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指伝話コミュニケーションパック 

はじめに 
　指伝話コミュニケーションパックは、iPadで動作するカードタイプのアプリ「指伝話メモリ」
を中心に、コミュニケーションのお手伝いをするアプリ・コンテンツパックです。 
「指伝話メモリ」のセット「CommunicationPack」をプラットホームとして、会話の補助機能
のほか、他のアプリやiPadの機能を呼び出すといった便利な使い方ができるようになります。 

　たとえば、いつもメールする送り先に送信する定型文をいれておくカードをつくったり、
iPhoneを使っている人のAppleID（メールアドレス）宛に、音声通話やテレビ通話をするカード
をつくったりして、カードをワンタップして定型メールを送る、テレビ通話がはじまる、といった
使い方ができます。 

　「指伝話メモリ」は、編集画面で中身を自由に変えることができます。 
　カードセットを編集したい時や、カードセットの一覧に戻りたい時は、２本指でタップすると
メニューバーが出ます。メニューバーの表示は設定で変更できます。 
　指伝話メモリの説明書は「指伝話メモリ1-2-3!」シリーズとして、またiOSのスイッチコント
ロールやアクセシビリティについては「指伝話を使って覚えるiOS/iPad スイッチコントロール1-2-
3!」「指伝話を使って覚えるiOS/iPadOS アクセシビリティ1-2-3!」シリーズをご参照ください。 
　　https://www.yubidenwa.jp/ 

ソフトウェア使用許諾 
　指伝話コミュニケーションパックとしてご提供するソフトウェアは、製品をご購入いただいた
方だけにご使用いただくことができます。他の方へのコピーの配布やダウンロードのための情報は
提供しないでください。 

動作環境 
　iOS/iPadOS 13以降、および、ショートカット（Apple社のアプリ・無料）のインストールが
必要になります。また、指伝話コミュニケーションパックとして、指伝話アプリ３つ（指伝話メモ
リ・指伝話プラス・指伝話文字盤）をご提供しています。 
　指伝話メモリは、バージョン1.2.1以降をお使いください。 
 
　iOS 12のショートカットに対応したバージョンも、引き続き指伝話のウェブサイトからダウン
ロードできるように置いてありますが、最新版の対応はiOS/iPadOS 13となります。 
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バージョンアップによる主な変更点 
　指伝話メモリ 1.2.1 
 ・アプリ呼び出しで渡す文字列はエンコード不要で、直接日本語を使うことができる  
 　ようになりました。 

　Yubidenwa ショートカット 5.5 
 ・Yubidenwaショートカットの引数で渡す文コードと変換後の語彙を行うための 
 　ショートカット（YubidenwaDic, YubidenwaMyDic）は不要となりました。 
 ・ミュージックの呼び出しも直接日本語で指定できるようになり、そのための  
 　ショートカット（YubidenwaMyMusic）は不要となりました。 

　 ・メッセージやメール送信で宛先指定に ? をつけて 連絡先に登録しているニックネーム  
　　　　をつけて呼び出す機能は廃止となりました。 
 ・YubidenwaMy緊急メッセージ が追加になりました。 
 ・HanaHon（話して翻訳）のショートカットをYubidenwaショートカットから呼び  
 　出せるようになりました。 
 ・Yubidenwaショートカットを使ってSkypeを呼び出すショートカットは廃止となり  
 　ました。 
 ・LINE To のショートカットをβ版で提供しています。 
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ソフトウェアの内容 
　指伝話コミュニケーションパックは、次の内容で構成されています。 

指伝話アプリ 
　・指伝話メモリ 
　・指伝話文字盤 
　・指伝話プラス 

指伝話メモリのセット 
　・基本セット 
　・文字選択セット 

ショートカットのファイル 
　・システム用 
　・ユーザ用 
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ソフトウェアのインストール 

指伝話アプリのインストール 
　指伝話コミュニケーションパックフルセットをご購入いただいた場合は、iPadにアプリをイン
ストールした状態でお渡し致しますので、アプリのインストールは不要です。 
　指伝話コミュニケーションパックのみの場合には、WiFiでインターネットに接続できる環境
で、次の手順でアプリをダウンロードしてください。 

ダウンロード用コードを使ったインストール 

１．iPadの「AppStore」アプリを開き、Appまたはゲームの一番下までスクロールします。 
２．ページ左下の「コードを使う」を選択し、画面の指示に従ってダウンロードのコードを 
　　カメラで読み取って、アプリをダウンロードします。  
　　コードは「ダウンロード用コードのお知らせ」をご覧ください。 
３．指伝話メモリ、指伝話文字盤、指伝話プラスの３つのアプリがダウンロードできます。 
　　※一般のアプリ購入ページからのダウンロードではありません。  
　　　アプリ購入ページからダウンロードした場合は、課金されてしまいますので 
　　　かならず、コードを入力してください。 
　　 

ショートカットアプリのインストール 
１．AppStoreの検索ページを開きます。 
２．「ショートカット」アプリを検索してインストールします。 

ショートカットアプリの設定 
　初めてショートカットを使用する場合には、次の手順で設定を行ってください。 
１．アプリを開き、新規ショートカットを作成します。中身は適当に何か入れたもので保存してく

ださい。 
２．作成したショートカットを１度実行します。 
３．設定アプリを開き、ショートカットを選択します。「信頼されていないショートカットを許

可」をオンにします。 
４．１で作成したショートカットは削除して構いません。 
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コンテンツのインストールの前に 
　指伝話メモリの設定で、「同じ名前のセットがあった場合の処理」を「上書き」に設定してく
ださい。指伝話コミュニケーションパックの以前のセットを名前を変更せずにそのまま使用して
いた場合には、セットが上書きされますのでご注意ください。 
　「上書きにしないと、同じ名前のセットがあった時に別名で保存されることになります。セッ
ト間のリンクが切れてしまいます。 
　もし、以前のコンテンツをセット名をそのままでお使いになっている場合は、一旦セットを書
き出して保存しておくことをお勧めします。新バージョンのインストールの後、「同じ名前のセッ
トがあった場合の処理」を「名前を変えて保存」に変更した上で書き出しておいたセットを読み
込めば、セットを取り込むことができます。その上で、必要に応じて新しくインストールしたコン
テンツに、以前の変更を加えてください。（初回の場合はそのままダウンロードして構いません） 

コンテンツのインストール 
　iPadの「Safari」アプリを開き、「ダウンロード用コードのおしらせ」記載のURL（指伝話コ
ミュニケーションパック）のページの一番下、「アップデートファイルのダウンロードはこちらか
ら」をタップし、ダウンロードページを開いてください。ダウンロードページにはパスワードがか
かっています。パスワードは、「ダウンロード用コードのおしらせ」に記載されています（されて
いない場合はお問い合わせください）。 
　各ファイルのダウンロード方法については、ダウンロードページに説明がありますのでご参照
ください。 

１．指伝話メモリの各セットをダウンロードします。 
　指伝話コミュニケーションパックは、一括でダウンロードするほか、それぞれのファイルを個
別にダウンロードすることもできます。一括ダウンロードは通信状況によって時間がかかる場合
がありますのて、お使いの環境に合わせてインストールファイルを選んでください。 

２．ショートカットをインストールします。 

　　　 

ショートカット一覧
システム用 Yubidenwa 呼び出し用

YubidenwaLib 機能ライブラリ

ユーザ用 YubidenwaMyApp アプリ呼び出し指定用

YubidenwaMy緊急メッセージ 緊急セットで呼び出すショートカット
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Keynoteのファイル 
　指伝話メモリでカードを作成する時、Apple社のKeynoteアプリを使うと便利です。Keynoteで
カードを作成し、画像として書き出すことで指伝話メモリで呼び出して使用することができます。 
　テンプレートとなるKeynoteファイルを用意しましたので、ご利用ください。 
　Keynoteを使ったカードの作り方は「指伝話メモリ1-2-3! Keynoteでカードを作ろう編」をご
参照ください。 
 https://yubidenwa.jp/products/memory/ym123-usekeynote/ 
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コミュニケーションパックに含まれるセットについて 

サブシステムについて 
　指伝話メモリにインストールされるセットは、次のサブシステムに分かれています。 
　インストール後に最初のニューを起動するには 
「CommunicationPack」セットを開いてください。 

サブシステム（セット）
カードセット カードセット名 内容

【Page 1】

緊急 Emergency 緊急時に使用するカードサンプル

トーク Talk 他のアプリを呼び出す

メッセージ CP_Message メールやSMSを送信する

連絡 CP_Call FaceTimeやFaceTime Audioを使用して連絡をする

LINE To CP_LineTo LINEアプリを呼び出し送信する

ねぇクローバ Clova LINEのスマートスピーカー クローバに話しかける

Hey, Siri Siri iPhone/iPadのSiriに話しかける

アレクサ Alexa Amazonのスマートスピーカーアレクサに話しかける

【Page 2】

文字選択 Yubidenwa_Text 文字選択をして記録を行う

ノート CP_Note 文字選択で作成した文章を保存する

生活の記録 CP_LifeRecord 文字選択を使って生活の記録をつける

自動タップ用 AutoTap 自動タップの機能を使う時のカードサンプル

ペア会話 ConvPair 話者と介助者のペアで操作して使うカードサンプル

スイッチ会話 ConvSwitch スイッチ操作で使うカードサンプル

指伝話メモリについて AboutMemory 指伝話メモリの概要を紹介するカードセット

声 Voice 指伝話の音声を変えて使うカードサンプル

【Page 3】
音楽 CP_Music ミュージックにある曲を選択して聞く

メディア操作 CP_MediaControl iPadの音量の設定や音楽の再生・停止などを行う

アプリ CP_Apps 他のアプリを呼び出すサンプル

ビデオ CP_Movie 動画ファイルの再生やYouTubeを呼び出すサンプル
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サブシステム（セット）
カードセット カードセット名 内容

秘密の部屋 Key
カードに暗証番号をつけて見られにくくするサンプル 
（1997, 199# が暗証番号）

自動タップ用 AutoTap 自動タップを使う時の画面作成例

自己紹介カード Jibun 自己紹介をするサンプル

絵カードセットサンプル ST_Sample 言語聴覚士用の訓練教材絵カードのサンプル

【Page 4】

じゃんけん JK じゃんけんをする時に使うセット

じゃんけん２ JK2 スイッチを使ってじゃんけんをする時に使うセット

さいころ２ Saikoro2 さいころを２つ振るためのセット

寿司あわせ Sushiawase お寿司の神経衰弱ゲーム

ふじキュン♡危機一髪 Game_Fujikyun １枚ずつ選んで消していくカードゲーム

カードめくり Game_FujikyunCard １枚,２枚,４枚...と切り替わり最後は神経衰弱ゲーム

どれが当たるかな？ Game_Bingo 当たりの入っている箱を選ぶゲーム

まいまいを探せ Game_Maimai 隠れているまいまいを探すゲーム

【Page 5】

笑顔日記 EgaoNikki １枚ずつ表示する写真日記
おでかけ日記・江の島 Photo_Odekake おでかけした時の写真を使った日記

メモリーノート MemoryNote 写真を使った思い出記録

くだもの Photo_Fruits くだものを選んで写真を拡大表示するサンプル

ぼくがはーちゃんをすきなわけ Ehon_Hachan 絵本

だいじなだいじなけいやんのこと Ehon_Keiyan 絵本

ぼくのこと Jibun1 １枚ずつ表示する自己紹介サンプル

【Page 6】

□に入るのは？ Mikan 文字を穴埋めの教材

これな～んだ？ Korenanda 写真を見て品物の名前を当てる教材

おなじいろ Onajiiro 同じ色の絵を探す教材

どっちかな？ Quiz2_VegeName 野菜の名前から写真を選ぶ教材

みぎがわはんぶん Half 写真の右側を選択する教材

どこの国旗？ Dokonokokki 国旗から国名を選ぶ教材

Word Wrold WordWorld 英単語の穴埋めの教材
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カードの記号(動作マーク)について 
　コミュニケーションパックのカードには、各カードの右下に動作マークがついていて、カードを
タップした時の動作の意味を示しています。これはサンプルとして統一したルールでカードを作成
したものですが、必ずしもこうでなくてはならないということではありません。ただ、統一された
インタフェースは利用者にとって操作しやすいものとなりますので、ご参考になさってください。 
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カードの動作を示す動作マークの意味



他のアプリの呼び出し方法 

URLスキームによるアプリの呼び出し 
　URLスキームに対応したアプリは、カードの編集で「タップ後の動作」に「アプリ呼び出し」
を選択し、URLスキームを記述することで呼び出すことができます。 
　サンプルセットの「CP_Apps」には、標準のApple社のアプリを呼び出すサンプルが入ってい
ますので、参考になさってください。サードパーティーのアプリであっても、URLスキームに対応
しているものであれば、同様に呼び出すことができます。左上の ◀指伝話メモリ（バージョンに
よっては Yubidenwa M と表示されることもあります）をタップして、元の画面に戻れます。 

 

ショートカットの利用 
　「ショートカット」アプリもURLスキームに対応したアプリの一つで、指伝話メモリのカード
から呼び出すことができます。ショートカットを利用することで、単にアプリを起動するだけで
なく、様々なアクションを自動化することが可能になります。 
　例えば、特定の相手にあらかじめ決めたメッセージ内容を送信するといったことを、指伝話メ
モリのカードを選択するだけで行うことができるようになります。 
　指伝話コミュニケーションパックで提供するショートカットには、さまざまな機能を呼び出す
仕組みが含まれています。統一された方法で呼び出すことができるようになっています。 
　サンプルカードの右下の動作マークが「S」になっているものがショートカットを呼び出すもの
で、「＞」はURLスキームを用いた方法になっています。 
　例えば「CP_Call（連絡）」に入っているカードでは、同じ動作をURLスキームとショートカッ
トの２通りで実現する例が入っています。「指野太郎にFaceTimeする」サンプルでは、URLス
キームの場合はFaceTimeする前に確認ダイアログが表示されますが、ショートカットの場合はダ
イアログが表示されずに通信が開始されます。このように同じ目的を実現する場合でも、動作に
違いがあります。ご要望に応じて使い分けてください。 
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◀指伝話メモリ　をタップして、指伝話メモリに戻る

呼び出されたアプリから指伝話メモリに戻る方法



Yubidenwaショートカットの呼び出しの記述方法 
　指伝話メモリの「タップ後の動作」で「アプリ呼び出し」に、次のように書き入れます。 

　shortcuts://run-shortcut?name=Yubidenwa&input=コマンド名+引数1+引数2+引数3 

　アプリ呼び出しで設定する内容は、カードの「説明」の欄にコピーしておくと便利です。 
　指伝話メモリでは他のセットにあるカードをコピーして新しいカードを作ることができます
が、その場合、タップ後の動作のアプリ呼び出しに記載された内容は保持されません。説明欄に
記入してあれば、カードをコピーした時に説明欄にあるものがコピーされるため、確認することが
できます。（説明欄を指伝話メモリの表示項目として使う場合は注意してください。） 
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アプリ呼び出し［　　　］の部分に、 
コピー＆ペーストする

Shortcuts://run-shortcut?name=Yubidenwa&input 
=Mail+demo.yubidenwa@icloud.com+元気？+明日
は予定通りですか？

オレンジ　：ショートカットで呼び出す仕組み部分　　 
＝赤　　　：＝コマンド（この場合はメールアプリ） 
＋緑　　　：＋メールアドレス 
＋青　　　：＋題名 
＋紫　　　：＋本文



Yubidenwaショートカットの呼び出しのコマンドと引数 
動作の種類 Command 引数1 引数2 引数3

【音量】 Volume 音量指定 （なし）
　　音量をセット：０ 0
　　音量をセット：１ 1
　　音量をセット：２ 2
　　音量をセット：３ 3
　　音量をセット：４ 4
　　音量をセット：５ 5
【音楽】 Mucic 動作指定 条件 Repeat
　　音楽を再生 Play
　　音楽を停止 Stop
　　巻き戻し Prev
　　早送り Next
　　選択して再生 SelectPlay
　　タイトルで検索して再生 Title タイトル Repeat

Artist アーティスト Repeat
Album アルバム Repeat

【音楽再生】 Music2 タイトル アーティスト アルバム

【クイックルック】 QuickLook 指定
　　最新写真を見る LastPhoto
　　画像を選択して見る Select
　　ファイル File ファイル名
【写真】 Photo カメラ指定 撮影開始秒
　　フロントカメラで写真を撮影 Front 5または10
　　背面カメラで写真を撮影 Back 5または10
【ビデオ】 Video カメラ指定 撮影開始
　　フロントカメラでビデオを撮影 Front Tap
　　背面カメラでビデオを撮影 Back Tap
【メッセージ】 SMS アドレス指定 メッセージ
　　SMSを送信 送信先アドレス メッセージ
【FaceTime Audio】 FaceTimeAudio アドレス指定
　　FaceTime Audioをかける 相手のアドレス
【FaceTime】 FaceTime アドレス指定
　　FaceTimeをかける 相手のアドレス
【Buzzer】 Buzzer
　　サウンドを５回再生
【Mail】 アドレス指定 題名 メッセージ
　　メールを送信 Mail
【電話】 連絡先電話番号
　　電話をかける Tel
【YouTube】 YouTube URL 秒数
【指伝話文字盤を呼び出す】 CallMojiban 
　　スイッチコンオロールをオフに 
　　して指伝話文字盤を呼び出し、 
　　戻ったらスイッチコントロール 
　　をオンにする
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Yubidenwaショートカットの呼び出しのコマンドと引数（ユーザ指定） 

Yubidenwaショートカットの呼び出しのコマンドと引数（β版） 
 LineTo はβ版です。安定した動作は、LINEセット（ショートカットを使わないアプリ呼び出し）を 
お勧めします。 

動作の種類 Command 引数1 引数2 引数3
【アプリ呼び出し】 MyApp
　　MyAppショートカットを呼び 
　　出してアプリを開く

引数指定

動作の種類 Command 引数1 引数2 引数3
【LineTo】（β版） LineTo
　　メッセージを保存 SaveMessage メッセージ
　　保存してあるメッセージを 
　　クリア

SaveMessage （指定なし）

　　送信先IDを保存 SaveID 送信先ID
　　保存している送信先をクリア SaveID （指定なし）
　　指定した送信先のトークを開く Talk 送信先ID
　　指定したメッセージでトーク画 
　　面を開く

Talk （指定なし） メッセージ

　　指定したメッセージをペースト 
　　ボードにコピーする

SaveMessage メッセージ

　　指定したメッセージをペースト 
　　ボードにコピーした上で、指定 
　　した送信先のトークを開く

Talk 送信先ID メッセージ
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Yubidenwaショートカットの呼び出しのコマンドと引数（内部処理） 

動作の種類 Command 引数1 引数2 引数3
【テキスト】 Text
　　内部記憶エリアを読み上げる Speech
　　内部記憶エリアの内容をPDFで 
　　参照する

View

　　内部記憶エリアをクリアする Clear
　　内部記憶エリアに書き込む Write テキスト
　　ペーストボードにコピーする Copy
【テキストドキュメント】 TextDoc ドキュメント番号
　　内部記憶エリアを読み上げる Speech ドキュメント番号
　　内部記憶エリアの内容をPDFで 
　　参照する

View ドキュメント番号

　　内部記憶エリアをクリアする Clear ドキュメント番号
　　内部記憶エリアに書き込む Write ドキュメント番号 テキスト
　　ペーストボードにコピーする Copy ドキュメント番号
【テキスト環境設定】 TextPref
　　読み上げを男性の声にする Male
　　読み上げを女性の声にする Female
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