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＜１．メイン画面機能説明＞

１．ファンクションメニュー

 Ｆ１ ） 呼出メール
　　　　登録したメールアドレス（介護者の携帯など）に，２回のクリックで呼出メールを送ることができます。
 Ｆ２ ）はなす
　　　　登録した語句がメニューに表示され文書入力中でも、入力されることなく発音ができます。
 Ｆ３ ） インターネット
　　　　登録したページが表示され，インターネットができます。
 Ｆ４ ） メール送信
　　　　Ｇｍａｉｌを使ってメールを送信します。
 Ｆ５ ） メール簡易送信
　　　　メール簡易設定で登録されたアドレスや語句を使い，メールの作成から送信までができます。
 Ｆ６ ） メール受信
　　　　Ｇｍａｉｌを使ってメールを受信します。
 Ｆ７ ） Ｗｉｎ操作
　　　　デスクトップが表示され，Ｗｉｎｄｏｗｓの操作ができます。
 Ｆ８ ） ネット検索
　　　　検索エンジン（ｇｏｏｇｌｅ）が表示され，インターネット検索ができます。
 Ｆ９ ） カメラ起動
　　　　Ｗｅｂカメラが起動します。
 Ｆ10） 直前文書
　　　　直前に作成し確定した後に消してしまった文書を，再表示します。（再起動後でも呼び出せます）
 Ｆ11） ワードパッド
　　　　ワードパッドを起動します。
 Ｆ12） 無線カメラ
　　　　無線カメラを起動します。（オプションで購入した場合のみ）

  ★ 設定でネットワークに接続しない場合は，このメニューが表示されます。 ★
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２．文書管理

１）保存
作成した文書を保存します。

２）読出
作成済みの文書を読み出します。

ファンクション部分に保存した文章の最初の部分が表示されます。

３．発音メニュー

１） 発音
入力されていない状態でクリックすると，登録した語句がメニューに
表示されて発音できます。

２） トイレ
「トイレ お願いします」と発音します。

３） 吸引
「吸引 お願いします」と発音します。

４） 緊急
チャイムが，設定回数鳴ります。

５） 印刷
入力し表示されいている文字を印刷します。

６） 再起動
　話想本体が再起動します。

４．文字盤変更（確定，単語登録）

１） 編集
編集モードに移行します。（６、文書編集参照）

２） 単語登録
単語を登録します。
　（数字は頻度で，大きい数字ほど変換時に優先的に表示されます。）

３） ひら／カナ
「ひらがな」の文字盤と「カタカナ」の文字盤を切り替えます。

４） 挨拶
文字盤を「挨拶」に切り替えます。

５） 体調
文字盤を「体調」に切り替えます。

６） アルファベット
文字盤を「アルファベット」に切り替えます。

　３），４），５），６）の各文字盤は，
　 設定メニューの「文字盤設定」によって
　 カスタマイズできます。
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５．リモコン

リモコンで機器をコントロールします。

設定画面より自由に項目を変更することができます。
　☆＜３．設定＞　４．リモコンの設定説明を参照

６．文書編集

字戻 ） １文字戻る。
字進 ） １文字進む。
字消 ） １文字消す。
全消 ） 全文字を消す。
文頭 ） 文頭にカーソルを移動する。
文末 ） 文末にカーソルを移動する。

改行 ） 改行する。

確定 ） 赤い未確定の文字を、確定して黒くする。

確定削） 赤い確定前の文字を確定し一文字削除する。

スペース） 空白を入れる。

「編集」を選択すると（４、文字盤変更参照）大きな画面で
編集することができます。

同じ場所ですばやくクリックすることにより連続作業が可能です！！

例　「一文字削除」の上ですばやく3度クリック→文字が3文字消えます
－3－



７．マウスの操作について
　　マウス操作を簡単にする機能により，使いやすさを工夫しています。

　たとえば、マウススキャン時， 赤・青・緑・黒など表示された色により，クリックや貼り付けなどの操作を

　分けています。 また，行き過ぎてしまったカーソルの微調整のため，次の逆方向へのカーソルの移動
　は半分の速度に変わります。 

上に移動 右下に移動 右クリック

右に移動 左下に移動 ダブルクリック

下に移動 左上に移動 左ドラッグ
　ダウン

左に移動 左クリック 左ドラック
　アップ

右上に移動 貼付け 戻る

サブシーケンス動作時

移動に行く 機能シーケンスに行く

 　☆ドラッグとは
　　　　マウスのボタン（（Windowsの場合は左ボタン）を押したまま，
　　　　マウスを机上ですべらせて目的の位置まで移動させ，ボタンから指をはなす動作のことです。
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＜２．ファンクションメニューの説明＞

★各機能の表示位置は、設定プログラムの
　「ファンクションメニュー設定」で変更することができます。

★編集中は，ファンクション部分が下のように変わります。

1．呼出メール
　＜３．設定＞の２．メール設定 で「呼出送信指定」先として登録したアドレスに，２クリックで

メールを送ります。

2．インターネット

　インターネットができます。

＜戻る＞
　　前のページに戻ります。
＜進む＞
　　次のページに進みます。
＜再読込＞
　　ページを再読み込みします。
＜上へ＞
　　上にスクロールします。
＜下へ＞
　　下にスクロールします。

ホームページの拡大、縮小ができます。

「設定変更」から「ホームページ設定」で

最初から拡大表示することも可能です

① 登録したいホームページを表示します。

② 「登録」ボタンをクリックします。

③ 「登録」ボタンが赤くなります。

④ 登録したい場所のボタンをクリックします。

ホームページの登録方法
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３．メール送信
Ｇｍａｉｌを使ってメールを送信します。
☆メール設定画面に登録することにより，自動ログオンされます。

４．メール簡易送信

① 宛先
宛先を設定します。メール設定で登録したアドレスが表示されます。
選択すると，下部の宛先部に選択した宛先が表示されます。

② 件名
選択すると最初のファンクション（青枠の部分）に入力された文字，それ以降のファンクション
にはメール簡易設定で登録された語句が表示されます。

③ 本文
選択すると最初のファンクションに入力された文字，それ以降のファンクション
にはメール簡易設定で登録された語句が表示されます。

④ 送信
宛先、本文設定後、選択するとメールが送信されます。
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５．メール受信

Ｇｍａｉｌを使ってメールを受信します。
☆メール設定画面に登録することにより，自動ログオンされます。

６．Ｗｉｎｄｏｗｓ操作

デスクトップが表示され，Windowsの操作ができます。
注　フリック操作に対応できないためWindows8　モダンUIの

機能を使うとマウスカーソルが消えてしまうことがあります。
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７．ネット検索
検索エンジン（ｇｏｏｇｌｅ）が表示され，インターネット検索ができます。

① 検索したい文字を入力します。

② 「ネット検索」ボタンを押します。

８．Webカメラ起動
Webカメラが起動されます。

９．直前文書
間違って「全削除」をした時や，入力途中で終了してしまった時などに，

直前に入力した文書を読み出すことができます。

（再起動後でも呼び出せます）

10．ワードパッド
フォントの変更等の就職のため，ワードパッドが起動します。

〔話想〕 と行き来して，文書を入力することができますが

話想で文書作成→ワードパッド起動→修飾印刷　と使われるほうが

操作性が良いようです
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＜３. 設定＞
《　設定メニュー　》

 <1> 音とスキャン設定
入力方法の選択，スキャン速度の設定，音声の変更などを行います。

 <2> 文字盤設定
文字盤のカスタマイズを行います。

 <3> マウス設定
ワンクリマウスの表示変更，移動速度，移動距離，連続移動の有無を設定します。

 <4> サブメニュ設定
文字盤上方に表示されるサブメニューの機能を変更します。

 <5> 画面色設定
文字盤の色の設定をします。

 <6> リモコン設定
赤外線学習リモコンの各種設定と登録をします。

 <7> 単語登録
単語登録をします。

 <8> 「はなす」定型文
何も入力しないで発音ボタンを押したときに，発音できる内容を登録します。

 <9> メール設定
メールサーバの設定，呼び出しメールの設定，メールアドレスの設定をします。

 <10> ホームページ登録
「インターネット」を選択したときのデフォルトのページや，よく見るページを登録します。

 <11> 簡易メール定型文
簡易メール時に表示される定型文を登録します。

<12> 保存文書削除
保存した文書で不要なものを削除します。

<13> カメラ設定
常時、カメラの表示設定　オプションの無線カメラの設定をします。
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１．音とスキャン設定

１）  「入力方法」の変更
○ タッチパネル　　○ ブロックスキャン　　○ 一行スキャン　　○クロススキャン

の１つを選択後，「設定変更」ボタンをクリックします。

２）  「スキャン時の逆転」 の変更
スキャン時に、逆転ステートを挿入するかどうかを設定します。
逆転ステートを挿入すると、各種スキャンの区切りに黄色の点灯部分が挿入され
その時クリックすると反転スキャンになります。

３）  「スキャン速度」の変更
1から１０で調整します。
「スキャン速度は数値が大きくなるほど遅くなります。

４）　 「スキャン回数」の変更
1から１０で調整します。
指定した回数スキャンをした後待機状態になります。

５）  「読み上げ音声」の設定と速度の変更
「音声読み上げをする」にチェックを入れると，スキャン時に音声で表示内容を読み上げます。
速度は1から１０で調整します。数字が大きくなるほど遅くなります。

６）  「発音音声の速度」の変更
1から１０で調整します。数字が大きくなるほど遅くなります。
選択後，「設定変更」ボタンをクリックします。

７）  「声の種類」の変更
けいこ，太郎，花子，小太郎，はなちゃん，ロボ太郎，ロボ子の8音声から選択できます。
選択後，「設定変更」ボタンをクリックします。

８）  「緊急チャイムの回数」の変更
緊急チャイムの鳴る回数を設定します。

９）  「表示文字サイズ」の変更
「最小」　「小」　「普通」　「大」　「最大」の５段階から選択することができます。
選択後，「設定変更」ボタンをクリックします。
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２．文字盤設定

白いボタンの文字を変更することができオレンジ色の部分の機能を変更することができます。

１） 「文字盤の登録文字」の変更
① 変更したい部分をクリックします。

「表示」，「読み」の部分に現在登録されている情報が表示されます。
内容を書き換えてください。

★ 注意： 読みは必ず全角ひらがなで登録してください。
「っ、ぁ、ぃ」などの小文字も大文字で登録してください。

② 「変更」ボタンを押します。

２) 「挨拶」，「体調」の文字盤の変更
「挨拶」，「体調」の文字盤を変更する場合は，
各ボタンをクリックして文字盤を変更した後，上の １)  と同様にして変更します。

☆ヒント：「挨拶」，「体調」の文字自身も編集することができます

３）「終了方法の選択」
「再起動」、「終了」、「話想終了」の3方法から選択することができます。
① 変更部分をクリックします。

ボタン選択後、上部に出るプルダウンメニューより、機能を選択してください。
② 「登録」ボタンを押します。

４）ブロックスキャン時の読上げ
ブロックスキャン時に読上げる音声を設定します。
① 変更したい部分をクリックします。

「読み」の部分に読上げたい文言を入力してください。
★ 注意： 読みは必ず全角ひらがなで登録してください。

「っ、ぁ、ぃ」などの小文字も大文字で登録してください。
② 「登録」ボタンを押します。

５）文字盤のフォントサイズの変更
文字盤に表示する文字の大きさを変更します。
ボタンの中に表示する文字数によってフォントの大きさを変更することができます。
上の4箇所がファンクション部分のフォントの大きさ
下の４箇所が文字部のフォントの大きさになります。
見やすい大きさを選んでください。
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３．マウス設定

☆ １）～４）のうちの１つを，選択します。
　　１） ○インターネット　4方向

　＜移動方向＞　
　 上 ・ 右 ・ 下  ・ 左
　〔機能〕
　 左クリック・ 貼り付け ・ 右クリック   ・ 終了

　　２） ○インターネット　８方向
　＜移動方向＞　
　 上 ・ 右上  ・ 右 ・右下 ・下 ・ 左下 ・ 左  ・ 左上 
　〔機能〕
　 左クリック・ 貼り付け ・ 右クリック   ・ 終了

　　３） ○Windows操作　4方向
　＜移動方向＞　
　 上 ・ 右 ・ 下  ・ 左
　〔機能〕
　　 左クリック・ 貼り付け ・ 右クリック ・左ボタンダウン（ドラッグ）
    ・左ボタンアップ（ドラッグ）・ダブルクリック　・終了

　　４） ○Windows操作　８方向
　＜移動方向＞　
　 上 ・ 右上  ・ 右 ・右下 ・下 ・ 左下 ・ 左  ・ 左上 
　〔機能〕
　　 左クリック・ 貼り付け ・ 右クリック ・左ボタンダウン（ドラッグ）
    ・左ボタンアップ（ドラッグ）・ダブルクリック　・終了

　　５）移動間隔
マウスが一度に動く距離を，設定できます。

　　６）移動速度
マウスが次の動作に移る速度を，設定できます。

　　７）連続移動する移動回数
マウスが１クリックで何回移動するか，設定できます。
☆ 連続で移動させたいとき，チェックを入れます。
　　入れない場合は，マウスのクリックごとに１つずつ動きます

　　８）色による動作指定
マウスの機能を色によって表示するときに，設定します。
色による動作を指定するときに設定します。

選択後，設定変更のボタンをクリックします。
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４．サブメニュー設定

変更方法

①　変更したい部分のボタンを押します。

②　この部分をクリックし表示されたメニューから設定したい機能を選択します。

③　①の部分に変更が反映されたことを確認します。

５．画面色設定

①　変更したい部分のボタンを押します。

②　色の設定メニューが表示されます。設定したい色を選択し「ＯＫ」をクリックします。

③　詳細に色を設定したい場合は「色の作成」をクリックすることで細かく色を設定することができます。

詳細設定時の表示

この部分を変

更します。

①

②

① ②
③

この部分をマウスでク

リックすることで詳細に

色を設定することができ
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６．リモコン設定

１）登録　（ 「○ 登録」 を選択すると，表示が上画面に変わります。）
☆他の機器のリモコンの信号を，登録します。

① 登録したい場所のボタンをクリックします。
② 受信機に向けて，登録したいリモコンのボタンを押します。
③ 上の① と ② を繰り返します。

２）送信テスト　（ 「○ 送信テスト」 を選択すると，表示が上画面に変わります。）
☆登録した機器が，きちんと動作するか確認します。

① ○送信テストを選択します。
② テストしたいボタンをクリックします。

３） ボタン編集　（ 「○ ボタン編集」 を選択すると，表示が上画面に変わります。）
☆表示されるボタンの言葉を，変更します。

① 変更したいボタンを選択します。
② 「表示」と「読み」を入力します。
③ テレビのチャンネルや音声など，連続入力がしたい場合には，「□ 連続入力」をチェックします。

④ 変更ボタンをクリックします。表示が変更後のものに変わります。
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７．単語登録

１） 単語の登録
　　☆ 未登録の単語を，辞書に登録できます。 《 クリア 》
　＜単語＞　 　表示された文字を，すべて消します。
　　① 登録したい単語を，全角で入力します。
　＜読み＞
　　② 読みを，全角ひらがなで入力します。
　〔 頻度 〕
　　③ 使う頻度を選びます。（数値が大きいほど，検索時に早く出ます。１～６から選びます。)
　《 登録 》
　　④ 入力した単語を，登録ボタンを押して辞書に登録します。

２） 登録単語の検索
　　☆ すでに登録されている単語なのか検索できます。
　《 検索 》
　　① 検索したい文字を、＜検索文字＞へ，文字盤から入力します。
　　② 検索ボタンをクリックすると，登録されているときには＜単語＞＜読み＞が表示されます。
　《 削除 》

「検索」の結果で単語が不要だったときには，削除ボタンをクリックします。

★ 検察して表示された＜単語＞または＜読み＞が間違っていたときには，
 一度その言葉を削除して，もう一度登録しなおします。

８．「はなす」定型文

１）簡易発音の登録
☆発音ボタンを押したときにファンクションボタンに表示される言葉を，編集・登録します。

① 変更したい場所を選択します。
② 表示させたい言葉を，文字盤より入力します。

③ 設定変更ボタンをクリックします。
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９. メール設定

１）サーバ設定
メールサーバの設定を行います。
使用するメールサーバから指定された内容を入力してください。

２）呼び出しメール設定
呼び出しメールを送信するときの「件名」，「本文」を入力します。

３）「呼び出しメールの送信」と「簡易メール送信」に使うメールアドレスの設定
ａ)追加

① 「氏名」，「メールアドレス」を入力します。
② ☆呼び出しメールに使う場合は，呼出送信設定を「する」にします。
③ 「追加」ボタンをクリックします。

b)変更
① 変更したいメールアドレスを上から選択します。

② 変更したい部分を修正します。

③ 「変更」ボタンをクリックします。

★「ネットに接続する」のチェックを外すと，設定内容は表示されなくなります。
　 また，メイン画面のファンクションも ネット非対応のものになります。
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１０. ホームページ設定

１）ホームページの設定
「インターネット」を選択したときのデフォルトのページや，よく見るページを登録します。
「ホーム」に登録すると，起動したときに登録したページが表示されます。
「登録１」から「登録９」に登録すると，ホームページ表示時のファンクションに表示されます。

① 変更したい登録番号を選択します。
② 文字盤より「ホームページ名」，「アドレス」を入力します。

２）検索エンジンの設定
「ネット検索」で使う検索エンジンを選択します。

３）「画面の拡大率」の選択
ホームページ表示時に拡大して表示することができます。

１１．簡易メール定型文

１）簡易メール定型文の設定
☆メール簡易送信で表示される「件名」や「本文」を編集します。

① 変更したい場所を選択します。
② 文字盤より，「件名」，「本文」を入力します。

③ 登録ボタンをクリックします。
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１２．保存文書削除

話想で保存した文書を削除します。
① 削除したい文書のボタンを選択します。（複数選択可）
② 選択したボタンが赤く変わります
③ 「削除」ボタンをクリックします。

１３．カメラ設定

１）USBカメラ設定
画面右上に常にUSBカメラを表示することができます。

２）無線カメラのアドレスを設定します。
「ダイレクトモニター」を使用するときはダイレクトモニターを
「お出かけモニター」を使用するときはお出かけモニターを
選択し、アドレスを入力してください。
設定変更をクリックすると設定が保存されます。
　詳細は，＜４．無線カメラの設定＞を参照してください。
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