
AT学習会
～iPadのアクセシビリティを中心に～ 

iCareほっかいどう

NPO法人 支援機器普及促進協会
理事長　　高松　崇



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法人　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/




2019.11.6　読売新聞　教育ルネサンス



京都市教育委員会　総合育成支援課　ICT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）

教育現場からのアプローチ

家庭教育（保護者）からのアプローチ 支援現場（放ディ等）からのアプローチ

NPO法人　支援機器普及促進協会



障害に着目すれば 
　　　治療教育に意識がむいてしまう 

困難さ（やりたいこと）に着目すれば 
　　　機能代替・効率化に意識が向く



Topics



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！



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



Using Talkitt SD



MaBeee



MaKey MaKey - An Invention Kit for Everyone



Tobii PCEye



Eyedrivomatic for Hackaday Prize



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



アクセシビリティ



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/




視覚サポート

iOS 12 iOS 13



VoiceOver



ズーム機能



ズーム領域

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



画面表示と 
テキストサイズ



動作



読み上げコンテンツ



バリアフリー 
音声ガイド



Siriと検索



音声入力



身体及び動作

iOS 12 iOS 13



タッチ





タッチ 
AssistiveTouch



Face ID と注視



スイッチコントロール 

（ヘッドトラッキング機能は 
iPad Pro ， iPhoneX以降）



ポイントモード項目モード

Switch Control





音声コントロール





トップボタン



Apple TV Remote



キーボード 
（一般⇒キーボードとは 
内容が違います）



聴覚サポート

iOS 12 iOS 13 



一般

iOS 13 



アクセスガイド



アクセスガイド



Siri



ショートカット



Switch Interface



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



なんでもワイヤレス

62,640円
https://www.ttools.co.jp/product/hand/anywireless/index.html

スイッチが押された時に送出されるキーコードは 
割り当て変更できます

https://www.ttools.co.jp/product/hand/anywireless/index.html


AbleNet 59870 blue2 Bluetoothスイッチ

33,144円



AirTurn Duo

13,500円 https://www.airturn.com/

https://www.airturn.com/


RIVO

43,200円 https://rabbit-tokyo.co.jp/rivo2

https://rabbit-tokyo.co.jp/rivo2


iTwins

1,200円



Apple Magic Trackpad 2



Apple Magic Mouse 2



キーボード



変わる君

1000Hz動作による低遅延型インターフェース変換装置”変わる君”

9,493円(Amazon)



ablenet｢hook+｣（iPad用）

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

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


ZyBox2（ザイボックスツー）SC

43,200円
http://comfriend.cart.fc2.com/ca3/22/p-r-s/

http://comfriend.cart.fc2.com/ca3/22/p-r-s/


miyasuku｢Keypad｣（iPad用）

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



iPadタッチャ-

2,916円



Switch



特殊マウス



スイッチ補助器



スイッチ分岐装置



筋電式入力装置
発生する筋電（EMG）の強弱を、皮膚表面に貼り付けた電極で検知する入力装置です（図
３）。 
　あごをかみ締める、肩に力を入れるなど、必ずしも巧緻性の高い動作は必要ないことが
長所です。 
　しかし、有線のセンサを身体に装着することが必要なので、鬱陶しさや煩わしさ、ベッ
ドや車いすに引っかかって断線する、線が動くと雑音が入るので誤動作する、などのリス
クがあります。電極の貼り付け部分のかぶれにも注意が必要です。 



光電式入力装置
光電式は、対象物に光を当てて、その反射の強さを検知する入力装置です。スイッチに
タッチしなくても設定した距離まで近づけば反応するので、額やまぶたなど、接触が煩わ
しい操作部位でも使用できます（図４）。 
　感度が高く、操作部位のわずかな動きを検知することができます。ただし、接触の感覚
がないので、操作感もありません。 
　（２）の帯電式と同様のフィードバックが必要です。また、目の周りで使用する際に
は、直接光が目に入ると眩しいので、設置位置に注意します。



呼気式入力装置
　呼気（吸気）式は、主に高位の頸髄損傷者がよく使用する、チューブやストローを通し
て呼気圧（吸気圧）を検知する入力装置で、同じスイッチで「吹く」と「吸う」の２つの
入力まで可能です（図５）。 
　操作がわかりやすく、圧をかけることによって自分の口元にも圧がかかり、操作感とし
て伝わります。先端のチューブやストローを一度離しても、くわえ直せるように設置位置
を調整します。 
　チューブにたまる唾液や水滴は、放置すると不衛生で、かつ入力装置の寿命を縮めるこ
とになるので、定期的な洗浄と乾燥が必要です。



圧電素子式入力装置
　圧電素子式は、身体の動きによってピエゾ素子と呼ばれる薄板がたわみ、発生した電圧
を検知する装置です。わずかな力でもたわみが生じるため、操作部位のわずかな動きを捉
えることができます（図６）。 
　手、足、顔など様々な部位で使用できますが、有線のセンサを身体に貼り付けるため、
筋電式と同様の注意が必要です。 
　この入力装置は、ピエゾ素子がたわんだ瞬間のみスイッチが入るので、（１１）で後述
する呼び鈴分岐装置の動作に必要な長押しができないので、設定時間内に決められた回数
の短い入力を行うなど他の方法が必要です。



その他



AAC 
（拡大代替コミュニケーション） 

としての活用
ポイントはコミュニケーションを理解すること 



http://www.fukuyama-sh.hiroshima-c.ed.jp/kyouken/29kyouken/jiritu/jiritu5.pdf

http://www.fukuyama-sh.hiroshima-c.ed.jp/kyouken/29kyouken/jiritu/jiritu5.pdf


http://www.fukuyama-sh.hiroshima-c.ed.jp/kyouken/29kyouken/jiritu/jiritu5.pdf

http://www.fukuyama-sh.hiroshima-c.ed.jp/kyouken/29kyouken/jiritu/jiritu5.pdf


http://www.fukuyama-sh.hiroshima-c.ed.jp/kyouken/29kyouken/jiritu/jiritu5.pdf

http://www.fukuyama-sh.hiroshima-c.ed.jp/kyouken/29kyouken/jiritu/jiritu5.pdf


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



VOCA 
Symbol



VOCA(TTS) 
Text-to-Speech



アプリケーション



視覚障害



見え方紹介アプリ 
(疑似体験）



色のシュミレータ 
(疑似体験）



色彩ヘルパー 
(カラーの読み上げ）



衣服の色調べ 
(カラーの読み上げ）



色弱バリアフリー 
(知りたい色を文字で教えてくれる）



CamFind 
(眼の前にあるものを教える）



Seeing Assistant Light 
(明るさを音の高低で表現）



Light Detector 
(明るさを音の高低で表現）



Be My Eyes 
(眼の前の情報を教えてくれる）



話すカメラ 
(眼の前の情報を教えてくれる）



ColorSay 
(色を読み上げてくれる）



聴覚障害



聴力検査 
(簡易検査）



UDトーク 
(音声の文字化）

＊ネットワーク上の問題で利用できません。ご紹介のみになります



筆談パッド 
(手書き筆談）



UD手書きPro 
(手書き筆談）

＊ネットワーク上の問題で利用できません。ご紹介のみになります



肢体不自由



Hawkeye Access 
(視線操作）

＊今回の機器では動作しません。iPad Pro が必要になります。



たっち＆びーぷ 
(タッチ操作練習）



iOAK 
(モーションヒストリ）



Wheelmap 
(車椅子外出支援）



Camera RX 
(簡単カメラ撮影）



声シャッター 
(簡単カメラ撮影）



おすすめサイト



http://atacconf.com/aac-ondemand?fbclid=IwAR3XPSLuhaSueQk44c4B5qVGp1RIfEWVi6LvIfdDBY-
SDJDfKlpjT_3FDPU

AACを学ぶための　フリー・オンライン教材

http://atacconf.com/aac-ondemand?fbclid=IwAR3XPSLuhaSueQk44c4B5qVGp1RIfEWVi6LvIfdDBY-SDJDfKlpjT_3FDPU
http://atacconf.com/aac-ondemand?fbclid=IwAR3XPSLuhaSueQk44c4B5qVGp1RIfEWVi6LvIfdDBY-SDJDfKlpjT_3FDPU


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/


子どもたちに 
させたい事ではなく、 

⇓ 
子どもたちが 
したい事を



支援者の引き出しが 
増えないと 
⇓ 

子どもたちの 
選択肢は増えない



支援者の負荷が 
増えると 
⇓ 

子どもたちの負荷は 
減る



｢この子らを世の光に｣

「この子らはどんな重い障害をもっていても、だれと取り替えることもで
きない個性的な自己実現をしているものである。人間と生まれて、その人
なりに人間となっていくのである。その自己実現こそが創造であり生産で
ある。私たちの願いは、重症な障害をもったこの子たちも立派な生産者で
あるということを、認め合える社会をつくろうということである。『この
子らに世の光を』あててやろうという哀れみの政策を求めているのではな
く、この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよいよ磨きをかけて
輝かそうというのである。『この子らを世の光に』である。（「糸賀一雄
著作集３」より引用）



参考書籍













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


