
東京都立村山特別支援学校

ICT機器を使っての意思伝達と
便利なアプリの使い方



Self-introduction



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　高等部1年生の三男がおります

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




本日の機器構成

HDMI

iPhone

AirPlayミラーリング

iPad Pro

Keynote 
Remote

 WATCH

Apple TV

 ( EZCast Pro ) 



Topics



Apple Pencilの練習１（iOSスイッチコントロール併用）
【Procreate】でスニーカーを描く



https://jp.techcrunch.com/2019/06/11/2019-06-09-apple-puts-accessibility-features-front-and-center/

https://jp.techcrunch.com/2019/06/11/2019-06-09-apple-puts-accessibility-features-front-and-center/


重度障害者がロボットで接客する実験カフェ分身
「ロボットカフェ DAWN ver.β」11月にＯＰＥＮ！







MaKey MaKey - An Invention Kit for Everyone









Chapter 1
そもそも困ってる？

社会に合わせようとするから困っている
ように見える！



本人の努力 
　よじ登る（訓練する） 
合理的配慮 
　持ち上げてもらう（力を借りる） 
　回避する（代替手段） 
基礎的環境整備 
　壊す（ルールを変える） 
社会変革・支援者の意識改革 
　超えずに済ます（価値観を変える）

周囲の負荷

低い

高い

子どもの負荷

高い

低い

Trade-off　⇒　Win-Winへのパラダイムシフト



よじ登る（訓練する）
とにかく自力で目の前の壁を超える



持ち上げてもらう（力を借りる）
壁を低くして自力で超えやすくする



回避する（代替手段）
壁を迂回して自力で壁の向こうへ



壊す（ルールを変える）
壁じゃなかったんだ！



超えずに済ます（価値観を変える）
そもそも壁（困り）だったの？！

文字の読み書きが出来ない



Chapter 2
AT（支援技術）



Apple　iPad   ,  iPad mini 5
            (12,9  11.0  10,5  9.7  7.9inch)

Google   Nexus9 （製造終了）

            (9inch)

Microsoft   Surface Pro6
            (12.3inch)

iOS

Android

Windows



会社 Apple Google Microsoft

機種 iPad Pro iPad Pro iPad Air iPad iPad mini 5 Nexus9
（販売終了）

Surface pro 
6

画面サイ
ズ 12.9 11.0 10.5 9.7 7.9 8.9 12.3

重量 631 468 456 469 300.5 425 770

ストレ
ージ

64,256,512
1TB

64,256,512
1TB 64,256 32,128 64,256 16,32

128,256,512
1TB

OS iOS12 iOS12 iOS12 iOS12 iOS12
Android

5.0
Windows

10

バッテリ
ー 10時間 10時間 10時間 10時間 10時間 9.5時間 13.5時間

価格 111,800～ 89,800～ 54,800～ 37,800～ 45,800～ 119,800～

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



iPad

32GB 64GB 128GB 256GB 256GB 1TB

iPad Pro 
12.9 118,800 128,800 150,800 194,800

iPad Pro 
11.0 89,800 106,800 128,800 172,800

iPad Air
10.5 54,800 71,800

iPad 37,800 48,800

iPad mini 
5 45,800 62,800

Wi−fiモデルの場合

購入金額の比較（税抜）





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-









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



できiPad2
18,000円

Micro Bit
3,000円



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



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



固定具

iPad用
スイッチ用



Chapter 4
コミュニケーション支援



伝えたい！　という気持ち

　　どうすれば・・
　　そもそも言いたい事ある？！

伝わった！　という体験

　　どうすれば・・
　　どうしても言葉でなければ駄目？！



絵カード



分かりやすさ⇒大 
汎用性⇒低い

分かりやすさ⇒小 
汎用性⇒高い

絵カードの落とし穴

可愛いからでは意味がない・・



画像をアルバムに保存（自主的な参加）







VOCA
Symbol





















VOCA(TTS)
Text-to-Speech



難易度⇒高 
汎用性⇒高

難易度⇒低 
汎用性⇒低

テキスト版VOCAの落とし穴

文字が読めると書かせたくなる・・



















Chapter 5
アクセシビリティ



視覚サポート



VoiceOver

videos:

videos:

VoiceOverは、ジェスチャーで
操作する画面読み上げ機能で
す。画面が見えなくても、iOS
の楽しさとシンプルさを体験で
きるようにします。VoiceOver
を有効にすると、ホームボタン
を3回クリックするだけで、iOS
内のどこからでもVoiceOverに
アクセスできます。バッテリー
はどれぐらい残っているか、誰
が電話をかけてきたか、今指先
が触れているアプリケーション
は何か。あなたの画面で起きて
いることのすべてをVoiceOver
が説明します。VoiceOverの話
す速度やテンポも、あなたが聞
きやすいように調節できます。



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。 

または、コントローラを表示
させて設定することも可能で
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
画面の読み上げ、選択項目の
読み上げに、圧縮ボイスを使
用できるようになりました。
読み上げに使う声について
は、オプションがいくつか用
意されています。





スピーチ



その他の視覚サポート



音声ガイダンス
iPhone にメッセージを送る
のも、お気に入りのテレビ番
組を Apple TV で再生するの
も、Apple Watch でワーク
アウトを始めるのも、Siri に
頼めます。どんなことでも、
どの Apple デバイスから頼ん
でも、Siri は助けてくれま
す。お願いして、後はお任せ
しましょう。



ホームボタンを長押しで起動



音声入力
iOS キーボードを利用する多く
の App や機能で、キーボード
に文字を入力する代わりに音声
入力を使えます。 

iPhone 6s 以降や iPad では、
インターネットに接続していな
くても音声入力できます。それ
以前のモデルの iPhone や 
iPad ではインターネット接続
が必要です。



聴覚サポート



肢体不自由児



アクセスガイド

1 つの App しか使えないように制限します。どの機能を使えるよ
うにするかもコントロールできます。お子様に自分のデバイスを
使わせる場合や、ジェスチャの誤認が煩わしい場合は、アクセス
ガイドを有効にしておけます。 

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



3項目を
オンにします

任意のアプリケーションにアクセスガイドを設定すると、２
度目以降は、同じ設定が保存されています。



アクセスガイド



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



ONにすると
半透明な丸いボタンが
浮かんできます

iOS12より、ボタンの押し方で
アクションが選択できます

オリジナルのジェスチャも
作成できます



IOS9より
８個までよく使う機能
を登録できます。



Assistive Touch



タッチ調整

画面のタッチ操作が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



一定期間タッチし続けたときにだけ反応するようにしたい場合

数回続けてタッチしてしまっても無視してくれるようにしたい場合

最初または最後にタッチした位置に反応してほしい場合



タッチ調整



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 

直接、画面の操作が困難な場合に活用します



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
上記の複合を１スイッチで行う時には、単一スイッ
チステップハイライト

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

外部スイッチのオリジナル操作登録

これより下の設定は次ページ
以降を参照してください



オートスキャンの繰り返し数

カーソルの移動速度

ハイライトのスタイル　「自動」（１スイッチで決定操作する場合）

スイッチ長押し時のアクション

スキャンスタート時のみ時間延長

ハイライトメニュー、自動タップの
選択

タップ後のフォーカスの位置



スイッチ長押し時のアクション

ハイライト非表示までの時間

ハイライトのスタイル　「自動」（１スイッチで決定操作する場合）

スキャンの繰り返し数

ハイライトメニュー、自動タップの
選択

タップ後のフォーカスの位置



長押し時の移動のタイミング

ハイライト非表示までの時間

ハイライトのスタイル　「単一スイッチステップ」
（１スイッチで選択＆決定操作する場合）

決定とみなすまでの時間

ハイライトメニュー、自動タップの
選択

タップ後のフォーカスの位置

スイッチ長押し時のアクション



ハイライトのスタイルに関わらず共通項目

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決定方法

ポイントモード時の移動速度

効果音

VoiceOver

項目に表示する内容

項目モード時の移動項目グループ化

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



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



その他の操作





Chapter 6
アプリケーション



































スイッチの先に何が……





























別途、mabeee 
という製品が 
必要です。



別途、mabeee 
という製品が 
必要です。









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



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・・・



Technology 

の先に何が‥‥



おすすめサイト



Apple アクセシビリティ

https://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/

https://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/


http://sam-eatlab.blog.jp

福岡市立今津特別支援学校　福島先生のブログ

http://sam-eatlab.blog.jp


http://www.magicaltoybox.org/kinta/

日本福祉大学　金森先生のブログ

http://www.magicaltoybox.org/kinta/


http://mahoro-ba.net/index.php

まほろばさんのブログ

http://mahoro-ba.net/index.php


https://yubidenwa.jp/switch/

スイッチコントロールの設定が詳しく図解入りで書かれています

https://yubidenwa.jp/switch/


Reference book



http://www.kodaira-sh.metro.tokyo.jp/site/zen/content/000310267.pdf

http://www.kodaira-sh.metro.tokyo.jp/site/zen/content/000310267.pdf


https://www.kokuchpro.com/event/c2c175c508b3279844f00167b260838d/

https://www.kokuchpro.com/event/c2c175c508b3279844f00167b260838d/










マジカルトイボックス 



「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」



日本肢体不自由児協会



東京大学先端科学技術研究センター　　関連



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 魔法の言葉

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


香川大学教授　　坂井　聡



http://npo-atds.org

https://www.facebook.com/takamatsu.takashi


