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                                       ゆ び で ん わ 

はじめての指伝話

指伝話 指伝話プラス



【基本的な使い方】

　　　　　指伝話（指伝話プラス）を起動し、画面に表示されていることばをタップすると
　　　　　合成音声で読み上げます。

　　　　　ことばは、新たに追加・変更・削除することができます。
　　　　　ことばを、グループに分けて登録しておき、呼び出し易くすることができます。

【動作環境】

バージョン1.5.1の「指伝話」および「指伝話プラス」は、iOSバージョン7.0以上搭載の iPhone、
iPod touch（第3世代以降）、iPad（iPad mini, iPad Pro等を含む）で動作します。アプリのインス
トールには約20MB程度の空き容量が必要です。
アプリをインストールした後は、インターネット接続がない状態でも使用できます。

※ご注意
説明書中の画面は、iPad miniの画面を使用しています。
iPhone, iPadなど製品の大きさによって、表示できることばグループの数が異なりますが、動作に
違いはありません。
iPhoneやiPadの大きさや重さの詳細は、Appleの公式ウェブサイトをご覧ください。
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タップしたことばを
読み上げます
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【表示について】
画面の向きに応じて、縦横の表示が変わります。iPhone, iPadの設定で、画面の向きを固定することも
できます。
また、ことばの一覧の表示の文字サイズ、行間、ボールド表示、折り返し表示を設定できます。お好み
に合わせて設定を変更してご使用ください。（設定方法は後記してあります）

行間を広げた状態

文字サイズを大きくし、
行間を広げた状態

折り返し表示にした状態

iPad を横にしたときの画面
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削除したい文章の　　　をタップしたら
   削除   ボタンが出てきます。「削除」をタッ
プして一覧から削除します。
削除しないときは、　　　以外をタップすると　　　　　　　　　　　　　　　　
ボタンが消えます。

【ことばの追加】

画面左上のアイコン             をタップすると入力画面が出ます。

入力方法を選びキーボードで入力します。
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リストに追加 をタップすると
入力したことばを、表示されて
いたリストの一番下に追加しま
す。
左上の 閉じる をタップし、元
の画面に戻ります。

話す をタップして、入力したことばをどのように
話すか、聞いて確認できます。

【ことばの並べ替えと削除】

画面右上の 編集 をタップすると、 
ことばの削除や、ことばの並び順の
変更ができます。

右の　　　を選択して
ドラッグすると、
ことばの順番をいれか
えることができます。

完了 をタップすると
元の画面に戻ります。

削除 

削除 

削除 
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【ことばグループ】

ことばグループの名前は変更できます。　　　　から　　　 設定　を選択します。

「ことばのグループ名」をタップします。表示された
ことばグループの名前をタップするとカーソルとキー
ボードが出ますので、グループの名前を消して入力し、
変更することができます。
アイコンは変更できません。

画面下のアイコンが「ことばグループ」です。
ことばをグループに分けて登録しておくと、呼び出す
時に便利です。
14種類のグループにそれぞれ例文が入っています。
英語音声とiOSの音声が使える指伝話プラスでは、
英語の例文も入っています。

ことばグループのアイコン　

完了を押すとアイコンの名前が変わり、
画面下のアイコンがあらわれます。
アイコンをタップして 元のことば一覧へ
戻ります。

画面下に、iPhoneでは4つ、iPadでは7つの
ことばグループのアイコンが並びます。　　　　は右端に
固定されています。
画面下に表示されている以外のグループを使うには
　　　を選択して呼び出すことができます。
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画面下に表示しておくグループを変更するには、　　　　で  編集 を選択し、アイコンを
下にドラッグすることで入れ替えができます。最後に  完了 をタップして前の画面に戻ります。

　　設定をいろいろ変えて試すには、設定　　　　を、画面下に表示しておくと便利です。
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ことばを他のグループに移動するには、
左下にあるアイコン　　　をタップして
移動先のグループ名を選択し、移動する
をタップします。

登録されていることばの内容を変更するには、
右のアイコン　　  をタップし「ことばの編集」
画面に移動します。ことばをタップするとカー
ソルとキーボードが出て入力ができます。
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【さまざまな設定】
設定画面で、さまざまな設定ができます。 この設定は、ことばすべてに影響します。
（指伝話プラスでは音声に関してことばごとに設定する方法もあります。8ページへ）
　　　 設定　を選択します。

左端の４つのメニュー（ 声・文字・モード・その他 ）から選択します。

【声】
スライダーを指で動かして、音量・速度・音程を調整できます。
「試しに話す」をタップすると例文を読み上げますので
調整の結果を確認できます。

話す人 をタップすると、話す人（声）のリスト画面になります。

女性の声（SAYAKA、HARUKA）と
男性の声（SHO、RYO）から声を選択する
ことができます。
音程や速度を変更すると声の質が変わりますので、
お好みの声に調整してお使いいただけます。

指伝話プラスの場合は、さらに、
英語音声（女性JULIE、男性PAUL）、
iOSの音声（System）も選択できます。

＊英語音声を選んだときには、日本語のことばは
発声されません。
英文のことばを選んでタップしてください。

http://www.yubidenwa.jp
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【文字】

ことばの表示を、調整することができます。文字サイズ、行間、ボールド表示、折り返し表示の
設定ができます。

スライダーを動かして、
文字サイズ、行間の変更ができます。

折り返し表示は、最大5行表示されます。

「初期値に戻す」をタップすると、
文字サイズ、行間等の設定が初期値に戻ります。

・「画面の向きをロック」をオンにすると、本体が画面
の向きに応じて縦横を変更する設定にしているときも、
指伝話では画面の向きをロックします。
オフにすると、iPhoneやiPadの設定に従います。

・入力ボタンを右に配置　　　　　
左上の        入力ボタンと 
右上の 編集 を左右入れ替えます(A)

(C)

(B)

(A)

・編集ボタンを入力と同位置
　　　　  入力ボタンと 編集 が並びます。
＊入力ボタンが元の設定のままだと、ボタンが
ふたつ左上に並びます (B)
＊入力ボタンを右に配置 と、編集ボタンを入力と
同位置 の両方を選ぶとボタンが右上に並びます (C)

・キャレット移動ボタン表示
ことば入力時のキーボードにカーソルの← →
ボタンが表示されます。

【モード】
画面の向きやボタンの位置など、操作がしやすい表示に
変更ができます。
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指伝話プラスで使える機能
【ことばの読み飛ばし】
指伝話プラスには、[ ] でくくられた文字は読まないという機能があります。
この機能を使うと、ことばにラベルをつけたり指差し英会話のように日本語をタップして
英語の音声にしたりすることが可能です。

書き方：　読み飛ばしたいことばを [ ] でくくります。

例１　：　ラベルをつける
　　[はじめに] こんにちは。指伝話のsayakaです。
　　[観光都市] 私の住む藤沢市は、江の島、湘南海岸への観光客で賑わう街です。
　　[英語で挨拶][Julue] Hello, my name is Sayaka. Nice to meet you.

例２　：　指差し英会話をつくる
[買い物：日本語を話せる人はいますか？] Is there anyone who can speak Japanese?

[緊急：道に迷いました。助けていただけますか？] I lost my way. Please could you 
help me?

例３　：　漢字の読みを変える
　　こんにちは。[山内]ヤマノウチさん。

【さまざまなタグ】
[ ] はことばの読み飛ばし以外にも便利に使えます。
文章の中に [ ] でくくられたタグを入れることで、話者や声の音量、速度、音程、間の
取り方を変化させることができます。
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童話の読み聞かせ

緊張するスピーチ練習
いろいろな国のことばを

使ってみる 外国語学習のお手伝い

タグにはこんなものがあります 
[V:100] [S:150] [P:150] 
[B:1.5] [System:fi-FI]

早口ことばで遊ぶ
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[話す人を指定するタグ] 
　書き方　：　[ ] の中に、話す人の名前を書きます。 
　　　　　　　SHO, HARUKA, SAYAKA, RYO, JULIE, PAUL, Systemから選んでください。 
　　　　　　　SystemはiOSの音声で、表のようなタグをつけると外国語も音声にできます。 
　例１　　：　話す人をことばによって変える 
　　　　　　　[Sayaka]こんにちは。私はさやかです。 
　　　　　　　[Julie] I am Julie. Nice to meet you. 
　　　　　　　[Ryo] りょうです。よろしくお願いします。 
　例２　　：　Systemとタグで外国語を使う 
　　　　　　 [system:fi-FI] Hei. Hauska tavata. （フィンランド語）

タグの書き方 音声になる言語

[system:ar-SA] アラビア語 (Saudi Arabia) [system:cs-CZ] チェコ語 (Czech Republic)

[system:en-ZA] 英語 (South Africa) [system:da-DK] デンマーク語 (Denmark)

[system:th-TH] タイ語 (Thailand) [system:es-MX] スペイン語 (Mexico)

[system:nl-BE] オランダ語 (Belgium) [system:fr-CA] フランス語 (Canada)

[system:en-AU] 英語 (Australia) [system:nl-NL] オランダ語 (Netherlands)

[system:de-DE] ドイツ語 (Germany) [system:fi-FI] フィンランド語 (Finland)

[system:en-US] 英語 (United States) [system:es-ES] スペイン語 (Spain)

[system:pt-BR] ポルトガル語 (Brazil) [system:it-IT] イタリア語 (Italy)

[system:pl-PL] ポーランド語 (Poland) [system:ro-RO] ルーマニア語 (Romania)

[system:en-IE] 英語 (Ireland) [system:no-NO] ノルウェー語 (Norway)

[system:el-GR] ギリシャ語 (Greece) [system:zh-HK] 中国語 (Hong Kong)

[system:id-ID] インドネシア語 (Indonesia) [system:zh-TW] 中国語 (Taiwan)

[system:sv-SE] スウェーデン語 (Sweden) [system:sk-SK] スロバキア語 (Slovakia)

[system:tr-TR] トルコ語 (Turkey) [system:zh-CN] 中国語 (China)

[system:pt-PT] ポルトガル語 (Portugal) [system:ru-RU] ロシア語 (Russia)

[system:ja-JP] 日本語 (Japan) [system:en-GB] 英語 (United Kingdom)

※ご注意：自動的に翻訳する機能ではありません。
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[音量を指定するタグ] 
　書き方　：　[V:100] 
　　　　　　　[ ] の中に、V（Volume）: に続けて0～500の数字を書きます。 
　　　　　　　[V:0] とすると、声を出さなくなります。 
　例　　　：　[V:0] 聞こえません。[V:50] 小さい声です。[V:100] 普通の声です。 

[速度を指定するタグ] 
　書き方　：　[S:150] 
　　　　　　　[ ] の中に、S（Speed）: に続けて50～400の数字を書きます。 
　例　　　：　[S:50] ゆっくり話すことも[S:150] はやく話すことも [S:100] できます。 

[音程を指定するタグ] 
　書き方　：　[P:150] 
　　　　　　　[ ] の中に、P（Pitch）: に続けて50～200の数字を書きます。 
　例　　　：　[P:50] 声を低くしたり [P:150] 高くすることも [P:100] できます。 

[間の取り方を指定するタグ] 
　書き方　：　[B:0.3] 
　　　　　　　[ ]の中に、B（Blank）: に続けて0.1～60（秒）の数字を書きます。 
　例　　　：　桃太郎 [B:3] 
　　　　　　　昔々、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。[B:1.5] 

[タグに関する注意] 
　上記以外の文字を [ ] の中に記述した場合は、読み飛ばしとなります。 
　[ ] の中に記述する文字の大文字小文字の区別はありません。 
　指定できる数値の範囲を超えた場合は、有効な値の範囲内で処理されます。 
　タグの機能は「指伝話プラス」でお使いいただけます。
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さまざまなタグを使った楽しみ方
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【よくあるご質問と回答】
Q. 思っている読み方と違う読み方をしてしまうのですが？
A. 現在のバージョンには、利用者が登録できる辞書機能がついていません。今後の改良点として検討しています。
「慧」を「けい」と読むか「さとし」と読むかは利用者が決められないので、正しく読ませるにはひらがなまた
はカタカナで入力してください。ひらがなで入力すると前後の切れ目がわかりにくくなるので、固有名詞などはカ
タカナで入力するとうまく文章としてつながることもあります。お試しください。

Q. 声が聞こえない、声が小さいのですが？
A. マナーモードになっているか、音量設定が小さくなっていませんか？音量設定は、iPhone / iPad本体の音量設定
と、指伝話の設定にもあります。両方ご確認ください。それでも改善しない場合、iPhone / iPadの再起動をお試し
ください。また、指伝話プラスの場合、英語の話者を選んでいる時は日本語のことばを読めません。設定画面の
「話す人」で日本語音声を選択してください。

Q. 使う時は、WiFiや4Gなどネットワークに接続されていないといけませんか？
A. いいえ、不要です。アプリだけで動作します。

Q. ことばは何文字くらい登録できますか？
A. 30,000文字（目安）までの入力は可能です。ただし「指伝話について」のことばグループに登録されている程度
の長さがストレスなく使える目安です。

Q. ことばは、何種類くらい登録できますか？
A. ことばは、ことばグループに登録していきます。各グループの中でのことばの数は100（目安）の登録ができま
す。ただし、あまり数が多いとスクロールして探さないといけなくなりますので、登録は探しやすい数にとどめて
おくと使い勝手が良いと思います。

Q. ことばグループは、何種類くらい登録できますか？
A. ことばグループは、14のグループが用意されています。 グループを増やす機能はありませんが、画面下に表示す
るグループのアイコンは入替ができるので、会話のTPOに応じて入れ替えると便利です。グループ名は設定画面で
変更することができます。（アイコンは変更できません。）

Q. 男性の声と女性の声とを混ぜて登録できますか？
A.どの声で話をするかの設定は、ことばの登録とは別に設定するようになっています。話をする声は1つだけ
選択できます。切り替えれば別の声で話をすることになります。
指伝話プラスでは、文章の間に [ ] の間に話者の名前を入れたタグをつけると、そこで話者を切り替えます。
（この機能は指伝話プラスのみです。）

Q. 英語は話せますか？
A. アルファベットは、文字単位に発音するようになっていますのでアルファベット読みになってしまいます。カタ
カナで入力して読ませるようにしてください。
指伝話プラスでは、話者に英語を話す Julie と Paul 、iOSの音声（System）が選択でき、英文を読み上げます。さ
らに、言語を指定するタグを使えば英語以外の外国語も使用できます。（この機能は指伝話プラスのみです。）
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