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基本操作 

Tobii Communicator - 基本操作

Tobii Communicator バージョン 4.7 以降に適用されます。

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バージョンについては、Tobii のウェブ

サイト、www.tobii.com をご覧ください。

マニュアル バージョン 2.2
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無断複写・転載を禁じます。

© Tobii Technology AB

本書に含まれる情報は、Tobii Technology の所有物で

す。Tobii Technology による書面による事前の許可なく、全

体または一部を問わず複製することを禁じます。
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重要：

ページセットを含む、コンピューター内の全ファイルのバック
アップを定期的に取ってください。[マイドキュメント] 内の [マ
イ・ページセット] フォルダは、保管の目的で、別のコンピュ
ーターまたはメモリデバイスにコピーしてください。

本マニュアルには、限られた情報が含まれています。詳細
については、『Tobii Communicator ユーザーマニュアル』を
参照してください。ソフトウェア内で、検索可能なヘルプ機能
が利用可能です。[ヘルプ > Tobii Communicator ユーザー
マニュアル] または、[Tobii Communicator のヘルプ] を選択
してください。
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基本操作 

Tobii Communicator 4 を使うと、身体的またはコミュニケーション障害を持つ人々が、コンピューターや通信デバイスを使用
できるようになります。音声を生成することができ、ユーザーはテキストや記号を書き、メッセージや Eメールを送信し、他の
コンピューター プログラムの制御ができます。対話式のゲーム、アクティビティなどを簡単に作ることもできます。

Tobii Communicator 4 へようこそ

1. インストール中

Tobii Communicator 4はUSBスティックを通してインストールさ

れます。

USBスティックがデバイス上のUSBポートに接続されている場

合にインストールウィザードは自動的に開始されます。

インストールウィザードは以下のアプリケーションをインストー

ルします。

• Tobii Communicator 4

• Tobii Sono Suite

• アカペラボイス

• Symbol Stix symbol library

すべてのIシリーズとCシリーズデバイス、Tobii Communicator 4

およびすべての含まれるアプリケーションは事前にインストー

ルされます。

Tobii Communicator 4をインストールするには以下の手順に従

って下さい：

1. デバイス上のUSBポートにUSBスティックを接続してく
ださい。

2. インストールウィザードのウェルカムページ内で次へ進
むを選択します。

3. ライセンス同意書内の条件を読み（又は印刷し）、同意
します。

4. 次へ進むを選択します。

5. すべてをインストールるために完了を選択するか、又
はインストールのカスタマイズを実行するためにカスタ
ムを選択します。
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6. インストールを完了するために完了を選択し、インスト
ールウィザードを閉じます。

2. Tobii Communicator 4 の起動

• こ の ソ フ ト ウ ェ ア を イ ン ス ト ー ル す る
と、Windows のデスクトップに自動的にアイ
コンが配置されます。

• アイコンをダブルクリックすると、プログラム
が起動します。

3. Tobii Communicator 4 の有効化

デバイスが設定された場合にすべてのIシリーズよCシリー

ズデバイス上にTobii Communicator 4は自動的にアクティブ

化されます。
• 

• Communicator 4 が開始された後、Tobii Communicator 
4のアクティブ化を実行するように指示されます。ライセ
ンスマネージャーを開始し、次にアクティブ化を選択しま
す。その後、シンプルアクティブ化を完了するために画面
上の指示に従うか、又は一時的に体験モードを使用しま
す。各シリアル番号は最高 3 台のコンピューターに有効

です。例えば、ユーザーの通信デバイス、セラピストのラ
ップトップ、およびアシスタントまたは教師のコンピュータ
ーなどです。

• シリアル番号は CD のボックスに記載されています。ライ
センスを新しいコンピューターに移動するには、まず現在
のライセンスの非有効化を行います。 

• インストールが完了したら、ソフトウェアが最新であること
を確認することをお勧めします。[ヘルプ] > [更新の確認] 
を選択し、この確認を定期的に行います。
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基本操作 

• 最近のページセット： 最近開いたページセットに簡単に
アクセスできます。

• ページセット・セントラル： インターネット・ブラウザで「ペ
ージセット・セントラル」のホームページが開きます。ペー
ジセットを他のユーザーとインターネット上で共有しましょ
う (http://www.pagesetcentral.com)。

設定およびツール

• セットアップウィザード: 使用したいページセットの選択、 
開始ページの選択、ユーザーの入力方法、Eメール連絡
先、フレーズおよびその他の個人設定などを行うことが
できます。

• 設定：次のような設定に素早くアクセスできます:音声、フ
レーズの追加、キーボードの構成、Eメール、携帯電話、
フェイスブックの設定、システム設定など。 

• インポート/エクスポート： ユーザーデータを、あらゆるデ
バイスにインポートおよびエクスポートします。

• ライセンス： Tobii Communicator 4 および Tobii Sono 
Suite のライセンス処理を行います。

4. スタートページ

Tobii Communicator 4 のスタートページが開きます。

ページセット

• 既成ページセットの表示:Tobii Communicator 4 に含まれ
る全ての既存ページセットが表示され、それらを使用す
ることができます。これらのページセットは、独自のペー
ジセット作成の出発点として使うこともできます。

• 新規ページセットの作成:「ページセットダイアログ」が自
動的に開き、ここから新規ページセットを作成することが
できます。ページセットを作成・保存すると、そのページ
セットは [マイ・ページセット] の [既成ページセット] セク
ションに表示されます。
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2

1

1. ページ上方のタブをクリックすると、様々なタイプの既
成ページセットが表示されます (テキストまたは記号ペ
ージ、キーボード、メールなど)。

2. ページの画像をクリックするとページセットが表示され
ます。

用意されたページのいくつかを探索してみましょう! 

スタートページに戻るには、閲覧しているページにある [終

了] ボタンを選択するか、またはページのどこかを右クリック

してから [戻る] を選択します。

移動

• ユーザーのホーム： カスタマイズされたユーザーのホー
ムページ。

• ユーザーの変更： 現在アクティブなユーザーを変更でき
ます。

• ヘルプとトレーニング： Tobii ウェブページ、当社の 
YouTube チャネル、ヘルプファイル、および PDF マニュ
アルのヘルプとトレーニング情報にアクセスします。

• 終了： Tobii Communicator 4 を終了およびクローズしま
す。

5. 既成ページセット

ページセットは、共に結びついたページの集合であり、1 つ

のファイルに保存されます。Tobii Communicator 4 には様

々な既成ページセットが含まれています。例えば、テキスト

ベース、記号ベースのコミュニケーション ページ、画面上の

キーボード、ゲーム、音楽プレーヤー、およびリモコンなど

です。
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基本機能

01 実行画面と編集画面でのボタンの編集

実行画面 

これはプログラムの「作業」または「ユーザー」モードであり、

ここではユーザーが作成または編集したページを使用する

準備ができています。実行画面でボタンを押すと、その音

声、アクション、リンクが動作します。実行画面に移動するに

は、F5 を押します。

実行画面でのボタンの修正

F5 を押して実行画面に移動します。修正したいボタンを右

クリックし、[ボタンの編集] を選択します。[ボタンの編集ウィ

ザード]が開き、ボタンのテキスト、画像または記号および音

声を変更することができます。[次へ] をクリックしてウィザー

ドを進めます。

01
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1. ボタンテキストとは、ボタン上に書かれている文字で
す。これは、押したときにボタンが「読み上げる」ものと
同じでなくても構いません。例えば、馬の画像が付いた
ボタンに、「乗馬のレッスン」というラベルを付けることも
できます。そのボタンを押すと、「トムは今日、乗馬のレ
ッスンに行きます」という音声が読み上げられるように
することもできます。

2. ボタンの画像は、Tobii Communicator 4 に追加された
画像ライブラリから記号または画像を検索したり、コン
ピューターのどこかに存された画像のブラウズを可能
にします。画像や記号を検索するときは、様々な言葉を
試してみましょう!ボタンテキストとは異なるラベルが最
も適切な画像である場合もあります。

01
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3. クリック時の音声では、押したときにボタンが「読み
上げる」テキストを変更することができます。ボタンテ
キストまたは代替メッセージを話す合成音声を作る
ことができます。録音済み音声を使用すると、Tobii 
Communicator 4 は一致する音声を探します。一致す
る音声が見つからない場合は、Tobii Communicator 4 
は、そのボタンに対する合成音声に戻ることができま
す。コンピューターのマイクを使って、音声をボタンに直
接録音することもできます。これは、[音声の録音] ボタ
ンを選択して行います。

実行画面での設定の変更

実行画面では、Tobii Communicator 4 の特定の設定を変更

することができます。 メニュー (ファイル、画面、ツールなど) 

が画面上部に表示されていない場合は、Esc を押します。メ

ニューを再び非表示にするには、F10 を押します。 

編集画面 

これはプログラムの「デザインモード」であり、既存ボタン

やページの編集をしたり、新規ページを作成したりすること

ができます。ボタンを押しても、アクションが実行されたり、

音声が出たりすることはありません。この画面内で、全て

の設定を変更することができます。編集画面に移動するに

は、Shift+F5 を押します。

01
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1. 作業エリアまたは編集ウィンドウ：ページをデザイン/編
集する場所。

2. 編集ツール：ページデザイン (ボタン、リンク、テキスト、
画像の追加など) を容易にする特別なツール。

3. ページリスト：セット内の全ページのプレビュー。ここを
右クリックすると、ページ設定にアクセスできます。

4. ボタン テンプレート：役立つ、既成ボタンテンプレートの
リスト。

5. ボタンの外観設定：ボタンの外観 (形状、色、境界線な
ど) の変更を行います。

6. グリッドツール：ボタンの自動グリッド レイアウトをペー
ジに適用します。 

7. メニューバー：これらのメニューで利用可能な設定およ
びツール。 

編集画面でのボタンの修正

1. 編集画面にいることを確認するには、Shift+F5 を押し
ます。修正したいボタンを選択してから、[テキスト、画
像] または [音声ツール] を選択します。ここでは、ボタ
ンの文字、記号または画像および押した際にボタンが
「読み上げる」内容を、全て 1 つの場所で変更すること
ができます。

2. ボタンを編集する際は、選択するツールを確認すること
を忘れないでください。ボタンをクリックするには [選択] 

ツール が必要であり、テキストを入力するには [テ

キストの挿入] ツール が必要な場合があります。

01
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基本機能

02 1 人または複数ユーザーの設定

「セットアップ ウィザード」と呼ばれる特別なページセット

は、Tobii Communicator 4 をユーザーのために準備する各

ステップを実行するのに役立ちます。 

使用するページを選択し、また入力設定 (ユーザーがマウ

ス、スイッチ、アイコントロールまたは代替の入力方法を使

用するかどうかなど) を調整することができます。

複数のユーザーまたはセラピストが Tobii Communicator 4 

を 1 台のコンピューターで使用する場合、各自、自分のユ

ーザプロフィールを持つことになります。 

シングルユーザー用の設定

[ファイル] メニューから [特別ページセットの実行]、[セットア

ップウィザード] の順に選択します。または [スタート ページ] 

から、[セットアップ ウィザード] を選択します。5 つのステッ

プを実行します。ステップは、ページの下部のボタンによっ

て示されています。

ステップ 1 の選択:ユーザーが使用したい各ページセット (あ

れば、自分自身で作成したものも含む) の隣にある白いボッ

クスにチェックを付けます。選択された全てのページセットに

チェックマークが付きます。

ステップ 2 の選択:ユーザーのホームページを選択します。

これは上記で選択した何れかのページセット、または既成

ホームページ (ユーザーが選択したページセットに自動的に

リンクされる) の 1 つになります。あるいは独自のページセ

ットを作成することもできます。

1 2 3 4 5

02
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ステップ 3 の選択:ホームページでページが表示される順序

を選びます。よく使用されるページセットを上部近くに置いて

も良いでしょう。

ステップ 4 の選択:入力方法 (スイッチ、アイトラッキング (視

線入力) など) を含む、[ユーザー設定] を調整します。ユー

ザー自身の 連絡先、音楽、よく使用するフレーズを追加し

たり、Eメールおよび電話番号またはメッセージング設定を

構成したりします。 

このステップで各セクションを完了します。「フレーズの追

加」などのオプションを選ぶと、別のウィンドウが開き、そこ

でこのユーザーに役立つフレーズを追加することができま

す。 

ステップ 5 の選択:Tobii Communicator の通常の 起動方法

を次から選びます： Windowsの起動時に、スタートページか

ら、または、ユーザーの ホームページ 、または 編集画面

から。

これらの設定の多くは、画面上部にある Windows メニュー

の [設定] から調整することもできます。 

02
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複数ユーザー用の設定

複数ユーザーが学校で 1 台のコンピューターを使用する場

合、各自、自分自身の Tobii Communicator 4 ユーザプロフ

ィールが必要になります。 

例えば、アシスタントのプロフィールは編集画面モードで開

いてマウスとキーボードで制御できるようにし、一方ユーザ

ーのプロフィールでは自動的にそのホームページが開き、

コントロールをスキャンするように構成することができます。

新規ユーザーの作成:メニューコマンド [設定]、[ユーザー] 

および [ユーザー管理] の順に選択します。新規ユーザー

名を入力します。

特定のユーザプロフィール (例えば、アシスタントではなく、

ユーザーの設定) で Tobii Communicator 4 を常に起動する

ようにすることもできます。 

起動ユーザーを設定するには、[設定]、[ユーザー]、[起動

ユーザーの変更] の順に選択します。

そのコンピューターで Tobii Communicator 4 の起動時に [

全てのユーザプロフィール] ページを開き、ユーザーが自分

のプロフィールを選択するようにすることもできます。[設定]

、[ユーザー] の順に選択します。次に [起動ユーザー] を選

択し、[起動時に自分のユーザプロフィールを選択] オプショ

ンにチェックを付けます。 

Tobii Communicator 4 の起動時に以下のようなページが表

示されるようになります 
:

02
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03 新規ページの作成とボタンの追加

新規ページセットの作成

スタートページから [新規ページセットの作成] を選択する

と、[新規ページセット ダイアログ] が開きます。

あるいは、Windows メニュー (実行画面で Esc を押す) が表

示されていること、あるいは編集画面 (Shift+F5 を押す) に

いることを確認し、[ファイル]、[新規] の順に選択して [新規

ページセット ダイアログ] を開きます。

新規ページセット ダイアログ

作成...

• 画面 1 または紙 2 用の空白のページセット

• デバイス テンプレート (印刷用のみ)

• アクティビティ テンプレート (印刷用のみ)

開く...

• 最近使用したもの

• マイ・ページセット

• 既成ページセット

• ブラウズ... (任意のページセット用)

新規ボタンの作成 

[新規ページセット ダイアログ] で、画面または印刷用の、

グリッドまたはフリーハンド ページセットを選ぶことができま

す。

03

1
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1. 独自のボタンを作成する:[ボタンの挿入] ツール  (
フリーハンド ページでのみ可能。グリッドページでは、
ボタンは行/列カウントが指定されているときに、間接
的に発生) を選び、マウスを左上から右下に対角線上
にドラッグしてページにボタンを追加します。ボタンを移
動、再形成、サイズ変更するには、クリック・ドラッグし
ます。 

2. ボタンのグリッドを作成する:空白ページで、[グリッドの
適用] ツールを選択します。隣接するアイコンを使って

行または列を追加/削除します。 

3. これらのボタンをクリック・ドラッグして、サイズを大きく
したり、位置を交換したりします。

単純に既存ページからボタンをコピーし、自分のページに貼

りつけることもできます。

画像、記号、音声の追加

1. [選択] ツール を使ってボタンを選択し、以下をクリ
ックします：

• テキスト  
の挿入

• 記号/画像  

03
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の検索と挿入

• 画像の編集ツール  

• ボタン  
内の要素の自由位置合わせ

• またはその他の音声/メッセージオプション へのアク
セス

画像の編集ツール

画像の編集ツールを使って記号/画像を変更できるようにな

りました。例えば:描く、色の変更、回転など。

  

自由位置合わせ

自由位置合わせと新規画像検索機能を使って、画像検索

で [追加] を選ぶことで、より多くの記号/画像をボタンに追

加できるようになりました。テキストツールを使うと、より多く

の文字や要素を追加することができます。

03
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基本機能 03

ボタン – 基礎

編集モード (Shift+F5) で編集アイコンを使って、ボタンの

色、境界線の幅、形状などを変更できます。

• ボタンのサイズを変更するには、ボタンを選択してから境
界線をドラッグして希望のサイズにします。 

• ボタンを移動する:グリッド ページで、移動したいボタンを
新しい場所へドラッグします。その場所にあったボタンと
自動的に場所が交換されます。グリッド ページ以外では
ボタンを自由に移動させることができますが、場所は自
動的に交換されません。

• ボタンは任意の形状に変更できます。これには多角形ツ

ール を使用します。ツールを選択してから、作成し
たい形状の各点をクリックします。

• 非表示ボタン (ボタンを削除せず、非表示にする) または
選択できないボタン (可視のボタンをアクセスできないよ
うにする) などが役立つこともあります。 
選択できないボタンはまた、スキャングループから除外さ
れます。ボタンを右クリックして [ボタン] を選択し、[非表
示] または [選択不可] のいずれかを選択します。

• 静的テキスト および 静的画像 は、自動的に選
択不可となるボタンです。これらは、説明や装飾の目的
で使用することができます。 

新規ページをページセットに追加する

1. 画面上部のメニューから [ページ] を選択してから、[新
規ページ] を選びます。

2. または [ページリスト] 内の既存ページを右クリックし
て、[新規ページ] を選びます。ここでページの複製また
は削除もできます。
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03

ページセットの保存

[ファイル]、[保存] の順に選択します。これが新規ページセ

ットの場合、セットに名前を付けるよう促されます。ページセ

ットは常に正しいユーザーの [マイ・ページセット] フォルダ

に保存してください。ユーザーを追加していない場合、デフ

ォルトではユーザー名は「ゲスト」です。
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04 メッセージ ウィンドウ

メッセージ ウィンドウでは、複数の記号や単語を組み合わ

せて文章にすることができます。Tobii Communicator 4 のメ

ッセージ ウィンドウには、テキストまたは記号メッセージ (ま

たは両方) が含まれています。メッセージ ウィンドウの作成

方法には 2 種類あります：ページ プロパティ の使用、また

はメッセージ ウィンドウボタンの作成です。

ページ プロパティの使用 

1. メッセージ ウィンドウを追加するページを開き、[ページ]
、[ページ プロパティ] の順に選択します。[コンテンツ] 
タブを選択してから、「メッセージ ウィンドウの表示」の
隣のボックスにチェックを付けます。 

2. このタブには、メッセージ ウィンドウの位置 (ページの
上部または下部)、メッセージ ウィンドウのサイズまた
はアクション、メッセージ ウィンドウの画像の記号サイ
ズなどの、その他の役立つ設定があります。これらの
設定はセット内の各ページに適用されます。 

04
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メッセージ ウィンドウ ボタンの作成

1. メッセージ ウィンドウを追加するページを開き、[ボタン

の挿入] ツールを使ってボタンを挿入します。  これ
はユーザーが選択するサイズ、形状および位置の何れ
かになります。   

3. ボタンの左上隅には自動的にラベルと小さい「歯」が付
き、これが「メッセージ ウィンドウ」であることを示しま
す。

動作させる

メッセージ ウィンドウを作成したら、ページ上のボタンが、メ

ッセージ ウィンドウに対して「話す」ことができることを確認し

ます。メッセージ ウィンドウに送信する、テキストまたは記号

が含まれるボタンを全て選択します。一度に複数のボタンを

選択するのが最も効率的です (通常の Windows のマウスア

クションとキーボードショートカットを使用して)。

1. [ボタン テンプレート] タブの [書き込み] セクションの
下に、2 つの既成ボタン テンプレートがあります。[ボタ
ンテキストの書き込み] を選びます。動作確認をするに
は、F5 を押し (実行画面の場合)、ボタンをクリックしま
す。編集画面に戻るには Shift+F5 を押します。

2. [ボタン テンプレート] タブの [メッセージ ウィンドウ] セ
クションの下に、既成ボタン テンプレートがあります。ボ
タンをクリックしてから、テンプレートリストから希望のオ
プション ([テキストと記号] メッセージ ウィンドウ、また
は [テキスト] のみ) を選択します。

04
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様々なメッセージをメッセージ ウィンドウに送信する

メッセージ ウィンドウが、ボタン上で可視/書かれているもの

以外の内容を書いたり言ったりすることが可能です。ボタン

に何も文字を書かないことも可能です。

1. メッセージ ウィンドウに送信するテキストを変更する:メ
ッセージを変更するボタンを選択します。[スマートボタ

ンタイプとアクション] ツール 、[プロパティ] の順に
選択し、[書き込み] ボタンアクション ダイアログを開き
ます。ここで、メッセージ ウィンドウに送信したい代替テ
キストを書き込むこともできます。

2. 話す内容を変更する:ボタンを選択し、[音声] ツールを
使用します。これによって、ボタンをアクティブ化した際
に話される内容が変わります。 
 
メッセージウィンドウが話す内容を変更する:ボタンを選
び、書き込みアクションのプロパティに進み、「内容を読
むとき」セクションの適切なオプションを選択します。

04
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メッセージウィンドウの内容の編集など。

1. 消去、読み上げ、メッセージ内でのカーソルの移動など
を行うボタンを作成する:新規ボタンを作成し、それを右
クリックして [ボタンのアクション] を選択します。[メッセ
ージ ウィンドウ] タブを選択します。ボタンに「追加」でき
るアクションのリストがあります – これらの効果的なオ
プションを活用して、その機能を確認してみてください。
アクションをクリックすると、その機能の説明が表示さ
れます。[追加] を選択します。

04
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05 読上げ、音声および録音

Tobii Communicator 4 の音声機能は、以下の目的で使用で

きます:

• 話し言葉の生成 (合成音声を使って、コンピューターがテ
キストを「読み上げる」)

• 聴覚のプロンプトとサポートの提供

• 独自の録音済み音声の再生 (自分のライブラリに保存で
きる)

• 音声と音楽ライブラリの再生、サウンド効果など 

まず、コンピューター上の音声が機能することを確認します 

– Windows の音声設定、およびスピーカーのスイッチが入っ

ていることを確認します。

音声設定：

[設定] / [音声設定] を選択すると、以下のダイアログボック

スが開きます。

1. 合成音声/声

[音声設定] で、合成音声に使用したい声を選択します。

2.可聴合図

視覚障害のあるユーザー、またはボタンの内容のプロン

プトを聴くことが有効なユーザーには、この機能は非常に

役立ちます。スキャニングを使用するユーザーには、Tobii 

Communicator 4 はスキャンが進む際にスキャングループの

1 2 3

05
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名前を読み上げることができます。[音声設定] の下の [可

聴合図] タブでは、多数の設定が利用できます。

3.入力時に読み上げる

メッセージウィンドウに入力する際に、各文字、単語、また

は文章を読み上げるかどうかを制御できます。これは、書

いているときに追加サポートが必要なユーザーに非常に役

立ちます。

4.再生デバイス

ヘッドフォン又はスピーカーなどの異なる再生デバイスで

Communicatorからの様々な種類の音を選択し、再生できま

す。音声キューおよび携帯コールなど、ユーザーがプライベ

ートで音声を楽しみたいときに便利です。

ボタンの音声

ボタンを押したときに出る音声を変更する、またボタンが提

供する視覚合図の詳細を指定する:

1. [ボタンの音声] ツール を選択し、希望のオプション
にチェックを付けます。 

2. デフォルトでは、Tobii Communicator 4 は、「合成音声」
オプションが選択されていない限り、ボタンに書かれて
いる内容をそのまま「読み上げ」ます。

3. ボタンに書かれていること以外をボタンが話すようにす
る場合：

• 合成音声の使用:[このテキストを読み上げる] オプション
を選択します。[音声] ツールからもこれを行うことができ
ます。

• 録音済み音声の使用:以下を参照してください。

音声の録音

ノート型 PC の多くにはマイクが内蔵されていますが、多く

の場合、録音の質は外部マイクの方が高くなります。

1. 実行画面で、変更するボタンを右クリックし、[ボタンの
編集..] を選択すると、[ボタンの編集ウィザード] が始ま
ります。  

2. [次へ]、[クリック時に音声を出す] の順に選択します。 

3. [録音済み音声] を選択します。(4 を参照)

4. [音声の録音] を選択します。(5 を参照)

05
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基本機能

5. 音声を録音し、録音済み音声を保存します。 
 
慎重に音声に名前を付けるようにしてください。[ボタン
の編集ウィザード] を使って音声を録音する場合は、ウ
ィザードは自動的にファイルに正しい名前を付けます – 
Tobii Communicator 4 は、録音済み音声ボタンに対し、
テキストに合うような名前を自動的に検索します。例え
ば、音声に「音声 1」などではなく、「笛」という名前を付
けます。これらは全てユーザーの [マイ録音済み音声] 
フォルダに追加され、Windows のフォルダを同じ方法で
コピー、管理ができます。

音声ライブラリ

Tobii Communicator 4 は複数の音声ライブラリをサポート

することができます。例えば、インターネットからの音声ファ

イルのコレクションや、自分で録音した音声などです。これ

らの音声ライブラリの検索場所を Tobii Communicator 4 に

伝える:

[ツール] / [音声ライブラリ]、[新規] の順に選択します。そ

れから、新規音声ライブラリの場所をブラウズします。将来

の使用のために、説明的、または実用的にライブラリに命

名しても良いでしょう (例えば、「私のオーディオブック」など)

。

05

4
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05

スマートボタン

ユーザーが、音量を調節、音声を変更 (例えば、ある状況で

はささやく声に切り替える - コンピューターに様々な音声が

インストールされている場合)、あるいは再生しているサウン

ドファイルを停止できるようなボタンを作成できます。 

1. [スマートボタンのタイプとアクション] ツール 、[追
加] の順に選択してから、[音声] タブを選びます。ここ
でいくつかのオプションを選び、ボタンに追加すること
ができます。
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06 ページのナビゲーションとリンク

ページセット内に複数のページがあり、ユーザーがあるペ

ージから別のページに移動する必要がある場合、これらの

リンクを実行できるボタンが必要になります。例えば、「食べ

物」というラベルが付いたボタンを、ユーザーの全てのお気

に入りの食べ物が含まれるページにリンクすることができま

す。

リンクボタンの作成

1. リンクをボタンに追加する前に、まず、リンクしたい全て
のページ (リンク先/リンク元) を作成します。これは編
集画面 (Shift+F5) で行います。新規ページを追加する
には、編集ウィンドウの左側にある [ページリスト] 内
のページを右クリックし、[新規ページ] を選択します。 

2. リンクを追加したいボタンを選択してから [リンクの追

加] ツール を選択するか、またはボタンを右クリッ
クしてから [ボタンのアクション]、[その他] タブ、[移動] 
の順に選択します。新規ウィンドウが開き、そこでリンク
先を選択できます。 

3. [ページに移動] を選択すると、このページセ
ッ ト 内 の 全 ペ ー ジ が 表 示 さ れ た ウ ィ ン ド ウ が 開
き 、 そ こ か ら ペ ー ジ を 選 択 す る こ と が で き ま す 。
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4. いくつかの一般的なリンク用に作成された [ボタンテン
プレート] もあることを覚えておいてください (編集ウィン
ドウの左側のリストを参照)。

リンクの原則

全てのリンクボタンを各ページに一貫して置くことで、ユー

ザーはナビゲーションボタンの場所を覚えやすくなります。

ユーザーがボタンをうっかりと選んでしまう場合はボタンを

少し変わった場所に置いたり、あるいはユーザーが頻繁に

ナビゲートしたい場合は簡単にアクセスできる場所に置い

ても良いでしょう。 

リンクボタンは任意の外観にすることができますが、次の

ページの内容を示す画像やテキストを付けると便利です。

これを 色のコーディング によって行うこともできます。例え

ば、青いリンクボタンを、背景が青いページにリンクします。

     

06
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他のページセットへのリンク

同じページセット内の別のページだけではなく、別のページ

セットへリンクすることができます。例えば、ユーザーが、コ

ミュニケーション ページセット、ゲームページ、リモコンなど

へのリンクが含まれる「ホーム」ページを持っているとしま

す。

1. 任意のリンクに関して、リンクを追加したいボタンをクリ

ックし、[リンクの追加] ツールを選択します。  

2. [ページセットへ移動] を選択して、リンクしたいページ
セットをブラウスします。既成ページセットの 1 つを選
択、あるいは、自分自身のページセットがある場合は、
これらのページセットは通常 [マイ・ページセット] フォル
ダにあります。

ページのオープン/クローズ時のアクション

ページのオープン/クローズ時にアクションが実行されるよう

にすることもできます。例えば、ユーザーが現在のページを

離れるときに、再生されていた音声を停止することができま

す。

編集ウィンドウの左側にある [ページリスト] 内のページを右

クリックし、[ページのアクション] を選択してから、[ページオ

ープン時のアクション] または [ページクローズ時のアクショ

ン] を選択します。

 

3. この例では、[ページクローズ時のアクション]、[音声] タ
ブ、[再生の停止]、[追加] の順に選択します。

4. ページが閉じる度に (すなわち、ボタンのリンクがこの
ページを離れるとき)、任意の音声の再生が停止しま
す。

06
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ページセットのオープン/クローズ時のアクション

上記のように、新規ページセットのオープン/クローズ時に

アクションを実行させることができます。例えば、ユーザー

がテキストメッセージング ページセットを閉じるときに、削除

済みメッセージを消去することもできます。

1. [ファイル]、[ページセットのアクション] を選択してか
ら、[ページオープン時のアクション] または [ページクロ
ーズ時のアクション] のいずれかを選択します。

2. この例では、[ページクローズ時のアクション]、[モバイ
ル] タブ、[削除済みメッセージの消去]、[追加] の順に
選択します。
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07 ボタンのアクション、スマートボタンおよび
　 ボタンテンプレート

様々な種類のボタンや、ボタンの編集・作成方法を知る

と、Tobii Communicator 4 のパワーを最大限に活用すること

ができます!新規ボタンを作成するときは、この基本要素セ

クションがその実現方法を説明します。

ボタンのアクション

ボタンに以下のような動作をさせたい場合:メッセージを書

く/話す、別のページにジャンプ、別のプログラムを起動な

ど。これを行うには通常、アクションをボタンに追加します。 

1. ボタンを右クリックして [ボタンのアクション] を選択す
ると、利用可能な全てのボタンのアクションが含まれる
ウィンドウが開きます。様々なタブや、ボタンが実行で
きるいくつかのアクションを、時間をかけて確認してくだ
さい。

2. 例えば、ボタンを使ってコンピューターの音量を下げる
ことができます。[音楽プレイヤー] タブを選択し、[音量] 
をクリックします。右側にある、アクションの説明に留意
してください。[追加] を選択します。これによって、音量
を上げ下げできるウィンドウが開きます。

3. 1 つのボタンに複数のアクションを追加し、また [追加
済みアクション] ウィンドウの右側にある上下矢印を使
って、アクションが発生する 順序 を制御できることに留
意してください。

07
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スマートボタン

スマートボタンは、ユーザー用に事前プログラムされた追加

機能を持つボタンです。例えば、マッチゲームを作成する場

合、一致する 2 つのボタンが連続して選択されたかどうか

を確認する方法を既に知っているボタンを作成することがで

きます。 

これは既成のスマートボタンを使って行います。その内の 1 

つは「アイテムの一致」ボタンです。

1. ボタンを右クリックして、[スマートボタンのタイプ] また
は自分で作成したボタンを選択してから、[スマートボタ

ンのタイプとアクション] ツール 、[変更] の順に選
びます。

2. [ゲーム] タブ、[アイテムの一致] の順に選択します。こ
れでボタンはスマートボタンになりました。多くの情報が
含まれていますが、作成するのは非常に簡単です! 

3. 様々なタブや、作成できるいくつかのスマートボタンを、
時間をかけて確認してください。

ボタン テンプレート

最 も 頻 繁 に 使 用 さ れ る ボ タ ン の ア ク シ ョ ン

お よ び ス マ ー ト ボ タ ン の 一 部 は 、 ユ ー ザ ー

用 に あ ら か じ め 作 成 さ れ て お り 、 編 集 画 面  
(Shift + F5) の [ボタンテンプレート] リスト内で利用できま

す。

07
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1. ボタンテンプレートを使用するには、ボタンを選択し、[

選択] ツール が有効になっていることを確認してか
ら、ボタンをクリックします。

2. [ボタン テンプレート] リストで、適用したいテンプレート 
(例えば、「ボタン テキストを書く」では、テキストをメッセ
ージ ウィンドウに送信します) を選択します。これらの
多くでは、ユーザーの選択を示すためにラベルがボタ
ンに追加されます。 

 

3. 利用可能なプロパティ (ボタンにテキストを送信、ある
いは異なるメッセージをメッセージ ウィンドウに送信す
るかどうかなど) を調整するには、ボタンをダブルクリッ
クして、適用したアクションをクリックしてから [プロパテ
ィ] を選択します。ここに調整可能なプロパティがある
場合は、その他のオプションが含まれるウィンドウが開
きます。 
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08 ページのバックアップ、インポートおよび
　 エクスポート

ページセットとデータのバックアップ

パーソナライズしたページセットとユーザーデータ (連絡先、

フレーズ、設定など) をバックアップすることは極めて重要で

す。 

ユーザーのページセットを変更する度に、忘れずにバックア

ップを行ってください。これによって、再インストールが必要

な場合に時間を節約でき、またユーザーの個人ページを保

存できます!

1. バックアップを行うには、メニューコマンド [ファイル]、[
設定とデータのインポート/エクスポート] の順に選択す
ると、ユーザーを支援するウィザードが開きます。 

 

2. [選択した設定とデータのエクスポート] をチェックし、[
次へ]、[標準エクスポート] を選びます。通常は標準エ
クスポートで十分であり、ユーザーのページセット、録
音済み音声、フレーズ、連絡先、辞書および文法の設
定が全て収集されます。

3. 次にアーカイブに名前を付けます。これは通常ユーザ
ー名になります。

4. このバックアップの保存場所の選択が重要です。バック
アップを別のコンピューター、外付け USB メモリデバイ

08
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ス、または CD に保存することをお勧めします。これに
よって、データは安全に保存され、必要に応じてインポ
ートすることができます。

ページセットとデータのエクスポート

ユーザーのページと設定をエクスポートして別のコンピュー

ター、または通信デバイスで使用する場合、上記ステップ 1 

～ 4 に従います。

ページセットとデータのインポート

1. [ファイル] メニューコマンド、[設定とデータのインポー
ト/エクスポート] の順に選択すると、ユーザーを支援す
るウィザードが開きます。 

2. [選択した設定とデータ] にチェックを付け、インポート
したいファイルの場所をブラウズします。ファイルは、そ
のファイルを保存または転送するために使用した CD 
またはメモリデバイス上にある場合があります。[完全
インポート] を選択します。

3. これらのページセットと設定を適用するユーザーをここ
で決定することができます。これは既存ユーザーまた
は新規ユーザーになります。

4. 必要に応じて、[設定]、[ユーザー] を選択してから、メ
ニュー (不可視の場合は F10 を押す) から [ユーザー
の変更] を選択して、ユーザーを変更することができま
す。

08
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他のソフトウェアで作成されたファイルのインポート

他のソフトウェア (SD Pro や Boardmaker など) で作成した

ボードをインポートして使用することができます。SD Pro の

場合:

1. メニューから [ファイル] を選択し、SD Pro ファイルをイ
ンポートします。ユーザーを支援するウィザードが開き
ます。 

2. コンピューター上の SD Pro ファイルの場所をブラウズ
し、[次へ] をクリックしてウィザードを進めます。 

3. 個々の各ページは、ユーザーの [マイ・ページセット] フ
ォルダ内でサムネイル表示されます。ここからフロント/
開始ページを選び、通常のようにボードを使用します。

08
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09 独自のホームページの作成

ホームページは、ユーザーにとっての「メイン」ページであ

り、コンピューターのデスクトップに似ています。ホームペー

ジは、単純にユーザーが選択したページセットの 1 つ (おそ

らく最も頻繁に使用するページ)、あるいはユーザーがアク

セスしたい全ページセットへのリンクが含まれる「メイン」ペ

ージになります。いくつかの既成ホームページをパーソナラ

イズするか、あるいは独自のホームページをデザインする

こともできます。

既存ページの使用または修正

1. [スタート ページ] から、[セットアップウィザード] を選択
します。[ステップ 1] をクリックし、ユーザーが必要なペ
ージセットを選択します。

2. [ステップ 2] をクリックします。ページの画像をクリックし
て、ホームページを選択します。それから [ステップ 5]
、[ホームページに移動] の順に選択します。 

3. 実行画面 でホームページが開きます。このページをそ
のまま使用する、あるいはこれを基本モデルとして、独
自のページを作成することもできます。

09
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4. ホームページを変更するには、Shift+F5 を押して編集
画面に移動します。ボタンのサイズ変更、ボタンの移
動、ページ背景の変更、ボタンの削除/追加などを行い
ます。必要なボタンを削除しないように注意してくださ
い! 

5. 以下の例では、ページを簡易化するためにボタンは削
除されています。また、スクロールボタンは大きくなって
います。ボタンをクリック・ドラッグして、移動 または サ
イズ変更します。

 

 

6. 修正済みのホームページを、ユーザーの [マイ・ページ
セット] フォルダに保存します。これで、「セットアップウ
ィザード」を使用する際にホームページを選択できるよ
うになります。

09
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独自のホームページのデザインと作成

1. ユーザーが必要なページセットを選択したことを確認し
ます。これを行うには、[スタートページ] で、[セットアッ
プウィザード]、[1:ページセットの表示と選択] の順に選
択します。必要なページの隣にあるボックスにチェック
を付けます。

2. [スタートページ] から [新規ページセットの作成] を選択
すると、[新規ページセット ダイアログ] が開きます。[作
成...] の下で、[空白のページセット] > [画面用フリーハ
ンドページ] を選択します。空白のページが開きます。

3. ユーザーが 4 種類のページセットにアクセスすると仮

定すると、例えば、背景の画像をパーソナライズし、ユ
ーザーの新規ホームページ用にラベルを作成したり、
ユーザーを 4 種類のページセットに導くボタンを追加し
たりできます。

4. [ページリスト] 内のページを右クリックし、[ページのプ
ロパティ]、[背景] タブの順に選択します。例えば、こ
こで色を変更したり、個人の写真をブラウズしたりしま
す。

09
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5. 「静的」ラベル (ユーザーが選択できないラベル) 、例え
ば「サムのホームページ」を追加するには、[静的テキ

ストの挿入]アイコンをクリックし、 ページにボタンを

描きます。[テキストの挿入] アイコン をクリックして
ボタンにテキストを書きます。テキストのフォント、色、
サイズなどを編集できます。最後に、[ボタンの挿入] ツ

ール および [オブジェクトの複製] アイコン (作
成した最初のボタンがコピーされる) を使ってページセ
ットに必要なボタンを描きます。

6. 全ての 4 つのボタンを強調表示させて [スマートボタ

ンのタイプとアクション] アイコン、 をクリックしま
す。[変更]、[ホームページ] タブの順に選択し、[選択
したページセット アイテム] をクリックします。[OK]、[
保存] の順にクリックします。これで、ユーザーにその
ボタンタイプを知らせるラベルがボタンに付きました。 
実行モード (F5 を押す) では、これらのボタンはユーザ
ーが選択したページに自動的にリンクします。

09
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7. 新規ページセットをユーザーのホームページにす
る:Communicator の [スタート ページ] で、[セットアップ
ウィザード] > [ホームページ] を選択します。[ブラウズ] 
をクリックして新規ファイルを検索します。ユーザーが
ページセット内で「ホーム」を選択したときはいつでも、
新規ホームページが開きます。

09
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10 Eメールと Tobii Communicator 4 の構成

Tobii Communicator 4 は、無料のインターネットベースのプ

ロバイダーのものを含めて、ほとんどの Eメール サービスで

動作します。ユーザーは各プロバイダーから提供される独

自の設定が必要です。プロバイダーに連絡するか、または

お使いの Eメールソフトウェアで情報を探してください。 

Gmail は広く使用されている、無料のインターネットベースの 

Eメール プロバイダーです。以下に、Gmail を使って Eメール

を送受信するための、Tobii Communicator 4 の構成方法が

説明されています。

1. www.google.com で標準の画面上の指示に従い、Gmail 
アカウント を作成します。

 

2. アカウントを作成しログインしてから、Gmail アカウント
で POP を有効にする:

• [設定] リンクを選択します。

• [転送と POP/IMAP] タブを選択します。

• [全てのメールに POP を有効にする] の隣にあるボタ
ンにチェックを付けます。

• [変更の保存] をクリックします。

• Eメール アカウントからログアウトします。

10
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3. Tobii Communicator 4 の起動

4. Tobii Communicator 4 のメニューで、[設定]、[Eメール
の設定] の順に選択します。

5. 自分の名前、Gmail アドレスおよびパスワードを使っ
て、[アカウント]、[受信]、[配信] および [詳細] タブを、
以下の画像に示されるように設定します。

10
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自分の名前、Gmail アドレスおよびパスワードを入力しま

す。古いメッセージをサーバーから削除する頻度を決定しま

す。

 

日本語で電子メールを送る際にはエンコード内の電

子メールを送る際にシフト－JISエンコードを使用す

る」が選択されていることを確認して下さい。します。

10
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画像が示す通りに構成します。

注記:

プロバイダーの多くは、Outlook Express の Eメールの設定に

関する情報を提供しています。これは Tobii Communicator 4 

の場合に必要となる設定に似ており、Outlook Express 用の 

Eメールの設定方法の情報があれば、たいてい、必要な情

報が揃います。 

また、使用するプロバイダーに関わらず、プロバイダーは通

常、必要な POP3 と SMTP の詳細情報を提供します。これ

らの情報を Tobii Communicator 4 の Eメール構成の設定ペ

ージで入力します。

10
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11 視力操作設定

TCommunicator内のTobii視力操作設定

Tobii Eye Tracker モジュールが含まれるデバイス上で Tobii 

Communicator を実行している場合、[設定] ページ、[入力] 

タブ、[Eye Tracker Settings] に追加のボタンが現れます (1 

を参照)。保持･停留時間 (選択に必要な時間)、クリックタイ

プ (スイッチ、保持・停留 (Dwell)、またはまばたきなど) など

のユーザプロフィールの基本設定をここで調整できます (2 

を参照)。

   

 
アイコントロールのスマートボタンとアクション

自分のページにアイコントロール ボタンを作成すると役立

つことがあります。画像や話すアクションが含まれるボタン

を作成できるのと同様に、便利なアイコントロール機能を提

供するボタンを作成することができます。例えば、キャリブレ

ーションを開始するボタン、あるいはユーザーがトラックステ

ータス ボックスを見ることを可能にするボタンなどを作成す

ることができます。

その他のTobii視力操作設定 

追加視力操作設定はウィンドウズメニュー内の設定＞入

11
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力方法＞Tobii視力操作＞視力操作設定（３を参照）を選択

するか又はデスクトップ上のTobii視力操作設定アイコンで

Tobii Communicatorを選択します（４を参照）。

設定の調整

以下に表記されているすべての視力操作設定は視力操作

設定内のCommunicatorを使用することによりアクセスでき

ます。使用する際はCommunicatorウェルカムページ上の設

定アイコン、又はCommunicatorのウィンドウズメニュータブ

からアクセスしてください。Tobii視力操作設定デスクトップア

プリ上のショートカットを通して設定を調整することができま

す。新規ユーザープロフィールの作成など、Tobii視力操作

設定のウィンドウズデスクトップアプリケーションを使用しな

いと実行できない操作がいくつかあります。

視力操作アクティブ化方法は３つあります：保持・停留、ま

ばたき、スイッチです。(5 を参照)

a. 保持・停留 (Dwell) では、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。 
 

11

3

4



49

11

 
 
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 
(Dwell) 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 (Dwell) 時間を短くします。

b. スイッチ では、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。

c. まばたきでは、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、対応する種類のアイコントロール アクセ

スの隣に記載されています:スイッチ、まばたき、保持・停留 

(Dwell)。 

これらの設定は、Tobii Eye Control Options にあり、またア

イコントロールは Tobii Communicator 内でアクセス可能で

す。(6 を参照)

注記:アイコントロール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

6
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レイアウトから始めると簡単です。また、初めてアイコントロ

ールを使用するときは、頻繁に休憩をとることをお勧めしま

す。

新規ユーザプロフィールの作成

デスクトップから、[Tobii Eye Control Options] アイコン、[ユ

ーザプロフィール] の順に選択します。「メガネをかけたセー

ラ」などの新規プロフィールを作成します。新規プロフィール

を、このウィンドウの上部のドロップダウンリストから選択し 

(7 を参照)、[OK] または [適用] を選択すると、そのプロフィ

ールは「アクティブ」になり、Tobii CEye Settings 内で利用可

能なプロフィールとして現れます。プロフィールの設定の調

整を行う前に、適切なプロフィールが選択されていることを

常に確認してください。

「アイトラッキング (視線入力) のユーザプロフィール」は

「Tobii Communicator ユーザー」とは異なります。1 人の 

Tobii Communicator ユーザーが複数のユーザプロフィール

を持つと便利なことがあります。例えばユーザーがメガネを

かけるときなどにアイトラッキング (視線入力) のニーズの変

更に合わせる際などです。 

また、学校や病院などで 1 つのデバイスを複数のユーザー

が使用する場合、各自、(個人のページセットが含まれる) カ

スタマイズされた Tobii Communicator ユーザー、および 1 

つまたはそれ以上の (個人のページセットが含まれる) カス

タマイズされたアイトラッキング (視線入力) ユーザプロフィ

ール (キャリブレーション、保持・停留 (Dwell) 時間などが含

まれる) を持つ必要があります。

11
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Tobii Communicator の新規ユーザーを作成した際は、その

ユーザー用のアイコントロール プロフィールが自動的に作

成され、Eye Tracker Settings のプロフィール リストに現れ

ます。

11
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12 携帯／ブルートゥース®

Iシリーズのブルートゥース®を通しての携帯

携帯を接続

1. 携帯のブルートゥース®と可視がオンになっていること
を確認して下さい。

2. ウ ィ ン ド ウ ズ メ ニ ュ ー 内 で 設
定 ＞ 携 帯 設 定 を 選 択 し ま す 。 
一般タブ内でブルートゥース®が有効になっていること
を確認し、１を参照します。

3. 有 効 に な っ て い な い 場 合 は 操 作 セ ン タ ー ボ
タ ン を 開 き ま す 。 I シ リ ー ズ 操 作 セ ン タ ー 内 の
設 定 を 変 更 す る に は ２ を 参 照 し て く だ さ い 。  
Iシリーズ操作センターに関する詳細はIシリーズユーザ
ーマニュアルを参照してください。

4. 携帯に接続ボタンを選択し、３を参照します。

5. リスト内の接続する携帯電話を選択し、4を参照し
ます。その後、接続ボタンを押し、５を参照します。  
リスト内に携帯電話がない場合、同じくリスト内のステッ
プ１を確認し検索ボタンを選択します。その後、携帯電
話を検索するために６を参照してください。

6. 携帯上およびCommunicator内のポップアップウィンド
ウでOKを選択することで組み合わせコードをチェックし
承認する必要があります。

7. ユーザーのメッセージを接続するために携帯電話上でI
シリーズを承認する必要があります。

8. 接続ステータスの一般タブ内に選択された携帯電話が
表示されることを確認し、７を参照してください。

9. 完了するにはOKを選択します。

1
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12

4

5

6

7

携帯電話に再接続。

1. 携帯電話上でブルートゥース®がオンになっていること
を確認します。

2. ウィンドウズメニュー内で設定＞携帯設定を選択しま
す。

3. 再接続ボタンを選択し、１を参照します。

1
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携帯電話の接続を終了する。

4. ウィンドウズメニュー内の設定＞携帯設定を選択しま
す。

5. 一般タブ内の電話を忘れたボタンを選択し、１を参照し
ます。

1

Cシリーズ上の携帯

SIMカード（又はその他のコミュニケーションポート）を使用し

て接続する。

1. デバイス上にSIMカードがインストールされていることを
確認して下さい。

インストールされていない場合、

• SIMカードをインストールします。SIMカードのインストー
ルに関する詳細はCシリーズユーザーマニュアルを参照
します。

2. ウィンドウズメニュー内で設定＞携帯設定を選択しま
す。

3. 自動的に選択ボタンを選択し、１を参照します。

4. 接続ステータス内の一般タブに選択された携帯電話が
表示されていることを確認し、２を参照します。

5. 完了するにはOKを選択するか、又は中止する場合は
キャンセルを選択します。
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携帯／一般ブルートゥース®設定

コール設定

コール設定を変更するには、ウィンドウズメニュー内で設定

＞携帯設定を選択し、コールタブに進みます。

メッセージ設定

メッセージ設定を変更するにはウィンドウズメニュー内の設

定＞携帯設定を選択し、メッセージタブに進みます。

ログコミュニケーション

コミュニケーションの携帯内のログ記録を開始するには以

下を選択します。

ウィンドウズメニュー内で設定＞携帯設定を選択し、サポー

トタブに進みます。

Cシリーズ上の携帯ストレージ

新規メッセージを受信するために、携帯はフリーストレージ

キャパシティを保有する必要があります。従って古いメッセ

ージが一定の期間で削除されていることが重要です。

期間を設定するには、ウィンドウズメニュー内の設定＞携帯

設定を選択し、ストレージタブに進みます。



56

基本機能 13

13 赤外線リモコン

各リモコンページセット上でユーザーは  （ヘルプ）ボ

タンを選択することでヘルプページにアクセスすることがで

きます。ヘルプページ上でボタンの色の違いが説明されて

います。

リモコンのための赤外線コマンドを記録する。

 
1. ビュー準備－ページセット＞その他タブを選択します。

2. コマンドを追加するにはリモコンを選択します。

3. ボタンを 1 つ選択します。

4. 赤外線コマンドを追加するにははいを選択します。

5. 画面上の指示に従って下さい。

完了した後、ボタンの色がコマンド付きのボタンに変更され

ます。詳細はヘルプページを参照してください。

リモコンを使用するにはボタンを解除します。

1. ビュー準備－ページセット＞その他タブを選択します。

2. 設定を実行するにはリモコンを選択します。

3. ボタンを 1 つ選択します。

4. 赤外線コマンドを追加しない場合はいいえを選択しま
す。

5. ボタンを解除するにははいを選択します。

6. 画面上の指示に従って下さい。

完了した後、ボタンの色がコマンド付きのボタンに変更され

ます。詳細はヘルプページを参照してください。

リモコン操作ページセット上の解除ボタンをアクティブ化する

には、編集、削除および赤外線リモコンのための赤外線コ

マンドを追加を参照します。

リモコンを使用する。

1. ビュー準備－ページセット＞その他タブを選択します。

2. リモコンを選択します。

3. 操作するためにデバイス上の赤外線ポートがデバイス
に向いていることを確認して下さい。

4. ボタンを 1 つ選択します。
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可視フィードバックのために選択された機能がアクティブ化

され、ボタンが選択されている場合に、選択されたボタンが

点滅します。

二つのコマンドを組み合わせる

1.  （２つの赤外線コマンドを組み合わせる）ボタンを

選択し、ボタンが変更されます。  

2. [アクティビティの削除] 最初の赤外線ボタンを選択しま
す。

3. [アクティビティの削除] 2番目の赤外線ボタンを選択し
ます。

2番目の選択の後に赤外線コマンドは両方とも一括で送信

されます。

編集、削除および赤外線リモコンのための赤外線コマンドを

追加

ウィンドウズメニュー内で以下を選択します：ツール＞ユー

ザーの赤外線リモコン

1

既存の赤外線リモコンの編集：

1. 既存する赤外線操作を１つ選択し、１を参照します。

2.  （編集）ボタンの選択

3. 名前を変更します。 

4. 保存するにはOK、中止するにはキャンセルを選択しま
す。
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既存の赤外線リモコンを解除するには：

1. 既存する赤外線操作を１つ選択し、１を参照します。

2.  [削除] ボタンをクリックします。

3. 解除するにははい、中止するにはいいえを選択しま

す。

新規赤外線リモコンを追加するには：

以下を参照：リモコンの赤外線コマンドを記録、又は

1.  （赤外線リモコンを追加）ボタンを選
択します。

2. リモコンに名前をつけます。

3. 保存するにはOK、中止するにはキャンセルを選択しま
す。

編集、削除および赤外線リモコンのための赤外線コマンドを

追加

ウィンドウズメニュー内で以下を選択します：ツール＞ユー

ザーの赤外線リモコン

21

既存の赤外線リモコンの編集：

1. 既存する赤外線操作を１つ選択し、１を参照します。

2. 既存する赤外線操作を１つ選択し、２を参照します。

3.  （編集）ボタンを選択し、２を参照します。

4. 以下を変更します：  ：（記録）ボタンを選択し画面
上の指示に従い以下を変更します：名前、反復、信号
のテストおよび記録。 
 
受信者が希望するコマンドを実行するために赤外線コ
マンド内で反復値をより高値（基準３）に設定する必要
があります。
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5. 保存するにはOK、中止するにはキャンセルを選択しま
す。

既存の赤外線コマンドを解除するには：

1. 既存する赤外線操作を１つ選択し、１を参照します。

2. 既存する赤外線操作を１つ選択し、２を参照します。

3.  （解除）ボタンを選択し、２を参照します。

4. 解除するにははい、中止するにはいいえを選択しま
す。

新規赤外線コマンドの追加：

以下を参照：リモコンの赤外線コマンドを記録、又は

1. 既存する赤外線操作を１つ選択し、１を参照します。

2.  （赤外線リモコン追加）ボタンを選択
し、２を参照します。

3. 赤外線コマンド名を設定します。保存するにはOK、中

止するにはキャンセルを選択します。

4. 反復値、基準３を設定します。   
 
受信者が希望するコマンドを実行するために赤外線コ
マンド内で反復値をより高値（基準３）に設定する必要
があります。

5. 信号を記録するには  （記録）ボタンを選択し、画
面上の指示に従って下さい。

6. 保存するにはOK、中止するにはキャンセルを選択しま
す。

出力／インポートリモコン

1. ウィンドウズメニュー内で以下を選択します：ツール＞
ユーザーの赤外線リモコン

2. オプションを表示するを選択します。

3. 出力／インポートボタンを選択します。
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最後に

本マニュアルには、限られた指示および情報が含まれてい

ます。詳細情報については、バインダーまたはソフトウェア

内にある『ユーザーガイド』を参照してください。 

本マニュアル内の情報および機能は、Tobii Communicator 

4 Premium を参照しています。

[ファイル]、[設定とデータのエクスポート] の順に選択して、

個人のページセットとデータのバックアップを取ってくださ

い。ソフトウェアの更新を定期的に確認することも重要で

す。[ヘルプ] タブからこれを行うことができます。[更新の確

認] を選択します。高速で信頼性のあるインターネット接続

が必要です。

インターネット接続をお持ちでない場合のソフトウェアの更

新については、最寄りのサプライヤー、または当社のサポ

ートまでお問い合わせください。



61

注釈：
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