
「各障害種ごとの活用事例について」

NPO法人支援機器普及促進協会 
理事長　　高松　崇

福井県特別支援教育センター研修講座



本日の資料はスライド枚数が 
多くなっておりますので、 

紙での配布はしておりません。 
インターネットより 

ダウンロードしてお使いください。 
!

ピンクで囲まれている画像は動画ですので 
PDFファイルでは視聴できません。 
YouTube等で検索してみてください。 

!

その代わりと言っては何ですが 
録音・録画・撮影 

どんな記録をしていただいても 
結構です。 

本日の資料



http://npo-atds.org

本日の資料のダウンロード方法

http://npo-atds.org


本日の機器構成
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自己紹介



主な活動と経歴
障害者支援　（電子情報支援技術（e-‐AT）と、コミュニケーション支援技術（AAC） 

　　　京都市立　呉竹総合支援学校　特別非常勤講師 
　　　京都市立　東総合支援学校　　 特別非常勤講師 
      京都府　宇治支援学校SSC  特別支援教育京都府専門家チーム 	  
　　　京都市　ＩＣＴ活用支援員　（総合支援学校ICTコーディネーター） 	  
　　　京都市　総合育成支援員　（発達障害児支援） 	  
　　　京都市　精神障害者授産施設　京都市朱雀工房　統括職業生活支援員 	  
　　　京都市　地域若者ｻﾎﾟｰﾀｰ　（引きこもり支援） 	  
　　　京都府　委託訓練　精神障害者対象パソコン訓練インストラクター 	  
　　　ＮＰＯ　支援機器普及促進協会　理事長 	  
      ＮＰＯ　障碍害芸術推進研究機構　メディアアドバイザー 	  
!
教育支援 	   	   	  (情報通信技術（ICT）の利活用支援） 

　　　京都府教育委員会　社会教育委員 	  
　　　京都市　キャリア教育コーディネーター　（市立小中高キャリア教育提案） 	  
　　　京都市　携帯電話市民インストラクター 	  
　　　ＮＰＯ　キャリア教育プロジェクト　副理事長 
　　　 	  
地域活性化支援　（ITを活用した経営改善・効率化） 

　　　京都府高等技術専門校　在職者訓練インストラクター 	  
　　　中小企業基盤整備機構　経営改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 	  
　　　京都府　京都「知恵の経営」ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 	  
　　　京都市　京都地域 ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 	  



18テトラソミー	  
140,000人に一人という非常に出生率の低い染色体異常	  （18番染色体が4本ある病気です）の
我が子と同じ障害を持つ方々との情報交換の場になってほしいと思いつくりました

私も、京都府立向日ケ丘支援学校　小学部5年生の三男がおります

http://ameblo.jp/memis-18/


瞭のメカ好きは６才から始まりました。
iPad

Wii
PC

iPod	  Touch



iPad操作性のアセスメント



操作性の確認
個に応じて順番に実施する必要はありません 

タブレット端末で必要な指の操作としては 

　　タップ（PCの左クリックに近い　選択・決定） 

　　フリック（めくる） 

　　ドラッグ（なぞる・引っ張る） 

　　ピンチイン・アウト（拡大・縮小） 

　　長押し（PCの右クリックに近い　何かする）



画面のめくり（フリック）が出来るか？ 
画面を移動できるか？

ホーム画面のフリック・他のアプリで 
フリック（スワイプ）はたく操作が出来るか



画面をめくり（フリック）することが出来るか？ 
　出来る場合⇒次の、画面をタップへ 

!

　難しい場合⇒フィッティング（姿勢の確認） 
　　　　　　　タブレットの位置、角度などの確認 
　　　　　　　不随意な運動があり難しい⇒ 
　　　　　　　　　アクセシビリティ 

　　　　　　　　　　AssistiveTouchを利用して 
　　　　　　　　　iPadタッチャ-等での操作を検討



画面をタップすることが出来るか？ 
　スヌーズレン系アプリ

一本指の操作が出来なくても動作 
好きなところを触れる⇒音、光、動きで応答する



画面をタップすることが出来るか？ 
　サウンド系アプリ

一本指の操作が出来なくても動作 
好きなところを触れる⇒音、光、動きで応答する



画面をタップすることが出来るか？ 
　ビジュアル系アプリ

一本指の操作が出来なくても動作 
好きなところを触れる⇒音、光、動きで応答する



画面をタップすることが出来るか？ 
　出来る場合⇒次の、ボタンをタップへ 

!

　難しい場合⇒フィッティング（姿勢の確認） 
　　　　　　　タブレットの位置、角度などの確認 

　　　　　　　爪でタップする⇒ 
　　　　　　　　　導電指サックの検討 
　　　　　　　不随意な運動があり難しい⇒ 

　　　　　　　　　iPadタッチャ-等での操作を検
討 

　　　　　　　　　アクセシビリティ 
　　　　　　　　　　SwitchControlの検討 



ボタンをタップすることが出来るか？ 
　大きいボタン

一本指ので決まった場所をタップできる 
次第に小さいボタン・動くボタンへ



ボタンをタップすることが出来るか？ 
　外部スイッチ×４台可

外部スイッチ、画面内スイッチ、直接タッチ 
などもモードが選択できます



ボタンをタップすることが出来るか？ 
　小さいボタン

一本指ので決まった場所をタップできる 
次第に小さいボタン・動くボタンへ



ボタンをタップすることが出来るか？ 
　動くボタン

一本指ので決まった場所をタップできる 
次第に小さいボタン・動くボタンへ



ボタンをタップすることが出来るか？ 
　出来る場合⇒次の、指でなぞるへ 

!

　難しい場合⇒フィッティング（姿勢の確認） 
　　　　　　　手の可動域の確認⇒ 

　　　　　　　　　画面の縦・横置きでの確認 
　　　　　　　爪でタップする⇒ 

　　　　　　　　　導電指サックの検討 
　　　　　　　不随意な運動があり難しい⇒ 

　　　　　　　　　キーガード（自作）などの検討 
　　　　　　　　　アクセシビリティ 

　　　　　　　　　　ズーム機能・アクセスガイド等 



指でなぞる（ドラッグ）ことが出来るか？ 
　自由にお絵かき

Atech inc. という会社が作っています 
比較的認知の低い子ども達には人気アプリばかり！



指でなぞる（ドラッグ）ことが出来るか？ 
　自由にお絵かき

一本指でドラッグ操作ができるか 
フリーお絵かきから決まった線のなぞり書きへ



指でなぞる（ドラッグ）ことが出来るか？ 
　決まった場所へドラッグ

一本指でドラッグ操作ができるか 
フリーお絵かきから決まった線のなぞり書きへ



指でなぞる（ドラッグ）ことが出来るか？ 
　線のなぞり書き

一本指でドラッグ操作ができるか 
フリーお絵かきから決まった線のなぞり書きへ



なぞり書き（ドラッグ）が出来るか？ 
　出来る場合⇒次の、認知度の確認へ 

!

　難しい場合⇒フィッティング（姿勢の確認） 
　　　　　　　手の可動域の確認⇒ 

　　　　　　　　　画面の縦・横置きでの確認 
　　　　　　　爪でタップする⇒ 

　　　　　　　　　導電指サックの検討 
　　　　　　　不随意な運動があり難しい⇒ 

　　　　　　　　　キーガード（自作）などの検討 
　　　　　　　　　アクセシビリティ 

　　　　　　　　　　ズーム機能・アクセスガイド等 



ここまで出来れば操作に問題はありません 
ほどんどの操作は自分で出来ます 

!
他の操作としてはピンチイン・アウト 
（親指と人差し指でつまむ・広げる） 

での拡大・縮小や 
!

長押し（PCの右クリックに使い使い方） 
での保存や読み上げなどがあります。 



視覚障害
視覚→音



アクセシビリティ





















聴覚障害
音→視覚 



アクセシビリティ



















肢体不自由
外部デバイス 

モーションコントロール



アクセシビリティ



Siri（音声入力）



S w i t h  C o n t r o l

ポイントモード項目モード



できiPad

4個までのスイッチ操作が可能

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/



Switch2Scan

http://www.inclusive.co.uk/switch2scan-p6030



なんでもワイヤレス



Tecla Shield for iPone & iPad

http://gettecla.com/pages/tecla



J-Pad

http://www.pretorianuk.com/j-pad



J-ワイヤレススイッチボックス

http://www.hke.jp/products/wlsb/shiyou.htm



RIVO



iTwins



キーボード



ZYGO



miyasuku｢Keypad｣（iPad用）

http://www.miyasuku.com/software/1



iPadタッチャ-



音楽を聞く

絵を見て好きな曲を選べます



本を読む

AssistiveTouchを使えば 
スイッチで本をめくれます



インターネットを楽しむ
SwitchControlを使えば 
インターネットも外部スイッチ 
一つで操作できます



手袋・靴下を切る



導電指サック



自作スタイラスペン



自作キーガード



CDの底 ハンガー

その他（自作スタンド）



自作ケース ゴムバンド

その他（工夫）



iPadを寝ながら使うスタンド



http://news.mynavi.jp/news/2012/03/23/100/index.html

クランプ固定式くねくねiPadスタンド

http://news.mynavi.jp/news/2012/03/23/100/index.html














知的障害
カスタマイズ 
音声



アクセシビリティ

















LD
カメラ 
音声



標準機能　カメラ













自閉症
コミュニケーション 

見通し









参考書籍



特別支援教育とAT(アシスティブテクノロジー) 

国立特別支援教育総合研究所　金森　克浩

「合理的配慮」「LD・普通教室」「特別支援教育」「概論・入門編」

各号のキーワード



東京大学先端科学技術研究センター　　中邑 賢龍



魔法プロジェクト　研究成果

あきちゃんの魔法の 
ポケット 魔法のふでばこ 魔法のじゅうたん

http://maho-prj.org/

魔法のランプ

http://maho-prj.org/


文部科学省 
発達障害のある子供たちのための 

ICT活用ハンドブック

特別支援学級編 通常の学級編 通級指導教室編

平成25年度文部科学省調査研究委託事業

ICT活用
ハ ン ド ブ ッ ク

通 常 の 学 級 編

通級指導
教室編

ICT
ハンドブック

平成25年度文部科学省委託事業

発達障害のある子供たちのための

活 用

Information and
Communication Technology



香川大学教授　　坂井　聡



h0p://npo-‐atds.org

http://npo-atds.org
http://npo-atds.org

