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iOS スイッチコントロール 1-2-3!  
（１）はじめての体験 

【はじめに】 
　iPad/iPhoneには、スイッチを使って操作するための機能の「スイッチコントロール」が標準で
ついています。この機能を使うと、画面をタップする代わりに身体の動きでスイッチを使ってiPad
やiPhoneを操作することができます。 
　この説明書は、いま持っているiPadやiPhoneだけを使って、スイッチコントロールの機能の概
要を理解し実習することを目的にしています。スイッチやスイッチ接続アダプタなどの機材がなく
ても、iPadまたはiPhoneがあれば、スイッチコントロールの体験ができます。 

　ALSや筋ジストロフィーなどの神経難病で身体を自由に動かせない方は、画面を自由にタップ
したりスワイプすることができません。しかし、わずか2mmくらいの指先の動きを感知するスイッ
チが市販されていますので、それを使ってiPadを操作することができます。脳性麻痺等で不随意
の動きのため画面タップがしづらい方も、スイッチを使ってiPadを操作することができます。 
　これまで画面をタップできないからiPad/iPhoneを使うことが無理だと諦めていた人も、あの
人には画面タップは無理だと決めつけていた人も、是非スイッチコントロールを体験していただき、
できることがたくさんあることを知り、世界を広げて欲しいと思います。 

記載について 
　iPadとiPhoneは iOS という共通の基本の仕組みで動いていますので、できることはほぼ同じで
す。この説明書では、iPadを例に説明しますがiPhoneでも同じことができます。ただし、iPhone
にだけできることやiPadだけの機能もあります。例えば電話機能はiPhoneにしかありません。そ
のような場合は、その旨の記載をしますが、それ以外の場合は、iPadと書いてあってもiPhoneの
ことでもあると読み替えてください。 

iOSについて 
　スイッチコントロールの機能が充実したのは iOS 9 からですが、iOS 10, 11と細かい点の改善
が続きました。iOS 12でも基本的な流れを踏襲していますが、スイッチコントロールの使い勝手
を大きく変える改訂がありました。細かい点の利便性を考えても、最新のiOSを使うのが望ましい
です。 
　この説明書は、最初にiOS 11をベースにして書き、その後 iOS 12に合わせて改訂をしました。
iOS 12で新たに実現された機能についてはその旨記載をしました。 
　古いiPadでは、iOS 9までしかインストールができない機種もあります。使える機材を大切に使
うことは大事なことですが、スイッチコントロールに関しては最新のiOS 12が使える機種での利
用をお勧めします。それは必ずしもハイスペックなものを使うことを意味していません。iPad Pro
でなくても標準のiPadであっても、十分な働きをします。  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【アプリについて】 
　スイッチでiPadが操作できると聞くと、すぐに「LINEをしたい」「メールを送りたい」「イン
ターネットで検索したい」という答えが返ってきます。もちろんそれは可能ですが、いずれも文
字入力が必要なものです。ソフトキーボードを使ってスイッチ操作で文字を入力するのは、スイッ
チ操作の中でも慣れるまでは難しく感じる部分です。 
　いきなりその難しいことにチャレンジをして、うまくいかないなぁと思うよりも、実用的であ
りながら操作が簡単な指伝話メモリの絵カードを使うことを是非試してみてください。画面上の
カードを選択すると流暢な音声で話します。シンプルですが操作がわかりやすい上に、拡張性の
高さからその後に便利に使う様子を想像しやすいので、最初の一歩を進めるために適したアプリ
です。 

指伝話メモリと指伝話RT 
　指伝話メモリは、カードタイプのコミュニケーションアプリです。絵や写真をタップすると流暢
な合成音声で話しをするアプリです。画面の細かい部分を選択するのではなく、１画面に４枚や
９枚表示されている中から１枚を選んでタップする操作ですから、ほとんど失敗なくすぐに使える
ようになります。 
　指伝話メモリは、iPadでのみ動作し、カードの編集を行うことができる有料のアプリ（19,800
円）です。さまざまなサンプルをウェブからダウンロードして、中身を自分で変えて使うことがで
きます。 
　指伝話RTは、指伝話メモリで作成されたカードのサンプルをiPad/iPhone上で無料で試すこと
ができるアプリです。カードの編集はできませんが、会話用のカード、教育教材、ゲーム、多言
語、スマートスピーカーへの話しかけなど、さまざまなサンプルをお試しいただくことができます。

　YMプレーヤーという有料のアプリ（2,000円）もあります。iPad/iPhoneで使うことができ、
カードの編集はできませんが、指伝話メモリで作成したカードを読み込んで使用することができ
ます。 
　指伝話メモリ、指伝話RT、YMプレーヤーは、AppStoreからダウンロードできます。 

　この説明書の中では、指伝話RTを使って説明をしています。ダウンロードをして一緒に試しな
がら説明をご覧ください。 
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指伝話RTに入っているサンプルセット



【画面操作について】 
　スイッチコントロールを使用すれば、指で行なっているiPadの操作のほぼすべてをスイッチで行
うことができるようになります。スワイプ、ドラッグ＆ドロップ、ダブルタップ、２本指でスワイ
プなども、１つのスイッチで操作ができます。 
　とはいえ、スイッチコントロールの操作に慣れないうちから細かい操作に挑戦すると、難しさ
を感じて疲れてしまうことがあります。始めのうちは、スイッチコントロールに慣れることを優先
した方が良いです。 
　また、スイッチコントロールは、使いやすくするために様々な細かい設定をができます。設定の
組み合わせで使いやすくも使いにくくもなります。設定項目を一つ一つ解説して理解をするより、
標準的な方法で使ってみてスイッチコントロールとは何かを大まかに理解した上で、使いやすくす
るための調整をしていくと良いです。 

スイッチについて 
　スイッチには、押して使うタイプのものだけではなく、触れる、引っ張る、叩く、曲げる、筋
電のわずかな力を使う、目を動かす、息をかける、声を出すなど、さまざまなタイプのものがあ
りますので、からだの動きに合わせたスイッチを選択すれば良いです。 
　スイッチコントロールでは、このような外部スイッチの他、画面やカメラをスイッチとして扱う
こともできます。なお、Bluetoothで接続するキーボードも外部スイッチと同じ扱いです。 

画面をスイッチとして扱う場合 
　画面全体がタッチスイッチとなります。画面に表示されている項目を直接指でタップできなくな
り、どの項目をタップしても、それは画面というスイッチを押したことになります。最初は少し違
和感があるかもしれません。 
　iPadに外付けモニタをつけて、そこに映し出されるiPadの画面を見ながら、タッチスイッチを
操作する状態を考えてみてください。そのタッチスイッチがiPad本体であれば、iPad本体は画面
上の項目をタップして選択するためのものではなく、あくまでもタッチスイッチとなります。この
ように構成を理解すると、画面をスイッチとして扱う操作が理解し易くなります。 
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外付けモニタに表示し、IPadをタッチスイッチとして使うイメージ



外部スイッチを使う場合 
　iPadの画面をスイッチとする場合には使用しませんが、外部スイッチをiPadに接続するために
はスイッチ接続用の機器が別途必要です。 
　各社からさまざまな機器が発売されています。基本的には、3.5mmミニピンジャックのプラグ
のついたスイッチを接続することができます。各社の製品の機能の違いは主に次の項目です： 
　　　・接続方法（有線接続・無線接続） 
　　　・電源供給方法（ACアダプタ・充電式・iPad本体からの供給） 
　　　・接続できるスイッチの数 
　　　・反応速度 
　　　・スイッチに割り当てられているキー（初期値、変更の可否） 
　　　・特定のアプリに対する機能の有無 
　　　・価格 
　　　・その他の機能の有無 

　基本的には、iPadとスイッチを接続するための機器なので、使用するアプリを問いませんが、
各社が販売する特定のアプリに対応した機能をつけている場合もあります。 
　有限会社オフィス結アジアでは、有線接続と無線接続の製品を発売しています。それぞれの特長
は次の表の通りです。これらの製品は、指伝話アプリ専用ではなく他のアプリをお使いいただく
ことができますが、指伝話メモリや指伝話文字盤で使用する場合は、特に使い勝手が良いように
なっています。 

iOS スイッチコントロール 1-2-3! （1）R4　Page  4 Copyright 2018 Office Yui Asia Limited. All rights reserved.

接続機器 特長

スイッチ有線接続 
キット 

定価 16,200円

・有線接続なので、Bluetoothの設定などが不要ですぐに使う 
　ことができます。 
・スイッチは２つまで接続可能です。 
・１つのスイッチでも押し方の組み合わせによって異なる操作 
　を行う設定も可能です。iPad標準では、１つのスイッチでは 
　短押しと長押しの２種類の使い分けしかできませんが、変わ 
　る君は、押す回数や短押しと長押しの組み合わせによる異な 
　る操作の設定が可能です。 
・このキットは、変わる君とApple Lightning-USB カメラア 
　ダプタで構成されています。どちらかを既にお持ちであれば、 
　それを利用することができますが、iPadで使用するためには 
　変わる君の設定を行う必要があります。スイッチ有線接続キ 
　ットで購入した場合は設定済です。

指伝話ぽっち 

定価 32,400円

・無線接続（Bluetooth）なので、本体とスイッチとの間のケ 
　ーブルを排除することができ、見た目がすっきりします。 
・スイッチは６つまで接続可能です。 
・指伝話メモリでは、スイッチコントロールを使わない操作も 
　可能です。



【操作の種類】 
　スイッチコントロールでは、スイッチを１つだけ使う方法と複数使う方法の大きく分けて２通り
の方法があります。 

スイッチコントロールの基本 
　スイッチ操作の基本は、フォーカス（選択場所）を「移動」して、それに対してアクションを
「決定」するという２つの動作です。 
　選択場所の移動の方法には、項目モード と ポイントモード の２種類があります。 
　項目モードは、画面上の項目のフィーカスを順番に選んでいき、選んだ項目に対してアクション
（タップなどの動作のこと）の決定をします。一方、ポイントモードは、画面上に自動的に表示さ
れるグライドカーソルと呼ばれる位置決めのためのラインをスイッチで止めて、縦横それぞれの位
置を指定しその位置でアクションの決定をします。 

 

移動と決定の動作（ハイライトのスタイル） 
　スイッチを１つだけ使う場合は、「（フォーカスの）移動」と「（アクションの）決定」のどち
らかの動作をiPadが行うようにし、もう１つの動作をスイッチで行うことになります。 
　または、iPadのスイッチコントロールで、スイッチの短押しと長押しで動作を分ける設定を行い、
１つのスイッチで２つの動作を操作することもできます（短押しで移動、長押しで決定）。 
　移動の場所をハイライトさせる方法は、移動と決定を自分で行うかiPadが行うかの組み合わせ
によって次の３つの方法があります。 

　スイッチを２つ使う場合は、１つのスイッチに「移動」、もう１つのスイッチに「決定」を割り
当てて使います。３つ以上使うのであれば、「ホーム画面に移動」「音量を上げる」「コントロー
ルセンターを表示」といった別なアクションを割り当てることができます。 

iOS スイッチコントロール 1-2-3! （1）R4　Page  5 Copyright 2018 Office Yui Asia Limited. All rights reserved.

ポイントモード項目モード

移動 決定 スイッチコントロールのハイライト設定

自分 自分 手動ハイライト

iPad（自動） 自分 自動ハイライト

自分 iPad（自動） 単一スイッチステップハイライト

移動と決定の動作（ハイライトの設定）



スイッチコントロールのハイライトメニュー 
　スイッチコントロールで「決定」の操作をした時に、スイッチコントロールの「ハイライトメ
ニュー」が表示されます。決定した位置で何のアクションを行うかを指定するためのものです。通
常はその場所をタップするアクション「タップ」を選択することになります。毎回ハイライトメ
ニューを表示してタップを選択するのは操作が面倒ですので、「何もしなければタップとなり、必
要に応じてハイライトメニューを表示する」という設定で使用します。 
　スイッチコントロールの設定で、「タップの動作」という項目でそれらを指定します。設定は３
種類あります。 
　なお、ハイライトメニューに表示される項目やその順番は、設定により変えることができます。
使用しないメニュー項目は非表示にすることで、項目選択の手間を減らすことができます。 
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デフォルトの場合 
決定するとハイライトメニューが

表示される

常にタップの場合 
右下に黒いアイコンが表示 

される

移動と決定の操作とハイライトの方法の関係

タップ後の動作の設定 スイッチコントロールのハイライト設定

デフォルト（初期値） ハイライトメニューを表示する。

自動タップ ハイライトメニューを表示せず、タップを選択したことにす
る。ハイライトメニューを表示したい場合は、選択された項
目が光っている間に再度スイッチを操作する。

常にタップ ハイライトメニューを表示せず、タップを選択したことにす
る。ハイライトメニューは、画面右下に現れる黒いアイコン
を選択して表示させる。

ハイライトメニューの例

自動タップの場合 
選択すると色がつき 

その間に再び選択するとハイ 
ライトメニューが表示される



変わる君の設定（参考情報） 
　変わる君の設定を行うことで、１つのスイッチ操作に複数の設定を行うことができます。 

　１）マクロの利用 
　　　　１回のスイッチ操作で「ページをめくって」＋「タップする」ような２つ以上の動作の 
　　　割り当てを行うように、変わる君を設定することができます。 

　２）パターン入力 
　　　　スイッチの短押しと長押しの組み合わせによって、異なるスイッチを押したような動作を 
　　　行うことができます。スイッチコントロール側では異なるスイッチの信号を受信するので、 
　　　１つのスイッチの操作で複数のスイッチを扱っているような動作をさせることができます。 
　　　　例えば、「短・短」、「短・長」、「短・長・短・短」と押すようなそれぞれの操作に 
　　　違うアクションを割り当てることも可能です。 

　マクロの利用とパターン入力を組み合わせることで、複雑な操作を１つのスイッチで行うように
することも可能です。詳しくはお問い合わせください。 
　貸出機の変わる君は、２つのジャックとも通常の設定にしてあります。ジャック１番は「１」
キー、ジャック２番は「２」キーがiPadに送信される設定になっています。 
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【適した設定を行うために】 
　スイッチの選択・スイッチの置き方・スイッチ自体の機能調整・使う身体の場所　によって操作
感は大きく変わります。また、使うアプリ、コンテンツの選び方（作り方）によっても使い勝手
が大きく変わります。コンテンツによっては、スイッチの操作回数を減らすこともできますので、
複合的な要因で操作のし易さが変わることは常に念頭においてください。 
　また、スイッチで操作をすることが目的ではなく、操作して何をするかが目的です。目的の実現
のためには操作方法が変わっても良いですし、他の技術との組み合わせによる実現もあります。ス
イッチ操作が上手くいくためにも、スイッチ操作にとらわれすぎないようにご注意ください。 
　適したスイッチを使いやすい設定にするために、身体状況を次のポイントでご確認いただくこ
とをお勧めします。 

１）スイッチの数 
　　　　１つだけのスイッチを使うか、２つ以上のスイッチを使うかを見極めます。 
　　　　２つ使うことができれば自分の意思で操作をし易いです。１つだけのスイッチを使う場合 
　　　でも、他のポイントもご確認になり、総合的に判断してください。 

２）長押し 
　　　　スイッチを押す際、「カチ」と押すのを短押しとすれば、「カチー」と長めに押すのを 
　　　長押しと呼びます。長く押した後にスイッチを離すことができるかどうかも判断のポイント 
　　　となります。短押しと長押しに別のアクションを割り当てることができれば、１つのスイッ 
　　　チでも２つの操作ができるようになり、自分の意思で操作がし易くなります。 
　　　　また、短押しは１つ進む、長押しは押している間進み続ける、という設定をすることで 
　　　何度もスイッチを押して移動操作をする手間を省くことができる可能性もあります。 
　　　　短押しと長押しの違いは、押している時間の秒数です。その秒数の設定はスイッチコント 
　　　ロールで指定することができます。 

３）連続押し 
　　　　スイッチを続けて何度も押すことができるかどうかを見極めます。練習では数回は押す 
　　　ことができても、何度か押していると疲れてしまって操作ができなくなることもあります。 
　　　その場合は、連続押しによる操作は向いてないと判断した方が良いでしょう。 
　　　　スイッチの操作回数を減らした方が操作が楽な場合は、移動操作はiPad（スイッチコン 
　　　トロール）に任せて、決定操作を自分で行うという設定が良いと考えられます。　　　　 

４）２度押し 
　　　　ある程度の短い時間の中で、カチ・カチと２度押しができるかどうかを見極めます。 
　　　　上記の１～３の結果、長押しも連続押しもできないが、２度押しができる場合は、１度 
　　　押しと２度押しに別のアクションを割り当てることで、１つのスイッチでも２つの操作が 
　　　できるようになり、自分の意思で操作がし易くなります。 
　　　　これはiPadの標準機能ではなく、変わる君の設定によって実現可能です。詳細は、 
　　　サポート( info@yubidenwa.jp )にお問い合わせいただくか、「わかる変わる君 ～上級 
　　　編」をご覧ください。 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【準備】 
　はじめに必要な設定を行います。一度だけ行えば良い設定です。 

１）標準の設定にする 
　スイッチコントロールと競合することを防ぐために、スイッチ操作に不要な機能をオフにしま
す。 
　手順 
　　・設定 > 一般 > アクセシビリティ を開く。 

 
（視覚サポートの欄） 
・VoiceOver を オフ にする。 
・ズーム機能 を オフ にする。 
・スピーチ をすべて オフ にする。 
 

 
（操作の欄） 
・AssistiveTouch をオフにする。 
・タッチ調整 をオフにする。 
・キーボード の キーのリピート、 
　複合キー、スローキー をオフに 
　する。 

 
 
（学習サポートの欄） 
・アクセスガイド をオフにする。 
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・設定 > 一般 > アクセシビリティ >  
　スイッチコントロール を開く。 

・長押し を オフ にする　 

 

 
 
 
（スイッチ安定化の欄） 
・保持継続時間 を オフ にする。 
・繰り返しを無視 を オフ にする。 

（オーディオの欄） 
・効果音 を オフ にする。 
・読み上げ を オフ にする。 
 

（項目をグループ化） 
・項目をグループ化 を オフ にする。 
 

 
 
 
（ビジュアルの欄） 
・大きいカーソルを使用 を オン に 
　する。 
・カーソルの色 を ブルー にする。 
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２）ショートカットを設定する 
　iPhone/iPadのホームボタンをトリプルクリックする（3回続けて押す）ことで、アクセシビリ
ティのオン・オフを切り替える設定をします。ホームボタンがない機種（iPhone X）ではサイド
ボタンを使います。 

手順 
・設定 > 一般 > アクセシビリティ >  
　ショートカット 
・スイッチコントロールにチェックを 
　入れる。 
・他のものはチェックを外す。 

　ホームボタンのトリプルクリックで、アクセシビリティのオン・オフを行うことができるように
なります。アクセシビリティにはいくつかの種類がありますが、ショートカットの設定をスイッチ
コントロール１つだけにしていると、スイッチコントロールのオン・オフを画面のトリプルクリッ
クで行うことになり便利です。 
　スイッチコントロールをオンにした後、オフにしたくなったらホームボタンをトリプルクリック
してください。 

３）スイッチコントロールのハイライトメニューの項目を設定する 
　ハイライトメニューを通して、さまざまな操作を行うことができるようになります。メニュー項
目が多すぎると混乱してしまいますので、最初は次に示す必要最低限の項目にしておくことをお勧
めします。 

　手順 

・設定 > 一般 > アクセシビリティ >  
　スイッチコントロール > メニュー 
　項目 > 最上位レベル 
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・メニュー項目を追加 を選ぶ 

 

 

 

・設定 を選ぶ  

 

 

・グループ化オン／オフ を チェッ 
　ク する 
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・最上位レベルのメニュー項目の中の 
　次のものだけチェックをして順番を 
　並べ替える 
　　esc 
　　要素固有のアクション 
　　スクロール 
　　ホーム 
　　項目／ポイントモード 
　　グループ化オン／オフ 

　※ iOSのバージョンによっては表示 
　　される項目が異なる場合があり 
　　ます。 
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【スイッチの設定】 
　通常は外部接続のスイッチを使用しますが、画面をスイッチにする方法と併せて説明します。画
面をスイッチにする場合は、画面をタップするとスイッチを押したことになるので、通常の画面タッ
プを行おうとしても操作はできません。最初は戸惑うかもしれません。ご注意ください。 
　なお、スイッチを接続する機器（スイッチ有線接続キット、指伝話ぽっちなど）と、スイッチを
お持ちの場合は、外部スイッチを登録してください。 

★ スイッチと接続機器を持っていない場合：画面スイッチを登録する 

　手順 

・設定 > 一般 > アクセシビリティ >  
　スイッチコントロール > スイッチ 

 

 

・新しいスイッチを追加 を選択 

 

・画面 を選択 
 

 

・フルスクリーン を選択 
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・アクションの選択では、 項目を 
　選択 を選択 

 

・長押しは なし を選択する。 
 

★ スイッチと接続機器を持っている場合：外部スイッチを登録する 
　スイッチを接続する機器とiPadは事前に接続しておいてください。 

　手順 
　・スイッチを接続する。　 

　 
・設定 > 一般 > アクセシビリティ  
　> スイッチコントロール >  
　スイッチ 

 

・新しいスイッチを追加 を選択 
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・外部 を選択する。 

 

・接続されているスイッチを１度 
　押す 

　　 

・スイッチの名前を入れる画面は 
　何も入力せず 保存 をタップ 
　する 
　（スイッチ1として登録され 
　　ます。） 

 

・アクションの選択では、 項目を 
　選択 を選択する。長押しは なし 
　を選択 
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【設定１：項目モード・自動ハイライト】 

１）設定を行う 

　手順 
　　・設定 > 一般 > アクセシビリティ > スイッチコントロール 

 
・ハイライトのスタイル で  
　自動ハイライト を選択 

 

・自動ハイライトの時間 を  
　1.8秒 に設定 
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・最初の項目で一時停止 を  
　オン にし、0.5秒 に設定 
 

 

・繰り返し を 2 に設定 
 

 

・移動の繰り返し を オフ  
　に設定 

 

 
・長押し を オフ に設定 

 

・タップの動作 を 自動タップ  
　にし 1.8秒 にする。 
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・タップしたあとにフォーカス 
　される項目 を 現在の項目 に 
　設定 

　　・設定 > 一般 > アクセシビリティ > スイッチコントロール > スイッチ 
　 
 

・登録したスイッチ の デフォ 
　ルト を 項目を選択 に設定 
　（長押しは選べない） 
 

２）操作する 

　準備 
　　・指伝話RTを立ち上げます。 
　　・ホームボタンをトリプルクリックして、スイッチコントロールをオンにします。 
　 
　操作 
　　・項目が自動で動いていくので、タップしたいところに移動したらスイッチを１回押します。 
　　　（画面スイッチを使う場合には、画面をタップ） 

　解説 
　　・スイッチを押した時に、項目が青くなり選択されます。 
　　・青く光っている間にもう一度タップすると、ハイライトメニューが表示され、 
　　　タップ以外のアクションを実行できます。 
　　・ホームボタンをトリプルクリックすると、スイッチコントロールがオフになります。 
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1) フォーカスの移動開始 2) フォーカスが次に移る

3) スイッチを押すと青く反転 
そのままでいればその項目が 
タップされたことになる

4) 青い間に再度スイッチを押すと 
ハイライトメニューが表示され 
ホーム画面にいくなど他の操作が 

できるようになる



【設定２：ポイントモード】 

１）設定を行う 
　手順 
　　・設定 > 一般 > アクセシビリティ > スイッチコントロール 

 

 

 
（ポイントハイライトの欄） 
・選択モード を シングル に 
　設定 ※ 

 

 

・グライドカーソルの速度 を  
　30 に設定 
　 

※選択モードは、iOS 12からの機能です。iOS 11では 高精度ポインタ のオン／オフを選択 
　するようになっていますので、そこは オフ にしてください。それは、iOS 12での 微調整  
　と同じ状態です。その場合は、ポイントモードでは、縦と横の位置の指定を、それぞれ２回 
　スイッチを操作して決定するので、より細かい場所を指定することができます。しかし、 
　大きな範囲の場所を指定するのであれば、シングル の設定がより簡単です。 
　iOS 12の 正確 は、iOS 11の 高精度ポインタ を オン にした設定と同じです。その場合は、 
　縦と横の位置の指定を、それぞれ３回スイッチを操作して決定するので、非常に細かい位置を 
　指定することができます。 

　シングル で選択した場所をさらに調整したい場合には、ハイライトメニューで 選択部分を 
　微調整 を選択することで、細かい位置調整が可能です。 
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２）操作する 

　準備 
　　・指伝話RTを立ち上げます。 
　　・ホームボタンをトリプルクリックして、スイッチコント 
　　　ロールをオンにします。 
　　・項目モードで ハイライトメニュー が表示されたら 
　　　ポイントモード を選択します。 
　　　（設定１で操作を行い、スイッチを押し、青く光って 
　　　いる間にもう一度タップしてハイライトメニュー を 
　　　表示したら、ポイントモード を選択します。 
　 
　操作 
　　・横位置を決めるためにグライドカーソルが動くので、タップしたい場所でスイッチを 
　　　押します。 
　　・次に縦位置を同じように決めます。 
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ハイライトメニューを表示し 
ポイントモードを選択

1) 横の位置を決定 2) 縦の位置を決定

3) 項目が選択される 
青い間に再度スイッチを押すとハイライト
メニューが表示されるが、何もしない

4) その場所をタップしたことになる



　解説 
　　・スイッチを押した時に、タップする場所が指定され、クロスしたところをタップする操作が 
　　　行われます。 
　　・黒い丸いマークが表示されている間、もしくは項目が青く表示されている間にもう一度 
　　　タップすると、ハイライトメニューが表示されます。 
　　・ポイントモードと項目モードの切り替えは、ハイライトメニューでのみ行うことができます。

※次の操作説明のために、一旦項目モードに戻しておいてください。 
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【設定３：項目モード・手動ハイライト】 

１）設定を行う 

　手順 
　　・ポイントモードで使用していた場合は、必ず項目モードに戻しておいてください。 
　　・設定 > 一般 > アクセシビリティ > スイッチコントロール 

　 
　 

 

 

 
・ハイライトのスタイル を  
　手動ハイライト に設定 

 

（タイミングの欄） 
・自動的に非表示 を オン に 
　し、5秒 にする。 
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・移動の繰り返し を オフ に 
　設定 
 

 
・長押し を オン にし、 
　0.6秒 、 
　ハイライトを一時停止 を  
　オン に設定 
　 

 

・タップの動作 を 常にタップ  
　に設定 
 

　　・設定 > 一般 > アクセシビリティ > スイッチコントロール > スイッチ 
　　　 

・スイッチ を選択 

 

 

 
・既に設定してあるスイッチを 
　選択 
　この場合は フルスクリーン 　 

iOS スイッチコントロール 1-2-3! （1）R4　Page  25 Copyright 2018 Office Yui Asia Limited. All rights reserved.

●

●

●

●

●

●

●



 
・設定してあるスイッチのアク 
　ションの デフォルト を  
　次の項目に移動 にし、 
　長押し を 項目を選択 に設定 
 

２）操作する 

　準備 
　　・指伝話RTを立ち上げます。 
　　・ホームボタンをトリプルクリックして、スイッチコントロールをオンにします。 
　 
　操作 
　　・スイッチを押すと選択されている場所が順番に動いていくので、タップしたいところに 
　　　移動したら、スイッチを長押しします。 

　解説 
　　・画面の右下に、ハイライトメニューを表示させるためのアイコンが表示されます。 
　　・ハイライトメニューを表示するには、そこにカーソルを合わせて選択してください。 
　　・ホームボタンをトリプルクリックすると、スイッチコントロールがオフになります。 
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1) フォーカスが表示される 2) スイッチを押すとフォーカスが移動

3) 長押しをすると項目が選択される

4) 右下のアイコンはハイライトメニュー
を表示するため

5) 長押しをするとハイライトメニューが
表示される



【設定４：項目モード・単一スイッチステップハイライト】 

１）設定を行う 

　手順 
　　・ポイントモードで使用していた場合は、必ず項目モードに戻しておいてください。 
　　・設定 > 一般 > アクセシビリティ > スイッチコントロール 

 

 

・ハイライトのスタイル を 
　単一スイッチステップハイ 
　ライト に設定 
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　（タイミングの欄） 
・滞留時間 を 1.8秒 に設定 

 

 
・自動的に非表示 を オン に 
　し、5秒 に設定 

 

 

・移動の繰り返し を オン に 
　し、0.6秒 に設定 

 

 
・長押し を オフ に設定 

 

・タップの動作 を 常にタップ  
　に設定 

　・設定 > 一般 > アクセシビリティ > スイッチコントロール > スイッチ 
　　　 

・スイッチ を選択 
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・既に設定してあるスイッチを 
　選択 
　この場合は フルスクリーン 　 

 

・設定してあるスイッチのアク 
　ションの デフォルト を  
　次の項目に移動 に設定 
 
　（長押しは選択できない） 

２）操作する 

　準備 
　　・指伝話RTを立ち上げます。 
　　・ホームボタンをトリプルクリックして、スイッチコントロールをオンにします。 
　 
　操作 
　　・スイッチを押すと選択されている場所が順番に動いていくので、タップしたいところに 
　　　移動したら待ちます。 
　　・画面が青く表示されますので、青く表示されている間にスイッチを押すと、その項目が 
　　　タップされたことになります。 
　　・スイッチを押し続けると、選択されている場所の移動が次々進んでいきます。何度も 
　　　タップして進まなくてよいので便利です。 

　解説 
　　・画面の右下に、ハイライトメニューを表示させるためのアイコンが表示されます。 
　　・ハイライトメニューを表示するには、そこにカーソルを合わせて選択してください。 
　　・ホームボタンをトリプルクリックすると、スイッチコントロールがオフになります。 
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1) フォーカスが表示される 2) スイッチを押すとフォーカスが 
次に進む

3) スイッチを押すとフォーカスが 
次に進む

4) 何もしないで待つと、青色に反転

5) 青色に反転している間にスイッチを 
押すと、項目を選択したことになる

6) 青色に反転している間に何もしないと
フォーカスの表示がなくなる



【スイッチコントロールで使う主な用語】 
用語 説明

ハイライト 項目の選択の仕方。３種類ある。 
　　自動ハイライト、手動ハイライト、 
　　単一スイッチステップハイライト

アクション スイッチを押した時の動作 
　　次の項目に移動、項目を選択、タップなど

ハイライトメニュー スイッチコントロールで表示されるアクションのメニュー 
　　動作を選択するために表示される

長押し スイッチの押し方 
　　長押しは、スイッチを少し長めに押す 
　　長押しと認識される時間は設定で決める 
　　通常の押し方を短押しと呼ぶこともある

項目モード 
ポイントモード 

画面をタップする位置の決め方 
　　項目モードは、タップする項目をカーソルが移動して目的の 
　　場所になったら項目を選択するアクションを行う。 
　　ポイントモードは、画面上のタップする位置を横位置、縦位置 
　　と順番に指定する。
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【解説】 

　以上が、スイッチコントロールの基本です。まだ細かな設定がたくさんあり、設定の組み合わせ
によって動作も使い勝手も大きく異なります。どの設定がベストなのかは、その人の身体の状況
にもよります。慣れや体調によって使い勝手の良さも感じ方も変わります。 
　スイッチの導入に際しては、次の点にもご留意ください。 

１．スイッチの種類と設定 
　適したスイッチの選択は重要です。指先がわずかに動くだけの方に、ある程度の力が必要な押し
ボタン式のスイッチは適さないかもしれません。ピエゾスイッチや空圧スイッチは、感度の調整や
設置場所の調整に気を使います。 
　スープを飲む時はお箸ではなくスプーンが適していると考えます。小さなスプーンで少しずつ口
に入れた方が飲みやすい人もいますし、少し冷めたスープをストローで飲むことならできる人もい
ます。蕎麦を食べる時はフォークでは雰囲気がでないと思うかもしれなけどお箸が持ちにくいな
らフォークはよいチョイスです。雰囲気を大切にして木や竹で作ったフォークなら喜ばれるかも
しれません。 
　スイッチも同様に、機能的な面でなく、使う人の気持ちも考えて、スイッチの選択と設定調整を
行うことが大事だと考えています。 

２．段階を経て導入 
　特に画面でタップしてiPadを操作することを知っている場合は、スイッチで操作することにも
どかしさを感じるかもしれません。指でタップしていた時のようにテキパキと動かせないイライ
ラが操作間違いを引き起こして余計にイライラしてしまったらもったいないことです。 
「LINEで家族と連絡とれるようにしたい」「メールをしたい」「ワードで書きたいことがある」
という要望が多くありますが、アプリの操作、文字入力とかなり難しい方の操作を、初めてスイッ
チを使う方がいきなり挑戦すると、やっぱりできない！と感じてしまう可能性が高くなってしま
います。 
　小学校の調理実習の最初はゆで卵でした。多少の卵の大きさの違いはあってもきちんと時間を
守れば調理結果はうまくできるからです。同じ卵料理でも、スクランブルエッグやオムレツだって
あります。卵は火加減によって硬さも味も変わる難しいものです。いきなり高度な料理に挑戦する
のではなく、目標を持って徐々に慣れてもいいと思います。 
　スイッチも同様に、すべてのiPadの操作はスイッチでできるということを知った上で、まず最初
は画面に表示された９枚のカードのうち１つを選んでタップすると音声で伝えるような、シンプル
な使い方から始めると良いと思います。 

３．焦らず楽観的に 
　自動ハイライトで動いているカーソルを、望みの場所でスイッチを押して選択するのは意外と難
しいものです。初めての人だと、縁日の射的くらい難しいです。 
　「あー、惜しい」「そこじゃないって」「遅いんだってば」「もうだめねぇ」と横にいる人が
思わず言ってしまうことがあります。そんなことは本人が一番よくわかっていることです。横でた
め息をつかれるだけで気が滅入ってしまいます。 
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　子どもが初めて電気炊飯器でお米を炊いてくれた時に、水加減によって硬めの出来上がりだっ
た時は「この硬さはカレーの時にはいいかもね」と言うし、軟らかめに出来た時は「塩昆布と一
緒だと美味しいかもね」と言って、その良さを引き出すのが周りの一言だと思います。 
　スイッチも同様に、押すタイミングが早い時には「そのタイミングが早く押す時の感じですね」
と伝えて、操作感を覚えてもらえるなら、きっとすぐに自在に操れるようになると思います。練習
している時は「いい感じですねぇ」「その調子！」と合いの手を上手に入れるように私たちは心
がけています。 

４．再現しやすい利用環境 
　この微妙な角度であればスイッチを認識しますね、と専門家に言われても、その後そのスイッチ
の設定をするのは家族や支援者です。ヘルパーさんも毎日違う人がくるかもしれません。ある脳性
麻痺の方が、自分の声で話しができず不随意運動があるのでiPadの画面のタップもできなかった
のですが、スイッチを頭で押してiPadを操作していました。しかし新しいヘルパーさんは、そん
なことができるとは思わずiPadを彼が使えるように設置しませんでした。設置してくれた他のヘ
ルパーさんもいましたが、Bluetoothの接続がわからず結局使えないまま放置。彼はその間、自分
の意思を伝えることもテレビのチャンネルを自分で変えることもできませんでした。 
　誰でも再現しやすい環境を整えることが大切です。Bluetoothではなく有線の接続であったらで
きたかもしれませんし、彼がどのように使っているかビデオを撮っておいて初めてのヘルパーさん
が見られるようにしておけば、できないという思い込みを捨てて彼に接してくれるかもしれませ
ん。 
　炭火で焼いた焼鳥はとても美味しいです。炭火の準備も鶏肉を切り串に刺すのも、パーティーの
ためなら時間も手間もかけるのが楽しいですし、多少焦げてしまってもそれは笑いのネタになり
ます。でも毎日の食事となれば話は別です。もちろん、本物の味を楽しんでもらうことは素晴らし
いのですが、準備が大変だからたまにしか食事は作らない、というわけにはいきません。 
　スイッチも同様に、使う環境を整えるのは簡単であることが大切です。たまに使うものではなく
毎日使うものですし、誰が準備しても安定して操作ができる環境を用意しておくことも重要なポイ
ントだと考えています。 

　スイッチを使うことは目的ではありません。 
　スイッチでなんでも一人でできるようになったらそれでいい、ということでもありません。 
　スイッチを導入する過程も大事なコミュニケーションの機会です。 
　是非、楽しみながら一緒に進めてください。 

　スイッチコントロールのさまざまな設定の調整や、便利な機能については、続編でご紹介します。
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