
基本操作ガイド

基本操作 Tobii 
CEye

Celebrating Communication



Tobii CEye 基本操作ガイド

内容は予告なしに変更されることがあります。
本マニュアルの最新版は Tobii のウェブサイト www.tobii.com 
にてご確認ください。

ガイドバージョン 1.4
09/2011
無断転載禁ず。
© Tobii Technology AB

ここに記載されている情報は Tobii Technology に権利を帰し
ます。 Tobii Technology による書面による事前の承認なし
に、一部または全部を問わず複製を行うことを禁じます。

米国特許 7, 572,008
Tobii_GettingStartedGuide_CEye_V1_4_01092011_JA

てんかんに関する警告: 
光過敏性てんかんを患う人の中には、日常生活において特定の点滅光または光の

パターンにさらされた際に、てんかん発作または意識消失の症状が起こす人がい

ます。このようなことは、てんかんの既往歴またはてんかん発作を起こしたこと

がない人に発生し得ます。 光過敏性てんかんを患う人は、TV画面、特定のビデオ

ゲーム、および点滅する蛍光灯でも症状を起こす可能性があります。 このような

人々は、画面上の特定のイメージまたはパターンを見る際、またはアイトラッカ

ーの光源にさらされただけでも発作を起こす場合があります。 てんかん患者の約 

3～5% の人々がこのタイプの光過敏性てんかんだと見積もられています。 光過敏

性てんかん患者の多くは、発作が起こる前に「オーラ」や、奇妙な感覚を体験しま

す。 使用中に奇妙な感じがしたら、目をアイトラッカーからそらしてください。
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CEye 基本操作
本ガイドは、CEye 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。

CEye は、C-Series デバイスに取り付けるモジュール式の
アイトラッキング (視線入力) システムです。 

CEye の取り付け
デバイスの電源がオフになっており、バッテリーが取り外
されていることを確認してください。 C-Series を傷などの
ない面に、 画面を下にして置きます。 CEye に同梱の 
Torx 10 を使って、CEye モジュールを C-Series デバイス
の下側にねじで取りつけます。 (右側の写真を参照)

CEye が C-Series デバイスに固定されたら、バッテリーを
取り付けてデバイスの電源を入れます。
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ヒント: 右側にある距離計を使
って、ユーザーとデバイス間の
適切な距離を計ります。 中央
の緑の領域が理想的な位置範
囲です。
4. [キャリブレーション] を選択
します。
キャリブレーショによって、
視線制御システムは個々の目
の動きに調整することができ

Eye Control の初期セットアップ
CEye モジュールに必要なソフトウェアは Tobii Eye Control Suite 
です。 このソフトウェアの最新バージョンは、お使いの CEye に同
梱の USB スティックに含まれています。 USB スティックからの必
要なソフトウェアのインストール方法の詳細については、Tobii 
C-Series ユーザーズマニュアル > Tobii CEye モジュール > USB ス
ティックからの 視線制御ソフトウェアのインストール を参照してく
ださい。 インストールの完了後、ウィンドウズ環境でトラックステ
ータスおよびキャリブレーション機能にアクセスするには、Tobii 
Eye Control Suite を開きます。 スタートメニュー > すべてのプロ
グラム > Tobii > Tobii Eye Control Suite > Tobii Eye Control 
Options を選択します。 (A を参照)
Communicator が C-Series デバイスにインストールされている場
合は、以下のステップに従います。
1. Tobii Communicator を起動します。
2. Welcome ページで、「設定」 > 「Eye Tracker 設定」を選択しま
す。(B を参照)
3. [基本設定] メニューで、[トラックステータス] を選択します。  
(C を参照)

A B
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ます。 空白の画面が現れ、ターゲットが画面上を動きます。 
ユーザーは目でそのターゲットを負う必要があります。

ヒント: 視線入力のキャリブレーション結果を示す結果ボッ
クスの表示は、キャリブレーションが成功したことを意味し
ます。

Tobii Eye Control オプション内には、高度なキャリブレーション
機能があります。 

設定の調整
• 以下に記載されたアイコントロール設定はすべ
て、Communicator の「Eye Tracker  設定」内でアイコントロール 
ユーザーがアクセスできます。 これらの設定は、Tobii Eye 
Control Options 内でも調整可能です。 3 種類の視線制御方法が
あります: 保持・停留、まばたき、スイッチです。 (D を参照)
1. 保持・停留 ユーザーは、定義済みの時間ボタンを見つめること
で、そのボタンを選択できます。 保持・停留設定では、保持・停留
時間を選択できます。

ヒント: 新規ユーザーは一般に、約 1000ms (=1 秒) またはそれよ
りわずかに大きい値で始めます。 保持・停留の使用の練習と経験
を積むにつれて、よく使う内容により速くアクセスできるように、
ほとんどの人は保持・停留時間を短くします。

D
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2. スイッチ ユーザーはまずボタンを見つめてそれを選択してか
ら、外部のスイッチを押してそのボタンの選択を確定できます。 
スイッチの設定では、スイッチを押す速度のパラメーターを選択
できます。
3. まばたき ユーザーは希望のボタンを見つめ、まばたきをして
そのボタンの選択を確定する必要があります。 まばたきの設定
では、まばたきに関連して、目を閉じる時間の最小と最大値を選
ぶことができます。

フィードバック
フィードバック設定では、選択をする際にユーザーが見る点を調
整します。 このメニューで、フィードバックのマルの色、サイズ、
および種類を選択します。 利用可能なフィードバックの種類は、
視線制御アクセスの、対応する種類の隣に記載されています: ス
イッチ、まばたき、保持・停留。
これらの設定は、Tobii Eye Control Options にあり、また視線制
御は Tobii Communicator 内でアクセス可能です。 (E を参照)

注記: 視線制御に慣れていない人の多くにとっては、より大きく、
少ないボタンで、または見慣れたページセットレイアウトから始め
ると簡単です。 また、初めて視線制御を使用するときは、頻繁に
休憩をとることをお勧めします。

E
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