
肢体不自由児の出来る！を増やす 

ICT機器の活用法 

静岡県立西部特別支援学校

NPO法人支援機器普及促進協会 

専門主事　　高松　崇



A Credo for Support　支えの信条 

１９９５年にカナダで制作



本日の機器構成

HDMI

iPhone6

AirPlayミラーリング

iPad Pro

Keynote 
Remote

 WATCH



自己紹介



主な活動と経歴
本年度 

　　　京都市教育委員会　総合育成支援課　専門主事 
　　　京都府 特別支援教育京都府専門家チーム（宇治支援学校SSC） 
　　　ＮＰＯ　支援機器普及促進協会　理事長 

昨年度以前 
　　　京都市　呉竹総合支援学校・東総合支援学校　特別非常勤講師 
　　　京都市　携帯電話市民インストラクター 
　　　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） 
　　　京都府教育委員会　社会教育委員 
　　　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 
　　



18番テトラソミー 
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、京都府立向日が丘支援学校　中学部２年生の三男がおります

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




QOLを支えるICT技術（AT)



MaBeee



MaKey MaKey



Moff Band



Pechat | すべてのぬいぐるみを、おしゃべりに。



Mogees - Play the World (Japanese)



ゆめ水族館



Eye Play the Piano



Make Anything a Remote Control knocki



Smmy Screamer Motion Alarm



OAK



Tobii PCEye



Eyedrivomatic for Hackaday Prize



多彩！ワンスイッチによる Mac や iPhone の操作



失われた声で会話　音声合成　医療の分野へ



スマホで家電をコントロール！eRemote-3 RM-Pro



Build 2017- Project Emma



Emotiv Insight - A brain activity tracker



AACとは



拡大・代替コミュニケーション 

手段にこだわらず、その人に残された 
能力とテクノロジーの力で自分の意思を
相手に伝えること 
（AAC入門、中邑賢龍） 

自己決定 
「主体的に生きる」「QOLの向上」

AAC 
(Augmentative & alternative communication)



障害の改善と同時にコミュニケーション
の確保も考える 

どの障害にもコミュニケーションの障
害は存在する 
本人の意思を尊重する 
個人のすべてのコミュニケーション能
力を活用する 

AACアプローチ 
(Augmentative & alternative communication)



表情や頷き 
ジャスチャーやサイン、指さし、 
手話、マカトン 
シンボル 
PCS、PIC、JIS、マカトン 
コミュニケーションボード、 
コミュニケーションブック 
VOCA、コミュニケーションエイド 
携帯情報端末（iPadなど） 

AACとは・・ 
(Augmentative & alternative communication)

ノンテク

ローテク

ハイテク



択一



はい・いいえ



これで気持ち伝わる？

そもそも意味わかってる？



絵カードとVOCA
(VOCA=Voice Output Communication Aids)

（携帯用会話補助装置）



何が違うの？

絵カード VOCA



文字入力と透明文字盤



どっちが支援が必要？

数十分かかって
「テレビつけて！」と入力

十秒足らずで
「テレビつけて！」と表示



AT（支援技術）



基本的な構成（電池おもちゃとの接続）

因果関係を理解するには 
まずここから！ 

電池おもちゃの電池ボックスに 
BDアダプターを差し込みます 

必要に応じてラッチ＆タイマーを 
アダプタとスイッチの間に入れます 

BDアダプタおもちゃ スイッチ



基本的な構成（電化製品との接続）

扇風機・照明・ラジカセなどを 
操作したい場合にはACリレーを 

利用します 

必要に応じてラッチ＆タイマーを 
アダプタとスイッチの間に入れます 

電化製品 ACリレー スイッチ



基本的な構成（パソコンとの接続）

ジャック付きマウスにスイッチを 
接続すれば、　 

右クリック・左クリックなどを 
コントロール出来ます 

パソコン スイッチジャック付きマウス



基本的な構成（iPadとの接続）

iPadのタッチ操作が苦手な 
児童・生徒には 

iPadタッチャーを利用します 

スイッチコントロールを使えば 
iPadのほとんどの操作も外部スイッチ 

で可能になります 

iPad スイッチiPadタッチャ-



インターフェース

ジャック付き 
マウス

iPadタッチャ-
BDアダプタ

ラッチ ラッチ＆タイマー

ACリレー

スイッチヘルパーワンショット



スイッチ

リボンスイッチ ミニスイッチ

ストリングスイッチ
ラッチスイッチ

ビッグスイッチ

ツースイッチ

棒スイッチ

Qスイッチ



スイッチ

スイッチスタンド ポイントタッチスイッチ

OAK
PPSスイッチ



VOCA

テックトークエイト

ステップバイステップビッグマック

パートナーツー
ポータブルVOCA

スーパートーカー



スタンド

iPad用
スイッチ用



アクセシビリティ



ズーム機能
ズーム機能を有効にするには、
3 本指で画面をダブルタップ
します。 

ズームのレベルを上げるには、
3 本指でダブルタップしたま
ま押さえ続けて、指を画面上
で上下に動かして倍率の増減
を調整します。



ズーム機能

フルスクリーンズーム ウィンドウズーム



ズーム機能



拡大鏡
デバイスのカメラを使って物
をすばやく拡大できます。有
効にすると、ホームボタンを
トリプルクリックして拡大鏡
を開始できます。



ディスプレイ調整
カラーフィルタは、色覚異常
のユーザが色を識別するのに
使用可能で、ディスプレイ上
でテキストを読むのが難しい
ユーザの助けになります。



スピーチ





スピーチ



音声入力



ホームボタンを長押しで起動



肢体不自由児



アクセスガイド

使えるAppを限定し、触りたくない部分に保護をかけれらま
す 

バナー広告などの箇所に、無意識に触れてしまう場合に有効



アクセスガイド





3項目を
オンにします

画面の不要部分（バナー広告等）を触らせたくない時や
特定のアプリを勝手に終了させたくない場合に設定



AssistiveTouch

画面をタッチすることが困難な方や支援アクセサリが必要な
方の簡単にiPadを使用できるようにします 

複数指の操作やダブルタップなどが苦手は方には有効



Assistive Touch





ONにすると
半透明な丸いボタンが
浮かんできます



IOS9より
８個までよく使う機能
を登録できます。



スイッチコントロール

画面項目を順番にハイライトします　ハイライト中に外部ス
イッチなどを利用してiPadを操作できます 

手の可動域が小さい、画面がタップしにくい人に有効



ポイントモード項目モード

Switch Control





外部スイッチの登録

オートスキャン時には自動
ステップスキャン時には手動

指定時間で確定タップとする

オートスキャンの繰り返し数

押しっぱなしでタップをみなす時間

オートスキャン時の移動速度

注意：下記設定が出来てからスイッチコントロールをONにします

オートスキャン時のオプション

外部スイッチのオリジナル操作登録



タップと選択動作の判別

項目に表示する内容

押し続けた場合の判定時間

何度も押す場合の判定時間

ポイントモード時の移動速度



項目モード時のグループ化

項目モード時のカーソルの大きさ

項目モード時のカーソルの色

AssitiveTouchとの併用



新しいスイッチの登録



外部スイッチで操作する場合

画面すべてを一つのスイッチにする

フロントカメラで顔認識

外部スイッチ接続時には
　iPadタッチャ−で　できiPad　などを予め接続しておく
　ことが必要です

画面をスイッチにした場合には１スイッチ操作だけなので
　オートスキャンしか出来ません

フロントカメラで顔認識は顔を左右にふる２スイッチ操作
　まで対応できます



各スイッチにどのアクションを実行させたいのかを登録する
１スイッチの場合には　項目を選択　を登録しておきます



タッチ調整

画面のタッチ操作がどうも上手く出来ない方のための調整 

不随意運動や素早い操作が苦手な人には有効です



タッチ調整





iPad　スイッチインターフェース



できiPad２

4個までのスイッチ操作が可能

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/18,000円



指電話スイッチニ

２つのスイッチを長/短押しで計４アクション

18,000円



なんでもワイヤレス

62,640円



RIVO



iTwins

1,200円



キーボード



com-friend　ZyBox2

43,200円



miyasuku｢Keypad｣（iPad用）

http://www.miyasuku.com/software/120,000円



ablenet｢hook+｣（iPad用）

https://www.p-supply.co.jp/products/54337,800円

https://www.p-supply.co.jp/products/543


iPadタッチャ-

2,916円



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



自作スタイラスペン

810円



CDの底 ハンガー

その他（自作スタンド）



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


Apple TV

Wi-fi環境がなくても、 apple製品同士のP2P接続により
iPadの画面を、テレビ・プロジェクターに転送することが可能です。

Apple TVがあれば、話題の映画、テレ
ビ番組、スポーツ、あなたの音楽や写
真など、魅力あふれる様々なコンテン
ツにアクセスしてハイビジョンテレビ
で楽しめます2。AirPlayを使って、あな
たのiOSデバイスやMacにあるコンテン
ツをワイヤレスでテレビに映し出すこ
ともできます2。
大ヒット映画やテレビ番組をオンデ
マンドで
スポーツ中継とニュース
あなたの写真もビデオも
ファミリー共有
AirPlay
iCloud

15,800円～



Lightning - Digital AVアダプタ・Lightning - VGAアダプタ

アプリケーション、プレゼンテーション、
ウェブサイト、スライドショーなど、お
使いのデバイスのスクリーンで見てい
るあらゆるものを、HDMI搭載のテレ
ビ、ディスプレイ、プロジェクタ、また
はそのほかの互換性のあるディスプレ
イに最大1080pのHD画質でミラーリン
グできます。

VGA搭載のテレビ、ディスプレイ、プ
ロジェクタ、またはそのほかの互換性
のあるディスプレイに最大1080pのHD画
質でミラーリングできます。

5,200円



iPad　アプリケーション









外部スイッチ対応アプリ



外部スイッチ対応アプリ



外部スイッチ対応アプリ



外部スイッチ対応アプリ



外部スイッチ対応アプリ



外部スイッチ対応アプリ



外部スイッチ対応アプリ





音声認識を使用



フロントカメラを使用



フロントカメラを使用



フロントカメラを使用



フロントカメラを使用



フロントカメラを使用



まとめ



肢体不自由児・重心障害児 

へのiPad活用のポイント 

アプリケーションよりも 

周辺機器・アクセシビリティ



タブレット端末を使う必然性はあるのか？ 

既存の支援と比較しないと必然性はわからない 
（＝いろいろな手段の選択肢を持つ）



ねらいを明確に 

指導は柔軟に 

機材はシンプルに

国立特別支援教育総合研究所　金森先生より



子どもたちに、させたい事ではなく 

子どもたちが、したい事！



おもちゃと遊びの支援技術（AT)

コミュニケーションの原点を考えていくと、⼦どもにとって遊びの場⾯
がとても重要であることが分かります。他者との共感や共有の関係性、模
倣やイメージ⼒の発展、⼈と物と⼈との三項関係など、コミュニケーショ
ンの基礎的な課題が遊びの場⾯にたくさん存在しています。 

しかし、重度の障がいのある⼦どもは、⾃分から主体的に他の⼦どもた
ちと関わって遊ぶような場⾯がありません。 

そこで、これまで培われてきた多様な⽀援技術を⽣かし、ハイテク機器
の代わりにおもちゃをつなぐことで、重度障がい児の遊びの場⾯を拡⼤、
充実させることを試みます。どんなに障がいの重い⼦どもでも、楽しく遊
べるようになれば興味は広がり、みんなの仲間に⼊って活動できるように
なれば、⾃然にコミュニケーションの⼒も発達していくはずです。

http://www.wakayama-u.ac.jp/~eda/newpage2.htmlより一部抜粋

http://www.wakayama-u.ac.jp/~eda/newpage2.html


自立とは・・・



“障害者”というのは、「依存先が限られてしまっている人た
ち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者
はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違い
されている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなもの
に依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できて
いない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くす
ると、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者
である”というのはまさにそういうことなのです。世の中のほ
とんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利
さに依存していることを忘れているわけです。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm

自立は、依存先を増やすこと
熊谷晋一郎さん（くまがやしんいちろう） 
小児科医／東京大学先端科学技術研究センター・特任講師 
1977年、山口県生まれ。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm


Technology 

の先に何が‥‥



｢この子らを世の光に｣

糸賀一雄



参考図書











「合理的配慮」「学習のUD」「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

「AAC再入門」 「知的障害」



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 魔法のワンド 魔法の宿題

東京大学先端科学技術研究センターとソ
フトバンクグループは、携帯電話・スマー
トフォン等の情報端末の活用が障害を持
つ子どもたちの生活や学習支援に役立つ
ことを目指し2009年6月から「あきちゃ
んの魔法のポケットプロジェクト」をス
タートしました。 

https://maho-prj.org
魔法の種

http://maho-prj.org/
https://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



日本肢体不自由児協会



h&p://npo-atds.org

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

