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タブレット端末と
スマートフォンの可能性

NPO法人支援機器普及促進協会　理事長
呉竹総合支援学校　特別非常勤講師
東総合支援学校   　特別非常勤講師

高松　崇



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  
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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



ADLからQOL



障害者差別解消法
障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す
「障害者差別解消法」が7月１９日午前、参院本会
議で全会一致で可決、成立した。 

   施行は2年後の２０１６年４月。何が差別に当たる 

   か、政府は今後、基本方針を策定する。

http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5%E8%A7%A3%E6%B6%88%E6%B3%95&r=reflink


平等と公平



ADLからQOLへ
(Activities of Daily Living) 

(Quality of Life)



聴覚障害



Using Google Glass to Caption Conversations
ASR（音声認識）システムとリアルタイム文字表示



Google Gesture



MotionSavvy introduces Uni
手の動きを認識する最新のモーション・センサー



Transcense Seamless conversation experience 
for Deaf & hard-of-hearing

ASR（音声認識）システムと分散マイクロフォンシステム



視覚障害



さわれる検索



Finger Reader



Beacon Syatem - Microsoft



肢体不自由



OAK



Tobii EyeX
視線入力



3Dプリンタ



知的



アシストスマホ（Softbank）



ドコッチ（Docomo）



携帯情報端末



自分で出来る！



学校という環境だけで 
解決出来ても 

抜本的な解決にはならない！



外出する時は 

Map 
乗換案内



困った時は 

電話 
メール 

テレビ電話



分からない時は 

インターネット 
SNS



読めない時は 

音声読上



書けない時は 

音声入力 
キーボード入力



覚えられない時は 

画像 
ボイスレコーダー



見通しがたてられない時は 

カレンダー 
リマインダー



計算できない時は 

電卓



余暇活動には 

ミュージック 
Youtube　… 



iPhone6 iPad mini iPad Air

4.7インチ 7.9インチ 9.7インチ

画面の大きさ比較 （絵カードコミュニケーションで比較）



iPhone6

iPad mini

iPad Air

重量

軽い

重い

画面

小さい

大きい

持ちやすい

持ちにくい
操作しやすい

操作しにくい

学習には適する

生活には適する
iPod Touch

比較的安い

比較的高い

比較的高い



Apple　iPad Air2  ,  iPad mini 3
            (9.7inch   7.9inch)

Google   Nexus9 
            (9inch)

Microsoft   Surface Pro3
            (12inch)



会社 Apple Google Microsoft

機種 iPad Air 2 iPad mini 3 Nexus9 Surface pro 3

画面サイズ 9.7 7.9 8.9 12

重量 437 331 425 800

カメラ ◯ ◯ ◯ ◯

ストレージ 16,64､128 16,64,128 16,32 64,128,256,512

OS iOS8 iOS8
Android

5.0
Windows8.1

バッテリー 10時間 10時間 9.5時間 9時間

価格 53,800～ 42,800～ 42,900～ 91,800～

主な特徴 アプリの充実、 
安全性

マルチユーザー、 
自由度・マウス操作 
マウス操作可能

Office 
アプリ
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Appleの障害者向け特別販売 
プログラム  

http://www.apple.com/jp/contact/disability.html

http://www.apple.com/jp/contact/disability.html


Appleの学生・教職員割引 



iPad , iPad mini , iPod , Mac 
などの購入をお考えの方は 
是非ご相談ください。



LINEを使ってコミュニケーション 
（自閉症の息子と１年半使ってみて）



iPad　アプリ



重度重複



肢体不自由



視覚



聴覚



知的



関連図書



「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

「視覚支援」

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



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



h6p://npo-‐atds.org

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

