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本ガイドは、C-Series デバイスのセット
アップおよび起動方法の説明を目的とし
ています。

C-Series には、スタンドが同梱されて
います。 スタンドは C-Series が直立
できるように開いて使ったり、または折
りたたんでデバイスをデスク上に平らに
置いたりするこもできます。 C-Series 
をショルダーストラップを使って身体に
付けているときは、スタンドは折りたた
んでください。

また、C-Series は様々な装着システム
との互換性があります。 選択した装着
ブラケットを取り付けるためには、スタ
ンドを取り外す必要があります。 詳細
情報については、お使いの装着システム
のユーザーズマニュアルを参照してくだ
さい。

バッテリーの取り付け
バッテリーの電力レベルを確認するに
は、バッテリー背面の「プッシュ」ボタン
を押します。 (A を参照) 緑の光はバッ
テリー残量をパーセンテージで示しま
す。

注記: バッテリーは「ホットスワップ可
能」であり、C-Series バッテリーセット
との交換ができます。 また、出荷時は
バッテリーは半分のみチャージされてい
ることに留意してください。

C-Series を傷などのない面に、 画面を
下にして置きます。 バッテリーをデバイ
スの背面にスライドさせて取り付けま
す。 バッテリーのゴム「足」は最後にス
ライドさせて入れます。これらはデバイ
スの下部になります。 バッテリーが正し
く取り付けられると、カチッという音が
します。 (B、C、D を参照)

バッテリーを取り外すには、C-Series 
を、画面を下にして安定した面に置きま
す。 両手を使ってゴム足をスライドさ
せてバッテリーを外します。 外れると
カチッという音がします。バッテリーを
持ち上げてデバイスから取り出します。

C-Series の基本操
作
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C-Series デバイスには、折りたたみ式スタンドが同梱されています。

        折り畳み式スタンドは、C15 または CEye を装着して使用しないでください。

バッテリーの取り付けと電力レベルの確認

セットアップ: ステップ・
バイ・ステップ



C-Series の電源を入れる
1. 電源アダプターをサプライに差し
て、パワーサプライを組立ます。 (E を
参照)  

2. 電源コードを C-Series の下部に
差し込みます。(F を参照)

注記: 新しいバッテリーは半分のみチャ
ージされています。 

3. C-Series の上部右側のボタンを押
してユニットの電源を入れます。 緑色
の 2 つのライトが画面の片側で短く点
滅します。 これはデバイスが起動中で
あることを示しています。 

4. デバイスが初めて起動すると、安
全に関する情報が表示されます。 その
情報を読み、指示に従います。 
 例: デバイスを初めて起動した際
は、スピーカーはアクティブになってい
ません。これはスピーカーは極めてパワ
フルであり、高音で動作し得るためで
す。 スピーカーをアクティブにするに
は、免責条項を読み、それに同意する必
要があります。  

アクセス方法のセットアッ
プ
C-Series には、次のような様々な方法
でアクセスできます: タッチアクセス、キ
ーガード付きタッチアクセス、スイッチ
アクセス、または視線制御。 キーガー
ドや視線制御を利用するには、これらの
アイテムを追加アイテムとして購入する

スイッチをプログラムしてキーのプレス
をエミュレートするには、C-Series 
Hardware Options > スイッチ を開き、
画面右側の [アクションの設定] を選び
ます。

注記: スイッチがキーのプレスをエミュ
レートするように設定されており、スキ
ャンが入力方法の場合は、キーの入力
設定は通信ソフトウェアのスキャン設定
と同じにする必要があります。 

設定の調整
音量、バックライト、ライセンス、ワイヤ
レスおよびその他のハードウェア機能の
設定は、ウィンドウズ スタートメニュー 
> コントロールパネル (クラシック表示) 
> C-Series Hardware Options、または
デスクトップの C-Series Hardware 
Options のショートカットから調整しま
す。 (G を参照)

C-Series Hardware Options の左側の
メニューアイテムを選択して、デバイスの
ハードウェアを調整します。 機能の説
明がダイアログボックスに表示されま
す。 (次ページの H を参照)

クイックアクセスボタンの設定
C-Series デバイスの脇の 3 つのボタン
は、様々なアクションを実行するように
カスタマイズすることができます。 
C-Series Hardware Options > ボタン 
メニューで、ボタン Ａ の右方の [アクシ
ョンの設定] を選択します。

必要があります。 これらのアイテムのイ
ンストール方法の詳細については、ユー
ザーズマニュアルを参照してください。

タッチアクセスのセットアップ
タッチスクリーンから C-Series にアク
セスするには、タッチスクリーンのキャ
リブレーションを行います。 タッチスク
リーンのキャリブレーション方法:
デスクトップのショートカットから 
[C-Series Hardware Options] メニュー
を開きます。 (G を参照) 
タッチスクリーンを選びます。
[キャリブレーション] をクリックしま
す。 
次に画面上の説明に従います。

Eye Control のセットアップ
C-Series デバイスを視線制御と共に使
用する場合、CEye を購入する必要があ
ります。 CEye には、C-Series と CEye 
の併用に関する『基本操作ガイド』が同
梱されています。

スイッチスキャンのセットアップ
C-Series にはスイッチスキャン用の 2 
つのポートが装備されています。 スイッ
チを適切なスイッチポートに差し込みま
す。 シングルスイッチのユーザーの場
合、スイッチをポート 1 に差し込みま
す。 (F を参照)

スイッチで C-Series デバイスの電源を
オン/オフできるようにするに
は、C-Series Hardware Options > スイ
ッチ を開き、適切なボックスにチェック
します。 (次ページの H を参照)
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H注記: このメニューで「アクションを選択しない」
を選択すると、ボタンのアクション実行を無効に
することができます。 その代わりに、他のアクシ
ョンを選択し、各アクションに対して可能な機能
を表示させることができます。 全てのアクショ
ンの詳細な説明については、『C-Series ユーザ
ーズマニュアル』を参照してください。

通信ソフトウェア
C-Series デバイスには通信ソフトウェアがプリ
インストールされています (そのソフトウェアを
購入した場合)。

通信ソフトウェアがすぐに起動しない場合。 ウ
ィンドウズ デスクトップ上のソフトウェアのショ
ートカットをダブルクリックします。 または、ス
タートメニュー/プログラムからソフトウェアを開
きます。

C-Series 起動時に自動的に通信ソフトウェアが
起動するように設定するには: 
1. ウィンドウズ デスクトップで、[スタートメ
ニュー] を開きます。
2. [すべてのプログラム] を選択します。
3. [スタートアップ] を右クリックします 
4. [開く] を選択します
5. 通信ソフトウェアのショートカットをデスク
トップから [スタートアップ] フォルダにドラッグ
します。 
(I を参照)

終了
C-Series を終了するには、すべてのプログラム
を閉じます。 ウィンドウズ デスクトップで、[ス
タートメニュー] を開き、下部、右方にある矢印に
触れます。 [終了] を選択します。 (J を参照)

注記: あるいは、サイドボタンの1つまたはスイッ
チを終了用にプログラムすることができます。 
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C-Series Hardware Options でのスイッチ設定の調整。
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