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Tobii Communicator 4
コミュニケーションと制御のための支援技術

目的

パソコン用の Tobii Communicator ソフトウェアを利用すれば、
コミュニケーション機能や身体に障害を持つユーザーのために、
ページセットを作成し、カスタマイズして実行することができます。

ページセットは、コミュニケーションボードから環境制御まで、さまざまな目
的に使用できます。その他の Communicator ページセットの一般的
な利用方法には、ゲーム、入力支援、メール送信、音楽プレーヤー、個
々のユーザーに適したダッシュボード、標準的なパソコンプログラム実行支
援などが挙げられます。

システム要件

Tobii Communicator 4 には、Windows XP 以降で動作するパソコン
が必要です。1 GB の RAM、200 MB の空き容量を推奨します。 最低
800 x 600 ピクセルのディスプレイサイズが必要ですが、それ以上の大
きさをお勧めします。

ページセットで読み上げ機能を使用するには、合成音声のインストールも必
要です。これにはさらにで最大  750 MB の空き容量が必要  です。
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Standard エディションおよび Premium エディション

Tobii Communicator 4 には、Standard と Premium という 2 つのエディションがあります。

Premium エディションでのみ使用できる機能は次のとおりです。

· メールをサポートするページセットと機能

· インターネットを使用したチャットをサポートするページセットと機能

· カレンダーと予定をサポートするページセットと機能

· 赤外線リモコン (IR) のサポート

このマニュアルでは両方のエディションについて説明します。Premium エディションのみで使用

可能な機能には、次のマークが付いています：Premium
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Tobii Communicator とは

Tobii Communicator は、Microsoft Windows ®; の搭載されたパソコンで実行されるプ
ログラムです。

Tobii Communicator は、コミュニケーション機能や身体に障害を持つユー
ザーのための支援技術です。

Tobii Communicator には、次のような既製ページセットが用意されています。

· 文字によるコミュニケーション

· シンボル用コミュニケーション

· スクリーン・キーボード

· ゲーム

· 音楽プレーヤー、Web カメラのサポートおよび画像ビューアー

· インターネットを使用したチャット  (インスタント  メッセージング ) 
Premium

· メールPremium

· 赤外線  (IR) コントロール  Premium

· カレンダー  Premium

     

文字によるコミュニケーションのためのページセットとマッチング・ゲームの

ページセット
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ユーザーは、ヘッドマウス、視線入力、スイッチ制御のスキャン、マウスまた

はジョイスティック入力など、さまざまな方法でページセットとのインタラク

ションが行えます。

ユーザーは千差万別

ユーザーは好みに合わせて選択した既製ページセットで  Tobii Communicator

を使用できます。  

セラピストは特定のユーザー向けにユーザー・インタラクションをカスタマイ

ズできます。セラピストは提供されたページセットをカスタマイズしたり、提

供されたパーツを独自のページセットで再利用したり、ページセットを最初か

らデザインすることもできます。



作業の開始
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Communicator のインストール

最初にインストールの準備をする必要があります。

準備

1. 作業を保存して、実行しているプログラムをすべて終了させます。

よくわからない場合は、画面の一番下に表示されている Windows のタスクバーを確認
します。ボタンがまだ表示されている場合は、終了させる必要のあるプログラムが少なくとも
1 つあります。

2. プログラムを終了させるには、ボタンの上にマウス ポインターを置いて右クリックします。

3. ポップアップしたメニューで  [閉じる]  を選択します。

プログラムの終了

4. プログラムに保存されていない作業がある場合は、保存するかどうかを確認するメッセージ
が表示されます。[はい]  を選択します。

Tobii Communicator 4 の CD がある場合

1. Tobii Communicator の CD を CD ドライブに挿入して、そのまま待ちます。

2. インストール プログラムが自動的に起動し、 次のような開始画面が表示されます。
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インストール  ウィザード

3. 画面の指示に従って、インストール プログラムによってインストールが完了するまで、[次へ]
をクリックします。

4. 次の画像が表示されたら、[完了 ]  をクリックして Tobii Communicator の CD を取り
出します。

インストールの完了
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Tobii Communicator ダウンロード用のリンクを使用する場合

1. パソコンがインターネットに接続されていることを確認します。

2. リンクをダブルクリックします。

3. ファイルを開くか、保存するかを確認するメッセージが表示されます。

[保存 ]  を選択し、パソコンでファイルが保存される場所を指定します。

4. ファイルがパソコンにコピー (ダウンロード) されたら、Windows Explorer でファイルの場所
を検索し、ファイル名をダブルクリックします。

5. インストール プログラムが自動的に起動し、 次のような開始画面が表示されます。

インストール  ウィザード

6. 画面の指示に従って、インストール プログラムによってインストールが完了するまで、[次へ]
をクリックします。

7. 次の画像が表示されたら、[完了 ]  をクリックします。
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インストールの完了
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Communicator の更新

Tobii は、Communicator 4 の新バージョンを定期的にリリースしています。

パソコンがインターネットに接続されていれば、いつでも Communicator 4 の最新バージョンを
確認して、インストールを更新できます。

1. 必要に応じて、メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]   を選択して作業を保存します。

2. メニュー コマンド [ヘルプ] > [更新の確認 ]   を選択します。

3. 「更新を確認するには Communicator を終了する必要があります」というメッセージが表
示されます。

4. [OK]  をクリックします。

5. 画面の指示に従います。
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開始と停止

インストール プログラムによって、Windows デスクトップに次のアイコンが作成されます。

Communicator プログラム アイコン

Tobii Communicator を開始するには、このアイコンをダブルクリックします。

[スタート]  ボタンからの開始

通常、デスクトップの左下隅には Windows の [スタート]  メニューが表示されています。
[スタート]  ボタンから Tobii Communicator を開始するには、次の操作を実行します。 

1. [スタート]  ボタンをクリックします。

Windows の [スタート]  ボタン

2. [プログラム]  を選択します。

3. [プログラム]  メニューから、[Tobii]  を選択します。

4. [Communicator]  を選択します。

5. 最後に、[Tobii Communicator 4]  を選択します。

変更を加えなければ、Communicator はスタートページ から開始します。 

セラピスト用のスタートページ
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開始時に別のページを表示する場合は、別のスタートアップ ページセットを設定します。
メニュー コマンド [設定 ] > [セットアップ ウィザード] > [開始時のページセット] を選択します。

Communicator の停止

Communicator をどの方法で停止させても、 保存されていない作業がある場合は、保存す
るように確認するメッセージが表示されます。

· パソコンのキーボードで Alt + F4 を押します。どの画面にいるかにかかわらず、
Communicator が停止します。

· メニュー バーが表示されている場合は、メニュー コマンド [ファイル] > [Communicator の
終了 ]  を選択することもできます。
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実行画面または編集画面の選択

Tobii Communicator には、実行画面と編集画面があります。

実行画面は、主にユーザーのための画面です。実行画面では、ユーザーは誤ってページを変
更したり、ページセットを終了させたりする心配なく、安心してページセットのボタンを使用できま
す。実行画面のページセットは、全画面表示することができます。

全画面表示された実行画面のページセット

または、好きなサイズのウィンドウ内に表示して、ウィンドウの境界線やメニュー バーが表示され
るようにすることもできます。

ウィンドウ内に表示された実行画面のページセット

編集画面は、主にセラピストやヘルパーのための画面です。編集画面は、ページセットの作成
や変更、ページセットでのユーザー入力方法や応答のし方の調整、その他の設定の管理に使
用します。
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編集画面のページセット

関連項目 :

実行画面での表示 93
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実行画面と編集画面の比較

編集画面 実行画面

ページ上のボタンを押しても機能しない。 ボタンを押すと機能する。

ボタンは任意の方法で編集できる。 ボタンは限られた方法で編集できる。

新しいボタンと新しいページを作成でき
る。

ボタンのコンテンツは変更できるが、新しいボタ
ンやページは作成できない。

ボタンは自由に、または自動で配置でき
る。

ボタンは移動できない。

ウィンドウの境界線とメニューは常に表示
される。

実行画面では、タイトル バー、ウィンドウの境
界線、メニュー バーをオンまたはオフにできる。
ページセットは全画面表示することも、画面
の一部に表示することもできる。 

主にセラピストおよびヘルパー用。 主にユーザー用。

すべての設定を管理する。 ほとんどの設定を管理する。
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便利なショートカット キー

目的 ショートカット

編集画面に移動  (実行画面から) Shift + F5

実行画面に移動  (編集画面から) F5

実行画面  (全画面表示 ) で:メニュー バー
のオン/  オフの切り替え

F10

実行画面で:ウィンドウの境界線とメニュー
の表示を元に戻す

Esc

実行画面で:ボタンを編集する Ctrl + 左クリック

ポップアップ メニュー (すべての画面 ) 右クリック

印刷 Ctrl + P

ページセットを開く Ctrl + O

ページセットの保存 Ctrl + S

Tobii Communicator を終了する Alt + F4



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

作業の開始 2 7
2 7

実行画面のメニュー

実行画面のページセットを全画面表示で実行していると、メニュー バーが表示されません。
F10 を押すと、メニュー バーを表示できます。

実行画面で有効なメニュー コマンドである [ファイル]  メニュー、[ツール]  メニュー、および 
[設定 ]  メニューが使用できるようになります。これらのコマンドの機能は、別途説明します。

実行画面では、ページやボタンを描画することはできないため、[ボタン] 、[レイアウト]  および
[ページ]  の各メニューは省略されています。

[表示 ]  メニューには、次のような実行画面でのみ使用できるコマンドがいくつかあります。

実行画面での [表示 ]  メニューの表示

全画面表示: [ファイル] > [ページセットのプロパティ]  の [実行方法 ]  タブで設定されてい
る値にかかわらず、ページセットを全画面表示します。  

標準のツールバー: 次のような短いバージョンの標準ツールバーをオンまたはオフにします。ツー
ルの上にマウス ポインターを置くと、ヒントが表示されます。

実行画面の標準のツールバー

[ナビゲーション ツールバー] により、次のツールバーがオンになります。ナビゲーションツールバーを
使用すると、前に表示したページに移動したり、 [次へ]  ボタンで前のページに戻ったり、 [ホー
ム]  ボタンを押して、ユーザーのホームページに移動するなどして、ページセットを移動できま
す。
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実行画面のナビゲーション ツールバー

全画面表示でボタンを閉じる:  小さな別ウィンドウが画面に追加され、キーボードを使用せず
に全画面表示を終了できます。

全画面表示でボタンを閉じる

右クリック メニュー

実行画面でページの任意の場所を右クリックすると、このメニューが表示されます。 

実行画面の右クリック メニュー

ボタンにポインターを置いた状態で右クリックすると、メニューには  [ボタンの編集 ]  のコマンドが
表示されます。[ボタンの編集 ]  のコマンドについては  別途 説明します。

これ以外に、実行画面のコマンド メニュー全体の中から最も関連性の高いコマンドが表示され
ます。
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指定したページセットの使用

Tobii Communicator では、特に 4 種類の便利なページセットに簡単にアクセスできます。 

1. Communicator を開始します。

2. メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押します。

3. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ]   を選択し、次の     4 つのい
ずれかを選択します。

スタートページ

これはセラピスト用の既定の開始ページです。

既製ページセットの表示

このページには、すべての既製ページセットと、既定の
フォルダーであるマイ ページセットにユーザーが保存した
ページセットがあればそれらすべてが表示されます。

ユーザーのセットアップ

このページセットにより、セラピストは Communicator
をユーザー用に準備することができます。

ホームページ 

現在のユーザーのホームページとして選択されている
ページセットが実行されます。 
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既製ページセットを試す

Tobii Communicator には、テキスト用コミュニケーション シンボル用コミュニケーションボー
ド、スクリーン・キーボード、ゲーム、音楽プレーヤーなど、さまざまな既製ページセットが用意さ
れています。 

既製ページセットを試す方法

1. メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [既製ページセット]  を選択
します。

次の画面が表示されます。

すべての既製ページセットを確認

このページは、すべての既製ページセットと、既定のフォルダーであるマイページセットにユー
ザーが保存した独自のページセットすべての目次の役割を果たします。 

興味のあるページセットのタイプを表示するには、たとえば [ゲーム]  などのように、分類を
示すタブをクリックします。



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

作業の開始 3 1
3 1

縮小画像をクリックすると、その画像が示すページセットが実行されます。

8 個を超えるページセットが含まれる分類項目の場合は、右下のページ番号をクリックし
てください。

3. それぞれのページセットには、概要のページに戻るための [戻る]  ボタンがあります。[戻る] 
ボタンの外観と位置はページセットによって異なります。

前のページセット (既製ページセット) に戻るためのさまざまな形の戻るボタン
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ページセットのボタンの変更

ほとんどのセラピストの方は、既製ページセットを少し変更するだけでユーザーの要求に応えら
れることに気づかれることでしょう。

まず自分用のページセットのコピーを保存してから、そのコピーに変更を加えることをお勧めしま
す。

例として、ここでは 「好きな事、嫌いな事」 ページセットにあるボタン上の文字とシンボルを変更
する方法について説明します。

     

変更前 :ボールの上で跳ねる 変更後 :乗馬のレッスン

ページセットの自分用コピーの作成

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [既製ページセット]  を選択
します。

2. [画像 ]  タブで、「好きな事、嫌いな事」をクリックします  (または、変  更するページセットを
探してクリックします)。
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[ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [既製ページセット]  で変更して使用するペ
ージセットを探す

3. ページセットが実行画面で開きます。メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押
します。

4. メニュー バーが表示されたら、メニュー コマンド [ファイル] > [名前を付けて保存 ]  を選択
します。

Windows 標準の [名前を付けて保存 ]  ダイアログが開きます。

保存先のフォルダーが適切かどうかを確認

5. ダイアログの最上部で、保存先のフォルダーを確認します。 

ファイルは必ず、マイドキュメント > T obi i Communicator 4 >  ユーザー名 > マイペー
ジセットに保存してください。ここでユーザー名　は、Tobii Communicator のユーザー名
です。新たにユーザーを作成していなければ、ユーザー名は常にゲストになります。
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6. ダイアログの下の欄にページセットの新しいファイル名を入力します。

7. [保存 ]  をクリックします。

(元のページセットがユーザーのホームページの一部として選択されている場合、Tobii
Communicator によって、ホームページのリンク先を変更したページセットにするか、古い
ページセットにするか、または両方にするかを確認するメッセージが表示されます。選択し
て [OK]  をクリックします。)

これでユーザー専用のページセットが実行されます。タイトル バーの表示を確認してくださ
い。

ボタンを変更する 2 つの方法

ボタンを変更する方法は 2 つあります。

· 実行画面で ボタンの編集ウィザード を使用してボタンを変更します。ウィザードによっ
て順を追ってステップが説明されます。 

· 編集画面で ボタンのコンテンツ ツール を使用してボタンを変更します。コンテンツ ツー
ルとは、テキスト、画像、音声をすべて 1 つの操作で変更できる「ワンストップショッピング」
ダイアログです。

編集画面のボタンの変更

1 つの例として、ここでは 「好きな事、嫌いな事」 ページセットにあるボタン上の文字とシンボル
を、「ボールであそび」から「乗馬のレッスン」に変更する方法について説明します。

    

変更前 :ボールであそび 変更後 :乗馬のレッスン

ボタンの変更方法

編集画面で自分用のページセットを開きます。自分用のコピーを作成する方法については、こ
ちら を参照してください。

どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押します。 
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1. 変更するボタンをクリックして選択します。

2. コンテンツ ツールをクリックします。

コンテンツ ツール

[コンテンツ ツール]  ダイアログが表示されます。

画像以外も変更可能

3. [ボタンの文字 ]  フィールドの「ボールであそび」を消して、「乗馬のレッスン」を入力します。

4. [検索 ] フィールドに、「馬」と入力します。

[画像 ] の領域が更新され、説明に馬が含まれる画像が表示されます([含む]  オプション
を使用すると、選択肢となる画像が最も多く表示されます)。 
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最も多くの検索結果を表示するには、[含む]   オプションを選択

5. 使用する画像をクリックします。

6. このボタンには音声はありません。[音声 ]  の領域で、[文字の読み上げ]  オプション ボタン
をクリックしますが、テキスト フィールドは空白のままにします。

7. [保存 ] をクリックします。

8. [閉じる] をクリックします。

9. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ] (Ctrl+S)を選択してページセットを保存します。
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実行画面のボタンの編集ウィザード

1 つの例として、ここでは 「好きな事、嫌いな事」 ページセットにあるボタン上の文字とシンボル
を、「ボールであそび」から「乗馬のレッスン」に変更する方法について説明します。

     

変更前 :ボールであそび　 変更後 :乗馬のレッスン

ボタンの変更方法

実行画面で自分用のページセットを開きます。自分用のコピーを作成する方法については、こ
ちら を参照してください。

どの画面にいるのかわからない場合は、F5 を押します。 

1. 変更するボタンの上にマウス ポインターを置きます。 Ctrl + 左クリックします。これはキー
ボードの Ctrl キーを押しながら、左のマウス ボタンをクリックするという意味です。

導入画面が表示された状態のボタンの編集ウィザード

この画面を今後表示しない場合は、[次回からこのページをスキップ]  チェックボックスをク
リックします。

2. [次へ]  をクリックします。

ウィザードがボタン上の文字のステップに移動します。
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このステップで文字を編集

4. この例では「乗馬のレッスン」と入力します。

現在のボタンの文字が選択されていることに注意してください (青 )。入力した文字が選択
されている文字に置き換わるため、新しい文字を入力する前に古い文字を消す必要はあ
りません 。

5. [次へ]  をクリックします。

ウィザードが画像のステップに移動します。

[参照 ]  ボタンをクリックします。次のダイアログが表示されます。

このステップで画像を選択

6. [検索 ]  フィールドに「馬」と入力します。[ 含む]  のオプションボタンをクリックすると、選択
肢となる画像が最も多く表示されます。
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7. 使用する画像をクリックしてから、[保存 ]  をクリックします。

8. ウィザードに戻って、[次へ]  をクリックします。

ウィザードが音声のステップに移動します。

このステップで音声を決定

9. この例では、[音声なし]  を選択します。

10. [完了 ]  をクリックします。

ウィザードが閉じます。

ページに変更が反映されます。

11. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ] (Ctrl+S) を選択して作業を保存します。





ユーザーのセットアップ

第

3
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セットアップ ウィザードの使用

セットアップ ウィザードという特別なページセットは、Tobii Communicator を特定のユーザー
向けにセットアップするときに便利です。

セラピスト以外に複数のユーザーが同じパソコンを使用する場合、ユーザーの作成方法につい
ては、ユーザー プロファイル を参照してください。ユーザーを作成してから、設定やページセッ
トを含むプロファイルの作成対象になるユーザーに切り替えます。

セットアップ ウィザードの開始

1. Tobii Communicator を開始します。

2. メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押します。

3. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

次の画面が表示されます。

画面の上部に 5 つのステップが表示される

セットアップ ウィザードに従うと、上部に表示される数字の付いたボタンの順番で、セット
アップの 5 つのステップが実行できます。

それぞれのステップで、[この画面について]  ボタンをクリックすると、画面上にヒントが表示さ
れます。詳細な手順については、以下を参照してください。
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セットアップ ウィザードの 5 つのステップ

多くのユーザーは、様々な日常のニーズに合わせて作成した多様なページセットにリンクする
ホームページを利用します。最初の 3 つのステップは、ユーザー用のページセットを選択し、
ホームページへリンクさせ、ページセットの順番等を整理します。

· ページセットの表示と選択

· ホームページの選択

· お気に入りと順番

セラピスト以外のユーザーがTobii Communicator せん。スイッチやスキャンを使用するユー

ザーもいれば、タッチスクリーンや視線入力などのポインティングデバイスを使用するユーザーも
います。ステップ 4 では、実行画面でのユーザーが利用する入力方法など  Communicator
のページセットとのインタラクションの詳細を決定します。 

メールやテキスト メッセージングなどのオプション機能に既製ページセットを選択している場合
は、ステップ 4 でこれらの機能を使用するために必要な情報も入力できます。

· ユーザー設定の調整

最後のステップ5では、開始時に表示されるページセットを選択します。 Tobii
Communicator4 の初期設定では、セラピスト向けのスタートページが開始時のページセット
になっています。通常はユーザーのホームページが自動的に開始時に実行されるようにします
が、それ以外の選択肢もあります。

· 開始

使用するページセットの選択

このセクションでは、ユーザーがホームページからアクセスできるページセットの設定方法について
説明します。ホームページをまだ作成していなくてもどうぞご心配なく。作成方法は後でご説明
します。

複数のユーザーがいる場合は、現在選択しているユーザー向けのページセットを選択すること
になります。ユーザー プロファイル を参照してください。 

既製ページセットの確認

[指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  のステップ 1 を実行します。前のセク
ションのセットアップ ウィザードの使用 を参照してください。
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既に既製ページセットのコレクションを確認されているかもしれませんが、まだの方のために方法
をご説明します。  

1. 灰色のタブのいずれかをクリックすると、別の分類のページセットが表示されます。

カスタマイズしたページセットをまだ保存していない場合は、 [マイ ページセット]  タブには何
も表示されません。

他のページセットを確認するには、画像かキーボードをクリック

8 個を超える結果が表示される分類項目もあります。表示されていない結果を表示す
るには、右下の数字をクリックします。

2. 縮小画像をクリックすると、そのページセットが実行されます。

3. ページセットの [戻る]  ボタンをクリックすると、セットアップ ウィザードに戻ります。[戻る]  ボ
タンの外観と位置はページ セットによって異なります。
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さまざまな形の [戻る]  ボタン

ホームページにリンクするページセットの選択

1. ページセットを選択するには、縮小画像の隣のチェックボックスをクリックします。 

選択したページセットには黄色のチェックボックスが表示され、自動的にホームページにリ
ンク

2. ページセットは、それぞれのタブから 1 つ以上、好きなだけ選択できます。

ページセットの選択を解除するには、チェックボックスを再度クリックします。 

セットアップ ウィザードの次のステップについては、以下を参照してください。

ページセットを選択する別の方法  

メニュー コマンド [設定 ] > [セットアップ ウィザード] > [ページセット選択 ]   を選択して、
Windows のダイアログを使用してページセットを選択する方法もあります。

作成したページセットの処理

作成したページセットが既定のフォルダーである  [マイページセット] フォルダーに保存されている
と、このウィザードで内容を確認して、既製のホームページにリンクできます。
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ホームページの選択

このステップでは、既製のページをユーザーのホームページ用に選択します。 

複数のユーザーがいる場合は、現在選択しているユーザー向けのホームページを選択すること
になります(ユーザー プロファイル を参照してください)。

ホームページの選択

セットアップ ウィザードを実行します。前のセクションの  セットアップ ウィザードの使用 を参照
してください。

1. 上部のステップボタン表示から、[2: ホームページの選択 ]  と表示されたボタンをクリックしま
す。

既製のホームページのコレクションが表示されます。

[マイ ページセット]  のページセットもここから選択可能

他に使用できるホームページを確認する場合は、右側のスクロール バーを使用します。 

ユーザー設定のホームページを作成して、既定のフォルダーである [マイ ドキュメント] >
[Tobii Communicator 4] > [ユーザー名 ] > [マイ ページセット]  に保存している場合
は、選択肢としてここに表示されます(追加ユーザーを作成していない場合、ユーザー名は
常に [ゲスト]  になります)。

2. ユーザーに最も適した既製ホームページの縮小画像をクリックします。

次のポップアップがページの大きな画像および説明と一緒に表示されます。
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組み込まれているホームページと説明の一部

3. [選択して閉じる]  をクリックするとこのページが選択されます。このページを使用しない場
合は、 [閉じる]  をクリックします。 

選択したホームページは、指定したページ セットの実行で実行できるページセットに含まれるた
め、メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [ホームページ]  を選択して
いつでもアクセスできます。

セットアップ ウィザードの次のステップについては、以下を参照してください。

別の方法

メニュー コマンド [設定 ] > [セットアップ ウィザード] > [ホームページ]  のダイアログでも同じ設定
を調整できます。 
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ホームページのお気に入りと順番

このステップでは、ユーザーのホームページに表示するページセットの順番を調節します。複数の
キーボードなど、同じ分類で複数のページセットを選択している場合は、お気に入りのキーボー
ドを指定します。

複数のユーザーがいる場合は、現在選択しているユーザー向けの順番とお気に入りを選択す
ることになります(ユーザー プロファイル を参照してください)。

お気に入りの選択方法

[指定したページセットの実行] > [セットアップウィザード]  を選択します。前のセクションセの
セットアップ ウィザードの使用 を参照してください。ここでは、複数のコミュニケーションページ
セットからユーザーのお気に入りを指定する方法について説明します。

1. 上部のステップボタン表示から、 [3: お気に入りと順番] と表示されたボタンをクリックしま
す。

次のページが表示されます。

 

お気に入りの選択はオプション

2. コミュニケーション ページセットなど、ユーザーが複数のページセットを使用する分類の行を
探します。その分類の右にある [変更 ...]  ボタンをクリックします。

次のダイアログが表示されます。
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このユーザーの既定のコミュニケーション ページセットを選択

リストには、ウィザードのステップ 1 で選択したすべてのコミュニケーション ページセットが含
まれます。また、「マイ ページセット」フォルダーから選択されたページセットは、カスタマイズ
されたコミュニケーション ページセットである場合があるため、これらもすべて含まれます。

3. コミュニケーション ページセットの名前をクリックします。

4. [OK]  をクリックします。

順番の変更方法

ユーザーのホームページにページセットのリストが含まれている場合は、このオプションを使用しま
す。リストの順番を決めることができます。これはまだセットアップ ウィザードのステップ 3 の一部
です。

1. リストの右にある[順番の変更 ...] ボタンをクリックします。

ホームから利用できる追加ページセットの順番の変更

次のダイアログが表示されます。
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ホームページに表示されるページセットの順番の変更

リストには、セットアップ ウィザードのステップ 1  で選択したすべてのページセットが含ま
れます。

2. ページセットの名前をクリックします。リスト内での位置を変更するには、上向きまたは下向
き矢印をクリックします。

3. [OK]  をクリックします。

別の方法

メニュー コマンド [設定 ] > [セットアップ ウィザード] > [お気に入りと順番 ] でも      [お気に入り
と順番 ]  に移動できます。

セットアップ ウィザードの次のステップについては、以下を参照してください。

43
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ユーザー設定の調整

Communicator の実行画面のページ セットで、ユーザーは、スイッチ、マウス、キーボード、
ヘッドマウス、または視線入力を使用してボタンを押すことができます。このステップでは、入力
方法を選択します。

複数のユーザーがいる場合は、現在選択しているユーザー向けの設定を作成することになりま
す。ユーザー プロファイル を参照してください。

入力方法の設定

[指定したページセットの実行 ] >  [セットアップ ウィザード]  を実行します。セットアップ ウィザー
ドの使用 を参照してください。

1. 上部のステップボタン表示から、 [4: ユーザー設定の調整 ]  と表示されたボタンをクリックし
ます。

ステップボタンから入力方法を選択

2. 右側の列の最上部にある [入力方法の設定 ...]  ボタンをクリックします。

次のダイアログが表示されます。

右側は入力方法の説明
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3. 左側で方法を選択すると、右側に説明が表示されます。 

4. まず、[マウスクリックとタッチスクリーン]  または [マウスの保持 ]  を選択したら、ここで [OK]
をクリックします。 

ユーザーにシステムを試してもらいます。 

次にこのダイアログに戻って、[クリック設定 ]  または、[停留の設定 ]  に移動してユーザー
が一番使いやすいように調整します。2 つのサブダイアログでは、選択やクリックであること
を認識させるまでの時間と保持・停留時のカーソルの外観を調整できます。 

5. [スキャン]  を選択した場合は、[スイッチ入力設定 ]  をクリックします。

次のダイアログが表示されます。

キーボード エミュレーション スイッチ、またはキーボード ユーザーが使用する
キーボードのキーの割り当て

使用しているスイッチでキー入力をエミュレートするか、マウス クリックをエミュレートするかを

指定します。ユーザーがキーボードでスキャンをコントロールする場合は、[キーボードをス

イッチとして使用 ]  を選択します。マウスを使用する場合は、[マウスをスイッチとして使用 ] 

を選択します。 

キーボードをスイッチとして使用する場合は、複数の信号を送信できるため、どのキーをス
イッチ信号として処理するかを定義する必要があります。

6. [OK]  をクリックします。

7. [OK]  をクリックしして、[入力方法 ]  ダイアログを閉じます。
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その他のユーザー設定

すべてのユーザーについて、以下を参照してください。

住所録の管理  

語句の追加  

音楽プレーヤー設定  

音声については、合成音声の有効化 、 音声の合図の設定 、を参照してください。

キーボードのレイアウト  

画像ビューアーの設定  

Web カメラの設定  

スキャンを入力方法に使用するユーザーについては、以下を参照してください。

スキャン設定 およびハイライト表示

Premium エディションのユーザーについては、以下を参照してください。

メールの設定  

赤外線設定  

チャットの設定  

カレンダーの設定  

別の方法

メニュー コマンド [設定 ] > [入力方法 ] でも [入力方法 ]  ダイアログに移動できます。

セットアップ ウィザードの次のステップについては、以下を参照してください。

278

280

316

267 275

293

297

298

239 291

311

300

317

318



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

ユーザーのセットアップ5 4

開始時のページセットの選択

Tobii Communicator が開始したら、次の設定を行います。

複数のユーザーがいる場合は、現在選択しているユーザー向けの設定を行うことになります
(ユーザー プロファイル を参照してください)。

Tobii Communicator の開始時に、使用するユーザーを毎回確認するには、メニューコマン
ド[設定 ] > [ユーザー] > [開始時のユーザーの変更を選択] します。

開始時のページセットの選択方法

[指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード] を選択します。    セットアップ ウィザー
ドの使用 を参照してください。 

1. 上部のステップボタン表示から、[5: 開始 ]  と表示されたボタンをクリックします。

次のページが表示されます。

左側の 3 つのオプションのいずれかを選択すればこのページのセットアップは完了

2. 左側の 3 つのオプションのいずれかを選択します。

ここで参照されるホームページとは、ステップ 2: ホームページの選択 で選択した

ホームページです。

スタートページとは、セラピスト向けの、この導入ページのことです。
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セラピスト向けスタートページ

[編集画面で開始 ]  を選択すると、Microsoft Word で空白の新しい文書を開いたとき
のように、空白の新しいページセットが表示されて Communicator が開始します。

3. 選択が完了したら、[終了 ]  を選択して Communicator 選択した結果を確認できま
す。メニューコマンド [ファイル] > [Communicator の終了を] 選択します。

別の設定方法

メニューコマンド [設定 ] > [セットアップウィザード] > [開始時のページセット]  でもこの選択画面
に移動できます。





自分用のページ
セットの作成

第

4
章
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概要

このセクションでは、空白のページから自分用のページセットを作成する方法について説明しま
す。 

見やすく機能的なページをすばやく簡単に作成できます。

· 編集画面のクイック ツアー では、よく使用するツールの場所について説明します。

· 基本的なページセットの作成 では、簡単なコミュニケーション ページセットを作成して
相互にリンクさせる方法について説明します。

· 外観の管理 では、ボタンとページの外観をカスタマイズするツールとコマンドを紹介しま
す。

· アクションとスマート操作の追加 では、メール、ゲーム、音楽プレーヤーや独自のページ
セットなど、機能タブの使い方について学習します。

· 作業内容の再利用 では、既製のページセットを自分用のページセットにコピーしたり、
別のページセットで自分用のページセットを再利用する方法について説明します。

59

63

102

127

151



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

自分用のページ セットの作成 5 9
5 9

編集画面のクイック ツアー

編集画面には、自分用のページセットの作成や変更に必要なツールが提供されています。

作業領域の内容

ツールバーのオンとオフ

1. さまざまなツールバーやウィンドウ機能をオンまたはオフにするには、

メニュー コマンド [表示 ] > [ツールバー]  を選択します。

2. オンまたはオフにするツールバーの名前を選択します。

3. グレーのチェック ボックスの付いた機能が Communicator ウィンドウでオンになっていま
す。

アイコンのヒントの表示

アイコンの上にマウス ポインターを置くと、アイコンをクリックしたときの動作が表示されます。 
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重要なツール

下の画像は標準のツールバーです。[新規作成 ] 、[保存 ] 、[印刷 ] 、[やり直し] 、または [元に
戻す]  などのツールは、Communicator でも Windows プログラムと同じように機能します。

ページセットを実行するツールがあることに注意してください。実行アイコンをクリックすると、
メニュー コマンド [表示 ] > [実行画面 ]  を選択した場合、または F5 を押した場合と同じ動作
が実行されます。その横には、編集画面ツールがあります。今は編集画面にいますから、このボ
タンが選択された状態になっています。

標準のツールバー

下の画像は 編集ツールボックスです。編集画面では常に同じ場所に必ず表示されていま
す。 

ページのオブジェクトを選択してマークするには、ポインター ツールをクリックします。ボタン ツール
はページにボタンを描くのに役立ちます。また、ボタン コンテンツ ツールを使用すると、空白のボ
タンが表示されたページから、コミュニケーション ページセットをすばやく作成できます。

下の画像はフォント ツールバーです。文字の外観のコントロールに使用します。

フォント ツールバー

下の画像は色・線・形ツールバーです。色、線、幅などをコントロールします。これらのツールを
使用すると、ユーザー設定のボタンを描くときに、ボタンの形やグラデーション、塗りつぶしなどを
選択できます。
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色・線・形ツールバー

下の画像はグリッド ページ ツールバーです。最初の 2 つのツールに注目してください。最初の
ツールをクリックすると、ボタンの自動グリッドがオンまたはオフになります。 2 番目のツールをクリッ
クして色の付いた領域にドラッグすると、ボタンが必要な数だけ表示されます。

グリッド ツールバー

右クリック メニュー

使いやすさを考慮して、よく使用するコマンドは編集画面の 2 つの右クリック メニューで使用で
きるようになっています。これらのメニューのコマンドについては、別途説明します。

ページ リストで右クリックするとこのメニューを表示できます。指定したページに適用されるコマン
ドが、現在選択しているページに適用されます。

ページ リストで右クリックした状態

作業領域で右クリックすると、下のようなメニューが表示されます。ここでボタンについて指定した
コマンドは、現在選択しているボタンに適用されます。
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作業領域で右クリックした状態
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基本的なページセットの作成

次のセクションでは、テキスト、画像、音声などをボタン上で自由に組み合わせて複数の
コミュニケーション ページセットを作成する方法について説明します。 

以降のセクションでは、次のような 2 ページからなる簡単な例を紹介します。

     

ページの作成

新規の空白ページを開く方法

新しいページは、必ず編集画面で作成してください。どの画面にいるのかわからない場合は、
Shift + F5  を押します。 

· まったく新しいページセットを作成する場合は、メニュー コマンド [ファイル] > [新規作成 ] 
を選択します。保存されていない作業がある場合は、保存するかどうかを確認する
メッセージが表示されます。 

· 作業中のページセットに新しい空白ページを追加するには、メニュー コマンド [ページ] >
[新規ページ]  を選択します。

新しいページには連番が付けられますが、[ページ リスト]  では現在のページのすぐ後に追
加されます。つまりページの番号が順番どおりにならない場合がありますが、ページセットを
実行するときには影響ありません。ページの順番を変更する方法については、ページの整
理 を参照してください。124
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ページの命名

ページを作成すると、ページ 1、ページ 2 という平凡な名前が自動的に付けられます。 

1. ページにもっとわかりやすい名前を付けるには、メニュー コマンド [ページ] > [ページのプロパ
ティ]  を選択します。

2. 最初のタブ [全般 ]  に名前を入力します。

ページの名前は変更可能

3. [OK]  をクリックします。

4. 新しい名前が [ページ リスト]  に表示されます。

ページ リスト

ページは作業領域の左側、編集ツールボックスの下の [ページ リスト]  に表示されます。

· ページ リストを手前に表示するには、ページ リストのタブをクリックします。

· ページ リスト自体が表示されない場合は、メニュー コマンド  [表示 ] > [ページ リスト]   を
選択します。
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作業領域の左側の [ページ リスト]  タブ

ページの削除

ページの削除は編集画面から行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5
を押します。 

1. [ページ リスト]  で、削除するページを選択します。

2. メニュー コマンド [ページ] > [ページの削除 ]  を選択します。

例

色のサンプル セット を作成するため、新しいページセットを作成してから、2 番目のページを
作成します。

画面は次のようになります。

63
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ページ リストで現在のページがマークされる

関連項目 :

ページの名前を変更する場合 : ページの作成

ページ リストでページの順番を変更する場合 :  ページの整理

グリッドを使用したボタンの作成

ユーザー選択用のポップアップ ページの使用

ページのプロパティ

63

124

68

145

103
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作業内容の保存

作成したページセットをすべてパソコンの同じフォルダーに保存しておくと、検索や作業が容易に
なります。 

· ページセットは、Communicator ユーザー名のマイ ページセット フォルダーに保存すること
をお勧めします。新しいページセットを作成すると、Communicator はこのフォルダーを自
動的に推奨します。

· Communicator に他のユーザーが作成されていない場合、ユーザー名はゲストになりま
す。

Communicator でさまざまなユーザーを作成し管理する詳細については、    ユーザー プロ
ファイル を参照してください。

ページセットの保存

Communicator でページセットが表示された状態にします。 

1. メニュー コマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択します。

保存するページセットが以前にも保存されたものであれば、これで保存は完了です。

2. 新しいページセットの場合は、Windows 標準の    [名前を付けて保存 ]  ダイアログが表
示されます。 

保存先が適切なフォルダーであることを確認します。

3. ページセットのファイル名を入力して、[OK]  をクリックします。

322
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マイ ページセットに保存すると、後で検索が容易になります。

関連項目 :

ページセットの検索

グリッドを使用したボタンの作成

グリッドを適用すると、形の整った四角いボタンを簡単にたくさん作成できます。グリッド ボタンは
ページに収まるサイズに自動的に調整されます。

少し時間がかかっても自由に選択してボタンを作成し配置したい場合は、   ユーザー設定のボ
タンの描画 を参照してください。

グリッドの適用によるボタンの追加

編集画面で、ボタンを追加するページが作業領域に表示されていることを確認します。

1. メニュー コマンド [ページ] > [グリッドの適用 ]  を選択します。 

または、グリッド ツールバーでグリッドの適用ツールをクリックします。

97

104
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2. Communicator によって、ページがグリッド ページになります。グリッド ページには、形の
整った四角いボタンがページに収まる形で表示されています。 

3. ボタンの数を変更するには、グリッド サイズ ツールをクリックします。 

白いミニグリッドが表示されます。

4. マウス ポインターをミニグリッドの上に置いて右下に移動させます。グリッドの四角形に色が
付いて、作成されるボタンの数が示されます。

グリッドの大きさを示す

5. 必要な数のボタンが表示されたら、ミニグリッドをクリックします。 

6. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択してページセットを保存します。
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その他のグリッド ツール

グリッドの列と行を追加および削除するツール

ボタンの数を増減するため、行と列を追加または削除することもできます。グリッド ツールバーの
残りのツールを使用するか、メニュー コマンド [ページ] > [グリッドの変更 ]  を選択します。

ボタンの間隔を変更するツール

グリッド ツールバーの端にあるツールを使用して、ボタンの間隔を変更します。

メニュー コマンド [ページ] > [ページのプロパティ]  でも間隔を変更できます。[グリッド ページ]  タ
ブを選択して、間隔の値を調整します。

グリッド ページからのすべてのボタンの削除

すべてのボタンを削除するには、ページを通常のページに戻します。

· メニュー コマンド [ページ] > [グリッドの適用 ] を再度選択します。 

· [ページ] メニューからチェック マークが無くなり、フリーハンド ページに戻ったことが示されま
す。

これですべてのボタンを選択して削除できるようになります。 
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例

色のサンプル セット を作成するには、各ページに移動して、グリッドの適用ツールをクリックし
ます。 

6 個のボタンが表示された次のような 2 枚のページが表示されます。

2 x 3 のグリッド (行  x 列 )

グリッド上のボタンの再配置

グリッド ボタン上にコンテンツを追加したら、マウス ポインターを使用してグリッド ボタンをドラッグ
し、ページ上に再配置することができます。

複製によるボタンの追加

長方形以外の形のボタンを作りたい場合や、グリッドのようにページ全体にボタンを作成するこ
とを避けたい場合に便利な方法です。

複製するための１つのボタンを追加  

編集画面で、ボタンを追加するためのページが作業領域に表示されていることを確認します。

1. 編集ツールボックスでボタン ツールをクリックします。

ボタンの追加ツール
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2. マウス ポインターにはボタンが「載った」状態になります。ボタンが載った状態のポインターは
□付きの十字型に変わります。

3. ボタンを配置する場所の左上隅にポインターを置きます。

4. マウス ボタンを押したまま、作成するボタンの右下隅に向かってポインターをドラッグしま
す。

マウス ポインターでドラッグ

5. マウス ボタンを放します。

新しいボタンが表示されます。ボタンは選択された状態になっています。 

ボタンの複製

ツールボックスでオブジェクトの複製ツールを使用すると、ユーザー設定のボタンのコピーを何個
でも作成して配置できます。

1. 空白ページでページの左上にボタンを 1 個描きます(上記参照 )。

色・線・形ツールバーでボタンの形を変更
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2. 新しいボタンを選択します(ポインター ツールに変更するのを忘れないでください)。

3. ツールボックスからオブジェクトの複製ツールを選択します。

オブジェクトの複製ツール

4. 新しいボタンの中央にポインターを置いて、マウス ボタンを押したままにします。

5. ページの反対側の隅までドラッグして、マウス ボタンを放します。

ページが最初のボタンのコピーで埋まります。

複製ツールを使用した結果

真っ直ぐ横にドラッグするとボタンが 1 行、真っ直ぐ縦にドラッグするとボタンが 1 列配置さ
れます。 
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編集対象の選択

編集画面で作業するときは、選択を示すマークに常に注意してください。

このマークは、次のコマンドが適用されるオブジェクトを示します (そのオブジェクトに実行可能な
コマンドを選択したり、ツールをクリックした場合 )。

選択に問題がある場合

· 編集画面で作業していることを確認してください。どの画面にいるのかわからない場合は、
Shift + F5を押します。

· 編集ツールボックスで選択されているツールを確認してください。ポインター ツール に切り
替えて、もう一度実行してください。

選択にはポインター ツールを使用

ページ キャンバスの選択

ページ キャンバスを選択するには、作業領域の灰色の部分をクリックします。

· ページ キャンバス、または背景を選択すると、下の画像のように右下隅に小さな黒い選
択ハンドルが表示されます。

ページの背景、またはキャンバスが選択された状態
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· ページ キャンバスが選択されている場合、外観（色・線・形）ツールバーでその色を選択で
きます。

· 選択ハンドルのいずれかをドラッグして、キャンバスのサイズを変更することもできます。ポッ
プアップ ページを作成する場合は、キャンバスのサイズでポップアップのサイズが決まります。
他のページの場合は、キャンバスの比率を変更するとページの外観が変わりますが、実行
するとページは常にウィンドウまたは画面全体に広がって表示されます。 ページセットの実
行 を参照してください。 

キャンバス上のオブジェクトの選択

ボタンを選択するには、ポインター ツールを使用してボタンの上でクリックします。 

ポインター ツール

選択したオブジェクトには、選択を示す赤い枠と選択ハンドル（紺の小さな■）の両方が表示さ
れます。

4 つのボタンのうちどれが選択されているかがすぐわかります。

· オブジェクトを選択したら、選択ハンドルをドラッグしてサイズを変更します。

· メニュー 外観（色・線・形）ツールバーを選択するか編集ツールボックスのツールを選択し
て、選択したオブジェクトを変更します。

· オブジェクトの中央にポインターを置きドラッグして、オブジェクトを移動します。 
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キャンバス上のスタティックテキスト、画像、または線を直接選択することもできます。「スタティッ
ク (静的 )」と呼ぶのは、これらのオブジェクトはページ セットが実行されても静止したままだから
です。ユーザーが押したりクリックすることはできませんし、アクションを実行することもできません。

複数のオブジェクトの選択

複数のオブジェクトを選択する方法は 3 つあります。

· Shift キーを押したままにして追加オブジェクトをクリックします。

· メニューコマンド [編集 ] > [すべて選択 ]  を選択してページのすべてのオブジェクトを選択し
ます。

· 選択するオブジェクト同士の距離が近い場合は、オブジェクトの外側をクリックしてからド
ラッグします。選択する領域を定義する点線  (投げ縄ツール) が表示されます。作業対象
にするオブジェクトがすべて選択されるまで、対角線上の反対の隅までドラッグします。

グループの一部の選択解除

他のオブジェクトは選択したままで 1 つのオブジェクトだけを選択解除するには、選択解除する
オブジェクトを Shift キーを押したままでクリックします。

標準の編集コマンドの使用

ページで作業するときは、次のような Windows 標準の編集コマンドが役立ちます。

[編集 ] > [コピー] (Ctrl+C)

選択した項目のコピーを Windows のクリップボードに格納して、貼り付けコマンドに使用でき
ます。既存のクリップボードの内容がこれにより置換されることに注意してください。

[編集 ] > [切り取り] (Ctrl+X)

選択した項目を削除し、Windows のクリップボードに格納して、貼り付けコマンドに使用でき
ます。既存のクリップボードの内容がこれにより置換されることに注意してください。

[編集 ] > [貼り付け] (Ctrl+V)

Windows のクリップボードに最後に格納された内容が、現在のページに配置されます。

[編集 ] > [元に戻す] (Ctrl+Z)

可能な場合は、最後のアクションが元に戻ります。
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[編集 ] > [やり直し] (Ctrl+Shift+Z)

可能な場合は、最後のアクションが繰り返されます。

[編集 ] > [削除 ] 

クリップボードの内容を変更せずに、選択した項目をページから削除します。

コンテンツのすばやい追加

色のサンプル セット のようなコミュニケーション ボードを作成する場合は、ボタン コン
テンツ ツールが特に便利です。

1 回の操作で、テキスト、画像、および基本的な音声をボタンに追加できます。

ボタンのコンテンツ編集ツールの使用

このツールは編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を
押します。

1. ツールボックスで、ポインター ツールをクリックします。

ポインター ツール

2. ページで作業対象にするボタンをクリックします。

選択するとボタンにマークが付くことに注意してください。

3. ツールボックスで、[ボタンの内容を編集 ]  をクリックします。
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編集ツールボックス

[コンテンツ ツール]  ダイアログが開きます(下記参照 )。

4. ボタン上に文字を表示する場合は、[ボタンの文字 ]  フィールドに文字を入力します。

5. 画像を使用する場合は、画像を説明する単語、または画像の名前を [検索対象 ] フィー
ルドに入力します。

入力すると、画像リストが更新されます。必要な画像が表示されない場合は、別の検索
文字列を入力してください。
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 [含む]   オプションを使用すると、最も多くの画像の選択肢が表示されます。

6. 画像をクリックして選択します。画像を変更する場合は、別の画像をクリックします。

7. ボタンを押したときに文字を読み上げる場合は、ダイアログの最下部にある音声オプション
のいずれかを選択します。

これらのシンプルな音声オプションでは合成音声を使用します。[このテキストの読み上げ]
を選択した場合は、右側のフィールドに読み上げる単語や語句を入力します。

8. [保存 ]  をクリックして、選択したボタンにすべての変更を適用します。 

9. 必要なすべてのボタンで操作を繰り返してから、メニュー コマンド  [ファイル] > [保存 ]  を
使用してページセットを保存します。

多数のボタンの作成

上記のように [ボタン コンテンツ ツール]  ダイアログで左下に表示される [保存して次に移動 ] 
をチェックします。

最初のボタンの作業後に [保存 ]  をクリックすると、ツールは自動的に次のボタンに移動しま
す。プレビューの両側に表示される矢印を使用して、作業対象にするボタンに移動できます。 
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ボタンを変更したら必ず [保存 ]  をクリックしてください。

例

色のサンプル セット を作成するには、以下のような画像を検索する必要があります。

     

ボタンへの文字の配置

1 つまたは複数のボタンへ文字を追加または文字を編集するだけなら、テキスト ツールの使用
が一番迅速な方法です。テキスト ツールでは、それぞれのボタン上の文字だけが自動的に選
択されます。リターン (Enter) キーを押すと、次のボタンに移動します。

テキスト ツールによる文字の追加または変更

テキスト ツールは編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5
を押します。

1. ツールボックスで、テキスト ツールをクリックします。 

テキスト ツール

2. 変更するボタンをクリックします。
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テキスト ツールを使用して「入力モード」に入る

選択したボタン上の文字が選択されます。ボタンに文字がない場合は、ボタン上に挿入
ポイント (小さな縦線 ) が点滅表示されます。 

ボタン上に画像があっても、一時的に非表示になります。

3. ボタン上に表示する文字を入力します。

4. リターン キーを押して次のボタンに移動します。

5. テキスト ツールをオフにするには、ポインター ツールなどの別のツールをクリックします。 

ポインター ツール

6. すべてのボタンで作業を完了したら、メニュー コマンド  [ファイル] > [保存 ]   を使用して
ページセットを保存します。



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

自分用のページ セットの作成8 2

文字の外観の変更

文字の外観は、次のような複数の場所で制御されています。 

· フォント ツールバーは、ユーザーが非常に頻繁に変更する内容のほとんどを制御します。
ただし、次は例外です。

· 文字の色は、色・線・形ツールバーで指定します。 

· メニュー コマンド [ボタン] > [テキストのプロパティ]   を選択すると、ボタン上の文字に対す
るその他の選択肢が表示されます。

注 :1 つのスタティック テキスト、または 1 つのボタン上のすべての文字は同じ外観になります。

新しい文字を入力した場合、外観は現在フォント ツールバーと色・線・形ツールバーに表示さ
れている選択肢によって決定されます。この 2 つのツールバーを使用して、選択した文字の外
観を変更することもできます。

フォント ツールバー

フォント ツールバーは編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift +
F5 を押します。

フォント ツールバーが表示されていない場合は、メニュー コマンド  [表示 ] > [フォント ツール
バー]  を選択します。

フォント ツールバー

文字の外観の変更方法

1. 変更する文字またはボタンを選択します (編集対象の選択 を参照してください)。

2. フォントツールバーで選択を行います。選択肢は次の順序で並んでいます。

· フォント 

· フォント サイズ

· 太字

· 斜体
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· 下線

· 文字の上揃え (画像の場合は画像の上 )

· 文字の中央揃え (画像の場合は画像の下 )

· 文字の下揃え

色・線・形ツールバー

色・線・形ツールバーは編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない場合は、  
Shift + F5 を押します。

色・線・形ツールバーが表示されていない場合は、メニューコマンド  [ 表示 ] > [色・線・形ツー
ルバー]  を選択します。

色・線・形ツールバーで、文字の色ツールが選択された状態

文字の色の変更方法

1. 変更する文字またはボタンを選択します。 編集対象の選択 を参照してください。

2. 文字の色ツールをクリックします。

カラー パレットがドロップ ダウンで表示されます。

このカラー パレットは、非ドッキング ウィンドウです。つまり、ツールバーからドラッグして作
業領域上で開いたままにすることができます。最上部には、パステルカラー用のユーザー
設定のカラー パレットも表示されます。
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3. 使用する文字の色をクリックします。

関連項目 :

カラー パレットの選択

文字の位置揃え、折り返し、およびボタンの端からのオフセット

ボタン上の文字には、たまに変更するかもしれないいくつか位置揃えの選択肢があります。これ
らの選択肢はテキストのプロパティダイアログで使用できます。 

1. テキストのプロパティ ダイアログは編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない
場合は、Shift + F5  を押します。

2. プロパティを設定するボタンを選択します。 

3. メニュー コマンド [ボタン] > [テキストのプロパティ]   を選択します。 

[テキストのプロパティ]  ダイアログが表示されます。

[テキストのプロパティ]  ダイアログ

4. ボタン上の文字を自動の中央揃えではなく、左揃え、または右揃えにするには、
[ユーザー設定のテキストの位置 ]  を選択し、[横 ] の下で別の設定を選択します。 

[ユーザー設定のテキストの位置 ]  が選択されていれば、ここで [縦 ] の位置揃えも選択し
て適用できます(縦の位置揃えは、フォント ツールバーの端にある 3 つのボタンで選択した
プロパティと同じになります）。

5. ボタンの端と文字の間にもっと大きな余白を取る場合は、オフセットを設定します。単位は
相対的で、数字を大きくすると余白が大きくなります。[オフセット(右 )] ではボタンの横の
余白を指定します。[オフセット(下 )] では上下の余白を指定します。文字は可能な限り、
余白の内側に配置されます。
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6. 文字がボタン上にのみ表示されるようにするには、[折り返し] と [切り取り]  をチェックしま
す。チェックを入れないと、文字が多すぎる場合に、ボタンからはみ出して背景に表示され
たり、隣のボタンの上に表示されることがあります。

7. [OK] をクリックします。

選択した内容は、コマンドを実行したときに選択されていたボタン、およびその後に作成さ
れるすべての新しいボタンに適用されます。 

ボタンへの画像の配置

画像ツールは、1 つまたは複数のボタンに画像を追加、または変更する場合に便利です。画
像だけを変更する場合は、画像ツールを選択します。 

画像ツールを使用すると、Tobii Communicator のシンボル ライブラリの画像だけでなく、コン
ピューターに保存されている画像から選択してボタンやページに使用することもできます。

ボタンの画像の変更

画像ツールは編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない場合は、 Shift + F5 
を押します。

1. 編集ツールボックスで、画像ツールをクリックします。

画像ツール

メニュー コマンド [ボタン] > [画像の挿入 ]  を選択する方法もあります。

2. [画像ツール]  ダイアログが表示されます。現在選択されているボタンが最上部のプレビ
ューに表示されます。
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[画像ツール]  ダイアログ

3. ボタンが表示されない場合は、プレビュー領域の  [次へ]  ボタンをクリックします。

4. 検索する単語、または単語の一部を入力します。 

現在選択されているボタンに文字がある場合は、その文字が検索用語として自動的に
表示されます。検索用語は変更できます。

画像の選択肢が少なすぎたり、多すぎたりする場合は、[検索対象 ]  フィールドのすぐ下
に表示されるオプションを利用してください。 [含む]  を選択すると通常最も多くの画像を
検索できます。[完全一致 ]  を選択すると最も少なくなります。完全な単語ではなく単語
の一部を入力して、選択肢の画像を増やすこともできます。

[分類の一致も含める]  を選択すると、分類の名前が検索用語に一致する画像を検索
できます。この例では、「運動選手」と入力して、[分類の一致も含める]  をチェックしてい
ます。 検索結果には運動選手の画像だけでなく、「運動選手」という分類に含まれるす
べての有名な運動選手も表示されます。

5. 使用する画像をクリックします。

6. [保存 ]  をクリックします。
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[保存して次に移動 ]  をチェックすると、ツール内やツールの外をクリックしなくても、ダイアロ
グが自動的に次のボタンに移動します。

[保存して次に移動 ]   をチェックしていなくても、ダイアログが開いている間にページ上のボ
タンをクリックすれば、新しいボタンに変更できます。ボタンを変更したら、必ず [保存 ]  をク
リックしてください。

7. すべてのボタンで作業を完了したら、メニュー コマンド [ファイル] > [保存 ]  を使用してペー
ジセットを保存します。

ファイルからの画像の使用

画像ツールは編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない場合は、 Shift + F5 
を押します。

1. 編集ツールボックスで、画像ツール をクリックします。

画像ツール

[画像ツール]  ダイアログが表示されます。現在選択されているボタンが最上部のプレビ
ューに表示されます。

2. ボタンが表示されない場合は、プレビュー領域の [次へ]  ボタンをクリックします。

3. [参照 ] ボタンをクリックします。

Windows 標準の [開く]  ダイアログが表示されます。

[開く]  ダイアログ
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4. 画像が含まれるフォルダーを選択し、使用する画像を選択して、[開く]  をクリックします。

5. 画像がボタンに挿入されます。

画像の削除

ボタンから画像を削除できます。 

この操作は編集画面で実行します。どの画面にいるのかわからない場合は、 Shift + F5  を
押します。

1. ボタンを選択します。

2. メニュー コマンド [ボタン] > [画像の削除 ]  を選択します。

ボタンへの音声の配置

このセクションでは、編集ツールボックスの音声ツールで、合成音声、録音された音声、または
コンピューターの音声ファイルを使用してボタンに音声を追加する方法について説明します。

音声の用途

文字の読上げられないユーザー向けに、押したときに単語や語句などの音声を発するボタンを
作成できます。

文字の読めないユーザー向けには、音声を使用して音声の合図を作成できます。これは、
ユーザーがボタンにポインターを置いたときに、ボタンの内容が「読み上げ」られるようにするもの
です。視覚障害があるユーザーについては、 [設定 ] > [音声設定 ]  ダイアログの入力文の読
み上げも参照してください。

ボタンへの音声の追加

ボタンの編集ウィザード を使用すると、実行画面でボタンに音声を追加できます。ここで説
明する音声ダイアログは、編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない場合は、
Shift + F5 を押します。

1. 編集ツールボックスで音声ツール  をクリックします。

音声ツール

37
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[ボタンの音声 ]  ダイアログが開きます。

[ボタンの音声 ]  ダイアログ

2. 変更するボタンをクリックするか、変更するボタンがプレビューに表示されるまで、[次へ >>]
ボタンをクリックします。

3. 使用する音声の種類を選択します。

合成音声 : ボタン上の文字の読み上げ、または入力文の読み上げのみに使用できます。
読み上げる内容を指定する必要があります。

録音音声 : Communicator によりボタン上の文字 (または [読み上げるテキスト] で指
定されたテキスト) と完全に一致する名前を持つ録音音声がサウンドライブラリで検索さ
れ、そのファイルの音声が再生されます。この機能を使用するには、読み上げるテキストと
同じ名前を録音音声に付ける必要があります。

指定したファイルの再生 : 音声が保存されたファイルを指定するだけです。当然コンピュー
ターで音声ファイルが保存されている場所がわからなければなりません  (このページセットを
別のコンピューターにコピーする予定がある場合は、このオプションは使用しないか、すべて
の音声ファイルをマイページセット内のフォルダーに保存してください)。

4. 合成音声を選択した場合は、読み上げるテキストを選択します。

図に示したボタンでは、[ボタンの文字を読み上げ]  を選択すると、コンピューターはボタン
を押したときに 青と読み上げます。
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[読み上げる文章 ]  を選択すると、この色は何色ですか? この色は青ですなど、別の文章
を入力できます。

5. 他のページへのリンクなど、実行するアクションがあるボタンの場合は、 [音声の再生中
ユーザーの操作を受け付けない]  をチェックすることができます。

ボタン アクションは音声の再生が終了するまで実行されなくなります。このオプションを選
択しないと、音声が再生されている間はボタンが表示されなくなる可能性があります。

6. このボタンに対する変更を保存するには、[保存 ]  をクリックします。 

複数のボタンを変更する場合は、[保存して次に移動 ]  をチェックしてください。[保存 ]  を
クリックするたびに、ダイアログによって変更が保存され、次のボタンが表示されます。

7. 完了したら、[閉じる]  をクリックします。

8. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択してページセットを保存します。

関連項目 : 

パソコンでの音声の使用

音声の録音

コンテンツのすばやい追加  

ボタンへのビデオの配置

Tobii Communicator 4 の新しい機能として、ボタンによりビデオを再生できるオプションがあ
ります。ビデオは、ボタンのサイズで定義される領域内、または全画面で再生できます。

ビデオの再生中にユーザーがボタンを押すと、ビデオは停止します (一時停止ではありませ
ん) 。もう一度ボタンを押すと、ビデオは最初から再生されます。

ビデオをボタンに配置するには

1. この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、 Shift + F5 
を押します。

2. ビデオを再生させるボタンを選択します。 

3. メニュー コマンド [ボタン] > [ビデオ]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。

266

271

77
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[ビデオのプロパティ]  ダイアログ

4. [参照 ] ボタンをクリックします。

5. Windows 標準の [開く]  ダイアログが表示されます。

6. パソコン上のビデオ ファイルの場所を選択します。ファイルの種類は AVI、MPEG、
MPG、または MPE です。

7. [開く]  をクリックします。

8. [ビデオの再生 ]  でビデオの再生方法を選択します。

9. [OK]  をクリックします。

ボタンへのキー入力の割り当て

ページセットの実行中に、キーボードのキーでボタンをアクティブ化できるようにするには、ボタン
にキー入力を割り当てる必要があります。

1. この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、 Shift + F5 を
押します。

2. ボタンを 1 つ選択します。

3. メニュー コマンド [ボタン] > [キー入力の割り当て]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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キーボードのキーによりボタンをアクティブ化

4. ドロップ ダウン リストでキーを選択します。

5. [OK]  をクリックします。

ページセットを実行すると、他のユーザー入力方法でボタンを選択した場合と同じように、
キーボードのキーを押すことでボタンを押したことになります。 

最初のページの設定

ページセットに複数のページがある場合は、どのページを最初に表示するか、またユーザーがど
のように他のページに移動するかを考える必要があります。

最初のページに設定

ページセットの通常のページは、すべて最初のページにすることができます。ただし、ポップアップ
ページを最初のページとして選択することはできません。

最初のページの設定は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、 Shift
+ F5 を押します。

1. [ページ リスト]  で、最初のページにするページを選択します。

2. メニュー コマンド [ページ] > [最初のページに設定 ]  を選択します。

ページ リストで、選択したページがリストの先頭に移動し、最初のページとしてマークされま
す。
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最初のページがページ リストの先頭に移動

関連項目 :

ページの名前を変更する場合 :ページの作成

ページ リストでページの順番を変更する場合 :ページの整理

ページセットの実行

ページセットを実行するには、標準のツールバーで実行ツールをクリックします。

標準のツールバー

メニュー コマンド [表示 ] > [実行 ]  を選択するか、F5  を押して実行することもできます。

ページセットの実行方法の決定

ページセットは全画面で実行したり、最大化されたウィンドウなど、任意のサイズのウィンドウで
実行することができます。

· 誤ってウィンドウの外側をクリックして戻す方法がわからなくなる可能性のあるユーザーに
は、[全画面表示 ]  を選択します。

63

124
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· 関連する画面をできる限り簡単にする必要のあるユーザーの場合は、 [全画面表示 ]  を
選択します。

· ページセットが画面の一部のみに表示されるようにする場合は、 [ウィンドウで実行 ]  を選
択します。この設定は、画面のキーボードや、ユーザーが他のプログラムとやり取りするため
に作成された表示に適しています。

· ページセット実行中にメニュー バーが表示されるオプションを使用する場合は、 [ウィンドウ
で実行 ]  を選択します。

· ページセットをデスクトップ上で移動できるようにする場合は、 [ウィンドウで実行 ]  を選択
します。

[実行方法 ]  タブの使用  

ページセットの実行方法に関する選択肢は、実行画面でも編集画面でも設定できます。

1. メニュー バーが表示されていない場合は、 Shift + F10 を押します。 

2. メニュー コマンド [ファイル] > [ページセットのプロパティ]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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ここでの選択内容によりページセットの実行方法が決定

設定は最初のタブ、[実行方法 ]  で調整します。 

3. [実行場所 ]  セクションで、[ウィンドウ画面 ]  または [全画面表示 ]  を選択します。

[全画面表示 ]  を選択した場合は、ステップ 8 に進みます。

4. [ウィンドウ画面 ]    を選択した場合は、[ウィンドウの位置 ]  を選択します。

[固定位置 ]  を使用すると、ページセットのウィンドウは常に同じサイズと位置で表示され
ます。サイズまたは位置は、たとえば、このダイアログを閉じてページセットを実行し、希望
するサイズと位置に設定してから、再度このダイアログを開いて、 [現在の位置を使用 ]  を
クリックして設定します。

[位置をロック]  に設定すると、表示の端に小さなページ ウィンドウを配置できます。ここで
サイズは、[幅 ]  および [高さ]  フィールドで、表示サイズのパーセンテージとして設定されま
す。固定する端と、[縦 ]  および [縦 ]  フィールドで使用する端の一部（末尾または中央）
を指定します。 

5. [ウィンドウ画面 ]  を選択した場合は、[ウィンドウ スタイル]  の選択肢により、ユーザーがど
の程度自由にページセットを実行できるかが決まります。
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[タイトル バーを表示 ]  タイトル バーをドラッグすると、実行中のページセットでも移動でき
ます。

[ウィンドウ境界線を表示 ]  ウィンドウ境界線または角をドラッグすると、ページセットを実行
中でもサイズを変更できます。

[アプリケーション メニューを表示 ]  ページセット実行中に、編集画面メニュー バーの省略
バージョンである実行画面のメニュー バーが表示されます。 

注 : 実行画面で F10 を押すと、3 つのオプションがすべてオンになります。再度  F10 を押
すと、このダイアログで保存した設定に戻ります。 

6. [ウィンドウ画面 ]  を選択した場合は、[その他 ]  の選択肢も設定します。 

[常に手前に表示 ]  他のウィンドウがページセットより手前に表示されなくなります。Tobii
Communicator ページセットの場所がわからなくなった場合に、ウィンドウの表示順を変
更できない可能性のあるユーザーに使用します。

[Windows メニューの操作を許可 ]  ページセットに画面のキーボードが含まれている場
合、ユーザーが別の Windows プログラムへのメニュー コマンドを使用できるようにします。

7. [透明度 ]  ページセットを半透明にして、ページセットの下に何があるかがわかるようにしま
す。小さいページセットが固定されている場合に適した選択肢です。全画面表示モードが
必要なユーザーにとっては、通常適切な選択肢ではありません。

8. [OK]  をクリックします。

9. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択してページセットを保存します。 

     

ウィンドウでページセットを実行する 3 つの方法
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A 固定されたページセット。タイトル バー、メニュー バー、ウィンドウの境界線はありません。

B 位置をロックしても、タイトル バーをこのようにオンにしておくと、ページ セットを移動できます。

C ウィンドウの境界線を表示しておくと、実行中にページセットのサイズを変更できます。F10
を押すと、ページセットはこのようにタイトル バー、メニュー、境界線がすべてオンの状態になりま
す。再度  F10 を押すと、ダイアログの設定に戻ります。 

ページセットの検索

終了したページセットに戻るには、ページセットを開く必要があります。

Tobii Communicator が指定したフォルダーに保存されたページセットは、通常マイドキュメン
ト > Tobii Communicator 4 > ゲスト > マイページセットにあります。複数の
Communicator ユーザーを作成してそれぞれのユーザー向けのページセットを保存している場
合は、上のゲストを該当するユーザー名に置き換えてください)。 

別のフォルダーを選択して保存している場合は、保存したフォルダーを再度検索してください。
以下の手順はページセットが既定の状態で保存されていることを想定しています。

最近使用したページセットを開く

1. ユーザーがゲストだけの場合は、ステップ 3 に進みます。

2. 複数のユーザーを作成している場合は、検索対象のページセットのユーザーが
Communicator で指定されていることを確認してください。ユーザーを変更するには、
メニュー コマンド [設定 ] > [ユーザー] > [ユーザー変更 ]  を使用して適切なユーザーを選

択します。

3. メニュー コマンド [ファイル]  で [ファイル]  メニューを開きます。

4. メニューの一番下に一覧表示されるファイルを確認します。該当するファイルがある場合
は、そのファイルの先頭に付いている番号  1 ～  4 のキーを押します。 

ない場合は、[開く]  コマンドを選択します。

[ファイル] > [開く]  でページセットを開く

1. ユーザーがゲストだけの場合は、ステップ 3 に進みます。

2. 複数のユーザーを作成している場合は、検索対象のページセットのユーザーが
Communicator で指定されていることを確認してください。ユーザーを変更するには、
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メニュー コマンド [設定 ] > [ユーザー] > [ユーザー変更 ]  を使用して適切なユーザーを選
択します。 

3. メニュー コマンド [ファイル] > [開く]  を選択します。

Windows 標準の [開く]  ダイアログが表示されます。

Tobii Communicator 4 が推奨する、現在のユーザーに対する既定のマイ ページセット
フォルダーが指定されます。

既定のフォルダーからページセットを開く

4. 開くページセットを選択して、[開く]  をクリックします。
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ページの相互リンク

複数のページがあるページセットには、ページ間の移動用のボタンを作成する必要があります。

これらのボタンには画像、文字、または音声を好きなように使用できますが、必ずアクション、つ
まり別のページへのリンクが含まれている必要があります。必要に応じて、別のページセットの
ページへのリンクを作成することもできます。

このセクションでは、ページをリンクする方法について説明します。他のアクションについては、 ア
クションとスマート操作の追加 を参照してください。

リンク用のボタン テンプレート

よく使用されるいくつかのリンクは、ボタン テンプレートとして提供されています。テンプレートには
[戻る] 、[ホーム] 、[次へ] 、[前へ]  などのボタンが含まれています。  ボタン テンプレートの使用
を参照してください。

同じページセット内のページへのリンク

リンクの作成は編集画面から行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を
押します。

1. ページを変更するときにユーザーが押すボタンを選択します。

2. 編集ツールボックスで、リンク ツール をクリックします。

リンク ツール

[リンク ツール]  ダイアログが表示されます。

135
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他のページに移動するボタンの [リンク ツール]  ダイアログ

3. [ページに移動 ]  を選択して、[選択 ]  をクリックします。

[ページの選択 ]  ダイアログが表示されます。

移動先ページの選択

4. リンクするページの縮小画像をクリックします。
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5. [ページの選択 ]  ダイアログで、[OK]  をクリックします。

6. [リンク ツール]  ダイアログで、[OK]  をクリックします。

7. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択してページセットを保存します。

ページセットのリンクのモデル

使用するページの少ない簡単なページセットでは、すべてのページが相互にリンクします。

下記に 4 枚のページを持つページセットを簡単に示します。それぞれのページには、ページを変
更するための同じボタンの列が並んでいます。

上級ユーザーはよく複数のページセットを使用します。ホームページでアクティブ化されるページ
セットもあれば、他のページセットをアクティブ化するページセットもあります。このような場合は、
すべてのページセットに [ 戻る]  ボタンと [ ホームに戻る] ボタンを使用するのが良いでしょう。

関連項目 :

ユーザー選択用のポップアップ ページの使用  145



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

自分用のページ セットの作成102

外観の管理

このセクションで説明する Tobii Communicator の機能により、ページセットの外観をほぼす
べて管理することができます。ページの比率や背景の色を変更したり、文字や写真を入れるこ
とが可能です。さまざまな形をしたボタンを作成して、それぞれのボタンに別々の色や輪郭を使
用することもできます。

下記に示すユーザー設定のホームページを 1 つの例として説明します。 

サンプル:ユーザー設定のホームページ

· ページのプロパティ を使用して、Windows のサンプル ピクチャ フォルダーの画像が

ページの背景に設定されています。

· タイトルは中央揃えされており、 スタティック テキスト です。

· 右上のユーザーの写真は、 スタティック ピクチャー です。

· 丸い 3 つのボタンは、 レイアウト メニュー を使用して同じ大きさに設定され、位置と間
隔も設定されています。色の設定には、 ユーザー設定のパレット が使用されていま
す。

· 携帯電話とリモコンのボタンには輪郭や塗りつぶしは使用せず、パソコンに保存された写
真を使用しています。右上の [終了 ]  ボタンは三角形で、輪郭やグラデーションの塗りつ
ぶしは使用していません。 ユーザー設定のボタンの描画 を参照してください。

103

108

108
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ページの背景その他の便利なプロパティ

[ページのプロパティ]  ダイアログには、それぞれのページに適用される情報と選択肢が集約され
ています。

· フリーハンド ページ (ボタン グリッドのないページ) の場合、このダイアログの [フリーハンド
ページ]  タブで位置決め用の点を制御できます。

背景への画像の配置

ページのプロパティは編集画面で使用します。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift +
F5 を押します。

1. [ページ リスト]  で対象のページを選択します。

2. メニュー コマンド [ページ] > [ページのプロパティ]  を選択します。

[ページのプロパティ]  ダイアログが表示されます。

ここで背景の色や画像を選択

3. [背景 ]  タブを選択します。

4. パソコンの画像ファイルを選択するには、[参照 ]  ボタンをクリックします。

5. Windows 標準の [ファイルを開く]  ダイアログで画像ファイルを検索し、[開く]  ボタンをク
リックします。

[ページのプロパティ]  ダイアログに戻ると、選択した画像のプレビューが表示されています。
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画像の選択によるプレビューの表示

6. [画像の拡大 ]  をチェックしたり外したりして、もっとも好ましい設定を確かめてください。

7. 完了したら、[OK]  をクリックします。

選択した画像がページ キャンバスに配置されます。この画像はページ上のオブジェクト
の一番後ろに配置されるため、選択することはできなくなります。 

背景画像を削除するには

1. ページを選択し、上の説明のとおり、[ページのプロパティ]  ダイアログの [背景 ]  タブに移
動します。

2. [削除 ]  ボタンをクリックします。

ユーザー設定のボタンの描画

ボタンの形と位置を制御する場合は、ページにグリッドを適用しないでください。フリーハンド 
ページにして、独自のボタンを描画し、画面の好きな場所に配置してください。

ボタンの描画  

編集画面にいることを確認して、ボタンを追加するページを作業領域に表示します。 

1. 編集ツールボックスでボタン ツールをクリックします。

ボタンの追加ツール
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マウス ポインターにはボタンが「載った」状態になります。ボタンが載った状態のポインターは
十字型に変わります。

2. ボタンを配置する場所の左上隅にポインターを置きます。

3. マウス ボタンを押したまま、作成するボタンの右下隅に向かってポインターをドラッグしま
す。

ボタンの描画

4. マウス ボタンを放します。

新しいボタンが表示されます。ボタンは選択されており、すぐに次のコマンドを実行できま
す。 

色・線・形ツールバーによる新しいボタンの設定

新しいボタンを描画した場合、その外観は色・線・形ツールバーで指定します。

色・線・形ツールバー

上記の設定の色・線・形ツールバーで描画された新しいボタン

色・線・形ツールバーを使用したボタンの変更

色・線・形ツールバーを使用するとボタンの形を変更できます。
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1. 対象のボタンを選択します(選択方法については、 編集対象の選択 を参照してくださ
い)。

2. 必要なツールを選択します。

 境界線の色

 塗りつぶし

 文字の色

 境界線の太さ ([線なし]  に設定すると境界線を削除できます)

 ボタンの形

 塗りつぶし効果  ([平面 ]  または [グラデーション])

3. ツールの隣の小さな黒いドロップ ダウン矢印をクリックします。選択肢のパレットが表示され
ます。

カスタマイズされたバージョンのカラー パレット

4. 使用する設定をクリックします。

設定に合わせて、選択したボタンが変更されます。

74
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ボタンの外観のコピー

気に入ったボタンが作成できたら、同じような外観のボタンを他に 7 つ作りたい場合でも簡単
です。

外観の似たボタンの作成方法

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. モデルになるボタンを選択します。選択するボタンは 1 つだけにしてください。

モデル ボタンの選択

2. メニュー コマンド [編集 ] > [コピー]  を選択します。

3. コピー先のボタンを選択します。複数のボタンを選択する方法については、  編集対象の
選択 を参照してください。

コピー先のボタンの選択

4. メニュー コマンド [編集 ] > [形式を選択して貼り付け] > [外観を選択] します。

74



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

自分用のページ セットの作成108

3 つの類似したボタン

5. コピー先のボタンの形、境界線、塗りつぶしは、コピー元のモデル ボタンと同じになります。

スタティック テキストまたはスタティック ピクチャー

ボタンを使用して文字や画像を表示することもできますが、ボタンの本来の用途は押したときに
操作を実行することです。 

ページにタイトルを付けたり、装飾や説明のためだけに画像を配置する場合は、スタティック テ
キストまたはスタティック ピクチャーを使用します。スタティック テキストやスタティック ピクチャー
は、ページセットが実行されてもスキャンしたり押したりすることはできません。ページ上に配置さ
れているだけなので、スタティック (静的 ) と呼ばれます。

右上隅の画像はスタティック ピクチャー

上のサンプル ホームページでは、タイトルとサブタイトルがスタティック テキストです。ユーザーの
画像は、スタティック ピクチャーです。
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スタティック テキストの作成

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。   

1. 編集ツールボックスで、スタティック テキスト ツール をクリックします。

スタティック テキスト ツール

マウス ポインターが長方形の付いた十字型に変わります。

2. ボタンを描画する場合と同じように、テキストを配置する領域の一方の角から開始しま
す。マウス ボタンは押したままにします。

3. テキスト領域の反対側の隅まで対角線上にドラッグして、マウス ボタンを放します。

スタティック テキスト領域はボタンによく似ていますが、灰色のリマインダー テキストが表示
されています

新しいテキスト領域が自動的に選択されます。

4. 編集ツールボックスで、テキスト ツール をクリックします。
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テキスト ツール

スタティック テキスト領域で、テキスト挿入ポイントが点滅します。

5. 文字を入力します。 

6. 文字の入力、または修正が完了したらポインター ツールをクリックします。 

編集画面で、スタティック テキスト領域の周囲に点線が表示されます。 

スタティック テキストは自動的に境界線なし、透明の塗りつぶしで作成されるため、ページ
背景が透けて見えます。属性は十分検討してから変更してください。

ページセットを実行したときに、この属性は、文字があって押すことのできるボタンと押すこと
のできないタイトル テキストをユーザーが区別するのに役立ちます。 

スタティック テキストの編集画面での表示例。境界線なし、透明の塗りつぶし

文字の外観は、ボタン上の文字に使用するフォント ツールバーその他のツールで変更でき
ます。文字の外観の変更 を参照してください。

ページへのスタティック ピクチャーの配置

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

82
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1. 編集ツールボックスで、スタティック ピクチャー ツール をクリックします。

スタティック ピクチャー ツール

マウス ポインターが長方形の付いた十字型に変わります。

2. ボタンを描画する場合と同じように、画像を配置する領域の一方の角から開始します。マ
ウス ボタンは押したままにします。

3. 画像領域の反対側の隅まで対角線上にドラッグして、マウス ボタンを放します。

スタティック ピクチャー領域はボタンによく似ていますが、灰色のリマインダーテキストが表
示されています

4. 新しい画像領域が自動的に選択されます。

5. 編集ツールボックスで、画像ツールをクリックします(メニュー コマンド [ボタン] > [画像の挿
入 ]  を選択することもできます)。

画像ツール
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[画像ツール]  ダイアログが表示されます。

6. パソコンの写真を選択するには、[参照 ]  ボタンをクリックします。

Windows 標準の [開く]  ダイアログが表示されます。

Windows 標準の [開く]  ダイアログを使用して画像を選択

7. 画像を検索し、[開く]  をクリックします。

8. [画像ツール]  ダイアログに戻って、[保存 ] 、[閉じる]  の順にクリックします。

編集画面で、スタティック ピクチャー領域の周囲に点線が表示されます。 

スタティック ピクチャー領域は自動的に境界線なし、透明の塗りつぶしで作成されるため、
ページ背景が透けて見えます。属性は十分検討してから変更してください。ページ セット
を実行したときに、この属性は、画像があって押すことのできるボタンと押すことのできない
スタティック ピクチャーをユーザーが区別するのに役立ちます。 

スタティック ピクチャーの編集画面での表示例



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

自分用のページ セットの作成 113
113

背景の画像

ページの背景に画像を使用すると、個人向けページセットの作成に便利です。画像を背景に
配置すれば、ボタンを選択しようとして誤って画像を選択することがありません。

ただし、背景に「じゃまなもの」があるとユーザーがボタンを見つけにくくなるため、ボタンと背景画
像にははっきりしたコントラストが必要です。

ページの背景に画像を配置するには、次の手順で行います。

1. この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を
押します。

2. [ページ リスト]  で、背景画像を配置するページを選択します。

3. メニュー コマンド [ページ] > [ページのプロパティ]  を選択します。

4. [背景 ]  タブを選択します。

次のダイアログが表示されます。

ページ キャンバスへの画像の追加または削除

5. [参照 ]  をクリックします。

6. Windows 標準の [開く]  ダイアログが表示されます。
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7. パソコンから画像を選択します。

8. [開く]  ダイアログで、[OK]  をクリックします。

9. [ページのプロパティ]  ダイアログで、[OK]  をクリックします。

レイアウトを使用したページの整理

レイアウト メニューのコマンドを使用すると、洗練された本格的外観のページが作成できます。
レイアウト メニューを使用して、ボタンのサイズ、位置、間隔の標準化が可能です。ボタンの位
置をロックしたり、ボタンや他の要素を積み重ねたり、ボタンと位置揃えのグリッドの点を連動さ
せる方法を決定することができます。

ボタンの位置揃え、またはボタンのサイズの調整

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. 編集ツールボックスで、ポインター ツール を選択します。

ポインター ツール

2. 位置揃え、またはサイズ変更するすべてのボタンを選択します。

位置揃え、またはサイズ変更するには、ボタンを最低  2 つ選択する必要があります。

複数のボタンを選択するには、最初のボタンをクリックし、Shift を押しながら次のボタンを
クリックします。または、マウス ボタンを押したままで、すべてのボタンが含まれるように選択
用の投げ縄ツールをドラッグします (下の図参照 )。
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これらのボタンを真っ直ぐに並べるには、レイアウト コマンドを使用

3. [レイアウト]  メニューから、メニュー コマンドを選択します。

レイアウト コマンドを使用した配置の例

Tobii Communicator はボタンを 1 つ選択し、そのボタンに合わせて他のボタンを位置
揃え、またはサイズ変更します。そのボタンはユーザーが「モデル」として想定したボタンでは
ない可能性があります。位置揃え、またはサイズ変更後も、対象のすべてのボタンが 1
セットにまとめて選択されています。
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4. 選択したグループ全体の位置を調整するには、ボタンの中央にポインター ツール を置い
て、マウス ボタンを押したまま左右にドラッグします。こうすると、選択したボタンがすべて一
緒に移動します。

5. 選択したグループ全体でボタンのサイズを調整するには、選択ハンドルのいずれかにポイン
ター ツールを置いて、マウス ボタンを押したままドラッグします。こうすると、選択したボタン
がすべて同じサイズに変更されます。

ボタンの均等割り付け

1. 最初と最後のボタンを適切な位置に移動します。

2. 均等割り付けするグループ全体を選択します(選択の方法については上記参照 )。

3. 必要に応じて、メニュー コマンドを選択して、ボタンを位置揃え、またはサイズ変更しま
す。

4. メニュー コマンド [レイアウト] > [スペースの均等化 ] > [左右 ]  を選択してボタンの行を均
等にします。

メニュー コマンド [レイアウト] > [スペースの均等化 ] > [上下 ]  を選択してボタンの列を均
等にします。

[前面に表示 ]  を使用したボタンの積み重ね

アイテムを積み重ねる必要がある場合は、[レイアウト] > [前面に表示 ]  と [レイアウト] > 
[後ろに表示 ]  を使用して、目的の順番に配置できます。

下の画像は、既製ページセット「記憶ゲーム」のページの例です。ゲーム開発者は、通常の文
字のあるボタンの一番上にスタティック テキストを配置していることに注意してください。

[前面に表示 ]  コマンドや [後ろに表示 ]  コマンドを使用すると、このようなレイアウトを希望通り
に行えます。

それぞれのボタンが 2 つの要素で構成されていることを示す選択のマーク
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位置をロック

要素を希望どおりに配置したら、[レイアウト] > [位置をロック]  コマンドを使用して誤って移動
しないようにロックします。

ロックされたアイテムには、編集画面では小さな錠前のアイコンが付きます。

位置がロックされたボタン

ロックを解除するには、オブジェクトを選択して、メニュー コマンド [レイアウト] > [位置をロック] 
を再度選択します。  

レイアウト > 位置揃え > グリッドに合わせて配置

ボタンが少しラインからずれている場合は、ボタンをまとめて選択して、[レイアウト] > [位置揃
え] > [グリッドに合わせて配置 ]  してください。.ボタンが必要に応じて移動し、位置揃えグリッド
に合わせて並びます。 

位置揃えグリッドは、編集画面でページ全体に表示される点で示されます。これらの点の間隔
を設定するには、メニュー コマンド [ページ] > [ページのプロパティ]  を選択してから、
[フリーハンド ページ]  タブを選択します。

非表示のボタンと選択不能のボタン

ボタンを非表示にする理由

セラピストは、まだボタンの全てを活用しきれないユーザーのために多数のコミュニケーション ペー
ジを作成する場合があります。ボタンを非表示にするアクションを使用すると、ユーザーがそのボ
タンを使えるようになるまで、ボタンを非表示にしておくことができます。こうしておけば、他のペー
ジにリンクするボタンであっても、後から簡単に追加したいボタンを表示することができます。
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非表示にしたボタンは選択できません (選択不能のプロパティより優先します)。

ボタンを非表示にする

ボタンを非表示にする操作は編集画面で実行します。どの画面にいるのかわからない場合
は、Shift + F5 を押します。

1. 非表示にするボタンを選択します。 

丸で囲んだ 6 個のボタンのうち 5 個を非表示に設定

2. メニュー コマンド [ボタン] > [非表示にする]  を選択します。

3. メニューのコマンドにマークが付きます。ボタンが非表示になっていることは、編集画面のこ
のマークでのみ表示されます。

4. ページセットを実行します。ボタンが表示されなくなります。
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ボタンはページ内に配置されているが実行画面では非表示

ボタンを選択不能にする:スキャン ユーザー向け

ボタンは選択不能にすることもできます。 

どのような場合に選択不能にしたら良いのでしょうか。「アクションとスマート操作の追加」で説
明するスマート ボタンは、未読のメールの数など、更新された情報の表示のためにのみ使用さ
れることがあります。このようなボタンは押す必要がないため、スキャン ユーザーはそれらのボタン
をスキャンする必要はありません。

注 :非表示のプロパティは選択不能のプロパティより優先します。非表示にしたボタンを実行画
面で選択することはできません。 

ボタンを選択不能にする操作は編集画面で実行します。どの画面にいるのかわからない場合
は、Shift + F5 を押します。

1. 対象のボタンを選択します。 

2. メニュー コマンド [ボタン] > [選択不能にする]  を選択します。

3. メニューのコマンドにマークが付きます。ボタンが選択不能になっていることは、編集画面の
このマークでしか表示されません。
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選択不能にしたボタンの特定方法

関連項目 :スキャン ユーザーのサポート

カラー パレットの選択

視覚的に人を引き付け、プロフェッショナルな印象を与えるには、1 つのページセットやページ
セットのグループ内のボタン、テキスト、ページの背景に使用する色を検討し、制限します。

良い色の組み合わせ、またはカラーパレットとは、ユーザーにある印象を与える色で構成された
ものです。同時に色の調和も考える必要があります。たとえばピンク色のバレリーナが野性的で
濃い色づかいの中に現れるなど、視覚的なコントラストが強くなりすぎないようにしなければなり
ません。多くの場合、プロがデザインした Web サイトには、考え抜かれたカラー パレットが使用
されています。ユーザーに複数のサイトを見せて、気に入った配色を選んでもらう方法もありま
す。 

www.web-eze.com    の 「Resources」 の下にある 「Color Scheme Assistant」 など
も活用できます。

Communicator の基本的なカラー パレットとユーザー設定のカラー パ
レット

色の塗りつぶしなど、色のツールのいずれかでドロップダウンをクリックすると、40 色で構成された
Communicator の基本的なカラーパレットが表示されます。

· ユーザー設定のパレットを作成して選択すると、次の画像のようにユーザー設定の色が最
上部に表示されます。

230

http://www.web-eze.com
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カスタマイズされたパレット

· ユーザー設定のパレットが複数ある場合は、メニュー コマンド [ツール] > [カラー パレット]
で使用するパレットを選択します。または、標準パレットの一番下の [カラー パレットの変
更 / 編集 ]  をクリックします。

新しい空白のパレットの作成

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. メニュー コマンド [ツール] > [カラー パレット]  を選択します。

[カラー パレット]  ダイアログが表示されます。

新しいパレットを作成して色を配置

2. [新規 ]  ボタンをクリックします。
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3. 次のダイアログで、パレットの名前を入力して、[OK]  をクリックします。

[使用可能なパレット]  リストにまだ色の含まれていない新しいパレットが表示されます。

専用パレットへの色の追加

ユーザー設定のパレットや基本パレットには色を追加、または削除できます。

1. 上で説明した [カラー パレット]  ダイアログで、変更するパレットを選択します。

2. 右側で、[追加 ]  をクリックします。 

パレットにカラー パッチ （小さな四角い色見本） が追加されます。

新しいパレットの最初のカラー パッチ

3. [編集 ]  をクリックして色を変更します。

Windows 標準の [色の設定 ]  ダイアログが開きます。
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一番下のパッチに作成した色を表示

4. いずれかの色をクリックして選択します。

5. [OK]  をクリックしてパレットに色を追加します。

[カラー パレット]  ダイアログに戻ると、色が 1 つパレットに追加されています。

6. 別の色を追加する場合は、[追加 ]  をクリックしてから [編集 ]  をクリックし、色を選択する
手順を繰り返します。

パレットへのユーザー設定の色の追加

上の手順では、まだ基本パレットにある色と同じ色を選択してきました。専用のパレットを作成
する場合は、次のようにユーザー設定の色を定義できます。

1. 上の手順に従いますが、ここでは [色の作成 ]  をクリックします。

2. ダイアログが拡張し、右側にカラー ピッカーが表示されます。

拡張された [色の設定 ]  ダイアログ。まず、左側のパッチを選択
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3. 右側で色を選択します。サンプル フィールドに希望する色が表示されるまで、2 つの黒い
セレクターをドラッグします。

4. [OK]  をクリックします。

5. [カラー パレット]  ダイアログに戻ると、ユーザー設定の色が [パレットの色 ]  のリストに追加
されています。

ページの整理

たくさんページのあるページセットを使用する場合は、このセクションが役立ちます。

ページ リストでページの順番やページ グループを変更しても、ページセットの実行時にユーザー
に表示される内容は変わりません。重要なのは、どのページを最初のページに設定 するか
と、最初のページをどのページにリンクするかです。 

ただしページ グループ コマンドを使用すれば、編集画面でページの並び順を変更したい場合
順番を変更したり、ページをグループ化してページ リスト内での移動を容易にできます。

ここでは既製ページセットのマッチングゲームページに、ページ グループを追加しています。

· ページ リストにグループのタイトル バーが表示されます。 

· グループ タイトルの左側のシンボルをクリックすると、ページ グループを展開、または折りた
たむことができます。

92
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ページのグループ化および順番の変更方法

すべてのグループには最低  1 つのページが含まれている必要があるため、グループは大部分の
ページを作成してから作成するようにしてください。

ページ グループの作成は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift
+ F5 を押します。

1. ポインター ツールを使用して、ページ リスト の任意の場所にポインターを置いて、右クリッ
クします。

ページ リストのオブジェクト メニューが表示されます。

2. [ページ グループ]  をクリックします。

[ページ グループ]  ダイアログが表示されます。
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ページのグループ化や順番の変更を行うダイアログ

3. 右側で新しいグループに含めるページを 1 つ以上選択します。 

既にページ グループを作成している場合は、まず左側でグループを選択してから目的の
ページを探してください。

右側のリストから 1 つのページを選択すると、矢印ボタンを使用して、ページを移動させた
り、ページ リストでページの順番を変更することができます。順番を変更するだけであれ
ば、[OK]  をクリックして、ここで [ページ グループ]  ダイアログを閉じます。

4. 新しいグループの作成に進む場合は、[移動先 ]  をクリックします。

5. ドロップ ダウン リストで、[新規グループ]  を選択します。

6. 新しいグループの内容がわかるような名前を入力してください。 

7. [OK]  をクリックしして、[ページ グループ]  ダイアログに戻ります。

8. 他のグループも作成する場合は、ステップ 4 から繰り返してください。

9. 完了したら、[ページ グループ]  ダイアログで、[OK] をクリックします。

ページ リストに新しいグループのタイトルが表示されます。
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アクションとスマート操作の追加

ボタンにアクションを追加すると、ユーザーはこれを使用して作業できるようになります。

ボタンの非常に基本的な 2 種類のアクションについては、音声の再生 と他のページへのリ
ンク ですでに扱っています。

ボタン テンプレート

[ボタン テンプレート]  リストは、よく使うアクション ボタンとスマート ボタンへのショートカットです。 

基本的な操作としては、まずアクション、またはスマート ボタン機能を持たせるボタンを選択しま
す。次に [ボタン テンプレート]  リストで適切なボタン名をクリックします。クリックしたアクション、
またはスマート ボタンのタイプとアクションが選択したボタンに貼り付けられます。 

ボタン テンプレートの左下隅

アクション ボタン

ボタンに追加できるアクションには、次のようなものがあります。

· 音楽プレーヤーの場合は、再生、停止、一時停止、次の曲、または前の曲

· テキスト ファイルの場合は、新規作成、開く、保存、または名前を付けて保存コマンド

· コミュニケーション ページの場合は、メッセージ ウィンドウへのボタンの文字の入力、または
メッセージウィンドウのテキストの読み上げ

88

99
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メニュー コマンド [ボタン] > [ボタン アクション]  を使用して、ボタンに 1 つまたは複数のアクショ
ンを割り当てるか、ボタンを選択してから、[ボタン テンプレート]  リストのボタン名をクリックしま
す。

キーボード、テキスト用またはシンボル用コミュニケーション ページセットには、通常メッセージ
ウィンドウ ボタンがあります。その他のボタンの多くには「メッセージ ウィンドウに入力」アクション
があり、ユーザーがボタンを押すと実行されます。 

よりスマートなボタン

Tobii Communicator では、既製ページセットでプログラムされた機能を再利用してスマート
ボタンを作成することもできます。 

スマート ボタンには、次のようなものがあります。 

· 文字またはシンボルの入力が可能で、文字の挿入ポイント (カーソル位置 ) が表示され
る、メッセージ ウィンドウ

· 大文字と小文字の表示と入力が可能な、キーボードのキー ボタン

· メールの未読メッセージ数などの情報を取得して表示するボタン

· 相互の一致を認識するマッチ ゲームの項目

すべてのスマート ボタンは、[ボタン] > [スマートボタンのタイプ]  ダイアログで検索できます。 
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スマート ボタンとアクション

多くのスマート ボタンでは、通常特定のアクションを使用します。たとえば、単語予測項目のス
マート ボタンには、通常、通常入力アクションが伴います。(日本語版未実装）

 編集画面のギアのシンボルは、単語予測項目とメッセージ ウィンドウがスマート ボタンである
ことを表示

   

 実行画面では、ボタンはユーザーの入力内容に基づいて、常に異なった単語を予測  

他の多くのスマート ボタンと同じように、このボタンは自らコンテンツを探して表示します。スマー
ト ボタンに文字や画像を配置する場合は、必ずスマート ボタン自体が生成するコンテンツを
確認してからにしてください。

 実行画面で、ユーザーが単語予測ボタンを押して、アクション (入力 ) が発生すると、現在予
測されている単語「夕食」がメッセージ ウィンドウに追加されます  
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それぞれのボタンには、スマート ボタンのタイプを 1 つ設定するか、または設定しないでおくこと
ができます (複数にすることはできません)。ただし、それぞれのボタンで実行できるアクションの
数に制限はありません。

編集ツールボックスで、スマート ボタンのタイプとアクションツールをクリックして、タイプとアクション
両方の概要が示されたダイアログを表示します。

スマート ボタンのタイプとアクション ツール

詳細な手順については、以下を参照してください。

ボタン テンプレートの使用  

ボタンへのアクションの追加  

ページを開くとき、または離れるときのアクション 

ページセット実行時のアクション

スマート ボタンの使用

専用のスマート ボタンの作成

ユーザー選択用のポップアップ ページの使用

131

135

138

139

140

143

145
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ボタン テンプレートの使用

編集画面では、編集ツールボックスの下、[ページ リスト]  タブの横に [ボタン テンプレート]  リス
トが表示されます。

ボタンテンプレートの左下フレームの表示

[ボタン テンプレート]  には、よく使用するいくつかのアクション ボタンと、既製ページセットで良く
利用しているスマート ボタンが一覧表示されます。

ボタン テンプレートの使用は、コマンド [編集 ] > [形式を選択して貼り付け] > [アクションとス
マートボタンのタイプ]  を選択した場合に類似しています。ボタンにテンプレートを追加すると、そ
のアクションと、もしあればスマート ボタンのタイプを使用できます。ボタン テンプレートを使用し
ても、ボタンの外観は決定されません。ボタン テンプレートにスマート ボタンのタイプが含まれる
場合、ボタンのコンテンツ、特にテキスト コンテンツが規定される場合があります (ただし、常に
規定されるとは限りません)。

ボタン テンプレートの使用方法

ボタン テンプレートの適用は編集画面で実行します。

1. ページでテンプレートを適用するボタンを選択します。

ボタンに選択のマークが表示されます。
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グリッド上でボタンを 1 つ選択

2. 画面の左側、編集ツールボックスの下で、[ボタン テンプレート]  タブをクリックして、[ページ
リスト]  の上に表示します。 

[ボタン テンプレート]  タブが表示されていない場合は、メニュー コマンド [表示 ] > [ボタン
テンプレート]  を選択します。

ボタンをクリックして、[ボタン テンプレート]  をクリック。操作はこんなに簡単です

テンプレートに含まれるアクションを確認するには、テンプレート名の上にマウス ポインターを
しばらく置くと、説明が記載されたヒントが表示されます。

3. [ボタン テンプレート]  タブで、テンプレート名をクリックします。



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

自分用のページ セットの作成 133
133

選択したボタンにアクションがコピーされます。 スマート ボタンのタイプ もコピーできま
す。

4. 一部のスマート ボタンのタイプでは、ボタンにプレースホルダー テキストが表示されます。
ページセットを実行するまで、実際のテキストは表示されません。 

他のテンプレートではボタンの違いはわからないため、プロセスが機能しているかどうかを確
認するには、ページセットを実行してボタンを試してみる必要があります。

キーボードのキーは編集画面では同じように表示 同じキーの実行画面での表示

テンプレートによる実行内容の確認

1. テンプレートによってボタンに追加された内容を確認するには、ボタンを選択して、スマート
ボタンのタイプとアクション ツールをクリックします。

スマート ボタンのタイプとアクション ツール

[スマート ボタンのタイプとアクション]  ダイアログが表示されます。

140
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スマート ボタンのタイプを変更するには [変更 ...]  をクリックし、アクションを追加するには
[追加 ]  をクリック

[スマート ボタンのタイプ]  には、ボタンの動作  (多くの場合、テキストや既定のアクション)
がどの機能タブによるものかが表示されます。[アクション]  セクションには、ボタンに追加さ
れたアクションが表示されます。

2. アクションのいずれかをクリックします。

3. アクションにプロパティがある場合、またはアクションの実行方法に可能な選択肢がある場
合は、[プロパティ]  をクリックするとそれらが表示されます。

4. キーボードのキーの場合は、Communicator のメッセージ ウィンドウに文字が書き込まれ
るようにするか、別の Windows プログラムの現在開いているウィンドウに書き込まれるよう
にするかを選択できます。 
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別のアクションを追加すると、別のダイアログが表示されます。

ボタンへのアクションの追加

このセクションでは、独自のアクション ボタンの作成方法について説明します。

たとえば、アクション ボタンを使用して下図のように大きくてもっと押しやすいアクション ボタンを
作成し、Windows Media Player で再生される音楽などの、Windows で再生される音声
を制御することができます。

アクション ボタンを使用して、パソコンの音量を上げる、標準に設定、下げる

アクション ボタンの作成

ボタンにアクションを配置する操作は編集画面で実行します。どの画面にいるのかわからない
場合は、Shift + F5 を押します。

1. 必要なボタンを描画します。
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2. ボタンを 1 つ選択します。

3. メニュー コマンド [ボタン] > [ボタン アクション]  を選択します。

[ボタン アクション]  ダイアログが表示されます。 

4. 最上部で機能タブのいずれかを選択します。この例では、[音声 ]  を選択します。

すべてのアクションは機能タブのいずれかで指定

5. [音声 ]  タブで、上の画像に示されるように [主音量の設定 ]  アクションを選択します。

[音声 ]  タブが表示されない場合は、ダイアログの一番下の [使用可能なアクションをすべ
て表示 ]  ボックスをチェックします。

6. [追加 ]  をクリックします。

ボタンにより可能になる音量変更の種類を確認するダイアログがポップアップします。
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異なるアクションを追加すると、異なるダイアログを表示

7. ボタンにより、一定の音量を設定するか、押すたびに 1 段階ずつ音量を増減するかを選
択します。

8. [OK]  をクリックします。

ボタンにアクションが追加されます。 

ボタンによって実行されるすべてのアクションが [ボタン アクションの編集 ]  ダイアログの一
番下に一覧表示されます。1 つのボタンで実行されるアクションは、通常 1 ～  2 種類で
す。

9. [OK]  をクリックしして、ダイアログを閉じます。

ユーザーにわかりやすくするため、ボタンに画像や文字を入れることもできます。

10. 新しいアクション ボタンをテストするには、F5を押してページセットを実行します。
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ページを開くとき、または離れるときのアクション

ユーザーがページを開いたりページから離れたりする場合に実行できるアクションはわずかで
す。 

たとえば、ページにカウンターを追加して、ゲームを何回プレーしたかをユーザーに表示すること
ができます。

· ユーザーがページを離れるたびにカウンターに 1 を追加します。

· ユーザーがページに戻るたびに、メッセージ ウィンドウを使用して、新しい値を表示できま
す。

ページとアクションを関連付けるには

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. [ページ リスト]  で、アクションを追加するページを選択します。

2. 次のいずれかのメニュー コマンドを実行します。 

[ページ] > [ページ アクション] > [ページ開始時 ]  または

[ページ] > [ページ アクション] > [ページ終了時 ] 

3. ボタンへのアクションの追加 の説明どおり、アクションを選択して定義します。

主な違いは、選択できる利用可能なアクションが少ないことです。

ページセットの実行時または終了時に発生するアクションも定義できます。  ページセット実行
時のアクション を参照してください。

135
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ページセット実行時のアクション

ページセットの実行が開始されたり、ユーザーがページセットを離れたりする場合に実行できる
アクションはわずかです。 

たとえば、ゲームのページセットの場合、ユーザーがページセットを離れるときに点数を保存し
て、再度ページセットを実行したときに前の点数を表示するアクションを追加することができま
す。

もう 1 つの一般的な用途は、指定されたページセットを作成するために入力タイプをリセットす
ることです。たとえば、通常はスイッチを使用しているユーザーが、マウスを使う練習をしている場
合などです。

マウスを使う動機付けになるようなゲームを作成して、ゲームが開始すると入力タイプをマウス
クリックに切り替え、ユーザーがゲームを終了させると入力タイプをスイッチ入力やスキャンにリセッ
トすることができます。

ページセットとアクションを関連付けるには

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. 次のいずれかのメニュー コマンドを実行します。 

[ファイル] > [ページセットの操作 ] > [ページセット実行時 ]  または

[ファイル] > [ページセットの操作 ] > [ページセット終了時 ] 

2. ボタンへのアクションの追加 の説明どおり、アクションを選択して定義します。

主な違いは、選択できる利用可能なアクションが少ないことです。

ページセットの実行時または終了時に発生するアクションも定義できます。  ページセット実行
時のアクション を参照してください。

135

139
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スマート ボタンの使用

スマート ボタンとは、アクション以外に設定可能な機能を持つボタンのことです。

Tobii Communicator では、既製ページセットでプログラムされた機能を再利用するスマート
ボタンを作成することができます。 

スマート ボタンには、次のようなものがあります。 

· 文字またはシンボルの入力が可能で、文字の挿入ポイント (カーソル位置 ) が表示される
メッセージ ウィンドウ

· 大文字と小文字の表示と入力が可能な、キーボードのキー ボタン

· メールの未読メッセージ数などの情報を取得して表示するボタン

· 相互の一致を認識するマッチ ゲームの項目

すべてのスマート ボタンは、[ボタン] > [スマートボタンのタイプダイ]  アログで検索できます。 

すべてのスマート ボタンの左上隅に、小さなギアのアイコンが表示

スマート ボタンの作成方法

スマート ボタンは、スマート ボタンの属性を持つボタンをボタン テンプレート で選択するか、
[スマート ボタンのタイプ]  ダイアログで使用するボタンにスマート ボタンのタイプを選択して作成
します。

131
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スマート ボタンかどうかを判断する方法

1. 既製ページセットから、またはボタン テンプレート で作成した専用のボタンから、ボタン
を 1 つ選択します。

2. 編集ツールボックスでスマート ボタンのタイプとアクション ツールをクリックします。

最長の名前を持つツール

3. [スマート ボタンのタイプ]  の下のフィールドを確認します。

131
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このダイアログから、タイプの変更やアクションの追加が可能

ボタンに割り当てられる「スマート」機能は 1 種類

1 つのボタンに割り当てられるスマート ボタン機能は1 種類だけです。たとえば、同じボタンに
マッチ ゲームの機能と再生リストの機能を割り当てることはできません。ほとんどのスマートボタ
ンのタイプには、1 つ以上の既定のアクションがあります。

ただし、それぞれのボタンで実行できるアクションの数に制限はありません。

表示する内容が割り当てられたスマートボタン

多くのスマート ボタンは自動的に文字を表示します。このためスマートボタンに文字を配置する
前によく検討してください。まずページセットを実行し、ボタンに表示される内容を確認してから
文字を配置してください。

連動型のスマート ボタン

特定のタイプの別のスマート ボタンが同じページ上にある場合のみ適切に動作する機能を持
つスマート ボタンも多くあります。 

たとえば、キーボードのキーは既定のアクションとして、文字をメッセージ ウィンドウに送信しま
す。メッセージ ウィンドウのないページでキーボードのキーのスマート ボタンを使用しても、意図
したようには機能しません。 

既製ボタンの確認

一緒に使用する必要のあるボタンを確認する方法は 2 つあります。

· 既製ページセットを実行して、ボタンがどう連動するかを確認

· ボタンを選択し、 [ボタン] > [スマート ボタンのタイプ]  コマンドを使用して確認
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自分用のスマート ボタンの作成

スマート ボタンとは、アクション以外に設定可能な機能を持つボタンのことです。スマート ボタン
の詳細については、前のセクションの 

スマート ボタンの作成方法

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. 対象のボタンを選択します。ここでは複数のボタンを選択することもできます。

2. メニュー コマンド [ボタン] > [スマート ボタンのタイプ]  を選択します。

[スマート ボタンのタイプ]  ダイアログが表示されます。
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3. 最上部で対象のボタンに関連する機能タブを選択します。

4. リスト ボックスで、使用可能なスマート ボタンのタイプを検討してください。 

リスト ボックスの項目をクリックすると、右側に説明が表示されます。さまざまなボタンのタイ
プでさまざまなプロパティが設定可能で、さまざまな既定のアクションが割り当てられていま
す。

5. 使用するスマート ボタンのタイプをクリックして選択します。

6. ダイアログの右側のオプションを検討して編集します。

7. 完了したら、[OK]  をクリックします。

必要と考えられるすべてのスマート ボタンを追加して、ページセットを実行します。スマート ボタ
ンへの文字の追加は、実行画面でどのように表示されるかを確認してからにしてください。

すぐに作成可能なスマート ボタン

一部のボタン テンプレートは、スマート ボタン用のテンプレートです。 
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· テンプレートを使用するには、スマート ボタンのタイプとアクションを追加するボタンを選択し
てからテンプレートの名前をクリックします。

· スマート ボタンのタイプとアクション ツールを使用して、テンプレートによりボタンに追加され
た内容を確認します。

スマート ボタンのタイプとアクション ツール

ユーザー選択用のポップアップ ページの使用

ポップアップ ページとは

下図の音量制御ページは、ポップアップ ページの例です。

· Windows のダイアログと同じように、ポップアップ ページが開くと、ポップアップの外側で何
かを選択することはできません。

· ダイアログと同じように、ポップアップ ページはポップアップを立ち上げたページの一部のみに
表示されるため、大多数のユーザーは何のためのページであるか容易に理解できます。
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ユーザー選択用のポップアップ ページの作成方法

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. [ページ リスト]  で、ポップアップさせるページを選択します。 

ここでは、テレビ コントロール ページセットの音量ページを選択します。
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この例には、赤外線信号を GEWA コントロールからテレビに送信するボタンが 3 つありま
す。

通常、ポップアップ ページは通常のページより小さくして、元のページが実行画面のポップ
アップの後ろに表示されるようにします。

ページの背景をクリックして選択し、右下隅の選択ハンドルをページ中央に向かって途中
までドラッグすると、小さなページを作成できます。

2. メニュー コマンド [ページ] > [ポップアップとして表示 ]  を選択します。

3. ポップアップの後ろに表示される、元のページに移動します。 

この例で元のページはメインのテレビ ページです。

4. ポップアップ ページにリンクするボタンを選択します。

この例では音量ボタンです。
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元のページ

5. メニュー コマンド [ボタン] > [リンク]  を選択します。

[リンク ツール]  ダイアログが表示されます。

[リンク ツール]  ダイアログ
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6. [ページに移動 ]  を選択して、[選択 ]  をクリックします。 

7. [ページの選択 ]  ダイアログで、リストからポップアップ ページを選択して、[OK]  をクリックし
ます。

8. [リンク ツール]  ダイアログで、[1回選択後は戻る]  をチェックします。 

この場合はユーザーが音量レベル ボタンを押すと、ボタンが必要なアクションを実行して
ポップアップが消えることを意味します。

9. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択して作業を保存します。

ポップアップ ページが配置される位置

別のポップアップからポップアップ ウィザード スタイルを開いた場合には該当しません。通常の
ページから開くポップアップについては、次のようにおおよその位置を指定できます。

1. メニュー コマンド [ページ] > [ページのプロパティ]  を選択します。 

最初のタブ、[全般 ]  で、[ポップアップ ページ]  がチェックされています(このボックスをチェック
してページをポップアップにすることもできます)。 

2. 開いたときにポップアップが配置される位置を制御するには、[ポップアップ ページ]  の下の
ドロップ ダウン リストから位置を選択します。

ポップアップの配置

3. [OK]  をクリックします。
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ウィザードの作成

1 つのポップアップ ページから 2 番目のポップアップ ページにリンクすると、 [ウィザード形式を使
用 ] チェック ボックスが使用できるようになります。

ウィザードとは、次々に表示される一連のダイアログです。通常、[前へ]  ボタンと [次へ]  ボタン
を表示して、ユーザーがウィザード内のページを移動できるようにします。Tobii
Communicator では、実行画面の   ボタン編集ウィザード や、[ツール] > [新しい音声の
録音 ]  から開始するウィザードの例があります。

[ウィザード形式を使用 ]  をチェックすると、次の 2 点が変化します。 

· ポップアップ 2 (リンク先 ) はポップアップ 1 (基点 ) と全く同じ画面スペースに収まるように、
自動的にサイズと位置が設定されます。

· ポップアップ 1 (基点 ) はポップアップ 2 が開くと自動的に閉じます。

37

271
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作業内容の再利用

このセクションでは、Tobii Communicator 4 でボタンやページ セットを再利用するさまざまな
方法の概要について説明します。

· ページでは、ボタンを複製 することができます。

· ページセット内では、ページを複製することができます。メニュー コマンド [ページ] > [ページ
の複製 ]  を選択します。この操作で、ページセット内のページとすべてのコンテンツが新しい
ページにコピーされます。

· Windows 標準のコマンドを使用して、1 つまたは複数のボタンをページの別の場所、同
じページセットの他のページ、または別のページセットに完全にコピーしたり、貼り付けること
ができます。  ボタンのコピー を参照してください。

· ボタンに貼り付ける場合、ボタン全体をページの空白の部分に貼り付けることができます
が、  アクションのみ 、または外観のみ をコピー元のボタンからコピー先のボタンに貼
り付けることもできます。

· ページセットを開いて、新しいファイル名で保存 し、変更を加えて、新しいページを追
加することができます。

· 現時点では、既存の複数のページセットを 1 つのファイルにマージする方法はありません
が、新しいページセットに古いページ セットのすべての機能を追加したい場合は、古いペー
ジセットにリンク するだけで可能です。または、古いページセットのコピーを保存して、コ
ピーにリンクします。

ボタンのコピー

Windows 標準と同じコピーと貼り付け

Tobii Communicator 4 でのコピーと貼り付けは、Windows 標準のコマンドで行います。コ
ピーを実行すると選択したボタンが仮想上のクリップボードに配置され、貼り付けを実行すると
クリップボードの内容が選択したページに配置されます。 

クリップボードに記録されるのは、最新のコピー コマンドだけです。ボタン A を選択およびコピー
して、次にボタン B を選択およびコピーすると、クリップボード上ではボタン B がボタン A に置き
換わります。ここで貼り付けコマンドを実行すると、ボタン B が貼り付けされます。

71
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コピーの活用法

再利用するボタンのグループがある場合は、ボタンをコピーすると便利です。同じページに 1 つ
のボタンのコピーを多数作成するには、ボタンの複製 を参照してください。

ボタンをコピーすると、常に次の内容がコピーされます。 

· ボタンの外観 : ボタンの形、塗りつぶしの色、境界線の太さと色、フォント、フォントの色お
よびフォント サイズ 

· ボタン コンテンツ: 画像、文字、および音声

· ボタン アクション: リンク、アクション、およびスマートボタンのタイプ (該当する場合 )

通常の貼り付けコマンドを使用してボタンを貼り付けると、上記の内容がすべて貼り付けされま
す。別の方法については、形式を選択して貼り付け を参照してください。

ボタンのコピー方法

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. コピーするボタンを選択します。

複数のボタンを選択する場合は、Shift キーを押したままにして追加のボタンをクリックしま
す。または、マウス ボタンを押したままで、ボタンのグループの周囲に選択用の投げ縄ツー
ルをドラッグします。

2. メニュー コマンド [編集 ] > [コピー]  を選択します。または標準のツールバーのコピー ツール
をクリックします。

コピー ツール

3. 別のページにコピーする場合は、コピー先のページをページ リストから選択します。

4. メニュー コマンド [編集 ] > [貼り付け]  を選択します。または標準のツールバーの貼り付け
ツールをクリックします。 

貼り付けツール

最後にコピーした内容が新しい場所に貼り付けられます。

71
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貼り付けたオブジェクトの配置

貼り付けるとボタンに選択マークが付きます。貼り付けたボタン、またはボタンのグループの位置
を調整する場合は、ボタンの中央をポイントします。マウス ボタンを押したままにして、目的の
位置までドラッグしてください。

外観またはアクションのみのコピー

ボタンをコピーすると、常に次の内容がコピーされます。 

· ボタンの外観 : ボタンの形、塗りつぶしの色、境界線の太さと色、フォント、フォントの色、お
よびフォント サイズ

· ボタン コンテンツ: 画像、文字、および音声

· ボタン アクション: リンク、アクション、およびスマートボタンのタイプ (該当する場合 )

コピーおよび貼り付けた結果がどうなるかは、何をコピーするか、どれだけ多く貼り付けるかにより
大きく異なります。

形式を選択して貼り付けを使用して外観をコピー

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. モデルとして使用するボタンを選択します。

2. メニュー コマンド [編集 ] > [コピー]  を選択します。または標準のツールバーのコピー ツール
をクリックします。

コピー ツール

3. 別のページにコピーする場合は、コピー先のページをページ リストから選択します。

4. コピー先として 1 つまたは複数のボタンを選択します。ここで選択したボタンはモデルと同じ
外観に変更されます。

複数のボタンを選択する場合は、Shift キーを押したままにして追加のボタンをクリックしま
す。または、マウス ボタンを押したままで、ボタンのグループの周囲に選択用の投げ縄ツー
ルをドラッグします。
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5. メニュー コマンド [編集 ] > [形式を選択して貼り付け] > [外観 ]  を選択します。

選択したボタンがモデルと同じに変更されます。

[形式を選択して貼り付け]  によるアクションのコピー

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. モデルとして使用するボタンを 1 つ選択します。

2. メニュー コマンド [編集 ] > [コピー]  を選択します。または標準のツールバーのコピー ツール
をクリックします。

コピー ツール

3. 別のページにコピーする場合は、コピー先のページをページ リストから選択します。

4. コピー先として 1 つまたは複数のボタンを選択します。ここで選択したボタンはモデルと同じ
アクションを実行します。モデルがスマート ボタンの場合は、コピー先のボタンには同じス
マート ボタンのタイプが適用されます。

複数のボタンを選択する場合は、Shift キーを押したままにして追加のボタンをクリックしま
す。または、マウス ボタンを押したままで、ボタンのグループの周囲に選択用の投げ縄ツー
ルをドラッグします。

5. メニュー コマンド [編集 ] > [形式を選択して貼り付け] > [アクションとスマートボタンのタイ
プ]  を選択します。

選択したボタンがモデルと同じに変更されます。 

ページセット間のコピー

Tobii Communicator 4 には、1 つのページセットから別のページセットにページ全体をコピー
するコマンドはありません。

ただし、元のページセットのページから新しいページセットのページに、そのページのすべてのコン
テンツをコピーすることが可能です。
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ページセット間のコピー方法

下記の例では、既製ページセット「原因と結果」のページを、新しい空白のページセットの 2 番
目のページにコピーします。

1. この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を
押します。

2. 新しいページセットの作成から開始します。コマンド  [ページ] > [新規作成 ]  を選択して、
コピー先の新しい空白ページを作成します。 

コピー先の空白ページ作成

3. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択するか、Ctrl+S を押してコピー先のページセッ
トを保存します。

4. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [既製ページセット]  を選択
します。 

このガイドで推奨したように自分用のページ セットを保存している場合は、最後のタブ [マ
イ ページセット]  で自分用のページセットも使用できます。

5. コピーするページセットが含まれたタブをクリックします。

ここでは [画像 ]  タブで「原因と結果」を選択しています。
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コピー元のページ セットを選択

6. コピーするページセットをクリックします。

ページセットが実行画面で開きます。

7. Shift + F5 を押して編集画面に移動します。

8. ページ リストでコピー元のページをクリックします。 

ページ サイズに注意してください。ページ サイズはページ リストに表示されます。

ページ リストでは大きさに注意

9. メニュー コマンド [編集 ] > [すべて選択 ] (Ctrl+A) を選択します。

ページ上のすべてのコンテンツが選択されます。これにはボタン、スタティック テキスト、およ
びスタティック ピクチャーが含まれますが、背景画像などのページの属性は含まれません。
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10. メニュー コマンド [編集 ] > [コピー] (Ctrl+C) を選択します。

11. [編集 ]  メニューの最近使用したファイルのリスト (数字の付いた選択肢 ) から、コピー先に
するページ セットを探します。名前をクリックして開きます。

[ファイル]  メニューに表示される最近開いたページセット

新しいコピー先のページセットが編集画面で開きます。

12. ページ リストでコピー先のページを選択します。

13. メニュー コマンド [編集 ] > [貼り付け] (Ctrl+V) を選択します。

コピーした選択内容がコピー先のページより大きい場合は、次のメッセージが表示されま
す。
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コピー先のページは、少なくともコピー元のページと同じ大きさである必要があります。

14. コピー先のページをステップ 8 で表示された大きさより大きく拡張してコマンド [編集 ] >
[貼り付け]  を繰り返します。

ページサイズは、貼り付け実行後、いつでも選択内容に合わせて縮小できます。

15. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択して作業を保存します。

グリッド ページからのコピー

グリッド ページからコピーする場合でも、最初はコピー先のページにグリッドを適用しないでくださ
い。コピー先のページは空白のフリーハンド ページのままにします。

グリッド ページからコピーすると、ボタンはグリッドのように見えます。必要に応じてボタンに合わせ
てコピー先のページのサイズを変更し、メニューコマンド[ページ] > [グリッドの適用を] 選択しま
す。

古いページセットに基づいた新しいページセットの作成

既製ページセットのいずれかに数枚のページを追加するだけの場合は、古いページセットを利
用して新しいページセットを作成します。

古いページセットに基づいた新しいページセットの作成

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [既製ページセット]  を選択
します。

次の画面が表示されます。
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元にするページセットの選択

2. 元にするページセットが含まれたタブをクリックします。 

推奨されたフォルダーに自分用ページ セットを保存している場合は、最後のタブ 
[マイ ページセット]  でこれらも使用できます。

3. 使用するページセットの縮小画像をクリックします。

4. ページセットが実行画面で開きます。

5. メニュー コマンド [ファイル] > [名前を付けて保存 ]  を選択します。

Windows 標準の [名前を付けて保存 ]  ダイアログが開きます。
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自分用のコピーに名前付け

6. 保存先のフォルダーを確認します。 

必要に応じて、[マイ ドキュメント] > [Tobii Communicator] > [ユーザー名 ]  > 
[マイ ページセット]  を選択してください。ここで [ユーザー名 ]  は Tobii Communicator
のユーザー名のことです。作業内容の保存 を参照してください。

7. ダイアログの最下部に新しいページセットの名前を入力します。

8. [保存 ]  をクリックします。

タイトル バーで、ページセットのファイル名が新しい名前に変わります。

これで自分専用のページとボタンを追加する準備ができました。

Boardmaker/SD Pro ファイルのインポート

Boardmaker /SD Pro で作成したページセットのライブラリがある場合は、これをインポートし
て Tobii Communicator のページセットとして保存できます。

1. メニュー コマンド [ファイル] > [Boardmaker/SD Pro ファイルのインポート]  を選択しま
す。

インポート ウィザードの導入画面が表示されます。

67
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2. [次へ]  をクリックします。

法的情報の画面が表示されます。 

3. 情報を読み、同意したことを確認するボックスをチェックして、[次へ]  をクリックします。

インポート元のファイルの画面が表示されます。

4. 左側で Boardmaker ファイルのあるフォルダーを選択します。

5. 右側でインポートするファイルをクリックします。 

複数のファイルを選択する場合は、Shift キーを押したままにして追加のファイル名をクリッ
クします。

6. このフォルダーで使用するファイルを選択して、[次へ]  をクリックします。

次の画面が表示されます。
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7. 新しいフォルダーの名前を入力して、[次へ]  をクリックします。

ファイルの変換には、少し時間がかかります。

次の画面が表示されます。
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8. 実行するファイルがある場合はクリックして、[完了 ]  を選択します。

可能な限り多数のコマンドが完全な状態でファイルと共に変換されますが、100% 変換
される保証はありません。変換前と同じように実行するには、編集画面で開いて、コマンド
を追加、削除、または変更する必要がある場合があります。
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日本語キーボードの作り方

概要

このセクションでは空白のページから自分用の日本語キーボードを作成する方法について説明
します。

日本語の文章を作成するには、漢字、ひらがな、カタカナへの変換が必要です。
Communicator ではこの変換の為に、あるいは変換と無変換を切り替える為に  IMEボタン
作成して使用します。通常の日本語キーボーにある「半角/全角 /漢字」キーの代わりです。

IME とは、Input Method Editor の略で、ここでは Microsoft IME -日本語入力システムを
言います。

日本語  Windows に主に使われている日本語入力用  MS-IME は、ローマ字からひらがな、
カタカナへの変換、仮名から漢字への変換を行います。

日本語入力用キーボードの作り方

この章では、例として　「ひらがな 50」キーボードを作成します。

新しいページは、必ず編集画面で作成して下さい。どの画面にいるのか分からない場合は、
Shift + F5 を押します。

1.  ひらがな 50キーボードに必要なキーの数は最低  50で、さらに IME ON/OFF や変換、
確定などのキーが必要となります。まずは、ベースとなるボタンを作成します。
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2.   50 音のキーボードとして設定するキーの範囲を選択し、右クリックして、スマートボタンのタ
イプから、日本語  IME タブのキーボード 「ひらがな 50キーボードのキー」を選択します。
（キー上に表示される数値が順番になっていない場合は、並べ直して下さい。）

または、メニューコマンド [ボタン] > [スマートボタンのタイプ ]　を選択し、 [日本語 IME] タ
ブ　> [キーボード] > [ひらがな 50キーボードのキー ] を選択しOKボタンを押します。

「ひらがな25」や「ひらがな大」のキーボードのキーに関しても、 IMEに関する基本的な動作は
変わりません。

ひらがな50では、1 →  わ、10 →  あ、20 →  い のように表示されます。
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スマートボタンを使用せず、ボタンに書かれた文字列をメッセージ・ウィンドウに送ることによって
日本語を入力する場合は、ボタンの範囲の上で右クリック、ボタンアクションを選択、  日本語
IMEタブのキーボード 「キーを押す」を追加します。

または、メニューコマンド [ボタン] > [ボタンアクション]　を選択し、[日本語 IME] タブ　> 
[キーボード] > [キーを押す] を選択し、追加ボタン、OKボタンを押します。

IMEのON/OFF

日本語の変換が出来るモードに切り替える為の  IME ボタンを作ります。

ページ上のキーの中で、IMEのON/OFFを設定するボタンを選択し、右クリックして、ボタンアク
ションを選択、日本語  IMEタブの、設定の中の、日本語  IME ON/OFFを選択します。

または、メニューコマンド [ボタン] > [ボタンアクション]　を選択し、[日本語 IME] タブ　> 
[設定 ] > [日本語 IME ON/OFF] を選択し、追加ボタンを押し、日本語  IME ON/OFFが
選択されているのを確認して、OKボタンを押します。
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日本語 IME ON IMEをONします。

日本語 IME OFF IMEをOFFします。

日本語 IME ON/OFF IMEがONであればOFF、OFFであればONします。

更にもう一つ別のボタンを選択し、右クリックして、スマートボタンのタイプから、日本語   IMEタ
ブの設定の中の 「日本語  IME ON/OFF」を選択します。

または、メニューコマンド [ボタン] > [スマートボタンのタイプ ]　を選択し、[日本語 IME] タブ　> 
[設定 ] > [日本語 IME ON/OFF] を選択し、OKボタンを押します。

既定のアクションとして日本語  IME ON/OFFを追加することにより、スマートボタンに日本語
IME ON/OFFのボタンアクションが追加されます。

（ボタンアクションを追加しない場合は、 IMEの状態を示すインジケーターとして使用可能で
す。）

既定のアクションとして日本語IME ON/OFFを追加することにより、スマートボタンに日本語
IME ON/OFFのボタンアクションが追加されます。

スマートボタンに既定のアクションを追加しなかった場合は、  IMEの状態を示すだけのインジ
ケーターになります。ボタンを入力しても IMEはON/OFFしません。既定のアクションとして、
IME ON/OFFを追加することで、スマートボタンに IME ON/OFFアクションが追加されます。
つまり、このボタンだけで IMEのON/OFFとON/OFFの表示ができますので、ボタンひとつで済
みますが、すこし分かりにくい ON/OFFボタンになります。

インジケーターとしてのみ使用するのであれば、アクションを追加しない方が判りやすいでしょう。
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ひらがな /濁点・半濁点 /数字 /記号の切り替え

さきほどスマートボタンとして作成したひらがな 50のキーボード上に、其々ひらがな、濁点・半
濁点、数字、記号に切り替え表示するために、以下の  4つのボタンを作成し、ボタンアクション
を追加します。

それぞれのボタンを選択し、右クリックし、ボタンアクションを選択し、またはメニューコマンド   [ボ
タン] > [ボタンアクション]　を選択し、

ひらがな「あ」ボタン · 日本語 IMEタブ  > キーボード > キーボードのモードを設定
> 追加ボタン > 全角ひらがな

· 日本語 IMEタブ  > キーボード > 「ひらがな50」設定ページ
>  追加ボタン >  ページ1

濁点・半濁点「濁点/半濁
点」ボタン

· 日本語 IMEタブ  > キーボード > キーボードのモードを設定
>  追加ボタン > 全角ひらがな

· 日本語 IMEタブ  >キーボード  > 「ひらがな50」設定ページ
>  追加ボタン > ページ2
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数字「123」ボタン · 日本語 IMEタブ  > キーボード > キーボードのモードを設定
>  追加ボタン > 数字

記号「記号」ボタン · 日本語 IMEタブ  > キーボード > キーボードのモードを設定
>  追加ボタン > 特殊文字

ひらがなキーボード50は日本語 IME OFFの状態で、qwerty 配列の英語キーボードとして使
用可能です。
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メッセージ・ウィンドウの作成

入力した文字列を表示するためのメッセージ・ウィンドウを作成します。メッセージを表示するた
めの大きめのボタンを作成し選択、右クリックして、スマートボタンのタイプから、メッセージウィン
ドウタブの全般 「メッセージ・ウィンドウ」を選択します。

または、メニューコマンド [ボタン] > [スマートボタンのタイプ]　を選択し、[メッセージウインドウ] タ
ブ　> [全般 ] > [メッセージ・ウインドウ ] を選択しOKボタンを押します。

入力した文字ボタンがメッセージ・ウィンドウに表示されることを確認して下さい。  IMEの変換
前の状態では、入力した文字の下に下破線が表示されます。
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変換・確定

IME変換候補を示すための (変換するための) 「変換」ボタンを作成するためには、ボタンを選
択し、右クリック、ボタンアクションを選択して、日本語  IMEタブの文章の 「変換」を選択し、
OKボタンを押します。

または、メニューコマンド [ボタン] > [ボタンアクション]　を選択し、[日本語 IME] タブ　> 文章  >
[変換 ] を選択しOKボタンを押します。

変換候補を確定するための「確定」ボタンを作成するためには、ボタンを選択し、右クリック、ボ
タンアクションを選択して、日本語  IMEタブの文章  の「完了」を追加し、OKボタンを押します。

または、メニューコマンド [ボタン] > [ボタンアクション]　を選択し、[日本語 IME] タブ　> 文章  >
[完了 ] を選択しOKボタンを押します。

変換ボタンを作成すると、変換候補を表示するためのポップアップが自動的に表示されます。
変換文字列を表示するボタンがページセットある場合は、それらのボタンに変換候補が表示さ
れます。

1.   変換候補を表示するためのボタンを用意していない場合

変換ボタンを１回入力すると、メッツセージウィンドウ上に第一候補を表示します。

続けて変換ボタンを入力すると、第二候補を表示します。

さらに続けて、変換ボタンを入力すると、変換候補が表示されたポップアップウィンドウが表示さ
れます。
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2.   変換候補を表示するためのボタンが用意されている場合

変換ボタンを１回入力すると、メッツセージウィンドウ上に第一候補を表示します。

続けて変換ボタンを入力すると、第二候補を表示します。

さらに続けて、変換ボタンを入力すると、変換候補を表示するためのボタンに、変換候補が表
示されます。

変換候補の表示ボタンを作るには、ボタンを指定し、以下のボタンアクション、スマートボタンを
追加します。

①　変換候補の表示用ボタン

ボタンの上で右クリックし、スマートボタンのタイプを選択して、日本語   IMEタブ の中の全
般の 「候補リスト項目」を選択します。また、このスマートボタンの「既定のアクションを追
加」をチェックして、「候補を選択」を追加します。

または、メニューコマンド [ボタン] > [スマートボタンのタイプ]　を選択し、[日本語 IME] タブ
　> [全般 ] > [候補リスト項目] を選択、[既定のアクションを追加] にチェックしてOKボタ
ンを押します。
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②　変換候補のスクロール

ボタンの上で右クリックし、ボタンアクションを選択して、日本語   IMEタブ の中の候補リス
トの 「スクロール」を選択します。または、メニューコマンド  [ボタン] > [ボタンアクション]　を
選択し、[日本語 IME] タブ　> 候補リスト > [スクロール] を選択しOKボタンを押します。



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

自分用のページ セットの作成174

IME ONの状態で常にページセットを起動する場合

IME ONの状態で常にページセットを起動したい場合は、 [ファイル]  > [ ページセットの操作]
> [ページセットを開く ] を選択し、「ページセットを開く”アクション」ダイアログの   [日本語 IME]
タブ 設定  > [日本語 IME ON/OFF] で、日本語 IME ONを追加します。

ページセットの終了時に常に日本語 IMEを完了（確定）する場合

ページセットの終了時に常に日本語IMEを完了（確定）したい場合は、[ファイル]  > [ページ
セットの操作] > [ページセットを閉じる] を選択し、「ページセットを閉じる」ダイアログの  [日本
語 IME] タブ 文章  で、 完了  を追加します。

ページセット終了時に常に IMEをOFFする場合

ページセット終了時に常に IMEをOFFしたい場合は、[ファイル] > [ページセットの操作] > 
[ページセットを閉じる]  を選択し、「ページセットを閉じる」ダイアログの   [日本語 IME] タブ 設
定  > [日本語 IME ON/OFF」で、日本語IME OFFを追加します。

ページセット終了時に常に IMEの文章を完了する

IME の変換が完了していない状態、例えば、かな入力後漢字へ変換している最中で、まだ
決定をしていない状態でページセットを移動すると、 IME が作動中で他のプログラムが次々に
動作する事になるため、ページセットの動作、起動、終了にエラーを生じさる可能性がありま
す。ページセット終了時には、IME の完了アクション追加することをお勧めします。
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ページセット終了時に常に IMEを「完了」したい場合は、[ファイル] > [ページセットの操作] > 
[ページセットを閉じる]  を選択し、「ページセットを閉じる」ダイアログの  [日本語 IME] タブ >　
文章　> [完了 ]　を追加します。

IME設定ダイアログを表示させる

IMEのプロパティを表示したい場合は、「 IME設定」のようなボタンを作成します。ボタンを選択
して、右クリックし、ボタンアクションを選び、日本語  IMEタブの中の設定の「日本語  IME設定
ダイアログを開く」を追加します。

または、メニューコマンド [ボタン] > [ボタンアクション]　を選択し、[日本語 IME] タブ　> 設定  >
[日本語 IME設定ダイアログを開く ] を選択しOKボタンを押します。

この操作は、お使いの Windows Microsoft IME のプロパティを開きます。通常の
Windows コントロールとなります。

ヒント：

新しい日本語入力用キーボードを作るのに、もっとも簡単な方法は、既製のページセットの中
から、日本語キーボードを選び、ニーズに合わせて作り変える方法です。





既製ページセットの使用

第

5
章
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Tobii ユーザー向けのページセット

MyTobii デバイスとは、視線入力機能を内蔵する PC モニターです。MyTobii ユーザーは、
通常、設定された時間ボタンを注視することでボタンを押します。注視してボタンを選択し、ス
イッチを押してボタンを押す場合もあります。いずれの場合でもユーザーの操作の調整は
Communicator メニューではなく、MyTobii メニューを使用して行います。

Tobii Communicator 4 には、特に MyTobii の視線制御向けに設計された既製ページ
セットが 4 つあります。これらのページセットを表示するには、次の作業を行います。

· メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [既製ページセット]  を選択
します。

· 最初のタブ [テキスト]  で右下隅の数字 [2] をクリックして、ページセットの 2 番目のグ
ループに移動します。

MyTobii P-10 ユニットを使用している場合は、内蔵の GEWA ユニット (赤外線リモコン) が
あります。赤外線設定 およびリモコン を参照してください。 

ユーザーに適したボタンのサイズ

4 つの既製ページセットには、さまざまなサイズのボタンがあります。これらのセットをユーザーに
試してもらい、快適に制御できるボタンのサイズを選択してください。

ヒント

· ボタンのサイズと位置を均一にすると、MyTobii ユーザーは注視によりボタンを楽に「ヒッ
ト」できるようになります。このため、MyTobii ユーザーのためのページセットを作成すること
がわかっている場合には、グリッドの適用コマンド が適切です。

· MyTobii 設定メニューは、ユーザーが画面下端の中央を注視するとアクティブ化されま
す。この場所には Communicator ボタンを配置しないでください。

300 226

68
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テキスト

テキスト ページセットを活用したユーザーの入力と会話

テキスト ページセットを使用すると、キーボードでの入力が困難なユーザーでも入力が簡単に
行えます。ただし、ユーザーは文字のつづりが理解できる必要があります。

入力された単語を、合成音声で読み上げることができます。 

Premium エディションのユーザーは、テキストをテキスト メッセージまたはメールとして送信でき
ます。

テキスト ページセットのタイプ

テキスト ページセットを選択するときは、ユーザーの入力方法を考慮に入れてください。 

· ページセット名に、ポインター、スキャン、または視線制御  など、入力方法が含まれている
ものは、そのタイプのユーザー入力で最も適切に機能します。  

· 他のテキスト ページセットは、ポインター入力またはスキャン入力に適しており、視力に問
題のないユーザー向けです。

ユーザーがキーボードに慣れているかどうか も配慮してください。

· ページセットの名前にキーボードのレイアウト (QWERTY、スキャン、またはABC など) が
含まれている場合、ページは必ずそのレイアウトになります。 

· その他のページセット、たとえば感情表現のボード では、メニュー コマンド [設定 ] > [キー
ボードのレイアウト]  で設定したキーボードのレイアウトが使用されます。

テキストページセットを試す

テキスト ページセットは、既製ページセット画面の最初のタブに表示されます。

293
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他のテキスト ページセットを表示するには、右下隅の [2]  をクリック

この画面の実行方法については、既製ページセットを試す を参照してください。

ユーザーのホームへのページセットの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3. 最初のタブ [テキスト]  で追加するページ セットの隣をクリックしてチェック マークを入れま
す。

30
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4. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

46
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シンボル

読み書きの困難なユーザーのコミュニケーションに役立つシンボルページ
セット

シンボル ページセットは、読み書きの困難なユーザーのコミュニケーションや教育に役立ちます。
これらのページセットには、文字付きまたは文字なしの画像やシンボルが使用されています。

ユーザーが画像を選択すると、パソコンにより合成音声を使って対応する単語や語句を読み
上げます。

シンボル ページセットのタイプ

シンボルページセットはその名前によって、大人の一般的なコミュニケーションまたは小学生向け
の読書など、適切な対象者と内容が分かるように作られています。

· シンボル ページセットの大多数は、多数の独立したページで構成されています。黄色いボ
タンを押すと、通常、ユーザーはまったく新しいシンボルのページに移動します。  ページの
相互リンク を参照してください。

· 大多数のシンボル ページセットには、自由にカスタマイズできるボタンがいくつかあります。
空白の白いボタンがカスタマイズできるボタンです。  ページセットのボタンの変更 を参
照してください。

ヒント:読解力の向上

研究によると、読解力向上のためにシンボルによるコミュニケーションを使用する場合、画像の
上に文字を配置するのが最も効果的と言われています。

シンボル ページセットを試す

シンボル ページセットは、既製ページセット画面の 2 番目  のタブにあります。

99
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他のシンボル ページセットを表示するには、右下隅の [2]  をクリック

この画面の実行方法については、 既製ページセットを試す を参照してください。

ユーザーのホームへのページセットの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3. 2 番目のタブ [シンボル]  で追加するページセットの隣をクリックしてチェック マークを入れま
す。

30
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4. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

46
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キーボード

他のプログラムで機能するキーボード

キーボード ページセットは、画面の一部で実行され、他のプログラムへのテキストやコマンドの
入力に使用されます。たとえば、ワード プロセッサーのウィンドウに入力するか、Alt + F と入力
すると、[ファイル]  メニューが開きます。

画面のキーボードを使用したワードパッドへの入力

スクリーン・キーボードのタイプ

ユーザーが キーボードのレイアウト に慣れているかどうかについても配慮してください。

· ページセットの名前に QWERTY、スキャン、またはABC が含まれている場合、キーボー
ドはその名前が示すレイアウトになります。 

· その他のページセット、たとえば簡易  では、メニュー コマンド [設定 ] > [キーボードのレイア
ウト]  で設定したキーボードのレイアウトが使用されます。

キーボードを試す

キーボードは、既製ページセット画面の 3 番目  のタブにあります。

293
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3 番目のタブにある画面のキーボード

この画面の実行方法については、 既製ページセットを試す を参照してください。

ユーザーのホームへのキーボードの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3. 3 番目のタブ [キーボード]  で追加するキーボードの隣をクリックしてチェック マークを入れま
す。

30
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4. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

46
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ゲーム

遊びと学習を目的としたゲーム

既製のゲーム ページセットには、ユーザー向けの遊びのゲームと認知程度の評価に利用できる
ゲームの両方があります。 

ゲームのタイプ

記憶ゲームでは、ユーザーは一度に 2 枚のカードをめくって同じカードが置かれている場所を記
憶します。記憶ゲームのカードには、シンボル、単語、または文字が使用できます。ユーザーが
楽しめるように、適切なサイズを選択できます。小さいものはペア 3 組から、大きいものはペア
30 組まで作成できます。

数並べゲームは、1 枚分の場所が空いているタイルを並べ替えるパズル ゲームのコンピューター
版です。グリッド内のタイルをスライドさせて、番号を順番に並べるか、バラバラになった画像を
組み立てます。記憶ゲームや数並べゲームは、能力のレベルに合わせてさまざまなサイズにでき
ます。

Fiver ゲームは、よく知られているロジックゲーム、オセロ (リバーシ) のバリエーションで、これにも
さまざまなサイズがあります。

マッチゲームにはさまざまなマッチゲームがあり、読み書きができるユーザーもできないユーザーも
利用できます。 

最後に、チク タク トウ　三目並べは、昔からある駒を 3 個並べるゲームです。

ゲームを試す

シンボル ページセットは、既製ページセット画面の 6 番目  のタブにあります。
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ゲーム ページセットのいずれかをクリックしてゲームの難易度を選択

この画面の実行方法については、 既製ページセットを試す を参照してください。

ユーザーのホームへのページセットの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3. 6 番目のタブ [ゲーム]  で追加するページセットの隣をクリックしてチェック マークを入れま
す。

30
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4. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

関連項目 :

記憶ゲームやマッチゲームのサイズを保存するには、 ゲーム ボード 1 枚の追加 を参照して
ください。

記憶ゲームやマッチ ゲームのカードに単語や画像を追加するには、 ゲーム カードの変更 を
参照してください。

ゲームの時間、カードの外観、勝敗表示のページを調整するには、 ゲームのプロパティを参照
してください。

46
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単一のゲーム ボードの追加

既製のゲームを利用して、ユーザーがプレー前にゲームのサイズやカードのタイプを選択しない
で済むようにすることができます。

簡単な方法は、ゲーム ページセットに対して新しい最初のページ を選択することです。ユー
ザーに表示するゲーム ボードを選択し、そのページを最初のページに設定するだけです。

· ゲームが開始すると、最初のページとして選択したページが自動的に開始します。

· ユーザーがゲームに勝って、[再開 ]  または [戻る]  を押しても、他のページが存在しないか
のように、同じページが継続して表示されます。

ユーザーが上達したら、最初のページに設定するボードを変更するだけです。

適切なゲーム ボードから直接ゲームを開始させる

1. メニューが表示されていない場合は、Shift + F10 を押します。

2. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [既製ページセット]  を選択
します。

3. [ゲーム]  タブで、縮小画像をクリックして作業対象にするゲームを開始します。

4. キーボードで Shift + F5 を押して、編集画面に切り替えます。

5. 左側に [ページ リスト]  があることを確認します。ページ リストが表示されていない場合
は、メニュー コマンド [表示 ] > [ページ リスト] を選択します。

6. [ページ リスト]  をスクロールして、使用するゲーム ボードを選択します。

使用するゲーム ボードのページを検索

92



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

既製ページセットの使用192

7. ページ リストでページの縮小画像を右クリックします。 

8. 右クリック メニューから、[最初のページに設定 ]  を選択します。

9. 変更したページセットを独自のファイル名で保存します。 ページセットのボタンの変更
のページセットの自分用コピーの作成を参照してください。 

ゲーム ページセットをユーザーのホームページとして前に選択している場合は、次のダイア
ログが表示されます。

これらの選択肢を使用して、Communicator はユーザーのホームページとのリンクを更
新

このダイアログが表示されたら、[はい] 、次に [OK]  をクリックします。 

32
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ゲーム カードの変更

既製のゲームは、個人的な画像やユーザーにとって意味のある画像を使用するともっと面白く
なります。画像や単語を変更して、適切で記憶しやすいものにすることができます。

マッチゲームや記憶ゲームのカードの変更

1. 既製ページセットのいずれかを変更するには、 ページセットのボタンの変更 のページ
セットの自分用コピーを作成する手順を参照してください。

2. 編集画像のボタンの画像、またはテキストを変更するには、

 

コンテンツ ツールを使用します。詳細は、 編集画面のボタンの変更 を参照してくださ
い。

3. カードを追加したり削除したりしないでください。既に作成されている組み合わせに従ってく
ださい。各カードの上部の明るい灰色のテキストを確認します。

新しいカードが、各カードの上部の説明どおりにペアになっていることを確認

変更後の様子。これらのカードは、ゲームのプレー中に正しく「組み合わせ」可能

32
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カードの裏側の変更  (記憶ゲームのみ )

1. 編集画面で、マッチゲーム、または記憶ゲームのボタンを右クリックして、  [ マッチゲームの
プロパティ] を選択し、次のような [スマートボタンのプロパティ] ダイアログを表示します。

最初のタブで、ゲームのタイプと時間の表示を制御します。2 番目のタブでカードの裏側
の外観を選択できます。

カスタマイズされた記憶ゲームゲームのカードの裏側
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ゲームのプロパティ

ゲーム固有の設定ダイアログはありませんが、ゲーム ページセットには [プロパティ]  ダイアログが
あります。プロパティと設定について も参照してください。

数並べゲームのプロパティ

数並べゲームのページまたはページセットで、ボタンの色や勝敗表示のページを変更できます。

ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· 数並べゲーム ページセットを 開き ます。

· 編集画面 に移動します。

· 数並べゲームのタイル ボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューから [ 数並べゲームのプロパティ] を選択します。
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マッチゲームのプロパティ (記憶ゲームも同様 )

ゲームの時間表示、勝敗表示のページ、マッチゲームや記憶ゲームのタイプを変更できます。
記憶ゲームでは、カードの裏側の外観を変更できます。いずれのゲームでも、クリックしたカード
のハイライト表示色を変更できます。

ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· マッチ ゲーム、または記憶ゲームページセットを 開き ます。

· 編集画面 に移動します。

· カードのボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューから [マッチゲームのプロパティ]  を選択します。

Fiver ゲームのプロパティ

Fiver ゲームのボタンを使用したページまたはページセットで、勝敗表示のページの動作を変
更できます。

ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· Fiver ゲーム ページセットを 開き ます。

· 編集画面 に移動します。

· Fiver ゲームのボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューから [Fiver ゲームのプロパティ]  を選択します。

三目並べのプロパティ

三目並べのボタンを使用したページまたはページセットで、既定のプレーヤー 1 および 2 と各プ
レーヤーを示す色を変更できます。

ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· 三目並べページセットを 開き ます。

· 編集画面 に移動します。

· 三目並べのボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューから [チク タク トウ　三目並べのプロパティ]  を選択します。
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画像ビューアー

画像ビューアーを使用すると、ユーザーはさまざまなフォルダーやソースの写真を 1 つのインター
フェースに集めてパソコン上で閲覧する事ができます。画像はさまざまな方法で表示できます。

リスト表示での画像の表示

スライドのような画像表示。画像は回転できます。

左側のボタンを押して表示する画像を選択したり、個々の写真を開くことができます。

画像を 1 枚開いて説明を追加、または画像を削除

個々の画像を回転、削除したり、画像に注釈を追加することができます。画像ビューアーで画
像を削除または回転すると、ユーザーのコンピューターにある元のファイルが変更または削除さ
れます。
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画像ビューアーは、既製ページ セット「マイ アルバム」と一緒に使用することができます。関連す
る画像をグループに整理するには、マイ アルバムを使用します。 

画像ビューアー使用の前提条件

画像ビューアーを使用するには、ユーザーのコンピューターに画像ファイルがなければなりませ
ん。画像ビューアーは、JPG、GIF、PNG などの最も一般的な形式の画像ファイルで機能し
ます。

これらのファイルは、[画像ビューアーの設定 ]  ダイアログ で指定されたフォルダー内に配置さ
れる必要があります(画像ファイルは、指定されたフォルダーのサブフォルダーに配置できます)。

アルバムを含む画像ビューアー

アルバム作成やアルバム内の画像の整理のためのページセットは、画像ビューアー ページセット
を実行して使用できます。アルバム用の別個のプロパティや設定はありません。

画像ビューアーを試す

画像ビューアーは、既製ページセット画面の [その他 ]  タブにあります。 

[その他 ]  の他のページセットを表示するために、右下のページ番号をクリックする必要がある場
合があります。

[その他 ]  タブにある画像ビューアー ページセット

この画面の実行方法については、既製ページセットを試す を参照してください。

297

30



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

既製ページセットの使用 199
199

ユーザーのホームへの画像ビューアーの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3. 画像ビューアー ページセットは [その他 ]  タブにあります。 

4. 画像ビューアーが表示されたら、追加するページセットの隣をクリックしてチェック マークを入
れます。

ユーザーのホームページ用に画像ビューアー ページセットを選択

5. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

画像ビューアーのプロパティと設定

[画像ビューアーの設定 ]  ダイアログ  で Communicator が画像ファイルを検索するフォル
ダーを指定します。画像ビューアーを実行しても画像が表示されない、または表示されるはず
の画像が表示されない場合は、[画像ビューアーの設定 ]  ダイアログを使用します。
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[画像ビューアーのプロパティ]  ダイアログは、ページ上、またはページセット全体での選択した画
像のハイライト表示を変更する必要がある場合に使用します。[画像ビューアーのプロパティ] 
ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· 画像ビューアーページセットを開き ます。 

· 編集画面 に移動します。

· 画像ビューアーのスマート ボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューの一番下から [画像ビューアーのプロパティ]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。

参照

画像の参照は、マイ アルバムや画像ビューアーなど、さまざまなページセットで実行できま
す。 

既定では、画像ビューアー ページセットを使用してフォルダー (マイ ピクチャ フォルダーなど)
を参照し、後でマイ アルバム ページセットに移動すると、このページセットは画像ビューアー
ページセットから移動するときに使用していたフォルダー (マイ ピクチャ フォルダーなど) で開
きます 。これはどちらにもいわゆる既定のナビゲーション位置が使用されているからです。 

30
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ただし、その他の場合にはこの機能は望ましくないかもしれません。代わりに、他のすべて
のページセットの参照位置に影響を与えることなく、1 つのページセットを参照したい場合
があります(Windows Explorer の場合を考えてみると、2 つの Explorer ウィンドウを開
いているときに、それぞれのウィンドウで別のフォルダーを使用したい場合があるでしょう)。 

このような場合、[別のナビゲーション位置を使用 ]  を選択して、ページが別のナビゲーショ
ン位置を使用できるようにします。 

そのナビゲーション位置には、「ナビゲーション位置  1」などといった名前を付ける必要があり
ます。コンピューターのプログラミングの経験があれば、名前を変数と考え、任意の時点で
使用しているフォルダーをその変数の値と考えることができます。 

関連項目 :

画像ビューアーの設定 297
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Web カメラ

必要条件

ユーザーが Web カメラ既製ページセットのいずれかを使用するには、内蔵、またはパソコンに
接続された 1 台または複数の Web カメラが必要です。

Web カメラ ページセット

既製  Web カメラ ページセットで、ユーザーはカメラ ビューアーを通して相手を見たり、スナップ
ショットを撮ったり、スナップショットを確認することができます。

Web カメラ ページセット

Web カメラ ページセットを試す

Web カメラ ページセットは、既製ページセット画面の [その他 ]  タブにあります。
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[その他 ]  タブにある Web カメラ

この画面の実行方法については、既製ページセットを試す を参照してください。

ユーザーのホームへの Web カメラ ページセットの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ] を選択しま
す。

3. 6 番目のタブ [その他 ]  で追加する Web カメラ ページセットの隣をクリックしてチェック 
マークを入れます。

30
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ユーザーのホームページに設定する Web カメラ ページセットを選択

4. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

Web カメラのプロパティと設定

[Web カメラの設定 ]  ダイアログ  を使用して、使用する Web カメラを指定します。 Web
カメラページセットが起動しない場合は、Web カメラと Communicator を再接続してみてく
ださい。

下の [Web カメラのプロパティ]  ダイアログは、ページ上、またはページ セットで選択したカメラ
のハイライト表示を変更する必要がある場合に使用します。

[Web カメラのプロパティ]  ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· Web カメラ ページセットを 開き ます。

· 編集画面 に移動します。

· [Web カメラの表示 ]  ボタンを右クリックします。

· 右クリック メニューの一番下から [Web カメラのプロパティ...]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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音楽プレーヤー

Windows Media Player バージョン 10 以降を使用してパソコンに保存された音楽を楽しめ
る、既製の音楽プレーヤー ページセットが複数用意されています。

音楽プレーヤー ページセットは、機能が限定された使い方が非常に単純なものから、フル機能
を備えた上級ユーザー向けの音楽プレーヤーまでさまざまです。

簡易音楽プレーヤーでは再生するアルバムを選択可能

フル機能の音楽プレーヤーでは再生リストを設定可能

バックグラウンドで演奏される音楽

Windows Media Player の場合と同様に、ユーザーが音楽プレーヤー ページセットを使用し
て再生リストを開始すると、リストが終了するか、ユーザーが音楽プレーヤーを停止するまで音
楽の再生が続行されます。



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

既製ページセットの使用 207
207

音楽の録音

· Windows Media Player バージョン 10 以降が必要です。

· Windows Media Player で、形式として [mp3]  を選択します。こうすると、アルバム、
曲目、アーティストを Tobii Communicator で表示できます。

リッピング（取り込み）する前に形式を [mp3]  に設定

· Windows Media Player バージョン 10 以降の音楽ライブラリから、ユーザーのパソコン
に音楽ファイルをいくつかリッピングします。 

· [音楽プレーヤー設定 ]  ダイアログが Windows Media Player 音楽ライブラリがある
場所のトップ フォルダーを指していることを確認してください。

音楽プレーヤーを試す

音楽プレーヤーページは、既製ページセット画面の  [その他 ] タブにあります。 

[その他 ] の表示されていない他のページセットを表示するには、右下のページ番号をクリックす
るします。

316
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[その他 ]  タブにある音楽プレーヤー ページセット

この画面の実行方法については、既製ページセットを試す を参照してください。

ユーザーのホームへの音楽プレーヤーの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3. 音楽プレーヤー ページセットは [その他 ]  タブにあります。

4. 目的の音楽プレーヤー ページセットが表示されたら、隣をクリックしてチェック マークを入れ
ます。

使いたい縮小画像が表示されたら、チェック ボックスをクリックして選択

5. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。
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音楽プレーヤーのプロパティと設定

[音楽プレーヤー設定 ]   で Communicator が音楽を検索する場所  (フォルダー) を指定
します。音楽プレーヤーを開始したときに、利用できるアルバムや曲がない場合は、このダイアロ
グを確認してください。

[音楽プレーヤーのプロパティ] ダイアログは、音楽プレーヤーがどの表示  (曲目、アルバムなど)
から始まるかを設定する場合や、ページ、またはページセット全体での選択した項目のハイライ
ト表示を変更する場合に使用します。  

[音楽プレーヤーのプロパティ]  ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· 音楽プレーヤーページセットを 開き ます。 

· 編集画面 に移動します。

· 音楽プレーヤーのスマート ボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューの一番下から [音楽プレーヤーのプロパティ...]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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語句エディター

語句（フレーズ）を利用すると、ユーザーはいくつかのテキスト コミュニケーション ページセット、
メール、メッセージング ページセットの入力が早く簡単に行えます。語句はいつでも追加または

編集できます。 

セラピストやヘルパーが利用される場合は、ダイアログ [ツール] > [マイフレーズ（語句）]  のでの
入力が便利です。語句の管理 を参照してください。

2 つある既製ページセットを利用すると、ユーザーは語句を直接追加、削除および編集できま
す。

· [語句の編集 ]  は簡単なページセットで、ユーザーは既定の語句リストを編集できます
(既定のリストは、ヘルパーまたはセラピストの方が  [ツール] > [マイフレーズ （語句）] ダイ
アログで設定します)。

· [分類の編集 ]  を使用すると、上級ユーザーは語句リストを作成および削除したり、語句
自体を作成、編集および削除することができます。

278
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語句エディターを試す

語句エディターページセットは、既製ページセット画面の  [その他 ] タブにあります。

[その他 ] の表示されていない他のページセットを表示するには、右下のページ番号をクリックす
るします。

[その他 ]  タブにある語句の編集ページセット

この画面の実行方法については、 既製ページセットを試す を参照してください。30
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ユーザーのホームページへの語句エディターの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3.  [その他 ]  タブで、ページ番号の [2]  をクリックします。

4. 目的の語句の編集ページセットが表示されたら、隣のチェックボックスをクリックしてチェック
マークを入れます。

使いたい縮小画像が表示されたら、チェック ボックスをクリックして選択

5. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

[語句の編集 ]  ダイアログ

[ツール] > [マイフレーズ（語句）]  ダイアログを使用すると、パソコンのキーボードで語句リストと
語句をより早く入力・編集できます。既定の語句リストもここで設定できます。簡単な語句の
編集ページセットでは、既定のリストのみが表示されます。  語句の管理 を参照してくださ
い。

[語句のプロパティ]  ダイアログで、選択した語句や語句リストの境界線や背景の色を設定でき
ます。

46

48

280



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

既製ページセットの使用 213
213

· 語句エディターページセットを 開き ます。 

· 編集画面 に移動します。

· 語句項目のスマート ボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューの一番下から [語句のプロパティ...]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。

30
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メール

必要条件

メールには Premium  エディションが必要です。

Tobii Communicator でメールを使用するには、インターネット接続とメールアカウント (メール
アドレスとユーザー パスワード) が必要です。

Communicator によるメール

ユーザーが通常のキーボードでの入力が困難な場合のために、Communicator のメールペー
ジ セットではメールを利用するための別の方法が提供されています。ユーザーは、マウス、スキャ
ン、または視線入力のどの入力方法でも、Communicator のメールにアクセスできます。

· 合成音声が統合されており、受信したメッセージがはっきりと読み上げられます。

· テキスト ページが埋め込まれており、メッセージ作成および編集ができます。

· 入力の手間を最低限にして、数人の相手とメッセージを交換する簡易メールか、添付ファ
イルや全員に返信などを含む上級ユーザー向けのフル機能メールが選択できます。

簡易メール ページセット。ユーザーが受信したメールを読む画面

メール ページセットを試す

メール ページセットは、既製ページセット画面の [メール]  タブにあります。
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メール ページセット専用のタブ

この画面の実行方法については、既製ページセットを試す を参照してください。

ユーザーのホームへのメール ページの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3. 4 番目のタブ [メール]  で追加するメール ページセットの隣のチェックボックスをクリックして
チェックマークを入れます。

30



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

既製ページセットの使用216

4. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

メールのプロパティと設定

Communicator の [メールの設定 ]  ダイアログ  でメールアカウントに接続し、メッセージの
ダウンロード方法と削除のタイミングを管理します。Communicator でメールが機能しない場
合は、設定ダイアログを確認してください。

[メールのプロパティ]  ダイアログは、ページ、またはページセットで選択した項目のハイライト表
示を変更する必要がある場合に使用します。

[メールのプロパティ]  ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· メール ページセットを開き ます。

· 編集画面 に移動します。

· [選択したメッセージ]  ボタンなど、メール固有のスマート ボタンを右クリックします。  

· 右クリックメニューの一番下から [メールのプロパティ...]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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チャット (インスタント メッセージング)

チャットには Premium  エディションが必要です。 

チャット、つまりインスタント メッセージングとは、インターネットで幅広く利用されているコミュニ
ケーション機能です。 

この機能を利用すると、ユーザーは画面上のウィンドウで相手とメッセージをリアルタイムでやりと
りする事が出来ます。  

一部のユーザーにとっては、友人や家族とのコミュニケーションに適した方法です。話すより入力
する方が楽なユーザーの場合は、チャット ページセットの有用性を検討してください。 

チャット ページセット

Communicator には、初歩的な使い方を知っているユーザーや経験豊富なユーザーなど、そ
れぞれに適した複数の既製チャット ページセットがあります。視線入力に最適化されたチャット
ページセットもあります。 

フル機能のページセットでチャットにトライ。別のページセットはもっとシンプルです。 

チャット使用の前提条件  

· ユーザーのパソコンには、有効なインターネット接続が必要です。 

· ユーザーには、MSN、AOL (AIM)、または ICQ のアカウントが必要です。 



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

既製ページセットの使用 219
219

· アカウント情報は Communicator の    [チャットの設定 ]  ダイアログで入力する必要
があります。

· ユーザーがチャット ページセットを開始すると、Communicator はチャット アカウントにログ
インします。  

チャット ページセットを試す

チャットページセットは、既製ページセット画面の  [その他 ] タブにあります。 

3 つのチャット ページセットのうちの 1 つをクリックします。

[その他 ]  タブにある音楽プレーヤー ページセット

この画面の実行方法については、 既製ページセットを試す を参照してください。

ユーザーのホームへのチャットの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

3. [その他 ]  タブで、チャット ページセットを探します。  

4. 使用するページセットの隣のチェックボックスをクリックしてチェックマークを入れます。 

317
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使いたい縮小画像が表示されたら、チェック ボックスをクリックして選択

5. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

チャットのプロパティと設定

[チャットの設定 ]  ダイアログ で Communicator がインスタント メッセージング アカウントに
接続する方法と、受信メッセージを処理する方法を指定します。チャットが機能していないよう
に思われる場合は、このダイアログを確認してください。

チャット ページのメッセージ リストの表示方法を変更するには、[チャットのプロパティ]  ダイアログ
を使用します。   

[チャットのプロパティ]  ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· チャットページセットを開き ます。 

· 編集画面 に移動します。

· チャットのスマートボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューの一番下から [チャットのプロパティ...]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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カレンダー

カレンダーには Premium  エディションが必要です。 

カレンダーを使用すると、ユーザーは日付や予定を管理できます。

現在、汎用の既製カレンダーと視線入力に最適化されたカレンダーの 2 つの既製カレンダーが
あります。

カレンダー ページセット

カレンダー ページセットを試す

カレンダーページセットは、既製ページセット画面の  [その他 ] タブにあります。

[その他 ] の表示されていない他のページセットを表示するには、右下のページ番号をクリックし
ます。
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[その他 ]  タブにある音楽プレーヤー ページセット

この画面の実行方法については、 既製ページセットを試す を参照してください。

カレンダー使用のヒント

· 予定を作成するには、日付を選択  (クリック) します。

· 月表示から週表示に変更するには、週番号を選択  (クリック) します。

· 現在の日付  (今日の日付 ) に移動するには、次のボタンをクリックします。

 

ユーザーのホームへのカレンダーの追加

1. メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。

2. セットアップ ウィザードで、大きなグレーのボタン [1: ページセットの表示と選択 ]  を選択し
ます。

30
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3.  [その他 ] タブをクリックします。

4. 目的のカレンダー ページセットが表示されたら、隣のチャックボックスをクリックしてチェック
マークを入れます。

使いたい縮小画像が表示されたら、チェック ボックスをクリックして選択

5. ユーザーのホームページの設定の詳細については、 ホームページの選択 および ホーム
ページのお気に入りと順番 を参照してください。

カレンダーのプロパティと設定

[カレンダーの設定 ]  ダイアログ 、予定を知らせるアラームに使う音声と画像、どの国の休日
にマークを付けるかを指定します。

[カレンダーのプロパティ]  ダイアログ で、各月の画像を選択し、予定と休日の色とハイライト表
示を設定します。  

[カレンダーのプロパティ]  ダイアログを表示するには、次の操作を実行します。

· カレンダーページセットを開き ます。 

·  編集画面 に移動します。

· カレンダーのスマート ボタンを右クリックします。

· 右クリックメニューの一番下から [カレンダーのプロパティ...]  を選択します。

46

48

318

30

23



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

既製ページセットの使用 225
225

次のダイアログが表示されます。
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リモコン

Tobii Communicator 4 Premium エディションは、赤外線  (IR) による環境制御をサポート
しています。GEWA と Tira2 による制御がサポートされています。詳細は、   www.viking-
software.com   を参照してください。

リモコン ページセットの目的

ユーザーが接続済のマスター IR リモコンを持っている場合、ページセットのボタンで信号を送信
できるようにしたい場合があります。

リモコン ページセットを使用すると、リモコンをページに描く手間が省けます。

ただし、これらのページセットはそのままでは使用できません。

これらのページセットのどれかを選択して編集する必要があります。つまりボタンのアクションとし
て信号を追加し、自分専用のページセットとして保存してこれを使います。これでページセット
はユーザーのリモコンとして機能します。この方法の詳細については、赤外線リモコン設定 を
参照してください。

リモコン ページセットの前提条件

Communicator がサポートしている一般的なリモート IR リモコン (GEWA または Tira-2)
がパソコンに接続されている必要があります。 MyTobii P-10 ユニットを使用している場合は、
オプションで購入していれば GEWA ユニットが内蔵されています。

テレビのリモコン、DVD プレーヤーのリモコンなど、ページセットで使用する具体的な個々のリモ
コンの信号のライブラリを構築する必要があります。

リモコン ページセットの場所

[既製ページセット]  を実行すると、[その他 ]  タブにリモコン ページセットが表示されます。

300
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リモコン自体は描画済み、信号の編集が必要

関連項目

信号のライブラリの構築方法と GEWA または Tira2 のプログラム方法については、  赤外線
リモコン設定 を参照してください。300
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スキャンについて

スキャンとは、ポインターをマウス等で移動するのが難しいユーザーのための入力方法です。それ
ぞれ非常に異なるユーザーの能力や反応にかかる時間に対して  Tobii Communicator の 
スキャン設定 は柔軟に対応できるようになっています。

ページセットのスキャン

入力方法がスキャンに設定 されページセットが実行されている場合、 Communicator で
はスキャンカーソルが自動的にページ内で移動します。ユーザーが選択したり押したい項目の
上にスキャンカーソルが移動したときに、ユーザーはスイッチを操作します  (またはマウスボタンを
スイッチとして使用します)。 

スキャン グループを使用すると、ユーザーの待ち時間を短くできます。 

スキャン グループを使用すると （必ずではありませんが一般的に）、ユーザーはカーソルがページ
のすべての項目を通過するのを待つ必要がなくなります。以下に、一般的なスキャンの機能の
例を挙げます。

スキャン カーソルは、まずグループごとに移動

この電卓画面の場合、スキャン カーソル （枠）は、まずグループからグループ (行から行 ) へと
移動します。上のイラストでは、紫のスキャン カーソルによって、一度に 1 行がハイライト表示さ
れています。ハイライト表示されているボタンのセットがそれぞれ、スキャン グループ です。 

ユーザーがスイッチを操作して選択したいスキャングループを選ぶと、次にスキャンカーソルはその
グループ内のボタンからボタンに移動を始めます。
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1 つのグループで停止すると、カーソルはそのグループ内で移動を開始

詳細については、以下を参照してください。

1 つのページでのスキャン パターンを変更

スキャン グループの作成

スキャン カーソルの外観

スキャン設定

スキャン ユーザーのためのマウス エミュレーション

マウス エミュレーションは Tobii Communicator が持っているツールで、スキャン ユーザーはこ
れを利用して Windows デスクトップの殆どのアプリケーションにアクセスできます。 

マウス エミュレーション を参照してください。
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特定のページのスキャンパターン変更

スキャンを入力方法として選択した場合、次のいずれかのスキャン パターンを既定、つまり標準
のスキャン パターンとして設定します(スキャン設定 を参照してください)。

· 行の後に列

· 列の後に行

· リニア (すべての項目を 1 件ずつ)

一部のページでは既定の方法だと効率が悪い場合があるかもしれません。

その場合は、そのページのスキャン パターンを変更するか、標準のパターンが目的に適していな
い場合は、ユーザー設定のスキャン グループを作成 できます。

特定のページでのスキャンパターンの変更方法

1. この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5  を
押します。

2. [ページ リスト]  で、スキャン グループを作成するページを選択します。

3. 編集ツールボックスで、スキャン グループ ツール をクリックします。

 

スキャン グループ ツール

[スキャン パターン]  ダイアログが表示されます。
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現在のページのスキャン パターンを変更

4. ドロップ ダウン リストから新しいパターンを選択します。

5. [保存 ]  をクリックします。

関連項目 :

スキャン グループの作成 234
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スキャン グループの作成

標準のスキャンパターンを使えば、最も簡単に適用できますが、ユーザーの役に立たない場合
があります。

たとえば、この電卓画面を見てみましょう。スキャンカーソルは、ユーザーがクリックしても何も起こ
らないメッセージウィンドウ (計算機のディスプレイ) をスキャンする必要はありません。メッセージ
ウィンドウボタンのプロパティを選択不能に設定すれば、スキャン中にメッセージウィンドウがハイ
ライト表示されないように出来ます。 (非表示のボタンと選択不能のボタン を参照してくださ
い)。ここでは例として、このページセットにユーザー設定のスキャン グループを定義します。 

計算結果を表示する計算機のウィンドウをスキャン グループに含める必要はありません

スキャン グループの作成方法

1. この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5  を
押します。

2. [ページ リスト]  で、スキャン グループを作成するページを選択します。

3. 編集ツールボックスで、スキャン グループ  ツールをクリックします。

 

スキャン グループ ツール

[スキャン パターン]  ダイアログが表示されます。

117
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4. [新規 ]  をクリックします。

[新規グループ]  ダイアログが表示されます。

Communicator によって標準のグループ名が表示

5. 時間を節約するため、標準の名前、グループ 1 を使用します。

グループに含めるボタンの周囲に長方形を描く場合は、[四角い枠でグループ表示 ]  を選
択します。

グループに含めるボタンを個別に選択するには、[グループをユーザー設定 ]  をクリックしま
す。

6. [OK]  をクリックします。[スキャン グループ]  ダイアログが開きます。
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[四角い枠でグループ表示 ]  を選択すると、選択ハンドルの付いた緑のボックスが表示さ
れます。 

グループに含めるボタンがボックスに含まれるまで、ハンドルをドラッグします。

[スキャン グループ]  ダイアログが開いている間は、緑のボックスを調整可能

[変更の適用 ]  をクリックします。 

四角い枠のグループに含まれたボタンは自動的にスキャンされますが、複数の列または行
がある場合は、パターンを指定できます。

7. [グループをユーザー設定 ] を選択すると、ダイアログ内に新しいリスト ボックスが開きます。 

ダイアログを開いた状態で、ページ上のボタンを 1 つずつクリックしてスキャン グループに追
加します。 

右側のリストでボタン名の順番を変更すると、スキャンの順番を変更できます。 
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[スキャン グループ]  ダイアログが開いている間は、グループに含めるそれぞれのボタンをク
リック可能

完了したら、[変更の適用 ]  をクリックします。

8. 右上隅の [閉じる]  ボタンをクリックして、スキャン グループ ツールを閉じます。

ダイアログには、スキャン グループ内にサブグループを作成するボタン (左右の矢印 ) がありま
す。これらのボタンを使用すると、複数のレベルを持つもっと複雑なスキャン パターンを作成でき
ます。ただし、複数レベルのスキャン パターンは慎重に使用する必要があります。ユーザーによっ
ては、複数レベルのスキャン パターンでのナビゲーションが難しい場合があるからです。
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スキャン カーソルの外観

ユーザーにとって見やすいスキャン カーソルにすることができます。

メニュー コマンド [設定 ] > [ハイライト表示 ]  で、スキャンカーソルの外観を変更します。

マークされているのが、スキャン カーソルに影響する設定です。

このダイアログで、入力方法としてマウスの保持  (Dwell) およびマウス クリックを使用するユー
ザーに対するカーソルの外観も指定できます。

MyTobii ユーザーの場合は、MyTobiiの 設定でハイライト表示を制御します。
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スキャン設定

ユーザーの入力方法がスキャンの場合、[スキャン設定 ]  ダイアログでスキャン操作を設定しま
す。

スキャン設定は、ユーザー毎に適用されます。つまり、そのユーザーが実行するすべてのページ
セットに同じ設定が適用されます。

スキャン方法の設定

1. メニューが表示されていない場合は、 F10 を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [スキャン設定 ]  を選択します。

3. 2 番目のタブ、[スキャン方法 ]  に移動します。

Communicator のスキャンは非常に柔軟。各スキャン方法の機能はダイアログで説明

4. ダイアログの最上部のリストで、[スキャン方法 ] を選択します。 

リストのすぐ下のテキスト領域を見てください。選択したスキャン方法の使い方の説明が表
示されています。 

スキャン方法の選択肢を検討して、ユーザーの能力やスイッチ機器に最も適した方法を
選択してください。



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

スキャン ユーザーのサポート240

5. 右上には [スキャンを再開 ]  チェック ボックスがあります。一部のスキャン方法では、選択
後にスキャンを自動的に再開する (ボックスをチェック) かどうかを選択できます。ボックスが
有効化されていてもチェックされていないと、ユーザーは選択するたびにスキャンを再開する
必要があります。

6. [スキャン パターン] ドロップ ダウンで、ユーザー設定のスキャン設定やユーザー設定のスキャ
ン グループがない場合にページ上でスキャンをどう機能させるか、列または行を既定のス
キャン グループとして使用するかを選択します。このドロップダウンで、[リニア (すべての項
目を 1 件ずつ)]  を選択すると、スキャンはスキャン グループを使用せず、項目ごとに進み
ます。

7. 選択が完了したら、[OK]  をクリックします。

スキャン カーソルの移動をカスタマイズ

スキャン方法を選択したら、最初の [スキャン設定 ]  のタブに戻って、時間と選択操作を微調
整します。

1. メニューが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [スキャン設定 ]  を選択します。 

3. 最初のタブ、[スキャンのカスタマイズ]  をクリックします。

ユーザーが反応する時間に合わせて時間を調整
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4. 個々のユーザーにとってスキャンが快適に動作するようにするには、数値設定を繰り返し
試す必要があります。このタブの選択肢で微調整が多様に簡単に行えます。 

5. 選択が完了したら、[OK]  をクリックします。
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マウス エミュレーション

マウス エミュレーションを使用すると、スキャン ユーザーは Windows デスクトップの殆どすべて
のアプリケーションにアクセスできます。 

マウスエミュレーションで、スイッチユーザーはマウスカーソルをスキャンで制御できます。マウスエ
ミュレーションとスクリーンキーボードがあれば、スキャンユーザーは   Windows アプリケーション
を殆ど制限なく使用できます。

マウス エミュレーションがアクティブ化されていると、Windows デスクトップに次のような浮動ツー
ルバーが表示されます。スキャンカーソルはパネル内のツール間を移動します。ユーザーが選択
を行うと、新しいツールが表示されます。

Windows デスクトップ上のマウス エミュレーション ツールバー

適切なツールをアクティブ化すると、スキャン ユーザーは画面上の任意のポイントを選択して、ク
リック、ダブルクリック、右クリック、またはドラッグアクションをそのポイントで実行できます。

上の画像ではマウス エミュレーション ツールバーがフル表示されています。この表示は設定によ
りカスタマイズして、ユーザーに適した選択パネルがつくれます。

関連項目 :

マウス位置のレーダーまたは十字線によるスキャン

マウス エミュレーション ツールバーのツール  

マウス エミュレーション設定

マウス エミュレーションの開始

マウス エミュレーションのスキャン カーソルの外観

243

245

251

253

255
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マウス位置のレーダーまたは十字線によるスキャン

マウス エミュレーションでユーザーがマウス ポインターを移動するには、十字線のスキャンとレー
ダー スキャンという 2 つの方法があります。

十字線のスキャンを使用したマウス ポインターの移動

ユーザーは 水平・垂直の２本の線を交差させて、マウス ポインターの移動先を示します。この
操作は単一のスイッチで実行できます。

1. 象限を選択  (オプション)

画面の 4 つの象限が 1 つずつハイライト
表示されます。ユーザーはスイッチを押して
象限を選択します。残りのステップは選択
した象限内で発生するため、実行が速く
なります。

この機能は、[マウス エミュレーション設定 ]
ダイアログで有効または無効にできま

す。

2. 横線を配置  (必須 )

水平線は画面を下向きに移動します。線
が目標の高さに達したときにユーザーがス
イッチを押すと、線が停止します。

正確なブレーキを有効化すれば、ユーザー
がスイッチを 1 回押すと、線の移動がゆっ
くりになります(速度が標準の速度から、正
確なブレーキの速度に変わります)。2 回
目にスイッチを押すと、線が停止します。

3. 垂直線の配置  (必須 )

水平線が停止すると、小さな垂直線が左
から右に移動を開始します。ユーザーは 2
本の線が目標のポイントで交わったらスイッ
チを押します。

正確なブレーキを有効化すれば、ユーザー
がスイッチを 1 回押すと線の移動がゆっくり
になり、もう 1 回押すと停止します。

251
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マウス ポインターが選択した位置に移動し、マウスエミュレーションツールバーがマウスクリックの
実行パネルに変わります。マウス操作のオプション内でスキャンが開始されます。(左クリック、右
クリック、ダブルクリック、左ドラッグ)。

レーダー スキャンを使用したマウス ポインターの移動

ユーザーは、放射線と線に沿った点を選択して、画面上のポイントを選択します。この操作は
単一のスイッチで実行できます。

1. 象限を選択  (オプション)

画面の 4 つの象限が 1 つずつハイライト
表示されます。ユーザーはスイッチを押して
象限を選択します。残りのステップは選択
した象限内で発生するため、実行が速く
なります。

この機能は、[マウス エミュレーション設定 ]
ダイアログで有効または無効にできま

す。

2. 放射線を選択  (必須 )

画面の中央から端までの線が、時計の秒
針のように回転します。ユーザーがスイッチ
を押すと線が停止します。

正確なブレーキを有効化すれば、ユーザー
がスイッチを 1 回押すと、線の移動がゆっ
くりになります(速度が標準の速度から、正
確なブレーキの速度に変わります)。2 回
目にスイッチを押すと、線が停止します。

3. 中心からの距離を選択  (必須 )

小さな十字線が線に沿って移動します。
ユーザーがスイッチを押すと十字線が停止
します。

正確なブレーキを有効化すれば、ユーザー
がスイッチを 1 回押すと、十字線の移動
がゆっくりになり、もう 1 回押すと停止しま
す。

251
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マウス ポインターが選択した位置に移動し、マウスエミュレーションツールバーがマウスクリックの
実行パネルに変わります。マウス操作のオプション内でスキャンが開始されます   (左クリック、右
クリック、ダブルクリック、左ドラッグ)。

マウス エミュレーション ツールバーのツール

[マウス エミュレーション]  ウィンドウは様々な表示に変更できます。

· マウス エミュレーションのメイン表示 は目的の場所へのスキャンの開始とその他のパネ
ルへのアクセスに使用されます。

· マウス クリックの実行表示 は、目的の場所に到達すると表示されます。

· マウスのドラッグ表示 へは、マウス クリック表示で [ドラッグ]  を選択すると移動します。

· マウス位置の調整表示 は、メイン表示またはマウス クリックの実行表示から利用でき
ます。

· ユーザー設定表示 では、ユーザーはスキャンの速度と精度の調整を選択できます。

· プロパティ設定 表示はユーザー設定から利用可能で、速度または精度を細かく変更
できます。 

マウス エミュレーションのメイン表示

マウスエミュレーションのメインパネルでは、ユーザーに合わせてボタンを省略できます。   (以下
のマウスエミュレーションの設定を参照してください。 ) 次のすべてのボタンを含めることができま
す。

十字線によるスキャンの開始  (オプション。ただしこのス
キャンまたはレーダー スキャンの開始を選択する必要
があります)

新しい位置が選択されると、マウス クリックの実行表
示が表示されます。

245

246

247

248

249

250



© 2010 Tobii TechnologyTobii Communicator 4 ユーザー ガイド

スキャン ユーザーのサポート246

レーダー スキャンの開始  (オプション。ただしこのスキャ
ンまたは十字線によるスキャンの開始を選択する必要
があります)

新しい位置が選択されると、マウス クリックの実行表
示が表示されます。

マウス位置の調整  (オプション)

マウス位置の調整表示を開きます。ここではマウス ポ
インターの位置を細かく調整できます。

マウス クリックの実行  (必須 )

マウス クリックの実行表示が開きます。ここではマウス
クリックが適用できます。

ユーザー設定  (オプション)

ユーザー設定メイン表示を開きます。ここでユーザーは
マウス エミュレーションの動作を変更できます。

終了  (必須 )

マウス エミュレーションを終了し、Tobii
Communicator  に戻ります。

マウス クリックの実行表示  

マウス クリックの実行表示では、ユーザーに合わせてボタンを省略できます(以下のマウス エミュ
レーションの設定を参照してください)。次のすべてのボタンを含めることができます。

現在のマウス ポインター位置で左クリックを実行します(必
須 )。
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現在のマウス ポインター位置で左ダブルクリックを実行します
(必須 )。

左ドラッグ (オプション)

マウスのドラッグ表示を開きます。ここではマウス ポインター
(およびその下にあるすべて) を現在の位置から新しい位置
にドラッグできます。

現在のマウス ポインター位置で右クリックを実行します(オプ
ション)。

マウス位置の調整 (オプション)

マウス位置の調整表示を開きます。ここではマウス ポイン

ター位置を細かく調整できます。

完了  (必須 )

完了したらこのボタンを選択すると、マウス エミュレーションの
メイン表示に戻ります。

マウスのドラッグ表示

マウスのドラッグ表示には、次のボタンが含まれています。

左に移動  (必須 )

スイッチが押されている間、マウス ポインターと選択した
オブジェクトを左に移動します。
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右に移動  (必須 )

スイッチが押されている間、マウス ポインターと選択した
オブジェクトを右に移動します。

上に移動  (必須 )

スイッチが押されている間、マウス ポインターと選択した
オブジェクトを上に移動します。

下に移動  (必須 )

スイッチが押されている間、マウス ポインターと選択した
オブジェクトを下に移動します。

マウス ボタンを放す (必須 )

マウス ボタンを放し、マウス エミュレーションのメイン表示
を開きます。

マウス位置の調整表示

マウス位置の調整表示には、次のボタンが含まれています。

左に調整  (必須 )

スイッチが押されている間、マウス ポインターを左に調整
します。

右に調整  (必須 )

スイッチが押されている間、マウス ポインターを右に調整
します。
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上に調整  (必須 )

スイッチが押されている間、マウス ポインターを上に調整
します。

下に調整  (必須 )

スイッチが押されている間、マウス ポインターを下に調整
します。

マウス クリックの実行表示を開く (必須 )

完了  (必須 )

完了したらこのボタンを選択すると、マウス エミュレーショ
ンのメイン表示に戻ります。

ユーザー設定のメイン表示

ユーザー設定のメイン表示を使用すると、ユーザーは速度、正確なブレーキの速度、マウスの
調整速度を変更できます。ユーザー設定のメイン表示は、ユーザーに合わせてボタンを省略で
きます(以下のマウス エミュレーションの設定を参照してください)。次のすべてのボタンを含めるこ
とができます。

十字線の標準速度のプロパティ設定表示を開く (オプ
ション)
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十字線の正確なブレーキの速度  のプロパティ設定表
示を開く (オプション)

レーダー スキャンの標準速度のプロパティ設定表示を
開く (オプション)

レーダー スキャンの正確なブレーキ速度のプロパティ設
定表示を開く (オプション)

マウス位置調整速度のプロパティ設定表示を開く (オ
プション) 

完了  (必須 )

完了したらこのボタンを選択すると、マウス エミュレー
ションのメイン表示に戻ります。

プロパティ設定表示

プロパティ設定表示を使用すると、ユーザーは速度を徐々に変更できます。表示に移動する
前に、変更する速度を選択します。表示には、次のボタンが含まれています。
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速度を下げる (必須 )

速度を上げる (必須 )

完了  (必須 )

完了したらこのボタンを選
択すると、マウス エミュレー
ションのメイン表示に戻りま
す。

マウス エミュレーション設定

これらの設定は、スキャン ユーザーにとってのみ重要です。位置スキャンの速度やマウス エミュ
レーション浮動ツールバーでユーザーに提供されるツールなど、マウス エミュレーションの動作を
制御します。

設定はユーザー毎に適用されます。つまり、どのページセットで開始するかにかかわらず、この
ユーザーに対してマウス エミュレーションは同じように機能するということです。

設定の調整

1. メニューが表示されていない場合は、F10を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [マウス エミュレーション]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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使用可能なオプションによって、マウス エミュレーション ツールバーに表示されるツールが
決まります。

3. 一番上のセクションでスキャン速度と正確なブレーキの速度を調整します。 

正確なブレーキで設定する速度は、スキャンが対象に近づいたことをユーザーが知らせた
後でスキャンが遅くなった時の速度です。正確なブレーキの速度は、標準の十字線の速
度や標準のレーダーの速度より下げて (遅くして) ください。

4. [使用可能なオプション]  で、ユーザーのマウス エミュレーション ツールバーやその他の表示
に表示するツールの横にチェック マークを入れます。 

ここに表示されるツールはすべてオプションです。ただし、ユーザーが少なくとも 1 種類のス
キャンを使用できるように、十字線かレーダーのいずれかにチェックを入れてください。 

調整 : マウス位置の微調整が可能になります。選択すると様々な表示で表示されます。

オプション: ユーザーは動作中のマウス エミュレーション設定を変更できるようになります。

左ドラッグと右クリックはマウス操作に関するオプションです。これらをチェックしない場合は、
ユーザーはポイント、クリック、ダブルクリックのみが可能になります。

5. 様々な設定の調整
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象限のスキャンを使用 :新しい位置スキャンが開始すると、画面が 4 分の 1 ずつ順番に
ハイライト表示されます。ユーザーはスイッチを押して象限を選択します。すると、十字線
またはレーダーによるスキャンはその 4 分の 1 の画面で実行されます。

正確なブレーキを使用 : すべての位置スキャンに影響します。有効にすると、ユーザーが 1
回スイッチを押したときに、インジケーターは標準速度から正確なブレーキの速度になりま
す。ユーザーが 2 度目にスイッチを押すとインジケーターは完全に停止します。ポイントを
選択するために押す回数は 2 倍になりますが、選択後にマウスの位置を調整する必要
が少なくなります。

クリック後にスキャンを停止 : チェックすると、マウス クリックを実行するたびに、マウス エミュ
レーション ツールバーが消えます。ユーザーがスイッチを押すと再度有効になります。 

ボタンのサイズ: マウス エミュレーション ウィンドウのボタンのサイズを指定します。

線の太さ: 十字線とレーダーのスキャンで使用するインジケーターの線の太さを指定しま
す。

6. 完了したら、[OK]  をクリックします。

マウス エミュレーションの開始

注 :マウス エミュレーションは、入力方法としてスキャンを選択した場合に使用できるように設計
されています。このため、現在の入力方法をスキャンにしている場合のみマウス エミュレーション
を開始できます。

既製の画面のキーボードでのマウス エミュレーションの開始

Tobii Communicator が提供する既製の画面のキーボードのうち少なくとも 1 つに、マウス
エミュレーションを開始するボタンがあります。このボタンは通常次のようなものです。

マウス エミュレーションの開始

たとえば、Tiny Scan キーボードを見てみましょう。

自分用ページセットからのマウス エミュレーションの開始

マウス エミュレーションを新規、または既存の表示に追加するには、マウス エミュレーションを開
始する独自のボタンを作成できます。 
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1. 編集画面に移動します(Shift+F5)。 

2. ページ セットを開きます。

3. マウス エミュレーションを開始するボタンを選択します。

4. メニュー コマンド [ボタン] > [ボタン アクション]  を選択します。

[ボタン アクションの編集 ]  ダイアログが表示されます。

ページセットのボタンへマウス エミュレーションの開始アクションを追加

5. [デスクトップ]  機能タブをクリックします。

6. [アクション]  リストで、[マウス エミュレーションの開始 ]  までスクロールして選択します。 

7. [追加 ]  をクリックします。

[マウス エミュレーションの開始 ]  ダイアログが表示されます。 

8. ユーザーがデスクトップを操作している間は、 Tobii Communicator  ウィンドウを脇へ小
さくして置いておきたい時は、[最小化 ]  にチェック マークを入れます。 

9. [OK]  をクリックしして、[マウス エミュレーションの開始 ]  ダイアログを閉じます。
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10. [OK]  をクリックしして、[ボタン アクションの編集 ]  ダイアログを閉じます。

11. メニューコマンド [ファイル] > [保存 ]  を選択してページセットへの変更を保存します。

ページセットを実行して入力方法をスキャンに設定すると、マウス エミュレーションが開始し
ます。　

マウス エミュレーションのスキャン カーソルの外観

[マウス エミュレーション]  ウィンドウのスキャン カーソルは、Communicator のスキャン カーソル
に反転ボタンや標準の色を選択している場合でも、常にボタンを囲むフレームとして表示されま
す。 

マウス エミュレーションのスキャン カーソルの外観を変更するには、メニュー コマンド [設定 ] >
[ハイライト表示 ]  を選択して、[太さ]  と [フレームの色 ]  のプロパティを調整します。 
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マウス エミュレーション ツールバーのスキャン カーソルは他のスキャン カーソルと同じように変更
できます。
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画像ライブラリ

ファイル形式が BMP、WMF、GIF、または JPG の画像はどれでも、ページやボタンに追加で
きます。すべてのダイアログに表示される [参照 ]  ボタンを使用すると、画像を追加できます。

画像ライブラリを使用すれば、画像はもっと簡単に追加できます。最初にフォルダーを検索する
必要はなく、目的の単語や単語の一部を使用して画像を検索できます。

Communicator には SymbolStix と Communicator シンボル ライブラリという 2 つの画像
ライブラリが付属しています。

これらのライブラリの内容を見るには、 ライブラリの内容の表示 を参照してください。

自分専用のライブラリを作成して検索する方法については、 画像ライブラリの追加 を参照
してください。

画像ライブラリの追加

使いたい画像がたくさん入っているフォルダーがパソコンにある場合、そのフォルダーを画像ライブ
ラリとして Tobii Communicator に認識させることができます。 

フォルダーを画像ライブラリにしても、フォルダーの内容が変わることはありません。

Tobii Communicator で表示できるのは、ファイル形式が BMP、WMF、GIF、JPG の画
像のみです。

1. メニュー コマンド [ツール] > [画像ライブラリ]  を選択します。

2. [画像ライブラリ]  ダイアログで、[新規作成 ]  をクリックします。

[画像ライブラリ]  ダイアログが表示されます。

263

258
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新しい画像ライブラリに命名

3. 新しいライブラリの名前を入力して、[参照 ]  をクリックします。

Windows 標準の [開く]  ダイアログが表示されます。

4. 画像ライブラリにするフォルダーを選択します。Communicator はそのフォルダーの画像と
そのフォルダーに含まれるサブフォルダーをすべて検索します。 

5. [開く]  ダイアログで、[OK]  をクリックします。

画像を検索するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

必ず [はい]  を選択

6. [はい]  をクリックします。

少しすると、Communicator によって検索された画像を表示する [画像ライブラリの内
容 ]  ダイアログが表示されます。
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ファイル名が画像の検索可能な名前になっているのを確認

7. [OK]  をクリックします。

[画像ライブラリ]  ダイアログに戻ると、リスト ボックスに新しいライブラリが表示されます。

一番上のライブラリの画像が一番簡単に検索可能

8. [OK]  をクリックします。
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[画像ライブラリ]  ダイアログで画像ライブラリにチェック マークが付いていれば、自分用ライ
ブラリも元の Communicator ライブラリと同じように検索できます。ただし、このリストで矢
印ボタンを使用してライブラリの順番を変更しない限り、このライブラリの画像は検索結果
の最後に表示されます。

自分用画像を検索しやすくする

Communicator がユーザーによって追加されたライブラリの画像を検索する場合、各画像の
ファイル名がキーワードになります。「w344235.wmf」のようなファイル名だと、画像を検索する
ことができません。

画像の名前を検索しやすいものにするには、次の操作を実行します。

1. メニュー コマンド [ツール] > [画像ライブラリ] を選択します。

2. [画像ライブラリ]  ダイアログで自分のライブラリの名前を選択します。

3. [探索 ]  をクリックします。

Windows Explorer で自分用ライブラリ フォルダーが開きます。

4. メニュー コマンド [表示 ] > [縮小画像 ] を選択します。

自分専用の画像が表示されます。
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Windows Explorer で縮小画像として画像を表示

それぞれの画像の下に表示されているのはファイル名です。

5. ファイル名にポインターを置いて右クリックし、メニューから [名前の変更 ]  を選択します。

ファイル名が編集可能になります。

6. 古い名前をいくつかのキーワードで置き換えます。

ファイルの種類  (ここでは.jpg) が表示されている場合、名前のこの部分は変更しないでく
ださい。

7. 編集が終わったら、ファイル名の外側をクリックします。

8. 終了したら、Explorer ウィンドウの右上隅の閉じるボタンをクリックします。

Windows の閉じるボタン

9. [OK]  をクリックして、[画像ライブラリ]  ダイアログを閉じます。
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ライブラリの内容の表示

画像を使用する場合、ライブラリの内容がわからないと、何を検索するのかがわかりにくくなる場
合があります。

ここでは SymbolStix ライブラリの内容の表示方法を紹介します。

1. メニュー コマンド [ツール] > [画像ライブラリ]  を選択します。

[画像ライブラリ]  ダイアログが表示されます。

2. リスト ボックスで SymbolStix を選択します。

3. [内容の表示 ]  をクリックします。

[画像ライブラリの内容 ]  ダイアログが表示されます。
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[画像ライブラリの内容 ]  ダイアログで、ライブラリの内容とその名称を確認

4. 上部の分類のドロップ ダウン リストを開いて、すべての分類項目と下位分類を表示しま
す。

5. 下位分類を 1 つ選択すると、その下位分類の画像が表示されます。

ダイアログの下にある検索入力フィールドでライブラリを検索することもできます。

6. 検索が完了したら、[OK]  をクリックします。
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音声について

Communicator では、ページセットに音声を追加できます。音声を使用する目的は、主に次
の 3 つです。

· 発話の困難なユーザーの場合は、ボタンに音声を追加して、ユーザーの望む単語をコン
ピューターに読み上げさせます。

· 読み書きの困難なユーザーの場合は、音声の合図を使用してコンピューターにボタンやス
キャン グループを読み上げさせてから、項目を選択するかしないかを決定します。

· 視力に問題を抱えたユーザーの場合は、入力文の読み上げを使用すると、誤字を見つ
けて削除するのに役立ちます。

音源は 3 つあります。

· 合成音声 :  コンピューターがテキストを読み上げます。

· サウンド ライブラリ:  録音された単語、語句、音響効果のコレクションです。

· マイ録音音声 :  独自に作成したサウンド ライブラリです。

このセクションでは、音声に関する次のトピックを取り上げます。

· パソコンで音声が機能しているかどうかの確認

· 合成音声の有効化

· サウンド ライブラリの追加

· 音声の録音

· 音声の合図の設定

ボタンに音声を追加する方法については、 ボタンへの音声の配置 を参照してください。

266

267

268

271

275

88
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パソコンでの音声の使用

音声を使用するには、内蔵スピーカーや外部スピーカーなど、パソコンに何らかの音声出力装
置が必要です。通常、Windows の起動時にメロディーが聞こえれば、音声出力があるという
ことですから、このセクションは飛ばして構いません。 

Tobii Communicator には、必要な音声と発話のドライバーが含まれていて、
Communicator のインストール時に自動的にインストールされます。

音声の確認

1. Windows タスク バーの右端にあるスピーカーのアイコンをクリックします。

小さなボリューム コントロールが表示されます。

Windows システム トレイのボリューム コントロール

2.  [ミュート]  の横にチェック マークが付いている場合は、チェック マークを外してください。

3. スライダーをボリューム コントロールの途中までドラッグします。

4. スライダーをクリックします。

何か音が聞こえれば、音声がオンになっているということですから、これで完了です。  
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5. 音声が聞こえない場合は、内蔵スピーカーまたは外部スピーカーの物理的ボリューム コン
トロールがオフになっていたり故障していないか確認してください。 

6. 外部スピーカーを使用している場合は、電源が入っているかどうかを確認します。

7. スライダーをもう一度クリックします。何か音が聞こえれば、音声がオンになっているというこ
とですから、これで完了です。

これでも音声が聞こえない場合は、パソコンのサプライヤーに連絡してください。

合成音声の有効化

合成音声を使用すると、コンピューターに簡単にテキストを読み上げさせることができます。合
成音声を使用してボタンに音声を追加する場合、ページセットを移動してもサウンド ライブラリ
を記録しておく必要はありません。 

このトピックの手順に従えば、ボタン上の文字の読み上げや入力文の読み上げに合成音声を
使用することができます。

コンピューターによっては、使用する前に合成音声をインストールしてアクティブ化する必要があ
ります。Windows XP または Vista では通常合成音声のインストールは必要ありません。

合成音声を有効化する方法

1. メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [音声 ]  を選択します。

[音声設定 ]  ダイアログが表示されます。
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[合成音声 ]  タブ 

3. [合成音声を使用 ]  の隣にチェック マークを入れます。

4. ドロップ ダウン リスト [音声の選択 ]  で音声を選択します。

5. リストに音声がない場合は、Tobii Communicator 4 に同梱されている CD から合成
音声をインストールする必要があります。 

6. 選択した音声を聞くには、[音声のテスト]  ボタンをクリックします。何も聞こえない場合
は、パソコンでの音声の使用 を参照してください。

7. [OK]  をクリックして、[音声設定 ]  ダイアログを閉じます。

サウンド ライブラリの追加

サウンド ライブラリとは、音声ファイルのセットです。それぞれのファイルには含まれる音声  (通常
は読み上げられる単語や語句 ) の名前が付いています。ファイルはフォルダーに整理できます。

サウンド ライブラリやマイ録音音声を合成音声の代わりに使用すると、音声がより自然に聞こ
えます。

サウンド ライブラリが 1 つ以上ある場合は、ボタンに音声を追加するときに [ボタンの音声 ]  ダ
イアログで [録音音声 ]  を選択するのが良いでしょう。

266
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 [録音音声 ]  を選択した場合は、 [録音音声が見つからなければ合成音声に切り替え]
 も選択

録音音声を再生する場合、[指定したファイルを再生する]  を選択してファイル名を指定しな
いと、Communicator はボタン上の文字に一致する音声ファイル名を検索します。一致する
ファイル名が見つからない場合、ボタン上の文字の読み上げに合成音声が使用される場合が
あります。

サウンド ライブラリを追加する理由

Communicator にサウンド ライブラリを追加すると、プログラムは、ボタン名や入力された文字
に一致する録音音声を自動的に検索したり、スキャン中にボタン上の文字を読み上げることが
できます。

 マイ録音音声 という名前で独自のライブラリを作成することもできます。

サウンド ライブラリの追加方法

1. メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [ツール] > [サウンド ライブラリ]  を選択します。

[サウンド ライブラリ]  ダイアログが表示されます。

271
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このスクリーン ショットではライブラリはまだ追加されていません

3. [新規作成 ]  をクリックします。

[サウンド ライブラリのプロパティ]  ダイアログが表示されます。

4. [参照 ]  をクリックします。 

[フォルダの参照 ]  ダイアログが表示されます。

フォルダーの参照

5. 音声ファイルが含まれているフォルダーの名前を選択して、[OK]  をクリックします。

[サウンド ライブラリのプロパティ]  ダイアログに戻ります。
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ライブラリの音声ファイルのファイル形式を選択

6. ライブラリに名前を付けます。

7. ライブラリに含まれる音声ファイルの種類を説明するオプションのボタンをクリックします。

ファイル形式を指定すると、Communicator による処理が速くなります。

8. [OK]  をクリックしして、[サウンド ライブラリのプロパティ]  ダイアログを閉じます。

9. [OK]  をクリックしして、[サウンド ライブラリ]  ダイアログを閉じます。

音声の録音

音声を録音するには、コンピューターにマイクが必要です。多くのラップトップ型パソコンには、内
蔵マイクが付属しています。 

録音音声のライブラリは、すべてのページセットに使用できます。 

1. メニューが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [ツール] > [マイ録音音声 ]  を選択します。

[録音音声 ]  ダイアログが表示されます。

3. 音声を追加するには、[新規音声 ...]  をクリックします。

[音声の録音 ]  ウィザードが表示されます。
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録音する音声の名前を入力

4. 音声の名前を入力します。 

声を録音する場合は、録音する言葉を入力します。

その他の音声を録音する場合は、短く説明的な名前を付けてください。

5. [次へ]  をクリックします。

[次へ]  ボタンが灰色で表示されている場合は、音声の名前に無効な文字が使用されて
います。別の綴りで入力してください。

ウィザードで [音声の録音 ]  の手順が表示されます。



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

音声および画像ツール 273
273

音声を録音

6. [録音 ]  をクリックします(ボタンはすぐに [停止 ]  ボタンに変わるため、マウスは同じ場所に
置いたままにします)。

7. 言葉を話すか音を出します。

8. [停止 ]  をクリックします。

9. [再生 ]  をクリックして録音した音声を確認します。

10. 完了したら、[次へ]  をクリックします。

音声の録音ウィザードの最後のページが表示されます。

11. 別の音声を録音するには、[次へ]  をクリックします。録音が完了したら、[完了 ] をクリック
します。
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録音音声の使用

音声をいくつか録音すると、ダイアログは次のようになります。 

録音音声の名前にはボタン上で使用するテキストを使用することが重要

左側のリストから音声を選択し、右側の [再生 ] 、[名前の変更 ] 、または [削除 ]  ボタンを使
用します。
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音声の合図の設定

読み書きの困難なユーザーの場合は、音声の合図を使用してボタンやスキャン グループの内
容を伝えてから、項目を選択するかしないかを決定します。

音声の合図は、ユーザーに適用される設定です。つまり、この設定はそのユーザーが実行する
すべてのページセットに影響します。

音声の合図のオンまたはオフ

1. メニューが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [音声設定 ]  を選択します。

3. [音声設定 ]  ダイアログで、[音声の合図 ]  タブをクリックします。

音声設定はこのユーザーが実行するすべてのページ セットに適用

4. このユーザーに対する音声の合図をオンにするには、[音声の合図を使用する]  にチェック
マークを入れます。音声の合図をオフにするには、チェック マークを外します。

5. ユーザーがスキャンを使用する場合は、[スキャン中のグループ名読み上げ]  をチェックする
と良いでしょう。
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6. マウス入力のユーザー (保持・停留またはクリック) には、[音声の合図の遅れ ]  を使用し
ます。この設定を使用すると、ユーザーがボタン上でマウスを次々に移動させた場合に、
音声の合図が途中まで次々と再生されるのを防ぐことができます。

7. ユーザーが [ボタンの文字を読み上げ]  も使用している場合は、[音声合図の対象 ]  の
使用も検討してください。音声の合図は、ユーザー向けの音声ですが、押したボタンの音
声は、周りの人にも聞こえます。2 つの音声を別々のスピーカーで再生したり、それぞれの
スピーカーのボリュームや方向を別々に調整することで、雑音や混乱を減らすことができま
す。

8. 選択が完了したら、[OK]  をクリックします。
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住所録の管理

Tobii Communicator 4 Premium エディションには、完全なメール クライアントが含まれて
います。

ユーザーがこれらの機能を利用している場合は、ユーザーの連絡先の入力、またはインポート
を検討してください。 

マイ住所録を開く

マイ住所録を開いて連絡先を入力または編集する方法は 2 つあります。

· メニュー コマンド [ツール] > [マイ住所録 ]  を選択します。

· メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。上部のセットアップ用ステップボタンから、[4: ユーザー設定の調整 ]  をクリック
します。

· [マイ住所録の管理 ]  ボタンをクリックします。

[マイ住所録 ]  ダイアログ

データを入力またはインポートした [マイ住所録 ]  ダイアログは、次のような表示になります。

住所録の管理  - Communicator のアドレス帳
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· 新しい人物を追加するには、[新しい連絡先 ...]  をクリックします。

· その人物に関する情報を表示するには、左側のリストにある名前をクリックします。情報が
右側に表示されます。

· 連絡先を削除するには、左側のリストにある名前をクリックしてから、[連絡先の削除 ]  を
クリックします。
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語句（フレーズ）の管理

語句を使用すると、一部のテキスト コミュニケーション ページセット、メール、メッセージ ページ
セットへのユーザー入力が早く行えます。語句はいつでも追加または編集できます。

· ユーザーがオンラインでフォームに入力する場合は、名前、住所、電話番号など、よく入
力が求められる情報を語句として入力します。

· 次のような標準的なテキストメッセージを語句として入力することもできます。「おはよう、お
母さん。今、起きたところ。こっちは何も問題はないよ。」「お母さん、電話してくれない？」

注意 : 単一の語句分類しか使用していないページセットもあります。その場合は既定として設
定した分類が使用されます。

マイフレーズを開く

マイフレーズを開いて語句を入力または編集する方法は 2 つあります。

· メニュー コマンド [ツール] > [マイフレーズ]  を選択します。

· メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。上部のセッティング用ステップボタンから、[4: ユーザー設定の調整 ] をクリック
します。[マイフレーズの管理 ]  ボタンをクリックします。

[マイフレーズ]  ダイアログ

[マイ フレーズ]  ダイアログを使用すると、語句の分類を追加、変更、または削除できます。語
句の分類で、語句を追加、編集、または削除します。

語句を編集する場合は、頻度の値も設定できます。頻度の設定によって、このフレーズの、同
じ単語や言葉から開始する他のフレーズに対する優先度を決定します。優先度の高い語句
は、ユーザーの「語句の候補」リストで最初に表示されます。
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語句の使用により、ユーザーの文字入力時間を短縮
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別の読み方

合成音声のユーザーにとって、機械の発音が間違ったままなのは不都合です。

別の読み方ツールを使用すると、音声シンセサイザーに特定の単語の発音を「教える」すること
ができます。

パソコンで音声を有効化する必要があります。 合成音声の有効化 を参照してください。

適切な発音の追加

1. メニューが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [ツール] > [別の読み方 ]  を選択します。

[別の読み方 ]  ダイアログが表示されます。

通常、試行錯誤は必須ですが、特殊な記号の知識は必要なし！

3. 発音を追加するには、[新規作成 ]  をクリックします。

4. 単語をスペルどおりに入力します。コンピューターはこの単語を読上げます。

5. [聞く]  をクリックして発音に問題がないかを確認します。

この例で、合成音声の読み上げは Saint Loyis のように聞こえます。

267
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6. 単語を音声記号のようなスペルで入力します。つまり、聞こえてほしいとおりに文字を入力
します。これには試行錯誤が必要です。

St. Looiss と入力して発音を試してみると、Loo oy iss のように聞こえました。

2 番目の o を外して余分な s はそのままにすると、合成音声はこの都市名を正確に発
音してくれるようです(St. Louie と発音させたければ別ですが・・・)。

7. [聞く]  をクリックして、選択したスペルで期待したとおりの発音になるか確認してください。

8. 完了したら、[OK]  をクリックします。
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マイ ページセットを整理

コマンド [ツール] > [マイ ページセットを整理 ]  を選択して、このダイアログを表示します。

ページセットの名前の変更に便利

このダイアログでは、ページセットを簡単に削除、または名前を変更できます。ただし、他のペー
ジセットとのリンクのあるページセットの名前は変更しないでください。リンクが機能しなくなりま
す。

このダイアログの便利な機能に [探索 ]  ボタンがあります。このボタンを使用すると、[設定 ] >
[データ フォルダー]  コマンドに従ってページセットが配置されるフォルダー (またはサブフォルダー)
に直接移動できます。ただし、別の場所にページセットを保存している場合は、ここでは表示さ
れません。
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プロパティと設定について

多くの既製ページセットやスマートボタンのタイプには、プロパティ ダイアログと設定ダイアログの
両方があり、2 つの別々の場所で選択が行えます。

なぜでしょうか。

設定ダイアログで指定した選択肢は記録され、お気に入りのキーボードのレイアウトがユーザー
のすべてのダイナミック キーボードに適用されるように、特定の種類のすべてのページセットに自
動的に適用されます。 

·  [設定 ]  メニューを使用すると、すべての設定が検索できます。

キーボードのレイアウトの設定  - 設定メニューのある標準的な設定ダイアログ

プロパティ ダイアログで指定した選択肢は、たとえばアイコンや色のように、単一のページまたは
ページセットに適用されます。 

· 編集画面でページセットを開きます。スマート ボタンを右クリックします。プロパティ コマンド
は右クリックメニューの一番下に表示されます。 
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語句エディター ページセットのスマート ボタンを選択して、右クリックすると、[語句のプロパ
ティ]  コマンドが表示されます。

記憶ゲームのページセットを編集画面で開き、カード ボタンのいずれかを右クリックして
[マッチゲーム プロパティ]  を選択すると、このプロパティのダイアログが表示されます。
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入力方法

ユーザーのセットアップのユーザー設定の調整 を参照してください。51
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スキャン設定

スキャン設定については、スキャン設定 を参照してください。239
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マウス エミュレーション

マウス エミュレーション(Communicator 3 の AppScan に該当 ) については以下で説明しま
す。マウス エミュレーション290
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ハイライト表示

MyTobii ユーザーの場合、 MyTobii P10 の設定  メニューによって、ユーザーの注視の焦点
が合った場所のハイライト表示が制御されます。入力方法がスキャンのユーザーの場合、この
ダイアログによってスキャン カーソルの外観が制御されます。スキャン カーソルの外観 を参照
してください。マウス クリックとマウスの保持  (Dwell) のユーザーの場合、このダイアログを使用し
て、「マウスオーバー」中、またはクリックしたときのボタンのハイライト表示を制御できます。

ハイライトの設定方法

1. ダイアログを表示するには、メニュー コマンド [設定 ] > [ハイライト表示 ]  を選択します。

ハイライト表示では、ボタンや背景との十分なコントラストが必要

2. ダイアログの一番下の [ボタンのハイライト表示 ]  の下でオプションを選択します。 

ハイライト表示を使用する場合は、丸で囲まれた 2 つのオプションのいずれか 1 つを選択
する必要があります。 

3. ダイアログの最上部で、[ハイライト表示のスタイル]  を選択します。

ハイライト表示のスタイルで [フレーム]  を選択した場合は、[フレーム]  セクションで [太さ]
と [フレームの色 ]  を選択します。

[ボタンの反転 ]  を選択した場合は、他の選択を行う必要はありません。

最上部で [標準の色 ]  オプションを選択した場合は、やはり [標準の色 ]  と呼ばれるダイ
アログの中央のセクションで色を選択してください。

4. 選択が完了したら、[OK]  をクリックします。

238
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音声設定

音声設定については、以下を参照してください。

合成音声の有効化

音声の合図の設定

267
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キーボードのレイアウトの設定

既製キーボードの中には、ユーザーが使用する他の入力方法やキーボードに慣れているかどう
かに合わせて、自動的に文字の配列を変更できるものがあります。入力時には、次のページ
セットに適用されます。(日本語版では名称およびキーボードが異なります。)

· テキスト: Words Pronto、Words Pronto Pro、Expressive Board、Phrase
Prediction および Phrase Prediction Pro 

· キーボード: Simple および Regular

· スマート ボタンのタイプやキーボードのキーを使用して独自のキーボードを作成した場合
は、作成するキー ボタンもキーボードのレイアウト設定に対応します。

お気に入りのレイアウトの設定

1. [キーボードのレイアウト]  ダイアログでユーザーのお気に入りのキーボードのレイアウトを設
定します。[キーボードのレイアウト]  ダイアログは次の 2 つの方法のいずれかを使用して
表示します。

· メニュー コマンド [設定 ] > [キーボードのレイアウト]  を選択します。

· または、メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィ
ザード]  を選択します。上部のセッティング用ステップボタンから、[4: ユーザー設定の調
整 ] をクリックします。[キーボードのレイアウト]  ボタンをクリックします。

[キーボードのレイアウト]  ダイアログが表示されます。

多数のキーボードで文字の順番を自由に変更可能
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2. リスト内で選択してから、[OK]  をクリックします。選択する内容については、以下を参照
してください。

SCAN キーボード レイアウト

スキャン ユーザーの場合は、キーボードのレイアウトに SCAN を選択します。キーはスキャン グ
ループに配列され、ユーザーのスキャン手順が最小限になります。最もよく使用する文字または
キーが、最初のグループになります。各スキャン グループでは、最もよく使用する項目が最初に
なります。 

スキャン ユーザー用キーボードのレイアウト

POINT キーボード レイアウト

ヘッド マウスや視線入力装置など、入力方法にマウス保持を使用するユーザーの場合は、
POINT を選択します。ここでは最もよく使用する項目が中央にまとめられているため、ユー
ザーはポインターをあまり動かす必要がありません。POINT は、モーターの制御に問題のない
タッチ スクリーン ユーザーにも適しているかもしれません。

視線入力向けのレイアウト

QWERTY 配列および ABC 配列のキーボード レイアウト

マウス、トラックボール、またはジョイスティックを快適に使用できるユーザー、またはタッチ スクリー
ンやヘッド マウスのユーザーで小さな動きより大きな動きの方が制御しやすいユーザーの場合
は、ユーザーが慣れているレイアウトに従って、QWERTY 配列  または ABC 配列  を選択し
ます。



© 2010 Tobii Technology Tobii Communicator 4 ユーザー ガイド

設定 295
295

標準の QWERTY 配列キーボード

標準の ABC 配列キーボード
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データ フォルダー

 コンピューター間での移動 を参照してください。327
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画像ビューアーの設定

画像ビューアーの設定は、既製のページセットの画像ビューアーに適用されます。スマート ボタ
ンのタイプや画像ビューアーに固有のアクションを使用して作成したユーザー設定のページセット
にも適用されます。

設定により、ビューアーの画像のソースとして使用するフォルダーが決まります。画像を表示する
には、フォルダーがここで一覧表示されている必要があります。一覧表示されていないフォル
ダーの画像を画像ビューアーで表示することはできません。

画像フォルダーをビューアーで表示可能にする

1. メニューが表示されていない場合は、Shift + F10 を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [画像ビューアー]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。

[画像ビューアーの設定 ]  ダイアログを使用して画像のソース フォルダーを制御

3. リストに別の画像フォルダーを追加するには、[追加 ]  ボタンをクリックします。

4. Windows 標準のダイアログから画像が含まれているフォルダーを選択して、[OK]  をク
リックします。

5. [画像ビューアーの設定 ]  ダイアログに戻ります。[OK]  を再度クリックします。 

関連項目 :

既製のページセットの利用の画像ビューアー  197
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Web カメラの設定

Web カメラの設定は、既製ページセットの Web カメラで使用します。

このダイアログを使用して、Web カメラを Tobii Communicator に接続します。

Web カメラの接続

1. メニューが表示されていない場合は、Shift + F10 を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] >   [Web カメラの設定 ]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。

Web カメラの Communicator への接続

3. 使用するカメラを選択して、[OK] をクリックします。 

既製の Web カメラのページセットを実行すると、カメラが正常に接続されているかどうかを
確認できます。
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大きい画像は、Web カメラのレンズに現在映っている画像です。

関連項目 :

既製ページセットの使用の Web カメラ の Web カメラのプロパティ202
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Premium エディションの設定

Premium エディションには以下が含まれています。

赤外線設定

メールの設定

音楽プレーヤー設定

チャットの設定

カレンダーの設定

赤外線  (IR) リモコン設定

Tobii Communicator 4 Premium エディションは、赤外線  (IR) による環境制御をサポート
しています。GEWA と Tira2 による制御がサポートされています。詳細は、 www.viking-
software.com  を参照してください。MyTobii P-10 には、オプションで購入した場合は
Tobii Communicator 4 でサポートされる Gewa デバイスが内蔵されています。

環境制御は、テレビや DVD プレーヤーなどの電子機器の操作、カーテンを引く、ページをめく
る、ドアを開けるなどに利用できますが、ほとんどのユーザーはあまりたくさんのリモコンを利用で
きませんので、多数のリモコンを使用する代わりに「マスター」IR コントロールとして GEWA や
Tira2 を使用します。 

ただし、マスター コントロールには、制御する各機能向けの別々のボタンはありません。同じボタ
ンを何度も繰り返し利用します。もしユーザーがマスター IR を「テレビ モード」に設定する方法
を覚えられるのであれば、 テレビ モードでどのボタンがどう機能するのかも覚えられるため、これ
で十分です。Communicator のページセットの方が、大多数のユーザーにとって使いやすいと
思います。

300

311

316

317

318

http://www.viking-software.com
http://www.viking-software.com
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GEWA は標準的なマス
ター IR コントローラーで
す。ここで 2 を押したらど
うなるかわかりますか?

 

Communicator のページセッ
トでは、さまざまなページや各
機能専用のボタンを設定でき
ます。

簡単なリモコンを設定する 4 つのステップ 

1. [赤外線設定 ]  を使用すると、GEWA または Tira2 をパソコンに接続できます。

2. [赤外線設定 ] 、[リモコンの管理 ]  を使用すると、接続済みのマスター IR コントローラー
に他のリモコンの信号を受信させて、必要な IR 信号を保存できます([赤外線設定 ] 、
[機器の管理 ]  でも GEWA 機器をプログラムできます)。

3. 編集画面で、ユーザーが必要とする特定のボタンのあるページセットを作成します。

4. 最後に、[ボタン アクションの編集 ]  ダイアログの [赤外線 ]  機能タブで、Communicator
のボタンにIR 信号を割り当てます。

リモコン機能のあるページセットを実行する場合、ユーザーはパソコンの画面上のボタンを
押します。Communicator は、パソコンに接続されたマスター リモコンに情報を送信し、
マスター リモコンはユーザーの IR 制御された機器のいずれかに対して適切な信号を送信
します。 

ステップ 1:マスター IR コントローラーへの接続

1. コントローラーのパソコンへの接続については、コントローラーのマニュアルを参照してくださ
い。次のいずれかの方法で [赤外線設定 ]  ダイアログを開きます。

· メニュー コマンド [設定 ] > [赤外線設定 ]  を選択します。

309
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· または、メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィ
ザード]   を選択します。上部のセットアップ用ステップボタンから、 [4: ユーザー設定の
調整 ]  をクリックします。[赤外線設定 ]  ボタンをクリックします。

[赤外線設定 ]  ダイアログが表示されます。

GEWA または Tira2 コントローラーで使用

2. [インストール済機器 ] で [追加 ]  をクリックして、インストールした機器の種類を選択しま
す。 

3. [OK]  をクリックします。

4. [通信ポート]  で、ドロップ ダウンから通信ポートを選択するか、[検索 ]  をクリックしてポー
トを自動的に検索します。

GEWA 接続テスト

GEWA を接続している場合は、[機器の管理 ]  をクリックします。

このダイアログの最上部に赤いエラー メッセージが表示されなければ、GEWA 機器は正しく接
続されています。ステップ 2 に進んでください。

Tira 2 接続テスト

1. 上記の [赤外線設定 ]  ダイアログで、[リモコンの管理 ]  をクリックします。

次のダイアログが表示されます。
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正しく接続されているかどうかをテストするには、Tira2 で何か試してみる必要があります

2. 左側のリストで、[追加 ] 、次に [OK]  をクリックして、リモコンにダミーの名前を追加しま
す。

3. 右側のリストで、[追加 ] 、次に [OK]  をクリックして、ボタンにダミーの名前を追加します。

[学習 ]  ボタンが有効になります。

4. [学習 ]  をクリックします。 

これが Communicator と Tira2 の間の接続テストになります。 

-  エラー メッセージが表示されなければ、Tira2 は正しく接続されています。 

-  エラー メッセージが表示されたら、Tira2 のマニュアルでパソコンとの接続方法を確認し
てください。

ステップ 2:[リモコンの管理 ]  を使用した信号の収集

Tira2 IR コントローラーを使用している場合は、このステップを実行する必要があります。
Tira2 は信号を記憶できないため、信号を収集して Communicator に保存し、
Communicator を   経由して Tira2 に送信する必要があります。
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接続される IR コントローラーの種類やプログラム方法にかかわらず、Communicator ページ
セットが機能するようにしたい場合は、GEWA IR コントローラーも同じ方法で使用できます。
ただし、GEWA コントローラーには信号を保存する大容量のマルチレベルのメモリーがありま
す。GEWA 機器を使用している場合、このステップは省略できます。代わりに、[機器の管理 ]
で GEWA 機器にプログラムされている内容を確認するか、GEWA 機器をプログラムしてくだ
さい。

まず、信号を保存するための名前のある場所を指定する必要があります。

1. 上記の [赤外線設定 ]  ダイアログで、 [リモコンの管理 ]  をクリックします。

次のダイアログが表示されます。

IR 信号収集のためのダイアログ

2. テレビのリモコンなどのリモコンの信号定義が含まれた XML ファイルがある場合は、ここで
[インポート]  をクリックします。

3. 左側のリストに、Communicator + マスター IR コントローラーで代替する各リモコン (テ
レビのリモコンなど) の名前を追加します。

4. 左側のリストで、リモコン名を 1 つ選択します。右側のリストにユーザーが「押す」リモコンの
各ボタンの名前を追加します。
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すべてのスロットを配置したら、信号の保存を開始する準備が整いました。

1. 左側のリストで、リモコン名を 1 つ選択します。右側のリストで、そのリモコン用のボタンを
選択します。

2. 次に実際のリモコンを取って、パソコンに接続されたマスター IR コントローラーの方に向け
ます。

3. ダイアログで、[学習 ]  をクリックします。

4. 実際のリモコンでその名前に選択したボタンを押します。

Tira2 機器または GEWA 機器に信号が取り込まれると、詳細の領域に信号の説明が
表示されます。

信号のテスト

1. 信号を送信するとどうなるかをテストするには、[送信 ]  をクリックします。実際のリモコンで
そのボタンを押した場合と同じ反応があるはずです。同じ反応がない場合は、信号の「学
習」をもう一度試してください。

2. 次のボタンで上のステップ 1 ～  4 を繰り返します。
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3. 1 つのリモコンに関するすべての信号の「学習」が完了したら、[エクスポート]  をクリックし、
情報を保存したファイルを保存します。ファイルを保存しておけば、そのリモコンで同じ作業
を繰り返す必要がなくなります。

4. 各リモコンで操作を繰り返します。

5. 完了したら、[OK]  をクリックします。

ステップ 3:ページセットの作成

次にユーザーにとって実際のリモコンに代わるページとボタンを作成します。

自分用のページセットの作成 を参照してください。

ステップ 4:リモコン ボタンをエミュレーションするアクション ボタン

編集画面でメニュー コマンド [ボタン] > [ボタン アクション]  を選択すると、[赤外線 ]  機能タブ
に IR 信号を送信する 2 つのアクションが表示されます。

赤外線信号を送信します。このアクションはすべての通常のボタンに追加できます。以下を参
照してください。

リモコン ボタンを押します。このアクションはタイプがスマート ボタンのリモコン ボタンにのみ追加で
きます。自分用のスマート ボタンの作成 を参照してください。これはパソコンに接続されたプ
ログラム済み  GEWA でのみ機能します。

赤外線信号の送信アクションの追加

この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を押し
ます。

1. リモコンのボタンのように機能させるボタンのあるページセットを開きます。

2. ボタンをクリックして選択します。

3. メニュー コマンド [ボタン] > [ボタン アクション]  を選択します。

[ボタン アクション]  ダイアログが表示されます。

63

143
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4. [赤外線 ] 機能タブをクリックします。

5. [赤外線信号の送信 ]  アクションを選択します。

6. [追加 ]  をクリックします。

次のダイアログが表示されます。
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これは推奨オプションです。GEWA 機器を使用している場合、このオプションを使用する
なら一番内部の 2 つのレベルはフリーにしておいてください

7. 最上部で送信元の機器  (GEWA または Tira2) を選択します。選択した内容によっ
て、2 つまたは 3 つのオプションが表示されます。

8. 次に信号の発信元を選択します。

アクション呼び出し側 : これは Communicator のボタンが IR 信号を保存することを意
味します。ほとんどの場合は、このオプションをお勧めします。ボタンに保存された信号を使
用すれば、ページセットを別のパソコンにコピーしても、GEWA または Tira2 が接続され
ている限り同じように機能します(コントローラーのタイプが同じでなくて構いません)。

リモコン ライブラリ: このオプションを選択すると、ステップ 2 で作成したライブラリから信号を
取得します。ライブラリを編集したり、ページセットを移動しない限り、継続して機能しま
す。ページセットを別のパソコンに移動する場合は、必ずライブラリを XML ファイルにエクス
ポートし、新しいパソコンにコピーして、[リモコンの管理 ]  ダイアログで Communicator に
ライブラリをインポートしてください。

装置のボタンを押す: この選択肢は GEWA 装置が接続されている場合のみ使用できま
す。 

9. 信号の発信元を選択したら、その下のボタンをクリックして使用する信号を指定します。サ
ブダイアログで、[OK]  をクリックします。

10. [赤外線信号の送信 ]  ダイアログで、[OK]  をクリックします。
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11. [ボタン アクション]  ダイアログで、[OK]  をクリックします。

[機器の管理 ]  を使用した Gewa の管理

GEWA IR コントローラーには複数レベルのメモリーがあります。Tobii Communicator
Premium エディション、または GEWA 機器で提供されているソフトウェアを使用して、メモ
リーの内容を確認し、レベルと各レベルの内容を管理できます。

注 :GEWA 機器の最深、または最上位  2 つのレベルはプログラムしないことをお勧めします。
それによって、リモコン ライブラリに保存された信号または Communicator のボタンに保存され
た信号の「送信者」として、GEWA を柔軟に使用するオプションが利用できます。赤外線設
定 を参照してください。

GEWA 機器の管理方法

1. GEWA 機器をパソコンに正しく接続する必要があります。赤外線リモコン設定 のス
テップ 1 を参照してください。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [赤外線設定 ]  を選択します。

3. [赤外線設定 ]  ダイアログで、[機器の管理 ]  をクリックします。

次のダイアログが表示されます。

266

300
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GEWA マスター IR コントローラーの管理

機器のボタン: 左上のこのセクションには、レベルのリストが表示されます。左側でレベルを
1 つ選択し、定義されているボタンを確認します。また、ここで選択したレベルとボタンは、
このダイアログの他のセクションでプログラム、リセット、または保存されます。

送信と受信 : [信号のインポート]  ボタンを使用すると、テレビのリモコンなどの別の実際の
リモコンから信号を送信して、GEWA 機器に信号を「教える」ことができます。信号は、
左側で選択された任意のボタンに保存されます。信号が取り込まれたら、[信号を送信 ] 
または [信号を継続的に送信 ]  をクリックしてテストできます。

信号のリセット: 慎重に使用してください。このセクションを使用すると、GEWA 機器全
体、選択したレベル、または選択したボタンから、保存した信号を消去できます。

リモコンファイルの保存とインポート: これらのボタンを使用すると、GEWA でプログラムされ
たレベルを XML ファイルとしてパソコンに保存できます。保存したレベルを GEWA 機器
に読み込むこともできます。
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4. GEWA の管理が完了したら、[OK]  をクリックします。[キャンセル]  をクリックしてもダイア
ログが閉じるだけです。ダイアログを使用して GEWA 機器のプログラミングに加えた変更
は元に戻りません。

メールの設定

Tobii Communicator 4 Premium エディションには、完全なメール クライアントが含まれて
います。

· ユーザーが Communicator ページセットを使用して POP3 または SMTP メールを送
受信する場合、メール クライアントを設定する必要があります。 

· ユーザーが Gmail などの一般的な Web ベースのメール サービスを使用する場合、
Communicator のメール機能と連動させるには、サービスにより POP3 または SMTP
サーバーへのアクセスが提供されている必要があります。

· まだユーザーのメール ページセットを選択していない場合は、使用するページセットの選択
を参照して選択してください。

メールの設定の入力

1. 複数の Communicator ユーザーを作成している場合は、メールを設定するユーザーが
現在のユーザーであることを確認します。 ユーザー プロファイル を参照してください。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [メールの設定 ]  を選択します。

3. 以下の説明のとおり、それぞれのタブの設定を確認します。

4. [OK]  をクリックしして、設定を保存します。

[アカウント]  タブ

最初のタブ [アカウント]  に入力する情報は、通常、ユーザーのインターネット サービス プロバイ
ダー (ISP) によって提供されます。

43

322
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必要な情報は、ユーザーの ISP が提供

[受信 ]  タブ

このタブでは、ユーザーがメールを受信したときの動作を指定します。

中断した場合にユーザーがどのように処理できるか考慮してください。
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[メッセージのコピーをサーバーに残します]  にチェックを入れると、最終的にはユーザー アカウン
トに割り当てられた保存スペースが一杯になってしまうため、メッセージのコピーはあまり長期間
残すことはできません。ただし、サーバーにコピーを数日間残しておくと、ユーザーが誤って重要
なメールを削除したりなくした場合に回復することができます。

[新着メッセージの問い合わせ間隔 ]  のチェックを外すと、ユーザーは自分でボタンを押して新し
いメールを確認しダウンロードしなければならなくなります。ユーザーがボタンを押すのを忘れる
と、メールが届かなくなります。 

ただし、[新着メッセージの問い合わせ間隔 ]  をチェックした場合の自動アクションには、インター
ネット接続が必要です。コンピューターがインターネットに常時接続している場合  (ブロードバン
ド)、問い合わせ間隔は頻繁に、 つまり、少ない分数にすることができます。常時接続でなく、
コンピューターがモデムを使用してインターネットに接続している場合は、インターネットにアクセス
するたびにユーザーのじゃまをする可能性があります。この場合は自動問い合わせ間隔の分
数、または時間数を長く設定してください。 

[新しいメッセージがダウンロードされると音声を再生 ] :コンピューターがインターネットに常時接
続していて、メールの問い合わせにチェックを入れている場合は、このオプションを選択してくださ
い。 

[送信 ]  タブ

[送信 ]  タブでは送信メール、つまりユーザーが送信するメールの処理を指定します。
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メールの設定用の [送信 ]  タブ

認証情報はインターネット サービス プロバイダーによって提供される必要があります。

通知 :  メール受信が毎回通知されるのをユーザーが歓迎するか、じゃまされて面倒だと感じる
かを考慮してください。

連絡先 : ユーザーがアドレスを入力する手間が省けるように、このオプションはチェックしておくの
が良いでしょう。通常、必要なアドレスを 1 件入力するより、不要な多数のアドレスを削除す
る方が簡単です。 
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[高度な設定 ]  タブ

詳細なメールの設定

認証 : この情報もユーザーのインターネット サービス プロバイダーによって提供されます。 

メールサーバーとの通信をログに記録 : ログへのアクセスと解釈の方法がわからない場合は、
チェックしないでください。これはこのマニュアルの対象範囲外です。

添付ファイル: ユーザーは添付ファイルが安全かどうかを判断できますか。または、コンピューター
は、スパム対策、ウイルス対策、必要に応じてチャイルドロックのソフトウェアなどで保護されてい
ますか。その場合は、[添付ファイルを開くのを許可 ]  にチェックを入れてください。 

フォルダー: [フォルダー]  ボタンを使用して、一杯になっているメール フォルダーを空にしたり、機
能していないメール フォルダーを修復します。

関連項目 :

既製ページセットの使用のメール の項目末尾にあるメールのプロパティ 214
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音楽プレーヤー設定

ユーザーが Premium エディションの音楽プレーヤー ページセットのいずれかを使用している場
合、音楽プレーヤーの設定を使用して、パソコン上のどのフォルダーに音楽ライブラリが含まれる
かを定義してください。

音楽プレーヤー設定を開く方法は 2 つあります。 

· メニュー コマンド [設定 ] > [音楽プレーヤー設定 ]  を選択します。

· メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [セットアップ ウィザード]  を
選択します。最上部の行のボタンから、[4: ユーザー設定の調整 ]  をクリックします。[音楽
プレーヤーの設定 ]  ボタンをクリックします。

音楽ライブラリの設定

[音楽プレーヤー設定 ]  で [追加 ]  をクリックして音楽ファイルが含まれるフォルダーを選択しま
す。

音楽ライブラリの作成に使用しないフォルダーがある場合は、リストからパスとフォルダーを選択
し、[削除 ]  を選択します。

注 : フォルダーを追加または削除する場合には、ライブラリを再作成する必要はありません。
Tobii Communicator は、選択された音楽フォルダーの下で、新しい音楽または新しいフォル
ダーを自動的に検索します。

音楽ライブラリに追加できる音楽フォルダーの数は無制限

外部編集プログラムで音楽ライブラリのタグ (アルバム、アーティストと曲の情報など) を編集し
た場合は、[音楽ライブラリを今すぐ再構成する]  をチェックします。ライブラリを再構成すると、
音楽だけでなくすべてのタグも更新されます。
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チャットの設定

Tobii Communicator 4, Premium エディションは、チャットをサポートしています。

チャットの詳細な前提条件と使用方法については、 チャット (インスタント メッセージング)
も参照してください。

チャット ページセットを機能させるには、ユーザーの既存のチャット アカウントに関する情報を
[チャットの設定 ]  ダイアログの [アカウント]  タブに入力する必要があります。 

Tobii Communicator でこのダイアログを検索するには、メニュー コマンド [設定 ] > [チャット
の設定 ]  を選択します。 

チャット ネットワーク (MSN、ICQ、または AIM/AOL) を選択して、そのネットワークに対する
ユーザーのログイン情報を入力

ユーザーがまだアカウントを持っていない場合は、 www.aim.com  、www.msn.com  また
は www.icq.com  でまずアカウントを作成してください。アカウントを作成する商用  Web サイ
トでのプライバシー保護設定によって、ユーザーに連絡が可能な連絡先が影響を受けることに
注意してください。 

ユーザーが自動ログインを希望しない場合、実際にチャット ページセットを使用しなくても、この
ダイアログで簡単にチャットネットワークにログイン、ログアウトできます。

218

http://www.aim.com
http://www.msn.com
http://www.icq.com
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連絡先

[連絡先 ]  タブにはチャットの連絡先のみが一覧表示されます。メールの連絡先は表示されま
せん。ここに相手を追加するには、チャットの連絡先のスクリーン ネームが必要です。 

通知

[通知 ]  タブでは、どの程度チャットが割り込むかなどをコントロールできます。

カレンダーの設定

Tobii Communicator 4、Premium エディションには、カレンダー機能が含まれています。

カレンダー ページセットを検索して使用する方法については、既製ページセットの使用の   カレ
ンダー を参照してください。

[カレンダーの設定 ]  ダイアログでは、予定通知のアラーム音声、予定を示すために使用するシ
ンボル、カレンダーにマークする祝日を設定します。

カレンダーの設定の変更方法

1. まず、どのユーザー向けに設定するかを選択します。複数の Communicator ユーザーを
作成している場合は、適切なユーザーがログインしていることを確認します。必要に応じ
て、ユーザー プロファイルの ユーザーの変更 を参照してください。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [カレンダーの設定 ]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。

222

324
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[カレンダーの設定 ]  ダイアログで表示する祝日を指定

3. 予定の時間になったときに、通知の為に、Tobii Communicator に再生させる音声ファ
イルを選択します。

4. 予定のある日を示す表示に、お好みの画像を選択することもできます。このフィールドを空
白にしておくと、Communicator は予定のある日にアスタリスク (*) を使用します。

5. 祝日をカレンダーに赤でマークする場合は、マークする祝日を選択します。

6. すべての予定を削除する場合は、[予定を削除 ]  をクリックします。

7. [OK]  をクリックします。

関連項目 :

カレンダーのプロパティ ではカレンダーのハイライト表示を設定します。224
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ユーザー プロファイル

1 つの Tobii Communicator インストールを複数のセラピストや複数のユーザーが使用する
場合もよくあります。ページセットが特定のユーザーにうまく機能するかをテストするために、あな
たのインストールをユーザーのインストールにエミュレートさせる必要がある場合もあります。 

Tobii Communicator では、同じインストール (Communicator がインストールされた 1 台
のパソコン) に任意の数のユーザーを定義することができます。 

各ユーザーには独自の設定が可能です。たとえば、セラピストはマウス入力を使用し、同じパソ
コンのユーザーがスキャンとスイッチを使用することができます。

また、各ユーザーは自分用のページセットやメール アカウントにアクセスできます。

ユーザーが 1 人だけの場合、ユーザー名はゲスト

Tobii Communicator に複数のユーザーを指定する必要がない場合は、1 つのユーザー プ
ロファイルでシステムを継続して使用できます。 

このユーザー プロファイルは、Communicator をインストールすると自動的に作成されゲストと
いう名前になります。

追加ユーザーを作成していなければ、Tobii Communicator は、ページセットやマイ録音音
声などのユーザーが作成した素材を「マイ ドキュメント/Tobii Communicator 4/ゲスト」に保
存するように推奨します。

新規ユーザーの作成方法

1. メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. 追加ユーザーを作成するには、メニュー コマンド [設定 ] > [ユーザー] > [ユーザーの管理 ]
を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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ユーザー「ゲスト」は必ず表示

3.  [追加 ]  をクリックします。

次のダイアログが表示されます。

各ユーザーの説明を入力

4. ユーザー名と説明を入力します。 

5. ユーザーを示すためにユーザーの写真やシンボルを使用する場合は、  [参照 ]  をクリックし
ます。

Windows 標準の [ファイルを開く]  ダイアログが開きます。

6. 画像またはシンボルのファイルを検索します。

7. [ファイルを開く]  ダイアログで、[開く]  をクリックします。

8. [ユーザー情報 ]  ダイアログで、[OK]  をクリックします。
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Communicator によって、このユーザー用のフォルダーとユーザーのページセット用のサブ
フォルダーが作成されます。この例では「マイ ドキュメント/Tobii Communicator/
Johnny/マイ ページセット」が作成されます。 

現在のユーザーの変更

1. メニュー コマンド [設定 ] > [ユーザー] > [ユーザー変更 ]  を選択します。 

または、メニュー コマンド [ファイル] > [指定したページセットの実行 ] > [ユーザー変更 ]   を
選択します。

次のダイアログが表示されます。

新しいユーザーを選択して [OK]  をクリック

2. 変更するユーザーの名前をクリックします。

3. [OK]  をクリックします。

開始時のユーザーの設定方法

セラピストの LAR とユーザーの Johnny が 2 人とも学校のパソコンで Communicator を使
用しているとします。Johnny はスイッチ ユーザーで、プログラムを理解してコマンドを使用する
のは困難です。

LAR は Johnny を開始時のユーザーに設定しているため、Communicator を起動すると
Johnny のホームページが実行され、Johnny の入力方法設定が有効になります。

1. メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [ユーザー] > [開始時のユーザーの変更 ]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。
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複数のユーザーがいる場合は、中央のオプションを選択するのが適切

3. 特定のユーザーを開始時のユーザーに設定するには、[指定したユーザーで開始 ]  をクリッ
クします。

4. ドロップ ダウン リストからユーザー名を選択します。

5. [OK]  をクリックします。

Communicator の開始時にユーザーを選択

Johnny と Tom が 2 人とも学校、またはリハビリ施設で同じパソコンを使用しているとします。
なぜ開始時にユーザーを選択する設定が必要なのでしょうか。Tom の入力設定が Johnny
の入力設定と大きく違うか、Tom がまったく異なるページセットとホームページを使用している
場合が考えられます。 

その場合は Communicator が起動するたびにユーザーを選択できるように設定します。

1. メニュー バーが表示されていない場合は、F10 を押します。

2. メニュー コマンド [設定 ] > [ユーザー] > [開始時のユーザーの変更 ]  を選択します。

次のダイアログが表示されます。

複数のユーザーがいる場合は、真ん中のオプションを選択するのが適切
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3. 2 番目のオプション、[開始時にユーザーを選択 ]  を選択します。

4. [OK]  をクリックします。

5. Communicator を終了します。

6. 再度  Communicator を起動すると、Communicator は実行画面で開始され、開始
時のユーザーを選択できるページセットが表示されます。

このページは入力方法にかかわらず、どのユーザーも使用できます。
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2 台のパソコンの使用エクスポートとインポート

ユーザーからの要望で、バージョン 4.2 にはパワフルなエクスポートとインポートの機能が追加さ
れました。

現在のバージョンでは、ユーザーのパソコン間の移動や、ページセットを作成してパソコンに設定
しそれをユーザーのパソコンに移動することが非常に簡単にできるようになりました。 

設定とデータ (ページセットや連絡先など) はアーカイブ ファイルを使用してエクスポートとイン
ポートが可能です。アーカイブ ファイル名には、ファイルの種類、.vse が付きます。

エクスポート:ユーザーの情報をアーカイブにコピー

ユーザーのページセットまたは設定を新しいパソコンに、または同じパソコンの別のユーザーにコ
ピーする場合は、次の操作を実行します。

1. まず、どのユーザー向けにアーカイブを作成するかを選択します。複数の
Communicator ユーザーを作成している場合は、適切なユーザーがログインしていること
を確認します。必要に応じて、ユーザー プロファイルの ユーザーの変更 を参照してくだ
さい。

2. メニュー コマンド [ファイル] > [設定とデータのインポートとエクスポート]  を選択します。

設定とデータのインポートとエクスポート ウィザードが開き、次のダイアログが表示されます。

[エクスポート]  を選択

3. [エクスポート]  を選択して、[次へ]  をクリックします。

4. ウィザードの次のステップで、エクスポートの種類の選択を求められます。よくわからない場
合は、[ユーザー設定のエクスポート]  を選択して、[次へ]  をクリックします。

324
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ユーザー設定のエクスポートを選択するダイアログには、エクスポート可能なすべての情報
が表示されます。リストの項目をクリックすると、右側に詳細な説明が表示されます。

[ユーザー設定のエクスポート]  を選択するとこのステップが表示され、各オプションに関す
る追加情報が表示

エクスポートに含める項目のチェックボックスをクリックします。選択が完了したら、[次へ]  を
クリックします。 

5. 次のステップで、アーカイブ ファイルの名前を入力し、保存するフォルダーを選択するか、シ
ステムが推奨するフォルダーを使用します(アーカイブをコピーしたりインポートするには、この
場所を覚えておく必要があります)。
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アーカイブに名前を付けて、保存するフォルダーを指定

6. [次へ]  をクリックします。 

ステータスと進行状況のメッセージが表示されます。アーカイブが完了すると、完了メッセー
ジが表示されます。 

7. [完了 ]  をクリックします。 

アーカイブからの設定とデータのインポート

ページセットや設定をアーカイブに保存すると、以下が可能になります。

· ファイルをリムーバブル ディスクにコピーするか、メールの添付ファイルとして送信して新しい
パソコンに移動できます。

· アーカイブから同じパソコンの別のユーザーに、または Tobii Communicator がインストー
ルされている別のパソコンに設定とデータをインポートできます。 

1. メニュー コマンド [ファイル] > [設定とデータのインポートとエクスポート]  を選択します。

設定とデータのインポートとエクスポート ウィザードが開き、次のダイアログが表示されます。
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設定とデータのインポートとエクスポート ウィザードの最初のステップ

2.  [インポート]  を選択して、[次へ]  をクリックします。

Tobii Communicator はアーカイブ ファイル (.vse) をコンピューターに表示しようとしま
す。 

左側のフォルダー ツリーを使用して、アーカイブ ファイルを保存、またはコピーしたフォルダー
を指定する必要がある場合もあります。

フォルダーとインポートするアーカイブ ファイルを選択

3.  アーカイブのあるフォルダーを選択します。インポートするアーカイブ ファイルを選択します。
[次へ]  をクリックします。

[ユーザーの選択 ]  のステップが表示されます。 
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Tobii Communicator によって、現在のパソコンのすべてのユーザーが表示されます。

4.  既存のユーザーを選択するか、このパソコンに新しい Communicator ユーザーを作成しま
す。複数のユーザーの詳細については、ユーザー プロファイル を参照してください。

5. [次へ]  をクリックします。

進行状況のメッセージが表示されます。インポートが完了すると、確認メッセージが表示さ
れます。

6. [完了 ]  をクリックします。 

322
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ライセンスの要件

Communicator のライセンスは、ページセットを実行する必要のあるユーザー 1 人を対象とし
ます。

セラピストはユーザーのライセンスを使用することができます。

評価版

Tobii Communicator 4 の評価版は無料で入手できます。評価版は期間付きで誰でも利
用できます。

セラピストとパーソナル アシスタント

セラピストまたはパーソナル アシスタントは、ライセンスのあるプログラム コピーを保有するユー
ザーを支援する目的に限り、自身のパソコンで評価版を無期限で使用することができます。

使用停止

1 つのライセンスを 2 台のパソコンで使用する必要がある場合は、2 台のパソコンにインストー
ルすることができますが、一度にアクティブ化（有効化）できるインストールは 1 つのみです。プロ
ダクトキーを使用して別の 1 台のインストールをアクティブ化する前に、 [ヘルプ] > [使用を停
止 ] コマンドを使用して、これまで使っていた パソコンのインストールを使用停止にしてください。

このプロセスは必要に応じて繰り返すことができます。
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ページセットの情報とセキュリティー

プロパティ ダイアログには 3 つのタブがあります。[情報 ]  タブと [目的 ]  タブにあるフィールドは、
作成者の識別、連絡先データの提供、および表示に関する説明に使用できます。 

優れた設計の、機能的な表示が作成できたら、他のユーザーと共有したり、成果物を販売す
ることもできます。

ただし、他のユーザーがその成果物を利用する場合、その場で内容について説明できるとは限
りません。

コマンド [ファイル] > [ページセットのプロパティ]  を選択して、ファイルに説明情報を追加して下
さい。[情報 ]  タブと [目的 ]  タブを使用してページセットに「内蔵の」マニュアルと連絡先情報を
送信できます。

ページセットを配布する予定がある場合は、この情報を入力しておくと便利
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[目的 ] タブは十分な説明用スペースを持っています

4 番目のタブは [セキュリティー]  タブです。

[セキュリティー]  タブは、ページセットを不注意な変更や権限のない変更から保護するために
使用します。権限のない配布からファイルを保護することもできます。

[セキュリティー]  タブでは、ページセットを使用できる対象者の指定が可能

権限のない編集の防止

ページセットをパスワードで保護すると、作成者またはその他の誰かがファイルを編集しようとし
た場合、パスワードの入力が求められます。パスワードを入力しなくても、ページセットを実行画
面で使用することは可能です。

ページセットをパスワード保護するには、次の操作を実行します。
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1. この作業は編集画面で行います。どの画面にいるのかわからない場合は、Shift + F5 を
押します。 

2. メニュー コマンド [ファイル] > [ページセットのプロパティ]  を選択します。

3. [セキュリティー] タブに移動します。

4. まったく同じパスワードを 2 回入力します。

ページセットへのパスワードの作成

5. [OK]  をクリックします。

ページセットを編集画面で開こうとすると、このダイアログが表示されます。

編集のパスワード保護

権限のないコピーの防止

パスワードは権限のない配布の防止にも役立ちます。
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1. 上述のとおり、パスワードを 2 回入力してページセットを保護します。

[コンピューターの ID]    のフィールドには、常に作業中のコンピューターの ID が表示されま
す。 

2. 灰色のフィールドで ID 番号をハイライト表示し、Ctrl + C を押してコピーします。 

コンピューター の ID 番号を追加して、権限のないコピーの他のコンピューターでの実行を
防止

3. カーソルを [許可された ID]  フィールドに置き、Ctrl + V を押して ID を貼り付けます。

4. [OK]  をクリックします。

ページセットは、このコンピューターの実行画面ではパスワードの入力を求めずに機能しま
す。編集画面でページセットを操作するには、パスワードの入力が必要になります。 

作成者の知らないところで、または作成者のサポートを受けずにファイルが別のコンピュー
ターにコピーされた場合、[コンピューター ID]  フィールドは海賊版を使用するコンピュー
ターの ID に変わります。 

ただし、[許可された ID]  フィールドの値は変わりません。 2 つのフィールドの入力内容
が一致しない場合にも  ページセットが実行画面で機能する前にパスワードの入力が求
められます。同様に、パスワードを知っている人物のみが、[セキュリティー]  タブを変更して
保護を削除できます。
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[ボタン アクション] ダイアログ編集     135

[機器の管理 ] ダイアログ    309

ABC 配列  キーボードのレイアウト    293

AppScan    242

AVI ファイル    90

Boardmaker ファイル    160

Boardmaker ファイルの変換     160

Communicator のインストール    16

Communicator のデータへのパス    296

Communicator の開始     21

Communicator の更新     20

Communicator の最新バージョン    20

Communicator の実行     21

Communicator の停止     21

GEWA の管理     309

GEWA の設定     300

ID、ユーザー    322

IR (赤外線 )    300

IR 装置、管理     309

MP3 プレーヤー    316

MPE ファイル    90

MPEG ファイル    90

MPG ファイル    90

MyTobii を入力方法に使用     51

MyTobii、ページセット    178

Premium エディション    12, 300

QWERTY 配列  のレイアウト    293

SAPI    267

SD Pro ファイル    160

Tira2 の設定     300

Tobii ユーザー、ページセット    178

Windows のクリップボード    76

Zapper    300

アクション ボタン    135

アクション、コピー    153

アクションのコピー    153

アドレス帳     278

ウィザード、Boardmaker の変換     160

ウィザード、セットアップ    42

ウィザード、ボタンの編集     37

ウィザード形式のポップアップ    145

ウィンドウで実行     93

エディション、Premium    12, 300

エミュレーション、マウス    242

オブジェクト 複製     71

カーソル、スキャン    238

カーソル、マウス エミュレーション    255

カーソルの外観     291

カーソルの色     291

カラー パレット    120

ギアのシンボル    140, 143

キーボード    179

キーボードのキーの順番     293

キーボードのレイアウト    293

キーボード入力     91, 179

グラデーション    104

グリッド、ボタン    68

グリッド、位置揃え用の点     114

グリッドに合わせて配置     114

グリッドの適用     68

クリップボード    76
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グループ、スキャン    234

グループ、ページ    124

ゲスト ユーザー    67, 322

コピー (複製 ) ボタン    71

コンテンツ ツール    77

コンピューター、相互にコピー    327

コンピューター間でコピー    327

サイズ、ボタンの調整     114

サウンド ライブラリ    268

ジョイスティック、ユーザー入力     51

ショートカット キー    26

スイッチ ユーザー、スキャン    230

スイッチ、Windows で使用     242

スイッチ、スキャン カーソル    238

スイッチ、ユーザー入力     51

スイッチ、使用中の音声の合図     275

スイッチ、設定     239

スキャン カーソル    238

スキャン カーソル、マウス エミュレーション    255

スキャン カーソルの外観     238, 291

スキャン グループ、作成     234

スキャン、キーボードのレイアウト    293

スキャン、選択不能ボタンの使用     117

スキャン、入力方法     51, 230

スキャンの順番     234

スキャンの速度     239

スキャンの優先順位     234

スキャン速度     239

スキャン中の音声の合図     275

スキャン方法     239

スタートページ    29

スタティック テキストまたはスタティック ピクチャー    108

スピーカー、単一で使用     275

スマート ボタン、何か    140

スマートボタン、作成     143

スマートボタンのタイプ    140

セキュリティー    333

セットアップ ウィザード    29, 42

ソフトウェア ライセンス    332

タッチ スクリーン、ユーザー入力     51

ツール > カラー パレット    120

ツール > サウンド ライブラリ    268

ツール > マイ ページセットを整理     284

ツール > マイフレーズ    280

ツール > マイ住所録     278

ツール > マイ録音音声     271

ツール > 画像ライブラリ    258

ツール > 新しい音声の録音     271

ツール > 別の読み方     282

ツールバー    59

ツールバー、フォント    82

ツールバー、マウス エミュレーション    245

ツールバー、外観     82

ツールボックス、編集     59

データ フォルダー    296

データの場所     296

テキスト ページセット    179

テキストのプロパティ    82

デジタル音声     267

テンプレート、ボタン    131

トラックボール、ユーザー入力     51

トラブルシューティング 音声     266

ナビゲーション ツールバー、実行画面     27

ハイパーリンク    99

ハイライト表示     291

パレット、色     120

ビデオ    90

ビデオの再生     90

ファイル > インポート    160

ファイル > ページセットのプロパティ    93, 333

ファイル > ページセットの操作     139

ファイル > 開く    97

ファイル > 最近使用したコマンド    97

ファイル > 指定したページセットの実行     29, 30, 46
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ファイル > 保存     67

ファイル > 名前を付けて保存     158

フォルダー    97

フォント    82

フリーハンド ページ タブ    114

プログラム ライセンス    332

プロファイル、ユーザー    322

ページ > グリッドの変更     68

ページ > ページのプロパティ    63, 103

ページ > ページの複製     151

ページ > ポップアップとして表示     145

ページ > 最初のページに設定     92

ページ > 削除     63

ページ > 新規作成     63

ページ アクション    138

ページ グループ    124

ページ リスト    92

ページ リスト、整理     124

ページセット、パスワード    333

ページセット、開く    97

ページセット、開始     54

ページセット、既製     30

ページセット、整理     284

ページセット、相互にコピー    154

ページセット、保存場所     296

ページセットのコマンド    139

ページセットのナビゲーション    99

ページセットのパスワード    333

ページセットのプロパティ    93

ページセットの検索     97

ページセットの固定     93

ページセットの実行     26, 93

ページセットの選択     43

ページセットの保存     67

ページセットの保存場所     296

ページセットの名前変更     158

ページセットを開く    97

ページセット間のコピー    154

ページセット実行時のアクション    139

ページセット内の移動     99

ページのキャンバス    103

ページのプロパティ    103

ページのリンク    99

ページの移動     99

ページの削除     63

ページの順番     124

ページの色     103

ページの背景     103

ページの名前     124

ページの命名     63, 124

ページを開く/ ページから離れるときのアクション    138

ページを開く/ ページから離れるときのコマンド    138

ページ番号     124

ヘルプ > 更新の確認     20

ポインター ツール    59

ホームページ    29, 43

ホームページ、お気に入りと順番     48

ホームページ、選択     46

ホームページのお気に入りと順番     48

ホームページの選択     46

ボタン > キー入力の割り当て    91

ボタン > スマートボタンのタイプ    143

ボタン > テキストのプロパティ    82

ボタン > ビデオ    90

ボタン > ボタン アクション    135

ボタン > リンク    99

ボタン > 音声     88

ボタン > 画像の削除     85

ボタン > 画像の挿入     85

ボタン > 選択不能にする    117

ボタン > 非表示にする    117

ボタン アクション    135

ボタン カーソル    291

ボタン グリッド    68
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ボタン コンテンツ    77

ボタン スマート    140, 143

ボタン ツール    104

ボタン テンプレート    131, 140

ボタン テンプレートのコピー    131

ボタン 調整  サイズ    114

ボタン 非表示     117

ボタン 描画     104

ボタン 複製     71

ボタンのコピー    151

ボタンのサイズ調整     114

ボタンの位置揃え    114

ボタンの音声     88

ボタンの画像     85

ボタンの外観のコピー    107

ボタンの形     104

ボタンの整列     114

ボタンの中央揃え    114

ボタンの複製     151

ボタンの複製ツール    71

ボタンの文字の読み上げ    88

ボタンの編集ウィザード    34, 37

ボタンへの文字の入力     80

ボタンを非表示にする    117

ボタン上のコマンド    135

ボタン上のシンボル    85

ボタン上の画像     85

ボタン上の図     85

ボタン上の文字     80

ボタン上の文字のオフセット    82

ボタン上の文字の位置揃え    82

ボタン上の文字の編集     80

ボタン上の余白、オフセット参照     82

ポップアップ ウィザード形式     145

ポップアップ ページ    145

ポップアップの位置     145

マーク    74

マイ ページセットを整理     284

マイ録音音声     271

マウス エミュレーション    242

マウス エミュレーション ツールバー    245

マウス エミュレーション、開始     253

マウス エミュレーションのマーカー    255

マウス エミュレーションの開始     253

マウス エミュレーション設定     251

マウス クリック入力     51

マウスの保持入力     51

メール アドレス    278

メールの設定     311

ユーザー データ パス    296

ユーザー ホームページ    43

ユーザー ホームページ、選択     46

ユーザー、スキャン    230

ユーザー、新しいコンピューターに移動     327

ユーザーの作成     322

ユーザーの入力方法     51

ユーザー向けのページセット、選択     43

ユーザー設定のカラー パレット    120

ユーザー名について    322

ライセンス    332

ライブラリ、音楽     316

ライブラリ、音声     268

ライブラリ、画像     258

ライブラリの表示     263

リスト、連絡先     278

リモコン    300

レイアウト > サイズ調整     114

レイアウト > スペースの均等化     114

レイアウト > 位置揃え    114

レイアウト > 位置揃え > グリッドに合わせて配置     114

レイアウト、キーボード    293

レーダーによるスキャン    243

位置揃えグリッド    114

右クリック メニュー    27, 59
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音楽プレーヤー設定     316

音楽ライブラリ    316

音声、合成     267

音声、有効化     266

音声、録音     271

音声の概要     265

音声の合図の設定     275

音声の追加     268

画像、スタティック (静的 )    108

画像の削除     85

画像ライブラリ    258

画像ライブラリ、内容の表示     263

画像ライブラリの内容     263

画像ライブラリの内容の表示     263

画面、既製     30

画面の変更     26

開始時のページセット    54

開始時のユーザー    322

外観、コピー    107, 153

外観のコピー    153

環境制御     300

含まれる素材     30

既製のページ、再利用     158

既製ページセット    30

機能タブ    135

境界線、削除     104

境界線の削除     104

境界線の色     104

空白ページ    63

形、ボタン    104

形式を選択して貼り付け    153

固定位置で実行     93

語句の管理     280

語句リスト    280

行、追加または削除     68

合図、音声     275

合成音声     88, 267

合成音声、発音     282

合成音声の発音     282

合成音声の有効化     267

最初のページ    92

作業内容の保存     67

指定したページセット    29

視線入力、Tobii    178

視線入力、キーボードのレイアウト    293

視線入力を入力方法に使用     51

次のページ、移動     99

自動ボタン    68

実行画面     23

実行画面  比較     25

実行画面と編集画面の比較     25

実行画面のボタンの変更     37

実行画面のボタンの編集     37

実行画面のマーク    291

実行画面のメニュー    27

実行画面メニュー    27

住所録の管理     278

十字線によるスキャン    243

色、ページ    103

色、文字     82

色 :文字、境界線および塗りつぶし    104

色・線・形ツールバー    104

新規ページ    63

新規ユーザー    322

赤外線リモコン設定     300

設定  > キーボードのレイアウト    293

設定  > スキャン設定     239

設定  > データ フォルダー    296

設定  > ハイライト表示     291

設定  > マウス エミュレーション    242, 251

設定  > メール    311

設定  > ユーザー > ユーザーの管理     322

設定  > ユーザー > ユーザー変更     322

設定  > 音楽プレーヤー    316
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設定  > 音声     267, 275

設定  > 赤外線設定     300

設定  > 入力方法     51

設定表示  (古い用語 )    23

選択     74

選択不能のボタン    117

前のページ、移動     99

全画面表示     93

太字     82

単語予測、語句     280

追加  画像ライブラリ    258

貼り付け 外観     107

電話番号     278

塗りつぶし    104

独自の音声、録音     271

読み上げ、発音     282

入力     179

入力方法     51

入力方法、Tobii    178

入力方法、スキャン    230, 239

入力方法の選択     51

濃淡  塗りつぶし効果     104

背景の画像     108

背景の文字     108

番号  ページ    124

非表示のボタン    117

標準のツールバー    59

標準のツールバー、実行画面     27

表示  > ツールバー    59

表示  > ボタン テンプレート    131

表示  > 実行画面     23

表示  > 編集画面     23

表示、既製     30

評価版     332

文字、スタティック (静的 )    108

文字によるコミュニケーション    280

文字のオフセット    82

文字のスタイル    82

文字の位置揃え    82

文字の外観     82

文字の色     82, 104

編集  > コピー    151

編集  > すべて選択     74

編集  > 形式を選択して貼り付け > アクションなど    153

編集  > 形式を選択して貼り付け > 外観     153

編集  > 貼り付け    151

編集ツールボックス    59

編集メニューのコマンド    76

編集画面     23

編集画面  比較     25

編集画面のボタンの変更     34

編集画面のボタンの編集     34

編集画面の点     114

保存、場所     296

保存して次に移動     77

予測、語句     280

列、追加または削除     68

連絡先、管理     278

連絡先の名前     278

録音音声     271



実行画面で便利なショートカット

編集画面に移動 Shift + F5

全画面表示のオンとオフ F10

全画面表示の終了 Esc

実行画面からのボタンの編集 Ctrl + 左クリック

ポップアップ メニュー 右クリック

印刷 Ctrl + P

ページセットを開く Ctrl + O

保存 Ctrl + S

Communicator の終了 Alt + F4
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