
アクセシビリティ
iOS 14版



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。



画面表示とテキストサイズ

テキストを大きくしたり太字
にする、コントラストを上げ
る、カラーフィルタを適用す
る、反転 (スマート) を使う、
明るさを自動調節するなど、
さまざまに役立ちます。



動作

ディスプレイの表示に関する 
各種設定ができます。 

「視差効果を減らす」をオン
にすると、画面上の要素の動
きを減らせます。アプリ間で
の移動やアプリの起動など、
画面上の一部のアクションが
視覚的によりシンプルになる
ので、動きに敏感な方に優し
くなり、目の負担を軽減でき
ます。 



読み上げコンテンツ
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



Siriと検索
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。



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



サウンド認識
赤ん坊の泣き声、ドアベル、
サイレンなど、特定のサウン
ドをiPadに継続的に聞き取ら
せて、認識したときに通知を
送信させることができます。



オーディオ/ビジュアル
聴覚上の必要に応じて、オー
ディオとビジュアルの設定を
調整できます。例えば、モノ
ラルオーディオ、音量バラン
ス、LEDフラッシュ通知、
ヘッドフォン調整などを設定
します。



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



タッチ
ディスプレーをタッチするこ
とが困難な場合に少しでも操
作性を上げるための設定項目
です。



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



９個までよく使う機能
を登録できます。



Assistive Touch



iOS13より、外部デバイスを
直接利用できるようになりました

外部デバイスでタップ操作が出来ない
場合に利用します



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　「手動」（２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



音声コントロール

音声コントロールを使えば、タップ、スワイプ、入力などを声で指示してデバイスを操作で
きます。 

音声コントロールを使うには、iOS 13 以降または iPadOS が必要です。音声コントロー
ルを使う前に、ファイルのダウンロードが必要です。ダウンロードが終わったら、Wi-Fi 
に接続していなくても音声コントロールを使えるようになります。音声コントロールをは
じめて有効にする前に、Wi-Fi に接続しておくようにお勧めします。





その他の操作









iPadとの接続に使う機器



できiPad２

4個までのスイッチ操作が可能 

4つの入力モードがある

https://dekimouse.org/wp/kiki/dekiipad2/18,000円



指電話ぽっち

最大6つのスイッチを接続できます。
ジャック1~4はキーボードの1～4、5,6は左右の矢印(←,→)に割り当てられていますので、キー
ボード操作に対応しているアプリはスイッチコントロールを使わなくても操作できます。

32,400円



なんでもワイヤレス

62,640円



キーボード



ablenet｢hook+｣（iPad用）

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

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


スイッチ有線接続キット（変わる君）

16,200円

Apple社の USB-Lightning カメラアダプタとビット・トレード・ワン社の変わる君とを組み合わせ
て使用します。設定済みの変わる君とカメラアダプタをセットにして販売していますので、手元に
来たらすぐにiPhone / iPadに接続して使い始められます。


https://yubidenwa.jp/products/yusenkit/

https://yubidenwa.jp/products/yusenkit/


com-friend　ZyBox2

43,200円



miyasuku｢Keypad｣（iPad用）

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



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



スイッチヘルパー・ワンショット２

43,200円



アクセシビリティー・スイッチインターフェースなどの	
参考サイト・・



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/


h'p://npo-atds.org	

h'ps://www.facebook.com/takamatsu.takashi

http://npo-atds.org
http://npo-atds.org
https://www.facebook.com/takamatsu.takashi

