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必須環境 

Windows Mac 

- OS: Windows 7 / Vista / XP / 2000(32 ビッ

トまたは 64 ビット) 

- USB ポートが使用可能 (USB 3.0 を推奨) 

- CPU: Intel Pentium II またはそれ以上のプロ

セッサ 

- メモリ: 512 MB またはそれ以上 

- ハード ディスク: 少なくとも 100 MB 以上の

空きスペース 

 

- Mac OS X 10.5以上 

- USB ポートが使用可能 (USB 2.0 を推奨) 

- CPU: PowerPC G4 またはそれ以上のプロセッ

サ 

- メモリ: 512 MB またはそれ以上 

- ハード ディスク: 少なくとも 100 MB 以上の空

きスペース 

iPad:  USBコンネクションキット 

 

 

物理的仕様 

電源 (1) 

電源ボタン 電源ボタンオン/オフ切り替え表示青色 LED 

パワー モード 電源内蔵式 

電源アダプター 入力: AC 100-240V、50 ～ 60 Hz  , 出力: DC 5V/3A 

ホスト (2) 

アップストリーム ポート USB 3.0 マイクロ B タイプ 

ハブ (3.4.) 

ダウンストリーム ポート USB 3.0 コネクター (A タイプ メス) 

ケーブル USB 3.0 ケーブル (マイクロ B タイプ－A タイプ)、1 m 
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転送レート 最大 5 Gbps 

消費電力 各 USB 3.0 ポート 900mA (出力) 

カード リーダー (5.6.7) 

SD/MMC スロット SD、SDHC、SDXC、MMC、RS-MMC に対応 

MicroSD スロット MicroSD (T-Flash)、MicroSDHC に対応 

メモリー スティック スロット MS、MS PRO、MS Duo、MS PRO Duo に対応 

Wormhole スイッチ (8) 

Wormhole ポート USB 2.0 ミニ B タイプ 

ケーブル USB 2.0 ケーブル (ミニ B タイプ－A タイプ)、2 m 

転送レート 最大 20 MBps 

物理的仕様 

筐体材質 アルミニウム 

寸法 本体: 387 (W) x 25.5 (H) x 21 (D) mm 

機能一覧表 

オペレーションシステムにおける機能行

動 

Windows から Windows へ 

Mac から MAC へ 

Windows から MAC へ 

Windows から iPad へ 

MAC から iPad へ 

キーボードとマウスを共有 

マウスのミドルボタンを使用 はい X 

マウスを使って画面の端から出る はい X 

ホットキー [Alt+S] はい はい 

キーボードのコントロールの共有 はい はい 

リップボードを共有 
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自動共有 はい X 

ファイル転送 

Drag & Drop はい X 

 

使ってみましょう 

 

1. 電源アダプターをポート 1 に差し込みます。 

2. USB 3.0 ケーブルのマイクロ B コネクターをポート 2 に、同じく USB 3.0 ケーブルの A タイプ 

コネクターをホストのノート PC に接続します。 

3.  “j5” 電源ボタンを押します。  

4. ダウンストリーム ポート 3、4 とポート 5、6、7 は、今使用できる状態にあります。 

5. Wormhole Switch の機能を起動します。 

a. USB 2.0 ケーブルのミニ B コネクターをポート 8 に接続します。 

b. USB 2.0 ケーブルの A タイプ コネクターを 2 台目 のコンピューターかタブレット PC に接続

します。 

c. 2 台のコンピューター上で、Wormhole Switch ソフトウェアのインストールが自動的に開始
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されます。 

Mac OS 

 
 

 
 

 

1. 初めて Mac に Wormhole Switch を接続した時、

“キーボード設定アシスタント”が自動的に起動し

ます。“キーボード設定アシスタント”の手順に従

ってキーボードの種類を選択してください。 

 

（“システム環境設定”⇒“キーボード”⇒“キー 

ボードの種類を変更”でいつでも設定を変更するこ 

とができます。） 
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2. Wormhole Switch を”Wormhole ”CDROM に差

し込んだ後、 アイコンがデスクトップ或いは

“Macintosh HD”（“マッキントッシュ HD”）の

いずれかに表示されますから、“  Wormhole”

（“ワームホール”）アイコンをダブルクリックし

てください。 
 

3. Wormhole Switchが正常な接続状態の時、

Wormhole Switchのランチ画面が表示されます。  

 

 
Windows OS:  

1. 2 台のコンピューター上で、Wormhole Switch ソフ

トウェアのインストールが自動的に開始されます。 

2. オプション ウィンドウの “オートプレイ” が開きま

すので、そのオプションの “WKMLoader.exe を実

行” をクリックしてください。 

 

トラブルシューティング: 

自動実行が開始されない場合、以下の手順に従って j5 

Wormhole Switch アプリケーションを起動してください。 

A. USB ケーブルの各コネクターが 2 台のコンピューターに正

常に接続されているか確認してください。 

B. マイコンピューターを開き、j5 Wormhole Switch のアイ

コン ( ) をダブルクリックしてアプリケーションを起動して

ください。 
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3. 画面上に “ユーザー アカウント コントロー

ル” ウィンドウが現れた場合は、“はい” をク

リックして続行してください。 

 

 

4. 画面右下にポップアップメッセージが表示されれ

ば、Wormhole Switch アプリケーションを操作す

る準備が整っています。 

 
 

本製品の特長を探る  

冷却機能 

 Wormhole Station に付いているゴム ガスケットは、上にノー

ト PC を置くときに滑らないようにするためのものです。 この

位置にお使いのコンピューターを置くことで、コンピューター

と Wormhole Station の間で空気の流れを増やし、双方のデバ

イスの温度を低下させるのに役立ちます。 

高速 USB 3.0 ポート ハブ 

最高 5 Gbpsの高速転送レートで、PC と外付けハード ドライブなど PC 周辺機器 の間のデータ転送を

スピーディーに行えます。 

カード リーダー 

SD/MMC、Micro SD、メモリー スティックのスロットを使えば、カメラ、ビデオ カメラ、MP3 など 

PC 周辺機器のデータやファイルへのアクセスもらくらくできます。  
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キーボードとマウスを共有 

2 つの画面間で、直感的かつシームレスにマウス カーソルを移動させる 

 

o マウスを使って画面の端から出る:  

詳細設定で “マウスを使って画面の端から出る” と “この PC の左側” に設定すれば、マウス カー

ソルを画面の端から移動させるだけで、その方向にあるもう 1 台のコンピューターへキーボードとマ

ウス コントロールを切り替えることが可能になります 

o マウスのミドルボタンを使用: 

マウスのミドルボタンをクリックすることで、コンピューター間のキーボードとマウスの切り替え

を行うことが可能になります。 

o ホットキー: ホットキーを設定して、操作の切り替えをアクティブにすることができます。ホットキ

ーの初期設定は、(Alt+s) です。 

キーボードをもう 1 台のコンピューターでの使用に切り替える 
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2 台目のコンピューターの画面上にマウス カーソルを移動し、Word や Excel、PowerPoint など編集ア

プリケーションを開けば、1 台目のコンピューターのキーボードを使用して 2 台目のコンピューター上

のファイルに文字を打つことができます。 

注意事項： 

1. キーボードスイッチ機能は常に同じセットのパソコンマウスを認識しカーソルが移動できるため、一セッ

トのマウスとキーボードをご使用ください。同じセットではないUSBマウスやキーボードを使用した場合、

初期設定では画面切替機能が制限されます。 

2. キーボードとマウスがほかのコンピューターに制御されるとき、この ( )アイコンがタスクバーの右下に

表示されます。 

クリップボードを共有 

クリップボード共有機能を使えば、クリップボードの内容を双方向にコピー、ペースト（貼り付け）し

て簡単に編集することが可能です。 

 

1. 1 台目のコンピューターにあるファイルを開いてコピー、ペーストが必要なテキストや画像を選択

し、右クリックして “コピー” を選びます。 

2. カーソルを 2 台目のコンピューターに移動し、右クリックして“Paste”（“ペースト“）をセレク

トし、コンテンツ（テキスト/画像）を貼り付けてください。 

 * 別のコンピューターからデータを受け取っている間は、画面右下に ( ) のアイコンが表示され

ています。 
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ファイル転送 

o Drag & Drop 

2 台のコンピューター間で、すばやく簡単にファイルを転送する方法です。 転送したいファイル

やフォルダーをもう 1 台のコンピューターまでドラッグ & ドロップするだけ。 

 

ドラッグ & ドロップ以外にも、次の方法により 2 台のコンピューター間でファイルを転送する

ことが可能です。 

コピー & ペースト: 

1. コピーしたいファイルの上でマウスを右クリックし、コピーを選択します。 

2. カーソルをもう 1 台のコンピューターまで移動します。 

3. コピーしたファイルを置きたい場所まで移動し、右クリックして貼り付けを選択します。 

ホットキー (キーボード ショートカット キー) : 

1. コピーしたいファイルをクリックし、(Ctrl+C) キーを押してコピーします。 

2. カーソルをもう 1 台のコンピューターまで移動します 

3. コピーしたファイルを置きたい場所まで移動し、(Ctrl+V) キーを押して貼り付けます。 

 

注意事項: 

コンピューターのオペレーティングシステムに本来のシステムホットキーを設定してお使いください。（マ

ウスカーソルは元のキーボードに対応しています 

例えば、Mac OSコンピューターンからコピーしたコンテンツをWindows OS コンピューターにペースト

する場合、以下の手順で設定します。 

1. MAC OSのキーボードを使用している場合、“使用している場＋C使（“コマンド＋Cマ）を押して、マウス

カーソルをWindows OSに切り替え、それから“切り替え、それから ”（“コントロール＋Vン）を押して、
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コンテンツをWindows OSに貼り付けます。 

2.あるいはWindows OSからMAC OS へ：Windows OSのキーボードを使用している場合、“用している場 ”

（“コントロール＋C ”）を押して、マウスカーソルをWindows OSに切り替え、それから“切り替え、それ

からソ（“コマンド＋C ”）を押して、MAC OS にコンテンツを貼り付けます。 

iPad とキーボードを共有 

この Wormhole Switch は iPad とキーボードの共有する機能をサポートしています。Wormhole Switch

でパソコンと iPad を接続し、パソコンのキーボードを iPad 対応に切り替えます 

iPaD には USB ポートが設置されないため、“USB connection kit”（“USB コンネクションキット”）

で、Wormhole Switch と他のコンピューターを接続する必要があります。 

 

下記の手順に従ってください。 

1. iPad コネクタに USB コンネクションキットを接続します。 

2. iPad コネクタに USB コンネクションキットを接続します。 

3. “Alt+S”を押すと、キーボードの使用が iPad に転換されます。 

4. iPad の画面をタッチして、自由移動が可能になります。 

5. 今から、iPad に入力可能です。 

 

ソフトウェアの説明 

起動させるには、画面右下にある Wormhole Switch のアイコン ユーティリティ ( ) をクリックし

てください。 
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MAC OS: Windows OS: 

 

 

o j5 Wormhole Switch について: j5 Wormhole Switch に関するすべての情報がここに表示 

  されます。 

o 他の PC の位置:  4 つの選択肢から、もう 1 台のコンピューターの位置を簡単に設定することが

できます。(右/左/上/下) 

o キーボードとマウス コントロールを一時的に無効 (有効) にする: 

& クリップボードの共有を一時に無効 (有効) にする: 

共有オプションをすばやく無効または有効にする設定が可能。 

もし一時的に機能のいずれかを無効にする場合、このアイコン( )が表示されます。もし一時

的に両方の機能とも無効にする場合、このアイコン( )が表示されます。 

o 詳細設定:  

その他: 

 接続情報を表示 

この設定のチェック作業を取消した場合、デバイスを起動した時、ランチ画面は表示されま

せん。*このオプションはMac OSコンピューターのみに対応しています 

 このアプリケーションを常駐させる:この設定を選ぶと、毎回 Wormhole Switch を接続すれ

ば、プログラムが自動的に起動します。  

 システムホットキーの有効化:この設定をセレクトして、ホットキー機能を有効にします 

*このオプションはMac OSコンピューターのみに対応しています。 
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 システム トレイ アイコンのダブルクリックで、共有を一時的に オン/オフ にする 

この設定により、タスク バーの右下にある j5 Wormhole Switch のアイコン ( ) をダブルクリ

ックするだけで、クリップボードの共有およびキーボードとマウス コントロールの切り替え機能

を有効にしたり無効にしたりすることができます。 *このオプションはMac OS コンピューター

のみに対応しています。 

 Ctrl-Alt-Del を別のコンピューターへ送信するためのキー 

[Ctrl-Alt-Insert] は、もう 1 台のコンピューターへ [Ctrl-Alt-Del] コマンドを送るた

めの代替キー オプションです。*この機能は2台のWindows OSコンピューターが接

続中の状態のみに対応します。 

o ソフトウェア バージョンの更新 

下記のオプションを使って、Wormholeのソフトウェアの最新バージョンを確認し、更新してく

ださい。 

1. ネットワークの利用可能になっていることを確認し、ドライバーの更新中に電源を抜かないよ

うご注意ください。 

2. スレーブコンピューターからケーブルを抜けて（ホストコンピューターに接続してる状態を維

持してください。） 

3. .オンライン更新”をセレクトしてください 

4.  インストール完了後、装置を二台のコンピューターに接続してください 

o 終了USB Switch /終了: 

Wormholeデバイスが確認ボックスからアンインストール可能です。 

 

テクニカル サポート 

本製品のご使用にあたりなんらかの支障が生じた場合は、お買い求めの販売店に返品する前に、まずは

次の手順に従ってご確認くださいますようお願いいたします。  

1. ユーザー マニュアル  

本製品に関する詳細な説明とトラブルシューティングが記載されており、一般的問題の多くは、


