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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
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稼働
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稼働
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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
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OK
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NG
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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。



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が演じるマジックは以下の３つです

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。

ATOMが現在できる手品は３つ。そのうち２つ
は、筆記用具を必要とします。事前に用意して
おいてください。

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

事前に筆記用具をご用意ください

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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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

２０１８年10月１日から加わる機能です

!

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！

46 47ATOMと暮らす本 ATOMと暮らす本
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