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はじめに

目次

マイロジャーマイクは、スイスのチューリッヒに拠点を置く、聞こえの
ソリューションにおける世界的なトップ企業であるソノヴァが開発した
アプリです。本ガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

はじめに
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概要
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使用目的
マイロジャーマイク アプリを使用することで、対象機器が手元にいな
くてもマイクロホンモードの切り替え、集音方向の変更などを行うこと
ができます。

対象機器とのペアリング

互換性の情報:
マイロジャーマイク アプリを使用するには、ロジャー
ジャー オンまたはロジャー オン iN が必要です（2022年1
月現時点）。
マイロジャーマイク アプリは、Bluetooth® Low-Energy
(LE)機能を持つ スマートフォンで使用でき、iOS® バー
ジョン13以降のiPhoneと互換性があります。
また、マイロジャーマイク アプリはBluetooth® 4.2および
Android™ OS 7.0以降をサポートする Google Mobile
Services (GMS)認証のAndroid スマートフォンでも使用で
きます。

アプリのインストール
ペアリングに関するトラブルシューティング
リモコン
機器の設定
複数機器の追加および削除
その他の情報
安全に関する情報および記号の説明

4
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Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標です。Sonova
AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

iPhone® は Apple Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。
Android™ は Google LLC の商標です。

iOS® は、米国および他の国々で登録された Cisco Systems, Inc. および/またはその関連会社の登
録商標または商標です。
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概要

ナビゲーション

ロジャー オン

ロジャー オン

電池の状態

ロジャー オン

マイクロホンモード

機器の状態

ミュート /
ミュート解除

オートマチック

卓上

インタビュー

プレゼンター

ロジャー オン

快適性

オートマチック

卓上

インタビュー

プレゼンター

マイクロホンの集音方向

カスタム設定として
保存
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アプリのインストール
スマートフォンがWiFi またはモバイルデータ通信でインターネットに接続されていることをご確認ください。
スマートフォンの Bluetooth® がオンになっていることをご確認ください。

•
•

戻る

プライバシー通知

マイロジャーマイク
Sonova AG

使用データをご提供いただくことで、製
品やサービスの向上や改善に役立てるこ
とができます。

入手する

5.0

64件の評価

当社の品質改善にご協
力ください

16歳以上

選択内容は、アプリの設定の「分析」
セクションでいつでも変更可能です。

年齢

マイロジャーマイク アプ
リへようこそ
アプリを使ってロジャー オンの使用を開始
し、すべての機能を見てみましょう。
それでは見て行きましょう!

次へ

同意する

スキップ

アプリのダウンロード
ストアからアプリをダウ
ヱロードします。

アプリの起動
ダウンロードされたア
プリを開きます。
[次へ]をタップして次
の画面に進みます。

プライバシーに関する
通知
操作を続行してアプリ
を使用するには、[同意
する]をタップしてプラ
イバシーに関する通知
を受け入れる必要があ
ります。

同意する
いいえ、結構です

製品の向上
使用データの提供につ
いて選択します。提供
いただく使用データ
は、当社製品の品質向
上に役に立てさせてい
ただきます。匿名化され
た使用データをご提供い
ただく場合は[同意する]
をタップしてください。
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対象機器とのペアリング
対象機器とマイロジャーマイク アプリをペアリングします。アプリ画面の提示に従ってペアリングを完了してください。

ペアリング完了
探しています

探しています

ロジャーを探しています

ロジャーを探しています

ロジャー オン

ロジャー オンをアプリに接
続する

マイロジャーマイク アプリが使用できる
状態になりました。

選択
ロジャー オンがペアリングされました

ロジャー オンをマイロジャーマイク アプリ
に接続できるようにするには、ロジャー オン
のスイッチを切ってから、入れなおします。
Bluetooth のペアリングモードが3分間有効に
なります。

続ける

ペアリングの説明
[続ける]をタップし、
ロジャー オン/ロ
ジャー オン iNの電源
を入れてペアリング操
作を行ってください。

OK

探しています
互換性ある機器がア
プリ内で検出されま
す。この処理にはし
ばらく時間がかかる
場合があります。

選択
お使いのロジャー オ
ン/ロジャー オン iN
がリストに表示された
ら、[選択]をタップし
てください。
（複数の機器をアプリ
とペアリングしたい場
合は、P10の「複数機
器の追加および削除」
をご参照ください。

ペアリング完了
機器のペアリングが
完了しました。アプ
リは、自動的に次の
手順に進みます。

セットアップの完了
これでマイロジャー
マイク アプリが使用
できる状態になりま
した。
[OK]をタップする
と、リモコン画面が
表示されます。
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ペアリングに関するトラブルシューティング

ロジャー オン

オートマチック

卓上

インタビュー

ロジャー オン

ロジャー オン
ロジャー
オンと接続できません
ロジャー オンと接続できません

ロジャー オンと接続できません
プレゼンター

ロジャー オン
オートマチック

卓上

インタビュー

プレゼンター

ロジャー オンとペアリン
グできませんでした

ロジャー オンと補聴器また
はロジャー受信機をペアリン
グする

アプリとロジャー オンの接続を確立で
きませんでした。ロジャー オンが充電
され、スイッチがオンになっているこ
と、また範囲内にあることを確認して
ください。

Bluetooth® を有効にする
ロジャー オンを接続するには、Bluetooth
を有効にする必要があります。

ロジャー オンが補聴器またはロジャー受
信機とペアリングされていないようです。
ロジャー オンを補聴器や受信機とペアリ
ングさせるには、ロジャー オンを補聴器
または受信機の近く(10cm)で持ち、裏面
の接続ボタンを押してください。

再試行
再試行

閉じる

設定画面を開く

OK
ロジャー オンとペアリングできませんでした 原因は?

ロジャー オンとペアリングできませんでした 原因は
原因は?

ペアリング処理に進まない
スマートフォンのBluetooth
を有効にしてください。

接続に失敗
以下のことを確認してからロジャー オン/ロジャー オ
ン iNを再起動してペアリングを再度行ってください。

• iOSの場合：[設定画面
を開く]をタップして
スートフォンの設定画
面でBluetoothを有効に
してください。
• Androidの場合：[有効
にする]をタップして画
面の提示に従って次へ
進めてください。

• ロジャー オン/ロジャー オン iNの電源が入ってお
り、電池残量が十分であること。
• スマートフォンの Bluetooth機能が有効になってい
ること。

補聴器が検出されません

原因は?

補聴器が検出されません
アプリとペアリングされているロジャー オン/ロ
ジャー オン iNが補聴器とペアリングされていません。
画面下部の[原因は?]をタップして解決方法をご確認く
ださい。

画面下部の[原因は?]をタップして解決方法を確認す
ることもできます。
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リモコン 1/2
リモコンの画面では、ロジャー オン/ロジャー オン iNのマイクロホンモード※の切り替え、集音方向の変更、ミュート/ミュート解除など
を行うことができます。

ロジャー オン

ロジャー オン
ロジャー オン
オートマチック

ロジャー オン

ロジャー オン
卓上

インタビュー
インタビュー

プレゼンター

オートマチック

ロジャー オン

ロジャー オン

ロジャー オン

快適性

卓上

インタビュー

プレゼンター

オートマチック

卓上

インタビュー

プレゼンター

オートマチック

卓上

インタビュー

プレゼンター

名前を付け
て保存

マイクロホンモードの
切り替え
使用したいマイクロホン
モードをタップすると、
そのモードに切り替わり
ます。

集音方向の変更※※
卓上モードでロジャー
オン/ロジャー オン iN
を使用する場合、アプ
リを利用して任意の1
人または複数の話し手
に集中できるようマイ
クロホンの集音方向を
操作することができま
す。聞きたい方向を
タップすると、その集
音方向に切り替わりま
す。もう一回タップす
ると解除されます。

１タッチで全方向に
切り替え※※
画面下部の円形アイ
コンをタップする
と、全ての集音方向
が有効になります。

※

各マイクロホン モードの詳細については、ロジャー オン/ロジャー オン iNの取扱説明書でご確認ください。

※※

この機能は卓上モードでのみ利用可能です。

ミュート/ミュート解除
１タッチでロジャー オ
ン/ロジャー オン iNを
ミュート/ミュート解除
することができます。
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リモコン 2/2
リモコンの画面では、使用頻度が高いモードをカスタム設定として保存することもできます。

ロジャー オン

ロジャー オン

ロジャー オン

ロジャー オン
オートマチック

ロジャー オン

ロジャー オン
卓上

インタビュー プレゼンター

卓上

インタビュー プレゼンター

ロジャー オン
カスタム 11
カスタム

卓上

インタビュー プレゼンター

カスタム 11
カスタム

選択した方向をカスタム設定として追加する

カスタム 1
保存
保存
キャンセル

完了

カスタム 設定の保存
画面右下の[保存]アイコ
ンをタップすると、現
在のモードをカスタム
設定として保存するこ
とができます。最大2つ
のカスタム設定を保存
することができます。

カスタム 名称の作成
作成したカスタム設
定に名前を付けて保
存します。

カスタム 設定へアクセス
リモコン画面のマイクロ
ホン モードの表示欄を右
から左にスワイプする
と、保存されたカスタム
設定が表示されます。

カスタム 設定の削除
画面右下の[削除]アイコ
ンをタップすると、選択
されたカスタム設定が削
除されます。

機器本体から呼び出す
ロジャー オン/ロジャー オン
iNの機能ボタンを押すこと
で、アプリで保存されたカス
タム設定を機器本体から呼び
出すこともできます。
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機器の設定
アプリを使用することで、マルチビームテクノロジー 2.0※や範囲拡張機能を有効/無効に設定することができます。

マイロジャーマイク

ロジャー オン

ロジャー オンの設定
ロジャー

機器の設定

ロジャー オンの設定

ペアリングされた機器
ロジャー オン
接続しました

表示名

ロジャー オン
マルチビーム2.0

マルチビーム2.0
マルチビーム2.0では、テーブルの中央にロジャー オンを置

す。最高の結果を得るには、ロジャー オンが正しく空間を認

識できるように、テーブルに置いた時にロジャー オンの
ビーム

ポートが自分の方を向くようにしてください。マルチ

になります。補聴器を1台だけ使用する場合は、マルチビー

法的事項

送信

USB

ポートが自分の方を向くようにしてください。マルチ

2.0は、ロジャー オンを卓上モードでロックしたときに有効
になります。補聴器を1台だけ使用する場合は、マルチビー

ム2.0を有効にしないでください。

ム2.0を有効にしないでください。

範囲拡張機能

範囲拡張機能

範囲拡張機能はロジャー オンと補聴器間のワイヤレス通信距

範囲拡張機能はロジャー オンと補聴器間のワイヤレス通信距

離を広げ、さらに離れたところからの音を聞けるようになり

離を広げ、さらに離れたところからの音を聞けるようになり

ます。範囲拡張機能を有効にすると、ロジャー オンの使用可

ます。範囲拡張機能を有効にすると、ロジャー オンの使用可

能時間が減少して約6時間になることに注意してください。

能時間が減少して約6時間になることに注意してください。

ロジャーを追加する
機器を削除する

設定にアクセス
左上の[ナビゲーショ
ン]→[ロジャー オンの
設定]をタップします。

す。最高の結果を得るには、ロジャー オンが正しく空間を認

ビーム

2.0は、ロジャー オンを卓上モードでロックしたときに有効

アプリの使い方

けば、話している人の方向から声が聞こえるようになりま

識できるように、テーブルに置いた時にロジャー オンの
USB

アプリのフィードバック

ロジャー オン

マルチビーム2.0では、テーブルの中央にロジャー オンを置
けば、話している人の方向から声が聞こえるようになりま

よくあるご質問(FAQ)

機器の設定
表示名

機器の選択
お使いの機器を選択
します。

マルチビームテクノロジー
2.0の有効※※
この機能を有効にすると、
テーブルの中央にロジャー
オン/ロジャー オン iNを置
いたときに誰がどの方向から
話しているのかを把握するこ
とができます。
また、一度有効にするとお使
いのロジャーオン/ロジャー
オン iNにこの設定が保存さ
れますので、その都度有効に
する必要はありません。

機器を削除する

範囲拡張機能の有効
この機能を有効にする
と、ロジャー オン/ロ
ジャー オン iNの使用可
能距離が元の25メート
ルから最大50メートル
まで拡張されます（た
だし、使用可能時間は
元の8時間から約6時間
に短縮されます）。

※

マルチビームテクノロジー 2.0の詳細については、ロジャー オン/ロジャー オン iNの取扱説明書でご確認ください。ご不明な点がある場合はお買い上げの販売店へお尋ねください。

※※

この機能は、ロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装用、かつロジャー オン/ロジャー オン iNが卓上モードに固定されている場合のみ利用可能です。
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複数機器の追加および削除
最大10台の対象機器をアプリとペアリングすることができます。

ロジャー オンの設定

ペアリングされた機器
ロジャー オン
接続しました

機器の設定

ロジャー オン
オン
ロジャー オン

ロジャー オン

表示名

プレゼンター

ロジャー オン

機器の設定
表示名

ロジャー オン

ロジャー オン

マルチビーム2.0
マルチビーム2.0では、テーブルの中央にロジャー オンを置
けば、話している人の方向から声が聞こえるようになりま
す。最高の結果を得るには、ロジャー オンが正しく空間を認
識できるように、テーブルに置いた時にロジャー オンの

USB ポートが自分の方を向くようにしてください。マルチ
ビーム

ロジャー機器を削除しますか?
アプリでの使用は、ロジャー オンを再度ペ
アリングする必要があります。

2.0は、ロジャー オンを卓上モードでロックしたときに有効
になります。補聴器を1台だけ使用する場合は、マルチビー
ム2.0を有効にしないでください。

範囲拡張機能

はい、削除します

範囲拡張機能はロジャー オンと補聴器間のワイヤレス通信距

キャンセル

離を広げ、さらに離れたところからの音を聞けるようになり
ます。範囲拡張機能を有効にすると、ロジャー オンの使用可

このモードを有効にするとロジャー機器の電池消費量が増加

能時間が減少して約6時間になることに注意してください。

することに注意してください。

ロジャーを追加する
機器を削除する
機器を削除する

機器の追加
左上の[ナビゲーション］
→[ロジャー オンの設定]
をタップします。画面下
部の[ロジャーを追加す
る]をタップすると、ペア
リング画面が表示されま
す。画面の提示に従って
新しい機器をアプリとペ
アリングしてください。

機器の表示
ペアリングが完了しまし
たら、リモコン画面が表
示されます。
複数台の機器がアプリと
ペアリングされている場
合、リモコン画面の上部
に矢印が表示されます。
矢印をタップすると、そ
の下にアプリとペアリン
グされている機器が全て
表示されます。
使用したい機器をタップ
すると、その機器に切り
替えることができます。

機器を削除する

機器の削除
[ナビゲーション]→[ロジャー オンの設定]→削除
したい機器を選択→機器の設定画面にアクセスし
ます。画面下部の[機器を削除する]をタップして
機器を削除することができます。
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その他の情報
ロジャー オン/ロジャーオン iNは、ロジャー テーブルマイクIIやその他のロジャー マイクロホンと組み合わせることができます※。
ロジャー オン/ロジャーオン iNを他のロジャー マイクロホンと組み合わせて使用する場合、アプリでは以下の画面が自動的に表示されます。

ロジャー オン

ロジャー オン

ロジャー オン
オートマチック

卓上

インタビュー

プレゼンター

オートマチック

インタビュー

ロジャー オン

ロジャー オン

ロジャー オン
卓上

ロジャー オン

ロジャー オン

ロジャー オン
プレゼンター

オートマチック

ロジャー オン
卓上

インタビュー

プレゼンター

マルチトーカーネットワーク

マルチトーカーネットワーク

ロジャー オンは他のロジャー マイクロホ
ンと接続されているため、インタビュー
モードと卓上モードは使用できません。
ロジャー オンの1つをスタンドアロン モー
ドで使用したい場合は、ロジャー オンの機
能ボタンを押すと、そのままスタンドアロ
ン モードで使用できますが、この場合は他
のマイクロホンがロックされますので注意
してください。

このロジャー オンは、スタンドアロン モー
ドで使用されている別のロジャー マイクロホ
ンに接続されているため、ブロックされてい
ます。このロジャー オンを再度使用したい
場合は、ロジャー 機器の機能ボタンを押す
と、そのまま使用できるようになります。

理解しました

理解しました
マルチトーカーネットワーク
マルチトーカーネットワーク

機器を削除する

機器を削除する
このロジャーはミュートになっています。 原因は?

他のロジャー マイクロ
ホンと接続されている
場合
リモコン画面では、
[マルチトーカーネッ
トワーク]の提示が表
示されます。

このロジャーはミュートになっています。 原因は
原因は?

ロジャー オン/ロジャーオン iNがミュートされた
場合
リモコン画面では、[このロジャーはミュートに
なっています]の提示が表示されます。
[原因は?]をタップしてミュートされた原因および
解除の方法を確認することができます。

ロジャーがブロックされています

原因は?

ロジャーがブロックされています

原因は?
原因は

ロジャー オン/ロジャーオン iNがブロックされた
場合
リモコン画面では、[ロジャーがブロックされてい
ます]の提示が表示されます。
[原因は?]をタップしてブロックされた原因および
解除の方法を確認することができます。
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安全に関する重要な情報

記号の説明

個人のスマートフォンの使用に関する責任は、ユーザーに
あります。スマートフォンおよびアプリは慎重に扱うよう
お願いします。

この記号は、本ガイドの関連情報を読んで考慮することの重
要性を示しています。

マイクロホンモードを切り替えたり、集音方向を変更した
りすると、警告や安全性関連の信号が聞こえにくくなる場
合があります。それにより危険な状況につながる可能性が
あります。

この記号は、ユーザーが本ガイドの関連する警告内容に注意
を払うことの重要性を示しています。

過度な磁場の障害によりロジャー オン/ロジャー オン iNが機
器に反応しない場合は、その強い磁場から離れてください。
機器が反応しない場合は、ロジャー オン/ロジャー オン iN
の電源が入っているか、電池残量が十分であるか、標準の
Bluetooth LE 接続の範囲にいるかを確認してください。

製品の安全性および取り扱いに関する重要な情報です。
CE マークにより、このフォナック製品が無線機器指令2014/53/
EU の要件を満たしていることを Sonova AG は表明します。
CE マークは、2020年に取得しました。

ロジャー オン/ロジャー オン iNをアプリと接続するには、
Bluetooth を有効にする必要があります。
補聴器を片耳のみ装用する場合は、マルチビームテクノロ
ジー 2.0を有効にしないでください。補聴器の効果を低下さ
せる可能性がありますので、ご注意ください。
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