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 はじめに
Tobii Technology の Tobii PCEye デバイスをご購入いただき、誠にありがとうございま

す。

本製品の最適なパフォーマンスを実現するために、本書を時間をかけてよくお読みくだ

さい。

本ユーザーマニュアルでは以下を扱います。

• PCEye デバイスとその使用。

• Tobii Eye Control Suite プログラム (お使いのコンピューター上で視線制御の使

用を有効にする)。

1.1�使用目的
Tobii PCEye モジュールは視線制御ユニットであり、接続ブラケットを使って、PC コンピ

ューター画面の下にドッキングするように設計されています。 PCEye モジュールによっ

て、メガネやコンタクトレンズの着用、目の色、光の状態などに関わらず、ユーザーは視線

制御を使って正確に PC を操作することができます。 簡単に言えば、目を使ってコンピュ

ーターをコントロールできるのです。 画面を見ることでマウスカーソルをコントロールし、

まばたき、保持・停留 (画面を一定時間見つめ続けること)、またはスイッチを用いてクリッ

クすることができます。

PCEye を通信ソフトウェアと併せて使用すれば、拡大代替コミュニケーション (AAC) ユ
ーザーは、視線制御を通して自分の最大の可能性を実現することができます。 PCEye 
が提供する視線制御によって、ユーザーは、文字または記号を使って合成 (コンピュー

ター音声) またはデジタル (録音された音声) の話し言葉を生成し、対面のコミュニケー

ションができます。 また、E メール、テキストメッセージ、およびチャットを使ってコミュニケ

ーションするオプションがあり、文書を自由かつ柔軟に作成・編集、インターネットを閲覧、

または音楽の再生やゲームのプレイができます。通信ソフトウェアと環境制御ユニットを

併せて使うと、ユーザーはまた PCEye の視線制御を使って TV、DVD およびその他の

家庭電化製品を IR リモコンを使って制御することができます。

通信ソフトウェアと併せて使用する場合、PCEye デバイスはユーザーにとって唯一の通

信手段ではなく、補足的な通信ソリューションとなります。 追加手法として用いられてい

る、ローテクとノーテクの拡大代替コミュニケーション (AAC) ソリューションは、ハイテク

の AAC デバイスを活用するあらゆるユーザーに、ベストプラクティスとして推奨されま

す。
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1.2�パッケージの内容
以下のアイテムが PCEye のパッケージに含まれています。

• Tobii PCEye
• Tobii PCEye 携帯用ケース

• Tobii PCEye 接続ブラケット

• 電源アダプター

• Micro USB ケーブル

• Torx 20 キー (ネジ回し)
• 6 x Torx ネジ (4 x M4 皿ネジと 2 x M4 レギュラー)
• インストール CD

 - Tobii Eye Control Suite
 - Tobii PCEye インストールガイド

 - Tobii PCEye 設定ガイド

 - Tobii Communicator (試用版)
• この Tobii PCEye ユーザーマニュアル

• Tobii PCEye 接続ガイド (cm/in 定規付き)
• 代替接続キット (モニターの凹型 VESA ネジ穴用)

 - 4 x M4 皿頭 Torx ネジ (長)
 - 4 x スペーサー 

PCEye パッケージに同梱のアイテム、製品マニュアルに記載されているアイテム、および

その他の認可された Tobii アクセサリーのみを、Tobii PCEye と使用してください。

1.3�カスタマーサポート
サポートが必要な場合は、地域の代理店、または Tobii のサポートまでご連絡くださ

い。 速やかな対応を受けられるよう、PCEye デバイスへのアクセス、および可能な場

合はインターネット接続を準備しておいてください。 また、デバイスの背面または Tobii 
Eye Control Options の システム情報 セクションに記載されているデバイスのシリア

ル番号を提供できるようにしてください。付録 の章の システム情報 セクションを参照し

てください。

商品についての詳細情報とその他のサポート情報に関しては、Tobii コミュニティー 
www.mytobiicommunity.com および Tobii のウェブサイト www.tobii.com、拡大代替コ
ミュニケーション セクションを参照してください。
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1.4�保証
デバイスの使用前に、ユーザーマニュアルをよくお読みください。 デバイスがユーザーマ

ニュアルに従って利用されており、保証シールが破れていない場合に限り保証は有効で

す。 PCEye デバイスを分解した場合、保証は無効になります。

1.5�サードパーティ製アクセサリー
サードパーティ製品およびアクセサリーの使用はユーザー自身の責任となり、これらの

製品 を Tobii PCEye と使用した場合の機能は、サードパーティメーカーの責任であり、

またサードパーティメーカーの危険負担となります。
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 安全について
Tobii PCEye は試験され、本マニュアルの6.2 付録 B:  準拠に関する情報 セ
クション、および 6.3 付録 C: 技術仕様 セクションに記載されている全ての仕
様および基準 に準拠しているものとして認可されています。これには、医療機
器規格 (クラス 1/タイプ B) が含まれますが、これに限定されません。 それにも
関わらず、Tobii PCEye デバイスを安全に操作するために、配慮すべきいくつか
の安全に関する警告があります。

2.1�接続に関する警告
PCEye デバイスは、認可された取り付け具、または接続ブラケットの指示に従って接続

してください (3 基本操作 > 3.2 PCEye の PC モニターへの接続を参照)。 ただし、落

下など、何らかの理由でデバイスが人または物に危害や損害を与えた場合でも、 Tobii 
Technology もその代理店も、発生する可能性のあるいかなる損害または負傷に責任

を負いません。 PCEye の接続は完全にユーザの自己責任で行われるものとします。

2.2�緊急時の警告
潜在的な故障のリスクのために、Tobii PCEye は、音声通信、または環境制御、緊急、

危険、または重要な状況の専用デバイスとしての使用は意図されていないことに注意し

てください。 本デバイスを、緊急通報や銀行取引用に使用しないでください。 緊急の場

合に備えて複数の手段を用意しておくことをお勧めします。 銀行取引は、ご利用の銀行

が推奨するシステム、および銀行の基準に従って認可されたシステムによってのみ行う

必要があります。

2.3�赤外線についての警告
アクティブ化すると、Tobii PCEye はパルス赤外光を放ちます。 医療機器の中には、赤外

光および/または放射線による妨害の影響を受けやすいものがあります。 精度や適切

な機能性が妨げられることがあるため、そのような影響を受けやすい医療機器が近くに

ある場合は PCEye を使用しないでください。
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2.4�てんかんに関する警告
光過敏性てんかんを患う人の中には、日常生活において特定の点滅光または光のパ

ターンにさらされた際に、てんかん発作または意識消失の症状を起こす人がいます。 こ
のようなことは、てんかんの既往歴またはてんかん発作を起こしたことがない人に発生

することもあります。 

光過敏性てんかんを患う人は、TV 画面、特定のビデオゲーム、および点滅する蛍光灯

でも症状を起こす可能性があります。 このような人々は、画面上の特定のイメージまた

はパターンを見る際、またはアイトラッカーの光源にさらされただけでも発作を起こす場

合があります。 てんかん患者の約 3～5% の人々がこのタイプの光過敏性てんかんで

あると見積もられています。 光過敏性てんかん患者の多くは、発作が起こる前に「オー

ラ」や、奇妙な感覚を体験します。 使用中に奇妙な感じがしたら、目をアイトラッカーから

そらしてください。

2.5�電気に関する警告
人体が危険な電圧にさらされる可能性があるため、PCEye デバイスの外箱を開けない

でください。 デバイスには修理可能な部品は含まれていません。

2.6�磁場に関する警告
PCEye 接続ブラケットには磁石が含まれています。 磁場は、心臓ペースメーカーや、埋

め込み型除細動器の機能を妨げることがあります。 原則として、磁石が含まれるあらゆ

るものと、お使いの心臓用の機器の間には最低 6 インチ (15 センチメートル) の距離を

保ってください。

2.7�子供の安全
Tobii PCEye は先進的なコンピューターシステムであり、また電気機器です。 そのため、

本製品は組み立てられた多数の部品で構成されています。 子供の手により、これらの

部品の一部は機器から取り外される可能性があり、子供の窒息の危険性またはその

他の危険を呈することになり得ます。 
小さいお子様は、両親や保護者の監視なしにデバイスに接したり、使用してはいけませ

ん。
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 基本操作
Tobii PCEye と組み合わせてコンピューター上で視線制御を有効にするには、まず同梱

の CD から必要なソフトウェアとドライバをインストールし、Tobii PCEye モジュールをそ

の接続ブラケットに接続し、それをデバイスに適切に取りつけます。

Windows オペレーティングシステム (Windows XP およびそれ以降) を実行する PC コ
ンピューター上"のみ"で動作します。 デスクトップ PC ＋ 外付けモニターでの使用向け

です。 ノート PC を使用する場合は、ノート PC を外付けモニターに接続し、固定したコ

ンピューターとして使用している場合のみ、PCEye は適切に機能します。

ウィルス対策は PCEye ソフトウェアには含まれていないことに注意してください。 適切

なウィルス保護をお使いのコンピューターにインストールし、誤動作から保護するように

してください。

PCEye アイトラッカーをコンピューターに接続する前に、ソフトウェアを"まず"インストー

ルしてください。
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3.1�デバイスのパーツ、ポート�&�コネクタ

パワーアダプター USB から Micro 
USB ケーブル

PCEye 前面

Micro USB 入力

パワーアダプター入力

IR カメラカバー

接続ブラケット

磁気接続スタビライザーケーブルホルダー

接続固定用ネジ穴

PCEye 背面

磁気 
接続点

接続固定用ネジ穴
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3.2�Tobii�PCEye�インストールガイド
Tobii PC Eye インストールガイド は、コンピューターでの視線制御の使用開始に役

立ちます。 これには PC Eye に必要なソフトウェアのインストールの説明、ライセンス情

報、PCEye のコンピューターへの接続の説明 (ビデオアニメーション) が含まれます。 

1. 同梱の CD をコンピューターの CD/DVD ディスクドライブに挿入します。 インス
トールガイド が自動的に開きます。

2. インストールガイド の指示に従い、次へ を選んで続行します。

インストールガイド が終了したらコンピューターの電源を切り、PCEye の接続ブラケッ

トをモニターに、PCEye を接続ブラケットに接続し、PCEye とコンピューター間をケーブ

ルで接続します。
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3. CD を取り出し、インストールガイド の 終了 ページの シャットダウン を選

び、コンピューターの電源を切ります。

3.3�PCEye�の�PC�モニターへの接続
PCEye を PC モニターに適切に接続するには、インストールガイド (または 設定ガイ
ド) の 接続のビデオ 内の指示に従い、同梱の Tobii PCEye 接続ガイド を使用して

ください。

接続ブラケットは、フリー VESA マウントシステム (10cm x 10cm フリーマウント穴)を備

える「フラットスクリーン」モニターとのみ互換性があります。 

VESA マウントシステムが、接続されているスクリーンのファンを覆わないように注意し

てください。 ファンが覆われていると、スクリーンが過熱して火災や火傷の危険が高まり

ます。 モニターは、VESA マウントによってファンが覆われていない状態で使用してくだ

さい。
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フリー VESA 非フリー VESA

10cm / 
3.94 in

10
cm

 / 
3.

94
 in

• PCEye 接続ガイド に記載された指示に従って (また、インストールガイド 内
の 接続ビデオ の指示を忘れないようにしてください)、PCEye 接続ブラケットと 
PCEye をコンピューターへ適切に接続してください。

接続ブラケットをモニターの VESA マウントに固定するときは、ネジを締めすぎず、抵抗

を感じるまで締めてください。 ねじを締めすぎると破損する可能性が高まり、機能が向

上することはありません。 まず、1 本のネジを軽く締め、X の形成後に 2 本目を軽く締め

ます。 3 本目のネジを軽く締め、X の形成後に 4 本目を軽く締めます。 その後、全ての
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ネジを同じ様に締めて仕上げます。

お使いのモニター上のフリー VESA マウントネジ穴が凹型の場合は、同梱の代替接続

キットを使用してください。

• モニターと接続ブラケットのネジ穴間にスペーサーを接続し、くぼみによって作ら

れた隙間を埋めます。

• 代替接続キットの長い方の皿頭ネジを使って、ブラケットをスペーサー、モニター

に取り付けます。

同梱のネジのみを使って、PCEye を適切なモニタータイプの VESA マウントに接続して

ください (凹型の VESA でもスペーサー使用している場合は、代替接続キットの長い方

のネジを使ってください。スペーサーがないと、ネジの取り付け部が遠すぎてしまい、モニ

ターに損傷を与えることがあります)。 

• PCEye システムを適切に接続し、電源をコンセントに、USB コネクタをコンピュ

ーターに接続した後、コンピューターを再起動してください。

• コンピューターの再起動後、PCEye 設定ガイドが自動的に開きます。

PCEye を携帯アイトラッキング・ユニットとして使用したり、適切な接続ブラケットを使って

異なるコンピューター間で移動したりする予定がない場合は、同梱の 2 本の M4 「レギ

ュラーヘッド」の Torx ネジを使って、PCEye を接続ブラケットに固定すると安定性が増し

ます (イメージを参照)。
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3.4�Tobii�PCEye�設定ガイド
Tobii PCEye インストールガイド を実行し、接続ブラケットと PCEye をコンピュータ

ーに接続し、電源と USB ケーブルを接続してからコンピューターを再起動すると、Tobii 
PCEye 設定ガイド が自動的に開きます。 

設定ガイドは、コンピューター上で視線制御を使用し始める際に役立ちます。 

次のような分野が説明されています:

• モニターの選択と画面サイズ

• アイトラッカーの位置合わせ

• 接続 (レビュービデオ)
• アイトラッキングのキャリブレーション

• 設定

• Tobii ユーザー体験および VIP ユーザーの登録

設定ガイド の各ページの指示に従い、次へ を選択してガイドの次のページに進みま

す。

『設定ガイド』の 画面 ページおよび キャリブレーション ページには特別な注意を払っ

てください。 どちらの場合も、リクエストされた情報、またはタスクを完了しないと、次へ を
選ぶことができません。
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画面 ページ上で、画面上で三角形を形成している青い実線の長さを、『PCEye 接続ガ

イド』の脇にある同梱の定規で必ず測定し、提供されたスペースにその数を記入してくだ

さい。 
コンピューターの物理的な画面サイズを測定"しないで"ください。 測定された三角形の

線の長さの数値は、ソフトウェアによって物理的な画面のサイズに外挿されます。

キャリブレーション ページでは、次のページに移る前にキャリブレーションを行う必

要があります。 指示に従い、キャリブレーション を選択します。 キャリブレーションを
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しないと 設定ガイド を終えることができず、また視線制御はコンピューター上で適切に

機能しません。

• 設定ガイド の最後のページの「終了」を選択すると、設定と構成が保存され、

将来使用することができます。

全ての将来の設定、プロファイル制御、およびキャリブレーションは、Tobii Eye Control 
Options から制御およびアクセスすることができます (Tobii Eye Control Options 
の情報については、第 4 章: PCEye の使用 > 4.2 Eye Control の起動と無効化 か
ら 4.21 ウィンドウズ制御でのスクロール を参照)
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 PCEye の使用
4.1�位置合わせ
スタンドとデバイスに取り付けられた、接続済みの PCEye モジュールは、約 50～80 
cm の距離でユーザーの目と並行になっている場合に最適に機能するように設計され

ています。 つまり、横に傾いていたり、横になっているユーザー用には、PCEye とそのス

タンドとコンピューターデバイスもまた、ユーザーの目を画面に平行に保ち、最適な距離

に置けるよう、傾けられなければなりません。

50 ～ 80cm

90°

ユーザーの快適性を考慮して、ユーザーに対する本ユニットの最適な位置と距離を決

めてください。 太陽光が画面またはユーザーの目に直接照射していない方が、ユーザ

ーの快適さと視線入力の性能が増すことにも留意してください。

アイトラッキングを初めて使う際は、多少の疲れ (意図的な目の焦点合わせや、集中に

よる) を感じたり、目が乾燥したりする (瞬きを通常より頻繁に行わないため) ことがあり

ます。 疲れや目の乾燥がある場合は、ゆっくりと開始し、アイトラッキングセッションの長

さを、快適なレベルを配慮して制限しましょう。 保湿効果のある目薬が、乾燥に効果が

あります。 

4.1.1�画面サイズと最適な距離
モニターに接続された PCEye からユーザーの最適な距離は、画面サイズによって異

なります。 ユーザーを最適な距離に位置付け、最良のアイトラッキングと視線制御を可

能にします。

4
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• 15 インチの画面では、画面から、10 cm の増減を含んで約 63 cm の距離にユ

ーザーを位置付けてください。 
• 17 インチの画面では、画面から、10 cm の増減を含んで約 65 cm の距離にユ

ーザーを位置付けてください。 
• 19 インチの画面では、画面から、10 cm の増減を含んで約 67 cm の距離にユ

ーザーを位置付けてください。 
• 22 インチの画面では、画面から、10 cm の増減を含んで約 70 cm の距離にユ

ーザーを位置付けてください。 

画面サイズ & 最適な距離

63 cm (24.8 in)

65 cm (25.6 in)

67 cm (26.4 in)

70 cm (27.6 in)

15 インチ画面-------------------

17 インチ画面-------------------

19 インチ画面-------------------

22 インチ画面-------------------

一般的に、最適なアイトラッキングのためには、画面サイズが大きいほど、ユーザーの 
PCEye/画面からの距離は大きくなります。

最適なアイトラッキングを実現するには、15 インチより小さく、22 インチより大きい画面

は使用しないでください。

4.1.2�トラックステータス・ビューア
トラックステータス･ビューアを使用して (トラックステータス･ビューアの開き方の詳細に関
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しては Tobii PCEye > トラックステータスの表示 をご覧ください) PCEye でのアイト

ラッキング用の最適な高さを決定し、水平方向の位置合わせを行ってください。

• ユーザーの目に対応する 2 つのマルは、理想的にはトラックステータス・ビュー

アの中心にあるようにしてください。

• トラックステータス･ビューアの右側にある距離計を使って、PCEye/コンピュータ

ー画面からユーザへの最適な距離を確定してください。

• PCEye/コンピューター画面からユーザーまでの距離が最適になると、距離計

の白いバーが、緑の範囲内で中央付近に浮遊します。 

PCEye のキャリブレーションに関する説明は Tobii C-Eye モジュール > キャリブレ
ーション をご覧ください。 キャリブレーションを行う際は、上記に関連して照明条件も

確認してください。

4.1.3�位置合わせガイド
位置合わせの支援として、位置合わせガイド が一次モニター (PCEye が接続されたモ

ニター) の右下に表示されます。 

位置合わせガイド は、トラックステータス・ビューアの機能を 6 種類のイメージベースの

指示と組み合わせた視覚的ガイドであり、ユーザーが正しく位置合わせを行うのを支援

します。 

6 つの指示が、以下に関してユーザーを指導します。
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1. 頭部を下げる。

2. 頭部を上げる。

3. 頭部を右側に移動する。

4. 頭部を左側に移動する。

5. 頭部をモニターに近付ける。

6. 頭部をモニターから遠ざける。

頭部をモニターに近付ける。 頭部を右に移動する。

ユーザーの位置合わせがガイドに従って改良されると、位置合わせガイド は自動的

に消えます。

目が最適な位置から離れる度に 位置合わせガイド が現れるのを止めたいユーザー

もいます。 

自動 位置合わせガイド をオフにするには:

• デスクトップ上の「通知エリア」にある 「PCEye 通知」アイコン  を右クリックし、

位置合わせガイドをオフ を選びます。

通知領域
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アイトラッキングの機能が低下するため、PCEye の前面を (装飾、付箋などで) 覆わない

でください。 

4.1.4 トラックボックス

Tobii PCEye は広範な頭部の動きにも対応します。 PCEye/コンピューターが一旦きち

んとキャリブレーションされ、ユーザーの前に配置された後は、更なる調整は一切不要

です。

30
 c

m

20cm
    

40
 cm

      50 ～ 80cm

Tobii PCEye は業界トップサイズのトラックボックスを生産しており、およその寸法は 40 
cm x 30 cm ｘ　20 cm (横幅 x 高さ x 奥行き) です。 トラックボックスはモニター画面の

中央上寄りの位置から約 50～80 cm 離れたところにある、仮想上の箱です。

視線入力として機能的にトラックされるためには、ユーザーは少なくとも片目がトラック

ボックス内に常に入っているようにする必要があります。
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4.2�視線制御の起動と無効化
ウィンドウズ制御を起動するには、通知領域にある Tobii Eye Control Options アイ
コン、  を右クリックし、ウィンドウズ制御を有効にする を選択します。

通知領域

または

デスクトップから Tobii ウィンドウズ制御  ショートカットアイコン、  を選択します。 こ
れによってウィンドウズ制御が直ちに起動します。

ウィンドウズ制御を無効にするには、通知領域の Tobii Eye Control Options アイコ
ン   を右クリックし、ウィンドウズ制御を無効にする を選択します。

ウィンドウズ制御メニューは、Tobii Communicator、または Tobii Eye Control SDK が供

給する機能を実装したその他の通信ソフトウェアからも起動できます。

Tobii Communicator およびその他のいくつかの代替通信ソフトウェアでは、アイトラッカ

ーが接続され、適切な視線制御ソフトウェアがインストールされている場合、視線制御

はソフトウェアを起動するとすぐにトラッキングを開始します。

4.3�Tobii�Eye�Control�Options�へのアクセス
ウィンドウズ環境で視線制御を有効化するには (ウィンドウズ制御)、Tobii Eye 
Control Options を有効化してください。

Tobii Eye Control Options は、トラックステータス、キャリブレーション、および一般的

な設定などの制御機能に、すばやく簡単にアクセスできるようにしたプログラムです。

Tobii Eye Control Options は、以下の内の 1 つの方法で起動します。 

• スタートメニュー > 全てのプログラム > Tobii > Tobii Eye Control Suite 
> Tobii Eye Control Options に進みます。

• 通知領域の Tobii Eye Control Options アイコン 、またはデスクトップのシ

ョートカット  をダブルクリックします (ショートカットが作成されている場合)。
• 通知領域の Tobii Eye Control Options アイコン  を右クリックしてから (タ
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ッチスクリーンでの右クリックはアイコンを押し続ける動作になります)、設定 をク

リックします。

Tobii Eye Control Options のリストの左側から、変更するオプションを選択します。 リ
ストの右側に、選択可能なオプションが表示されます。 

OK をクリックして変更を保存します。 保存をすると、Tobii Eye Control Options も閉じ

ます。 

変更をキャンセルするには キャンセル をクリックします。 キャンセルをすると、Tobii Eye 
Control Options も閉じます。

適用する をクリックして変更を保存します。 Tobii Eye Control Options は開いたままに

なります。

4.4�新規プロファイルの作成
別々のプロファイルの利用によって、複数の人のキャリブレーションとフィードバックのプ

リファレンスをデバイスに保存できます。 または、1 人でも時々メガネをかけたり、複数の

方法でデバイスにアクセスする場合は、自分用に複数のプロファイルを作成すると良い

でしょう。
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新規プロファイルを作成するには：

1. Tobii Eye Control Options を開き、ユーザープロファイル をクリックします。

2. プロファイル名 フィールドに新しい名前を入力します。 
3. プロファイルに基く のドロップダウンリストの中から既存のプロファイルを選択

します。 新規プロファイルは、選択されたプロファイルの全ての設定を受け継ぎ

ます。 以前にプロファイルが 1 つも作成されていない場合は、デフォルト・プロフ

ァイルのみを選択できます。

4. 作成 をクリックして新規プロファイルを保存します。 新規プロファイルは、作成 
をクリックすると直ちに保存されます。

4.5�現在のユーザープロファイルの選択
現在のユーザープロファイルを選択するには:

1. Tobii Eye Control Options を開きます。

2. 現在のユーザープロファイル ドロップダウンリストからユーザープロファイルを

選択します。

3. 適用する を選択します。
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4.6�プロフィールの削除
プロフフィールを削除するには:

1.  Tobii Eye Control Options > ユーザープロフィールを開きます。

2.  削除するプロフィール ドロップダウンリストからプロフィールを選択します。

3.  削除 をクリックして、選択したプロファイルを削除します。削除をクリックすると、プ

ロファイルは直ちに削除されます。デフォルト・プロファイルは削除できないことに

留意してください。

4.7�インタラクションのカスタマイズ

CEye モジュールのインタラクションを適応させるには以下のステップに従います。

1.  Tobii Eye Control Options > インタラクションを開きます。
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スコープ

2. どのようにインタラクション設定を反映するかを選択します。 

• 特定のアプリケーションではなく、ユーザープロファイル全体に新しい設定

を適用する場合は、現在選択されたユーザープロファイルのデフォルト
設定 をクリックします。

• ユーザープロファイルの特定のアプリケーションに新しい設定を適用する

場合は、現在選択されているユーザープロファイルのアプリケーショ
ン固有の設定 をクリックします。次に、アプリケーション ドロップダウンリ

ストからアプリケーションを選択します。

方法

3.  アクティブ化の方法 ドロップダウンリストからアクティブ化の方法を選択します。

それぞれアクティブ化時間が異なる、3 つの方法があります。 

• 保持･停留。保持･停留の時間を 保持･停留時間 のスライダーを動かすこ

とにより調整します。

• スイッチ。それぞれのスライダーを動かすことにより、クリック時間とクリック

間の最短時間を調整します。

• まばたき。それぞれのスライダーを動かすことにより、瞬きの最短と最長の

時間を調整します。

視覚フィードバック

4.  保持･停留フィードバックの種類 ドロップダウンリストから、視覚フィードバック

のマークを選択します。

5. フィードバックのマークの色を フィードバック色 ドロップダウンリストから選択し

ます。

6. マルのサイズとフィードバックマークの透明度を、それぞれのスライダーを動かし

て特定します。

7.  アクティブな範囲の周囲に表示される輪郭を表示 チェックボックスを選択す

ると、視線制御選択のすべてのインスタンス内のアクティブな領域の周囲に点線

が表示されます。

8. アクティブ化の方法がどのように画面に現れるかを確認する場合は、アクティ
ブ化をシミュレートする を選択します。アクティブ化をシミュレートする ボタ

ンの上に例が表示されます。
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4.7�トラックステータスの表示
トラックステータス･ビューアーは、視線入力がユーザーの目を認識できており、ユーザ

ーがデバイスの前の正しい位置にいることを確認できるウィンドウ、あるいはダイアログ

です。

以下の内の 1 つの方法でトラックステータス･ビューアを開きます。

•	  Tobii Eye Control Options > 視線入力 を開き、 トラックステータス ボタ

ンを選択します。

• 通知領域内の Tobii Eye Control Options アイコン  を右クリックし (タッチ
スクリーンでの右クリックは、アイコン上を指で押さえる動作になります)、トラッ
クステータスの表示 を選択します。

通知領域
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4.9�キャリブレーション
4.9.1�キャリブレーションの開始
以下の内の1つの方法でキャリブレーションを起動します。

•	  Tobii Eye Control Options > 視線入力 を開いてから、キャリブレーション
の開始... ボタンをクリックします。

• 通知領域内の Tobii Eye Control Options アイコン  を右クリックし (タッチ
スクリーンでの右クリックは、アイコン上を指で押さえる動作になります)、キャリ
ブレーションの開始 を選択します。

通知領域

4.9.2�キャリブレーションの中断
以下の内の1つの方法でキャリブレーションを中断します。

•	  Escを押す。

• 画面上をマウスを使って左クリックします。

• スクリーンに触れます。

4.9.3�アクティブな目のカスタマイズ
以下のように、アイトラッカーによってトラックさせる目を選択します:

1.  Tobii Eye Control Options > 視線入力を開きます。

2.  アクティブな目 ドロップダウンリストから、アクティブな目を選択します。 
注記･ この操作はキャリブレーションの終了後に行ってください。
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4.9.4�キャリブレーション･ポイントの改良

キャリブレーション後、1つまたは複数のポイントを改良する必要がある場合があります。

カラースキームを使用すると、キャリブレーションの質を理解するのに役立ちます。

• キャリブレーション結果の背景色が明るい赤の場合、キャリブレーションの質は

比較的低いことを意味します。1 つまたは複数のポイントを個々に、または全て

をキャリブレーションして、より良い視線入力結果を得ることができます。

• キャリブレーション結果の背景色が明るい黄色の場合、キャリブレーションの質

は中程度であることを意味します。1 つまたは複数のポイントを個々に高めるこ

とで、より良い視線入力の結果を得られる場合があります。

• キャリブレーション結果の背景色が緑の場合、キャリブレーションの質は高いこ

とを意味します。

得られたキャリブレーションの質に関わらず、OK または 適用する を選択して視線制

御の使用を開始できることに留意してください。キャリブレーション結果の質に影響を受

けるのは、視線制御の精度や機能です。できる限り最善のキャリブレーション結果を得

るようにしてください。

キャリブレーションポイント内の線がキャリブレーションポイントの円の中心にあるマル
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に近いほど、そのポイント  のキャリブレーションは優れています。改良を行うポイント

を選択し、これらのポイントのみを再度キャリブレーションすることができます。1 つまた

は複数のキャリブレーションポイントを改良するには：

1.  Tobii Eye Control Options > 視線入力を開きます。

2.  キャリブレーションの結果 の下で、改良するポイントを指定 
します。

3.  ポイントの改良 をクリックすると、選択されたポイントのキャリブレーションが

始まります。

4.9.5�キャリブレーション･ポイントの削除
キャリブレーション後も相変わらず質の悪いキャリブレーション･ポイントがある場合 (緑
のラインがキャリブレーションポイントの円の周囲全体と外に散乱している)、そのキャリ

ブレーションからそのポイントを完全に削除することができます。これによって、その他の

ポイントのキャリブレーションが改良されることがあります。ポイントを削除すると、画面

のその領域はキャリブレーションが解除され、アイトラッキングがそこでは適切に動作し

ないことに留意してください。

1 つまたは複数のキャリブレーション・ポイントを削除するには：

1.  Tobii Eye Control Options > 視線入力を開きます。

2.  キャリブレーションの結果 の下で、削除するポイントを指定 
します。

3.  ポイントの削除 をクリックします。
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4.9.6�キャリブレーションのカスタマイズ

キャリブレーションをカスタマイズするには、以下のステップに従います。

1.  Tobii Eye Control Options > キャリブレーションの設定を開 
きます。

全般

2. 背景色のボタンをクリックしてキャリブレーションの背景を選択し、希望の色を選

択します。

3. キャリブレーションに用いるポイント数 (2、5、または 9) を キャリブレーション
ポイント ドロップダウンリストから指定します。ポイント数が高いほど、キャリブレ

ーションの精度も高くなります。

4. サウンド･フィードバックを希望する場合、または サウンド･フィードバック ドロ
ップダウンリスト にはないものを希望する場合に選択します。
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刺激

5.  刺激のタイプ ドロップダウンリストから、刺激のタイプを選択します。それぞれカ

スタマイズ･オプションが異なる、3 つの方法があります。 

• マル： 

 - マルの色を 刺激の色 ボタンをクリックして選択 
します。

 - マルのサイズを 刺激のサイズ ドロップダウンリストから選択します。

 - マルのスピードを 刺激のスピード ドロップダウンリストから選択しま

す。

• イメージ： 

 -  閲覧 をクリックして、一次刺激のイメージを選択 
します。

 -  閲覧 をクリックして、二次刺激のイメージを選択 
します。

 - イメージのサイズを 刺激のサイズ ドロップダウンリストから選択しま

す。

 - イメージのスピードを 刺激のスピード  ドロップダウンリストから選択

します。 

• ビデオ： 

 -  閲覧 をクリックして、一次刺激のビデオを選択します。

 -  閲覧をクリックして、二次刺激のビデオを選択します。

 - ビデオのサイズを 刺激のサイズ ドロップダウンリストから選択しま

す。

 - ビデオのスピードを 刺激のスピード ドロップダウンリストから選択し

ます。 

6. 刺激の動画化を行う場合は 刺激の動画化 チェックボックスを 
チェックします。

7. キャリブレーションを制御する場合、例えばキャリブレーション刺激が動くタイミ

ングをキーボードで決定する場合、キーボードのステップスルー チェックボッ

クスをチェックします。
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•	  キーボードのステップスルー では、ステップ (キャリブレーションの刺激

を移動) には ‘S’ キーを 、キャリブレーションの中断には ‘Esc’ キーまたは

マウスの左ボタンを押すか、またはタッチスクリーンに触れてください。イメー

ジまたはビデオによるキャリブレーションを使う場合は、‘T’ キーを使って一

次/二次刺激イメージを切り替えます。

4.9.7�キャリブレーション範囲のカスタマイズ

ユーザーがアイコントロールを使用してスクリーンの一部エリアにアクセスできないこと

が判明した場合に、キャリブレーション範囲のカスタマイズは役に立つことがあります。

キャリブレーション範囲のサイズを調節し、ユーザーがアクセスできない範囲を除外す

ることで、全体のキャリブレーションを改善することができます。

キャリブレーション範囲をカスタマイズするには、以下のステップに従います。

1.  Tobii Eye Control Options > 視線入力を開きます。

2.  キャリブレーション範囲… ボタンをクリックします。

3. デスクトップに青色の半透明の範囲が表示されます。青色の範囲を動かして、お

好みのキャリブレーション範囲に合うようにサイズ変更ができます。
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4.10�ウィンドウズ制御
ウィンドウズ制御は、 Eye ControlとGaze Interactionを使って、デスクトップとWindowsコ
ンピューターのすべてのアプリケーションにアクセスすることを可能にします。

4.10.1�ウィンドウズ制御の起動と無効化
ウィンドウズ制御を起動するには、通知領域にある Tobii Eye Control Options アイ
コン、  を右クリックし、ウィンドウズ制御を有効にする を選択します。

通知領域

または

デスクトップから Tobii ウィンドウズ制御  ショートカットアイコン、  を選択します。こ

れによってウィンドウズ制御が直ちに起動します。

ウィンドウズ制御を無効にするには、通知領域の Tobii Eye Control Options アイコ
ン   を右クリックし、ウィンドウズ制御を無効にする を選択します。

ウィンドウズ制御メニューは、Tobii Communicator、または Tobii Eye Control SDK が供

給する機能を実装したその他の通信ソフトウェアからも起動できます。

自動起動

•	  Tobii Eye Control Options > ウィンドウズ制御の設定を開きます。

•	 Tobii Eye Control Suite の起動時にウィンドウズ制御を自動起動させる場合は、

ウィンドウズ制御を自動スタートする チェックボックスをチェックします。

4.10.2 Windows Control の種類 
ウィンドウズ制御は2つの異なるモードで使用することができます。

• 視線の選択

• Mouse Emulation
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使用する Windows Control の種類を選択し、Windows Control をカスタマイズするに

は、以下のステップに従います：

•� Tobii�Eye�Control�Options > Windows�Control の設定を開きます。

•� Windows�Control�の種類の下で、Windows Control の種類を選択します。

4.10.3 Gaze Selection
Windows Control の Gaze Selection モードを使うと、ユーザーは不要なクリックをする

ことなく、2 ステップの選択方法で、標準 Windows デスクトップ・オペレーティング･システ

ムを制御することができます。また、視線でマウスカーソルを追うことを防ぎます（Gaze 
Selectionでは、マウスカーソルがふらふらと動くことはありません）。

1. まず、ドックされたタスクバーを見て、そこから希望のタスクを選択します。 
2. 次に、タスクを実行したいと思うスクリーンの部分（またはスクリーン上のアイコン）

を見ます。自動ズーム機能が有効化され、アイコンの選択またはタスクの実行で

終了します。

Gaze Selection の設定は、Gaze Selection ウィンドウズ制御が作動している時にはス

クリーンにドックされるGaze Selection タスクバー内にあります。歯車設定アイコンを見つ

めて  選択すると、設定ダイアログが開きます。 

4.10.3.1 Gaze Selection タスクバー
Gaze Selection タスクバー上部に、トラックステータス・ビューアーがあります。これは、ア

イトラッカーがユーザーの目を認識できており、ユーザーがデバイスの前の正しい位置

にいることを確認できるようにするものです。

Gaze Selection タスクバーのタスクボタンは、以下に示される通り、3つの異なるモード

になります。

•� 標準 (未選択) - Gaze Selection のためのボタンが選択されていません。

•� 選択済み- マークが付いたタスクボタンが選択され、ユーザーが画面上の希望

の場所もしくはアイコンを見つめ自動的にズームされた後、タスクが実行されま

す。選択方法がGaze Selection 設定ダイアログ内のスイッチに設定されている

場合、選択されたタスクボタンはタスクの実行後も有効のままになります。
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•� 高精度- 選択済み と同じですが、より高精度なものになります。高精度とは、タ

スクが最終的に実行される前にズームが更に拡大され、希望する画面の部分

がより大きくなり、その中をより選択しやすくなることです。下のイメージのように、

色が変化するまでタスクボタンの上に視線を置くと、このモードがオンになりま

す。

 
標準

カーソルの配置

視線のドラッグ/ド
ロップ

キーボードの注視

左クリック

ダブルクリック

右クリック

設定

トラックステータス

カーソルの配置

視線のドラッグ/ド
ロップ

キーボードの注視

左クリック

ダブルクリック

右クリック

I設定

トラックステータス

選択済み 高精度

視線のスクロール 視線のスクロール
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4.10.3.2 タスクボタン

タスクボタン アクション 説明

カーソルの配置 希望のポイント/位置にマウスカーソルを置く

タスクです。マウスオーバー機能などに使用

します（クリックではありません）。

視線のスクロール スクロール可能なウィンドウで行った場合、

視線でコントロールしてページをスクロール

することができるタスクです。

• タスクを選択します。

• スクロールできる部分を見て、視線

を止めます。すると視線のスクロール

アイコンが視線が置かれた場所に

現れます。

• 上にスクロールする場合は、アイコン

の上を見ます。

• 下にスクロールする場合は、アイコン

の下を見ます。

• スクロールを止めるには、Gaze 
Selectionタスクバー（または画面の

外）に視線を戻します。

左クリック 左シングルクリックを行うタスクです。

ダブルクリック 左ダブルクリックを行うタスクです。
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タスクボタン アクション 説明

右クリック 右シングルクリックを行うタスクです。

視線のドラッグ/ド
ロップ

2つの「クリック」を行うタスクです。最初のクリ

ックは、ドラッグのスタート位置を表し、2つ目

のクリックはドロップ位置を表します（オブジ

ェクトの移動または範囲の選択）。

• タスクを選択します。 
• 移動させたいオブジェクト、または選

択範囲のスタートポイントを見ます。 
• スイッチまたは注視でGaze 

Selection（最初の「クリック」）を実行

します。

• 直ちに、オブジェクトのドロップ位置、

または選択範囲の終了ポイントを

見ます。

• スイッチまたは注視で2回目の「クリ

ック」を実行します。

キーボードの注視 Gaze typing 用のキーボードを有効にする

ためのスクリーン上の Gaze を開くタスク

設定 設定ダイアログを開くタスク

4.10.3.3 選択方法
選択したタスクを実行するには2つの方法があります。選択方法は、Gaze Selection設
定ダイアログ内から設定します。
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選択を行う前に、ユーザーは常にタスクバーから実行するタスクを選択する必要があり

ます。「選択済み」または「高精度」とハイライトされるまで、選択したタスクを見つめます。 

•� 注視 - 選択したタスクを実行するには、タスクを実行したいと思うスクリーンの

部分（またはスクリーン上のアイコン）を見つめます。自動ズーム機能が有効化さ

れ、アイコンの選択またはタスクの実行で終了します。

•� スイッチ- 2つの異なる実行モードがあります。 
•� スイッチのシングルアクティベーション- ズーム機能は注視方法と同じ

方法で、Gaze Selection 設定ダイアログ内の設定に従い実行されます。

•� スイッチの有効化とホールド - ズーム機能はズームをし続け、スイッチを

離したり無効にしたときのみズーム機能が終了します。

注視方法を使用する場合、ユーザーはタスクの実行後に常にタスクバーに視線を戻し、

新しいタスクを選ばなければなりません。これは、新しいタスクが今使用したばかりのタ

スクと同じ場合にもあてはまります。 

スイッチ方法を使用する場合、タスクボタンは一度選択すると「スティッキー」になります。

つまり、選択したタスクを繰り返し実行する場合に、タスクバーに視線を戻す必要があり

ません。タスクを変更したい場合のみ、視線を戻します。   

4.10.3.4 Gaze Keyboard
タスクバーの Gaze Keyboard ボタンを選択すると、スクリーン上のキーボートとして 
Gaze Keyboard が起動します。Gaze Keyboard は、Gaze Keyboard を起動する前に、

ユーザーが最後にマウスをクリックした (または最後のカーソルの位置) により、スクリー

ン上部またはボタンの位置に表示されます。

Gaze Keyboard は、回転ループ内で 4 つのキーボードページで構成されていま

す。Gaze Keyboard の全ページで、左右の端にある次ページボタンを選択すると、ユー

ザーは別のキーボードページに簡単に切り替えることができます。

ユーザーが見ているキーボード上のキーは、キーの文字/機能のそばにあるライトフレ

ームが示しています。
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ユーザーがタイピングすると、最新の 5～10 文字が、ブルーで強調表示されます。この

機能により、ユーザーはスペルミスを簡単に発見し、実際に入力する場

所で文字を確認する必要がなくなるため、タイピングスピードが向上しま

す。

以下の 4 つのキーボードページがあります：

デフォルトスタートアップページ

右側の最初のページ

3 番目のページ
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左側の最初のページ (4 番目のページ)

Shift、Ctrl、Alt、Win、Alt Gr キーは、一度選択すると  選択が継続されます。これは、ユー

ザーがキーボードから新しいキーを選択するまで、そのキーが継続して選択されること

になります。次に選択したキーが別の継続選択キーであった場合、キーの選択は継続

されます。

文字にアクセントを付けて表記するには：

1. アクセントを選択します。

2. 文字を選択します。

3. 選択されたアクセントで文字が表示されます。

キーボードの数字キーは、数字パッドとして位置しており、Alt キーと組み合わせて使用す

ると、Ascii 文字を表示させることができます。 
1. Alt キーを選択

2. Ascii 文字用の数字の組み合わせを選択

3. Alt キーを選択

4. Ascii 文字が表示されます。

1 回で 1 文字ではなく、1 回に全部の文字を削除するには：

1. Ctrl キーを選択

2. Backspace キーを選択

4.10.3.5 Gaze Selection 設定
Gaze Selection 設定ダイアログは、アイコントロール可能で、ユーザーはキーボードおよ

び／またはマウスを使わずにすべての変更を行うことができます。
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一般設定タブ:

選択
•� 注視- 注視を選択し、視線の位置で希望タスクの実行で終了するズーム機能を

オンにします。

•� スイッチ- スイッチを選択し、スイッチを使って希望タスクの実行で終了するズー

ム機能をオンにします。

精度
ズームの精度は8つのレベルに設定することができます。設定を変更するには希望の位

置を見つめてください。精度を変更すると、タスクの実行前のズームの度合いが調整され

ます。スケールの右に行けばいくほど、ズームが拡大されます。

速度
ズームスピードは8つのレベルに設定することができます。設定を変更するには希望の

位置を見つめてください。スピードを変更すると、タスクの実行前のズームスピードに影

響があります。スケールの右に行けばいくほど、ズームのスピードが速くなります。



Tobii PCEye ユーザーマニュアル

45第 4 章  PCEye の使用

キーボード設定タブ:

キーボードのレイアウト
選択した言語のキーボードレイアウトが表示されます。別の言語のキーボードレイアウ

トに変更するには、変更ボタンを選択します。さまざま言語のキーボードレイアウトを利

用することができます。

Gaze�typing�スピード
Gaze typing のスピードは、8つのレベルに設定することができます。設定を変更するに

は、希望の位置を見つめてください。Gaze typing スピードを変更するには、タスクを実行

する前に、ユーザーが注視する長さをボタンで調整します。Gaze typing スピードの調整

ボタンは、左へ動かすとスピードが遅くなり、右へ動かすと速くなります。

サウンド・フィードバック:
•� オン - Gaze keyboard 上でボタンを選択する際にサウンドフィードバックを有効

にするには、オンを選択します。

•� オフ - Gaze keyboard 上のボタンを選択する際にサウンドフィードバックを無効

にするにはオフを選択します。

終了するには、OK を選択して保存するか、キャンセル を選択して変更をキャンセルしま

す。
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4.10.3.6 範囲ベースのキーボードと Gaze Selection の組み合わせ
Gaze Selection は、他のアイコントロールアプリケーションと組み合わせて使用すること

ができます。他のアプリケーションの「視線有効化」範囲は、Gaze Selectionツールバー

に有効のタスクがない限り、有効になります。スイッチでGaze Selectionを使用している

場合、タスクボタンは「スティッキー」になります。タスクの選択を解除する必要がある場合

は、選択したタスクを短時間見直してください。

4.10.3.7 「Windows フル・スクリーン・モード」での Gaze Selection

ウィンドウズ・フル・スクリーン・モードで画像や動画、ファイルを表示する際やプログラム

を実行するためにGaze Selectionを使用する場合、Gaze Selectionタスクバーがカバー

されます。 

タスクバーのないウィンドウズ・フル・スクリーン・モードを終了するために、ウィンドウズ・

フル・スクリーン・モードで実行されるプログラムの左上にある「Ｘ」（注視で選択可能）で

「ESC」コマンドがエミュレートされています。 

ウィンドウズ・フル・スクリーン・モードを終了するには：

• 画面左上にある「Ｘ」の上に少しの間視線を置きます。アクティベートされている

間、「Ｘ」が赤でハイライトされます。

• その後、ウィンドウズ・フル・スクリーン・モードが終了されます。
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ウィンドウズ・フル・スクリーン・モードで表示される色によっては、「X」が見にくいことがあ

りますのでご注意ください。最初に拡大され、その後縮小され、ユーザーの注意を引き

ます。 

4.10.4 Mouse Emulation
Mouse Emulation モードは、ユーザーが標準的なPCのマウスポインターを画面上でエ

ミュレートし、制御することを可能にします。

4.10.4.1 Mouse Emulationのためのウィンドウズ制御のカスタマイズ

マウス制御スピード

•� マウスコントロールスピード のスライダーを動かすことにより、マウスコントロ

ールスピードをカスタマイズします。スライダーを右に動かすとスピードが増し、左

に動かすと減少します。

虫メガネのサイズとズーム

•� 虫メガネサイズのスライダー を動かして、虫メガネのサイズをカスタマイズし

ます。スライダーを右に動かすとサイズが増し、左に動かすと減少します。

•� ズーム率のスライダーを動かしてズーム率をカスタマイズします。スライダーを右

に動かすとズーム率が増し、左に動かすと減少します。
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右クリックから左クリックに自動切替

• Windows Control Mouse Emulation によって希望するマウスクリック選択を自

動的に切り替える (右クリック、 を選択して実行した後、左クリック、 に戻す) 
ようにする場合は、これにチェックします。

スクロール機能をオフにする

• 視線制御のスクロールをアクティブにしない場合は、スクロール機能の無効化 
チェックボックスをチェックします。

ユーザー設定のカーソル
ユーザー設定のカーソルは、Mouse Emulation モードでウィンドウズ制御を使用する際

に、通常のマウスカーソルを様々な複数のカーソルに変える機能です。 

様々なカーソルは、Mouse Emulation メニューから選択したアイコントロール用の「マウ

スクリック」のタイプを視覚的にあらわします (Mouse Emulationメニューのマークの定

義については、 Mouse�Emulationモードの�Windows�Control�でのクリッ
ク、Mouse�Emulation�モードの�Windows�Control�での拡大 および Mouse�
Emulation�機能の選択を参照してください)。

 または  +  = カーソルタイプ  (カーソルの移動、クリックなし)

 +  = カーソルタイプ  (シングル左クリック)

 +  = カーソルタイプ  (シングル右クリック)

 +  = カーソルタイプ  (左ダブルクリック)

 +  = カーソルタイプ  (右ダブルクリック)

 または  +  = カーソルタイプ  (ドラッグ) および  (ドロップ)

 または  +  = カーソルタイプ  (動きなし)
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• ユーザー設定のカーソルのチェックボックスをチェックすると、 Mouse 
Emulation モードの Windows Control 用のユーザー設定カーソルがアクティブ

になります。

4.10.4.2 Mouse Emulation メニューの配置
メニューはデスクトップのどこにでも、または画面の縁に沿ってドックさせることもできま

す。Mouse Emulationメニューをドックするには、メニューを画面の端にドラッグします。ま

た、移動アイコン  を押したままドラッグしても、移動ができます。メニューがドックされて

いる場合、Mouse Emulation メニューの項目を表示するには画面の外側に目を向けな

ければなりません。

4.10.4.3 Mouse Emulation モードのウィンドウズ制御でのクリック
Mouse�Emulation�メニューの�ボタン ドロップダウンリストから、どのような種類のマ

ウスクリックを実行するのかを選択します。

 右クリックすると、マウスの右クリックがシミュレートされます。

 左クリックすると、マウスの左クリックがシミュレートされます。

4.10.4.4 Mouse Emulation モードのウィンドウズ制御での拡大
ズームを使うときは、ズームのアイコン、 を Mouse Emulation メニューから選択します。

ズームでクリックを実行する場合：

1. ズームを選択します。

2. 通常通りにその他のオプションを選択します。オプションはこれで、拡大状態を

反映するように変更されました。
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 右クリックズーム

 左クリックズーム

4.10.4.5 Mouse Emulation 機能の選択
クリックに別の機能を設定するには：

 マウスカーソル

 画面上でのカーソルの動きなし

 シングルクリック

 ダブルクリック

 ドラッグ･アンド･ドロップ

4.10.4.6 Mouse Emulation モードのウィンドウズ制御の一時停止
ウィンドウズ制御を一時停止するには、ウィンドウズ制御メニューの「一時停止」アイコン

を選択します。

 一時停止

Windows Control が有効になっていない場合、視線制御の一時停止は、Tobii PCEye 
の下部/中央の Tobii ロゴのあたりを見てから、ポップアップ表示される一時停止アイコン

を視線制御を使って選択することによって実行することもできます。
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4.10.4.7 Mouse Emulation モードの Windows Control でのスクロール
スクロールできる全てのオブジェクトには、右上の角にスクロールボタンが自動的に現れ

ます。ウィンドウがフォーカスされている時のみにボタンは現れます。スクロールするには 
 アイコンを押さえます。ボタンが邪魔をしている場合は、  アイコンを使ってボタンを非

表示にできます。

スクロール･モードが有効な時は、陰影の付いたスライドがウィンドウ上に現れます。

スクロールするには、この陰影の付いた領域の上部または下部を見ます。

スクロール機能を無効にするには、Tobii�Eye�Control�Options�>�ウィンドウズ
制御の設定�>�スクロール機能の無効化 を選択します。
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 製品のお手入れ
5.1�温度と湿度
5.1.1�一般的使用
Tobii PCEye は室温で、乾燥した状態で最適に保管することができます。 本デバイスに

関する温度と湿度の推奨範囲は以下の通りです:

• 温度: 0°C ～ 40°C
• 湿度: 最大 70% (デバイス上に結露がないこと)

5.1.2�移動と保管
移動と保管に関して、本デバイスの温度と湿度の推奨範囲は以下の通りです:

• 温度: -40℃ ～ 70℃
• 湿度: 20% ～ 70% (デバイス上に結露がないこと)

Tobii PCEye は防水加工されておらず、耐水性はありません。 デバイスは過度に湿度の

高い、湿った、または濡れた状態で保存しないでください。 本デバイスを水中やその他

の液体の中に浸さないでください。 液体が本デバイス上にこぼれないように注意してく

ださい。

5.1�クリーニング
PCEye デバイスをクリーニングする前に、取り付けられているコンピューターをシャット

ダウンし、全てのケーブルを抜いてください。 糸くずの無い、わずかに湿らせた柔らかい

布を使用します。 デバイスの穴や隙間に湿気が入らないようにしてください。 窓ガラス

用洗剤、家庭用洗剤、エアゾール･スプレー、溶剤、アルコール、アンモニア、または研磨

剤は、デバイスの掃除に使わないでください。

デバイスを月一回クリーニングすることをお勧めします。

5
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5.2�PCEye�の移動
全てのケーブルを取り外し、同梱の携帯ケースを使用してください。

デバイスを修理、発送または移動のために運送する際には、元の箱と梱包材を使って

ください。

PCEye を接続ブラケットを使って画面に取り付けた場合は、PCEye や接続ブラケット

のみをつかんで、接続されたデバイスを運ばないでください。 VESA マウント取り付け点

は、コンピューターモニターの重さを保持できず、デバイスが壊れて落下する可能性があ

ります。あるいは重量のバランスが取れていないために倒れ、デバイスとコンピューター

が共に永久的な損傷を受けることがあります。 Tobii Technology は、結果として生じた

損傷に対して責任を負いません。

5.3�PCEye�の廃棄
PCEye は一般家庭ごみ、または一般業務用ごみとして廃棄しないでください。 お客様

の地域の、電気機器と電子装置廃棄に関する法規に従ってください。
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 付録
6.1�付録�A:�システム情報
デバイスのバージョンと型式番号を表示するには：

1. Tobii Eye Control Options を開きます。 
2. システム情報 を選択します。 本デバイスに問題が生じてカスタマーサポートに

連絡する必要がある場合は、上記の情報をお手元にご用意ください。

全ての情報をコピーする をクリックすると、コピーした情報は文書 (メモ帳やワードパッ

ド) または E メールに直接貼り付けることができます。

6.2�付録�B:�準拠に関する情報
Tobii PCEye デバイスは試験され、IEC-UL-EN 60601-1 の使用に従い、クラス B デジ

タルデバイスの制限に準拠していることが判っています。 これらの規制は、住宅への

設置における有害な干渉に対して、適切な保護を提供するように考案されています。 
PCEye デバイスは電磁波を放射することがあり、これは無線通信に有害な干渉を引き

起こす可能性がありますが、デバイスがユーザーズマニュアルに沿って設置および使用

されていない場合は特にその可能性が高くなります。 ラジオまたはテレビの通信に干渉

が発生した場合は、PCEye デバイスを PC から取り外して、PCEye デバイスをシャット

ダウンします。 デバイスを再起動しても干渉が続く場合は、以下の措置のうちの 1 つま

たは複数を試してください。

• 受信アンテナの配向を変えるか位置を変える。

• 機器と受信機の間の距離間隔を伸ばす。

• 機器を受信機の接続されている回路とは別の回路のコンセントにつなげる。

• 販売店または有資格のラジオ/テレビ技術者に相談する。

Tobii Technology により明示的に承認されていない変更を加えた場合、ユーザーによる

機器操作の権限が無効になることがあります。

Tobii PCEye は試験され、クラス 1 医療機器として認可を受けています。 このような医

療電気機器は、電磁環境両立性 (EMC) に関して特別な注意を必要とするため、本マニ

ュアルに説明された情報に従って設置し、作動させる必要があります。 
本デバイスに備えられた、および組み込まれたもの以外のケーブルやアクセサリーの使

6
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用は、EMC の動作に影響を及ぼすことがあります。

電磁環境両立性への準拠を維持するため、Tobii PCEye を取り付けるモニターは、情報

処理機器の国際安全規格、IEC 60950 に準拠しているものとします。

ガイダンスおよび製造業者の公表 - 電磁放射線 

Tobii PCEye は、以下に明記された電磁気環境での使用を意図されています。 Tobii 
PCEye の顧客またはユーザーは、本デバイスはそのような環境で使用されることを
請け合うことが必要です。

放出試験 準拠 電磁気環境 - ガイダ
ンス

RF (高周波) の放出
CISPR 11 グループ 1

Tobii PCEye は、その
内部機能に関しての
み、RF (高周波) エネ
ルギーを使用します。 
そのため、その RF 放
出は非常に低く、近くに
ある電子機器に干渉
を発生させる可能性は
ありません。

RF 放出
CISPR 11 クラス B

Tobii PCEye は、あら
ゆる施設での使用に
適しています。これには
家屋、家屋としての使
用を目的とする建物に
供給される公共の低
電圧の電力供給のネ
ットワークに直接接続
されている建物が含ま
れます。

高調波放射
IEC 61000-3-2 該当なし

電圧フリッカー/ フリッカー発生
IEC 61000-3-3 該当なし

EN 60601-1-2 (2007) の表 4 の仕様に従い、Tobii PCEye から他の医療電気機器へ

の放射妨害波に関する推奨される最低分離距離は、1 cm です。
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ポータブルおよび携帯 RF (高周波) 通信機器と Tobii PCEye 間の推奨分離
距離 

Tobii PCEye は、放射 RF 妨害が制御された電磁気環境での使用を意図されてい
ます。 Tobii PCEye の顧客またはユーザーは、通信機器の最大出力電力に従い、
以下に記載されたポータブルおよび携帯 RF 通信機器 (送信器) と Tobii PCEye 間
の最小距離を維持することで、電磁気の干渉を防ぐことができます。

送信器の定格最大出力
電力

W

送信器の周波数による分離距離

80 MHz ～ 800 MHz 800 MHz ～ 2.5 GHz

0.01 12 cm (~4.7 in) 23 cm (~9.1 in)

0.1 37 cm (~93.9 in) 74 cm (~29.1 in)

1 1.2 m (~4 ft) 2.3 m (~7.7 ft)

10 3.7 m (~12.3 ft) 7.4 m (~24.7 ft)

100 11.7 m (~39 ft) 23.3 m (~77.7 ft)
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ガイダンスおよび製造業者の公表 - 電磁環境耐性 

以下は、Tobii PCEye に関する、電磁環境耐性の説明および製造業者による公表で
す。

電磁波耐
性試験

IEC 
60601 試
験水準

準拠レベル 電磁気環境 - ガイダンス

伝導 RF
IEC 

61000-
4-6

放射 RF
IEC 

61000-
4-3

3 Vrms
 150 kHz 
～ 80 
MHz

3 V/m
 80MHz 

～ 
2,5GHz

3 Vrms

3 V/m

ポータブルおよび携帯 RF 通信機器は、
ケーブルを含む PCEye のあらゆる部分
に、送信器の周波数に適用される方程
式から計算された推奨分離距離よりも近
付けて使用してはいけません。

推奨分離距離

 
  80 MHz ～ 800 MHz

  800 MHz ～ 2,5 GHz

送信器の製造業者によると、”P” が送
信器の最大出力電力定格 (ワット (W)) 
であり、d”が推奨分離距離(メートル (m)) 
の場合。

電磁気の実地調査aによって定められた
ように、固定 RF 送信器からの磁界強度
は、各周波数範囲内の準拠レベルより小
さくなってはいけません。b

以下のマークが付いた装置の近くでは、
干渉が発生する場合があります。
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注記 1  80MHz および 800MHz では、より高い周波数範囲が適用されます。

注記 2  これらのガイドラインは、全ての状況に適用されないこともあります。 電磁伝
搬は吸収によって影響を受け、建造物、物、人々から反射されます。

a  無線通信の基地局、(携帯/コードレス) 電話および陸上移動無線、アマチュア無
線、AM および FM ラジオ放送、および TV 放送などの固定送信器からの磁界強度
は、理論上、正確に予測することはできません。 固定 RF 送信器による電磁気環境
を評価するには、 電磁気の実地調査の実施を考慮してください。 PCEye が使用さ
れている場所の測定された磁界強度が上記の適切な RF 準拠レベルを超える場
合、PCEye を調べ、動作が正常であることを確認する必要があります。 異常な動作
が見られた場合は、方向や位置を変えるなどの対策が必要な場合があります。

b 周波数範囲が 150 kHz ～ 80 MHz を超える場合、磁界強度は 3 V/m未満です。
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ガイダンスおよび製造業者の公表 - 電磁環境耐性 

以下は、Tobii PCEye に関する、電磁環境耐性の説明および製造業者による公表で
す。

電磁波耐性試験
電磁環境耐性 - 動作と
準拠に関する説明 電磁気環境 - ガイダンス

静電放電
EN 61 000-4-2 (1995) + 
A1 + A2

試験水準 +/- 2、+/- 4 お
よび +/- 6kV の接触放
電、および +/- 2、+/- 4 お
よび +/- 8 kV の空中放
電。
試験中は、劣化なしに 
EUT は動作。
EUT は動作基準に準拠。 

床は木製、コンクリート、ま
たはセラミックタイル。 床
が合成材料で覆われてい
る場合、相対湿度は最低 
30%。

電源プラグの品質は、一
般業務または病院環境
のもの。

周波数範囲 80 ～ 2500 
MHz における放射電磁場
EN 61 000-4-3 (2006)

試験水準 3 V/m ＋ 80% 
AM @ 1 kHz。
試験中は、劣化なしに 
EUT は動作。
EUT は動作基準に準拠。 

高速過渡/裂傷
EN 61 000-4-4 (2004)

試験水準: ±2 kV、AC 電
力ポート。
試験中は、劣化なしに 
EUT は動作。
EUT は動作基準に準拠。

電圧変化
EN 61 000-4-5 (2006)

試験水準: ±0,5 kV およ
び ±1 kV ライン間、AC 電
力ポート。
試験中は、劣化なしに 
EUT は動作。
EUT は動作基準に準拠。

電力周波数磁場
EN 61 000-4-8 (1993) 
+ A1

EUT は電磁場に敏感な部
分なし。 当製品は、試験な
しに規格に準拠していると
考えられる。
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6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) に明記された試験仕様の下、Tobii PCEye は以下に該

当しないものとします: 

• コンポーネントの故障

• 工場出荷時設定への意図されないリセット

• 間違った警報を出す

• アラームが伴う場合でも、意図されない動作が開始される

6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) に明記された試験仕様に関しては、アラームが伴う場

合でも、セーフティクリティカルな動作は実行されないという理由から、意図された動作

の停止や中断は Tobii PCEye において許可されています。 

また、6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) に明記された試験仕様に関して、診断や治療に

影響を与えるほど大きな数値の誤りが表示されることは、Tobii PCEye には当てはまり

ません。 
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6.3�付録�C:技術仕様書
Tobii PCEye

動作範囲 
19.7 - 31.5 インチ

50 - 80 cm 

側頭部動きの許容範囲 

@ 65 cm / 25.6 インチ
(幅 ｘ 高さ)

11.8 x 9.8 インチ

30 x 25 cm

頭の動きのスピード (最適)
11.8 インチ/秒

30 cm/秒

注視データ率 30 Hz

注視推定精度 0.8 度

最適な画面サイズ互換性 15 - 22 インチ

接続部
VESA 100 x 100 mm 

VESA 75 x 75 mm

パワーサプライ
110V  AC

または

220V  AC

本体重量
12.3 oz

350 g

本体サイズ (縦 x 横 x 高さ) 
9.8 x 2.1 x 2.0 インチ

250 x 53 x 50 インチ

動作システム (オペレーティングシステム) Windows XP (SP3)、Windows Vista (SP2)、Windows 7

システム要件

CPU:1GHz, 2 cores

RAM:2GB

GPU:60 MB ビデオ RAM、ピクセルシェダーバージョン 2.0 また

は 2.0 以上

準拠/登録

医療機器指令 (MDD) 93/42/EEC

有害物質指令 (RoHS) 2002/95/EC

EMC 指令 (EMC) 2004/108/EC

低電圧指令 (LVD) 2006/95/EC

FCC 規制、Part 15 

FDA 登録済







www.tobii.com

ヨーロッパ、中東、アフリカ
Tobii Technology AB

Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
スウェーデン

電話： +46 8 663 69 90
ファックス： +46 8 30 14 00

www.tobii.com
sales@tobii.com

中央ヨーロッパ
Tobii Technology GmbH

Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
ドイツ

電話： +49 69 24 75 03 40
ファックス： +49 69 24 75 03 429

www.tobii.com
sales.de@tobii.com

ノルウェー
Tobii Norge

Thormøhlens gate 55
5008 Bergen
ノルウェー

電話： +47 55 55 10 60
ファックス： ++47 55 55 10 61

www.tobii.com
sales.no@tobii.com

アジア
Tobii Technology, Ltd.

東京都港区高輪3-4-13 アソルティ
高輪4F
〒108-0074
日本

電話： +81-3-5793-3316
ファックス： +81-3-5793-3317

www.tobii.com
sales.jp@tobii.com

北米
Tobii ATI

333 Elm Street 
Dedham, MA 02026
アメリカ

フリーダイヤル： 800-793-9227
電話： 781-461-8200
ファックス： 781-461-8213

www.tobiiATI.com
sales.us@tobii.com

Tobii サポート
スウェーデン

電話： +46 8 522 950 20

support@tobii.com

サポート受付時間： 8 am～6 pm
7月～8月: 9 am～5 pm
(中央ヨーロッパ標準時、GMT+1）

ドイツ

電話： +49 69 24 75 03 4-28

support@tobii.com

サポート受付時間： 8 am～6 pm
7月～8月: 9 am～5 pm
(中央ヨーロッパ標準時、GMT+1）

アメリカ

フリーダイヤル： +1-800-793-9227
電話： +1-781-461-8200

techsupport@tobiiATI.com

サポート受付時間： 9 am～9 pm
(米国東部標準時、GMT -6)

日本

電話： +81-3-5793-3316

support.jp@tobii.com

サポート受付時間： 9 am～5：30 pm
(日本標準時、GMT+9)


