new

AOK
system

マニュアル

株式
会社

高知システム開発

MyBook Neo 目 次

セットアップ

２

アンインストール

２

Web 版インストール

３

MyBook の起動と終了

４

MyBook の画面説明

５

MyBook の操作

６

本棚

１５

図書検索

１７

オプション設定

１８

自動アップデート

２２

コマンド一覧

２３

1

セットアップ
MyBook Neo のセットアップ方法を説明します。

セットアップ手順
① パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
② MyBook Neo のインストールディスをドライブに挿入します。
③ 「自動再生」のダイアログが表示されます。

クリックします。

「Setup.exe の実行」にマウスカーソルを合わせ、左クリックします。
④ 画面が暗くなり警告音が鳴り、
「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されます。
「はい(Y)」にマウスカーソルを合わせ、
左クリックします。
または、 Ａｌｔ ＋ Ｙ

クリックします。
⑤ 使用許諾所に同意して、
「はい」で  を押します。
⑥ セットアップ完了のメッセージを確認して  を押します。
⑦ セットアップ完了後環境によりパソコンの電源を入れ直す必要があります。
メッセージを確認し、
「はい」で、  を押しパソコンを再起動します。
セットアップ終了後またはパソコン再起動後 MyBook Neo がご使用頂けます。

アンインストール手順
ＡＯＫメニューの中から 

 で「アクセサリ」を、選択し、  を押します。



 で「アンインストール」を、選択し、  を押します。



 で「MyBook Neo の削除」を、選択し、  を押し、アンインストールを行います。
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Web 版 セットアップ手順
① パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
② F12 ので、AOK メニューを、起動します。
③ 上下で、Mysupport に、移動して  を押します。

3-1 上下で、ツールに、移動して  を押します。

3-2 上下で、製品のインストールと更新に、移動して  を押します。

3-3 上下で、Web 版のインストールに、移動して  を押します。

3-4 上下で、MyBook Neo に、移動して  を押します。

④ 画面が暗くなり警告音が鳴り、
「ユーザーアカウント制御」のダイアログが出ます。
「はい(Y)」にマウスカーソルを合わせ、
左クリックします。
または、 Ａｌｔ ＋ Ｙ

⑤ 使用許諾所に同意して、
「はい」で、  を押します。

クリックします。

⑥ セットアップ完了のメッセージを確認して、  を押します。
⑦ セットアップ完了後環境によりパソコンの電源を入れ直す必要があります。
メッセージを確認し、
「はい」で、  を押しパソコンを再起動します。
セットアップ終了後または、パソコン再起動後 MyBook Neo がご使用頂けます。

3

MyBook の起動と終了
MyBook の起動と終了について説明します。

起動
MyBook の起動は、ＡＯＫメニューの中から 

 で選択し  を押して起動します。

または、① マイスタートメニューから ② MyBook を 

 で選択し  を押して起動します。

②

終了
終了は、 Alt を押し、ファイル(F)で 

①
 を押しマイブックの終了(X)まで移動して

 を押して終了します。
または、 Alt ＋ F4 で終了します。
図書種類選択領域の、下端「終了」
で、  を押して終了します。
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MyBook 画面説明
MyBook の画面について説明します。

MyBook の画面について説明します。

ツールバー

本文領域
図書種類選択領域

メディア再生領域

操作・目次一覧領域

図書種類を 

 で、選択し

 または  で、操作・目次一覧に移動します。

操作・目次一覧から図書種類選択に戻るときは  または Esc で戻ります。
※ 図書種類選択は、トグル状態になっています。上端（サピエ図書館）で、上矢印を押すと下端（終
了）に、移動します。下端（終了）で下矢印を押すと上端（サピエ図書館）に、移動します。
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MyBook の操作
MyBook の操作方法について説明します。
図書種類選択、操作・目次一覧を 

 で選択します。

 または  で
次の一覧に移動します。

 または Escape で
前に戻ります。
 または  で
本文に移動します。

残しておきたい、書籍は、
本棚に保存できます。
※本棚の作成が必要
P15 を参照
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デイジー図書
デイジー図書本文参照中は、以下の操作が可能です。

一覧に戻る

Escape、Back Space

次の見出しに、移動



前の見出しに、移動



次のページに、移動

Page Down

前のページに、移動

Page UP

前のフレーズに、移動



次のフレーズに、移動



一時停止と再開

Space

再生スピード 上げる

Ctrl + 

再生スピード 下げる

Ctrl + 

再生スピード 標準

Ctrl + テンキー 0

音量上げる

Ctrl + 

音量下げる

Ctrl + 

テンキー操作
再生停止・一覧に戻る

．

再生の停止と開始

０

移動単位の切り替え

２

８

切り替えた単位で、文頭方向に、移動
４
切り替えた単位で、文末方向に、移動
６
音量上げる

－

音量下げる

＋

本棚に保存

５ 長押し

※ 移動単位は
・フレーズ
・ 見出しレベル
・グループ
・ ページ
・ しおり
・ 読み始め対置
注意：図書により、これらの単位を持たない物が有ります。
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読み上げバー
デイジーデータ再生中のタッチ操作に対応したバーが表示されます。

8

スピード

ボリューム

アップ／ダウン

アップ／ダウン

オーディオブック CD
オーディオブック CD 本文参照中は、以下の操作が可能です。

一覧で、メディアが選択されると、
メディアを自動再生します。
Escape で、再生を中断します。
巻き戻し 

・ 早送り 

一時停止と再開  または 
先頭から再生 Home
指定時間から再生 Ctrl + J
音量 上げる Ctrl + 

または ＋

音量 下げる Ctrl + 

または －

※コマンド一覧を参照ください。

メディア再生の、テンキー操作
巻き戻し ４

・ 早送り ６

一時停止と再開 ．
先頭から再生 Home
指定時間から再生 Ctrl + J
音量 上げる Ctrl + ＋
音量 下げる Ctrl + －
本棚に保存 ５ 長押し
※コマンド一覧を参照ください。
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書籍
書籍本文参照中は、以下の操作が可能です。

一覧から書籍を、選択し  を押すと、
本文を読み上げます。
Escape で、読みを中断します。
読み上げが、行われていないときに、Escape で、
一覧に戻ります。
※コマンド一覧を参照ください。
本文は、各制作者の著作物です。

しおりを付ける
読書を途中で止めるときや、気になる部分に、しおりを付けます。
しおりは、一つの図書に対していくつでも付けられます。
※ しおり機能は  で、本文に移動したときに、有効です。
しおりの付けたい場所にカーソルを合わせます。
Alt で、トップメニューに入り  で「編集」に移動します。
 で「しおり」に移動します  を、押します。
 で「しおりを付ける」に移動します  を、押します。
または、Ctrl + M を押します。

しおりの名前を入力します。
（初期値では、カーソルの位置が名前として入力されています。
）
名前を入力したら Tab で、
「OK」に移動します  を、押します。
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しおりの位置へ移動
設定したしおりの位置へ移動します。
しおりを付けた図書を、一覧から選択し  で開きます。本文参照画面へ移動します。
Space を押して、読み上げを停止します。
Alt で、トップメニューに入り  で「編集」に移動します。
 で「しおり」に移動します  を、押します。
 で「しおりの一覧」に移動します  を、押します。
閲覧中の図書へ設定してある、しおりの一覧画面が開きます。
  で、移動したいしおりを選択します。
Tab で、
「このしおりへ移動」に移動し  を、
押します。
カーソルがしおりを付けた位置へ移動します。

ヒント

ショートカットキーを利用して、一覧を使わずにしおりへ移動することもできます。
本文参照画面で M を押すと、カーソル位置からすぐ次のしおりへ移動します。
Shift + M を押すと、カーソル位置からすぐ前のしおりへ移動します。
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しおりの編集
しおりを付けたときに入力した名前は、後から変更することもできます。
また、不要になったしおりは削除することもできます。
しおりを付けた図書を、一覧から選択し  で開きます。本文参照画面へ移動します。
Space を押して、読み上げを停止します。
Alt で、トップメニューに入り  で「編集」に移動します。
 で「しおり」に移動します  を、押します。
 で「しおりの一覧」に移動します  を、押します。
閲覧中の図書へ設定してある、しおりの一覧画面が開きます。
  で、操作したいしおりを選択します。
Tab で、
「名前の変更」または、
「しおりの削除」に移
動し  を、押します。
名前の変更 （F2）
名前の入力画面が開きますので、新しい名前を入力して
ください。
しおりの削除 （Delete）
削除の確認画面が開きます。
「はい」を選んで  を、
押します。
一覧で選択したしおりが削除されます。

ヒント

しおり一覧から選択して、Delete を押しても、選択したしおりを、削除できます。
図書に付けたしおりを全部削除する場合は、図書を一覧から選択し
Ctrl + Shift + M を押して削除できます。
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デイジー録音
デイジー録音とは、PC-Talker で図書を読み上げた音声を、デイジー形式で保存する機能です。デイ
ジー形式でない図書も、携帯型デイジープレイヤーで楽しむことが出来ます。
録音したい図書を一覧から選択し  で開きます。本文参照画面へ移動します。
Escape を押して、読み上げを停止します。
Alt で、トップメニューに入ります。
「ファイル」で  を、押して「デイジー録音」に移動し  を、押します。
「録音開始」で  を、押します。
著作権保護に、同意する場合は「同意する」で
 を、押します。
「同意しない」場合は、録音を中止します。

録音タイトルを入力します。
タイトルを入力して  を、押します。
録音中は進行状況をガイドする
チェックを付けると、
録音実行中に音声ガ
イドをおこないます。
録音終了後にパソコンの電源を切る
デイジー録音の終了後に、
自動的にパソコ
ンの電源を切ります。
シャットダウン、スリープのどちらかを
選択できます。
録音オプション
デイジー録音の設定がおこなえます。
録音音声の種類
デイジー録音に使用する
音声の種類を選択します。
録音スピード
デイジー録音の音声スピ
ードを設定します。
録音品質
デイジー録音の録音品質
を選択します。

マルチメディア形式で録音する
チェックを付けると、録音中のテキストもデイジー形式の本文に書き込みます。
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録音の確認を、行います。
「録音開始」で  を、押します。

録音状況が、表示されます。

録音中でも、マイブックの操作は可能です。
録音には、環境にもよりますが、時間がか
かる場合があります。
録音時間目安を参考にしてください。

マイブックの操作に戻る場合は、Escape を 押します。
録音を継続してマイブックに戻るには、
「録音を継続して戻る」
で、  を、押して戻ります。
録音を中断してマイブックに戻るには、 

 で「録音を

中断して戻る」に移動し、  を、押して戻ります。

録音時間目安
走れメロス［青空文庫］
（約９８００文字）を、音声スピード４で録音した場合
（※時間は目安です。ご使用の環境により異なります。
）
Bf-Voice（ケージーエス株式会社）で、約 2 分 10 秒
VRStream（有限会社エクストラ）で、約 3 分 20 秒
おしゃべりレコーダー（株式会社アメディア）
、未計測
プレクストーク ポケット PTP1（シナノケンシ株式会社）
、未計測
ブックセンス（株式会社タイムズコーポレーション）
、未計測
ブレイズ ET（有限会社 エクストラ）
、未計測
プレクストーク ＰＴＮ３（シナノケンシ 株式会社）
、未計測
プレクストークポータブルレコーダー ＰＴＲ３（シナノケンシ 株式会社）
、未計測
ブレイルメモスマート（ケージーエス 株式会社）
、未計測
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本棚
本棚の操作を説明します。

本棚の新規作成
残しておきたい図書を保存する本棚を作成します。
Alt でトップメニューに入ります。
「ファイル」で  を押し、
「本棚の新規作成」
に移動し  を押します。

本棚の削除
不要になった、本棚を削除します。
録音図書種類選択から、不要な本棚を選択します。
Delete を押して、削除を行います。
 で 、はいに移動します。
 で削除されます。
Escape で削除を取りやめます。

本棚の並び替え
本棚の並び順を変更します。
並び順を変更したい本棚を選択します。
Alt でトップメニューに入ります。
「ファイル」で  を押し「本棚の整理」に移動し
 を押します。
 を押し「本棚の並び替え」に移動し  を押し
ます。


 で、移動したい場所を選択します。

Tab で、
「この上へ移動」または「この下へ移動」に、
移動し  を押します。
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本棚のバックアップ
本棚のバックアップを取ります。
Alt でトップメニューに入ります。
「ファイル」で  を押し「本棚のデータ管理」に移動し  を押します。
 を押し「バックアップ」に移動し  を押します。
バックアップ先を指定して保存します。

本棚のリストア
バックアップしている、本棚をリストア（取り込み）します。
Alt でトップメニューに入ります。
「ファイル」で  を押し「本棚のデータ管理」に移動し  を押します。
 を押し「リストア」に移動し  を押します。
バックアップした場所を指定して取り込み
ます。

本棚の保存場所変更
本棚は、C:\Users\ユーザー名\Documents\MyBook\ に、保存されます。
保存場所の変更は、Alt でトップメニューに入ります。
「ファイル」で  を押し「本棚のデータ管理」に移動し  を押します。
 を押し「保存先の切り替え」に移動し  を押します。
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サイトから図書検索
図書検索について説明します。
図書検索では、ネット書店より現在発売中の図書の情報を調べることができます。
MyBook の起動後のメニュー選択の「図書検索」より実行し、次の種類の図書を次のサイトより調べます。
※ 2022 年 4 月 1 日現在
1)オーディオブック サイトは、audiobook.jp
2)オーディオブック サイトは、ことのは出版
3)一般図書
サイトは、honto
4)一般図書
サイトは、理想書店
それぞれのサイトより、新刊やお勧め図書のタイトルが一覧できます。
一覧したタイトルからは次の操作が可能です。
・図書の内容（凡例）の読み上げができます。
・サンプルがあればその試聴ができます。
・図書の購入サイトをブラウザで開くことができます。
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オプション設定
MyBook のオプション設定について説明します。

図書オプション
履歴を残す設定や、デバイス挿入時の動作、点字文書の読み上げ方、などの設定を行います。
開いた図書の履歴を残すか（チェック有り）
、
残さないか（チェックなし）を設定します。
デバイス挿入時に、チェック有り、マイブ
ックが処理するか、チェックなし、しない
かを、設定します。
図書の読み上げ位置をクラウドに保存する
保存することで、同じ ID の別のパソコン
で同じ位置から読み初めができます。
読み上げオプション
点字文書の読み上げ方式を設定します。
漢字に変換する
日本語入力ソフトを利用して、
漢字に変換
してから読み上げます。
ひらがなのまま
変換せず、そのまま読み上げます。
マスあけで息継ぎしない
文節ごとに入れられている空白で、
息継ぎ
をしないで読み上げます。

ルビはふりがなで読み上げる
ルビを振られた文字の、なめらか読みの読み上げ方を設定します。
チェックあり、ルビ文字（ふりがな）を読み上げます。
チェックなし、ルビ対象文字（漢字）とふりがなを読み上げます。
一覧を番号付きで読み上げる
チェックあり、選択操作で、一覧上の並び番号も一緒に読み上げます。
チェックなし、番号を読み上げません。
文書スタイル
点字文書は 囲み枠など装飾用の符号を除去する
読み上げの際に邪魔となる、装飾用の符号を取り除きます。
チェックあり、装飾用の符号を除去します。
チェックなし、装飾用の符号はそのままです。
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テキストデイジーは 本文を自動レイアウトする
チェックあり、音声読み上げによる操作性を向上させるため、原文のレイアウトを加工して読み込み
ます。例えば、本文を上下矢印キーの一行読みで確認したいなら、チェックすると良
いでしょう。
チェックなし、原文のままのレイアウトで読み込みます。
本文テキストをプレビュー表示する
一覧画面で操作しているときに、選択項目にあわせて本文画面に表示するかどうかを、設定します。
チェックあり、一覧の選択時、本文画面へ図書の凡例などが表示されます。
チェックなし、本文画面へは表示しません。
デイジーと EPUB を音声読み上げに適したテキスト画面で表示する
EPUB やデイジーの閲覧に、Chromium Edge を使う・使わない オプションです。
チェックあり、PC-Talker とキーボード操作による読み上げに適したテキスト画面で表示します。
チェックなし、画像や背景色、文字レイアウトや文字色などを図書製作者の設定した通りに表示する
画面で表示します。
ＣＤと携帯プレイヤー
ＣＤと携帯プレイヤーの挿入をマイブックが処理する
チェックあり、パソコンへＣＤをセットしたとき、またはパソコンへ携帯プレイヤーを接続したとき
再生する方法を問い合わせる ウィンドウが開きません。マイブックでそのまま操作
を 続けることができます。
チェックなし、ＣＤをセットしたり、携帯プレイヤーを接続すると、どうやって再生するのか 問い
合わせのウィンドウが開きます。
インターネットから音楽ＣＤのタイトルを取得する
チェックあり、挿入した音楽ＣＤのタイトルを自動的に取得します。
※インターネットへ接続しておく必要があります。
チェックなし、タイトルを取得しません。タイトルは「トラック 1」
「トラック 2」のようになります。
※〈漢字に変換する〉に設定し、ジャストシステム社製 ATOK を使われる場合は、
ATOK2007 以降のバージョンをお使いください。ATOK2007 より古いバージョンでは、
正しく読み上げない場合があります。
点字文書読み上げで、漢字に変換して、読み上げをする場合、IME-2002 以上、ATOK2007 以上が、
必要です。
※ 日本語変換の学習状況により、読み上げが、正常に読まない場合もあります。

休憩タイマー
休憩タイマーは、読み上げを一定時間ごとに中断する機能です。
図書の読み上げやメディアなどの再生中、指定した時間が経過すると休憩画面が開きます。

19

表示
見やすい大きさや、色にマイブックを設定します。

拡大表示
F6 を押すごとに画面を拡大します。

通常

拡大１

最大 拡大７
表示オプション
見やすい、画面表示色に設定します。
Alt でトップメニューに入ります。
 で「環境」に移動します。

作業画面や、メニュー拡大時の
色を指定します。

20

で「表示オプション」に移

動し  を押します。

メニューの拡大
メニューとダイアログの拡大表示を設定します。

通常

拡大１

拡大２

Alt でトップメニューに入ります。
 で「表示」に移動します。
 で「メニューとダイアログの拡大」に移動し  を押します。


 上下で拡大率を選択し  を押します。

環境クリーンアップ
しおりのクリア、最近開いたファイルの履歴をクリア、すべて未読状態に戻すを、行います。
Alt でトップメニューに入ります。
 で「環境」に移動します。
 で「環境クリーンアップ」に移動し  を押
します。
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自動アップデート
MyBook のバージョンアップ方法について説明します。

マイブックの更新
マイブックのバージョンアップは、簡単に行えます。
Alt でメニューに入ります。  で「ヘルプ」に移動します。
 下矢印で「マイブックを最新版に更新」に移動し  を押します。
最新バージョンが公開されていると、更新を行う
か聞いてきます。
 で更新します。
Escape で中止します。

最新版の公開がないときは、
「更新の必要はありません」のメッセージが出ます。

バージョン情報
マイブックのバージョン情報を確認し
ます。
Alt でメニューに入ります。  で「ヘ
ルプ」に移動します。
 で「バージョン情報」に移動し 
を押します。
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MyBook コマンド一覧
機

能

点字キー

フルキー

全般
オンラインマニュアル

F1
F6

画面の拡大率を上げる

Alt + Page Down

画面の拡大率を下げる

Alt + Page Up

音声スピード

F7

一覧情報の読み上げ

  し＋ 無変換

Alt + F1

マイブックの終了

  め＋ Space

Alt + F4

選択項目の決定

  あ＋ Space



先頭の項目へ移動

  せ＋ 無変換

Home

最終の項目へ移動

  ら＋ 無変換

End

5 個単位で次の項目へ移動

  ね＋ Space

Page Down

5 個単位で前の項目へ移動

  は＋ Space

Page Up

メニュー選択

対応番号の項目へ移動
本棚 名前の変更

ﾃﾝｷｰ 0 から 9
  な＋ Space

本棚の削除
本棚の並び替え



F2
Delete

  そ＋ Space

Shift + F1

一覧画面へ移動

Tab

本文参照画面へ移動

Shift + Tab
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機

能

点字キー

フルキー

次のジャンルへ進む

  あ＋ Space





メニュー選択・前のジャンルへ戻る

 



Escape

メニュー選択画面へ移動

  め＋無変換

一覧の操作
＋ Space

Back Space
Shift + Tab

上の項目へ



下の項目へ



先頭項目へ

  せ＋ 無変換

Home

最終項目へ

  ら＋ 無変換

End

複数 上へスクロール

  は＋ Space

Page Up

複数 下へスクロール

  ね＋ Space

Page Down

先頭の未読図書へ

  と＋ Space

Ctrl + Home

最終の未読図書へ

  ら＋ Space

Ctrl + End

次の未読図書へ

  み＋ Space

Ctrl + Shift + 

前の未読図書へ

  み＋ 無変換

Ctrl + Shift + 

前のヘッダへ

  は＋ 無変換

Ctrl + Page Up

次のヘッダへ

  ね＋ 無変換

Ctrl + Page Down

  れ＋ Space

Ctrl + 

  れ＋ 無変換

Ctrl + 

  あ＋ Space



選択する見出しのレベルを上げる
※デイジーＣＤのみ
選択する見出しのレベルを下げる
※デイジーＣＤのみ
図書の内容を読み上げ

※読み上げ停止は 

図書の凡例を読み上げ

Space

※読み上げ中のカーソル移動が可能
一覧の連続再生

Alt + F10

選択中の項目を再読み

Shift

メディアの再生

※再生中の操作はできません

  あ＋ Space



メディアの再生音量 上げる

テンキー ＋

メディアの再生音量 下げる

テンキー －

次の図書種別へ切り替

Alt + 

前の図書種別へ切り替

Alt + 

既読 未読を切り替え

  い＋ Space

Insert

既読にする

Ctrl + Q た

未読に戻す

Ctrl + I に

すべて既読にする

Ctrl + Shift + Q た

本棚に保存

  せ＋ Space

Ctrl + S と

携帯プレイヤーに保存

  け＋ Space

Ctrl + U な

フォルダの新規作成

Ctrl + N み
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機

能

点字キー

フルキー

名前の変更

  な＋ Space

F2

削除

 

Delete

コピー

  ほ＋ 無変換

貼り付け

  つ＋ 無変換

すべて選択

  を＋ 無変換

Ctrl + A ち

検索

  も＋ Space

Ctrl + F は

次を検索

 

＋ Space

F3

前を検索

 

＋ Space

Shift + F3

＋ Space

Ctrl + C そ
Ctrl + Insert
Ctrl + V ひ
Shift + Insert

圧縮

Ctrl + G き

展開

Ctrl + T か

題名をコピー

Ctrl + Shift + C そ

図書内容の参照へ

  あ＋ Space



メディアの再生へ

  あ＋ Space



本文参照画面へ移動
メニュー選択画面へ移動

Tab
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＋ Space

Shift + Tab

機

能

点字キー

フルキー

本文の参照
一覧に戻る

 

＋ Space

この図書の既読 未読を切り替え

  い＋ Space

Escape、Back Space
Insert

次の図書へ切り替え

Alt + 

前の図書へ切り替え

Alt + 
Ctrl + S と

本棚に保存

  せ＋ Space

コピー

  ほ＋ 無変換

すべて選択

  を＋ 無変換

Ctrl + A ち

範囲選択モード

  ふ＋ Space

Alt + 

追加コピー

  つ＋ Space

Ctrl + Shift + C そ

検索

  も＋ Space

Ctrl + F は

次を検索

 

＋ Space

F3

前を検索

 

＋ Space

Shift + F3

しおりを付ける

  し＋ Space

しおりの削除

Ctrl + Shift + F2
Ctrl + C そ
Ctrl + Insert

Ctrl + Mも
Ctrl + Shift + Mも

前のしおり

  ま＋ Space

Shift + Mも

次のしおり

  ま＋ 無変換

Mも

前の文節



次の文節



前の段落



次の段落



前の文字

Ctrl + 

次の文字

Ctrl + 

前の行

 

＋ 無変換

Ctrl + 

次の行

 

＋ 無変換

Ctrl + 

段落の先頭

  せ＋ 無変換

Home

段落の末尾

  ら＋ 無変換

End

文頭

  と＋ Space

Ctrl + Home

文末

  ら＋ Space

Ctrl + End

次 行タブ移動

  ね＋ Space

Page Down

前 行タブ移動

  は＋ Space

Page UP

次のリンクへ

Tab

前のリンクへ

Shift + Tab

ページジャンプ

Ctrl + Jま

カーソル上の URL でブラウザ/メーラー起動

  あ＋ Space



カーソル位置から全文読み

  お＋ Space

Alt + F10

文頭から全文読み

  お＋ 無変換

Alt + F5
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機

能

点字キー

フルキー

段落読み

  る＋ Space

Alt + F9

１行読み

  わ＋ Space

Alt + F8

段落先頭からカーソル手前読み

 

＋ 無変換

Ctrl + Alt + Hく

カーソルから段落末尾読み

 

＋ 無変換

Ctrl + Alt + Kの

点字符号読み

FJ 2の点の左下 Xさ

Ctrl + Alt + Fは

ＪＩＳコード読み

FJ 3の点の左下 Zつ

Ctrl + Alt + Iに

識別読み

FJ 1の点の左下 Cそ

Ctrl + Alt + Mも

上下カーソル移動行読み ON/OFF

FJ 4の点の右下 Mも

Ctrl + Alt + Lり

PC Talker 音声停止／再開

  む＋ 無変換

Ctrl + Alt + Nみ

数字位取り読み ON/OFF

FJ 1の点の右下 Vひ

Ctrl + Alt + Oら

日本語変換時の読み方切り替え

FJ 3の点の左上 Wて

Ctrl + Alt + Pせ

フォネティック読み ON/OFF

FJ 5の点の右下 ,ね

Ctrl + Alt + Tか

句点括弧読み ON/OFF

FJ 1の点の右下右 Bこ

Ctrl + Alt + Uな

英語読み ON/OFF

FJ 6の点の右下右 /め

Ctrl + Alt + Eい

カーソル文字の読み方切り替え

FJ 4の点の左下 Nみ

F8

カーソル位置 読み上げ

  か＋ Space

F9

ルビの読み方切り替え

  る＋ 無変換

Ctrl + Bこ

点字文書の読み方切り替え

  て＋ Space

Ctrl + Kの

フリーカーソルモード

Shift + Insert

メディア再生
一覧に戻る

 

＋ Space

この図書の既読 未読を切り替え

  い＋ Space

Escape、Back Space
Insert

次の図書へ切り替え

Alt + 

前の図書へ切り替え

Alt + 

巻き戻し



早送り



一時停止と再開

Space または 

先頭から再生

  せ＋ 無変換

Home

指定時間から再生

 

Ctrl + J ま

音量上げる

  ほ＋ Space

音量下げる

  ほ＋ 無変換

＋ Space

Ctrl + 
＋
Ctrl + 
－

左スピーカーのバランスを上げる

Ctrl + 

右スピーカーのバランスを上げる

Ctrl + 

ミュート切り替

テンキー 0

画像の大きさ切り替

テンキー 1

メディア情報読み上げ

Alt + Ctrl + G き

現在の再生位置読み上げ

  さ＋ Space
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Alt + Ctrl + F9

機

能

点字キー

フルキー

デイジーＣＤの再生
一覧に戻る

 

＋ Space

次の見出し

  い＋ Space

Escape、Back Space


前の見出し



次のページ

Page Down

前のページ

Page UP

ページジャンプ

Ctrl + J ま

見出しレベルの指定

１から６の数字キー

前の見出しレベルへ移動

Ctrl + UP

次の見出しレベルへ移動

Ctrl + Page Down

前のフレーズ



次のフレーズ



一時停止と再開

Space

再生スピード 上げる

  す＋ Space

Ctrl + 

再生スピード 下げる

  す＋ 無変換

Ctrl + 

再生スピード 標準

Ctrl + テンキー 0

音量上げる

  ほ＋ Space

Ctrl + 

音量下げる

  ほ＋ 無変換

Ctrl + 

ミュート切替

テンキー 0
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注 意
※デイジー録音機能についてのご注意
録音する書籍などの内容、録音される音声エンジンの音声には、それぞれ著作権があります。
デイジー録音した音声およびデータは、視覚障がい者のかたが、ご家庭の範囲内で、個人で楽
しむ目的の他は使用できません。
私的利用の範囲を超えて利用するときは、著作権者の許諾および別途契約が必要となります。
※マイブックの読み上げ音声をオーディオ機器などで録音した場合も同じ扱いになります。
※デイジー録音は、実際の読み上げより品質が低下します。
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MyBook Neo
MyBook Neo の開発にあたっては、たくさんの方にご意見とご協力いただきました。
ここに厚くお礼を申し上げます。

・六点漢字は、長谷川貞夫先生が考案された六点方式です。
・漢点字は、川上泰一先生が考案された八点方式です。
・Windows、MS-IME はマイクロソフト社の、商標または登録商標です。
・ATOK は、株式会社ジャストシステム社の、登録商標です。
・PC-Talker 8・PC-Talker 10・PC-Talker Neo は、
（株）高知システム開発の登録商標です。
・MyBook Neo は、
（株）高知システム開発の著作物であり、これにかかる著作権などの権利
は、
（株）高知システム開発に帰属します。
・マニュアルの一部または全部を無断で複写・複製することは固く禁じます。
・マニュアルの内容は将来予告なしに変更することがあります。
・キーボードの種類によっては点字入力ができない場合があります。
・Windows､Internet Explorer、Windows Media Player は米国マイクロソフト社の登録商標
です。
・青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。
（※青空文庫サイト
より）
・その他、本文中の製品名およびサービス名は、各開発メーカーおよびサービス提供元の商
標または登録商標です。
・視覚障がい者情報総合ネットワーク「サビエ」は、日本点字図書館がシステムを管理し、
全国視覚障がい者情報提供施設協会が運営しています

MyBook Neo
発行所 株式会社 高知システム開発
〒780-0048
高知県高知市吉田町２番２３号
TEL (088)873-6500 FAX (088)873-6599
２０２２年４月１日 第１版 第１刷発行
ＵＲＬ http://www.aok-net.com/
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