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マイクロソフト ウィンドウズ ビスタ 
アクセシビリティ機能のご紹介 

アクセシビリティ 
ガイドブック 
アクセシビリティ 
ガイドブック 

マイクロソフトの Web サイトをチェックしてください 
ご紹介した Windows Vista の詳しい設定方法を始め、 
パソコンを使う際の障害別の詳しいガイド、ケース スタディなどをご覧いただくことができます。 

http://www.microsoft.com/japan/enable

マイクロソフトの企業市民活動についてはこちらから 
マイクロソフトでは、企業としての社会的責任を果たすべく、さまざまな企業市民活動を推進しています。 
「デジタル インクルージョンの推進（誰もが IT の恩恵を享受できる社会の実現）」、「責任ある企業活動」、 
「安心、安全なインターネット環境の実現」という 3 本の柱のもとに、 
多様なパートナーの皆様と連携しながら、日本におけるイノベーションの創出を支援してまいります。 
各プログラムの内容や取り組み事例は、ぜひ企業市民活動のサイトをご覧ください。 

http://www.microsoft.com/japan/citizenship
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2 3コンピュータの簡単操作センターの概要

コンピュータの簡単操作センターの概要 
Windows Vista では、「コンピュータの簡単操作センター」から、
従来「ユーザー補助のオプション」にあった「固定キー」などの設定、
「ユーティリティ マネージャ」や「アクセサリ」などから起動した
「拡大鏡」や「スクリーン キーボード」、さらには「コントロール パネル」から行っていた
マウスなどの詳細な設定まで、パソコンをより使いやすくするための
あらゆる設定が行えるようになりました。
まず、「コンピュータの簡単操作センター」へのアクセス方法とコンテンツを見てみましょう。

スタート メニューの
［コントロール パネル］をクリックします

「コンピュータの簡単操作」ウィンドウ 
が開いたら
［コンピュータの簡単操作センター］ 
をクリックします

コンピュータの簡単操作センターへのアクセス 

1

「コントロール パネル」が開いたら、
［コンピュータの簡単操作］をクリックします

2

目　次 

3

※Windows XP では、
　ユーティリティ マネージャが起動します。

Windows ロゴ キーを押しながら「U」キーを押す

「コンピュータの簡単操作センター」は 
ショートカットでも起動します。 
 

ショート 
カット 

U

文字をもっと大きく。マウス ポインタをもっと見やすく。

マウスを使わずにキーボードだけで操作する。

誰もがもっと快適にパソコンで作業するために、

Windows VistaTM は、さらに使いやすさをアップグレードしました。

このマイクロソフト アクセシビリティ ガイドブックでは、障害を持つ方や高齢者を含めた

あらゆる方が、パソコンを快適に使うための設定方法をご紹介しています。

より快適なパソコン活用に向けて、ぜひご活用ください。

はじめに 

＋ 
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パソコンを利用する際に不便な点 
などをガイドに沿って選んでいくと、 
必要な機能や設定の推奨案が 
提示されます 

推奨案で設定する 

4 5コンピュータの簡単操作センターの概要 コンピュータの簡単操作センターの概要

拡大鏡 
虫眼鏡のように画面の一部を拡大して見ることができます。
拡大した画面の色を反転させたり、拡大鏡のウィンドウの
大きさや場所を自由に変更することができます。

キーボードを使いやすくします 
2 つ以上のキーを同時に押すことが難しい場合に有効な「固定キー機能」や
速いキー入力や繰り返しの入力を無視することで誤操作を減らせる
「フィルタキー機能」などを設定することができます。

スクリーン キーボード 
通常のキーボードの操作が難しい場合、
画面上のキーボードをマウスやスイッチなどで操作して
文字を入力することなどが可能です。
直接キーをクリックして選択するほか、
自動的にスキャンさせて選択するなど、
入力モードも選択できます。

ハイ コントラスト 
通常の画面の配色では、まぶしいなどの理由で
見にくい場合、画面の見やすさを調整できます。

ナレータ 
別途日本語エンジンを組み込むことで、
画面のテキスト情報を読み上げます。

よく使われる 4 つの機能にすぐにアクセスできます 

目的にあわせて、パソコンを設定することができます 

マウス ポインタの色やサイズを設定

マウスの設定をします 
マウス ポインタの大きさを変えるなど、マウスの詳細な設定を行います。

マウスやキーボードを使わずに 
スクリーンキーボードや音声認識の設定を行います。

タスクに集中 
読み取りや入力の設定を調節して
作業に集中できる環境をつくります。

ツールへのクイックアクセス 

目的別に設定する 

画面なしで使用します 
パソコンを画面を使わずに使用する場合の設定を行います。

サウンドの代替を設定します 
サウンドの代わりに画面を点滅させたりすることができます。

画面の配色を見やすいものに設定

画面上のキーボードをマウスやスイッチで操作

拡大鏡で画面の一部を拡大

パソコンの画面を見やすくします 
画面の解像度を変更したり、
文字やアイコンの大きさを変更したり、
詳細な設定を行うことができます。

画面を見やすいように
設定する

P33

P26-32

P24-25

P15-16

P7-8

P10

P13-14

P20-21

P9-11

P12-18

P19-23 P34

コンピュータの簡単操作センターのコンテンツ 

コンピュータの簡単操作センターの概要 
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お使いのパソコンを使いやすく 
するための推奨案を提案 
自分でどのような設定を行ったら良いかわからない場合は、
［お使いのコンピュータを使いやすくするための推奨案を表示します］をクリックして、
質問に答えていくことで、それぞれの方にあった
パソコンを使いやすくする設定をご提案します。

6 7お使いのコンピュータを使いやすくするための推奨案を提案

「コンピュータの簡単操作センター」 
の［お使いのコンピュータを 
使いやすくするための推奨案を 
表示します(R)］をクリック

1

推奨案を提案するウィンドウが開きます。
ここから視覚、四肢障害、聴覚、発声、
認識力に関する質問に
お答えいただきます

2

該当する項目のチェック ボックスを
クリックしてチェック。
　　　　　をクリックしてください

3

質問に答え終わったら
　　　　　をクリック。
推奨案が表示されます

4

視覚 

四肢障害 

聴覚 

発声 

認識力 
 

ログオン画面の［コンピュータの簡単操作］ 
アイコンをクリックします

1

「コンピュータの簡単操作」ウィンドウが現れます。
「ナレータ」「拡大鏡」「ハイ コントラスト」
「スクリーン キーボード」「固定キー」
「フィルタ キー」の 6 つの機能を設定できるので、
これらの機能を使ってログオンすることができます

「コンピュータの簡単操作」では
順番に機能がフォーカスされます。
目的の機能がフォーカスされているときに
スペース キーを押すことで、その機能を設定できます

2

ログオン時にアクセシビリティ機能を利用する 

推奨案の設定 

コンピュータの簡単操作センターの概要

コンピュータの簡単操作センターの概要 

ログオン画面でも「コンピュータの 
簡単操作」はショートカットで起動します。 

ショート 
カット 

Tab キーを押して 
「コンピュータの簡単操作」アイコンに 
フォーカスをあて、 
Enter キーで起動することもできます。 

MEMO

ログオン画面で設定した 
「コンピュータの簡単操作」の設定は、 
ログオンするときのみ有効です。 
ログオンした後は、コントロール パネルの 
「コンピュータの簡単操作センター」の 
設定が有効になります。 

MEMO

U＋ 

※Windows XP では、
　ユーティリティ マネージャが起動します。

Windows ロゴ キーを押しながら「U」キーを押す
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8 9お使いのコンピュータを使いやすくするための推奨案を提案 コンピュータを画面なしで使用します

目的に応じてパソコンを 
使いやすくする設定を探索 
パソコンを使いやすくする設定を、目的別に分類しました。
目的別に設定方法を詳しくご紹介します。

ほとんど画面をみることができない弱視または全盲の方向けに、

パソコンを最適化します。

コンピュータを画面なしで
使用します

P10で詳しく説明します

音声の選択、速度の設定などができます

ソフトウェアが対応している場合、
映像で起こっていることを音声で説明します

対応している場合、
画面上のアニメーションを無効にします

ダイヤログボックスが表示している時間を 7 秒、
15 秒、30 秒、1 分、5 分と変えることができます

再生や録音をするデバイスの設定、
イベントに適用されるサウンドの設定が行えます

質問に対する回答から、パソコンを使う上で便利な機能や設定の推奨案が提案されます。
　　　　　 をクリックすると、推奨された設定が有効になります

推奨案の設定（つづき） 

5
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10 11コンピュータを画面なしで使用します コンピュータを画面なしで使用します

“まったく見えない”方でもパソコンは使えます 

視覚に障害がありパソコンの画面がまったく見えない場合でも、

画面のテキスト情報を読み上げるソフトウェア（スクリーン リーダー）を用いることで、

パソコンを使うことができます。

Windows Vista の「ナレータ」は、別途対応している音声エンジンを組み込むことで

画面のテキスト情報を読み上げます。また、市販のスクリーン リーダーを用いると、

さらに高機能に、自分の入力した文字の情報や

対応しているソフトウェアのコマンドなど画面のテキスト情報を読み上げるので、

パソコンの画面がまったく見えない方でもワープロで文書を作成したり、

メールのやりとりをしたり、ホームページを閲覧したりすることができるようになります。

ただ、操作に必要なすべての情報を音声で手に入れられるとは限らず、

スクリーン リーダーによっても違いがあります。

画面がまったく見えない方は、マウスを使うことができないので、

パソコンの操作はすべてキーボードを使います。

キーボードには通常「F」と「J」に印が付いていますが、

その他、よく使う「Enter」キーや「Windows ロゴ」キーに

印をつけて使いやすくする方も多くいます。

パソコンで点字を使うこともできます。

専用の点字キーボードをパソコンに接続して利用したり、

通常のキーボードを点字キーボードに見立てて点字を入力できるソフトウェアもあります。

点字ディスプレイと呼ばれる機器を使うと、画面のテキスト情報を点字で知ることができます。

画面の図の情報をピンの凹凸で表し、触ることで理解できる点図ディスプレイという機器もあります。

また、点字を出力する点字プリンタもありますので、

対応しているソフトウェアとあわせて、点字を紙に出力することもできます。

スクリーン リーダーは、「拡大すれば画面を見ることができても、

時間がかかりとても疲れてしまう」という方や、

「視覚に障害がなくても、眼から入る情報を理解するのが難しく、

耳から入る情報を理解しやすい」という方に有効なこともあります。

テキストが音声で読み上げられるのを聞きます 

「テキストが読み上げられるのを 
聞きます」の
［ナレータを有効にする(U)］の
チェック ボックスをチェックします

1

　　　　　 をクリックすると、
お使いの Windows と同じ言語の
エンジンが必要というメッセージが現れます。
　　　　　   をクリックすると
ナレータが起動し、設定の画面が現れます

2

入力したキーやエラーのメッセージを
読み上げるかなどの設定を行います

　　　　　     をクリックすると、
音声（対応しているエンジン）を
選択したり、話す速度やボリューム
などを設定できます

A

A

A

ナレータは「共通ツールへのクイック アクセス」からも設定できます。 MEMO

ナレータ 
別途対応したスピーチエンジンを組み込むことで、入力した文字や 
Windows のコマンドなど画面上のテキスト情報を読み上げます。

ご注意 
Windows Vista は日本語のスピーチ エンジンを標準搭載していません。搭載しているスピーチ エンジン
（Microsoft Anna）では日本語版の Windows の画面情報を読み上げることはできません。
ナレータを使用するには、あわせて対応しているエンジンをご利用いただく必要があります。

ナレータの設定 
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12 13

「ハイ コントラスト」の
［ハイ コントラストの画面の 
配色を選択します(R)］をクリックします

1

「デザインの設定」ウィンドウが
表示されるので、配色の中から
見やすそうな配色をクリックし、
サンプル画面を確認

用意された配色以外の配色に
したい場合は　　　　　　をクリック。

タイトルバーや文字など
それぞれの配色を見やすいものに
設定できます

2

ハイ コントラストの設定

コンピュータを見やすくします コンピュータを見やすくします

ハイ コントラスト 

ハイ コントラスト 
通常の配色では画面がまぶしいという場合など、
「ハイ コントラスト」を設定すると見やすくなることがあります。

障害や加齢にともなう視力低下によって、

画面の文字やマウス ポインタなどが見えにくいことがあります。

ここでは文字を大きくする、画面の配色を変更するなど、

画面を見やすくするための設定を行います。

コンピュータを見やすくします

P13で詳しく説明します

対応している場合、画面上のアニメーションを
無効にします

点滅カーソルの太さを 20 段階で調節できます

対応している場合、背景のイメージを削除し、
デスクトップをシンプルにします

文字やアイコンのサイズを変更できます
（設定するには管理者の権利が必要です）

ソフトウェアが対応している場合、
映像で起こっていることを音声で説明します

P10で詳しく説明します

P17で詳しく説明します

P15で詳しく説明します

P17で詳しく説明します

P18で詳しく説明します

フォーカスがあたっているところを見やすくします
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14 15

「画面上の項目を拡大します」の 
［拡大鏡を有効にする(N)］の
チェック ボックスをチェック

1

　　　　　　をクリック2

拡大鏡が開始されます3

拡大鏡のはじめ方

拡大鏡の設定

より画面を見やすく調整するために拡大鏡も詳細の設定が行えます

コンピュータを見やすくします コンピュータを見やすくします

画面上の項目を拡大します 

　　　　　をクリックすると
選択したサンプル画面の配色で
画面が表示されます

3

ハイ コントラストは「共通ツールへのクイック アクセス」からも設定できます。 MEMO

ショート 
カット 

① ＋＋

Alt キーと Shift キー（左）と PrtScn キーを押す

② 「ハイ コントラスト」ウィンドウが表示され
　 「ハイ コントラストを有効にしますか？」と質問されます。

③［はい］を選択すると、ハイ コントラスト画面が設定されます。

PrtScn
Alt

Shift
左 

ハイ コントラスト画面はショートカットでも設定できます。 
 

拡大鏡 
拡大鏡を使用すると、画面を虫眼鏡のように拡大して見ることができます。

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

起動時に最小化する 

倍率 
最大 16 倍まで拡大して表示することができます

色の反転 
拡大鏡の中だけ画面の色を反転させます

固定 
画面上の拡大鏡の位置を固定することができるので、
作業の妨げになりません

拡大の対象 
拡大する対象を、マウス ポインタが指している場所や
編集中のテキストに変更することができます

ハイ コントラストの設定（つづき） 

ハイ コントラスト 
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16 17

［ウィンドウの縁の色と 
透明度を調整する(J)］をクリック

1

「ウィンドウの色とデザイン」 
ウィンドウが表示されるので
お好みに合わせて色を変えたり、
透明度を変えたりできます

2

ウィンドウの境界の色と透明度を調整します 

［ディスプレイ効果を詳細に 
設定します(C)］をクリック

1

「デザインの設定」ウィンドウの
　　　　　　をクリック

2

ディスプレイ効果を詳細に設定します 

コンピュータを見やすくします コンピュータを見やすくします

画面上の項目を見やすくします 

拡大鏡は見やすいように、お好みで上下左右に配置したり大きさを変えることができます

拡大鏡の場所と大きさ 

拡大鏡機能は「共通ツールへのクイック アクセス」からも設定できます。 MEMO

Windows XP で拡大可能な倍率は 9 倍までとなります。 MEMO

場所の移動 
拡大鏡をドラッグして画面の上下左右の辺に
重ねるようにすると、
それぞれの位置に固定表示されます

大きさの変更　 
ウィンドウの大きさを変える動作と同様に、
拡大鏡の下、右斜め下のをドラッグします

拡大鏡機能は全画面表示も可能です

拡大鏡の設定（つづき） 
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通常のマウスやキーボードに代わる入力デバイスを

セットアップして利用します。

マウスやキーボードを使わずに
コンピュータを使用します

18 19コンピュータを見やすくします

画面上の項目を見やすくします 

マウスやキーボードを使わずにコンピュータを使用します

P20で詳しく説明します

P22で詳しく説明します

ディスプレイ効果を詳細に設定します（つづき） 

デザインなどの詳細 
［デザインおよびサウンド効果を 
個人用に設定します(O)］をクリック

1

「コンピュータの簡単操作センター」 
から、画面のデザインなどの
さまざまな詳細設定を行う画面に
ジャンプするので、簡単に好みの画面に
設定することができます

2

「デザインの詳細」ウィンドウで
タイトル バーを太くする、
フォントを大きくするなど、
指定する部分ごとの
細かい設定をすることができます

3
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20 21マウスやキーボードを使わずにコンピュータを使用します マウスやキーボードを使わずにコンピュータを使用します

ユーザーにあった使いやすい入力モードを選ぶことができます 

クリックして選択する 
スクリーン キーボードのキーをクリックすると文字を入力できます

自動的に選択する 
マウスまたはジョイスティックを使用してキーをポイントし、
あらかじめ設定した時間が経過するとポイントした文字が自動的に入力されます

ジョイスティックまたはキーで選択する 
スクリーン キーボード上のキーが設定した時間ごとにスキャンされるので、
ユーザーが任意のキーの上でジョイスティックやキーボードのキーを押すことにより、
文字を入力できます。
　　　　　　をクリックすると、入力する機器の設定をすることができます

例えば、キーボードの Space キーしか押すことができなくても、任意の文字を入力できます

A

B

C

A

B

C

ポインティング デバイスを使用して入力する 

「マウスやキーボードを使わずに 
コンピュータを使用します」の
［スクリーン キーボードを使用する(K)］ 
のチェック ボックスをチェックします

1

　　　　　 をクリックすると
スクリーン キーボードが起動します

2

スクリーン キーボードを使用する 

スクリーン キーボードの設定 

キーボードの種類、レイアウト、キーの数を選ぶことができます。 

スクリーン キーボード 
標準的なキーボードを両手でスムーズに扱うことが難しい場合、
キーボードの 1 つのキーやマウスなどで文字を入力することができます。

スクリーン キーボードは「共通ツールのクイック アクセス」からも設定できます。 MEMO
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「音声認識オプション」の
「音声認識の開始(S)」をクリック

1

画面上にマイク ユーザー 
インターフェイスが現れます。
「聞き取りを開始」と言うなどして
音声認識を開始させます

マイクに向かって入力したい文字や
コマンドを言います

メモ帳などに文字を入力することが
できます

「番号を表示」と声で指示すると
画面上に番号が表示されます。
番号を選んで「OK」と言うことで
その項目を実行できます

2

22 23マウスやキーボードを使わずにコンピュータを使用します マウスやキーボードを使わずにコンピュータを使用します

音声認識のはじめ方 

「マウス グリッド」と声で指示すると
画面上にグリッドが現れます。
目的の場所がある番号を言うと、
さらに、その番号内にグリッドが表示されていき、
デスクトップ上の目的の場所の
操作を行うことができます

マウスとキーボードを使用しません 

「マウスやキーボードを使わずに 
コンピュータを使用します」の
［音声認識を使います(U)］をクリック

音声認識 
音声を使用して、プログラムを起動する、メニューを開くなどの
コンピュータの操作や音声による文字入力をすることができます。

1

「音声認識オプション」画面が
表示されます

2

音声認識の設定 

音声認識の開始 
音声でのコンピュータの制御を開始します

マイクのセットアップ 
音声認識に使うマイク（別売）を選んでテストをします

音声認識チュートリアルの実行 
コンピュータで音声認識のコマンドなどを学習します

ユーザーの音声をより正確に認識できるように、 
コンピュータに学習させる 
ユーザーの音声を認識する機能を向上させるために、
コンピュータに学習させます

音声認識リファレンスカードを開く 
よく使用するコマンド一覧を表示、印刷できます

A

B

C

D

E

A

B

C

B

C

D

E
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24 25マウスを使いやすくしますマウスを使いやすくします

マウス設定 

「マウスを使いやすくします」の
「関連項目」から［マウス設定(O)］を
クリックします

1

「マウスのプロパティ」 
ウィンドウが表示され
さまざまなマウスの設定が行えます

2

マウス設定 

ボタン 
左右ボタンの切り替えや
ダブル クリックの速度を調整できます

ポインタ 
マウス ポインタの色や形の変更や
カスタマイズができます

ポインタ オプション 
ポインタの速度や軌跡を
調整することができます

●ポインタの動く速さを調整
●ポインタの定位置を決定
●ポインタの描く軌跡を調整
●ポインタの現在位置を告知

ホイール 
ホイール付きマウスのホイールの挙動
を調整できます

ハードウェア 
マウスの種類を選択することができます

マウス設定 
マウスの詳細な設定を変更、調整することができます。

A

A B C

C

D E

B

C

D

E

マウスの設定や、マウスを使いやすくするための設定を行います。

マウスを使いやすくします

P27で詳しく説明します

P25で詳しく説明します

クリックしなくてもポインタを
ウィンドウ上にあわせただけで、
ウィンドウを選択することが
できるようにします

マウスポインタの色とサイズを変更、
設定することができます
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26 27キーボードを使いやすくやすくしますキーボードを使いやすくやすくします

マウスをキーボードで操作する 

「マウスをキーボードで操作する」の
［マウス キー機能を有効にする(M)］ 
のチェックボックスをチェックします

1

　　　　　をクリックすると
マウス キーが有効になります

2

マウス キー機能のはじめ方 

「マウスをキーボードで操作する」の 
［マウス キー機能をセットアップする(Y)］ 
をクリックします

1

マウス キー機能のセットアップ画面が
表示され、速度などが設定できます

ここをチェックしておくと、
マウス キー機能が
有効化されていることが
タスク バーに表示されます

2

マウス キー機能の設定 

マウス キー 
マヒが軽くキーボードは操作できても、不随意運動が大きいなどで
マウスの操作が難しい場合は「マウス キー」機能が便利です。

7 8 9

4 5 6

1 2 3
A

A
5：クリック　＋：ダブル クリック 

0：ドラッグ開始　.：ドロップ　ー：右ボタン選択　 

/：左ボタン選択 
※テンキーのないキーボードでも、文字キーを使って
　同様にマウス ポインタを動かすことができます。

5 のキーを中心に、8 のキーを押すと上、
2 のキーを押すと下にマウス ポインタを
移動させることができます。
斜めの移動やクリック、
ダブル クリックもできます

キーボードを使いやすくします
キーボードの設定や、入力しやすくするための設定を行います。

下線を表示してショートカット キーを
より見やすくします

P27で詳しく説明します

P28で詳しく説明します

P30で詳しく説明します

P30で詳しく説明します

キーボードや入力言語を設定します

キーボードの種類、反応速度などを
設定します

ショート 
カット 

＋＋

Alt キー（左）と Shift キー（左）と
NumLock キーを押す

Num
Lock

Alt
Shift
左 左 

マウス キーはショートカットでも 
設定できます。 
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入力しやすくする 

「入力しやすくする」の 
［固定キー機能を有効にする(R)］ 
のチェック ボックスをチェックします

1

　　　　　をクリックすると
固定キーが有効になります

2

28 29キーボードを使いやすくします キーボードを使いやすくします

固定キー機能のはじめ方 

「入力しやすくする」の
［固定キー機能のセットアップ(C)］ 
をクリックします

1

固定キー機能のセットアップ画面が
表示されます

2

固定キー機能の設定 

固定キー機能が有効化されていることをタスク バーに表示します

固定キー 
ログ オンするために Ctr l  キー、Alt キー、Delete キーを同時に押すなど、
Windows では、複数のキーを同時に押す操作が求められる時があります。
しかし、2 つ以上のキーを同時に押すことができない場合は
「固定キー」機能が役に立ちます。

C

D

E

E

チェック ボックスをチェックすると、
修飾キーと呼ばれる Ctrl キー、Alt キー、Shift キーや Windows ロゴ キーを 2 回続けて押すことで、
そのキーを常に押されている状態にすることができます

キーボード上の 2 つのキーを同時に押すことで、「固定キー」機能をその場で解除することができます

C

D

■オプション 

■通知 

ショート 
カット 

① ＋

②「固定キー機能」ウィンドウが表示され
　「固定キー機能を有効にしますか？」と質問されます。

③［はい］を選択すると、固定キー機能が有効になります。

Shift

＋
Shift

＋
Shift

＋
Shift Shift

固定キーはショートカットでも設定できます。 

Shift キーを 5 回続けて押す
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■フィルタのオプション 

A

繰り返し入力されたキーを設定した時間、無視しますA

入力しやすくする 

30 31キーボードを使いやすくします キーボードを使いやすくします

切り替えキー機能のはじめ方 

フィルタ キー機能のはじめ方 

フィルタ キー機能の設定 

「入力しやすくする」の 
［フィルタ キー機能を有効にする(I)］ 
のチェック ボックスをチェックします

1

　　　　　をクリックすると
フィルタ キーが有効になります

2

「入力しやすくする」の 
［フィルタ キー機能のセットアップ(L)］ 
をクリックします

1

フィルタ キー機能のセットアップ画面が
表示されます

2

フィルタ キー 
マヒがあるためにキーボードの上を滑るようにしてキーを打つ、
不随意運動があるためにキーボードに誤って触れてしまうことがある場合などは
「フィルタ キー」機能が有効です。

切り替えキー 
Caps Lock、Num Lock または Scrol l  Lock を押したときに音を鳴らすことで、
誤ったキー操作を防ぎます。

ショート 
カット 

①

②「切り替えキー機能」ウィンドウが表示され
　「切り替えキー機能を有効にしますか？」と質問されます。

③［はい］を選択すると、切り替えキー機能が有効になります。

切り替えキーはショートカットでも設定できます。 

Num 
Lock 

「入力しやすくする」の
［切り替えキー機能を有効に 
します(O)］ 
のチェック ボックスをチェックします

1

　　　　　をクリックすると
切り替えキーが有効になります

2

①

②「フィルタ キー機能」ウィンドウが表示され
　「フィルタ キー機能を有効にしますか？」と質問されます。

③［はい］を選択すると、フィルタ キー機能が有効になります。

フィルタ キーはショートカットでも設定できます。 

Shift
右 

ショート 
カット 

Shift キー（右）を 8 秒間押し続ける

Num Lock キーを 5 秒間押し続ける
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音が聞こえにくかったり、まったく聞こえない場合、

音声による情報を視覚的な情報にして表示することができます。

サウンドの代わりにテキスト
または画像を使用します

入力しやすくする 

32 33キーボードを使いやすくします サウンドの代わりにテキストまたは画像を使用します

■他の設定 

フィルタ キー機能の設定（つづき） 

キーを押してから入力と認識するまでの時間を設定します

キーを押し続けても無視されて、最初の１文字だけが入力されます

キー リピートを開始するまでの時間（最初のキー入力を繰り返すまでの時間）を設定します

リピート間隔（キー入力を繰り返すまでの時間）を設定します

速いキー入力を無視して入力が認識されるまでの時間などを
セット アップ画面で詳細に設定することができます

B

B

C

D

E

F

C

D

E

F

G

G フィルタ キー機能が有効化されていることをタスク バーに表示します

対応している場合、音声情報を
テキストとして見ることができます

再生や録音をするデバイスの設定、
イベントに適用されるサウンドの設定を行えます

Windows では、エラーが発生したり
操作ミスをすると、システムが警告音を
発しますが、この音を確認しづらい
場合、希望する視覚的合図に
変更することもできます
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パソコンの操作に集中し、作業をスムーズに進められる

さまざまな機能を設定できます。

タスクに集中しやすくします

インターネット エクスプローラ 7 の画面右下にある
虫眼鏡のアイコンをクリックします

1

表示されたメニューから、拡大したい倍率を選択します2

Web ページ全体を拡大 

34 タスクに集中しやすくします Web ページを見やすくする 35

標準（100%） 200% に拡大

ショート 
カット 

キーボードだけでも画面の拡大縮小を 
実行することができます。 

拡大 ＋Ctrl
＋

Ctrl キーを押しながら「＋」キーを押す

縮小 ーCtrl
＋

Ctrl キーを押しながら「－」キーを押す

拡大のイメージ 

キーボードの設定により、
パソコンへの入力のストレスを減らします

P30で詳しく説明します

P30で詳しく説明します

P28で詳しく説明します

P22で詳しく説明します

P10で詳しく説明します

見えづらい、読みづらい要素を取り除き、
集中力を高めます

対応している場合、背景のイメージを削除し、
デスクトップをシンプルにします

自分のペースで作業を進めることが

できるようにします

対応している場合、画面上のアニメーションを
無効にします

ダイヤログボックスが表示している時間を 7 秒、
15 秒、30 秒、1 分、5 分と変えることができます

Webページを見やすくする 
マイクロソフト インターネット エクスプローラ 7 では 
Web ページをより見やすくするためのさまざまな設定が可能です。
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インターネット エクスプローラ 7 の画面右上方にある
［ツール］ボタンをクリックします

1

表示されたメニューの［インターネット オプション］ 
をクリックします

2

表示された「インターネット オプション」ウィンドウの
［全般］タブをクリック。
ウィンドウ左下にある　　　　　　  をクリックします

3

表示された「色」設定ウィンドウで 
Web ページを構成する文字列や背景、リンクなどの
色を設定することができます

4

Web ページの配色を設定 

36 Web ページを見やすくする Web ページを見やすくする 37

Web ページを見やすくする 

インターネット エクスプローラ 7 の画面右上方にある
［ページ］ボタンをクリックします

1

表示されたメニューの［文字のサイズ］に
マウス ポインタを合わせ、
追加表示されたメニューから
希望の文字の大きさを選びます。
文字の拡大縮小は、
画像やコントロールのサイズは元のままで、
文字の大きさだけを変更します

2

Web ページの文字の大きさを変更 

上記配色の設定と同様に
「インターネット オプション」ウィンドウの［全般］タブ
の　　　　　　  をクリックします

1

表示された「フォント」設定ウィンドウで
読みやすいフォントを設定できます

2

Web ページの文字の書体（フォント）を設定 

標準（中） 最大

フォントの拡大 

MEMO
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タスクに集中しやすくします

38

Windows のキーボード ショートカット集 
Windows はキーボードだけの操作でも使うことができます。
視覚に障害があってマウスの使用が難しい方や、
マウスを使うよりも速く操作をしたい方には、ショートカットなど
キーボードでの操作が有効です。

Windows のキーボード ショートカット集 39

目的 キー操作 

スタート メニューの表示と非表示を切り替える Windows ロゴ キー

ダイアログで次のオプションに移動する Tab

ダイアログで前のオプションに移動する Shift + Tab

ダイアログ内の次のタブに移動する Ctrl + Tab

ダイアログ ボックスのオプションまたはボタンのコマンドを実行する Enter

現在のタスクをキャンセルする Esc

アクティブなオプションがチェック ボックスの場合、チェック ボックスのオン/オフを切り替える Space キー

戻る/1 階層上のフォルダを開く Back Space

すべて選択する Ctrl + A

コピーする Ctrl + C

貼り付け Ctrl + V

切り取り Ctrl + X

元に戻す Ctrl + Z

対応するメニューを実行する メニュー内の下線付きの文字キー

使用中の項目を閉じる、または作業中のプログラムを終了する Alt + F4

作業中のウィンドウのショートカット メニューを開く Alt + Space キー

開いている項目を切り替える Alt + Tab

選択した項目のショートカット メニューを表示する メニュー キー

［システム］を表示する Windows ロゴ キー + Break

デスクトップを表示する Windows ロゴ キー + D

［コンピュータ］を表示する Windows ロゴ キー + E

ファイルまたはフォルダを検索する Windows ロゴ キー + F

［ファイル名を指定して実行］ダイアログ ボックスを開く Windows ロゴ キー + R

［コンピュータの簡単操作センター］を開く Windows ロゴ キー + U

ハイコントラストのオンとオフを切り替える 左 Alt + 左 Shift + Print Screen

マウス キー機能のオンとオフを切り替える 左 Alt + 左 Shift + Num Lock

固定キー機能のオンとオフを切り替える Shift キーを 5 回押す

切り替えキー機能のオンとオフを切り替える Num Lock キーを 5 秒間押す

フィルタ キー機能のオンとオフを切り替える 右 Shift キーを 8 秒間押す

Web ページを見やすくする

Web ページを見やすくする 

P37 と同様に「インターネット オプション」 
ウィンドウの［全般］タブの　　　　　　  を
クリックします

1

「インターネット オプション」ウィンドウの
［詳細設定］タブを選ぶと
インターネット エクスプローラ 7 に関する
アクセシビリティ機能の詳細について
設定することができます。

1

表示された「ユーザー補助」設定ウィンドウで
Web ページで指定されている色やフォント、
文字サイズを使用するかどうかを選択することが
できます

2

Web ページのアクセシビリティ機能を設定します 

詳細の設定 
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