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はじめての指伝話

指伝話
指伝話ちょっと

Android



アプリをインストールしたら 

指伝話（指伝話ちょっと）をインストールしたら、最初に音声の設定
をします。まずは日本語のTTS（Text-to-Speech）エンジンがインス
トールされていることを確認してください。使用するTTSエンジンに
よって、指伝話でことばを読み上げる際の声が異なります。
GooglePlayで「TTS」と検索すると様々なエンジンが出てきます。
Android端末標準のTTSだけでなく、N2 TTS, GoogleなどGooglePlay
からダウンロードできるTTSもお試しください。
なお、指伝話はN2 TTSでテストしています。

音声の設定
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1. 画面右上の をタップして設定を選択します。 

（指伝話の画面）

2.「システム設定へ」を選択します。 
読み上げ音声は、読み上げ機能のあるすべてのア
プリに反映されます。次の画面からAndroid端末
の設定画面に切り替わります。 

（指伝話の画面）

3.「テキスト読み上げの出力」を選択します。 

（Android端末の設定画面）
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声の種類または言語の変更 
声の種類を変更する場合も、初期の設定と同じようにAndroid端末の読み上げ音声の出力設定から声を
選択し、指伝話の画面でTTSリセットを選択します。使用するTTSエンジンを変更しても、TTSがリ
セットされないと読み上げません。必ずTTSのリセットを行ってください。

外国語を使うには、外国語のTTSエンジンを選択し、指伝話にその言語のことばを入力します。言語を
変更する場合も、Android端末の設定からTTSエンジンを使用したい外国語のエンジンに変更します。
指伝話に戻ったらTTSをリセットしてください。

※ご注意
日本語でも外国語でも、TTSエンジンを変更すると、変更はAndroid端末全体に反映されます。読み上
げ機能のあるすべてのアプリに適用されます。ご注意ください。
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4.「優先するエンジン」に、端末にインストールさ
れているTTSエンジンが表示されます。使用する
TTSエンジンを選択します。 

（Android端末の設定画面）

音声の設定
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5. 指伝話の画面に戻り、右上から「TTS
リセット」を選択します。 
TTSリセットをしないと音声は使えませ
ん。必ずリセットしてください。 

（指伝話の設定画面）

説明書中の画面について
説明書中の画面は、Nexus7の画面を使用しています。
他のAndroid端末での指伝話の動作は基本的に同じですが、設定画面や画面上のボタンの
位置が端末によって異なる場合があります。ご了承ください。
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基本的な使い方 

指伝話・指伝話ちょっとの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。

【動作環境】
　Android 4.0～6.0で動作します。
　Android 7.0以降では動作しませんので、ご注意く
ださい。
　なお、Android 7.0への対応は当面の間 予定してお
りません。ご了承ください。

※ 例としてNEXUS7の画面を使用

ことばグループとは 
ことばグループは、アイコンによって分けられています。画面を縦にしたときは画面下に、横にしたと
きは画面左に表示されます。

　　ことばグループのアイコン　

ことばを使い道によってグループに分けて登録しておくと、呼び出すときに便利です。
表示されていないグループを使うときに　　　から他のグループ呼び出すことができます。

　　　は固定されています。
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ありがとう 
　ございます。

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
おくことができます。
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ことばの追加 

Page 4

1

2

3

1. 画面上の「ことば追加」を選択します。

2. ことばを入力します。 
どんなふうに聞こえるか「話す」
で試しに聴くことができます。
入力が終わったら「保存」して
ください。

保存を忘れずに！

3. 先頭に追加
されます。
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ことばの編集 
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1. 登録されていることばの内容を変更するには、
鉛筆のアイコンをタップします。

2. ことば入力欄をタップすると入力できます。
登録ことばグループを変更するには、グループ名を
タップして、変更先のグループを指定します。変更
が完了したら保存してください。

2

1

他のことばグループへの移動とことばの削除 

1. ことばを他のグループに移動させたいとき
は、ことばを長押しして「他のグループに移動」
を選択します。
長押しは、タップした指をそのまましばらく
同じ場所で止めます。
鉛筆のアイコンをタップすると、ことばの編集
画面からもグループの移動ができます。

2. ことばを削除する場合も、削除したいこと
ばを長押しして「削除」を選択します。

1 
2
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ことばの並べ替え 

1. 画面右上の「並べ替え」をタップします。

2

1

3

2. 画面が切り替わります。

3. 移動させたいことばをドラッグ
アンドドロップ（タップしたまま
動かす動作）で自由に配置してく
ださい。並べ替えが終わったら、
完了をタップします。

文字の大きさ変更 

ここをタップして  選択

小 中 大 特大
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声のピッチ（音程）・速度の調整 

…

青い丸をドラッグアンド
ドロップで動かし、調節
します。

0

表示することばグループの変更 

…

※「その他」の位置は固定です。

1

2

指伝話の画面に表示されることばグループを変更
できます。

1番目

2番目

3番目

4番目

1. 設定の「タブ表示グループ」から変更したい
タブをタップします。 
2. 日常的に良く使うグループやその日の予定に
合ったグループを用意しておくと便利です。

画面の向きによってタブの表示が異なります。

1番目　2番目　3番目　4番目

（画面が横のとき） （画面が縦のとき） 

200
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ことばの読み飛ばし 
指伝話・指伝話ちょっとには、[ ] 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をつくったり、名前の読み
方を指定したりと使い方の楽しみが少し広がります。

※ 指伝話ちょっとでは新しいことばの保存ができません。[ ] の読み飛ばし機能は「こと
ばの新規作成」内で、ことばの読みを試すときだけ使えます。

書き方：　読み飛ばしたいことばを [ ] でくくります。

例１　：　ことばにラベルをつける
　　[はじめに] こんにちは。指伝話です。
　　[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。

例２　：　指差し英会話をつくる
　   [英語であいさつ] Hello. Nice to meet you.

[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. Could you help me 
out?

※この場合はTTSエンジンを英語に切り替える必要があります。（→P.1 ～ 2 へ）

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。
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指伝話ちょっとで[ ]を試す場合

こんにちは。いい天気ですね。

保
存
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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。
元の漢字を入れておきたいときは[ ] で文字を括って表示させることも可能です。詳しくはP.8をご覧ください。

Q. 声が聞こえない、声が小さいのですが？
指伝話・指伝話ちょっとを初めてお使いになる場合は、日本語のTTSエンジンがインストールされていることをご
確認ください。使用するTTSエンジンを選択したら「TTSリセット」を必ず行ってください。TTSエンジンを変更
した後もTTSリセットが必要です。
他には、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、Android端末本体の音
量設定をご確認ください。それでも改善しない場合、Android端末の再起動をお試しください。
なお、英語のTTSエンジンを選んでいるときは日本語のことばは読めません。TTSエンジンの変更が必要です。
P.1～2をご覧ください。

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。1つのグループ内のことばの数は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、表示するグルー
プは入れ替えができるので、TPOに応じてグループを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（TTSエンジン）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。TTS
エンジンの設定方法はP.1～2をご覧ください。Android版の指伝話では話をする声は1つだけ選択できます。
男性の声と女性の声や、日本語と外国語を混ぜて使用することはできません。

Q. 絵文字は使えますか？
A. 絵文字はことばの中に入力できます。ただし絵文字は読み上げず、文字だけを読み上げます。文字の解読が難し
い場合には絵文字と文字を組み合わせて使うといった工夫も可能です。
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