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RealWear ヘッドマウントタブレット ワン Z1 
 
 

 
 

RealWear HMT-1Z1 は、史上初の現場作業員向けハンズフリー Android™ タブレット級のウェラブルコンピュータ

で、本質的に安全な ATEX ゾーン 1 と CSA C1/D1 認証の、充分に頑丈なヘッドマウント型のデバイスです。 
 

RealWear HMT-1Z1 はコネクテッド・ワーカープログラムの基礎を作ります。 
 

水気や埃のある作業現場、高温の作業現場、危険で騒音が大きい作業現場で使用できます。 
 

安全帽に差し込んだり、バンプキャップに付けることができ、また安全メガネや矯正眼保護具とともに使用可

能です。 
 

高解像度マイクロディスプレイは視線のちょうど下に位置し、7 インチタブレットのように見えます。現場作業用の

ダッシュボードとして機能し、必要に応じて取り出したり退けることができます。 
 

HMT-1Z1 は、4 つのコアカテゴリーでのソリューション・パートナーが提供する強力なソフトウェア・アプリケー

ションで稼働し、どれも完全なハンズフリー音声コントロールのために最適化されています。つまり、スクロール、

スワイプやタップする必要がなく、音声コマンドだけで済みます。 
 

遠隔地の熟練者とのテレビ会議、文献検索、ワークフロー指導、モバイルフォームの書き込み、産業用 IoT データの

視覚化に使用できます。 
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HMT-1Z1 特長 
 
 

 
 
本質安全 

ATEX ゾーン 1 および CSA C1/D1 
 
 

 
 

100%ハンズフリー 

ローカル型音声認識搭載の音声ベースのオペレーティ

ングシステムは騒音の大きい場所で使用可能。 
 
 

 
 

強力なオーディオ 

インテグレーテッド・スピーカーと聴覚保護用 3.5 ㎜

オーディオジャック。 
 
 

 
 

抜群のノイズキャンセリング 

HMT-1Z1 は 4 つのマイクと高度アルゴリズムを使用

して、音声認識の前にノイズキャンセリングを実行。 
 
 

 
 

PPE 互換性 

標準的な安全帽、バンプキャップや安全メガネと併用

して着用できるよう設計。 
 
 
 
 

 
 
フルシフト内蔵バッテリー 

一般的な使用で 8-10 時間。 
 
 

 
 

アウトドアディスプレイ 

明るい陽光下でも視認可能。 
 
 
 

 
 

防水 

IP66 – 波浪または激しい水噴出に対する保護。 
 
 

 
 

防塵 

IP66 – 粒子の侵入に対する完全保護。 
 
 

 
 

耐衝撃性 

あらゆるアングルからのコンクリート地面への 2 メ

ートル落下に耐久。 
 
 

 
 

頑丈な設計 

-20°C ～ +50°C で完全動作可能。 
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HMT-1Z1 製品仕様 
 

コアプラットフォームと機能 

チップセット Adreno 506 GPU 搭載の 2.0 GHz 8-
core Qualcomm® Snapdragon™ 625 - OpenGL ES 3.1

および OpenCL 2.0 
 

付属アプリケーション 

ドキュメントナビゲーター、バーコード・リーダー付

きカメラ、ビデオレコーダー、メディアプレーヤー 
 

対応言語 

英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア

語、ポルトガル語、ロシア語、北京語、日本語、韓国

語、タイ語、ポーランド語 
 

メモリ 

16GB 内蔵ストレージ/2GB RAM/MicroSD slot（最大

64 GB カード対応） 
 

オペレーティングシステム 

Android 8.1.0（AOSP）+ WearHF™ ハンズフリーイン

ターフェイス 
 

接続性とセンサー  
 

Bluetooth 
BT 4.1 LE（省電力） 
 

Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac – 2.4GHz と 5GHz 
 

GPS と位置 
GPS、GLONASS、A-GPS 
 

IMU 
9-DOF（3 軸加速度計、磁力計、ジャイロスコー

プ）、ソフトウエアによる安定化 
 

バッテリー  
 

容量 
3400mAh リチウムイオン電池、充電型、フィールド

スワップ可能 
 

バッテリ－寿命 
一般的な使用でフルシフト（8-10 時間） 
 

物理的特性  
 

重量 
430 グラム 
 

耐久性 
本質安全、IP66、MIL-STD-810G、2 メートル落下テ

スト 
 

専用キー 
電源キー、アプリケーション固有のアクションキー 
 

ポート 
3.5mm オーディオ、1 マイクロ USB 
 

ブームアーム 
すべての頭部サイズに対応できる 6 段階調節、左目

と右目の互換性、非使用時にディスプレイをひっくり

返すことが可能 
 

ディスプレイ  
 

タイプ 

20°の視野、1 メートルの固定焦点、24 ビットカラー

LCD、8.4 ミリメートル の対角線、屋外視認性 
 

解像度 

WVGA（854x480） 
 

オーディオ 
 

マイク 

抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデ

ジタルマイク 

典型的な作業現場の 95 dBA ノイズでも正確な音

声認識 
 

スピーカー 

内部 91 dB ラウドスピーカー 
 

マルチメディア  
 

カメラ 

16 MP 4-axis 光学手ブレ補正、LED フラッシュライ

ト付き PDAF 
 

ビデオ 

最大 1080p @30fps コーデック：VP8、VP9、および

H.264、H.265 HEVC のハードウェア・エンコーディ

ングサポート 
 

アクセサリ  
 

付属 

壁充電器、インライン充電保護「安全ボックス」付き

マイクロ USB 充電ケーブル、オーバーヘッドストラ

ップ、後頭部パッド 
 

オプション 

安全帽クリップ、本質的に安全な（IS 認証済み）イ

アバッド聴覚保護ヘッドフォンは 33dB ノイズリダク

ション定格（NRR）、ソフトパウチキャリーケース、

セミリジッドキャリーケース、交換用オーバーヘッド

ストラップと後頭部パッド、安全帽、Micro SD カー

ド 
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はじめに本質安全装置と危険区域での使用を理解する 
 

背景 

RealWear は、受賞製品である工業用堅牢ヘッドマウント型ウェラブルコンピューターのモデル、HMT-1Z1 を発売し

ました。HMT-1Z1 は「本質的に安全である」とみなされています。  
 

はじめに 

機器の安全操作についての著書は多くある一方、使われるべき機器についての著書ははるかに少ないといえます。こ

の解説書は、製品が本質的に安全であるとはどういうことを意味するのか、また、爆発の危険性を効果的に減らすの

に必要な認証はどのタイプかについて、簡単に説明することを目的としています。仕事に適切な認証を受けた機器を

選ぶことは、購入者の重要な役割の 1 つです。  
 

弊社の免責条項 

この解説書はあくまで入門書としての役割を果たすもので、最終的な購入に関する決断を下すには、その他の文書や

専門的知識が必要です。 
 

本質安全とは？ 

本質的安全とは、危険区域で機器を安全に使用するための設計手法を指します。危険区域とは、爆発や火災を起こす

のに十分な量の可燃性の液体やガス、蒸気、または可燃性粉塵などが存在する地域のことです。危険区域では、爆発

の可能性がある環境で安全に使用できるよう特別にデザインされた機器を使わなければなりません。このように、爆

発の可能性がある環境で爆発を起こさずに使うことができる機器を、本質安全装置と呼んでいます。本質的に安全な

デザイン技術は、電力および熱エネルギーを特定の大気中にある危険物質の混合物を起爆するのに必要なレベル以下

に抑えることに基づいています。 
 

爆発とは？ 

爆発とは、通常高熱の発生やガスの発散を伴い、エネルギー量が急激に増加し、それが極端に発散されることを言い

ます。爆発を起こすには、3 つの要素がなければなりません。 

 
図 0：爆発の発生に必要な 3 つの要素 

 

1. 発火源 

発火源とは、火災や爆発を起こす可能性のある要素です。裸火、火花、静電気、高温面などは全て発火源とな

り得ます。 

2. 可燃性物質 

可燃性物質は、発火源に接触した場合に空気中で発火し、燃え続けるガス、液体、個体です。 

3. 酸化性物質 

酸化生物質は、燃料が燃えるのに必要な化学物質の一種です。可燃性物質と共に必要な量の酸化物質が存在すると、

爆発性の混合物が発生します。最も一般的な酸化物質は空気（O2）です。 

精製所や化学プラント、塗装工場、加工工場、小麦サイロ、タンク、清掃所、可燃性ガス、液体、個体を積み込む設

備などで、爆発が頻繁に起こります。 
 

爆発の可能性を除去または最小限にするには？ 

上記の通り、爆発を起こすには 3 つの要素がなければなりません。そのうち 1 つの要素が取り除かれれば、発火は

起きません。危険区域では、可燃性物質や酸化物質を確実に取り除くことは不可能です。ですから、潜在的爆発性雰
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囲気の発火を阻止すれば、発火源で危険を取り除くことができます。本質的に安全な機器は、電気回路内の発火源と

なりうる部分における（高温成分とスパーク光源）電気エネルギーを、異常な（不良な）状況下であっても爆発性雰

囲気を引き起こす可能性が全くないほどの低レベルに抑えてあります。 
 

危険区域での使用が確実に安全な機器であるかどうかを判断するには？ 

本質的に安全な製品は、安全性の分野の専門家による厳正なテストを通過しなければなりません。このような基準に

見合いテストに合格した製品が「本質的安全認証済み」とみなされます。 

本質的に安全な機器を認証する公認機関が多くあります。ヨーロッパにおける認証は ATEX と呼ばれます。米国で最

も一般的な機関は UL です。カナダで最もよく知られている機関は CSA、そして全世界で一般的な認証機関は IECEx

です。 危険区域で使われる機器は全て、これらのよく知られたシステムや機関の１つによって認証されたものでな

ければなりません。 
 

ATEX とは？ 

ATEX は、「ATmosphereEXplosible」の略称です。同時に、ATEX は防爆電気および機械機器、部品、保護システム

を市場に出す際のヨーロッパ指令 2014/34/EU の略称でもあります。 

潜在的爆発性雰囲気以外での使用目的であるが、爆発の危険性に関して機器の安全機能や保護システムに必要または

貢献する安全装置、制御装置、調製装置も範疇にあります。 

指令 2014/34/EU 下にある機器や保護システムは、CE マークがついており、基本的な衛生安全条件を満たし関連す

る適合性評価過程が確認されたことを認める EC による適合性認証を伴っていなければ、市場に出されることはあり

ません。 
 

ゾーンの分類 

指令 2014/34/EU によれば、潜在的爆発性区域とは雰囲気が地域的または作業上の状況によって爆発性を帯びる可能

性のある区域を指します。爆発性雰囲気は、大気の状況下において、ガス、蒸気、霧、または粉塵などの形態で存在

する可燃性物質と空気との混合物があり、一旦発火すると、燃焼が未燃の混合物全てに広がるものと定義されていま

す。北米では、危険区域は従来、以下のようなクラスと区域の組み合わせであると定義されています。 
 

危険-ガス、蒸気、霧 

ゾーン 0 ガス、蒸気、霧などの形態の危険物質の空気との混合物から成る爆発性雰囲気が継続的、長期的、

もしくは頻繁に存在する場所 

ゾーン 1 ガス、蒸気、霧などの形態の危険物質の空気との混合物から成る爆発性雰囲気が通常作業で発生す

る可能性が高い場所 

ゾーン 2 ガス、蒸気、霧などの形態の危険物質の空気との混合物から成る爆発性雰囲気が通常作業で発生す

る可能性は低いが、発生しても短期間のみ残存する場所 

 

 
 

図 1：ガス・蒸気・霧のゾーン分類 
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爆発領域（最小爆発濃度を超える）のちり雲は放出の程度によって 3 つのゾーンに分類されます。 
 

危険-パウダー、粉塵 

ゾーン 20 爆発性雰囲気が空気中に可燃性粉塵として継続的、長期的、もしくは頻繁に存在する場所。 

ゾーン 21 爆発性雰囲気が空気中に可燃性粉塵として通常の作業で発生する可能性が高い場所。 

ゾーン 22 爆発性雰囲気が空気中に可燃性粉塵として通常の作業で発生する可能性は低いが、発生して

も短期間のみ残存する場所。 

 

 
図 2：可燃性粉塵・パウダーのゾーン分類 

 

IECEx とは？ 

IEC 防爆機器規格適合試験制度(IECEx システム) 

IECEx は、IEC 基準との適合性を認証するための国際的に承認された手段を提供する任意のシステムです。IEC 基準

は多くの国で認証スキームとして使用され、したがって、IECEx 適合証は国のコンプライアンスを補助し、ほとんど

の場合付加的なテストを行う必要がなくなります。 
 

IECEx の利点 

それぞれの国で基準が異なるため、多くの場合、その国の基準に適合するために「Ex」機器は再テストを行い再認

証される必要があり、機器のコストに付加されてしまいます。 IECEx スキームは、国際 IEC 基準に適合すること

で、再テストや再認証の必要性を大きく減らし、したがって国際貿易をより簡潔で迅速、そしてコスト効率の良いも

のにしてくれます。 
 

IECEx プロセス 

CSA グループと Sira 認証サービスはどちらも、認可された認証機関（ExCB)かつ試験機関（ExTL）であり、したが

ってそれぞれにふさわしい基準に対する製品の適合性を評価することができ、IECEx 試験報告書（ExTR）と IECEx

適合証（CofC）が作成されます。 
 

 
図 3：一般的な ATEX と IECEx 評価点 
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CSA とは？ 

CSA は Canadian Standarts Association の略称です。CSA インターナショナルは、北米とヨーロッパで広く認めら

れている機関です。その他の認証機関と同様、消費者製品およびビジネス製品が、特定の状況や着用のタイプにどの

ように反応するかをテストします。 

CSA は NEC によって定められた危険区域の分類と同じものを使用しており、危険区域をクラスや区域に分類してい

ます。CSA はまた、ヨーロッパのゾーンにも対応しており、それはディビジョンに該当します。例えば、北米では

「クラス 1、ディビジョン 1」と示されているものはヨーロッパでは「クラス 1、ゾーン 1」となります。 

「C1/D1」、「C1D1」、または「C1-D1」のように省略されている場合もあります。 
 

NEC500 とは？ 

米国電気工事規程（NEC）は、米国における電気機器の安全な設置に関する、地域的に適応可能な基準です。

NEC500 は NEC の条項 500 を指します。危険（と分類された）場所は、火災や爆発などが可燃性または爆発性ガス

あるいは蒸気、可燃性粉塵、もしくは発火性が高い繊維や充填物などの存在により起こる可能性がある場所と定義さ

れています。電気アーク、火花、および高温面などは、そのような環境では発火源となり得ます。条項 500 はそれ

に続く条項 501（クラス I 区域）、条項 502（クラス II 区域）、条項 503（クラス III 区域）、そして条項 504（本質

安全システム）の基盤となっています。 

NEC は可燃性の特質をクラス I、II、III をそれぞれ条項 501、502、503 に分類しています。 これらの定義と解説は

条項 500（OSHA もまたこれらを定義し解説しています）に記載されています。条項 500 は、全ての危険区域での

作業とそれに続く条項の基盤です（図参照）。 
 

 
 
可燃性液体の可燃性はその引火点で決まります。引火点は、材料が発火性混合物を形

成するのに十分な蒸気を発生させる温度を指します。その区域が分類される必要があ

るかどうかは引火点によって決まります。材料の自動発火温度が比較的低くても、そ

の引火点が周辺温度より高ければ、その区域は分類される必要がないかもしれませ

ん。反対に、同じ材料が加熱され引火点より高い温度で取り扱われた場合、発火性混

合物を形成するので、その区域は適切な電気システムデザインが必要であると分類さ

れなければなりません。 
 
ディビジョン、ゾーン、グループ 

NEC 条項 500、501、502、503、クラス I、II、III 区域はさらにディビジョンに分類さ

れます。ディビジョンとゾーンは単に、危険の恒常性や程度を指します。 
 
 
 
 
 

2 つのディビジョンと 3 つのゾーンがあります。 
 

ディビジョン 1 またはゾーン 0 危険が継続的 

ディビジョン 1 またはゾーン 1 危険が断続的 

ディビジョン 2 またはゾーン 2 危険が異常な状況下でのみ存在する 

 

危険区域にはクラス 1、クラス 2、クラス 3 の 3 つのクラスがあります。一般的な危険のタイプを指しています。 
 

クラス 1 可燃性蒸気 

クラス 2 可燃性粉塵 

クラス 3 可燃性繊維 

 

工業に用いられる化学ガスまたは蒸気はそれぞれガスのグループに分類されています。 

図4：条項500 
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NEC ディビジョンシステム・ガスおよび粉塵グループ 

領域 グループ 代表的材料 

クラス I、ディビジョン 1

および 2 

A アセチレン 

 
B 水素 

 
C エチレン 

 
D プロパン 

クラス II、ディビジョン

1 および 2 

E（ディビジョン 1

のみ） 

マグネシウムなどの金属粉塵（ディビジョン 1 のみ） 

 
F 炭素や木炭などの炭素粉塵 

 
G 穀粉、穀粒、木材、プラスチックなどの非導電性粉塵 

クラス III、ディビジョン

1 および 2 

なし 綿ぼこり、亜麻布、レーヨンなどの発火性繊維および飛散物 

ゾーン 0、1、2 IIC アセチレンと水素（NEC クラス I、グループ A と B に該当） 

 
IIB+H2 水素 

（NEC クラス I、グループ B に該当） 

 
IIB エチレン 

（NEC クラス I、グループ C に該当） 

ゾーン 20、21、22 IIIC マグネシウムなどの導電性粉塵 

(NEC クラス II、グループ E に該当） 

 
IIIB 穀粉、穀粒、木材、プラスチックなどの非導電性粉塵 

（NEC クラス II、グループ F と G に該当） 

 
IIA 綿ぼこり、亜麻布、レーヨンなどの発火性繊維および飛散物 

（NEC クラス III に該当 

爆発性ガスが発生しやす

い鉱山 

I（IEC のみ） メタン 

 

表 0：NEC ディビジョンシシステム・ガスおよび粉塵グループ 

 

グループ IIC はもっとも重大なゾーンシステムのガスグループです。このグループのガスの危険物は実に簡単に発火

します。グループ IIC に適切であると表示された機器は IIB や IIA にも適切です。IIB に適切であると表示された機器

は、IIA には適切ですが、IIC には適切ではありません。機器に例えば Ex e II T4 と表示されていれば、全てのサブグ

ループ IIA、IIB、そして IIC に適切です。 
 

精製所および化学コンビナートにある、全ての爆発性物質のリストを作り、分類された区域の配置計画に取り入れな

ければなりません。上記のグループは、点火された場合の爆発性が高い順になっており、IIC が最も爆発性が高いゾ

ーンシステムのガスのグループで、IIA がもっとも低いグループのものです。グループはまた、エネルギーや熱的効

果により材料が発火するのにどれだけのエネルギーが必要かも示しており、ゾーンシステムのガスのグループでは

IIA が最も多くのエネルギーを必要とし、IIC が最も少ないエネルギーを必要とします。 
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温度による分類 

もう 1 つの重要な考慮事項は、電気機器の温度による分類です。表面温度や危険雰囲気に接触する電気機器の全て

の部分は、機器が使われる予定の区域内の特定のガスや蒸気の自動発火温度の 80 パーセントを超えないことをテス

トしなければなりません。 
 

電気機器ラベルの温度による分類は次のうちの１つです（セ氏温度で）。 
 

米国セ氏 国際 

(IEC）セ氏 

ドイツセ氏 

短期間継続的な 

T1-450 T3A-180 T1-450 G1 360-400 

T2-300 T3B-165 T2-300 G2 240-270 

T2A-280 T3C-160 T3-200 G3 160-180 

T2B-260 T4-135 T4-135 G4 110-125 

T2C-230 T4A-120 T5-100 G5 80-90 

T2D-215 T5-100 T6-85 
 

T3-200 T6-85   
 

 

表 1：温度による分類 

 

クラス 1、ディビジョン 1、ゾーン 1 認証を持つ意味とは？ 

可燃性蒸気が継続的に存在する場所用にデザインされた機器は CSA クラス 1、ディビジョン 1 認証、ATEX ゾーン 1

デバイスとして指定されます。それらの認証を受けた機器は、ガス、蒸気、霧などの形態の危険物質の空気との混合

物から成る爆発性雰囲気が通常作業で発生する可能性がある場所で使用することができます。もう明白かもしれませ

んが、正しい指定は作業者の安全にとって非常に重要です。製品を正しく指定しないと、怪我や死者を出す災害、設

備や資源にとって重大な損害、そして、法的な問題その他の危険を及ぼすような事態になりかねません。もちろん、

認証されるには、経験豊かな独立した第三者による完全で厳正なテストを受けなければなりません。 
 

RealWear HMT-1Z1 は、史上初ただ 1 つの、危険な場所で安全に使用できるクラス 1、ディビジョン 1、ゾーン 1 認

証済みのウェラブルコンピュータデバイスです。RealWear HMT-1Z1 の現在の認証は次の通りです。 
 

ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb 

II 2D Ex ib IIIC T135 度 Db IP6X 

IECEx ExibIIC T4 Gb 

Ex ib IIIC T135 度 Db IP6X 

NEC500 クラス I、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D T4 

クラス II と III、ディビジョン 1、グループ E、F、G 

 

表 2：RealWear 認証（2018 年 5 月 25 日現在） 
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RealWear の本質安全認証過程 
 

本質的に安全な製品を製造し、世界中の危険区域での使用を認証するのは、技術を必要とする困難なタスクです。

RealWear は i.safe MOBILE の業界の専門家とパートナーシップを組み、RealWear HMT-1Z1 製品の開発と認証に取

り組みました。i.safe MOBILE は全ての国際基準を製品開発に取りいれ、また関連の基準委員会のメンバーでもあり

ます。防爆のための全ての必要条件を満たすため、i.safe MOBILE はその製品をゼロから開発し、世界中のユーザー

が現在の基準に適合した高品質のコミュニケーション技術を確実に使えるようにしています。i.safe MOBILE は、有

名な認証機関 ATEX、IECEx、そして NEC500 によって認証された RealWear HMT-1Z1 を開発およびテストをし、製

品が全ての国特有の必要条件を確実に満たすようにしました。RealWear が最高レベルの認証を達成するのは簡単な

ことではなく、完了までに 2 年以上を費やしました。 
 

参照 
https://www.mikeholt.com//instructor2/img/product/pdf/14HAZDVD-1417-sample.pdf 
http://www.ecmweb.com/nec/hazardous-locations-and-nec 
https://www.apgsensors.com/about-us/blog/csa-class-1-what-it-means-and-why-you-should-care 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/800-wp003_-en-p.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas#Gas_and_dust_groups 
 

 
  

https://www.mikeholt.com/instructor2/img/product/pdf/14HAZDVD-1417-sample.pdf
http://www.ecmweb.com/nec/hazardous-locations-and-nec
https://www.apgsensors.com/about-us/blog/csa-class-1-what-it-means-and-why-you-should-care
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/800-wp003_-en-p.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas#Gas_and_dust_groups
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HMT リリース 10 – 概要 
 

生産性向上のための専用ハンズフリー安全ソフトウェア。 

より安全。より速く。よりスマートに。 
 

HMT リリース 10 は Android 8 を搭載、作業員がより安全で、よりコネクテッドな作業のため両手を使う劣悪で危険

な環境専用のソフトウェアです。リリース 10 は、安全かつ確実な仕事のために最適化され、ハンズフリーの生産性

と接続性をこれまでにない水準に向上させました。 
 

リリース 10 により、全体的な体験と機能性が向上し、HMT の性能が拡大し、一層強力になりました。最大のアッ

プグレードは、ユーザビリティ、ルック・アンド・フィールやセキュリティの改善をはじめとするエンドツーエンド

の全面的な見直しであり、総体的に新しく、向上したカメラシステムが含まれます。新しいカメラ機能によって、作

業現場での安全性とコンプライアンスが重要な時に、よりきめ細かいコントロールによる迅速な視覚確認と点検をコ

ネクテッドワークフォースに提供します。  
 

HMT リリース 10 は、RealWear Foresight クラウドサービスの基礎を作り、全体的なハンズフリー体験を向上さ

せ、クラウドデータへのセキュアな接続を維持します。 
 

向上したユーザビリティ 
使いやすさと生産性に注目した、ユーザーインターフェイス、キーボードやファイル管理システムの新デザイン。 
 

Android 8.1 OS 搭載によるセキュリティ強化 
レギュラーセキュリティパッチおよびソフトウェアアップデート、付加遠隔管理を含む Android 8.1 OS アップグレ

ード。 
 

よりスマートなカメラシステム  
工場環境での生産性と作業のために設計されたカメラの特長 
 

コア機能 

オペレーティングシステム Android 8.1 

スマートカメラシステム マイカメラアプリ 2.0 

 

ユーザビリティ 

向上した UI 新しい UI では頭の動きを活用して、容易に左から右へスクロールできます。 新しい

マイコントロールメニューとスピーチキーボードによって、ユーザーは左か右を

見て、自分の声で選択できます。 

改善されたスクリーンレイアウトとカラー、より一貫した全体的なデザイン思想に

よって、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。 

通知をはじめとするコアな Android 機能へのアクセスが向上しました。  

ジェスチャー 音声コマンドより頭の動きがより効果的な場合、頭の動きをより一層活用できます 

カスタム化 ホワイトラベルデザインは、ビジネスのニーズに合わせてブランド化できます。 

マイファイル 完全に一新したユーザーインターフェイスデザイン 

より良い構造と分類機能によって大量のファイルをブラウズ 

完全なファイル名の読み込み 

大きくなったサムネイル 

今までより速いファイル検索 

キーボード 完全に一新したジェスチャーと音声認識付きハンズフリーキーボードは以下を含み

ます： 

標準キーボード 

安全なエントリーモードにより、文字を大声で言わない、ハンズフリーのパスワー

ド入力が可能 

完全なディクテーションによる生産性向上 
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セキュリティ 

Android 8.1 セキュリティ 

2018 年 12 月時点のセキュリティパッチレベル 

90 日以内をターゲットとしたセキュリテイパッチ・アップデート 

現行のエンタープライズ IT セキュリティ方針を遵守 

RealWear の定期的ソフトウェア・アップデート 

デベロッパー向け API Level 27 サポート 

 

カスタム化と構成 

一元化 WearHF 構成 

 OS レベルとアプリレベルのカスタム化と構成。 デフォルト値や設定は共有の構成

スペースに保存でき、簡単なデプロイとサポートのためにアップデート、再読込

みや管理ができます。  

クラウドサービス RealWear Foresight クラウドにより完全に管理可能 

言語 動的かつ個々の言語文字列は管理者による調整や改善が可能 

その他の言語 
タイ語とポーランド語が追加され、全 12 言語 

言語は無線（OTA）でアップデート可能 

 

劣悪な環境対応の最高度カメラシステム  

工場用ハンズフリー ハンズフリーで作業しながら、すべての機能をコマンドとコントロール 

プレビュー 写真とビデオを即時プレビュー 

よりスムーズなエクスペリ

エンス 

「マイカメラ」から「マイフォト」および「マイメディア」までシームレスなエク

スペリエンス  

微光性能 微光の環境や状況での性能向上 

視野（FOV） ワイドアングル範囲または標準範囲 

フォーカスと露出 
フォーカスと露出をフレームにある 9 ポイントのうち 1 つに固定でき、光加減が芳

しくない状況でシリアル番号をキャプチャすることができます。 

画像およびビデオ安定化 
作業終了後、画像とビデオの正確さがコンプライアンス、点検、遠隔指示で要求さ

れる際に、画像とビデオが使いやすくなりました 

フラッシュライト フラッシュライト機能はカメラアプリから直接コントロール可能 

新コントロール  

（その他のオプション） 

• 露出レベル 

• フラッシュライト・コントローラー 

• アスペクト比 16:9 と 4:3 

• 画像解像度：高と低 

• ビデオ解像度：高と低 

• フレームレート：15、25、30 

• ビデオ安定化：オンまたオフ 

• ピクチャープレビュー 

• マニュアルフォーカス 

• 視界：狭いとワイド 

• 写真への直接アクセス 

狭いセッティング 

ベースボールキャップと共に使用するとカメラビューの視界が向上します。 向上し

たズーム機能によって、小さい物体や遠くにある物体をさらに拡大することがで

きます。 

ワイドセッティング カメラビューが全幅でキャプチャされています。 
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HMT-1Z1 安全ガイドライン 
 

バッテリー性能 
 
お使いの機器は充電型バッテリーを使用しています。本機器には交換不可能な内蔵バッテリーが搭載されています。

認定されていない充電器は絶対に使用しないでください。バッテリーは所定目的にのみ使用してください。破損した

充電器やバッテリーは絶対使用しないでください。バッテリーが完全放電した場合、充電インジケータがディスプレ

イに表示される、または機器が使用可能になるまで、数分かかる場合があります。新しいバッテリーの場合、3～4

回充放電サイクルを繰り返した後はじめて、フル性能を発揮します。バッテリーは、複数回の充放電が可能ですが、

最後には磨耗します。電気プラグと機器は、使用しないときは充電器から外してください。バッテリーを完全充電状

態で充電器に接続したままにしないでください。使用しないで放置された場合、バッテリが完全充電されていても、

時間の経過とともに放電されます。 
 

警告：指定モデル以外の正しくないバッテリーを使用して充電を行った場合、充電中に爆発するおそれがあります。 
 
 

ショートを避ける 
 

バッテリーをショートさせないでください。硬貨やクリップ、ペンなどの金属製品がバッテリーの陽極端子（＋）と

陰極端子（－）に直接触れると、偶発的にショートが発生する可能性があります。端子でショートが発生すると、バ

ッテリーや接続部が破損する場合があります。 
 

高温を避ける 
 

バッテリーを夏季や冬季の閉め切った車内等、暑い、または寒い場所に放置すると、容量が低減し、バッテリー寿命

が縮まります。バッテリを最適な状態で作動させるには、-10°C ～ +50°C (+14°F ～ 122°F) で保管するようにしてく

ださい。バッテリが熱い、または冷たい状態で機器を使用すると、バッテリが完全充電されていても、機器は一時的

に作動しない場合があります。氷点下をかなり下回る温度環境では、バッテリー性能は特に制限されます。 
 

バッテリーの処分 
 

機器には爆発の可能性があるバッテリーが内蔵されているため、火中に処分しないでください。機器は各地域の規制

にしたがって処分し、可能な場合はリサイクルしてください。家庭ごみとして処分しないでください。セルまたはバ

ッテリーを分解したり、開いたり、またはシュレッダーにかけたりしないでください。バッテリーの液漏れが確認さ

れた場合、漏れた液体が皮膚や眼に触れないようにしてください。液漏れや危険な状況の場合は、速やかに医師の診

断を受けてください。 
 

子どもへの安全対応 
 

子どもが本機器または付属品で遊ばないようにしてください。子どもの手の届かないところで保管してください。子

どもが怪我をしたり、他人に怪我をさせたりする場合があります。また、本機器または付属品を誤って破損する場合

があります。お使いの機器および付属品には小さな部品が含まれており、取外すことができるため、窒息の危険があ

ります。 
 
衛生と安全上の警告 
 

頭痛やめまいを感じたり、フラフラしたり、吐き気を感じたりした場合は、RealWear HMT-1Z1 またはディスプレイ

の使用をすぐに停止してください。HMT-1Z1 ディスプレイは、車の運転中は使用しないでください。ディスプレイ

を使用しないときは、ブームアームは完全に視界に入らないところまで移動させてください。HMT-1Z1 の使用中

は、周囲の状況に気を配ってください。 
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安全および使用ガイドライン 
 

・HMT-1Z1 は、運転中に使用しないでください 

・常に眼保護具とともに HMT-1Z1 を着用してください。 

・快適に見えるようにするため、常に利き目で見てください。 
 
 

使用済み電気・電子機器の処分 

 
 

車輪付きごみ箱に×印が付いた記号は、EU 諸国内で本製品およびこの記号が付いた関連製品が、未分別廃棄物とし

ては処分できないこと、および使用を終了したら別途、回収業者に引き渡す必要があることを表しています。 
 
バッテリーの処分 
 

 
 
バッテリーの処分については、各地域の規制を確認してください。バッテリーは、市のごみ回収時に廃棄しないでく

ださい。可能な場合は、バッテリ処分施設を利用します。 
 
 

ヘッドフォンとイヤフォンに関するガイドライン 
 

 
 

聴覚障害の発生を防止するため、大音量で長時間聴かないでください。 
 
A pleine puissance,l’écouteprolongée du baladeur peutendommagerl’oreille de l’utilisateur. 
 
 

充電器の使用上の安全に関する注意事項 
 

警告：充電器を使用する際は、下記の手順に従ってください。 

• ケーブルプラグが正しく接続されていることを確認します。 

• 充電器は液体から離れた場所で保管します。 

• 充電器から異臭や異音がした場合は、取り外して、カスタマーサポートに連絡します。 

• ケーブルまたは充電器の掃除をする場合は、その前に電源装置から外します。 

• 延長ケーブルを使用する場合は、接地導体に問題がないかをチェックします。  

• バッテリーが完全充電されたら、HMT-1Z1 から充電器を外します。 

• 本充電器は水気のあるところで使用しないでください。本充電器は屋内専用です。 

• プラグは濡れた手で差し込んだり、抜いたりしないでください。 

• 充電器を開けないでください。他に問題がある場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。 

• ケーブルを切ったり、損傷したり、あるいは曲げて結んだりしないでください。 

• ケーブルの上に物を置かないでください。過熱するおそれがあります。ケーブルが損傷し、火災や感電の原因と

なる場合があります。  

• 正規ケーブル以外のケーブルは使用しないでください。ショートあるいは感電の原因となる場合があります。 
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HMT-1Z1 コネクティビティ 
 

RealWear HMT-1Z1 の動作周波数帯 
 
Wi-Fi 動作周波数帯の詳細および EIRP は、以下のとおりです。 
 
2412-2472 15.89dBm 
5180-5320 17.09dBm 
5500-5700 17.37dBm 
5745-5825 12.98dBm 
 

Bluetooth 動作周波数帯および EIRP は 2402-2480 12.16dBm 
 

5G Wi-Fi 接続情報 

5.15 ~ 5.35GHz 帯域の使用は、屋内限定です。 
 

HMT-1Z1 ボックス内容 
 
RealWear HMT-1Z1 ボックスの項目リストは以下のとおりです。 
 

取り外し不可バッテリー（3400mAh リチウムイオン）インストール済み RealWear HMT-1Z1 

• インライン充電保護「安全ボックス」付きマイクロ USB ケーブル  

• オーバーヘッドストラップ 

• 後頭部パッド 

• HMT-1Z1 クイックスタート ガイド 
 

HMT-1Z1 の購買セットに含まれているが、別ケースに入れて出荷されるもの 

• HMT-1Z1 各地域対応の壁充電器 
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HMT-1Z1 デバイス概要 
 
 

正面図 

 
 

1. リムーバブル・ヘッドパッド 

2. リムーバブル・ヘッドストラップ 

3. マイク B1 

4. ショルダージョイント 

5. フラッシュライト 

6. ディスプレイポッド 

7. マイク A1 

8. ブームアーム 

9. カメラ 

10. エルボジョイント 

11. MicroSD カードスロット 

12. アクションボタン 

13. 電源ボタン 

14. マイク B2
 

 
背面図 

 
 
 
 

1. マイク B2 

2. マイクロ USB データと充電口 

3. ディスプレイ・ウインドウ 

4. オーディオジャック 
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HMT-1Z1 デバイス概要 – 詳細 
 

電源ボタン 
 

  
 

本機器のブームアーム側面にボタンが 2 つあります。小さく銀色で丸いボタンが電源ボタンです。 後ほど、このボ

タンを使用して本機器の電源オン、電源オフ、スリープや復帰する方法を学びます。 
 

アクションボタン 
 

電源ボタンの横にある大きなテクスチャー付きのボタンがア

クションボタンで、複数の目的に使用されます。1 回のタッ

プで、安全確実に［ホーム］画面に戻れます。3 回連続で素

早くタップすると、フロント・バック構成の間にあるマイク

配列が切り替わります。 

アクションボタンを押し続けると、言語選択メニューが開い

て、対応言語リストが繰り返し表示されます。ボタンを離し

て使用言語を選択します。 
 
 
 
 
 

 
SD カードドア  
 

 
 

MicroSD カードドアは、001 のプラスドライバーで開けることができます。ポータブルストレージとして、FAT32

にフォーマット化された最大容量 64 GB の MicroSD カードを挿入できます。 
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詳細 続き 
 

カメラポッド 
 

 
 

カメラポッドは、ブームアームの上に設置されており、((x)) の角度上下に旋回できます。16 MP の写真と 1080p の

ビデオを撮ることができます。また、音声でコントロールできるフラッシュライトが内蔵されています。 
 
 

ブームアーム 
 

ブームアームによってディスプレイポッドの位置を上下、左

右、前後の 6 段階で調整できます。ショルダー、エルボ、リス

トジョイント（人間の腕を想像してください）から構成されて

います。この方向は反転が可能であり、利き目が左右どちらで

も使用できるようになっています。 
 
 

 
 
 
 
 

 

リストジョイント ロッキングリング 
 

これはディスプレイポッドを固定するための小さい車輪

型ロックで、ディスプレイポッドとブームアームの間に

あります。 
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ディスプレイポッド 
 

ディスプレイポッドは、ディスプレイが明瞭に見えるよ

うに回転や調整ができます。このディスプレイ自体は、

20°の視野、1 メートルの固定焦点を備えた 854x480p 

24-bit LCD ディスプレイで、7 インチタブレットに似て

います。 いわば、腕 1 本分離れた位置にあるタブレット

のようなものです。 
 
 
 
 
 
 
 

 

マイク配列 
 

  
 

HMT-1Z1 には、マイク 2 本のセットが 2 つあります。プライマリーマイクはユーザーによるインプットを取り扱

い、リファレンスマイクは外部のノイズを遮断します。フロントマイクはデフォルトでオンになっており、ディスプ

レイポッドの上にあります。プライマリーマイクは下向きで、ユーザーの口の付近に位置し、リファレンスマイクは

上向きで、バックグラウンドノイズを取り除きます。 
 

バックマイクはブームアームの反対側の側面にあります。バックマイクは、ブームアームが後ろに返されて自分の視

野にない状態でコミュニケーションする時のみ使用可能です。 
 
 

スピーカー 
 

91 dB ラウドスピーカーは耳の上部に位置し、左右どちらで

も装着できます。 
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マイクロ USB ポート 
 

 
 

すべてのデータ転送には、マイクロ USB ポートを使用する必要があります。バッテリー収納部の横、ブームアーム

反対の側面にあるリアフラップの下に位置します。 
 
 

補助ジャック（ヘッドフォン） 
 

 
 

ヘッドフォンはこのジャックをとおして HMT-1Z1 に接続できます。本機器には、RealWear 33 dB ノイズリダクショ

ンイアバッドの使用をお勧めします。ジャックは USB-C ポートの横にあります。 
 
 

後頭部パッド 
 

 
 



 

 

 
realwear.com 23 

後頭部パッドは、本機器の後ろの内側に位置する調整・取外し可能なパッドであり、後頭部に沿ってフィットしま

す。安全帽またバンプキャップの上に HMT-1Z1 を取り付ける場合は、快適に装着するためにパッドを外すことも可

能です。 
 
 

ヘッドストラップ 
 

 
 

これは調節可能なフック兼ループストラップで、頭部の上の前側にかけてフィットします。こちらも安全帽やバンプ

キャップと併用する場合は、取り外すことが可能です。 
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HMT-1Z1 設定ガイド 
 

RealWear HMT の着用 
 

この文書では、HMT 機器の装着方法や最適な使用体験を確保する方法を説明します。 
 

手順 1 - 左目か右目の設定を決める 
 

ディスプレイとカメラを頭部の左右どちらかに合うように HMT 機器をセットアップできます。 

 
まず、利き目を決めることが重要です。このリンク先にある簡単な指示に従って、利き目を決めてください。  

HMT ディスプレイを利き目で見ることで、機器を最も明瞭に快適に見ることができます。 
 
 

手順 2 - HMT の準備 
 

着用する前に、左右どちらか利き目の側にブームアーム／ディスプレイが HMT と平行になるように置きます。図の

ように、ブームを曲げてやや「Z」の形になるようにします。  
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手順 3 - 適切なヘッドマウントアクセサリがあるか確認する。  
 

これには、シングルストラップ、トリストラップ、クリップ付き安全帽、トリストラップ付きバンプキャップ、また

はマウントキット付きベースボールキャップが含まれます。 マウントアクセサリに関する記事を読んで、マウント

オプションを機器に付ける方法を確認してください。  
 

 

 
 

 
手順 4 - HMT の着用 
 

頭上で機器の位置を決めるところから始め、地面と大体水平になるようにします。ヘッドストラップは斜めではなく

垂直に設置し、頭部の頂上にかかるようにします。 

 
 

手順 5 - HMT を合わせる  
 

ヘッドストラップまたはマウントヘッドウェアを調節して、機器があまり低くかからないようにします。耳の上部、

こめかみに沿って配置します。 
 

次に、ディスプレイポッドを所定位置に動かします。最適な体験のため、ディスプレイは目前、目の近く、顔の中心

線に近づけてください。 
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手順 6 - フィット感を調整 
 

ディスプレイポッドが極端に外側や目前から遠すぎず

に配置されているか確認してください。 
 

 
 
ディスプレイを外側から中に向かって押して、中心線

に近づけます。 
 

 
 
そして、一方の手でブームアームを持ち、他方の手で 

HMT の後部を持ちます。ディスプレイポッドを中に

向かって押し、目前、やや目の下に近づけます。 

 
 
手順 7 - HMT の電源をオンにする 
 

頭に HMT を乗せる前に、電源ボタンを 3 秒間長押し

してから放します。 電源ボタンは丸い銀色のボタン

でブームアームとディスプレイと同じ側にあります。 
 

 
 
約 10 秒から 15 秒の間に、起動シークエンス完了の

音が聞こえます。HMT の電源がオンになり、着用で

きます。スクリーンが見えるはずです。 
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手順 8 - 微調整 
 

わずかな調整を行うには、ディスプレイポッドを傾け

て回転するのが最適な方法です。 
 

 
 

ディスプレイポッドが回転されているのを確認し、画

面の 4 隅が明瞭に見えるようにしてください。HMT

の電源がオンの状態で、ディスプレイポッドが正しく

配置されていれば、HMT の［ホーム］画面がすべて

見えます。 
 
 

 
警告：画面が明瞭に見えない場合は、機器とディスプ

レイセットアップを点検し、ストラップやヘッドウェ

アがしっかり合っているか、またディスプレイが利き

目用に正しくセットアップされているか再確認してく

ださい。 

 
 

手順 9 - カメラの微調整 
 

 
 
カメラを使用する際は、最終調整を行って、カメラの

視界が前向きで遮るものがないことを確認する必要が

あります。 
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ウェブブラウザから HMT を遠隔設定する 
 

ウェブブラウザから設定用の QR コードを生成する 
 
設定アプリ（マイプログラムにあります）によって、言語、タイムゾーン、時間、Wi-Fi 接続のセットアップ情報を

含んだ QR コードをスキャンします。 どなたでもウェブページから QR コードを生成できます。  
 

機器をセットアップするには、次の手続きを完了してください： 
 

1. お使いのコンピュータの Web ブラウザを開きます。 

2. realwear.setupmyhmt.com または http://www.realwear.com/configure を参照してください 

3. ページにある'設定'ボタンをクリックし、'初期セット

アップ'をクリックします。(注記：トップナビゲーシ

ョンバーにある'設定'リンクをクリックすることもで

きます。）  

4. 使用したい言語を選択して'次'をクリックします。ま

ずは世界地域を選択する必要があり、その後タイムゾ

ーンを選択します。  

5. '自動設定'のチェックボックスは、コンピュータや電

話からのデータによって最初はチェックされていま

す。 違う設定をしたい場合は、ボックスのチェックを

外して、必要なデータに変更します。  

6. 日付と時間を設定したら、'次'をクリックします。 

• オプション：Wi-Fi アクセスポイントの名前（ま

たは SSID）とパスワードを入力して、HMT の 

Wi-Fi ネットワークをセットアップします。注

記：ほとんどの単純な WiFi ネットワークは、

WPA/WPA2 PSK セキュリティを使用しています。  

7. 'コードを生成します'をクリックします。QR コードがコンピュータ画面に表示されます。 

8. HMT で設定アプリを開きます。 "ホーム画面に戻る"、次に"マイ・プログラム"、そして"設定コード"と伝えま

す。機器がビープ音を鳴らします。  

9. QR コードがディスプレイ上のターゲットアウトラインの中に入るように HMT カメラを向けて、QR コードをス

キャンします。 

10. QR コードがスキャンされると発信音が鳴り、前の画面に戻ります。 

 
 

App Store と Google Play でダウンロードできる RealWear Companion アプリを使用して、前述の手順を実行するこ

ともできます。 
 

注記：HMT を初めて電源オンにする場合、遠隔設定画面が表示されます。遠隔設定をスキップして後で実行するに

は、［操作］ボタンを押します。 "ホーム画面に戻る" > "マイ・プログラム" > "設定コード"と伝えることで、いつで

も設定アプリに戻れます。  

http://realwear.setupmyhmt.com/
http://www.realwear.com/configure


 

 

 
realwear.com 29 

利き目を決定 
 

利き目とは一方の目が他方の目に優先して視覚入力を受信する目です。 利き目でディスプレイを見ることが最も好

ましいです。 
 

利き目は利き手と関係がありません。 
 

利き目の確認方法は以下のとおりです。 

1. 腕を伸ばした状態で、両手で三角形を作ります。 
 

 
 

2. 両目を開けて、三角形の中心にある遠方の物体に集中します（電球やドアノブなど）。 

3. 三角形の中心にある物体に集中しながら、頭と両手を静止した状態で、右目を閉じます。  

4. 物体がそのまま三角形の中にある場合、左目が利き目です。  

5. 三角形の中心にある物体に集中しながら、頭と両手を静止した状態で、 

左目を閉じます。  

6. 物体がそのまま三角形の中にある場合、右目が利き目です。 

 
7. どちらの目で見ても物体が三角形の中にある場合、利き目はありません。 
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HMT デバイス搭載ヘッドウェア 
 

（各モデルの在庫の有無は、RealWear のウェブサイ

トをチェックしてください。） 
 

HMT 機器は通常リムーバブル・ヘッドストラップが

装備されています。 
 

 
 
 

HMT 機器は PPE を順守しており、いくつか他の方法

で取り付けることが可能で、安定性、快適さや安全性

を高めることができます。 
 

安全帽やオプションのアクセサリクリップと装着。 
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ヘッドウェア 続き 
 

HMT-1Z1 は、トリバンドストラップを使用して取り

付けることができます。 
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安全帽を着用して、HMT を使用する 
 

shop.realwear.com にて安全帽クリップをご購入ください。 
 

   
 
 

1. 安全帽クリップを HMT バンドに引っ掛けてはめ込みます。 

2. クリップを安全帽アクセサリスロットに挿入します。HMT バンドは、 

安全帽のハーネスの外側にある必要があります。  

3. 安全帽を着用してみて、必要な場合は、安全で快適になるまでバンドを締め付けます。 

4. HMT を安全帽から取り外すには、クリップフィンガーをつまみ、クリップを安全帽スロットから押し出し

ます。 
 
 

安全帽なしで HMT を使用する 
 

 
 

後頭部パッドの装着 
 

後頭部パッドを HMT の後頭部バンドにはめ込みま

す。後頭部パッドの開口部を HMT の後頭部バンドの

ペグに合わせてはめ込みます。 

 
ヘッドストラップの装着 
 

図のように、ストラップの端を HMT の両側の内側ス

ロットに挿入します。端を折り返し、 ベルクロパッ

チを使用して固定します。 

 
 

眼保護具とともに HMT を着用する 
 

眼鏡をかけてコンピュータを操作する、あるいは作業で眼保護具を使用する場合、HMT の使用中は同じ眼鏡または

眼保護具を着用してください。HMT は、眼鏡や眼保護具の着用にかかわらず操作できるようになっていますが、

RealWear では、HMT の使用中は眼保護具の着用をお勧めします。   

http://shop.realwear.com/
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HMT-1Z1 充電の基礎 
 

HMT-1Z1 直接充電 
 

バッテリーを充電する： 
 

1. マイクロ USB 充電ケーブルを、ゴムカバーの下に位置するマイクロ USB ポートに図のように接続します。 
 
 
 
 

2 .  充電ケーブルを壁充電器に接続

します。  

3 .  壁充電器をコンセントに差し込

みます。  
 
 
 
 
 
 
 
 

赤色はバッテリーの残量が非常に少ないか完全放電であることを

意味します。 

黄色はバッテリーが 100%未満で充電中を意味します。  

緑色はバッテリーが満充電であることを意味します。 
 
 

警告：付属の充電器のみ使用してください 
 

HMT-1Z1 に付属している USB ケーブルは、データ転送および充

電用の特別なマイクロ USB ケーブルです。HMT-1Z1 の安全回路

を電力サージから保護する安全ボックスが含まれています。サー

ジは HMT-1Z1 を損傷することができます。HMT-1Z1 をコンピュ

ータ、壁面充電器、車の充電器、および本質安全と認定または承

認されていないその他の電源に接続すると、サージが発生する可

能性があります。本ケーブルは、HMT-1Z1 を充電し、HMT-1Z1 と

の間でファイルを移動するのに認可された唯一のケーブルです。 
 
 
 

バッテリーアイコンが一杯になって、充電

状態を表示します。 
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リリース 10 で HMT を設定する 
 

設定 
 

マイプログラムから設定にアクセスできます。マイプログラムに行き、"設定"と伝えます。 
 

  

 

"下へスクロール"してその他のオプションを見ます。 

 
 
 

設定から重要なシステムレベルのコントロールや機能にアクセスできます。次の各設定オプションは、対応するコマ

ンドを声で伝えて選択することができます。 
 

• ネットワークとインターネット 

• 接続済みの端末 

• アプリと通知 

• 電池 

• ディスプレイ 

• 音 

• ストレージ 

• セキュリティと現在地情報 

• ユーザーとアカウント 

• ユーザー補助 

• RealWear 

• システム  
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HMT 設定 続き 
 

スクリーンロックをセットアップ 
 

Android のスクリーンロック機能によって、HMT 機

器を未承認アクセスから保護します。スクリーンロッ

クをセットアップするには、以下の手順で行ってくだ

さい： 
 

手順 1: 

次の 2 つの方法のうち 1 つで設定を入力します。 "

コントロールパネル"、次に"その他の設定"と伝え

ます。 または、"ホーム画面に戻る"、次に"マイ・

プログラム"、そして"設定"と伝えます。 
 

 
 

手順 2："下へスクロール"、次に"セキュリテイと現在

地情報"と伝えます。  
 

 
 

（注記：再起動の後、設定ページは最後に訪れた位置

にスクロールされます。 つまり設定ページのトップ

までスクロールされることはありません。 ここにあ

る指示は、ページのトップから開始することを前提と

しています。） 
 

手順 3："画面ロック"と伝えるか、"項目 %d を選択"コ

マンドを使って選択します。 上記の画面では、正し

いコマンドは"項目 3 を選択"です。 
 

 
 

手順 4："PIN"という言葉を伝えます。 
 

 
 

手順 5：選択したい番号がフレームに出てくるまで頭

を左か右に動かします。 "セレクト"と伝えて、その番

号を入力します。  
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手順 6：必要な PIN の配列入力を繰り返します。 PIN

は 4 桁から 16 桁まで入力可能です。 終了したら、"

次"と伝えます。 
 

 
 

手順 7：確認のため PIN を再入力します。 完了後、"

次"と伝えるか、"キーボードを閉じる"と伝え、その後

"OK"と伝えます。 
 

 
 

手順 8：必要な通知ディスプレイオプションを選択し

ます。この手順によって、機器のロック時、HMT が

［ホーム］画面に通知を表示するか決まります。 
 

全通知を表示するか、または特定の通知を非表示にす

るかを選択することができます。 
 

全通知を隠す選択も可能です。 

デフォルトは"すべての通知内容を表示する"です。 単

に、"すべての通知内容を表示する"、"プライベートな

通知内容を非表示にする"、または"通知をすべて表示

しない"と伝えます。 
 
 

手順 9：完了後、"完了"と伝えます。 
 

 
 

スクリーンロックが有効になっている場合、機器が次

回スリープモードに入った時にロックされます。 電

源ボタンを 1 秒以下押すと、機器をロックできま

す。 または、設定>表示>スリープで選択された一定

期間中に機器がアイドル状態の場合、機器がロックさ

れます。  
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HMT 設定 続き 
 

HMT のロック解除 
 

スクリーンロックが有効になっている場合、機器がス

リープモードから復帰した時や再起動した時に PIN

番号が必要になります。 
 

機器をロック解除するには： 
 

手順 1：電源ボタンを押します。 ロックスクリーン

が表示されたら、“ロック解除する“と伝えます。 

 
 

手順 2：PIN を入力します。頭を左か右に動かして番

号をハイライトします。  
 

 

 

手順 3：ハイライトされたら、"選択する"と伝えて、

番号を入力します。 繰り返してすべての PIN を入力

してください。 
 

 
 
手順 4：完了したら、"コマンドを許可する"と伝えて

機器をロック解除します。 機器は、再起動の場合、

［ホーム］画面に戻り、スリープモードから復帰の場

合は最後に開いていた画面に戻ります。  
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HMT 設定 続き 
 

HMT リリース 10 ワイヤレスアップデート 
 

お持ちの機器は、RealWear による無線（OTA）アッ

プデートをとおしてオペレーティングシステムを最新

版にするよう既に設定されています。 HMT は自動ア

ップデートされませんので、ユーザーがアップデート

を実行する必要があります。  
 

手順 1：HMT の電源をオンにして、Wi-Fi ネットワー

クに接続します。 
 

手順 2：マイプログラムに移動し、"ワイヤレスアッ

プデート"と伝えます。 
 

 
 

手順 3：アップデートがダウンロードされたはずで

す。 ダウンロードされていなければ、“最新バージョ

ンのファイルがあるか確認します“と伝えます。 
 

 
 
 

アップデート済みであれば、メッセージが表示

されます。  
 

アップデートがあれば、パッケージのダウンロードオ

プションが表示されます。 
 

手順 4：“ダウンロード“、あるいは、“項目（項目番号

を後に続ける）を選択“と伝えます。ソフトウェア更

新のダウンロードが開始されます。ダウンロード時間

は、パッケージサイズおよびネットワーク接続によっ

て異なります。 
 

 
 

 
 

ダウンロード容量が大きい場合は、マイクをミュート

にすることをお勧めします。 "マイクをミュート"と伝

えてください。 ダウンロードが完了したら、HMT ハ

ウジングのブームアーム側にある大きくて黒いアクシ

ョンボタンを少しの間押します。 その後、音声コマ

ンドでアップデートをインストールできます。  
 

手順 5：ダウンロードが完了したら、「今すぐインス

トールまたは後でする」オプション表示が出ます。 
 

 
 

手順 6："後で更新する"と伝えると、インストールま

での遅延時間を設定するポップアップが約 15 秒間表

示されます。 
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インストールの遅延時間は 1、4 または 8 時間後の設

定が可能です。遅延時間を所定時間内に設定しない場

合、デフォルトの遅延タイマーは 4 時間後に設定さ

れています。 

 
 

手順 7："今すぐ更新する"と伝えると、HMT ソフトウ

ェアは直ちにアップデートされます。 
 

 

ソフトウェア更新中に注意すべき警告メッ

セージ 
 

「ソフトウェアアップデートを進める前に、以下の警

告メッセージを必ずお読みください」 
 

バッテリーアラート 
「ソフトウェア更新中は HMT を使用しないことをお

勧めします。また、バッテリーが 30％以上充電され

ていることを確認してください。」 
 

ソフトウェア更新に関する警告 
「ソフトウェアアップデートが開始されると、以下の

警告が表示されます。」 
 

 
 

"OK"と伝えてアップデートを開始します。 
 

 
 
HMT はアップデート完了後、自動的に再起動し

ます。  
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HMT 設定 続き 

 

HMT インターフェイス言語を選択する 
 

HMT は以下の言語に対応します： 
 

1. 英語（米国） 

2. フランス語 

3. ドイツ語 

4. イタリア語 

5. 日本語 

6. 韓国語 

7. 北京語 

8. ポーランド語 

9. ポルトガル語（ブラジル） 

10. ロシア語 

11. スペイン語 

12. タイ語 
 

ユーザーインターフェイス言語を選択： 
 
手順 1：ブームアーム側のハウジングにある大きくて黒いアクションボタンを長押しします。 
 

手順 2：対応言語すべてが、それぞれの国旗とともにプレビューとして表示されます。 
 

 
 

機器が言語リストを自動的にスクロールしながら、1 度に 1 言語を約 2 秒ずつハイライトします。 
 

手順 3：必要な言語がハイライトされた時にアクションボタンを放すと、機器は直ちに再設定され、その言語だけで

コマンドを表示します。 
  



 

 

 
realwear.com 41 

HMT MicroSD カード 
 

MicroSD カードを指定のスロットに差し込み、メディアファイルやドキュメントを保存することができます。 
 

 
 

部品名  操作  

1 MicroSD カードスロットドア  MicroSD カードスロットをカバーします。このドアを開き、micro SD カ

ードを差し込んだり、取り出したりします。  

2 MicroSD カードスロットを開

けるためのネジ  

MicroSD カードスロットドアを持ちます。#00 プラスドライバーを使用

して、ネジを緩めてドアを開きます。  

 

MicroSD カードの挿入方法 
 

手順 1：MicroSD カードスロットドアのネジを緩め、

エッジ部を引き出して開けます。 

 
 

手順 2：MicroSD カードスロットドアを開けて、親指

を使って開けた状態にします。 
 

 
 

手順 3：金属収納部をロック解除し、フタを開けま

す。 
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手順 4：図のように、MicroSD カードを収納部に差し

込みます。 
 

 
 

手順 5：収納部を閉じて左にスライドさせ、固定

します。 
 

 
 

手順 6：MicroSD カードスロットドアを閉じます。 
 

 
 

手順 7：再びネジを締めてしっかりと固定します。 
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MicroSD カードのセットアップと使用 
 

以下の手順に従って MicroSD カードのセットアップを完了します。 最初のインストール後、カードを初期化する必

要があります。 
 

手順 1："私の通知"と伝えます。 通知の 1 つが、SD 

カードのメッセージであるはずです。 カードが対応

していない、というメッセージが表示されますが、こ

れはただ初期化する必要があるという意味です。 こ

のページにある手順に従って、カードを初期化し、設

定してください。  
 

 
 

手順 2："項目 %d を選択"コマンドを使って通知番号

を選択し、MicroSD カードをセットアップします。 

そして、" OPEN "と伝えます。 
 

 
 

 
 

手順 3："外部ストレージとして使用"と伝えます。 
 
 

手順 4："次へ"と伝えます。 
 

 
 
手順 5："消去してフォーマット"と伝えます。 

MicroSD カード初期化の進捗状況が表示されます。  
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MicroSD カードセットアップ 続き 
 

手順 6：完了後、"完了"と伝えます。 
 

 
 
 

手順 7：これでカードをデフォルトのストレージとし

て使用できます。 "コントロールパネル"と伝えます。 
 

手順 8："その他の設定"と伝えます。 
 
 

 
 

手順 9："下へスクロール"、次に"REALWEAR"と伝え

ます。 
 

 
 

 
 

手順 10："ストレージモード"と伝え、ローカルスト

レージと SD カードを切り替えます。 ストレージモー

ドの切り替えが表示され、「SD カード」と記されて

いれば、SD カードが使用できます。  
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HMT デバイスケア 
 

HMT の電源オフ 
 

RealWear は、HMT 機器を使用しない時は電源を切って、バッテリーの電気を保存し、機器の寿命を確保することを

お勧めします。方法は 2 つあります： 
 

A. ハンズフリー 

1. "コントロールパネル"と伝えます。 

2. "電源オプション"と伝えます。 

3. "パワーダウン"と伝えます。 
 

B. マニュアル 

1. 機器のブームアーム側にある銀色の電源ボタンを 3 秒間長押しします。 

2. 音が聞こえたら、電源ボタンを放します。  

3. シャットダウンスクリーンがさっと表示され、機器が電源オフになります。  
 

HMT の再起動 
 

A. ハンズフリー 

1. "コントロールパネル"と伝えます。 

2. "電源オプション"と伝えます。 

3. "リブート"と伝えます。 
 

B. マニュアル 

1. 機器電源オフの手順に従ってください。 

2. 機器が完全に電源オフになりボタンの点灯が消えたら、電源ボタンを 3 秒間長押しします。機器が再起動

します。  
 

HMT のスリープ／復帰 
 

A. ハンズフリー 

1. "コントロールパネル"と伝えます。 

2. "電源オプション"と伝えます。 

3. "今睡眠"と伝える。 

4. スリープモード中、電源ボタンを 1 回さっと押せば、HMT は復帰します。 
 

B. 手動： 

• 電源ボタンを素早く（1 秒未満）押して放すと、機器はスリープモードに入るか復帰します。 
 
 
 

HMT の保管 
 

HMT-1 と HMT-1Z1 は頑丈に作られていますが、長期間問題なく使用するには： 
 

使用していない時は、機器の電源をオフにするかスリープモードにしてください。 
 
1. HMT 機器は涼しく乾燥した場所で保管してください。 

2. 機器を平らな面に置くか、しっかりと壁にかけてください。 

3. HMT 機器を安全帽またはバンプキャップに取り付けている場合は、必要に応じ接続した状態で保管できます。 
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HMT ケア 続き 
 

HMT 機器のクリーニング 
 

以下の指示に従って、HMT-1 または HMT-1Z1 の様々な箇所を掃除してください。 
 

• HMT は耐水性がありますので、湿らせた布や低刺激の石けんで洗浄するのが適切です。クリーニングの際は、

すべてのカバーがしっかりと固定されていることを確認してください。HTM を絶対に水の中に沈めないでくだ

さい。 

• また、HMT の外側を洗浄・殺菌するのにイソプロピルアルコール・ワイプが使用できます。表面を拭いて乾か

すか、自然乾燥させます。 

• ディスプレイとカメラガラス：標準的なマイクロファイバー布巾を使用して、ガラス部分を拭いてください。ス

クリーンクリーナーを使用すれば、最高に鮮明な画像を見ることができます。 

• 布部分：通常使用では、オーバーヘッドストラップや後頭部パッドはやがて磨耗するので、交換が必要になりま

す。交換用のストラップやパッドは、http://shop.realwear.com でご購入いただけます。アルコールワイプで拭

くことができますが、過度の使用は磨耗を早めます。 

• バッテリー：バッテリーが汚れたら、乾燥した布巾でのみ拭くか、またはアルコールをつけた布巾で拭いてくだ

さい。汚れた場合、必要に応じて、布巾、綿棒、歯ブラシ、アルコールで掃除します。接触面を腐食させないで

ください。バッテリーが全体的に損傷されているように見える場合は、直ちにバッテリーを交換してください。 

• バッテリー：バッテリーはいつも乾いた状態にしてください。過度の湿気にさらされた場合、バッテリーハウジ

ングのインジケータは赤く点灯します。インジケータが赤い場合は、保証が無効になり、直ちにバッテリーを適

切な方法で処分する必要があります。 
 

HMT アクセサリのクリーニング 
 

• 安全帽クリップ：安全帽マウンティングクリップはプラスチック製で、アルコールワイプで拭くか、または水で

洗浄することができます。ヒント：つまようじを使うと届きにくい箇所の汚れを取り除くことができます。 

• トリバンドストラップ：トリバンドストラップはプラスチックと布で作られています。アルコールワイプで拭く

ことができますが、過度の使用は磨耗を早めます。交換用のストラップは、http://shop.realwear.com でご購入

いただけます。 

• 聴覚保護イアバッド：RealWear の聴覚保護イアバッドは、金属製コネクター付きの電子コンポーネントで、バ

ッド自体の洗浄はお勧めしません。乾燥した布巾か軽く湿らせた布巾で磨くだけで十分です。過度の湿気によっ

て、スピーカーに破損が生じる場合があります。 

• 聴覚保護イアバッド用フォームティップ：イアバッド用フォームティップは記憶形状フォームで作られていま

す。乾燥した布巾で拭いてください。過度の湿気によって、フォームに破損が生じる場合があります。フォーム

ティップは消耗品と見なされており、やがて交換が必要になります。 

• 交換用の部品は、http://shop.realwear.com でご購入いただけます。 
 
  

http://shop.realwear.com/
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HMT インタラクションモード 
 

ジェスチャーを使ったコントロール 
 

頭のジェスチャーリストコントロール 
 

インターフェイスには、頭の動きを活用してオプショ

ンをブラウズできるものがあります。 
 

 
マイコントロール インターフェイス例。 
 

ヘッドトラッキング機能を有効にする 
 

スクロールビューがある画面から、"ヘッドトラッキ

ング機能を有効にする"コマンドを伝えることができ

ます。 
 

 
 

  
 
この音声コマンドによって、リストされている設定メ

ニューなどのユーザーインターフェイスを頭の動きで

スクロール可能になり、コマンドに従ってページを上

下にスクロールできます。 

下方を見ると、画面が一度に 1 ページずつスクロー

ルダウンされます。 
 

スクロールを中止するには、頭を水平状態に戻し、 

正面を向くようにします。 

ヘッドジェスチャー機能を中止して、ページアップ／

ダウンコマンドに戻るには、"ヘッドトラッキング機

能を無効にする"と伝えます。 
 
この機能は、リストの終わりに素早くスクロールする

には大変便利です。終わりに来たら、素早く"ヘッド

トラッキング機能を無効にする"と伝えます。
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HMT インタラクション 続き 

 

スピーチキーボード 
 

HMT-1 または HMT-1Z1 を使用してテキストフィールドにテキストを入力する場合、スピーチキーボードがデフォル

トの入力方法になっています。 

テキスト入力画面がフォーカスされたり選択されると、ハンズフリーキーボードが自動的に表示されます。 
 

 
 

スピーチキーボードで様々な入力方法が利用できます： 

• ノーマルエントリーキーボード 

• 安全なエントリーキーボード 

• スキャンコード 

• ディクテーション 
 

ノーマルエントリーキーボード 
文字を音素コマンドで個別に、またはまとめて伝えます。 例えば、一度に 1 文字ずつ入力します。'ROMEO'と伝

え、'R'が入力されたら'ECHO'と伝えます。または、一度のコマンドで必要な数の文字を入力できます。  
 

例：息つぎしないで一息で"ROMEO ECHO ALPHA LIMA WHISKEY ECHO ALPHA ROMEO"と伝えると、テキストフィ

ールドに'realwear'が入力されます。 

テンキーに切り替えるには、"NUMBERS"と伝えます。 

記号キーボードに切り替えるには、"シンボル"と伝えます。 
 

安全なエントリーキーボード 
パスワードフィールドが選択されると、安全なエントリーキーボードが表示されます。 これは音素による音声コマ

ンドが無効になっていることを示し、ユーザーは代わりに左右への頭の動きを使って文字をハイライトします。 そ

して、ユーザーは"セレクト"と伝えて選択を実行します。  
 

スキャンコード 
"スキャンコード"と伝えると、バーコード・リーダーが開きます。ユーザーは携帯電話の RealWear Companion アプ

リを使用して、遠隔キーボード入力用の QR コードをスキャンできます。この機能は、パスワードや長列のテキスト

入力に便利です。 RealWear Companion アプリを開き、'遠隔キーボード'を選択し、テキストを入力したら QR コー

ドをタップします。 HMT キーボードから"スキャンコード"と伝えます。そして、スマートフォンの画面に表示され

る QR コードをスキャンします。 "その他のオプション"と伝えて、"スキャンコード"オプションにアクセスすること

ができます。 
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スピーチキーボード 続き 
 
ディクテーション 
音声からテキスト入力するには、"音声入力をする"と伝えます。直ちに自由に話してください。 全言語のディクテー

ションはクラウドベースなので、インターネット接続が必要となります。 言語によっては、ローカルディクテーシ

ョンも対応できます。 "その他のオプション"と伝えて、"音声入力をする"オプションにアクセスすることもできま

す。 詳細情報は、www.realwear.com/support を参照してください。  
 

注記：キーボードが隠れてしまったり、偶然閉じてしまった場合は、"項目 %d を選択"コマンドを使用し、テキスト

フィールドを再び選択するとスピーチキーボードが表示されます。  

WiFi 認証パスワードを入力する時は、"パスワード"と伝えてスピーチキーボードを有効にします。 
 

キーボード音声コマンド 
 

音声コマンド  操作  

"安全なエントリー" 安全なエントリーモードに切り替えます 

"ノーマルエントリー" ノーマルエントリーモードに切り替えます 

"スキャンコード"   ユーザーがテキスト入力用 QR コードをスキャンできます。 

明瞭なスキャンをするためのズームレベルを設定するには、“ズームレベル 1-5”と伝え

ます。例えば、ズームレベルを 3 に設定するには、“ズームレベル 3”と伝えます。  

“音声入力をする”  ディクテーションを有効にすると、ユーザーは音声認識でテキスト入力ができます。  

"NUMBERS" テンキーに切り替えます 

"シンボル" 記号キーボードに切り替えます 

"文字" 文字キーボードに切り替えます 

“コマンドを許可する”  入力された情報を承認し、次の続き画面に移動します  

“スペースキー”  スペースを 1 つ挿入します  

“バックスペース”  最後の文字を削除します。  

“クリアテキスト”  入力ボックスのテキストを消去します。  

“キャップスロック”  大文字と小文字を切り替えます 

"より多くのオプション" “ノーマルエントリー”／“安全なエントリー”、“音声入力をする”、“スキャンコード”コマ

ンドを表示します 

"キーボードを閉じる" スピーチキーボードを閉じます 

“ヘルプを表示”  現在の画面に関連したコマンドのヘルプが、ポップアップウインドウで表示されます。 

 
  

http://www.realwear.com/support
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HMT インタラクション 続き 
 

音声コントロール 
 

WearHF™ の導入 
WearHF™ は、RealWear HMT をハンズフリー機器として使用できるようにする革新的なソフトウェアソリューショ

ンです。 

使用方法は簡単で、直截的機能が搭載されています。  
 

音声認識 — 眼で見たものを口で伝える 
HMT 機器 は音声認識で作動します。画面上のコントロールボタンを押したり、タップしたりするのではなく、ただ

各コントロール部の名称を声で伝えるだけです。 HMT 機器は高度ノイズキャンセリングと音声認識に関する最新テ

クノロジーを活用し、もっとも劣悪な雑音環境でも操作できます。各種言語や方言を認識でき、低い声で話してもコ

マンドを検知できます。 
 

各画面に関連するコマンドはすべて、画面に分かりやすく通常は大文字で表示されます。コントロールの名称をどれ

か声で伝えると、機器を操作できます。例えば、［ホーム］画面には"マイ・プログラム"または"マイ・ファイル"な

どの大きなアイコンがあり、それぞれ特徴的な名称が付いています。これらのアプリケーションにアクセスするに

は、アプリケーション名を声で伝えると、対応する画面が起動します。 
 

 
 

いつでもヘルプにアクセス 
“ヘルプを表示”コマンドで、特定画面と関連したコマンドに関するヘルプ情報にアクセスできます。“ヘルプを表示

“コマンドがすべての画面に表示されます。ヘルプ画面がポップアップウインドウで表示されます。必要なコマンド

を伝えるか、"ヘルプを隠す”と伝えて、ポップアップウィンドウを閉じます。 ヘルプウィンドウが閉じた後でも、

HMT はコマンドを聞き取り、反応します。  
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音声 続き 
 
代替音声認識 
 

画面のコントロールに名称が付いていないものがとき

どきあります。ラベルのないスクロールボタン、また

は 3454-x.pdf. など発音できないファイル名の付いた

ファイルなどがその例です。 WearHF™ は自動的に、

代替の音声コマンドを提案し、番号を割り当てます。

この番号は、画面の各コントロールの横に表示されま

す。その画面の特定のコントロール番号を呼び出すに

は、“ヘルプを表示”と伝えます。特定のコントロール

を選択するには、割り当てられた番号を使用します。

例えば、“項目 1 を選択”と伝えて、番号 1 が割り当て

られた項目を選択します。 
 

コマンド番号の中には“ヘルプを表示”コマンドによっ

て隠されてしまうものがあります。これは、コマンド

ラベル・ポップアップと代替音声コマンド番号の両方

が呼び出されてしまうためです。 "ヘルプを隠す”と伝

えると、一瞬画面にコマンド番号が残りますが、これ

はポップアップウィンドウの背後にある項目を見るた

めに起こります。  
 

 
 

マイクをミュートにする 
音声認識を停止するには、“マイクをミュート”と伝え

ます。マイクがミュートになっている間、本機器が音

声コマンドに応答することはなく、赤色の警告記号が

画面に表示されます。 
 

音声認識を再起動するには、本機器側面のアクション

ボタンを 1 回タップします。アクションボタンは、

電源ボタンのすぐ前にあります。 

 

 
 

スクロールアップとダウン 
スクロールビューがある画面上で、以下の音声コマン

ドを使用してスクロールできます。 
 

音声コマンド  操作  

“上へスクロール” 1 ページ上に移動します。  

“下へスクロール” 1 ページ下に移動します。  

“左へスクロール”  1 ページ左に移動します。  

“右へスクロール”  1 ページ右に移動します。  

“ヘルプを表示”  現在の画面に関連したコマ

ンドのヘルプが、ポップア

ップウインドウで表示され

ます。  

 

例えば、設定ページでは、音声コマンド“下へスクロ

ール”を使用してスクロールダウン、“上へスクロー

ル”でスクロールアップすることができます。 
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HMT リリース 10 ソフトウェア概要 
 

［ホーム］画面 
 

［ホーム］画面は、HMT 機器の主なユーザーインターフェイス表示やダッシュボードであり、HMT 電源がオンにな

った際にスタートする場所です。 
 

［ホーム］画面によって、HMT ユーザーは、ファイル、主なアプリケーションに素早くアクセスできると同時に、

時刻、日付、WiFi やバッテリー残量など役立つ情報を見ることができます。 
 

見えるものを口で伝えて、ホーム表示から直接主なアプリケーションにジャンプできます。アプリケーションを起動

するには、対応するコマンドを伝えます： 
 

  
"マイ・プログラム" 
 
 
 

 "マイ・カメラ" 
  

 
 

"マイ・ファイル" 
 

 
 

ヒント： 

• グローバルな音声コマンド"ホーム画面に戻る"を使用すれば、いつでも素早くホームに戻れます。  

• アクションボタンを 1 回タップすれば、必要な時に［ホーム］画面に戻れます。 

• 注記：組織によっては、［ホーム］画面が調整され、いくつかのローンチアイコンが追加されたり外されて

いる場合があります。  
 

 
HMT ［ホーム］画面 
 

［ホーム］画面にアクセスする 
システム内のどこからでも［ホーム］画面にアクセスするには、“ホーム画面に戻る”と伝えます。 
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ホーム 続き 
 

コントロールボタン 

［ホーム］画面に表示された以下のコントロールを起動すると、各種アプリケーションにアクセスすることが

できます。 
 

音声コマンド  操作  

“マイ・プログラム”  アプリケーションランチャーを起動すると、機器にインストールされたすべてのア

プリケーションを表示したり、そこにアクセスしたりできます。  

“マイ・カメラ”  カメラを起動します。  

“マイ・ファイル”  ファイルマネージャを起動すると、ドキュメント、ビデオ、写真やその他ファイル

に簡単にアクセスできます。 

"ヘルプを表示" ヘルプパネルが開きます。 

"コントロールパネル" コントロールパネルを起動して、よく使用される設定に簡単にアクセスできます。 

"私の通知" 最近の通知を起動して表示します。 

 

ヘルプパネルが開いたホーム表示 
 

 
 

ヘルプパネルが開いたら、"ヘルプを隠す"と伝えて隠します。 
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ソフトウェア概要 続き 

 

マイプログラム 
 
 

 
 

マイプログラムによって、HMT ユーザーはインスト

ール済みアプリケーションにアクセスできます。  
 

デフォルトのアプリケーション： 

• デバイスについて 

• バーコード・リーダー 

• 設定コード 

• ダウンロード 

• マイカメラ 

• マイコントロール 

• マイファイル 

• 設定 

• ワイヤレスアップデート 
 

マイプログラムユーザーインターフェイス表示。 
 

 
 

アプリケーションアイコンが十分に見えなくても、ア

イコンの下に記されているアプリケーション名を伝え

るだけで、アプリケーションを起動することができま

す。例えば、カメラを起動するには、“マイ・カメラ”

と伝えます。  
 

アプリケーションに関連する番号を伝えてアプリケー

ションを起動することもできます。例えば、項目番号

8 のアプリケーションを起動するには、“項目 8 を選

択”と伝えてください。画面にはアプリケーションを

最大 10 個まで表示できます。スクロールして他のア

プリケーションを表示するには、頭を左または右に動

かします。 
 

コンテキスト音声コマンドを表示するには、"ヘルプ

を表示"と伝えます。 
 

 
 

“ヘルプを隠す”と伝えてヘルプメニューを停止するま

で作動します。 
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ソフトウェア概要 続き 
 

最近使用したアプリケーション 
 

最近使用したアプリケーションをブラウズするには、どの画面からでも"起動中のアプリ"と伝えます。 

しばらくすると、それぞれ開いているアプリケーションの右上端に番号が表示されます。 
 
 

  
 
 

開いているアプリケーションをスクロールするには、“下へスクロール”と“上へスクロール”コマンドを使用します。 
 

アプリケーション名を伝えてアプリケーションを開けるか、右上端の番号を参照して、"項目 %d を選択"を使

用します。 
 

リストからアプリケーションを外すには、"アイテム%d を閉じる"と伝え、またはすべてを外す場合、"すべてを終了

する"と伝えます。 
 

最近使用したアプリケーション 音声コマンド 
 

音声コマンド  操作  

“起動中のアプリ”  バックグラウンドで動作しているすべてのアプリケーションのリスト

が、各アプリケーションと関連した項目番号と合わせて表示されます。  

“上へスクロール”  最近使用したアプリケーションリストの前ページにスクロールします。  

“下へスクロール”  最近使用したアプリケーションリストの次ページにスクロールします。  

“項目 1 を選択”、“項目 2 を選択”、 

“項目 3 を選択”など  

指定した項目番号に関連したアプリケーションを開きます。  

“アイテム 1 を閉じる”“アイテム 2

を閉じる”“アイテム 3 を閉じる” 

指定した項目番号に関連したアプリケーションを停止します。  

例えば、項目番号 5 に関連したアプリケーションを停止するには、“アイ

テム 5 を閉じる”と伝えます。  

"すべてを終了する" 実行されているアプリケーションをすべて停止します。 

“ヘルプを表示”  他のコマンドが表示されます。 
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ソフトウェア概要 続き 
 

マイファイル 
 

 
 

マイファイルアプリケーションを使用して、機器に保存した、あるいはインストールした MicroSD カードに保存さ

れたドキュメント、写真およびビデオファイルを表示することができます。 

［ホーム］画面またはマイプログラムからマイファイルを起動します。 
 

マイファイル画面は以下のフォルダーセットを表示します： 
 

 

“マイ・メディア” 
 
 

“マイ・フォト” 
 
 

“マイ・ドキュメント” 
 

 
 

 
マイファイル画面 
 

マイファイル表示が出たら、“より多くのオプション”と伝えてオプションパネルを開け、スキャンブックマークツー

ルにアクセスします。 
 

 
 

最近開けたすべてのファイルへの参照のために、マイファイルから"最近使用したファイル"と伝えます。 
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マイファイル 続き 
 

マイフォト 
 

 
 

マイフォトでは、すべての静止画像ファイルが対応フ

ォーマット別に整理され、各フォルダーに収められて

います。デフォルトでは、カメラというフォルダーが

表示されます。 そのフォルダーには、HMT カメラア

プリでキャプチャされた画像が入っています。 
 

 
 

マイファイル表示からマイフォトを開けます。 
 

 
 

 
 
 

"より多くのオプション"コマンドによって、写真ファ

イル管理に役立つ整理機能にアクセスできます。マイ

フォト表示からオプションパネルを開けます。 
 

 
 

カメラフォルダーには写真ファイルのリストが含まれ

ています。左または右を見て画像をブラウズし、"項

目 %d を選択"コマンドを使って選択しファイルを開

けます。 
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マイファイル 続き 
 

マイメディア 
 

 
 

カメラフォルダーには HMT で撮影したビデオファイ

ルリストが含まれています。 
 

 
 

 
 

 
 
 

マイドキュメント 
 

 
 

 
 

ファイルブラウザ機能にアクセスする 
 

音声コマンド  操作  

“マイ・メディア”  ビデオフォルダに保存したフ

ァイルと、HMT カメラを使

用して録画し、DCIM フォル

ダに保存したビデオが表示さ

れます。  

対応ファイルフォーマット

は、MP3、WAV、AVI、

MP4、WEBM です。  

“マイ・ドキュメ

ント”  

ドキュメントフォルダに保存

されたファイルが表示されま

す。  

対応ファイルフォーマットは

PDF です。  

“マイ・フォト” フォトフォルダーに保存した

ファイルと HMT カメラでキ

ャプチャした静止画像が表示

されます。 

“最近使用したフ

ァイル” 

最近使用したファイルを表示

します。 

“1レベル戻る” フォルダー構造にある前のフ

ォルダーに戻ります。 

“ヘルプを表示”  他のコマンドが表示されま

す。 

"より多くのオプ

ション" 

コンテキストオプションの各

表示を表示します。 
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マイファイル 続き 
 

マイドキュメント 
 

  
 

マイドキュメント  
 

  
 

マイフォト 
 

PDF ファイルと画像ファイルとをドキュメントビュ

ーアを使用して、ハンズフリーコントロールで開くこ

とができます。 

PDF または画像ファイルをマイドキュメントまたは

マイフォトから選択すると、ドキュメントビューアア

プリで開かれます。  
 

"項目 %d を選択"コマンドを使用するか、ファイルの

拡張子名以外のドキュメント名を伝えて、ファイルを

開けます。 
 

 
 

 
 

ズームとパン撮り 
 

ズームインするには、“ズーム レベル 2”、あるいは 1

から 5 までのレベル数を伝えます。 "ズームレベル 5"

で一番接近します。 ドキュメントがレベル 1 を超え

たレベルでズームインされたら、頭を動かしてそのド

キュメントの色々なエリアを見ることができます。 

画面の左上端に小さいサムネイルと今の見えている状

態を示す紫色の長方形が表示されます。 
  

 
 

ドキュメントの位置をロックしたい場合は、"表示位

置の固定"と伝えます。 その後、表示がフリーズされ

ている状態で頭を動かすことができます。  
 

パン撮りに戻るには、"コントロールウィンドウ"と伝

えます。  

フリーズしていても、表示をズームイン、ズームアウ

トすることが可能です。 

ウィンドウのズームされた箇所から中心に戻るには、

"リセットウィンドウ"と伝えます。  
 

ドキュメントビューア機能 
 

音声コマンド  操作  

“ズーム レベル 
1-5"  

レベルを特定値 — 1 ～ 5 に設定して

ドキュメントの表示サイズを拡大し

ます。 

“表示位置の

固定”  

ドキュメントが頭の動きに反応してス

クロールするのを防ぎます。  

“コントロール

ウィンドウ”  

ドキュメントの凍結を解除し、頭の動

きに反応してドキュメントがスクロー

ルできるようにします。 

"リセットウィ

ンドウ" 

ウィンドウのズームされた箇所から原

寸の画像やドキュメントの中心に戻り

ます。 

"前を表示" 前のドキュメントに戻ります。 

"次を見る" 次のドキュメントに移ります。 
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マイドキュメント 続き 
 

複数ページのドキュメントを表示 
 

 
 

複数ページのドキュメントを表示するには、以下

のナビゲーションコントロールを使用する必要が

あります。 
 

音声コマンド  操作  

“ページ 1 に移動"、 

“ページ 2 に移動"、 

“ページ 3 に移動"など 

指定したページにスクロールしま

す。  

例えば、5 ページに移動するには、

“ページ 5 に移動”と伝えます。  

“次のページ" 

"前のページ"  

次/前のページにスクロールしま

す。  

"ブックマーク" 開いているドキュメントについて、

現在機器に保存されているブックマ

ークが表示されます。  

"ヘルプを表示" 他のコマンドが表示されます。  
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ソフトウェア概要 続き 

 

メディアプレーヤー 
 

 
 

マイメディア 
 

マイメディアからオーディオまたはビデオファイルを

選択すると、メディアプレーヤーで再生されます。 
 
カメラフォルダーに移動し、HMT を使用してキャプ

チャしたファイルを表示したり開いたりできます。 
 

 
 

“項目 %d を選択”コマンドを使用してファイルを選択

します。 例えば、3 番目の項目を選択するには、“項

目 3 を選択”と伝えます。 
 
メディアプレーヤーでビデオファイルを再生する：

 
 
ビデオプレイバックのメディアプレーヤーコマンド: 
 

音声コマンド  操作  

"ビデオ転送" ビデオを 30 秒ごとに早送りし

ます。 

"ビデオ巻き戻し" ビデオを 30 秒ごとに巻き戻し

ます。 

"ビデオ停止" ビデオを停止して、マイメデ

ィア画面に移動します。 

"ビデオ一時停止" 再生中にビデオを一時停止し

ます。  

"ビデオ再生" 一時停止したビデオを再生し

ます。 

"音量 1 から 10

を選択する” 

本機器のデフォルトのボリュ

ームを指定値に設定します。

例えば、音量を 3 に設定する

には、“音量 3”と伝えます。  

"ヘルプを表示" 他のコマンドが表示され

ます。   
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メディアプレーヤー 続き 
 

メディアプレーヤーでオーディオファイルを再生

する：  
 

 
 

 
 

オーディオプレイバックのメディアプレーヤーコ

マンド:  
 

音声コマンド  操作  

"オーディオ転送" オーディオを 30 秒ごとに早送

りします。 

"オーディオ巻き戻し" オーディオを 30 秒ごとに巻き

戻します。 

"オーディオ停止" オーディオを停止し、マイメデ

ィア画面に移動します。  

"オーディオ一時停止" 再生中、オーディオを一時停止

します。  

"オーディオ再生" 一時停止したオーディオを再生

します。 

"音量 1 から 10 を選択

する” 

本機器のデフォルトのボリュー

ムを指定値に設定します。例え

ば、音量を 3 に設定するには、

“音量 3”と伝えます。  

"ヘルプを表示" 他のコマンドが表示されます。 
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ソフトウェア概要 続き 
 

ファイルをファイルマネー

ジャから削除する 
 
ファイルをマイメディア、マイドキュメントまたはマ

イフォトフォルダーから削除することができます。 
 

1 つ以上のファイルを削除するには、 

手順 1：マイメディア/マイドキュメント/マイフォト

フォルダーに移動します。 
 

 
 

手順 2："より多くのオプション"と伝えます。 
 

 
 

手順 3：“編集モード”と伝えます。1 つ以上のファイ

ルを選択するオプション付き［編集］画面が表示され

ます。 
 

 
 

手順 4：特定のファイルを選択するには、割り当てら

れた番号を使用する必要があります。例えば、“項目 

3 を選択”と伝えて 3 番目のファイルを選択するか、

または“項目 5 を選択”と伝えて、5 番目のファイルを

選択することができます。 
 

 
 

手順 5：必要に応じて繰り返し複数のファイルを選択

します。 
 
 

手順 6：すべてのファイルを選択するには、"すべて

の項目を選択"と伝えます。 
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ファイルを削除 続き 
 

手順 7：選択したファイルを削除するには、“削除す

る”そして“選択した項目を削除”と伝えます。 
 
 

 
 

手順 6：削除をキャンセルしてファイルを保持するに

は、“キャンセル”と伝えます。 
 

 
 
オプションコマンドリスト 
 

音声コマンド  操作  

"ファイルを並べ

替える" 

ファイル分類サブメニューが

開きます。 

“編集モード” ファイル編集サブメニューが

開きます。 

 

マイドキュメント - 編集モードコマンドリスト 
 

音声コマンド  操作  

"より多くのオプション" オプションパネルが開

きます。 

“項目 1 を選択”、“項目 2 

を選択”など 

番号で項目を選択しま

す。 

"すべての項目を選択" すべての項目を選択し

ます。 

“削除する” 選択した項目を削除し

ます。 

"選択した項目を削除” 選択した項目の削除を

確認します。 
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ソフトウェア概要 続き 

 

マイカメラ 
 

 
 
マイカメラは写真とビデオ撮影用のハンズフリーアプ

リケーションです。 
 

［ホーム］画面またはマイプログラム画面から、"マ

イ・カメラ"と伝えてマイカメラを起動させます。 マ

イカメラが起動すると、HMT カメラの光入力のライ

ブビューが HMT ディスプレイポッドに表示されま

す。 
 
 
 

 
 

カメラのヘッドアップ・ディスプレイは、あらゆる種

類のカメラコントロールや設定を提供します。 
 

• 録画映像 

• 写真を撮る 

• マイファイル 

• 写真プレビュー 

• 露出レベル 

• ズームレベル 

• アスペクト比 

• 画像解像度 

• ビデオ解像度 

• フレームレート 

• 画像安定化 

• マニュアルフォーカス 

• 視野 

• カメラフラッシュ 
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マイカメラ 続き 
 

録画映像 
 

"録画映像"と伝えてビデオ録画を開始します。 
 

 
"録画を停止します"と伝えて、ビデオ録画を停止し

ます。 
 

写真を撮る 
 

"写真を撮る"と伝えて、写真を撮ります。 
 

 
 

マイファイル 
 

"マイ・ファイル"と伝えて、機器に保存したファイル

にアクセスします。 
 

 
 

プレビュー 
 

ビデオや写真がキャプチャされると、表示の真ん中か

ら右上端にプレビューが表示されます 
 

 
 

プレビューパネルの表示中に、"プレビュー"と伝えて

開きます。 
 

写真のプレビュー： 
 

 
ビデオのプレビュー： 
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マイカメラ 続き 
 
露出レベル 
 

多様な環境的状況に、より一層適応させるには、"露

出レベルマイナス 2"と伝えて、露出レベルを直ちに

調整します。 
 

 
 

 
 

ズームレベル 
 
カメラを使用する他のアプリケーション同様、"ズー

ムレベル %d"と伝えてその場で調整します。 
 

 
 

より多くのオプション 
 
"より多くのオプション"と伝えると、微調整や機器適

応に便利な他のカメラ設定が表示されます。 
 

 
 

マイカメラアプリに含まれるその他のオプションは： 

• アスペクト比 

• 視野 

• 画像解像度 

• ビデオ解像度 

• フレームレート 

• 画像安定化 
 

アスペクト比 
 

"アスペクト比"と伝えると、2 つのキャプチャアスペ

クト比設定に切り替えることができます。 
 

 
 

"16×9" または "4×3" と伝えて設定を変更します。 
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マイカメラ 続き 
 
視野 
 

"視野"と伝えると、狭い視野と広い視界に切り替える

ことができます。 
 

 
 

画像解像度 
 

"画像解像度"と伝えると、画像解像度オプションを切

り替えることができます。 
 

 
 

"高い"または"低い"と伝えてモードを切り替えます。 
 
 
 

ビデオ解像度 
 

"ビデオ解像度"と伝えると、ビデオ解像度オプション

を切り替えることができます。 
 

 
 

"高い"または"低い"と伝えてモードを切り替えます。 
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マイカメラ 続き 
 

フレームレート 
 

"フレームレート"と伝えると、ビデオが撮影されるフ

レームレートを切り替えることができます。  
 

 
 

"15"、"25"または"30" と伝えて、必要なフレームレー

トを選択します。 
 
 

画像安定化 
 

"画像安定化"と伝えると、内蔵されたビデオ手ブレ補

正機能をオンやオフにできます。 有効にすると、動

きに対応したよりスムーズなビデオを撮影できます。 
 

 
 
その他のカメラコマンドは、ヘルプパネルを開いて参

照できます。 

 

 

• "マニュアルフォーカス" 

• "フラッシュライト・オン" 

• "フラッシュライト・オフ" 
 

マニュアルフォーカス 
 

"マニュアルフォーカス"と伝えると、マニュアルフォ

ーカスに切り替わります。  
  

 
 

一旦有効になると、"フォーカスポイント 1"から"

フォーカスポイント 9"まで伝えれば、フォーカス

ポイントが設定できます。 例えば、ポイント 6 で

フォーカスしたい場合は、"フォーカスポイント 6"

と伝えます。 
 

 
 

"オートフォーカス"と伝えて、オートフォーカス機能

に戻ります。 
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マイカメラ 続き 
 

フラッシュ・オン / フラッシュ・オフ / フ

ラッシュオート 
 

デフォルトのフラッシュ設定はオフになっています。

フラッシュコマンドは、ヘルプを表示メニューにあり

ます。 

“フラッシュライト・オン”と伝えて、フラッシュをオ

ンにします。オフにするには、“フラッシュライト・

オフ”と伝えます。 

オートフラッシュは、フラッシュが必要か判断するた

めにカメラのライトセンサーを使用します。有効にす

るには、“フラッシュオート”と伝えます。オートフラ

ッシュを停止するには、“フラッシュライト・オン”か

“フラッシュライト・オフ”と伝えます。 
 

音声コマンド  操作  

"録画映像" ビデオの録画を開始し

ます。 

"写真を撮る" 写真をキャプチャしま

す。 

"マイ・ファイル" マイファイルを開きま

す。 

"プレビュー" プレビューサムネイル

が見えると同時に、最

後にキャプチャされた

写真またはビデオが開

きます。  

"露出レベルマイナス 2"、

"露出レベルマイナス 1" 

"露出レベル 0"、 

"露出レベルプラス 1"、 

"露出レベルプラス 2"  

露出レベルを調整しま

す。 露出レベルの変更

結果が直ちに画面に表

示されます。 デフォル

トは、露出レベル 0 で

す。 

"ズームレベル 1"、"ズー

ムレベル 2"、... 、“ズーム

レベル 5" 

ズームレベルを調整し

ます。 

"より多くのオプション" カメラオプションパネ

ルを開きます。 

"マニュアルフォーカス" フォーカスモードをマ

ニュアルに切り替えま

す。 

"オートフォーカス" フォーカスモードを自

動に切り替えます。 

"フラッシュライト・オン" フラッシュをオンにし

ます。 

"フラッシュライト・オフ" フラッシュをオフにし

ます。 

マイカメラオプションメニューから 
 

音声コマンド  操作  

"アスペクト比" アスペクト比のために設定サブ

メニューを開きます。 

"視野" 視野のために設定サブメニュー

を開きます。 

"画像解像度" 画像解像度のために設定サブメ

ニューを開きます。 

"ビデオ解像度" ビデオ解像度のために設定サブ

メニューを開きます。 

"フレームレート" フレームレートのために設定サ

ブメニューを開きます。 

"画像安定化" ビデオ安定化のために設定サブ

メニューを開きます。 
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ソフトウェア概要 続き 

 

マイコントロール 
 

 
 

コントロールパネルはどの画面からもアクセスできま

す。コントロールパネルにアクセスするには、"コン

トロールパネル"と伝えます。  
 

マイコントロールは、音声コントロールと頭の動きの

組み合わせによって設計されています。  
 
 
 

頭を左か右に向けることによって、よく使われるコン

トロールのリストをブラウズし、調整したい項目名を

伝えます。 
 

項目は有効であり、表示エリアに見えなくても選択さ

れている可能性があります。 
 

マイコントロールは、以下の機器レベルコントロール

を提供します： 
 

  
マウス 
 

  
自動回転 
 

  
電源オプション 
 

  
ブルートゥース 
 

  
無線ネットワーク 
 

  
懐中電灯 
 

  
明るさ 
 

  
ボリューム 
 

  
マイクロフォン 
 

  
カラーモード 
 

  
音声入力をする 
 

 
 ヘルプコマンド 
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マイコントロール 続き 
 

  
マウス 
 

"マウス"と伝えて、頭の動きに反応するマウスをオン

またはオフに切り替えます。 有効になったら、"クリ

ックする"コマンドを使用して選択します。 
 
 

 
 

 
 

  
自動回転 
 

"自動回転"と伝えて、画面回転をオンかオフに切り替

えます。 
 

 
 

  
電源オプション 
 

"電源オプション"と伝えると、"パワーダウン"、"リブ

ート"、"今睡眠"、"ホットスワップ"などのパワーマネ

ジメントオプションにアクセスできます。 

注意：ホットスワップ機能は HMT-1 にのみ付いてい

ます。HMT-1Z1 の具体的な情報については、電源オ

プションのセクションをご参照ください。 
 

 
 

 
ブルートゥース 
 

"ブルートゥース"と伝えると、Bluetooth を"有効にす

る"または"無効にする"ことができ、同時に"Bluetooth

設定"にアクセスして、外部の Bluetooth 搭載機器と

ペアリングできます。 
 

 
 

  
無線ネットワーク 
 

"無線ネットワーク"と伝えると、Wi-Fi を"有効にする"

または"無効にする"ことができ、同時に"ワイヤレスネ

ットワークの設定"にアクセスして Wi-Fi ネットワー

クに接続することができます。 
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マイコントロール 続き 
 

  
懐中電灯 
 

"懐中電灯"と伝えると、内蔵フラッシュライトをオン

かオフに切り替えることができます。 
 

 
 

  
明るさ 
 
"明るさ"と伝えると、システムの明度設定を変更でき

ます。 "レベル 1-10 を設定"と伝えて、明度設定を変

更します。 
 

 
 

  
ボリューム 
 

"ボリューム"と伝えると、システムのボリューム設定

を変更できます。 "レベル 1-10 を設定"と伝えて、ボ

リューム設定を変更します。 
 

 
  

マイク 
 

"マイクロフォン"と伝えて、オートミュート機能をオ

ンかオフに切り替えます。 有効になると、機器が 30

秒間動きを感知されずアイドル状態にあった場合、機

器は音声コマンドを聞き取ることを停止します。 
 

 
 

  
カラーモード 
 

"カラーモード"と伝えて、明暗モードを切り替えま

す。 
 

 
 

  
音声入力をする 
 

"音声入力をする"と伝えて、ローカル型ディクテーシ

ョンかクラウドベースディクテーションに切り替えま

す。 ローカル型ディクテーションはすべてのシステ

ム言語に対応していないので、Wi-Fi 接続が必要とな

ります。 
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ヘルプコマンド 
 

"ヘルプコマンド"と伝えて、デフォルトで多くの画面

に出る"ヘルプを表示"をオンとオフに切り替えます。 

無効になっても、グローバルな"ヘルプを表示"コマン

ドは作動しており使用可能です。 
 

 
 

マイコントロール コマンドリスト 
 

音声コマンド 操作 

"マウス" 頭の動きに反応するマウスを

オンまたはオフに切り替えま

す。 

"自動回転" 画面回転をオンかオフに切り

替えます。 

"電源オプション" パワーマネジメントオプショ

ンにアクセスできます。 

"ブルートゥース" Bluetooth を有効または無効

にします。 

"無線ネットワーク" Wi-Fi を有効または無効にし

ます。 

"懐中電灯" フラッシュライトをオンかオ

フに切り替えます。 

"明るさ" ディスプレイの明るさを変更

します。 

"ボリューム" システムの音量を変更しま

す。 

"マイクロフォン" オートミュート機能をオンか

オフに切り替えます。 

"カラーモード" 明暗モードを切り替えます。 

“音声入力をする” ローカル型ディクテーション

かクラウドベースディクテー

ションに切り替えます。 

"ヘルプコマンド" デフォルトですべての画面に

出る"ヘルプを表示"アイコン

をオンかオフに切り替えま

す。 
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マイコントロール 続き 
 

パワーマネジメント 
 

電源オプションでは、音声コマンドを利用してパワーマネジメント機能にアクセスできます。 

注意：バッテリーを取り外すことができないため、HMT-1Z1 ではホットスワップ機能はご利用いただけません。 
 

電源オプションにアクセスする： 
 

あらゆる画面から、"コントロールパネル"、次に"電源オプション"と伝えます。 
 

   
 

 
 

以下の音声コマンドが利用できます： 
 

音声コマンド 操作 

"パワーダウン" HMT 機器の電源を切ります 

"リブート" HMT 機器を再起動します 

"今睡眠" HMT 機器をスリープモードにします。電源オンボタンを押すと起動モードに切り替えられます 

 
  



 

HMT-1Z1 ユーザーガイド 
 

RealWear, Inc. Copyright 2019 76 

マイコントロール 続き 
 

マイク設定 
 

フロントマイクとバックマイクを切り替える。 
 

デフォルトでは、フロントマイクが有効になっていま

す。 
 

フロントマイクはディスプレポッドに内蔵されてお

り、最適なノイズキャンセリングを提供します。ディ

スプレイが折り返され、視界から外れている状態で 

HMT を使用する場合、機器フレームに内蔵されてい

る第 2 セットのマイクを使用することができます。 

このマイクはバックマイクと呼ばれます。 
 

重要：フロントマイクとバックマイクを切り替えるに
は、アクションボタンを素早く 3 回押してくださ

い。 
 

バックマイクが有効になると、音声通知が再生され、

メッセージが画面に表示されます。 
 

 
 

フロントマイクが有効になると、新たに音声通知が再

生され、メッセージは削除されます。 
 

 

画面方向 
 

  
画面回転 
 

HMT 機器が回転すると、ディスプレイはデフォルト

設定によって自動的に回転します。このことは、ディ

スプレイを左目か右目に合わせる上で重要です。 
 

 
 

方向の変化を示すトーストメッセージが画面に表示さ

れます。 

 
 

自動回転はマイコントロールでオンかオフに切り替え

ます。 "自動回転"と伝えて、設定をオンかオフに切り

替えます。 
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マイコントロール 続き 
 

電源警告 
 

HMT 機器はバッテリーを測定し、残量が 15%以下になると警告を発します。 
 

バッテリー残量が 15%、10%、5%に低下すると警告ポップアップが表示されます。 各段階で、違う色のバッテリー

警告イメージが表示されます。  
 

"消去する"と伝えて、警告を無視し、機器の稼働を続けることもできます。 
 

注意：バッテリーを取り外すことができないため、HMT-1Z1 ではホットスワップ機能はご利用いただけません。 
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ソフトウェア概要 続き 
 

通知 
 

通知は、オペレーティングシステムとアプリケーションから送信される実行可能なメッセージです。HMT 機器ユー

ザーに重要な情報をハイライトして伝えます。 
 

HMT 上の通知はいつでも簡単にアクセスできます。"私の通知"と伝えるだけです。 
 

通知パネルは、使用している UI 表示の上に表示されます（背景が暗くなります）。 

通知パネルを閉じるには、"通知を隠す"と伝えます。 

最近の通知は、リストに項目として表示されます。 
 

 
 

リストの各通知は以下を含みます： 

• 通知発信元 

• ヘッドライン 

• 短い要約による呼びかけ 

• 項目番号 
 

通知を開けるには、"項目 %d を選択"と伝えて、最初に選択します。 

選択した後、"開く"と伝えて、見ます。 

通知が開けられると、さらに詳細情報が表示されます。この表示から、特定の操作が実行できます。注意ならびにク

イック・リファレンス：通知があると、［ホーム］画面の左上端に通知数が表示されます。 
 

通知音声コマンド 

音声コマンド  操作  

"私の通知" 通知リストを開きます。  

“項目 %d を選択”  特定の通知を表示します。 
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ソフトウェア概要 続き 
 

バーコード・リーダー 
 

HMT に内蔵のハンズフリーバーコード・リーダーを使用して、バーコードをスキャンすることができます。 
 

サポートされているバーコードの種類は以下のとおりです：UPC、EAN、QR コード、データマトリックスおよびコ

ード 128。 
 

起動したら、バーコード・リーダーが検出された対応バーコードを自動的にスキャンし、自動的に詳細を表示しま

す。バーコード全体が丸角の白い長方形に収まるように確認して、カメラをバーコードに合わせます。 
 

 

 
 

RealWear ブックマーク、URL およびアプリケーションコードを含む QR コードをスキャンして、各項目を開くこと

もできます。バーコード・リーダーが開いた状態で、“フラッシュライト・オン”または“フラッシュライト・オフ”と

伝え、HMT フラッシュライトをオンかオフに切り替えることができます。 
 

ヒント：ズームコントロールを使用すると、バーコードをより簡単に収めて読み取ることができます。  
 

バーコードスキャナ機能 

音声コマンド  操作  

“ズーム レベル 1-5"  レベルを特定値 — 1 ～ 5 に設定してカメラ表示を拡大します  

例えば、ズームレベルを 4 に設定する場合、“ズーム レベル 4”と伝えます。  

"フラッシュライト・オン／オフ"  フラッシュライトのオン／オフを切り替えます。  

 



 

HMT-1Z1 ユーザーガイド 
 

RealWear, Inc. Copyright 2019 80 

ソフトウェア概要 続き 
 

Bluetooth マスター/スレーブモードの切り替えをセットアップする 
 

HMT-1 または HMT-1Z1 は、Bluetooth マスターモードか Bluetooth スレーブモードで他の Bluetooth 機器に接続で

きます。 

• マスターモードでは、HMT 機器は Bluetooth イヤホンや Bluetooth スピーカーなどのオーディオ機器に接

続できます。 

• スレーブモードでは、HMT 機器は携帯電話に接続でき、電話用の Bluetooth マイク／ヘッドセットとして

機能します。 
 
Bluetooth モードを変更するには、マイプログラムに移動して"設定"と伝えます。 
 

   
 

 "REALWEAR"項目を名前で選択するか、“項目 %d を選択”を使用して項目番号を選択します。 
 

 
 

ここでは、Bluetooth モード設定が見られます。デフォルトでは、スレーブに設定されています。

"BLUE TOOTH モード "と伝えて、マスターモードかスレーブモードに切り替えます。  
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HMT-1Z1 所有者情報 
 
すべてのコミュニケーション、通知および法的合意は英語で提供される意味を持ちます。 他の言語への翻訳は便宜上のも
のです。 翻訳版と英語版に矛盾がある場合は、英語版が優先されます。 

 

対応モデル 
 

ここに含まれる情報は、次の RealWear HMT-1Z1 モデルを対象としています： 
T1100S 
 

HMT-1Z1 機器のモデル名は、後部内側バンドにある 2 つの機器ラベルの 1 つに記載されています。 ラベルを見るに

は取外し可能なパッドを外す必要があります。シリアル番号は 15 桁です。  
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所有者情報 続き 
 

HMT-1Z1 規制およびコンプライアンス声明 
 

警告：RealWear, Inc. がコンプライアンスに従って、明示的に承認せずに、ユーザーが本装置に変更または改造を加

えた場合、同ユーザーによる同装置の使用権限は無効とする。 
 

FCC 声明 
本機器は、FCC 規則第 15 部に準拠する。操作は次の 2 つの条件に従う：(1) 本機器は有害な干渉の原因となること

はない、および (2) 本機器は、望ましくない操作の原因となる場合がある干渉を含め、受けた干渉を承認しなければ

ならない。本装置は、FCC 規則第 15 部にしたがって検査を行い、クラス B デジタル機器の制限に準拠していること

が確認済みである。これらの制限は、住宅設置における有害な干渉から適切に保護を行うことを目的としている。本

装置は、無線周波数エネルギーを生成、利用し、また発生させる場合があるため、指示にしたがって設置および利用

しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす場合がある。しかし、そのような干渉が特別な設置環境下では発生

しないということを保証するものではない。本装置がラジオまたはテレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合、本装

置の電源をオフおよびオンにしてこのような状況を確認することができるが、ユーザーは、以下の方法のうち、いず

れかによって同干渉を修正することが推奨されている。• 受信アンテナの方向を変えたり、配置場所を変える。• 本

装置と受信機との間の距離を延ばす。• 本装置を、受信機が接続されたコンセントとは別のコンセントに接続する。• 

ディーラーまたは熟練のラジオ/テレビ技術者にサポートを依頼する。 
 
 

FCC 注意事項 
1. コンプライアンス責任のある当事者が明示的に承認せずに、ユーザーが本装置に変更または改造を加えた場合、

同ユーザーによる同装置の使用権限は無効とする。 

2. 本送信機は、他のアンテナまたは送信機と併設したり、連結して作動させたりしてはいけない。 

3. 5.15～5.25GHz 周波数帯での運用は、屋内利用に限定されている。 
 

IC 声明 — 日本語 
1. 本機器は、カナダ産業省許認可免除の RSS 規格に準拠している。操作には以下の 2 つの条件がある。 

・本機器は干渉を引き起こすことがない、また 

・本機器は、同機器の望ましくない操作の原因となる場合がある干渉を含め、いかなる干渉も承認しな

ければならない。  

2. 本クラス B デジタル機器は、カナダ ICES-003 に準拠している。 

3 .  本機器は、カナダ産業省の  RSS- 310 に準拠している。操作は、本機器が有害な干渉を引き起こさな

い条件に従う。  

4. 本装置およびアンテナは、他のアンテナまたは送信機と併設したり、あるいは連結して作動させたりしてはいけ

ない。ただし、検査済み内蔵ラジオは除く。 

5. 国コード選択機能は、米国/カナダにおける市販の製品では、無効になっている。 
 

IC 声明 — フランス語 
1. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 

・l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

・l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement 
2. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
3. Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la condition que cet 
appareil ne provoque aucune interférence nuisible. 
4. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un 
autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
5. La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au 
Canada. 
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規制およびコンプライアンス 続き 
 
IC 声明 — WLAN 5GHZ 機器向け 
注意事項 

1. 5150～5250 MHz 周波数帯での操作は、モバイル衛星システム共同チャネルへの有害な干渉の可能性を低減する

ため、屋内専用とする。 

2. 5250～5350 MHz および 5470～5725 MHz 周波数帯で機器に許容される最大アンテナゲインは e.i.r.p. 制限に準拠

することとする。 

3. 5725～5825 MHz 周波数帯で機器に許容される最大アンテナゲインは、ポイント・ツー・ポイントおよび非ポイ

ント・ツー・ポイントに適切とされる操作に特化した e.i.r.p. 制限に準拠することとする。 

4. セクション 6.2.2（3）に規定の e.i.r.p. 仰角マスク要件への準拠が必要な最悪の傾斜角は、明確に記載することと

する。 

5. 5250～5350 MHz および 5650～5850 MHz 周波数帯の主要ユーザー（つまり、優先ユーザー）として高出力レー

ダーが割り当てられていること、およびこれらのレーダーが LE-LAN 機器に干渉および/または損傷を引き起こす可

能性があることをユーザーは確認しておく必要もある。 
 
Avertissement 1 
1. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à 
l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les 
mêmes canaux. 
2. le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit 
se conformer à la limite de p.i.r.e. 
3. le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la 
limite de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas. 
4. les pires angles d’inclinaison nécessaires pour rester conforme à l’exigence de la p.i.r.e. applicable au masque 
d’élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués. 
5. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés 
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces 
radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. 
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所有者情報 続き 
 

適合性宣言 
 

EU 規制適合 
本書にて、i.safe MOBILE GmbH は、無線装置タイプ T1100S は指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言する。 
 

 
 

適合性宣言 
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所有者情報 続き 
 

HMT-1Z1 比吸収率（SAR）情報 
 

放射線暴露声明ー米国およびカナダ 
本機器は、電波暴露に関する政府要件に準拠しています。本機器は、米国政府連邦通信委員会の規定による無線周波

数（RF）エネルギー暴露排出制限を超えないように設計および製造されている。無線機器の暴露基準は、通称、比

吸収率（SAR）とされる測定単位を採用しています。FCC 規定による SAR 制限値は 1.6 W/kg です。SAR に関する検

査は、機器を全検査済み周波数帯中の最高認定出力レベルで出力させ、FCC 承認の標準動作位置を使用して実施し

ています。ユーザーの身体と本機器の間には、米国およびカナダの RF 暴露要件に準拠した身体装着動作中、アンテ

ナを含め、最小距離を設ける必要はありません。FCC および IC 推奨の制限値は、繊維 1 グラム当たり平均 1.6 W/kg 

です。 

HMT-1Z1 使用上の最高 SAR 値： 

・耳の場合は 1.31 W/kg (1g) です。 
 

放射線暴露声明 — ヨーロッパ 
ユーザーの身体と本機器の間には、ヨーロッパの RF 暴露要件に準拠した身体装着動作中、アンテナを含め、最小距

離を設ける必要はありません。 

RED 推奨の制限値は、繊維 10 グラム当たり平均 2 W/kg です。 

HMT-1Z1 使用上の最高 SAR 値： 

・耳の場合は 0.34 W/kg (10g) です。 
 

放射線暴露声明 — カナダ 
本製品は、制御不能環境向けの規定となるカナダ携帯 RF 暴露制限値に準拠し、本マニュアルに記載の操作方法によ

るかぎり安全です。ユーザーの身体と本製品の間の距離を可能な限り遠く設けるか、またはそのような機能があれば

機器を低出力電源に設定することにより、RF 暴露をさらに低減することができます。 
 

Déclaration d'exposition aux radiations 
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada 
établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce 
manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible 
du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est 
disponible. 
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所有者情報 続き 
 

HMT-1Z1 限定保証とソフトウェア使用許諾 
 

下記の条件 (「条件」) により、利用者に特別な法的権利を付与する。利用者がその他の権利を所有する場合もある

が、各地の法令によって異なる。 
 

定義 
 

「RealWear」とは、RealWear が指定した各地域での販売団体を表す。。「ハードウェア」は、RealWear HMT-1Z1 

のヘッドマウントタブレット（ソフトウェアを含まない）を表す。「ソフトウェア」は、ソフトウェア、ライブラ

リ、ユーティリティ、ツールあるいは、RealWear がお客様に提供する更新を含む、ハードウェアに埋め込まれた、

またはプレインストールされたオブジェクト（バイナリ）形式の他のコンピュータまたはプログラムコードを表す。

「ドキュメント」は、コピーを含め、RealWear が提供する製品関連メディア、印字資料、オンラインおよび電子ド

キュメントを表す。「製品」は、ハードウェア、ソフトウェアおよびドキュメントを総称的に表す。製品は、利用者

の内部使用に限り、再販売は行わないものとする。製品は、専門家による使用を目的とし、消費者、専門家以外に、

またはレジャー目的での市販あるいは販売促進はしていない。これらの条件は、製品の使用に関する RealWear と利

用者との間でのみ有効な同意であり、他の条件、同意あるいはドキュメントより優先される。追加条件を提示した再

販業者を通じて購入した場合、かかる同意は利用者と当該の再販業者との間の同意となる。 
 
 

ソフトウェアおよびドキュメント 
 

ソフトウェアおよびドキュメントは販売されず、ライセンスが付与され、保証なしで「現状のまま」提供される。

RealWear および同ライセンサは、ソフトウェアおよびドキュメントに関する全権利を留保し、下記の限定つき、個

人および譲渡不能ライセンスのみを付与する。 
 

A.ドキュメント：内部使用を目的として、ドキュメントのコピーを適切な枚数分複製することができる。 

B.ソフトウェア：利用者は、提供された特定ハードウェア上でのみソフトウェアを作動および実行でき、同ソフトウ

ェアをコピー、抽出または分解することはできない。ソフトウェアには、特定のオープンソースソフトウェアのコン

ポーネントが含まれる。適用されるオープンソースライセンス（ヘッダファイルに記載）ーこのライセンスではない

ーが、同オープンソースコンポーネントに適用される。 

C.他の権利またはライセンスの禁止：他の権利またはライセンスは付与されず、または黙示に保証されない。また、

本セクションにて明示的に付与されたライセンスは、利用者のみを対象としたライセンスである。適用法令により明

示的に許可された場合を除き、いずれのソフトウェアも分解、ソースコードの抽出、あるいはそれ以外でリバースエ

ンジニアリングをすることはできない。これらの条件により利用者に付与されたライセンスは、利用者がライセンス

条約のいずれかに違反した場合をもって、自動的に終了となる。 
 
 

ハードウェア限定保証 
 

A.登録：本保証は、利用者が購入から 30 日以内にハードウェアを登録した場合にのみ有効で、譲渡不能であり、最

初の登録所有者となる利用者に限定とする。ただし、適用法令により当該の限定が明示的に禁止されている場合は除

く。本書は、RealWear が利用者の手元のハードウェアに対してのみ保証を付与するものであり、RealWear は他の保

障、保証あるいは条件、表現、制定、暗示または担保を付与しない。他者が RealWear を代行していかなる保障、保

証または条件を付与することはできない。 

B.明示的限定保証：ハードウェアの登録日から 1 年間、または製造日から 15 ヵ月間（適用法令により登録の義務付

けが禁止されている場合）（「保証期間」）、RealWear は、同ハードウェアが同ハードウェア向けの RealWear 発

刊の操作指示書の指示にしたがって使用した場合（「通常使用条件」）に誤作動の原因となる重大あるいは加工上の

欠陥がないことを保証する。 

C.限定保証に対する適用法令の影響：免責、限定および本限定保証での適用除外にもかかわらず、適用法令により、

特定目的に対する商品性または適合性の暗示的保証を含め、暗示的保証が利用者に付与される場合、適用期間は、本

保証期間に限定される。ただし、適用法令が当該の限定を明示的に禁止している場合は除く。本限定保証により、お

客様に対して特定の限定的権利を付与する。適用法令により、お客様が他の権利を所有する場合もある。 

D.保証サービスを受けるには： 
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i. 保証手続きを開始する前に、http://www.realwear.com にて、トラブルシューティングのヒントを確認してくだ    

さい。 

ii. トラブルシューティングでも問題が解決しない場合は、http://www.realwear.com のオンライン手続きに従ってく

ださい。インターネットに接続できない場合は、+1(669) 235-5751 まで電話にてお問い合わせください。 

i i i .  ハードウェアを  Rea lWear  へ修理に出す前に必ず、保存するデータの控えを取り、機密と判断する

内容は削除してください。Rea lWear  では、利用者のデータには責任を負い兼ねることに加え、データ

を消去する可能性もあります。  
 

E.RealWear の責任： 

i. RealWear にハードウェアを返却した後(適用法令により RealWear に支払い義務がないかぎり、送料は利用者負

担) 、RealWear が同ハードウェアを点検する。 

ii. RealWear が自社判断により、(a) 保証期間中、通常使用時に、材料欠陥、または加工による欠陥がハードウェアの

誤作動の原因となったこと、および、(b) セクション F の適用除外事項がいずれも適用されないことを確認した場

合、RealWear は、（自社の選択により）ハードウェアを修理または交換するか、利用者に購入額を返金する。適用

法令による規制がないかぎり、修理には新しい部品、またはリファビッシュ部品を使用し、交換時、新しい機器また

はリファビッシュ機器と交換することができる。RealWear による利用者のハードウェアの修理または交換責任、ま

たは購入額の返金責任が、利用者の唯一の法的救済となる。 

iii. 修理または交換後、利用者のハードウェアは元の保証期間あるいは RealWear が利用者宛に出荷した日から 95 日

間のうち、残り日数のいずれか長い方で本保証の適用を受ける。適用法令により必要とされる場合、元の保証期間

は、利用者のハードウェアが RealWear に所有されていた時期と同等の期間、延長される。 

iv. 保証期間終了後に利用者のハードウェアが誤作動を起こした場合、RealWear では、いかなる保証も提供しない。

保証期間終了後、RealWear は、利用者のハードウェアに関する問題の診断およびサービスにかかる手数料を請求す

ることができる。 
 
F. 保証の適用除外： 

RealWear では、利用者のハードウェアが以下の場合は、一切責任を負わず、また本保証は適用されない。 

i. 通常使用状態以外の方法で意図的に乱用または使用した場合 (RealWear 自社の判断により決定)。 

ii. RealWear 提供によらないバッテリーで使用した場合。 

iii. RealWear が販売またはライセンス付与していない製品または付属品とあわせて使用したことによって破損した場

合 (例えば、RealWear が提供していないソフトウェア、充電器、メモリカード、あるいは RealWear が製造していな

い他の付属品等)。 

iv. 開いたり、改造したり、分解したり、または(セキュリティシステムの迂回を含め) 不正改ざんを行ったりした場

合。RealWear または RealWear 認定の修理センター以外の者による修理が行われた場合。シリアル番号または専用

記号を改造または削除した場合。 

v. 外的要因（例えば、落下、浸水またはその他液体の混入、ハードウェア向けの取扱い説明書の指示に従わなかっ

た、湿気のある状況下でポートカバーをしっかり装着しなかった等）により破損した場合。 
 

G.付属品と消耗品： 

i. Realwear ブランドの付属品は、ハードウェアの保証対象とする。ただし、バッテリーおよびソフトケースの保証

は 90 日間のみ有効とする。 

ii. フォームパッド、ストラップ、安全帽クリップ等の消耗品は 保証対象外とする。 
 

特定破損の適用除外、責任制限 
 

A.特定破損の適用除外： 

REALWEAR は、損失、収益、利益あるいは預金、データもしくはソフトウェアの損失あるいは破損、ビジネスチャ

ンスの損失、代替製品の調達に対して、あるいは、これら条件もしくは製品に起因した、または関連した偶発、間

接、罰則、特殊あるいは結果としての破損に対しては、一切責任を負わない。 

B.責任制限： 

REALWEAR のこれら条件または製品に起因した、あるいは関連したすべての請求負債総額は、REALWEAR が同請求

発生の原因となった個別製品について過去 12 ヵ月間利用者から受け取った合計額を超えないものとする。 

C.限定の適用： 
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これらの条件における限定、適用除外および免責は、契約、保証、厳しい責任、過失、不法行為あるいはそれ以外が

起因であるかには関係なく、破損に対するすべての請求に適用される。これらの負債に伴う責任制限は、一部 

REALWEAR の利用者に対する製品販売を約因としたリスクの同意適用範囲とし、限定的救済の絶対目的の不履行に

関わらず、また REALWEAR がかかる責任の可能性について通知を受けていた場合であっても、適用される。 
 

準拠法、紛争解決 
 

A.仲介：本契約に関する紛争はいずれも（「紛争」）、米国仲裁協会(「AAA 規則」)による契約時点での現行商業仲

裁規則にしたがって、拘束力のある仲裁により解決する。仲裁の存在、内容（仲裁人に提出されたすべてのドキュメ

ントおよび資料を含む）および結果は機密情報とする。仲裁人は、同類事案の経験がある中立的な開業弁護士または

退役裁判官とし、 
 

AAA 規則にしたがって任命される。仲裁人は書面にて、仲裁内容の機密性の保持に同意しなければなら

ない。仲裁は、連邦仲裁法 9 U.S .C .  セクション 1 以降の規制を受ける。仲裁費用（適切な弁護士費用を

含む）の回収は、勝訴当事者の権利とする。仲裁判断は、本回収の規定を含む。仲裁判断は、拘束力を

持ち、最終的なものとする。仲裁判断に基づく判決は、管理権を有する裁判所に登録することができ

る。仲裁は英語で、ワシントン州バンクーバーにて行う。  

B. 準拠法：本契約は、ワシントン州の実体法に準拠し、仲裁は適用される。ただし、抵触法条項は除く。国連物品

売買契約は本契約には適用されない。請求は、請求発生日から 1 年以内に提示しなければならない。提示されない

場合、当該の請求は永久に禁止とする。 

C. 集団訴訟の権利放棄：すべての手続きは、個人単位のみで行う。仲裁はいずれも、影響を受ける仲裁または手続

きに対して全当事者の事前の書面による同意なしで、別の仲裁と組み合わせない。お客様は集団訴訟、個人弁護士に

よる一般訴訟として紛争を処理、あるいはお客様が代理人の立場で行動または行動することを提案する他の手続きに

よって紛争を訴追しない。 
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安全に関する注意事項 HMT-1Z1 モデル T1100S 
はじめに 

本章には、記載された条件下で機器を安全に操作するために、遵守しなければならない情報および安全に関する注意

事項が含まれています。本情報および注意事項を遵守しない場合、甚大な影響を招いたり規制に違反したりする可能

性があります。 
 

本機器を使用する前に、マニュアルおよびこれらの完全に関する注意事項をお読みください。翻訳または印刷の誤り

により、不明な点が生じた場合は、英語版をご参照ください。 
 

用途 
 
ATEX & IECEx 

HMT-1Z1 モデル T1100S は、ATEX 指令 2014/34/EU および IECEx システムに従って、ゾーン 1、ゾーン 2、ゾーン

21 およびゾーン 22 での使用が承認されています。 
 
NEC & CEC 

HMT-1Z1 モデル T1100S は、ディビジョン 1 および 2、クラス I、II、III での使用が承認されています。 
 

メーカー 
i. Safe MOBILE GmbHi_Park Tauberfranken 10 
 
97922 Lauda-Koenigshofen; Germany 
 

不具合と損傷 

爆発危険区域に入る前に、機器の安全性を確認する必要があります。 
 

機器の安全性が損なわれたと思われる理由がある場合は、機器の使用をすぐに停止し、爆発危険区域から移動させて

ください。 
 

誤って機器を再始動しないようにするための対策が必要です。次のような場合、機器の安全性が損なわれる可能性が

あります。 
 

• 誤作動が発生した場合 

• 機器のハウジングに損傷が見られる場合 

• 機器に過剰な負荷がかかった場合 

• 機器が誤って収納されていた場合 

• 機器のマーキングまたはラベルが判読不能な場合 

• 許容限界値を超えた場合 
 

機器にエラーが表示されているか、またはエラーが疑われる場合、その機器を認定されたサービスセンターに返送し

て確認することを推奨します。 
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爆発関連安全規制 

• この機器の使用は、操作者が従来の安全規制を遵守し、マニュアル、安全に関する注意事項および証明書を

読んで理解していることを前提としています。 

• 爆発危険区域内では、すべてのインターフェースのカバーを閉じてください 

• オーディオジャックのカバーは例外です。爆発危険区域内でもオーディオジャックは、認可されたヘッドセ

ットに使用できます 

• IP 保護を確保するためには、すべてのガスケットが存在し、機能している必要があります 

• 他の装置との物理的接続は、爆発危険区域外で、i.safe PROTECTOR 1.0 USB ケーブルまたはその他の

i.safe MOBILE GmbH 承認の装置を使用した場合のみ許可されます 

• 充電中は、ヘッドセットまたはアクセサリをオーディオジャックから抜く必要があります 

• 本機器の充電は、爆発危険区域外で、i.safe PROTECTOR 1.0 USB ケーブルまたはその他の i.safe MOBILE 

GmbH 承認の装置を使用した場合のみ可能です 

• 本機器は、5°C ～ 40°C の温度でのみ充電できます 

• ユーザーがバッテリーを取り外すことはできません 

• 本機器を強い腐食性酸やアルカリに晒してはいけません 

• 本機器は、ゾーン 0 またはゾーン 20 では使用できません 

• 本機器は、衝撃エネルギーが高い衝撃、過度な UV 光の放出、および高帯電プロセスから保護する必要があ

ります 

• 許容周囲温度範囲は、-20°C ～ +60°C です 

• i.safe MOBILE GmbH 承認のアクセサリのみ使用できます 

• 爆発危険区域ではヘッドストラップを調整してはいけません
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	ソフトウェアおよびドキュメント
	ソフトウェアおよびドキュメントは販売されず、ライセンスが付与され、保証なしで「現状のまま」提供される。RealWear および同ライセンサは、ソフトウェアおよびドキュメントに関する全権利を留保し、下記の限定つき、個人および譲渡不能ライセンスのみを付与する。
	A.ドキュメント：内部使用を目的として、ドキュメントのコピーを適切な枚数分複製することができる。
	B.ソフトウェア：利用者は、提供された特定ハードウェア上でのみソフトウェアを作動および実行でき、同ソフトウェアをコピー、抽出または分解することはできない。ソフトウェアには、特定のオープンソースソフトウェアのコンポーネントが含まれる。適用されるオープンソースライセンス（ヘッダファイルに記載）ーこのライセンスではないーが、同オープンソースコンポーネントに適用される。
	C.他の権利またはライセンスの禁止：他の権利またはライセンスは付与されず、または黙示に保証されない。また、本セクションにて明示的に付与されたライセンスは、利用者のみを対象としたライセンスである。適用法令により明示的に許可された場合を除き、いずれのソフトウェアも分解、ソースコードの抽出、あるいはそれ以外でリバースエンジニアリングをすることはできない。これらの条件により利用者に付与されたライセンスは、利用者がライセンス条約のいずれかに違反した場合をもって、自動的に終了となる。
	ハードウェア限定保証
	A.登録：本保証は、利用者が購入から30日以内にハードウェアを登録した場合にのみ有効で、譲渡不能であり、最初の登録所有者となる利用者に限定とする。ただし、適用法令により当該の限定が明示的に禁止されている場合は除く。本書は、RealWear が利用者の手元のハードウェアに対してのみ保証を付与するものであり、RealWear は他の保障、保証あるいは条件、表現、制定、暗示または担保を付与しない。他者が RealWear を代行していかなる保障、保証または条件を付与することはできない。
	B.明示的限定保証：ハードウェアの登録日から1年間、または製造日から15ヵ月間（適用法令により登録の義務付けが禁止されている場合）（「保証期間」）、RealWear は、同ハードウェアが同ハードウェア向けの RealWear 発刊の操作指示書の指示にしたがって使用した場合（「通常使用条件」）に誤作動の原因となる重大あるいは加工上の欠陥がないことを保証する。
	C.限定保証に対する適用法令の影響：免責、限定および本限定保証での適用除外にもかかわらず、適用法令により、特定目的に対する商品性または適合性の暗示的保証を含め、暗示的保証が利用者に付与される場合、適用期間は、本保証期間に限定される。ただし、適用法令が当該の限定を明示的に禁止している場合は除く。本限定保証により、お客様に対して特定の限定的権利を付与する。適用法令により、お客様が他の権利を所有する場合もある。
	D.保証サービスを受けるには：
	限定保証とソフトウェア使用許諾 続き
	i. 保証手続きを開始する前に、http://www.realwear.com にて、トラブルシューティングのヒントを確認してくだ    さい。
	ii. トラブルシューティングでも問題が解決しない場合は、http://www.realwear.com のオンライン手続きに従ってください。インターネットに接続できない場合は、+1(669) 235-5751 まで電話にてお問い合わせください。
	iii. ハードウェアを RealWear へ修理に出す前に必ず、保存するデータの控えを取り、機密と判断する内容は削除してください。RealWear では、利用者のデータには責任を負い兼ねることに加え、データを消去する可能性もあります。
	E.RealWear の責任：
	i. RealWear にハードウェアを返却した後(適用法令により RealWear に支払い義務がないかぎり、送料は利用者負担) 、RealWear が同ハードウェアを点検する。
	ii. RealWear が自社判断により、(a) 保証期間中、通常使用時に、材料欠陥、または加工による欠陥がハードウェアの誤作動の原因となったこと、および、(b) セクション F の適用除外事項がいずれも適用されないことを確認した場合、RealWear は、（自社の選択により）ハードウェアを修理または交換するか、利用者に購入額を返金する。適用法令による規制がないかぎり、修理には新しい部品、またはリファビッシュ部品を使用し、交換時、新しい機器またはリファビッシュ機器と交換することができる。Real...
	iii. 修理または交換後、利用者のハードウェアは元の保証期間あるいは RealWear が利用者宛に出荷した日から95日間のうち、残り日数のいずれか長い方で本保証の適用を受ける。適用法令により必要とされる場合、元の保証期間は、利用者のハードウェアが RealWear に所有されていた時期と同等の期間、延長される。
	iv. 保証期間終了後に利用者のハードウェアが誤作動を起こした場合、RealWear では、いかなる保証も提供しない。保証期間終了後、RealWear は、利用者のハードウェアに関する問題の診断およびサービスにかかる手数料を請求することができる。
	F. 保証の適用除外：
	RealWear では、利用者のハードウェアが以下の場合は、一切責任を負わず、また本保証は適用されない。
	i. 通常使用状態以外の方法で意図的に乱用または使用した場合 (RealWear 自社の判断により決定)。
	ii. RealWear 提供によらないバッテリーで使用した場合。
	iii. RealWear が販売またはライセンス付与していない製品または付属品とあわせて使用したことによって破損した場合 (例えば、RealWear が提供していないソフトウェア、充電器、メモリカード、あるいは RealWear が製造していない他の付属品等)。
	iv. 開いたり、改造したり、分解したり、または(セキュリティシステムの迂回を含め) 不正改ざんを行ったりした場合。RealWear または RealWear 認定の修理センター以外の者による修理が行われた場合。シリアル番号または専用記号を改造または削除した場合。
	v. 外的要因（例えば、落下、浸水またはその他液体の混入、ハードウェア向けの取扱い説明書の指示に従わなかった、湿気のある状況下でポートカバーをしっかり装着しなかった等）により破損した場合。
	G.付属品と消耗品：
	i. Realwear ブランドの付属品は、ハードウェアの保証対象とする。ただし、バッテリーおよびソフトケースの保証は90日間のみ有効とする。
	ii. フォームパッド、ストラップ、安全帽クリップ等の消耗品は 保証対象外とする。
	特定破損の適用除外、責任制限
	A.特定破損の適用除外：
	REALWEAR は、損失、収益、利益あるいは預金、データもしくはソフトウェアの損失あるいは破損、ビジネスチャンスの損失、代替製品の調達に対して、あるいは、これら条件もしくは製品に起因した、または関連した偶発、間接、罰則、特殊あるいは結果としての破損に対しては、一切責任を負わない。
	B.責任制限：
	REALWEAR のこれら条件または製品に起因した、あるいは関連したすべての請求負債総額は、REALWEAR が同請求発生の原因となった個別製品について過去12ヵ月間利用者から受け取った合計額を超えないものとする。
	C.限定の適用：
	限定保証とソフトウェア使用許諾 続き
	これらの条件における限定、適用除外および免責は、契約、保証、厳しい責任、過失、不法行為あるいはそれ以外が起因であるかには関係なく、破損に対するすべての請求に適用される。これらの負債に伴う責任制限は、一部 REALWEAR の利用者に対する製品販売を約因としたリスクの同意適用範囲とし、限定的救済の絶対目的の不履行に関わらず、また REALWEAR がかかる責任の可能性について通知を受けていた場合であっても、適用される。
	準拠法、紛争解決
	A.仲介：本契約に関する紛争はいずれも（「紛争」）、米国仲裁協会(「AAA規則」)による契約時点での現行商業仲裁規則にしたがって、拘束力のある仲裁により解決する。仲裁の存在、内容（仲裁人に提出されたすべてのドキュメントおよび資料を含む）および結果は機密情報とする。仲裁人は、同類事案の経験がある中立的な開業弁護士または退役裁判官とし、
	AAA 規則にしたがって任命される。仲裁人は書面にて、仲裁内容の機密性の保持に同意しなければならない。仲裁は、連邦仲裁法9 U.S.C. セクション1 以降の規制を受ける。仲裁費用（適切な弁護士費用を含む）の回収は、勝訴当事者の権利とする。仲裁判断は、本回収の規定を含む。仲裁判断は、拘束力を持ち、最終的なものとする。仲裁判断に基づく判決は、管理権を有する裁判所に登録することができる。仲裁は英語で、ワシントン州バンクーバーにて行う。
	B. 準拠法：本契約は、ワシントン州の実体法に準拠し、仲裁は適用される。ただし、抵触法条項は除く。国連物品売買契約は本契約には適用されない。請求は、請求発生日から1年以内に提示しなければならない。提示されない場合、当該の請求は永久に禁止とする。
	C. 集団訴訟の権利放棄：すべての手続きは、個人単位のみで行う。仲裁はいずれも、影響を受ける仲裁または手続きに対して全当事者の事前の書面による同意なしで、別の仲裁と組み合わせない。お客様は集団訴訟、個人弁護士による一般訴訟として紛争を処理、あるいはお客様が代理人の立場で行動または行動することを提案する他の手続きによって紛争を訴追しない。
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