HPE VRG HMT-1 音声コマンド
HPE MyRoom/VRG HMT-1 コマンド
一般
[HPE VRG] HPE ビジュアル リモート ガイダンスを開く。
[前に戻る] 前の画面に戻る。
[ダイアログを閉じる] ポップアップ ダイアログを閉じる。
[ログのアップロード] VRG ログ ファイルをサポートのためにアップロ
ード。
[VRG の終了] VRG アプリケーションの終了。
[アプリケーション メニュー] 3 本線メニューを開く。
[その他のメニュー] 3 点メニューを開く。
[メニューを閉じる] 現在表示されているメニューを閉じる。

ルーム – 一般
[マイクの切り替え] マイクのオン/オフ。
[マイク レベル 25/50/75/100] マイク レベルの上昇。
[スピーカーの切り替え] スピーカーのオン/オフ。
[次の音声出力] 自動、デフォルト、スピーカーフォン、または Bluetoo
th に音声出力の切り替え。
[次のビュー] 次のサムネイル ビューを全画面モードに切り替え。
[キーの生成] 他のユーザーをルームに招待するクイック キーを作成。
[コンテンツを閉じる] 現在のコンテンツ ページを閉じる。
[ルームの退室] 現在のルームを閉じ、ルーム リスト ビューに戻る。

情報ダイアログ
[情報の表示] 情報ダイアログの表示。
[ダイアログを閉じる] 情報ダイアログを閉じる。

ルーム – 設定
[着信音の切り替え] チャット メッセージ受信の着信音の変更。
[解像度の切り替え] 解像度の低/高の切り替え。
[ネットワーク ヘルスの切り替え] ネットワーク ヘルス メトリクス表
示のオン/オフ。
[設定を閉じる] 設定ダイアログを閉じる。

ルーム リスト ビュー
表示されているルームのリストから特定のルームに入室するには、ルー
ムの名前または番号を言います。
[キーで入室] キーを使用してルームに入室します。
チャット
[チャットの切り替え] チャット ビューを起動する、または閉じる。
[翻訳の切り替え] テキスト翻訳のオン/オフ。
ルーム – カメラ
[カメラの変更] 次のカメラに切り替え。
[カメラの切り替え] カメラのオン/オフ。
[追加カメラを開く] カメラの有効時にビデオ ツールバーを展開。
[追加カメラを閉じる] カメラの有効時にビデオ ツールバーを折りたた
む。
[解像度の切り替え] 解像度の低/高の切り替え。
[スナップショットの作成] カメラ スナップショットの作成。
[スナップショット サイズの切り替え] スナップショット サイズ (通常
/最大) の切り替え。
[フラッシュの切り替え] フラッシュのオン/オフ。
[ズームレベル 1-5] カメラ ビューを段階的に拡大します。

設定ダイアログ
[設定を開く] 設定ダイアログを開く。
[チャット音の再生] 着信音の切り替え。
[次の音声出力] 自動、デフォルト、スピーカーフォン、または Bluetoo
th に音声出力の切り替え。
[ネットワーク ヘルスの表示] ヘルス設定のオン/オフ。
[HD 動画] 解像度の低/高の切り替え。
[高度カメラ] 高度カメラのオン/オフ。
[最大スナップショット解像度] カメラの最大解像度のオン/オフ。
[チャットの翻訳] テキスト翻訳の切り替え。
[メッセージ時間] メッセージの画面表示時間の変更 (3、5、10、15、
20、30 秒)。
[設定を閉じる] 設定ダイアログを閉じる。
ルーム – タスク リスト
[前のステップ] 前のステップに移動。
[次のステップ] 次のステップに移動。

RealWear HMT-1 コマンド
グローバル コマンド
[ホームに移動] [ホーム] 画面に移動。
[前に戻る] 前の画面に移動。
[マイ コントロール] システム コントロール パネルに移動。
[マイクのミュート] マイクを一時的にミュートにする。
[マイ通知] 通知セクションを開く。
[最近のアプリケーションを表示] バックグラウンドで実行中のアプリケー
ションを開く。
[すべて閉じる] 開いているアプリケーションをすべて閉じる。
[ヘルプの表示] コマンドに関するヘルプのポップアップ ウィンドウを表
示。

カメラ機能
[ズーム レベル 1-5] カメラ ビューのズーム。
[写真撮影] 写真を撮影し、JPEG ファイルとして [マイ フォト] に保存。
[レコーディングの開始] ビデオ レコーディングの開始。
[レコーディングの停止] ビデオ レコーディングの停止。
[自動フォーカス / 手動フォーカス] 自動フォーカスまたは手動フォーカ
ス モードにカメラを設定。デフォルトではカメラは自動フォーカス モード
に設定されています。手動フォーカスに切り替えるには [手動フォーカス]
と言います。手動フォーカスがオンになると、[M] の 4 コーナー ブラケッ
トが画面の右下に表示され、カメラが手動フォーカス モードであることを
示します。
[フラッシュのオン/オフ] フラッシュのオン/オフ。

[上ページへ]
[下ページへ]
[左ページへ]
[右ページへ]

仮想ハンズフリー キーボード
[承認] 入力情報の承認。
[スペースバー] スペースを挿入。
[バックスペース] 末尾の文字を削除。
[テキストの消去] 入力ボックスのテキストを消去。
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上ページに移動。
下ページに移動。
左ページに移動。
右ページに移動。
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[Caps オン] 大文字の使用。
[Caps オフ] 小文字の使用。
[ディクテーション] ディクテーションを有効にし、音声認識によりテキス
トを入力。
[コード スキャン] QR コードのスキャン。
[ズーム レベル 1-5] ズーム レベルの設定。
[すべての記号] 記号のキーボードに切り替え。
[モードの切り替え] 文字の種類を一つまたは複数に切り替え。
[文字 [続いて文字]].例: XYZ を入力するには、「文字 XYZ」 と言いま
す。
ドキュメントの操作
[ズーム レベル 1-5] ドキュメント ビュー サイズのズーム。
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[ドキュメントの固定] ドキュメントのスクロールの無効化。
[ドキュメントのコントロール] ドキュメントのスクロールを有効化。
[ページ1、2… に移動] 指定ページにスクロール。
[次のページ/前のページ] 次のページ/前のページにスクロール。
[マイ ブックマーク] 開いているドキュメントに対し、デバイスに保存され
ているブックマークを表示。
[ブックマークの追加] アクセスしやすいよう、希望のページをブックマー
クとして追加。
[ブックマークの削除] 希望のページに設定されたブックマークを削除。ブ
ックマークを削除するには、該当ページに進み、[ブックマークの削除] と
言います。
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