
凡ANKERNo.8 7クセシビソティ厨遠戚

ア クセ シビリテ ィ関連機器のご案

データショウ793

1993年10月4日二7日 東京国際見本市会場 (晴海)商館1階

アクセシビリティコーナーより

身体隆幸着用パソコン入力装置

マウス ･エミュレータ ｢こねこの事 l

キーボー ドと同じ操作でマウスの利用ができ

る｡対応 しているパソコンはNECPC9801シリー

ズとその互換機､及び富士通のFMRシリーズの

一部｡

神奈川県総合 リハ ビリテーションセンター

〒243-01 神奈川県厚木市七沢516

TEL:0462-49-2590

FAX:0462-49-2598

取扱先 :コベル電子(株)

〒243 厚木市船子43
TEL:0462-47-7366 0462-47-1273

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
電話応答 システム ｢うけ太 くん｣ .'●●
電話で情報を提供するシステム｡メッセージを

録音する方式ではないので､情報の管理が簡単｡

ワープロの文書を利用するので､既存のデータが :
そのまま生かせる｡ ｢やまびこ｣(注1)､ ｢校
了｣(注2)を利用すると1視覚障害者にも情報の ●
管理ができる｡受注システムにもなり､FAXとの

連携も取れる｡

(秩)言語工学研究所

〒162 東京都新宿区下宮比町2-28飯田

橋ハイタウン827

TEL:03,3235-3674

FAX:03T3235-1426

注1 同社開発の音声付FEP

注2 同社開発のエディタ

こねこの手

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●J､●●●●●キー入力補助 ソフ ト 指1泰でウープ白操作

｢sHLIFT･7｣ ん三;,il●
:複合キー入力を順次キー入力に変更する喪家ミ●

ニ7専用のソフト｡●●●●: PC-VANslg文豪ユーザー倶楽部●●●●
〒359 埼玉県所沢市秋津240-7

TEL:0429_93_0722 J
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小型タブレッ トとペンコンピュータを利用 し
白 !一

弘 カ シ払

手の動作範囲が限られているために､キーボー

_tl: _:'r'二 三 三 =-三三 二:-三二三 二千

ズから最小数cm四方までの範囲内で､キーボー

ドやマウスと同等の操作ができる｡入出力一体型

のLC卵 アレットや付加機器のCRTも利用でき､

障害の状空知こ応 じて構成が組めるO

スイッチ を利用した

代替キ ーボー ド

●■●●●●●●●●●●●●●●

ターゲッ トパソコン

(本体 とディスプレイ装置)

スイッチを利用 した代替キーボー ド

上肢に障害があるために標準キーボードの操作

ができない肢体不 自由児(者)でも､スイッチを

使ってキーボー ド操作ができる｡画面に表示され

るキー配列を見ながら文字を選ぶ｡入力する際､

1-3個のスイッチが使えるので､利用者に合った

入力方法が選べる｡スイッチはミニピンジャック

を使っているので､利用者に適したスイッチを利

用者サイドで容易に作成できる｡

(財)コI/ビュータ教育開発センター

〒105 東京都虎ノ門ト23-11寺山パ シ

フィックビル7F

TEL:03-3593-1802

FAX:03-3593-1806

代替キーボード

(キ-ボー ド)

ll キー東- ドレイアウ ト責示する_

[:≡≡≡= ][二三;≡≡;コ l H 目 撃 摂 引スイッチA､ー _〔⊃

発声畢帝都 練-システム ｢WH19508｣

擦声:破裂声 ･鼻音 ･有声/無

声 ･構音等の発声時の特徴を複合的に抽出

して訓練できるため語音の矯正に効果があ

発声発語訓練 システムイWH1-9500｣



凡ANXERNo.8､7クセシビソティ関連戯帯のご案内

手話 ガイダンスプロ トタイプシステム

(試作品)

登録済みの標準の手話単語に基づいて､

コンピュータ ･グラフィックスにより生成

し､手話による案内を容易に実現すること

を目的としている｡

デスク トップテ レビ合法

｢DP-2Ml ､ rcAl2001

デジタル公衆回線を利用 して動画像

を伝送できるデスクトップテレビ会議

システム｡リアルタイムの手話通億が

可能｡

価格 オールインタイプDP1200

¥1,350,∝氾
コンポーネントタイプ

CAI200
¥1,2(カ,∝氾

ポータブル言舌速密漁装置 (競作晶)

少 し耳の遠い方々 (高齢者や難聴

者)の聞き取 りをサポー ト｡入力され

た通常の音声を､あたかもゆっくり話

したようにリアルタイムで数段階の速

さに変換するOマイクから音声を入力

する他､ラ ジオやテープレコーダーな

どに接続して使用することができる｡

配色変更 ･画面拡大ソフ ト

DOS/Vを搭載したパソコンの画面を

拡大 したり配色を変更するソフ トウェ

ア｡拡大率は2倍から30倍まで設定で

きる｡配色変垂は､ある色を別の色に

変更することができる｡ しかも､同時

に複数の色の変更も可能｡白内障の方

には､白地に黒の文字表示を反転表示

し､見やすくすることが可能｡

価格 制,500

手話ガイダンスプロ トタイプシステム

(上)デスク トッ

プテ レビ会話

rDP-200J
(左)ポータブル

話速変換蕪置

(下 )由色変更 .

画面拡大 ソフ ト



ヱ室二才白･･fV_i川 ne｣､ ｢舶 ~rdPll⊥_

平成4年7月より販売される機種については､順

次入力およびキーリピート調節機能をシステムに

内蔵 ｡

手話通訳プロ ト

タイプシステム

手話通訳プロ トタイプシステム (鼓作品)

データグローブを装着 して手話の動作を行 う

と､手話を認識 し､規則合成された音声を出力す

るシステム｡

システム構成

頒デ-タクローブは米国 VPLResearchJnc.製｡同社の商標名です｡ :

(樵)日立製作所

〒140

東京都品川区

南大井6-27-18

日立大森第2別館

TEL:03-3763-

2411(内3384)

FAX:03-54711

2565

●●●●●∵●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｢●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
｢pMToD)による輩記通訳支援システ

A

t麿屠摩害者のt.=めの
I/5却額連立-岸システん

t従弟のOHP筆記通訳の
作業者姥を改■義

tPenTop2台による
手書き.通信システムC

RGB<SIGNAL

コンピュータ本体(正)

OHP

スクリーン

コンピュータ本体(副)

｢plnTop｣による筆記通訳支援 システム

ワ コムの ペ ン入 力 コ ン ピュー タ

｢penTop｣2台を接続 し､ ｢正｣筆記者

が電子ペ ンで講演 内容 を書 き込み､

｢副｣筆記者がそれを補足 ･修正すると

いう形で､筆記通訳を支援する｡ ｢OHP
筆記通訳｣の筆記作業者にとって ｢OHP
の光がまぶ しい｣､ ｢OHPの熱のため熱

い｣､また見る側にとっても ｢スクリー

ンに手の影が うつる｣ などの問題を解

決｡

(樵)ワコム

〒171 東京都豊島区池袋2-47-5

TEL:03-3985-7935

FAX:03-3985-8234
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点字 システム

点字パソコン ｢TD-32C-SL｣ 9個のキーによ

り､点字文章を作成､32マスのttfンディスプレイ

と音声で出力できる｡オプションの漢字ソフトを■
使用して漢字文章の作成も可能｡

点字プリンタ ｢TP-32｣ 両面打ち点字プリン

タ ｢BPW-32｣ ドット式の墨字プリンタよりも

音が静か｡

プレイルカー ドプ レイヤー ｢BCP-10｣

プレイルカー ドプレイヤー ｢BC,p-TO〕

音声を聞きながら点字を学べる｡カー ド

に音声の録音 と点字の表記が Lであり､

カー ドをプレイヤーに挿入 して音声を聞

き､その後カー ドを抜き取 り点字を読む｡

プレイルカー ドレコーダー ｢8CR-100J

プレイルカー ドプレイヤー ｢BCP-10｣

用カー ド録音専用機｡

東洋ハイブ リッ ド(樵)

〒181 東京都三鷹市野崎3-21-18
TEL:0422-32108ll



托ANKERyNo.牟 アクセシビ7)ティBg遵戯岸のご案内

FMBRAILLE

点字による入力 ･表示ソフトウェア｡パソコン

のキーポこ ドを点字タイプライタに見立てて入力

する機能〉と､画面上の文字を即座に点字ディスプ

レイに出力する機能を持つ｡

JB283A9-~31:bJ:A:i;:,二二

キー操作補助ユーティリティは､1本指で入力

可能にする n順次入力機能｣と､不必要な反復入

力を防ぐ ｢キーリピート制御機能｣を持つ｡キー

ボードカバーは､キーボードにかぶせる穴空きの

透明樹脂製のカバーで､手や指が震える方や､筋

力が弱い方のキーボードによる文字入力を容易に

する. ム

価格

キーボー ドカバー (ハー ドタイプ) ｢FMKB-

KGl｣ ¥9,800

キー操作補助ユーティリティ ｢B283A930｣

¥9,800

-26-

タ ブ レ ッ ト ･阜 - ボ ー ド ･ ドラ イJl

rB276BTIOJ

タブレット･キーボード･ドライバ町 手や指

が動かせる範囲が狭い方でも､FMTOWNS用の

タブレットを利用して､キーボー､ド入力と同等の

入力を実現するソフトウェアoタブ仁ツトに文字

盤 (テンプレート)をのせて､電子ペンで触れる

だけで､キーボードと同様に文字などの入力がで

きる｡

価格 ¥9,800

スピーチ トレー土二 日_US!SA⊥

音声分析カードとFMTOWNSのグラフィック

表示機能を組み合わせることにより､楽しく効率

的､そして､より正確な発声練習ができるように

作成されたシステム｡聴覚障害児 (者)の発音 ･

言語指導用として学校 ･医療機関で利用できる｡

価格 ¥398,000

富士通(秩)

〒100 東京都千代田区丸の内1-6-1丸の

内センタービル

TEL:03-3216-3211(代)

FAX:03-3214-1095

(左上)キーボー ドカバ ー (ハ ー ドタイプ)

｢FM【B-K67｣ (右)タブレット･キーボー ド.ド

ライバ ｢82768TIO｣ (左下)スピーチ トレーナー

｢A2763･60J
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点字辞書模索 ｢亡ディックl

単語を入力すると､研究社の新英和中辞典を一

字一句忠実に点訳した膨大なデータの中からその

訳や内容がピン画面にリアルタイムに出力され

る｡一行表示のピン画面で必要な意味や情報等を

以外はピン画面上のキーでほとんど操作ができ

る｡

(社)パーソナルコンピュータユーザ利用技

術協会

〒105 東京都港区芝後援3-5-8

TEL:03-3438-1869

FAX:03-3472-3558

ノラ

音声体温計 (開発中)

視覚障害者用音声体温計｡

視覚障害者コミュニケーション推進委月会

〒609 京都市下京区室町通級小路下る
白楽天町502福井功業内

TEL:075-35ト1982

FAX:075-351-1962

上肢障害者の岬 ｢サイズと卓二

配列 を変 えられるキーボー ドl

大､中､小の3種類を用意｡シフトキーなどを文字キーと同時に押さなくてもいるので､片手に持つペンだ【た､縦長のキーボード､50音配列にすることも可能｡

うになって

画面上の文字群を､オートバイのハンドルを参

考にした入力装置を用いてカ｣ソルを動かし､文

字を選択するO回転操作と捻 り操作)によって､

ジョイスティックの機能をはたす｡捻り操作は左

右同時に回転するので､片手の人手も利用でき

る｡

(社)日本電子工業振興協会

視覚陸曹着用 音声読書機

+

入力は6点式キーボードで行い､墨妻から串字
への点訳や､点字から墨字への変換を自動で行え､

る｡音声で内容を確認できる｡

価格 ¥198,㈱ (当該障害者 ･関係団体 ･≡∴

ボランティア向け価格)

¥298,∝氾 (一般価格)

協同組合けんぶんろん

〒600 京都市下京区室町通綾小路下る

白楽天町502

TEL:075-344-9926

FAX:075-351-1962




