
ハーティー･ラダー環境設定マニュアルハーティー･ラダー環境設定マニュアルハーティー･ラダー環境設定マニュアルハーティー･ラダー環境設定マニュアル    
はじめに 

本書は、ハーティー･ラダーによる文書作成において、文字を選択したり、選択するときの細かい動作などについての環境設

定を行うためのマニュアルです。 

環境設定を行う前に、ハーティー･ラダーをあらかじめインストールしておいてください。 

ハーティー･ラダーの操作説明は「基本操作編」を参照してください。 

 

 

環境設定を行うには 

 

環境設定を行うには“環境設定”アイコンをダブルクリックします。 

ハーティー･ラダーは、文字を選択するモードが１２種類用意してありますので、各々が使いやすいモードを選択してくださ

い。 

実際には、各モードをすべてご使用になり、利用者に最も合ったものを選んでいただければ幸いです。 

もし、これら１２種類以外での選択方法を希望されるときは、開発者までご連絡ください。今後の開発の参考にさせていただ

きます。 

★ 連絡先（Ｅメール）takaki_yoshimura@nifty.com 

各モードの詳しい設定方法は、次ページ以下を参照してください。 

 

ハーティー･ラダーを強制終了するには 

環境設定を行ってハーティー･ラダーを起動したものの、動作に不具合があってなかなか終了できないときは［Alt］＋［F4］キ

ーを押下すれば強制終了することができます。    

入力モード 

HeartyLadder には、１２種類の入力モードがあります。 

入力にはマウスのボタンかジョイパッドのボタン、ジョイスティックのレバーなどを使います。使うボタンの数もモードによって

違い、多いほど、素早く目的の文字を入力ができるようになっています。 

 

まず、それぞれのモードについての説明をします。 

    

 

 

 

 



 

 名称 入力装置 タイミング 説明 

 
２分割ブリン

クモード 

マウスかジョイパ

ッドのボタン１個 

要 画面を左右または上下に半分ずつブリンク（点滅）させながら、目的の文

字等を選択する（絞り込む）方法です。 

 
２分割非ブ

リンクモード 

マウスかジョイパ

ッドのボタン１個 

要 「ブリンクモード」とほぼ同じですが、画面の領域を選択する赤い枠が左右

または上下と交互に自動点滅するのではなく、ボタンを押下する時間の長

さによってどちらかを選んでいくモードです。自動点滅になかなかタイミン

グを合わせることが難しい人はお試し下さい。 

 

１ボタンスキ

ャンモード  

 

マウスかジョイパ

ッドのボタン１個 

要 選択する枠が、左右及び上下に自動的に走査して選ぶモード。 

ブロックスキャンとワントラップがあります。 

ワントラップは、まず速めのスピードで走査し目的の文字の付近で速度を目的の文字の付近で速度を目的の文字の付近で速度を目的の文字の付近で速度を

一時的に遅くさせ一時的に遅くさせ一時的に遅くさせ一時的に遅くさせ、動きが遅いうちに目的の文字を選ぶ方法です。なれる

と文字を一発で絞り込めるようになります。 

 
マウス指定

モード 

マウス（移動とク

リック） 

不要 マウスにより文字を直選択する枠が、左右及び上下に自動的に走査し、目目目目

的の文字の付近で速度を一時的に遅くさせ的の文字の付近で速度を一時的に遅くさせ的の文字の付近で速度を一時的に遅くさせ的の文字の付近で速度を一時的に遅くさせ、動きが遅いうちに目的の文

字を選ぶ方法です。上達すると、目的の文接カーソルで指定して入力でき

ます。マウスが使える方ならこれで早く入力できます。マウスポインタで目

的の文字を選ぶと、その文字が赤い枠で指定されますのでクリックするだ

けです。キーボードの苦手な方にも良いかも知れません。 

 
特殊マウス

モード 

らくらくマウスや

ユーザー補助の

テンキーでマウ

ス 

不要 
マウス指定モードと同じですが、ふつうのマウスではうまく使えません。らく

らくマウス２など、上下左右にマウスカーソルを動かす身障者用の機器で

使います。上下左右に少しでも動かすと、１つカーソルが動きます。 

 
２ボタン２分

割モード 

マウスかジョイパ

ッドのボタン２個

か３個 

少し ２分割モードを２つのボタンで選びます。右は右ボタン、左は左ボタンという

ように・・・。２分割ブリンクモードと違い、タイミングはあまり必要としませ

ん。 

 
２ボタンスキ

ャンモード 

マウスかジョイパ

ッドのボタン２個

か３個 

少し スキャンモードを２ボタンで走査します。左ボタンで移動、右ボタンで決定で

す。スキャンモード with ワントラップと違いタイミングはあまり必要としま

せん。 

 
３ボタン自由

カーソル 

マウスかジョイパ

ッドのボタン３個 

不要 ３ボタンで自由にカーソルを動かします。左ボタンで横の移動、右ボタンで

縦の移動、中ボタンで決定です。 

 
ジョイスティ

ックモード 

ジョイスティック、

ジョイパッド 

不要 ジョイステックでカーソルの移動をし、ボタンで決定します。特殊マウスモー

ドと同じく、少しでも動かすと、１つカーソルが動きます。 

 ４分割モード 

マウスのボタン３

個かジョイパッド

のボタン４個  

少し 画面を（左上、右上、左下、右下の４分割して、それぞれに対応した４つの

ボタンで選んでいきます。ブリンクモードの半分の操作で文字が選べます。

タイミングはあまり必要としません。 

 ９分割モード 
９個のジョイパッ

ドのボタン 

少し 画面を（縦横それぞれ３つの９分割して、それぞれに対応した４つのボタン

で選んでいきます。 

 
９ボタン自由

カーソル 

９個のジョイパッ

ドのボタン 

不要 
縦横斜めの８方向と決定の９ボタンで操作します。 

 



 

それぞれのモードの設定それぞれのモードの設定それぞれのモードの設定それぞれのモードの設定 

モードは環境設定の「モード切替」のページの一番上のコンボボックスで切り替えます。 

モードを替えると、それに応じた設定項目が表示されます。切り替えた時点で項目の値は初期値に設定されます。 

ここでは、モードごとに違う設定項目の説明をします。 

２分割２分割２分割２分割ブリンクモードブリンクモードブリンクモードブリンクモード 

画面を左右または上下に半分ずつブリンク（点滅）させながら、目的の文字等を選択する（絞り込む）方法で

す。 

点滅間隔点滅間隔点滅間隔点滅間隔(1/10(1/10(1/10(1/10 秒秒秒秒))))・・・・・・・・・・・・ブリンクの間隔をブリンクの間隔をブリンクの間隔をブリンクの間隔を 0.10.10.10.1 秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。    

取りやめ点滅回数・・・２分割のどちらかを選ぶのに何回ブリンクするかを指定します。これをすぎると絞った範囲が広がります。取りやめ点滅回数・・・２分割のどちらかを選ぶのに何回ブリンクするかを指定します。これをすぎると絞った範囲が広がります。取りやめ点滅回数・・・２分割のどちらかを選ぶのに何回ブリンクするかを指定します。これをすぎると絞った範囲が広がります。取りやめ点滅回数・・・２分割のどちらかを選ぶのに何回ブリンクするかを指定します。これをすぎると絞った範囲が広がります。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間    

    

２分割２分割２分割２分割非ブリンクモード非ブリンクモード非ブリンクモード非ブリンクモード 

「ブリンクモード」とほぼ同じですが、画面の領域を選択する赤い枠が左右または上下と交互に自動点滅す

るのではなく、ボタンを押下する時間の長さによってどちらかを選んでいくモードです。 
選択待ち時間選択待ち時間選択待ち時間選択待ち時間(1/10(1/10(1/10(1/10 秒秒秒秒))))・・・・・・・・・・・・２分割のどちらを選択するかを待っている時間です。２分割のどちらを選択するかを待っている時間です。２分割のどちらを選択するかを待っている時間です。２分割のどちらを選択するかを待っている時間です。0.10.10.10.1 秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。    

右にする時間（右にする時間（右にする時間（右にする時間（1111／１０秒）・・・／１０秒）・・・／１０秒）・・・／１０秒）・・・短いクリックと、長いクリックの境の時間を短いクリックと、長いクリックの境の時間を短いクリックと、長いクリックの境の時間を短いクリックと、長いクリックの境の時間を 0.10.10.10.1 秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間    

    

１ボタン１ボタン１ボタン１ボタンスキャンモードスキャンモードスキャンモードスキャンモード 

スキャンモードには３つのモードがあります。 

シンプルスキャンモード 

１つずつスキャンします。 

スキャン速度（１／１０秒）・・・スキャンの速度を指定します。大きくすると遅くなります。スキャン速度（１／１０秒）・・・スキャンの速度を指定します。大きくすると遅くなります。スキャン速度（１／１０秒）・・・スキャンの速度を指定します。大きくすると遅くなります。スキャン速度（１／１０秒）・・・スキャンの速度を指定します。大きくすると遅くなります。    

ブロック内繰り返し回数・・・ブロック内を何回繰り返すか指定します。ブロック内繰り返し回数・・・ブロック内を何回繰り返すか指定します。ブロック内繰り返し回数・・・ブロック内を何回繰り返すか指定します。ブロック内繰り返し回数・・・ブロック内を何回繰り返すか指定します。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間    

逆進可能・・・ここをチェックしておくと、クリックした後に、待ちがありその間にクリックすると、カーソルを逆進させられたり、逆進可能・・・ここをチェックしておくと、クリックした後に、待ちがありその間にクリックすると、カーソルを逆進させられたり、逆進可能・・・ここをチェックしておくと、クリックした後に、待ちがありその間にクリックすると、カーソルを逆進させられたり、逆進可能・・・ここをチェックしておくと、クリックした後に、待ちがありその間にクリックすると、カーソルを逆進させられたり、

横スキャンに戻せたりできます。横スキャンに戻せたりできます。横スキャンに戻せたりできます。横スキャンに戻せたりできます。    

    

ブロックスキャンモードブロックスキャンモードブロックスキャンモードブロックスキャンモード 

まず、指定ブロック数スキャンし、ボタンが押されたらその中を１つずつスキャンします。 

スキャン速度（１／１０秒）・・・スキャンスキャン速度（１／１０秒）・・・スキャンスキャン速度（１／１０秒）・・・スキャンスキャン速度（１／１０秒）・・・スキャンの速度を指定します。大きくすると遅くなります。の速度を指定します。大きくすると遅くなります。の速度を指定します。大きくすると遅くなります。の速度を指定します。大きくすると遅くなります。    

ブロック数・・・まとまりの列数、行数を指定します。ブロック数・・・まとまりの列数、行数を指定します。ブロック数・・・まとまりの列数、行数を指定します。ブロック数・・・まとまりの列数、行数を指定します。    

ブロック内繰り返し回数・・・ブロック内を何回繰り返すか指定します。ブロック内繰り返し回数・・・ブロック内を何回繰り返すか指定します。ブロック内繰り返し回数・・・ブロック内を何回繰り返すか指定します。ブロック内繰り返し回数・・・ブロック内を何回繰り返すか指定します。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間    

 

with    ワントラップワントラップワントラップワントラップ 

選択する枠が、左右及び上下に自動的に走査し、目的の文字の付近で速度を一時的に遅くさせ目的の文字の付近で速度を一時的に遅くさせ目的の文字の付近で速度を一時的に遅くさせ目的の文字の付近で速度を一時的に遅くさせ、動きが遅いうちに目的の

文字を選ぶ方法です。 

高速スキャン速度高速スキャン速度高速スキャン速度高速スキャン速度(1/100(1/100(1/100(1/100 秒秒秒秒))))・・・・・・・・・・・・速いスキャンの時のスピードを速いスキャンの時のスピードを速いスキャンの時のスピードを速いスキャンの時のスピードを 0.010.010.010.01 秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。    

低速スキャン速度低速スキャン速度低速スキャン速度低速スキャン速度(1/100(1/100(1/100(1/100 秒秒秒秒))))・・・・・・・・・・・・遅くしたときのスピードを遅くしたときのスピードを遅くしたときのスピードを遅くしたときのスピードを 0.010.010.010.01 秒単位秒単位秒単位秒単位.01.01.01.01 秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。    

低速スキャン移動数・・・低速スキャン移動数・・・低速スキャン移動数・・・低速スキャン移動数・・・遅くしたとき、何個スキャン枠を動かすか指定します。遅くしたとき、何個スキャン枠を動かすか指定します。遅くしたとき、何個スキャン枠を動かすか指定します。遅くしたとき、何個スキャン枠を動かすか指定します。    



高速スキャン開始待ち時間高速スキャン開始待ち時間高速スキャン開始待ち時間高速スキャン開始待ち時間(1/10(1/10(1/10(1/10 秒秒秒秒))))・・・高速スキャンをはじめるまでに止めておく時間。ここを０にすると、最初のところで止め・・・高速スキャンをはじめるまでに止めておく時間。ここを０にすると、最初のところで止め・・・高速スキャンをはじめるまでに止めておく時間。ここを０にすると、最初のところで止め・・・高速スキャンをはじめるまでに止めておく時間。ここを０にすると、最初のところで止め

るのは難しいです。るのは難しいです。るのは難しいです。るのは難しいです。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間    

 

マウス指定モードマウス指定モードマウス指定モードマウス指定モード 

マウスにより文字を直接カーソルで指定して入力できます。マウスが使える方ならこれで早く入力できます。 

マウスポインタで目的の文字を選ぶと、その文字が赤い枠で指定されますのでクリックするだけです。 

 
クリックまでの静止時間（１／１０秒）・・・クリックまでの静止時間（１／１０秒）・・・クリックまでの静止時間（１／１０秒）・・・クリックまでの静止時間（１／１０秒）・・・マウスを一定時間、静止させておくと、自動的にマウスボタンがクリックされます。その時間をマウスを一定時間、静止させておくと、自動的にマウスボタンがクリックされます。その時間をマウスを一定時間、静止させておくと、自動的にマウスボタンがクリックされます。その時間をマウスを一定時間、静止させておくと、自動的にマウスボタンがクリックされます。その時間を

0.10.10.10.1 秒単位で指定します。０にするとこの機能は働きません。秒単位で指定します。０にするとこの機能は働きません。秒単位で指定します。０にするとこの機能は働きません。秒単位で指定します。０にするとこの機能は働きません。    

 

枠の色・・・枠の色・・・枠の色・・・枠の色・・・上の色でマウスがある枠の色と太さを指定します。下の色を黒以外にすると指定されている枠の行と列がその色になりま上の色でマウスがある枠の色と太さを指定します。下の色を黒以外にすると指定されている枠の行と列がその色になりま上の色でマウスがある枠の色と太さを指定します。下の色を黒以外にすると指定されている枠の行と列がその色になりま上の色でマウスがある枠の色と太さを指定します。下の色を黒以外にすると指定されている枠の行と列がその色になりま

す。す。す。す。    

 

 

特殊マウスモード特殊マウスモード特殊マウスモード特殊マウスモード 

マウス指定モードと同じですが、ふつうのマウスではうまく使えません。らくらくマウス２など、上下左右にマウ

スカーソルを動かす身障者用の機器で使います。上下左右に少しでも動かすと、１つカーソルが動きます。 
端から逆の端に飛ぶ・・・カーソルが端に来たとき、そこで止めるのか、反対側に移すのかを指定します。端から逆の端に飛ぶ・・・カーソルが端に来たとき、そこで止めるのか、反対側に移すのかを指定します。端から逆の端に飛ぶ・・・カーソルが端に来たとき、そこで止めるのか、反対側に移すのかを指定します。端から逆の端に飛ぶ・・・カーソルが端に来たとき、そこで止めるのか、反対側に移すのかを指定します。    

 

２ボタン２分割モード２ボタン２分割モード２ボタン２分割モード２ボタン２分割モード 

２分割モードを２つのボタンで選びます。右は右ボタン、左は左ボタンというように・・・。２分割ブリンクモード

と違い、タイミングはあまり必要としません。一定時間放置すると、選択範囲が広がりますが、中ボタンを利

用できるなら、中ボタンを押すと広がるようにできます。 
選択待ち時間選択待ち時間選択待ち時間選択待ち時間(1/10(1/10(1/10(1/10 秒秒秒秒))))・・・・・・・・・・・・２分割のどちらを選択するかを待っ２分割のどちらを選択するかを待っ２分割のどちらを選択するかを待っ２分割のどちらを選択するかを待っている時間です。ている時間です。ている時間です。ている時間です。0.10.10.10.1 秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。    

右にする時間（右にする時間（右にする時間（右にする時間（1111／１０秒）・・・／１０秒）・・・／１０秒）・・・／１０秒）・・・短いクリックと、長いクリックの境の時間を短いクリックと、長いクリックの境の時間を短いクリックと、長いクリックの境の時間を短いクリックと、長いクリックの境の時間を 0.10.10.10.1 秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。秒単位で指定します。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間    

 

２ボタンスキャンモード２ボタンスキャンモード２ボタンスキャンモード２ボタンスキャンモード 

スキャンモードを２ボタンで走査します。左ボタンで移動、右ボタンで決定です。１ボタンスキャンモード と違

いタイミングはあまり必要としません。 
戻るまでの時間戻るまでの時間戻るまでの時間戻るまでの時間(1/10)(1/10)(1/10)(1/10)・・・前の選択範囲に戻るまでの時間を指定します。中ボタンを使うにすると、この時間は関係ありません。・・・前の選択範囲に戻るまでの時間を指定します。中ボタンを使うにすると、この時間は関係ありません。・・・前の選択範囲に戻るまでの時間を指定します。中ボタンを使うにすると、この時間は関係ありません。・・・前の選択範囲に戻るまでの時間を指定します。中ボタンを使うにすると、この時間は関係ありません。    

ブロック数・・・まとまブロック数・・・まとまブロック数・・・まとまブロック数・・・まとまりの列数、行数を指定します。りの列数、行数を指定します。りの列数、行数を指定します。りの列数、行数を指定します。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間    

 

３ボタン自由カーソル３ボタン自由カーソル３ボタン自由カーソル３ボタン自由カーソル 

３ボタンで自由にカーソルを動かします。左ボタンで横の移動、右ボタンで縦の移動、中ボタンで決定です。 

 

 

ジョイスティックモードジョイスティックモードジョイスティックモードジョイスティックモード 

ジョイスティックでカーソルの移動をし、ボタンで決定します。 

特殊マウスモードと同じく、少しでも動かすと、１つカーソルが動きます。 
入力と倒した割合・・・入力と倒した割合・・・入力と倒した割合・・・入力と倒した割合・・・ジョイスティックの入力に反応する倒した割合を１割単位で入力します。この値以上倒したとき、動くようになりジョイスティックの入力に反応する倒した割合を１割単位で入力します。この値以上倒したとき、動くようになりジョイスティックの入力に反応する倒した割合を１割単位で入力します。この値以上倒したとき、動くようになりジョイスティックの入力に反応する倒した割合を１割単位で入力します。この値以上倒したとき、動くようになり

ます。ます。ます。ます。    

 

４分割モード４分割モード４分割モード４分割モード  

画面を（左上、右上、左下、右下）の４分割して、それぞれに対応した４つのボタンで選んでいきます。（右図）



ブリンクモードの半分の操作で文字が選べます。タイミングはあまり必要としません。 
入力装置入力装置入力装置入力装置    

マウスのボタンを使うかジョイパッドのボタンを使うか選びます。マウスのボタンを使うかジョイパッドのボタンを使うか選びます。マウスのボタンを使うかジョイパッドのボタンを使うか選びます。マウスのボタンを使うかジョイパッドのボタンを使うか選びます。    

マウスボタン３個・上の左右の選択は左ボタンと右ボタン、マウスボタン３個・上の左右の選択は左ボタンと右ボタン、マウスボタン３個・上の左右の選択は左ボタンと右ボタン、マウスボタン３個・上の左右の選択は左ボタンと右ボタン、    

                                下の左右の選択は中ボタンを押してから左右のボタン。下の左右の選択は中ボタンを押してから左右のボタン。下の左右の選択は中ボタンを押してから左右のボタン。下の左右の選択は中ボタンを押してから左右のボタン。    

特殊マウス・・・・特殊マウスでマウスを動かした方向（ななめ）。特殊マウス・・・・特殊マウスでマウスを動かした方向（ななめ）。特殊マウス・・・・特殊マウスでマウスを動かした方向（ななめ）。特殊マウス・・・・特殊マウスでマウスを動かした方向（ななめ）。    

ジョイスティックボタン・・対応するボタン１から４までのボタン。ジョイスティックボタン・・対応するボタン１から４までのボタン。ジョイスティックボタン・・対応するボタン１から４までのボタン。ジョイスティックボタン・・対応するボタン１から４までのボタン。    

ジョイスティックレバー・・ジョイスティックで動かした方向（ななめ）ジョイスティックレバー・・ジョイスティックで動かした方向（ななめ）ジョイスティックレバー・・ジョイスティックで動かした方向（ななめ）ジョイスティックレバー・・ジョイスティックで動かした方向（ななめ）    

選択待ち時間・・・選択待ち時間・・・選択待ち時間・・・選択待ち時間・・・４分割のどれを選択するかを待っている時間です。４分割のどれを選択するかを待っている時間です。４分割のどれを選択するかを待っている時間です。４分割のどれを選択するかを待っている時間です。0.10.10.10.1 秒単位秒単位秒単位秒単位

で指定します。で指定します。で指定します。で指定します。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間    

 

９分割モード９分割モード９分割モード９分割モード  

画面を９分割して、それぞれに対応した９つのボタンで選んでいき

ます。ブリンクモードの４分の１の操作で文字が選べます。タイミン

グはあまり必要としません。 
選択待ち時間・・・９選択待ち時間・・・９選択待ち時間・・・９選択待ち時間・・・９分割のどれを選択するかを待っている時間です。分割のどれを選択するかを待っている時間です。分割のどれを選択するかを待っている時間です。分割のどれを選択するかを待っている時間です。 0.10.10.10.1 秒単位秒単位秒単位秒単位

で指定します。で指定します。で指定します。で指定します。    

繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押す繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押す繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押す繰返入力待ち時間・・・同じボタンを押すための待ち時間ための待ち時間ための待ち時間ための待ち時間    

 

９ボタンフリーカーソル９ボタンフリーカーソル９ボタンフリーカーソル９ボタンフリーカーソル 

縦横斜めの８方向と決定の９ボタンで操作します。 

 

ジョイパッドのボタンの対応図ジョイパッドのボタンの対応図ジョイパッドのボタンの対応図ジョイパッドのボタンの対応図 

９ボタンではすべてを使います。 

選択する位置、および移動方向は配置通りです。 

  左上は１，上は２、右上は５というように・・・ 

  ９ボタン自由カーソルの決定は４になります。 

 

４分割モードでは１から４を使います。選択する位置は配置通りです。 

  右上は１，左上は２というように。 

２ボタンでは１と２を使います。 

３ボタンでは１から３を使います。 

接続機器は市販のジョイパッドやマウスを改造することで接続機器は市販のジョイパッドやマウスを改造することで接続機器は市販のジョイパッドやマウスを改造することで接続機器は市販のジョイパッドやマウスを改造することで多少の工作が出来る方なら簡単に作れると思います。多少の工作が出来る方なら簡単に作れると思います。多少の工作が出来る方なら簡単に作れると思います。多少の工作が出来る方なら簡単に作れると思います。    

    もし、身近に作ってもらえる方がおられないときは、こちらで改造して見本もし、身近に作ってもらえる方がおられないときは、こちらで改造して見本もし、身近に作ってもらえる方がおられないときは、こちらで改造して見本もし、身近に作ってもらえる方がおられないときは、こちらで改造して見本ををををお送りお送りお送りお送りしますしますしますしますので遠慮なく言って下さい。ので遠慮なく言って下さい。ので遠慮なく言って下さい。ので遠慮なく言って下さい。（ただしこれは見本のため（ただしこれは見本のため（ただしこれは見本のため（ただしこれは見本のため

修理は致しますが、保証はできません。）修理は致しますが、保証はできません。）修理は致しますが、保証はできません。）修理は致しますが、保証はできません。）そのマウスに自分にあったスイッチを接続して使っていただければと思います。そのマウスに自分にあったスイッチを接続して使っていただければと思います。そのマウスに自分にあったスイッチを接続して使っていただければと思います。そのマウスに自分にあったスイッチを接続して使っていただければと思います。    

なお、市販品として「できマウス」という製品があります。なお、市販品として「できマウス」という製品があります。なお、市販品として「できマウス」という製品があります。なお、市販品として「できマウス」という製品があります。    

見本の代金見本の代金見本の代金見本の代金 

商品 金額 送料はこちらで負担致します。 

ＰＳ／２マウス ３，０００円 
Windows 操作機能を使うには、９ボタ

ン用接続ボックスが必要です。 

９ボタン用接続ボックスを使うと、全て

のモードが利用できます。 

ＵＳＢマウス ３，０００円 

接続ボックス 

ジョイパッドを

改造したもの 

４，４００円～ボタンが１つ増えるごとに２００円加算。

例（１ボタンだと４，４００円 ９ボタンだと６，０００円） 

ご注文の際は、送り先の住所も教えてください。 

1 2 5 

3 4 6 

7 8 9 



代金にお支払い方法は見本と一緒にお送りします。 

なお、見本はご注文を受けてから作成しますので、発送までにしばらく時間がかかります。 

マウスをご注文の際は必要なボタンの数もお知らせ下さい。３個まで。



共通項目の設定共通項目の設定共通項目の設定共通項目の設定 

環境設定で各モードに関係なく共通に設定 

する項目について説明します。 

 

モード選択モード選択モード選択モード選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きい文字パネルを使うか小さい文字パネルを使うかを選べます（上

図）。２ボタンスキャンモードや３ボタンフリーカーソル、特殊マウスモ

ードの場合、大きいパネルだとボタンを押す回数が多くなるため、小さ

いパネルがおすすめです。 

■無効時間及び離してからの無効時間■無効時間及び離してからの無効時間■無効時間及び離してからの無効時間■無効時間及び離してからの無効時間    

通常は初期値の０のままでご使用ください。不随運動等があってダブルクリ

ックになりやすい方はここを設定しておくと便利です。 

この時間を設定しておくとダブルクリックになりにくくなります。設定した

時間内にボタンを押下しても、その間の押下は無効になります。「離してから

の無効時間」のチェックボックスをチェックしておくと、ボタンを離したと

きからの時間になります。 

無効時間は点滅間隔などとの調節を慎重にやって下さい。大きすぎると、う

まく入力ができなくなります。 

    

■有効時間■有効時間■有効時間■有効時間    

通常は初期値の０のままでご使用ください。不随意運動等で意図しないのに

一瞬ボタンを押してしまう場合、ここを設定しておけば、その時間ボタンを

押下し続けることで初めて入力となります。 

 

■リピート開始時間■リピート開始時間■リピート開始時間■リピート開始時間    

通常は初期値のままでご使用ください。ボタンを押下し続けてから、リピー

ト入力が開始されるまでの時間を設定できます。ボタンを押下してすぐに離

せない方は長めに設定してください。 

 

■リピート間隔■リピート間隔■リピート間隔■リピート間隔    

通常は初期値のままでご使用ください。前項のリピート開始時間が経過する

と、リピート入力（表示）されますが、その文字の現れる間隔を設定できま

す。ボタンを押下してすぐに離せない方は長めに設定してください。 

声や音の大きさを利用してマイク

をボタンの代わりに利用します。

利用する前にスイッチを押したと

する大きさの敷居値を設定する必

要があります。「設定」を押すと設

定画面が開き、音の大きさのグラ

フが動きます。そこで設定したい

敷居（周囲の雑音と区別できると

ころ）のところでマウスをクリッ

クしてください。そこに赤いライ

ンが引かれます。これを越える音

がボタンを押すのと同じになりま

す。 

マイクからの入力をどのマウスの

ボタンに割り当てるかも指定でき

ます。 

文字選択後すぐ戻る・・・文字を選んだ後、瞬時に次の絞り込みに移ります。 

かなだけを選択・・・「かな」を選んだとき、次は「かな」だけの選択からはじめます。 

確定操作・・最後の１個になったとき、もう一回ボタンを押して確定するようにします。 
カーソルはループ・・・スキャンモードでカーソルが端に来たとき、折り返すか、逆の
端に飛ぶかを指定します。 
縦からスキャン・・・分割やスキャンを縦からにします。 
長押し機能・・・ボタンを長く押すとラブレターモードなどになりますが、これを向こ
うにします。 



使用マウスボタン使用マウスボタン使用マウスボタン使用マウスボタン    

１ボタンでのとき、使用するボタンを選べます。デフォルトは全部。 

待機と停止機能の設定 

待機 

待機までの時間を設定すると、その時間、入力が

ないと、待機状態に入ります。 

待機状態からの復帰は、クリックします。 

 

停止 

待機や停止までの時間を設定すると、その時間、

入力がないと、待機、停止状態に入ります。 

停止状態からの復帰は、３回から５回、画面の動

きに合わせてクリックします。その回数をここで

指定します。通常３回で十分だと思います。 

 

ラブレターボタンを押しても停止状態にすること

ができます。「その他」のページにチェックボック

スがあります。 



ダイアルアップダイアルアップダイアルアップダイアルアップ 

 

 

 

メールメールメールメール 

 

 

ダイアルアップで接続している場合は、接続の中にあるダイ

アルアップのアイコンに付いている名前を入れてください。 

ＬＡＮ接続の場合は空白にしてください。 

Ｅメール送信時に、差出人名を表示させることができます。 

あなたの電子メールアドレスを登録してください。 

プロバイダから指定された、送信メールサーバーを登録してください。 

プロバイダから指定された、受信メールサーバーを登録してください。 

プロバイダから指定された、アカウント名を登録してください。 

Ｅメールを受信した後、メールサーバーに同一メールを残す必要がな

ければチェックボックスにチェックをしておいてください。 

メールサーバーに残しておきたい場合は、チェックを外しておきます。

残ったメールは次回接続時にまた受信されます。 

Ｅメールを送受信する際に用いるパスワードを登録してください。 

ここをチェックするとメール送信の時、アドレスを入力してポストの

ボタンを押したらすぐにメール画面になり送受信が行われます。 

 

メール削除に設定したとき、メールに添付ファイルがあるものはサー

バーに残すことができます。後で別のメールソフトで受信できるよう

に。 

なるべく、チェックしてお使い下さい。将来、古いアドレス画面は廃

止する予定です。 

ＳＭＴＰのポート番号を変更や、認証が必要なときにチェックを入れ

ます。すると入力する枠が出ます。 



 

表示表示表示表示 

 

必要に応じ、見やすいポイントで指定します。 

学年に応じた漢字の単語だけを選択画面に表示します。これはあく

まで漢字で判断しているだけで「単語・意味」で判断していません。

「固有名詞は無制限」にチェックすると、名前などはどの学年に設

定してあっても全て表示されます。 

単語選択画面で頭文字によって色分けできるようにしてみました。

色はそのボタンを押すと自由に指定できます。 

特別項目の編集特別項目の編集特別項目の編集特別項目の編集    

編集、追加、削除ができます。ボタンを押すとダイアロ

グが開くのでその指示に従って作業をしてください。 



 

その他その他その他その他 

  

 

起動画面起動画面起動画面起動画面 

  起動直後の画面をＷＩＮ操作の画面などに 

設定できます。 

 

データフォルダデータフォルダデータフォルダデータフォルダ 

  データをマイドキュメント以外のフォルダに 

  置くようにできます。事前にフォルダを作って 

  そのパスをここに指定して下さい。 

 

なんでもＩｒパスなんでもＩｒパスなんでもＩｒパスなんでもＩｒパス 

  なんでもＩＲのｕｓｂ．ｄｌｌ  がある 

パスを指定して下さい。通常は空白でいいです。 

なんでもＩｒのインストール先を変えたとき、指定が必要です。 

空白の時は「C:¥ttools¥なんでも IRセンター¥」です。 

 

はがきに印刷する場合はがきに印刷する場合はがきに印刷する場合はがきに印刷する場合、プリンタ名を指定して

おき、各プリンタにおけるはがき番号をハーテ

ィー･ラダーに通知する必要があります。 

この設定は、プリンタによってはがきを表す番

号が若干違うことからはがき番号の取得が必要

となります。Ａ４等の定型単票だけを用いる場

合は必要ありません。 

取得方法は次のとおりです。 

 (1)［はがき番号取得］をクリックすると、プリ

ンタの設定画面に遷移します。 

 (2)［プリンタ］で、通常使うプリンタを指定し

ます。 

 (3)［用紙］で、ハガキを指定します。 

 (4)［ＯＫ］をクリックしてください。 

 (5) プリンタ名とはがき番号が表示されます。 

「その場で読む」は「全読」などを押したとき、Ms-Agent の
キャラクタが中央に動かずに、その場で読みます。 
「入力した文字を読む」をチェックすると入力で選んだとき
に、その都度その文字を読み上げます。 

(1) 辞書登録機能では、チェックボックスのチェックをはずせば、

新語登録のダイアログが開きません。 

(2) ファイル機能では、チェックボックスのチェックをはずせば、

ファイルを開くなどのダイアログが開きません。 

(3) 印刷機能では、チェックボックスのチェックをはずせば、印刷

のダイアログが開きません。 

(4) メール機能では、チェックボックスのチェックをはずせば、メ

ールのダイアログが開きません。 

(5) ラブレターボタンでは、チェックボックスのチェックをはずせ

ば、ラブレター機能は使えません（編集中の文章が隠れません。） 

(6) 終了ボタンでは、チェックボックスのチェックをはずせば、ハ

ーティー・ラダーが終了できません。終了する場合は、Alt＋[F4 ]

で終了してください。 

編集中の文章をフロッピーに書き出す時に参照します。フロッピー

ドライブを半角１文字で入れてください。通常「Ａ]です。 



ジョイスティックボタンの変更ジョイスティックボタンの変更ジョイスティックボタンの変更ジョイスティックボタンの変更 

ジョイパッドなどの既存のボタンを好きな番号に割り当てることができます。 

環境の読込と保存環境の読込と保存環境の読込と保存環境の読込と保存 

設定したものをファイルに保存しておくことができるようになりました。 

その保存した環境設定ファイルをダブルクリックすることで、その設定で HeartyLadder を起動することができま

す。 

学校などで同じパソコンを何人もで利用する場合、１人１人の環境設定ファイルを作っておくと便利です。 

なお、メール関係の設定は個々には保存されません。これまで通りです。 

 

チェックボックスにチェックをしておけば、ハーティー･ラダーを終了すると同時に、

Windowsもシャットダウンできる機能です。 

 

現在の環境設定をファイルに保存します。ここを押すと「ファ
イルの保存」ダイアログが開きます。そこでファイル名や保存
するフォルダを指定してください。 

環境設定ファイルを読み込みます。ここを押すと「ファイルを
開く」のダイアログが開きます。ここで環境設定ファイルを選
んでください。 


