはBattery 
Mode の表示がディスプレイに表示されま��

Battery Mode AC Mode
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緊急のシャットダウン
ご使用のOSをOS環境�OFFに�る、または再起動�きなくなった
場合は、以下の方法�シャットダウンしま��

シャットダウン： シャットダウン�るま� 電源ボタン  を押し続けま�� 

リセット： リセットボタン  を押しま��

デ�タの読み込み/書き込み中に緊急シャットダウン/リセットを
行わない�ください�デ�タ消失の原因�なりま��

クリップなどを使ってリセットボタンを押してください�
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タッチパッドを使用する
指１本での操作
クリック/タップ： 
カ�ソ�を�イテムの上に置いて、左ボタンを押�か、指先�タッチ
パッドに軽く触れる�、選択した�イテムの色が変わりま��次の２
つの操作の内容は全く同じ���

ダブルクリック/ダブルタップ： 
選択した�イコンから直接プログラムを起動しま��カ�ソ�を実行
�る�イコンの上に移動し、続けて素早く左ボタンを２度押�か、ま
たはパッドを２度タップ�る�、選択したプログラムが起動しま��
クリックまたはタップの間隔が長�ぎる�、起動�きません�次の２
つの操作の内容は全く同じ���
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ドラッグ： 
�イテムを選択し移動しま���イテムの上にカ�ソ�を移動し、左
ボタンを押したままカ�ソ�を移動したらボタンを離しま��また
は、�イテムをダブ�タップし、指先��イテムを選択したままドラ
ッグ�るこ�も�きま��次の２つの操作の内容は全く同じ���
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２本の指でスクロール： 
２本の指先をタッチパッド�上下
にスライドし、ウィンドウを上下に
スクロ��しま��ディスプレイウ
ィンドウに複数のサブウィンドウ
が表示されている場合は、スクロ
���る前に、カ�ソ�を使用�
るウィンドウ枠に移動しま��

ズ�ムイン ズ�ム�ウト

指２本での操作

ズームイン/ズームアウト： 
２本の指先の距離を広げる、または狭めるこ��ズ�ムイン/ズ�
ム�ウトが可能���画像�ドキ�メントの閲覧にご活用ください�

指での操作 アプリケーション
指２本�のズ�ムイン/ズ�ム�ウト OpenOffice Writer/Impress、 

Adobe reader、Photomanager
指２本�のスクロ�� 全ての�プリケ�ション
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キーボードを使用する
ホットキー
コ�ンドが表記されたキ�について��しま��コ�ンドは、Function 
キ� <Fn> を押しながら、コ�ンドが表記されたキ�を押して実行しま
��なお、特定の機能�イコンは、有効に�る�タスクバ�のシステムト
レイに表示されま��

各ホットキ�の位置はモデ�によって異なる場合がありま�が、
機能は同じ���

   zzZ アイ�ン（F1）：システムをサスペンドモ�ドに 
  しま��（Save-to-RAM）

   ラジオタワー（F2）：無線�デルのみ： 
  オンスクリ�ンディスプレイ機能�内�無線 LAN  
  または Bluetooth（特定モデ�のみ）のON/OFF  
  を切り替えま��有効に�る�対応�るインジケ� 
  タが点灯しま��

初期設定は無線LAN：ON / Bluetooth：OFF���

   黒い太陽アイ�ン（F3）：ディスプレイの輝度を下げ 
  ま��

   白い太陽アイ�ン（F4）：ディスプレイの輝度を上げ 
  ま��

    LCD/ディスプレイアイ�ン（F5）： 液晶ディスプレイ�
外�ディスプレイを次のように切り替えま�：Eee PC 
の液晶のみ→ CRT Only（外�ディスプレイ）→ Eee PC 
の液晶 + CRT Clone→Eee PCの液晶＋CRT Extend 
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LCD + CRT Clone モ�ドは 1024 × 600 ピクセ��像度のみを
サポ�トしま��

接続した外�ディスプレイ�、より高い�像度を使用�る
場合は、Eee PC を High Performance モ�ドまたは Super 
Performance モ�ドに設定してください� 

外�ディスプレイは Eee PC を起動�る前に接続してください�

   タスクマネージャアイ�ン（F6）：タスク�ネ�ジャ 
  を開きま��タスク�ネ�ジャ�は�プリケ�ション 
  の動作の確認�管理が�きま��

   ミュートアイ�ン（F7）：スピ�カ�の音量をゼロに 
  しま��

   スピーカー（↓）アイ�ン（F8）：スピ�カ�の音量 
  を下げま��

   スピーカー（↑）アイ�ン（F9）：スピ�カ�の音量 
  を上げま��

   Num Lk（F11）： 数値キ�（数字ロック）のON/  
  OFFを切り替えま��数字入力時にキ�ボ�ドの大 
  �分を使用�きるようにしま��

   Scr Lk（F12）：「スクロ��ロック」のON/OFFを切 
  り替えま��セ�をナビゲ�ション�る場合に、 
  キ�ボ�ドの大�分を使用�きるようにしま��

   Prt Sc（Ins）：スクリ�ンキャプチャ��ティリティ 
  を起動しま��デスクトップ上の画像をキャプチャ 
  �る際にご使用ください�

   Pg Up（↑）： ドキ�メント�ブラウ�を上方向にス 
  クロ��しま��
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   Pg Dn（↓）：ドキ�メント�ブラウ�を下方向にス 
  クロ��しま��

   Home（←）：行頭にカ�ソ�を移動しま��

   End（→）： 行末にカ�ソ�を移動しま��

Windows の調節

  Windows アイ�ン：「スタ�ト」メ���を表示し 
  ま��

  メニュー＆カーソルアイ�ン：右クリックに相当 
  し、押��プロパティメ���が開きま��
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初めて起動する
Eee PC を初めて起動�る�きは、Windows のセット�ップ用のウィ
��ドが自動的に起動しま��ウィ��ドの指示に従って、セット�ッ
プを実行してください�

1. 電源を入れてください�Windows XP の初期設定開始画面 
 が現れま��「次へ（N）」をクリックしてください�

２. 地域�言語、キ�ボ�ドの設定が使用�る環境に合ってい 
 るこ�を確認してください�誤りがなければ「次へ（N）」をク 
 リックしてください�
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3. タイムゾ�ンがお使いの環境�合っているか確認してくだ 
 さい�誤りがなければ「次へ（N）」をクリックしてください�

4. 「 同 意しま す（ Y ）」に チェックを 入 れ てくだ さ い � 
 �の後、「次へ（N）」をクリックしてください�
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5. コンピ��タ保護に関しての設定選択画面���任意�選 
 択してください�チェックを入れた後、「次へ（N）」をクリック 
 してください�

6.  コンピ��タの設定画面���任意�設定してください� 
特に設定�る必要がなければ「省略（S）」をクリックしてく
ださい�
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7. インタ�ネット接続の設定画面���任意�設定してくだ 
 さい�特に設定�る必要がなければ「省略（S）」をクリックし 
 てください�

8. Microsoft への����登録の選択画面���任意�選択し、 
 チェックを入れてください�チェックを入れた後、「次へ（N）」 
 をクリックしてください�
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9. コンピ��タ名を任 意� 入 力してくだ さい�� の 後 、 
 「次へ（N）」をクリックしてください�

10. 以上�設定は完了���「完了（F）」をクリックしてください�
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デスクトップ
デスクトップ上にはいくつかのショ�トカットが表示されま���プ
リケ�ションを起動�るには、ショ�トカットをダブ�クリックしま
�� 最小化された�イコンが、タスクバ�のシステムトレイに表示さ
れる�プリケ�ションもありま��
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ASUS EeePC Tray ユーティリティ
本製�の起動時には、ASUS EeePC Tray Utillity が自動起動しま��
消費電力の低減��像度の変更に役立ちま��

デバイスをON/OFFにする
手順
1. タスクバ�のシステムトレイにある ASUS EeePC Tray Utility �

イコンを右クリックしま��クリック�る�、以下のオプションが
表示されま��
WLANを有効/無効にする：無線LAN接続のON/OFFを切り替
えま��

 Bluetoothを有効/無効にする：Bluetooth 接続のON/OFFを切
り替えま��

カメラを有効/無効にする：内蔵型カメラのON/OFFを切り替え
ま��

2. 各オプションを選択して、ON/OFFを設定してください�なお、利
用�きないオプションはグレ�表示�なりま��
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ディスプレイの解像度を調節する
タスクバ�のシステムトレイにあるASUS EeePC Tray Utility �イコンを
右クリックしま��表示されるオプションから�像度を選択しま��

「圧縮�ード」を選択した場合は、画面をスクロ���る必要
はありません�

LCD 1024 × 768 を選択した場合は、カ�ソ�操作�画面をスクロ�
�させま��

スクロ��して、画面の下�分を表示スクロ��して、画面の上�分を表示

外�ディスプレイを接続していない場合、CRT に関連�るオプショ
ンは利用�きません�

Eee PCのディスプレイモ�ドを CRT Only モ�ド、電源モ�ドを 
Power Saving モ�ドに設定している場合、1024 × 600 ピクセ�
以上の�像度を使用しない�ください�接続している外�ディス
プレイが正常に機能しない場合がありま��

Windows Media Player、InterVideo WinDVD Player 等�の動
画の再生は「圧縮�ード」�互換性がありません�動画再生の際
は、通常モ�ドに戻してから再生してください�
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シャットダウンする
手順：

1. 「スタート」ボタンをクリックし、スタ�トメ���を表示しま��
2. 「終了オプション」をクリックしま��

2

1

3. 「電源を切る」をクリックして、シャットダウンしま��

3



ネットワーク接続
ASUS Update
Bluetooth 接続
ASUS Instant Key
Super Hybrid Engine
Eee Storage
ビデオ会議

4Chapter4: Eee PC を使用する
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ネットワーク接続

無線ネットワーク接続を構築する
1. 通知エリ�にある無線ネットワ�ク�イコン  をダブ�ク

リックしま��

3. 接続の過程�、ネットワ�ク
キ�の入力が必要な場合があ
りま��

2. リストから接続�る無線�クセ
スポイントを選択し、 

「接続」をクリックしま��

�クセスポイントが表示されない場合は、「ネットワークの一覧を
最新の情報に更新」をクリックし、再検索してください�

タスクバ�上に無線接続�イコン が表示されない場合は、無線ネッ
トワ�ク接続の�築の前に、  +  (<Fn> + <F2>) を押して
無線LAN機能を有効にしま��
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4. 接続が確立�る�、右の写真
のように�の接続名がリスト
に表示されま��

5. タスクバ�のシ
ステムトレイに
無線ネットワ�
ク�イコンが表
示されま��

 +  (<Fn> + <F2>) を押�� WLAN 機能が無効になり、 
無線接続�イコンも表示されなくなりま��
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有線ネットワーク接続を構築する
ネットワ�ク�クセスを�築�るには、LANケ�ブ�� Eee PC 上の
ネットワ�クポ�ト�モデム/��タを接続しま��下の図は内蔵型
イ�サネットコントロ�ラを使用し、Eee PC �モデム/��タを接続
した例���なお、ネットワ�クサ�ビス�各機能を使用�る前に、
ネットワ�クに接続�る必要がありま��

動的 IP を使用する
1. タスクバ�のシステムト

レイ�、警告��クが表
示されたネットワ�ク�
イコン  を右クリックし、

「ネットワーク接続を開く」
を選択してください�

ローカルエリアネットワーク

モデム/��タ

LANケ�ブ�
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3. 「インターネットプロト�ル
（TCP/IP)」を選択し、「プ

ロパティ」を選択しま��

4. 「IP アドレスを自動的に取得
する」を選択し、「OK」をクリッ
クしま��

2. 「ローカルエリア接続」を 
右クリックし、「プロパティ」
を選択しま��
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1.  「新しい接続を作成する」を
クリックし、「新しい接続ウィ
��ド」を開始しま��

2. 「次へ」をクリックしま��

3. 「インターネットに接続す
る」を選択し、「次へ」をクリッ
クしま��

4. 「接続を手動でセットアップ
する」を選択しま��

パソ�ン上にIDやパスワードの設定が必要なプロバイダ様の場合
(PPPoE接続）



ASUS Eee PC 4-7

5. 接 続 タイプ を 選 択し 、 
「次へ」をクリックしま��

6. ISP 名を入力し、「次へ」をク
リックしま��

7. ����名�パスワ�ド
を入力し、「次へ」をクリック
しま��

8. 「完了」をクリックし、設定
を終了しま�� 
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9. ����名�パスワ�ド
を入力しま��「接続」を
クリックしてインタ�ネッ
トに接続しま��

詳しくは各社プロバイダ様へお問い合わせください�
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静的 IP を使用する
1. 静的 IP を使用�る場合も、「動的 IP を使用�る」の手順 1~3 

ま�同様の設定を行いま��

3. プロバイダ提供の IP �ドレス、サブネット�スク、ゲ�トウ
ェイを入力しま��

4. 必要な場合、優先 DNS サ�バ��ドレス�代替 DNS サ�
バ��ドレスを入力しま��

5. 関連�る項目を入力したら「OK」をクリックし、ネットワ�ク
接続を確立しま��

2 「次の IP アドレスを使
う」を選択しま��

ネットワ�ク接続に問題がある場合は、ご契約のプロバイダに
ご相談ください�
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Web ページを閲覧する
ネットワ�クのセット�ップが終わったら、Internet Explorer を起
動しま��

����登録は http://vip.asus.com �行うこ�が�きま��ま
た、Eee PC ホ�ムペ�ジ（http://eeepc.asus.com）�最新情報
を公開しておりま��是非ご利用ください�
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ASUS Update
ASUS Update は Eee PC のBIOSを Windows® 環境�管理/保存/更
新�きるツ�����機能は以下の�おり���

 • 使用中のBIOSファイ�の保存
 • 最新のBIOSファイ�のダウンロ�ド
 • 更新したBIOSファイ�からのBIOS更新
 • インタ�ネット経由�BIOSの直接更新
 • BIOSバ�ジョン情報の閲覧

本��ティリティは Eee PC にプレインスト��されていま�� また、
付属のサポ�トDVDにも収録されていま��

ASUS Update の利用には、ネットワ�ク経由またはプロバイダ
経由�のインタ�ネット接続が必要���

インターネット経由でBIOSを更新する
手順

1. デ ス クト ッ プ か ら 、「 ス タ ート 」→「 プ ロ グ ラ ム 」→ 
「ASUS」→「ASUSUpdate for Eee PC」→「ASUSUpdate」の順

にクリックし、ASUS Update を起動しま��起動�る�、メイン
画面が表示されま��
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2. リストから「リストから 「インターネットからBIOSをアップデート」を選択し、 
「進む」をクリックしま��

3. 最�りの ASUS FTP サイトを選択�るか、「最�りの ASUS FTP サイトを選択�るか、「自動選択」を選択し、
「進む」をクリックしま��
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4. FTP サイトからBIOSバ�ジョンを選び「進む」をクリックしま��
5. 画面の指示に従い、更新プロセスを完了しま��

ASUS Update はインタ�ネット経由�バ�ジョン更新が可能�
��定期的に更新�るこ�をお勧めしま��

BIOSファイルからBIOSを更新する
手順

1. デ ス クト ッ プ か ら 、「 ス タ ート 」→「 プ ロ グ ラ ム 」→ 
「ASUS」→「ASUSUpdate for Eee PC」→「ASUSUpdate」の順

にクリックし、ASUS Update を起動しま��起動�る�、メイン
画面が表示されま��

2. リストから「ファイルからBIOSをアップデート」を選択し、 
「進む」をクリックしま��

3. Openダイ�ログからBIOSファイ�を探し、「開く」をクリックし
ま��

4. 画面の指示に従い、更新プロセスを完了しま��
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Bluetooth 接続
Bluetooth 技術により、Bluetooth を有効にしたデバイスを接続�
る際、ケ�ブ�が不要になりま��Bluetooth 接続が可能なデバイス
は、ノ�トブック PC、デスクトップ PC、携帯電話、PDA等がありま��

Bluetooth を有効にしたデバイスに接続�る 

1. 「 B l u e t o o t h  O N 」また は 
「WLAN & Bluetooth ON」が

表示されるま� <Fn> + <F2> を
押しま��

2. デスクトップ�「マイ Bluetooth」
をクリックし、 画面の指示に
従って初 期 化を完了しま�� 

「次へ」を押して続行しま��

4. このデバイスが提供�る
Bluetooth サ�ビスを決め、 

「 次 へ」を 押して続 行し
ま��

5. リストから����が提供�る
サ�ビスを選択し、「次へ」を押
して続行しま��

3. Eee PC に名前を付け、デバ
イスのタイプを選択しま�� 

「次へ」を押して続行しま��
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6. 「次へ」をクリックし、
Bluetooth 接続のセット�ッ
プを開始しま��

7. リストからBluetooth が有効
になっているデバイスを選択
し、「次へ」をクリックしま��

8. Bluetooth セキ�リティコ�
ドを入力し、ペ�リングを開
始しま��

9. ペ�リングが完了したら、リ
ストから使用�るサ�ビスを
選択し、「完了」をクリックし
て選択したサ�ビスを使用し
ま��
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ASUS Instant Key
ASUS Instant Key により、ワンタッチ�よく使用�る�プリケ�ショ
ンを起動�るためのカスタ�イズを行うこ�が�きま��

1. 「スタート」→「プログラム」→「ASUS」→「EeePC」→
「EeeInstantKey」の順にクリックしま��

3. インスタントキ�を設定�る
�プリケ�ションを探して選
択し、「開く」をクリックしま��

4. 「EXIT」をクリックし、インスタントキ�の設定を終了しま��
同じ手順を繰り返して、別のインスタントキ�をカスタ�イズし
ま��

2. 「変更」ボタンを 
クリックして設定しま��
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Super Hybrid Engine
Super Hybrid Engine により、異なる電源モ�ドが使用�きま
��インスタントキ��各省電力モ�ドの切り替えを行いま
��省電力モ�ドはEee PC を制御し、パフォ��ンス対バッテリ
時間を最大化しま� �選択したモ�ドはディスプレイに表示さ
れま�� 

電源モ�ドを変更�る 

• 「スタート」→「プログラム」→「ASUS」→「EeePC」→ 
「SuperHybridEngine」→「SuperHybridEngine」をクリック

しま��
• Instant Key 3 を押し、電源

モ�ドを切り替えま��
• システムトレイ� Super 

Hybrid Engine �イコンを
右クリックし、使用�る電
源モ�ドを選択しま��

Super Hybrid Engine �ード

Auto High Performance 
モ�ド� Auto Power-
Saving モ�ドは�れぞ
れ電源�ダプタを取り付
けている場合/取り外し
ている場合にのみ利用�
るこ�が�きま��

外付けディスプレイが、Power Saving モ�ド利用時に 
1024 × 768 ピクセ�以上の�像度�正しく 動作しない場合は、
<Fn> + <F5> を押してディスプレイモ�ドをLCD Only または 
LCD + CRT Clone に切り替え、電源モ�ドを High Performance 
または Super Performance に設定し直してください�
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Eee Storage
Eee PC����は、無料のオンラインスペ�スを使用�るこ�が�
きま��インタ�ネット接続を利用して、時間、場所に関係なくファイ
�に�クセスし、共有�るこ�が�きま��

Eee Storage を利用�るには、インタ�ネットに接続�る必要
がありま��

Eee Storage を使用�る

1. デスクトップ�「Eee Storage」のショ�トカットをダブ�クリック
しま��「マイ �ンピュータ」 内の「Eee Storage」をダブ�クリッ
クしま��

Eee Storage が提供�る無料サ�ビスの内容は YOStore 公式
サイトの YOStoreウェブハ�ドドライブサ�ビス協定に従うも
の�しま��YOStore は、事前に指摘したかどうかに関わりなく 
Web ストレ�ジサ�ビスを変更、または中止�る権利を擁しま
��詳細は公式サイト（http://www.yostore.net/）をご参照くだ
さい�また、YoStore の利用規約の閲覧は任意�なっておりま
�が、サ�ビスに関�る重要な情報が含まれま��必ずご一読
いただき、利用規約に同意頂いた上�YoStore の�カウント有
効化を実施してください�
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3. 続いて次のような画面が表示されま��このオンラインフリ�ス
ペ�ス�は、ファイ�をドラッグ�るこ��ファイ�の�ップロ�
ドが可能���

「グループ共有」等の詳細機能を使用�るには、�カウント�パス
ワ�ドの登録が必要になりま��「お客様のアカウント情報のセット
アップEee... 」�イコンをダブ�クリックし登録を行ってください�な
お、登録した�カウント�パスワ�ドは他のコンピ��タを使用して
Eee Storage サ�ビスを利用�る際にも必要�なりま��

2. サ�ビス契約を読み、「はい」
をクリックしま��
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ビデオ会議 
Skype により、 インタ�ネットを使用して他の Skype ����への
無料通話、固定電話�携帯電話への格安通話が可能になりま��ま
た、インスタントメッセ�ジ機能�ビデオ会議機能があり、オンラ
インチャットに使用�るこ�が�きま��

Skype �プリケ�ションを起動�る

1. デスクトップの Skype �イコンをダブ�クリックしま��
2. Skype 名��の他の情報を入力し、新しい Skype �カウントを

作�しま��Skype �カウントを既にお持ちの場合は、「キャンセ
ル」をクリックし、直接ログインしま��

3. 「Skype名」�「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしま��
4. ビデオ通話が可能になりま�� 

「ビデオ設定」�、「通話中は：ビデオを自動的に開始」
チェックボックスをチェックしているこ�をご確認ください�

「Realtek HDオーディオマネージャ」�、マイクタブの「ビームフ
ォーミング（指向性録音）」が有効�あるこ�をご確認ください�
なお、「ビームフォーミング」�「音響エ�ーキャンセル」は初期
設定�有効になっていま��これにより、周辺のノイズを取り除
き、通話の際の音質が向上しま��また、通話の際は�イクの正
面�お話しください� 
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サポート DVD 情報
本製�に付属のサポ�ト DVD には、各種ドライバ及びソフトウェ�、
��ティリティが収録されていま��

オ�トランが無効になっている場合は、サポ�ト DVD のコンテ
ンツを参照し、 BIN フォ�ダから ファイ�「ASSETUP.EXE」を探
し、ダブ�クリックしてください�

サポート DVD を実行する
サポ�ト DVD を外付け光学ドライブに入れま��オ�トランが有効
になっていれば、自動的にドライバメ���が表示されま��

ドライバメニュー
ドライバメ���には、システムがデバイスを検出�る�、 利用可
能なデバイスドライバが表示されま��必要に応じてドライバをイ
ンスト��してください�

サポ�ト DVD に収録されている各種ドライバ及び��ティリテ
ィは予告なく変更されるこ�がありま��

クリック�る� 
次項へ進みま��



ASUS Eee PC 5-3

ユーティリティメニュー
��ティリティメ���には、Eee PC がサポ�ト�る�プリケ�ショ
ンが表示されま�� 

クリック�る�前項
へ戻りま��

クリック�る�次項
へ進みま��
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クリック�る�前項
へ戻りま��

連絡先メニュー
連絡先タブをクリック�る�、ASUS コンタクトインフォメ�ションが
表示されま��

その他の情報
画面右上の�イコンをクリック�る�、本製�の補足情報�、サポ�
ト DVD のコンテンツが�れぞれ表示されま��

ファイルリスト

テクニカルサポート

DVD �ンテンツ

システム情報
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システムリカバリー
サポート DVD を使用する
サポ�ト DVD には、工場出荷時にインスト��された OS イメ�ジが
収録されていま��サポ�ト DVD は包括的なリカバリ�ソリ��ショ
ン�、システムドライブが正常に動作していれば、システムを本来の動
作状態に復元しま��サポ�ト DVD のリカバリ�機能を使用�る前
は、必ずデ�タファイ�（Outlook PST ファイ�など）をUSBフラッシ
�メモリ�ネットワ�クドライブなどにコピ�し、また各����設定 
（ネットワ�ク設定等）もバック�ップしてください�なお、システムリ
カバリ�をUSBフラッシ�メモリ、外�オプションドライブ、または非
表示になったパ�ティションから行う場合は、事前に「Boot Booster」
をBIOS�無効にしてください�（詳細：巻末の「付録」参照）

1.  外付けの光学ドライブを Eee PC に接続し、サポ�ト DVD をド
ライブに挿入しま�（システムの電源はON）�

2.  起動中に <ESC> を押��「Please select boot device」画面
が表示されま��「USB:XXXXXX」を選択し、光学ドライブから
起動�るデバイスに設定しま��デバイスは光学ドライブのブ
ランド名が表示されま��

Please select boot device:

↑ and ↓ to move selection
ENTER to select boot device

HDD:PM-ASUS-JM S41 SSD
USB:XXXXXXXX

3. 画面に以下のメッセ�ジが表示されたら数秒以内に任意の
キ�を押し、リカバリ�を開始しま��時間内に任意のキ�を
押さない限り、リカバリ�は開始されません�

     Press any key to boot from CD...
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システムリカバリ�を実行�る�、全てのデ�タが消去されま�� 
実行�る前に重要なデ�タを必ずバック�ップしてください�

5. 「Yes」をクリックしてシステムリカバリ�を開始しま��

4. 「Recovery System for Eee PC」ダイ�ログボックスが表示さ
れたら「OK」をクリックしま��

6.  システムリカバリ�が終了したら、サポ�ト DVD を光学ドライブ
から取り出しま��「「OK」をクリックして Eee PC を再起動しま��て Eee PC を再起動しま��



Boot Booster 
Declarations and Safety Statements
Copyright について
責任制限
サービスとサポート

付録



A-2 付録

Boot Booster
BIOSセット�ップ項目「Boot Booster」を有効に�る�、Eee PCの起
動時間は短くなりま�が、Eee PCコンポ�ネントを変更したり、シス
テムリカバリ�をUSBフラッシ�メモリ、外�オプションドライブか
ら行う場合は、事前にこの項目を無効に�る必要がありま��以下
の指示に従って、Boot Booster を無効にしてください�

1. システムを起動し、起動時に <F2> を押してPOST画面を表示さ
せま��<F2> を再び押してBIOSセット�ップに入りま��

v02.58 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Main    Advanced   Security   Boot     Exit   

 Boot Device Priority 

 Boot Settings Configuration

OnBoard LAN Boot ROM  [Enabled]

Boot Booster  [Disabled]

←→   Select Screen 
↑↓    Select Item 
Enter Go to Sub Screen 
F1    General Help 
F10   Save and Exit 
ESC   Exit

Specifies the Boot 
Device Priority 
sequence.

A virtual floppy disk 
drive (Floppy Drive B: 
) may appear when you 
set the CD-ROM drive 
as the first boot 
device.

3.  <F10> を押して設定を保存し、Eee PCを再起動しま��

上記の操作を実行してもPOST 画面が表示されない場合、または
BIOSセット�ップが開かない場合は、システムを再起動し、起動
時に<F2>を繰り返し押してください�

2. Boot Booster を [Disabled] に設定しま��

ハ�ドウェ�の変更後、またはシステムリカバリ�完了後は、
Boot Booster を有効に�るこ�をお勧めしま��
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Declarations and Safety Statements
Federal Communications Commission Statement （原文）
This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is 
subject to the following two conditions:

• This device may not cause harmful interference, and
• This device must accept any interference received, 

including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the Federal Communications Commission (FCC) rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and 

receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from that to which the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 

for help.

The use of a shielded-type power cord is required in order 
to meet FCC emission limits and to prevent interference to 
the nearby radio and television reception.  It is essential that 
only the supplied power cord be used. Use only shielded 
cables to connect I/O devices to this equipment. You are 
cautioned that changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for compliance could 
void your authority to operate the equipment.
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(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 
1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives 
and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement
Any changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the user’
s authority to operate this equipment. “The manufacture 
declares that this device is limited to Channels 1 through 11 
in the 2.4GHz frequency by specified firmware controlled in 
the USA.”

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance 
with FCC RF exposure compliance requirements, please avoid 
direct contact to the transmitting antenna during transmitting. 
End users must follow the specific operating instructions for 
satisfying RF exposure compliance. 
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Declaration of Conformity 
(R&TTE directive 1999/5/EC)
The following items were completed and are considered 
relevant and sufficient:

• Essential requirements as in [Article 3]
• Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
• Testing for electric safety according to [EN 60950]
• Protection requirements for electromagnetic compatibility 

in [Article 3.1b]
• Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] 

& [EN 301]
• Testing according to [489-17]
• Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
• Radio test suites according to [EN 300 328-2]
CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this 
product may cause radio interference, in which case the user 
may be required to take adequate measures.

IC Radiation Exposure Statement for Canada
This equipment complies with IC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance 
with IC RF exposure compliance requirements, please avoid 
direct contact to the transmitting antenna during transmitting. 
End users must follow the specific operating instructions for 
satisfying RF exposure compliance.
Operation is subject to the following two conditions: 

•   This device may not cause interference and 
•   This device must accept any interference, including 

interference that  may cause undesired operation of the 
device.
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To prevent radio interference to the licensed service (i.e. co-
channel Mobile Satellite systems) this device is intended to be 
operated indoors and away from windows to provide maximum 
shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed 
outdoors is subject to licensing. 
Because high power radars are allocated as primary users 
(meaning they have priority) in 5250-5350 MHz, these radars 
could cause interference and/or damage to license exempt LAN 
devices.

電気・電子機 器に含 有される化 学 物質の表 示に 
ついて   
資源有効利用促進法�は、JIS C 0950: 2008（J-Moss）の定める規格
により、製造元に対し特定の電気・電子機器に含まれる化学物質の
情報提供を義務付けていま��J-Moss �は、電気・電子機器に含有
される化学物質の表示に関�るJIS規格の略称�、正式名称は「The 
marking when content other than exemption does not exceed 
reference value of percentage content（電気・電子機器の特定の
化学物質の含有表示方法）」���なお、この規格は2008年８月１
日より適用されま��

この規格に関�る詳細情報はASUSのサイト（http://green.asus.
com/english/）に記載の「The marking when content other than 
exemption does not exceed reference value of percentage 
content（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）」をご
参照ください�
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Wireless Operation Channel for Different Domains
N. America 2.412-2.462 GHz Ch01 through CH11
Japan  2.412-2.484 GHz Ch01 through Ch14
Europe ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 through Ch13

France Restricted Wireless Frequency Bands
Some areas of France have a restricted frequency band. The 
worst case maximum authorized power indoors are: 

• 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz) 
• 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz

Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 
MHz to 2483.5 MHz.

There are few possibilities for outdoor use: On private property 
or on the private property of public persons, use is subject to a 
preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, 
with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 
MHz band. Use outdoors on public property is not permitted. 
In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band: 

• Maximum authorized power indoors is 100mW 
• Maximum authorized power outdoors is 10mW 
Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band 
is permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less 
than 10mW outdoors:

 01  Ain Orientales 02  Aisne 03  Allier
 05  Hautes Alpes 08  Ardennes 09  Ariège 
 11  Aude  12  Aveyron 16  Charente 
 24  Dordogne 25  Doubs 26  Drôme  
 32  Gers  36  Indre 37  Indre et Loire 
 41  Loir et Cher 45  Loiret 50  Manche
 55  Meuse  58  Nièvre 59  Nord



A-8 付録

 60  Oise  61  Orne 63  Puy du Dôme
 64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées 67  Bas Rhin
 68  Haut Rhin  70  Haute Saône
 71  Saône et Loire  75  Paris  
 82  Tarn et Garonne 84  Vaucluse 88  Vosges
 89  Yonne   90  Territoire de Belfort 
 94  Val de Marne 
This requirement is likely to change over time, allowing you to 
use your wireless LAN card in more areas within France. Please 
check with ART for the latest information (www.art-telecom.fr) 

Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 
10mW.
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UL Safety Notices
Required for UL 1459 covering telecommunications (telephone) 
equipment intended to be electrically connected to a 
telecommunication network that has an operating voltage to 
ground that does not exceed 200V peak, 300V peak-to-peak, 
and 105V rms, and installed or used in accordance with the 
National Electrical Code (NFPA 70).
When using the Eee PC modem, basic safety precautions should 
always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and 
injury to persons, including the following:

• DO NOT use the Eee PC near water, for example, near a 
bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet 
basement or near a swimming pool. 

• DO NOT use the Eee PC during an electrical storm. There 
may be a remote risk of electric shock from lightning.

• DO NOT use the Eee PC in the vicinity of a gas leak.
Required for UL 1642 covering primary (nonrechargeable) and 
secondary (rechargeable) lithium batteries for use as power 
sources in products. These batteries contain metallic lithium, 
or a lithium alloy, or a lithium ion, and may consist of a single 
electrochemical cell or two or more cells connected in series, 
parallel, or both, that convert chemical energy into electrical 
energy by an irreversible or reversible chemical reaction. 

• Do not dispose the Eee PC battery pack in a fire, as they 
may explode. Check with local codes for possible special 
disposal instructions to reduce the risk of injury to persons 
due to fire or explosion.

• Do not use power adapters or batteries from other devices 
to reduce the risk of injury to persons due to fire or 
explosion. Use only UL certified power adapters or batteries 
supplied by the manufacturer or authorized retailers.



A-10 付録

Power Safety Requirement
Products with electrical current ratings up to 6A and weighing 
more than 3Kg must use approved power cords greater than or 
equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 or H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

左の��クは、本製�が電気製�または電子装置�あり、水
銀を含むボタン電池を使用しており、地域のゴミ�一緒に捨
てられないこ�を示���ク���廃棄の際は、地方自治体
の廃棄処理に関�る条例または規則等に従って下さい�
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Nordic Lithium Cautions  (リチウムバッテリについて)
CAUTION!  Danger of explosion if battery is 
incorrectly replaced. Replace only with the 
same or equivalent type recommended by the 
manufacturer. Dispose of used batteries according 
to the manufacturer’s instructions. (English) 

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se 
sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con 
un una di tipo uguale o equivalente consigliata 
dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’
ambiente. (Italian) 

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen 
Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben 
oder einem vom Hersteller empfohlenem 
ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien 
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved 
fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med 
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte 
batteri tilbage til leverandøren. (Danish) 

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. 
Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som 
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt 
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) 

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti 
asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan 
sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo 
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) 
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ATTENTION!  Il y a danger d’explosion s’il y a 
remplacement incorrect de la batterie. Remplacer 
uniquement avec une batterie du mêre type ou d’
un type équivalent recommandé par le constructeur. 
Mettre au rebut les batteries usagées conformément 
aux instructions du fabricant. (French) 

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte 
av batteri. Benytt samme batteritype eller en 
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. 
Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens 
instruksjoner. (Norwegian) 

注意：バッテリの交換は正しく行ってください�破裂�
る危険がありま��交換の際は、メ�カ�が指定した
バッテリをお使いください�また、廃棄の際は家庭ゴ
ミ�ま�めて捨てずに、最�の廃棄物処理施設等に問
い合わせ、バッテリの処分方法を確認してください�
(Japanese) 
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Copyright について
バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハ
ードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer 
Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検
索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。
ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる
保証も行いません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や
本製品に起因するいかなる損害（利益の損失、ビジネスチャンスの遺
失、データの損失、業務の中断などを含む）に対して、その可能性を事
前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。
本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として
登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザ
ーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図は
ありません。 
本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。ま
た、内容は予告なしに 変更されることがあり、この変更についてASUS
はいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェア
に関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.



A-14 付録

責任制限
この責任制限はASUSの、或は他の責任の不履行により、ユーザーが
ASUSから損害賠償を受ける権利が生じた場合に発生します。
このようなケースが発生した場合は、ユーザーのASUSに損害賠償を
請求する権利の有無にかかわらず、ASUSは肉体的損害（死亡したケー
スを含む）と不動産及び有形動産への損害のみに賠償責任を負いま
す。或は、 それぞれの製品の記載された協定価格を限度とし、「War-
ranty Statement」のもとに生じる法的義務の不作為または不履行に
起因するいかなる実害と直接的な被害のみに対して賠償責任を負い
ます。
ASUSは「Warranty Statement」に基づき、不法行為または侵害行為
が発生した場合と、契約に基づく損失や損害が生じた場合及びその主
張に対してのみ賠償し、責任を負います。  
この責任制限は、ASUSの供給者または販売代理店にも適用されま
す。賠償の際は、ASUSとその供給者及び購入した販売代理店を一集
合体としてその限度額を定めており、その限度額に応じた賠償が行わ
れます。
以下のケースに対しては、ASUSとその供給者及び販売代理店がその
可能性を指摘されている場合においても、 ASUSはいかなる賠償及び
保証を行いません。
(1) ユーザーが第三者から請求されている申し立て 
(2) ユーザーの個人情報やデータの損失 
(3) 特殊、偶発的、或は間接的な損害、または 貯蓄や諸利益を含むあ
らゆる結果的な経済的損害 

サービスとサポート
マルチ言語サポートサイトを開設しました。下のリンクで「Language」
から「Japanese」を選択してください。
http://support.asus.com
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