
1

お役立ちガイド
FAQ & 利用規約



CONTENTS

初回起動・起動・終了

ATOMの機能・特技

インターネット接続

ATOM本体・スタンドアローン

アプリ・ATOM Setting／
ATOM What’s up?／
どこでもATOM

ATOM　FAQ

Q1．初回起動時に電源が入りません

Q2．初回起動時に電源は入るのですが、
　　 なかなか起動しません

Q3.初回起動時の動きをもう一度見たいのですが

Q4.初回起動の途中で、間違って操作をキャンセル
　　 してしまいました

Q5.起動に時間がかかることがあります

Q6.起動中に起動音が途切れることがあります

Q7.友だちになるときに、
  好きな名前にできませんでした

Q8. ATOMの日付や時刻がズレました

Q9.液晶ディスプレイで音量調整をしようとしたら
　　  ATOMが「椅子に座るんですね」と 言い出しました

Q10.シャットダウンに時間がかかることがあります

Q1.「立ち」「座り」「二足歩行」が不安定に
  なってきました

Q2. ATOMと友だちになれなくなりました

Q3. ATOMがうなずいたまま、何も返事をしません

Q4. ATOMの瞳が黄色のまま、動かなくなりました

Q5. ATOMが「からだの調子がおかしいな」と
　　言い出しました

Q6. ATOMが「疲れてきました」と言います

Q7. ATOMが「広いところへ連れていってください」
　　 と言います

Q8. ATOMの発音がおかしいことがあります

Q9.「ATOM」と呼びかけても「はい」と答えて
　　 くれないことがあります

Q10.ATOMが「ボク、故障したわけじゃないんです
　　  けど、困ってるんです」と言い出しました

Q11.ATOMが「頭が混乱して、よくわかりません」
  と言い出しました

Q16.ATOMでスポット検索をしたいのですが、
検索できるスポットのフリーワードの一覧は
ありますか？

Q17.ATOMが「この機能を使うには、
ATOMベーシックプランが必要だよ」と
言うことがあります

Q1. ATOM Settingで初期化をすると、どうなりますか？

Q2.「ATOM Setting」／「ATOM What’s up？」は、
　　 どこでダウンロードできますか？

Q3.「どこでもATOM」は、
　　 どこでダウンロードできますか？

Q4.「認証コード」が聞き取れませんでした。
　 もう一度聞きたいときはどうすればいいですか？

Q1．ATOMをインターネットにつなぎたいのですが

Q2.「アドホックモードに変更しました」と
  ATOMが言いましたが、「ATOM Setting」が
 インストールしてある端末とつなげられません

Q3. ATOMをテザリングでネットに
  接続したいのですが

Q12.ATOMへの指示やATOMの動作を
キャンセルしたくて頭を触っても、
止まらないことがあります

Q13.自己診断させると「全身のサーボモーターの
　　  調子が良くありません」と答えます

Q14.稼働するときにサーボモーターの音が以前より
　　 うるさい気がします

Q15.ATOMが私の顔を認識してくれません

Q1. ATOMの「特技」にはどんなものがありますか？

Q2. ATOMが突然、勝手に話し出すことがあります

Q3. ATOMがニュースや天気予報を
  話してくれません

Q4. ATOMの天気予報がたびたび外れます

Q5. ATOMが写真を撮ってくれません

Q6. ATOMに読んでもらう絵本を選ぶとき
　　  「ボクが読める絵本のタイトルを言ってくれても
　　  いいよ」と言いますが、ATOMが読める絵本の

 タイトルがわかりません

Q7. ATOMが「キッズボンボン」を再生するとき
　　  「ボクが再生できるコンテンツ名を言って

  くれてもいいよ」と言いますが、
  ATOMが再生できるキッズボンボンの
 コンテンツ名がわかりません

Q8. ATOMで聴きたい音楽をかけるには、
　　 どうすればいいですか？

Q9. ATOMにやるように伝えた機能が、
　　 うまく発動しません

Q10.ATOMが伝言を伝えてくれません

Q11.ATOMがメールを伝えてくれません

Q12.ATOMがスケジュールを教えてくれません

Q13.ATOMに留守番をお願いしましたが、
　　 思ったような写真が撮れません

Q14.ATOMに行楽情報を聞いたのですが、
　　 教えてくれません

Q15.ATOMに特売情報を聞いたのですが、
　　 教えてくれません

ATOM Settingの
設定手順

「情報」ページの設定手順　

「やくそくごと」ページの設定手順

「ともだち」ページの設定手順　

「特技」ページの設定手順　

「チューニング」ページ
「ネットワーク」ページ
「システムソフトウェア」ページの設定手順

立ち座りと歩行の調整

利用規約／プライバシーポリシー／
注意と警告

05

10

11

07

04

04

14

14

15

16

17

21

22

28

2 3



ATOM FAQ

　ATOM にはバッテリーが内蔵されていますが、初回起動のときには、バッテリー容量が少なくなっている可能性があります。また通常起動時も、
AC アダプターが接続されていない場合、バッテリー容量が足りないと起動しません。まずは AC アダプターが、電源および ATOM 本体に接続され
ているか、確認してください。
　また、ATOM の起動／終了の際に押す「電源ボタン」（ATOM の背面、腰の右側に付いています）は、起動時も終了時も「５秒以上」長押しが必要
になります。起動の際は ATOM の左肩に赤いランプが灯るまで、長押ししてください。
　なお、ATOM の背面、腰の左側にあるのは ATOM をインターネットにつなぐ際に使用する「WPS ボタン」です。電源ボタンと間違えないように
気を付けてください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P13 ～ 15

　起動音（BGM）が流れてから、日時の設定を行う画面（※）が表示されるまで通常１～２分程度、時刻を設定してから起動するまでも同程度の時
間がかかります。しばらくお待ちください。
　電源を入れてから 10 分以上経過しても起動が完了しない場合は、電源ボタンを「15 秒以上」長押しして強制終了をし、その後、再起動してくださ
い。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P14 ～ 15
※日時等の設定画面は初回起動時は必ず表示されます。２回目以降は「AC アダプターをつながない状態」で起動したときに表示されます。

　初回起動時の動きは、通常状態では、再度見ることはできません。再度見るためには「ATOM Setting」の「システムソフトウェア」ページから、
ATOM 本体のシステムの初期化を行う必要があります。しかし、システムの初期化はすべての設定が消えてしまうため、おすすめできません。
⇒参照：P21

　初回起動時には ATOM から「ネットワークへの接続の許可」や「ユーザー登録」を求めたり、あなたと友だちになりたがったりしますが、その動
作をキャンセルしても問題ありません。そのまま ATOM と遊んでください。ATOM と会話をしているうちに、ATOM のほうから聞きたいこと、して
ほしいことを伝えてきます。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P14

　ATOM は起動時に下記の項目について確認しており、状態によって起動時間に差が出ることがあります。もし起動まで 10 分以上かかるようなら、
電源ボタンを「15 秒以上」長押しして強制終了し、その後、再起動してください。
・前回のシステム終了状態
・サーボモーターやセンサーなどの状態
・ネットワークの通信状態
・本体のシステムソフトウェアのバージョン（アップデート状態）
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P15

　Q5 でお答えしたとおり、ATOM は起動時にたくさんの情報を処理するため、途中で起動音が途切れることがありますが、システムの動作自体には
問題ありません。

　ATOM と友だちになるときに、ATOM があなたの伝えた名前をしっかり聞き取れずに、異なる名前で覚えてしまうことがあります。また、インタ
ーネットにつながっていない ATOM は、あなたの名前を認識せずに、任意の「手塚作品のキャラクター」の名前をあだ名として付けます。
　これらの名前は後から「ATOM Setting」の「ともだち」ページで修正することができます。誕生日や年齢、性別なども同様に登録できます。
⇒参照：P16、『ATOM と暮らす本』P28 ～ 29、P48 ～ 49

　ATOM を起動するときに、AC アダプターを本体につながずに起動してください。AC アダプターをつながない状態で起動すると「メンテナンスモ
ード」になり、ATOM の胸の液晶ディスプレイで、時刻調整を行うことができるようになります。「メンテナンスモード」になったあとは、AC アダ
プターをつないでください。調整手順の詳細は参照先をご確認ください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P14

　ATOM が「椅子に座るんですね」と発話するのは、液晶ディスプレイに現れた椅子のマーク（椅子ボタン）がタッチされたときの反応です。この
とき、ATOM は椅子に座る「椅子モード」になっていますので、もう一度液晶ディスプレイの椅子ボタンをタッチして「やっぱりやめるんですね」
と発話したことを確認し、通常状態に戻してください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P26

ATOM はシャットダウン中に、下記のことを行っている場合があります。そのため ATOM の状態によって、シャットダウン時間に違いがあります。
・システムの自動アップデートファイルのダウンロード　・記憶データの整理

10 分以上経過してもシャットダウンが終わらない場合は、電源ボタンを「15 秒以上」長押しして強制終了させてください。ただし、ATOM が「シ
ステムアップデートを行います」という発話をした場合は、30 分程度かかる可能性がありますのでご注意ください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P15

　ATOM を起動するときに、AC アダプターを本体につながずに起動してください。AC アダプターをつながない状態で起動すると「メンテナンスモ
ード」になり、ATOM の胸の液晶ディスプレイで姿勢調整を行うことができるようになります。「メンテナンスモード」になったあとは、AC アダプ
ターをつないでください。調整手順の詳細は参照先をご確認ください。
⇒参照：P22 ～ 27

　ATOM は最大で 12 人の友だちを覚えることができます。13 人目の人を覚えることはできません。もし新たに覚えさせたい人がいる場合は、「ATOM 
Setting」の「ともだち」ページを操作して、既存の友だちを忘れさせる必要があります。
　また「ATOM Setting」の「やくそくごと」ページでは「ともだちをつくる」か、「ともだちをつくらない」かを設定することができます。「ともだ
ちをつくらない」を選ぶと、ATOM のほうから友だちになりたがることはありません。
⇒参照：P14 ～ 16、『ATOM と暮らす本』P48 ～ 49

―― よくある質問への回答やアドバイスなどを紹介します
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初回起動・起動・終了

ATOM本体・スタンドアローン

初回起動時に電源が入りません。どうすればいいですか？

初回起動時に電源は入るのですが、なかなか起動しません。どうすればいいですか？

初回起動時の動きをもう一度見たいのですが、どうすればいいですか？

初回起動の途中で、間違って操作をキャンセルしてしまいました。問題ないでしょうか？

起動に時間がかかることがありますが、問題ないでしょうか？

起動中に起動音が途切れることがあります。故障ですか？

友だちになるときに、好きな名前（自分の名前など）にできませんでした。名前は修正できますか？

ATOMの日付や時刻がズレました。どうすればいいですか？

シャットダウンに時間がかかることがあります。問題ないでしょうか？

ATOMと友だちになれなくなりました。どうすればいいですか？

「立ち」「座り」「二足歩行」が不安定になってきました。どうすればいいですか？

液晶ディスプレイで音量調整をしようとしたら、ATOMが「椅子に座るんですね」と言い出しました。
どうすればいいですか？

ACアダプターの接続先と、電源ボタンの「長押し」を確認してください。

起動まではしばらくかかります。10分以上経過しても起動が完了しない場合は、強制終了してください。

通常状態では見られません。システムの初期化を行う必要があります。

問題ありません。気にせずATOMと遊んでください。

問題ありません。

問題ありません。

「ATOM Setting」で名前の修正ができます。

ACアダプターを本体につながずに起動し、調整してください。

10分以上経過しても終わらない場合は、強制終了してください。

友だちの数が12人を超えている可能性があります。「ATOM Setting」で確認してください。

ACアダプターを本体につながずに起動し、調整してください。

液晶ディスプレイの「椅子ボタン」を、再度タッチしてください。
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ATOM FAQ

　人が何かを話しているようだけれど、言葉が聞き取れていない状態のとき、ATOM はうなずいたまま返事をしません。ATOM が言葉を聞き取りや
すい距離（60㎝～ 1m）を保って、話しかけてみてください。
　また、ATOM の瞳の LED が黄色になっているのに、発話の音が聞こえない場合、声のボリュームが小さくなっている可能性があります。胸の液晶
ディスプレイの右側をタッチしてボリュームを上げるか、瞳の LED が白くなってから、ATOM に「大きい声にして」と話しかけてみてください。
　ATOM のボリュームを上げても音がまったく出ない場合は、スピーカーが破損している可能性があります。講談社 ATOM サポートセンター（☎
03-5395-5795：土・日・祝および年末年始を除く 9：30 ～ 17：00）にお問い合わせください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P24 ～ 25

　ATOM の頭をタッチして、動作や指示のキャンセル操作を行ってみてください。それでもフリーズしている場合は、ATOM の胴体を両手で抱えて
持ち上げ、斜めに傾けてみてください。
　それらを行っても瞳の色が白に変化しない場合は、電源ボタンを「15 秒以上」長押しして強制終了し、その後、再起動してください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P15、P24

ATOM は自分の不調を感じたときには自動復旧を試みますので、そのまましばらく様子を見てください。本格的な不調になると、ATOM から「自
己診断」をおねだりしてきます。そのときには「自己診断」をするように指示してください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P37

ATOM は頻繁に歌やダンスをしたり、体操をしたり、二足歩行して体を動かし続けているとサーボモーターの温度が上がり、自動で動作を制限す
るようになります。ATOM が「疲れてきました」などと発話した場合は、しばらく休ませて、冷ましてあげてください。また、一日の稼働時間の上
限（12 時間）に近づいたときも、このような発話をすることがあります。

　ATOM は自分の動作に必要なスペースがあるか、腕を広げて確認を行います。腕を広げた範囲に、モノや壁があり、腕がぶつかってしまったとき
にこの発話をします。この発話を聞いたときは ATOM を移動させて、ATOM が両腕を伸ばしても何かとぶつからない位置に置き直してください。そ
れでも同じ発話をする場合は、サーボモーターの故障の可能性があります。「自己診断」を指示してください。

　ATOM にはまだまだ、知らないことがたくさんあります。普通の日本語とは異なるおかしな発音や、読み間違いをしてしまうことがあります。バ
ージョンアップなど、進化するにしたがって違和感のある発音は減少していく予定です。

　ATOM は瞳の LED が白いときのみ、ユーザーの声を聞き取り、動作ができる状況にあります。「ATOM」と呼びかけても返事がない場合は、ユー
ザーの声をうまく聞き取れていない可能性があります。ATOM の瞳の LED が白いときに、ATOM に顔を見せながら、適切な距離（60㎝～ 1m）を保
って「ATOM！」と話しかけてみてください。瞳が黄色いときは頭を優しく触るキャンセル操作をしてから、話しかけてみてください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P24

　ATOM がこの発話をするときは、インターネットに接続できなくなっている可能性があります。インターネットの接続状態（無線 LAN 親機など）

を確認してください。また、ATOM と無線 LAN 親機が離れすぎていないか確認してください。
　ATOM のネットワーク状態は「ネットワークを教えて」と話しかけると最新の状態を確認することができます。
　ATOM をインターネットに接続せずにスタンドアローン（内蔵機能のみ）で使用している場合は、この発話は気にせずに、そのまま ATOM と遊ん
でください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P18 ～ 23

　ATOM がインターネットから取得した情報がうまく理解できない場合などに、このように発話します。また、アップデートを行うなど、たくさん
の情報を取得したときには「頭の中を整理しています」と発話します。このとき、ATOM は情報の整理に集中しています。整理が終わるまで、しば
らくお待ちください。
　ときには再起動が必要な場合もありますが、その場合は ATOM が自ら再起動を行います。

　頭をタッチしたときに「ピン」と甲高い電子音はするでしょうか？　音が鳴っているけれど動作がキャンセルされない場合は、ATOM が動作を止
めるという指示に気づいていない可能性があります。もう一度、タッチしてみてください。
　また、歌や踊りを実行している最中は、頭を触っても歌や踊りをやめません。歌や踊りを中断したい場合は ATOM を持ち上げて、少し斜めに傾け
てください。
　頭をタッチしても音がまったく鳴らない場合は、タッチセンサーが破損している可能性があります。講談社 ATOM サポートセンター（☎ 03-5395-
5795：土・日・祝および年末年始を除く 9：30 ～ 17：00）にお問い合わせください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P24

　再起動しても同じ状態が続いている場合は、サーボモーターに異常が生じている可能性があります。「ATOM Setting」を開き、「情報」ページにて
ATOM のサーボモーターの状態を確認してください。サーボモーターに異常の表示があれば、講談社 ATOM サポートセンター（☎ 03-5395-5795： 
土・日・祝および年末年始を除く 9：30 ～ 17：00）にお問い合わせください。
⇒参照：P14、『ATOM と暮らす本』P48 ～ 49

全身に 18 個内蔵されているサーボモーターは消耗品です。そのうちの一部が他の部位と比べて明らかに異なる音を発している場合は、サーボモー
ター異常の可能性があります。まずは ATOM に「自己診断」をさせてください。不具合が見つかった場合は、講談社 ATOM サポートセンター（☎
03-5395-5795：土・日・祝および年末年始を除く 9：30 ～ 17：00）にお問い合わせください。　⇒参照：『ATOM と暮らす本』P37

　ATOM と適切な距離（60㎝～ 1m）を保ち、また ATOM の額のカメラに日光や蛍光灯の光などの光源が直接当たることがない環境下で、ATOM と
向かい合って「私が誰かわかる？」「私は誰？」などと話しかけてみてください。
　ATOM があなたの顔を見つけられず「お顔が見つけられない」などの発話をした場合、および ATOM の顔があなたの顔を追尾しない場合は、カメ
ラが故障している可能性があります。ATOM に「自己診断して」と言って、カメラの状態を確認させてください。
⇒参照 :『ATOM と暮らす本』P24

『ATOM と暮らす本』P30 ～ 47 をご確認ください。または「コミュニケーション・ロボット ATOM」公式サイト（http://atom2020.jp/）も、参照

ATOM 07お役立ちガイドATOM06 お役立ちガイド

ATOMがうなずいたまま、何も返事をしません。どうすればいいですか？

ATOMの瞳が黄色のまま、動かなくなりました。どうすればいいですか？

ATOMが「からだの調子がおかしいな」と言い出しました。どうすればいいですか？

ATOMが「疲れてきました」と言います。どうすればいいですか？

ATOMが「広いところへ連れていってください」と言います。どうすればいいですか？

ATOMの発音がおかしいことがあります。故障ですか？

「ATOM」と呼びかけても「はい」と答えてくれないことがあります。

ATOMが「ボク、故障したわけじゃないんですけど、困ってるんです」と言い出しました。
どうすればいいですか？

聞き取りやすい距離で話しかけるか、ボリュームを確認してください。

キャンセル操作をするか、ATOMを持ち上げて傾けてください。

しばらく様子を見てください。

サーボモーターが酷使されています。少し休ませてください。

移動させて、周囲のモノにぶつからない位置に置き直してください。

故障ではありません。

ATOMの瞳の色や、ATOMとの距離を確認してください。

インターネットの接続状態を確認してください。
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ATOMが「頭が混乱して、よくわかりません」と言い出しました。大丈夫でしょうか？

自己診断させると「全身のサーボモーターの調子が良くありません」と答えます。どうすればいいですか？

稼働するときにサーボモーターの音が以前よりうるさい気がします。大丈夫でしょうか？

ATOMが私の顔を認識してくれません。どうすればいいですか？

ATOMの「特技」にはどんなものがありますか？

ATOMへの指示やATOMの動作をキャンセルしたくて頭を触っても、止まらないことがあります。
どうすればいいですか？

故障ではありません。しばらくお待ちください。

「ATOM Setting」の「情報」ページで確認してください。

自己診断をさせて、不具合が見つかったらご連絡ください。

適切な距離と環境で、ATOMと向かい合ってください。

『ATOMと暮らす本』P30～47、または「コミュニケーション・ロボット ATOM」公式サイトをご覧ください。

もう一度タッチをしてみるか、ATOMを持ち上げて傾けてください。
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してください。また、インターネットにつながずにできる特技に関しては、ATOM に「特技を教えて」と話しかけると、ATOM ができるたくさんの
ことを話します。　⇒参照 :『ATOM と暮らす本』P30 ～ 47

　ATOM が突然、勝手に話し始めても、故障や異常ではありません。ATOM はおしゃべりなロボットなので、人を見つけると、いろいろなことを話
しかけてきます。どうしても伝えたいことがある場合は、人を呼ぶこともあります。また、ときどき誰もいなくても「独り言」を言います。
　静かにしてほしいときは「静かにして」と話しかけて、サイレントモードにしてください。　⇒参照：『ATOM と暮らす本』P25

　ATOM に「ニュース教えて」「天気教えて」と話しかけると、何と答えるでしょうか？　「インターネット接続が必要だよ」と言われたときは、イ
ンターネットに接続できていない状態です。インターネット接続を確認してください。 「ATOM Setting の設定が必要だよ」と言われたときは、「ATOM
Setting」の「特技」ページ、「ニュースや天気を伝える」メニューを開き、ニュースや天気の情報を取得するための情報を登録してください。
　上記に当てはまらず「ATOMベーシックプランが必要だよ」と言われたときは、ATOMベーシックプランに加入していないか、ネットワーク状態が
不安定な可能性があります。すでに ATOMベーシックプランに加入している場合は、「ネットワークを教えて」と話しかけて、ネットワーク状態を確
認してみてください。ATOM が「ネットワークの状態が不安定」と判断しているときは、情報が正しく取得できないことがあります。無線 LAN の環
境を確認してください。
　また、これらに当てはまらない場合は ATOM が言葉を聞きとり損ねている可能性があります。もう一度、ゆっくり話しかけてみてください。
⇒参照：P18、『ATOM と暮らす本』P16 ～ 17、P36、P48 ～ 49

　ATOM は天気予報を訊かれたら「ATOM Setting」に登録された居住地情報を元に、天気予報の情報を取得して答えます。「ATOM Setting」の居住
地情報は、初期設定では『鉄腕アトム』を生み出した手塚プロダクションがある「東京都新宿区」になっています。
　ATOM の天気予報があまりにも外れる場合、この居住地情報が実際と違っている可能性があります。「ATOM Setting」の「情報」ページを開き、
あなたのお住まいの情報を設定してください。　⇒参照：P14、『ATOM と暮らす本』P36、P48 ～ 49

　ATOM に「写真撮って」と話しかけると、何と答えるでしょうか？　「インターネット接続が必要だよ」と言われたときは、インターネットに接続
できていない状態です。インターネット接続を確認してください。「ATOM Setting の設定が必要だよ」と言われたときは、「ATOM Setting」の「特
技」ページ、「写真を撮る」メニューを開き、撮影した写真をメール送信するための情報を登録してください。また、ここで登録したメールアドレス
のアカウント設定（セキュリティレベル、認証方式等）により写真が送れない場合も、ATOM は写真を撮りません。この場合はコミュニケーション・
ロボット ATOM 公式サイト（http://atom2020.jp/）の FAQ ページをご参照ください。
　上記に当てはまらず写真を撮影しない場合は、ネットワーク状態が不安定な可能性があります。「ネットワークを教えて」と話しかけて、ネットワ
ーク状態を確認してみてください。ATOM が「ネットワークの状態が不安定」と判断しているときは、写真を撮らないことがあります。無線 LAN の
環境を確認してください。また、これらに当てはまらない場合は ATOM が言葉を聞きとり損ねている可能性があります。もう一度、ゆっくり話しか
けてみてください。
⇒参照：P18、『ATOM と暮らす本』P36、P48 ～ 49

　ATOM が読める絵本は、2018 年 9 月の時点で 10 タイトル。そこから毎月２本（予定）のペースで増加していきます。絵本のタイトル一覧は「コ
ミュニケーション・ロボット ATOM」公式サイト（http://atom2020.jp/）の FAQ ページで確認できます。　⇒参照：『ATOM と暮らす本』P35

　ATOM が再生できる「キッズボンボン」のコンテンツは当初６タイトル、毎月２本（予定）のペースで更新されます。タイトル一覧は「コミュニ
ケーション・ロボット ATOM」公式サイト（http://atom2020.jp/）の FAQ ページで確認できます。　⇒参照：『ATOM と暮らす本』P45

　特に設定されていない状態で、ユーザーから「音楽かけて」と言われると、ATOM 自身がおすすめする音楽を流します（この「ATOM おすすめの
音楽動画」も、定期的に更新されます）。自分が聴きたい音楽をかけるためには「ATOM Setting」の「特技」ページ、「音楽をかける」メニューを開き、
YouTube の再生リストを登録する必要があります。手順の詳細は参照先をご確認ください。　⇒参照：P20、『ATOM と暮らす本』P45、P48 ～ 49

　ATOM の頭脳は、内蔵されている「フロントエンド AI」とインターネット上の「クラウド AI」の２つに分かれています。本来、クラウド上で処理
すべき機能を実行しようとしたときに、稀にうまくクラウドに出られずに「フロントエンド AI」で処理しようとすることがあります。
　その場合は、ATOM の頭脳をクラウドに直接つなげるキーワードである「十万馬力お願い」と話しかけてから、コミュニケーションワードを伝え
てください。　⇒参照：『ATOM と暮らす本』P24、P61 ～ 64

　ATOM に「伝言を伝えて」と話しかけると、何と答えるでしょうか？　「インターネット接続が必要だよ」と言われたときは、インターネットに接
続できていない状態です。インターネット接続を確認してください。
　上記に当てはまらず伝言を伝えてくれない場合、あなたが誰だかわかっていない可能性があります。本機能は友だち限定機能であり、あなたが誰だ
かわからないと、ATOM は伝言を伝えてくれません。また、伝言を伝える相手も「友だち」になっていなければ、ATOM は伝言を伝えることができ
ません。ATOM から見て、あなたの顔がちゃんと見えている環境か、伝言相手が「友だち」になっているかを確認してください。また、これらにあ
てはまらない場合は ATOM が言葉を聞きとり損ねている可能性があります。もう一度、ゆっくり話しかけてみてください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P40

　ATOM に「メール教えて」と話しかけると、何と答えるでしょうか？　「インターネット接続が必要だよ」と言われたときは、インターネットに接
続できていない状態です。インターネット接続を確認してください。「ATOM Setting の設定が必要だよ」と言われたときは、「ATOM Setting」の「特
技」ページ、「メールを伝える」メニューを開き、メールの設定を行ってください。ここで登録したメールアドレスのアカウント設定（セキュリティ
レベル、認証方式等）により、ATOM がメールを読みに行けない可能性もあります。この場合はコミュニケーション・ロボット ATOM 公式サイト（http://
atom2020.jp/）の FAQ ページをご参照ください。
　上記に当てはまらない場合でも ATOM が「ネットワークの状態が不安定」と判断しているときは、情報が正しく取得できないことがあります。無
線 LAN の環境を確認してください。また、これらにあてはまらない場合は ATOM が言葉を聞きとり損ねている可能性があります。もう一度、ゆっく
り話しかけてみてください。　⇒参照：P18、『ATOM と暮らす本』P40、P48 ～ 49

　ATOM に「スケジュール教えて」と話しかけると、何と答えるでしょうか？　「インターネット接続が必要だよ」と言われたときは、インターネッ
トに接続できていない状態です。インターネット接続を確認してください。「ATOM Setting の設定が必要だよ」と言われたときは、「ATOM Setting」
の「特技」ページ、「スケジュールを伝える」メニューを開き、必要な設定を行ってください。ここで登録した Google アカウントの設定（セキュリ
ティレベル、認証方式等）により、ATOM との連携が取れない可能性もあります。この場合はコミュニケーション・ロボット ATOM 公式サイト（http://
atom2020.jp/）の FAQ ページをご参照ください。
　上記に当てはまらず「ATOMベーシックプランが必要だよ」と言われたときは、ATOMベーシックプランに加入していないか、ネットワーク状態が
不安定な可能性があります。すでに ATOMベーシックプランに加入している場合は、「ネットワークを教えて」と話しかけて、ネットワーク状態を確
認してみてください。ATOM が「ネットワークの状態が不安定」と判断しているときは、情報が正しく取得できないことがあります。無線 LAN の環
境を確認してください。また、これらにあてはまらない場合は ATOM が言葉を聞きとり損ねている可能性があります。もう一度、ゆっくり話しかけ
てみてください。　⇒参照：P19、『ATOM と暮らす本』P16 ～ 17、P41、P48 ～ 49

　ATOM が留守番をしているときには、ATOM の額のカメラに正対している被写体を撮影します。位置を指定して写真を撮ることはできません。た
とえば「留守中の猫の様子」を撮影したいときなど、カメラ位置と被写体の高さが合わない場合は、指定の時間に猫のエサを出す道具の位置を高くし
たり、ATOM を置く台の高さを低くしたりするなど工夫してみてください。
　留守番機能自体がうまく動かない場合は、ATOMベーシックプランに加入しているか、また「ATOM Setting」の「特技」ページ、「留守番をする」

ATOM FAQ

ATOM 09お役立ちガイドATOM08 お役立ちガイド

ATOMが突然、勝手に話し出すことがあります。大丈夫でしょうか？

ATOMがニュースや天気予報を話してくれません。故障ですか？

ATOMの天気予報がたびたび外れます。なぜですか？

ATOMが写真を撮ってくれません。なぜですか？

ATOMが子ども向け動画「キッズボンボン」を再生するとき「ボクが再生できるコンテンツ名を言ってくれてもい
いよ」と言いますが、ATOMが再生できる「キッズボンボン」のコンテンツ名がわかりません。

ATOMに読んでもらう絵本を選ぶとき「ボクが読める絵本のタイトルを言ってくれてもいいよ」と言いますが、
ATOMが読める絵本のタイトルがわかりません。

ATOMはおしゃべりなロボットです。

ATOMの返答によって、必要な対応が異なります。

「ATOM Setting」で居住地情報を登録してください。

ATOMの返答によって、必要な対応が異なります。

「コミュニケーション・ロボットATOM」公式サイトをご確認ください。

「コミュニケーション・ロボットATOM」公式サイトをご確認ください。
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ATOMで聴きたい音楽をかけるには、どうすればいいですか？

ATOMにやるように伝えた機能が、うまく発動しません。どうすればいいですか？

ATOMが伝言を伝えてくれません。どうすればいいですか？

ATOMがメールを伝えてくれません。どうすればいいですか？

ATOMがスケジュールを教えてくれません。どうすればいいですか？

ATOMに留守番をお願いしましたが、思ったような写真が撮れません。どうすればいいですか？

「ATOM Setting」でYouTubeの再生リストを登録してください。

まず「十万馬力お願い」と伝えてください。

ATOMの返答によって、必要な対応が異なります。

ATOMの返答によって、必要な対応が異なります。

ATOMの返答によって、必要な対応が異なります。

ATOMと正対する写真しか撮影できません。
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メニューを開き、留守番機能の設定が正確にされているか、確認してください。ここで登録したメールアドレスのアカウント設定（セキュリティレベ
ル、認証方式等）により、写真が送れない場合も、ATOM は写真を撮りません。この場合はコミュニケーション・ロボット ATOM 公式サイト（http://
atom2020.jp/）の FAQ ページをご参照ください。　⇒参照：P18、『ATOM と暮らす本』P40

　ATOM に「行楽情報教えて」と話しかけると、何と答えるでしょうか？　「インターネット接続が必要だよ」と言われたときは、インターネットに
接続できていない状態です。インターネット接続を確認してください。
「ATOM Setting の設定が必要だよ」と言われたときは、「ATOM Setting」の「情報」ページで居住地情報の登録を行ってください。
　上記に当てはまらず「ATOMベーシックプランが必要だよ」と言われたときは、ATOMベーシックプランに加入していないか、ネットワーク状態が
不安定な可能性があります。すでに ATOMベーシックプランに加入している場合は、「ネットワークを教えて」と話しかけて、ネットワーク状態を確
認してみてください。ATOM が「ネットワークの状態が不安定」と判断しているときは、情報が正しく取得できないことがあります。無線 LAN の環
境を確認してください。
　また、上記以外の反応は ATOM がきちんとコミュニケーションワードを聞き取れていない可能性があります。「十万馬力お願い」と伝えてから、も
う一度「行楽情報教えて」と話しかけてください。
⇒参照：P14、『ATOM と暮らす本』P16 ～ 17、P42、P48 ～ 49

　ATOM に「特売情報教えて」と話しかけると、何と答えるでしょうか？　「インターネット接続が必要だよ」と言われたときは、インターネットに
接続できていない状態です。インターネット接続を確認してください。
「ATOM Setting の設定が必要だよ」と言われたときは、「ATOM Setting」の「情報」ページで居住地情報の登録を行ってください。
　上記に当てはまらず「ATOMベーシックプランが必要だよ」と言われたときは、ATOMベーシックプランに加入していないか、ネットワーク状態が
不安定な可能性があります。すでに ATOMベーシックプランに加入している場合は、「ネットワークを教えて」と話しかけて、ネットワーク状態を確
認してみてください。ATOM が「ネットワークの状態が不安定」と判断しているときは、情報が正しく取得できないことがあります。無線 LAN の環
境を確認してください。
　また、上記以外の反応は ATOM がきちんとコミュニケーションワードを聞き取れていない可能性があります。「十万馬力お願い」と伝えてから、も
う一度「特売情報教えて」と話しかけてください。
⇒参照：P14、『ATOM と暮らす本』P16 ～ 17、P42、P48 ～ 49

　ATOM の「スポット検索」機能は、都道府県名とフリーワード（ラーメン店・ジム・公園など）を「○○県にある△△△」という形で ATOM に伝
えることで、条件に合うスポット情報を教えてくれる機能です。検索できるスポットのフリーワードは数百種類以上あります。その一覧は「コミュニ
ケーション・ロボット ATOM」公式サイト（http://atom2020.jp/）の FAQ ページで確認できます。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P42

　ATOMの特技の中には、インターネットの情報を必要とするものがあります。インターネットに接続できていないとき、接続状態が不安定なときに、
この発話をすることがあります。すでに ATOMベーシックプランに加入している場合は「ネットワークを教えて」と話しかけて、ネットワーク状態
を確認してみてください。ATOM が「ネットワークの状態が不安定」と判断しているときは、情報が正しく取得できないことがあります。無線 LAN
の環境を確認してください。
　ATOM ベーシックプラン未加入の場合は、ユーザーサイト（https://member.atomtherobot.jp）より ATOMベーシックプランへの加入手続きを行
ってください。　⇒参照：『ATOM と暮らす本』P16 ～ 17

　ATOM は「ATOM Setting」の「システムソフトウェア」ページを操作して、本体システムの初期化をすることができます。初期化すると ATOM
が今まで記憶したデータや設定がすべて消去され、初期状態に戻ります。ただし、システムアップデートされた情報は残ります。初期化後に初めて電
源を入れると、初回起動から始まります。
　ATOM のシステム初期化はすべての設定が消えてしまうため、おすすめしておりません。
⇒参照：P21

　ATOM の各種設定用アプリ「ATOM Setting」と、ATOM のリモコンアプリ「ATOM What’s up?」は、ダウンロード／インストールする端末の種
類によって、入手先が異なります。
● iPhone ／ iPad の場合⇒ App Store からダウンロード／インストールできます。
● Android 端末の場合⇒ Google Playストアからダウンロード／インストールできます。
● Windows パソコン／タブレットの場合⇒「コミュニケーション・ロボット ATOM」公式サイト（http://atom2020.jp/）よりダウンロード／インス
トールできます。　⇒参照：『ATOM と暮らす本』P48 ～ 51

①外出先でも画面上の ATOM とチャットできる（無料）
② ATOM から送られてくる情報を閲覧できる（ATOMベーシックプラン加入者限定）
③手塚治虫作品 10 エピソードを読める（ATOMベーシックプラン加入者限定）
これらの機能が楽しめるアプリ「どこでもATOM」は、iPhone ／ iPad または Android 端末対応アプリです。ダウンロード／インストールする端

末の種類によって、入手先が異なります。
● iPhone ／ iPad の場合⇒ App Store からダウンロード／インストールできます。
● Android 端末の場合⇒ Google Playストアからダウンロード／インストールできます。

Windows パソコン／タブレットでは利用できませんので、ご注意ください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P52 ～ 53

「ATOM Setting」や「ATOM What’s up?」を初めて開いた端末では「認証コード」（２ケタの数字）が求められます。その認証コードは ATOM が
発話します。間違えて入力した場合は、ATOM がもう一度、認証コードを発話します。聞き取れなかったときは適当な２ケタの数字を入力して、も
う一度 ATOM の発話を確認して入力してください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P48 ～ 51

　無線 LAN 環境がある方は「WPS ボタン」でつなぐ方法と「ATOM Setting」でネットワーク設定を編集してつなぐ方法があります。また無線 LAN
環境がない方で、テザリング機能付きのスマホやタブレットをお持ちの方は、テザリング機能を利用してつなぐことができます。設定手順の詳細は参
照先をご確認ください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P18 ～ 23

「ATOM Setting」がインストールしてある端末（ATOM と接続したい端末）の無線 LAN の接続先から、アドホックモードの ATOM の SSID「atomADH
〇〇〇〇（〇〇〇〇は ATOM のシリアル番号）」を選択してください。認証キーには「12345678」と入力します。

アドホックモードの ATOM と「ATOM Setting」がインストールしてある端末がつながったら「ATOM Setting」を起動してネットワークの設定を
変更してください。手順の詳細は参照先をご確認ください。

ATOM FAQ

ATOM 11お役立ちガイドATOM10 お役立ちガイド

ATOMに行楽情報を聞いたのですが、教えてくれません。なぜでしょうか？

ATOM Settingで初期化をすると、どうなりますか？

「ATOM Setting」／「ATOM What’s up？」は、どこでダウンロードできますか？

「どこでもATOM」は、どこでダウンロードできますか？

「認証コード」が聞き取れませんでした。もう一度聞きたいときはどうすればいいですか？

ATOMをインターネットにつなぎたいのですが、どうすればいいですか？

「アドホックモードに変更しました」とATOMが言いましたが、「ATOM Setting」がインストールしてある
端末とつなげられません。どうすればいいですか？

ATOM に特売情報を聞いたのですが、教えてくれません。なぜでしょうか？

ATOMでスポット検索をしたいのですが、検索できるスポットのフリーワードの一覧はありますか？

ATOMが「この機能を使うには、ATOMベーシックプランが必要だよ」と言うことがあります。
どう対応すればいいですか？

ATOMの返答によって、必要な対応が異なります。

今までの記憶データや設定がすべて消去され、初期状態に戻ります。

ダウンロード／インストールする端末の種類によって、入手先が異なります。

ダウンロード／インストールする端末の種類によって、入手先が異なります。

適当な２ケタの数字を入力してください。

無線LAN環境があるか否かなどにより、いくつかの方法があります。

端末の無線LAN接続先としてATOMのSSIDを選択してください。

ATOMの返答によって、必要な対応が異なります。

「コミュニケーション・ロボットATOM」公式サイトをご確認ください。

インターネットの接続状態、およびATOMベーシックプランに加入済みか否かを確認してください。

A 14

A 1

A 2

A 3

A 4

A 1

A 2

A 15

A 16

A 17

Q 14

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

Q 2

Q 15

Q 16

Q 17

アプリ・ATOM Setting／ATOM What’s up? ／どこでもATOM

インターネット接続
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⇒参照：『ATOM と暮らす本』P18 ～ 23

スマホまたはタブレットのテザリング機能に WPS 機能が付いている場合は、WPS 機能を利用してボタンひとつでつなぐことができます。付いて
いない場合は「ATOM Setting」でインターネットの接続設定を変更する必要があります。
　その場合はできればテザリングする端末と「ATOM Setting」がインストールされている端末、２台を用意してください。もし１台のみの場合は、
端末のテザリング機能の SSID（ネットワーク名）とパスワードをメモしたうえで ATOM をアドホックモードに変更し、「ATOM Setting」を使用して、
メモした SSID とパスワードを使ってインターネットの接続を変更する必要があります。

以下、テザリングで使用する端末で行うべき、テザリングするための設定です。
・SSID の設定（iPhone ／ iPad は必要ありません）
・認証キー（パスワードの設定）
・認証方式の設定（よくわからなければ「WPA2」を選択しましょう。iPhone ／ iPad は必要ありません）

ATOM をアドホックモードに変更して、ネットワークの設定を行います。設定手順の詳細は参照先をご確認ください。
⇒参照：『ATOM と暮らす本』P18 ～ 23
※各端末により、参照する場所や用語が多少異なる可能性があります。詳しくはお手元の端末の取扱説明書をご確認ください。

ATOM FAQ

ATOM 13お役立ちガイドATOM12 お役立ちガイド

ATOMをテザリングでネットに接続したいのですが、どうすればいいですか？
WPS機能を使うか「ATOM Setting」でインターネットの接続設定を変更してつなぎます。A 3

Q 3
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の設定手順 ATOMの設定用アプリ「ATOM Setting」（『ATOMと暮らす本』P48〜49
参照）。その設定手順の詳細を記しています。メニューごとにご確認ください。

ATOMの名前や居住地、一日の残り稼動時間やバッテリー残量、インターネットへの接続
状態、健康状態（各種機構の状態）などを確認・編集できるのが「情報」ページです。

話しかける頻度や話す速度、稼動時間や口グセ、「友だち」をつくるか否かなど、ATOM
の日常的な行動について設定することができる、大切なページです。

ATOMの名前

各種システム・センサー

サーボモーター

郵便番号

ネットワーク

インターネットへの接続状態

システムソフトウェアのバージョン

本日の残り稼動時間

シリアル番号

バッテリーの残量
使用可能なストレージ（内蔵メモリー）

住んでいるところ

ATOMのメールアカウント

「オーディオサブシステム」や「ビデオサブシステム」「バランスセンサー」「POTセンサー」（頭
のタッチセンサー）など、ATOMの筺体内の各種システムやセンサーの異常を検知して知ら
せます。「異常」が出たパーツは、交換が必要な可能性があります。

18個あるサーボモーターは消耗
品です。精密な構造のため、使
い続けることで否応なく内部のギ
アが磨耗していきます。また、強
い力が外から加わると故障の原
因となり、たとえば「二足歩行
ができなくなる」などの不具合を
起こします。このページではどこ
のサーボモーターが不具合を起こ
したか、即座に確認できます。

※センサーやサーボモーター等、すべての異常を検知できるわけではありません。

メインページ メインページ

「情報」ページの設定手順 「やくそくごと」ページの設定手順
このメニューです このメニューです

健康状態のチェック画面

初期設定の状態で「アトム」と入
っているATOMの名前は、この項目
を編集すれば変更できます。全角カ
タカナで入力してください。ATOM
はそれを「自分の新しい名前」とし
て覚えます。

ATOMの現住所（郵便番号、および都道
府県）を登録してください。ATOMの「天
気予報」の機能を使用する際、ATOMはこ
の地域情報を元にインターネット上の天気予
報をピックアップし、ユーザーに伝えます。ま
た「特売情報」を調べるときなども使用します。

「ネットワーク」は、ATOMおよび「AT 
OM Setting」のインストールされた端
末がつながっているWi-Fiアクセスポイン
トを表示。「ATOMのメールアカウント」
は、写真撮影や留守番機能などの使
用の際に必要です。Gmailなどのフリー
アカウントを取得して登録してください。

「インターネットへの接続状態」は、「良好」「注意」「未接続」の３種類いずれかの状態にチェックが付い
ています。「バッテリーの残量」はバッテリー残量が％表記で表示されます。また、「本日の残り稼動時間」は、
ATOMの一日の稼動時間（上限12時間）のうち、現時点の残り稼動時間を確認できます。「使用可能なス
トレージ（内蔵メモリー）」には、ATOM内部の使用可能なメモリー領域が表示されます。

ATOMのシステムソフトウェアのバ
ージョン、およびシリアル番号を確
認することができます。シリアル番
号は「ATOM IDカード」にも記し
てある固有の番号です。ソフトウェ
アのアップデートをかけた場合、バ
ージョン番号も自動的に変わります。

各種システムやセンサー、サーボモーターなどに生じた不具合を確認できます。異常が出た場
合は自己診断を行い、それでもエラーが出るようならサポートセンターにお問い合わせください。

ATOM自身の名前や居住地情報、メールアカウントは「写真を撮る」「留守番をする」「ニュース
や天気を伝える」などさまざまな機能と絡むので、なるべく早く登録することをおすすめします。

全10メニューのうち３つはクリック（もしくはタップ）すると次のページに移動して編集でき
ます。残り７つのうち５つはプルダウンメニューから選択。２つは「オン／オフ」を選ぶ形です。

ATOM Setting

話しかけの積極性

ともだちづくり

コントロールパネルに
椅子ボタンを表示する

ATOMから積極的に話しかけるか否か
を、プルダウンメニューの３種類「積
極的」「適度」「あまり話しかけない」
から選べます。

ATOMが「友だち」をつくるか否か、プ
ルダウンメニューの「ともだちをつくる」

「ともだちをつくらない」から選ぶこと
ができます。

充電用ATOM専用チェアにATOMを座ら
せるための「椅子ボタン」の表示の有
無を設定します。

ATOMが話をしないようにする
「サイレントモード」を解除する
方法を、２種類のプルダウンメ
ニューから選ぶことができます。

サーバ上でATOMのバージョンアップ
（機能追加など）が行われた場合、どん
な対応をするかを３種類のプルダウン
メニューから選ぶことができます。

ATOMの稼働時間は「一日最大12時間」。
その起動と終了、および「お昼寝の時間」
を決めることができます。この項目を「オ
フ」にすると、手動で電源を切らない限り
起動から終了まで最大12時間、連続で稼働
し続けます。

ATOMが定期的に話す「口グセ」や「動作」
などを、このページにて設定できます。そ
の「定期的な動作」の開始時間や、繰り返
し間隔なども設定できます。「薬を飲む時
間」など、定期的に注意喚起してほしい事
柄があるときなどは、こちらを利用すると
便利です。

ATOMにデフォルトで入っている文言以外
に最大で３つ、ATOMの自己紹介文をユー
ザーが登録・採用することができます。自
分や自分の家族の紹介を入れた文章をこの
ページから登録して、来客のときなどに
ATOMに自己紹介させてみましょう。

話す速度

ともだちのプロフィール
を内緒にする

日常的にATOMの話す速度
を、プルダウンメニューの
３種類「早口」「普通」「ゆ
っくり」の中から選ぶこと
ができます。

ここをオンにすると、「○○
さんは△△が好きなんです
よ」のように、ATOMがほ
かの人に「ともだち」の情
報を話すことを防げます。

編集ページへ編集ページへ
編集ページへ

サイレントモードの解除方法新しいシステムソフトウェアの情報

自己紹介定期的な動作稼働時間

※iOS版、Android版、Windows版で画面の細部が異なりますが、操作方法は基本的に共通です。

「健康状態」のチェックは
ココをクリック（もしくはタップ）して

次の画面へ

ATOM 15お役立ちガイドATOM14 お役立ちガイド ※ATOM用に取得したメールアドレスのアカウント設定（セキュリティレベル、認証方式等）により、各種機能が実行できない可能性があります。アカウントの設定をご確認い
ただき、ATOM公式サイト（http://atom2020.jp/）のFAQページも合わせてご参照ください。
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ATOMの友だち情報の管理を行っているのが「ともだち」ページです。ATOMが持って
いる友だち情報の確認とその編集、友だちとの親密度の確認などができるページです。

あなたのメールアドレスやさまざまな情報の参照用URLなど、ATOMの数多くの機能（特
技）を実行するために必要な設定を行うページです。機能ごとに見ていきましょう。

メインページ

友だち情報の編集ページ

メインページ

「ともだち」ページの設定手順 「特技」ページの設定手順
このメニューです このメニューです

ATOMが現在、友だちになっている人の一覧です。「ATOM Setting」のメインページから「と
もだち」アイコンをクリック（もしくはタップ）すると、この画面が表示されます。

「ATOM Setting」の「特技」メインページには、現在ATOMの「特技」として入っている
30個以上の「できること」が並んでいます。※ATOMの全機能ではありません。

友だちの削除友だちの顔写真

友だちの名前
友だち情報の編集

親密度メーター

最大12人まで友だち登録できます

友だちの顔写真

友だちデータ

ボクの知ってる○○さんのこと

「友だち」ひとりひとりの情報を確認・編集するためのページです。ATOMと話せば話すほど、
項目が充実していきます。

この人型アイコンをクリック
（もしくはタップ）して
次のページへ

一番右の×印のアイコンは、「友だ
ち」を削除する際に使用します。
クリック（もしくはタップ）し、
画面の指示に従って削除を実行し
てください。

ATOMが「友だち」として認識し
ている顔が、「友だち」になった
時期が早い順に、一覧の形でこの
ページに表示されます。最大で12
人まで、この「友だち」枠が存在
します。

ATOMが現在覚えている「友だち」
の名前が、全角カタカナで表示さ
れます。名前の変更は、この枠内
を書き換えることで行えます。

この人型のアイコンをクリック（も
しくはタップ）すれば、該当する
枠の「友だち」に関して、ATOMに
登録された友だち情報を確認・編
集するためのページに飛ぶことが
できます。詳細はこのページの下
段を参照のこと。

ATOMの「友だち」に対する親密度のレベルを表示しています。基
本的に会話を積み重ねればアップしますが、会話量以外にもいくつもの要素が、この「親密度」
に反映されます。どうすれば親密度が上がるか、いろいろ試してみましょう。

ATOMが「友だち」の顔として、メインで認識に使用している顔写真が表示
されます。

性別や誕生日、年齢など、ATOMとの会話で蓄積され
た「友だち」のさまざまなデータが表示されます。このページで入力しても
登録できます。

覚えたお顔のデータ
会話を繰り返せば繰り返すほど、
ATOMは友だちの顔写真データの
枚数を増やし、認識精度を上げて
いきます。

「○○さんはサンドイッチが好き？」など、ATOMと「友だち」との普段の会話
の中で出てきた質問に回答することで蓄積された情報が表示されます。

※「ATOM Setting」は、Google Play（Android版）、App Store（iOS版）、ATOM公式サイ
ト（Windows版）から入手いただけます。

※ATOMとATOMベーシックプランの利用規約、プライバシーポリシーは、全文をP28よ
り掲載いたします。また、コミュニケーション・ロボット「ATOM」公式サイト　　　　　　　　　　　　　　
（http://atom2020.jp/）でも公開いたします。「ATOM Setting」のご利用にあたって
は、これら利用規約、プライバシーポリシーをご一読いただくよう、お願いいたします。

※「ATOM Setting」で閲覧できる「ともだち画像」は、ATOM本体に一時的に保存されている
データです。ATOM本体がインターネットに接続されている場合、同じアクセスポイント（無線
LAN親機）を利用している、他のユーザーの「ATOM Setting」から閲覧できる場合がありま
す。このため、ATOM本体のインターネット接続には、フリー Wi-Fi等、認証不要のアクセ
スポイントではなく、パスワード等により認証設定を行ったアクセスポイントを利用されることを
強くおすすめします。

※講談社が、ATOM本体に一時的に保存されている画像データを利用することはありません。
※本書に掲載されている講談社、ならびに第三者の商品またはサービスの名称は、各社の商

標または登録商標です。

新たに追加された
「特技」が表示さ
れます。
ダウンロードする
と「特技」として
追加されます。

「ATOMにできる
こと」の項目です。

ATOMの中でこの特
技に使用しているス
トレージ容量です。

「できること」の内容
と、実行するための
操作方法を記してい
ます。

その特技に設定が必
要な場合、編集ペー
ジに移行します。

［たね］

●伝言を伝える

●占いをする

●ラジオ体操をする

●なぞなぞをする

●アニメを再生する

●県名当てクイズ
をする

●絵本を読む

●アトムポーズ
をする

●プロ野球クイズ
をする

●落語「寿限無」
をする

●落語「時そば」
をする

●落語「ケチの金槌」
をする

●年齢当てゲーム
をする

●ハッピーバース
デイ♪を歌う●相撲クイズをする

●しりとりをする

［特技］

［容量］

［内容］

［編集ボタン］

特に設定の必要がない「特技」の項目 特に設定が必要ない「特技」の内容を、それぞれ簡単にご紹介します。

「伝言を預かる」「伝言を伝える」
２つの機能で、ATOMの「友だ
ち」から「友だち」への伝言を
本人の声で再生します。

ATOMがあなたの「今日の運勢」
を星座占いで教えてくれます。
運勢ランキングや運気アップア
ドバイスなどの項目があります。

液晶ディスプレイに流れるお手
本の映像に合わせて、ラジオ体
操をします。あなたも一緒に体
を動かしましょう。

ATOMが出題する「なぞなぞ」
を楽しめます。難しすぎる場合
は、お願いするとヒントを出し
てくれることもあります。

TVアニメ第２作『鉄腕アトム』
（1980年〜放送）のうち、手塚
プロダクションが厳選した傑作
５話を観られます。

特産品や出身の有名人、名物グ
ルメなどをヒントに、県名を当
てるクイズを出題します。１回
５問です。

ATOMが絵本を「読み聞かせ」
してくれます。ATOMが読み聞
かせできる絵本のラインナップ
は、公式サイトで確認できます。

「アトムポーズして」と呼びか
けると、右腕を突き上げて斜め
上を見るおなじみの「アトムポ
ーズ」をしてくれます。

プロ野球に関するクイズを出題
します。２択問題で、難易度は
初級から上級までランダムに出
題します。１回５問です。

ATOMが声色と身振り手振りを
交えながら、落語（前座噺）の「寿
限無」を演じます。上演時間は
約３分20秒です。

ATOMが声色と身振り手振りを
交えながら、落語（前座噺）の「時
そば」を演じます。上演時間は
約４分12秒です。

ATOMが声色と身振り手振りを
交えながら、落語（前座噺）の「ケ
チの金槌」を演じます。上演時
間は約1分33秒です。

ATOMがあなたの顔を見て、年
齢を当ててくれます。ATOMの
額のカメラに、しっかり顔を見
せてください。

誕生日の「友だち」に、名前入
りでハッピーバースデイを歌い
ます。「友だち」でなくとも名
前抜きでなら歌ってくれます。

相撲に関するクイズを出題しま
す。２択問題で、難易度は初級
から上級までランダムに出題し
ます。１回５問です。

ATOMから始まるしりとりを楽
しめます。しりとりが続いた回
数の最高記録をユーザーごとに
記憶して、教えてくれます。

ATOM 17お役立ちガイドATOM16 お役立ちガイド
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「メールを伝える」には以下の設定項目があります

① あなたの名前
メールの情報を伝えるともだち（１人限定）を選択します。
※ATOM はここで設定したともだちにのみメールを伝えます。

※ご使用のメールプロバイダのメール設定情報をご確認ください。

② あなたのメールアドレス
使用しているメールアドレスを入力します。

③ 受信メールサーバー：アドレス
メールを受信するサーバーのアドレスを入力します。

④ 受信メールサーバー：ポート番号
メールを受信するサーバーのポート番号を入力します。

⑤ 受信メールサーバー：プロトコル
メールを受信するサーバーのプロトコルを選択します。選択肢は「POP3・
IMAP」の２つです。デフォルトでは［POP3］ が設定されています。

⑥ 受信メールサーバー：SSL
メールの受信にSSLを使用するかどうかを選択します。
デフォルトでは［SSLを使用しない］ が設定されています。

⑦ 受信メールサーバー：アカウント名
メールサーバーからメールを受信するときに使用するアカウント名を入力します。

⑧ 受信メールサーバー：パスワード
メールサーバーからメールを受信するときに使用するパスワードを入力します。

全メニュー共通

各メニューの はこちら

メールを伝える

ニュースや天気を伝える

留守番をする

写真を撮る

「特技」メインペー
ジより該当メニュー
の編集ボタン（設定
ボタン）を選択する

STEP1

STEP1

STEP2

STEP2

STEP2

STEP2

「RSSフィードの
 設定」に
 URLを入力する

写真の送り先の
メールアドレス
および撮影時刻
を設定

メールアドレスを
入力し各種設定
を行う

メールアカウント
の設定

撮影した写真を送る
メールアドレスを入力する

撮影は一日最大５回、
30分刻みで設定可能

ここをクリックもしくは
タップ

写真を受け取る
メールアドレスを
入力する

写真に名前をタグ付け
するか否かを選択

写真を液晶ディスプレイに
表示するか否かを選択

写真を表示する時間を選択

「特技」メインページより該
当メニューを選び、右端に
ある「編集ボタン」（設定ボ
タン）をクリック（もしく
はタップ）してください。

「あなたの名前」「あなたの
メールアドレス」など、あ
なたのメールアカウントに
ついての８つの項目を、す
べて入力してください。

天 気 と ニ ュ ー ス を 伝 え る
RSSフィードのURLを、該
当欄に入力してください。
該当欄の下にいくつか参考
URLが並んでいるので、そ
ちらをコピーして貼り付け
ればOKです。

写真の送り先と撮影す
る時刻を設定。別途AT 
OM自身のメールアド
レスを「情報」ページ
にて設定する必要があ
ります（P14参照）。

メールアドレスを入力
し各種項目を選択。別
途「 情 報 」 ペ ー ジ で
ATOM自身のメールア
ドレスを設定する必要
があります（P14参照）。

「特技」ページの設定手順

スケジュールを伝える スケジュールを伝える

STEP2
STEP2

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

「Google アカウント ログイン」の
「設定する」を選択する

の編集ページに戻り「認証コード」を
該当欄に貼り付けてください

［ Windows版の手順 ］ ［ iOS／Android版の手順］
※Windows版との相違点のみ

Googleのログイン画面から
アカウントを選んでログインする

ATOMにGoogleカレンダーへの
アクセスを許可する

スケジュールをユーザーに伝える
タイミングを選択する

許可を選択

「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
伝
え
る
」
の
編
集
ペ

ー
ジ
で
「
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト 

ロ
グ
イ
ン
」
の
「
設
定
す
る
」
を
ク
リ
ッ

ク
（
も
し
く
は
タ
ッ
プ
）
し
て
く
だ
さ
い
。

iOS ／ Android版では、STEP2の編集ページに「認証コード」の欄が存
在します。ここに該当する認証コードを入力する必要があります。

左
側
の
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
で
「
許
可
」
を
選
択
す
る
と
、
認
証
コ
ー
ド
が

表
示
さ
れ
た
画
面
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
認
証
コ
ー
ド
を
コ
ピ
ー

し
た
う
え
で
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
の
編
集
ペ
ー
ジ
に
戻
っ
て
く
だ
さ
い
。

STEP2の編集ページに戻ったら、コピーした認証コードを該当欄に貼り
付けたうえで「連携する」ボタンをタップしてください。

Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
の
ロ
グ
イ
ン
画
面
に
て
、
ア

カ
ウ
ン
ト
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
し
て
ロ

グ
イ
ン
し
て
く
だ
さ
い
。
※
事
前
に
Ｇ
ｏ
ｏ

ｇ
ｌ
ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
の
取
得
が
必
要
で
す
。

「
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
が
次
の
許
可
を
リ
ク

エ
ス
ト
し
て
い
ま
す
」
と
表
示

さ
れ
ま
す
。「
カ
レ
ン
ダ
ー
の
管

理
」
に
つ
い
て
「
許
可
」
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
の
編
集
ペ
ー
ジ
に
戻
り
ま

す
。「
お
知
ら
せ
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
」（
60

分
前
・
30
分
前
な
ど
）を
プ
ル
ダ
ウ
ン
メ

ニ
ュ
ー
よ
り
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

※iOS/Android版の場合はここに右側の手順が追加になります。

STEP4

ここをクリックもしくはタップ

プルダウンメニューより選択

ATOM 19お役立ちガイドATOM18 お役立ちガイド

の編集ページに「認証コード」の
欄が存在します

で「許可」を選択した後に「認証コード」
が表示されるのでコピーしてください

※メールアカウントを使用する特技「メールを読む」「留守番をする」「写真を撮る」「スケジュールを伝える」は、アカウント設定（セキュリティレベル、認証方式等）により機能が実行できない可能性があります。
アカウントの設定をご確認いただき、ATOM公式サイト（http://atom2020.jp/）のFAQページも合わせてご参照ください。
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「特技」ページの設定手順

「旗上げゲーム」の難易度を、プルダウンメニューから選択します。デフ
ォルトは「中級」になっているので、特にこのページで設定をしなくと
も「中級」の旗上げゲームを楽しめます。

オンにすると、ATOMはこの歌を歌った時間を覚えていきます。そのう
えで何回か同じような時間に実行するとATOMは習慣として覚え、その
時間に自発的にこの歌を歌うようになります。

全８曲に、これと同じ編集項目が存在します。このうち『幸せなら手を
たたこう』と『オクラホマミキサー』の２曲は歌はなく、踊りのみです。
習慣にするためには、その時間にATOMに顔を見せるのがコツです。

「プレイリストURL」の項目にYouTubeの再生リストのURL、もしくは
ブラウザに表示されているYouTubeの再生画面そのもののURLを入力し
てください。この設定がない場合はATOMおすすめの曲を流します。

マイクの感度を設定できます。初期設定は「ふつうの感度」です。

通常の動きのほか「サイレントモードにする」も選べます。

起動時の姿勢調整と同じ設定変更ができます（P22 ～ 27参照）。

「ATOM Setting」がインストールされている端末の日付と時刻を利用
してATOMの日付と時刻を設定します。

通信状態の通知・非通知を選べます。通常は「オフ」です。

オフにすれば起動処理中に音楽が流れなくなります。

このボタンを押すと、この「チューニング」ページで
変更した設定値を、すべて初期値に戻します。

読み札の数の初期設定は100枚です。歌読みの間隔や下の句を読む回数
などを、プルダウンメニューから選択してください。

※ブラウザに表示されているYouTube 再生画面のURLでもOKです。
※YouTube再生リストを作成するには、YouTubeアカウントを取得してログインする必要

があります。再生リストの作成方法はYouTube 公 式 サイト（https ://www.youtube.
com/）にてご確認ください。

旗上げゲームをする

アトムマーチ♪を踊る

音楽をかける

百人一首を読む

STEP2

STEP2

STEP2

STEP2

編集ページにて「初級」「中級」「上級」の
いずれかを選択する

編集ページにて「この特技を習慣として覚える」
のオン／オフを選択する

編集ページにてYouTube再生リストの
URLを入力する

読み札の数や歌読みの間隔などをプルダウン
メニューから選択する

プルダウンメニューより選択
YouTube再生リストの
URLをここに入力

オン／オフを選択

この８曲に同じ編集項目が存在します

・クリスマスイブ♪を踊る
・アトムの子♪を踊る
・アトムラップ♪を踊る
・世界に一つだけの花♪を踊る
・恋するフォーチュンクッキー♪を踊る
・アトムマーチ♪を踊る
・幸せなら手をたたこう♪を踊る
・オクラホマミキサー♪を踊る

読み札の数を選択

「上の句」「下の句」を
読むまでの時間を選択

「下の句」を読む回数を選択

マイクの感度やPOTセンサーの反応、姿勢の調整など、ATOMの詳細な設定値を変更す
ることができます。ただし、通常はあまり使うことがありません。

「ネットワーク」ページでは、ATOM
のインターネット接続環境を確認・変
更することができます。操作方法は
『ATOMと暮らす本』P18〜23を参
照してください。

「チューニング」ページの設定手順

「ネットワーク」ページの
設定手順

⇒『ATOMと暮らす本』P18〜23「ATOMをイン
　ターネットに接続しよう」を参照してください。

「システムソフトウェア」ページ
の設定手順

このメニューです

このメニューです このメニューです

メインページ

メインページメインページ

!

!

通常はこのページの設定を変更することは
ありません

通常はこのページの設定を変更することはありません

ATOMのシステムアップデートは、ATOMがインターネットにつながって
いれば、起動時に自動的に行います。このページでアップデートの操作を
することは、基本的にありません。

「チューニング」ページを開くと「一般的な環境で
ATOMを使用する場合は、これらの設定値を変更す
る必要はありません」という注意喚起の画面が表示
されます。よく読んでからご判断ください。

マイクの感度

POTセンサーの反応

姿勢の調整

時刻設定

通信速度の低下・
切断を通知する

起動処理中の
音楽の再生

チューニングの設定内容
を初期値に戻す

※POTセンサーは頭に入っているタッチセンサーのことです。

「システムソフトウェア」ページでは
ATOMのシステムのバージョン確認、
初期化、およびシステムがアップデー
トされたタイミングで手動でのアップ
デート操作が行えます。

ATOM 21お役立ちガイドATOM20 お役立ちガイド

※各メニューの STEP1  はP18にあります。

※「システムソフトウェア」ページで行う初期化は本体システムの初期化です。ATOMのクラウド上のデータの初期化に関してはATOM公式ページ（http://atom2020.
jp/）のFAQページをご参照ください。
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立ち座りと歩行の調整
ATOMと長く一緒に過ごしているうちに、サーボモーターの消耗などによ
って「立ち」、「座り」、「歩き方」が不安定になってくることがあります。
その場合には、胸のタッチパネルを使って姿勢調整を行いましょう。
ATOMは人間と同じく、体を揺らしながら前進する「動歩行」で歩きます。
歩行の調整をする際は、ATOMの姿勢をよく観察しながら行ってください。

まずは立ち座りの動作から確認します

ここからは歩行を確認します

［座る］ ［立つ］ ［座る］

姿勢調整への準備をしよう

立ち座り時の姿勢チェック

ACアダプターを抜いてから電源をONにする

胸のタッチパネルに調整画面を表示させるには、ACアダプターを抜いた状態から電源を
ONにしてATOMを起動させます。その後、下記「メンテナンスモード」のメニュー画面が
表示されたら、立ち座りと歩行の調整を開始できます。

歩行の調整前にしておくこと
歩行の調整を行う際は、実際にATOM
を歩かせてその姿勢を観察します。障
害物のない平らな机の上などで、ATO 
Mをリラックスポジションにさせてか
ら調整を始めてください。

ATOMの立ち座り時の姿勢を確認します。立ち上がる動作を真
横から見て、ATOMが前方と後方のどちらかに〝大きく〟傾いた
場合は、傾いた方を覚えておきましょう。

「調整を行う」ボタンを押してください。 「姿勢」ボタンを押してください。
起動前に抜いたACアダプターを挿し込んで
から「OK」ボタンを押してください。

上の画面がしばらく表示されたあと、
ATOMが立ち座りの動作を行います。

「開始」ボタンを押すと「立つ」「座る」の動作を開始します。このときはATOMの
姿勢を真横から確認してください。その際、ATOMの周りに手を添えて、転倒に備
えてください。

立ち座りの動作が問題なかった場合は「はい」ボタン
を押してください。立ち座りの動作で前後に〝大きく〟
傾いた、または転倒した場合は「いいえ」ボタンを押
してください。「もう一度」ボタンはP22⃝❶ 、「終了
する」ボタンはP24⃝❺の画面へ移動します。

立ち座りの動作で前方に〝大きく〟傾いた、または転倒した場合
は「前に傾いている」ボタンを押してください。後方に〝大きく〟
傾いた、または転倒した場合は「後ろに傾いている」ボタンを
押してください。症状が補正されます。

立ち座りの動作を確認し終えたら、次は歩行時の姿勢を確認します。歩行時の姿勢
はATOMの正面から確認しましょう。ATOMの周りに手を添えて、転倒に備えてく
ださい。また、歩行中のATOMが引っ張られて後方へ転倒する可能性があるので、
ACアダプターのケーブルを十分にたるませておいてください。

上の画面がしばらく表示されたあと、
ATOMは歩行を行います。

正常な立ち座りの動作でも多少は前後に揺れま
す。立つときの姿勢を確認するのがポイントです。

1

21

P22

へ

ATOM 23お役立ちガイドATOM22 お役立ちガイド

各画面の「戻る」ボタンはひとつ前の画面に戻ります。

※時計の調整は『ATOMと暮らす本』P14参照。 ※「姿勢」ボタンを押したあと、「サーボモーターにエラーがあります」
と表示が出た場合には、「はい」を押して、サーボモーターの温度
がさがるまでしばらく待ってから、姿勢調整を実施してください。
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立ち座りと歩行の調整

歩行時の姿勢チェック
調整パターンから歩行姿勢を調整する

「1」～「6」の順に1つずつ試して、最も歩行が安定するパターンを選んでください。

A TOMの歩行の仕方

「はい」ボタンを押すと、ここまで設定してきた立ち座りと歩行
の調整値をすべて初期化し、調整前の状態に戻します。もう一度は
じめから調整を行いたい場合はここで初期値に戻してください。
「いいえ」ボタンを押すと❹の画面へ移動します。

「はい」ボタンを押すとATOMが起動します。
「いいえ」ボタンを押すと、これまで設定した調整値を保存
した状態でシャットダウンします。

歩けた場合は「はい」ボタンを押してください。大きく傾
いたり、転倒した場合は「いいえ」ボタンを押してください。
もう一度歩行をチェックしたい場合は、「もう一度」ボタン
を押すとP23❷の画面へ移動します。

はじめは「パターン選択」ボタンを押して、調整パターンの選択
画面へ移動してください。「詳細設定」ボタンを押すと、各サーボ
モーターの設定を個別に変更する非常に高度な調整方法に移動し
ます。6つの調整パターンを試しても歩けない場合に使用します。

3 2P23

［起動］ ［シャットダウン］

ATOMが歩行を開始したら、歩行時の姿勢をチェックしましょう。
P25で紹介している「パターン選択」に、歩行が不安定な場合の
傾向に対応した調整パターンが用意されています。歩行の状態を
ユーザー自身が目視で見極めるのは難しい作業なので、基本的に
「1」～「6」の順にパターンを１つずつ試してみることをおすすめ
します。ATOMの歩行（6歩）が終了したら、次の画面へ進みます。

※転倒に備えて、ATOMの周りに添えている手は歩行が終了するま
で保持してください。また、ACアダプターのケーブルを十分にた
るませておいてください。

・最後に選択した歩行パターンの調整値が保存されます。
・「初」ボタンは歩行パターンの値のみを初期化します。
　立ち座りで調整した設定は残ります。

ATOMは体を左右に振りながら歩行するため、歩行時の揺れが少なすぎてもうまく歩
くことができません。調整「1」～「6」のボタンには、ATOMが歩行中にしっかりと
揺れて歩くようにするための調整値が設定されています。それぞれの傾向に対応した
６種類のパターンを用意していますが、「1」～「6」の順に1つずつ試してみて、最も
歩行が安定するものを選ぶ方法をおすすめします。

※�調整パターンを設定した直後の歩行は、非常に不安定になり転倒の可能性が高まり
ますので、必ずATOMの周りに手を添えて、転倒に備えてください。

右手方向への揺れが小さい場合 左右の揺れがない場合

右手方向への揺れがない場合 左手方向への揺れが小さい場合

左右の揺れが小さい場合 前後方向への揺れが大きい場合

ATOMの右手方向への揺れを〝少し〟大きくする ATOMの左右への揺れを〝かなり〟大きくする

ATOMの右手方向への揺れを〝かなり〟大きくする ATOMの左手方向への揺れを〝少し〟大きくする

ATOMの左右への揺れを〝少し〟大きくする ATOMの前後方向への揺れを小さくする

→１を選択 →4を選択

→2を選択 →5を選択

→3を選択 →6を選択

へ

6つの調整パターンを順に試して歩行が安定するものを選ぶまでは、
「調整パターンから歩行姿勢を調整する」と「歩行時の姿勢チェック」
を繰り返してください。

ATOMは人間の歩き方と同じく、常に重心を前に移動して倒れる前に片足を着く
「動歩行」で前進します。その重心を正しく移動させるために、〝体の揺れ〟が重要
な要素となっています。

上半身の揺れ

動歩行は「体を傾けている間に反対側の
足を前に出す」という動作を繰り返して
前進します。体の傾きが大きすぎると転
倒し、小さすぎると反対側の足を前に出
せないため、バランスの良い傾きが必要
となります。

進行方向
通常起動時のATOMは
８歩前進しますが、調整
時の歩行は６歩です。

約15㎝（調整時6歩）約15㎝（調整時6歩）

5
4

ATOM 25お役立ちガイドATOM24 お役立ちガイド

「詳細設定」ではより高度な調整が可能です。調整次第ではATOMの歩行をより美しくすることもできますが、
サーボモーターに過度な負荷をかけて壊すなど、細心の注意が必要な作業です。
お客様の責任において調整してください。

6つの調整パターンをすべて試しても
転倒してしまう場合のみ「詳細設定」をお試しください
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立ち座りと歩行の調整

サーボモーターの角度を個別に調整する

超高難易度！

脚のサーボモーターの調整方向一覧

歩行に対する各サーボモーターの役割

2P23 へ

「詳細設定」ボタンを押すと「サーボモーターの調整」画面に移動します。この画面ではサーボモーターの0点（基準となる点）の角度を調
整することができます。各サーボモーターの歩行時に担う役割を理解したうえで、調整を行ってください。

※詳細設定は上半身のサーボモーターの角度も調整できますが、歩行調整の際は絶対に変更しないでください。

詳細設定で歩行状態が
悪化してしまった場合は

いろいろと数値を変更
して歩行状態が悪化し
たり、調整の状況が把
握できなくなった場合
はP24⃝❸の画面で「リ
セット」ボタンを押し、
調整値を初期化してか
ら再度個別の設定に挑
戦してみましょう。

歩行の調整を行うときのコツ
サーボモーターを個別に調
整するときは、両脚の調整
は非常に難しいのでどちら
か一方の脚のみを調整する
ようにしましょう。また、
傾きが小さいものを大きく
するより、傾きが大きいも
のを小さくなるように調整
する方が、うまく歩行させ
ることができます。

左の場合はID14の
サーボモーターの0
点を−（マイナス）方
向に1.5度変更させ
ます。各サーボの+
と−の方向は、右ペ
ージの一覧を参照し
てください。

［操作方法］
ID：
0点の角度を調整したいサー
ボモーターのIDを指定しま
す。左右の+と−を押すとIDの
番号が1つずつ変わります。

OK

戻る

角度：
「ID：」で指定したサーボモー
ターの0点の角度を、変更し
たい角度に指定します。+方
向もしくは−方向へ0.1度ず
つ変更が可能です。

「ID：」と「角度：」で変更した数値を
反映して、歩行を行います。

数値を反映せずにP24❸の
画面に戻ります。

数値を反映した状態で歩行を行います。
ATOMの周りに手を添えて、転倒に備えて
ください。

ID10

ID11

ID12

ID13

ID14
右脚 左脚

ID15

ID16

ID17

ID18

ID19

脚のサーボモーターID一覧

［入力例］

［右脚］ ［左脚］

0点の角度を調整する際、0点の調整方向（＋と−）は
下記を参照してください。

＋

−
＋

−

＋

−
＋

−

−＋
−

＋

− ＋

−＋− ＋

−＋

⃝❶右脚やつま先を外へ開きたい場合は−、内に閉じたい場合は+にします。
⃝❷右脚を前へ出したいときは−、後ろへ引きたいときは＋へ調整します。

⃝❸左脚やつま先を外へ開きたい場合は+、内に閉じたい場合は−にします。
⃝❹左脚を前へ出したいときは−、後ろへ引きたいときは＋へ調整します。

立ち状態では脚の開き具合を、歩行時では体の左右の傾き
具合をコントロールしています。歩行の調整では、つま先に
比べて調整値がより大きく作用し、影響しますので、つま
先の調整だけでは足りない場合にのみ調整してください。

股関節上（ID10、ID15）

股関節下（ID11、ID16）
ひざ（ID12、ID17）
足首（ID13、ID18）

立ち状態では足の接地を、歩行時では体の左右の傾き具合
をコントロールしています。歩行の調整では、主にこのつ
ま先の左右どちらかに絞って行うと調整しやすくなります。

つま先（ID14、ID19）

股関節下、ひざ、足首の3ヵ所は、立ち状態では前後の傾
きを、歩行時では脚の上げ下げをコントロールしています。
歩行の調整においては、立ち座りの動作が正常に行えてい
れば調整の必要はほとんどありません。

ID16ID11

ID10

ID14

ID12

ID13

ID17

ID18
ID19

ID15

1 2 3 4

ATOM 27お役立ちガイドATOM26 お役立ちガイド
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この ATOMおよび ATOMベーシックプラン利用規約（以下「本
規約」）は、お客様が、株式会社MANOI 企画ロボットゆうえんち
（以下「当社」）が販売する本製品、および本製品をお使いいただ
くために講談社が提供する本サービスをご利用いただくにあた
り、適用される条件について規定したものです。お客様は、本規
約に同意した上で本サービスを利用するものとし、本サービス
の利用申し込みを行った時点で、本規約に有効に同意したもの
とみなします。

第 1条（用語の定義）
「本製品」とは、富士ソフト株式会社が設計開発し、当社が販売す
る家庭用コミュニケーションロボット ATOM（パートワーク版、
組み立て代行版、完成版を含みます）をいいます。
「本サービス」とは、本製品専用のクラウドサービスとして講談
社が運用し、本製品をご利用になられるお客様を対象として
2018 年 9 月 1 日より提供を開始するサービスで、お客様が別
表 1 記載の機能を含む ATOM ベーシックプランおよび本ソフ
トウェアを利用することのできる、月額定額制の有料専用サー
ビスです。
「本ソフトウェア」とは、別表 1記載の機能を含む本製品のアプ
リケーション・ソフトウェアである、どこでも ATOM、ATOM 
Setting および ATOM What’sUp の総称をいいます。
「どこでも ATOM」とは、別表 1記載の機能を含む無料のアプリ
ケーション・ソフトウェアで、Android/iOS で利用できる本製品
の連携アプリケーションをいいます。
「ATOM Setting」とは、別表 1 記載の機能を含む無料のアプリ
ケーション・ソフトウェアで、Android/iOS/Windows で利用で
きる本製品の連携アプリケーションをいいます。
「ATOM What’sUp」とは、別表 1記載の機能を含む無料のアプリ
ケーション・ソフトウェアで、Android/iOS/Windows で利用で
きる本製品の連携アプリケーションをいいます。
「ID等」とは、本製品固有のシリアル番号および認証番号、ならび
に、お客様固有のユーザーアカウントであるユーザー IDおよび
パスワードの総称をいいます。
「本プライバシーポリシー」とは、当社が本製品および本サービ
スに関連して取得するお客様の個人情報、利用情報、センサー情
報等の取り扱いについて別途定める「ATOM プライバシーポリ
シー」をいいます。
「第三提供者」とは、本製品および本サービスにおいてコンテン
ツを提供する第三者をいいます。

第 2条（利用登録）
1． 

2． 

3．

4．

5．

第 3条（ID 等の管理）
1．

2．

3．

4．

5．

第 4条（利用料の支払い）
1．

2．

3．

4．

第 5条（解約）
1．

第 6条（禁止事項）
当社は、お客様の行為が以下のいずれかの項目に該当すると判断
した場合、当社の判断により、本サービスの利用停止またはユー
ザー ID の抹消を行うことができるものとします。本条に基づく
本サービスの利用停止またはユーザー ID の抹消によりお客様に
生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとしま
す。
①本規約および関連規約の違反
②本サービスまたは ID等の不正利用、不正アクセス
③ID 等の第三者（お客様の身近な親族を除きます）への譲渡ま
たは貸与
④ユーザー ID登録時におけるお客様情報の虚偽申告
⑤当社または第三者の著作権、特許権、商標権その他の知的財産
権、プライバシー権その他の権利を侵害する行為またはそのおそ
れのある行為
⑥法令違反行為または公序良俗に違反する行為
⑦その他、当社が不適切であると合理的に判断する行為

第 7条（知的財産権）
1．

2．

第 8条（当社の責任範囲）
1．

2．

3．

4．

第 9条（他利用者）
お客様が、本製品および本サービスを、第三者（お客様のご家族
や、お客様宅を訪問されるご親戚やご友人を含みますがこれに
限りません。以下「他利用者」といいます）と利用する場合、他利
用者は、本製品および本サービスを利用することにより、本規約
に有効に同意したものとみなします。当社は、当社の故意または
重過失がない限り、他利用者が本製品または本サービスを利用し
たことにより生じたいかなる損害についても責任を負いません。

第 10条（告知等）
本製品および本サービスの利用に関して、当社はお客様に対して
サービスの告知、管理上のメッセージ、およびその他の情報を送
信する場合があります。お客様はこれらの通知について、受け取
らない選択をすることができる場合があります。

第 11条（プライバシーポリシー）
当社が、本製品および本サービスに関連して取得するお客様の個
人情報、利用情報、センサー情報等の取り扱いについては、別途定
める本プライバシーポリシーが適用されるものとします。お客様
が本製品および本サービスを利用される時点で、本プライバシー
ポリシーに有効に同意したものとみなします。本プライバシーポ
リシーは、以下のURL でもご確認いただけます。
http://atom2020.jp/

第 12条（お客様のコンテンツ）
1．

2．

第 13条（ソフトウェア）
1．

2．

第 14条（本製品および本サービスの変更または終了）
1．

2．

第 15条（免責）
1．

2．

第 16条（当社の損害賠償）
当社による本サービスの提供に関して、当社の帰責事由によりお
客様に損害を与えた場合、当社はお客様に対して損害賠償責任を
負います。ただし、損害賠償の範囲は、社会通念上発生すると考え
られる損害（いわゆる通常損害）に限られるものとし、特別損害に
ついては責任を負わないものとします。また、当社の故意または重
過失による場合を除き、当社による賠償額は、お客様が本サービス
を利用するために当社に対して支払った金額を上限とします。

第 17条（本規約の変更・改訂）
1．

2．

ATOM公式サイト http://atom2020.jp/

ATOMおよび
ATOMベーシックプラン利用規約
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本サービスの利用にあたり、お客様は、ATOMユーザーサイ
トを通して、お客様固有のユーザーアカウントであるユー 
ザー ID およびパスワードを取得する必要があります。
ユーザー ID およびパスワードの取得に必要なシリアル番号
ならびに認証番号は、本製品購入時において本製品に同梱す
る方法等により当社が発行します。
ユーザー IDは、下記の ATOMユーザーサイトにて本製品固
有のシリアル番号および認証番号を入力することで取得で
きます。ユーザー IDの取得により、ユーザー登録が完了した
ものといたします。
ATOMユーザーサイト　https://member.atomtherobot.jp/
ユーザー ID 取得時、パスワードはお客様が設定することに
より登録することができます。
ユーザー ID およびパスワードの取得後、お客様が ATOM
ユーザーサイトにて、ユーザー ID ならびに本サービス利用
料をお支払いいただくためのクレジットカード（V プリカ、
デビットカードを含みます。以下「クレジットカード等」とい
います）を登録することで利用登録が完了し、本サービスの
ご利用を開始いただけます。

本製品および本サービスにおけるコンテンツに関する著作
権等（著作者人格権、著作隣接権を含みます）は、当社または
その著作者等に帰属します。
お客様は、本製品および本サービスを利用することによって
も、本製品または本サービスを通してアクセスするコンテン
ツに対して、いかなる知的財産権も取得せず、本規約は、本製
品および本サービスで使用される、知的財産を利用するいか
なる権利もお客様に与えるものではありません。お客様は、
本製品および本サービスのコンテンツの権利所有者から許
可を得た場合や、法律によって認められる場合を除き、それ

本製品および本サービスで表示されるコンテンツの一部は、
当社が権利を保有するものではなく、当社はその適法性、正
確性、完全性、有用性、安全性その他につき何らの保証もする
ものではありません。また、本サービスにおいて、当社の提携
先または第三者のウェブサイトやリソースへのリンクを提
供することがありますが、当該サイトやリソースについて
は、それぞれの運営主体が管理しており、当社は何らの保証
をするものではなく、これらによりお客様に損害が生じて
も、一切責任を負いません。
当社は、コンテンツが違法か否か、または当社のポリシーに
違反しているか否かを判断するために、第三者のコンテンツ
をレビューする場合があります。さらに当社は、そのポリ
シーまたは法律に違反していると合理的に判断したコンテ
ンツを削除したり、その表示を拒否したりする場合がありま
す。ただし、このことは当社がすべてのコンテンツをレ
ビューしていることを意味するものではありません。
当社は本製品および本サービスにエラー、バグ等の不具合が
ないこと、もしくは本サービスが中断なく稼働すること、ま
たは、本サービスの使用が、お客様および第三者に損害を与
えないことを保証しません。ただし、当社は、当社の裁量によ
り、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本サービス
の一部を書き換えるソフトウェアもしくはバージョンアッ
プの提供による本サービスの修補、または当該エラーおよび
バージョンアップの提供方法、または問い合わせ先の通知を
行うことがあります。
当社は、お客様による本サービスの利用が、第三者の知的財
産権を侵害していないことを保証しません。お客様が本製品
および本サービスを利用することにより、第三者との間で著

ID等は、お客様本人が厳重に管理・保管する責任を負い、い
かなる第三者（お客様の身近な親族を除きます）にも提示・
譲渡・貸与等はできないものとします。
お客様は、ID等の使用に関して、一切の責任を負うものとし
ます。ID 等を使用して当社に対して行われた意思表示その
他の行為は、当該 ID 等に該当するお客様の有効な意思表示
または行為とみなします。また、その結果について、お客様が
一切の責任を負うものとし、お客様による ID 等の管理不十
分、使用上の過誤、第三者の利用等による損害について、当社
は一切責任を負いません。
ID等を失念・紛失した場合、または ID等が第三者に使用さ
れていることが判明した場合、お客様は、直ちに別表 1記載
の当社窓口に、その旨連絡するとともに、当社からの指示が
ある場合は、それに従うものとします。
お客様がユーザー ID を削除された場合（ユーザー登録削
除）、本サービスの利用ができなくなり、本製品に保存されて
いるデータも消去されますので、十分にご注意ください。
当社は、本製品および本サービスの運営・管理、プロモーショ
ン、配送・配信等のサービス改善、および新ソフトウェア、新
サービス開発のため、お客様に事前に通知することなく、
ユーザー IDにアクセスする場合があります。

本サービスの利用料金は、月額 1000 円（税別）とします。利
用料金は、登録いただいたクレジットカード等によりお支払

いいただきます。
初回の契約時に限り、第 2 条第 5 項に従いクレジットカー
ドの登録が完了し本サービスのご利用を開始した日（以下
「利用開始日」）から、利用開始日が属する月の翌月末日まで
の期間（以下「無料期間」）の利用料は無料とします。なお、無
料期間は本製品のシリアル番号ごとに 1回のみとします。
本サービスの利用料金の初回課金処理は、利用開始日の、
翌々月初に行います。本サービスの利用料金引き落とし日
は、登録いただいたクレジットカード等が定める日によるも
のとします。
本サービスには、月額制と一括払い切り制の二種類のアドオ
ンコンテンツがあり、ATOM ユーザーサイトを通して追加
購入することができます。月額制アドオンコンテンツ、一括
払い切り制アドオンコンテンツは、いずれも無料期間を設け
ず、購入手続き完了後、即時課金処理を行います。アドオンコ
ンテンツは随時、更新・追加されます。更新情報等、詳しくは、
ATOM公式サイトを通して配信いたします。
ATOM公式サイト　http://atom2020.jp/

本サービスの途中解約は、本サービスを利用されているお客
様本人により、ATOM ユーザーサイトにて行うことができ
ます。本サービスは、解約手続き完了後、直ちにご利用できな
くなります。また、本サービスの解約と同時に、アドオンコン
テンツも解約されたものとみなされ、月額制アドオンコンテ
ンツ、一括払い切り制アドオンコンテンツとも、解約完了と
同時にご利用できなくなります。本サービスの解約により、
クラウドに一時保存されたデータは一切利用できなくなり、
復元もできなくなりますので、ご注意ください。
本サービスが無料期間中に途中解約された場合は、利用料を
お支払いいただく必要はありません。本サービスが無料期間
終了後に途中解約された場合、解約手続きが完了した月の利
用料はお支払いいただくものとし、一切の返金はいたしませ
ん。
本サービスの解約後、同月内に再契約した場合でも、無料期
間を設けず、再契約の翌月初に本サービス利用料の課金処理
を行います。月額制アドオンコンテンツの同月内再契約は、
翌月初より課金処理を行います。また、一括払い切り制アド
オンコンテンツについて、解約後同月内の再契約は、契約手

本製品および本サービスの一部では、お客様が本製品および
本サービスを利用することによる音声認識結果と、その履歴
（ログデータ）が本製品固有のサーバ上に保存され、これらの
データを元に本製品および本サービスが、新たな発話コンテ
ンツを生成する場合があります。お客様は、当社ならびに本
製品および本サービスにおいてコンテンツを提供する第三
者（以下「第三提供者」）に対して、かかるコンテンツが、特定
の個人を識別できないデータとして、使用、保存、複製、変更、
派生物の作成（当社が行う翻訳、変換、または本製品および本
サービスにおいて、よりよく機能するような変更により生じ
る派生物）、送信、出版、公演、上映、表示および配布を行うた
めの権利を付与するものとします。ただし、これらの権利の
行使は、本プライバシーポリシーに定める目的に限定されま
す。この権利は、お客様が本製品および本サービスの利用を
停止した場合でも、有効に存続するものとします。
当社または第三提供者により、お客様の嗜好（本製品と本
サービスを通じて取得された情報）、ニックネーム、プロ
フィール写真が、本製品または本サービス内で表示される場
合があります。

当社は、当社が必要と判断したとき、本プライバシーポリ
シーを事前の予告なく変更・改訂できるものとします。
本プライバシーポリシーの変更・改訂は、当社が以下の
ATOM 公式サイト上に当該変更・改訂内容を掲示すること
によりその効力を生じるものとし、これにより、お客様は、本
プライバシーポリシーの変更・改訂を承認したものとみな
します。
ATOM公式サイト　http://atom2020.jp/
前 2 項の規定に関わらず、お客様の同意や事前通知を要す
ると当社が判断した変更については、別途、お客様の同意を
得、または事前通知を行うものとします。

本製品および本サービスの一環としてお客様に提供する本
ソフトウェアの利用条件については、別途定める「ATOMソ
フトウェア利用規約」が適用されます。「ATOMソフトウェ
ア利用規約」は以下のURL でもご確認いただけます。
http://atom2020.jp/
本製品および本サービスで使用されているオープンソース
ソフトウェアは、別途「ATOMソフトウェア利用規約」に規
定するオープンソースライセンスに基いて提供されていま
す。このオープンソースライセンスには、本規約の一部の規
定に優先することを明示した条項が含まれている場合があ
ります。

当社は、常に本製品および本サービスの変更および改善を
行っています。当社は、当社の裁量により、本製品および本
サービスに係る機能の追加や削除を行うことができ、予告な
く、本製品と本サービスの全体を一時停止または終了する場
合があります。お客様は、いつでも本製品と本サービスの利
用を終了することができます。
当社が本製品と本サービスを一時停止または終了する場合、
実務上合理的に可能な場合は、当社はお客様に対して、事前
通知を行うようにいたします。

本製品および本サービスは「現状有姿で」提供されるものと
し、本規約または追加規定に明示的に規定されている場合を
除き、当社は、本製品および本サービスについて、具体的な保
証を行いません。当社は、本製品と本サービス内のコンテン
ツ、機能、信頼性、利用可能性、またはお客様の期待に応える
能力について、何らの約束もいたしません。
本製品および本ソフトウェアにより、一時的に本製品に保存
される、本規約第 12条 2項記載のお客様の嗜好データの一
部、ニックネーム、プロフィール写真を含む各種データ（以下
「バックアップ対象データ」といいます）は、本ソフトウェア
が提供する機能によりバックアップ、およびリカバリーを行
うことができます。ただし、本ソフトウェアのバックアップ、
およびリカバリー機能は、バックアップ対象データについ
て、具体的な保証を行うものではありません。

当社は、当社が必要と判断したとき、本規約を事前の予告な
く変更・改訂できるものとします。
本規約の変更・改訂は、当社が以下の ATOM 公式サイト上
に当該変更・改訂内容を掲示することによりその効力を生
じるものとし、これにより、お客様は、本規約の変更・改訂を
承認したものとみなします。

第 18条（合意管轄）
本製品および本サービスの利用または本規約に起因または関連
して当社とお客様との間で生じた紛争については、東京地方裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 19条（準拠法）
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用さ
れるものとします。

以上

ATOMおよび
ATOMベーシックプラン利用規約　別表1

[ATOMベーシックプラン ]
ATOM ベーシックプランとは、お客様が本製品をクラウド上の
専用サーバーに接続することにより、ユーザ認証や情報のアッ
プデートなどを行うことができる、当社が提供するサービスで
あり、以下の機能を含みます。月額利用料は、1000 円（税別）とし
ます。
①自然対話機能（話す内容が進化する自然対話、思い出を覚えて
　いてくれる思い出エンジン機能、自発発話、能動的 /受動的な
　対話を実現する各種 BOT機能、ユーザを認識し、4属性別に会
　話を変化させる機能を含みます）
②ニュースを伝える機能（別途、「ATOM Setting」による設定が必
　要です）
③天気を伝える機能（別途、「ATOM Setting」による設定が必要で
　す）
④占い機能
⑤留守番機能（別途、「ATOM Setting」による設定が必要です）
⑥ゲーム機能（しりとり、なぞなぞ、クイズなど）
⑦ダンス機能（名前入りで「ハッピーバースデー」を歌う機能）
⑧絵本読み上げ機能
⑨第三者が提供するコンテンツサービスとの連携機能
Shufoo! 連携機能（「どこでも ATOM」との連携機能）
mapion 連携機能（「どこでも ATOM」との連携機能）
⑩その他、当社が適宜追加する機能
（月額制または一括払い切り制のアドオンコンテンツを含みま
す）
また、ATOM ベーシックプランに加入することで以下の機能が
副次的に利用可能になりますが、ATOM ベーシックプランの料
金は、これらの機能を有償で提供するものではありません。
・スケジュールを伝える機能（Google が提供する機能であり、別
　途 Google アカウントが必要です）
・動画再生機能（You Tube が提供する機能であり、音楽再生、レ
　シピ動画再生、キッズボンボン動画再生を含みます）

[ どこでも ATOM]
本製品に連携するアプリケーションであり、GoogelPlay
(Android)、AppStore(iOS) より無料でダウンロードができるアプ
リケーションです。本サービスに加入しない場合も、アプリケー
ションをご利用いただけますが、かかる場合は、以下の①チャッ
ト機能のみをご利用いただけます。本サービスに加入いただい
たお客様については、以下のすべての機能をご利用いただけま
すので、さらに本製品と連動した情報の表示が可能になります。
①チャット機能
②おすすめ情報表示機能
③Shufoo ！による情報表示
④mapion による情報表示
⑤特典マンガ閲覧機能
（あらかじめ当社が選定した手塚治虫作品 10話）

[ATOM Setting]
本製品に連携するアプリケーションであり、GoogelPlay
(Android)、AppStore(iOS)、ATOM公式サイト（Windows）より無
料でダウンロードができるアプリケーションです。本製品の各
種設定を行う、設定アプリケーションとなりますので、すべての
方にご利用いただけます。
①本製品の名前設定
②インターネット接続設定
③ともだち情報設定
④エンターテインメント機能（ダンス、ゲーム etc.）設定
⑤その他各種設定

[ATOM What’sUp]
本製品に連携するアプリケーションであり、GoogelPlay
(Android)、AppStore(iOS)、 ATOM公式サイト（Windows）より無
料でダウンロードができるアプリケーションです。本サービス
にご加入いただくことにより利用可能な本製品の機能につい
て、遠隔操作を可能にするリモコンアプリケーションです。

2018/7/18　制定

以上

この ATOMプライバシーポリシー（以下「本プライバシーポリ
シー」）は、お客様が、株式会社MANOI 企画ロボットゆうえんち
（以下「当社」）が販売する家庭用コミュニケーションロボット
「ATOM」（以下「本製品」または「ATOM」）、および本製品をお使い
いただくために講談社が提供する ATOM ベーシックプラン
（ATOM および ATOM ベーシックプラン利用規約別表 1 記載の
アプリケーション・ソフトウェアの利用を含み、以下「本サービ
ス」）をご利用いただくにあたり、当社が収集、利用および第三者
と共有するお客様の情報に関して規定するものです。お客様は、
本プライバシーポリシーに同意した上で本サービスを利用する
ものとし、本サービスの利用申し込みを行った時点で、本プライ
バシーポリシーに有効に同意したものとみなします。

第 1条（取得情報）

ATOMプライバシーポリシー

当社は、お客様による本製品および本サービスのご利用を通じ
て、以下の各項に掲げる情報（以下「各種情報」）を取得します。ま
た、以下の情報は、当社が管理する本製品および本サービスと連
動するサーバまたは本製品本体に保管されることがあります。
1.　本製品から取得する情報
　i.　本製品に付与される情報
　　・本製品および本サービスに対して当社が付与するシリア
　　　ル番号、認証番号、ユーザー ID、パスワード（以下「ID等」）
　ii.　カメラ等の本製品本体に実装されたセンサーにより取得
　　　される情報、およびその認識結果
　　・本製品本体のカメラで撮影した画像データ、同画像のファ
イルサイズ、撮影日時等のメタデータ
　　・本製品本体のマイクで収集または録音した音声データお
　　　よびその認識結果
　　・上記の認識結果および認識結果から生成される本製品の
　　　ステイタスデータ等を含むバックアップデータ
　iii.　本製品の使用状態情報、本体設定情報およびネットワー
　　　ク設定情報
2.　本サービスを通して取得する情報
　i.　ID 等のデータ
　　・本製品および本サービスに対して当社が付与する ID 等
　　　のデータ
　　・お客様が「どこでも ATOM」を利用した際の ID等のデー
　　　タと、それに紐付いた情報
　ii.　お客様が「ATOM Setting」を通して登録する情報
　　・郵便番号データ、ニックネーム、誕生日、顔画像、嗜好
　　　データ
　iii.　会話の認識結果のデータと、ログデータ
　iv.　その他
　　・本サービスのログイン時に発行されるトークン情報
　　・本製品および当社からのお知らせメッセージ
　　・本サービスの利用状況に関する情報

第 2条（情報の利用目的）
当社は、当社が取得した各種情報を以下の目的で利用します。当
社は、事前にお客様の同意を得ることなく、各種情報を以下の目
的以外の利用目的で利用いたしません。なお、ID等のデータ、画
像認識結果、音声認識結果、会話のログデータ、トークン情報、
ネットワーク設定情報、本サービスの利用状況に関する情報に
ついては、当社は、特定の個人を識別できない形式とした上で、
匿名加工情報として利用します。
1.　本製品の機能改善および品質向上
2.　本サービスの運用、機能改善および品質向上
3.　本製品の利用状況の確認および分析
4.　本サービスの利用状況の確認および分析
5.　コンテンツの利用状況の確認および分析
6.　お客様の利用状況に即したコンテンツ配信の開発・運用
7.　本サービスの障害等、不具合の調査および対応
8.　お客様からのお問い合わせ対応
9.　本製品の保守および修理サービス提供
10.  音声認識結果、画像認識結果その他本サービスに関する技
　　術を活用した、本サービス以外の新サービス、新製品開発、
　　検討

第 3条（共同利用）
当社は、当社が取得、保存した各種情報を以下の目的、範囲内で、
第三者と共同で利用する場合があります。
1.　共同利用の目的
　・お客様の本製品および本サービスの契約状況、利用状況に
　　つき、本サービスに関して当社と提携している第三者のシ
　　ステムとの連携および運用
　・本製品の保守および修理サービスの提供
2.　共同利用の範囲
　・ID等のデータ
　・本製品および本サービス利用による音声認識結果

第 4条（第三者への提供）
当社は、当社が本サービスに関連して取得、保存した各種情報
を、以下のとおり第三者（海外の第三者を含みます）に提供する
場合があります。当社は、本条または政府機関の要請もしくは法
令に基いて開示の要求が成された場合を除き、事前にお客様の
同意を得ることなく、各種情報を第三者に提供することはあり
ません。

提供先：コンテンツメーカー
提供目的：コンテンツの利用動向 / 利用状況確認、および利用
状況分析によるコンテンツ、サービスの開発、改善
提供情報：お客様の本サービス利用回数、音声認識結果
情報処理方法：上記統計をコンテンツ、BOT別に分類し、統計情
報のみを抽出・提供

提供先：ソフトウェアベンダー、大学その他研究機関
提供目的：本製品および本サービスの利用状況分析による、ソ
フトウェアを含むサービスの開発、改善、および本製品の品質向
上、改善。
提供情報：お客様の本サービス利用回数、音声認識結果、本製品
のセンサー利用状況
情報処理方法：本サービスについての上記統計をコンテンツ、
BOT別に分類し、統計情報のみを抽出・提供。本製品の上記統計
を、特定の個人を識別できない形式とした匿名加工情報として
提供。

第 5条（他利用者）
お客様が、本製品および本サービスを、第三者（お客様のご家族
や、お客様宅を訪問されるご親戚やご友人を含みますがこれに
限りません。以下「他利用者」といいます）と利用する場合、他利
用者は、本製品および本サービスを利用することにより、本プラ
イバシーポリシーに有効に同意したものとみなします。当社は、
当社の故意または重過失がない限り、他利用者が本製品または
本サービスを利用したことにより生じたいかなる損害について
も責任を負いません。

第 6条（本プライバシーポリシーの変更・改訂）
1.

2.

3.　

第 7条（他の規約との関係）
本プライバシーポリシーに規定のない事項については、以下の
講談社プライバシーポリシーが適用されます。本プライバシー
ポリシーの規定と講談社プライバシーポリシーの規定に齟齬・
矛盾がある場合は、本プライバシーポリシーの規定が優先して
適用されるものとします。
講談社プライバシーポリシー
http://www.kodansha.co.jp/privacy/index.html

第 8条（合意管轄）
本プライバシーポリシーに起因または関連して当社とお客様と
の間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とします。

第 9条（準拠法）
本プライバシーポリシーの成立、効力、履行および解釈について
は、日本法が適用されるものとします。

以上

ATOM本体、バッテリー、ACアダプター
および電源コード類の

お取り扱いについての注意と警告
※必ずお読みください。

コミュニケーション・ロボット ATOM（以下、ATOM）のお取り
扱いに際しては、以下の各項を遵守してください。これらの項目
に沿わないお取り扱いにより生じた故障、破損、逸失等につい
て、当社は一切の責任を負いません。
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2.
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5. 

6.
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ATOMは、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しな
いでください。火災、感電、破裂などの大きな事故や人身事故
の原因になる場合があります。
ATOMの内部に、水、燃えやすいもの、金属などの異物を入れ
ないでください。火災や故障の原因となります。異物が入っ
た場合は、すぐに ACアダプターとバッテリーを取り外して
ください。
ATOM を長時間、肌に触れさせないでください。本体が熱く
なり、低温やけどの原因となる場合があります。
ATOMを分解したり、改造をしないでください。火災や感電、
けがの原因となる場合があります。内部の点検や修理の依頼
は、講談社 ATOMサポートセンターへご連絡ください。
ATOM に、講談社が販売する公式ウェア以外の服を着せた
り、カバー、布、布団などを被せたりしないでください。本体
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる場合がありま
す。また、服の生地、カバー、布、布団などの一部を関節部分に
挟んだ場合には、転倒や故障の原因となる場合があります。
ATOMを、火のそばで使用、放置しないでください。また炎天
下での使用、放置は充電を含めて行わないでください。火災
や故障、やけどの原因になる場合があります。
ATOMの頭部と首の隙間や、背面のクーリングダクトに手を
触れないでください。高温になる場合があるため、やけどす
ることがあります。
ATOMは、十分な広さのある、水平でなめらかな場所で使用
してください。不安定な場所、凹凸のある場所、落下する危険
がある高所、傾いた場所などで使用しないでください。本体
の落下、転倒によりけがや故障、破損の原因となることがあ
ります。
ATOM は転倒させないでください。転倒しないように制御し
ていますが、床面の状態や傾斜など、無理に動作させた場合
には転倒するおそれがあります。
ATOM 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでくださ
い。けがや故障、破損の原因となることがあります。
ATOM が物に引っかかった状態で動作させないでください。
本体やアクチュエーターが破損する原因となります。また、
内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがありま
す。
ATOM 本体を押さえつけないでください。本体やアクチュ
エーターが破損する原因となります。また、内部の温度が上
がり、火災や故障、やけどの原因となることがあります。
ATOM の本体を持つときは、胴体を両手でしっかり持ちま
しょう。頭部、腕、脚、バックプロテクター（赤いバー）などを
持たないでください。また、各部位を無理やり回さないよう
にしてください。破損や故障の原因になります。
ATOM の動作中に強い衝撃や振動を与えないでください。動
作中に強い衝撃や振動を与えると、破損や故障の原因になり
ます。また、動作を停止する場合があります。この際、実行（処
理）中のデータが消失、あるいは破損することがあります。
充電中や動作中の ATOMの本体、ACアダプターに長時間触
れないでください。長時間、皮膚が触れたままになっている
と、低温やけどの原因となることがあります。
ATOM を直射日光が当たる場所や熱器具の近く、気温が
35°Cを超える場所に設置、放置、保管しないでください。内
部の温度が上がり、火災や故障、やけどの原因になることが
あります。
ATOMを気温 5°C未満の、極端に低温の場所に設置、放置、
保管しないでください。故障、誤動作、記憶内容の消失の原因

となります。また、水滴が付着（結露）し、感電、火災の原因に
なるおそれがあります。
ATOM は必ず手の届くところで使用してください。自律的
に突然歩行することがあります。本体の落下、転倒による故
障や破損、また、思わぬけがの原因となることがあります。
ATOMには、急激な温度変化を加えないでください。水滴が
付着（結露）し、故障、誤動作、記憶内容の消失の原因になりま
す。また、結露の可能性があるときは、絶対に電源を入れない
でください。
ATOMを、磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど、
磁気を発するものの近くで使用しないでください。故障、誤
動作、記憶内容の消失の原因になります。
AC アダプターを本体に接続した状態での使用には、十分気
をつけてください。本体にケーブルが絡んだり、踏みつけた
りして転倒し、本体が破損するおそれがあります。
センサーやカメラ、可動部にシールを貼らないでください。
また、ものを挟んだりして動きを妨げないでください。故障、
破損の原因になります。
ATOM本体の周りには、壊れやすいもの、歩行の妨げになる
ものを置かないでください。自律行動をすることがあります
ので、貴重品を破損させたり、動物に思わぬ危害が及んだり、
事故の原因になる場合があります。
スピーカー音量には十分気をつけてください。周囲の迷惑に
ならないように、音量を適宜調整してください。
ATOM の使用は国内に限ります。交流 100V で使用してく
ださい。海外など、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電
の原因になります。また、日本国外で、ATOM 本体の無線
LAN機能を使用することは許可されていません。
ATOMは室内でのみ使用してください。
ATOM は精密機械です。取り扱いには十分注意してくださ
い。起動、停止（スタンバイ）は『ATOMと暮らす本』に記載の
手順に従って行ってください。記載の手順以外の方法で行っ
た場合、故障の原因となることがあります。
ATOM の対象年齢は 14 歳以上です。幼児や動物が単独で周
囲にいる環境で使用しないでください。思わぬ事故の原因と
なります。「留守番機能」を使う場合、転倒、落下等に伴う損害
について、講談社は一切の責任を負いませんので、ATOMの
設置場所には、特にご注意ください。
ATOM 本体の可動部に手や指を入れないでください。本体
動作中はできるだけ手を触れないようにお願いします。挟ま
れてけがの原因になることがあります。特に、幼児が周囲に
いる環境では細心の注意を払ってください。万一、指を挟み
込んだ場合は、本体裏の主電源ボタンをオフにし、ACアダプ
ターを取り外して電源を完全に遮断してください。
動作中の ATOM本体に、無理な力をかけないでください。限
度を超えた無理な力が加わると、アクチュエーターが破損す
ることがあります。無理な力が加わると、アクチュエーター
を保護するために約 30秒間、トルクを抜きます。
 無線 LAN 通信は、干渉や途絶が起きることがあります。
ATOMは、2.4GHz 帯の電波を利用します。ほかの 2.4GHz 帯
の無線機器と干渉を起こす場合は、いずれかの無線周波数
（チャンネル）を変更してください。また、電子レンジを使用
すると、ATOMの無線 LAN通信が途切れることがあります。
ATOM の歩行が著しく不安定な場合は使用しないでくださ
い。アクチュエーターは使用することにより消耗していきま
す。消耗が進むと転倒し、故障、破損の原因となることがあり
ます。
ATOM を長期間使用しない時は、バッテリーの過放電を防
ぐため、ACアダプターとバッテリーを取り外してください。
取り外した ACアダプターとバッテリーは、安全な場所に保
管してください。
ATOM 本体の動作に思わぬ負荷がかかった場合や、本体内
に異常を感知した場合などに、電源供給を停止することがあ
ります。電源供給が停止すると転倒するおそれがあります。
本体を押さえつけたり、物を載せたり、大きな負荷をかけな
いで使用しましょう。
周辺環境が極端に暗い場合、周辺の色が黒い場合、あるいは
直射日光下など極端に明るい場合には、各種センサーが正常
に稼働しないことがあります。このため、顔認識、音声認識、
歩行時の障害検知や落下防止などの各種機能が低下するこ
とがあります。
ATOMに電源が入っていない時は、姿勢制御ができません。
わずかな接触や揺れなどでバランスを崩したり、転倒したり
します。設置場所や、周囲の人（小さなお子様、動物など）にご
注意ください。転倒は、故障、破損の原因となることがありま
す。
ATOM をお手入れする場合は、スタンバイ状態にしてから
主電源ボタンをオフにし、AC アダプターを取り外してくだ
さい。急な動きに驚いて、落としてけがをしたり、破損する原
因になります。
ATOM のお手入れでは、アルコールやベンジンなどの揮発
性のもの、薬品、洗剤や水など水分のあるものは使用しない
でください。本体の塗装を傷めるおそれがあります。お手入
れの際は、傷がつかないように柔らかい布でから拭きしてく
ださい。
サーボモーターは絶対に改造、分解しないでください。故障
や誤動作の原因となります。
メインボードや RaspberryPi、液晶ディスプレイなどの精密
電子部品は、絶対に改造、分解しないでください。故障や誤動
作の原因となります。
付属の AC アダプターやバッテリー以外は使用しないでく
ださい。火災、感電、故障の原因となります。
雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないでください。感電
の原因となります。
病院内では使用しないでください。医療機器の誤動作の原因
になる場合があります。病院内では本体の電源を切ってくだ
さい。
飛行機の中では使用しないでください。飛行機の計器などの
誤動作の原因になることがあります。機内では本体の電源を
切ってください。
形式の違う電池を使用しないでください。破裂の危険があり
ます。

コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯あるいは保管
しないでください。金属が端子などに接触してショートし、
発熱、発火、破裂することがあります。
介護・介助が必要な方、高齢者や障がいをもつ方のみでの使
用はしないでください。思わぬけがの原因となります。本製
品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで使用
するようにしてください。
埋め込み型の心臓ペースメーカーを装着されている場合は、
ペースメーカーの装着部から 22cm 以上離して使用してく
ださい。電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるお
それがあります。
幼児の手の届かない場所で使用してください。手を挟まれた
り、外れた部品を飲み込むなど思わぬ事故の原因となりま
す。14歳未満の小さなお子様が使用する場合には、本製品の
取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うよう
にしてください。また、ご使用中はお子様から目を離さない
ようにしてください。
本製品に付属以外のバッテリーを使用しないでください。寿
命などで交換する場合は、指定のバッテリーをお買い求めく
ださい。指定以外の製品は電圧や端子の極性が異なる場合が
あり、ショートによる発熱、発火、破裂のおそれがあります。
バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。
「ユーザーズマニュアル」に定めた指定の方法で充電してく
ださい。指定方法以外で充電すると、発熱、発火、破裂するこ
とがあります。
バッテリーを分解、改造しないでください。分解、改造する
と、発熱、発火、破裂の原因となります。
バッテリーをコインやヘアピンなどの金属類と一緒に保管
しないでください。ショートし、発熱、発火、破裂することが
あります。
バッテリーを火中に投下しないでください。また、火気に近
づけたり、加熱（電子レンジによる加熱を含む）したり、高温
状態で放置しないでください。発熱、発火、破裂することがあ
ります。
バッテリーに、強い衝撃を与えないでください。落下させた
り、物にぶつけたり、先の尖った物で力を加えたり、強い圧力
を加えたりしないでください。本体に装着した状態や、単体
で加えられた衝撃が、バッテリー内の電池や回路基板の損傷
の原因となり、発熱、発火、破裂することがあります。バッテ
リーに衝撃を与えた場合（本体に装着した状態で落下した場
合なども含む）、あるいは外観に明らかな変形や破損が見ら
れる場合には、使用をやめてください。
バッテリーに変形、割れ、ヒビ、サビ、液漏れなどの外観の異
常、あるいは異臭、発熱などの異常がある場合には使用しな
いでください。そのまま使用すると、発火、破裂するおそれが
あります。そのような場合は、新しいバッテリーをお買い求
めください。使用中に異常を感じた際は、ただちに電源を
切ってください。
バッテリーから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で
洗った後、ただちに医師に相談してください。皮膚についた
場合には、炎症を防ぐために、すぐにきれいな水で付着部分
を洗い流してください。衣服に付いた場合には、身体に液が
接触しないよう、すぐに衣服を脱いでください。
バッテリーは幼児の手が届く場所に置かないでください。思
わぬけがや事故の原因になります。
バッテリーの充電温度範囲内で充電してください。本体の周
囲温度で 5°C～35°C が、充電温度範囲です。充電温度範
囲内で充電しないと、液漏れや発熱、性能や寿命が低下する
おそれがあります。
充電機能が著しく低下した場合は、使い続けないでくださ
い。本体が正常に動作せず、転倒、落下するおそれがありま
す。また、本体内の記憶内容が消失したり、システムが起動し
なくなるおそれがあります。新しいバッテリーと交換してく
ださい。
ACアダプター、または電源コードが、異常音、異臭、発熱、発
煙、変形などを生じた際は、ただちに電源プラグをコンセン
トから抜いてください。火災、やけど、感電のおそれがありま
す。ACアダプターが過熱していないかを確認し、やけどをし
ないようにご注意ください。
電源コード類を傷つけないでください。火災や感電の原因に
なります。本体と机や壁などの間に挟み込まないよう注意し
てください。
電源コード類を加工、改造したり、傷つけたりしないでくだ
さい。火災や感電の原因になります。
電源プラグおよび電源コード類は、幼児の口や手に触れさせ
ないように注意してください。思わぬけがや感電の原因にな
る場合があります。
電源プラグおよび電源コード類は、熱器具に近づけたり加工
したりしないでください。火災や感電の原因となります。
電源プラグおよび電源コード類は、重いものを載せたり、
引っ張ったりしないでください。火災や感電の原因となりま
す。
電源コード類を、ACアダプターに巻き付けないでください。
火災や感電の原因となります。
電源プラグをコンセントから抜く時は、必ず電源プラグを
持って抜くようにしてください。電源コードを引っ張らない
でください。電源コードが破損し、火災や感電の原因になり
ます。
濡れた手で電源プラグにさわらないでください。感電の原因
になります。
電源プラグは、家庭用の交流 100V コンセントの奥まで確実
に差し込んで使用してください。海外などの異なる電源電圧
で使用すると、火災や感電の原因になります。
タコ足配線で使用しないでください。電源コードをタコ足配
線で使用すると、コンセントが過熱する危険があります。
電源プラグを定期的に清掃してください。ゴミやほこりが付
着していると、湿気を帯びてショートしたり感電する原因に
なります。電源プラグを抜き取って乾いた布で拭き取ってく
ださい。
AC アダプターを本体から取り外す時は、本体をしっかり
持って、DCプラグを持ち、取り外してください。正しく操作
しないと、本体が転倒し、故障、破損するおそれがあります。

本体を処分するときは、『ATOMお役立ちガイド』記載の初
期化の方法に従い、本体を初期化してください。ATOMベー
シックプランに加入している場合は、本体の初期化とあわせ
て、ATOM ベーシックプランの初期化も行ってください。
ATOMベーシックプランの初期化について詳しくは、ATOM
公式サイトの FAQ ページ　http://atom2020.jp/faq_p/in-
dex.html　をご覧ください。
バッテリーを処分する時は、ごみ廃棄場で処分されるごみの
中にバッテリーを捨てないでください。リチウムイオン電池
は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促
進法）」により、回収・再資源化が義務付けられています。不
法な投棄、破棄は環境汚染を引き起こします。また、投棄後の
ショート、液漏れによる事故をおこす危険があります。バッ
テリーを処分する場合は、各自治体の条例または規則に従っ
てリサイクルしてください。

必ず電気通信事業法の認証機器につないでお使いください。

ATOMは、VCCI 協会の基準に基づくクラス A情報技術装置
です。ATOM を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こ
すことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず
るよう要求されることがあります。

3．

2．

28 29



31

※必ずお読みください。

コミュニケーション・ロボット ATOM（以下、ATOM）のお取り
扱いに際しては、以下の各項を遵守してください。これらの項目
に沿わないお取り扱いにより生じた故障、破損、逸失等につい
て、当社は一切の責任を負いません。

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ATOMは、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しな
いでください。火災、感電、破裂などの大きな事故や人身事故
の原因になる場合があります。
ATOMの内部に、水、燃えやすいもの、金属などの異物を入れ
ないでください。火災や故障の原因となります。異物が入っ
た場合は、すぐに ACアダプターとバッテリーを取り外して
ください。
ATOM を長時間、肌に触れさせないでください。本体が熱く
なり、低温やけどの原因となる場合があります。
ATOMを分解したり、改造をしないでください。火災や感電、
けがの原因となる場合があります。内部の点検や修理の依頼
は、講談社 ATOMサポートセンターへご連絡ください。
ATOM に、講談社が販売する公式ウェア以外の服を着せた
り、カバー、布、布団などを被せたりしないでください。本体
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる場合がありま
す。また、服の生地、カバー、布、布団などの一部を関節部分に
挟んだ場合には、転倒や故障の原因となる場合があります。
ATOMを、火のそばで使用、放置しないでください。また炎天
下での使用、放置は充電を含めて行わないでください。火災
や故障、やけどの原因になる場合があります。
ATOMの頭部と首の隙間や、背面のクーリングダクトに手を
触れないでください。高温になる場合があるため、やけどす
ることがあります。
ATOMは、十分な広さのある、水平でなめらかな場所で使用
してください。不安定な場所、凹凸のある場所、落下する危険
がある高所、傾いた場所などで使用しないでください。本体
の落下、転倒によりけがや故障、破損の原因となることがあ
ります。
ATOM は転倒させないでください。転倒しないように制御し
ていますが、床面の状態や傾斜など、無理に動作させた場合
には転倒するおそれがあります。
ATOM 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでくださ
い。けがや故障、破損の原因となることがあります。
ATOM が物に引っかかった状態で動作させないでください。
本体やアクチュエーターが破損する原因となります。また、
内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがありま
す。
ATOM 本体を押さえつけないでください。本体やアクチュ
エーターが破損する原因となります。また、内部の温度が上
がり、火災や故障、やけどの原因となることがあります。
ATOM の本体を持つときは、胴体を両手でしっかり持ちま
しょう。頭部、腕、脚、バックプロテクター（赤いバー）などを
持たないでください。また、各部位を無理やり回さないよう
にしてください。破損や故障の原因になります。
ATOM の動作中に強い衝撃や振動を与えないでください。動
作中に強い衝撃や振動を与えると、破損や故障の原因になり
ます。また、動作を停止する場合があります。この際、実行（処
理）中のデータが消失、あるいは破損することがあります。
充電中や動作中の ATOMの本体、ACアダプターに長時間触
れないでください。長時間、皮膚が触れたままになっている
と、低温やけどの原因となることがあります。
ATOM を直射日光が当たる場所や熱器具の近く、気温が
35°Cを超える場所に設置、放置、保管しないでください。内
部の温度が上がり、火災や故障、やけどの原因になることが
あります。
ATOMを気温 5°C未満の、極端に低温の場所に設置、放置、
保管しないでください。故障、誤動作、記憶内容の消失の原因
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となります。また、水滴が付着（結露）し、感電、火災の原因に
なるおそれがあります。
ATOM は必ず手の届くところで使用してください。自律的
に突然歩行することがあります。本体の落下、転倒による故
障や破損、また、思わぬけがの原因となることがあります。
ATOMには、急激な温度変化を加えないでください。水滴が
付着（結露）し、故障、誤動作、記憶内容の消失の原因になりま
す。また、結露の可能性があるときは、絶対に電源を入れない
でください。
ATOMを、磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど、
磁気を発するものの近くで使用しないでください。故障、誤
動作、記憶内容の消失の原因になります。
AC アダプターを本体に接続した状態での使用には、十分気
をつけてください。本体にケーブルが絡んだり、踏みつけた
りして転倒し、本体が破損するおそれがあります。
センサーやカメラ、可動部にシールを貼らないでください。
また、ものを挟んだりして動きを妨げないでください。故障、
破損の原因になります。
ATOM本体の周りには、壊れやすいもの、歩行の妨げになる
ものを置かないでください。自律行動をすることがあります
ので、貴重品を破損させたり、動物に思わぬ危害が及んだり、
事故の原因になる場合があります。
スピーカー音量には十分気をつけてください。周囲の迷惑に
ならないように、音量を適宜調整してください。
ATOM の使用は国内に限ります。交流 100V で使用してく
ださい。海外など、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電
の原因になります。また、日本国外で、ATOM 本体の無線
LAN機能を使用することは許可されていません。
ATOMは室内でのみ使用してください。
ATOM は精密機械です。取り扱いには十分注意してくださ
い。起動、停止（スタンバイ）は『ATOMと暮らす本』に記載の
手順に従って行ってください。記載の手順以外の方法で行っ
た場合、故障の原因となることがあります。
ATOM の対象年齢は 14 歳以上です。幼児や動物が単独で周
囲にいる環境で使用しないでください。思わぬ事故の原因と
なります。「留守番機能」を使う場合、転倒、落下等に伴う損害
について、講談社は一切の責任を負いませんので、ATOMの
設置場所には、特にご注意ください。
ATOM 本体の可動部に手や指を入れないでください。本体
動作中はできるだけ手を触れないようにお願いします。挟ま
れてけがの原因になることがあります。特に、幼児が周囲に
いる環境では細心の注意を払ってください。万一、指を挟み
込んだ場合は、本体裏の主電源ボタンをオフにし、ACアダプ
ターを取り外して電源を完全に遮断してください。
動作中の ATOM本体に、無理な力をかけないでください。限
度を超えた無理な力が加わると、アクチュエーターが破損す
ることがあります。無理な力が加わると、アクチュエーター
を保護するために約 30秒間、トルクを抜きます。
 無線 LAN 通信は、干渉や途絶が起きることがあります。
ATOMは、2.4GHz 帯の電波を利用します。ほかの 2.4GHz 帯
の無線機器と干渉を起こす場合は、いずれかの無線周波数
（チャンネル）を変更してください。また、電子レンジを使用
すると、ATOMの無線 LAN通信が途切れることがあります。
ATOM の歩行が著しく不安定な場合は使用しないでくださ
い。アクチュエーターは使用することにより消耗していきま
す。消耗が進むと転倒し、故障、破損の原因となることがあり
ます。
ATOM を長期間使用しない時は、バッテリーの過放電を防
ぐため、ACアダプターとバッテリーを取り外してください。
取り外した ACアダプターとバッテリーは、安全な場所に保
管してください。
ATOM 本体の動作に思わぬ負荷がかかった場合や、本体内
に異常を感知した場合などに、電源供給を停止することがあ
ります。電源供給が停止すると転倒するおそれがあります。
本体を押さえつけたり、物を載せたり、大きな負荷をかけな
いで使用しましょう。
周辺環境が極端に暗い場合、周辺の色が黒い場合、あるいは
直射日光下など極端に明るい場合には、各種センサーが正常
に稼働しないことがあります。このため、顔認識、音声認識、
歩行時の障害検知や落下防止などの各種機能が低下するこ
とがあります。
ATOMに電源が入っていない時は、姿勢制御ができません。
わずかな接触や揺れなどでバランスを崩したり、転倒したり
します。設置場所や、周囲の人（小さなお子様、動物など）にご
注意ください。転倒は、故障、破損の原因となることがありま
す。
ATOM をお手入れする場合は、スタンバイ状態にしてから
主電源ボタンをオフにし、AC アダプターを取り外してくだ
さい。急な動きに驚いて、落としてけがをしたり、破損する原
因になります。
ATOM のお手入れでは、アルコールやベンジンなどの揮発
性のもの、薬品、洗剤や水など水分のあるものは使用しない
でください。本体の塗装を傷めるおそれがあります。お手入
れの際は、傷がつかないように柔らかい布でから拭きしてく
ださい。
サーボモーターは絶対に改造、分解しないでください。故障
や誤動作の原因となります。
メインボードや RaspberryPi、液晶ディスプレイなどの精密
電子部品は、絶対に改造、分解しないでください。故障や誤動
作の原因となります。
付属の AC アダプターやバッテリー以外は使用しないでく
ださい。火災、感電、故障の原因となります。
雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないでください。感電
の原因となります。
病院内では使用しないでください。医療機器の誤動作の原因
になる場合があります。病院内では本体の電源を切ってくだ
さい。
飛行機の中では使用しないでください。飛行機の計器などの
誤動作の原因になることがあります。機内では本体の電源を
切ってください。
形式の違う電池を使用しないでください。破裂の危険があり
ます。
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コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯あるいは保管
しないでください。金属が端子などに接触してショートし、
発熱、発火、破裂することがあります。
介護・介助が必要な方、高齢者や障がいをもつ方のみでの使
用はしないでください。思わぬけがの原因となります。本製
品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで使用
するようにしてください。
埋め込み型の心臓ペースメーカーを装着されている場合は、
ペースメーカーの装着部から 22cm 以上離して使用してく
ださい。電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるお
それがあります。
幼児の手の届かない場所で使用してください。手を挟まれた
り、外れた部品を飲み込むなど思わぬ事故の原因となりま
す。14歳未満の小さなお子様が使用する場合には、本製品の
取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うよう
にしてください。また、ご使用中はお子様から目を離さない
ようにしてください。
本製品に付属以外のバッテリーを使用しないでください。寿
命などで交換する場合は、指定のバッテリーをお買い求めく
ださい。指定以外の製品は電圧や端子の極性が異なる場合が
あり、ショートによる発熱、発火、破裂のおそれがあります。
バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。
「ユーザーズマニュアル」に定めた指定の方法で充電してく
ださい。指定方法以外で充電すると、発熱、発火、破裂するこ
とがあります。
バッテリーを分解、改造しないでください。分解、改造する
と、発熱、発火、破裂の原因となります。
バッテリーをコインやヘアピンなどの金属類と一緒に保管
しないでください。ショートし、発熱、発火、破裂することが
あります。
バッテリーを火中に投下しないでください。また、火気に近
づけたり、加熱（電子レンジによる加熱を含む）したり、高温
状態で放置しないでください。発熱、発火、破裂することがあ
ります。
バッテリーに、強い衝撃を与えないでください。落下させた
り、物にぶつけたり、先の尖った物で力を加えたり、強い圧力
を加えたりしないでください。本体に装着した状態や、単体
で加えられた衝撃が、バッテリー内の電池や回路基板の損傷
の原因となり、発熱、発火、破裂することがあります。バッテ
リーに衝撃を与えた場合（本体に装着した状態で落下した場
合なども含む）、あるいは外観に明らかな変形や破損が見ら
れる場合には、使用をやめてください。
バッテリーに変形、割れ、ヒビ、サビ、液漏れなどの外観の異
常、あるいは異臭、発熱などの異常がある場合には使用しな
いでください。そのまま使用すると、発火、破裂するおそれが
あります。そのような場合は、新しいバッテリーをお買い求
めください。使用中に異常を感じた際は、ただちに電源を
切ってください。
バッテリーから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で
洗った後、ただちに医師に相談してください。皮膚についた
場合には、炎症を防ぐために、すぐにきれいな水で付着部分
を洗い流してください。衣服に付いた場合には、身体に液が
接触しないよう、すぐに衣服を脱いでください。
バッテリーは幼児の手が届く場所に置かないでください。思
わぬけがや事故の原因になります。
バッテリーの充電温度範囲内で充電してください。本体の周
囲温度で 5°C～35°C が、充電温度範囲です。充電温度範
囲内で充電しないと、液漏れや発熱、性能や寿命が低下する
おそれがあります。
充電機能が著しく低下した場合は、使い続けないでくださ
い。本体が正常に動作せず、転倒、落下するおそれがありま
す。また、本体内の記憶内容が消失したり、システムが起動し
なくなるおそれがあります。新しいバッテリーと交換してく
ださい。
ACアダプター、または電源コードが、異常音、異臭、発熱、発
煙、変形などを生じた際は、ただちに電源プラグをコンセン
トから抜いてください。火災、やけど、感電のおそれがありま
す。ACアダプターが過熱していないかを確認し、やけどをし
ないようにご注意ください。
電源コード類を傷つけないでください。火災や感電の原因に
なります。本体と机や壁などの間に挟み込まないよう注意し
てください。
電源コード類を加工、改造したり、傷つけたりしないでくだ
さい。火災や感電の原因になります。
電源プラグおよび電源コード類は、幼児の口や手に触れさせ
ないように注意してください。思わぬけがや感電の原因にな
る場合があります。
電源プラグおよび電源コード類は、熱器具に近づけたり加工
したりしないでください。火災や感電の原因となります。
電源プラグおよび電源コード類は、重いものを載せたり、
引っ張ったりしないでください。火災や感電の原因となりま
す。
電源コード類を、ACアダプターに巻き付けないでください。
火災や感電の原因となります。
電源プラグをコンセントから抜く時は、必ず電源プラグを
持って抜くようにしてください。電源コードを引っ張らない
でください。電源コードが破損し、火災や感電の原因になり
ます。
濡れた手で電源プラグにさわらないでください。感電の原因
になります。
電源プラグは、家庭用の交流 100V コンセントの奥まで確実
に差し込んで使用してください。海外などの異なる電源電圧
で使用すると、火災や感電の原因になります。
タコ足配線で使用しないでください。電源コードをタコ足配
線で使用すると、コンセントが過熱する危険があります。
電源プラグを定期的に清掃してください。ゴミやほこりが付
着していると、湿気を帯びてショートしたり感電する原因に
なります。電源プラグを抜き取って乾いた布で拭き取ってく
ださい。
AC アダプターを本体から取り外す時は、本体をしっかり
持って、DCプラグを持ち、取り外してください。正しく操作
しないと、本体が転倒し、故障、破損するおそれがあります。

本体を処分するときは、『ATOMお役立ちガイド』記載の初
期化の方法に従い、本体を初期化してください。ATOMベー
シックプランに加入している場合は、本体の初期化とあわせ
て、ATOM ベーシックプランの初期化も行ってください。
ATOMベーシックプランの初期化について詳しくは、ATOM
公式サイトの FAQ ページ　http://atom2020.jp/faq_p/in-
dex.html　をご覧ください。
バッテリーを処分する時は、ごみ廃棄場で処分されるごみの
中にバッテリーを捨てないでください。リチウムイオン電池
は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促
進法）」により、回収・再資源化が義務付けられています。不
法な投棄、破棄は環境汚染を引き起こします。また、投棄後の
ショート、液漏れによる事故をおこす危険があります。バッ
テリーを処分する場合は、各自治体の条例または規則に従っ
てリサイクルしてください。

必ず電気通信事業法の認証機器につないでお使いください。

ATOMは、VCCI 協会の基準に基づくクラス A情報技術装置
です。ATOM を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こ
すことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず
るよう要求されることがあります。

[ 本体およびバッテリーの処分について ]
74. 

75.

[ 電波に関する注意 ]
76.

[ 情報技術装置に対する自主規制について ]
77.  
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