
 

1 

 

temi Control Center ユーザーガイド 

(July 22nd,2021) 

for V125 

目次  

 

1. ログイン： 

temi コントロールセンターへログインするには、temi モバイルアプリとパソコンが必要です。 

尚、パソコンで使用する Web ブラウザーは、Chrome を推奨します。 

また、temi のモバイルアプリは最新のバージョン、temi はバージョン 121 あるいはそれ以降のも

のが必要です。 

モバイルアプリ端末のソフトウエアは、以下であることを確認ください。 
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Ios：iOS 11.0 以上で iPhone, iPad and iPod touch 対応。アプリは For IOS Devices Click here 

から。  

Android：Android 5.0 以上。アプリは For Android devices Click Here から。 

パソコンのブラウザーで、https://center.robotemi.com/ を開き、ログインをクリックします。 

QR コードの画面が表示されます。 

 

temi モバイルアプリを開き、画面下の「QR をスキャン」を選択します。 

スマートフォンでパソコンの画面に表示されている QR コードを読み取るとパソコンの画面が変わ
り、「私のすべての temi」を見ることができます。 

 

2．私のすべての temi 

「私のすべての temi」では、所有しているすべての「私の temi」とメンバーになっているすべての

temi が表示され、それらのステータスが確認できます。この画面から temi を制御する、又は temi

をカスタマイズすることができます。 

ビューを切り替えるには、[私が所有しているロボット]または[メンバーとして割り当てられたロボ

ット]タブを選択します。temi を名前(ニックネーム)で検索し、ステータスでフィルタリングするこ

ともできます。 

メンバーとして割り当てられたロボット 私が所有しているロボット 

https://apps.apple.com/us/app/temi/id1332976710
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robotemi
https://center.robotemi.com/
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３．さあ、temi を操作しよう。 

１．操作しようとする temi の下にある     （制御）というボタンを押してください。 

その temi の地図を読み込みます。（下記の地図は、予め追従モードで temi を誘導しながら、パス

（経路）を作り、登録地を設定してあります。） 

２．画面左下の           ビデオ通話ボタンを押して、temi との通話を開始します。 

画面左下に temi のカメラの映像が出てきます。この映像の右下にある  マークを押すとこの画

面が中くらいの大きさになります。    マークを押すと画面が全画面表示になります。 

全画面表示の右側にある      マークを押すと、登録地が表示されます。 

この登録地のボタンを押すことで、temi をその場所へ移動させることができます。 

私が所有しているロボット 
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登録地での temi の向きや、画面の角度は、後から「マップの編集」で変更ができます。 

又、その場所で temi の向きや画面の角度を少し変える場合、画面上のその位置をポイントし、左ク

リックしてください。 

temi をその位置で、移動させたい場合、パソコンの       カーソルボタンを押して、その方向へ

移動させてください。 

その他の画面上のボタン 

 temi の音量を調節できます。 

 temi の目の前に立った人を追従できる“追従モード”のボタンです。 

 temi のホームスクリーンを操作できる“コントロール temi スクリーン”です。 

フルスクリーンモードを閉じるボタンです。 

画面コンテンツの共有ボタンです。temi センターのパソコンで開いている“あなたの全画  

面”、“アプリケーションウインドウ“、”Chrome タブ“から temi の画面に表示したいものを

選んで共有できます。(お使いになる前にネットワーク環境-帯域の確保、信号強度、を確認く

ださい。) 

   パソコンのカメラの MUTE ができます。 

 パソコンのマイクの MUTE ができます。 
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通話を終了するときは、temi をホームベースへ戻し、    終了ボタンを押して、その後、temi セ

ンターの画面右上のご自身の写真にポインターを移動させて出てくる「ログアウト」をクリックし

て、temi センターを終了してください。 

   

 

 

 

 

４．制 御 

temi センターで temi を制御するには、左メニューの私の temi のすべての temi をタップします。 

私が所有する temi にあなたの電話番号で管理者になっているすべての temi がここに表示されま
す。  

制御する temi を選択し、 制御ボタンを押します。最新のマッ

プが画面に読み込まれます。選択した temi の状態も表示されま

す。地図上の     temi アイコンは現在の位置を表します。 

 

 

 

 

 

 

私の temi のステータス–速度、バッテリー、ポジショニングな

ど、ロボットの全体的なステータスを確認します 

制御–このメニューを使用すると、temi センターを介してテミの

特定の機能を制御できます。 

•パトロール：連続ループで各場所に移動するようにテミを
設定します。 

•ポジショニング–ポジショニングを開始して、temi 自身が
マップのどの位置にいるか再調整することができます。 

•ボリューム–テミの音量を上げたり下げたりします。 

•temi をオフにする- temi をシャットダウンします。 

•テミをオフにする 

ビデオ通話を開始します。 
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メニュー右上の表示のオプション    をタップし、ビューに追加したい項目を選択します。 

仮想ウオール、経路、登録地点、Grid 等を選択できます。 

ズームインとズームアウトするには、スケール(+/-)ボタンを使用します。 

temi を登録された目的地に移動させるには、マップ上の目的地の場所をタップします。temi アイ

コンが移動する temi の位置を示しながら、移動します。 

また、地図上の登録された目的地ではない場所をクリックしても、temi はその場所へ移動します。

但し、作成された地図の外では目的地の登録はできません。 
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さらに、画面右のマップの編集を選択して、表示されている地図の編集もできます。但し、地図を

編集する時には、temi がホームベースにいる必要がありますのでご注意ください。 

５．カスタマイズ 

ここからは、temi のカスタマイズについて説明します。「私の temi」の右下にある       

ボタンを押すと下の画面に変わります。 

5-1．ホーム画面のカスタマイズ 

どの画面をホームスクリーンとして表示したいかを選択します。 
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表示するホーム画面のビューを選択します。 

⚫ 既定 （工場出荷時設定）- 管理者（Admin）の呼出ボタンと目的地のリストが表示されます。 

⚫ クリアな画面- この画面ではウイジェット等が表示されません。 

⚫ カスタム画面- カスタマイズされたファンクションボタンで構成された画面。 

ホームスクリーンをカスタマイズしたい場合カスタム画面を選び、右の矢印をタップします。 

トップバー - 非表示にするか、表示するか、インマース(没入型)にするか選択します。 

タイトル  –  ホームスクリーンに表示されるタイトルを決めます。 

ヒント – 文字を追加します。  

背景画像 - 背景に表示するカスタムのイメージを追加します。 

アップロード、メディアライブラリー-画像ファイルをアップロードするか、メディアライブ
ラリーから選択します。 

ファンクションボタン – ホームスクリーンにシーケンス（順序）を追加します。 

 

⚫ アプリケーション画面- ホーム画面にアプリ（Youtube、iHeartRadio、ウエルカム B2B、チュ
ートリアル）を選択します。 
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5-2．一般設定(General Setting) 

情報 

ソフトウェアアップデート–ソフトウェアが最新

であるかどうかを確認し、自動アップデート設定

をセットアップします 

製品情報–ロボットのシリアル番号とソフトウェ

アバージョンを確認してください 

 

 

パスワードとセキュリティ 

temi でパスワードを設定できる箇所を選択でき

ます。 

temi の機能（地図の編集、設定、通話、制御、
画面のロック）にアクセスするためのパスワー
ドを設定します。 

1.開始するには、「パスワードの作成」をクリッ
クして、temiのマスターパスワードを選択しま
す。 

2.各機能の横のトグルボタンを使用して、パスワ
ード保護を使用する機能を選択します 

3. 「ロック」を選択して、temi にパスワード保
護を適用します 

マップ編集 - 登録地点の編集、グリーン経路の
編集、仮想ウォールの編集、マップの編集 

設定の編集 - 設定の編集 

temi からの呼出 - temi からの呼び出し 

temi をコントロール - 目的地への移動、追従             
モード 

スタンバイを終了する（ロック画面）- スタンバ
イの終了 

4.パスワードを使用して temi の機能の 1 つをロック解除すると、すべての機能が次のようになります。 

ロック解除。ロボットを再度ロックするには、temi センターまたは temiの一般設定で[ロック] >この
temi のパスワード保護を設定する。 
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日付/バッテリー 

日付 – 24 時間制 (既定は 12 時間制) を選択 

 

バッテリー％ – バッテリーの充電残量を画面に
表示。 

バッテリー残量が少なくなるとホームベースに
戻る- temiがホームベースに戻って充電する時
の充電残量率を設定します。 

低バッテリーでホームベースに戻る間の中断- こ
の設定をするとバッテリー低下時にホームベー
スへ戻る間、temiはインターラクションを中断
します。 

 

 

スタンバイ/タッチインタラクション 

スタンバイ – temi がアイドル状態のときにバッ
テリー節約機能をアクティブにします。 

 

 

 

タッチインタラクション – 音量、電源、および
インタラクション・ボタンを設定します。 

 

 

 

 

 

音声対話/通知 

音声対話– temi が音声のトリガーで動作するの
を有効/無効にします。 

 

通知 – 全画面表示やステータスラベルのナビゲ
ーション通知設定を構成します。 
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呼出し/Apps Center 

メンバーからの着信を許可する 

連絡先からの着信を許可する 

通話中にゲストが temi を移動できるようにす
る。 

ファイアウオールモード – ネットワークファイ
アウオール下で動作するモードを有効にしま
す。ファイアウオールのホワイトリストはサ
ポートに連絡して受け取ってください。 

 

Apps Center – アプリの更新、追加、削除の
ために temi アプリストアから temi へのアク
セスを許可します。 

 

5-3．ナビゲーション設定 

この設定は、temi でも行うことができます。 

重要：temi のナビゲーション設定を調整すると、予期しない動作が発生する可能性がありますのでご注

意ください。適正な設定を行わなかった場合には障害物、階段を避けられず、落下する場合があります。 

ポジショニング- temi の位置が現在のマップの位

置と異なっている場合、「ポジショニングの開始」

が使用可能になり、temi は解決されるまでマップ

内の自分の位置をより適切に調整するためにその場

所で回転します。 

仮想ウオールにおける追従の停止 - 有効にする

と、temiは仮想ウオールに到達すると追従モード

を停止します。 

ホームベースの位置確認-temi を手動でホームベー

スへ戻した時、temi は位置が変更されているかを

確認し、メッセージを表示します。 

障害物回避プロファイル-temi が落下する可能性の

ある階段や段差はありますか？ temiの動作環境内

に階段や落差がある場合は「いいえ」を選択しない

でください。「段差がある」を設定しても必ず回避

できるという保証はありません。段差がある部分に

は十分注意してください。 

障害物回避感度 – 障害物に対する temiの感度を調

整します。「中」を選択した場合、移動中に temi

が障害物に接触する可能性がありますのでご注意く

ださい。又、障害物感度を「高」にすることによっ

て、障害物にぶつからないという保証はありません

。 
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Go-to 速度コントロール– temiのナビゲーションの速度を設定します。 

障害物をバイパス – 経路内で障害物に面したときの temi の動作を設定します。「オン」に設定すると障

害物を回避するために temi は最適な経路から迂回します。「オフ」に設定すると、temiが最適経路か

ら逸脱することはありません。 

ナビゲーションタイムアウト – 設定時間を経過しても temiが目的地へ到達できない場合に temi が動作

を中止する時間を設定します。 

 

5-4．マップ 

マップ – マップ編集 に移動します。私の temi で選択した temi の下側のカスタマイズ

ボタンを押すと、その temi のマップを読み込んだ画面を表示します。  

 

マップエディター 

マップエディターは、保存したマップに変更を加えて temiのナビゲーシ

ョン機能を向上させるための便利な編集ツールを提供します。 

仮想ウオール、登録地点、経路を追加することができます。 

新たにマップを編集するのであれば、まず temi からその temi が持って

いる地図のマップのインポートをします。 
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マップを編集するには、インポートしたマップのページの下部にあるボタンで編集を行います。  

 

「仮想ウオール」を追加する 

「仮想ウオール」は、temi が特定の領域に入らないようにするための目に見えない壁です。階段、

急な落差、ガラスの壁の近くに仮想ウオールを追加することをお勧めします。 

設定を開始するには、ページの下部にある仮想ウオールの追加ボタンをクリックします。  

地図上の「仮想ウオール」を開始する場所のポイントをマーク（マウスで左クリック）し、仮想ウ

オールが終了する地点を再度クリックすることで、仮想ウオールが作成できます。 

作成した仮想ウオールで良い場合は画面下の✔を押してください。消したい場合は、×を押してくだ

さい。完了したら、画面左の     マップの保存をクリックして変更を保存します。 

 

登録地点を追加する 

登録地点を追加するには、地図上のその場所をクリックすると「新しい登録地点を追加」という表

示が出てきます。ここにその地点の名称、その場所へ行ったときの temi の向き（オリエンテーショ

ン）、画面のチルト角度をいれ、保存ボタンを押してください。 

 

 

 

 

新しい登録地は既存のマップ内でのみ設定できます。設定した新しい登録地を変更、或いは破棄し

たい場合には、その場所の     マークをクリックすると、 ボタンが現れます。 

は、その場所を移動する場合、   は登録地点名、オリエンテーション、チルト角度の変更

、 は、すべての内容の破棄の用途です。     

 

注：現在の地図の外に目的地を設定したい場合は、temi の設定->マップ編集->マップ・オプショ

ンで、“マッピングを続ける”を選択して地図を追加してから、新たな登録地などを追加してくださ

い。  

 

 

 

私のtemi
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経路を追加する 

経路を設定して使用すると、ある登録地から別の登録地への最適で最も効率的なルートで temi を移
動させることができます。  

temi は経路なしでも移動することはできますが、経路ではスムーズなナビゲーションが可能です。  

経路を追加するには、ページの下部にある経路の追加ボタンをクリックします。 

ホームベースを起点にマウスの左クリックでマークします。次に目的の目的地に到達するまでの道
筋を曲がる位置でクリックします。さらにこれを繰り返して目的地をまでをマーキングします。 

経路は緑の破線で表示されます。この経路を保存するには画面下の       ボタンをクリックします。 

やり直しする場合には、   ボタンをクリックし、再度経路を弾き直します。   

このマップを保存する場合は、画面左側の   マップの保存をクリックします。従来の地図に上
書きをする場合には、そのまま保存、新し い地図の場合には名前をつけてください。     

 

temi を更新する: 

マップの編集が完了しましたら、ページの下部にある私の temi から、この地図を送る temi を選
び、送信を押します。更新されたマップが選択された temi に送信されます。 

 

5-5. 連絡先 

temi に表示する連絡先を作成、またはインポートし、連絡先グループを作成します。 

 新しい連絡先を作成する 

新しい連絡先を作成するには、temi センターの最初の画面の私の連絡先をクリックし、連絡先の追

加ボタンをタップして新しい連絡先を選択します。 

連絡先の情報を入力し、"保存" をクリックして連絡

先を追加します。  
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モバイル連絡先のインポート 

既存の連絡先をインポートするには、連絡先を追加の

ボタンをクリックして モバイルアプリからを選択しま

す。 

連絡先のリストが画面に表示されるので、追加する相

手を選択します。  

連絡先を追加すると新しい連絡先と同様に、その連絡

先を編集して画像を追加できるようになります。 

 

 

 

 

グループ 

連絡先のグループを作成するには をクリックし、グループの       の作成

ボタンをクリックします。 

グループに名前を付けて保存をします。 

グループを開いたら、連絡先リストの中から、または

新しい連絡先を作成して連絡先を追加できます。 

 

 

 

 

メンバーの追加 

で、       メンバーを追加する

ことで、temi 側で誰かが呼出を受けることなく、その

メンバーが temi に通話できるようになります。 
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5-6. メンバー(の権限) 

ここでは、メンバーに許可される権限を編集、割り当て、表示されます。 

この temi のオーナーは、次の 4 種類の権限をメンバーに割り当てることができます。 

⚫  temi にホップイン（自動着信）する許可 

⚫  temi をコントロールする許可 

⚫  temi の地図を編集する許可 

⚫  temi の設定を編集する許可 

メンバー権限の編集 

メンバーに許可する権限を編集するには、右側の鉛筆マークをクリックし、下の画面で許可する権
限の脇のトグルボタンで設定し、保存してください。 
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6. モード 

「デフォルト」、「声掛け」、「プライバシー」三つのモードが選択できます。 

デフォルト - temi の既定の動作 

声掛け – temi は声掛け役として機能します。近くにいるユーザーを検出し、その時にユーザーと対
話します。 

プライバシー-有効にすると、カメラとマイクがミュートされます。通話と通知は無音になります。 

 

声掛けモード「声掛け」モードを選択すると、設定画面が開きます。4 つのステップを設定してく
ださい。 

1.ユーザーを検出する 

ユーザーを検出する距離(0.5m-3m)と人を感知
するまで temi が繰り返すシーケンス、検出の
時間（0-1 秒）を決めます。「新しいシーケン
ス追加」ボタンからをシーケンスの追加もでき
ます。 

２．検出時 

temi がユーザーを検出する時の動きを設定しま
す。顔認識をオフにすると、temi は目の前の人
が認識できない時のシーケンスを再生したり、
次のステップへ移ります。 

顔認識をオンにすることを選択した場合、認識
された人と認識されていない人で異なるタイプ
のインタラクションを定義できるようになりま
す。 

顔認識機能を使用するには、最初に連絡先の下
にある連絡先のグループと、その人を temi が
認識できる明確な顔の写真をアップロードする
必要があることに注意してください。 

顔認識機能を有効にし、顔認識のために個人の写真をアッ
プロードすることにより、あなたは以下を認め、同意した
こととなります； 

（i）あなたがアップロードした写真やその他の個人的な写
真、共有しているそれらに関連する情報は認識機能を有効
にして使用する目的と ii）アップロードされ表示されるす
べての個人からそのような写真を使用するための同意、
temi 製品に関連する顔認識を目的としたその他の個人情
報使用の同意を得ていることになります。 

3．インタラクション中 

フォローアップモードを選択すると、「ヘイ、temi」というウェイクアップワードを使わず、temi
に質問することができます。 

ユーザー追跡を選択すると、temi が検出中にユーザーの動きに従って回転します。 

４．インタラクションの終了 

temi のインタラクションの無い時間(1 秒-10 分)の設定と現在のインタラクションが終了した後に
再生されるシーケンスを設定できます。 
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7. 私のシーケンス 

temi が作成した地図内で、移動しながら話したり、ディスプレーに情報や文字を表示したり、動画
を流したり、音楽を再生して、色々な説明をさせることが出来ます。 

 シーケンスを作成するには、temi センターのメインページのエディターの下の私のシーケンスをク
リックします。 

次に           新しいシーケンスの作成ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  

始めに、右上のペンマークをクリックして、このシーケンスの名称、説明、画像などを入れて保存

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

シーケンスエディタは、temi が設定された順序で実行する 4 つのアクションのマトリックスです。 

シーケンスは、4 つのアクションで構成されます。 

1. 移動する – 登録地に移動する。 

2. 話す – 書かれたメッセージを音声で話す。 

3. 見せる – 再生したい動画、音楽、表示したい写真、画像を追加します。 

4. オーディオ再生する – 再生したいサウンドファイルを追加します。 
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シーケンスを追加作成するには追加するアクションの中心にある +ボタンを押します。 

横の行はシーケンスのステップを表しています。 

各ステップで、temi は、すべてのアクションまたは一部のアクションを同時に実行できます。  

各アクション内の設定でそれぞれのアクションの開始を遅延させることができます。  

各アクションを設定した後、「保存」を押してシーケンスにアクションを追加します。 

移動する 

どの temi をどの場所へ移動するのか？そのアクションはコマン
ドを送ってから、何秒後に動作するのか？の設定 

その位置へ移動後、temi の向く方向と角度、画面のチルト角度等
も設定ができます。（“位置”で設定） 

 

 

 

話す 

temi に話させたい内容と画像認識を使用したときに認識した人の
名前を名字で呼びかけるか、ファーストネームで呼びかけるかの
設定を入力します。 

また、話すメッセージを temi の画面に表示することもできます。 

 

 

見せる 

temi に表示する画像またはビデオをアップロードします。ファイ
ルサイズは最大 200MB。 

表示したい画像またはビデオを、temi メディアライブラリ、コン
ピューター、または Web からアップロードします（新規）。 

temi ライブラリまたはコンピューターからメディアをアップロー
ドするには、[コンピューターから]タブを選択します。 

画像の推奨サイズは 1280X800 ピクセルです。又、開始の遅延時
間を設定できます。 

Web からメディアをアップロードするには、[Web から]タブを選
択し、メディアタイプを選択して、URL を貼り付けます。メディ
アファイルに直接つながります。 
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オーディオ再生する 

temi が再生するオーディオファイルをアップロードします。 

又、開始の遅延時間を設定できます。 

オーディオファイルを、temi メディアライブラリ、自分のコン
ピューター、または Web からアップロードします（新規）。 

temi ライブラリまたは自分のコンピューターからメディアをア
ップロードするには、[コンピューターから]タブを選択します。 

オーディオ・ファイルサイズは、最大 200MB。 

Web からメディアをアップロードするには、[Web から]タブを
選択し、メディアタイプを選択して、URL を貼り付けます。 

メディアファイルに直接つながります 

 

最初のステップが完了しましたら、追加のステップとアクションを追加できます。 

 

通話 

更にシーケンスの新しい機能として、通話機能が追加されました。通話は、４つのアクションすべ
てに追加されています。 
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通話の設定をすると、下の図のように表示されます。 

 

 

 

 

 

注：通話中は、他のアクションを実行できないことに注意してください。通話が終了すると、シー

ケンスが再開されます。 

 

シーケンスのコントロールとアクティブ化 

シーケンスを再生する前に、シーケンスを開始するステップを選択したり、シーケンスを繰り返す

ように設定できます。 

シーケンスをアクティブにするには、ページの下部にあるコントロール バーに移動します。 

シーケンスをアクティブにする temi を“temi を選択“で選び、再生ボタンを 押します。  

 

 

8．シーケンススケジューラ 

シーケンススケジューラを使用すると、シーケンスを特定の時間に再生するを設定できます。 

私の temi の「カスタマイズ」をクリックし、次の画面の「シー

ケンススケジューラ」を選びます。 

 

 

 

取り消し やり直し Step 1から 繰り返し無し temiを選択
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ポップアップウィンドウが表示され、既に作成した私のシーケンスの中から、シーケンスを選択し

て、再生を開始する正確な日時を設定できます。又、繰り返すようにスケジュールを設定すること

もできます。或いは、新たなシーケンスを作成することも出来ます。 

（但し、ここで作成したシーケンスは、私のシーケンスには保存されません。） 
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9．Q&A 

Q＆A 機能を使用すると、この temi でカスタムの質問と回答を作成することができます。 

temi センターの「私が所有する temi」の画面で「Q&A」をクリック。 

対象の temi を選択します。 

使用する言語の選択とマッチング信頼度を設定します。 

Q＆A ページでは、最大 3 つの言語と 3 つのマッチングレベルを選択できます。 
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「新しい Q&A の作成」 を選択すると、作成に必要な手順の設定ページが開きます。 

（上記の画面は、スピーチの回答入力画面。他のオプションの場合には右側のバケツをクリックし

て“回答を追加”にして、オプションを選択してください。） 

1）Q＆A 名：Q＆A 名を入力します 

2）質問：質問内容を入力してください 

3）回答：回答として設定できるオプションは、「シーケンス」、「スピーチ」、「アプリの起動」

の 3 つです。 

a）シーケンス：「私のシーケンス」から選択するか、新しいシーケンスを追加できます。 

b）スピーチ：temi が音声で回答する答えを入力します。 

c）アプリを起動する：起動するアプリを選択します。 

開発者の場合：クラス名、キー、および値を選択します 

トレーニング：オンに切り替えると、temi の AI アシスタントがユーザーの質問を保存して、

同じ質問が次に尋ねられたときの答えを改善します。 

注：[許可]をクリックすると、temi がすべてのユーザーの質問をトレーニング目的でのみ保存

し、他の目的には使用しないことに同意したことになります。 

一致/削除：選択した言語の一致する信頼度を編集または削除します。 

検索： Q＆A を名前で検索します 

最終変更および作成：Q＆A が作成された日時、または最後に変更された日時による Q＆A の順

序を選択します。 


