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インタラクティブキットの内容

黑い布ケースの中に以下の2から6までの部品が入っていることをお確
かめ下さい。

1. ケース（ペン・ポインター用） 2. ポインター

3. ペン 4. 単三乾電池 2個(ポインター用)

5.  単四乾電池 2個(ペン用) 6. ストラップ1本
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インタラクティブキットの内容部品の機能

ポインター

LED ランプ

ボタン： マウスの左ボタン
に相当します。

ポインターの使用前に
二段ロッドをポインターの本体にし
っかりとねじ込んでください。

ポインターの使い方
ボタンを押している間、LEDランプ
が赤く点灯するとともに、ロッドの
先で赤外線のLEDが点灯します。こ
れをプロジェクターの前面にある、
赤外線センサーが感知し、ロッドの
先端の位置を検出します。
1) ロッドの先端をスクリーン上の任
意の場所に置きます。

2) ボタンを一度押すことで、マウス
の左クリックと同じ働きをしま
す。ボタンを押して、保持するこ
とでドラッグできます。ペンモー
ドの時には、線を引くことができ
ます。

後面 前面
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インタラクティブキットの内容部品の機能

ペン

タッチ式キャップ

使い方について
先端を硬いスクリーンに押し付けている
間、ペンの先が赤く点灯するとともに、内
部の赤外線のLEDが点灯します。これをプ
ロジェクターの前面にある、赤外線センサ
ーが感知し、ペンの先端の位置を検出しま
す。
1) ペンの先端をスクリーン上の任意の場所
に置きます。

2) 先端を硬いスクリーンに押し付けること
でドラッグできます。ペンモードの時に
は、線を引くことができます。

後面 前面

注意

ペンの先端内部にはタッチセンサーが付い
ていますので、先端が押されたり、傾けら
れたりすると電池を消耗します。無駄に電
池を消耗しないため、使わない時は、電
源ボタンを、OFFの状態（ペンの先端を押
し付けて内部のLEDが点灯しないことを確
認）にして保存してください。

電源ボタン
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Windowsの場合

1.必要環境

インタラクティブ機能が正常に作動するための、必要なコンピュ
ータのシステム条件は、下記のとおりです。

必要環境
対応OS Microsoft Windows XP(SP2)/Vista/Ｗindows 7

CPU Core Duo以上

メモリ 512 MB以上

HDD空き容量 30 MB

2.LightPenソフトをインストールする

ステップ1： "Owner's Manual"と書かれたCDをCDドライブに挿入
します。

ステップ2： "LightPen Software for Windows" フォルダをハー
ドディスクにコピーします。

ステップ3： CD-ROMをCDドライブから取り出してください。
ステップ4： ステップ２で作成したハードディスク上の"LightPen 

Software for Windows"フォルダ内の実行ファイル
"LightPenII.exe"のショートカットを作成し、デスク
トップにコピーします。

注意： キャブリブレーションのデータはCD-ROMに保存できません
ので、ソフトはCD-ROMから直接実行できません。

インタラクティブ機能は、“LightPenII”ソフトを使います。
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Windowsの場合

Vistaシステム使用時の注意

(a) "LightPenII.exe"、または"LightPenII.exe"のショートカット
・アイコン上でマウスの右ボタンをクリックして「プロパテ
ィ」を選択します。
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Windowsの場合

(b) "互換性"のシートを選択して、下記の項目にチェックマーク
を付けて下さい。

「交換モードでこのプログラムを実行する
：Window XP (Service Pack 2)」

「デスクトップ コンポジションを無効にする」
そして、「適用」を選択します。
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Windowsの場合

3.インタラクティブ機能の初期設定

3.1 USBケーブルをXIP2600とPCに接続してください。
3.2  "LightPenII.exe"、または"LightPenII.exe"のショートカッ

ト・アイコンをマウスでダブルクリックして実行します。画
面の下のタスクバーにアイコンが、画面の右側にツールバー
が表示されます。

3.3 投影距離の設定
ステップ1:   タスクバーにある「LightPenII」アイコンを左ク

リックします。

ステップ2:「投影距離」を選択します。
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Windowsの場合

ステップ3:   投影距離(>3m,>2m,<2m)を選択します。次に"OK"
を選択します。

3.4 キャリブレーション

ステップ1:  タスクバーにある「LightPenII」アイコンを左ク
リックします。

ステップ2:「設定」を選択します。
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Windowsの場合

3.4 キャリブレーション

ステップ3： "ポインター"か"ペン"（スクリーンの大きさに
より選択する）の先端を十字マークの上に置い
てボタンを押してください。
十字マークは緑色から黒色に代わり、次に、ス
クリーンの上部中央に次の緑色の十字マークが
表示されます。同じ手順で、13個の十字マーク
をすべて黒くしてください。
上手く設定を行うために、"ポインター"や"ペン
"の先端が常に、プロジェクターのレンズの隣に
あるセンサーに見えるようにして注意してくだ
さい。先端部がプロジェクタの光に照らされて
おればセンサーは先端の位置をうまく検出でき
ます。

ヒント

もしスクリーンとXIP2600の位置が固定されており、同じコ
ンピューターで同じ解像度で使用する場合、次回から投影距
離や設定（キャリブレーション）の必要は、ありません
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Windowsの場合

3.5 スタートアップ

ステップ1:   タスクバーにある「LightPenII」アイコンを左ク
リックします。

ステップ2: 「スタートアップ」を選択すると、チェックマー
クが図のように設定されます。

ヒント

「スタートアップ」を設定しておくと、次回Windowsを立ち上げた
際、「LightPenII」ソフトが自動的に起動し、P4の「3.2」項のよう
に、画面下のタスクバーにアイコンが、画面右側にツールバーが表
示されます。

「スタートアップ」の設定を解除する場合は、再度「スタートアッ
プ」をクリックしてチェックマークを外してください。
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Windowsの場合

ツールバー内の各アイコンの機能

ツールバーの位置
ツールバーの表示位置を（右側か左側）選択できます。

マウス
コンピューターのマウス機能。

赤ペン
赤色のペン。

線の太さ
ペンの太さを選択します。

線の色
ペンの色を選択します。

ダブルクリック
マウスのダブルクリック機能。

4.インタラクティブ機能の使い方

右クリック
マウスの右クリック機能。

緑ペン
緑色のペン。

青ペン
青色のペン。
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Windowsの場合

黒ペン
黒色のペン。

マーカー
マーカーペン。

消しゴム
描いた線や絵を部分的に消去します。

消去
描いた線や絵をすべて消去します。

ファイル保存
表示画面をコンピューターに保存します。

再描画
上記｢消去｣で一括消去した描画内容を呼び出します。

前のページ
前のページに戻る。

次のページ
次のページに進む。

ツールバー内の各アイコンの機能
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Windowsの場合

マウスモード（起動直後）

ポインターまたはペンを使ってマウスポインターを移動します。
ポインターのボタンを押す、またはペンの先端をスクリーン
に押し付けることで左クリック、ダブルクリックができま
す。

ツールバーの　　　アイコンをクリックし、右クリック、ダ
ブルクリックの機能を使用することもできます。

マウスモード時に、ポインターのボタンもしくは、ペンの先
端を長押しすることで右クリック機能として動作します。

4.インタラクティブ機能の使い方

ヒント
ツールバー上の右クリックやダブルクリックアイコンを選択
し、カーソルを開きたいファイルに移動し、クリックしてくだ
さい。ファイルを開くのに便利です。
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Windowsの場合

4.インタラクティブ機能の使い方

ペンモード

ポインターまたはペンの先端を投影画面の上方や下方にクリック
して、マウスモードとペンモードの機能の切り替えます。
マウスモードの場合にタスクバーに　　アイコンが出ます。赤
ペンモードに切り替えた場合は、　アイコンが出ます

ヒント
赤枠がつくメニュー項目は、タスクバーにも表示されますので、現
在の状態を確認するのに便利です。
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Windowsの場合

4.インタラクティブ機能の使い方

ヒント

ツールバーの位置変更や表示/非表示を行うのに簡単な方法が
あります。投影画面の外側、少し右か左にポインターか、ペンの
先端を置いて、ポインターの場合は、ボタンを押してください。
ペンの場合は、先端をスクリーンに押し付けてください。

ペンモード

ペン、ポインターを使用し、線が描けます。
先端から出る赤外線を連続発光させるため、ボタンを押しなが
ら線を描いてください。ペンの場合は、硬いスクリーンに軽く
先端を押し付けながら、移動させるだけでOKです。

線の太さと色の選択ができます。

描いた絵は背景と一緒に保存できます。
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Windowsの場合

5.インタラクティブ機能の終了の仕方

5.1  ツールバーの”マウス”ボタンを押してマウスモードにしま
す。
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Windowsの場合

5.2 タスクバーのライトペンのアイコンを左クリックします。

5.3 "終了"を選びます。

5.4 確認画面で"はい"を選びます。
(以上はスクリーン上でもパソコン上でもできます。）
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Macの場合

1.必要環境

インタラクティブ機能が正常に作動するための、必要なコンピュ
ータのシステム条件は、下記のとおりです

必要環境

対応OS Mac OS X v10.4.11- v10.5 以上
CPU IntelプロセッサーまたはPower PC
メモリ 512 MB以上
ハードディスク 10 MB以上
メディアデバイス 4倍速以上のCD-ROM/DVD-ROM
その他 USB 2.0以上

2.LightPenソフトをインストールする

ステップ1：  "Owner's Manual"と書かれたCDをCDドライブに挿入
します。

ステップ2： "LightPen Software for Mac OS" フォルダをハード
ディスクにコピーします。

ステップ3： CD-ROMをCDドライブから取り出してください。
ステップ4： ステップ２で作成したハードディスク上の"LightPen 

Software for Windows"フォルダ内の実行ファイル
"LightPen.exe"のショートカットを作成し、デスク
トップにコピーします。

インタラクティブ機能は、"LightPen"ソフトを使います。
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Macの場合

3.インタラクティブ機能の初期設定

3.1 USBケーブルでXIP2600にPCを接続してください。

3.2  "LightPen"、または"LightPen"のショートカット・アイコン
をマウスでダブルクリックして実行します。画面の下のタス
クバーにアイコンが、画面の右側にツールバーが表示されま
す。

3.3 投影距離の設定
ステップ1:   タスクバーにある「LightPen」アイコンを右クリ

ックします。

ステップ2:  "投影距離"を選択します。
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Macの場合

3.4 キャリブレーション

ステップ1:      タスクバーにある「LightPen」アイコンを右ク

リックします。

ステップ2:   「設定」を選択します。

ステップ3:       投影距離(>3m,>2m,<2m)を選択します。次に
“OK”を選択します。
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Macの場合

3.4 キャリブレーション

ステップ3:   "ポインター"か"ペン"（スクリーンの大きさによ
り選択する）の先端を十字マークの上に置いてボ
タンを押してください。
十字マークは緑色から黒色に代わり、次に、ス
クリーンの上部中央に次の緑色の十字マークが
表示されます。同じ手順で、9個の十字マークを
すべて黒くしてください。
上手く設定を行うために、"ポインター"や"ペン
"の先端が常に、プロジェクターのレンズの隣に
あるセンサーに見えるようにして注意してくだ
さい。先端部がプロジェクタの光に照らされて
おればセンサーは先端の位置をうまく検出でき
ます。

ヒント

もしスクリーンとXIP2600の位置が固定されており、同じコ
ンピューターで同じ解像度で使用する場合、次回から投影距
離や設定（キャリブレーション）の必要は、ありません。
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Macの場合

ツールバー内の各アイコンの機能

4.インタラクティブ機能の使い方

ツールバーの位置
ツールバーの表示位置を（右側か左側）選択できます。

マウス
コンピューターのマウス機能。

ペン
ペン機能。

消しゴム
描いた線や絵を部分的に消去します。

線の太さ
ペンの太さを選択します。

線の色
ペンの色を選択します。

消去
描いた線や絵をすべて消去します。

ファイル保存
表示画面をコンピューターに保存します。

再描画
上記｢消去｣で一括消去した描画内容を呼び出します。

スクリーン・キーボード
文字入力機能を使用するためにスクリーン・キーボードを呼

び出します。
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Macの場合

マウスモード（起動直後）

ポインターまたはペンを使ってマウスポインターを移動します。
ポインターのボタンを押す、またはペンの先端をスクリーン
に押し付けることで左クリック、ダブルクリックができま
す。

右クリックの使い方は以下です。
まずは、マウスポインターを目標の上に移動してください。
次に、ポインターまたはペンの先端を投影画面の外側の少
し上か、下に置き、ポインターの場合は、ボタンを押して
ください。ペンの場合は、先端をスクリーンに押し付けて
ください。

4.インタラクティブ機能の使い方
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Macの場合

4.インタラクティブ機能の使い方

ヒント

ツールバーの位置変更や表示/非表示を行うのに簡単な方法が
あります。投影画面の外側、少し右か左にポインターか、ペンの
先端を置いて、ポインターの場合は、ボタンを押してください。
ペンの場合は、先端をスクリーンに押し付けてください。

ペンモード

ペン、ポインターを使用し、線が描けます。
先端から出る赤外線を連続発光させるため、ボタンを押しなが
ら線を描いてください。ペンの場合は、硬いスクリーンに軽く
先端を押し付けながら、移動させるだけでOKです。

線の太さと色の選択ができます。

描いた絵は背景と一緒に保存できます。
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Macの場合

5.インタラクティブ機能の終了の仕方

5.1  ツールバーの”マウス”ボタンを押してマウスモードにしま
す。

5.2  タスクバーのLightPenアイコンをクリックして画面中の"終
了"項目を選択します。以上でソフトを終了します。
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故障かなと思ったら

1.Q:  「LightPenが見つかりません」というメッセージが表示され  
る。

A:    この場合は、下記のことを確認してください。

(1) USBケーブルが確実に接続されているかどうか、または、
USBポートが機能しているかどうかを確認してください。

  (1-1) 下記の警告画面が出た時、プロジェクターとコンピュ
ーターを添付のUSBケーブルで接続し、再度プログラ
ムを実行してください。

  (1-2) Windowsの場合、LightPenアイコンが（A)のように表
示される場合、USBが機能していません。この場合は
、USBケーブルが確実に接続されているかどうか、ま
たは、USBポートが機能しているかどうかを確認して
ください。LightPenアイコンが（B)のように表示され
ておれば、LightPenの機能は有効です

(A) (B)

(C) (D)

     Macの場合、LightPenアイコンが（C)のように表示さ
れる場合、USBが機能していません。この場合は、USB
ケーブルが確実に接続されているかどうか、または、
USBポートが機能しているかどうかを確認してくださ
い。LightPenアイコンが（D)のように表示されておれ
ば、LightPenの機能は有効です。



24

故障かなと思ったら

ノートパソコンでは、電池容量の低下により、USBポートが使
えなくなる場合がありますので、その場合はAC電源を使用し
てください。また、ノートパソコンではUSBポートから標準の
500mAの電流を供給できないものがあります。またUSB変換機
が正常に動いていない場合もあります。このような場合は同
梱のUSBケーブルを使ってください。

2.Q:  LightPenの設定で、緑の十字マークが黒くならないので次に
進めない。

A:(1)  以下を確認してください。

(1-1) ペンやポインターの電池の容量は十分ですか？

(1-2) ポインターのボタンを押した時やペンの先端をスク
リーンに押し付けた時に、先端のLEDランプは、赤く
光りますか？

(1-3) ポインターやペンの先端が、画面の影の位置になっ
ていませんか？　センサーが、ポインターやペンの
先端のLEDを検知出来ない時は、動作しません。

(2)    周りの光が強すぎます。光源をCMOSセンサーやスクリーン
から離してください。

以下の場合によく起こります。

(2-1)スクリーン近くの窓からの太陽光

(2-2) センサーやスクリーン付近の光源

お勧め角度は25度です。ペンの先を影の範囲に置かないでください。

(2)コンピューターのUSBポートはUSB2.0対応可能ですか？

(3) USBケーブルは不適切です。XIP2600に同梱されたケープル
を使ってください。長いケーブルが必要な場合は、お買い
上げの販売店にお問い合わせください。

(4)USBポートがうまく動作していない。

USBポートが正常に動作しているか確認してください。
作動しないときには、専門家に相談して下さい。

*  一部のアンチウイルスソフトはUSBポートを使えなくします
。USBポートが使えなくされないように設定してください。
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故障かなと思ったら

4.Q: ポインターの先端の動きに関係なく、マウスポインターが飛ん
でしまう。

A:  強い周りの光の干渉を受けたためです。スクリーンへの環境光
を遮断してください。（2.Qを参照ください。）

5.Q:  コンピュータがスタンバイモードから立ち上がった時に
LightPenが操作できない。

A:  コンピュータがスタンバイモードになるとき、USBポートがシ
ャットダウンする可能性があります。LightPenプログラムを
一度終了してから再起動してください。
（1.Qを参照ください。）

3.Q:ポインターの先端とマウスポインターの位置が一致しない。

  A:  この場合、以下のことが考えられます。

(1)設定が正確に行われていなかった。
 (2)設定後、プロジェクターかスクリーンが動かされた。
(3)パソコンの解像度が変更された。
いずれの場合も、設定をやり直してください。

(3) Windows Vistaの場合は画面左下の十字マークがスタートの
アイコンに隠される場合があります。その場合は、あると
思われる場所に先端を置いてボタンを押して下さい。

スタート
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故障かなと思ったら

お知らせ:

   ポインターとペンには、アルカリ乾電池以外の電池を使用しない
で下さい。

6.Q:  なぜ、「周囲の照明が強いと、ライトペンが正常な機能が停
止する原因となります」の表示が出ますか？

    A:  周辺の光が強すぎます。
妨害光は以下のごとく白く表示されます。
その光源を移動させるか、スクリーンの場所を移動させるか
、ライトを消すか、カーテンを利用するなどを試してくださ
い。
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〒530-0028                                                                
大阪市北区万歳町4番12号(浪速ビル)
TEL (06)6311-9475 (代表)  

大阪営業所  

〒664-0026 
伊丹市寺本6丁目23番地 
TEL (072)782-7491 (代表)                                    

東 京 支 社                                             

〒135-0042                                                                     
東京都江東区木場3丁目14番4号(はが木場三ビル)                                                 
TEL (03)5621-3051 (代表)

九 州 支 社                                                                                

〒812-0013                                                                            
福岡市博多区博多駅東1丁目11番15号                 
(博多駅東口ビル)       
TEL (092)431-0222 (代表)  

伊 丹 工 場                                    

〒664-0026                                                                
伊丹市寺本6丁目23番地       　                            
TEL (072)781-3861 (代表)   
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