クィックリファレンスカード
ドラゴンスピーチにようこそ。
最新のユーザーガイドなどの資料については、次のサイトを参照してください。

http://japan.nuance.com
ユーザーガイドは、インストールディスクの次のディレクトリにもあります。
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ドラゴンスピーチのインストールとアクティブ化、
およびアンインストール

開いているアプリケーションをすべて終了します（ウィルス検出プログラムを実行している場合は、

インストールが完了するまでオフにします）。

メモ : コンピュータに同時にインストールできる Dragon のバージョンは 1つだけです。
1）Dragon DVD をDVDドライブに挿入し、画面の指示に従います。

2）DVDのケースに印刷されているアクティベーションコードを入力します。

3）セットアップのタイプを選択します。推奨タイプは［標準／完全］です。
［次へ］をクリックします。
4）推奨オプションをすべて選択して、
［次へ］をクリックします。

Dragon を起動するには、デスクトップアイコンをダブルクリックします。
ソフトウェアをアクティブ化するように求められたら、まず［今すぐアクティブ化］をクリックしてから、

［自動アクティブ化］をクリックします。自動アクティブ化を行うにはインターネットに接続する必要
があります。詳細については、次のサイトを参照してください。
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アンインストールはコントロールパネルのプログラムと機能（追加と削除）から［ドラゴンスピーチ
11］を選択し、
「アンインストール」をクリックします。

プログラムと機能のダイアログボックスで「はい」をクリックします。

次に「ドラゴンスピーチ 11の音声ファイルを残しますか？」という確認メッセージが表示されたら、

完全に製品をアンインストールする場合はここで「いいえ」を選択してください。また、必要に応じ

て Visual C++ 9.0 Runtime for Dragon NaturallySpeaking をアンインストールしてください。

アンインストールが終わりましたら、コンピュータを再起動してください。
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プロファイルの作成 … 初めて Dragonを使用する場合
Dragon を初めて起動するときは、画面の案内に従って、ご自分の環境や条件に最適なプロファイ

ルを作成します。この作業は慌てず丁寧に行ってください。最初の認識精度を決定する非常に重
要な作業です。

1）プロファイルに名前をつけて、言語と年齢を選択します。
2）使用する音声デバイスを選択します。

（ボックスに付属のマイクは USB 接続で
す。）

3）
［音量チェック］をクリックし、表示され

ているテキストを音読します。音量調整が
成功したら、
ビープ音でお知らせします（音

量チェックと音質チェックを行います）
。

4）次に［基本トレーニング］選択画面へ

移ります。直ちに音声入力を行う場合は、

ここで［トレーニングを省略］を選択します。
よりよい認識精度のためには、ここで［プロ

ンプトに従って読む］を選択して、
トレーニ
ングを続行します。

5）自動的に精度を向上させるかどうか、

データ収集を許可するかどうかの設定が済
むと、プロファイルの作成が完了します。
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音声入力を始める前に

チュートリアルで、Dragonの基本的な使い方をご覧ください。

さらに、Dragon ヘルプで「はじめに」の記事をお読みになることをお勧めします。

ボキャブラリの個人用カスタマイズ

Dragon には膨大な数の単語および略語の情

報が登録されていますが、効率よく音声入力を
行うためには、ニックネーム、専門用語、固有

名詞、自宅の住所など、ユーザーが使用する単

語や語句を学習させる必要があります。

プロファイルを個人用にカスタマイズすると、多

くの認識エラーを防ぐことができます。

認識率向上センターにはカスタマイズに役立

つ シンプ ル な ツ ー ル が 集 められ てい ます

（Dragon バーのヘルプメニューから「認識率
の向上」をクリックしてください）。

マイクのコントロール
音声を認識させたいときには Dragonのマイクをオンにし、認識させないときはオフにすることを習
慣化することが重要です。Dragon のマイクは次のいずれかの方法でコントロールできます。

• ホットキー（デフォルトではテンキーのプラス（＋）キー）を押します。
• Dragon バーまたは Windows® システムトレイのマイクアイコンをクリックします。
（スリープ状態のマイクを再びオンにします）
「認識停止」
（マイクをオフにします）など
•「認識再開」
の音声コマンドを使用します。

オン：Dragon は認識を開始してい

ます。

オフ：Dragon は音声認識を停止し

ています。
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初めての音声入力
MS Word などプログラムを起動し、カーソルが文書内にあることを確認してから、マイクをオンにし、

自然な声で明瞭に音声入力を開始します。怒鳴り声やささやき声にならないようにします。
「てん」
などの句読点や、
「カギ括弧開く」
、
「新しい段落」のようなコマンドも忘れずに発声します。入力し直

す場合は「取り消し」
「元に戻す」コマンドを使用します。

音声入力中には、小さな Dragon アイコンが表示され、ソフトウェアが音声を処理中であることを示

します。Dragon が音声認識を処理中でも、認識結果が出るまで待つ必要はありません。自然な速

度で話し続けてください。コマンドの前後では短く間を開けます。文字化を行っていない時は、必ず

マイクをオフにします。

音声入力ボックス
MS Word やメモ帳など、Dragon がサポートする編集アプリケーション上では直接音声入力がで

きますが、サポートされていないアプリケーション（例：MS PowerPoint）でも、音声入力ボックス
を使用して音声入力を行うことができます。まず、テキストを入力する位置にカーソルを置き、
［ツー

ル］メニューの［音声入力ボックス］をクリックするか、
「音声入力ボックスを開く」と言ってボックス

を呼び出し、ここで音声入力と編集を行います。その後［転送］をクリックして、編集アプリケーショ

ン上にテキストを転送します。

自動書式設定
Dragon は、通貨、日付、時刻、電話番号などの書式を自動的に処理します。
（Dragon バーの［ツー

ル］メニューにある［自動書式設定］を参照してください）。

エラーの修正

認識エラーが起こったら、Dragonのエラーを適切に修正することによって、エラーが再度起こらな

いように、Dragon に学習させることができます。修正を行うタイミングと修正方法をいろいろ試し

てみるとよいでしょう。修正はすべて音声で行うことができますが、キーボードからの入力、修正

ホットキーの使用なども可能です。Dragon バーの［ツール］メニューにある［オプション］ダイア

ログボックスの［修正タブ］で、状況に応じて設定を行います。ヘルプも参照してください。
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修正ボックス
最後に音声入力した内容を修正する場合は、
「それ

を修正」という音声コマンドを使用します。「修正

＜ｘｙｚ＞」というコマンドで文書内の語句を選択

して修正することもできます。
＜ｘｙｚ＞には修正す
る語句が入ります。

上記のコマンドを言うと修正ボックスが開き、候

補リストが表示されます。リストに正しいテキスト

があれば、対応する番号を言います（例：
「１番を
選択」）。

リストにない場合は、テキストボックス内で正しい
語句を上書きします。

修正ボックスおよび、つづりモードやつづりボックス（ひらがなつづり、カタカナつづり、ローマ字

つづり）の詳細については、ヘルプを参照してください。

詳細情報およびヘルプの取得
まずは滑らかな話し方を心掛けること、およびボキャブラリの質を高めることに重点を置きます。

ある程度使っていくと、トラッキングやグローバルコマンドといった音声コマンドでさまざまなことが

できるようになります。
「クリック ツール」
「クリック ファイル」
「クリック 編集」とアプリケーション

の項目名の前に「クリック」と発声して動作を実行したり、
「クリック はい / いいえ」
「クリック 閉じる」
などでダイアログをコントロールできます。

ヘルプを参照する際は、
「Dragon ヘルプを検索『記号』」のように直接コマンドを発声し、トピック

を検索することもできます。

Nuance Web サイトには、最新マニュアル、よくある質問、ヒント、互換性のあるマイクとレコーダー

のリスト、テクニカルサポートの連絡先とポリシー情報など、さまざまなリソースが用意されています。

http://japan.nuance.com

プログラムの終了
少なくとも 1 日に 1 度は Dragon を終了してください。終了するには、たとえば、Dragon バーの［プ

ロファイル］メニューを開き、
［Dragon を閉じる］を選択します。

プロファイルに変更を保存するかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、
「クリック はい」と言
います。このようにして、ボキャブラリへの単語の追加、エラーの修正、オプションの変更など、作
業中に行った更新内容を保存します。
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サンプルコマンド
詳細については、コマンドブラウザを参照してください。

マイクのコントロール

「認識停止」

「認識再開」（一時停止の状態から）
「マイクオフ」（完全停止）

Web の検索

ヘルプ内の検索

「ヘルプの表示」

「Dragon ヘルプを検索 <xyz>」

コンピュータの検索

「Web を検索 <xyz>」

（デスクトップ検索エンジンが必要）

「Amazon を検索 <xyz>」

「コンピュータ検索 <xyz>」

「ニュースを検索 <xyz>」

「e-mail を検索 <xyz>」

「Web サイトを探す <xyz>」
「ビデオを検索 <xyz>」
「地図を検索 <xyz>」

テキストの選択

詳細はヘルプを参照してください。

「ドキュメント検索 <xyz>」

テキストの編集

「それを選択」

「行削除」

「次の <n> 文字を選択」

「最後の <n> 文字削除」

「選択 <xyz>」

「もう一度選択」

「前の段落を選択」

「ドキュメントを選択」
「全てを選択」
「選択解除」

「選択 < 開始 > から < 終了 >」

カーソルの移動

「最後の <n> 文字コピー」
「それを削除」

「バックスペース <n> 回」
「元に戻す」

「それを切り取り」
「それをコピー」

「それを貼り付け」

「取り消し <n> 回」

改行およびスペースの追加

「左に <n> 文字移動」

「改行」

「行の最後に移動」

「エンターキーを押す」

「ページアップ | ページダウン」

「タブ キー <n> 回」

「下に <n> 行を移動」

「はじめに移動 | 終わりに移動」
「前に挿入 <xyz>」

エラーの修正

「修正 <xyz>」
「それを修正」

「新しい段落」

「タブキー」

「スペース」

つづりモードの指定

「ひらがなつづりモード開始」
「カタカナつづりモード開始」

「ローマ字つづりモード開始」
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書式（Dragon エディタ）

「これを MS ゴシック | MS 明朝 に設定」

書式（MS Word）

「選択部分を赤 | 青 | 黄色 に設定」

「中央揃えに設定」

「これ（それ）を太字｜斜体 | 下線」

「これを太字｜斜体 | 下線」

「クリック 箇条書き」

「選択部分を XXX ポイントに変更」
（選択後）「箇条書きに設定」

「クリック 中央揃え | 右揃え｜左揃え」

「クリックフォントサイズ ->12->
エンターキーを押す」

Windows の操作

「ウィンドウ切り替え < プログラム名 >」

「次のウィンドウに切り替え」

「デスクトップを表示」

「ウィンドウを元のサイズに戻す」

「ウィンドウを最大化」

「プログラムをリストする」

「< プログラム名 > のウィンドウをリストする」

マウスポインタの移動

「ウィンドウを最小化」

「全ウィンドウをリストする」

マウスポインタの配置

「マウスを 上に移動」

「マウスグリッド」( 全画面 )

「マウスを 右に移動」

（選択範囲の番号を発声し、最後にクリック OK）

「上｜下 にもっとゆっ くり移動」

「キャンセル」

「ストップ」

マウスのクリック

マウスの ドラッグ

「マウス クリック」

「上｜下 に速くドラッグ」

「マウス を右クリック」

「上｜下 に更に速くドラッグ」

「マウス ダブルクリック」

「左下｜右下 に更に速くドラッグ」

「ストップ」

プログラムの起動と終了

「< プログラム名 > をスタート」

「マイクロソフト ワードをスタート」

「メールをスタート」

「ファイヤーフォックスをスタート」

「インターネット エクスプローラをスタート」 「ウィンドウを閉じる」

特殊記号
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入力 内容

言 い方

.

ドット | 点 | ピリオド

,

コンマ

！

感嘆符 | ビックリマーク | ビックリ記号

(

かっこ開く

”

ダブルクォーテーション閉じる

入力 内容

言い方

@

アットマーク | アット記号

\

円マーク

+

プラス | たす

̲

アンダーバー | アンダースコア

-

ハイフン

〒
（T T）

郵便マー ク
泣きマーク

数字、日付、時刻、単位、価格

これらの書式は Dragon バーの［ツール］メニューにある［自動書式設定］で詳細を設定できます。

入力 内容

言い方
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よん

179

ひゃくななじゅうきゅう

5,423

ごせんよんひゃくにじゅうさん

15％

じゅうご ぱーせんと

11/32

じゅういち スラッシュ さんじゅうに

781-565-5000

ななはちいち の ごろくご の ごれいれいれい

¥99

円マーク きゅうじゅうきゅう

2012 年 1 月１日

にせんじゅうに ねん いちがつ ついたち

8 時 30 分 / 8 時半

はちじさんじゅっぷん ・ はちじはん

200 kg

にひゃく キログラム

5 メートル 3 センチ

ご メートル さん センチ

50 mm

ごじゅう ミリメー トル

2003 年 5 月 15 日

にせんさんねんごがつじゅうごにち

東京都新宿区西新宿 2-8-1

とうきょうとしんじゅくくにししんじゅく に の はち の いち
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以下は初期設定の書式です。
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