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●ご注意 

・ 本書の内容の一部または全部を、弊社の書面による許可なく、複製・転載することは固くお断りいたします。 

 

●免責事項 

・ 本システムの運用の際には、本書に記載された仕様や制限を十分にご理解いただいた上でご使用ください。

誤って運用した場合の結果については、責任を負いかねますのでご了承ください。 

・ 弊社は本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアを使用して開発されたアプリケーションプログラムの 

使用から生じるいかなる結果に関しても、保証・責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

 

●登録商標 

・ AmiVoiceは、株式会社アドバンスト・メディアの登録商標。 

・ Apple、Apple のロゴ、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標。 

・ iPhone、iPad、Multi-Touch は Apple Inc.の商標。 

・ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

・ iPhone、iPad は単独の通信業者のサービスでのみお使いいただけるよう設定されている場合があります。 

・ IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用され

ています。 

・ Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標。 

・ 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。 
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 1 はじめに 

1.1 本書について 

本書は、AmiVoice iNote Lite「以降 iNote Lite」の操作方法が記載されているマニュアルです。 

使用される方に関わる iNote Lite の概要とその操作全般について記載されています。 

1.2 概要 

iNote Lite は、記憶に残す情報を音声、文字、写真で入力することができます。ユーザー情報は AmiVoice 

Medical Server（以降 当社データセンター）に保存されています。 

AmiVoice BLEReceiver「以降 BLEReceiver」 と連携することで、PC に直接転送することができま
す。 

1.3 機能 

iNote Lite は、以下の機能を持ちます。 

・ ログイン機能 

ユーザーID/パスワードを入力してログインすることができます。 

・ メモ機能 

音声メモ機能、音声再生機能 

テンプレート機能 

写真撮影機能 

転送機能（専用 USB ドングル並びに BLEReceiver と連携が必要です。） 

1.4 動作環境 

iNote Lite の動作には以下の環境が必要です。 

スマートフォン側 AmiVoice iNote Lite アプリ： 

 

※弊社環境での確認結果であり､全ての機種の動作を保証するものではありません。 

※動作確認済みの端末であっても、OS のアップデートや端末の設定・状態により、一部又は全ての機能が

動作しない場合がございます。 

※ご利用予定の端末が動作確認済みかについては、弊社までお問い合わせください。 

 

PC 側 AmiVoice BLEReceiver（受信アプリ）： 

 
 

互換性  ：iOS13 / iOS14 
ハードウェア ：iPhone 8 以降、iPod touch 第 7 世代以降 
ネットワーク ：インターネット接続環境（https プロトコル） 

互換性  ：Windows 10 / Windows 7 各日本語版 
ミドルウェア ：Microsoft.NET Framework 4.5.2 以上 
※専用 USB ドングルを使用するための USB ポートが１つ必要です。 
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 2 基本的な使い方 

2.1 設定方法 

はじめに、AppStore より iNote Lite をインストールし、以下の設定を行います。 

※設定をする際はインターネットへの接続が必要です。 

※本手順には AppStore よりアプリケーションをインストールする手順は含まれていません。事前にご準備の上、

設定に進んでください。 

手順） 
1. ホーム画面にある「iNoteLite」のアイコンをタップします。 

  

2. 設定画面の表示後、【施設 ID】、【接続先 URL】を入力し、「設定」をタップします。 

■施設 ID：****** 
■接続先 URL：https://***.***.**.*** 
※施設 ID と接続先 URL の情報は、契約時に弊社よりお渡しいたします。 

   

  

タップ 

https://***.***.**.***/
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 2.2 ログイン 

ログインをする際はインターネットへの接続が必要です。インターネットへ接続することにより、ログインユー

ザーの辞書・単語・テンプレート・利用期限などの情報を当社データセンターから取得します。 
ログイン後はインターネットへ接続せずに iNote Lite を使用できます。 

手順） 
1. ホーム画面にある「iNoteLite」のアイコンをタップします。 

 
2. 【ユーザーID】と【パスワード】を入力し、「ログイン」をタップしてください。個人ノート画面が表示

されます。 
※ユーザーID とパスワードの情報は、契約時に弊社よりお渡しいたします。 

    

 

  

ログイン 

ログイン画面 個人ノート画面 
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 2.3 個人ノートの記録と転送 

個人ノートは診療行為における記録を音声メモ、テンプレート、写真撮影の方法で登録し、保存することができま

す。 

※登録情報は最大 20 件保存することができます。21 件目の情報が登録された際、一番古い登録情報が自動的に

削除されます。 

 

専用 USB ドングルと BLEReceiver を使用することにより、iNote Lite から登録内容を PC に直接転送する

ことができます。 

 

  

入力 

音声メモ 

テンプレート 

カメラ 

転送 

Bluetooth BLEReceiver 
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 2.3.1 音声メモ 

音声メモは登録する内容を録音し、音声認識された結果が画面に表示されます。文字化された音声については  

再生することができます。 

手順） 

1. 「音声認識」ボタン   をタップすると、音量の波形が画面に表示されます。 

    

2. 録音が開始されているので、記録する内容を発話し「完了」ボタンをタップします。 

※発話を中止したい場合は、キャンセルボタンをタップします。 

 

3. 音声認識された結果が画面に表示されます。 

※音声再生を行う場合は「再生」ボタン  をタップしてください。 

 

録音開始 

音声認識ボタン 

完了ボタン 

再生ボタン 

発話 

キャンセルボタン 

ボタン 
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 2.3.2 テンプレート 

登録されている文章テンプレートに文字を入力することができます。文章テンプレートは事前にパソコンのブラ

ウザにて登録を行う必要があります。 
「穴あきテンプレート（###）」を使用することで、入力が必要な部分（編集部分）のみにフォーカスを移動する

ことができます。また、編集した内容を「全文コピー」ボタンでコピーし、他のアプリに張り付けることもできま

す。 

手順） 

1. 「テンプレート」ボタン   をタップすると、テンプレートの入力画面が表示されます。 

    

2. 入力するテンプレートを選択し、「音声認識」ボタンを押しながら発話してください。 

※穴あきテンプレート（###）を選択した場合は自動で、「###」にカーソルが移動されます。 

 

3. 文字入力完了後、内容に問題がなければ「送信」ボタンをタップしてください。 

    

発話 

 

入力画面表示 

テンプレートボタン 

音声認識ボタン 

穴あき(###)テンプレート 

送信ボタン 

送信 

 

全文コピーボタン 
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 2.3.3 写真撮影 

写真を撮影し、撮影された画像を保存することができます。登録された画像は、iNote Lite 上で確認することが

できます。 

手順） 

1. 「カメラ」ボタン   をタップすると、カメラ画面が表示されます。 

    

2. 写真を撮影し、「送信」ボタンをタップしてください。 

    

3. 個人ノート画面に     が表示されるので、タップをすると画像が表示されます。 

（表示された画像はピンチアウトで拡大できます。） 

    

 

カメラ画面 

送信ボタン 

カメラボタン 

画像表示 

送信 
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 2.3.4 転送 

専用 USB ドングルと BLEReceiver を使用することで、iNote Lite の登録情報を直接 PC に転送することがで

きます。転送された画像は、BLEReceiver Image Viewer に表示されます。 
※専用 USB ドングルと BLEReceiver については、「AmiVoice BLEReceiver 操作マニュアル」を参照ください。 

手順） 

1. BLEReceiver を起動します。 

※デスクトップにある AmiVoice BLEReceiver ショートカット、または【スタート】-【すべてのプログ

ラム】-【AmiVoice BLEReceiver】-【AmiVoice BLEReceiver】を起動してください。 

 

2. 個人ノート画面の右上の「Bluetooth」ボタン   をタップし、転送先の PC を選択し BLEReceiver と

iNote Lite を接続してください。 

※iPhone / iPod touch 側の Bluetooth が ON の状態で操作してください。 

                 

3. 情報を転送するアプリケーションにカーソルを移動します。※下記画面はメモ帳です。 

 

4. 個人ノート画面に表示されている登録情報をタップします。 
 
  

Bluetooth ボタンを 

タップ 

Bluetooth ボタン 

転送先 PC を 
選択する 
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5. 吹き出しを左にスワイプします。または、スワイプ後に表示される「転送」文字をタップします。 

              

6. アプリケーションのカーソル位置に文字が転送されます。 

 

7. 画像を転送した場合は、BLEReceiver Image Viewer に表示されます。 

（画像はクリップボードへコピー、または指定のファイルに保存できます。） 

                   

8. 水色の吹き出しの登録情報を転送した場合、吹き出しの色が灰色へと変わります。 

 

  

転送する情報を 

左にスワイプ 

または、 

スワイプ後の「転送」 

文字をタップ 

 

転送する情報を 

左にスワイプ 

または、 

スワイプ後の「転送」 

文字をタップ 
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3 機能詳細 

3.1 ログイン画面 

ログイン画面は、iNote Lite を起動したときに表示される画面です。ID とパスワードを入力することで、ログ

インすることができます。 

※初回起動時のみ、設定画面が表示されます。 

 

項目 説明 

ユーザーID ログイン認証に必要なユーザーID を入力できます。（半角最大 14 文字） 

パスワード ログイン認証に必要なパスワードを入力できます。（半角最大 20 文字） 

ログイン ユーザーID、パスワード入力後、タップし認証に成功するとメニュー画面が

表示されます。 

設定 接続先や施設 ID を設定する画面が表示されます。 

 

  

設定 

ユーザーID 

パスワード 

ログイン 
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 3.2 設定画面 

iNote Lite でログインするのに必要となる施設 ID、接続先 URL を設定することができます。 

 

項目 説明 

バージョン iNote Lite のバージョンが表示されています。 

施設 ID 当社より通知された施設 ID を設定します。 

接続先 URL 当社より通知された URL を設定します。 

設定ボタン 施設 ID と接続先 URL が設定されます。 

設定後ログイン画面に移動します。 

※初回設定後は変更することはありません。 

  

バージョン 

施設 ID 

接続先 URL 

設定ボタン 



AmiVoice iNote Lite 操作マニュアル 

- 13 - © 2021 Advanced Media, Inc. 

 3.3 個人ノート画面 

個人ノート画面は音声メモ、テンプレート、撮影の方法で登録を行う画面です。登録した情報は時系列に表示され

ます。 

 

項目 説明 

ログアウト ログイン画面に移動します。 

Bluetooth ボタン 転送先として指定された PC を選択し、Bluetooth 接続することができます。 

登録内容一覧 登録した音声メモ、写真、文字が時系列に表示されます。 

「未:*、済:*」の件数は以下の内容で変化します。 

【未】登録情報を PC に転送していない(水色の吹き出しの)件数を表します。 

【済】登録情報を PC に転送した(灰色の吹き出しの)件数を表します。 

カメラボタン カメラ画面が表示されます。 

テンプレートボタン テンプレートの入力画面が表示されます。 

文字入力 キーボードが表示され、文字を入力することができます。 

音声認識ボタン 音声認識が開始されます。 

 

  

ログアウト 

カメラボタン 

テンプレートボタン 

文字入力 

音声認識ボタン 

登録内容一覧 

Bluetooth ボタン 
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・ログアウト確認画面 

ログアウトをタップすると確認画面が表示されます。 

※再度ログインする場合、インターネットに接続する必要があります。 

※別ユーザーでログインした場合、登録内容が削除されます。 

 

 

・転送先の設定画面 

Bluetooth ボタンをタップすると、転送先として指定された PC 名の一覧が表示されます。 

転送先の PC 名を選択し、Bluetooth 接続することができます。 
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・登録内容一覧の各種ボタン 

登録内容には以下のボタンで操作を加えることができます。 

 

項目 説明 

再生ボタン 録音した音声メモを再生します。 

転送ボタン 吹き出しをタップした状態で左にスライドし、転送ボタンをタップする

と登録内容が転送されます。 

 

・登録内容の全文表示/削除確認画面 

登録内容の吹き出しをタップすると折りたたまれた内容が全文表示されます。 

また、吹き出しを長押しすることで、削除確認画面が表示されます。 

    

 

 

  

転送ボタン 

再生ボタン 

全文表示画面 削除確認画面 
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 3.4 カメラ画面 

カメラ画面は、写真や動画を撮影して、登録できる画面です。 

   

 
項目 説明 

戻る 個人ノート画面に移動します。 

撮影ボタン 写真撮影をします。 

再撮影ボタン 撮影した写真をキャンセルすることができます。 

送信ボタン 撮影した写真を送信します。 

 

また、撮影された画像に○の印を付けることができます。 

 

 
項目 説明 

「小」「中」「大」 撮影した画像にタップすることで〇を表示することができます。

その〇の大きさを「小」「中」「大」に変更することができます。 

撮影画像内に印をつけたい場合などで使用してください。 

    ※〇を長押しすることで、削除することができます。 

  

「小」「中」「大」 

「小」「中」「大」 
表示イメージ 

再撮影ボタン 撮影ボタン 送信ボタン 

撮影前 撮影後 

戻る 
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 3.5 テンプレート画面 

テンプレート画面では、登録されている文章をテンプレートとして文字入力することができます。事前に登録さ

れているため、必要となる部分のみに入力することで、入力の負担軽減となります。 

※穴あきテンプレート（＃＃＃）を使用することで、効率よく入力することができます。 

テンプレートを使用せず、自由に発話して文字入力することもできます。 

 

項目 説明 

戻る 個人ノート画面に移動します。 

テンプレート名 選択されているテンプレートの名称が表示されます。 

※初期表示はフリー入力エリアと表示されます。 

音声認識ボタン 音声認識が開始されます。 

※音声認識が開始されると画面に波形が表示されます。 

※音声は保存されません。 

送信ボタン 入力された内容が個人ノートに送信されます。 

ボタン 入力状態で表示されるキーボード画面が閉じます。 

全文コピーボタン 表示しているテンプレートの全文をクリップボードにコピーします。 

＃＃＃ボタン 穴あきテンプレートで設定されている＃＃＃の場所にカーソルが移動します。 

テンプレート選択 スライドすることで、登録されているテンプレートが表示されます。 

・穴あきテンプレート 

  穴あき文字が設定されているテンプレートを選択すると、カーソルが「＃＃＃」に自動選択されます。 

  音声発話後に認識結果が「＃＃＃」に入力されると自動で次の「＃＃＃」に移動します。 

 

 

  

音声認識ボタン 

送信ボタン 

＃＃＃ボタン 

テンプレート名 
戻る 

テンプレート選択 

ボタン 
全文コピーボタン 



AmiVoice iNote Lite 操作マニュアル 

- 18 - © 2021 Advanced Media, Inc. 

 

 

4 ユーザー情報の編集 

4.1 ユーザー情報の編集 

iNote Lite には、ユーザー情報を編集する機能がありません。編集する場合は、パソコンのブラウザより接続す

る必要があります。弊社よりお伝えする専用 URL よりご利用ください。 

ユーザー情報は、iNote Lite にログインする時に反映されるため、編集した場合はログアウトしてログインしな

おすようにしてください。 

4.2 AmiVoice Manager 

AmiVoice Manager（専用 URL）では、ユーザーを編集する機能、単語・テンプレートを登録する機能を提

供します。 

4.2.1 ログイン 

はじめに適切な利用者に限定するためにログイン認証を行います。 

手順） 

1. メールまたはライセンス連絡書でお伝えする専用のアドレスをブラウザで開いてください。 

 

2. ログインページが表示されます。 

3. ユーザーID とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押下します。 

 

4. 認証が成功すると次ページの図のように基本設定画面が表示されます。 

 
※ログイン画面下部の「パスワード変更」リンクからユーザーのパスワードを変更できます。 

※初期パスワード変更後のパスワードに対してのお問い合わせを受けることはできません。 

 

（例）https://xxxxxxxxx/manager/login.php?group=●●●●●● 

ユーザーID 

パスワード 

ログイン 
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4.2.2 基本設定 

ログイン後は基本設定画面が表示されます。使用可能メニューより、各種設定を変更することができます。 

※「音声コマンド編集」、「音声再生」は本アプリケーションでは利用できません。 

また、本アプリケーション専用のお問い合わせ窓口も本画面から利用できます。 

 

 

4.2.3 ユーザー辞書編集 

ユーザー辞書編集では単語を登録・編集・削除することができます。 

手順） 

1. メニューより「ユーザー辞書編集」を選択し、編集画面を表示します。 

 

 

使用可能メニュー 

お問い合わせ窓口 



AmiVoice iNote Lite 操作マニュアル 

- 20 - © 2021 Advanced Media, Inc. 

2. 「行を追加」ボタンを押下し、単語編集用の行を追加します。 

 

3. 登録したい単語の「表記」、「読み（ひらがな）」を入力し、「保存」ボタンを押下します。 

（任意で「分類」を設定することができます。） 

 

4. 単語の登録が完了します。 

 

※単語を編集または削除する場合も「保存」ボタンを押下し、辞書を更新してください。 
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 4.2.4 テンプレート編集 

テンプレート編集ではテンプレートを登録・編集・削除することができます。 

手順） 

1. メニューより「テンプレート編集」を選択し、編集画面を表示します。 

 

2. 「行を追加」ボタンを押下し、テンプレート編集用の行を追加します。 

 

3. 登録したいテンプレートの「読み（ひらがな）」、「テンプレート」を入力し、「保存」ボタンを押下します。 
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4. テンプレートの登録が完了します。 

 

※テンプレートを編集または削除する場合も「保存」ボタンを押下し、テンプレートを更新してください。 
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 5 使用にあたっての注意点 

5.1 転送先 PC が現れない場合 

P.9「2.3.4 転送」の、Bluetooth ボタンをタップして現れる「転送先の設定」に PC 名が表示されない場合は下

記をお試しください。 

なお、BLEReceiver はランプが青色である時に、iNote Lite との通信が可能な状態であることを示していま

す。また、転送先の設定画面を開いている間は常に PC をスキャンしています。その為、見つかり次第表示され

ますので、表示まで多少のタイムラグが発生することがあります。 

 

・ iPhone / iPod touch 側の Bluetooth がオンになっているか確認します。併せて、iPhone / iPod touch

側の設定で、iNote Lite の Bluetooth の利用許可がオンになっているか確認します。 

※本アプリ操作中に Bluetooth の設定変更を行った場合、予期せぬ誤作動を起こす可能性があります。 

 Bluetooth がオフの場合、本アプリを終了してから Bluetooth をオンにします。 

・ PC 側で BLEReceiver が起動しているか確認します。 

・ 専用ドングルを抜き差しして BLEReceiver のランプが青色に変わるまで待ちます。 

・ BLEReceiver を右クリックして「リセット」をクリックし、ランプが青色に変わるまで待ちます。 

・ 一旦「共有先」を選択してから、選択画面に戻ります。 

・ PC と iPhone / iPod touch を近づけます。 

・ セキュリティ製品等で USB のポートが遮断されている場合は許可します。 
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5.2 正しく転送されない場合 

転送先アプリケーションによっては、転送されなかったり、転送に時間がかかったりする場合があります。 

その様な場合のために、いくつかの転送方法が用意されていますので、変更してお試しください。 

 

変更するには、PC 側の BLEReceiver を右クリックして現れるメニューから、「転送方法」を選択します。す

るとそれぞれの転送方法が表示されますので、選択してください。 

 

 
 

他に、改行を特別な方法で転送するには、同様に右クリックして現れるメニューから「改行設定」を選択 

します。現れたメニューより、有効にしたい項目を選択してください。 

 

 
  


