
データ転送
対応ソフトウェア： ENT essential & unlimited 1.x, PatXfer 5.x
インポートアーカイブとデータの選択 

PatXfer を開き、アーカイブのタイプを選択します。 

注記：次に開く画面では患者、スタディー、イメー
ジシリーズを選択します。スタディーやイメージシ
リーズの選択にあたっては、チェックボックスを
使って複数を選択することが可能です。

ハードディスク 

CD

DICOM Query/Retrieve

MOD
選択データの確認 

Original series 画面でデータの確認を行います。

• Navigator はデータ転送のワークフローを示します。

• 確認したいイメージシリーズを選択します。 
• 選択したイメージセットがここに表示されます。 
• イメージスライスをスクロールするにはスクロール
バーを使用します。 

• 選択したイメージシリーズの詳細情報 

注記：Next で次に進むか、Navigator エリア内の目

的のステップをダブルクリックします。 
エクスポートアーカイブの選択 

Archive selection 画面でエクスポートアーカイブ

を選択します。

iPlan 2.0 以上で使用するためには、Advanced 
Brainlab フォーマットで作成したアーカイブ

を選択します。 

ブレインラボのナビゲーション用ソフトウェア
や、古いバージョンの iPlanで使用するためにエ

クスポートするには、標準のBrainlabファイル

フォーマットで作成したアーカイブを選択してください。 
データの保存

Patient selection 画面の中で以下を行います。

• New Patient をクリックして新規の患者フォルダー

を作成し、データをこのフォルダーに保存する
• 複数のデータを処理したい場合は既存の患者フォル
ダーを選択し、Add to... をクリックして患者データ

をこのフォルダーに追加保存する 

注記：患者の個人情報保護などのために患者名と
ID は編集できます。
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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プランニング
対応ソフトウェア： ENT essential & unlimited 1.x, iPlan ENT 2.x
患者と手術計画の選択

Load Treatment Plan タスクで Plan を開きます。 

• 患者を選択します。
• 作業対象の手術計画を選択し、右のパネルでその詳
細を確認します。

• 患者データを読み込むには、 Navigator エリアで

Next または Go to... を押します。 

注記：iPlan はワークフローをステップごとにガイ

ドします。
プランニングタスクの選択

Navigator の Go to... を押すと iPlan Navigator が開

き、任意の順序でタスクを選択できます。 

• 左のパネルにはすべてのタスクが表示されます。タ
スクが完了すると、チェックボックスにチェック
マークが入ります。 

• 右パネルには選択したタスクの詳細が表示されます。
• 選択するにはタスクをダブルクリックするか OK を

クリックします。

注記：Navigator エリアの Next を使って各タスク

に進むこともできます。
スクリーンの概要

• Navigator エリア：ワークフロー間を移動

• スキャン画像：各ウィンドウに表示
• イメージセットの名称と元の画像の方向
• 患者アイコン：画像方向を示す 
• Functions エリア：現在のタスクに特定の機能

• ツールバー：一般のソフトウェア機能
表示機能 

• イメージビュー内の矢印ボタンを押して表示機能ボ
タンを表示します。これらを使ってビューを変更し
ます（例：3D ビューで表示する情報を選択）。 

• 特定のボタンが使用可能か否かは選択されている
ビュータイプやビュータブに応じて異なります。 

注記：マウスポインターでボタンを指すと、機能名
を示したツールヒントが表示されます。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ツールバー機能

① イメージセットを選択し、ビューオプションを設定

します。

② 画像間をスクロールします。

③ 測定機能、スクリーンショットボタン

④ ビューの拡大／縮小、画像位置の調整

⑤ ウィンドウイングの調整

⑥ 手術計画の保存、ソフトウェアの終了

注記：ツールヒントに機能名が表示されます。 
イメージフュージョン

• フュージョンを行うイメージペアをリストから選択
します。 

• グレーのチェックマークの付いたペアは Frame of 
Reference（DICOM タグ）を基準にした画像を示し

ます。目視でフュージョンを確認し、次にチェック
マークをクリックして確定します。 

• その他のフュージョンオプション：Manual（マウス

ポインターを使って画像を調整）、Automatic （共

通のストラクチャーが基準）、Registration Point
（計画済みレジストレーションポイントが基準）。 
手術計画の保存とエクスポート

• Save Plan... タスクを使って手術計画を保存します。

• Export to... タスクを選択します。 
• Export ダイアログで以下を行います。

- エクスポート先のプラットフォームを選択（ENT 
unlimited）

- エクスポート先を選択（例：USB またはネット

ワーク）
- エクスポートする、イメージセットや計画済みの
手術計画内容を選択（例：オブジェクト、トラ
ジェクトリーなど）

• OK をクリックします。これで患者データがエクス

ポートされ、ナビゲーションに使用できる状態とな
ります。 
①

s

③ ④

②

⑤

⑥
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内視鏡との接続
対応ソフトウェア： ENT essential & unlimited 1.x
ケーブル

内視鏡は以下のケーブルのいずれか 1 つを使用してブ

レインラボのシステムに接続します。

① BNC 

② S-video 
コールブリへの接続（オプション 1）

旧タイプのシステムの場合（モニターに緑色のパネ
ル）

• BNC ケーブルを使って、ポート “Real Time Video In” 
① に内視鏡を接続します （BNC ケーブルはこの

ポートに接続されているアダプターケーブルに取り
付ける）。

• Tools > Live Video でビュー設定を行い、内視鏡用

信号を表示します。
コールブリへの接続（オプション 2）

新タイプのシステムの場合（モニターに黄色のパネル）

• BNC ケーブルまたは S-video ケーブルを使用して、

コールブリの該当するポートに内視鏡を接続します。 
- BNCケーブル： “Real Time Video In” ① に接続しま

す。 
- S-video ケーブル： ポート②に接続します （S-

video ケーブルはこのポートに接続されているアダ

プターケーブルに取り付ける）。
• Tools > Live Video でビュー設定を行い、内視鏡用

信号を表示します。
ベクタービジョンスクエアへの接続

• BNC ケーブルを使って、ベクタービジョンスクエア

のポート“Real Time Video” ① に内視鏡を接続します

• Tools > Live Video でビュー設定を行い、内視鏡用

信号を表示します。
① ②
①

①
②

①

注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ベクタービジョンコンパクトへの接続

• BNC ケーブルを使って、ベクタービジョンコンパク

トのポート“Real Time Video” ① に内視鏡を接続しま

す。
• Tools > Live Video でビュー設定を行い、内視鏡用

信号を表示します。
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手術室のセットアップ
対応ソフトウェア：ENT essential & unlimited 1.x
ブレインラボ ヘッドバンドの装着

ブレインラボ ヘッドバンドとヘッドバンド用リファレン

スアレイを使用する場合：

• 患者の頭部にブレインラボ ヘッドバンドを装着しま

す。
• ヘッドバンド用リファレンスアレイに赤外線反射
ボールを取り付けます。 

• ヘッドバンドのコネクターにアレイを取り付けます。 

注記：ブレインラボ ヘッドバンドがしっかりと締

まっており、ずれないことを確認します。 
頭蓋リファレンスアレイキットの組み立て

頭蓋リファレンスアレイキットを使用する場合：

• 固定ナット ① をチューブ ③ に取り付けます。 
• 調整用ナット ② を頭蓋リファレンスベース⑤に取り

付けます。 
• アレイコネクター④を頭蓋リファレンスベース⑤に
取り付けます。 

• 標準に手順で、患部を切開します。
• チューブ ③を頭蓋リファレンスベース ⑤ に設置します。

• 頭蓋リファレンスベース ⑤ を頭蓋部に設置します。 
• チューブ ③ を切開部に挿入します。

頭蓋リファレンスベースの固定
• 固定ナットを開きます。 
• 付属のドリルをチューブに通してあらかじめ穴を開
けます。

• 固定スクリューをチューブに挿入します。
• 付属のスクリュードライバーを使って、骨に固定スク
リューを完全にねじ込みます。 スクリュードライバーを使

用する際は下向きの力は 小限に抑えてください。
• 固定ナットを締めて頭蓋リファレンスベースを固定します。

注記：固定スクリュー（ディスポーザブル）は未滅
菌で出荷されます。 使用前に滅菌してください。 
頭蓋リファレンスアレイの取り付け

• 頭蓋リファレンスアレイに赤外線反射ボールを取り
付けます。

• 頭蓋リファレンスアレイを頭蓋リファレンスベース
に取り付けます。 

• すべてのスクリューをしっかりと締めます（固定
ナットを開いてからスクリューや頭蓋リファレンス
アレイキットを取り外します）。

注記：術中に頭蓋リファレンスアレイキットの位置
を調整しないでください。ナビゲーションの精度が
低下し、患者に重傷を負わせるおそれがあります。
④

②

③

①

⑤

注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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システムの配置

以下に注意してシステムを配置してください。

• モニターが術者の見やすい位置にある。 
• カメラが患者の頭部から 1.2 ～ 1.8m 離れている。

• リファレンスアレイが両カメラのレンズに映ってい
る。

注記：カメラからリファレンスアレイと器具への視
野が妨げられていないこと 
ソフトウェアの開始

• ソフトウェアを開始し、 Select to Beginダイアログ内で 
Navigation を押してナビゲーションを開始します。（オ

プションでData Transfer を選択してDICOMデータな

どを、またはPlanningを選択して患者データをコール

ブリシステムに読み込むことができます）。 
• 次に開くダイアログでは、患者のデータソースを選
択し、該当する場合にはビデオ出力の装置を選択し
ます（コールブリシステムの場合のみ）。 

注記：スタートアップのオプションが使用可能か否
かはシステムの設定に応じて異なります。 
に
含
の

イ

n

u

患者データの確認と読み込み

• 患者データが正確であるかを検証します。
• Load Patient を押します。 
カメラの視認性の検証 

器具とリファレンスアレイの視認性を確認してくださ
い。

• 緑色のステータスフィールド = アレイと器具が映っている

• 緑色の点 = 標準のポインターまたはソフタッチ レジス

トレーションポインター
• 白色の点 = キャリブレーションしていない器具や患者

レジストレーション前のリファレンスアレイ
• 赤色の点 = 患者レジストレーション後のリファレンス

アレイ
• グレーの点／円 = 認識されていない器具

注記：これでレジストレーションの手順に進めます。
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サーフェイスマッチングレジストレーション
対応ソフトウェア： ENT essential & unlimited 1.x
ステップ 1

• レジストレーションを起動するには（Register ボタ

ンよりアクセス）Surface Matching Registration
を選択します。 

• 両方のカメラレンズからリファレンスアレイが認識
できていることを、カメラディスプレイに表示され
る 3 つの白い球体によって確認してください。 
ステップ 2a（Z-TOUCH の場合）

• 電源スイッチ（z-touch の裏側）を ON の位置に入

れます。 
• 可視レーザービームを照射するには、レーザービー
ムスイッチを 1 段階目で押し続けます。 

• 赤外線レーザーと可視レーザーの両方のビームを有
効にするには、スイッチを 2 段階目で押し続けま

す。 

注記：z-touch の不適切な取り扱いは患者および現

場のスタッフに危険を及ぼします。
ステップ 2b（ソフタッチ レジストレーションポイ

ンター（SOFTOUCH）の場合）

• オン／オフスイッチ（矢印を参照）を押して起動し
ます。緑色の LED ライトが 3 回点滅し、起動してい

ることを示します。

注記：Softouch は 3 分間使用されないと自動的に

電源が切断されます。 

注記：ポイントの取得時は、スキンシフトを避ける
ため、できる限り力を入れずに Softouch の先端を

患者に当ててください。 
ステップ 3

• Patient Registration ダイアログで z-touch と

Softouch のいずれかを押して目的の方法を起動し

ます。

注記： Softouch がカメラ視野内にある場合、自動

的に Softouch のレジストレーションが開始しま

す。再度 z-touch レジストレーションを開始するに

は、ダイアログの z-touch ボタンを押します。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ステップ 4

顔の両側で特徴的な骨組織上でポイントを取得します。 

• z-touch：ボタンは 2段階目まで押し込んだ状態で、患

者の関心領域上で z-touchをゆっくりと動かします。 
• Softouch：各ポイントを取得するには、Softouch の先

端で患者に軽く触れ、器具を静止して保持します。ポ
イントが正しく取得できるとビープ音が鳴ります。 

注記：患者のイメージセット内にある領域のみをス
キャンしてください。必ず鼻全体を含めるようにし
てください。 
ステップ 5 

ソフトウェアには、計算されたレジストレーション
の精度が表示されます。

• ポインターを 3 つ以上の解剖学的ランドマークに当

て、イメージビュー内のポインターの位置が患者の
アナトミー上の実際のポイントと一致するかを検証
します。

• ポインターを皮膚に当てます。ソフトウェアにはポイ
ンターの先端から皮膚表面までの距離が表示されます。

• 十分な精度が得られれば、Accept を押します。 精度

が低い場合には次のステップに進みます。 
ステップ 6（オプション）

サジタルビューでこのボタンを押すと、レジス
トレーションポイントの分布や、算出された、
ポイントと皮膚表面との距離を基準にした信頼
度（カラーコード）マップが表示されます。 

• 精度の偏差を表示するにはポインターを頭蓋骨に当
てます（緑＝高精度、黄色＝中程度の精度、色なし
＝低精度）。 

• 必要に応じて Modify を押してポイントを追加取得

するか、サーフェイスマッチングレジストレーショ
ンをやり直します。 
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器具のキャリブレーション
対応ソフトウェア： ENT essential & unlimited 1.x
ステップ 1

• 赤外線反射ボールをアダプターアレイにしっかりと
取り付けます。 

• キャリブレーションを行う器具にアダプターアレイ
を装着します。 高精度を実現するには、アレイの
長軸を器具の軸に合わせて回転します。 

注記：アダプターアレイは、動かないよう、器具に
しっかりと取り付ける必要があります。 
ステップ 2

• 器具校正用マトリックス (ICM4) に赤外線反射ボール

をしっかりと取り付けます。 
• ICM 4 と使用する器具を共にカメラの視野内で持ち、

キャリブレーションの手順を開始します。キャリブ
レーション中は、両方がともにカメラに認識されて
いる必要があります。

注記：ICM4 は使用前に滅菌してください。
ステップ 3

対象のアダプターアレイのキャリブレーションデー
タがある場合は以下のいずれかの方法をとります。 

• Restore を押して以前に実施したキャリブレーショ

ン結果を使用（器具やアダプターアレイが変更され
ていない場合に限る） 

•  Calibrate を押して新規キャリブレーションを実施

（別の器具を使用している場合、またはアダプター
アレイの位置が変更した場合）

注記：復元したキャリブレーションは必ず検証して
ください。
ステップ 4

以下のキャリブレーションの方法があります。

• ピボットポイント：器具先端のキャリブレーションに
使用（デフォルト設定）

• 校正用ホール：先端の尖っていない、またはカーブし
た器具の先端およびトラジェクトリーのキャリブレー
ションに使用

• V 字溝：あらゆる直径の器具のキャリブレーションに使用

注記：ダイアログの左下のボタンを押してプリキャリブ
レーション済みの器具を読み込みます（使用可能な場
合）。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。



お問い合わせ先：

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany
ヨーロッパ、アフリカ、アジア、
オーストラリア： +49 89 99 15 68 44
USA & カナダ：+1 800 597 5911
日本： +81 3 3769 6900
南米：+55 11 33 55 33 70
フランス：+33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

著作権：

本ガイド
有情報が
Brainlab
く、本ガ
ます。 

Docume

Article N
ステップ 5a 

ピボットポイントを用いたキャリブレーション：先
端の尖った器具に 適な方法 

• 器具先端をピボットポイントに当てます。 
• 器具を少し回転させます。器具の先端がピボットポ
イントから外れないように注意してください。

注記：この方法ではカーブした器具のトラジェクト
リーのキャリブレーションは行えません。 
ステップ 5b 

校正用ホールを用いたキャリブレーション：直径が
一定の器具に 適な方法 

• 可能な限り小さな穴に器具の先端を挿入します。必
ず器具の先端がホールの底に当たっていることを確
認してください。

• 画面上で対応する穴を選択します。
• 器具を静止して保持します。 この手順中、器具の先

端が校正用ホールに完全に挿入された状態を保持し
てください。
ステップ 5c 

V 字溝を用いたキャリブレーション：非常に長い器

具に 適な方法

• まず、ピボットポイントを使って器具先端のキャリ
ブレーションを行います。

• 次に器具のシャフトを V 字溝に沿わせ、器具を静止

させます。 
ステップ 6

キャリブレーションの検証：

• 器具の先端：ピボットポイントで器具を回旋させま
す。 

• 器具のトラジェクトリー：Show Trajectory を押し、

V 字溝上で器具を回転させます。 

注記：校正用ホールを使ったキャリブレーションを
実施した場合は、校正用ホールの中で器具の先端を
回転させれば器具の先端とトラジェクトリーを同時
に検証できます。
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ビューの設定
対応ソフトウェア： ENT essential & unlimited 1.x
個別のビューの設定

任意のビュー内でEyeアイコンを押し、そのビューの設定

を行います。開いたタブページの中で以下を選択します。

• 2D Views：2Dを選択（例：アキシャル）

• 3D Views：3Dを選択（例：Cubic Cut） 
• Other Views：Microscopeビューなどを選択

• Windowing：イメージセットのウィンドウイングを調整

します。
• Composition： 1つのイメージセットから別のイメージ

セットへ情報を重ねます。 
• Threshold：3Dビューにおける骨表面と皮膚表面の表示

を 適化
データの確認

• メニューバーで Freeze を押してディスプレイを

ロックし、以下の機能を起動します。
- ビューの上部／下部にある矢印ボタン（または矢
印の間にある隠れたスクロールバー）を使ってイ
メージセットのスライスを 1 枚ずつスクロールし

ます。 
- 青色のクロスヘアを押してドラッグし、ビュー内
のイメージデータを再センタリングします。

• メニューバー内の Target ボタンを押すと、トラ

ジェクトリーのターゲットポイントをビューの中心
に移動できます。 
メインスクリーンの設定

Display ボタンを使って、切り替え可能な 3 つのメ

インスクリーンを設定します（unlimited のみ）。 

• スクリーンを選択します（I、II または III）。 
• 設定済みのディスプレイ設定を選択するには、

Display を押します。 
• Presets タブでは、ディスプレイ設定を選択します。

• Select Set ダイアログではイメージセットを選択し

ます（2 つ以上ある場合）。 
• I、II 、III のいずれかを押し続けてディスプレイの設

定を保存します。 
設定済み画面（例） 

イメージセットの選択が完了すると、設定したメイ
ンスクリーンが表示されます（例：Side-by-Side 6 
Windows）。 

• 任意のビューをフルスクリーン表示するには、該当
のビューで拡大表示ボタンを押します。 

注記：設定したビューと画面は Custom タブ

（Display ボタンよりアクセス）で保存できます。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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標準の 4 ウィンドウ表示

アキシャル、コロナル、サジタルのビューを他のイ
メージセットに変更する方法：

• Display を押します。

• Standard 4 Windows を選択します。

• Select Set ダイアログでイメージセットを選択しま

す。 
• 任意のビューをフルスクリーン表示するには、該当
のビューで拡大表示ボタンを押します。 
ビュー内でのデータ管理

メニューバーで Data を押して以下のいずれかから

選択します。

• Image Sets：イメージセット内のウィンドウレベル

を調整
• Objects：iPlan で計画したオブジェクトのディスプ

レイの管理
• Composition：1 つのイメージセットの情報を他の

セットと組み合わせる（すべてのビューで表示）
• Trajectories：iPlan で計画したトラジェクトリーを

管理、または術中に作成
• Points：iPlan で計画したポイントを管理、または

術中に作成
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ナビゲーションの概要
対応ソフトウェア： ENT essential & unlimited 1.x
正しいレジストレーションの実施後

• 滅菌されていないリファレンスアレイは慎重に取り
外してください。 

• 患者をドレープで覆い、滅菌済みのリファレンスア
レイを装着します。 

• リファレンスアレイの接続部分の周囲をドレープで
覆い、テープで固定します。 

注記：滅菌済みのリファレンスアレイの装着時にブ
レインラボ ヘッドバンドまたは頭蓋リファレンス

ベースの位置を変更しないでください。ナビゲー
ションの精度が低下し、患者に重傷を負わせるおそ
れがあります。

ナビゲーションのオプション
メニューバーで Tools を押して以下から選択しま

す。

• Instruments： キャリブレーションを必要とする器

具には、キャリブレーション済みの器具とアダプ
ターを選択

• Microscope：顕微鏡ナビゲーションの開始

• Ultrasound：超音波の位置追跡の開始

• Live Video：ライブビデオ装置を設定

• Measurement：ナビゲーションビュー内にスケー

ルや距離を表示
器具の選択 

• Tools ダイアログで Instruments を押して Tools > 
Instruments ダイアログを開きます。 

• 器具のキャリブレーションを行うには、Additional 
Instruments を押して以下を行います。

- アダプターアレイまたはプリキャリブレーション
済み器具を選択

- 器具のキャリブレーションか、プリキャリブレー
ション器具を検証
器具の設定

• Tools ダイアログで Instruments を押して Tools > 
Instruments ダイアログを開きます。 

• Settings を押して以下を行います。

- 器具のキャリブレーションを自動的に起動するに
は、 Pivoting Detection を選択

- 器具の表示を 3D と 2D で切り替えるには、 3-D 
Tools を有効／無効にする 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ライブビデオの設定

Tools ダイアログで Live Video を押すとタブページ

が開き、ここでは内視鏡ビデオ接続の設定が行えま
す。 

• Video Source タブでは信号のタイプを選択します。 
• Image Settings タブを開き、イメージビューの設定

（輝度、コントラストなど）を調整します。 
• Accept を押して設定を確定します。 
• Other Views タブ（Eyeアイコンからアクセス）でLive 

Videoを選択してライブビデオビューを表示します。 
距離の測定（ターゲットまでの距離）

• Tools ダイアログで Measurement を押して Tools 
Measurement ダイアログを開きます。 

• Display Distances を押します。 
• ポインターの先端を患者上の選択したポイントに当
てます。ソフトウェアでは、選択したポイントから
計画ターゲットまでの距離が標準の 2D ビューで表

示されます。 
距離の測定（ポイント間距離）

• Tools ダイアログで Measurement を押して Tools 
Measurement ダイアログを開きます。 

• Display Distances を押します。 
• ポインターの先端を初めの測定ポイントに当てま
す。 

• メニューバー内で Freeze を押します。 
• ポインターの先端を 2 つ目の測定ポイントに移動し

ます。ソフトウェアではポイント間の距離が標準の
2D ビューで表示されます。 
ツールチップオフセットの設定

この機能を使って、ナビゲーション器具の先端を仮
想的に延長したり短縮したりできます。 

• メニューバーで Offset を押して Tool Tip Offset ダ
イアログを開きます。 

• ツールチップオフセットの値をミリ単位で設定しま
す。 

• ナビゲーション画面では：
- 赤色のラインとクロスヘアはオフセットを示します。
- 緑色のラインとクロスヘアは実際の器具を示します。 
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イレイサーナビゲーション
対応ソフトウェア： ENT essential & unlimited 1.x
イレイサー機能について

イレイサー機能により、外科的に取り除いた患者の
アナトミー上の組織ボリュームを位置追跡し、患者
のイメージビューの上に、追跡した情報を重ねて表
示できます。 

イレイサー機能には以下のいずれかの器具を使用し
てください。

• マルチポインターのカーブタイプとストレートタイ
プのイレイサーポインターチップ（左図参照）

• ポインター 
器具のキャリブレーションおよび検証

• ICM4 とイレイサー用器具を共にカメラの視野内で

持ち、キャリブレーションの手順を開始します。
• プリキャリブレーションデータを読み込むには、

Instrument Calibration ダイアログで Eraser を押し

ます。
• キャリブレーションを検証します。 
イレイサーセッションの開始

• 器具の先端を患者上のスタートポイントに当てます。
• セッションを開始するには、メニューバーの Eraser
を押します。

• 器具を患者の上でゆっくりと動かし、組織が取り除
かれた領域に印をつけます。 

• セッションを終了するには再度 Eraser を押します。 

注記：複数のイレイサーセッションを実行することが
できます。 印の付いたすべての領域（オーバーレイ）

が 終的に 1つの複合イレイサーオブジェクトになり

ます。 
イレイサーオブジェクトの修正 

Eraser Changesダイアログが開き、ここには作成され

たイレイサーオーバーレイが表示されます。 必要に応

じてオーバーレイオブジェクトを修正します。

• カラーパレットを使って、オブジェクトに新たな色を
選択します。 

• Opacity スライダーバーを使用してオブジェクトの透明

度を調整します。 
• オーバーレイされたオブジェクトをすべて削除するに
はDelete Allを押し、 後に行った変更を削除するには

Reject を押します。 

注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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