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eSSENTIAL Accessibility™の概要  

eSSENTIAL Accessibility™とは？ 

eSSENTIAL Accessibility™ は、身体、視覚、聴覚に障害を持つ人々がコンピューターシステム

やウェブサイトをより簡単に利用できるようにするためのアシスティブテクノロジー（支援技術）

アプリケーションです。 

前バージョンのeSSENTIAL Accessibility™をリリースして以来、インターフェイスの簡素化を図

り、ユーザー様が必要とする機能を 

強化しました。 

 

eSSENTIAL Accessibility™: 概要（簡易版） 

eSSENTIAL Accessibility™は、以下のツールを提供することで、お使いのコンピューターの

ユーザー補助機能を充実させます。 

1. 代替キーボード 

2. 代替マウス 

3. 文字・画像の拡大表示 

4. ビジュアル「クリックアシスト」 

5. 音声合成 

6. 音声認識 

 

本マニュアルについて 

• eSSENTIAL Accessibility™は旧バージョンのMicrosoft Windowsでも動作

しますが、ここで紹介する手順や画像はすべてWindows 10で使用するこ

とを前提としています。 

• eSSENTIAL Accessibility™のコピーは、このマニュアルの作成に使用され

たバージョンから更新されるため、特定の画像や 

指示が、お使いのコンピューターでのeSSENTIAL Accessibility™の動作と若干異なる

場合がありますのでご了承ください。ご質問やご意見は、

support@essentialaccessibility.comまでメールにてお問い合わせください。 

• 本マニュアルには適宜、ダイアログを開いたり、アプリ内でマウスをクリックしたりす
るなど、特定の操作を行うために使用できる音声コマンドが記載されています。左

のサイドバーの吹き出しが音声コマンドです。音声コマンドを有効にするには、  

17ページを参照してください。 

mailto:support@essentialaccessibility.com
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はじめに：Windows版アプリケーション 

Windows版アプリケーションとは？ 

このたびは、eSSENTIAL Accessibility™のアシスティブテクノロジーソフトウェアをお選びいただ

き誠にありがとうございます。キーボードやマウス、タッチスクリーンのスマートフォンなど、これ

まで障壁となっていた技術の代替機能を提供することで、デジタル化が進む世界で自立した生

活を送るためのお手伝いができることを嬉しく思います。本書では、Windowsプラットフォームを

対象とした技術の概要と、アプリケーション内の具体的な機能について説明します。 

MacやAndroidデバイス向けの補完的なアプリケーションもあります。これらのアプリケーションは、

eSSENTIAL Accessibility™アイコンが付いたウェブサイト上でそのアイコンをクリックすることで、

ダウンロードとインストールを開始できます。 

 

システム要件 

eSSENTIAL Accessibility™は、最小要件を満たすコンピューター、ノートパソコン、タブレットにイ

ンストールできます。 

• Microsoft Windows 10、Windows 8、Windows 8.1オペレーティ

ングシステム（Windows 10を推奨） 

• Windowsバージョンで適切に動作するハードウェア：1GHzプロセッサー、

1GBのRAM、DirectX9グラフィックカード 

• ハードディスク上に20MBの空き容量 

• ハンズフリーモードには、Windows互換のウェブカメラが必要 

• 音声コマンドとスピーチオーバー機能には、それぞれマイクとスピーカー
が必要 

• アプリケーションのインストールには、インターネット接続環境が必要 
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Windows版アプリケーションのインストール方法 

eSSENTIAL Accessibility™を使用するコンピューターを準備するには、以下の手順に従います。 

1. ウェブブラウザーで、www.essentialaccessibility.com にアクセスします。eSSENTIAL 

Accessibility™アイコンが付いたウェブサイト上でそのアイコンをクリックしてダウンロ

ードすることもできます。 

2. ダウンロードしたいアプリケーションを選択肢の中から選びます。その後は、インストー
ル手順の指示に従ってください。 

3. ‘Download Now’ のグラフィックをクリックします。 

4. 「File Download - Security Warning」ダイアログが表示される場合があります。その場合は、 

‘Run’ ボタンをクリックします。 

5. 残りの画面の指示に従って、インストールを完了します。 

Microsoft IEやEdgeなど、「.application」の拡張子を認識するブラウザーであれば、アプリケ

ーションが直接起動します。Chromeなど一部のブラウザーでは、「.application」ファイルを

いったん保存してから実行する必要がある場合があります。 

初回実行時には、20MBのサイズのアプリケーションがコンピューターにダウンロードされます。

ダウンロードとインストールに関する確認ダイアログが表示されます。 

 

 

 

Windows版アプリケーションの概要 

eSSENTIAL Accessibility™のWindows版アプリケーショ
ンでの起動とアップデート 

インストールが成功すると、Windows 10のスタートメニューにタイルが表示されます。デスクトップ

上のタイルアイコンをダブルクリックするか、スタートメニューから選択します。 

アプリケーションを起動するたびに、新しいバージョンがあるかどうかを自動的にチェックし、アッ

プデートがある場合はそれをインストールするよう求めるメッセージが表示されます。アップデー

トを拒否すると、1週間はそのアップデートについて通知が表示されません。 

その間に別のアップデートが提供された場合は、次にアプリケーションを使用するときにその

通知が表示されます。新しいアップデートでは、更新された機能のみがダウンロードされるた

め、ソフトウェアのダウンロードが迅速に行えます。 

http://www.essentialaccessibility.com/
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eSSENTIAL Accessibility™のWindows版アプリケ
ーションに関する説明 

このアプリケーションは、画面上部に配置され、常時表示されるツールバーで、コンピューター上

の他のアプリケーションと一緒に使用することができます。このツールバーの領域が、他のアプリ

ケーションで占められることはありません。下の図は、アプリを起動したときの画面の標準的なイ

メージです。 

 

 

ツールバーには、整理されたツールが左から右へ（右から左の言語を使用してい

る場合は右から左へ）表示されます。 

 

代替マウス用の3つのボタン： 

 

 

       レーダーマウス 

クリック置換ボタン： 

スクリーン上のキーボード 

 

設定 

  

ハンズフリーマウス 

 
XYマウス 

音声コマンド 

 
スピーチオーバー機能 
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ツールバーのボタンは、スイッチのように動作します。最初にボタンをクリックすると機能が有効に

なり、機能を無効にするにはもう一度ボタンをクリックする必要があります。関連機能が有効にな

ると、ボタンの色が変わるので、現在どれが有効かがわかります。 

 

 

たとえば、キーボードボタンをクリックすると、キーボードが表示され、ボタンがアクティブにな

ります。もう一度ボタンをクリックすると、キーボードが閉じて、キーボードボタンが無効になり

ます。 

ただし、ヘルプボタンと終了ボタンについては、同じように動作しません。終了ボタンを選

択すると単にアプリケーションが閉じ、ヘルプを選択するとeSSENTIAL Accessibility™の

ウェブページに移動します。 

 
終了ボタン/アプリケーションを閉じる方法 

マウスやマウス代替ツールでヘルプボタンをクリックすることで、アプリケーションを終了すること

ができます。音声コマンドを使用する場合は、“アプリを閉じる/終了する”と言います。アプリケ

ーションをうっかり終了してしまうことを避けるための確認ダイアログボックスが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

終了する場合は「Yes」、キャンセルする場合は「No」をクリックします。 

以下は、確認ダイアログで使用する音声コマンドです（有効にした場合）。“Yes”または

“Ok”で確定し、“No”または“Cancel”で取り消します。 
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ヘルプボタン/eSSENTIAL Accessibility™のWindows版アプリケーション
の使用方法に関するヘルプを表示 

ボタンをクリックすると、ブラウザー上にユーザーマニュアルが表示されます。マニュアルはアプリケーシ

ョン内ではなく当社のサーバー上にインストールされているため、ヘルプ操作を使用するには、インター

ネットに接続されている必要があります。 

音声コマンドを使用する場合は、“ヘルプを表示する”または“ヘルプを開く”と言います。 

 

設定内での移動方法 

設定を開くには、設定ボタンをクリックするか、音声コマンド“設定を開く”/“オプションを開く”/“設定を表

示する”/“オプションを表示する”を使用することができます。 

設定を閉じるには、設定ボタンをもう一度クリックするか、音声コマンド“設定を閉じる”/“オプショ

ンを閉じる”/“設定を隠す”/“オプションを隠す”を使用することができます。 

設定ページが開くと、下図のような画面が表示されます。図：「設定」 

 

 

左側には、対応する機能にリンクした設定項目のメニューがあることがわかります。右側には、左メ

ニューで現在選択されているセクションの設定項目が表示されます。 

設定を変更した場合、変更は即座に適用されます。“Save”や“Cancel”を行う必要はありません。. 



eSSENTIAL Accessibility（Windows版）ユーザーマニュアル 7 

 

 

 

 

 

 

全般設定 

設定を開くと、最初に“General”という項目があり、 

Windows版アプリケーションの主要な設定が含まれています。ここでは次のことが

できます。 

1. 希望の言語を選択して、既定の言語を変更します。初めて 

アプリケーションを起動したときには、お使いのコンピューターで事前に定義されている地域

言語が選択されます。Windowsで定義された言語がアプリケーションでサポートされていない

場合、既定の言語は英語となります。 

言語の変更は即座に行われ、ユーザーインターフェイス全体が新しく選択された言語で

表示されます。 

2. アプリケーションの起動時に使用したい代替マウスの方法を選択します。一度選択すると、そ
の代替マウスがシステム既定として設定されます。これにより、アプリケーションを起動したと

きに、選択した代替マウスが自動選択されるようになります。マニュアルの「代替マウス」の項

では、さまざまな代替マウスツールについて理解を深めることができます。ここで選択した代

替マウスは、選択した時点では起動せず、アプリケーションの実行時にのみ起動します。 

3. ボタンが選択されたときの色を変更します。既定の色は「赤」です。 

4. コンピューターに接続したときに、アプリケーションを起動すべきタイミングを決めます。 

5. Enable logging（ロギングの有効化）：これは最初のインストール時には無効になっています。

アプリケーションの使用に関して問題がある場合、ロギングを有効にすることができます。生

成されたログファイルを送信する方法はサポートチームが説明します。サポートチームから

の要請がない限り、触らないでください。 

6. すべての設定を初期値にリセットします。これは要件に 

そぐわない変更を加えてしまった場合や、どのような変更を行ったか覚えていない場合に必

要になることがあります。ここで行ったリセットは、「General」（全般設定）だけでなく、すべて

の設定項目に適用されます。 
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代替キーボードの使用 

このアプリケーションには、ツールバーで有効化された任意の代替マウスを使用してテキスト

を入力できるスクリーン上のキーボードがあります。 

 

キーボードの開閉方法 

スクリーン上のキーボードには2つのモードがあります。 

1. 自動：このモードでは、テキストを入力するフィールドにカーソルが置かれると、キーボード

が自動的にポップアップ表示されます。テキスト入力を受け付けないフィールドにフォーカス

が移ると、キーボードはすぐに自動的に閉じます。キーボードは、スマートフォンと同じよう

に使用できます。 

2. 手動：ツールバー上のキーボードボタンを使用して、キーボードを開閉するタイミングを決

めることができます。手動でキーボードを開いた場合は、自動的に閉じないので、手動で

閉じる必要があります。キーボードが自動的に開閉するように設定されている場合でも、 

手動で開閉することが可能です。しかし手動で開いた場合は、自分で閉じる必要があります。 

 

既定では、キーボードは自動管理されるように設定されています。 

手動で開くには、キーボードのボタンをクリックします。スクリーン上のキーボードがポップ

アップ表示され、キーボードボタンがアクティブになります。音声コマンド（有効になっている

場合）を使用する場合は、“キーボードを開く”または“キーボードを表示する”と言います。 

キーボードを閉じるには、キーボードヘッダーの閉じるボタンをクリックするか、キーボードボタ

ンを再度クリックするか、音声コマンドを使用する場合は、“キーボードを閉じる”または“キー

ボードを隠す”と言います。 
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キーボードの使い方 

こちらはキーボードの例です。 

 

 

キーボードのヘッダーには、右側に「閉じる」ボタン、左側に「+」と「-」の2つのボタンがありま

す。これらの「＋」、「-」でキーボードのサイズをコントロールすることができます。 

その他のキーはキーボードレイアウトに対応し、標準的なキーボードと同じように動作します。キ

ーをクリックすると、それぞれのコマンドや入力がコンピューターに送られます。 

コントロールキーの「alt」、「Ctrl」、「Windows」キーには、標準とトグルの2種類の状態がありま

す。既定では、キーは標準状態になっています。キーをクリックすると、トグル状態（選択状態）に

移行します。コントロールキーを切り替えると、キーボードの数字や文字と連動して、さまざまな

ショートカットが行えるようになります。キーの組み合わせが使用され、送信されると、コントロー

ルキーは標準の状態に戻ります。 

「Windows」キーをダブルクリックすると、通常のキーボードと同じようにキーが動作し、すべて

のWindowsアプリとアプリファインダーが表示されます。Shiftキーは、3つの状態を持つ特殊な

キーです。トグル（切り替え）とロックが可能です。一回クリックするとトグルされ、上記のコント

ロールキーと同じような動作をします。他のキーをクリックすると、すぐにその状態はリセットさ

れます。 
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「Shift」キーを2回クリックすると、通常のキーボ

ードの「Caps lock」と同じようにロックされた状態

になります。「Shift」キーがロックされているとき

は、キー上に小さな〇印が表示されます。ロック

を解除するには、このキーをもう一度クリックす

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

右側には5つの大きなボタンがあり、入力時に

予測単語を提示します。これらの予測単語のい

ずれかを選択すると、それが入力中のテキスト

に表示されます。 
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キーボード設定の管理 

ツールバーの設定ボタンをクリックし、設定メニューの左側にある“Keyboard”の項目を選択す

ると、キーボードの設定を編集することができます。 

 

 

“Auto-open keyboard”というフラグを使用して、 

キーボードをシステムで自動的に開く（既定）か、自分で開くかどうかを選択することができます。 

キーボードを使用したくない場合は、“Auto-open keyboard”のフラグをオフにします。キーボード

は、ツールバーのキーボードボタンをクリックしない限り、表示されることはありません。 

キーボードのレイアウトを変更することもできます。キーボードレイアウトは、既定では現在選

択されている言語のものになっていますが、他の対応言語に変更することもできます。 

また、キーボード内の「＋」「-」ボタンでよりも、より細かくサイズを管理することが可能です。幅と

高さを別々に管理することもできます。 
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「スピーチオーバー機能」の使い方 

ツールバーには、ポインターの下にある画面の説明を読み上げるスピーチオーバー機能が搭載されていま

す。 

 

スピーチオーバー機能の有効化/無効化 

スピーチオーバー機能は、ツールバーのスピーチオーバー機能ボタンをクリックするか、音声コマンドの“スピ

ーチオーバーを有効にする”または“スピーチオーバーを無効にする”を使用して選択・解除することができま

す。 

この機能は、お使いのコンピューターに音声合成エンジンが付いている場合にのみ利用可能です。 

下記の「スピーチオーバー機能の設定方法」を参照してください。 

 

スピーチオーバー機能の使用 

この機能は、簡易版のスクリーンリーダーのようなもので、マウスポインターの下にあるテキストを読み上げます。同じ場所で0.5

〜1秒程度停止すると、そこのテキストが読み上げられます。 

テキストが読み上げられている間は、そのテキストが小さなカラーの枠線で強調表示されるので、現在何が読ま

れているのかがわかります。 

 

スピーチオーバー対象のテキストは、ポインターの下にあるアプリケーションからのものとなりま

す。そのため、何が読み取られるかは、その情報を提供しているアプリケーションによって大きく異

なります。 

現在では、アプリケーションの大部分が正しい情報を提供していますが、そうではない可能性もありま

す。 

その場合は、スピーチオーバー機能が誤動作しているのではなく、他のアプリケーションが正しい情報を

提供していないことが原因です。 

Windows 8のデスクトップやWindows 10のスタートメニューでは、読み上げられる要素の周囲の強調され

た枠線は表示されません。 
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スピーチオーバー機能の設定方法 

スピーチオーバー機能を設定するには、設定を開き、 

設定メニューの“Screen reading”の項目を選択します。 

 
 

“Voice”の項目で、読み上げに使用する音声を選択することができます。リストからお好きな音声

をお選びください。使用言語の音声がない場合やその他の音声が必要な場合は、“Show more 

options”をクリックして、下の説明を参照してください。 

“Volume”では、オーディオ音量と比較した音声の大きさを調整できます。既定の設定は100%

で、デバイスのオーディオ音量と同じ音量になります。50%に設定すると、音声は音楽や映画な

ど他のオーディオストリームの半分の音量になります。現在のオーディオ音量の100％より大きく

することはできませんので、これを大きくする必要がある場合は、システムからオーディオ音量を

大きくする必要があります。 

“Speaking rate”とは、音声がテキストを読み上げる速度です。「50」が既定値で、通常の速

度に相当します。この値を大きくしたり小さくしたりすると、音声の速度が速くなったり遅くなっ

たりします。 
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システムへの音声追加 

“Show more options”をクリックすると、アプリケーション上で他の音声を使用できるかどうか

が表示されます。 

アプリケーションでは、3種類の音声を使用することができます。 

• SAPI 5準拠のデスクトップ音声：Windowsにプレインストールされているもの、また

はサードパーティ製のSAPI 5音声。 

• Windows 10の携帯電話用音声：Windows 10で利用可能な携帯電話の音声をシステムに

追加し、アプリケーションで使用することができます。 

• Microsoftサーバーの音声：アプリケーション内部から直接追加することができます

（ランタイムのインストール後）。 

注：一般に、最も質の高い音声は、デスクトップと携帯電話用のものです。サーバーの音声

は、この3つの中で最も質が低くなります。 

 

デスクトップ音声 

一般に、Windowsには少なくとも1つのデスクトップ音声がすでにプレインストールされています（た

だしWindowsのバージョンや言語版によって異なります）。このツールバーでは、Windowsにプレイン

ストールされているデスクトップ音声はもちろん、サードパーティから購入したSAPI 5準拠の音声も

使用することができます。これらの音声は、上記の“Voice”リストで確認できます。 
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Windows 10 Mobileの音声 

Windows 10では、システムにインストールされ、Windowsストアアプリで利用可能な携帯電話

用音声も利用できます。すでに使用可能なものは、上記の音声リストに掲載されています。 

ただし、Windows 10のインストール時に、Windowsの地域と言語の設定で、音声をサポートし

ている言語パッケージを追加することが可能です。 

Windows 10の地域と言語の設定を開くには、“Open Windows Language Settings”ボタンを

クリックすると、以下のような正しいページで直接設定を開くことができます。 

 

 

“Add Language”をクリックすると、言語のリストが一覧表示されます。そこで“text-to-speech”

（音声合成）が使用可能かどうかを確認することができます。一度追加すると、Windowsによって

バックグラウンドでこれがインストールされます。 

新しくインストールしたスピーチオーバー用の音声を利用するには、アプリケーションを再起動

する必要があります。一部の言語では、システムによってモバイル版とデスクトップ版の両方

が音声が追加されます。いずれもアプリケーションで使用することができます。 
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Microsoft Serverの音声 

旧バージョンのWindowsを使用していて、使用言語に対応する音声がない場合は、Microsoft 

Speech Serverの音声を追加することもできます。Windows 10では、Microsoftサーバーの音声よ

りも若干品質が良いことから、システムに追加できる音声を使用することが推奨されます。 

Microsoftサーバーの音声を使用するには、Microsoft Speech Serverランタイムを使用し、必要

な音声をインストールする必要があります。 

Microsoft Speech Serverランタイムがインストールされていない場合は、“Download and install”

ボタンをクリックし、インストーラーの指示に従ってインストールすることが可能です。 

ランタイムがインストールされると、ダウンロード可能な音声の一覧が表示されます。お好きな音

声を選んで“Download and install”ボタンをクリックし、インストーラーの指示に従ってください。 

 

 

Microsoftサーバーの音声は、アプリケーションを再起動しないと、利用可能な音声のリストに表

示されないことにご注意ください。 
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音声コマンドの使い方 

互換性のある音声認識エンジンがあれば、音声コマンドでアプリケーションを操作することができます。

これは、コンピューターを制御する代替方法です。 

このコマンドは、「eSSENTIAL Accessibility Windows版アプリケーション」の機能のみを制御するものであ

り、他のアプリケーションの機能を制御するものではありません。 

 

音声コマンドの有効化/無効化 

音声コマンドは、音声コマンドボタンをクリックすることで、有効と無効を切り替えることができます。

音声コマンドが有効になると、ボタンがトグル表示されます。 

お使いのシステムに使用言語の音声認識エンジンが搭載されていない場合、ツールバーにボタンは

表示されず、音声コマンドを使用することもできません。ただし、音声認識エンジンを追加できるかど

うかは、以下で説明する音声コマンドの設定で確認することができます。 
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音声コマンドの使用 

音声コマンドには、正常に機能するマイクが必要です。Windowsの音声認識の設定画面で、マ

イクを確認することができます。背景の音を拾わないヘッドセットマイクを 

使用することをお勧めします。こうすれば、音声認識機能が強化されます。また、スピーチオーバー機能

を有効にして音楽を聴いている場合、スピーカーから出る音が自分の声と干渉し、音声認識システムに

混乱を生じさせることになります。 

アプリケーションの音声認識システムが何かを聞き取っているときは、音声コマンドボタンに小さな〇印

が表示されます。〇印が表示されない場合は、マイクが正しく機能していないことを意味します。 

コマンドを理解すると、〇印は緑色になります。システムが理解した言葉が有効なコマンドに該当しな

い場合、〇印は赤色に変わります。 

有効なコマンドを理解すると、そのコマンドは実行されます。 

“音声コマンドを表示する”という命令を出すと、下図のように、利用できる音声コマンドがカテゴリ（コンテ

キスト）ごとに分類された一覧のページがブラウザーに表示されます。 

 

 

また、このリストは本書の付録にも記載されています。また、本書で各機能を説明する際に、これらのコ

マンドの説明も記載しています。 

音声コマンドは状況に応じて変化します。たとえば、キーボードを使うためのコマンドは、キーボード

が表示されているときにのみ利用できます。 
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音声コマンドの設定 

音声コマンドの設定は、設定を開き、 

設定メニューの左側にある"Voice command"の項目を選択することで行うことができます。 

 

 

現在の言語で利用可能な音声認識エンジンが1つでもある場合は、“Voice recognition engine”

リストから選択することができます。リストには、お使いの言語のバリエーションとして利用可能

なすべてのエンジンが表示されます。たとえば、 

英語の場合、英語（米語）と英語（英語）またはカナダ英語の音声認識エンジンを搭載してい

る場合があります。 

音声認識エンジンは3種類あります。 

• デスクトップ用音声認識エンジンは、Windowsにインストールされているものです。これは

Windowsのバージョンやロケールによって異なります。たとえば、ポルトガル語のWindowsで

は、デスクトップ用の音声認識エンジンがない場合があります。 

• モバイル版のWindows 10の音声認識エンジンに関しては、これらのエンジンはWindows 10

でのみ利用可能ですこれらのエンジンがサポートする言語は、まだまだたくさんあります。 

• Microsoftサーバーの音声認識エンジンのスキャンは、アプリケーション本体からインス

トールすることができます。以下を参照してください。 

エンジンの種類は名称に含まれています。たとえば「Microsoft Desktop English (United 

States)」とある場合は、米国英語のデスクトップ音声認識であることを示しています。 
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音声認識の追加 

お使いのシステムに音声認識エンジンがない場合や、追加したい場合は、次の方法で音声認識を追加

することができます。 

• Windows 10の場合、Windowsの“Region & Language”（地域と言語）の設定を確認し、お使いの言

語で利用可能な言語パッケージを追加します。その後、アプリケーションを再起動して、これが表

示されるかどうかを確認します。 

• Windowsのどのバージョンでも、お使いの言語でMicrosoftサーバーの音声認識エンジンが提供

されていれば、それを追加することができます。Microsoft Speech Serverランタイムがインストー

ルされていない場合は、事前にインストールしておく必要があります。 

• ランタイムと利用可能なエンジンは、“Download and Install”ボタンをクリックすることで、アプリケ

ーション内部でインストールすることができます。この手順は、“Screen reading”の項目でのサー

バー音声追加と同じです。 
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代替マウスの使い方 

Windows版アプリケーションでは、マウスポインターの操作やクリックを行うために、マウスを

使用する代わりの方法としていくつかの選択肢が用意されています。それぞれの方法は、マ

ウスの移動とクリックを容易にするために設計されています。 

マウスとクリックの代替オプションは、ツールバーの左側から直接選択することができます。 

 

 

次のようなオプションがあります。 

• ハンズフリーマウス：頭の動きでマウスを操作することができます。 

• XYマウス：1つまたは2つのスイッチでカーソルを制御し、画面を水平・垂直方向にス

キャン（走査）します。 

• レーダーマウス：1つまたは2つのスイッチでカーソルを制御し、画面をレーダーの

ようにスキャン（走査）します。 

これらの代替マウス操作は、以下に示すキーボードショートカットで起動することが

できます。 

• CTRL + F4：「ハンズフリーマウス」を起動します。 

• CTRL + F2：「XYマウス」を起動します。 

• CTRL + F5：「レーダーマウス」を起動します。 

• CTRL + F1：代替マウスをすべて停止し、標準のマウスに戻ります。 

CTRL + F1 ショートカットは、ユーザーご本人や手助けをしてくれる人が、標準的な方法で

コンピューターを操作できるように戻すために大切です。 
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標準マウスの使用 

これはアプリケーションを起動したときの既定のマウスです。マウスやジョイスティック、あるい

はマウスポインターの動きを制御するための別の外部アプリケーションを使って、通常通りコ

ンピューターを使用することができます。Windows版アプリケーションから提供されている他の

機能を利用して、コンピューターをさらに使いやすくすることも可能です。たとえば、スクリーン

上キーボード、スピーチオーバー、音声コマンドの機能を利用することができます。 

ツールバーには、マウスを使いやすくするための機能も用意されています。次の操作を行うこ

とができます。 

• クリックした場所に表示されるビジュアル効果を使用して、クリックした場所を強調表示します。 

• カーソル位置を特定しやすいように、フルスクリーンのクロスバーを表示します。 

• 仮想グリッドのセルに直接ポインターを合わせたり、水平・垂直方向への自動移動を
制御したりすることで、音声コマンドでマウス位置を制御します。 

• マウスボタンを離すのではなく、クリック＆ホールドを行います。これは、特にボタン
を正確に離すことが困難な方にとって重要です。 

• 1つのボタンで異なるクリックを行います（たとえば、1つのスイッチで左右のクリックをす

るなど）、および 

• 自動クリック機能を利用します。 

このマウスは、他の代替マウスが実行されていないときの既定のマウスで、他のマウスを停止

すると常に既定で起動します。他の代替マウスを使用していて、標準のマウスを使ってコンピュ

ーターのコントロールに戻る必要がある場合は、“マウスを停止する”という音声コマンドを使用

することができます。キーボードショートカットのCTRL + F1でも同じ操作が行えます。 

 

「ビジュアルクリックアシスト」の表示 

ビジュアル効果については、「クリックの視認性を向上させる」の項を参照してください。これ

は「標準マウス」の機能ではありませんが、すべての代替マウスに共通する機能です。 
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クロスバーの表示 

 

音声コマンド“クロスバーを表示する”、“クロスバーを隠す”、または標準のマウス設定で、

クロスバーの表示を有効/無効化することができます。 

設定を開き、左メニューの“Mouse replacements”を選択します。続いて、2つ目の

サブメニューで“Standard Mouse”を選択します。 

 

 

“XY bars visible”チェックボックスをオン/オフにして、この機能を有効または無効に設定しま

す。“Show more options”をクリックすると表示されるフィールド“XY bar width”、“XY bar 

color”、“XY sight-view radius”を使って、色、バーの幅、中心円のサイズをカスタマイズする

ことができます。 
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音声コマンドによるマウスの制御 

有効になっている場合は、音声コマンドでマウスの動きをコントロールすることができます。 

「アナログ」の動きや、グリッドシステムを使った「デジタル」ポジショニングを使用することができま

す。また、コマンドを組み合わせて、より高速に制御することも可能です。 

アナログの動きとは、マウスを動かしているときのようなピクセル単位の動きを指します。 

“左へ移動する”、“右へ移動する”、“上へ移動する”、“下へ移動する”コマンドは、所定の方向に

カーソルの移動を開始させるコマンドです。移動の速度は、“もっと速く/スピードを上げる”や“もっ

と遅く/スピードを下げる”というコマンドで、速度を上げ下げしてコントロールできます。 

“高速/最高速度”および“低速/最低速度”コマンドを使うと、速度が直接最大値または最小値に

設定されるので、目的の場所に到着するまでは速く移動し、その後ゆっくりと移動して位置を調整

することができます。“クリック”コマンドでクリックを実行し、動きを止めます。クリックせずに動きを

止めたい場合は、“止める/動きを止める”コマンドを使用します。 

「デジタル」ポジショニングでは、画面を10×10のグリッドで仮想的に分割しています。列にはA

～Jまで、行には1～10までラベル表示されています。そして、“D 6に進む” というコマンドで、4列

目、6行目の仮想セルの中心にカーソルを配置させることができます。また、“グリッドを表示す

る”や“グリッドを隠す”のコマンドで、グリッドの表示と非表示を切り替えることができます。グリッ

ドは、他のアプリケーションの上にオーバーレイとして表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
グリッドが表示されると、各セルのラベルが数秒間だけ表示され、その後は非表示になるた

め、ディスプレイ上での視認性が良くなります。 
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ラベルを再度表示する必要がある場合は、“グリッドのラベルを表示する”コマンドを実行する

と、ラベルが数秒間表示されます。慣れてくると、ラベルを印刷したり、実際にはグリッドを表示

する必要がないことがおわかりいただけると思います。 

そのため、基本的には“…に進む”コマンドで関心のあるスクリーンゾーンに直接ジャンプし、“…

に移動”コマンドで最終的な位置決めを最小速度で行うことが可能です。 

 

支援付きスイッチデバイス/ワンボタン押下装置 

詳しくは「標準のクリックデバイス」の項を参照してください。標準のマウスに特有の機能では 

ありません。その代わりに、クリックデバイスと連動しています。 

 

ドウェルクリックの使用 

手動でクリックを行う代わりに、指定した位置でマウスを1秒間停止させることで、自動的にクリッ

クを行わせることができます。 

この機能を有効または無効にするには、マウスの標準設定を開き、自動クリックのチェックボ

ックスをオン/オフにします。自動クリック機能は、“Click options”の設定でカスタマイズするこ

とができます。詳しくは、「自動クリック」の項を参照してください。 
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ハンズフリーモードの使用: 
頭でマウスを動かす 

この代替マウスを使うと、頭でマウスポインターを操作できます。パソコンに取り付けたウェブカメラ

から頭の動きを読み取り、マウスポインターの動きを生み出します。頭の動きに合わせてポインター

が追従します。 

 

機能の仕組み 

ウェブカメラの映像をリアルタイムに解析し、検出された頭の位置するゾーンへの動きをマウ

スの動きへと変換しています。 

この機能には、顔に直接カメラが向けられている標準的なウェブカメラが必要です。マウスをスムー

ズに操作するためには、良好な照明環境が必要です。画質が良ければ良いほど、カーソル位置のコ

ントロールがしやすくなります。 

Windowsで定義されている既定のウェブカメラデバイスは、アプリケーションを開いたときにWindows

アプリケーションで使用されるものです。ただし、システム上に複数のウェブカメラがある場合は、お

好みのものを選択することができます。その方法については、「ハンズフリーマウスの設定」の項を

参照してください。 
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ハンズフリーマウスの起動/停止 

このマウスを起動するには、ツールバーのハンズフリーマウスボタンをクリックします。“スタ

ート ハンズフリー マウス”と音声で指示したり、キーボードショートカットのCTRL + F4で操作

することも可能です。 

停止するには、ハンズフリーマウスボタンをクリックするか、“マウスをていしする”の音声コマ

ンドを出すか、キーボードショートカットのCTRL+F1を使用することができます。 

“hands-free mouse”を実行すると、ハンズフリーマウスボタンが切り替わり、ツールバー中

央のロゴが、ウェブカメラからのフィードバックを伝えるビデオのサムネイルに変わります。 
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キャリブレーション 

画像の中で頭があるべきゾーン（動きを計算するゾーン）を定義する作業をキャリブレーションと

いいます。このマウスの開始時に自動キャリブレーションを行うことができます。つまり、ウェブカ

メラのビデオフローで顔が検出され、位置が計算されます。これは既定の動作です。 

位置を変えたために再キャリブレーションが必要になった場合は、ツールバー中央のビデオサ

ムネイルをクリックするか、このマウスを実行中にいつでも“Webcam calibration”コマンドで命令

を出すことができます。キャリブレーションを行うと、新しいウィンドウが開きます。 

 

 

自動キャリブレーションが開始されたら、カーソルが画面中央にあるときの頭の位置に自分の

頭をセットします。タイマーは、正しい位置に頭をセットするまでの所要時間を示します。キャリ

ブレーションが完了したことを知らせるメッセージが表示されるまで、動かないでください。キャリ

ブレーションの結果は、ビデオストリームに黄色の矩形で表示されます。“Ok”または“Cancel”

をクリックして、承諾または拒否することができます。何も操作しない場合、所定のタイムアウト

の後に自動的に承諾されます。 

手動キャリブレーションを選択した場合は、矩形ゾーンの角をクリックし、次に反対側の角をクリッ

クしてこの矩形ゾーンを選択します。 

ウ ェ ブ カ メ ラ の 画 質 、 ク リ ッ ク 機 能 ＆ 再 配 置 

 

頭を動かすと、カーソルがその動きに追従します。前述のとおり、動きを正しく計算するために

は、ビデオの画質が重要であるため、良い照明を用意することが 

重要です。スムーズな動きを実現するためには、30フレーム/秒以上が必要です。 
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そのフレームレートを下回ると、動きがカクカクしてしまうかもしれません。多くのウェブカメラは、

部屋の明かりが少ないとフレームレートが下がります。トラッキングゾーンを示す矩形の色で、

品質に関するフィードバックが判断できます。緑色であれば、完璧です。オレンジ色になると画

質の劣化が始まっており、画質が非常に低い場合は赤色になります。 

クリックについては、既定でドウェルクリックを使用するように設定されています。クリックしたい

場所で数秒停止するだけで、自動的にクリックが実行されます。ただし、それ以外のクリックデ

バイスを使用することも可能です。クリック方法の選択方法については、「ハンズフリーマウスの

設定」の項を参照してください。ダブルクリック、「ドラッグ＆ドロップ」、右クリックも可能です。使

い方については、「クリック操作の選択」の項を参照してください。 

頭が中央に位置するときにカーソルを画面中央に移動させたい場合は、頭を水平に2回振ること

で移動させることができます。カーソルは中央に移動し、そこで一定時間停止した後、再び頭の

動きに合わせて動き出します。 

 

音声コマンドやビジュアル効果の使い勝手の改善 

標準的なマウスと同様、音声コマンドでカーソルをグリッドのように配置してコントロールすること

で、操作性を向上させることができます。グリッド機能の詳細については、標準マウスの説明の

項を参照してください。 

また、標準マウスと同様にXYクロスバーを表示することも可能です。これはカーソルのある位置に

表示される、交差した縦線と横線です。線が交差する部分には円が表示され、これがマウスカー

ソルの役割を果たします。これにより、カーソルの位置がわかりにくい方のために、視認性が向上

します。 

どのマウスでもそうですが、クリックした場所にビジュアル効果を表示することも可能です。

詳しい説明については、標準マウスの説明を参照してください。 
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ハンズフリーマウスの設定 

ハンズフリーマウスを設定するには、設定を開き、左メニューの“Mouse replacements”、

さらにサブメニューの“Hands-free mouse”を選択します。 

 

 

使用できるウェブカメラが上部に一覧表示されるので、お好きなカメラを選択します。Windowsの

既定のウェブカメラとして設定されているものを常に使用したい場合は、“Default Webcam”の設

定のままにします。あるいは、別のものを選択してください。 

トラッキングゾーンの定義、またはキャリブレーションは、自動 

（既定）または手動で行うように選択することができます。 

自動モードでは、顔認識アルゴリズムが顔の位置を検出し、 

その矩形ゾーンを定義します。 

手動モードでは、自分でゾーンを定義する必要があります。これは、追跡したい動きが頭の

動きではなく、たとえば指や他のものである場合などに便利です。 

“Configure”ボタンをクリックすると、現在ハンズフリーマウスを使用していない場合でも、キャリ

ブレーションプロセスが開始されます。ハンズフリーマウスを起動するたびにキャリブレーション

を行いたくない場合は、ハンズフリーマウス起動時に“Calibration”の選択を解除すると良いでし

ょう。 
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ハンズフリーマウスを起動するたびに自動的にキャリブレーションを開始する（既定の動作）かど

うかは、“Do calibration when starting hands-free mouse”のチェックボックスをオン/オフにして

設定することができます。 

頭の動きに対するカーソルの動きの感度は、水平方向と垂直方向の両方で調整することができ

ます。値が大きいほど、カーソルの移動速度が速くなります。これらの設定を調整して、画面の

隅々まで届きやすく、またカーソルをコントロールしやすくすることができます。 

“Auto-click”チェックボックスで、ドウェルクリックを行うか、 

他の手段（マウスデバイス、スイッチデバイス...）を使用してクリックするかを定義することができます。 

グリッドの表示/非表示は、“Grid visible”のチェックボックスをオン/オフにすることで設定できます。 

“XY bars visible”のチェックボックスをオン/オフにすることで、ポインターの位置を強調するため

のXYクロスバーを表示/非表示にすることができます。 

“Show more options”を選択すると、キャリブレーション処理時の遅延をカスタマイズできるほ

か、グリッドとXYバーの色やサイズもカスタマイズすることが可能です。 
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代替XYスキャンマウスの使用 

 
XYの仕組みとその使い方 

（日本語ソフトキーボードをオンにすると、XYマウス、レーダーマウスは無効になります。） 

スイッチユーザーでマウスコントローラーが使えない場合でも、XYマウスを使えばあらゆるア

プリケーションを最大限に活用することができます。仕組みは極めてシンプルで、画面を上か

ら下へ垂直にスキャンしていきます。 

 

 

目的の垂直方向の位置に到達すると、水平方向にスキャンされるので、目的の位置に到達し

たらクリックすることができます。その後カーソルが止まり、そこでクリックが実行されます。 
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クリックすると、カーソルは数秒間停止し、その後またスキャンを再開します。クリック後にこのよ

うな遅延があるため、同じ位置で再度クリックすることができます。スクロールボタンやズームボ

タンなどのように、同じ場所を何度もクリックする必要がある場合もあるため、これは重要です。

この遅延が設けられていなければ、そのような操作は行えないでしょう。この機能を使えば、ダ

ブルクリックが必要な場所でダブルクリックすることができます。 

スイッチひとつで、コンピューターを完全に管理することができるのです。また、代替クリックボ

タンを使えば、右クリックを発生させたり、ドラッグ＆ドロップを開始したりすることも可能です。

(「クリック操作の選択」の項を参照してください)。 

キーボードを使って文字を入力することも可能です。キーボードが開いている場合は、キーボ

ード内部のみでXYスキャンが動作するため、書き込み時の高速化が実現します。 

そうしないと、常に画面全体をスキャンすることになり、時間がかかってしまいます。 

XYのトリガーは左クリックなので、スイッチデバイスを使用する場合は、左クリックとしてマッピン

グする必要があります。 

右クリックにマッピングされた2つ目のスイッチデバイスが使えるようになれば、使い勝手が向

上します。実際のところ、右クリックでスキャン方向を反転させることができます。停止したい位

置を通過してしまったような場合も、右クリックすれば、元の位置に戻ります。したがって、全画

面のスキャンが終了するまで待たなくても、好きな場所をクリックすることができます。 

このスキャン方向の反転は、“方向を逆にする/方向を変える”という音声コマンドでも行うこと

ができます。 

 

XYマウスの起動/停止 

ツールバーのXYマウスボタンをクリックするか、音声コマンドが有効になっている場合は“XY

（エックスワイ）マウスを起動”と指示を出すと、このマウスを起動することができます。キーボー

ドショートカットのCTRL + F2でもこのマウスを起動できます。 

XYマウスが動作しているときは、ツールバーの対応するアイコンが選択されており、スキャン

バーが動いているのが見えます。 

停止するには、XYマウスボタンを再度クリックするか、“マウスを停止する”音声コマンドを出す

か、キーボードショートカットの「CTRL+F1」を使用することができます。 
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XYマウスの設定 

XYマウスの設定を行うには、設定を開き、左メニューの“Mouse 

replacements”を選択し、サブメニューの“XY mouse”を選択します。 

 

 

ここで、水平方向と垂直方向のスキャン速度を設定することができます。速度が速いほどクリ

ック位置に早く到達しますが、思い通りの場所で正確にクリックすることが難しくなります。 

クリック後、若干の遅延が発生し、この遅延の後にスキャンが再開されます。この遅延は、クリ

ックするたびに再開されます。同じ場所を複数回クリックした場合は、最後にクリックした箇所か

ら遅延が適用されます。 

また、"Show more options"をクリックすると、 

XYバーの色やサイズも設定できます。 

 

 

“Pointer follows sight”を使用すると、標準のマウスカーソルを水平・垂直の線に合わせて

移動させることができます。チェックを外すと、クリックするまでポインターは元の位置に留ま

り、クリックする前に 

クリック位置へと移動します。ホバーリングしたときにのみポップアップが表示される場合、ポイ

ンターを視界に追従させる必要がある場合があります。 
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XYマウスと同様の使い方なので、XYマウスの項を読むとより理解が深まります。1回目のクリッ

クで方向スキャンを停止し、距離スキャンが開始されます。2回目のクリックで最後のクリックがト

リガーされます。 

また、XYマウスのようにスキャン方向を反転させることも可能です。 

 

 

 

 

 

レーダーマウスの使用 

レーダーマウスは、XYマウスと同じ原理ですが、垂直方向、水平方向の順にスキャンするのでは

なく、円を描くようにスキャンするのが特徴です。まず角度の方向をスキャンし、次に画面の中心

か左上隅のどちらかを基準点として距離をスキャンします。 
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レーダーマウスの起動/停止 

ツールバーのレーダーマウスボタンをクリックするか、音声コマンドが有効になっている場合

は“レーダー マウスを起動”と指示を出すと、このマウスを起動することができます。キーボー

ドショートカットのCTRL + F5でもこのマウスを起動できます。 

レーダーマウスが動作しているときは、ツールバーの対応するアイコンがトグルで選択されて

おり、スキャンバーが動いているのが見えます。 

停止するには、レーダーマウスボタンを再度クリックするか、“マウスを停止する”音声コマンド

を出すか、キーボードショートカットの「CTRL+F1」を使用することができます。 

 

レーダーマウスの設定 

レーダーマウスの設定を行うには、設定を開き、左メニューの“Mouse 

replacements”を選択し、サブメニューの“Radar mouse”を選択します。 

 

 
基準点は、左上隅または画面中央の 

いずれかで定義できます。 

スキャン速度は、角度方向と半径方向の両方を設定することができます。速度が速いほどク

リック位置に早く到達しますが、思い通りの場所で正確にクリックすることが難しくなります。 

クリック後、若干の遅延が発生し、この遅延の後にスキャンが再開されます。この遅延は、クリ

ックするたびに再開されます。同じ場所を複数回クリックした場合は、最後にクリックした箇所か

ら遅延が適用されます。 
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“Show more options”をクリックすると、より多くの設定にアクセスできます。 

 

また、スキャンバーや視域の円の色や大きさも設定することができます。“Pointer follows sight”フ

ラグは、XYマウスと同じ意味を持ちます。 

「XYマウスの設定」の項の説明を参照してください。 

 

クリックの管理 

どのようにクリックを行うか（どのデバイスでクリックを行うか）と、どのような種類のクリックを

行うか（左クリック、右クリック、ダブルクリックなど）の2つの点を考慮する必要があります。 

 

クリックのトリガー 

Windows版アプリケーションでは、クリックデバイス（マウス、スイッチ、他のソフトウェアな

ど）、カーソルを所定の位置で数秒間停止させてクリックする自動クリック機能、音声コマンド

によるクリックのいずれかを使用することができます。 
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標準のクリックデバイス 

これは、マウスデバイスや、スイッチデバイス、筋肉センサー、あるいは別のソフトウェアなどの他

のクリックデバイスを使用する場合です。 

このアプリケーションでは、デバイスを離すイベントではなく、押すイベントによってクリックを実行

することができます。 

標準のマウスデバイスでは、マウスボタンを離すとクリックが行われ、たとえばドラッグ＆ドロップ

（ボタンを押してポインターを動かし、ボタンを離す）などができるようになっています。しかし、場

合によっては、エンドユーザーが、筋肉の収縮により、押す動作と比べて離す動作のコントロー

ルに問題があることがあります。 

この設定は、“Click options”設定の“Click on button press”のチェックボックスをオンま

たはオフにして制御することができます。 

 

 

この“click on press”（押した瞬間にクリック）機能を使用する場合、ボタンを押した瞬間にクリッ

クが発生するため、通常のマウスデバイスで行うようなドラッグ＆ドロップができないことにご注

意ください。 

「ドラッグ＆ドロップ」操作を行うには、「クリック操作の選択」で説明されているように、クリックボ

タンを使用する必要があります。 
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自動クリック 

自動クリックでは、ポインターを所定の位置で数秒間停止させると、クリックが実行されます。こ

れはアプリケーションの中に入っています。 

そのため、カーソルの位置を直接操作するマウスシステムを使用している場合にのみ、自動クリ

ック機能を有効にすることができます。これは標準マウスとハンズフリーマウスの場合です。 

XYマウスやレーダーマウスは、自動で移動し、クリックすることで希望の場所に止まるので、

自動クリックは使えません。 

標準マウスまたはハンズフリーマウスで自動クリックを有効にするには、対応するマウスの設定

でこれを有効にする必要があります。既定では、これはハンズフリーマウスでは有効、標準マウ

スでは無効になっています。 

自動クリックが実行されている間は、他のクリックボタンの他に一時停止ボタンが表示されま

す。これをクリックすると自動クリックが一時停止し、クリックが行われなくなり、その後「再開」

ボタンになります。また、“自動クリックを一時停止する”の音声コマンで、自動クリックを一時停

止させることもできます。 

この機能は、文字を読んだりビデオを見たりするような、相互のやり取りを必要としない長時間の

活動に従事しているときに、不要なクリックに邪魔されたくない場合に使用することができます。

自動クリックを再開するには、再生ボタン上にカーソルを移動して滞留時間を設定するか、音声

コマンドで“自動クリックを再開する”と指示してください。一時停止中は、自動クリックは再開ボタ

ンのみで機能し、それ以外の場所では機能しないことを理解しておくことが重要です。そのため、

ビデオを見ながら一時停止/再開ボタンにカーソルを合わせると、再開と一時停止の間を行き来

してしまうので、一時停止/再開ボタンにはカーソルを合わせないでください。 

自動クリック機能の設定は、“Click options”の設定で行います。設定を開き、左メニューの

“Click options”を選択し、“Show more options”をクリックします。 
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自動クリックの項目では、以下の設定をカスタマイズできます。 

• ドウェルのタイムアウト：クリックを発生させるためにカーソルを停止させる際に必要な秒
数です。 

• 位置のしきい値：これはカーソルが動くかどうかを判断するための位置の許容範囲です。1

ピクセルの位置も動かさないことが不可能な場合もあるので、これは重要です。開始点か

らこのしきい値の範囲内で移動するたびに、ドウェル時間計算のための一時停止とみなさ

れます。このため、クリックを発生させるためには、ドウェル時間のしきい値を半径とする円

内にカーソルを留めておく必要があります。 

• 同じ場所をクリックできる機能は、カーソルを動かさない場合に、同じ場所で次のクリックを
繰り返さなければならないか、繰り返してはならないかをシステムに伝えるものです。

“Repeat click”チェックボックスをオンにすると、カーソルを動かさなければ、タイムアウト

のたびごとにクリックが実行されます。これをオフにすると、しきい値の距離から離れるま

で自動クリックが一時停止します。 

• また、マウスデバイスを使ってクリックする機能も使用可能です。 

 
音声コマンドによるクリック 

“クリック”の音声コマンドを使うと、クリックが実行されます。 

XYマウスやレーダーマウスでこれを使用する場合、“クリック”と言った瞬間から音声認識エン

ジンがそのコマンドを認識して処理するまでに遅延があることを考慮する必要があります。 

これらの代替マウスで選択した速度によっては、音声コマンドによるクリック操作が困難な場

合があります。ある程度訓練すると、どの程度先回りして“クリック”と言えば、希望のクリック

位置が得られるかが大体わかるようになります。 
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クリック操作の選択 

Windows版アプリケーションでは、デスクトップのアイコンをダブルクリックしてアプリケーションを

起動したり、右クリックでポップアップメニューを表示したりと、一部のアプリケーションで必要と

されるその他のクリックを実行することができます。1つのスイッチや自動クリック機能を使う場

合は、Windows版アプリケーションがないと難しいでしょう。 

左クリックと異なるクリック操作を行うには、ツールバーの対応するボタンをクリックしてクリック操

作を選択し（トグル状態になる）、クリックしたい場所をクリックします。 

たとえば、ハンズフリーマウスを使っていて、どこかで右クリックを使う必要がある場合、まずツ

ールバーの右クリックボタンでクリックしてから、自分の位置に移動すると、 

次に行われるクリックが右クリックになります。右クリックを行った後は自動的にリセットされる

ため、次のクリックは再び左クリックになります。 

「ドラッグ＆ドロップ」機能については、次の2クリックに影響が及びます。「ドラッグ＆ドロップ」

機能を選択すると、次のクリックで項目が選択され、希望の場所までのドラッグが開始され

て、次のクリックでドラッグを終了（ドロップ）することができます。「ドラッグ＆ドロップ」が終了

すると、自動的に左クリックにリセットされます。 

これらの動作は、スイッチひとつで可能なため、標準マウスを含むどの代替マウスでも行うこ

とができます。 
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クリックの視認性を向上させる 

クリックの視認性を向上させるため、クリックが行われた場所にビジュアル効果を発生させ

ることができます。 

ビジュアル効果を有効にするには、設定ページを開き、左メニューの“Click 

Options”項目を選択します。 

 

 

“Visual effect”のチェックボックスをオンにすると機能が有効になり、オフにすると無効になりま

す。このビジュアル効果は、使用しているどの代替マウスにも表れます。 

“Show more options”ボタンをクリックすると表示される“Visual Size”と“Visual Color”の2つの

フィールドを使用して、ビジュアル効果のサイズと色をカスタマイズすることができます。 
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付録 

これらの機能の説明は、本マニュアル全体で解説されています。特定

の機能の説明については、本付録に記載のリストでご確認ください。 

• アイコンの一覧は下記を参照してください。 

• eSSENTIAL Accessibility™の制御に使用できる音声コマンドの

一覧は、45ページの「音声コマンド」を参照してください。 

 

アイコン 

アイコンの意味がわからないこともあるかもしれません。 

そのリストと名前、そして詳細についてお読みいただけるページをここで紹介します。ある

アイコンが複数の場所で言及されている場合、マニュアルでは最初の事例を引用していま

す。 

 

 

このアイコンの詳細情報 参照ページ 

 

ダブルタップ 

 

25 

 

   ドラッグ＆ドロップ 

 

25 

                            アプリケーションを終了 

 

5 

 

     ハンズフリーマウス 

 

26 

 

ヘルプ 

 

6 

 

仮想キーボードを開く 

 

8 
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このアイコンの詳細情報参照ページ 参照ページ 
 

                     レーダーマウス 35 

自動クリック 25 

設定 6 

                    音声コマンド 17 

XYマウス 32 



eSSENTIAL Accessibility（Windows版）ユーザーマニュアル 45 

 

 

 

 

 

 

音声コマンド 

eSSENTIAL Accessibility™で行う操作の多くは、特定の音声コマンドを使用して行うことが

できます。音声コマンドの設定にある“Show commands”ボタンをクリックすると、音声コマ

ンドの一覧を取得することができます 

音声による代替コマンドの処理については、 

こちらのリストを参照してください。 

 
操作 音声コマンド 

メインのコマンド 
 

XYマウスの起動 “XY（エックスワイ）マウスを起動” 

レーダーマウスの起動 “レーダー マウスを起動” 

ハンズフリーマウスの起動 “ハンズフリーマウスを起動” 

現在の代替マウスの停止 “マウスを止める” “マウスを停止する” 

クリックの実行 “クリック” 

スピーチオーバー機能の有効化 “スピーチオーバーを有効にする” 

スピーチオーバー機能の無効化 “スピーチオーバーを無効にする” 

 

仮想キーボードを開く “キーボードを開く” “キーボードを

表示する” 

 

仮想キーボードを閉じる 
“キーボードを閉じる” “キーボード

を隠す” 

 

 

設定パネルを開く 

“設定を開く” “オプションを開く” 

“設定を表示する” “オプションを

表示する” 

 

 

設定パネルを閉じる 

“設定を閉じる” “オプションを閉

じる” “設定を隠す” “オプション

を隠す” 
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操作 音声コマンド 
 

 

 

オンラインヘルプの表示 

“ヘルプを表示する” 

“ユーザーマニュアルを表示する” “ヘ

ルプを開く” 

“ユーザーマニュアルを開く” 

利用可能な音声コマンドの表示 “音声コマンドを表示する” 

ディクテーションモードの有効化 “ディクテーションを有効にする” 

ディクテーションモードの無効化 “ディクテーションを無効にする” 

 

アプリケーションを終了 
“終了する” 

“アプリを終了する” 

ダイアログボックスのコマンド 
 

‘OK’ボタンをクリック “了解” 

‘Yes’ボタンをクリック “はい” 

‘No’ボタンをクリック “いいえ” 

‘Cancel’ボタンをクリック “キャンセル” 

ダイアログボックスを閉じる “閉じる” 

XYマウスとレーダーマウスのコマンド 
 

 

移動の方向を反転させる 
“方向を逆にする” “方向を変える” 

 

移動の速度を上げる 
“もっと速く” “スピードを上げる” 

 

移動の速度を下げる 
“もっと遅く” “スピードを下げる” 

 

速度を最大値まで上げる 
“高速” “最高速度” 
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速度を最小値まで下げる 
“低速” “最低速度” 
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操作 音声コマンド 
 

標準的なマウスコマンド 
 

 

移動の方向を反転させる 
“方向を逆にする” “方向を変える” 

 

移動の速度を上げる 
“もっと速く” “スピードを上げる” 

 

移動の速度を下げる 
“もっと遅く” “スピードを下げる” 

 

速度を最大値まで上げる 
“高速” “最高速度” 

 

速度を最小値まで下げる 
“低速” “最低速度” 

ポインターの左方向への移動を開始 “左へ移動する” 

ポインターの右方向への移動を開始 “右へ移動する” 

ポインターの上方向への移動を開始 “上へ移動する” 

ポインターの下方向への移動を開始 “下へ移動する” 

 

 

ポインターを定義されたグリッド位置に設定 

“A 1に行く” “A 2に行く” 

... 

“J 10に行く” 

 

ポインターの動きを止める 
“止める” “停止する” 

“動きを止める” 

グリッドを表示 “グリッドを表示する” 

 

グリッドラベルを表示 
“ラベルを表示する” “グリッドのラベ

ルを表示する” 

グリッドを非表示 “グリッドを隠す” 

ポインターを追従するXYバーを表示 “クロスバーを表示する” 
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XYバーを非表示 “クロスバーを隠す” 
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操作 音声コマンド 
 

ハンズフリーマウスのコマンド 
 

ウェブカメラのキャリブレーションを開く “ウェブカメラのキャリブレーション” 

 

 

ポインターを定義されたグリッド位置に設定 

“ A 1に行く” “A 2に行く” 

... 

“ J 10に行く” 

グリッドを表示 “グリッドを表示する” 

 

グリッドラベルを表示 
“ラベルを表示する” “グリッドのラベ

ルを表示する” 

グリッドを非表示 “グリッドを隠す” 

ポインターを追従するXYバーを表示 “クロスバーを表示する” 

XYバーを非表示 “クロスバーを隠す” “バーを隠す” 

自動クリックのコマンド 
 

自動クリックの一時停止 “自動クリックを一時停止する” 

自動クリックの再開 “自動クリックを再開する” 

左クリック操作の選択 “左クリック” 

右クリック操作の選択 “右クリック” 

ダブルクリック操作の選択 “ダブルクリック” 

ドラッグ＆ドロップ操作の選択 “ドラッグアンドドロップ” 
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操作 音声コマンド 
 

キーボードのコマンド 
 

 

文字キーを押す 

“Aを押す” 

... 

“Zを押す” 

 

数字キーを押す 

“ゼロを押す” 

... 

“9を押す” 

 

予測変換キーを押す 

“候補1を押す” 

... 

“候補5を押す” 

 

 

他のキーを押す 

［スピーチオーバーで読み上げられたキー名］を
押す 

例："Enterを押す"、"クリアテキストを押す"...な

ど。 

キーボードのサイズを大きくする “キーボードサイズを大きくする” 

キーボードのサイズを小さくする “キーボードサイズを小さくする” 
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