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1. オペレートナビ設定 

オペレートナビ設定は、スイッチの反応速度や、スキャンの速度、キーボードの作成や修正などオペ

レートナビのすべての設定を行います。 

速度の調整など一部の設定は、オペレートナビのオンスクリーンキーボード上の「オペナビメニュー」

キーからも設定できます。 

 

オペレートナビ設定は、オペレートナビが実行中であっても、オンスクリーンキーボードの操作によっ

て設定できます。オペレートナビ設定で変更された設定情報は、ファイルを保存しオペレートナビを再

起動することでオンスクリーンキーボードの動作に反映されます。 

 

 
図 1.1 オペレートナビ設定の画面 

 

オペレートナビ設定では、セットファイルを生成/保存します。また、付随してオンスクリーンキーボー

ドの編集、保存時にキーボードファイル、語句補完の辞書編集時に補完語句辞書、音声出力では読

み上げ用のユーザー辞書が生成/保存されます。 
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(1) オペレートナビ設定で利用する基本的な操作（ショートカットキー） 

階層構造またはリスト形式の一覧で操作するショートカット 

ショートカットキー 説明 

[←] 項目の階層構造が[-]の場合、収束する 

[→] 項目の階層行動が[+]の場合、展開する 

[↑]、[↓] 項目を上下に移動する 

[Shift]+[↑] 

[Shift]+[↓] 

連続して項目を選択する 

[Ctrl]+[↑] 

[Ctrl]+[↓] 

飛び飛びの項目の選択 

[Ctrl]を押しながら[矢印]で移動し対象の項目で[Space]を押すこと

で、飛び飛びの項目を選択する 

[Tab] 次の設定項目に移動する 

オペレートナビ設定の基本画面で左の設定欄の項目が選択されて

いる場合は右の設定欄の先頭項目に移動する 

[Shift]+[Tab] １つ前の設定項目に移動する 

オペレートナビ設定の基本画面で左の設定欄の項目が選択されて

いる場合は右の設定欄の最後項目に移動する 

[Ctrl]+[Tab] 関係付けられている設定項目に移動する 

[Space] 階層構造のカーソルのある項目を選択する 

 

設定項目の並んでいる欄で操作するショートカットキー 

ショートカットキー 説明 

[Tab] 次の設定項目に移動する 

[Shift]+[Tab] １つ前の設定項目に移動する 

[↑]、[↓] 連続したラジオボタン項目を移動する 

 
[Ctrl]+[Tab] オペレートナビ操作の基本画面で右の設定欄から、関係付けられて

いる左の階層構造の項目に移動する 

[Alt]+[↓] リスト項目で設定内容を一覧表示する 
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表形式の設定項目で操作するショートカットキー 

ショートカットキー 説明 

[←]、[→]、[↑]、[↓] セルを移動する 

[Shift]+[矢印] 連続したセルを選択する 

[Ctrl]+[矢印] 1 行または 1列を選択する 

そのまま、[Ctrl]を押しながら広げる方向へ[矢印」を押すことで、

複数行または複数列選択する 

 

(2) セットとセットファイルの関係 

オペレートナビはセットファイルに各種登録情報を保存していますが、セットファイルを含め、キーボ

ードファイルや画像ファイルなどひとくくりにまとめたものをセットと呼びます。 

 

オペレートナビでは、あらかじめいくつかのセットを用意しており、その中の一つを選択して修正や別

名保存して利用します。別名保存された場合、登録されているキーボードファイルや辞書ファイルな

どすべてが別名のセットに複製されます。 

セットとセットファイルは同じ名前がついており、以下のように管理されています。 

 

オペレートナビとセットとセットファイルのファイル構成 

 

オペレートナビ用フォルダ 

    | 

    +----通常利用するセットフォルダ（「通常利用する」に設定したセット） 

    |           +----セットファイル 

    |           +----キーボードフォルダ 

    |           |          +---キーボードファイル(1) 

    |           |          +---キーボードファイル(2) 

    |           +----画像フォルダ 

    |           |         +----画像ファイル(1) 

    |           |         +----画像ファイル(2) 

    |           +----各種データ 

    | 

    +----その他セット A 

    +----その他セット B 
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2. メニュー 

オペレートナビ設定のメニューは以下の通りです。 

 

メニュー項目 説明 

ファイル(F)  

 新規作成(N) セットファイルを新規に作成する 

ファイルを開く(O) セットファイルを開く 

上書き保存(S) セットファイルを上書きする 

名前をつけて保存(A) セットファイルを名前をつけて保存する 

インポート(I) 交換用セットをインポートする 

エクスポート(E) 編集中のセットを交換用セットとしてエクスポートする 

設定情報ファイル出力(P) テキスト形式で設定情報を保存する 

通常利用するセットファイルに設

定(J) 

編集中のセットファイルを通常利用するセットファイ

ルにする 

通常利用のファイル名(0) 現在設定されている「通常利用するセットファイル」を示す 

ファイル名(1)～(3) 編集されたセットファイルの履歴 

閉じる(X) オペレートナビ設定を閉じる 

オペナビ(O)  

 通常利用するセットファイルでオ

ペレートナビを(再)起動する(P) 

現在編集しているセットファイルにかかわらず、「通

常利用するセットファイル」として設定されているセッ

トファイルを利用してオペレートナビを再起動する 

現在編集中のセットファイルでオ

ペレートナビを(再)起動する(N) 

現在編集中のセットファイルを利用してオペレートナ

ビを再起動する 

ウィンドウ(W)   

 キーボードファイル名など(1) 「キーボードの編集」など現在編集中の画面を示す 

すべて閉じる(X) 現在編集中の画面をすべて閉じる 

ツール(T)  

 スイッチポート(P) スイッチコネクタが使用するポートを示す 

COM ポートについては、旧バージョンのスイッチコネ

クタとの互換性のために用意されています 

自動的に IME を ONにする(I) オペレートナビ設定起動時に文字入力を自動的に日

本語モード(IME を ON)にする 

オペレートナビ(再)起動時にセット

ファイルを自動的に保存する(S) 

オペレートナビ再起動を指定したとき、現在編集中の

セットファイルを自動的に保存する。 

バージョン情報(V) バージョン情報を表示する 
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(1) セットファイルの保存について 

オペレートナビは、インストール時に標準の構成をインストール先とユーザーのフォルダに作成しま

す。標準の構成では、一個のスイッチで操作する「１スイッチスキャン」や設定用のキーボードを含む

「1スイッチスキャン(設定付き)」などの各種のセット（セットファイルやキーボードファイル）があります。 

 

利用者が利用するセットファイルはすべて次のフォルダ（隠しフォルダ）に保存されます。 

 

 c:¥ユーザー¥ユーザー名¥AppData¥Roaming¥NEC¥OpeNavi¥EX3 

 

セットファイルは、上記のユーザーフォルダの中のセットファイルと同じ名前のセットフォルダに拡張

子「.ope」のファイルで保存されます。 

 

「ファイルを開く」を選択した場合、セットに対応するフォルダ名一覧が表示されますので、必要なフォ

ルダを選択し、その中の拡張子「.ope」のファイルを開いてください。 

 

「新規作成」や「名前をつけて保存」を選択した場合、指定されたセットファイル名と同一のセットフォ

ルダが作成され、その中に新規もしくは編集されたセット（キーボードファイル等）とセットファイルが

保存されます。 

 

(2) インポート、エクスポート 

インポート、エクスポートは別のパソコンにオペレートナビの設定情報を丸ごと移動や交換するときに

利用します。 

支援者が作成したセットの情報を新規利用者が利用するときや、支援者が利用者の設定環境を再

現するとき、利用者の定期的なバックアップなどにご利用ください。 

 

交換用セットファイルは、拡張子「.opz」のファイルに圧縮し、保存されます。 

 

(3) 通常利用するセットファイル 

通常利用するセットファイルとは、オペレートナビを起動したときに自動的に動作するセットファイル

のことをさします。 

「名前を変えて保存する」等で現在実行中のセットファイルと異なる名前にしたときなどに利用しま

す。 

 

オペレートナビは、「通常利用するセットファイル」に指定されたセットファイルを実行してオンスクリ

ーンキーボードを表示/制御します。オペレートナビ設定で修正/保存しても、「通常利用するセットフ

ァイル」にしてオペレートナビを再起動するか、「現在編集中のセットファイルで再起動」しないと修正

情報が反映されません。ご注意ください。 
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3．入力方法 

スキャン時の入力確定条件などを設定します。 

 

 
図 3.1 入力方法の画面 

 

設定項目 説明 

スイッチ(スキャン)入力を

利用する(A) 

手動スキャンや自動スキャンで操作する 

手動スキャンや自動スキャンの設定はスイッチの動作設定による 

押した回数で機能実行(P) スイッチを一定の時間押すことで、機能を実行する 

一つのキーに複数の機能を割り付けている場合、機能確定時間内

で次にスイッチを押すことで実行する機能を変更することができる 

一つのキーに割り付けられた機能の数より多く連続してスイッチ

を押した場合、キャンセルとなる 

機能確定時間(D) 機能が確定する時間（単位：秒） 

指定時間が0.1秒など非常に短い場合、連続押しがしづらくなる 

押している時間で機能実

行(R) 

一つのキーに複数の機能を割り付けている場合、スイッチを一定

の時間押し続けることで機能が変更されていき、スイッチを離した

時点の機能で実行することができる 

入力確定時間(I) スイッチを押し続けたときスイッチを押したと認識する時間(秒） 

機能有効時間(E) スイッチを押し続けたときに次の機能に変更される時間(単位：秒) 

スイッチを機能が割り付けられている数よりさらに押し続けた場合

は、キャンセルとみなされる 

テンキー入力を利用する

(K) 

オンスクリーンキーボードを選択するスイッチの代わりにテンキー

を利用する 

入力確定時間(Z) テンキー入力したときにキーを押したと認識する時間(秒) 
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マウス入力を利用する(M) オンスクリーンキーボードをマウスで選択して機能を実行する 

オンスクリーンキーボードをマウスでクリックして操作する場合は

本設定を ON にする。ただし Windowｓ メールなど一部のアプリケ

ーションでは、本設定が ON になっているとオペレートナビから操

作できないダイアログが表示されるため、マウスでの操作ができ

ない場合は本設定をOFF にする。 

 

(1) スイッチの確定時間について 

スイッチを一定時間押したときの機能の変更、機能の動作は次のようなタイミングで実行されます。 

 

押した回数で機能実行した場合の動作例 

－ 早くスイッチを離した場合 

 |------|(スイッチを押している時間) 

 |==========|(機能確定時間) 

            ■機能実行 

 

－ 遅くにスイッチを離した場合 

 |-------------|(スイッチを押している時間) 

 |==========|(機能確定時間) 

            ■スイッチを押したままでも機能実行 

 

－ 連続してスイッチを押した場合 

 |----|(スイッチを押している時間) 

 |==========|(機能確定時間) 

         |----|(機能確定時間内に連続してスイッチを押す) 

         |==========|(機能確定時間) 

         □次の機能に変更 

                    ■変更された機能を実行 
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押している時間で機能実行した場合の動作例 

－ 早く離した場合 

 |--|(スイッチを押している時間) 

 |======|(入力確定時間) 

    ■キャンセル 

 

－ 普通に離した場合 

 |---------|(スイッチを押している時間) 

 |======|(入力確定時間) 

        |=============|(機能有効時間) 

           ■機能を実行 

 

－ 長く押した場合 

 |------------------------------|(スイッチを押している時間) 

 |======|(入力確定時間) 

        |=============|(機能有効時間) 

                      □次の機能に変更 

                      |=============|(機能有効時間) 

                                ■変更された機能を実行 

 

※機能の変更を確認しやすくなるので、インジケータの表示はONにしておくことをお奨めします。 

 

(2) テンキー入力について 

「テンキー入力を利用する」設定を ON にした場合、スイッチを利用する設定と併用して、テンキーで

オンスクリーンキーボードの操作やマウスの操作をすることができます。 

※テンキーの操作時には[NumLock]を ON にしてください。 

 

テンキー入力には次の 2つのモードを用意しています。 

－キーボード操作モード 

テンキー操作でオンスクリーンキーボード内をカーソルが移動し該当するキーを選択可能。 

－マウスエミュレータモード 

テンキー操作でマウスの操作をエミュレート。 

 

切り替えキー 

テンキー操作キー 説明 

[0] キーボード操作モードとマウスエミュレータモードを切り替える 
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キーボード操作モードのキー 

テンキー操作キー 説明 

[1]、｢2]、[3]、[4]、[6]、

[7]、[8]、[9] 

オンスクリーンキーボード内のカーソルを移動する 

[Enter] カーソルをオンスクリーンキーボードの左上に移動する 

[5] オンスクリーンキーボード内のカーソルのキーを実行する 

[/] テンキーの機能を表示する 

[+] オペレートナビメニューを表示する 

[0] キーボード操作モードとマウスエミュレータモードを切り替える 

 

マウスエミュレータモードのキー 

テンキー操作キー 説明 

[1]、｢2]、[3]、[4]、[6]、

[7]、[8]、[9] 

マウスポインタを移動する 

[5] 左クリック 

[Enter] 左ダブルクリック 

[*] 右クリック 

[.][Del] マウスドラッグ 

マウスポインタ移動後もう一度このキーを押すことで解放する 

[+],[-] マウスポインタの移動速度を変更する 

[/] テンキーの機能を表示する 

[0] キーボード操作モードとマウスエミュレータモードを切り替える 
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(3) 機能の実行と中止について 

キーが選択され、キーに割り当てられている機能が実行されると、その機能が完了するまで実行中

の状態となります。キーボードスキャンを利用している場合、現在実行中の機能が完了してから次の

スキャンが開始されます。 

 

 ■機能実行開始 

 |=================|(機能実行完了) 

                   ■スキャン開始 

 

機能の実行中にスイッチが押された場合、その機能は終了します。 

オンスクリーンキーボードでキーの機能に[Tab]の繰り返しが指定されていた場合、[Tab]の動作でカ

ーソルが次々と項目を移動します。とめたい項目にカーソルが移った時点でスイッチを押すことで繰

り返し動作を終了し、次のキーの選択操作をすることができます。 

また、もし誤って実行が完了していない時点でスイッチが押された場合、未処理の動作が残るなど正

しい動作にならない場合があります。 

 

 ■機能実行開始 

             ■スイッチを押した時点で機能実行終了 

 |===========|(機能実行終了) 

             |-----|(本来あった残りの機能は実行されない) 
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4. スキャン方法 

キーボードスキャンや画面スキャンの方法を設定します。 

 

 
図 4.1 スキャン方法の画面 

 

設定項目 説明 

利用スイッチ数(I) 利用するスイッチの個数を設定する 

キーボードスキャンを利用する(K) オンスクリーンキーボード上を自動もしくは手動でスキャン

して操作するモード 

自動キーボードスキャン(A) オンスクリーンキーボード上をカーソルが自動的に移動す

るモード 

手動キーボードスキャン(M) オンスクリーンキーボード上をスイッチを押すごとにカーソ

ルが移動するモード 

スキャン間隔(L) 自動スキャン時にカーソルが移動する速度を設定する(単

位：秒) 

スキャン間隔[高速](H) 自動スキャンの際、スイッチ機能設定やオペレートナビメニ

ューでスキャン速度を切り替えたときに働く高速スキャンの

速度を設定する(単位：秒） 

スキャン反復回数(R) オンスクリーンキーボード上をスキャンが繰り返される回数

(単位：回) 

この回数分のスキャン中にスイッチを押さずにいると、自動

的にスキャンは停止する 

スイッチ機能設定(C) スイッチを押したときの動作を設定する 

スイッチの１回押しや連続押し、スキャンの停止中や移動

中に押した時の動作を設定する 
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画面スキャンを利用する(S) マウスの移動やクリックなどの機能をスイッチの操作で実

行する 

ジャンプ位置設定(J) 

 

画面スキャン用スイッチ機能設定で指定するマウスポイン

タのジャンプ位置を指定する 

 

(1) スキャンの各モードとモードの変更 

スキャンモードはいくつか組み合わせて利用できます。 

－キーボードスキャン 

オンスクリーンキーボード上をカーソルが移動し、そのカーソルのグループもしくはキーを選択

/実行することでパソコンを操作する。 

このスキャンモードには自動スキャンと手動スキャンがあり、オペレートナビ設定でどちらか一

つを設定できる。 

また、自動スキャンと手動スキャンのそれぞれのスキャンモードには、スイッチを押したときに

それぞれに適したスイッチの機能が設定されていなければならない。 

 

－自動スキャン（オートスキャン） 

スイッチを押すとオンスクリーンキーボード上で自動的にスキャンカーソルが移動し、タ

イミングを合わせてスイッチを押すことでカーソル上のグループもしくはキーを選択/実

行する。 

－手動スキャン（ステップスキャン） 

スイッチを押すとオンスクリーンキーボード上のカーソルが一つ移動し、他のスイッチも

しくは一つのスイッチの連続押しなどでグループもしくはキーを選択/実行する。 

 

－画面スキャン 

スイッチを押すことで直接マウスポインタを操作する。 

画面スキャン用のスイッチの設定によりマウスポインタの移動やクリックなどが操作できる。た

だし、オンスクリーンキーボードのキーを画面スキャンでクリックして操作することはできない。 

オペレートナビを操作している最中に、キーボードスキャンと画面スキャンのモードの変更は可

能。それぞれへのモードの変更はオペナビメニューの「機能切替」やスイッチに割り当てられた

機能で変更することができる。 

 

4.1 キーボードスキャン利用時のスイッチ機能設定 

スイッチ機能設定は、スイッチを押したときに働く機能を設定します。 

自動スキャン時と手動スキャン時は異なる動作を設定する必要があります。 

スイッチの数は、あらかじめオペレートナビ設定の「利用スイッチ数」で変更できます。 
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図 4.2 スイッチ機能設定 

 

(1) メニュー 

メニュー項目 ｼｮｰﾄｶｯﾄ

ｷｰ 

説明 

ファイル(F)   

 閉じる(X)  設定を閉じる 

編集(M)   

 元に戻す(Z) Ctrl+Z 変更を一つ前に戻す 

編集前の状態に戻す(U) Ctrl+U 編集開始前の状態に戻す 

切り取り(T) Ctrl+X 設定情報を切り取る 

コピー(C) Ctrl+C 設定情報をコピーする 

貼り付け(P) Ctrl+V コピーされた情報を貼り付ける 

停止時と移動時など設定項目の違いによって

貼り付けできない場合もある 

クリア(D) Del 設定情報をクリアする 

スイッチ機能割り当て(E) F3 スイッチの機能を設定する 
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オペナビ(O)  オペレートナビ設定と連動してオペレートナビを

再起動する 

 通常利用するセットファイ

ルでオペレートナビを(再)

起動する(P) 

 現在編集しているセットファイルにかかわらず、

「通常利用するセットファイル」として設定されて

いるセットファイルを利用してオペレートナビを

再起動する 

現在編集中のセットファイ

ルでオペレートナビを(再)

起動する(N) 

 現在編集中のセットファイルを用いてオペレート

ナビを再起動する 

ウィンドウ(W)  オペレートナビ設定と連動して起動中の画面を

表示する 

 オペレートナビ設定(O)  オペレートナビ設定を表示する 

キーボードファイル名など

(1) 

 「キーボードの編集」などの現在編集中の画面

を示す 

すべて閉じる(X)  現在編集中の画面をすべて閉じ、オペレートナ

ビ設定を表示する 

 

 

(2) スイッチの機能の割り当て 

(2)-1 動作の状態 

スイッチの機能は「停止時」と「動作時」2 つの動作に分けて設定します。 

－ 停止時 

スキャン動作停止時に、スイッチを押したときの動作を設定する。 

－ 動作時 

スキャン動作中に、スイッチを押したときの動作を設定する。 

手動スキャンの場合は、停止時と動作時の判別が難しい。実際に操作しているときは、オンスク

リーンキーボード上の表示色で判別する。 

 

(2)-2 機能 1～5 

機能には1～5 まで設定することができます。 

それぞれの機能は、「押した回数で機能実行」が設定された場合は、連続してスイッチを押したとき

の機能になります。また、「押している時間で機能実行」が設定された場合は、スイッチを押している

間、「機能有効時間」が経過した回数が対応する機能となります。 

 

例： 連続してスイッチを 3回押した場合は機能 3が実行されます。 

 

(3) 機能割り当て画面 



4. スキャン方法 

 

- 15 - 

スキャン開始やキーの選択などのオンスクリーンキーボードの動作コマンドや、直接マウスやキーの

操作を行う複合操作を設定できます。 

 

 
図 4.3 機能設定画面 

 

設定項目 説明 

コマンド(C) オンスクリーンキーボードの動作コマンドを設定する 

複合操作(M) 直接キー入力やマウスの操作を設定する 

名称(V) 複合操作列の名前を設定する 

操作列編集(S) 複合操作列を設定する 

操作列 設定された複合操作列を表示する 

設定しない 何も動作しない 

前へ(B) １つ前の機能設定項目へ移動する 

次へ（N) 次の機能設定項目へ移動する 
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(3)-1 コマンド 

停止時のコマンド一覧 

コマンド 補足説明 

キーボードの先頭から自動スキャン 

（自動スキャンの場合） 

キーボードの先頭から自動スキャンを開始す

る 

キーボードの先頭から手動スキャン 

（手動スキャンの場合） 

キーボードの先頭から手動スキャンを開始す

る 

選択実行   

選択実行→スキャン開始  

右カーソル移動  

左カーソル移動  

上カーソル移動  

下カーソル移動  

左上カーソル移動  

右上カーソル移動  

左下カーソル移動  

右下カーソル移動  

次のキーへ移動  

前のキーへ移動  

キーボードの先頭へ移動  

画面スキャン切り替え 画面スキャンモードに切り替える 

スイッチコマンド確認 スイッチコマンドの設定内容を表示する 

キーボード消去 オンスクリーンキーボードを一時的に隠す 

オペレートナビメニューを開く  

 

移動時のコマンド一覧 

コマンド 補足説明 

選択実行→スキャン開始  

選択実行→スキャン停止  

スキャン方向反転  

キーボードの先頭からスキャン再開  

グループの先頭からスキャン再開  

一つ上のグループからスキャン再開  

スピードアップ（自動スキャンの場合） スキャンスピードをアップする 

次のグループ／キーへ移動（手動スキャン

の場合） 

次のグループやキーへ移動する 

スピードダウン（自動スキャンの場合） スキャンスピードをダウンする 
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前のグループ／キーへ移動（手動スキャン

の場合） 

前のグループやキーへ移動する 

オペレートナビメニューを開く  

スキャン停止  

 

(3)-2 複合操作列の操作列編集 

操作方法はキーボード編集の複合操作列設定を参照してください。 

 

4.2 画面スキャン利用時のジャンプ位置設定 

画面スキャン利用時のマウスのジャンプ位置を設定します。 

 

 
図 4.4 ジャンプ一設定の画面 

 

座標 A～Jの 10 箇所を登録できます。 

操作方法はキーボード編集のジャンプ位置設定を参照してください。 
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4.3 画面スキャン利用時のスイッチ機能設定 

マウスを直接操作する画面スキャン利用時のスイッチ機能を設定します。 

基本操作はキーボードスキャン利用時のスイッチ機能設定を参照してください。 

 

(1) コマンド 

停止時のコマンド一覧 

コマンド 補足説明 

移動開始 直前に指定されていた方向にマウスポインタ

を移動開始する 

指定方向へ移動開始 方向インジケータを表示し、選択された方向

へ移動開始する 

左方向へ移動開始  

右方向へ移動開始  

上方向へ移動開始  

下方向へ移動開始  

リリース→移動開始 

プレス状態を解除して、それぞれの方向に移

動開始する 

リリース→指定方向へ移動開始 

リリース→左方向へ移動開始 

リリース→右方向へ移動開始 

リリース→上方向へ移動開始 

リリース→下方向へ移動開始 

左クリック  

右クリック  

両クリック  

中クリック  

左ダブルクリック  

左プレス／リリース 左ボタンでプレスを行う 

プレスの状態のときはリリースを行う 

右プレス／リリース 右ボタンでプレスを行う 

プレスの状態のときはリリースを行う 

Shift+左クリック  

Ctrl+左クリック  

Shift+左プレス／リリース  

Shift+右プレス／リリース  

Ctrl+左プレス／リリース  

Ctrl+右プレス／リリース  

画面左上隅へジャンプ  
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画面右上隅へジャンプ  

画面左下隅へジャンプ  

画面右下隅へジャンプ  

画面中央へジャンプ  

登録位置 Aにジャンプ 

～登録位置 Jにジャンプ 

マウスポインタを画面登録位置 A～J に移動

する 

マーカースキャンを開始する 設定されたジャンプ位置 A～J を順にマウス

カーソルが移動する 

スイッチを押すと停止し、停止時の機能を実

行する 

次のジャンプ位置に移動する  

前のジャンプ位置に移動する  

カレントウィンドウのタイトルバーへジャンプ  

カレントウィンドウのメニューバーへジャンプ  

オンスクリーンキーボードへジャンプ  

キーボードスキャン切り替え キーボードスキャンモードに切り替える 

スイッチコマンド確認 スイッチコマンドの設定内容を表示する 

キーボード消去 オンスクリーンキーボードを一時的に隠す 

 

 

移動時のコマンド一覧 

コマンド 補足説明 

移動停止  

移動停止→リリース 移動を停止し、プレス状態を解除する 

左方向へ方向変更  

右方向へ方向変更  

上方向へ方向変更  

下方向へ方向変更  

左上方向へ方向変更  

右上方向へ方向変更  

左下方向へ方向変更  

右下方向へ方向変更  

方向変換 移動を停止し、方向インジケータを表示し、

選択された方向へ移動開始する 

右回りに方向変更 直前の方向から右回りで 45 度傾けた方向

にマウスポインタを移動開始する 

左回りに方向変更 直前の方向から左回りで 45 度傾けた方向

にマウスポインタを移動開始する 
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反転 直前の方向の反対にマウスポインタを移動

開始する 

スピードアップ マウスポインタの移動をスピードアップする 

スピードダウン マウスポインタの移動をスピードダウンする 

左クリック  

右クリック  

両クリック  

左ダブルクリック  

左プレス／リリース 左ボタンでプレスを行う 

プレスの状態のときはリリースを行う 

右プレス／リリース 右ボタンでプレスを行う 

プレスの状態のときはリリースを行う 

Shift+左クリック  

Ctrl+左クリック  

Shift+左プレス/リリース [Shift]+左ボタンでプレスを行う 

プレスの状態のときはリリースを行う 

Shift+右プレス/リリース [Shift]+右ボタンでプレスを行う 

プレスの状態のときはリリースを行う 

Ctrl+左プレス/リリース [Ctrl]+左ボタンでプレスを行う 

プレスの状態のときはリリースを行う 

Ctrl+右プレス/リリース [Ctrl]+右ボタンでプレスを行う 

プレスの状態のときはリリースを行う 
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5. オンスクリーンキーボード 

利用するオンスクリーンキーボードの表示方法の設定やキーボードの作成、キーボードのインポート

やエクスポートなどの処理を行います。 

 

 
図 5.1 オンスクリーンキーボード設定画面 

 

設定項目 説明 

オンスクリーンキーボードを利用する(X) オペレートナビを起動したときオンスクリーンキーボ

ードを表示するかどうかを設定する 

登録キーボード(K) 編集中のセットファイルに登録されているオンスクリ

ーンキーボードの一覧を表示する 

 名称 キーボード名 

一覧表示 ●印はオンスクリーンキーボード上の「KB 切替」の

一覧に表示されるキーボードを示す 

起動時 ●印はオペレートナビが起動したときに最初に表示

されるキーボードを示し、登録されているキーボード

の中で 1個だけ設定できる 

設定されていない場合は「AP起動」キーボードが表

示される 

一覧表示(U) 「登録キーボード」一覧のキーボードが選択されてい

るとき、本ボタンで一覧表示設定または解除を行う 

起動時設定(S) 「登録キーボード」一覧のキーボードが選択されてい

るとき、本ボタンで起動時設定または解除を行う 
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上へ移動(H) 「登録キーボード」一覧のキーボードが選択されてい

るとき、そのキーボードの表示位置を上に移動する 

下へ移動(L) 「登録キーボード」一覧のキーボードが選択されてい

るとき、そのキーボードの表示位置を下に移動する 

新規作成(N) オンスクリーンキーボードを新規に作成する 

既に作成されているが「登録キーボード」一覧に登

録されていないキーボードもこのボタンで呼び出す 

編集(M) 「登録キーボード」一覧のキーボードが選択されて

いるとき、本ボタンでそのキーボードの編集を行う 

削除(D) 「登録キーボード」一覧のキーボードが選択されて

いるとき、本ボタンでそのキーボードの削除を行う 

標準取込(P) 標準で用意されているキーボードや他のセットファ

イルに登録されているキーボードを取り込む 

インポート(I) 交換用キーボードファイルをインポートする 

エクスポート(E) 交換用キーボードをエクスポートする 

交換用キーボードはリンクされている画像など関係

する情報がすべて１ファイルになったファイル 

自動的にキーボードを隠す(A) オンスクリーンキーボードが操作されないまま一定

の時間が経過したときオンスクリーンキーボードを

自動的に隠す 

待ち時間(B) 隠す経過時間(単位：秒) 

 

(1) 「登録キーボード」一覧の位置について 

「KB切替」キーボードに表示されるキーボードの順番は、「登録キーボード」一覧での順番と同じです。

横４列で表示されるキーボードの配列にあわせ、見やすい並びを考えてください。 

また、この順番は、キーボード編集で登録される「対応ウィンドウ設定」にも影響します。 

「対応ウィンドウ設定」は、起動したアプリケーションのウィンドウタイトルを調べ、対応するオンスクリ

ーンキーボードに自動的に切り替えます。もし同じタイトルが登録されているキーボードが複数あっ

た場合は、「登録キーボード」の上位のキーボードが優先して表示されます。 

 

(2) キーボードのインポート、エクスポート 

キーボードのインポート、エクスポートはリンクされているキートップの画像情報など関係するファイ

ルを含め一括で別のパソコンに移動や交換するときに利用します。 

利用シーンとして支援者が作成したキーボードを新規利用者が利用するときや、利用者の定期的な

バックアップなどが考えられます。 

 

交換用キーボードファイルは、拡張子「.kbz」のファイルに圧縮されて保存されます。 
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5.1 新規作成 

キーボードを新規に作成します。 

 

 
図 5.2 新規作成画面 

 

設定項目 補足説明 

ウィザードで作成(W) オンスクリーンキーボードのサイズを設定するウィザードを

経由して新規作成する 

標準キーボードから作成(S) 標準で用意されているキーボードや他のセットファイルに含

まれるキーボードを選択して、編集する形で新規作成する

（編集中のセットは対象外） 

セット内のキーボードを参照(R) 編集中のセットに含まれるキーボードを取り込み、編集する 

 

(1) ウィザードで作成 

 

 
図 5.3 新規作成 ウィザード画面 

 

設定項目 説明 

キーの数 縦(Y) キーボードの縦の行数を設定する 

キーの数 横(X) キーボードの横の列数を設定する 

 

キーボードの編集については、「キーボード編集」を参照してください。 
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(2) 標準キーボードから作成 

 

 
図 5.4 新規作成 標準キーボードから作成の画面 

 

設定項目 説明 

標準キーボード一覧(B) 標準で用意されているセットに含まれるキーボードを選

択する 

別セットに登録済みのキーボード一

覧(L) 

編集しているセットファイル以外のセットに含まれるキー

ボードを選択する 

 

キーボードの編集については、「キーボード編集」を参照してください。 
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(3) セット内のキーボードを参照 

 

 
図 5.5 新規作成 セット内のキーボードを参照の画面 

 

設定項目 説明 

参照キーボード(R) 編集中のセットに含まれるキーボードを選択する 

セットファイルから一旦登録を削除したキーボードも選択して編

集することができる 

 

キーボードの編集については、「キーボード編集」を参照してください。 
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5.2 キーボード編集 

登録キーボード(一覧）で選択されたキーボードを編集します。 

 

 
図 5.6 キーボード編集の画面 

 

5.2.1 メニュー 

メニュー項目 ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ 説明 

ファイル(F)   

 新規作成(N)   

 ウィザードで作成

(W) 

Ctrl+N ウィザードを使い新規作成する 

標準キーボード

から作成(I) 

Ctrl+K 標準キーボードから新規作成する 

ファイルを開く(O) Ctrl+O キーボードファイルを開く 

上書き保存(S) Ctrl+S キーボードファイルを上書きする 

名前をつけて保存(A) Ctrl+A キーボードファイルに名前をつけて保存する 

インポート(I) CTRL+L 交換用キーボードをインポートする 

エクスポート(E) CTRL+E 交換用キーボードをエクスポートする 

ファイル名(1)  編集されたキーボードファイルの履歴 

ファイル名(2)   

閉じる(X)  キーボードファイルの編集を閉じる 

編集(M)   

 元に戻す(Z) Ctrl+Z 編集した処理を１つ元に戻す 

ファイルを読み直す(U) Ctrl+U 同じファイル名のキーボードを読み直す 

切り取り(T) Ctrl+X 設定内容や選択されたキー(セル)を切り取る 

コピー(C) Ctrl+C 設定内容や選択されたキー(セル)をコピーする 
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貼り付け(P) Ctrl+V  設定内容や選択されたキー(セル)を貼り付ける 

キーボード編集を複数開いて異なる画面からの

コピーも可能 

クリア(D) Del 設定内容や選択されたキー(セル)をクリアする 

行[列]挿入(I) Ctrl+I 行[列]が選択されている場合、その行[列]の直

前に 1行[列]を挿入する 

行[列]削除(O) Ctrl+D 行[列]が選択されている場合、その行[列]を削

除する 

行[列]の間隔(H) Ctrl+H 行[列]が選択されている場合、その行[列]の直

前の境の枠を空ける 

行列入れ替え(F) Ctrl+Y 縦横の配列を入れ替える 

連結設定(W) Ctrl+W 複数の連続したキー(セル)を選択している場

合、そのキー(セル)を連結する 

連結解除(A) Ctrl+T 連結されたキー(セル)を選択している場合、そ

のキー(セル)の連結を解除する 

操作列設定(E) F3 選択されているキー(セル)の操作列を設定する 

キートップ設定(K) F2 選択されているキー(セル)のキートップを設定

する 

オペナビ(O) オペレートナビ設定と連動してオペレートナビを

再起動する 

 通常利用するセットファ

イルでオペレートナビを

(再)起動する(P) 

 現在編集しているセットファイルにかかわらず、

「通常利用するセットファイル」として設定されて

いるセットファイル利用してオペレートナビを再

起動する 

現在編集中のセットファ

イルでオペレートナビを

(再)起動する(N) 

 現在編集中のセットファイルを用いてオペレート

ナビを再起動する 

ウィンドウ(W)  オペレートナビ設定と連動して起動中の画面を

表示する 

 オペレートナビ設定(O)  オペレートナビ設定を表示する 

キーボードファイル名な

ど(1) 

 「キーボードの編集」など現在編集中の画面を

示す 

すべて閉じる(X)  現在編集中の画面をすべて閉じ、オペレートナ

ビ設定を表示する 

ツール(T)   

 グループ設定(G) Ctrl+G スキャンの単位のグループを設定する 

ジャンプ位置設定 Ctrl+J マウスポインタのジャンプ先を設定する 
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 対応ウィンドウ設定(W) Ctrl+M キーボード自動切換えのためのウィンドウタイト

ル情報を設定する 

キーボードサイズ設定 Ctrl+R キーボードのサイズの設定をする 

配色&フォント設定(F) Ctrl+P 編集中のキーボード個別のフォントサイズなど

を設定する 

自動的に IME をONにす

る(I) 

Ctrl+Q キーボード編集を起動したとき自動的に IME を

ONにする設定をする 

 

(1) キーボード作成の流れ 

キーボードの編集は、次の流れで編集します。 

・個々のキーの設定 「キートップの設定」 → 「操作列の設定」 

・グループの設定 

  全体のキー設定が完了したら 「グループの設定」 

 

(2) キーボードのインポート、エクスポート 

キーボードのインポート、エクスポートはリンクされているキートップの画像情報など関係するファイ

ルを含め一括で別のパソコンに移動や交換するときに利用します。 

利用シーンとして支援者が作成したキーボードを新規利用者が利用するときや、利用者の定期的な

バックアップなどが考えられます。 

 

交換用キーボードファイルは、拡張子「.kbz」のファイルに圧縮されて保存されます。 
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5.2.2 キートップ設定 

キーボードの表示系の設定や繰り返しの設定等を行います。 

 

 
図 5.7 キーボード編集 キートップ設定画面 

 

設定項目 説明 

キートップ キートップに表示する内容を設定する 

 文字のみ(S) キートップに文字のみを表示する 

画像+文字(右)(R) 画像を左、文字を右に配置する 

画像のみ(I) キートップに画像のみを表示する 

画像+文字(下)(B) 画像を上、文字を下に表示する 

文字表示(T) 表示する文字列を入力する 

（文字を表示する設定の場合のみ入力可能） 

画像ファイル名(M) 表示する画像ファイルを入力する 

（画像を表示する設定の場合のみ入力可能） 

参照(W) 画像ファイルを参照する 

型抜き(縁取り)する 画像表示するとき画像の周りの色を型抜きする 
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読み上げ キー選択時などに読み上げする方法を設定する 

 表示文字(D) 表示した文字を読み上げる 

読み上げ文字(E) 読み上げ文字を別に設定する 

録音ファイル(C) 録音ファイル(拡張子.wav)を再生する 

読み上げしない(L) 読み上げしない 

読み上げ文字(H) 「読み上げ文字」がONのときに読み上げ文字を設定する 

録音ファイル名(V) 「録音ファイル」が ONのときに録音ファイルを指定する 

参照(W) 録音ファイルを参照する 

連続入力に指定する(U) キーボードスキャンで動作するとき、この設定をしたキーは同じ

キー上でもう一度スキャンする 

繰り返し選択する可能性のあるキーに設定すると効果がある 

フォント・配色設定を個別設

定する(Y) 

編集中のキーの色やフォントサイズを個別に設定する 

配色設定(X) 「フォント・配色設定を個別設定する」が ON のとき色やフォント

を設定する 

前のキー(P) 本画面を終了せずに前のキーのキートップを編集する 

次のキー(N) 本画面を終了せずに次のキーのキートップを編集する 

適用(A) 編集内容を適用する 

操作列設定(O) 編集中のキーの操作列設定を行う 

 

 

5.2.2.1 フォント・配色設定を個別設定 

編集中のキーの色やフォントサイズを個別に設定します。 

 

 
図 5.7 キーボード編集 キートップ配色設定画面 
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設定項目 説明 

フォント(F) フォント名を選択する 

フォントサイズ(P) フォントサイズを設定する 

太字で表示する(L) 太字の設定をする 

文字色(S) 通常状態（スキャンが静止している状態)の文字色を設定する 

背景色 通常状態（スキャンが静止している状態)の背景色を設定する 

 

フォントやフォントサイズは通常状態やスキャン実行中でも有効ですが、文字色、背景色は通常状態

での表示であり、スキャン実行に移った場合、オペレートナビ設定の「キーボード配色」が有効となり

ます。 

 

5.2.3 操作列設定 

オンスクリーンキーボードでキーが選択されたときに実行する「機能」を設定します。 

 

 
図 5.8 キーボード編集 操作列設定画面 
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設定項目 説明 

操作列  

 複合操作列(C) マウス操作や文字入力等を行う操作列を設定する 

  編集(E) 編集に入る 

ロックキー操作(L) 操作列として[Shift]、[Ctrl]、[Alt]、[Windows]のロック可能なキ

ーを設定する 

補充語句操作(M) 語句補完機能の操作を行う操作列を設定する 

読み上げ操作(D) 読み上げの各種操作列を設定する 

オペナビ操作(O) オペレートナビの各種操作を行う操作列を設定する 

システム操作(S) Windows システムの操作を行う操作列を設定する 

アプリケーション(T) アプリケーションを起動する操作列を設定する 

操作なし(I) 何も動作しない 

前のキー(P) 本画面を終了せずに前のキーの操作列を設定する 

次のキー(N) 本画面を終了せずに次のキーの操作列を設定する 

適用(A) 編集内容を適用する 

キートップ設定(O) 編集中のキーのキートップ設定を行う 

 

(1) ロックキー操作 

ロックキーはオンスクリーンキーボード上で 1 度選択されるとロック１の状態になります。この状態で

は、他のキーが選択された時点で解除されます。 

ロック1の状態で同じキーが選択されるとロック２の状態になります。この状態では、他のキーを選択

してもロックの解除はされず連続的にロックキーとして働きます。 

ロック２のキーは、同じロックキーを再度選択することでロックが解除されます。 

 

(2) 補完語句設定 

コマンド 補足説明 

補完語句１選択  

補完語句２選択  

補完語句３選択  

補完語句４選択  

補完語句次候補 オンスクリーンキーボードに表示されている候補の次の候補

を表示 

補完語句前候補 オンスクリーンキーボードに表示されている候補の前の候補

を表示 
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(3) 読み上げ操作 

コマンド 補足説明 

文章取得→読み上げ開始  

カーソル行の文字列をクリップボードへ

コピー→読み上げ開始 

 

反転部分の文章取得→読み上げ開始  

クリップボード文章の読み上げ開始  

先頭から読み上げ再開  

読み上げ停止  

読み上げ中断位置から読み上げ再開  

メール一覧連続読み上げ  

今の文章 読み上げ中の文章を再度読み上げる 

今の段落 読み上げ中の段落を再度読み上げる 

前の文章 読み上げ中の文章の前の文章を読み上げる 

前の段落 読み上げ中の段落の前の段落を読み上げる 

次の文章 読み上げ中の文章の次の文章を読み上げる 

次の段落 読み上げ中の段落の次の段落を読み上げる 

今のメール文章  

前のメール文章  

前のブロック 読み上げ中のブロックの前のブロックを読み上げる 

次のブロック 読み上げ中のブロックの次のブロックを読み上げる 

ブロックの詳細度を上げる  

ブロックの詳細度を下げる  

現在のブロックから読み上げ開始 選択されているブロックから読み上げる 

 

ブロックは、IE で「文書取得→読み上げ開始」時に解析されブロック分けされます。読み上げ中に「次

のブロック」「前のブロック」により読み上げ位置がブロック単位で移動します。 

Web ページの構造が複雑なときに、「ブロックの詳細度を上げる」「ブロックの詳細度を下げる」によっ

て、移動するブロックの単位や読み上げる範囲を変えられます。 

 

操作列設定で「読み上げ操作」を設定したキー(セル)は、キートップ設定の「繰り返し」は無効となりま

す。 
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(4) オペナビ操作 

コマンド 補足説明 

キーボード消去 キーボードを画面上から一時的に隠す 

スイッチを押すことで再表示する 

キーボード位置変更 キーボードの表示位置をA～Dの順に移動する 

キーボード位置登録 「キーボード位置移動開始」やマウス操作でキーボードを

移動後、その場所をキーボード位置として登録する 

キーボード位置移動開始 キーボードの位置を「ウィンドウ左移動」等の操作列で変

更する 

オペレートナビ終了 オペレートナビを終了する 

前のキーボードに戻る 直前に使用していたキーボードに戻る 

オペナビメニューを開く  

キーボード一覧 登録されているキーボード一覧の「KB 切替」キーボード

を表示する 

起動 AP一覧 登録されているアプリケーションの起動用ショートカット

一覧の「起動 AP」キーボードを表示する 

切替 AP一覧 起動しているアプリケーションを切り替える「AP 切替」キ

ーボードを表示する 

キーボード位置 Aに移動  

キーボード位置 Bに移動  

キーボード位置Cに移動  

キーボード位置Dに移動  

読み上げ実行時の音量アップ  

読み上げ実行時の音量ダウン  

読み上げ実行時の音量確認  

音程アップ  

音程ダウン  

音程確認  

話速度アップ  

話速度ダウン  

話速度確認  

スキャン速度アップ  

スキャン速度ダウン  

スキャン速度確認  

ポインタ速度アップ マウスポインタの移動速度をアップする 

ポインタ速度ダウン マウスポインタの移動速度をダウンする 

ポインタ速度確認  

スイッチコマンド確認  
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テンキーコマンド確認  

現在のモード確認  

一つ上のグループに戻る スキャン中に一つ上のグループに戻る 

一番上のグループに戻る スキャン中に同レベルのグループの中で一番先頭のグ

ループに戻る 

オペレートナビの再起動  

音声／効果音出力する  

音声／効果音出力しない  

キーボードサイズ変更開始 キーボードのサイズを「ウィンドウ左移動」等の操作列で

変更する 

ウィンドウ左移動 

キーボードやカレントウィンドウの位置やサイズを変更する 

サイズ変更の場合、ウィンドウの右辺、下辺を移動する 

ウィンドウ右移動 

ウィンドウ上移動 

ウィンドウ下移動 

キーボードスキャン切り替え 画面スキャンからキーボードスキャンに切り替える 

画面スキャン切り替え キーボードスキャンから画面スキャンに切り替える 

キーボード操作切り替え テンキー操作においてマウスエミュレータモードからキー

ボード操作モードに切り替える 

マウスエミュレータ切り替え テンキー操作においてキーボード操作モードからマウス

エミュレータモードに切り替える 

カレントウィンドウ操作 「カレントウィンドウ操作」キーボードに切り替える 

オペナビウィンドウ操作 「オペナビウィンドウ操作」キーボードに切り替える 

機能切り替え 「機能切替」キーボードの切り替える 

設定変更 「設定変更」キーボードに切り替える 

オペナビメニューに戻る  

オペナビメニューを閉じる  

BEEP.WAV を鳴らす  

ウィンドウ左連続移動 

キーボードやカレントウィンドウの位置やサイズを変更する 

サイズ変更の場合、ウィンドウの右辺、下辺を移動する 

ウィンドウ右連続移動 

ウィンドウ上連続移動 

ウィンドウ下連続移動 

スイッチ操作時音量アップ  

スイッチ操作時音量ダウン  

スイッチ操作時音量確認  

スキャン移動時音量アップ  

スキャン移動時音量ダウン  

スキャン移動時音量確認  

スキャン選択時音量アップ  
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スキャン選択時音量ダウン  

スキャン選択時音量確認  

フォーカス強調時音量アップ  

フォーカス強調時音量ダウン  

フォーカス強調時音量確認  

IME 変換情報自動登録する 変換・確定した文章を自動的に語句補完登録する（しな

い）ように設定する IME 変換情報自動登録しない 

バージョン情報表示  

 

(5) システム操作 

コマンド 補足説明 

カレントウィンドウ最大化  

カレントウィンドウ最小化  

カレントウィンドウ元に戻す  

カレントウィンドウ移動開始  

カレントウィンドウサイズ変更開始  

カレントウィンドウ閉じる  

Windows シャットダウン  

Windows 再起動  

Windows ログオフ  

カレントウィンドウ左方向へ(移動/サイズ変更)  

カレントウィンドウ右方向へ(移動/サイズ変更)  

カレントウィンドウ上方向へ(移動/サイズ変更)  

カレントウィンドウ下方向へ(移動/サイズ変更)  

カレントウィンドウ左方向へ(移動/サイズ連続変更)  

カレントウィンドウ右方向へ(移動/サイズ連続変更)  

カレントウィンドウ上方向へ(移動/サイズ連続変更)  

カレントウィンドウ下方向へ(移動/サイズ連続変更)  

 

 

(6) アプリケーション 

アプリケーション起動は、編集中のセットファイルに用意された、アプリケーションを実行するショート

カットを選択して、オンスクリーンキーボードからアプリケーションを起動します。 

 

新規のアプリケーションを登録するにはアプリケーション登録で登録後選択してください。 
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5.2.3.1 複合操作列編集 

マウス操作や文字入力等を行う操作列を設定します。 

コマンドは、複数設定できます。 

 

 
図 5.9 キーボード編集 複合操作列編集の画面 
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設定項目 説明 

複合操作列(O) 編集されたコマンド一覧を表示する 

繰り返し設定(R) 複合操作列(一覧)で指定されたコマンド(複数行可)を繰り返す 

元に戻す(B) 挿入/削除されたコマンドを元に戻す 

操作列挿入(I) 「ポーズ」、「文字列」など本画面上で入力されたコマンドを、複

合操作列(一覧）の選択された行の前に挿入する 

操作列削除(D) 複合操作列（一覧)の選択されたコマンドを削除する 

操作列クリア(C) 複合操作列(一覧）のコマンドをすべてクリアする 

選択操作  

 ポーズ(P) コマンドとコマンドの間に間隔をあける(単位：秒) 

カーソルの移動や画面表示など次のコマンドに移る前に少し待

つときに利用する 

文字(S) 文字列を入力する（256字まで、改行等の制御文字を含まない） 

キーボード(N) キーボードを切り替える 

編集中のセットに含まれるキーボードが選択できる 

音再生(F) 拡張子(.wav)のサウンドファイル 

参照(L) サウンドファイルを参照する 

マウス(M) マウスの動作を登録する 

キーコード(K) 実際のキーボードによる操作を登録する 

 キー操作(T) キーの一覧から選択して設定する 

直接打鍵入力(J) 実際のキーボードで入力して設定する（マウス操作も必要） 

 

(1)繰り返し設定 

 
図 5.10 キーボード編集 繰り返し設定の画面 

 

設定項目 説明 

回数(C) コマンドを繰り返す回数を設定する 

間隔(I) 「スキャン間隔に準ずる」が OFF のとき、スキャン間隔を秒単位で

設定する 

スキャン間隔に準ずる(A) スキャン間隔の秒数で繰り返される 
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5.2.3.1.1 マウスの操作の編集 

マウスの方向の選択や移動、ジャンプ先の指定などマウス操作の編集をします。 

 
図 5.11 キーボード編集 マウス操作の編集画面 

 

設定項目 説明 

マウス操作列(U) マウス操作コマンドの一覧 

操作挿入(I) 指定された操作を一覧の選択されたコマンドの前に挿入する 

操作列削除(D) マウス操作列(一覧)の選択されたコマンドを削除する 

操作列クリア(C) マウス操作列(一覧）のコマンドをすべてクリアする 

操作選択  

 

 

移動操作(M) マウスポインタの移動について設定する 

ボタン操作(B) マウスのボタン操作について設定する 

ポインタ移動[距離指

定](S) 

マウスポインタが止まっている位置から相対的に移動する距離を

設定する 

 縦(V) 画面の縦方向(Y方向)に移動する距離を設定する(単位：ドット) 

下方向へは＋(プラス)、上方向へは－(マイナス)で設定する 

横(H) 画面の横方向(X方向)に移動する距離を設定する(単位：ドット) 

右方向へは＋(プラス)、左方向へは－(マイナス)で設定する 

ジャンプ操作(J) マウスポインタを指定の位置にジャンプする 

その他 画面の表示が更新されないアプリケーションを利用する場合は、コ

マンド実行ごとに「画面リフレッシュ」を設定して画面を再描画する 
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(1) 移動操作 

マウスポインタの移動について設定します。 

コマンド 補足説明 

指定方向へ移動開始 方向矢印表示後指定の方向へ移動する 

直前方向へ移動開始 直前に移動していた方向へ再度移動する 

左方向へ移動開始  

右方向へ移動開始  

上方向へ移動開始  

下方向へ移動開始  

左上方向へ移動開始  

右上方向へ移動開始  

左下方向へ移動開始  

右下方向へ移動開始  

指定方向へ高速移動開始  

直前方向へ高速移動開始  

左方向へ高速移動開始  

右方向へ高速移動開始  

上方向へ高速移動開始  

下方向へ高速移動開始  

左上方向へ高速移動開始  

右上方向へ高速移動開始  

左下方向へ高速移動開始  

右下方向へ高速移動開始  

指定方向へ高速移動開始  

直前方向へ低速移動開始  

左方向へ低速移動開始  

右方向へ低速移動開始  

上方向へ低速移動開始  

下方向へ低速移動開始  

左上方向へ低速移動開始  

右上方向へ低速移動開始  

左下方向へ低速移動開始  

右下方向へ低速移動開始  

移動停止  

方向変換  

反転  

右回りに方向変換 直前の移動方向から右回り方向 45度に向けて移動する 

左回りに方向変換 直前の移動方向から左回り方向 45度に向けて移動する 
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(2) ボタン操作 

コマンド 補足説明 

左クリック  

右クリック  

両クリック  

中クリック  

Shift+左クリック  

Ctrl+左クリック  

左ダブルクリック  

左プレス／リリース  

右プレス／リリース  

両プレス／リリース  

左クリック(L) ボタンを押す時間が少し長い左クリック 

 

ゲームソフトなどでマウスのクリックが認識されない場合は、「左クリック(L)」や「左プレス／リリース」

2回で認識される場合がありますのでお試しください。 

 

(3) ジャンプ操作 

「キーボード編集」画面のメニュー「ツール」の「ジャンプ位置設定」で設定されたジャンプ位置やフォ

ーカスのあるアプリケーションのタイトルなどへマウスカーソルをジャンプします。 

 

コマンド 補足説明 

ジャンプ位置 1へジャンプ 

～ジャンプ位置 30へジャンプ 

 

画面左上隅へジャンプ  

画面右上隅へジャンプ  

画面左下隅へジャンプ  

画面右下隅へジャンプ  

画面中央へジャンプ  

カレントウィンドウのタイトルバーへジャンプ フォーカスのあるアプリケーション画面のタイトル

バーの中央へジャンプする 

カレントウィンドウのメニューバーへジャンプ フォーカスのあるアプリケーション画面のメニュー

バーの中央へジャンプする 

メニューバーがない場合は画面左上隅へジャンプ

し、メニューバーを認識できないアプリケーション

の場合は動作しない 

オンスクリーンキーボードへジャンプ オンスクリーンキーボードのタイトルバー中央へジ

ャンプする 
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5.2.3.1.2 キー操作の編集 

キーの編集をキー一覧から選択して行います。 

 

 
図 5.12 キーボード編集 キー操作の編集画面 

 

設定項目 説明 

キー操作列(U) 選択されたキーの一覧 

 操作挿入(I) 選択されたキー操作をキー操作列(一覧)で選択された行の直前に

挿入する 

操作列削除(D) キー操作列（一覧)の選択された行を削除する 

操作列クリア(C) キー操作列(一覧）の行をすべてクリアする 

操作選択  

 Shift(S) 

同時に押す修飾キーを指定する 

例 [Ctrl]+[a]の場合、[Ctrl]を指定する 

Ctrl(T) 

Alt(A) 

Windows(W) 

キー一覧 キー一覧からキーを選択する 
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(1) キー一覧の補足 

－スペースキー 

キー一覧の中でスペースキーは[Spc]と表記されています。 

 

－[Ent(L)]、[Spc(L)] 

[Ent(L)]は少し長くキーを押した[Enter]、[Spc(L)]は少し長くキーを押した[Space]です。 

ゲームソフトなどでキーが認識しにくい場合、これらのコマンドで認識される場合があります。 

 

－日本語モード 

オペレートナビは日本語を入力するときは「ローマ字入力」で変換するように作られています。 

利用するパソコンの日本語モードが「かな入力」モードの場合は、正しくひらがなが表示されず、

日本語変換もできません。あらかじめ「ローマ字入力」モードに設定してご利用ください。 

 

- [FEP-ON]/[FEP-OFF] 

通常[半/全]キーを利用するときのように、利用しているアプリケーションが既に日本語モードの

ときは英数字モード、英数字モードのときは日本語モードのように反対のモードに切り替わるの

ではなく、利用しているアプリケーションの状態に関わりなく[FEP-ON]は日本語モード、

[FEP-OFF]は英数字モードに変わります。 

日本語と英数字モードが混在するようなアプリケーションを利用するとき、キーボードを切り替え

たタイミングでこのキーを実行するなどの利用が図れます。 

 

－[Shift]、[Ctrl]、[Alt] 

[Shift]、[Ctrl]、[Alt]を左右区別はしていないため、左右で動作を区別しているようなソフトにつ

いては対応できない場合があります。 
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5.2.3.1.3 直接打鍵入力 

直接打鍵入力では実際のキーボードから打鍵し操作列を入力します。 

打鍵の終わりを操作するため、マウスの操作が必要となります。 

 

 
図 5.13 キーボード編集 直接打鍵入力の編集画面 

 

設定項目 説明 

打鍵入力欄 打鍵されたキーが表示される 

入力/終了 入力の開始を指示する 

打鍵が始まった後は「終了」となり、打鍵の終了をマウスで指示する 

削除(D) 打鍵入力欄で選択された行を削除する 

クリア(C)) 打鍵入力欄をクリアする 
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5.2.4 グループ編集 

キーボードスキャンモードでオンスクリーンキーボード上をスキャンカーソルが移動する場合の移動

のグループを階層構造で設定します。 

最下位のグループを 1行[列]にすると、利用しやすくなります。 

 

 
図 5.14 キーボード編集 グループ設定の画面 

 

(1) メニュー 

ファイル(F) 

メニュー項目 ｼｮｰﾄｶｯﾄ 説明 

ファイル(F)   

 上書き保存(S) Ctrl+S キーボードファイルを上書きする 

名前をつけて保存(A) Ctrl+H キーボードファイルに名前をつけて保存する 

キーボード編集に戻る(B) Ctrl+K グループ設定画面を閉じて、キーボード編集

の画面に戻る 

閉じる(X)  キーボードファイルの編集を閉じて、オペレー

トナビ設定画面に戻る 

編集(M)   

 元に戻す(Z) Ctrl+Z 編集した処理を１つ元に戻す 

編集前の状態に戻す(U) Ctrl+U グループ編集を行う前の状態に戻す 

グループ作成(M) Ctrl+M 選択されているグループの 1 階層下にグルー

プを追加する 

グループ削除(D) Ctrl+D 選択されているグループ(子を含む)を削除する 

グループ登録(A) Ctrl+A 選択されているグループにイメージ画面で選

択されているキー(セル)を登録する 

最下層グループの場合、複数のキー(セル)を

一度に登録した場合は、登録されたキー(セ
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ル)の番号の若い順からキースキャンされま

す。また、同じグループに複数の操作で個々

のキー（セル）を登録した場合、登録した順序

でキースキャンが実行されます。 

 グループ解除(R) Ctrl+R 選択されているキー(セル)をグループから解除

する 

グループ名変更(N) Ctrl+N 選択されているグループの名前を変更する 

グループ順序上(F) Ctrl+F 選択されているグループをそのグループが含

まれるグループ内で上に移動する 

グループ順序下(B) Ctrl+B 選択されているグループをそのグループが含

まれるグループ内で下に移動する 

グループ階層上(O) Ctrl+O 選択されているグループを一つ上の階層に移

動する 

グループ階層下(X) Ctrl+X 選択されているグループをそのグループの下

にあるグループに移動する 

オペナビ(O) オペレートナビ設定と連動してオペレートナビ

を再起動する 

 通常利用するセットファイ

ルでオペレートナビを(再)

起動する(P) 

 現在編集しているセットファイルにかかわら

ず、「通常利用するセットファイル」として設定さ

れているセットファイル利用してオペレートナビ

を再起動する 

現在編集中のセットファイ

ルでオペレートナビを(再)

起動する(N) 

 現在編集中のセットファイルを用いてオペレー

トナビを再起動する 

ウィンドウ(W)  オペレートナビ設定と連動して起動中の画面

を表示する 

 オペレートナビ設定(O)  オペレートナビ設定を表示する 

キーボードファイル名など

(1) 

 「キーボード編集」など現在編集中の画面を表

示する 

すべて閉じる(X)  現在編集中の画面をすべて閉じ、オペレート

ナビ設定を表示する 
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(2) グループ作成／グループ名変更 

グループ名はグループを一意に表すわかり易く短い名前をつけてください。 

グループ名は、自動スキャンモードや手動スキャンモードのときのスキャン動作するタイミングで読み

上げられます。 

 

 
図 5.15 キーボード編集 グループ名設定の画面 

 

設定項目 説明 

グループ名(N) グループ名を設定する 

読み上げ録音ファイルを使用する

(W) 

拡張子(.wav)のサウンドファイルをスキャン時に読み上

げ用のファイルとして再生する 

録音ファイル名(V) サウンドファイル名を入力する 

参照(F) サウンドファイルを参照する 

 

(3) グループの設定方法 

グループは階層構造を持っており、上位・下位いずれの階層にも自由にキー（セル）を登録できます。

新規にキーボードを作成したとき、上位の階層を作りつつキーをグループに登録すると、上位の階層

に登録したのに下位の階層に登録されていないなど謝った登録をする場合があります。 

よりわかり易くグループ登録を行うために次の手順を参考にしてください。 

 

－グループの階層を先に作成する 

キー(セル)の登録付けを後回しにして、とりあえずグループの階層を先に正しく作成する。 

－グループの最下位のグループ登録をする 

上位グループへのキー（セル）のグループ登録は意図的な登録を除き必要ない。 

グループの最下位のグループ名に着目して、そのグループに登録するキー（セル)を選択してグ

ループ登録を行う。 

もし、不要なキー（セル）がグループ付けされていることを発見したら、そのセルのグループ登録

を解除する。 

また、必要なキー（セル）が別なグループに登録されていたら、グループ解除した上で正しくグル

ープ登録を行う。 

－未登録のキー（セル）の確認 



5. オンスクリーンキーボード 

 

 - 48 - 

キー（セル）は基本的に最下位グループに登録されていれば、登録漏れはなくなる。すべてのキ

ー（セル）がグループ登録されていることを再確認する。 

 

5.2.5 ジャンプ位置設定 

マウス操作で利用するジャンプ位置を設定します。 

 

 
図 5.15 キーボード編集 ジャンプ位置設定の画面 

 

設定項目 説明 

設定位置一覧 座標１から座標 30 までのジャンプ位置を表示する 

位置設定(J) 設定位置一覧で選択した座標にマウスや数値で座標を設定する 
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5.2.5.1 位置設定 

座標は基準位置からの相対座標で設定します。 

 
図 5.16 キーボード編集 ジャンプの位置設定の画面 

 

設定項目 説明 

基準位置(B) 基準位置を選択する 

縦(V) 基準位置から相対座標で縦(Y)の位置を設定する 

横(H) 基準位置から相対座標で横(X)の位置を設定する 

マウスで設定(M) マウスで画面を直接クリックして基準位置からの相対座標を設定する 

 

(1) 基準位置 

コマンド 補足説明 

画面左上基準 画面解像度によって基準位置が変わる場合がある 

複数の利用者を前提にジャンプ位置を設定する場合は注意が必要。 

画面右上基準  

画面左下基準  

画面右下基準  

ウィンドウ左上基準 アプリケーションタイトルのフォントサイズ等により、ウィンドウ左

上基準位置から目的のジャンプ位置までの距離が変わる場合が

ある 

複数の利用者を前提にジャンプ位置を設定する場合は注意が必要 

ウィンドウ右上基準 

ウィンドウ左下基準 

ウィンドウ右下基準 
 

(2)マウスで相対座標を設定 

マウスで相対座標を示す場合、表示されるメッセージの手順で相対座標を設定します。 
 

－基準位置で画面基準を指定した場合 

メッセージ「登録位置を左クリックして下さい。右クリックでキャンセルします。」 

相対座標を左クリックする。 

－基準位置でウィンドウ基準を指定した場合 

メッセージ「基準ウィンドウをマウスで左クリックして下さい。右クリックでキャンセルします。」 

ウィンドウを左クリックすると次のメッセージが表示される。 

メッセージ「登録位置を左クリックして下さい。右クリックでキャンセルします。」 

相対座標を左クリックする。 
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5.2.6 対応ウィンドウ設定 

アプリケーションが起動したとき、対応するオンスクリーンキーボードに自動的に切り替わるように、

キーボードに対応するアプリケーションのウィンドウ名（タイトル）の識別語句を登録します。 

 

 
図 5.17 キーボード編集 対応ウィンドウ設定画面 

 

設定項目 説明 

このキーボードに設定されている対

応ウィンドウ(L)  

設定済みの対応ウィンドウ名（識別語句）を表示する 

現在起動中のウィンドウ(W) 現在起動しているアプリケーションのタイトルを表示する 

新規追加(A)  起動しているアプリケーションを参考としないで新規に

タイトル名を登録する 

削除(D) 「このキーボードに設定されている対応ウィンドウ」一覧

で選択されたウィンドウ名（タイトル）を削除する 

編集して追加(M)  
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(1) 新規追加／編集して追加 

対応ウィンドウ名を新規もしくは「現在起動中のウィンドウ」から選択し、編集して追加します。 

 
図 5.18 キーボード編集 対応ウィンドウ追加画面 

 

  

設定項目 説明 

対応ウィンドウ名称を入力(編集)して

ください(N) 

対応ウィンドウのタイトルの必要な語句を設定する 

 

(2) ウィンドウ名の設定方法 

ウィンドウ名(タイトル）は実際に表示されているタイトルの一部を設定します。 

 

例 タイトル「日常会話.txt - メモ帳」の場合 

編集中のキーボードをメモ帳に対応付ける場合はウィンドウ名を「メモ帳」とつけます。 

これで、どのような名前のテキストファイルを起動しても編集中のキーボードに切り替わります。 

また、ウィンドウ名を「日常会話」とすると日常会話.txt が起動されたときに編集中のキーボードに切

り替わります。 

もしアプリケーションを起動したとき 2 つのキーボードで対応ウィンドウ名が一致した場合は、登録キ

ーボードの一覧でより上位に登録されているキーボードが優先されます。 

 

注意 

－ 起動時のタイトルと起動後のタイトルが変化するアプリケーションがあります。 

このようなアプリケーションでは「現在起動中のウィンドウ」一覧に正しいタイトルが表示されないため、

起動時の画面でタイトルを確認して登録してください。 
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5.2.7 キーボードのサイズ 

編集中のキーボードのサイズを設定します。 

 

 
図 5.18 キーボード編集 対応ウィンドウ追加画面 

 

設定項目 説明 

サイズ キーボードのサイズを設定する 

 縦(H) 縦のサイズを設定する (単位：ドット) 

横(W) 横のサイズを設定する (単位：ドット) 

キーの数 キーボードのキー(セル)の数を設定する 

 縦(Y) 縦のキーの数(行数）を設定する 

横(X) 横のキーの数(列数）を設定する 
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5.2.8 キーボードの配色＆フォント設定 

編集中のキーボードの配色やフォントを個別に設定します。 

 

 
図 5.19 キーボード編集 キーボードの配色の設定画面 

 

設定項目 説明 

このキーボード専用のフォント

を設定する(A) 

編集中のキーボード専用のフォント設定を行う 

 フォント(N) フォントを選択する 

フォントサイズ(P) フォントサイズを指定する 

配色を設定する(C)  編集中のキーボード専用の配色設定を行う 

 文字色 各種の表示状態のときの文字色を設定する 

背景色 各種の表示状態のときの背景色を設定する 

通常状態(B) スキャンが静止しているときの色を設定する 

選択実行状態(E) キーが選択され、機能が実行中のときの色を設定する 

無効状態(D) 機能が未設定のときの色を設定する 

ロック１状態(R) [Ctrl]や[Shift]等のキーがロックされたときの色を設定する 

ロックは、他のキーが選択された時点で解除される 
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 ロック２の状態(K) [Ctrl]や[Shift]等のキーが固定ロックされたときの色を設定する 

同じキーを再度選択することでロックが解除される 

グループ範囲(G) スキャンを行う範囲にあたるグループの色を設定する 

スキャンカーソル(U) スキャン中のグループやキーの色を設定する 

連続入力(S) キーボードの編集の「キートップ設定」で連続が指定してあるキ

ーを示すマークの色を設定する 

キーボード枠(Y) オンスクリーンキーボードの枠や、間隔があけられているキー

とキーとの間に表示される色を設定する 

通常状態の文字色を共

通に利用する(Z) 

通常状態の文字色をすべての状態で利用する 

「スキャンカーソル」と「選択実行状態」の文字の色は反転色に

なる 

 

5.3 キーボード削除 

編集中のセットファイルに登録されているキーボードを削除します。 

 

 
図 5.20 キーボード編集 キーボード削除画面 

 

設定項目 説明 

削除方法(D) 削除の方法を選択する 

 登録情報のみ削除(O) 登録情報のみ削除し、キーボードファイルを残す 

参照しているキーボードを確認(C) 削除対象キーボードを参照しているキーボードを

検索し表示する 

参照しているキーボードを確認せず

にファイル削除(F) 

削除対象キーボードを参照しているキーボードの

有り無しに関わらずファイルを削除する 
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(1) 参照しているキーボードの確認 

削除対象キーボードを参照（リンク）しているキーボードを検索し、参考情報として表示します。 

その一覧を確認の上で削除の方法を選択します。 

 

 
図 5.21 キーボード編集 参照ファイル確認キーボード削除画面 

 

設定項目 説明 

削除対象キーボード(S)  削除しようとしているキーボード 

参照しているキーボード(R)  削除対象ファイルを参照（リンク）しているキーボードの一覧 

この一覧のファイルは削除対象ではない 

削除方法(D)  

 登録情報のみ削除 登録情報のみを削除し、キーボードファイルは削除しない 

ファイル削除(F) 登録情報だけでなく、キーボードファイル自身も削除する 

 

セットファイルから登録情報を削除されたキーボードファイルは、「新規作成」の「セット内のキーボー

ドを参照」の操作で再登録できます。 
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5.4 キーボードの標準取り込み 

他のセットからキーボードを取り込みます。 

 

 
図 5.22 キーボード編集 キーボードの標準取り込み画面 

 

設定項目 説明 

別セットに登録済みのキー

ボード一覧（L) 

編集中のセットを除く他のセットに含まれるキーボードの一覧か

ら選択する 

キーボードイメージ キーボード一覧で選択しているキーボードのイメージを表示する 
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6. キーボード位置 

オンスクリーンキーボードを表示する位置を4箇所設定します。 

パソコン起動時に最初に表示される位置が「表示位置A」です。 

オペナビメニューの「オペナビウィンドウ」の「位置変更」機能で表示位置AからB、C、Dの順に移動し

ます。 

 

 
図6.1 キーボード位置の画面 

 

設定項目 説明 

表示位置A（1) 表示位置Aを利用する場合はチェックを入れる 

 基準位置(A) オンスクリーンキーボードを画面のどこに表示するかを選択する 

縦の距離(B) 基準位置から縦に何ドット空きを取るか指定する 

横の距離（C) 基準位置から横に何ドット空きを取るか指定する 

同様に表示位置B～表示位置Dを設定する 

キーボードを移動する必要がない場合は、チェックをはずしてしまっても構わない 
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7. キーボード配色 

オンスクリーンキーボードの文字色、背景色、フォントのサイズ等を指定します。 

 

 
図7.1 キーボード配色の画面 

 

設定項目 説明 

フォント(N) フォントを選択する 

フォントサイズ(P) フォントサイズを設定する 

太字で表示する(L) 太字の設定をする 

文字色 各種の表示状態のときの文字色を設定する 

背景色とのコントラストを考慮して見やすい色を設定する 

背景色 各種の表示状態のときの背景色を設定する 

通常状態(B) スキャンが静止しているときの色を設定する 

選択実行状態(E) キーが選択され、機能が実行中のときの色を設定する 

無効状態(D) 機能が未設定のときの色を設定する 

ロック１状態(R) [Ctrl]や[Shift]等のキーがロックされたときの色を設定する 

ロックは、他のキーが選択された時点で解除さる 

ロック２の状態(K) [Ctrl]や[Shift]等のキーが固定ロックされたときの色を設定する 

同じキーを再度選択することでロックが解除される 

グループ範囲(G) スキャンを行う範囲にあたるグループの色を設定する 

スキャンカーソル(U) スキャン中のグループやキーの色を設定する 

連続入力(S) キーボードの編集の「キートップ設定」で連続が指定してあるキーを

示すマークの色を設定する 
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キーボード枠(Y) オンスクリーンキーボードの枠や、間隔があけられているキーとキー

との間に表示される色を設定する 

通常状態の文字色を共

通に利用する(Z) 

通常状態の文字色をすべての状態で利用する 

「スキャンカーソル」と「選択実行状態」の文字の色は反転色になる 

 

(1) オペレートナビ設定のフォント＆配色と個別設定の関係 

フォントや配色はオペレートナビ設定を基本として、キーボード編集で個別に設定できます。 

設定場所 影響 

オペレートナビ設定 セットファイルに含まれるキーボード全体に影響する 

キーボード編集 個別のキーボードに影響する 

キートップの設定 キーボードの中の特定のキー(セル)に影響する 
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8. アプリケーション登録 

「AP起動」キーボードで表示されるアプリケーション起動用のショートカットを登録します。 

 

 
図8.1 アプリケーション登録の画面 

 

設定項目 説明 

登録アプリケーション(シ

ョートカット)(S) 

セットファイルに登録されているアプリケーションの一覧 

利用／解除(U) 一覧で選択されているアプリケーションを利用または解除する 

利用設定を行うとオンスクリーンキーボードの「AP起動」キーボードに

表示される 

上へ移動(H) アプリケーション一覧で選択されたアプリケーションの順番を上げる 

下へ移動(L) アプリケーション一覧で選択されたアプリケーションの順番を下げる 

追加(A) エクスプローラを起動し、実行プログラムまたはショートカットを選択し

てアプリケーション一覧に登録する 

削除(D) アプリケーション一覧で選択したショートカットを削除する 

解除と異なりショートカット自体を削除する 

IMEを自動的に有効に

する（I) 

メモ帳と、ワードパッドに限り、これらのアプリケーションが起動された

時点で自動的に日本語モード（IME ON)にする 
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9. 語句補完 

数文字のひらがなを入力することで変換語句の候補を表示する「語句補完機能」の設定と、補完語

句の保守を行います。 

 

 
図9.1 語句補完の設定画面 

 

設定項目 説明 

語句補完機能を利用する(X) 語句補完機能を利用するかを設定する 

 登録語句(L) 登録されている語句の一覧 

一覧は語句、読み、スコア（表示の優先順位に相当）で表示される 

語句でソート(P) 登録語句(一覧）を語句でソートする 

読みでソート(R) 登録語句(一覧）を読みでソートする 

スコアでソート(S) 登録語句(一覧）をスコアでソートする 

新規登録(N) 新規に語句を語句補完一覧に追加する 

追加された語句は最優先の表示候補として登録される 

編集(M) 登録語句(一覧）で選択された語句を編集する 

削除(D) 登録語句(一覧)で選択された語句を削除する 

IME変換情報を自動的に登

録する(C) 

日本語入力の変換を確定したときに、その確定語句を補完語句

として自動的に登録するかどうかを設定する 
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(1) 新規登録 

語句補完機能の補完語句を新規追加します。 

 

 
図9.2 語句補完 新規作成の画面 

 

設定項目 説明 

語句(W) 登録される語句 

読み(R) 語句に対応する読み(ひらがな) 

 

(2) 編集 

登録語句(一覧)で選択された補完語句を編集します。 

 

 
図9.3 語句補完 編集の画面 

 

設定項目 説明 

語句(W) 語句を編集する 

読み(R) 語句に対応する読み（ひらがな）を編集する 
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(3) 削除 

登録語句(一覧)で選択された補完語句を削除します。 

 

 
図9.4 語句補完 削除の画面 
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10. インジケータ表示 

スイッチを押しスイッチの機能が働いた状態をインジケータ表示します。 

 

 
図10.1 インジケータ表示の画面 

 

設定項目 説明 

インジケータ表示を利用

する(I) 

インジケータを表示する 

表示位置(P) インジケータを表示する位置を設定する 

フォント(N) フォントを選択する 

フォントサイズ(S) フォントサイズを設定する 

太字で表示する(S) フォントを太字で表示するかどうかを設定する 

文字色 インジケータの文字色を設定する 

背景色(B) インジケータの背景色を設定する 

表示時間(D) スイッチを押してスイッチの機能が実行された時やスイッチの機

能が変更されたとき（押している時間で機能実行）にインジケータ

を表示する時間を設定する（単位：秒) 
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11. 音声出力 

テキストの読み上げや、オンスクリーンキーボードのスキャン時のグループやキー選択の読み上げ、

フォーカス強調時の読み上げなどの基本設定を行います。 

 

 
図11.1 音声出力の画面 

 

設定項目 説明 

音声出力を利用する(C) 音声出力の可否を設定する 

声の種類(D) 声の種類として「男性」、「女性」を設定する 

速度(R) 0（遅い)～10(早い)で読み上げ速度を設定する 

音程(R) 0(低い)～10(高い)で音程を設定する 

音量(L) 0(小)～10(大)で音量を設定する 

音声出力テスト(E) 音声テストで読み上げるテキストを入力する 

テスト再生(P) 「音声出力テスト」で入力したテキストを読み上げる 

ユーザー辞書編集(U) ユーザー辞書を編集する 
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11.1 ユーザー辞書編集 

音声合成用ユーザー辞書を編集します。 

ユーザー辞書はオペレートナビ設定のファイル保存には関係なく、本編集画面の操作が直接反映

されます。 

 

 
図11.2 音声出力 ユーザー辞書編集の画面 

 

設定項目 説明 

登録語句一覧 単語、読みで登録された語句の一覧を表示する 

単語でソート(W) 登録語句一覧を語句でソートして表示する 

読みでソート(R) 登録語句一覧を読みでソートして表示する 

追加(A) 語句を追加する 

修正(M) 登録語句一覧で選択した語句を修正する 

削除(D) 登録語句一覧で選択した語句を削除する 

インポート(I) ユーザー辞書をインポートする 

エクスポート ユーザー辞書をエクスポートする 

閉じる(x) ユーザー辞書編集を閉じる 
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(1) 追加／編集 

ユーザー辞書への追加や登録語句一覧で選択した語句の修正を行います。 

 

 
図11.3 音声出力 ユーザー辞書追加/編集の画面 

 

設定項目 説明 

単語(W) 読み上げる語句を登録する 

読み(R) 読みを全角カタカナで設定する 

長音(－)は母音に置き換える（例「ター」→「タア」） 

アクセントは半角のクォート「'」を挿入する（例 最後にアクセントが来た

場合、「バラ'」） 

品詞 「名詞」「動詞」「機能語」「修飾語」「間投語、感嘆詞」「未定義語」のい

ずれかを指定する 
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(2) 削除 

登録語句一覧で選択した語句を削除します。 

 

 
図11.4 音声出力 ユーザー辞書削除の画面 

 

(3) 音声合成用ユーザー辞書のインポート／エクスポート 

インポート、エクスポートは別のパソコンに音声合成用ユーザー辞書を丸ごと移動や交換するとき

やバックアップを取るときに利用します。 

エクスポートファイルは、拡張子「.dct」のファイルに圧縮されて保存されます。 
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12. フォーカス強調 

アプリケーションのメニューやボタンなど、フォーカスの当たっている項目を強調表示します。 

 

 
図12.1 フォーカス強調の画面 

 

設定項目 説明 

フォーカス強調機能を利用する(U) フォーカス強調を利用するかどうかを設定する 

強調 フォーカスのあるメニューや項目を強調色の枠で囲む 

音声 フォーカスのあるメニューや項目のテキストを読み上げる 

メニューフォーカス アプリケーションのメニューにフォーカスがあるときに強調

する 

ウィンドウフォーカス アプリケーションのボタンやテキスト入力欄などにフォーカ

スがあるときに強調する 

IEリンクフォーカス IE(Internet Explorer)のリンク項目にフォーカスがあるときに

強調する 

強調色(C) 強調で表示する四角の枠の色を設定する 

音声の音量(L) 強調で読み上げられる合成音の音量を0(小)～10(大)で設

定する 
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13. スキャン操作効果音 

キーボードスキャンの際、グループ名やキー(セル)を読み上げるときの方法を設定します。 

 

 
図13.1 スキャン操作効果音の画面 

 

設定項目 説明 

オンスクリーンキーボード操作時の

設定 

オンスクリーンキーボード操作時に効果音を再生する

かどうかを設定する 

 移動時 スキャンカーソルがグループやキーをスキャン(移動）す

るときの効果音を設定する 

 グループスキャン(O) グループ間のスキャン時の効果音を設定する 

[なし]]、[効果音]、[録音ファイル／合成音声]のいずれ

かを設定する 

キースキャン(K) グループ内のキースキャン時の効果音を設定する 

[なし]]、[効果音]、[録音ファイル／合成音声]のいずれ

かを設定する 

読み上げ完了後移動(M) 合成音声などの場合、すべて読み上げるかスキャン間

隔時間を優先するか設定する 

効果音音量(L) 効果音の音量を0(小)～10(大)で設定する 
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 選択時 スキャンカーソルがグループやキーを選択したときの効

果音を設定する 

 グループスキャン(O) グループスキャン中にグループを選択した時の効果音

を設定する 

[なし]]、[効果音]、[録音ファイル／合成音声]のいずれ

かを設定する 

キースキャン(K) キーを選択した時の効果音を設定する 

[なし]]、[効果音]、[録音ファイル／合成音声]のいずれ

かを設定する 

読み上げ完了後移動(M) 合成音声などの場合、すべて読み上げるかスキャン間

隔時間を優先するか設定する 

効果音音量(U) 効果音の音量を0(小)～10(大)で設定する 

スイッチ操作時の効果音を出力する

(E) 

スイッチを押したときに効果音を再生するかどうかを設

定する 

 効果音音量(P) 効果音の音量を0(小)～10(大)で設定する 

 

 

(1) 効果音などの指定 

グループスキャンやキースキャンの移動時や選択時にどのような効果音を発するかを指定します。 

コマンド 補足説明 

なし 何も再生しない 

効果音 スキャン移動時に確認音を再生する 

録音ファイル／合成音声 キー／グループに設定された録音ファイルの再生、またはキー

／グループ名の読み上げを行う 

効果音の設定は、グループの場合キーボード編集のグループ

設定、キーの場合キーボード編集のキートップ設定で行う 

 

スキャンと選択の流れは次のようになります。 

設定によって効果音が連続して発生するケースもあります。 

 

「グループスキャン」 →「選択」 →「キースキャン」 →「選択」 →キーの実行 
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(2) 読み上げ完了後移動の設定 

録音ファイルの再生や合成音声の読み上げをすべて行ってからカーソルを移動するか、スキャン間

隔の時間を優先するかを設定します。 

コマンド 補足説明 

両方設定しない グループスキャンの時もキースキャンの時もスキャン間隔を優

先する 

キースキャンのみ実施する キースキャンの時（移動または選択）に、読み上げ完了後に次

の動作を実施する 

グループスキャンのみ実施

する 

グループスキャンの時（移動または選択）に、読み上げ完了後に

次の動作を実施する 

両方実施する グループスキャンの時もキースキャンの時も、読み上げ完了後

に次の動作を実施する 

 

グループスキャンやキースキャン時に「読み上げ完了後に移動」を設定した場合、グループやキー

の設定内容によってスキャン間隔が大幅にずれる場合があります。タイミング優先でスイッチを押す

場合には「読み上げ完了後に移動」をOFFで利用してください。 

 

フォーカス強調時の音声がONの場合、対象となる項目も強調表示とともに読み上げます。このとき

に選択時のキーススキャンが「実施する」に設定されていた場合、強調表示の読み上げも同様の動

作を行います。 
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14. 読み上げ機能 

メモ帳やワープロ、IE、メールなどのテキストを読み上げる機能や読み上げる場合のインジケータの

表示について設定します。 

 

 
図14.1 読み上げ機能の設定画面 

 

設定項目 説明 

読み上げ機能の設定(K) 読み上げされているテキストを拡大表示するかを設定する 

[しない]：読み上げ機能をOFFにする 

[拡大表示なし]：読み上げ機能をON、拡大表示はしない 

[拡大表示あり]：読み上げ機能をON。拡大表示もする 

表示位置(P) インジケータを表示する位置を設定する 

[画面上部横向き]、[画面左部縦向き]、[画面下部横向き]、[画面

右部縦向き]、[画面中央横向き]、[画面中央縦向き] 

フォント(N) フォントを選択する 

フォントサイズ(S) フォントサイズを指定する 

太字で表示する(L) 太字で表示する稼働かを設定する 

文字色(C) 文字の色を設定する 

背景色(B) 背景色を設定する 

表示例 設定された情報で表示例を表示する 
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15. ポインタ設定 

マウスポインタの移動速度等について設定します。 

 

 
図15.1 ポインタ設定の画面 

 

 

設定情報 説明 

移動 マウスポインタの移動時の速度を設定する 

 移動速度[低速時](L) 低速時のマウスポインタの速度(単位：ドット/秒)を設定する 

移動速度[高速時](L) 高速時のマウスポインタの速度(単位：ドット/秒)を設定する 

移動速度の変化時間(A) 低速から高速へマウスポインタの速度が変化する時間を設定

する(単位：秒) 

自動停止時間(P) マウスポインタが自動的に停止する時間を設定する(単位：秒) 

方向 マウスポインタの方向インジケータの▲の回転速度を設定する 

  

 キーボードスキャン設定

に準ずる(K) 

マウスポインタの方向インジケータの▲の回転速度をキーボ

ードスキャンの設定と同じにするかを設定する 

方向切替間隔(I) キーボードスキャンに準じない場合、▲のスキャン間隔時間を

設定する(単位:秒) 
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方向切替回数(C) キーボードスキャンに準じない場合、▲の回転繰り返し回数を

設定する 

マウスポインタを強調する(E) マウスの回りに強調リングを表示するかを設定する 

 強調色(M) マウスポインタの強調リングの色を設定する 

画面の端(D)) マウスポインタが移動したとき画面の端でどう移動するか設

定する 

[反対に抜ける]：画面の反対からマウスポインタの移動を再

開する 

[折り返し/停止]：画面の端に達したら、元の方向に反転して

移動する（テンキー操作のマウスエミュレータモードの場合は

停止する） 
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2008.01.25 5.2.4 グループ編集 (2)メニューの説明を追加 
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