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表記規則
次の項では、 この文書で使用されている表記規則について説明します。

警告、 注意、 および注

このガイドの全体にわたって、 文章にアイコンが付いている場合があります。 これらの文章は警告、 注意、 および注
を示し、 次のように使用されています。

 

警告 ： その指示に従わないと、 人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。 また、

その指示に従わないと、装置が破損して永久に使用できな くなったり、データが完全に失われて復元できな くなったり
する恐れがある警告事項を表します。

注意 ： その指示に従わないと、 装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

注 ： 補足情報を表します。
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HP TouchSmart PCの情報の参照先

情報の種類 参照先

HP TouchSmart PCをセッ トアップする 『クイック  セッ トアップ』

コンピュータ  ハードウェアの機能について調べ

る

インターネッ トに接続する

HP TouchSmart やその他のソフ トウェアについて

調べる

『コンピュータの準備』 （この
ガイ ド）

コンピュータの部品をアップグレードまたは交

換する

『アップグレード  ガイ ド』

注 ：印刷物の説明書の中にこ
のガイ ドが含まれていない場
合は、 Windows Vista のス

タート  ボタン →[ヘルプと

サポート ]→[ユーザ ガイド ]ア
イコンの順にタ ップします

工場出荷時の設定に戻す

コンピュータの保証規定を参照する

サポート窓口に問い合わせる

『サポート  ガイ ド』

Microsoft® Windows Vista®オペレーティ ング シ
ステムの使い方を調べる

コンピュータ  ハードウェアおよびソフ トウェア

の一般的な問題を解決する

[Windowsヘルプとサポート ]

Windows Vista のスター ト

ボタン →[ヘルプとサポー

ト ]の順にタ ップします 

電子版の説明書およびお使いのコンピュータ  モ

デルの仕様を調べる

オプシ ョ ン製品を購入する、 または問題の解決方

法をさらに探す

HPのサポートWebサイ ト ：
ht tp://www.hp.com/
support/

Windows Vista のスター ト

ボタン →[ヘルプとサポー

ト ]→[オンライン ヘルプ]アイ

コンの順にタ ップします

http://www.hp.com/support
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HP TouchSmart PCについて

HP TouchSmart PCの特長

HP TouchSmart PCは、 タ ッチ操作が可能な、 ハイビジ ョ ン* 22型ワイド  ディスプレイ搭載の高パフォーマン

ス コンピュータです。 このスリムでスタイリ ッシュなコンピュータは、 タ ッチ操作が可能なほか、 Webカ メ

ラ、 CD/DVDの再生および作成機能、 間接照明、 USBコネクタ、 IEEE 1394、 メディア カード  リーダ、 高音質

スピーカなどが組み込まれています。

HP TouchSmart PCには、指先ひとつでデジタル ライフを楽しめる優れたタ ッチ ソフ トウェアが搭載されてい

ます。 ワンタ ッチで好きな音楽を聴いたり、 デジタル写真を編集したり、 お気に入りのホーム ビデオを見た

りできます。 詳し くは、 25ページの 「HP TouchSmartソフ トウェアの使用」 を参照して ください。

機能および構成はモデルによって異なります。 お使いのコンピュータによっては、 このガイ ドの図や説明と
完全に一致しない場合があります。

* ハイビジ ョ ン （HD） 映像を表示するにはHDコンテンツが必要です。 現在販売されているDVDの多くは、 HD映像に対応してい

ません。
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HP TouchSmart PCの前面および右側面

機能および構成はモデルによって異なります

G

C

A

B

E

F

H
I
J

O

K

N

L

M

E D D

名称 説明

A タ ッチ センサ内蔵

液晶ディスプレイ

新鋭の56 cmワイ ド画面ハイビジ ョ ン ディスプレイにHP BrightViewテク ノロ

ジが組み込まれています。* HP BrightViewテク ノロジによりディスプレイのコン

ト ラス ト と鮮明度が上がるため、色彩がより明る く なり、迫力ある映像を楽しめ
ます。 さらに、 1680×1050の高解像度、 および5ミ リ秒の高速応答時間を実現

しています**

ディスプレイは、 タ ッチ操作がしやすいように 適化されています。指先
だけでHP TouchSmartのすべての操作が可能です。 ガラス パネルは、 耐久

性があると同時に応答性にも優れています。 HP TouchSmart ソフ トウェア

による簡単タ ッチ操作でデジタル ライフをお楽しみください

* ハイビジ ョ ン （HD） 映像を表示するにはHDコンテンツが必要です。現在販売されているDVD
の多くは、 HD映像に対応していません

**部品の製造元が提供する仕様に基づきます。 実際のパフォーマンスは異なる場合があります

B Bluetooth
（一部のモデルのみ）

Bluetooth対応デバイスに接続する場合に使用します。図では、Bluetoothの内部の

位置を示しています （外部からは見えません）

C Webカメ ラ 表示、電子メールでの送信、および動画共有サイ トへのアップロードが可能なビ
デオとスナップシ ョ ッ ト を作成します。 内蔵Webカ メ ラおよびマイクを使用し

て、 友人や家族とビデオ チャッ ト を行います*

* インターネッ トへの接続が必要です
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D  マイク Web カ メ ラ  ビデオのサウン ド録音や、 インスタン ト  メ ッセンジャーまたは

チャッ ト  ソフ トウェアを使用したオンラインでのビデオ チャッ トには、内蔵の

デジタル マイクを使用します。 マイクは、 周囲の雑音を取り除いて、 よりク リ

アなサウンドを提供するように設計されています。 コンピュータから0.5 mまで

の距離内の音声を録音できます

E 内蔵無線LAN 既存の無線ネッ トワークと内蔵無線LAN機能を使用して、インターネッ トに接続

します。 図では、 無線LANの内部の位置 （上部左右） を示しています （外部から

は見えません）

無線LANは、 IEEE 802.11 b/g/n （pre-n） をサポート します

F 電源/スリープ ボタン HP TouchSmart PCの電源を入れるとき、 またはスリープ モードに

するときに、 電源/スリープ ボタンを押します。 コンピュータの

電源を切るには、Windows Vistaのスタート  ボタン →ロック  アイコンの隣

にある矢印ボタン→[シャッ トダウン]の順に選択します

G スロ ッ ト ローデ ィ ング
式CD/DVDド ライブ （背

面パネルの側面にあ り
ます）

お気に入りのDVDを観たり、 CD コレクシ ョ ンを聴いたり します。 また、 CDや

DVDにデータを書き込みます*

DVD-RAM、 CD-R/RW、 およびDVD+/-R/RWの読み取り と書き込みを行います

CD-ROM、 DVD-ROM、 CDオーディオ、 2層 （DL） DVD+/-R、 DVD-ビデオ、 およ

びビデオCDの読み取り と再生を行います

* HPはテク ノロジの合法的な使用を推進しており、HPの製品を著作権法で許可されていない目

的で使用することを是認も推奨もいたしません

H 音量およびミ ュート
（消音） 調節機能

音量を上げたり、 下げたり、 ミ ュート （消音） したり します

I HP TouchSmartボタン HP TouchSmart PC を起動して、 HP TouchSmart ソ フ ト ウェアを開きます。 コン

ピュータがすでに起動している場合にこのボタンを押すと、 HP TouchSmartソフ

トウェアが開きます。音楽、写真、 ビデオ、 インターネッ トなどにすばやく アク
セスできます。 HP TouchSmartボタンでコンピュータの電源を切ることはできま

せん

J メモリ  カード  リーダ 内蔵のメモリ  カード  リーダを使用して、メモリ  カードに保存された写真および

その他のファイルに簡単にアクセスできます

サポート される形式には、xDメディア （xD）、Secure Digital （SD）、Secure Digital
High Capacity （SDHC） 、 マルチメディア カード （MMC） 、 メモリ ステ ィ ッ ク

（MS）、 メモリ ステ ィ ッ クPRO （MS-Pro） などがあります

メモリ  カード  リーダは、 MiniSD、 RS-MMC、 MicroSD、 MS-Duo、およびMS Duo
Proの各メモリ  カードのアダプタもサポート します

K IEEE 1394 デジタル ビデオ カ メ ラなどからビデオを転送するための、 4ピンのコネクタで

す

L 赤外線レシーバ 赤外線 （IR） レシーバはコンピュータ前面の右下隅にあります。 リモコンの信号

を受信します

M リモコン コ ン ピ ュ ー タ 前面の右下隅にある赤外線レ シーバに リ モ コ ン を向けて、
Windows Media Centerのオプシ ョ ン間を移動します

N ワイヤレス キーボード /
マウス

スリムなデザインのワイヤレス キーボードおよびマウスは、 HP TouchSmart PC
の下にぴったり収まります

O 内蔵スピーカ 音楽を聴いたり、 ホーム ビデオやDVDを観たりするときに、 内蔵の高音質ステ

レオ スピーカを使用して、 迫力のある音声を楽しめます

名称 説明 （続き）
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HP TouchSmart PCの左側面

機能および構成はモデルによって異なります

コネクタ  カバーの取り外し

コンピュータ背面にあるコネクタ  カバーを取り外すには、 カバーの左下のすきまに指を入れて、 ゆっ く り と

手前に引きます。 コネクタ  カバーを取り付けるには、 カバーの右端のフックをコンピュータのスロッ トに合

わせて、 カチッ という音がするまで押します。

A

B
C
D

コネクタ 機能

A 間接照明ボタン コンピュータの下部に取り付けられている間接照明のオン/オフなどができます

B USB 2.0 プリンタ、 外付けハード ド ライブ、 デジタル カ メラ、 MP3プレーヤなどのUSB 2.0
対応デバイスを接続します

C オーデ ィ オ ラ イ ン

入力

MP3プレーヤなどのオーディオ プレーヤを接続します

D ヘッ ド フォン ヘッ ド フォンを接続して、 音楽を聴く ことができます
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HP TouchSmart PCの背面

機能および構成はモデルによって異なります

J

K

L

I

M

A
B
C
D

コネクタ 機能

A USB 2.0 プリンタ、 外付けハード ド ライブ、 デジタル カ メラ、 MP3プレーヤなどのUSB 2.0
対応デバイスを接続します

B ギガビ ッ ト  イーサ

ネッ ト LAN
（10/100/1G）

有線ネッ トワークからインターネッ トに接続します

C デジ タル オーデ ィ

オ コネクタ （S/PDIF
出力）

ホーム シアター システムやサラウンド  サウンド  デジタル スピーカを接続します。

4.1および5.1スピーカをサポート します

D オーデ ィ オ ラ イ ン

出力

2.0および2.1電源付き外付けスピーカを接続します

I コンピュータ  
スタンド

スタンドをスライ ド させて調節することで、 見やすい画面角度になります。 垂直か
ら10～40°の間で傾斜角度を調節できます

コンピュータを卓上で安定させるために、コンピュータ  スタンドをカチッ と音がす

るまで開きます

J セキュリテ ィ  
ロ ッ ク  ケーブル用

スロッ ト

セキュリテ ィ  ロック （別売） を差し込むことで、 コンピュータを盗難や改変から保

護できます 

K 電源コネクタ 電源アダプタをコンピュータに接続します

L ワイヤレス 
キーボード / マウス

レシーバ

ワイヤレス キーボード/マウスに使用する、 内蔵レシーバです

M ケーブル クリ ップ ク リ ップにケーブルを通し、 コネクタ  カバーを閉めてから、 コンピュータ  スタン

ドの切り込み部分にケーブルを通します
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動作インジケータ  ランプ

HP TouchSmart PCには以下の動作インジケータ  ランプ （LED） があります。

H

G

B C

D

E
F

A

ランプ 機能

A イベン ト  ランプ ソフ トウェア アプリケーシ ョ ンからイベン ト通知が設定されたことを示し

ます。 イベン ト通知の設定は、 一部のソフ トウェア アプリケーシ ョ ンでの

み可能です

B Webカ メラ動作ランプ Webカメ ラの動作を示します

C 電源ランプ 電源の状態を示します。 青色は電源が入っていることを示し、 オレンジ色
はスリープ モードを示します

D ハード ド ライブ動作ランプ ハード ド ライブの動作を示します

E メモリ  カード  リーダ

動作ランプ

メモリ  カード  リーダの動作を示します。 ランプが点滅している時は、 メモ

リ  カードを取り出さないで ください

ランプが消灯している場合、 カードは挿入されていません。 ランプが点灯
している場合、 カードは挿入されいるが、 読み取りまたは書き込み容量が
足りないことを示します。 ランプが点滅している場合、 メモリ  カードは動

作中であり、 読み取りまたは書き込み容量が足りていることを示します

F リモコン赤外線レシーバ 
ランプ

ウィ ンドウ間の移動、 およびWindows Media Centerでのその他の操作をリ

モコンで実行していることを示します

G ワイヤレス キーボード/
マウス レシーバ受信ランプ

ワイヤレス キーボード /マウスから無線信号を受信していることを示しま

す。 このランプはコンピュータの背面から見えます

H オプテ ィ カル ド ライブ動作

ランプ

オプテ ィ カル ド ライブが使用されていることを示します
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電源の接続
電源コードをACアダプタに接続し、 電源アダプタのコードをコンピュータの背面に接続します。 電源コード

をコンピュータ  スタンドの切り込み部分に通してから、 サージ保安器および無停電電源装置 （UPS） からの

外部電源に接続します。

ケーブルの処理
HP TouchSmart PCは、 背面のコネクタ  カバー内部にケーブルを収納できるようになっています。 ケーブル処

理機能を使用するには、 以下の手順で操作します。

1 コンピュータ背面にあるコネクタ  カバーを取り外すには、 カバーの左下のすきまに指を入れて、 ゆっ く

り と手前に引きます。
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2 ケーブル クリ ップ （A） にケーブルを通して、 コンピュータの背面に出します。

3 コネクタ  カバーを取り付けるには、カバーの右端のフックをコンピュータのスロッ トに合わせて、カチッ

という音がするまで押します。次に、コンピュータ  スタンドの切り込み部分 （B） にケーブルを通します。

A

B
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コンピュータ  スタンドの角度の調節

HP TouchSmart PCの背面にはコンピュータ  スタンドが付いており、 出荷時は折りたたまれた状態になってい

ます。 コンピュータを卓上で安定させるために、 コンピュータ  スタンドをカチッ と音がするまで開きます。

その後、 HP TouchSmart PCの角度を変えるには、 コンピュータの両側を持ち、 垂直から10～40°の範囲で傾

きを調節します。

ワイヤレス キーボード/マウスの使用

ワイヤレス キーボード/マウスのセッ トアップは簡単です。キーボード とマウスのどちらも、バッテリのタブ

を取り外すだけです。 また、 マウスの裏面にある電源スイッチがオンの位置になっていることも確認して く
ださい。 キーボードには電源スイッチはありません。 その後、 コンピュータの電源を入れます。 キーボード
およびマウスの使用について問題がある場合は、 以下の説明に沿って、 手動で同期させて ください。

注意 ： コンピュータの角度は垂直から 10°以上にして ください。 これより狭い角度にすると、 コンピュータは不安定

になり、 倒れる可能性があります。

40

10
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ワイヤレス キーボード/マウスの同期

ワイヤレス キーボード/マウスは、 HP TouchSmart PCに前もって同期されているため、 すぐに使用できます。

バッテリのタブを引き抜いてバッテリを稼働状態にし、 マウスのスイッチをオン （B） にすると、 すぐに使用

できるようになります。

使用できない時は、 ワイヤレス キーボード/マウスを手動で同期させる必要が生じる場合があります。

同期させるには、 以下の操作を行います。

キーボードおよびマウスがHP TouchSmart PCから30 cm以内にあること、および他のデバイスからの干渉

を受けない位置にあることを確認します。

キーボード ： キーボードの裏面にある接続ボタン （A） を5秒間押し続けます。 同期コマンドが受信され

ると、 HP TouchSmart PCの背面下部にある青い動作ランプが点灯し、 同期が完了すると、 ランプは消灯

します。

マウス ： マウスの裏面にある接続ボタン （C） を5秒間押し続けます。 同期コマンドが受信されると、 HP
TouchSmart PCの背面下部にある青い動作ランプが点灯し、 同期が完了すると、 ランプは消灯します。

この操作を行っても動作しない場合は、 コンピュータ背面からワイヤレス キーボード /マウス レシーバを取

り外してから再度取り付けて、 キーボードおよびマウスの同期操作をも う一度行います。

A B C
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HP TouchSmart PCの電源投入および切断

HP TouchSmart PCの電源投入

HP TouchSmart PCの準備が完了したら、コンピュータの右側面の上部にある電源/スリープ ボタン（A）

を押して電源を入れます。 画面の説明に沿って、 初期セッ トアップを行います。 セッ トアップ処理が
完了するまでしばら くお待ち ください。 これには数分かかることがあります。

キーボードまたはリモコンの電源/スリープ ボタンを押して、HP TouchSmart PCの電源を入れたり、スリープ

モードにしたりすることもできます。 リモコンは一部のモデルにのみ付属しています。

初めてコンピュータの電源を入れ、 すべてのセッ トアップ ウィザードを完了した後は、 HP TouchSmart
ボタン （B） を使ってコンピュータの電源を入れ、 HP TouchSmartソフ トウェアを開く ことができます。

コンピュータの電源がすでに入っているときにこのボタンを押すと、 HP TouchSmartウィンドウが開き

ます。

A

B
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HP TouchSmart PCの電源切断

Windows Vistaのスタート  ボタン →ロック  アイコンの隣にある矢印ボタン→[シャッ トダ

ウン]の順にタ ップします。

電源設定の変更

電力の節約またはコンピュータのパフォーマンス向上に役立つ、 基本的な電源設定を選択できます。 コン
ピュータ  ハードウェアの電源設定をカスタマイズすることもできます。 たとえば、 指定した時間何も操作が

行われないとコンピュータがスリープ モードになるように設定できます。

以前は 「スタンバイ」 と呼ばれいていた状態が、 Microsoft Windows Vistaでは 「スリープ」 と呼ばれるように

なりました。 スリープ モードでは、 作業内容がメモリに保存され、 コンピュータは省電力状態になります。

ハイバネーシ ョ ン モードでは、 作業内容がハード ド ライブに保存され、 コンピュータは省電力状態になりま

す。

コンピュータをスリープ モードにするには、 Windows Vistaのスタート  ボタン →ロック

アイコンの隣にある矢印ボタン→[スリープ]の順にタ ップします。

電源設定を変更するには、 以下の手順で操作します。

1 Windows Vistaのスタート  ボタン をタ ップします。

2 [コン ト ロール パネル]をタ ップし、 [クラシック表示]が選択されていることを確認します。

3 [電源オプション]をタ ップします。

4 電源プランを選択します。

5 [プラン設定の変更]を選択します。

6 各ドロップダウン ボックスで矢印ボタンを使って電源設定を選択し、 [変更の保存]をタ ップします。

7 [ 詳細な電源設定の変更 ] を選択して、 必要なオプシ ョ ンを選択することもできます。 選択が終わったら

[OK]をタ ップします。

インターネッ トへの接続
HP TouchSmart PCは、無線または有線LANでプリンタや別のコンピュータなどのデバイスに接続できるように

設計されています。 インターネッ トへのネッ トワーク接続には、 通常、 別途申し込みが必要なブロードバン
ド  モデム （デジタル加入者回線 （DSL） またはケーブル） を使用します。

無線LANの場合は、HP TouchSmart PCに内蔵されている無線LANアンテナを使って無線ネッ トワーク

にアクセスできます。

有線LANの場合は、 コンピュータ背面のイーサネッ ト  コネクタにイーサネッ ト  ケーブル （別売） を

接続し、ケーブルのも う一方の端をネッ トワーク  ルータまたはブロードバンド  モデムに接続します。
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無線ネッ ト ワークのセッ トアップ

初めて無線ネッ トワークを導入する場合に必要な手順は以下のとおりです。

1 インターネッ ト  サービス プロバイダ （ISP） から高速インターネッ ト  サービスを購入します。

2 ブロードバンド  モデム（DSLまたはケーブル） を購入します。これは、ISPから提供される場合もあります。

3 無線ルータ （別売） が必要な場合は、 購入して設置します。

4 コンピュータをネッ トワークに接続します。

5 無線ネッ トワークに接続するためのHP TouchSmart PCの設定を行います。

a HP TouchSmart PCの電源を入れます。

b 以下の手順で、 HP TouchSmart PCを無線ネッ トワークに接続します。

タスクバーの[ネッ ト ワーク ]アイコンを右クリ ックし、 [ネッ ト ワークに接続]を選択しま

す。 ウィ ンドウが開いたら、 ネッ トワークを選択し、 [接続]をクリ ックします。

または

タスクバーの[ネッ ト ワーク ]アイコンを右クリ ックし、 [ネッ ト ワークと共有センター ]を
選択します。 ウ ィ ン ドウが開いたら、 [ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイン ト を

セッ トアップします]を選択し、 画面の説明に沿って操作します。

c 無線ネッ トワークをテス トするために、 Webブラウザを開いてWebサイ トにアクセスしてみます。

6 無線デバイスをネッ トワークに追加します （オプシ ョ ン）。

注 ： ブロードバンド  モデムおよびルータの設置手順は、 製造販売元によって異なります。 製造販売元の

説明書を参照して ください。

注：以下の図では、 DSLの壁コンセン トが示されています。 ケーブル モデムを使用する場合は、壁からモ

デムへの接続に同軸ケーブルを使用します。

DSL/
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有線ネッ ト ワークのセッ トアップ

初めて有線ネッ トワークを導入する場合に必要な手順は以下のとおりです。

1 インターネッ ト  サービス プロバイダ （ISP） から高速インターネッ ト  サービスを購入します。

2 ブロードバンド  モデム（DSLまたはケーブル） を購入します。これは、ISPから提供される場合もあります。

3 有線ルータ （別売） が必要な場合は、 購入して設置します。

4 DSLケーブル （図に示されています） または同軸ケーブル （図には示されていません） を壁のコネクタか

らモデムに接続します。

5 イーサネッ ト  ケーブルでモデムをコンピュータのイーサネッ ト  コネクタに接続します。複数のデバイス

をネッ トワークに接続する場合は、 イーサネッ ト  ケーブルでルータまたはハブ （図には示されていませ

ん） をモデムに接続し、 別のイーサネッ ト  ケーブルでコンピュータをルータに接続します。

有線ネッ トワークをすでに構築していて、 壁にイーサネッ ト  コネクタがある場合は、 コンピュータ と壁

のイーサネッ ト  コネクタをイーサネッ ト  ケーブルで直接接続します。

HP TouchSmart PCのイーサネッ ト  コネク タは、 コンピュータ背面のコネク タ  カバーの中にあります。

ケーブルをすっきりまとめるには、コンピュータ背面のケーブル クリ ップ （図に示されています）にケー

ブルを通し、 そのケーブルをスタンドの切り込み部分 （図には示されていません） に通してから、 背面
のコネクタ  カバーを閉めます。

注 ： ブロードバンド  モデムおよびルータの設置手順は、 製造販売元によって異なります。 製造販売元の

説明書を参照して ください。

DSL/
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6 以下の手順に沿って、 他のコンピュータまたはデバイスを有線ネッ トワークに追加します。

a ブロードバンド  モデムおよびルータの電源を切ってから、 HP TouchSmart PC、 およびネッ トワーク

に追加するコンピュータをシャッ トダウンします。

b 有線接続する各コンピュータで、 イーサネッ ト  ケーブルの一方の端をコンピュータの LAN コネクタ

に接続し、 も う一方の端を、 ルータのイーサネッ ト  コネクタの1つに接続します。

c モデムの電源を入れて、 モデムの起動サイクルが完了するまで待ちます。 ルータの電源を入れます。
次に、 接続したコンピュータおよびHP TouchSmart PCの電源を入れます。

d 接続した各コンピュータのネッ トワーク接続をテストするために、 Webブラウザを開いてWebサイ

トにアクセスしてみます。

Bluetoothデバイスの使用

一部のモデルのみ

HP TouchSmart PCの一部のモデルは、Bluetoothに対応しており、いろいろな種類のBluetooth対応無線デバイス

を接続できます。 Bluetoothデバイスは、 コンピュータ、 電話、 プリンタ、 ヘッ ドセッ ト、 スピーカ、 カ メ ラ

など別のBluetoothデバイスに接続するパーソナル エリア ネッ トワーク （PAN） を構築します。 PANでは、 各

デバイスは別のデバイスと直接通信し、 デバイス同士が比較的近い距離にある必要があります。

Bluetoothデバイスを有効にするには、 以下の手順で操作します。

1 使用する Bluetooth デバイスの説明書を参照して、 そのデバイスを検出可能な状態にします （無線信号を

発信させます）。

2 Windows Vistaのスタート  ボタン →[コン ト ロール パネル]→[ハードウェアとサウンド ]→
[Bluetoothデバイス]→[追加]の順にクリ ックして、 画面の説明に沿って操作します。

3 Bluetoothデバイスがプリンタの場合は、 Windows Vistaのスタート  ボタン →[コン ト ロール パネ

ル]→[ハードウェアとサウンド ]→[プリンタ]→[プリンタの追加]の順にクリ ックします。

間接照明の調整
HP TouchSmartの間接照明は、 コンピュータの下部に取り付けられています。 初期設定では、 コンピュータの

起動時に間接照明はオフになっています。

間接照明を調整するには、 以下の操作を行います。

コンピュータの左側面にある間接照明ボタンを押して間接照明をオンにします。

ボタンを押し続けると、 低光度、 中光度、 高光度、 オフ、 オンの順次切り替えが繰り返されます。

注 ： コンピュータがスリープ モードになると、 間接照明は暗く なります。
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ハードウェアおよびソフ トウェアの追加
一部のHPTouchSmart PCにはWindows Vistaの64ビッ ト  システムが搭載されており、インストールするソフ ト

ウェアや追加するハードウェアの中には、対応していないものもありますのでご注意ください。追加するハー
ドウェアおよびソフ トウェアが、 お使いのオペレーティング システムに対応していることを確認して くださ

い。*

HP TouchSmart PCハードウェアのアップグレード

HP TouchSmart PCのメモリおよびハード ド ライブの取り外し と交換の手順について詳し くは、 コンピュータ

に付属の 『アップグレード  ガイ ド』 を参照して ください。

HP TouchSmartソフ トウェアの更新

更新版ソ フ ト ウ ェ アおよび新しいソ フ ト ウ ェ アの機能については、 http://h50146.www5.hp.com/
products/desktops/personal/touchsmart/index.htmlを確認して ください。

CD/DVDドライブの使用

CD/DVDド ライブを使用して、 CDやDVDを再生および記録できます。 CD/DVDド ライブはスロッ ト ローディ

ング式のため、ディスク  ト レイがありません。ディスクを挿入するには、データ面をコンピュータ背面側 （ラ

ベル面を手前） に向けた状態でディスクをド ライブ スロッ トにすべり込ませます。

ディスクを取り出すには、 電源が入っていることを確認してから、 ディスク  ド ライブ側面の取り出しボタン

（A） を押します。 または、 Windows Vistaのスタート  ボタン →[コンピュータ ]の順にタ ップし、 ディス

ク  ド ライブのアイコンを押したままにして （マウスの場合は右クリ ックして）、 [取り出し ]をタ ップします。

ディスクが詰まって取り出せない場合は、 『サポート  ガイ ド』 でHPサポート窓口の電話番号を参照して問い

合わせて ください。

* Windows Vistaの一部の機能を使用するには、 高性能のハードウェア、 またはハードウェアの追加が必要です。

詳し くは、 http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspxおよび

http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/getready/capable.mspxを参照して ください。 Windows Vistaアッ

プグレード  アドバイザを使用すると、 お使いのコンピュータで実行可能なWindows Vistaの機能を判別するために役立ちます。 こ
のツールをダウンロードするには、 http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/
buyorupgrade/upgradeadvisor.mspxにアクセスして く ださい。

A

http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/touchsmart/index.html
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/touchsmart/index.html
http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx
http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/getready/capable.mspx
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
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Windows Media Centerセッ トアップ ウィザードの完了

一部のモデルのみ

1 Windows Media Centerを開きます。 Windows Vistaのスタート  ボタン → [すべてのプログラム ]→
[Windows Media Center]の順にタ ップします。

または

HP TouchSmartからWindows Media Centerを開く場合は、 HP TouchSmartを開いて、 [Windows
Media Center]タイルをタ ップします。

2 [タスク ]メニューにスクロールし、[設定]→[全般]→[Windows Media Centerセッ トアップ]の
順に選択します。

Windows Media Center のセ ッ ト ア ッ プおよび使用について詳し く は、 http://www.microsoft.com/
japan/を参照して ください。

Windows Media Centerでのリモコンの使用

一部のモデルのみ

Windows Media Centerでリモコンを使用して、 さまざまな操作を実行できます。 リモコンの矢印ボタンを押

してシ ョート カッ ト を選択し、 決定ボタンを押すと、 選択したシ ョート カッ トが起動します。

Windows Media Center内を移動するには、 リモコンをHP TouchSmart PC前面の右下隅にあるリモコン赤外線

レシーバに向けて、 リモコンのボタンを押します。

リモコンの電源/スリープ ボタンを押すと、 HP TouchSmart PCの電源が入るか、 またはスリープ モー

ドになります。

http://www.microsoft.com/japan/
http://www.microsoft.com/japan/
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サウンド  オプション

HP TouchSmart PCでは、 以下のスピーカがサポート されます。

内蔵アナログ ステレオ スピーカ

アナログ2.0または2.1電源付きスピーカ

デジタル3.1、 4.1、 または5.1電源付きスピーカ

オーディオ レシーバ

アナログ スピーカの接続

2.0電源付きスピーカの場合は、 コンピュータ背面のコネクタ  カバー内にあるオーディオ ライン出力コネク

タに、 スピーカ  ケーブルを接続します。

2.1電源付きスピーカの場合は、 コンピュータ背面のコネクタ  カバー内にあるオーディオ ライン出力コネク

タをサブウーファに接続し、 左右のスピーカをサブウーファに接続します。 コンピュータの電源を入れてか
ら、 スピーカ システムの電源を入れます。 必要に応じて、 スピーカに付属の説明書を参照して ください。

注 ：

HP TouchSmart PCでは、 電源付きスピーカ システムのみがサポート されます。 電源付きスピーカは、 別

途電源に接続する必要があります。

オーディオ ライン入力コネクタを使用している時は、内蔵スピーカへの出力、 オーディオ ライン出力コ

ネクタ、 およびヘッ ド フォン コネクタからもその音声が出力されます。 たとえば、 内蔵スピーカでサウ

ンドを再生している時に、 オーディオ ライン入力コネクタからMP3デバイスに接続すると、 両方のサウ

ンドが聴こえます。

初期設定では、 内蔵スピーカがオンになっており、 デジタル スピーカはオフになっています。

注：オーディオ ライン出力コネクタにヘッ ド フォンや外付けスピーカなどが接続されている時は、内蔵スピー

カはミ ュート （消音） されます。
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デジタル スピーカまたはオーディオ レシーバの接続と有効化

3.1、 4.1、 または5.1デジタル スピーカまたはオーディオ レシーバを、 コンピュータ背面のコネクタ  カバー

内にあるS/PDIFライン出力コネクタ （オレンジ色）に接続し、以下の手順でスピーカまたはオーディオ レシー

バを有効にします。必要に応じて、スピーカまたはオーディオ レシーバに付属の説明書を参照して ください。

デジタル スピーカまたはオーディオ レシーバを有効にするには、 コンピュータにインス トールされている

SoundMaxソフ トウェアを使用します。

1 タスクバーの[SoundMAX]アイコンをタ ップします。

2 [音量]ボタンをタ ップします。

3 [SPDIFインターフェイス]内の[デフォルト ]ボタンを選択します。

4 SoundMAXの[リスニング環境]、 [レコーディング環境]、 および[詳細]の各ボタンを押して、 サウンドの

初期値を設定します。

注 ： S/PDIFデバイスを接続している場合、 S/PDIF ライン出力に接続したままで内蔵スピーカに切り替えるこ

とができます。

注 ： デジタル スピーカを有効にした後で再び内蔵スピーカに切り替えるには、 [内蔵スピーカ ]領域の[デ
フォルト ]ボタンを選択します。 外付けスピーカをオフにするだけでは、 内蔵スピーカは有効になりませ

ん。 内蔵スピーカ設定を選択する必要があります。
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スピーカの音量の調整

HP TouchSmart PCでスピーカの音量を調整するには、 コンピュータ側面にある音量ボタンか、 またはタスク

バーにある[音量]アイコンを使用します。 また、デジタル スピーカを使用している場合は、 SoundMAXを使用

して音量を調整することもできます。

1 コンピュータの右側面にある音量ボタンを使用します。

2 タスクバーにあるMicrosoftの[音量]アイコンを使用するには、 以下の手順で操作します。

a [音量]アイコンを押したままにして （マウスの場合は右クリ ックして）、 [音量ミキサを開く ]
を選択します。 [音量ミキサ]の設定ウィンドウが開きます。

b HP TouchSmartプログラム （メモ、 音楽、 ビデオ） の音量を調整する場合は、 スピーカの音量と、 HP
TouchSmartプログラムの音量の両方を調整して ください。 HP TouchSmartプログラムをすべて表示す

るには、 [アプリケーシ ョ ン]領域を右にスクロールします。

c 目的の音量レベルに調整できたら、 閉じるボタン （右上隅にある [X]） をタ ップして、 このウィンド

ウを閉じます。

3 デジタル スピーカを使用している場合は、 SoundMAXを使って音量の調整およびサウンド  バランスのテ

スト を行う こともできます。

a タスクバーの[SoundMAX]アイコンをタ ップします。

b 設定対象のスピーカのスライダを調整します。

注 ： このウィンドウで、 内蔵マイクの音量も調整できます。
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Windows Media Centerのサウンドの設定

スピーカを設置、 接続、 構成したら、 以下の手順で操作して、 Windows Media Centerのオーディオ出力を設

定します。

1 Windows Vistaのスタート  ボタン をタ ップします。

2 [Windows Media Center]をタ ップします。

3 [タスク ]メニューにスクロールし、 [設定]→[全般]→[Windows Media Centerセッ トアップ]の順に選

択します。

4 [スピーカの設定]→[次へ]の順にタ ップします。

5 スピーカまたはオーディオ レシーバをコンピュータに接続するケーブルの種類を選択し、 [次へ]をタ ッ

プします。

6 スピーカの数を選択し、 [次へ]をタ ップします。

7 [テスト ]をタ ップして、 スピーカをテスト します。

8 テストが完了したら、 [次へ]をタ ップします。

9 [完了]をタ ップします。

ヘッ ドフォンの使用

ヘッ ド フォン （別売） を使用するには、 ヘッ ド フォンをコンピュータの左側面にあるヘッ ド フォン コネクタ

に接続します。 ヘッ ド フォン コネクタの使用中は、 内蔵スピーカおよびライン出力はミ ュート されます。

マイクの使用

HP TouchSmart PCには、コンピュータ前面のWebカメ ラの近くにマイクが組み込まれています。マイクは、周

囲の雑音を取り除いて、 よりクリアなサウンドを提供するように設計されています。

このマイクは、 HP TouchSmart PCから0.5 mまでの距離内で使用できます。

音量を調整するには、 以下の手順で操作します。

1 タスクバーの[SoundMAX]アイコンをタ ップします。

2 スライダを調整します。

ヘッ ドセッ トの使用

2つのコネクタ （ヘッ ド フォン用とマイク用） があるヘッ ドセッ トは使用できません。HP TouchSmart PCには、

内蔵マイクおよびヘッ ド フォン コネクタが搭載されています。

MP3プレーヤの接続

MP3プレーヤなどのメディア プレーヤをコンピュータの左側面にあるライン入力コネクタに接続し、 内蔵ス

ピーカまたは追加した外付けスピーカを使って再生できます。

プリンタの接続
HP TouchSmart PCの側面または背面にあるUSBコネクタを使用してプリンタを接続するか、またはワイヤレス

プリンタを使用できます。

注 ： HP TouchSmart PCでは、 パラレル プリンタ  コネクタを必要とするプリンタをサポート しておりません。
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セキュ リティ  ロックの取り付け

セキュ リテ ィ  ロッ ク （別売） を使用すると、 コンピュータを盗難や改変から保護できます。 セキュ リテ ィ

ロックは、ワイヤ付きのロック装置です。 ワイヤの一方の端を机 （またはその他の固定物） に取り付けて、 も
う一方の端をコンピュータの専用スロッ トに差し込みます。 セキュリテ ィ  ロックの鍵をかけて保護します。

コンピュータを移動する時、 またはメモリ  カバーを開く時は、 セキュリテ ィ  ロックをコンピュータから取り

外す必要があります。

セキュリテ ィ  ロックを取り付けるには、 以下の手順で操作します。

1 柔らかい布 （A） などの上に、 コンピュータの画面を下にして静かに置きます。 タ ッチ スクリーンの表

面を擦り傷などの損傷から保護するために、 毛布やタオルなどを敷く ことをおすすめします。

2 コンピュータ  スタンドを、 コンピュータ本体から垂直位置 （B） になるまで持ち上げてから、 スタンド

のロック  ラッチを、ロックされた状態になるまで左に動かします （C）。スタンドをこの状態にするには、

少し力を加える必要があります。

3 セキュリテ ィ  ロックの製造販売元の説明書を参照して、 そのロックをロック  スロッ トに差し込みます。

4 スタンドを垂直位置から少し反対側に倒し、 片手でスタンドを持ったまま、 も う片方の手でスタンドの
ロック  ラッチを、 ロックが解除されるまで右に動かします。 ロック  ラッチを解除するには、 少し力を加

える必要があります。

A

B
C
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HP TouchSmart PCの画面のク リーニング

タ ッチ スクリーンをクリーニングする前に、 コンピュータの電源を切ってタ ッチ スクリーンを無効にする必

要があります。 コンピュータの電源が切られていないと、 タ ッチ スクリーンが操作可能になっているため、

クリーニング中にデータが失われる可能性があります。

タ ッチ操作で 適なパフォーマンスを得るには、 HP TouchSmart PCの画面を定期的にクリーニングして、 画

面の周囲および表面の汚れを取り除く必要があります。 タ ッチ スクリーンのガラス面は、 HP TouchSmart PC
に付属のクリーニング用クロスで拭く ことができます。 また、 一般の家庭用ガラス クリーナを含ませた柔ら

かい布またはペーパー タオルでタ ッチ スクリーンをクリーニングしてもかまいません。

高いタ ッチ感度を保つため、 タ ッチ スクリーン画面や周囲の縁に埃がたまらないようにして ください。

以下の手順でタ ッチス クリーンをクリーニングします。

1 コンピュータの電源を切ります。 Windows Vistaのスタート  ボタン →ロック  アイコ

ンの隣にある矢印ボタン→[シャッ トダウン]の順にタ ップします。

2 電源コンセン トから電源コードを抜きます。

3 HP TouchSmart PCに付属のクリーニング用クロスに、中性のガラス クリーナを少量吹きつけます。また、

一般の家庭用ガラス クリーナを含ませた柔らかい布またはペーパー タオルを使用してもかまいません。

4 タ ッチ スクリーンの表面および周辺部を拭いて、 埃や指紋など、 スクリーンのタ ッチ感度を下げる汚れ

を取り除きます。

.

注意 ： 画面にク リーナを直接吹きかけたり塗ったり しないで ください。 布にク リーナを吹きかけて、 タッチ スク リー

ンの周辺部および表面を拭いて ください。

画面の周辺部または表面のク リーニングに、研磨剤入りのク リーナやクロスを使用しないで ください。タッチ スク リー

ンが損傷する可能性があります。
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安全で快適なコンピュータの利用

コンピュータを使い始める前に、 作業を快適に効率よ く行えるようにコンピュータおよび作業環境を整えて
ください。 作業環境においての重要な情報については、 『快適に使用していただ くために』 を参照して くださ
い。

Windows Vistaのスタート  ボタン →[ヘルプとサポート ]→[ユーザ ガイド ]→[快適に使用していた

だ くために]の順にタ ップします。

または

http://www.hp.com/ergo/

と入力し、 キーボードの[Enter]キーを押して、 表示される画面で[日本語]を選択します。

使用済みコンピュータ  ハードウェアのリサイクル

HPでは、 使用済みのHP製および他社製ハードウェアの回収プログラムを一部の地域で実施しています。 規定

要件およびお客様からの要望の違いに応じて、プログラムの実施条件や実施状況も地域により異なります。HP
のリサイクル プログラムについては、HPのWebサイ ト （http://h50055.www5.hp.com/ipg/supplies/
recycling/hardware/jp/ja/household.asp） を参照して ください。

PCリサイクルシール

「資源有効利用促進法」 に基づき、 ご家庭で使用済みとなったパソコンの、 メーカー等による回収および再資
源化がスタート しました。 日本HPでは、 個人のお客様の購入比率が高い本製品を家庭系パソコンリサイクル

対象商品とし、 PC リサイクルシールを製品本体に貼付して出荷しています。 本シールの貼付された弊社製品

が不要となった場合には、 弊社にて回収再資源化を無償で実施します。

PC リサイクルシールには登録ナンバーが印字されておりますので、 絶対にはがさないで ください。 万一、 本

シールをはがしたり紛失したり されますと、 排出時に回収再資源化料金をご負担いただ く場合がございます。

排出時の連絡先

日本ヒューレッ ト ・ パッカード株式会社

家庭系PCリサイクル窓口

電話番号 ： 0120-152523

FAX番号 ： 045-441-2556

e-mail ： pc-recycle@isp21.co.jp

受付時間 ：

月～金10:00～12:00/13:00～17:00

（休日 ： 土、 日、 祝日、 および年末年始等当社の休日）

※電話番号などの連絡先は、 予告な く変更となる場合があります。 その節はご容赦願います。

警告 ： 操作する人の健康を損なわないようにするため、 『快適に使用していただ くために』 をお読みください。 正しい

作業環境の整え方や、 作業をする際の正しい姿勢、 および健康上/作業場の習慣について説明しています。 また、 重要

な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。

注 ： コンピュータに内蔵されているバッテリは家庭用ごみと して捨てないで く ださい。 内蔵バッテリを処分
する場合は、 お住まいの地域の地方自治体の規則または条例に従って、 公共の収集システム等を利用して正
し く廃棄またはリサイクルして ください。

http://www.hp.com/ergo/
http://h50055.www5.hp.com/ipg/supplies/recycling/hardware/jp/ja/household.asp
http://h50055.www5.hp.com/ipg/supplies/recycling/hardware/jp/ja/household.asp
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HP TouchSmartソフ トウェアの使用

HP TouchSmartソフ トウェアとは

The HP TouchSmartソフ トウェアを使えば、 デジタル生活が身近なものになり、 写真、 ビデオ、 音楽、 および

その他のソフ トウェア プログラムを楽し く使用できます。HP TouchSmartは、お気に入りのプログラム、Web
ページ、 およびRSSフ ィードにすばやく アクセスできるようにカスタマイズできます。 HP TouchSmartのホー

ム ページから画面を数回タ ッチするだけで、 画像の表示、 ビデオや音楽の再生、 インターネッ トの検索など

をすばやく行えます。

HP TouchSmartソフ トウェアの起動

HP TouchSmartソフ トウェアを起動するには、HP TouchSmart PCの右下にあるHP TouchSmartボタン （A）

をタ ッチします。

デスク ト ップの[HP TouchSmart]シ ョート カ ッ ト  アイコンをダブルタ ップしてHP TouchSmart ソフ

トウェアを起動することもできます。

A
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HP TouchSmartソフ トウェアでの操作

HP TouchSmartでは、 タ ッチ、 スタイラス （別売）、 またはワイヤレス キーボード/マウスを使って項目の選択

や選択解除を行います。

HP TouchSmartソフ トウェアでは、 いろいろな方法でプログラムにアクセスして操作できます。

動作 説明

HP TouchSmartホーム ペー

ジに移動する

家のアイコンをタ ップすると、
HP TouchSmartホーム ページに戻ります

HP TouchSmartを閉じる HP TouchSmartホーム ページで [閉じる ]
ボタンをタ ップします

前のウィンドウに戻る 上向きの矢印ボタンをタ ップします 

HP TouchSmartホーム ペー

ジをカスタマイズする

HP TouchSmartホーム ページで[カスタマ

イズ]ボタンをタ ップします

音楽を聴く （再生、 一時停
止、 次に進む、 前に戻る）

ウィ ンドウの右上にある音楽操作ボタン
をタ ップします 

Windows のデスク ト ッ プ

に移動する

左上隅のWindows Vista アイ コ ンを

タ ップすると HP TouchSmartが 小化さ

れて、Microsoft Windowsのデスク ト ップ

に移動します

スクロールする 左右または上下にすばやく スクロールす
るには、 画面をタ ッチして、 スクロール
する方向に指を滑らせます

スクロールを使うには、 十分な数のタイ
ルが必要です。 ホーム ページでは、 上段

タイルは5個以上、 下段タイルは13個以

上が必要です

タイル ビューで操作する 隠れているタイルを表示するには、 指を
ド ラ ッグします。 目的のタイルをタ ップ
して開きます

スクロールを使うには、 十分な数のタイ
ルが必要です

ファン ビューで操作する ファン ビューを使って写真、 音楽、 およ

びビデオのコレクシ ョ ンを表示できま
す。 まず、 右下隅のフ ァン アイ コンを

タ ップしてファン ビューを選択し、 ファ

ンを右か左にド ラ ッグします。 次に、 項
目をタ ップして開きます
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タ ッチ スクリーンは丁寧に扱って く ださい。 以下の注意事項をお読みください。

HP TouchSmartホーム ペー

ジの上段にあるタイルのサ
イズを変更する

2本の指でタイルの両端を押さえ、ド ラ ッ

グします

HP TouchSmart のタ イルを

別の場所に移動する

タ イルを押さえて上下左右にド ラ ッグ
し、HP TouchSmartウィンドウ上の別の場

所に移動します

曲を ド ラ ッ グ アン ド  ド

ロップしてプレイリス ト を
作成する

項目を押さえて垂直方向に少しだけ ド
ラ ッグし、 その項目をプレイリス ト領域
に移動します。 項目を選択すると、 ディ
スクのアイコンが表示されます

オンスク リーン キーボー

ド （Windowsのタ ッチ入力

パネル） を使用する

テキス ト  ウ ィ ン ドウの内部をタ ップす

ると、オンスクリーン キーボードが表示

されます。 キーをタ ッチしてテキス ト を
入力します

注意 ： HP TouchSmartのタッチ スク リーンは高感度のタッチ技術を使用しています。 タッチ スク リーンの損傷を避

けるため、 ディスプレイの前面およびスク リーンの境界周辺に圧力を加えないで ください。

注意 ： 高いタッチ感度を保つため、 画面や周囲の縁に埃がたまらないよう、 清潔に保って ください。

注意 ：他の家電製品と同様に、 HP TouchSmart PCにも液体がかからないようにして ください。 また、 過度の埃や高

温多湿などの極端な環境では使用しないで ください。

動作 説明 （続き）
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オンスク リーン キーボードの使用

オンスクリーン キーボード （Windowsのタ ッチ入力パネル） を使用して、 タ ッチによるテキスト入力が行え

ます。 また、 手書き文字を認識して、 活字に変換できます。

タ ッチ入力パネルを使用するには、 入力ダイアログの中をタ ップし、 キーパッ ド  アイコンをタ ップして手書

き、 タ ッチ、 およびテキスト入力ツールを起動します。

タ ッチ入力パネルが使用できない場合や、 タ ッチ設定を調整する場合は、 Windows Vistaのスタート  ボタ

ン →[コン ト ロール パネル]→[モバイル コンピュータ ]→[ペンと入力デバイス]の順にタ ップします。 設定

を選択してタ ッチ入力パネルを有効にします。

Windows Vistaのスタート  ボタン →[すべてのプログラム]→[アクセサリ ]→[Tablet PC]→[Tablet PC
入力パネル]の順にタ ップすることもできます。

注 ： 手書き認識を利用できない言語もあります。 お使いの言語で利用できない場合は、 オンスクリーン キー

ボードを使ってテキスト を入力できます。
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HP TouchSmartソフ トウェアのカスタマイズ

タイルの移動

HP TouchSmartソフ トウェアを起動すると、大小のタイルが表示されます。 これらのタイルは、HP TouchSmart
の各種プログラムへのショート カッ トおよびさまざまなWebサイ トへのリンクです。上側の大きいタイルは、

よ く使用するプログラムのために使用します。 下側の小さいタイルは、 残りのプログラム シ ョート カッ ト を

置くために使用します。

これらのタイルは、タイルを押さえてウィンドウ内の別の場所にド ラッグすることで簡単に移動できます。移
動中のタイルは透明な画像として表示されます。 大きいタイルを下側の小さいタイルの領域に移動すること
も、 小さいタイルを上側の大きいタイルの領域に移動することもできます。 タイルは横方向にも移動できま
す。 これを行うには、 タイルをド ラ ッグして列から外し、 目的の場所へドロップします。

HP TouchSmartへのソフ トウェア プログラム ショート カッ トの追加

1 HP TouchSmartを起動し、 [カスタマイズ]ボタンをタ ップします。

2 [タイルを追加]を選択します。

3 [プログラム]を選択してから[次へ]をタ ップします。

4 対象のアドレスを入力するか、 [一覧から選択 ]を選択してプログラム フォルダ内にあるすべてのソフ ト

ウェア プログラムの一覧を表示します。

5 追加するプログラムを選択してから、 [OK]をタ ップします。

6 [タイルの名前]ボックスで、 タイルの名前を入力します。 通常は、 プログラムの名前が自動的に表示され

ます。

7 タイルにプログラムのアイコンを表示するために[アイコン ]チェ ック  ボックスにチェ ックを入れ、 [OK]
をタ ップします。 プログラム シ ョート カッ トがHP TouchSmartホーム ページの下側に小さいタイルとし

て表示されます。

8 [OK]をタ ップしてHP TouchSmartホーム ページに戻ります。
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HP TouchSmartへのWebサイ ト  リンクの追加

1 HP TouchSmartを起動し、 [カスタマイズ]ボタンをタ ップします。

2 [タイルを追加]を選択します。

3 [Webサイ ト ]を選択してから[次へ]をタ ップします。

4 対象となるWebサイ トのURLを正確に入力します。 または、 [一覧から選択]を選択し、 Internet Explorerの
お気に入りの一覧からWebサイ ト を選択します。

5 Webアイコンを表示するためのチェ ック  ボックスは、 使用できない場合は灰色で表示されます。 代わり

に、チェ ック  ボックスの下に表示されたアイコンから選択できます。アイコンを選択しなかった場合は、

サンプルのWebページが表示されます。 Webサイ トのリンクがHP TouchSmartホーム ページの下側に小

さいタイルとして表示されます。

6 [OK]をタ ップしてHP TouchSmartホーム ページに戻ります。

7 必要に応じて、 タイルを上側の列にドラッグできます。 追加したWebサイ トによっては、 地球のアイコ

ンが表示されることもあります。

8 Webサイ トのリンクは、HP TouchSmartブラウザに表示されます。詳し くは、51ページの 「HP TouchSmart
ブラウザ」 を参照して ください。

表示/非表示にするタイルの選択

1 HP TouchSmartを起動し、 [カスタマイズ]ボタンをタ ップします。

2 タイルをタ ップして表示または非表示にします。 非表示にすると、 アイコンおよびタイル名が淡色で表
示されます。

3 [OK]をタ ップして変更を保存し、 HP TouchSmartホーム ページに戻ります。

初期設定では、 大きいタイルにはピクチャ、 音楽、 ビデオ、 時計などが含まれています。

小さいタイルには、 ヘルプとサポート、 チュート リアル、 ゲーム、 Internet Explorerなどが含まれています。

注：上側の一覧をスクロールするには、大きいタイルが5個以上必要です。下側の一覧をスクロールするには、

小さいタイルが13個以上必要です。
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追加したタイルの編集または削除

1 HP TouchSmartを起動し、 [カスタマイズ]ボタンをタ ップします。

2 変更するシ ョート カッ トの隣にある鉛筆アイコンを選択します。

3 以下の操作を行います。

[起動対象]ボックスで、タ ッチ キーボードまたは実際のキーボードを使用してURLまたはパ

スを入力し、 プログラムまたはWebサイ トのタイル名を入力します。

プログラム アイコンを選択するか、 別のアイコンを参照して選択します。

または

[タイルを削除]を選択し、 [はい]をタ ップします。

4 [OK] をタ ップします。 この操作を行ってもプログラム自体は削除されません。 HP TouchSmart のタイル

ビューからシ ョート カッ トが削除されるだけです。

HP TouchSmartのクイック起動

頻繁に使用するHP TouchSmartプログラムは、設定を変更すればより速く起動できます。設定を変更するには、

HP TouchSmartを起動して、 [カスタマイズ]ボタン→[TouchSmart設定]ボタンの順にタ ップします。 [自動起

動]および [ ク イ ッ ク起動]にチェ ッ クを入れます。 [自動起動 ] を選択する と、 コ ンピュータの起動時に

HP TouchSmartプログラムが起動します。 [クイック起動]を選択すると、 HP TouchSmartを閉じてもプログラム

が実行され続けます。 コンピュータのリソースを他で使用できるように解放するには、 これらのオプシ ョ ン
の選択を解除します。

HP TouchSmartピクチャ

HP TouchSmartピクチャでは、 写真を表示したり編集したりできます。 Snapfishへの写真のアップロード、 ス

ライ ド  シ ョーの表示、およびデジタル写真の印刷がタ ッチひとつで行えます。写真の編集では、 ト リ ミ ング、

回転、 自動調整、 および赤目補正が可能です。 編集が思い通りにできなかった場合は、 いつでも元の写真に
戻すことができます。

写真は日付またはフォルダごとに表示できます。 一度にすべての写真を表示することもできます。 左右にス
クロールするだけで必要な写真が見つかります。

HP TouchSmartピクチャは.jpgファイル形式に対応しています。

写真はタイル ビューで参照できます。ウィンドウの一番下にあるファン アイコンを選択して、ファン ビュー

で写真を参照することもできます。

注 ： Snapfish Webサイ トは、 一部の国や地域では利用できません。
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写真ライブラリへの写真の追加

デジタル カ メラなどの外付けデバイスを接続すると、 Microsoft Windows Vistaに外付けデバイスが認識され、

画像の表示、 コピー、 またはコンピュータへの転送を行うかどうかを確認するメ ッセージが表示されます。

写真をコンピュータの写真ライブラリに追加するには、 次のようにい くつかの方法があります。

コンピュータの側面にあるメモリ  カード  リーダを使用して、 デジタル カ メラの写真をコンピュータに

すばやく転送します。 メモリ  カード  リーダの写真をHP TouchSmartに表示することもできます。

インターネッ トからハード ド ライブに写真をダウンロード します。

CDまたはリムーバブル ド ライブを挿入して、Windowsエクスプローラの[ピクチャ ]フォルダまたはハー

ド ド ライブの別のフォルダに写真を移動します。

デバイスに付属の転送ケーブルを使用して、 デジタル カメ ラまたはデジタル ビデオ カメ ラを

HP TouchSmart PCに接続します。

写真コレクションの表示

ハード ド ライブ、 リムーバブル ド ライブ、 またはメモリ  カードに保存されている写真を表示できます。 HP
TouchSmartピクチャは、 ハード ド ライブおよび使用可能なすべてのドライブをスキャンして、 HP TouchSmart
ピクチャのウィンドウに表示できる写真を見つけます。

1 HP TouchSmartを起動し、 [ピクチャ ]タイルを選択します。

2 以下の方法で、 表示する写真のグループに移動します。

[日付]をタ ップします。 写真の日付を選択します。 必要な場合は、 右側のスクロール バーを動かしてす

べての写真を表示します。

または

[フォルダ]をタ ップします。 フォルダを選択してから、表示する写真を選択します。 フォルダを選択する

と、 他のフォルダ名が画面の上部に表示されます。

または

[すべてのピクチャ ]をタ ップします。 表示する写真までスクロールします。

または

[リムーバブル ディスク]をタ ップします。 スクロールしてメモリ  カード  リーダの写真を表示します。

3 スクロール バーを動かして写真を見つけます。 写真は、 ハード ド ライブに追加された日付の順で一覧に

表示されます。

4 家のアイコンをタ ップしてHP TouchSmartホーム ページに戻ります。

スライ ド  ショーの表示

1 HP TouchSmartを起動し、 [ピクチャ ]タイルを選択します。

2 [フォルダ]、 [すべてのピクチャ ]、 または[リムーバブルディスク]をタ ップします。

3 [スライ ドショー再生]ボタンをタ ップします。

4 スライ ド  シ ョーの設定を調整するには、 [設定]ボタンをタ ップし、設定を選択してから [保存]をタ ップし

ます。

HP TouchSmartピクチャの設定には、 以下の項目が含まれています。

[スライ ドシ ョーの切り替えパターン] ： [フェード ]、 [モーシ ョ ン] （初期設定）、 [なし ]

[スライ ドシ ョーのタイ ミング] ： タイ ミ ングの変更が可能です。 初期設定は1枚あたり5秒です。
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Snapfishへの写真のアップロード

1 HP TouchSmartを起動し、 [ピクチャ ]タイルを選択します。

2 ウィンドウの一番下にある[ピクチャアップロード ]ボタンをタ ップします。

3 アップロードする写真の隣にある、 プラス記号 （+） が付いた緑色の丸印をタ ップします。 写真がウィン

ドウの右側の一覧に移動します。 アップロードするすべての写真を選択するまでこの手順を繰り返しま
す。

4 Snapfishアカウン トの電子メール アドレス （[名前]） およびパスワードを入力し、 [ログイン]をタ ップし

ます。

または

Snapfishアカウン トがない場合は、 [アカウン トを登録する]をタ ップします。 HP TouchSmartが 小化し、

SnapfishのWebサイ ト （http://www.snapfish.com/、 英語サイ ト） が開きます。 画面の説明に沿っ

てアカウン ト を作成し、 HP TouchSmartを開きます。 Snapfishアカウン トの電子メール アドレス （[名前]）
およびパスワードを入力し、 [ログイン]をタ ップします。

5 写真を入れるアルバムを選択するか新しいアルバムを作成し、 [アップロード ]ボタンをタ ップします。写

真のアップロードが完了すると、 HP TouchSmartにメ ッセージが表示されます。

6 SnapfishのWebサイ トにアクセスして写真を確認します。

写真の印刷

1 プリンタを接続して、 必要なプリンタ  ソフ トウェアをインス トールします。

2 HP TouchSmartを起動し、 [ピクチャ ]タイルを選択します。

3 印刷する写真をタ ップして選択します。

4 [ピクチャ印刷]をタ ップします。 [ピクチャ印刷]が淡色表示になっている場合は、 プリンタを接続し、 お

使いのコンピュータで使用できるようにプリンタをセッ トアップする必要があります。

5 印刷オプシ ョ ンを選択し、 [印刷]をタ ップします。

6 画面の説明に沿って印刷を行います。

注 ： Snapfish Webサイ トは、 一部の国や地域では利用できません。

http://www.snapfish.com/
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写真の編集

HP TouchSmartピクチャで写真を修正できます。 編集機能には、 赤目の補正、 画像のト リ ミ ング、 自動調整、

回転などがあります。 写真の編集中は、 いつでも元の画像に戻すことができます。

写真を ト リ ミ ングするには、 以下の手順で操作します。

1 HP TouchSmartを起動し、 [ピクチャ ]タイルを選択します。

2 写真のどこかをタ ップして写真を開きます。 写真を開く と、 写真編集ウィンドウが表示されます。

3 [ト リ ミング]などの編集オプシ ョ ンを選択します。

4 ト リ ミ ングのオプシ ョ ンから [横]、 [縦]、または[ユーザ定義]を選択します。角の青い丸印を押してド ラッ

グし、 画像のト リ ミング範囲を指定します。

5 [ト リ ミング]ボタンをタ ップして変更を適用します。

6 [戻る]をタ ップして編集ウィンドウを終了します。

7 後で元の写真に戻した く なった場合は、 [元に戻す]ボタンを選択します。
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赤目の補正、 写真の回転、 または写真の自動調整を行うには、 以下の手順で操作します。

1 HP TouchSmartを起動し、 [ピクチャ ]タイルを選択します。

2 写真のどこかをタ ップして写真を選択します。 写真を選択すると、 写真編集ウィンドウが表示されます。

3 編集オプシ ョ ンを選択します。

[自動調整] ： コン ト ラス トおよび明るさを自動調整します。

[赤目補正] ： 赤目の修正が可能です。

[回転] ： 写真を右に90°回転します。 写真をも う一度タ ップすると、 さらに90°回転します。

4 [戻る]をタ ップして編集ウィンドウを終了します。

5 後で元の写真に戻した く なった場合は、 [元に戻す]ボタンを選択します。

写真のCDまたはDVDの作成

写真のCDまたはDVDの作成方法については、 Windows Vistaのスタート  ボタン →[すべてのプログラ

ム]→[CyberLink DVD Suite]の順にタ ップし、 CD/DVD作成ソフ トウェアを起動するアイコンを選択して、

一覧から作業を選択します。 プログラムが起動したら、 [ヘルプ]メニュー→[ヘルプ]の順にタ ップして、 写真

のCDまたはDVDの作成方法に関する詳しい情報を検索して ください。

HP TouchSmart音楽

HP TouchSmart音楽では、タイル ビューまたはファン ビューでタ ッチを使ってアルバム、アーテ ィス ト、ジャ

ンル、 曲、 またはプレイリストごとに音楽コレクシ ョ ンをすばやく参照できます。 CDを再生したり、 曲名や

アルバム ジャケッ ト を表示したり、 プレイリス ト を作成したりできます。 編集したプレイリス トは、 保存し

て後で再生できます。 タイル ビューまたはファン ビューで、 アルバムの画像を指で押さえて滑らせながらア

ルバムを検索し、 アルバムをタ ップして選択します。

HP TouchSmart音楽は、 音楽ファイルの形式として.mp3、 .wma、 .wav、 .aac、 .m4p、 および.m4aをサポート

します。

注：[自動調整]または[赤目補正]を選択した場合は、元の画像に戻さない限り同じ写真にこれらのオプシ ョ

ンを再度使用することはできません。

注 ： HP TouchSmartで.m4pおよび.m4aファイルを使用するには、 iTunesをインス トールする必要があります。
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音楽ライブラリの選択

Windows Media PlayerまたはiTunes （別途ダウンロード します） を使用して音楽ライブラリに曲を追加できま

す。 HP TouchSmartでは、 一度に複数の音楽ライブラ リの音楽を再生するこ とはできません。 初期設定のプ

レーヤはWindows Media Playerです。 iTunesのライブラリを使用する場合は、 HP TouchSmart音楽のウィンド

ウを開いて、 [設定]→[HP TouchSmartメディアライブラリを使用します。 ]または[iTunesライブラ リを使用

します。 ]→[保存]の順にタ ップします。

音楽ファイルをライブラリに追加する方法について詳し くは、 iTunesおよびWindows Media Playerのヘルプ

メニューを参照して ください。

CDの再生

HP TouchSmart音楽で音楽CDを聴くには、 以下の手順で操作します。

1 ラベル面を手前に向けて、 CDをオプテ ィ カル ド ライブのスロッ トに挿入します。

2 HP TouchSmartを起動し、 [音楽]タイルを選択します。 挿入したCDが[音楽]ウィンドウの一番上に [オー

ディオCD]と して表示されます。

3 ウィンドウの一番上にある[オーディオCD]を選択します。

4 再生したい曲をタ ップすると、 音楽の再生が始まります。 右上隅にあるメディア ボタン （[再生]、 [一時

停止]、 [次に進む]、 [前に戻る]、 [巻き戻し ]、 および[早送り ]） を使用して操作します。 メディア ボタン

のウィンドウに再生中の曲名が表示されます。
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メディア ボタン

メディア ボタンは、 HP TouchSmartソフ トウェアのウィンドウの右上にあります。 常にこの場所に表示され、

音楽の操作だけに使用します。 曲の再生中は、 メディア ボタンのウィンドウに曲名が表示されます。

メディア ボタンの使用方法は以下のとおりです。

HP TouchSmart音楽での音量を調整するには、 HP TouchSmart PCの右側面またはキーボードにある音量ボタン

を使用します。 または、 Windowsタスクバーのスピーカ アイコンを押したままにします （または、 マウスで

右クリ ッ ク します） 。 [音量ミキサを開く ]を選択して、 [HP TouchSmart音楽 ]の音量スライダを調節します。

（Windows タスクバーにスピーカ アイコンを表示するには、 HP TouchSmartを 小化してWindowsのデスク

ト ップに移動します。 Windowsのデスク ト ップに移動したい時は、 左上隅にあるHP TouchSmartの家のアイコ

ンをタ ップしてHP TouchSmartホーム ページに戻り、 左上隅のWindowsアイコンをタ ップします。）

ボタン 機能

[再生/一時停止]アイコンをタ ップすると、 現在の曲を再生/一時停止します

[次に進む]アイコンをタ ップすると、 次の曲に進みます

[前に戻る]アイコンをタ ップすると、 前の曲に戻ります

[次に進む]アイコンを数秒間押したままにすると、 早送り されます

[前に戻る]アイコンを数秒間押したままにすると、 巻き戻しされます
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お気に入りの曲のプレイ リストの作成

プレイリス ト  ウィンドウに曲をド ラッグするだけで、 プレイリス ト を作成できます。

1 HP TouchSmartを起動し、 [音楽]タイルを選択します。

2 [アルバム]を選択して、 プレイリス トに追加する曲が含まれるアルバムを選択します。

3 アルバム全体を右側のプレイリス トにド ラ ッグすることもできます。 または、 アルバムをタ ップして開
き、 個々の曲をプレイリス トにド ラ ッグします。

4 複数の曲を一度に追加するには、 個々の曲を選択して [ リストに追加]をタ ップします。 曲リスト  ビュー

の各曲の隣、 およびアルバム タイル ビューの各アルバムの隣に、 プラス記号 （+） が付いた緑色の丸印

が表示されます。

5 曲の横のプラス記号 （+） をタ ップして、 曲をプレイリストに追加します。 プレイリス トが完成するまで

繰り返します。

6 プレイリス トの曲順を変更するには、 曲をド ラ ッグしてリス トから外し、 プレイリス トの別の位置にド
ロップします。

7 プレイリストから曲を削除するには、 曲をタ ッチしてゴミ箱アイコンにド ラッグします。

8 プレイリストの名前を入力し、 [保存]をタ ップします。

9 プレイリスト を作成して保存した後は、 [すべてク リア ]をタ ップしてプレイリス ト  ウィンドウ

を消去できます。

プレイ リストの再生

プレイリス ト を再生するには、 以下の手順で操作します。

1 HP TouchSmartを起動し、 [音楽]タイルを選択します。

2 ウィンドウの一番上にある[プレイ リスト ]を選択します。

3 新しいプレイリスト を選択します。

4 ウィンドウの右上にある[再生]ボタンをタ ップします。

プレイ リストの削除

1 HP TouchSmartを起動し、 [音楽]タイルを選択します。

2 ウィンドウの一番上にある[プレイ リスト ]を選択します。

3 削除したいプレイリスト を選択します。

4 [削除]ボタン→[はい]の順にタ ップします。

注 ： 1つのプレイリス トに 大500曲まで追加できます。 500曲を超えて追加しよう とすると、 [プレイリス ト

の 大曲数に到達しました。 新し く曲を追加するには、 プレイリス トの曲をい くつか削除して ください。 ] と
いう メ ッセージが表示されます。 そのプレイリス ト を保存して、 別のプレイリス ト を作成することもできま
す。
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音楽ライブラリからの曲の削除

音楽ライブラリから曲を削除するには、音楽を追加する時に使用したしたプログラム（Windows Media Player
やiTunesなど） を起動し、 そのプログラムで曲を削除する必要があります。

音楽CDの作成

音楽CD を作成するためには*、 [すべてのプログラム ] メ ニューにあるCD作成ソ フ ト ウェ ア （CyberLink
Power2GoやWindows Media Playerなど） を使用する必要があります。

CyberLinkを使用して音楽のCDおよびDVDを作成する方法については、 Windows Vistaのスタート  ボタン

→[すべてのプログラム]→[CyberLink DVD Suite]の順にタ ップし、 音楽アイコンを選択してCD/DVD作
成ソフ トウェアを起動し、 [ヘルプ]メニュー→[ヘルプ]の順にタ ップして ください。

Windows Media Playerの使用方法を調べるには、 Windows Vistaのスタート  ボタン →[すべてのプログ

ラム]→[Windows Media Player]→[ヘルプ]アイコンの順にタ ップして く ださい。

* HPはテク ノロジの合法的な使用を推進しており、 HPの製品を著作権法で許可されていない目的で使用することを是認も推奨も

いたしません。
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HP TouchSmartビデオ

HP TouchSmartビデオでは、 内蔵Webカメ ラを使用した動画の取り込み、 動画の再生、 およびYouTubeへの動

画のアップロードがタ ッチひとつで行えます。

動画は日付ごとまたはフォルダごとに表示できます。 一度にすべての動画を表示することもできます。 上下
にスクロールするだけで必要な動画を探せます。 タイル ビューで参照することも可能ですし、 ウィ ンドウの

一番下にあるファン アイコンを選択すれば、 ファン ビューから検索することも可能です。

HP TouchSmartビデオは、 動画ファイルの形式として.mpg、 .mpeg、 dvr-ms、 .wmv、 .asf、 および.aviをサポー

ト します。

コンピュータへの動画の追加

1 USBコネクタまたはIEEE 1394コネクタでビデオ カ メ ラをコンピュータに接続し、画面の説明に沿って動

画を[ビデオ]フォルダに転送します。

または

インターネッ トから [ビデオ]フォルダに動画をダウンロード します。

2 コンピュータに追加した動画はHP TouchSmartで再生できます。

動画の再生

1 HP TouchSmartを起動し、 [ビデオ]タイルを選択します。

2 [日付]、 [フォルダ]、 [すべてのビデオ]、 または[リムーバブル ディスク ] （利用可能な場合） を選択して

動画を検索します。

3 動画をタ ップして、 HP TouchSmartで再生します。

4 全画面モードで再生するには、 [フルスク リーン再生]をタ ップします。画面をタ ップすると、動画の操作

ボタンが表示されます。 右上隅の[閉じる]ボタンをタ ップすると、 動画が閉じて[ビデオ]ウィンドウに戻

ります。

注 ： YouTube Webサイ トは、 一部の国や地域では利用できません。
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HP TouchSmartビデオでの動画の音量を調整するには、 [ビデオ]ウィンドウの音量ボタンを使用します。 また、

HP TouchSmart PCの右側面またはキーボードにある音量ボタンも調整して ください。両方の音量ボタンを1か
所に表示するには、 Windowsタスクバーのスピーカ アイコンを押したままにします （または、 マウスで右ク

リ ックします）。 [音量ミキサを開く ]を選択して、 [スピーカ]の音量スライダと [HP TouchSmartビデオ]の音量ス

ライダの両方を調整します （[HP TouchSmartビデオ ]を表示するには、 [アプリケーシ ョ ン ]領域で右側にスク

ロールします） 。 （Windows タスクバーにスピーカ  アイコンを表示するには、 HP TouchSmart を 小化して

Windowsのデスク ト ッ プに移動し ます。 Windowsのデスク ト ッ プに移動したい時は、 左上隅にあるHP
TouchSmartの家のアイコンをタ ップしてHP TouchSmartホーム ページに戻り、左上隅のWindowsアイコンを

タ ップします。）

Webカメラを使用した動画の作成

1 HP TouchSmartを起動し、 [ビデオ]タイルを選択します。

2 ウィンドウの一番下にある[ウェブカメラ]をタ ップします。

3 [録画]ボタンをタ ップしてWebカ メラの録画を始めます。

4 [停止]ボタンをタ ップして録画を終了します。

5 [再生]アイコンをタ ップして動画を確認します。

6 [保存]または[削除]を選択します。

7 動画を再生するには、 [再生]ボタンをタ ップします。

YouTubeへの動画のアップロード

YouTube に動画をア ッ プロー ド するには、 事前にYouTube でアカウン ト を作成する必要があり ます。 HP
TouchSmartビデオからYouTubeのアカウン ト をセッ トアップできます。

1 HP TouchSmartを起動し、 [ビデオ]タイルを選択します。

2 [日付]または[フォルダ]を選択します。

3 YouTubeにアップロードする動画をタ ップします。

4 [YouTubeにアップロード ]をタ ップします。

5 画面の説明に沿ってYouTubeアカウン ト を作成するか、 または既存のYouTubeアカウン トの名前およびパ

スワードを入力します。

注 ： 動画はWindows Explorerの[ビデオ]フォルダに保存され、 録画した日時に基づく名前が付けられます。
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6 画面の説明に沿って操作し、 YouTubeへの動画のアップロードを完了します。

動画の取り込み、 編集、 および書き込み

動画のDVDを作成するには、[すべてのプログラム]メニューにあるDVD作成ソフ トウェア（muvee autoProducer
やCyberLinkなど） を使用します。

動画の取り込み、 編集、 およびディスクへの書き込みについては、 Windows Vistaのスタート  ボタン →

[すべてのプログラム]→[muvee Home videoクイックツアー ]→[ヘルプ]メニュー→[muvee 
autoProducerを使用]の順にタ ップして ください。

CyberLink DVDを使用して動画をDVDに書き込む方法については、 Windows Vistaのスタート  ボタン →

[すべてのプログラム]→[CyberLink DVD Suite]の順にタ ップし、 ビデオ アイコンを選択してDVD作成ソフ

トウェアを起動し、 [ヘルプ]メニュー→[ヘルプ]の順にタ ップして ください。
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DVDの再生

1 ラベル面を手前に向けて、 DVDをオプテ ィ カル ド ライブのスロッ トに挿入します。

2 [自動再生]ウィンドウで、 DVDを再生するプログラム （[DVD Play]や[Windows Media Player]など）

を選択します。

3 DVD再生プログラムのメディア ボタンを使用してDVDを再生します。

Webカメラおよびマイク

HP TouchSmart PCの上部には、 Webカメ ラ （A） およびマイク （B） が組み込まれています。 これらを使って、

動画の取り込みや、 インスタン ト  メ ッセージ プログラムを使用したビデオ チャ ッ トや電話会議を行う こと

ができます。 インスタン ト  メ ッセージ プログラムはHP TouchSmartに付属していないため、 別途インス トー

ルが必要となります。

マイクで音声を録音するときの 適な距離は、 HP TouchSmart PCから約0.5 mです。
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Webカメラの動画およびスナップショ ッ トの取り込み

HP TouchSmartを使用してスナップシ ョ ッ トの撮影および動画の録画を行えます。41ページの 「Webカメ ラを

使用した動画の作成」 および42ページの 「動画の取り込み、 編集、 および書き込み」 を参照して ください。

CyberLink YouCamを使用して、Webカ メ ラの動画やスナップシ ョ ッ トの取り込み、エフェク トの追加やフレー

ム デコレーシ ョ ン、 電子メールでの動画の送信、 およびYouTubeへの動画のアップロード も行えます。

CyberLink YouCamを使用するには、 以下の操作を行います。

Windows Vistaのスター ト  ボタン →[すべてのプログラム ]→[CyberLink YouCam]→[CyberLink
YouCam]の順にタ ップします。次に、目的のチュート リアルをタ ップするか、 [ヘルプ]アイコン （?） をタ ッ

プして[ヘルプ]メニューにアクセスします。

ビデオ チャッ トまたは電話会議の実施

ビデオ チャッ ト をセッ トアップするには、 インターネッ トに接続されていること、 インターネッ ト  サービス

プロバイダ （ISP） との契約、およびインターネッ ト経由のビデオ通話を可能にするソフ トウェアが必要です。

チャ ッ ト  ソフ トウェアやインスタン ト  メ ッセンジャー ソフ トウェアと同様、 複数の相手と同時にチャッ ト

できます。 このソフ トウェアはHP TouchSmartに付属していないため、 別途インス トールが必要となります。

ビデオ チャッ ト をセッ トアップするには、 事前に以下のことを行います。

1 インターネッ ト  メ ッセンジャーまたはビデオ通話プログラムをダウンロード します。 通話相手が、 対応

しているビデオ通話ソフ トウェアを使用していることが必要です。

2 Webカ メ ラを初期設定のビデオ入力として有効にします。 通常、 この操作はソフ トウェア プログラムの

[ツール]メニューにあるビデオ設定を使用して行います。

3 ビデオ通話ソフ トウェア プログラムの説明に沿って操作し、 ビデオ通話を行います。

CyberLink YouCamでビデオ チャッ ト を開始するには、 以下の手順で操作します。

1 Windows Vistaのスタート  ボタン をタ ップします。

2 [すべてのプログラム]をタ ップします。

3 [CyberLink YouCam]→[CyberLink YouCam]→[ビデオ通話の開始]の順にタ ップします。
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HP TouchSmartカレンダー

HP TouchSmart カレンダーは、 家族のスケジュールを管理できる共有のカレンダーです。 当日と翌日のスケ

ジュールを表示することもできます。

カレンダー イベン トのスケジュール設定およびアラームの設定

HP TouchSmartホーム ページの上段にカレンダー アイコンがある場合は、 ホーム ページにイベン トが表示さ

れます。 HP TouchSmartホーム ページには 大4つの予定が表示されます。 過去のイベン ト を削除し、 当日の

次の予定を表示することによって、 表示内容は定期的に更新されます。 ホーム ページにイベン トが表示され

ると、 HP TouchSmartカレンダーによってその予定の開始時刻が表示されます。

1 HP TouchSmartを起動し、 [カレンダー ]タイルを選択します。

2 [イベン トの追加]をタ ップします。

3 [イベン ト ]をタ ップして、 一覧からイベン トの種類を選択します。 [誕生日]などのイベン トの種類を選択

してから、 [完了]をタ ップします。

または

[新規イベン トの追加]をタ ップして新しいイベン ト を追加します。

4 [イベン トのタイ トル]をタ ップして、 イベン トのタイ トルを入力します。

5 [説明]をタ ップして、 イベン トの説明を入力します。

6 イベン トが一日中行われる場合は、 [終日イベン ト ]チェ ック  ボックスにチェ ックを入れます。

7 開始日時および終了日時の隣にあるドロップダウン矢印をタ ップして、 イベン トの開始日時および終了
日時を指定します。

8 定期的なイベン トの場合は、 [定期的な予定の設定]領域のドロップダウン矢印をタ ップして、 [毎日]、 [毎
週]、 [毎月]、 または[毎年]を選択します。

9 イベン トの前にアラート を通知する場合は、 [確認メ ッセージ]の隣にあるドロップダウン矢印をタ ップし

て、 通知の時刻を選択します。

10 イベン トの情報をすべて入力したら、 [保存]をタ ップします。

11 入力した詳細を表示するには、 カレンダーを開いて日付をタ ップし、 イベン ト をタ ップします。
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カレンダー イベン トの表示

当日と翌日のイベン ト （各日の 初の2イベン ト） をプレビュー表示できます。 スケジュールは日、 週、 また

は月ごとに表示できます。

1 HP TouchSmartを起動し、 [カレンダー ]タイルをタ ップします。

2 [年]、 [月]、 [週]、 または[日]を選択します。

3 画面を指で軽く押して横にドラ ッグし、 表示する日付までスクロールします。

4 家のアイコンをタ ップしてHP TouchSmartホーム ページに戻ります。

カレンダー イベン トの削除

HP TouchSmartカレンダーからイベン ト を削除するには、日付→イベン ト→[削除]ボタン→[はい]の順にタ ップ

します。

HP TouchSmartカレンダーとMicrosoft Windows Vistaカレンダー

との同期

HP TouchSmartを起動し、[カレンダー ]タイルをタ ップします。HP TouchSmartカレンダーがMicrosoft Windows
Vistaカレンダーと自動的に同期します。

HP TouchSmartメモ

HP TouchSmartメモでは、 タ ッチ、 スタイラス、 またはキーボードを使用してテキスト  メモを作成したり、声

を録音することによって音声メモを作成したりできます。
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手書きメモまたはキーボード入力メモの作成

手書きメモは、 キーボード、 タ ッチ、 またはスタイラス （別売） で入力できます。

1 HP TouchSmartを起動し、 [メモ]タイルを選択します。

2 ウィンドウの一番下にあるメモ帳アイコンを選択します。

3 用紙の色を選択するには、 左側の用紙アイコンを選択します。 フォン トの色を選択するには、
右側のペン色のどれかを選択します。

4 テキストや図を入力するツールを選択します。

指またはスタイラスを使用するには、 ペン アイコンを選択します。

キーボードを使用するには、ABCアイコンを選択し、ドロップダウン矢印を押してフォ

ン ト を選択します。

手書きのメ ッセージを消して 初からやり直すには、 消しゴムツールを選択します。

5 選択したツールを使用してテキスト を入力します。 1つのメモの作成に、 複数のツールを

使用できます。 たとえば、 キーボードでメ ッセージを入力してから、 同じ メモに絵を描く
こともできます。

6 完了したら、 [完了]をタ ップします。 作成したメモが掲示板に表示されます。
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音声メモの作成

1 HP TouchSmartを起動し、 [メモ]タイルを選択します。

2 画面の一番下にあるマイク  アイコンを選択します。

3 [録音]ボタンをタ ップしてメ ッセージを録音します。

4 [停止]ボタンをタ ップしてメ ッセージの録音を終了します。

5 [再生]ボタンをタ ップしてメ ッセージを確認します。

6 [保存]または[キャンセル]をタ ップします。 [完了]をタ ップして音声メモを保存します。

7 メモ ツールを使用して音声メモの下にメ ッセージを追加し、 [完了]をクリ ックしてメモを掲示

板に保存します。スピーカ  アイコンは、 メモに音声メ ッセージが添付されていることを表しま

す。

8 音声メモを再生するには、 そのメモをタ ップしてから [再生]ボタンをタ ップします。

9 [完了]を選択して掲示板に戻るか、 [編集]を選択してメモのテキスト を編集します。

HP TouchSmartメモでの音声メモの音量を調整するには、 HP TouchSmart PCの右側面またはキーボードにある

音量ボタンを使用します。または、Windowsタスクバーのスピーカ アイコンを押したままにします （または、

マウスで右クリ ックします）。 [音量ミキサを開く ]を選択して、 [HP TouchSmartメモ]の音量スライダを調節し

ます。 （Windowsタスクバーにスピーカ アイコンを表示するには、 HP TouchSmartを 小化してWindowsのデ

スク ト ップに移動します。 Windowsのデスク ト ップに移動したい時は、 左上隅にあるHP TouchSmartの家のア

イコンをタ ップしてHP TouchSmartホーム ページに戻り、 左上隅のWindowsアイコンをタ ップします。）

テキスト  メモおよび音声メモの削除

1 HP TouchSmartを起動し、 [メモ]タイルを選択します。

2 削除するメモを押さえて、 ウィンドウの右下隅にあるゴミ箱にドラッグします。

3 ゴミ箱アイコンをタ ップしてゴミ箱を開き、削除する項目をタ ップして選択し、 [選択項目の削除]ボタン

をタ ップします。

4 [完了]をタ ップします。
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HP TouchSmart時計

HP TouchSmartホーム ページでは、 大きい[時計]タイルに登録したすべての時計 （ 大3か所まで） を表示す

るか、 小さい[時計]タイルにメインの時計を表示できます。

時計の表示 （最大3か所まで）

1 HP TouchSmartを起動し、 [時計]タイルを選択します。

2 ウィンドウ中央の[時計]領域をタ ップして時刻を編集します。

3 [名前]ボックスをタ ップして、 都市名を入力します。

4 ドロップダウン矢印を押して、 一覧からタイム ゾーンを選択します。 [12時間]または[24時間]を選択し

ます。 完了したら、 [保存]をタ ップします。

5 追加する時計の[ここをク リ ックして新しい時計を追加]を選択します。

6 [左側の時計を表示]チェ ック  ボックスまたは[右側の時計を表示]チェ ック  ボックスにチェ ックを入れま

す。

7 時計の名前を入力し、 ドロップダウン矢印を押して一覧からタイム ゾーンを選択します。 完了したら、

[保存]をタ ップします。

8 家のアイコンをタ ップしてHP TouchSmartホーム ページに戻ります。
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HP TouchSmart RSSリーダー

HP TouchSmartには、選択したWebサイ トからRSS（Really Simple Syndication）フ ィードを購読できるRSSフ ィー

ド  リーダーがあります。

RSSフ ィードには、ニュースやブログのWebサイ トで公開され、頻繁に更新されるコンテンツが含まれていま

す。 RSSフ ィードには、 画像、 オーディオ ファイル、 動画、 更新プログラムなど、 後から閲覧できるデジタル

コンテンツもあります。

RSSフ ィードのセッ トアップ

Internet ExplorerでRSSフ ィードを購読するには、 以下の手順で操作します。

1 Windows Vistaのスタート  ボタン →[Internet Explorer]の順にタ ップします。

2 [フ ィード ]ボタンをタ ップしてWebページ上のフ ィードを見つけます。

3 フ ィードをタ ップします。

4 [このフ ィードの購読]ボタン→[このフ ィードの購読]の順にタ ップします。

5 フ ィードの名前を入力し、 フ ィードを作成するフォルダを選択します。

6 [購読]をタ ップします。

7 HP TouchSmartを起動し、 [RSSフ ィード ]タイルをタ ップしてRSSフ ィードを確認します。

8 フ ィードのタイ トルをタ ップして、 RRS リーダー ウィンドウにフ ィードを表示させます。 フ ィード  ウィ

ン ドウの矢印ボタンをタ ップすると、 HP TouchSmartの外部 （Internet Explorer） でフ ィードが開きます。

フ ィードを閉じると、 HP TouchSmartのRSSフ ィード  ウィンドウが開きます。

RSSフ ィードのリストのインポート

他のプログラムから Internet ExplorerにRSS フ ィードのリス ト をインポートするには、 以下の手順で操作しま

す。

1 Windows Vistaのスタート  ボタン →[Internet Explorer]の順にタ ップします。

2 [お気に入りに追加]ボタン→[インポートおよびエクスポート ]の順にタ ップします。

3 [インポート /エクスポート  ウィザード ]で、 [次へ]をタ ップします。

4 [フ ィードのインポート ]→[次へ]の順にタ ップします。

5 Internet Explorerの初期設定では、 [ ドキュ メン ト ]フォルダのFeeds.opml という名前のファイルからイン

ポート しますが、 別の名前で保存されたフ ィードをインポートするように指定することもできます。 [参
照]をタ ップしてファイルを選択するか、 インポートするファイルの場所および名前を入力するか、 また

は[次へ]をタ ップして初期設定をそのまま使用します。

6 インポート したフ ィードを置く フォルダを選択し、 [次へ]をタ ップします。

7 [完了]をタ ップします。
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HP TouchSmartブラウザ

現在のバージ ョ ンのHP TouchSmartブラウザは、 HP TouchSmartホーム ページにライブ コンテンツを表示させ

るための簡単なビューアです。1日を通してコンテンツが更新され続けるWebサイ ト を見るには、大きなタイ

ルでブラウザを使用します。 タイルを追加する方法については、 30ページの 「HP TouchSmartへのWebサイ ト

リンクの追加」 を参照して ください。

HP TouchSmartブラウザには、 以下の操作ボタンがあります。

ボタン 機能

[戻る]矢印ボタンを押すと、 直前のページまたはウィンドウが表示されます

[進む]矢印ボタンを押すと、 以前に開いたページまたはウィンドウに進みます

家のアイコンを押すと、 HP TouchSmart PCのWebページに移動します。新しいWebサイ ト

のタイルを作成した場合は、 新規作成元のWebアドレスに移動します

[お気に入り ]アイコンを押すと、 Internet ExplorerおよびHP TouchSmartブラウザで追加した

お気に入りのWebサイ トの一覧が表示されます

[お気に入りに追加]ボタンを押すと、 お気に入りの一覧にWebサイ ト を追加できます

[ポップアップ]ボタンを押すと、 ポップアップ ウィンドウを表示できます

[ 新の情報に更新]ボタンを押すと、 選択したWebページが再度読み込まれます

[読み込みを中止]ボタンを押すと、 選択したWebページの読み込みが中止されます

HP TouchSmartブラウザ ウィンドウの下および横にあるスクロール バーを使用して、Web
ページ全体を表示できます。 正し く スクロールするには、 このバーを指で押さえ、 ページ
に向かってド ラッグする必要があります。どちらかのスクロール バーを使ってこのウィン

ドウをスクロールできます
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HP TouchSmartブラウザの使用に関するヒン ト を以下に示します。

選択 ： 領域を選択するには、 その領域で指でドラッグします。

スクロール ： 2本の指を画面に同時に置く と、 ページを上下にスクロールできます。 上方向にスクロール

するには、Webサイ トのウィンドウの一番下を2本の指で押さえて、指を上にドラッグします （Windows
のスクロール バーとは逆の動きです）。

リンクまたは項目を開く ： 開く リンクや項目、 またはダウンロードする項目をタ ップするだけです。 た

だし、 ポップアップ アイコンが出ていないか注意して ください （以下の 「ポップアップ」 を参照）。

新しいサイ トへの移動 ： アドレス バーにURLを入力するには、 現在のURLを指でハイライ ト しま

す。 [TIPS]パネル アイコンをタ ップして、オンスクリーン キーボードで正確なURL （「http://」 ま

たはそれに相当する部分で始まるURL） を入力します。 実際のキーボードも使用できます。

お気に入り ：Webサイ トのリンクのお気に入りを表示するには、 [お気に入り ]アイコンをタ ップ

します。新しいWebサイ トのリンクを追加するには、ウィンドウの一番上に新しいインターネッ

ト  アドレスを入力し、 そのWebサイ ト を表示して、 [お気に入りに追加]アイコンをタ ップしま

す。 このWebサイ トのアドレスがお気に入りの一覧に自動的に追加されます。 Webサイ トのリ

ンクが追加されたかどうかを確認するには、 [お気に入り ]アイコンをタ ップします。

これがHP TouchSmartの[Internet Explorer]タイルです。

HP TouchSmartブラウザには履歴のドロップダウン メニューはありません。

検索 ： HP TouchSmart ブラウザには検索機能が組み込まれていません。 検索を行うために、 お

気に入りの検索サイ トのリンクをタイルとして保存してお く ことをおすすめします。手順については、30
ページの 「HP TouchSmartへのWebサイ ト  リンクの追加」 を参照して ください。

ポップアップ ：HP TouchSmartブラウザでは、サブ ウィンドウやポップアップがメイン ページ

の手前に表示されません。 Webページからのリンクがサブ ウィ ンドウと して開いた場合、 そ

のウィ ン ドウは手前に表示されません。 ポップアップ アイコンがハイライ ト されている場合

は、 表示されてないサブ ページがあることを示します。 このようなページは、 ポップアップ

アイコンをクリ ックすると表示されます。 HP TouchSmartで複数のページを表示するには、 そ

れぞれのページを新しいタイルと して追加します。

ダウンロード用のダイアログ ボックスなど、一部のコンテンツではポップアップ アイコンがハイライ ト

されません。このようなポップアップのコンテンツを表示するには、HP TouchSmartを 小化します。ポッ

プアップがWindowsのデスク ト ップに表示されます。 HP TouchSmartを 小化するには、 HP TouchSmart
ホーム ページに移動して （左上の家のアイコンをタ ップして） 、 ホーム ページの左上にあるWindows
アイコンをタ ップします。

HP TouchSmartブラウザは標準のHTMLページのみをサポート します。 他の表示形式 （RSSフ ィードなど） はサ

ポート しません。 RSSフ ィードを表示するには、 HP TouchSmart RSSリーダーを使用します。

重いコンテンツを含むWebサイ ト を閲覧したり、ポップアップを数多く表示するサイ ト を使用した

り、ダイアログ ボックスを使ってファイルをダウンロード したりする場合は、 Internet Explorerやそ

の他の標準的なブラウザを使用して く ださい。 HP TouchSmartには、 初期設定で Internet Explorerの
タイルがあります。

注 ： お気に入りをフォルダに分けて整理したり、 削除したりするには、 Internet Explorerの[お気

に入り ]ウィンドウを使用する必要があります。 Internet Explorerを起動し、 [Windowsお気に入

り ]アイコンをタ ップしてお気に入りを表示します。 新しいフォルダを追加するには、 このウィ

ンドウでフォルダを右クリ ックして[新しいフォルダの作成]を選択します。お気に入りを削除す

るには、 お気に入りを右クリ ックして[削除]を選択します。



HP TouchSmartソフ トウェアの使用 53

Windowsのデスク ト ップおよびその他のソフ トウェアでの項目

選択
HP TouchSmart PCには、 さまざまな方法でデスク ト ップを操作したり、 インターネッ トで検索したり、 コン

ピュータ上の各種プログラムを使用したりできる柔軟性があります。 タ ッチ スクリーン、 キーボード、 マウ

ス、 スタイラス （別売）、 リモコンを使用できます。

HP TouchSmartのプログラムの使用、インターネッ トの閲覧、お気に入りのプログラムへのアクセスなどには、

タ ッチ スクリーンが適しています。 検索文字列の入力などには、 キーボードが適しています。

HP TouchSmart PCには、 さまざまなタ ッチ スクリーンの使用方法があります。HP TouchSmartプログラムの中

では、1回のタ ップで項目を選択して開く ことができます。Windowsのデスク ト ップや一部のソフ トウェア プ
ログラムでは、 シ ョート カ ッ ト、 プログラム、 およびその他の選択可能な項目を開く ために、 ダブルタ ップ
する必要があります。

以下の表に、 デスク ト ップやソフ トウェアの操作に関するヒン ト を示します。

注 ： 個別に購入してインス トールしたソフ トウェアにもタ ッチ スクリーンを使ってアクセスできますが、 プ

ログラムによってはキーボードやマウスを使用したほうが簡単な場合があります。

操作 説明

項目を選択する 項目を選択するには、 1回タ ップします。 マウスのシングルクリ ッ クと同じ効

果があります

項目を開く 項目を開くには、 すばやく 2回タ ップします。 マウスのダブルクリ ッ クと同じ

効果があります

タスクバー アイコンは1回のタ ップで開きます

サブメニューを開く サブメニューが表示されるまでメニューを押さえたままにします。 マウスの右
クリ ックと同じ効果があります。 サブメニューが表示されたら、 指を移動して
メニュー項目を選択します。 指を離すと、 項目が選択されます

項目を移動する 項目を移動するには、 項目を押さえてド ラッグします

メニューをスクロールす
る

スクロール バーを押さえて、 目的の項目または設定まで左右または上下にド

ラッグします
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ソフ トウェアのクイック リファレンス表

以下の表に示すソフ トウェアの一部は、 モデルよっては付属していない場合があります。 以下の表は、 コンピュータ
に入っているすべてのソフ トウェアの一覧ではありません。

これらのプログラムを開くには、Windows Vistaのスタート  ボタン →[すべてのプログラム]の順にタ ップし、プ

ログラム フォルダ （[DVD Play]など） を選択して、 プログラム名をタ ップします。

プログラム 機能

HP TouchSmart 写真の表示、整理、編集、および印刷を行う、友人や家族と写真を共有する、Snapfish
に写真をアップロードする

音楽プレイリス ト を作成する、 CDを再生する

動画を再生する、 YouTubeに動画をアップロードする

お気に入りのWebサイ ト （ニュース、 エンターテイメン ト、 スポーツなど） からの

RSSフ ィードを表示する

HP TouchSmartカレンダーでイベン ト通知を設定する

HP TouchSmart メモでチェ ックリス ト、 音声メモ、 手書きメモ、 キーボード入力メ

モを作成する

DVD Play DVD動画およびビデオCD （VCD） を再生する

ズームおよびパン機能を使用する

表示ブックマークを作成する

muvee autoProducer 作成した動画に音楽、 画像、 タイ トル、 キャプシ ョ ンなどを独自に追加する

ホーム ムービーを編集する

複数の動画ファイルを保存してDVDに記録する

magicSpot機能を使用して、 画像に適用したモーシ ョ ン効果を制御する

CyberLink DVD Suite Power2Go、 YouCam、 LabelPrint、 PowerDirectorなど、 さまざまなプログラムがあり

ます。 プログラムの詳細機能については、 この表のそれぞれの項目でご確認くださ
い

CyberLink Power2Go データおよび音楽ファイルを記録する

既存の音楽CDまたはデータCDのコピーを作成して、 コンピュータで使用する

お手持ちのCDや.wav、 .mp3、 または.wmaファイルから、 オリジナルの音楽CDを

作成する。作成したCDはお手持ちのホーム ステレオやカー ステレオで再生できま

す

データ  ファイルをコピーおよび共有する

コンピュータ上のファイルからバックアップ用のCDやDVDを作成する

ビデオ ファイルをコピーする

メディア作成の際のエラー チェ ックを行う

CyberLink YouCam Webカメ ラの動画およびスナップシ ョ ッ ト を取り込み、 編集する

YouTubeに動画をアップロードする

ビデオ チャッ ト を行う

動画を友達や家族に送信する



HP TouchSmartソフ トウェアの使用 55

CyberLink LabelPrint メディアに直接貼り付けるラベルを印刷する

CDケース用の曲名入りジャケッ ト を作成する

CyberLink PowerDirector 動画ファイルをVCDやDVDに記録する （一部のDVDプレーヤで再生可能）

動画ファイルをコピーおよび共有する

動画ファイルを取り込む

動画ファイルを編集する

Microsoft Windows
ムービー メーカー

オーディオ、ビデオ、およびその他のメディア ファイルをビデオ テープ、オーディ

オ テープ、 Webカ メラからインポートする

オーディオおよびビデオ ファイルを記録し、 ビデオ プロジェク ト （Microsoft 
Windows Mediaソース ファイル、 拡張子.wmv） を作成する

ファイルを編集およびプレビュー表示する

動画を電子メールで送信するか、 Webサーバにアップロードする

音楽ファイル （.mp3形式） を追加する

オーディオ ファイル （.mp3、 .asf、 .wmaなど） 、 ビデオ ファイル （.wmv、 .asf、
.avi、 .mpgなど）、 または画像ファイル （.jpg、 .gifなど） をインポートする

.aviおよび.wmv （Windows Media Video） フ ァイルを作成する

プログラム 機能 （続き）
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