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利用目的

対面会話を主とする利用
　（簡単なインターネットの閲覧やメール操作）

利用対象者のスキル

－電子機器操作の不慣れな方
－難しい操作が嫌いな方

専用機 パソコンを利用した機器
伝の心レッツチャット

携帯、軽量、丈夫
フリーズ最小

ハーティーラダー

フリーで利用会話利用操作容易

コミュニケーション機器の選択　専用機

重度障害者向けコミュニケーション機器
オペレートナビEX(Ver2.1/3.0)の紹介
重度障害者向けコミュニケーション機器
オペレートナビEX(Ver2.1/3.0)の紹介
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利用目的

－パソコンの利用
－会話だけでなく、多種な利用
－より単機能専用機として利用

利用対象者のスキル

－パソコン操作に習熟している
－家族や支援者の協力
－利用者当人がやる気が有る

オペレートナビ

・Windows OS 向け
・多種のキーボード
・カスタマイズ容易

コミュニケーション機器の選択　汎用機

他に
　・キネックス（米国製）
　　等がある

特徴

・Windows画面の中にスクリーンキーボード表示

・Windowsのアプリケーションの操作

　キーボード入力やマウス操作

・アプリケーションに適したスクリーンキーボード
　の表示

・利用者自身でスクリーンキーボードを

　カスタマイズ

　操作列、語句一覧、表示位置や色の設定

・スキャン方法、スキャン速度の変更
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オペレートナビの動作環境

パソコン　メーカー問わない
スイッチ（適したスイッチ）

Windows Xp対応 　　オペレートナビEX（Ver2.1）
Windows Vista対応　オペレートナビEX(Ver3.0)

オペレートナビ用
スイッチコネクタ

(株)テクノツール

日本電気(株)
アプリケーション

ワープロ
エディタ
ゲーム
インターネット
年賀状　など

周辺機器

DVD
TVチューナ
イメージスキャナ
追加CRT
家庭機器制御リモコン　など

必要に応じて拡張

Windows 7対応　未定
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たたく／押す
スイッチの主な販売会社
•パシフィックサプライ
•徳永装器研究所
• アクセスインターナショナル
• アルファテック
• YT企画

大小さまざまなスイッチ
約3,000円～

スイッチの応用

オムロン製等のマイクロスイッチ
約100円

触れる

＋
ケース、モノラルイヤフォン

曲げる、引く

動かす

タッチスイッチ

その他

呼気、吸気
握る
ピエゾ
等

光ケーブルスイッチ

力のいらないスイッチ

スイッチの種類
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コミュニケーション機器の動作

自動スキャン（オートスキャン）自動スキャン（オートスキャン）

スイッチを押すと、スキャン開始

スキャン中にスイッチ押すと選択実行

オペレートナビのスキャン・キャンセル操作

手動スキャン（ステップスキャン）手動スキャン（ステップスキャン）

• Aボタンでスキャン動作1回
• Bボタンで選択

利用者
• タイミングに合わせてスイッチが押しにくい方
• スイッチを繰り返し容易におせる方
（自動スキャンの方がより操作が容易）

－スキャン2回過ぎるとスキャン停止
　　・スキャン回数は設定により変更標準で
　　　は2回
　　・高速スキャン（0.35秒以下）利用者は
　　　スキャン1回設定が多い
－スイッチ2回押しでスキャン停止
　　・設定によりスイッチの連続押し動作で
　　　スキャン停止や一つ前のグループに
　　　戻る等の設定可能
－スイッチ2回押しでスキャン方向反転
　　・設定によりスイッチの連続押し動作で
　　　スキャン方向反転可能（Ver3.0から)
　　・ブロックで区切っていないキーボード
　　　の時に有効

スキャン速度スキャン速度

オペレートナビは0.1～10秒で設定可能

慣れている利用者の設定値
　ALS　 　　 ：　0.1～0.5秒
　筋ジス　　　 ：　0.1～0.5秒
　脳性麻痺 ：　0.5～1.0秒
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演習１　マウスKB選択

②[KB切替]KBより[マウス]キーを選択

①[AP起動]KBより[KB切替]キーを選択

スキャンをキャンセルしたい場合
－スキャンが2周するのを待つ
－スイッチを2回連続押し

「マウス」KBを表示してください。
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演習が終了したら[ESC]キーを押してスタートメニューを
消しましょう。
「マウス」KBには他に右ボタンやプレス＆リリースなど
のキーが有ります。

演習２　マウス操作

「マウス」KBを使って、スタートメニューを表示
しましょう。

①　　　　（方向キー）を利用し
　　ディスクトップ左下すみの　　　　（スタートボタン）の位置に
　　マウスポインタを移動します。

②　　　　（左クリックキー）でマウスの左ボタンを押します。
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「Ap起動」キーボード
　　アプリケーション一覧と起動

「Kb切替」
　　キーボード一覧と表示
「かな」キーボード
　　かな入力用アプリケーション用キーボード
「生活」キーボード
　　よく利用する語句が登録されているキーボード

「マウス」キーボード
他にも多種多様なキーボードを容易し操作性を向上しています。

かな漢字入力用キーボード

よく使う語句を登録したキーボード

KBの自動切り替え
オペレートナビは、起動されるAPに対応した
スクリーンキボードが自動的に表示されます。
例えば、メモ帳やワードが起動されると「かな」
キーボードが表示され、メールが起動されると
メール用キーボードが表示されます。

オペレートナビで主に利用するキーボード
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メモ帳は、KBに重ならないように
調節してください。
試しに、自分の名前を入力
してみましょう。
・漢字変換は[Spc]キー
・変換確定は[Ent]キー

演習３　メモ帳の起動

「メモ帳」を起動し、対応するKBが自動的に
切り替わるか確認しましょう。

①　[AP起動]KBより[メモ帳]APを選択
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演習４　スキャン速度の変更

①「オペレートナビ設定」を起動
②「スキャン方法」項目
③「スキャン間隔」項目を「0.5～0.8」秒の範囲で変更
④変更後[Enter]キー入力
⑤オペナビの再起動
　メニュー＞オペナビ＞「通常利用する・・・再起動」

⑥　「メモ帳」を起動し、「はじめまして(o^v^o)」を入力してスキャン速度の変化を
　　　確認してください。
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他の文字入力用キーボードも試してみましょう。

－「生活n3」キーボード
　　実際に利用する場合はどんな語句を入れたいですか。
　　「ブザー」キーは試しましたか。

－「かなｎ３H」キーボード
　　横型のキーボードは会話中心の利用に向いています。
　　「メモ帳」Apのフォントサイズを大きくして利用しましょう。

－「ブザーn3」キーボード
　　いくつかのブザー音が選択できます。
　　声を録音（Wavファイル）して、入れ替えても利用できます。
　　

演習５　他のキーボードの確認
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①「オペレートナビ設定」を起動
②「オンスクリーンキーボード」の登録キーボード
　一覧で「マウス」を選択
③「編集」ボタンを選択
「キーボード編集」画面が表示される
④「オペレート設定」画面から
　　「OK/Ent」キーが入っているキーボードを同様に
　　表示させる（「Win」キーボード）
⑤エクセルのように項目間をコピー/貼付けでコピーする

適当に「OK」や「閉じる」を選択してをオペナビを再起動

演習６　キーの追加

｢マウス｣キーボードに[Enter]キーを追加しま
しょう。
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タスクマネージャは実行中のアプリケーションやタ
スクを終了したりCUPやネットワークの動作状況、
使用率を確認することのできる、非常に役に立つ
ソフトウェアです。

タスクマネージャの起動は「Ctrl」＋「Alt」＋「Del」
で起動したりしますが、「Ctrl」＋「Shift」＋「Esc」の
ショートカットでも機動できます。

アプリケーションが停止状態になった時にタスクマ
ネージャーを起動し、該当するアプリケーションや
関係するタスクを終了することでパソコンの動作が
復帰することができます。

また、オペナビからの操作はできませんが、オペ
レートナビが動作不安定や動作停止したときにタ
スクマネージャーで「Ope・・・.exe」等を削除し、オ
ペナビを再起動することでまた、オペナビを利用す
ることができるようになります。

タスクマネージャの利用

Ctrl Shift＋ Esc＋
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①「オペレートナビ設定」で「マウス」キーボードを表示

②空いているキーの「キートップ」に「Tマネージャー」と設定
　・空いているキーをクリック
　・メニュー＞編集＞キートップ設定
　・「文字表示」項目に「Tマネージャー」と入力

③「OK」ボタンでキーボード編集に戻る

④「操作列設定」で「複合操作列」を選択
　・メニュー＞編集＞操作列設定
　・「複合操作列」項目をONにして「編集」ボタンを選択

⑤「複合操作列編集」画面の「キーコード」項目ON
　「キー操作」ボタン選択

⑥「キー操作編集」画面で
　「Ctrl」、「Shift」ラジオボタンをONにして
　キー一覧から「Esc」を選択

⑦「挿入操作」ボタンを選択

適当に「OK」や「閉じる」を選択してをオペナビを再起動

演習7　タスクマネージャーの追加
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参考） 画面キャプチャーを撮り、メールに添付するキーボードを作成する

時間が有りましたら、画面のイメージをメールで誰かに送るときに利用するキーボードを作成しましょ
う。
この操作は、利用者がパソコンの問題を生じたときに、支援者に画面イメージを送ることで、問題解
決が非常に早くなります。

キーの設定方法については、今までの復習となります。

設定する内容

・キーボードファイル名「画面キャプチャー」
「マウス」キーボードを名前を変更して保存します。

キーの内容
　①画面キャプチャー
　②ペイント起動
　③クリップボードの画面イメージを「ペイント」で表示
　④添付メールの起動

メールの宛先設定や題名入力、内容入力などは、すでにあるスクリーンキーボードを利用します。
（本演習では省略）
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キーボード操作　画面のキャプチャーとメール転送

画面コピー

PrtScr Alt PrtScr＋画面全体をクリップボードにコピー

APウィンドウを画面コピー

Ins
PrtScr

Fn キーを押しながら

ペイント起動

mspaint

Win R＋

実行名に

Ctrl V＋

ボタンを選択OKを入力し

ペイントに貼り付け

クリップボードから画面イメージを貼り付け

Alt F＋

メールで転送

、 E
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①サポーター版のCDをセット

②「オペレートナビ設定」プログラムを起動

③セットファイルのインポート
　　メニュー＞ファイル＞「インポート」
　　ファイル指定で CDドライブの「講習会セットv2.opz」ファイルを選択

④じっと待つ
　　２分ほど「インポート中」メッセージが表示
　　「オペレートナビ設定」のタイトルが「講習会セットv2」に変化することを確認

⑤通常利用するセットを「講習会セット」に設定
　　メニュー＞ファイル＞「通常利用するセットファイルに設定」

⑥オペレートナビの再起動
　　メニュー＞オペナビ＞「通常利用するｾｯﾄﾌｧｲﾙでｵﾍﾟﾚｰﾄﾅﾋﾞを(再）起動」
　　保存確認メッセージで「Y」

講習会では共通の操作環境にするため、利用するセットを事前にインポートする必
要があります。

参考）演習事前準備
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オペレートナビには、各種の拡張されたキーボードが用意されています。
例えば、IE７用、顔文字、ブザー、ペイント、なんでもIR等々

入手、利用方法

－「オペナビアシスト」Webへアクセス

　 URL:http://opnv.space.mepage.jp/　

－スクリーンキーボードへリンク
　　左側のメニュー「スクリーンキーボード」を選択

－ツールソフトのダウンロードとインストール

－オペレートナビの再起動

－オペレートナビ実行し「KBインポート選択」

－インポート（KB挿入）操作

－オペレートナビの再起動

参考）オペレートナビの拡張キーボード
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オペレートナビ関係情報

　問い合わせ先

　　　日本電気株式会社　１２１コンタクトセンター

　　　電話　0120-977-121

　オペレートナビの公式URL

　　　http://121ware.com/software/openavi/

　スイッチコネクタ等問い合わせ先

　　　テクノツール株式会社　電話　042-370-6377

　　　http://www.ttools.co.jp/

　利用者が主催のメーリングリスト

　　　http://www.psv.org/mailman/listinfo/opnv-ml

　オペナビ アシスト ページ（新規キーボード等掲載）

　　　http://opnv.space.mepage.jp/
支援担当

　日本電気株式会社

　パーソナルソリューション企画本部

　鈴木　信幸

　mqm74036@biglobe.ne.jp

　携帯 090-2933-1441 (平日9-17時)

参考）オペレートナビ関係情報
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