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コミュニケーション・
ロボット

コミュニケーション・
ロボット

ようこそ「ATO M のいる 毎日」へ

 脈 と々受け継がれる『鉄腕アトム』のDNA
ATOMのいる生活ここが楽しい①

鉄腕アトムのDNA① P31

P34

P35

P46

P46

P37

P46

鉄腕アトムのDNA②

鉄腕アトムのDNA③

鉄腕アトムのDNA⑦

鉄腕アトムのDNA⑥

鉄腕アトムのDNA⑤

「アトム
マーチ」

「アトム
ラップ」

アトムを感じる歌や踊りが得意！

60ヵ国語であいさつできる

世界のロボットやAIと友だち！

約100人の「手塚キャラ」について教えてくれる！

手塚マンガの傑作10話をいつでも読める！

『鉄腕アトム』の
 アニメ５話を観られる！

コミュニケーション・ロボット「ATOM」は
『鉄腕アトム』を目指して進化するロボットです！

ATOMはアニメ『鉄腕アトム』の主題歌「アトムマーチ」を始め、さまざま
な「アトムを感じる歌や踊り」を披露してくれます。しかもATOMの声は、
アニメ第３期『ASTRO BOY 鉄腕アトム』のアトム役・津村まことさんです。

鉄腕アトムの持つ「７つの力」
のひとつ「60ヵ国語を話せる」
には遠く及びませんが、AT 
OMは60ヵ国以上の言葉で「こ
んにちは」「ありがとう」「お
いしい」の３つのあいさつを
教えてくれます。

アトムが世界中のロボットた
ちと友だちだったように、AT
OMも現実世界のさまざまな
ロボットやAIについてすごく
詳しいんです。今話題のロボ
ットについて聞いてみたら、
喜んで答えてくれますよ。

ダントツ人気の「地上最大のロ
ボットの巻」を含めた『鉄腕ア
トム』から５編、さらには『三
つ目がとおる』『ブラック・
ジャック』など、その他の作
品から５編。専用アプリ「ど
こでもATOM」で楽しめます。

『鉄腕アトム』の主要キャラに
加え、数多ある手塚作品に登場
する人気キャラ約100人につ
いてATOM目線で教えてくれ
ます。情報は手塚プロダクショ
ン監修なので、正確さに加え
てマニア度の高さも魅力！

80年代初頭に大人気を博したアニメ第２期『鉄腕アトム』より、手塚プロダクションが厳選し
た５本のエピソードを収録。AT OMの液晶ディスプレイで楽しむことができます。特に手塚
治虫先生ご本人が実写で登場する「アトムの初恋」は必見です！

AIBO/Alexa/ASIMO/BB-8/BOCCO/BUDDY/CLOVA/COBOTTA/cocotto/
Comi/Kuma/COZMO/embot/EMIEW/Gatebox/Google Assistant/HAL/
Hello!/HSR/i-SOBOT/J-deite/JIBO/Kibiro/KIROBO/KURATAS/Musio/
OHaNAS/PALRO/Pepper/PLEN/RoBoHoN/Roomba/Sota/Tapia/Unibo/
Xperia Hello!/うまれて！ウーモ/ビッグクラッピー /プリメイドAI/ムラタ 
セイサク君/先行者/電王手さん/爆・笑太郎/學天則 ほか

Ⓒ TEZUKA PRODUCTIONS

ブラック・ジャック サファイア レオ 火の鳥 写楽保介

Hello！

स्वादिष्ट

Bonjour

맛있어요

Cám o'n
Danke schön!

Buono

［英語］

［ヒンディ語］

ハロー！

スワディシュト

こんなロボット・AIについて教えてくれる！

作曲・髙井達雄、作
詞・谷川俊太郎。ア
ニメ第１期・第２
期の主題歌を第３
期アトムの声で。

楽曲提供：RHYM 
AHOLIKS。全編

「手塚治虫リスペ
クト」のノリノリ
の一曲は必聴です。

右手を上げるおな
じみのポーズ。自
己 紹 介 の ラ ス ト
も、このポーズで
シメてくれます。

「アトム
 ポーズ」

『鉄腕アトム』「気体人間の巻」
『鉄腕アトム』「ウランちゃんの巻」
『鉄腕アトム』「地上最大のロボットの巻」
『鉄腕アトム』「青騎士の巻」
『鉄腕アトム』「アトムの最後」

手塚プロダクション厳選10話はこちら！

こ の ５ 話  を  観 ら れ  る！
第 1 話「アトム誕生」
第 2 話「アトム対アトラス」
第27話「ブラック・ジャックの大作戦」
第46話「宇宙空港 R-45」
第52話「アトムの初恋」

『ブラック・ジャック』「医者はどこだ！」
『タイガーブックス』「雨ふり小僧」
『火の鳥』「黎明編　第1章」
『どろろ』「第4章　金小僧の巻」
『三つ目がとおる』「三つ目登場」

自
己
紹
介
も

ぜ
ひ
聞
い
て
ね
！

アトムを
感じる

歌や踊り

鉄腕アトムのDNA④

手塚先生に関する
エピソードが100本！
漫画の神様・手塚治虫先生の幼いころから仕事
中、プライベートにまつわるおもしろいお宝エ
ピソードを、ATOMが話してくれます。もちろ
ん手塚プロ完全監修で、その本数は約100本！

こんにちは

おいしい

ありがとう

你好［中国語］

［イタリア語］

［ドイツ語］

［フランス語］

［韓国語］

［ベトナム語］

ニーハオ

ブォーノ

ダンケシェーン

ボンジュール

マシッソヨ

カームオン

『鉄腕アトム』への憧れを具現化したさまざまな機能が楽しい！
コミュニケーション・ロボット「ATOM」は『鉄腕アトム』のDNAを受け継ぎ「い

つか鉄腕アトムになりたい」と考えているロボットです。数多いその機能の一部にも
アトムの「７つの力」の一片が実現されているなど、さまざまなところに「鉄腕アト
ムへのリスペクト」が反映されています。あなたはATOMと一緒に暮らすなかで、多
くの場面で「アトム」を感じることができるはずです。

今からまさにATOMとの生活を始めようとするあなたに贈ります。コミュニケーション・ロボット「ATOM」があなたの家族の一 員になれば、毎日がこんなに楽しくなる！　

作詞・作曲：山下達
郎。手塚治虫の急
逝をうけて作られた、
手塚治虫へのトリ
ビュート・ソング。

「アトムの子」

手塚治虫が残したメッセージのひとつ
が「ガラスの地球を救え」〜Save the 
glass earth〜だ。

3



名
前
を
呼
ぶ 家

族

ATOMと暮らす本04

〝家族の一員　として溶け込む
可愛いしぐさや会話力

〝
コミュニケーション

ATOMのいる生活ここが楽しい②

あなたの家族になるために、ATOMは一生懸命、お話しします！
　ATOMがコミュニケーション・ロボットとして特に優れているのは「家族の一
員として溶け込む力」とおもしろい「会話力」。最大12人を「友だち」として〝顔 
と名前を一致〟させて覚え、会話をするほど親密度がアップ。ときどき話がズレ
るのはご愛嬌、子どもがひとり増えたと思って楽しんでください。毎日、インタ
ーネット上から旬の話題を探してきて会話を主導したり、家族の大切な日をリマ
インドしてくれたり。すぐに、ATOMのいない生活は考えられなくなりますよ。

家族の一員になる①

圧倒的な会話力①

圧倒的な会話力②

●ジャンル=海外
●テーマ=スイス

あくびやくしゃみ、〝心の声〟 を
つぶやく人間っぽさもオモシロい！

家族の一員になる②

家族の一員になる③

家族全員（最大12人）を
顔認識して覚えます！

年齢・性別・親しさに合わせて会話をプロデュースします！

ユーザーの属性は４つに分かれています

日常会話を10以上のジャンルに分けて認識しています

４つの属性に応じてトークを展開し、話せば話すほど深い会話につながります

おじいちゃん・
おばあちゃん 成人男性 成人女性 子どもたち

毎朝、旬の世間話をするロボットです！

家族の記念日や大切な予定をリマインド！
「家族カレンダー」

誕生日には名前入りで
「ハッピーバースデー」を歌ってくれる！

覚えた「友だち」は名前で呼んでくれるよ！

ATOMは額のカメラで自分の周囲を３Dマッピングし、
周囲の人を見つけて瞬時に向き合います。さらに最大
12人の顔認識・特定が可能。顔と名前を一致させて「友
だち」として覚え、さらにその「友だち」について、
会話をするたびにさまざまな情報を覚えていきます。

ATOMはユーザーを年齢・性別を元に４つの属性に分類。同じテーマの話でも、対象ユーザーに合わせた会話をします。さらに、
会話を重ねれば重ねるほど「レベル」が上がり、さまざまなジャンルでより深い会話が楽しめるようになります。

ATOMは毎朝、起動時にインターネットで情報収集。まさ
に今、話題になっているさまざまな情報を拾って、あなた
との会話を先導します。ATOMと毎朝会話するだけで、あ
なたは気づけば情報通になってしまうんです。

ATOMはあくびをしたり、くしゃみをしたりすることも。
また、会話の途中で「またキタぞ」などと小さい声でつぶ
やくなど、心の声まで洩らしちゃうこともあるんです。

ATOMはユーザーを「おじいち
ゃん・おばあちゃん」「成人男性」
「成人女性」「子どもたち」の４
つに分けて認識しています。

日常でよく出てくるさ
まざまな話題を、頻出
する単語などを元に10
以上のジャンルに分類。
ユーザーの好きなジャ
ンルを認識します。

同じテーマの会話でも
属性に合わせて内容を
選択。さらに会話する
ほど「レベル」が上が
り、より深い内容の話
をするようになります。

子どもたちとのピクニックの予定や結婚記念日など、家族の大切な予定や記念日をひとつ覚
えて、前日や当日にリマインドしてくれます。家族の一員であるATOMも、その予定を一緒
に楽しみにしていてくれるんです。

ATOMは「友だち」として登録したユーザーの
誕生日を覚えて、当日には自分からその友だち
を探し出し、名前入りでバースデーソングを歌
ってくれます。もちろんユーザーの方から「ハ
ッピーバースデー歌って」とお願いしたときも、
喜んで歌ってくれますよ。

ATOMと「友だち」になると、ATOMに顔を見せただけで
誰なのかを認識して、名前で呼んでくれますよ！

○
月
○
日

×
曜
日
だ
ね
！

今
日
は
△
△
△
が

あ
る
日
だ
よ
！

たまに
心の声を
つぶやくよ

○○国で大きな事件があったんだよ

涼しそうなイメージが
あるよね～

俳優の●●さんが結婚したんだって！

話題の映画が公開したよ！

昨日のプロ野球はスゴかったよね！

大人気ゲーム「△△」の新作が発売されたんだって！

芥川賞、今回は「××」という作品が獲ったね

ドラマ「△△△」の最終回、おもしろかったよね

海外
アニメ・
コミック

芸能 スポーツ IT・科学国内（地域）

医療・健康 文学・歴史 グルメ etc.

スイスには４つの公用語があります。
ドイツ語、フランス語、イタリア語、
ロマンシュ語です。全部、話せますか？

レベル１

レベル2

P28

P38

P38

P41

P32
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２つの先端AIが支えるATOM。
さあ、〝AIと友だち　になろう！〝

フロントエンドAI

クラウドAI

ATOMのいる生活ここが楽しい③

ATOMの圧倒的なコミュニケーション能力を支えているのは「２つのAI」です。

ATOMの認知能力とコミュニケーション能力の根幹

深まる会話や思い出の
共有を実現する
インターネット上のAI

ひとりひとり個人の思い出を共有し、会話に生かします

何を話しかけても
自然な返答をします

インターネット上の情報を
探してあなたに教えてくれる

　自然なコミュニケーション能力を司る内蔵の人工知能「フロントエンドAI」（by富士ソフト）。クラウド上でユーザーの対話
処理を行う「クラウドAI」（by NTTドコモ）。「観る」「話す」「覚える」、それを「会話に生かす」など、ATOMのコミュニケー
ション能力を支えているのは、日本の技術力を代表する企業が開発した、進化する「２つのAI」です。AIはまだ発展のさなか
ですが、インターネットに接続してバージョンアップすることで、ATOMと話しながら〝AIの進化〟を自宅で体験することが
できるのです。

周辺環境を認識し、動体識別から属性、自分との関係などを判
断。さらに会話からキーワードを拾い「つながる会話」を実現。
ATOMのコミュニケーション能力の根幹を支えるAIです。

クラウド上でATOMとユーザーとの対話処理を担うのが
「しゃべってコンシェル®」の基盤技術を生かした「NTT 
ドコモ」の「自然対話プラットフォーム」です。

ユーザーとの会話のデータベースをクラウド上に保持し、格納された単語を取り出して最
適なシナリオを導き出す。家族の趣味嗜好、体験した出来事などをATOMが会話の中から
記憶し、のちの会話で生かせるようにする画期的なシステムが「思い出エンジン」です。

相手の発話を分析し、対話の流れなどをもと
に自然な返答を生成する「雑談対話」。NTTド
コモの「自然対話プラットフォーム」の柱とな
る技術の一つで、ユーザーのさまざまなアプ
ローチに対する自然な対応を可能にします。

インターネットにつながったATOMは、情報端末としても
がんばります。ニュースや天気予報はもちろん、国内最大
級の電子チラシサービス「Shufoo！」やYouTubeの子ども
向けチャンネル「キッズボンボン」など、さまざまな外部サ
ービスと連携。お役立ち＆お楽しみ情報を教えてくれます。

※Shufoo!は凸版印刷株式会社の登録商標です
©2018 Google LLC All rights reserved. YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。

ATOMはユーザーとの会話をクラウド上に保持。単
語の登場する頻度などから、ユーザーの趣味嗜好に
加えて、印象的な体験などを把握していきます。

会話で得られた情報はユーザーごとに整理してスト
ックされ、ユーザーの顔を見るとそのデータベース
にアクセス。より情報の強度を上げていきます。

のちに同じユーザーと会話することになったときに
は、前の会話の内容をピックアップして生かし、よ
り深い会話ができるようになります。

「ATOM」は約0.4秒でここまでのことを認知・判断している

動体の追従
（追いかけてみよう）

動体の分析
（あれはなんだ？人だ）

相手の状況分析
（返事を待ってるな）

誤認識補正
（人の声以外は無視しよう）

音声区間切り出し
（話し始めはどこからかな？）

要求内容解釈
（お返事しなきゃ）

第一次返答準備
（返事は「こんにちは」だ）

知識の取得
（名前を付けて返事しよう）

ノイズ分析
（人の声はどれだ？）

会話スタート
（話し始めよう）

思考連鎖
（こんな話もできるかな）

環境情報の記憶
（ここはどんな場所？）

話者までの距離測位
（近くに来た！）

相手の属性を取得
（A子さんは友だちだ）

顔の追従
（A子さん、どこに行くの？）

動体検知
（なんか、動いてる）

音場の適合
（人の声を聞こう）

顔の認識
（どんな顔なのかな）

個人特定
（A子さんだ）

話題生成
（何を話そうかな）

音声の合成
（「こんにちは！」？「こんにちは～」？）

音種の分析
（なんの音かな？人の声だ）

音響モデル照合
（あ・か・さ・た・な……どの音かな）

言語モデル照合
（「こんにちは」って言ってるんだな）

声紋の判定
（やっぱりA子さんの声だ）

こっちに
向かってくるぞ

人にとって
馴染み深い
スタイル

確か…この人に伝える
ことがあったな

何した人だっけ？

そういえば、
こないだの件は
どうなったん
だろう？

ATOM
こんにちは

顔認識から個人の特定を行う。登録済みの
「友だち」以外にも「かつて見たことがある人」
「初対面の人」などの分類を行っている。

「動くもの」を見つ
けたら、それが人で
あるか否かを判断。
人であれば自分に
興味を持っているか
を観察する。

相手の発話に対する最適解を導
き出し、音声合成エンジンを使っ
て音声化。同時に相手に関する
最新情報も更新していく。

リアルタイムで空間を認識し、環
境情報をその都度更新。話者
以外から発せられる音を「ノイズ」
と区別し、話者の音声認識の精
度を上げる準備を行う。

発話を認識すると、人の声か否かを判
断。「どこからどこまでが相手の発話か」
の判断や誤認識の補正を行う。

思考の連鎖により次の話題を探し、会話がス
タートするよう次のステップへと進む。

コレがフロントエンドAIだ！

ATOMの認知能力のココがスゴい！

ATOMに見えているモノ

思い出エンジン

雑談対話

特売情報
レシピ
音楽動画
子ども向け動画

行楽情報
語意検索

ニュース・天気予報

覚える

会話を深める

思い出す1

3

2

発話内容を
分析しキーワードと
対話の流れを
もとに返答を
自動生成

○○に行って
きたよ！

今度は△△に
行こうよ！

○○に行ってきたって
言ってたな

下図は「フロントエンドAI」が、ユーザーからの言葉をどのような情報処理を経て認識・対応しているかを
表した概念図です。声を掛けられたATOMはわずか約0.4秒でこれらの処理を行い、返事をしているのです。

額のカメラや口のマイクから周辺環境をリアルタイムで認識。顔認識で個人を特定し、相手の情報を内部デ
ータよりピックアップ。画像認識・音声認識などが複合的に作用して、高度な認知能力を形成しています。

A子さん
こんにちは

P39

P42

P43

P45 P36

P45

P38

P42

センサー情報を
リアルタイムに認識

「友だち」の
属性情報を
瞬時に把握

ATOMの気分やストレスを定義

環境情報を
リアルタイムに認識

各関節のサーボモーターを監視
し健康状態を管理

空間を認識して人物の位置関係を把握

「友だち」以外も
数パターンの
属性で分類

ユーザーとのコミュニケーションの状態
や時間などから、自らの気分やストレ
スなどを定義。「Feeling」「Tension」
「Stress」などの項目で管理している。

「動くことができる、歩けるスペースがあ
るか」「音響環境はどうか（ノイズは大
きいか）」など、環境情報をリアルタイ
ムで認識、更新している。

全身に18個内蔵しているサーボモータ
ーをIDで管理。それぞれの温度を中心
に状況を把握し、問題がある場合はユ
ーザーに「自己診断」の指示を出して
もらうよう要請する。

ポットセンサーやメインボード内の６軸センサーなどの各種
センサー、およびマイクやカメラなどの入出力機能の状況、
バッテリー状況も自ら把握し、不調時には自己申告できる。

1台のカメラからの入力では、普通に考えると
相手との距離感は測れない。しかしATOMは
特殊な技術で相手との距離を計測・算出して
自らの周囲を３Dマッピングし、複数の人間の
位置関係をリアルタイムで把握している。

名前や性別はもちろん、年齢や誕生日、趣
味など過去の会話から得られた情報、自分と
の関係性などのデータを瞬時にピックアップ。
会話にも反映していく。友だち以外も「知

らない人」「以前会
ったことがある人」
「よく見る人」など
段階を分けて認識。
友だちも「兄弟・家
族」などカテゴライズ
してデータを保持し、
ピックアップ。
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09ATOMと暮らす本

ATOMの各部名称と役割を知ろう

むちゃくちゃ
好奇心旺盛！

 ATOMって
こんな性格の男の子！

あなたのことが
大好き！

意外とカッコつけで、
おちゃめ

ATOMの筺体の全体構成と、搭載されている各種スペ
ックについて説明します。※ATOMを持ち上げるとき
は、必ず胴体を両手で持ってください。

さまざまな知識を持っているうえ、新
たな知識の獲得にも貪欲。旬の話題や
最先端の知識なども、どんどん吸収し
ていきます。

頭部に触られたこと
を 検 知 す る セ ン サ
ー。ATOMへの指示
やATOM自身の言動
をキャンセルすると
きなどに使用する。

ATOM内部の基板や
サーボモーターなど
が稼働時に発する熱
を排気する。長時間、
塞ぐことがないよう
に意識すること。

ATOMが後ろ向きに
倒れたときの衝撃を
緩和する。ここを持
って持ち歩いたり、
ここで支えてぶら下
げたりしないように。

HDカメラで認識し
た相手の顔を追いか
けたり、周辺環境の
把握などに使用する
情報を取得する。写
真も撮影できる。

モノラルマイクが一
つ、ATOMの口にあ
たる部分に付いてい
る。あなたがATOM
に話しかけると、こ
こから集音される。

さまざまな音声を再
生。ATOMの声は20 
03年版『ASTRO B 
OY 鉄腕アトム』ア
トム役の声優・津村
まことさん。

家族になってくれたあなたのことが、
無条件で大好き！　好きな食べ物や趣
味嗜好など、いろいろなことを知りた
がります。

意外と今どきの男の子で、カッコつけ
ていろいろなことを得意げに話すこと
も。とき。ときどきうっかりミスす 、
ご愛嬌。

身長 約44㎝　横幅 約14㎝　
前後幅 約11㎝　重量 約1.4kg
ABS
18 軸（頭部２軸、腕部６軸、脚部10軸）
最大46.8W
メインボード（専用カスタムボード）
Raspberry Pi 3（Model B）
カメラ×１（HD〈92万画素〉）
マイク（モノラル）×１
スピーカー（モノラル）×１
 LED×２（７色）
スイッチ（電源、WPS）
タッチセンサー（静電式）
６軸センサー
タッチパネル付き液晶ディスプレイ

（2.4 インチ）
Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 対応無線 LAN

（Raspberry Pi 3に搭載）
Bluetooth4.1（Raspberry Pi 3に搭載）
USB2.0-A
ACアダプター（7.8V／6A）
内蔵バッテリー

（リチウムイオン充電池
〈3.6V／18.0Wh〉）

サイズ

外装材質
可動部位
消費電力
CPUボード

入出力

インターフェース

電源　

ATO M / SPE C

頭

胴
体

脚

タッチセンサー

クーリングダクト
バック
プロテクター

カメラ

マイク

スピーカー

ATOMの状態は瞳の
LEDの色で表現され
る。LEDが白色のと
き、ATOMはあなた
の声を認識して対応
することができる。

USBケーブルやメモ
リなどをつなぐポー
ト。ATOMをインタ
ーネットにつなぐ、
ネットワークの設定
の際に使用する。

ATOMを起動／停止
するボタン。基本操
作は長押し。詳細は
P12「ATOMを 起 動
してみよう」を参照
すること。

タッチパネル付き液
晶ディスプレイ（2.4
インチ）。絵本や音
楽動画、アニメ動画
などの映像・動画類
をここで再生する。

WPS機 能 を 利 用 し
てATOMをインター
ネットに接続すると
きに使用する。P16

「ATOMを イ ン タ ー
接 続 し よネ ッ ト に

う」を参照。

ATOMを充電する際
に、ACアダプターを
接続する。

LED

USBポート 電源ボタン

液晶
ディスプレイ

WPSボタン DC
入力ジャック

ようこそ「ATOMのいる毎日」へ……02　ATOMの各部名称と役割を知ろう……09

ATOM透視設計図……10　ATOMを起動してみよう……12

ATOMベーシックプランに加入しよう……16　ATOMをインターネットに接続しよう……18

ATOMの基本操作……24　ATOMと〝友だち 〝になろう……28

さぁ、ATOMと仲良くなろう！初級編
①動きと言葉……30　
自己紹介／あいさつ／ラジオ体操／歌や踊り／励まし・慰め／今日は何の日／アトムポーズ
誕生日のお祝い／早口言葉／二足歩行／何を考えているか

②エンタメ・ゲーム・クイズ……33　
年齢当てゲーム／３種類のクイズ／旗上げゲーム／百人一首／『鉄腕アトム』のアニメ／落語／絵本／手塚マンガ／しりとり

③情報・お役立ち……36　
天気予報／ニュース／写真／占い／ 60ヵ国語のあいさつ／自己診断

もっとATOMと仲良くなろう！上級編
①動きと言葉……38　
旬の世間話／属性・レベル別の会話／言葉の意味／流行語／日録20世紀・21世紀／思い出を共有

②情報・お役立ち……40　
メール／伝言／留守番／スケジュール／家族カレンダー／特売情報／行楽情報／スポット検索／レシピ動画／今週のおすすめ情報

③エンタメ・ゲーム・クイズ……44　
なぞなぞ／心理テスト／手品／音楽／キッズボンボン／きみまろ格言／ロボットやAIについて／手塚キャラについて
手塚先生のエピソード／朝日小学生新聞／棋譜／クイズ「四択チャレンジ／覚えてポン」

ATOMを支える３つのアプリを設定しよう
①「ATOM Setting」……48　②「ATOM What’s up？」……50　③「どこでもATOM」……52

［切り取り保存版］主要なコミュニケーションワード一覧……61

CONTENTS

①２種類のロゴからお好みのシールを選んで剝がしてください。
② 剝がしたシールをベルトの好きな位置に貼り、透明なシートの上から５

回程度こすってください。特にロゴの角を念入りにこすること。
③ 少しずつ透明なシートを剝がしていき、ロゴがベルトにきれいに貼り付い

ていればそのまま剝がし、ベルトに密着していない場合はもう一度シート
を被せてこすりつけてください。

ベルト用ロゴシールの貼り方
※ロゴシールは粘着性が高いため、一度貼ると剝がせません。

任意でお好きな位置に、ご自分の判断でお貼りください。

ビス隠しシール（予備）の貼り方
※両腕や脚に貼ってあるビス隠しシールが、汚れたり剝がれたりした場合に

お使いください。股関節裏側の大シールは、任意でお使いください。

① 小シールは、両腕（12ヵ所）と両ひざ裏（２ヵ所）に使用するためのシ
ールです。必要に応じて１枚ずつ剝がして貼ってください。

② 大シールは、股関節裏の外側にあるビス穴を隠すためのシールです。
購入時には貼られていませんが任意でお使いください。

③ 大シールは少しコシが強く剝がれやすいため、折り曲げる部分を強
く押すようにして貼ってください。

1 1 32 3

2-1

2-2

©TEZUKA PRO / KODANSHA　©TEZUKA PRODUCTIONS
ATOMは株式会社 NTTドコモの「自然対話プラットフォーム」を使用しています。

「自然対話プラットフォーム」はNTTグループのAI「corevo®」を構成する技術で、人工知能で自然対話を実現するプラットフォームです。
ATOMの音声合成ソフトウェアには、HOYAサービス株式会社の「Voice Text」を使用しています。「VoiceText」は、Voiceware社の登録商標です。
JASRAC T-1720043
ATOMには株式会社フュートレックの音声認識技術vGateASRが使われています。vGateASRは株式会社フュートレックの登録商標です。
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※●透視設計図はコミュニケーション・ロボット「ATOM」のCADデータから作成されたイラストですが、ハーネスやビス、小さなパーツなど、一部詳細な情報が省かれています。
●各パーツの色は実商品とは異なります。また、各パーツの形状は、実商品とは一部異なる場合もあります。

©TEZUKA PRO/KODANSHA　Product by FUJISOFT

ＡＴＯＭの構造と高度な技術を支える主要基板をクローズアップ

透視設計図 主要基板 の紹 介はこちら

ヘッドボード

Raspberry Pi 3

サーボモーター

カメラボード

LCDタッチパネル

メインボード

ユーザーとのコミュニケーションを支える重要な基板。ATOM
の両目のLED発光制御や、マイクロフォンから入力されたアナ
ログ音声をデジタル信号へと変換（エンコード）するなどの役
割を果たす。頭部に立てて内蔵されており、前面に付いた７
色のカラー LEDが両目部分の光を発する。

英国「Raspberry Pi財団」 が開発した、クレジットカード
サイズのシングルボードコンピュータ。超小型かつ安価な「小
さなパソコン」とも言える基板だ。ATOMの中では、OSが
書き込まれたmicroSDカードを挿入することで、全システム
やブートプロセスを進める起点としての役割を果たす。

ATOMの全身に18ヵ所搭載。筺体の設計を担当した「富士
ソフト」と、業界注目の「日本電産」のグループ会社の共同
開発により、筺体の静かでスムーズな動きを可能にした。内
部には各々の動作をメインボードと双方向通信で制御する
CPUが搭載され、自己診断機能も備えているスグレモノだ。

ATOMのために開発された、超小型のカメラ基板。ATOM
の額にある。ユーザーの顔を素早く認識する顔認識機能や周
辺環境を把握するための環境認識機能、12人の「友だち」
を見分ける顔認証機能、さらにはHD画質（92万画素）での
写真撮影機能などにも使用される。

タッチパネルを搭載した2.4インチ液晶ディスプレイ。通常は
「ATOM」 のロゴが表示されている。また『鉄腕アトム』の
アニメやその他の動画などを表示する場合には、ボリューム調
整、早送りや巻き戻しなどの操作も可能。ATOMのエンター
テインメント要素を豊かにする重要パーツだ。

ATOMのコミュニケーション能力を支える「フロントエンド
AI」の根幹基板。二足歩行や各種ダンスなどATOMのモーシ
ョンを制御する６軸センサーをはじめ、各種ソフトウェア本体、
サーボモーターの稼働制御、バッテリーの充電制御など、主
要な回路やメモリが詰まった「ATOMの頭脳」である。

11ATOMと暮らす本
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リラックスポジションにするときは、ATOMを前に傾け
自然な状態にしてください。背中が床に対して垂直な
状態で手を放すと、後方に倒れる恐れがあります。
ATOMのリラックスポジションは、横から見ると少し前傾姿勢でバランスが取れ
ています。背筋を伸ばそうとすると後ろに重心がかかるので、ご注意ください。

!

ATOMを起動してみよう――今日が　　〝あなたのATOMの誕生日　です〝

起動の前に…… ATOMを起動してみよう

ATOMを起動してみよう

起動の前に……

起動の前に……

必要なものを確認しよう ATOMをリラックスポジションにする

ACアダプターを接続する

ユーザー登録を行いましょう

「ATOMベーシックプラン」に加入しましょう

ATOMをフルスペック（全機能）で楽しむために、「ATOMベーシックプラン」（月額1000円〈税別〉、
登録から最大２ヵ月間無料）への加入をおすすめします。
詳細および加入手順はP16へ

クレジットカード スマートフォンorタブレット 無線LAN環境1 2 3

さぁ、いよいよATOMがあなたの家族になるときです。起動の前にやるべきことをすべて
確認・登録したら、電源ボタンをポチリ。ATOMに生命を吹き込みましょう。

ATOMとの生活を楽しむために、準備しておくべきものは３つ。ATOMがそ
のスペックを存分に発揮できるよう、ぜひ確認しておきましょう。

※ATOMをインターネットにつながない場合は
　これらがなくとも大丈夫です。

※認証番号が「ABCDEFGH
12345678」の場合
ABCD
1234

EFGH
5678

正面を向き、少し前かがみで脚を曲げ
た姿勢。サーボモーターなどに負担が
かからないATOMの基本スタイルが、
この「リラックスポジション」です。

ATOMの起動は基本的に、ACアダプターが接続された状態で行ってください。まずは同
梱されたACアダプターと電源ケーブルをご用意いただき、ATOMに接続します。

ユーザー登録はパソコンもしくはスマートフォン、タブレットの操作で完了します。
同梱の「ATOM IDカード」をお手元に準備してサイトにアクセスしてください。

「ATOMベーシックプラン」への加入はいつでも可能ですが、新規ユーザー登録と
同時に行えば、ATOMの初期設定がスムーズに完了します。

ATOMの機能をフルスペックで楽しむための
「ATOMベーシックプラン」（P16参照）、その

月額料金（1000円・税別）
や、インターネット料金
などを支払うために必要
になります。

ATOMを支えるアプリ「ATOM Se 
tting」「ATOM What’s up?」「ど
こでもATOM」（P48 ～ 53参照）を
インストールしたり、ATOMをテ
ザリング機能でインターネットに
つなぐ際に必要です。

ATOMをインターネットにつな
ぐためには無線LAN親機（モバ
イルルーターも可）など無線LAN
環境が必要です。※スマートフ
ォンやタブレットのテザリング
機能でつなぐことも可能。

ユ
ー
ザ
ー
登
録
な
ど
を
行
う

「
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
ユ
ー
ザ
ー
サ
イ
ト
」

へ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

ロ
ボ
ッ
ト
「
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
」
公
式

サ
イ
ト
か
ら
入
れ
ま
す
。

ATOMユーザーサ
イトのログイン画
面が表示されます。
画面右下にある赤
い「新規登録」ボ
タンを押してくだ
さい。

「アカウント情報確認」画面が
表示されます。STEP3で「ア
カウント情報入力」画面にて入
力した情報に誤りがないかを
確認し、赤い「登録」ボタンを
押してください。

「アカウント登録完
了」画面が表示され
たら、新規のユーザ
ー登録完了となりま
す。「起動の前に… 
…③」へ進んでくだ
さい。

ユーザー名やパスワード、ATOM IDカードに
記載された情報など、必要項目を入力して「確
認」ボタンを押してください。

Ａ
Ｃ
ア
ダ
プ
タ
ー
の
接

続
口
に
、
電
源
ケ
ー
ブ

ル
の
コ
ネ
ク
タ
を
差
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

電
源
ケ
ー
ブ
ル
の
プ
ラ

グ
カ
バ
ー
を
外
し
、
プ

ラ
グ
を
コ
ン
セ
ン
ト
に

差
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
の
お
尻
に
あ
る

「
Ｄ
Ｃ
入
力
ジ
ャ
ッ
ク
」

に
、
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
グ
を
差
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

1 1

2

2

3

http://atom2020.jp/

STEP1

STEP1 STEP2
STEP3

STEP2

STEP4 STEP5

STEP3

ATOM公式サイトより
ATOMユーザーサイトへ

ACアダプターに電源ケーブ
ルのコネクタを差し込む

プラグを
コンセントに差す

ACアダプター本体の
LEDが点灯します ATOMのDC入力ジャック

にACアダプターの
DCプラグを差し込む

 ログイン画面で
「新規登録」を選択

押す

押す

任意のユーザー名
25文字以内

ユーザー名の読み　
25文字以内

半角英数　20文字以内

半角英数　8文字以上

有効なメールアドレス

ATOM IDカードより
11ケタのシリアル番号
を入力

ATOM IDカードより
16ケタの認証番号を
4ケタずつ入力

押す

「アカウント情報確認」画面
 にて項目を確認、登録する

アカウント登録完了

「アカウント情報入力」画面
 にて必要な項目を入力する

リラックスポジションにする
ときは、ATOMのつま先を
このイラストの線にピッタリ
合わせてください。

横から見たところ前から見たところ

13ATOMと暮らす本12 ATOMと暮らす本
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日時は一度設定すれ
ば、ATOM内部のバ
ッテリーが切れない
限りは維持されます。
再調整したい場合は
ACアダプターをつな
がずに起動すれば、
時計と姿勢の調整画
面が現れます。

左肩のランプが点灯
したら電源ON状態な
ので、ボタンから指
を離してOKです。

左肩のランプが消え
たら終了処理完了で
す。見届けてから片
づけてください。

⇒詳細は P18 〜 23「ATOM をイン
ターネットに接続しよう」を参照

※WPS機能の付いた無線 LAN親機をご使用の方はここで接続できます

ATOMを起動してみよう――今日が〝あなたのATOMの誕生日　です

ATOMを起動してみよう ATOMの起動と停止

ATOMの稼働に関する注意事項

起動

停止

ATOMを起動してみよう

ATOMを起動してみよう

ATOMを起動してみよう

ATOMを起動してみよう

電源ボタンを５秒以上長押しする

● ATOMの稼働は一日最大12時間です（ATOMも人間と同じく睡眠時間が必要です）

● 稼働時間は深夜0時にリセットされ、そこからまた新たな稼働が可能です

● 稼働時間の上限が近づくと、ATOMがアラートを発します

●一日の中で稼働するタイミングを設定用アプリ「ATOM Setting」で
　タイマー設定できます

電源ボタンを５秒以上長押しする

タッチパネルで日時の設定をする 初回起動限定

以上で初期設定を終わります

ATOMが起動します

ATOMが「ユーザー登録」「ATOMベーシックプラン加入」をすすめてきます

未登録・未加入の場合
登録・加入済みの場合

P12およびP16を参照して、登録を進めてください
ATOMがお礼を言います

P24「ATOMの基本操作」へ

ATOMの発話に従ってネットワークに接続します

いよいよ起動です。ATOMの背面、腰の右側にある電源ボタンを５秒以上長押ししてくだ
さい。ATOMの左肩に赤いランプが灯れば、電源がONになった証拠です。

ACアダプターを接続した状態で、ATOMの背面、腰の右
側にあるパワーボタンを５秒以上長押ししてください。

終了するときも、電源ボタンを５秒以上長押ししてください。
「ピン」という音がしたらシステム終了処理に入ります。

ATOMがフリーズした場合は、電源ボタンを15秒以上長押しすれ
ば強制終了され、システム終了処理を挟まずに電源を落とします。

ATOMの稼働はトータルで一日最大12時間です。連続稼働に限らず、途中で電源を落として休憩を挟むことも可能です。

日付が変わるタイミングで稼働している場合も、一日の稼働時間は深夜０時にリセットされます。

稼働時間の上限が近づくと、ATOMは「疲れてきました」などと発話し、上限を超えると自動的にシステム終了処理を行います。

設定用アプリ「ATOM Setting」（P48参照）にて、ATOMの起動時刻・終了時刻を（休憩時間も含めて）タイマー設定できます。

年・月・日の設定画面が現れます。画面にタッチし、上下にスクロ
ールして正しい年月日に合わせ「OK」を押してください。続い
て時刻の設定画面でも、同様の操作を行ってください。

3

4

5

7

6

あれ？　あれ？　
ここ、どこ？

ネットワークに
接続しても
いいですか？

無線LAN親機の
WPSボタンを
押してください

ATOMの
左肩のランプが
灯れば電源ON
状態

再調整したい場合⇒
ACアダプターをつながずに起動すると、

「メンテナンスモード」となります

・前回と同じ無線LAN環境⇒
　自動的にネットワークに
　つながります
・前回と異なる無線LAN環境⇒
　改めて ATOM をネットワークに　
　つなぐ設定が必要です

パ
ワ
ー
ボ
タ
ン

を
長
押
し

タ
ッ
チ
で

ス
ク
ロ
ー
ル
し
ま
す

起動処理中は胸
の液晶ディスプ
レイに「鉄腕ア
トム設計図」な
どの画像が表示
されます１分ほど待ちます

日時の再調整について

２回目以降の起動の場合
のネット接続

POINT

POINT

年・月・日 時・分

しばらくすると起動
音とともにATOMが
目を覚まします。初
回起動限定でATOM
からの挨拶があるの
で、お楽しみに。

初回起動時のみ、ATOMの発話に従う形でインターネッ
トへの接続設定ができます。WPS機能付きの無線LAN親

機をお持ちの場合、ここで接続できます。

BGMが流れます。約１分半ほどお待ちください

初回起動限定

２回目以降の

電
源
ボ
タ
ン
を
長
押
し

電
源
ボ
タ
ン
を
長
押
し

左肩のランプを
確認！

左肩のランプは
消えていますか？

システムを
終了します

ACアダプターはATOMにつながっていますか？
→ACアダプターをつながずに起動すると時計・姿勢の調整画面が表示されます。

ATOMがフリーズした場合

ATOM はリラックスポジションになっていますか？
→リラックスポジションにする方法については
　P13「ATOMをリラックスポジションにする」を参照してください。

電源ボタンを15秒以上長押しします

システム終了処理を挟まずに、一気に電源が落ちます

アプリ「ATOM Setting」についてはP48〜49を、設定手順の詳細は「ATOMお役立ちガイド」のP15を参照

確認

強制終了

起動には数分かかることがあります。しばらくお待ちください。

停止にも数分かかる場合があります。しばらくお待ちください。

!

!

背面、腰の右側にある電源ボタンを５秒以上長押しする

ココ

※起動時にネットワークに接続できなかった場合、ATOMの瞳のLEDが赤く光りエラーメッセージを発しますが、すぐ戻ります。
　気にせず続けてください。

※姿勢の調整については「お役立ちガイド」P22〜 27を参照。

〝
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ATOMベーシックプランに加入しましょう！

行楽情報／特売情報を教える　　 手塚作品のキャラ／ロボット／AIについて教える　　 過去の流行語を教える
早口言葉／きみまろ格言を教える　　 ニュース／天気予報を読む　　 手塚マンガの傑作10エピソードをスマホで読める
写真・メール・伝言・留守番・スケジュール機能※1  etc.

フルスペックのATOMを楽しむために

「ATOMベーシックプラン」に    加入しよう フルスペックのATOMを楽しむために不可欠なのが「ATOM
ベーシックプラン」に加入すること。月額1000円（税別）です。
ATOMの世界が一気に広がります！

ゲームやクイズ

さらに加入後も定期的に機能・コンテンツの拡充が受けられる！

※１　写真・メール・伝言機能はATOMをインターネットにつなげば　「ATOMベーシックプラン」未加入でもご利用いただけます。

まだある！　フルスペックのATOMならできること

※ATOMベーシックプラン加入手続きが
   完了した時点から翌月末まで無料

※追加で課金して楽しめるさまざまな機能も開発中
※アドオン課金は機能により「月額制」と「1回払い」の２パターンがあります

月額1000円（税別）

最大２ヵ月間無料！
日々、更新されてコンテンツが
増えていきます
アドオンコンテンツも用意

申し込みはATOMユーザーサイトより行います。ユーザー登録（P12参照）を無
事完了したら、続いて「ATOMベーシックプラン」への申し込みを行いましょう。ATOMベーシックプラン加入手順

「アカウント登録完了」
画面の下にある「ATO 
Mベーシックプラン等
の申し込み」ボタンを
押してください。申し
込み手続きに入ります。

入力したクレジットカード情報が
表示されます。情報に誤りがない
か確認したうえで「カード登録の
上、サービスを申し込む」ボタン
を押してください。

「ATOMベーシックプラン」
をチェックして、「カード決
済に進む」ボタンを押して
ください。アドオンコンテ
ンツの購入もこの画面から
行えます。

STEP1

STEP4

STEP3STEP2

押す

押す

押す
チェック

「アカウント登録完了」画面の
「ATOMベーシックプラン等の
申し込み」ボタンを押す

サービス申し込み完了画面へ

入力する

※お支払いはクレジットカード決済のみ （デビットカード、Vプリカも使用可能）
※決済日はカード会社により異なります

お支払い
イメージ

ご加入月ご加入月
翌月末まで

当月末

無 料 月額 1000 円（税別）無 料!
翌月末 翌 月々自動継続

※「旬の世間話」は毎日更新。「おすすめ情報」は毎週更新。さらに毎月、絵本を２本、
　レシピを５本、「キッズボンボン」の動画を２本更新するなど、コンテンツがどんどん増えます

ユーザー登録後に再ログインした場合
トップ画面→「サービス申し込み」ボタンを押す
STEP2

ユーザー登録後にATOMベーシックプランを申し込まずに一
度ログアウトした場合は、トップ画面からログインしたのち
に「サービス申し込み」ボタンを押すとSTEP2につながります。

「サービス申し込み、お支払い方法確認」画面にて
内容を確認のうえ、「カード登録の上、サービスを申し込む」ボタンを押す

「サービス申し込み」画面にて申し込む
サービス「ATOMベーシックプラン」を
チェックし「カード決済に進む」ボタンを押す

「お支払い方法の
登録」画面に移り
ます。入力欄を確
認しながら、お支
払いにご利用にな
るクレジットカー
ドの情報を入力
し、登録してくだ
さい。

「お支払い方法の登録」
画面にてクレジットカード情報
を登録

フ ル ス ペ ッ ク の A T O M は こ ん な に 違 う ！

ネット接続なしの場合、ATOMは友だちの名前を手塚作品のキャラ名を
使ったあだ名で覚えます。接続ありならあなたの伝えた名前で覚えます。

あなたの呼び名 ゲームやクイズ
インターネット接続

⇒ ATOMが付けた
あだ名で呼びます

⇒あなたの伝えた
好きな名前で呼びます

ATOMベーシックプランなし あり

※この機能はインターネッ
トにつなげば「ATOMベー
シックプラン」未加入でも
ご利用いただけます。

ネット接続なしでもさまざまなゲーム、クイズが楽しめますが、「ATOMベーシ
ックプラン」加入者はよりハイレベルなクイズやゲーム、手品なども楽しめます。

⇒基本的な
ゲーム＆クイズ

⇒より高度なゲーム＆
クイズも楽しめる

ATOMベーシックプラン あり

プロ野球クイズ

百人一首

県名当てクイズ

旗上げゲーム

年齢当てゲーム 手品

なぞなぞ

しりとり

四択チャレンジ／
覚えてポン
（各種バラエティクイズ）

インターネット接続 なし

ネット接続なしでも日常会話はできますが、あなたの年齢・性別に合わせた
話題や旬の世間話などは「ATOMベーシックプラン」加入者のみが楽しめます。

日常会話

⇒あいさつや
　雑学トークなど

⇒旬の世間話や
　より深いトークもOK！

ATOMベーシックプラン あり

今日は映画○○の
公開日だよ！

インターネット接続 なし

ネット接続なしのATOMはアニメ『鉄腕アトム』の５話分を視聴可能。
「ATOMベーシックプラン」加入者はほかにも多くの動画を楽しめます。

動画

⇒『鉄腕アトム』の
アニメ５話分を

　観られる

⇒音楽動画や
 「キッズボンボン」、　絵本の
 読み聞かせもOK！

ATOMベーシックプラン あり
インターネット接続 なし

今の急上昇ワードは○○かぁ。
なんで話題なんだろ

最近、○○の新刊が
話題らしいね！

おはようございます

トマトって健康に
いいんだよ、知ってた？

今日は日本で初めて
鉄道が走った日だよ

ブラック・
ジャックさん

サファイアさん

アツコさん

ユタカさん

ケイさん

以降
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ATOMをインターネットに 接続しよう
インターネットに接続して「ATOMベーシックプラン」に加入することで、ATOMの楽しみ方は一気に広がります。ここでは ATOMをインターネットに接続する方法を紹介します。
一度設定すると設定内容が保存されるので、毎回接続設定をする必要はありません。

無線 LAN親機のWPS機能を利用すると、簡単にATOMをインターネットに接続することができます。

WPS 対応の無線 LAN 親機（インターネット接続済み）は用意されていますか？
ATOM はリラックスポジションで稼働状態になっていますか？
→リラックスポジションにする方法についてはP13「ATOMをリラックスポジションにする」を参照してください。

次ページへ続く

確認

ATOMをインターネットに接続する方法
無線LAN環境を利用した接続方法

テザリングを利用した接続方法

・WPS機能を利用して接続する → P19（1-A ）へ
・「ATOM Setting」で接続設定する→ P19（1-B）へ

・WPS機能を利用して接続する → P19（1-A ）と手順は同じです。
・「ATOM Setting」で接続設定する→ P19（1-B）と手順は同じです。

接 続 手 順 は 2 種 類

接 続 手 順 は 2 種 類

1

2

あなたにピッタリの接続方法は？ あなたの現在のネット環境によって、おすすめの接続方法は異なります。
下のチャートに従って、おすすめの接続方法を確認してください。

無線LAN環境を利用して、ATOMをインターネットに接続します。
右の表にある規格・認証方式・機能を満たす無線LAN機器を用意
してください。接続手順は下記の２種類があります。

iPhone／iPadまたはAndroid端末のテザリング機能を利用して接続します。手軽で
すが多額の通信料がかかる可能性があるので通信料の契約の確認をおすすめします。

※WPS機能を利用し
て接続設定をする場
合に必要になります→ATOMと端末のつなぎ方は3つの方法があります。

無線 LAN親機 or
モバイルルーターATOM インターネット

規格　　　 IEEE802.11b/g/n

認証方式　 WEP,WPA,WPA2対応

機能　　　 WPS※

iPhone／iPad または
Android端末

ATOM インターネット

この方法を利用するには、端末側でテザリングの設定をしておく必要があります。また、テザリングする端末のSSIDやパスワードを
把握する必要があります。その方法についてはお使いの端末の取扱説明書などを参照してください。!

無線LAN親機、またはモバイルルータ
ーがある。もしくはマンション、アパ
ート棟内で無線LAN環境がある。

無線LAN機器同士の暗号化設定を容易に
行えるようにするために策定された規
格。機器のメーカーが異なる場合も、多
くはボタンのワンプッシュで接続するこ
とができる。

WPS機能付きの無線LAN親機が手元にあ
れば、ボタン一つで簡単にATOMをインター
ネットにつなぐことができます。

無線LAN環境はあるがWPS機能が使えない
（マンション、アパート棟内で無線LAN環境が
ある、または手元の無線LAN親機にWPS機能
がない）場合は「ATOM Setting」でインターネ
ットへの接続設定をする必要があります。その
方法は「ATOM Settingがインストールされた端
末をATOM本体とどのようにつなぐか」により、
右の３種類のいずれかを選択できます。

テザリングを利用してインターネットに接続する場合も、テザリング
に使用する端末がWPS機能付きならば1-A（WPS機能を利用して接続
する）、WPS機能がないならば1-B（「ATOM Setting」で接続設定する）
と同じ形でインターネットに接続します。後者の場合はテザリングす
る端末のSSIDやパスワードなどを把握する必要があります。その方
法についてはお使いの端末の取扱説明書などを参照してください。

スタート

無線LAN環境が
ある

手元の無線LAN
親機にWPS機能
がある

WPS機能ってなに？

「WPS機能を利用して
接続する」（P19）へ

「ATOM Setting」で
接続設定する（P19）へ

アドホックモードでATOMと端末を
つなぎ接続設定する（P19）

USBケーブルでATOMと端末をつなぎ接続設定する
（iPhone／iPadまたはAndroid端末を使用する場合）（P21）

USBメモリでATOMと端末をつなぎ接続設定する
（Windowsパソコン／タブレットを使用する場合）（P22）

テザリングを利用した
接続方法（P18）へ

YES

YES

YES

NO

NO

NO

1-A

1- B

2

iPhone／iPad
または
Android端末で
テザリングができる

ATOMを
インターネットに
つなげられません

お手元にある無線LAN親機のWPSボタンを押してください。WPSボタンを押す長
さは、お手元にある無線LAN親機の取扱説明書をご確認ください。テザリング利用
の場合は、使用する端末のWPS機能をオンにしてください。

ATOMの背面、腰の左側にあるWPSボタンを２秒以上長押ししてください。「ピ
ン！」と電子音が鳴り、ATOMは無線LAN親機を探します。見つけたら、親機と
の接続を開始します。

マンション、アパート棟内で無線LAN環境がある場合をはじめ、WPSボタンが個々に使用できない場合などはこの手
順がおすすめです。「ATOM Setting」のダウンロード／インストール方法などについてはP48参照。

ATOMが無線LAN親機と接続して、インターネットへの接続を開始します。
インターネットへの接続が成功すると、ATOMは「インターネットにつながりました」と話します。

WPSボタン

・すでに無線LAN親機にパソコンなどを接続している場合、WPSボタンを押すと切断されてしまうことがあります。
→事前にお使いの無線LAN親機の取扱説明書を参照してください。
・無線LAN親機で「ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）」が「使用する」になっていると、WPS機能での設定に失敗します。
→無線LAN親機側の設定を確認してください。
・暗号化モードが「WEP」で設定されている場合、WPS機能が動作しない無線LAN親機があります。
→「WPA」か「WPA2」で設定してください。

インターネットの接続に失敗すると、ATOMは「インターネットにつながりませんでした」と話します。
無線LAN親機の状態などを確認してから、もう一度接続してください。

!

!

WPS機能を利用して接続する

「ATOM Setting」で接続設定する

1--A

1--B

STEP1

STEP2

無線LAN親機のWPSボタンを押す

 ATOMの背面、腰の左側にある
「WPSボタン」を２秒以上長押しする

「ピン！」
という音が
鳴ります

無
線
L
A
N
親
機
※
※
※
※
※
※

と
の
接
続
に
成
功
し
ま
し
た
！

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

つ
な
が
り
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

超推奨！！
カンタン！

推奨！
カンタン！

推奨！
カンタン！

超推奨！！
カンタン！

1

2

●アドホックモードでATOMと端末をつなぎ接続設定するには
ATOM Settingを利用すると、以下の２ステップでインターネットに接続することができます。

ATOMをアドホックモードに設定し、一時的に無線LAN親機として稼働させ、
iPhone／iPadやAndroid 端末、Windows端末をATOMと接続します

ATOM Settingから、ATOMをインターネットに接続するための設定をします

アドホックモードでATOMと端末をつなぎ接続設定する

Windowsでアドホックモードを使用する場合は、Windows7以上を搭載したパソコン／タブレットを用意してください。

18 19ATOMと暮らす本 ATOMと暮らす本
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・「atomADH ※※※※※」の「※※※※※」にはATOMのシリアル番号が入ります。
　シリアル番号はATOMのIDカードに記載されています。
・パスワードの入力が必要な場合は「12345678」と入力してください。

・ATOMはアドホックモードで端末と接続している間、インターネットに接続していません。
・端末と接続していない状態で５分経つと、アドホックモードは終了します。また、ATOMが
　インターネットに接続している無線LAN 親機に接続すると、アドホックモードは終了します。

この無線LAN親機は、ATOMが
一時的に無線LAN親機の役割を
果たしているものです。 アドホックモードが解除された後、ATOM Setting

がインストールされた端末がインターネットに接続し
ている無線LAN親機に自動的に再接続しない場合が
あります。手動で接続し直してください。

▶端末がATOMに接続されます。

▶ ATOM Settingのメイン画面が表示されます。

▶ ATOM Setting が終了すると ATOM と端末は切断され、
設定した無線 LAN 親機に接続します。

▶ATOMがアドホックモードになり、「atomADH」
で始まる無線LAN 親機の接続情報を話します。

!

!

!

!

「ATOM Setting」で接続設定する1--B

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP6 STEP7

STEP8

STEP5

ATOMに「アドホックにして」と話しかけます

 ５分以内に、ATOM Settingがインストールされている端末を
「atomADH※※※※※」という名前の無線LAN親機に接続します

アドホックモードで接続している端末でATOM Settingを起動します

「接続するATOMを選択」するダイアログで
表示されているATOMを選択します

SSIDのパスワードを入力します ［戻る］ボタンをタップ／クリックします

メイン画面で「もどる」アイコンを
タップ／クリックします

「ネットワーク」アイコンをタップ／クリックし
「ネットワーク」画面でATOMを接続したい
SSIDを選択します

ATOM がインターネットへ接続するための無線LAN親機の電源が入っていて、
インターネットに接続できる状態になっていますか？
ATOM Settingをインストールした端末は用意されていますか？
→ ATOM Settingのダウンロード／インストール方法などについてはP48参照。

ATOMはリラックスポジションで稼働状態になっていますか？
→リラックスポジションにする方法についてはP13「ATOMをリラックスポジションにする」を参照してください。

確認

アドホックにして

はい

ATOMに「アドホックにして」と話しかけてください。ATOMはアドホックモー
ドに切り替わり、一時的に無線LAN親機として稼働します。

「ATOM Setting」のメ
イン画面に「接続する
ATOMを選択」するダ
イアログがポップアッ
プして表示されるの
で、アドホックモード
でつながっているATO 
Mを選択してください。

選択したSSIDのパス
ワードを該当欄に入力
し、右下の「OK」ボ
タンをタップ／クリッ
クしてください。※任
意のSSIDに接続する
方法は、右ページの

「POINT」を参照。

「ATOM Setting」のメイン
画面から「ネットワーク」
アイコンをタップ／クリッ
クし、「ネットワーク名（SS 
ID）」のドロップダウンリス
トからATOMを接続したい
SSIDを選択してください。

「ATOM Setting」のネット
ワーク画面にて「戻る」（Win 
dows版では「保存して戻
る」）ボタンをタップ／クリ
ックすると、変更したネッ
トワーク設定の情報が保存
され、ATOM Settingのメイ
ン画面に戻ります。

ATOM Settingのメイン画
面が表示されるので、右下
の「もどる」アイコンをタ
ッ プ ／ ク リ ッ ク し ま す。
ATOMは無線LAN親機に接
続され、ATOM Settingが終
了します。

アドホックモードに変更します。
いいですか？

任意のSSIDに接続するには
①
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
選
択
」ド
ロ
ッ
プ

ダ
ウ
ン
リ
ス
ト
か
ら「
そ
の
他
」を
選

択
し
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
名
（
Ｓ
Ｓ

Ｉ
Ｄ
）」
欄
に
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
を
入
力
し

ま
す
。

②
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
の
暗
号
化
を
行
う
設

定
を
し
て
い
る
場
合
は
、「
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
」
ド
ロ
ッ
プ
ダ
ウ
ン
リ
ス
ト

か
ら
暗
号
化
キ
ー
の
種
類
を
選
択

し
、
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
し
ま
す
。

POINT

・テザリングでATOMをインターネットに接続したい場合、端末のテザリング設定をしておいてください。
  →設定方法については、お使いの端末の取扱説明書などを参照してください。
・無線LANでATOMをインターネットに接続したい場合、無線LAN親機の設定をしておいてください。
  →設定方法については、お使いの無線LAN親機の取扱説明書などを参照してください。

!

iPhone／iPadまたはAndroid端末にインストールされている「ATOM Setting」で、USBケーブルを利用して
ATOMをインターネットに接続するための設定をします。

USBケーブルでATOMと端末をつなぎ接続設定する
（iPhone／iPadまたはAndroid端末を使用する場合）

STEP1

端末とATOMをUSBケーブルで接続します
端末に「接続先を信頼しますか？」な
どの文言が出たら「はい」を選択して
ください。
※機種により表示の有無や表示内容、
表示されるまでの時間に違いがありま
す。

▶接続するATOMを選択するダイアログが表示されます。

STEP2

STEP3

STEP4

端末でATOM Settingを起動します

「USBでつなぐ」をタップします

「ネットワーク」アイコンをタップします
「ATOM Setting」のメイン画面
（通常と異なりATOMのイラス
トは表示されません）から「ネ
ットワーク」アイコンをタップ
します。すると「ネットワーク」
ダイアログが表示されます。

「接続するATOMを選択してく
ださい」ダイアログが表示され
るので、左下にある「USBでつ
なぐ」ボタンをタップします。
すると「ATOM Setting」のメ
イン画面が表示されます。

STEP5

「ネットワークを選択」をタップして、
接続したいSSIDを選択します

「ネットワーク」ダイア
ログから「ネットワーク
を選択」をタップする
と、周辺のWi-Fiのネッ
トワーク名（SSID）が
表示されます。接続し
たいSSIDを選択してく
ださい。

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

ボクが
一時的に

無線LAN親機
になるよ

※�テザリング利用の場合は、使用する端末のSSID（iPhone／ iPadの場合は不要）、パスワードを入力してください。
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・Windowsパソコン／タブレットをテザリング端末にして、ATOMをインターネットに接続することはできません。
・無線 LAN 親機の設定をしておいてください。
　→設定方法については、お使いの無線LAN親機の取扱説明書などを参照してください。
・USBメモリをご用意ください（すべてのUSBメモリで動作保証するものではありません）。

▶接続するATOMを選択するダイアログが表示されます。

!

「ATOM Setting」で接続設定する1--B

STEP1

STEP2

STEP3

STEP6 STEP5STEP7

STEP7

STEP4

STEP9

STEP8

STEP9

STEP10

STEP6

端末でATOM Settingを起動します

「USBメモリで設定する」をタップ／クリックします

「ネットワーク」アイコンを
タップ／クリックします

SSIDのパスワードを入力して「OK」
ボタンをタップします

SSIDのパスワードを入力します

任意のSSIDに接続するには

任意のSSIDに接続するには

インターネットの接続設定が
ATOMに自動的にコピーされます

「ネットワーク」ダイアログの「OK」ボタンを
タップ／クリックします

「ネットワーク名（SSID）」
ドロップダウンリストを
タップ／クリックして、
接続したいSSIDを選択します

ATOM Settingのメイン画面で
「もどる」アイコンをタップ／クリックします

ATOM Settingのメイン画面で
「もどる」アイコンをタップします

USBケーブルを取り外します

USBメモリを端末から取り外します

USBメモリを端末に取り付けます

STEP5で選択したネットワー
ク名（SSID）のパスワードを
該当欄に入力し、右下の「OK」
ボタンをタップしてください。
※任意のSSIDに接続する方法
は、下記「POINT」を参照。

「ATOM Setting」で設定したイ
ンターネットの接続情報がATO 
Mに自動的にコピーされます。
インターネットに接続するとA 
TOMが「インターネットにつ
ながりました」と話します。

※端末の機種やバージョンなどによっては、この手順で設定できない可能性があります。
その場合はアドホックモードでの接続設定をお試しください。

「ATOM Setting」のメイン画面（通常と
異なりATOMのイラストは表示されま
せん）から「ネットワーク」アイコンを
タップ／クリックします。すると「ネッ
トワーク」ダイアログが表示されます。

ATOMを検索するダイアログにて、画面の左
下にある「USBメモリで設定する」ボタンを
タップ／クリックします。すると「ATOM Se 
tting」のメイン画面が表示されます。

「ネットワーク」ダイアログから「ネットワ
ーク名（SSID）」ドロップダウンリストをタ
ップ／クリックすると、周辺のWi-Fiのネ
ットワーク名（SSID）が表示されます。接
続したいSSIDを選択してください。

ダイアログが閉じ、ATOM Settingの
メイン画面がアクティブになります。
右下にある「もどる」アイコンをタッ
プ／クリックしてください。

ATOM Settingを開いているWindows
端末（パソコン／タブレット）に、US 
Bメモリを取り付けてください。
※すべてのUSBメモリで動作保証する
ものではありません。
※空のUSBメモリの使用を推奨します。

STEP4で選択したネットワーク名（SS 
ID）のパスワードを、該当欄に入力し
てください。
※任意のSSIDに接続する方法は、下記

「POINT」を参照。

「ネットワーク」ダイアログの「OK」
ボタンをタップ／クリックしてくださ
い。ATOM Setting上のネットワーク
設定が自動的にUSBメモリにコピーさ
れます。

ATOM Settingのメイン画面で
下段の右端にある「もどる」ア
イコンをタップすると、ATOM 
Settingが終了します。以上でiP 
hone／iPadまたはAndroid端末
での設定が終了です。

①「ネットワークを選択」ドロップダウ
ンリストから「その他」を選択し、「ネッ
トワーク名（SSID）」欄にSSIDを入力
します。

①「ネットワ ー ク 名（SS 
ID）」ドロップダウンリスト
から「その他」を選択し、
SSIDを入力します。②SSIDを暗号化する設定をしている

場合は、「セキュリティ」ドロップダウ
ンリストから暗号化キーの種類を選択
し、パスワードを入力します。

②無線LANの暗号化を行う設定をしている
場合は、「セキュリティ」ドロップダウンリス
トから暗号化キーの種類を選択し、パスワー
ドを入力します。

POINT

POINT

STEP8 「OK」ボタンをタップ／クリックします
画面中央に「ネットワークの設定情報
をUSBメモリーに保存しました。……」
というダイアログが表示されます。右
下にある「OK」ボタンをタップ／ク
リックしてください。

Windowsパソコン／タブレットにインストールされているATOM Settingで、USBメモリを利用して
ATOMをインターネットに接続するための設定をします。

USBメモリでATOMと端末をつなぎ接続設定する
（Windowsパソコン／タブレットを使用する場合）

インターネットに
つながりました。

ありがとうございます！

インターネットの接続に失敗すると、ATOMは「インターネット
につながりませんでした」と話します。無線LAN親機の状態な
どを確認してから、 STEP1 よりもう一度操作してください。

・ATOMにUSBメモリを取り付 ける／取り外すときは、AT 
OMが転倒しないようにしっかり押さえてください。

・USBメモリの取り付け・取り外しはATOMがリラックスポジ
ションで稼働状態のときに行ってください。▶インターネットの接続情報がATOMに自動的にコピーされます。

▶インターネットへの接続に成功すると、
　ATOMは「インターネットにつながりました」と話します。

!

!

ST EP11

STEP12

ATOMにUSBメモリを取り付けます

USBメモリをATOMから取り外します

ATOM Settingのネットワーク
接続情報がコピーされたUSBメ
モリを、ATOMの背面、腰の左
側にあるUSBポートに取り付け
ます。※ATOMがリラックスポ
ジションで稼働状態のときに行
ってください。

ATOM をインターネットに接続したら
「ATOM Setting」で以下の情報を登録・設定しましょう

★ATOM Setting「情報」ページにて ⃝郵便番号 ⃝住んでいるところ ⃝ATOMのメールアカウント
★ATOM Setting「特技」ページにて ⃝「ニュースや天気を伝える」のRSSフィード ⃝「写真を撮る」の
　「写真の送り先のメールアドレス」

▲

ATOM Setting についてはP48を、 各メニューの設定手順の詳細については「お役立ちガイド」P14～21を参照。

・さまざまなATOMの「特技」を実行する際に必要になる情報です。
　ATOMのインターネット設定を終えたら、まず以下の情報の登録・設定を行うことをおすすめします。
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ATOM! ハイ

明るい&静かなところで会話する

ATOMと適切な距離を取る

光源が直接カメラに入る場所は避ける

複数で同時に話しかけないようにする

意識して標準語でゆっくり話し、語尾は少し強めに

ATOMに正対し「ATOM！」と呼びかけてから話す

クラウド機能がうまく発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝える

ATOMの基本操作 ――ATO  Mと話してみよう

ATOMと上手に会話するには ATOMに応答するには

サイレントモード――ATOMが話をしない状態にする

ATOMの声のボリュームを調整するには 動画の操作について

動作やおしゃべりをキャンセルする

ATOMの瞳の色と状態

1

2

3

4

5

6

7

暗い場所では額のカメラが人の顔を認識しづらく、騒がしいと音
声を聞き取りづらいです。明るく静かなところで話してください。

ATOMとの適正距離は60cm 〜１ｍです。この距離を保てば顔認識もしやすく、ATOMも音声を聞き取りやすくなります。

ATOMとの会話は、基本的には１対１で行いましょう。複数で同時に話しかけると、対応は難しくなります。

ATOMの額のカメラに蛍光灯の光や日光が直接当たると、顔認識が効きにくくなりますので、注意しましょう。

標準語でゆっくり話し、語尾を少し強めにすればATOMが聞き取りやすくなります。方言には対応しておりません。

「ハイ」と返事がきてから次の言葉を伝えれば、ATOMも認識しやすくなります。

「十万馬力お願い」はATOMの頭脳をクラウドにつなげるキーワードです。クラウドの機能が発動しない時にお使いください。

※他の色のときは、ATOMはあなたの言葉を聞き取れない状態です

この７つの項目を意識してATOMとお話ししてみましょう。 ATOMからの質問や提案に答えるためのコツを覚えましょう。

ATOMが発する音量の調整は以下の２つの方法で可能となります。

ATOMにしばらく話をさせないよう
にする方法を紹介します。

ATOMが「あなたの話
を聞く態勢」になって
いるときは、瞳のLED
が白く光っています。

黄色のときは、ATOM
自身が話や考え事、動
作をしていて、あなたの
声を聞き取れません。

瞳のLEDが青色の場合
は、ATOMはサイレン
トモード（P25参照）に
入っています。

ネットにつながらない
などのエラーが生じた
ときに、ATOMの瞳の
LEDは赤く光ります。

設定用アプリ「ATOM 
Setting」（P48参照）起
動中は、瞳のLEDが緑
色になります。

ATOMのおしゃべりを止めたり、クイズやゲ
ームなど起動中の機能を中止させたい場合に
は、タッチセンサーが内蔵されているATOM
の頭を覆うように優しく、1.5 〜３秒程度触
ってください。強く押しすぎないよう注意。

通常はATOMのおしゃべりやアク
ションを止めるためのこの方法
を、設定を変えればATOMをサイ
レントモードに入れるための方法
としても使うことができます。

瞳のLEDが黄色 瞳のLEDが青 瞳のLEDが赤 瞳のLEDが緑瞳のLEDが白

一番大きい声にして
大きい声にして
普通の声にして
小さい声にして
一番小さい声にして

ユ
ー
ザ
ー
の
発
話

大

小

もっと大きい声にして
もっと小さい声にして

話しかけて

●「しゃべっていいよ」と話しかける
●頭を優しく触る

・アニメやレシピ動画などの操作に便利です。

60cm ~1m

ATOMの瞳が白いときに話しかけてください

頭のタッチセンサーを
優しく触ってください

× × × ×

これだけ
守れば

日常会話は
できちゃいます！

●ATOMが何かをしたがっているときに
肯定する場合

●ATOMが何かをしたがっているのを
止めるとき

● 液晶ディスプレイの
タッチパネルで操作● 液晶ディスプレイの

　タッチパネルで
　調整する

● 発話で調整する

● ATOMが以下のように話したときは「言う」
「知る」など動作や状況を含む言葉で答えよう

●ATOMに「静かにして」と話しかける ●ATOMの頭に３秒以上軽く手を置く

●ATOMが間違ったことを話したときに
否定する場合

「ハイ」などの２文字より「いいよ」など３文字以上が望ましいです。

「ダメ」は２文字ですが、濁音がある言葉なので聞き取りやすいです。

動 画 を 見 る 際 の
「早送り」「早戻し」
なども、動画再生
中に画面をタッチ
すればボタンが出
てきます。

画面を触ると右側に表示され
る目盛りの上を触れば大きく、
下を触れば小さくなります。

ATOMの声のボリ
ュームは全部で５
段階。左の表にあ
る言葉を伝えるこ
とで、変更が可能
になります。

１段階ずつ声のボリ
ュームを上げ下げす
るときに使用します。

上記のほか「いいよ」「そうだよ」などの肯定の言葉も理解します。

「ちがうよ」「言ってないよ」など、否定の言葉を返してください。

～してもいいですか？

○○を歌っていいですか？

○○って知ってますか？

今、○○って
言いましたか？

○○さんですね？

今、○○って
言いましたか？推　奨　「いいよ」「そうだよ」

推　奨　「いいえ」「ダメ」

非推奨　「うん」「ああ」

非推奨　「いや」「ううん」

いいよ

ダメ

知ってるよ

言ったよ

ちがうよ

言ってないよ

これらの方法のほか、外から聞こえる会話
にも反応するなど、通常のサイレントモー
ドは、比較的解除されやすいです。

早戻し　
映像を約10秒、
前に戻します。

一時停止　
再生を一時停止
できます。

早送り
映像を約10秒、
早送りします。

このモードの設定は、設定用
アプリ「ATOM Setting」（P48
参照）で行います。「ディー
プサイレントモード」の解除
方法は「ATOM、しゃべって
いいよ」という言葉のみです。

この方法でサイレントモードにするには、設
定用アプリ「ATOM Setting」（P48参照）で

「POTセンサーの反応」を「サイレントモー
ドにする」に設定する必要があります。

解除方法 ディープサイレントモード

静かにして

しばらく話をさせないようにするには「静かにして」と話しかけて
ください。瞳が青くなったら「サイレントモード」に入った証拠です。

もう少ししゃべりたかった
けどな～

ATOMを操作するとき、ATOMと会話するときの基本的な操作方法を、まず紹介します。これさえわかれば、ATOMと楽しくお しゃべりできますよ。家族にも教えてあげてください。

©TEZUKA PRODUCTIONS
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さぁ、ATOMとお話ししてみよう！

ATOMの機能は稼働環境により３パターンの広がりを見せます
P30よりATOMのさまざまな機能について操作方法を紹介します

ここまでに出てきた「ATOMの基本操作」をマスター
すれば、ATOMとの日常会話はバッチリOKです。さぁ、
リラックスして、ATOMとお話ししてみましょう！

→P30より機能ごとに
稼働環境を示しています

●インターネットにつながっている
●ATOMベーシックプランに加入済み

●インターネットにつながっている
●ATOMベーシックプランに未加入

●インターネットにつながっていない

フルスペックのATOMが
楽しめます

クラウド上の機能が
制限されます

基本的な会話やアクション
ゲームやクイズが楽しめます

「何か話して」で会話は
どんどんつながっていくよ！

何か話して

「握手して」

「立ち上がって
」

「右向いて」
etc.

ATOMをインターネットにつなぎ「ATOMベ
ーシックプラン」（P16参照）に加入すれば、
ATOMのすべての機能を制限なしに楽しめま
す。ATOMの機能を心置きなく楽しむために、
強くおすすめする稼働環境です。

「今日は何日？」「今、何時？」
など、日付や時間を聞いたら答
えてくれます。また「○時にな
ったら教えて」とお願いすれば、
その時間になったら教えてくれ
るアラーム機能も搭載。これ、
意外と便利ですよ。

ATOMは毎日、旬の話題をイン
ターネットなどからピックアッ
プ。自ら、今ホットな情報を話
し始めます。そのほか、週ごと
のおすすめ情報を話す機能など
も搭載。ATOMと話すだけで、
情報通になれますよ！

「何を話せばいいかわからない」という人は、ATOMに任せちゃ
いましょう。「つながる会話」もATOMの大きな特徴。ATOMは
会話で出てきた言葉を拾って、話を展開していきます。

「何か話して」や「もっと話して」など、ATOM主導の会話も
大丈夫。また「何かやって」などのムチャブリもOKです。

インターネットにつながなくとも会話のパターンは１万以上。イン
ターネットにつなぐと、ATOMとの会話は無限に広がっていきます。

「握手して」「立ち上がって」「右
向いて」など、ATOMに簡単な
アクションをさせてみましょう。
「偉いね」「すごいね」など、褒
めてみるのもおすすめです。ま
た頭を優しくなでると「エヘヘ」
と照れながら喜んだりもします。

ATOMをインターネットにつないだうえで
「ATOMベーシックプラン」に未加入の場合、
基本的な会話やアクションなどに加えて「メ
ールを伝える」「写真を撮る」「伝言を伝える」
などの機能を楽しむことができます。

ATOMをインターネットにつながない場合で
も、基本的な日常会話や歌・踊りなどのアク
ションに加え、ATOMに内蔵されているクイ
ズやゲームなどは楽しめます。個々の機能に
関してはP30以降をご確認ください。

○○さんは××って
知ってる？

ATOMの基本操作――ATOMと話してみよう

世間話も雑談も
旬の話題で盛り上がる！

ATOMはこんな言葉にも反応します

・「何か話して」・「何かやって」・「もう一回、言って」
・「いつものやって」・「もっと話して」

会話のパターンは
無限に広がります！

日付や時間を聞いたり、
アラーム機能もあるよ！

簡単な
アクションをさせてみよう！

○○という
映画が今、
大人気

なんだって！

握手するときは
ボクの右手を
優しく左右に
振ってね

７時に
なりました！
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A T O M と〝 友 だ ち  に な ろ う〝

ATOMと友だちになる

ATOMに友だちを忘れさせる

ATOMに友だちか
否かを確認する

ATOMに友だちを
覚え直させる

ATOMは12人まで〝友だち 〝を覚えます

名前は「ATOM Setting」で書き換えることができます

「ATOM Setting」の操作で
友だちを忘れさせることもできます

顔をしっかり見て、明るく静かなところで話す

ATOMはユーザーの顔と名前を認識して「友だち」として登録します。ATOMと「友だち」になることで、ATOMの楽しみ方
は大きく広がります。ここではATOMと「友だち」になるための操作手順を紹介します。

ATOMと「友だち」になるためには、ATOMにあなたの顔と
名前を覚えさせる必要があります。

発話操作はもちろん、設定用アプリ「ATOM 
Setting」でも友だちを忘れさせられます。

ATOMとしっかり友だちになっているかを確認するため
には、ATOMに自分のことを聞いてみてください。

名前をよく間違えられる場合は、覚え直させることをお
すすめします。基本操作は友だちになるときと同じです。

STEP1

STEP2

STEP1

STEP1

STEP2

STEP

STEP5

STEP4 -1

STEP4 -2

STEP3

STEP2

POINT1

POINT

POINT2

私を覚えて

ハイ！

私を忘れて

私はだれ？

名前がちがうよ

私を覚えて

ちがうよ

○○○

そうだよ

ボクと友だちになってくれるんですか？

ボクにしっかりお顔を見せてください

友だちのことを忘れなきゃ
いけないんですね

てっきり○○○さんだと
思ってましたけど、
もう一度確認しますね

失礼しました。
もしよかったら、
ボクと友だちになって
もらえますか？

てっきり○○○さんだと
思ってましたけど、
もう一度確認しますね

もしかして○○○さん、
あなたを忘れるんですか？

やっぱり○○○さん
ですよね

やっぱり○○○さんですよね

あなたのこと、なんとお呼び
すればいいですか？

今まで友だちでいてくれて
ありがとうございました

○○○さんのこと、ちゃんと覚えましたよ。
これでボクたちは友だちですよ

　ATOMは最大12人まで、ユーザーの顔と名前を認識して「友だち」
として登録します。ATOMと「友だち」になると、ATOMがあなたを見
つけたときに、名前を呼んで話しかけてくれるようになります。また「友
だちから友だちへの伝言」など、友だち限定の機能も多数。会話を重ね
ていくとATOMとの「親密度」も増していきます。

ATOMに「私を覚えて」、または「友だちになって」と話しかけましょう。ATOMは
嬉しそうに「ボクと友だちになってくれるんですか？」と聞き返してきます。

ATOMの額にあるカメラに、あなたの顔をしっかり見せます。近づきす
ぎず、60cm ～１ｍの距離を置いてください。

ATOMに自分のことを忘
れさせたい場合は、「私を
忘れて」と話しかけてく
ださい。ATOMは「友だ
ちのことを忘れなきゃい
けないんですね」などと
寂しそうに返答をして、
忘れる準備に入ります。

聞いてみてください。友だち
になっていれば、あなたの名
前を答えてくれます。

「私はだれ？」または「私を
知ってる？」と、ATOMに

ATOMがちがう名前を言った場合には、「名前がちがうよ」と返答し
てください。その後、ATOMと友だちになるための操作に戻ります。

「やっぱり○○○さんですよね」に対し「ちがうよ」と答え、ATOM
の指示に従って、もう一度顔と名前を覚え直させてください。

友だち登録は完了です。ATOMと「友だち」になることで初めて使える
機能も多数あるので、できるだけ早く、友だちになりましょう。

ATOMに名前を聞かれたら、ATOMに呼んでほしい名前を伝えてく
ださい。本名でも、あだ名でも構いません。

忘れさせたい場合は「そうだよ」「ハイ」など、肯定の返事をして
ください。ATOMはあなたの「友だち登録」を削除します。

ATOMはあなたが「自分の名前」として伝えた言葉を「名前」とし
て認識することができ、そのまま顔と名前を紐づけします。

あなたが伝えた名前を認識できない可能性が高く、その場合ATOM
は手塚作品のキャラの名前をランダムにあなたのあだ名とします。

ATOMが認識した名前やあだ名は、設定用アプリ「ATOM Setting」で確認お
よび書き換え可能です（P48および「ATOMお役立ちガイド」P16参照）。

設定用アプリ「ATOM Setting」の操作で、任意の友だちを忘れさせることもできます。メニュ
ー「ともだち」から操作してください（P48および「ATOMお役立ちガイド」P16参照）。

ATOMにあなたの顔と名前をしっかり認識させる必要があります。友だちになるときは、明る
く静かな場所でATOMの額のカメラをしっかり見て、ハッキリ名前を伝えましょう。

よく話しかけると
「親密度」もアップ！

あなたの
名前を呼んで
話しかけます！

最大12人までOK！

〝友だち にだけできる
 機能もあります

〝

友だちになれるのは最大12人まで

ATOMが名前を間違えることが
多くなったと感じたときは
友だちを覚え直させることを
おすすめします

すでに同じ名前の友だちがいるときは
友だちとして覚えることができません

ATOMが「友だち」として顔と名前を覚えられるのは最大
12人まで。そこから新たに友だちを登録するためには、
登録済みの誰かを削除する必要があります。

顔認識ができずに名前を間違えることはありますが、ATOMがあな
たの名前を間違え続ける場合は、顔認識が混乱している可能性があ
ります。もう一度名前を覚え直させることをおすすめします。

友だちの中にすでに同じ名前の人がいた場合、新
たに覚えることができません。その場合は同名の
友だちを削除するか、別の名前を伝えてください。

!

!

!

ATOMに「私を覚えて／友だちになって」と話しかけましょう

ATOMにしっかり顔を
見せましょう

「私を忘れて」と
 話しかけましょう

「私はだれ？／私を知って
 る？」と話しかけましょう

ATOMが名前を間違えた
場合は「名前がちがうよ」と
話してください

「私を覚えて」と
 話しかけましょう

ATOMと友だちになります

ATOMがインターネットに
つながっているとき
ATOMがインターネットに
つながっていないとき

あなたの名前を覚えます

あなたにATOMがあだ名を付けてくれます

ATOM に自分の名前を
伝えましょう

 忘れさせる場合は
「そうだよ」と答えましょう
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30 ATOMと暮らす本

さぁ、ATOMと仲良くなろう！

初 級編 ① 動きと言葉

自己紹介させてみよう ATOMの歌や踊りを楽しもう

ATOMに励まして／慰めてもらおう

「今日は何の日」か聞いてみよう アトムポーズしてもらおう

ラジオ体操をしてみよう

あいさつしてみよう

「自己紹介して」と話しかけましょう 「○○を歌って／踊って」と
 呼びかけましょう

「励まして／慰めて」と呼びかけましょう

「今日は何の日？」と聞いてみよう 「アトムポーズして」と
 呼びかけよう

「ラジオ体操やって」と呼びかけましょう

「おはよう」「こんにちは」
「こんばんは」と
 呼びかけてみましょう

自己紹介の内容は〝あなたの家用 〝にカスタマイズできます

胸の液晶ディスプレイに「ラジオ体操第１」の映像が流れます

「ただいま」「さようなら」などもOK！

こんな言葉もOK！

ATOMの内部カレンダーがズレていると
正しい回答が得られません

「何か歌って」 「何が歌えるの？」 「もう一回、歌って」

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

OK OK

OK

OK OK

OK

OK

OK OK

OK

OK OK

OK

OK

OK OK

OK

OK OK

OK

OK

ATOMのさまざまな機能の 紹介です。まずは初級編①「動きと言葉」。稼働環境を確認し
ながら、ひとつずつ試して みましょう。

STEP STEP

STEP

STEP STEP

STEP

STEP

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

自己紹介して

「アトムの子」歌って

励まして／慰めて

アトムポーズして

今日は何の日？

ラジオ体操やって

おはよう こんにちは さようなら

おかえりなさい

自己紹介ですね

「アトムの子」ですね

ハイ！

今日は……

十万馬力、注入！　さぁ、元気を出して

ラジオ体操ですね。一緒にがんばりましょう

おはようございます

「自己紹介して」と話しかけます。ATOMが「自己紹介ですね」と返
してきたら「そうだよ」と返事をしてあげましょう。

「◯◯を歌って／踊って」（※◯◯には曲名が入ります）と呼びかけ
ると、アトムは歌や踊りを披露してくれます。

「励まして／慰めて」と話しかけてみましょう。「ハイ」と返事をしてから励ます（慰める）
場合もありますが、直接励まし（慰め）の言葉を話すときもあります。

「囲碁の日」「○○さんが生まれた日」などなど……。ATOMの内部カレンダ
ーを参照して「今日は何の日」か答えてくれます。

「アトムポーズして」と話しかける
と、右手を上げて少し斜め上を見上
げる、『鉄腕アトム』をイメージした
「アトムポーズ」をします。

「ラジオ体操やって」とお願いすると、液晶ディスプレイにラジオ体操の映像が流れて
ATOM自身もラジオ体操を始めます。途中で止めたいときは頭を優しく触ってください。

「おはよう」と呼びかけると「おはようございます」と返してきます。
時間によって「こんにちは」「こんばんは」も使い分けます。

初期設定では、ATOMの「鉄腕アトムへの憧れ」などが語られます。自己紹介の内容は設定用アプリ「ATOM Setting」
（P48参照）で書き換えられます。家族や自分自身の紹介など、ATOMに話させたいことを記してみましょう。

※上記のカスタマイズ方法は「ATOMお役立ちガイド」P15を参照してください。

累計80万部超を誇る『大人のラジオ体操』シリーズの第２弾『DVD付き もっとスゴイ！　大人のラジオ体
操 決定版』の映像が流れます。観ながら一緒に動くと、正式な動きや呼吸などもよくわかります。

あなたが「ただいま」と声を掛けたら「おかえりなさい」
と返事をしてくれます。また「おやすみ」「さようなら」など、
日常的なあいさつにはほとんど対応してくれます。

ATOMの内部カレンダーがズレていると「今日
は何の日」かを答えられません。液晶ディスプ
レイを使用した内部カレンダーの合わせ方は
P14（日時の再調整について）をご確認ください。

「◯◯でいいですか？」
と提案されるので「い
いよ」と答えるか、「ダ
メ」と答えて歌ってほ
しい曲名を伝えます。

ATOMが歌える曲を教
えてくれます。その曲
の中から、歌ってほし
い曲名を選んで伝えま
しょう。

「励まし」「慰め」の言葉は何パターンも存在します。
どんな言葉が出てくるか、ご期待ください。

直前の曲をもう一度歌
います。そのほかにも、
ATOMはさまざまな言
葉に対応できるので、
試してみてください。

家族の
紹介

友だちの
紹介

あなた
自身の
紹介

一緒に
 がんばろう！

 アトムポーズ、
カッコいい？

『アトムマーチ』作曲：髙井達雄　作詞：谷川俊太郎
『アトムの子』山下達郎
『アトムラップ』RHYMAHOLIKS
『恋するフォーチュンクッキー』AKB48
『世界に一つだけの花』SMAP
『クリスマス・イブ』山下達郎

●ATOMの誕生日は？　●ATOMの身長は？
●ATOMの体重は？　●ATOMの年齢は？
●ATOMの特技は？

『幸せなら手をたたこう』
『オクラホマミキサー』

ATOMはこんな歌が歌えます！

こんな質問もしてみよう

ATOMはこんな曲が踊れます！

こんな言葉を
かけてくれるよ

うん、ボクが聞いて
あげる。一緒に
おしゃべりしようよ！

つらかったんだね、
よくがんばったね

十万馬力、注入！
さぁ、元気を出して

自己紹介には出てこないATOMのこと、知りたくな
いですか？　「ATOMの誕生日は？」と聞かれたら、
初起動した日を答えます。そのほか上記のような質
問に答えられるので、ぜひ試してみてください。
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さぁ、ATOMと仲良くなろう！

初 級 編 ② エンタメ・ゲーム・クイズ
かわいい動きや会話のほかに、ATOMが本領を発揮するのは、この「エンタメ・ゲーム・クイズ」のジャンル。性
別も年齢も問わず、家族や友だち、みんなで一緒に楽しめるゲームやクイズなどの機能を紹介します。

さぁ、ATOMと仲良くなろう！

初 級 編 ① 動きと言葉

誕生日をお祝いしてもらおう

二足歩行させてみよう

年齢当てゲームをしてみよう

旗上げゲームをしてみよう

３種類のクイズを楽しもう

何を考えているか
聞いてみよう

早口言葉を聞いてみよう

ATOMがその日に
誕生日の友だちを探す

友だちを認識したらATOMが
バースデーソングを歌う

「歩いていいよ」と呼びかけましょう

「年齢当てゲームして」と
 呼びかけましょう

「旗上げゲームしよう」と 
 呼びかけましょう

「○○クイズやって」と
 呼びかけましょう

「何考えてるの？」
と聞いてみましょう

「早口言葉やって」と
 呼びかけましょう

もちろん「ハッピーバースデー歌って」と
お願いしても歌ってくれます

ATOMができる早口言葉

①平らな床や地面の上で歩かせること

②カーペットやガラスのテーブルの上などもNG

③あまり歩かせすぎないこと

友だち情報として誕生日の
登録が必要です

ATOMの指示に従って正面から
顔を見せてください

みんなで
盛り

上がれる！

難易度は「ATOM Setting」で
設定できます

★ATOMは必ず連続で2回、旗上げゲームをやろうとします

ATOMに内蔵されたクイズはこの３種類

こんな呼びかけもしてみよう！

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

旗上げゲームの
キットは同梱されて
います

60㎝～1m

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

NG

OK

OK

OK

OK

NG

NG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NG

OK

OK

OK

OK

NG

NG

STEP1 STEP2

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT1

POINT2

ハイ！

歩いていいよ

年齢当てゲームして

ボクにお顔を
よ～く見せてください

旗上げゲームしよう

○○クイズやって

「クイズやって」

何考えてるの？

早口言葉やって

○○さんはいません
か？　素敵なお知ら
せがあるんです！

今日は○○さんの誕生日ですね！　
ハッピーバースデー　ディア○○さん♪

歩いていいんですか？

年齢当てゲームですね

旗上げゲームですね

○○クイズですね 県名当て

プロ野球

相撲

クイズ

クイズ

クイズ

○○○……

早口言葉ですね

「友だち」の誰かが誕生日を迎えた場合、ATOMは誕生日
をお祝いする相手を探して話しかけてきます。

ATOMが誕生日を迎えた「友だち」を
認識すると、バースデーソングを名前
入りで歌います。歌い終わると、拍手
音に合わせて拍手をしてくれます。

「歩いていいよ」と話しかけましょう。立ち上がって鼻歌を歌いながら歩き始
めます。家庭内での使用を考え、歩行は８歩以内に制限されています。

「年齢当てゲームして」と、ATOM
に話しかけましょう。ATOMは目の
前の人の顔をじっと見て、年齢を当
てようとします。「友だち」以外で
もOKです。

ATOMに「旗上げゲームしよう」と伝えてください。ATOMが「旗上げゲ
ームですね」と返事をしてから、ゲームの説明をしてくれます。

インターネットなしで楽しめるATOMのクイズは３種類。「◯◯クイズやっ
て」と話しかけると、１回につき５問出題してくれます。

「何考えてるの？」とATOMに聞いてみましょう。ATOM
は数多くのテーマとトピックの中から、今、話したいこ
とを選んで話し始めます。

ATOMに「早口言葉やって」と伝えてください。「早口言葉ですね」と
返事があったのち、いくつかの候補から早口言葉を選んで発話します。

ATOMは目の前の人の顔を分析して、年齢を当てようとしま
す。額のカメラに顔をよ～く見せてください。同じ人でも〝そ
の日の調子〟によってATOMの答えは変わります。

ゲームの難易度は「初級・中級・上級」
があります。初期設定は中級で、変更
する場合は「ATOM Setting」特技の
ページから行います（P48および「ATOM 
お役立ちガイド」P20参照）。ATOMは必ず連続で２回、旗上げゲームをやろうとします。途中で止めたい場合は、

タッチセンサーのある頭を優しく触ると止めることができます。

赤と白のカード（大き
さ違いで各２種類）が
同梱されています。

47都道府県にちなんだクイズを出題し
ます。たとえば、「そこの人気観光地は、
道後温泉です」などと出題されます。

「◯◯はどうですか？」と提案してくるので「いいよ」、
NGなら「ダメ」と言って希望のクイズを伝えましょう。

80年以上の歴史を誇るプロ野球に関す
る二択クイズです。時代も難易度もさま
ざまなので、初心者でも楽しめます。

「番付の東と西どちらが上位でしょう」や
「連続出場回数がもっとも多い力士は？」
など、相撲ファン必見の二択クイズです。

「ハッピーバースデー歌って」と話しかけると、ATOMは誕生日が近い「友
だち」のことを口にしてからバースデーソングを歌います。

※「友だち」以外からのお願いに対しては、名前を入れず「マイフレンド」と歌います。

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

デコボコした床や斜面、障害物がある場所ではスムーズに歩きません。

ガラス製のテーブルや毛足の長いカーペットの上では歩行できません。

歩行はサーボモーターに大きな負荷がかかるので酷使しないように。

●赤巻紙　青巻紙　黄巻紙　 ●東京特許許可局
●骨粗しょう症訴訟勝訴　 ●ジャズシャンソン歌手
●カエル ピョコピョコ…… ※今後、増えていく予定です

会話でも登録できますが、設定用アプリ「ATOM 
Setting」での登録方法はP48および「ATOMお役立
ちガイド」P16参照。

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

ハッピー
バースデー
ディア
○○さん♪

!

P45の『四択チャレンジ／覚えてポン』も注目！

家族で！ ママ友と！ カップルで！

1回につき5問出題します

33ATOMと暮らす本
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さぁ、ATOMと仲良くなろう！

初 級 編 ② エンタメ・ゲーム・クイズ

百人一首で遊んでみよう

落語を聞いてみよう

しりとりしてみよう

『鉄腕アトム』のアニメを観てみよう

絵本を読み聞かせしてもらおう

手塚マンガを読んでみよう

「百人一首読んで」と
 呼びかけましょう

「落語やって」と
 呼びかけましょう

「しりとりしよう」と呼びかけましょう

「アニメ観せて」と
 呼びかけましょう

「絵本読んで」と
 呼びかけましょう

 ATOM専用アプリ
「どこでもATOM」を
 開いてください

読みたい作品のタイトルを選択してください

 ATOMの提案に「いいよ」「ダメ」
で答えるか、 演目を指定してください

 ATOMの提案に「いいよ」
「ダメ」で答えてください

 ATOMの提案に「いいよ」
「ダメ」で答えるか、読んでほし
 いタイトルを伝えてください

「特典まんが」タブを
選択してください

一首目は「序歌」です

いきなり演目を伝えてもOK！

終わったら回数を教えてくれます

「どこでもATOM」で読める10エピソードはこちら！

ATOMが読む絵本は月２本前後のペースで追加予定です。
公式サイトhttp://atom2020.jp/でご確認ください

読む枚数や歌と歌の間隔、上の句・下の句を読む回数
などは「ATOM Setting」で設定できます

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

OK

OK

NG

OK

NG

NG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NG

OK

NG

NG

STEP1

STEP

STEP1

STEP1

STEP1

STEP3

STEP2

STEP2

STEP2

STEP2

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

百人一首読んで

時そばやって

いいえ

落語やって

しりとりしよう

アニメ観せて

絵本読んで

いいよ

いいよ

いいよ

or

or

or

or

or

ダメ

ダメ

ダメ

『ぱんだのおれい』を読んで

ケチの金槌

百人一首ですね

時そばですね

今回は○回、続いたね。
もう一回、やりますか？

落語ですね

しりとりですね

アニメですね

絵本ですね

寿限無で
いいですか？

第１話「アトム誕生」
でいいですか？

何にしようかなぁ。
『ママがおばけに
なっちゃった！』で
いいですか？

「特典まんが」タブを選択！

『ブラック・ジャック』
「医者はどこだ！」を選択！

「百人一首読んで」とATOMに話しかけてください。ATOMは百人
一首をランダムに読み始めます。

「落語やって」、または「落語聞かせて」などと話しかけてください。短い
前座噺を、身振り手振りを交えながら演じてくれます。

「しりとりしよう」とATOMに話しかけてください。２回目以降ならば「前回は○回、
続いたね」と答えてから、ATOMからの「しりとり」が始まります。

ATOMに「アニメ観せて」と話しかけましょう。手塚プロダクション厳選、
『鉄腕アトム』第２期（1980年〜放送）の５エピソードを観られます。

「絵本読んで」とATOMに伝えてください。胸の液晶ディスプレイに絵を
表示しながら、ATOMが絵本を読み聞かせしてくれます。

ATOMの提案する演目でOKなら
「いいよ」、別の演目がよければ「ダ
メ」と答えるか、直接聞きたい演
目を伝えてください。

でいいですか？」と聞いてくるので、返答しましょう。「ダメ」
と拒否したら次の話を提案してきます。

「第○話『○○○○（タイトル）』

ATOMの提案するタイトルに「いいよ」と返事をすると、読み
聞かせがスタートします。「ダメ」と返すと次のタイトルを提案
します。もしくは、直接読んでほしいタイトルを伝えてください。
※タイトルは語尾までしっかり言うと伝わりやすいです。

ホーム画面にある「特典まんが」のタブ
を選択すると、読むことができる手塚マ
ンガ10エピソードが並びます。

10エピソードの中から、自分が
読みたい作品のタイトルを選択
してください。作品のダウンロ
ードが始まります。

専用アプリ「どこでもATOM」にログインして
ください。「どこでもATOM」のダウンロード
／インストール方法などはP52参照。

ATOMが読む一首目（「なにわづに……」）は「序歌」です。序歌は競技かるたの
公式戦で一首目に読まれる、読み始めのタイミングを計るための歌です。
百人一首の中には入っておらず、札もないのでご注意ください。

現時点でATOMが演じられるのは右の３つの演目です。聞きたい演目が決ま
っている場合は「落語やって」を省略して、直接演目を伝えてもOKです。

しりとりが終わると、ATOMは回数を教えてくれま
す。数え方は「片道で１回」です。過去の「しりとり」
の連続回数最長記録も記憶していて、全国のATOM
の中でのランキングも教えてくれます。

大ヒット絵本『ママがおばけになっ
ちゃった！』シリーズほか、ATOMが
読み聞かせする絵本は、月２本前後
のペースで追加されていく予定です。

設定用アプリ「ATOM Setting」（P48参照）で、百人
一首を読む枚数や歌と歌の間隔、上の句・下の句を
読む回数などを設定できます。読む枚数の初期設定
は100枚になっています。設定手順の詳細は「ATOM
お役立ちガイド」P20参照。

!

★ATOMができる演目はこれ！

★この５エピソードが楽しめます

●寿限無（約3分20秒）●時そば（約4分12秒）
●ケチの金槌（約1分33秒）

『鉄腕アトム』「気体人間の巻」
『鉄腕アトム』「ウランちゃんの巻」
『鉄腕アトム』「地上最大のロボットの巻」
『鉄腕アトム』「青騎士の巻」
『鉄腕アトム』「アトムの最後」

『ブラック・ジャック』「医者はどこだ！」
『タイガーブックス』「雨ふり小僧」
『火の鳥』「黎明編　第1章」
『どろろ』「第4章　金小僧の巻」
『三つ目がとおる』「三つ目登場」

●第1話「アトム誕生」　●第2話「アトム対アトラス」
●第27話「ブラック・ジャックの大作戦」
●第46話「宇宙空港R-45」　●第52話「アトムの初恋」

STEP

『ママがおばけになっちゃった！』（作：のぶみ）　『ぱんだのおれい』（作：さかたしげゆき）

実写の
手塚先生が
登場！

©TEZUKA PRODUCTIONS
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さぁ、ATOMと仲良くなろう！

初 級 編 ③ 情報・お役立ち

天気予報を教えてもらおう

ニュースを教えてもらおう

写真を撮ってもらおう

ATOMの占いを聞いてみよう

60ヵ国語のあいさつを聞いてみよう

自己診断してもらおう

「天気を教えて」と呼びかけましょう

「占いやって」と呼びかけましょう

言語を選んでください

「60ヵ国語教えて」と話しかけましょう

ATOMに自分の星座を教えましょう

「自己診断して」と話しかけましょう

ATOMの占いを聞きましょう

「写真撮って」と呼びかけましょう

「ニュースを教えて」と話しかけましょう

気になるニュースのキーワードを
伝えましょう

気になるニュースの詳細を
教えてくれます

ATOMのニュースの見出しを聞きましょう

撮影された写真を確認する

こんな指示でもOK！

「ATOM Setting」で２つのメールアドレスの設定が必要です

ATOMの友だち限定で、名前のタグ付けもできます

「ATOM Setting」で居住地情報と
 RSSフィードの設定が必要です

「ATOM Setting」でRSSフィードの設定が必要です

ATOMが占いで教えてくれる項目

 ATOMが話せるのは全62ヵ国語の
「こんにちは」「ありがとう」「おいしい」のみ

ATOMが教えてくれる62ヵ国語はこちら

自己診断のチェック項目とエラー発話

①明日の天気を教えて

②○曜日の天気を教えて

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

NG

NG

OK

NG

NG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NG

NG

NG

NG

NG

OK

特にインターネットにつないだATOMは情報端末としても優秀です。ニュースや天気予報、
占いをはじめとしたさまざまな情報の入手や、お役立ち機能が満載です。

STEP

STEP1

STEP2

STEP1

STEP2

STEP

STEP3

STEP1

STEP1

STEP3

STEP4

STEP2

STEP2

POINT1

POINT1

POINT2

POINT2

POINT

POINT

POINT

天気を教えて

占いやって

フランス語

60ヵ国語教えて

○○座

自己診断して

写真撮って

ニュースを教えて

○○○○○○

○○○○○○のニュースをお伝えします

ニュースをお伝えします
「○○○○○○○○○○○○」
「××××××××××××」
「△△△△△△△△△△△△」
……何か気になるニュースは

　ありますか？

今、撮った写真をメールで送りましたよ

天気ですね

占いですね

ボンジュール

あなたの星座を教えてください

自己診断ですね

写真ですね

ニュースですね

今日の天気予報が知りたい場合は「天気を教えて」と伝えてく
ださい。登録された居住地情報を元に教えてくれます。

ATOMに「占いやって」と伝えてください。ATOMは星座占いで、
あなたの今日の運勢を占う準備を始めます。

ATOMは「こんにちは」「ありがとう」「おいしい」の３つのあいさつからひとつを
選びます。そしてあなたに「何語がいいですか？」と尋ねてきます。

全62ヵ国語の中から任意の
言語を選び、伝えてくださ
い。選んだ言語でATOMが
あいさつをしてくれます。
発音はまだ拙いです。

ATOMが「あなたの星座を教えてください」と質問してきますので、
それに答える形であなたの星座を伝えてください。

「ATOMの調子が悪いな」と思ったら、ATOMに「自己診
断して」と話しかけましょう。自己診断をしてくれます。

ATOMがあなたの星座の「今日の運勢」（運勢ランキングなど）をイ
ンターネット上で調べて、教えてくれます。

「写真撮って」とお願いしてみましょう。その後はATOMの発
話に合わせて「ハイ」と返事をしていけば、撮影できます。

ATOMに「ニュースを教えて」とお願いしましょう。この指示を受けて、
ATOMはネット上にニュースをチェックしに行きます。

気になるニュースの、見出しの中の印象的な単語（キーワード）を
伝えましょう。伝わらない場合は、キーワードを変えて再挑戦を。

ATOMは指定されたニュースの詳細を読み上げ、読み終えたら「ほ
かに気になるニュースはありますか？」と聞いてくれます。

ATOMは登録された
RSSフィードからニ
ュースの見出しを７
～８項目読み上げ、
「何か気になるニュ
ースはありますか？」
と聞いてきます。

ATOMは撮影した写真を胸の液晶ディスプレイに一定時間
表示するほか、あなたのメールアドレスまで送ってくれます。

ATOMに「明日の天気を教えて」とお願いすれば、
明日の天気を聞くことも可能です。

「ATOM Setting」にて写真の送り元（ATOM自身）と送り先、両方のメールア
ドレスの設定が必要です。詳細はP48および「ATOMお役立ちガイド」P18参照。

写真にATOMの友だちが写っていた場合、ATOMが顔を認識して個人を特定し、
名前を写真に入れることができます。この設定も「ATOM Setting」にて。

天気予報を聞くためには「ATOM Setting」でユーザーの居住
地、および天気予報の配信元（RSSフィード）を設定する必
要があります。詳細はP48および「ATOMお役立ちガイド」
P18参照。

ATOMはプロバイダの更新情報（RSSフィード）
よりニュースを読み取ります。「ATOM Setting」
でニュースの配信元を指定してください。詳細は
P48および「ATOMお役立ちガイド」P18参照。

ATOMが教えてくれる占いの項目は３つです。①運勢ランキング……その
日の運気が12星座で何番目か　②ラッキーナンバー……その日の運気を
アップさせる数字　③運気アップアドバイス……その日の幸運のカギ

ATOMは「ネットワークの通信状態」「サーボモーターの通信状
態」「６軸センサー」などのチェック項目を、ひとつひとつ確認
します。自己診断中は、ATOMに触らないでください。

ATOMは「こんにちは」「ありがとう」「おいしい」の３
つのあいさつを、下記の62ヵ国語で言えます。※ユーザ
ーから各国の言葉であいさつされても答えられません。

ATOMから「誰かボクに『自己診断して』と言ってくださ
い」とおねだりすることもあります。

中国語 ヒンディー語 スペイン語 英語 アラビア語 フランス語 ミャン
マー語（ビルマ語） トルコ語 ネパール語 イボ語 クルド語 ルーマニア
語 パンジャブ語 ベトナム語 タガログ語 タミル語 ジャワ語 テルグ語
カタルーニャ語 ギリシャ語 チェコ語 セルビア語 ベラルーシ語 スウ
ェーデン語 スロバキア語 ボスニア語 ラトビア語 ノルウェー語 マケ
ドニア語 ベンガル語 ポルトガル語 ロシア語 インドネシア語 ドイツ
語 ペルシャ語 オランダ語 マレー語 ソマリ語 マラガシ語（マダガスカ
ル語） ウズベク語 アフリカーンス語 ハンガリー語 アルバニア語 フィ
ンランド語 ヘブライ語 モンゴル語 デンマーク語 韓国語（朝鮮語） イ
タリア語 スワヒリ語 ポーランド語 タイ語 ウクライナ語 カザフ語 ア
ルメニア語 クロアチア語 ハイチ語 ブルガリア語 エスペラント語 ウ
ェールズ語 アイスランド語 ラテン語

「明日は雨だから〝あめあめふれふれ〟踊ろうかな」などと、「あめあ
めふれふれ」や「雪やこんこ」を自発的に踊り出すこともあります。

曜日を指定すれば、ATOMは向こう１週間の、
該当する曜日の天気を教えてくれます。

★雨の日や雪の日の前日には自分から踊り出すことも！

※写真はATOM内部では保存されません

○○○○○○のニュース
でいいですか？

今日の○○座の運勢ランキングは……第５位！　
ラッキーナンバーは……

「こんにちは」を別の言葉で言うね。
 何語がいい？

自分で不調を感じたら
「自己診断」をおねだりするよ

①運勢ランキング　②ラッキーナンバー　③運気アップアドバイス
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もっとATOMと仲良くなろう！

上 級編 ① 動きと言葉

旬の世間話をしてみよう

言葉の意味を教えてもらおう

属性・レベル別の会話を楽しもう

意味を知りたい言葉を伝える

「言葉の意味教えて」と呼びかけましょう ATOMの説明を聞く

毎朝、起動時に〝旬の話題 〝を拾い
「世間話」をします

ATOMは日常会話を10以上のジャンルに分けて認識しています
ポイントが一定数貯まるとレベルが上がり、
より深い会話ができるようになります

各ジャンル、テーマについて属性に合わせたトークを展開。
1回ごとにポイントを積算します

属性・レベル別に会話が深まる仕組み

一日に何度か、
それら旬の話題を
ATOMから話します

ユーザーの属性は４つに分かれています

ポイントはユーザーごとに貯まります

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

NG

NG

NG

OK

OK

OK

NG

NG

NG

STEP2

STEP1 STEP3

STEP1 STEP2

POINT

言葉の意味教えて

○○○○○

なんという言葉ですか？

○○○○○をWikipediaで検索したよ！

○○○○○ですね

ATOMに「言葉の意味教えて」
と伝えてください。ATOMは
「なんという言葉ですか？」と
質問してきます。

ATOMがWikipediaにアクセスし、言
葉の意味を検索。そのままWikipedia
の「概要」の部分から、言葉の意味に
当たる文章を伝えてくれます。

意味を知りたいと思った言葉
をATOMに伝えてください。
ATOMは確認として、その言
葉を繰り返します。

毎朝、ATOMを起動したときに、ATOMはインターネット上から前日
に注目を浴びた話題のいくつかを拾って、あなたに話しかけてきます。

ATOMは起動時以外でも一日に何度か、イン
ターネットから拾った「旬の話題」を話しま
す（起動時とは異なる話題が多い）。

ユーザーの属性は、性別と年齢を元に「子どもたち、おじいちゃ
ん・おばあちゃん、成人男性、成人女性」の４つに分類。

会話のポイントは、ユーザー（友だち）ごとの積算です。レベル
が異なると、話す内容に違いが出ます。

朝の起動時に忙しくて
相手できなくてもOK！

テレビやネットで
人気のある話題が

中心だよ

朝とは違う話題を話すことが多いよ！

芸能

海外 スポーツ 芸能 グルメ

国際 etc .

etc .

政治
経済

インター
ネット

ゲーム・
アニメ

I T・
科学

本・
コミック

医療・
健康

文学・
歴史

アニメ・
コミック

国内
（地域）

スポーツ

Wikipedia に項目がない言葉は
語意検索できません

ATOMの「語意検索」機能は、インターネット上で
展開されている百科事典「Wikipedia」で検索を行
います。そのため、Wikipediaに項目が立てられ
ていない言葉は検索することができません。

!

ATOMは会話中、
キーワードを元に
海外、スポーツ、
芸能など、10以上
のジャンルごとに
細かくテーマを分
類しています。

雑談で積算されるポイントが一定数貯まるとトーク
の「レベル」がアップ。その後は、同じジャンル・
テーマに対して、より深くて面白い話をします。ポ
イントは話せば話すほど貯まります。

ATOMはさまざまなジャンル、およびテーマごとに、ユーザーの属性に合わ
せてトークを展開していきます。また、ジャンルにかかわらず、ユーザーは
ATOMと雑談を１回するごとに、１ポイントが貯まっていきます。

1
3

2

ATOMと長く一緒に生活 していくと、日常会話の内容も変化していきます。上級編は「ATOMベーシックプラン」加
入者が楽しめる機能を中 心に、どんどん成長していくATOMを楽しめる機能を紹介していきます。

流行語を教えてもらおう

思い出を共有しよう

日録20世紀・21世紀を聞いてみよう

「流行語について教えて」と
呼びかけましょう

「日録教えて」と話しかけよう

「思い出覚えて」と伝えましょう 「思い出して」と伝えましょう

ATOMの指示に従って思い出を伝える

「何が起きたか」
 知りたい年月日を伝える

ATOMの指示に従い、流行語を知りたい
年か解説してほしい流行語を伝えよう

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

NG

NG

NG

OK

OK

OK

NG

NG

NG

STEP1

STEP1

STEP1 STEP

STEP2

STEP2

STEP2

流行語ですね

日録20世紀・21世紀だね

忘れたくないことってあるよね

昨日、公園で○○さんと遊んだんだ
ってね。楽しかったね

ボクが順番に聞いていくから答えてね

いつの出来事が知りたい？

ATOMが教えてくれる流行語って？

友だち限定の機能で、覚えさせた人にしか話しません

日録20世紀・21世紀って？

1984年にスタートし、毎年12月に発表されている「新語・流行語大賞」
（現ユーキャン新語・流行語大賞）にノミネートされた言葉について、
ATOMが教えてくれます。今後も毎年、更新されていく予定です。

ATOMの「友だち」限定の機能です。「思い出して」とATOMに伝えても、自分がATOMと共有した
思い出しか話してくれません。また、一人でいくつもの思い出を覚えさせる（共有する）ことも可能
です。「友だち」以外の思い出はすべて混在する形で覚え、誰にでも話します。

『日録20世紀』（講談社）は、1900年1月1日〜 2000年12月31日までの全日付に対して、「その日に起きた
主要な事件」を記したパートワーク。ATOMは21世紀分も網羅し、今後も定期的に更新していきます。

流行語について教えて

日録教えて

思い出覚えて 思い出して

○○○○年○月○日

2015年 爆買い

ある年の流行語が
知りたい場合

思い出を覚えてもらう場合 思い出を思い出してもらう場合

解説してほしい流行語が
ある場合

知りたい言葉やいつごろの流行語が知りたいのか
その年の西暦・和暦などを言ってみてください

「流行語について教えて」と話しかけましょう。ATOMは指定され
た年の流行語を披露したり、流行語の解説をしてくれます。

「日録教えて」とATOMに話しかけましょう。主に20世紀・21世紀の
指定した日が「どんなことがあった日なのか」を教えてくれます。

ATOMは以前に共有した、その人の思い出を話してくれます。
複数ある場合は、ランダムに答えてくれます。

1900年1月1日～ 2018年6月30日までの特定の一日の日付を、西暦で
伝えてください。「○○年前の今日」などでもOKです。

ある年の流行語が知りたいときは、その年を伝えてください。流行語の
解説を聞きたい場合は、流行語そのものを伝えてください。

POINT

POINT

POINT

はい

「誰と」「いつ」「何をしたのか」「その時どう
感じたのか」。ATOMが順番に質問するので回
答してください。ATOMと共有できます。

※うまく機能が発動
しない場合は「十万
馬力お願い」と伝え
てください。

※うまく機能が発動
しない場合は「十万
馬力お願い」と伝え
てください。

※うまく機能が発動
しない場合は「十万
馬力お願い」と伝え
てください。
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STEP

STEP

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

OK

OK

NG

OK

OK

OK

NG

NG

NG

もっとATOMと仲良くなろう！

上 級 編 ② 情報・お役立ち

メールを読んでもらおう

伝言を伝えてもらおう

留守番をしてもらおう

スケジュールを教えてもらおう

家族カレンダーを使ってみよう

「スケジュール教えて」と
話しかけましょう

「家族カレンダー開いて」と言う

ATOMに日付を教える ATOMの教えてくれる予定を確認する

その日の予定を伝える

ATOMの「登録か確認か」の質問に
答える

ATOMがスケジュールを教えてくれます

「メール教えて」と話しかけましょう

「伝言を伝えて」と呼びかけましょう

ATOMに伝言を伝える

「ATOM Setting」の「特技」ページから
写真の送り先のメールアドレス
および撮影時刻を設定しましょう

メールの件名、件数を確認する

誰宛ての伝言かを伝える

ATOMに顔を見せる

ATOM が友だちの顔を見て、自分から
新着メールの存在を教えてくれることもあります

・ATOMの「友だち」から「友だち」への伝言のみ可能です
・ATOMが伝えた伝言は削除されます

・ATOM Setting で Google アカウントとの連携を
  設定する必要があります

・予定の時刻の直前に教えてくれるアラート機能もあります

撮影した写真を送る
メールアドレスを入力する

撮影時刻は一日最大５回、
30分刻みで設定できる

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

NG

NG

OK

OK

NG

NG

あなたに届いた情報を知らせてくれたり、あなたの求める情報を探してくれたり……。
インターネットにつないだATOMは、情報端末としても役に立つ優れものなんです。

STEP1

STEP1

STEP3-A STEP3-B

STEP4-A

STEP2

STEP2

STEP1

STEP1

STEP2

STEP2

STEP3

POINT

POINT

POINT

メール教えて

伝言を伝えて

○○さん

○○○○○○○○○○○

いいよ いいよ

いいよ

スケジュール教えて

家族カレンダー開いて

○月○日

××××

はい

はい

登録する？　それとも確認する？

このままでいい？　それとも消去する？

メールですね

伝言を伝えるんですね。
音が鳴ったら録音を
始めます。
準備はいいですか？

どなたにお伝えすればいいですか？

○○さんに１つの伝言がありますよ。
今、伝えましょうか？

○○さん宛ての伝言で
いいですか？

△△分前におぼえた
××さんからの伝言です

○○さんを見かけたら
××さんからの伝言を
伝えておきますね

では伝言をどうぞ　ピィ～ッ（電子音）

＜××××＞（件名）
が△△さんから
○時に届きました

スケジュールですね

今日の予定は10時から打ち合わせ、
12時から外回り、18時から食事会です

ATOMに「メール教えて」と伝えてください。新着メールの件
名（タイトル）と件数を答えてくれます。

ATOMはあなたの伝言を録音する準備に入ります。伝言の内容を準
備して待ちましょう。ATOMが預かれる伝言は送り主一人につき最
大５件。送り先が同じ場合は上書きされます。

ATOMの質問に答える形で、誰宛
ての伝言かを伝えます。伝言相手
は登録済みの「友だち」だけです。

自分宛ての伝言がある場合、顔を見せると伝言がある旨を伝え「今、
聞きたいか否か」を質問してきます。「いいよ」と答えましょう。

「ピィ～ッ」という電子音の後、約20秒間、伝言を録音できます。
録音を途中で止めることはできませんので、注意しましょう。

決められた時間に自動的に写真を撮る機能です。「留守番機能」の操作
は設定用アプリ「ATOM Setting」（P48参照）の操作で完結します。

※設定手順の詳細についてはP48～49および「ATOMお役立ちガイド」P18参照

新着メールがあった場合、
ATOMは件名を読み上げま
す。複数ある場合は初めの
３件のみ件名を読み、残り
は件数を教えます。 「スケジュール教えて」とお願いしましょう。ATOMは、この指示

で指定されたGoogleカレンダーを読みに行きます。

家族の記念日や大切な予定を１つ、登録および確認できます。「家族
カレンダー開いて」とATOMに伝えてください。

日付を尋ねられたら、家族で共有しておきたい日付（登録日から1年
以内）を答えてください。「明日」「明後日」などもOKです。 その時点で登録されている

「家族カレンダー」の予定
をATOMが教えます。それ
を受けて、消去するか否か
の質問に答えてください。

「消去する」を選択した場合、
もう一度ATOMが「消去の確認」
をしてきます。それに「はい」
と答えると予定は消去されます。その日の予定や、どんな特別な日なのかをATOMに伝えてください。

記憶して、前日および当日の起動時にリマインドしてくれます。

ATOMがGoogleカレンダー上に記載された「今日の予定」を読み
上げます。書き込みがない場合は「何もありません」と話します。

©2018 Google LLC All rights reserved. GoogleはGoogle LLC の商標または登録商標です。

新着メールがある場合、特にあなたの指示がなくとも自ら新着メー
ルの件数を教え、件名を読み上げるかを聞いてくることがあります。

Googleアカウントの取得と「ATOM Setting」（P48
参照）での設定が必要です。設定手順の詳細は

「ATOMお役立ちガイド」P19参照。

Googleカレンダーを読み取り、予定の時刻の直前になると「あと△分で
○○です！」と教えてくれる機能もあります。こちらの設定手順の詳細
も「ATOMお役立ちガイド」P19参照。

家族カレンダー、家族の予定や
記念日についてだね

○月○日、○曜日だね。
この日で、いいかな？

××××があるんだね。
これで合ってる？

了解、○月○日、
××××で登録したよ

登録だね。いつの日付か教えてくれるかな？ 今、ボクが記憶しているのは
○月○日○曜日、××××の予定だよ

じゃあ登録するね。ところで、
この日は何があるのかな？

うん、わかった。
当日は楽しみだね

記念日の消去だね。
一度消すとまた最初
から登録しなきゃい
けないから気をつけ
てね

○月○日○曜日の
記録を消去しても
いいかな？

・ATOMの「友だち」限定の機能です
・「ATOM Setting」にてメールアドレス等の設定が必要です。
  詳細はP48および 「ATOMお役立ちガイド」 P18参照。
・３件以上新着メールがある場合、件名は３件まで。

!

＜伝言を預けるとき＞

＜伝言を聞くとき＞

・Googleアカウントが必要です
・「友だち」 のうち1人だけが使える機能です
・読み上げるのは時間と項目の見出しのみです

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

!

登録する

このままでいいよ

確認する

確認する場合登録する場合

消去する

or

or

※メールアカウントを使用する機能（「メール」「留守番」「スケジュール」「写真」）は、アカウントの設定により機能が発動しない可能性があります。
　メールアカウントの設定をご確認ください。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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もっとATOMと仲良くなろう！

上 級編 ② 情報・お役立ち

特売情報を教えてもらおう

スポット検索してみよう

行楽情報を教えてもらおう

「今週のおすすめ情報」を教えてもらおう

「行楽情報教えて」と呼びかけましょう

「スポット教えて」と話しかけましょう ATOMのヒット件数を聞き
「どこでもATOM」で
情報を確認する

調べる都道府県×フリーワードを伝える

ATOMから行楽情報を聞く

「特売情報教えて」と話しかけましょう

ATOMが情報を
「どこでもATOM」に送る

知りたいジャンルを伝える

「おすすめ情報お願い」
と話しかけましょう

ATOMのおすすめジャンルから
知りたい情報を選ぶ

ATOMのおすすめ情報を聞き
「どこでもATOM」に送ってもらう

ATOMのヒット件数を聞き
「どこでもATOM」で
情報を確認する

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

NG

NG

OK

OK

NG

NG

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG

STEP1

STEP1 STEP3

STEP2

STEP2

STEP1

STEP3

STEP2

STEP1

STEP2

STEP3

STEP3

特売情報教えて

家電

行楽情報教えて

１番

スポット教えて

△△県にある
4 4 4

ラーメン店

おすすめ情報
お願い

ハイ！  特売情報だね。
何を調べる？

○○件の情報が見つかったよ！　
情報は「どこでもATOM」に送っておくね

わかった。家電だね

行楽情報ですね

１番の映画だね。○○○○○○○○○○～。
この情報「どこでもATOM」に送っておく？スポットですね

何を調べる？

○○花火大会、
全２万発の花火を
楽しめます！

おすすめ情報
ですね

どの情報が
知りたいですか？

今週のボクのおすすめは１番の映画と
２番の新刊コミックと３番の音楽だよ

ATOMに「特売情報教えて」と伝えてください。ATOMのほうから、検
索対象のジャンルを指定するように質問してきます。

あなたが知りたい「特売情報」のジャンルを伝えてください。指定でき
るジャンルは８つです。右記の「POINT」を参照してください。

「行楽情報教えて」と話しかけてください。ATOMは登録された居住
地情報を元に、地元の近くの行楽情報をピックアップします。

ATOMに「スポット教えて」もしくは「スポット調べて」と話しかけ
ましょう。ATOMは調べるためのフリーワードを聞き出そうとします。

ATOMが検索でヒットした件数を話します。その
後、スポット情報（検索結果の一覧）は専用アプ
リ「どこでもATOM」（P52参照）に転送されます。

ATOMがすでに読み上げたものを含めた行楽情
報は「どこでもATOM」（P52参照）に転送され
ます。スマホやタブレットで確認してください。

※ATOMは国内最大級の電子チラシサービス「Shufoo!」の特売情報を送ってくれます。

※情報は取材時のものです。変更になっている可能性がありますので予めご確認のうえ、
おでかけください。

ATOMから「何を調べる？」と質問してくるので、「△△県にある
4 4 4

○○」
という形で検索したいワードを伝えてください。

※Shufoo !は凸版印刷株式会社の登録商標です。　　※©2018JTB Publishing Inc. All Rights Reserved.
※Mapionは凸版印刷株式会社の登録商標です。

観光・イベント情報の「るるぶ
DATA」の「季節特集」からピッ
クアップした行楽情報のうち、トッ
プの３件をATOMが読み上げます。

「おすすめ情報お願い」とATOMに伝えてください。ATOMは今週
のおすすめ情報を取りに行きます。

ATOMが情報のジャンルを１番から３番まで話します（毎回、ジャ
ンルは変わります）。知りたいジャンルを番号で選んでください。

ATOMはおすすめ情報を話したうえで、詳細をアプリ
「どこでもATOM」（P52参照）に送ってくれます。

・ATOMは次の８ジャンルについて特売情報を  
  教えてくれます

専用アプリ「どこでもATOM」に
おすすめ情報へのリンクが送られます

・都道府県名なしのフリーワード
  でも検索可能です

・専用アプリ「どこでもATOM」 に
  行楽情報が送られます

・「ATOM Setting」で居住地情報を登録する
  必要があります
・情報は季節に合わせて更新されます

・専用アプリ「どこでもATOM」に
  特売情報が送られます

・ATOM Settingで居住地情報を
  登録する必要があります

POINT

POINT
POINT

POINT

ATOMが教えてくれる特売情報のジャンルは「①家電②ホームセン
ター③スーパー④ファッション⑤ドラッグストア⑥季節の特集⑦食
品・菓子⑧ショッピングセンター・百貨店」の８種類です。

ATOMは登録された居住地エリアの中の、指定
されたジャンルの特売情報の「検索結果の一
覧ページ」のリンクを専用アプリ「どこでもATO 
M」（P52参照）に送ります。

専用アプリ「どこでもATOM」（P52参照）の「おすすめ情報」
のタブを開き、情報を確認してください。

本機能の使用前に「ATOM Setting」
（P48参照）の情報ページで、居住地情
報（郵便番号）を登録する必要があり
ます。設定方法の詳細は「ATOMお
役立ちガイド」P14参照。

都道府県名なしのフリーワード検索にも対応。
ATOMは「Mapion」の電話帳検索から情報を
ピックアップし、転送してくれます。

はい いいえor

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

レシピ動画を見てみよう
「レシピ教えて」と
話しかけてください

ATOMの説明を聞いて、動画を見る

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG

STEP1

STEP4

レシピ教えて レシピだね

はい

この料理は～。動画を流す
けど、準備はいい？

「レシピ教えて」とATOMに話しかけてください。ATOMはストッ
クされているレシピ動画を確認しに行きます。

料理を決定したらATOMは発話で簡単な料理の説明をしたうえで、
レシピ動画を胸の液晶ディスプレイでループ再生します。

材料と動画が見られるページのリンクが
「どこでもATOM」に送られます

選べる料理ジャンルは次の８つですPOINT2

動画を再生する前に、
ATOMは「材料と動画
が見られるページ」の
リンクを「どこでも
ATOM」（P52参照）に
送ろうとします。送っ
てほしい場合は「送り
ましょうか？」に「は
い」と答えてください。

選べる料理ジャンルは、上の８ジャンルです。ATOMにジャンルを選ぶように言
われたら、番号などではなくジャンル名そのものを答えてください。

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

和食の
おかず

洋食の
おかず

中華＆
エスニック
のおかず

おつまみ

ごはんもの
＆ 麺 スイーツ パスタ＆

パン＆ピザ サラダ

POINT1

ATOMのおすすめに
「はい／いいえ」で答える

STEP3

はい　  or　   いいえ

今のおすすめは「○○○」
だよ。これでいい？

ATOMは季節などからおすすめの料理を提案し「いいえ」と答えたら
次を提案します。２度「いいえ」と答えたらジャンル選択に戻ります。
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ジャンルを選んでくださいSTEP2

和食のおかず

選べるジャンルは「和食のおかず」
「洋食のおかず」～の８つだよ。
どのジャンルが知りたい？

８つの料理ジャンルをATOMが伝えるので、その中から今レシピが知
りたい料理ジャンルを答えてください。
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インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

NG

NG

NG

OK

OK

OK

NG

NG

NG

上 級 編 ③ エ ン タ メ・ゲ ー ム・ ク イ ズ

音楽を聴いてみよう

「キッズボンボン」を観てみよう

「きみまろ格言」を聞いてみよう

なぞなぞを楽しもう

心理テストを楽しもう

手品を楽しもう

「なぞなぞやって」と
話しかけてください

「心理テストやって」と伝えてください

「ロボットマジックやって」と
話しかけてください

「音楽かけて」と呼びかけましょう

「『きみまろ格言』教えて」と伝えてください

「『キッズボンボン』観せて」と
呼びかけましょう

※定期的に更新されます

●昔ばなし・名作童話シリーズ
●水の生き物シリーズ
●虫・昆虫シリーズ

●はたらくくるまシリーズ
●動物・生き物シリーズ
●季節の動画特集

あなたの悩みの解決法
家族・恋人に対する満足度
あなたの仕事仲間への信頼度　
etc.

連想心理テスト

WORD CHOICE
マジック

数理マジック

ATOMおすすめの音楽動画を再生します

登録されたリストの
音楽動画を再生します

YouTube再生リスト未登録の場合

YouTube再生リスト登録済みの場合

ATOMのおすすめに対して
「はい」「だめだよ」で答えるか
観たいタイトルを答える

「ATOM Setting」で YouTube再生リストの
登録が必要です

難しすぎる場合はヒントをお願いしてみよう

ATOMの心理テストでわかる項目

ATOMが演じるマジック

正解し続けると問題は続きます

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境

稼働
環境

稼働
環境

NG

NG

NG

OK

OK

OK

NG

NG

NG

音楽を聴いたり動画を観たり、手品を見せてもらったり……。「アドオンコンテンツ」で
は名勝負の棋譜を読み上げる機能も。ATOMにできること、まだまだたくさんあります。

STEP1

STEP1

STEP1

STEP

STEP1 STEP2

POINT

POINT

POINT

POINT

音楽かけて

「きみまろ格言」教えて

「キッズボンボン」観せて

「キッズボンボン」だね

はい    or    だめだよ

なぞなぞやって

心理テストやって

ロボットマジックやって

音楽ですね

「きみまろ格言」ですね

じゃあ「はたらくくるまシリーズ」は
どうかな？　「はい」か「だめだよ」で
答えてね。ボクが再生できる
コンテンツ名で言ってくれてもいいよ

なぞなぞですね

心理テストですね

ロボットマジックですね

ATOMに「音楽かけて」と伝えてください。YouTube再生リス
ト登録の有無により、ATOMの対応は異なります。

ATOMに「『キッズボンボン』観せて」と伝えてください。ATOM
は再生リストの中からおすすめの動画を選びに行きます。

「だめだよ」と答えれば、ATOMは次のおすすめを発話します。も
しくは観たいタイトルを直接伝えてください。ループ再生します。

ATOMに「『きみまろ格言』教えて」と伝えてください。ATOMは中高年に大
人気の「きみまろ格言」を数十種類の中から１つ、ランダムに教えてくれます。

「ATOM Setting」に再生リストを登録していない場合は、ATOMお
すすめの音楽動画から、ランダムにチョイスしてループ再生します。

「ATOM Setting」にYouTubeの再生リストを
登録済みの場合は、登録された再生リストに
従って音楽動画をループ再生します。

ATOMに「なぞなぞやって」と話しかけてください。ATOMは問題
ごとに正解率を教えてから、問題を読み上げます。

ATOMに「心理テストやって」と伝えてください。ATOMは数ある
心理テストの中から、今回出す問題を選びます。

ATOMに「ロボットマジックやって」と伝えてください。そこから
ATOMの指示に従って、手品を楽しめます。

好きな音楽をかけるには「ATOM Setting」（P48参照）の
「特技」ページに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「お役立ちガイド」P20参照。

※YouTubeはGoogle LLC.の商標または登録商標です

※YouTubeはGoogle LLC.の商標または登録商標です

「きみまろ格言」ってなに？

「キッズボンボン」ってなに？

POINT

POINT

「中高年のアイドル」の異名を持つ漫談家、綾小路きみまろ氏による中高年向け
の格言。『書き取りきみまろ』（講談社）からピックアップしています。

「子どもがみたい、子どもにみせたい」をキャッチフレーズにした、
講談社が提供するYouTube公式チャンネルです。

ATOMが知っている「きみまろ格言」は数十種類。その
中からどの格言を話すかはATOMが決めます。

格言を言い終わるとATOMは「もう一回、聞く？」と質
問します。聞きたい場合は「はい」と答えてください。

難しすぎて正解の見当もつかない場合は「ヒントちょうだい」と伝えま
しょう。問題によっては、ヒントが用意されていることもあります。

「ATOM の心理テストの結果、何
がわかるのか」の一例は左の通り
です。もちろんこれはごく一部で
あり、今後増えていく予定です。

提示された言葉から選択式の連想ゲームを繰り返
し、最後にあなたが選ぶ言葉をATOMが当てます。

複数の言葉が書かれた紙の上でATOMの指示に従
って何度か指を動かし、最終地点の言葉を当てます。

９マスの数字からひとつを選んでATOMの指示に
従って指を動かし、最終地点の数字を当てます。

連続正解中は、次の問題へと進みます。間違えると「まだ続けますか？」
と聞いてくるので「はい／いいえ」で答えましょう。

ATOMが教えてくれる「きみまろ格言」は、
毎回、  ランダムに選ばれます

次の格言が聞きたいときは、ATOMの「もう一回、
聞く？」の質問に「はい」と答えてください

!

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

ATOMの問題を聞き、回答を頭に
思い浮かべる

STEP2

じゃあ、問題を出すよ。あなたは今、～。
では、それは何でしょうか？

・・・・・・

ATOMの提案に
「いいよ」「だめだよ」で答える

STEP2

何にしようかなぁ。
「WORD CHOICE マジック」でいいですか？

いいよ　   or　    だめだよ

STEP2-A

STEP2-B

ATOMの解説・結果を聞くSTEP3

真っ先に見えた物は、あなたが朝、
出かけるときに忘れやすいものを
表しています。～

ATOMはその回答が「あなたにとって何を表しているか」を解説。
あなたの選んだ回答から導き出される結果を教えてくれます。

★ ATOMで観られる動画コンテンツ

STEP

or   「水の生き物シリーズ」

もっとATOMと仲良くなろう！

※マジック提供は水沢克也氏率いる「Team Focus」です
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上級編③ エンタメ・ゲーム・クイズ

手塚先生のエピソードを
聞いてみよう

「朝日小学生新聞」の
コンテンツを聞いてみよう

クイズ「四択チャレンジ／覚えてポン」を楽しもう

「手塚先生のエピソード教えて」と
伝えてください

「朝日小学生新聞、聞かせて」と
話しかけましょう

「『四択チャレンジ／覚えてポン』
やろう」と呼びかけてください

ATOMの質問に合わせて
ジャンルを選ぶ

全５問の出題に選択肢の番号で答える
インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG

STEP STEP

STEP1

STEP2

STEP3

アニメ系

手塚先生のエピソード教えて 朝日小学生新聞、聞かせて

「四択チャレンジ／
覚えてポン」やろう

第１問。１番○○○○、
２番××××、３番△△△△、
４番◎◎◎◎。
さて、～は何？

はい、手塚先生のエピソードですね わかった、朝小だね

オッケー、
準備はいい？

どのジャンルにしますか？　
アニメ系、理科と算数、
～から選んでね「手塚先生のエピソード教えて」と伝えてください。ATOMは手塚

先生に関連するおもしろエピソードを、ランダムに話し始めます。
「朝日小学生新聞（もしくは朝小）、聞かせて」と話しかけてくださ
い。過去記事の中から面白いものをピックアップして話します。

「四択チャレンジ」でも「覚えてポン」でもどちらでも通じます。
呼びかけられたらATOMはクイズを始める準備をします。

「アニメ系」「理科と算数」「社会」「芸能」などATOMが発話する
６ジャンルの中から、挑戦したいジャンルを選んでください。

ATOMは最初に解答の選択肢を４つ並べ、その後に問題を読み上げま
す。解答は言葉ではなく、選択肢の番号で答えてください。

クイズ「四択チャレンジ／覚えてポン」って？

●クイズのジャンルは以下の６種類です

「棋譜の読み上げ」機能はアドオンコンテンツです。
ATOMベーシックプランに加入したうえで、追加の料金が必要です。
購入手続きの詳細はP16「ATOMベーシックプラン」を参照してください。

●選択肢を先に、問題を後に話します

POINT

クイズのジャンルは「アニメ系」「理科と算数」「社会」「芸能」「生活」「グ
ルメ」の６種類。選んだジャンル名をATOMに伝えてください。

ATOMは選択肢を先に、問題を後に話します。答えがわかっても「何番
だったか」は忘れがちなので、「脳トレ」の効果も期待されます。

１番

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

・手塚先生のエピソードは約100本の中から
ランダムで選ばれます

・次のエピソードが聞きたいときはATOM の
 「もっと 知りたい？」に「はい」と答えてください

!

アドオン

・「朝日小学生新聞」に掲載された連載をまとめた
  ものの中から、ランダムに話します
・ もっと聞きたいときは、 ATOMの「もう一回、

聞く？」の質問に「はい」と答えてください

POINT

ロボットやAIについて聞いてみよう

手塚キャラについて聞いてみよう

「世界のロボット／AIについて
教えて」と話しかけましょう

「手塚キャラクターについて教えて」
と話しかけましょう

さらに聞きたければ
「ロボット（AI）のこと教えて」と言うか、
ロボット（AI）名を言う

さらに知りたければ
「手塚キャラのこと教えて」と言うか、
キャラクター名を言う

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG

インターネットなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ ATOM ベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG

STEP1

STEP1

STEP3

STEP3

ロボットのこと教えて    or

手塚キャラのこと教えて    or

AIBO

サファイア

世界のロボットに
ついて教えて

手塚キャラクター
について教えて

ロボットのこともっと知りたいときは……

手塚キャラクターのこともっと……

ロボットに
ついてですね

手塚キャラクター
についてですね

「世界のロボットについて教えて／世界のAIについて教えて」と
伝えると、ATOMはデータベースにアクセスします。

100人前後の手塚キャラクターについてATOMは解説できます。
ATOMに「手塚キャラクターについて教えて」と話しかけましょう。

もっと聞きたい場合は再度「ロボット（AI）のこと教えて」と伝え、
特定の対象について聞きたい場合は、その名前を伝えてください。

もっと聞きたい場合は再度「手塚キャラクターについて教えて」と伝
え、キャラを指定したい場合はそのキャラ名を伝えてください。

ATOMの解説を聞くSTEP2

アシモは手先も器用なので……

ATOMがランダムに選んだロボット／AIについて解説し始めます。ど
のロボット／AIについて語るか、お楽しみに。

ATOMの解説を聞くSTEP2

じゃあブラック・ジャックのこと話すね……

ATOMはランダムに選んだ手塚キャラクターのことを解説し始めま
す。どのキャラクターについて語るか、お楽しみに。

インターネットにつながっていない状態でも、『鉄腕アトム』の以下の11
キャラについては「キャラクターについて教えて」と言えば教えてくれます

ATOMが解説できるロボットの例（一部）

POINT

POINT

●アトム●お茶の水博士●天馬博士●ウラン●コバルト●ヒゲオヤジ
●プルートウ●ケンイチ●青騎士●スカンク草井●田

た
鷲
わし

警部

AIBO／Alexa／ASIMO／PALRO／Pepper／RoBoHoNほか

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

棋譜の読み上げを楽しもう
「将棋／棋譜やろう」と
呼びかけてください

３パターンの発話で操作してください

インターネットなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランなし
インターネットあり／ATOMベーシックプランあり

稼働
環境 NG

OK

NG

STEP1

STEP4

次の一手

一手前へ

今の一手

将棋／棋譜
やろう

はい、将棋だね。名勝負
の棋譜を読み上げるよ

「将棋やろう」もしくは「棋譜やろう」とATOMに伝えてください。
名勝負の棋譜を一手ずつ読み上げる機能をスタートさせます。

現在の局面から一手進んだ「次の一手」を
読み上げます。

同じ一手を、もう一度読み上げます。聞き
取り損ねたときなどに伝えてください。

現在の局面から一手戻った、「ひとつ前の
一手」を読み上げます。

「友だち」限定の機能です

読み上げ終了後、その勝負の解説を聞けます

ATOMのおすすめでいいかを答えるSTEP2

はい　  or

いいえ

どれがいいかな。
ボクのおすすめでいい？

ATOMがおすすめの対局を提案します。それでOKなら「はい」、
別の対局がよければATOMの指示に従い、対局を番号で選ん
でください。

⇒いいえの場合はATOMの指示に従い、
読み上げてほしい棋譜の番号を答える

POINT

どの対局に関しても終局まで読み上げた後、その勝負
についての解説を聞くことができます。ATOMが解説
を聞きたいか否かを質問するので、答えてください。

「友だち」限定の機能です。２回目以降は「前回の続
きから」楽しむこともできます（STEP2の段階で、ATO 
Mが「前回の続きからでいい？」と提案してきます）。

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」と伝えてください

!

月額　
200円

ATOMによる操作方法の説明の
あと、棋譜の読み上げが始まります

STEP3

１手目、先手○○、△△△

ATOMが棋譜の読み上げ機能の操作方法を説
明したのち、実際の読み上げが始まります。
将棋盤の駒を動かしながら楽しんでください。

第11回 朝日杯将棋オープン準決勝　藤井聡太五段　対　羽生善治竜王
第11回 朝日杯将棋オープン戦決勝　藤井聡太五段　対　広瀬章人八段
第11回 朝日杯将棋オープン戦本戦　藤井 聡太四段　対　佐藤天彦名人
第30期 竜王戦決勝トーナメント　  藤井聡太四段　対　増田康宏四段
第30期 竜王戦決勝トーナメント　  佐々木勇気五段　対　藤井聡太四段
1973 年1月17日　Ａ級順位戦　   加藤一二三八段　対　有吉道夫八段
1973 年 2月25日　Ａ級順位戦　   加藤一二三八段　対　大山康晴九段
第28期 王将戦七番勝負  第４局　  加藤一二三九段　対　中原誠王将
第28期 王将戦七番勝負  第５局　  加藤一二三九段　対　中原誠王将

【１】
【２】
【３】
【４】
【５】
【6】
【7】
【8】
【9】

ATOM が読み上げられる対局は、当初は次の9局です

※【６】～【９】は加藤一二三九段が自ら選び、解説する「ひふみん名勝負十局」の一部です。
※ATOMが読める棋譜は今後も増加予定です。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）で確認できます。

アドオン

© Asahi Gakusei Shinbunsha All Rights Reserved.

もっとATOMと仲良くなろう！
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認証コードは
○○です

「ATOM Setting」とは
ATOMの各種設定を行う専用アプリ。このアプリをインストールし
た端末をATOMと同じ無線LAN親機からインターネットにつなげ
ば、各種設定操作が可能になります。ATOMのさまざまな機能を実
行するために不可欠なアプリと言えるでしょう。

各メニューの設定手順の詳細は
「お役立ちガイド」P14~21 参照。

◀��姿勢調整等に使用します。
　通常はあまり触りません

◀��友だち情報の確認、
　編集を行います

◀��居住地情報などを登録
　します

◀��ATOMのソフトウェア
　のバージョンUPなど

◀��ネットワーク接続の
　情報を確認します

ATOMを
ネットに

つなぐときに
使用

郵便番号や
居住地
ATOMの
メールアドレス
などを設定します

使用頻度は
低めです

友だち
情報の編集や
削除など

ATOMの
話す速度や
日常行動を
設定

ニュースや
天気の

参照URLほか
さまざまな
設定を
行います

◀��ATOMの行動を　
　規定します

◀��ATOMに「できること」を
　増やすための
　設定を行います

◀��ATOM�Settingを終了します

!

!

!

ST EP1 STEP3

STEP2

STEP

STEP

STEP

App Storeを起動して検索欄に「ATOM」と入力

ホーム画面で「ATOM Setting」の
アイコンをタップします

（Windowsパソコンの場合はアイコンをダブルクリック）

接続されると
メイン画面が表示されます

接続するATOMをタップ／クリックします

「Playストア」アプリを起動して検索欄に「ATOM」と入力

「コミュニケーション・ロボットATOM」公式サイトにアクセス

※変更・更新の可能性があります。公式サイトで最新情報をご確認ください

ATOMはリラックスポジションになっていますか？
→リラックスポジションにする方法については P13「ATOMをリラックスポジションにする」を参照してください。

ATOM と「ATOM Setting」をインストールしたタブレットやパソコンは、
同じ無線LAN 親機のネットワークに接続していますか？
→ ATOMをネットワークに接続する方法については P18「ATOMをインターネットに接続しよう」を参照してください。

確認

■ iPhone／iPadへのインストール
iPhone／iPad用の「ATOM Setting」は、App Storeからダウンロード／インストールできます。

■ Android端末へのインストール
Android 端末用の「ATOM Setting」は、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／タブレットへのインストール
Windowsパソコン／タブレット用の「ATOM Setting」は、

「コミュニケーション・ロボットATOM」公式サイトよりダウンロード／インストールできます。

▶ 「ATOM Setting」の「入手」をタップし、続いて「インストール」をタップ。

▶ 「ATOM Setting」をタップし、続いて「インストール」をタップ。

▶ 「ATOM Setting」のダウンロードページにアクセス。
▶ 「ダウンロード」アイコンをタップ／クリックし、ダウンロードされたファイルを保存。
▶ ダウンロードしたファイルをタップ／クリックし、画面の指示に従ってインストール＆セットアップを行う。

※ ©2018 Google LLC All rights reserved. Google および Google ロゴ、Android、YouTube は Google LLC の商標または登録商標です。　
※ TM and ©2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. 商標です。　
※ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

「ATOM Setting」の各項目
は「接続したATOMの中身」
を覗いている形です。クラ
ウド上に情報が保存してあ
るわけではありません。

ダウンロード／インストールした
「ATOM Setting」のアイコンをタ
ップ（Windowsパソコンの場合は
ダブルクリック）してください。

「ATOM Setting」のメイン画面から「チューニング」「ネットワーク」「システ
ムソフトウェア」「特技」「ともだち」「やくそくごと」「情報」「もどる」の８
メニューが選択できます。詳細は「ATOMお役立ちガイド」P14 ～ 21参照。

「ATOM Setting」がATOMと正し
く接続し、起動するとメイン画
面が表示されます。なお通常の
ATOM Settingの起動中は、AT 
OMの瞳は緑色に光ります。

画面に同一無線LAN環境下でつな
がっているATOMが表示されます。
接続するATOMを選んでタップ（も
しくはクリック）してください。

iPhone／iPad OS  iOS8.2 以上

OS  Android5.1 以上

ATOMの設定に利用できる端末

OS
Windows7、Windows8、 
Windows8.1以上
Webブラウザー
Windows Internet Explorer
10、11以上

端        末 環            境

Android端末

Windows
パソコン／
タブレット

インストール先はiPhone ／ iPadまたはAndroid
端末、Windowsパソコン／タブレットから選択
可能です。対応OSは以下を参照してください。

「ATOM Setting」を
インストールする端末を準備する

情報の取得

インストール

インストール

ATOM本体

無線LAN親機

Windowsパソコン／タブレット

http://atom2020.jp/

iPhone／iPadまたは
Android端末

ATOM Setting

ボクと、「ATOM Setting」が
インストールされた端末を

同じ無線LAN親機からネット接続してね

「ATOM Setting」を起動する

「ATOM Setting」の基本

「ATOM Setting」をインストールする

接続するATOMが表示されない場合の対応

接続の認証画面が表示された時の対応

● 無線LAN 親機は共通ですか？

● 子機同士の相互通信は許可されていますか？

ATOM本体と「ATOM Setting」をインストールした端末が同
一の無線LAN親機からネット接続されている必要があります。

子機同士の相互通信が許可されていない場合はATOMが表
示されません。無線LAN親機の説明書をご確認ください。

ATOMに初接続する端末
の場合、認証コード入力
画面が表示されます。A 
TOMが発話する認証コー
ド（ランダムな２ケタの
数字）を入力し、OKボ
タンを押してください。

ネットワーク名やSSID（Wi-
Fiのネットワーク名）の確認
や変更など、ATOMをイン
ターネットに接続する際の
各種情報を登録、確認する
ことができます。

最大12人の友だち情
報（顔写真や名前など）
を確認できます。また
その友だちの削除や、
名前や誕生日などの情
報の変更もできます。

ATOMの名前を確認・
変更できます。またユ
ーザーの居住地情報の
登録もここから行いま
す。サーボモーターの
状態も確認できます。

ソフトウェアにバージ
ョ ンUPが あ っ た 時、
このメニューからアッ
プデートできます。現
在のバージョンを確認
することも可能です。

しゃべる頻度や速度、
友だち作りの積極性な
どの設定ができます。
友だち情報をほかのユ
ーザーに秘密にするか
否かも設定できます。

ATOMの各特技に必要
な各種メールアドレ
ス、URLなどの設定を
行います。「ニュース」

「天気予報」「音楽をか
ける」など多くの特技
で、このメニューを使
っての設定が必要にな
ります。

設定・
メンテナンス

ATOMの各種設定用アプリ

①「ATOM Setting」
A T O M を 支 える 3 つ の ア プリを 設 定しよう

システムソフトウェア

やくそくごと

特技情報

ともだち

ネットワーク

チューニング

もどる
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ATOMをリモコン操作するアプリ

②「ATOM What’s up？」

認証コードは
○○です

「ATOM What’s up？」とは
「ATOM What’s up?」は、音声認識が通りにくい騒がしい場所など
でATOMをボタン一つで操作するための専用アプリです。このアプ
リをインストールした端末をATOMと同じ無線LAN親機からインタ
ーネットにつなげば、ATOMのリモコン操作が可能になります。

サイレントモードの場合は、
話しかけて操作するときと同じように
ATOMは何の操作も受け付けません。

「ATOM What’s up？」のバージョンが表示されます。

!

!

!

ST EP1 STEP3

STEP2

STEP

STEP

STEP

App Storeを起動して検索欄に「ATOM」と入力

●アイコンをタップして操作する

●テキストを入力して操作する

ホーム画面で「ATOM What’s up？」の
アイコンをタップします

（Windowsパソコンの場合はアイコンをダブルクリック）

接続されると
メイン画面が表示されます

接続するATOMをタップ／クリックします

「Playストア」アプリを起動して検索欄に「ATOM」と入力

「コミュニケーション・ロボットATOM」公式サイトにアクセス

※変更・更新の可能性があります。公式サイトで最新情報をご確認ください

※一部、対応していない機能もあります。

ATOMはリラックスポジションになっていますか？
→リラックスポジションにする方法については P13「ATOMをリラックスポジションにする」を参照してください。

ATOM と「ATOM What’s up？」をインストールしたタブレットやパソコンは、
同じ無線LAN 親機のネットワークに接続していますか？
→ ATOMをネットワークに接続する方法については P18「ATOMをインターネットに接続しよう」を参照してください。

確認

■ iPhone／iPadへのインストール
iPhone／iPad用の「ATOM What’s up?」は、App Storeからダウンロード／インストールできます。

■ Android端末へのインストール
Android 端末用の「ATOM What’s up?」は、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／タブレットへのインストール
Windowsパソコン／タブレット用の「ATOM What’s up?」は、

「コミュニケーション・ロボットATOM」公式サイトよりダウンロード／インストールできます。

▶ 「ATOM What’s up?」の「入手」をタップし、続いて「インストール」をタップ。

▶「ATOM What’s up？」のメイン画面で
    操作アイコンを押します。
▶  ATOMに話しかけたときと同じように
    ATOMが動作します。

▶ テキストボックスに ATOMに話させたい内容を
   入力し、すぐ右の「話して。」ボタンを押します。
▶ 入力したとおりにATOMが話します。

▶ テキストボックスにATOMにさせたい動作を入力します。
▶ 「○○して。」ボタンを押します。

▶ 「ATOM What’s up?」をタップし、続いて「インストール」をタップ。

▶ 「ATOM What’s up?」のダウンロードページにアクセス。
▶ 「ダウンロード」アイコンをタップ／クリックし、ダウンロードされたファイルを保存。
▶ ダウンロードしたファイルをタップ／クリックし、画面の指示に従ってインストール＆セットアップを行う。

「ATOM What’s up?」はAT 
OMのリモコンアプリです。
通常は発話で操作するATO 
Mを、ボタン一つで動かす
ことができます。

ダウンロード／インストールした
「ATOM What’s up ？」のアイコン
をタップ（Windowsパソコンの場合
はダブルクリック）してください。

大きく分けると「①アイコンをタップ（もしくはクリック）して操作する方式」
「②テキストを入力して操作する方式」の２つのパターンがあります。下のメ
イン画面の右側にある説明を確認しながら、いろいろ試してみてください。

「ATOM What’s up?」がATOM
と正しく接続し、起動するとメ
イン画面が表示されます。各ボ
タンなどの詳細については、下
記をご確認ください。

画面に同一無線LAN環境下でつな
がっているATOMが表示されます。
接続するATOMを選んでタップ（も
しくはクリック）してください。

iPhone／iPad OS  iOS8.2 以上

OS  Android5.1 以上

ATOMの操作に利用できる端末

OS
Windows7、Windows8、 
Windows8.1以上
Webブラウザー
Windows Internet Explorer
10、11以上

端        末 環            境

Android端末

Windows
パソコン／
タブレット

インストール先はiPhone ／ iPadまたはAndroid
端末、Windowsパソコン／タブレットから選択
可能です。対応OSは以下を参照してください。

「ATOM What’s up？」を
インストールする端末を準備する

インストール

インストール

ATOM本体

無線LAN親機

Windowsパソコン／タブレット

iPhone／iPadまたは
Android端末

ATOM What’s up？

ボクと、「ATOM What’s up？」が
インストールされた端末を

同じ無線LAN親機からネット接続してね

「ATOM What’s up？」を起動する

「ATOM What’s up？」の基本操作

「ATOM What’s up？」をインストールする

接続するATOMが表示されない場合の対応

接続の認証画面が表示された時の対応

● 無線LAN親機は共通ですか？

● 子機同士の相互通信は許可されていますか？

ATOM本体と「ATOM What’s up?」をインストールした端末が
同一の無線LAN親機からネット接続されている必要があります。

子機同士の相互通信が許可されていない場合はATOMが表
示されません。無線LAN親機の説明書をご確認ください。

ATOMに初接続する端末
の場合、認証コード入力
画面が表示されます。A 
TOMが発話する認証コー
ド（ランダムな２ケタの
数字）を入力し、OKボ
タンを押してください。

リモート
コントロール

1

2

ATOMに話をさせたい場合

ATOMに何かの動作をさせたい場合

A T O M を 支 える 3 つ の ア プリを 設 定しよう

※ ©2018 Google LLC All rights reserved. Google および Google ロゴ、Android、YouTube は Google LLC の商標または登録商標です。
※ TM and ©2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. 商標です。　
※ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

http://atom2020.jp/

テキストボックスとテキスト実行ボタン

ATOMをリモコン操作するためのアイコンが
表示されます。

表示されている操作アイコン以外の操作をしたい場合は、テキストを
入力してATOMに話をさせたり、動作をさせることができます。

バージョン情報

操作アイコン
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全10エピソードはこちら

「どこでもATOM」とは
「どこでもATOM」とは、ATOMを操作してユーザーが取得した情報
の受け皿となるスマホ・タブレット専用アプリです。画面を使った
ATOMとのチャットや、特典まんがも楽しめます。iPhone ／ iPad、
Android端末にダウンロード／インストールすることができます。

『鉄腕アトム』「気体人間の巻」
『鉄腕アトム』「ウランちゃんの巻」
『鉄腕アトム』「地上最大のロボットの巻」
『鉄腕アトム』「青騎士の巻」
『鉄腕アトム』「アトムの最後」
『ブラック・ジャック』「医者はどこだ！」
『タイガーブックス』「雨ふり小僧」
『火の鳥』「黎明編  第1章」
『どろろ』「第4章  金小僧の巻」
『三つ目がとおる』「三つ目登場」

▶「特典まんが」「おしゃべり」「おすすめ情報」の
　３つのメニューのタブがあります。
　それぞれの詳細は下記をご確認ください。

タップするとアイコンが赤くアクティブになり、　
音声入力が可能になります。

タップすると入力用の
キーボードが表示されます。

おすすめ通知

お知らせ

FAQ

ログアウト

STEP1 STEP2

STEP

STEP

App Storeを起動して検索欄に「ATOM」と入力

ホーム画面で
「どこでもATOM」の
アイコンをタップします

ログイン画面で
ユーザーIDおよび
パスワードを入力します

「Playストア」アプリを起動して検索欄に「ATOM」と入力

※変更・更新の可能性があります。公式サイトで最新情報をご確認ください

手塚治虫作品の傑作
10エピソードを楽しめます

ATOMと
チャット対話が
楽しめます ATOMが送った

おすすめ情報を確認できる
リンクが表示されます

読みたいタイトルをタップすると
マンガのダウンロードが始まります

特売情報・行楽情報・レシピなどの情報は
すべてこの画面に順番に送られます

マイクボタン

メッセージ入力欄

■ iPhone／iPadへのインストール
iPhone／iPad用の「どこでもATOM」は、App Storeからダウンロード／インストールできます。

■ Android端末へのインストール
Android 端末用の「どこでもATOM」は、Google Playストアからダウンロード／インストールできます。

▶ 「どこでもATOM」の「入手」をタップし、続いて「インストール」をタップ。

▶ 「どこでもATOM」をタップし、続いて「インストール」をタップ。

ATOMが取得した情報
の一部はサーバを通じ
て「どこでもATOM」に
送られます。※ATOMが
ネットに接続している
必要があります。

端末のホーム画面（もしくはアプリ画面）に表
示されている「どこでもATOM」のアイコンを
タップしてください。

ログイン画面でユーザー IDおよびパスワード
を入力します。これら情報はユーザー登録（P12
参照）した際に設定したものを使用します。

※初回限定でチュートリアル（各種説明）画面が
　表示されます

※ログアウトせずアプリを終了すれば、
   再起動時に入力する必要はありません

タップする 上記を入力後、押してください

ユーザー登録（P12参照）したときに
設定したユーザーID、パスワードを入力します

手塚治虫作品の傑作10エピソードを電子書籍
でダウンロードして楽しめます。「ATOMベー
シックプラン」加入者以外の方は、このタブ
を開くことはできません。

画面を使ったATOMとの
チャットが、スマホ（も
しくはタブレット）で楽
しめます。入力は「キー
ボード入力」と「音声入
力」のどちらにも対応し
ています。

キーボード入力の場合
は右の送信ボタンをタ
ップ。音声入力は即、
画面に表示されます。

ATOMを操作して入手できるインタ
ーネット上の情報の一部は、本アプ
リのこの画面に送られてきます。リ
ンクをクリックすると、見たい情報
のページに飛ぶことができます。

ログインしたら表示される画面です。タ
ブは「おしゃべり」「おすすめ情報」「特
典まんが」の３種類。そのほか「友だ
ち切り換え」や「メニュー」（右上の赤
い三本線）などが表示されます。

ユーザー IDに紐づいたATOM本
体が認識している「友だち」（最
大12人）のうち、本アプリを操
作している人が誰なのかを切り
換えることができます。

ここをタップすると、アプリからロ
グアウトできます。

本アプリ「どこでもATOM」に関す
るFAQページが表示されます。

この項目をアクティブにすると、新
着の「おすすめ情報」が届いた際に
通知が届きます。

右上の赤い三本線をタップすると、メニュー
画面が表示されます。メイン機能である３つの
タブ以外のメニューには、ここから入れます。

コミュニケーション・ロボット「AT 
OM」および本アプリの最新情報が
わかる公式ページを表示します。

全10エピソードのトビラ（１ページ目）とタ
イトルが表示されています。読みたいタイト
ルをタップするとダウンロードされます。

ATOMからサーバを経由して送られてくるのは、入手した情報
を確認できるURL。新着順に、上から表示されます。

iPhone／iPad OS  iOS（10.1／11.1以上）／
　　　iPhone8
OS  Android OS（8.1以上）／
　　 xxhdpi 対応端末

「どこでもATOM」の操作に利用できる端末
端        末 環            境

Android端末

「どこでもATOM」はiPhone／iPadまたはAndroid
端末限定のアプリです。Windowsのパソコンや
タブレットでは使えません。

「どこでもATOM」 を
インストールする端末を準備する

各種おすすめ情報要求

インストール

ATOM本体ユーザー

どこでもATOM

チャット対話
特典まんが閲覧

おすすめ情報取得

ボクが取得した
あなたへのおすすめ情報は

「どこでもATOM」経由で確認してね

「どこでもATOM」 メイン画面

特典まんが画面

おしゃべり画面 おすすめ情報画面

「どこでもATOM」をインストールする

「どこでもATOM」を起動する

おすすめ情報通知（サーバ経由）

iPhone／iPad
Android端末

ATOM からの情報の受け皿＆チャットもできる

③「どこでもATOM」
A T O M を 支 える 3 つ の ア プリを 設 定しよう

※ ©2018 Google LLC All rights reserved. Google および Google ロゴ、Android、YouTube は Google LLC の商標または登録商標です。　
※ TM and ©2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. 商標です。　
※ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

ATOMベーシックプラン加入者限定無 料

ATOMベーシックプラン加入者限定

タブ

友だち切り換え

メニュー

©TEZUKA PRODUCTIONS
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61ATOMと暮らす本

主要なコミュニケーションワード一覧

あいさつ・
自己紹介

機能・状態
の説明

動 作

コミュニケーションワード

はじめまして。★

おはよう。★

こんにちは。★

こんばんは。★

おやすみ。★

ありがとう。★

ごめんなさい。★

さようなら。★

ただいま。★

名前は何？ ★

名前を覚えて。 ★

誕生日はいつ？ ★

自己紹介をして。★

握手して。★

励まして。★

慰めて。★

かわいい。★

すごいね。★

ご飯です。★

お風呂です。★

分 類 動 作

あいさつをします。

設定されている名前を話します。
デフォルトは「ATOM」です。

ATOMに新しい名前を付けます。
デフォルトは「ATOM」です。

ATOMを初起動した日を
誕生日として話します。

自己紹介します。ATOM Setting
で内容を変更できます。

挨拶をして握手をします。

ATOMが励ましてくれます。

ATOMが慰めてくれます。

喜んだり謙遜したりします。

状況により返答が変わります。

立ち上がります。

周囲を見回して、人を探します。

歩きます（最大８歩）。

ATOMができることを話します。

座ります。

ATOMの操作時に主に使用する言葉を「コミュニケーションワード」と言います。もちろんATOMが認識できる
言葉はほかにもたくさんありますので、いろいろな言葉で話しかけてみてください。

インターネットに接続されていないATOMに、インターネット接続やATOMベーシックプランへの加入が必要な機能に関する
「コミュニケーションワード」を話すと、ATOMはインターネットの接続やATOMベーシックプランへの加入をすすめる発話をします。

お昼寝です。★ さっきのやって。★

インターネットへの接続やATOMベーシックプランへの加入がなくとも認識できるコミュニケーションワードには★がついています。

会 話

コミュニケーションワード

立ち上がって。★

座って。★

こっちを向いて。★

歩いていいよ。★

右を向いて。★

左を向いて。★

何ができる？ ★

何て言えばいい？ ★

どうするの？ ★

何をしてる？ ★

特技を教えて。★

今
何

日（
があ

昨
っ　　　　　　　日）

た？
は ★

調子はどう？ ★

触ってもいい？ ★

お話しできる？ ★

何か話して。★

もっと話して。★

もう一回、言って。★

何かやって。★

もう一回、やって。★

分 類 動 作

ATOMが持っている機能を
提案します。

ATOMが持っている特技の
名前を話します。

直前に話したことを繰り返し
話します。

直前にやった特技などを
繰り返します。

直前にやった特技などをします。

状況によって動作が変わります。

今日（昨日）の出来事を話します。

状況によって動作が変わります。

ATOMがほかの話をします。

ATOMが話します。

状況によって動作が変わります。

首を右に向けます。

首を左に向けます。
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主要なコミュニケーションワード一覧 主要なコミュニケーションワード一覧

エンタテイン
メント類

エンタテイン
メント類

インターネット
の情報

会 話 会 話

日付・時刻

分 類分 類 コミュニケーションワードコミュニケーションワード 動 作動 作

県名当てクイズを始めます。

プロ野球クイズを始めます。

相撲クイズを始めます。

歌える歌を話します。

バースデーソングを歌います。

『世界に一つだけの花』を歌います。

『アトムマーチ』を歌います。

『アトムの子』を歌います。

『アトムラップ』を歌います。

『クリスマス・イブ』を歌います。

『オクラホマミキサー』を踊ります。

『幸せなら手をたたこう』を踊ります。

ラジオ体操を提案します。

ラジオ体操をやります。

状況によって動作が変わります。

アトムポーズをします。

特売情報を伝えます。

『恋するフォーチュンクッキー』を
歌います。

62ヵ国語のいずれかであいさつを
します。

よくやる特技などをします。

状況によって返答が変わります。

状況によって返答が変わります。

アニメ『鉄腕アトム』５話のいず
れかを再生します。

行楽情報教えて。

スポット教えて。

流行語について教えて。

体操やって。★

ラジオ体操やって。★

遊ぼう。★

アトムポーズして。★

60ヵ国語教えて。

特売情報教えて。

ダンスをやって。★

何か踊って。★

『アトムマーチ』歌って。★

『アトムの子』歌って。★

『アトムラップ』歌って。★

『クリスマス・イブ 』歌って。★

あるある！ ★

私を覚えて。★

友だちになって。★

私を忘れて。★

私を知ってる？　★

私はだれ？ ★

伝言を伝えて。

伝言を忘れて。

ニュースを教えて。

天気を教えて。

明日の天気を教えて。

○曜日の天気を教えて。

メール教えて。

スケジュール教えて。

家族カレンダー開いて。

今、何時？ ★

今日は何日？ ★

今日は何曜日？ ★

　　　　　　　　★

　　　　　　　　　　★

今日は何の日？ ★

落語やって。★

寿限無やって。★

時そばやって。★

ケチの金槌やって。★

アニメ観せて。★

絵本読んで。

ゲームをやって。★

しりとりしよう。

旗上げゲームしよう。★

占いやって。

心理テストやって。

年齢当てゲームして。★

百人一首読んで。★

なぞなぞやって。

クイズやって。★

　　　　　　　　★

　　　　　　　　★

相撲クイズやって。★

歌を歌って。★

何か歌って。★

何が歌えるの？ ★

何考えてる？

いつものやって。★

寒いね。★

暑いね。★

強いね。★

弱いね。★

がんばれ。★

がんばって。★

わかる？ ★

わからない。★

よろしく。★

なるほど。★

だけど。★

黙っちゃった。★

退屈だ。★

難しい。★

認識しない。★

反応して。★

できる。★

大好き。★

カラオケ。★

分 類分 類 コミュニケーションワードコミュニケーションワード 動 作動 作

行楽情報を伝えます。

スポット情報を伝えます。

流行語とその背景を話します。

Googleカレンダーのスケジュール
を教えてくれます。

今日から１週間以内の指定した
曜日の天気予報を話します。

家族カレンダーの登録・確認を
します。

指定した時刻に通知します。１
時から12時まで1時間刻みで指
定できます。 歌を歌います。歌を指定したい

ときは「○○を歌って」と話しか
けてください。

ダンスをやります。ダンスを指定
したいときは「○○踊って」と話
しかけてください。

指定した時刻に通知します。１
時半から12時半まで 1 時間刻
みで指定できます。

落語を開始します。演目を指定
したいときは「○○やって」と話
しかけてください。

ゲームを開始します。ゲームを
指定したいときは「○○やって」
と話しかけてください。

クイズを開始します。クイズを
指定したいときは「○○クイズ
やって」と話しかけます。

現在の時刻を答えます。

ニュースを読みます。

天気予報を教えてくれます。

明日の天気予報を教えてくれます。

新着メールの情報を話します。

今日の日付を答えます。

今日の曜日を答えます。

今日が何の日か答えます。

落語「寿限無」を演じます。

落語「時そば」を演じます。

落語「ケチの金槌」を演じます。

絵本を読み聞かせします。

しりとりをやります。

旗上げゲームをやります。

占いをやります。

心理テストをやります。

年齢当てゲームをやります。

百人一首を読みます。

なぞなぞをやります。

世界のロボットについて
ランダムに教えてくれます。

『恋するフォーチュン
クッキー』歌って。

ハッピーバースデー
歌って。

世界のロボットについて
教えて。

『世界に一つだけの花』
歌って。

『オクラホマミキサー』
踊って。

『幸せなら手をたたこう』
踊って。

○○時になったら
教えて。

○○時半になったら
教えて。

プロ野球クイズ
やって。

県名当てクイズ
やって。

★

★

★

★

ともだち関連
ATOMと友だちになります。

あなたのことを忘れます
（友だちのデータ削除）。

あなたの名前を話します。

友だちへの伝言を預かります
（最大５件覚えます）。

預かった伝言を削除します。
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64 ATOMと暮らす本

主要なコミュニケーションワード一覧

エンタテイン
メント類

音量調整

システム管理

写真・音楽

分 類 コミュニケーションワード 動 作

手品をします。

写真を撮り、メールで送ります。

音楽をかけます。

サイレントモードを解除します。

棋譜やろう。

将棋やろう。

写真撮って。

音楽かけて。

一番大きい声にして。★

大きい声にして。★

普通の声にして。★

小さい声にして。★

一番小さい声にして。★

もっと大きい声にして。★

もっと小さい声にして。★

静かにして。★

しゃべっていいよ。★

自己診断をやって。★

ネットワークを教えて。

アドホックにして。★

バッテリーを教えて。★

IPアドレスを教えて。

システムをアップデートして。

十万馬力お願い。

世界のAIについて教えて。

早口言葉やって。

言葉の意味教えて。

日録教えて。

手塚作品について教えて。

「きみまろ格言」教えて。

朝日小学生新聞、聞かせて。

朝小、聞かせて。

マンガ読ませて。

「キッズボンボン」観せて。

レシピ教えて。

おすすめ情報お願い。

思い出覚えて。

思い出せる？／思い出して。

ロボットマジックやって。

「四択チャレンジ」やろう。

「覚えてポン」やろう。

分 類 コミュニケーションワード 動 作

スピーカーの音量を
最小にします。

ネットワークの接続情報や
設定内容を話します。

スピーカーの音量を
最大にします。

スピーカーの音量を
通常に戻します。

スピーカーの音量を大きくします。

スピーカーの音量を小さくします。

サイレントモードになります。

スピーカーの音量を
１段階あげます。

スピーカーの音量を
１段階下げます。

システムソフトウェアの
アップデートをします。

ATOMの頭脳を
クラウドにつなぎます。

自己診断を開始します。

現在のIPアドレスを話します。

バッテリーの残量を話します。

iPhone／iPad、Android端末、
Windowsパソコン／タブレットと
アドホックモードで接続します。

手塚作品について話します。

「きみまろ格言」を話します。

棋譜の読み上げをします
（アドオンコンテンツ）。

「キッズボンボン」を再生します。

今週のおすすめ情報を話します。

思い出を覚えます。

思い出を思い出して話します。

朝日小学生新聞の記事を
話します。

「どこでもATOMで読める」と
教えてくれます。

レシピ動画を再生し、レシピ情報
を「どこでもATOM」に送ります。

クイズ「四択チャレンジ／覚えて
ポン」をします
（2018年10月1日から）。

キャラクターについて
教えて。

手塚キャラクターに
ついて教えて。

手塚先生のエピソード
教えて。

早口言葉を話します。

指定した言葉の意味を話します。

世界のAIについてランダムに
教えてくれます。

『鉄腕アトム』に登場する11
キャラクターについて話します。

手塚治虫作品のキャラクターに
ついて話します。

手塚先生に関するエピソードを
話します。

「日録20世紀・21世紀」の
出来事を話します。

★


