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【何ができるの？】 
指伝話ボードは、ボードに描いて相手に伝えるコミュニケーションアプリです。 
　 
指で文字や絵を描く事ができます。写真を読み込んでそこに描き
加えてもよいです。 
あらかじめ登録しておいたことばを選択して書くこともできます。
選ぶだけですから伝えたいことを素早く表示できます。 

向かい合わせの人に、自分が描いているものを見せるために 
iPadを回転させる必要はありません。回転ボタンをタップする
と、画面がくるっと反転して相手の向きに表示されます。 

ボードの内容を電子メールに添付して送信することができます。
宛先のアドレスと題名を予め設定しておくことができますので、
決まった相手に楽にメールを送れます。
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【どんな時に使うの？】 
筆談ボードとして使う、絵を読み込み説明を書き込みながら使
う、作業現場の写真を取りコメントを加え報告書としてメール
で送る、コメント入りのフォト日記をつくる...  

指伝話ボードの使い方は、使う方の自由です！ 
みなさんのアイデア次第で自由に使ってみてください。

【基本的な操作は？】 
指を使ってボードに文字や絵を描きます。 

指を２本ボードに置いて動かすと、画面を上下にスクロールさせ
ることができます。画面は縦向き、横向きどちらでも使うことが
できます。 

その他、詳しい設定は設定メニューで、色や線の太さは 
描画属性メニューで設定することができます。

Page1

http://www.yubidenwa.jp
http://www.yubidenwa.jp


 

はじめての指伝話ボード（2017.7）  © Office Yui Asia Limited. All rights reserved.
http://www.yubidenwa.jp/

【指伝話ボードと指伝話ボードプラスの違いは？】 
指伝話ボードプラスは、あらかじめ登録されたことばを選択した際に音声で読み上げる機能が
ついています。音声の有無以外の機能は同じです。

【動作環境は？】 
iOSバージョン4.2以上搭載のiPad、または iPad miniやiPad Airでご利用いただけます。アプリ
をインストールする際には約20MB程度の空き容量が必要です。（iPadの 設定 ＞ 一般 ＞ 情報
から容量を確認できます。） 
アプリをインストールした後は、インターネットの接続がない状態でも使用できます。

【対応している言語は？】 
iPadは、設定から「iPadの使用言語」を変更すると、iPadの画面のすべてが選択した言語に変
わります。 
指伝話ボードおよびボードプラスでは、日本語、英語、フィンランド語、フランス語、ベトナム
語に対応しています。「iPadの使用言語」を上記の言語に指定した場合、それぞれの言語で表示
されます。上記以外の言語が選択された場合は、指伝話ボード（ボードプラス）は英語表示とな
ります。 

指伝話ボード（ボードプラス）のことばリストの内容は、アプリをインストールした時の言語設
定が日本語の場合は日本語のサンプルとなり、他の言語の場合は英語のサンプルとなります。 

指伝話ボード（ボードプラス）をインストールした後にiPadの言語設定を変更すると、iPadの画
面表示は変更になりますが、指伝話ボード（ボードプラス）のことばリストの中身は最初にイン
ストールした言語のものになります。 

指伝話ボードプラスには、ことばを音声で読み上げる機能があります。 
読み上げ音声の言語は、日本語と英語に対応しています。iPadの言語設定が英語でもフランス語
でも、指伝話ボードプラスで読み上げられることばは日本語か英語です。
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【画面とメニュー】 
指伝話ボードの画面はシンプルです。 
画面下にはメニューがあり、白地の部分は自由に描
き込みができます。 

メニューの左半分は、操作に関するアイコンです。画
面を180度回転させたり色を設定したりするときに
使います。 

右半分は、ことばグループです。それぞれのアイコン
をタップすると、場面に応じたことばリストが出てき
ます。指伝話ボード（ボードプラス）のインストール
時にことばは登録されていますが、それらを自由に
編集して登録することができます。

【それぞれのアイコンの機能】

回転 
画面表示を180度回転させて向かい側にいる相手に見せることができます。 
もう一度タップすると元に戻ります。

キーボード 
手描きではなく、文字入力をキーボードで行う場合に使います。
予測変換機能を使うと早く入力できるので便利です。画面に表
示されるキーボードの種類はiPadの設定によります。指伝話ボー
ド（ボードプラス）の設定メニューで 長いテキストを折り返し
て表示 の設定をオンにしていると、打ち込んだことばを折り返
して表示します。ボードの内容を消去すると、テキストの書き出
しはボードの左上に戻ります。文字をキーボードでタイプしてい
る間は右上の✖印（バックスペースキー）で文字を消すことが
できますが、一旦キーボードを閉じた後は、手描きしたものと
同じように扱われるので消すことはできません。
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設定 
指伝話ボード（ボードプラス）の各種設定を行います。 

《消去のかわりにスクロールアップ》 
オフの場合：「ページめくり」ボタンをタップした
ときにボードの内容を消去します。 
オンの場合：「ページめくり」ボタンをタップした
ときにボードを１画面分スクロールアップします。
スクロールした内容は、２本の指で画面を上下にス
ワイプさせて見ることができます。スクロールでき
る量は、読み込んだ画像などボードの内容やお使い
のiPadのメモリに依存します。 

《長いテキストを折り返して表示》 
オフの場合：テキスト入力で画面の右側に達したも
のはカットされます。 
オンの場合：行を折り返して表示します。 

《画像読み込み時のスケーリング》 
オフの場合：画像の読み込みに際して画像を元の大
きさで読み込みます。大きな画像を読み込んだ場合
は、画像幅は画面幅までしか読み込むことができ
ません。 
オンの場合：画像を読み込む際に画面の幅に合わせて自動的に画像の大きさを調整します。大
きな画像を読み込む場合には、この設定をオンにしておくと良いでしょう。 

《画面の向きをロック》 
オフの場合：iPadを傾けたときに画面の向きが変わるかどうかはiPadの設定に従います。 
オンの場合：指伝話ボード（ボードプラス）を使用中は画面の向きが固定されます。 

《キーボードを閉じる》 
オフの場合：ことばの一覧から選択して入力した後、キーボードを表示したままにします。 
オンの場合：ことばを選択した後にキーボードは閉じます。 

《メール設定》 
「画像の読み込みとメールの送信（操作）」のアイコンからメールで送信を選択したときに自
動的に設定される宛先（To）と題名（Subject）です。メールを送信する前に変更することは
可能です。いつも決まった宛先に送信する場合や、題名の一部をいつも同じにする場合にお使
いください。 
 すべてのページを送る がオフの場合：スクロールアップした部分も含めて、描いたり読み込
んだりしたものをすべてメールに添付します。 
 すべてのページを送る がオンの場合：現在表示している部分をメールに添付します。スク
ロールアップした部分を含むか含まないかを指定することができます。 

《指伝話のことばグループ》 
ことばグループのアイコンを並べ替えることができます。グループの追加や削除、グループ名
の変更、アイコンの変更はできません。アイコンを並べ替える場合は、右端の三本線をドラッ
グして、置きたい場所で指を離します。 
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描画環境の設定（描画属性） 
線幅、描画色、背景色、テキストサイズ、フォント、テキスト
の色の設定をします。 

《線幅》 
指で描く線の幅を設定します。この欄をタップするとスライダー
が表示され、線の幅を3～25ピクセルの間に指定することがで
きます。 
なお「消しゴム」メニューを使った場合の消しゴムのサイズも、
ここで設定した線幅と同じになります。 

《描画色》 
指やスタイラスペンで描く線の色を設定します。パレットは２
ページありますので、スワイプしてページをめくってください。
パレットの色をタップすると選択されます。これまで描かれた
線の色は変更にはならず、これから描く線の色に指定した色が
適用されます。 

《背景色》 
ボードの背景色を設定します。描画色と同じようにパレットか
ら色を選択してください。 

《サイズ》 
キーボードで入力する文字のサイズを設定します。文字のサイ
ズを6～100ポイントの間に指定することができます。ことば
の一覧から選択した文字についてもこの設定が適用されます。

《音量・スピード・ピッチ》 ※指伝話ボードプラスだけの機能です。 
ことばグループからことばを選択したときに、読み上げる音声の設定です。 
話す人は６人の中から選択することができます。 

　Sayaka / Haruka 日本語　女性の声 
　Sho      / Ryo      日本語　男性の声 
　Julie 　　　　　　英語　　女性の声 
　Paul　　　　　　 英語　　男性の声 

JulieやPaulを設定して日本語のことばを選択しても言語が異なるため音声は出ません。 
音量・スピード（話す速さ）・ピッチ（声の高低）を⚪を左右に動かして調節してくださ
い。「試しに話す」をタップすると設定した音声がどのように聞こえるか聞くことができ
ます。文章の中のことばを<<  >> ,《  》または [　] のいずれかでくくった場合は、その中
の文を飛ばします。 
　《Hello》　こんにちは 
例えば指伝話ボードプラスでは、上記の場合「《Hello》　こんにちは」と書かれ、音声は
「こんにちは」となります。
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ページめくり 
描いた内容を消去して、新しいボードにします。設定で 消去のかわりにスクロールアップ 
をオンにしていると、画面を消さずにスクロールアップします。スクロールアップするには、
新しい紙を引き出す容量で画面上に2本指を置いたまま上に動かしてください。

消しゴム 
描いた線やキーボードで入力した文字を消します。消しゴムの大きさは線の描画設定に依存
します。読み込んだ画像は消しません。 
消しゴムメニューのアイコンが青くなっている間は消しゴムモードになっています。再度ア
イコンをタップしたり、他のアイコンを操作すると消しゴムモードは解除されます。

画像の読み込みとメールの送信（操作） 
《画像の読み込み（追加）》 
iPadのフォトライブラリから画像を読み込み、ボードの
一番下に追加します。 
読み込む画像を画面の幅に合わせてスケーリングして読み
込むには、設定メニューで 画像読み込み時のスケーリン
グ をオンにしてください。 
《画像の読み込み》 
ボードの内容を消去し、iPadのフォトライブラリから画
像を読み込みます。 
《保存》 
表示しているボードの内容を、iPadのフォトライブラリに
保存します。ボードのスクロールアップした部分に何か描
かれていたとしても、現在表示している部分だけが保存さ
れます。 
《メールで送信》 
現在表示しているボードの内容を、メールでJPEG画像として添付して送信します。ボードの
スクロールアップした部分に何か描かれていたとしても、現在表示している部分だけが保存
されます。 
なお、宛先（To）と題名（Subject）をあらかじめ設定メニューで登録しておくことが可能
です。登録してあってもメールを送信する前に変更することは可能です。

《フォント》 
キーボードで入力する文字のフォント（書体）を設定します。フォントの一覧が表示されま
すので使いたいフォントをタップして選択してください。フォントによっては、英数字にだ
け有効のものもあります。該当するフォントで日本語を入力した場合は日本語部分は標準の
文字になります。 

《テキスト色》 
キーボードで入力する文字の色を設定します。描画色と同じようにパレットから色を選択し
てください。これまで書かれた文字の色は変更にはならず、これから書く文字に指定した色
が使用されます。
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ことばグループとことばリスト 
あらかじめ登録しておいたことばを選択し、ボードに書くことができます。ことばは、13のグルー
プに分けて登録しておくことができます。
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ことばを使うシーンによって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。 
タクシー・お茶・食事・病院・買い物・緊急・鍵・おたずね・約束・応答・あいづち・仕事・個
人の13のグループが用意されています。中身のことばは自由に追加・変更・削除することができ
ます。グループを増やしたり減らすことはできません。 

《ことばの追加》 
ことばの一覧で 追加 をタップします。表示された画面でことばを入力し 保存 をタップします。
リストの最後に追加されます。 

《ことばの削除》 
ことばの一覧で 編集 をタップします。ことばの左側に削除のためのボタンが表示されます。
タップするとことばの右側に 削除 ボタンが表示されるのでタップして削除します。 
メニューに表示されることばグループのアイコンの順番は、指伝話ボード（ボードプラス）の設
定メニューにある ことばグループ名 から変更することができます。右端の三本線をドラッグし
て、置きたい場所で指を離してください。 
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