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指伝話ぽっちの準備

スイッチコントロールでiPad, iPhoneを使う

はじめに

1. 電池を入れる 
2. ペアリングする 
　（指伝話ぽっちをiPadに接続する） 
3. スイッチをつなぐ 
4. スイッチのアクションを決める
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指伝話ぽっち 
iPad, iPhoneをスイッチで操作する 
　・スイッチコントロール 
　・スイッチ操作に対応したアプリ 
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指伝話ぽっち 
指伝話ぽっちは、お手持ちのスイッチでiPad, iPhoneを操作するためのアダプタです。スイッ
チを無線（Bluetooth）接続で使用できること、電源がUSB接続なのでACアダプタでの利用
の他、USB接続のバッテリーを使用し持ち歩くことの選択肢があることが特長です。また、
スイッチを6つまで接続することができます。 
（iOS9以降では、１つのスイッチに短押しをカーソルの移動、長押しをタップといった動作
を割り当て、２つの動作を1つのスイッチで使う
こともできます。） 

iPad, iPhoneをスイッチで操作する 

・スイッチコントロール 
iPadやiPhoneなどのApple製品には、スイッチコ
ントロールという機能があります。1つまたは複
数のスイッチにアクションを割り当て、スイッチ
を押すことによってiPad, iPhoneを操作します。
アクションにはタップやページ送り、項目の選択
などがあり、自分の使いやすいようにアクション
を選んで使用できます。 

・スイッチ操作に対応したアプリ 
スイッチ操作に対応したアプリでは、スイッチコ
ントロールを使わなくともアプリを操作できます。
１～４にはテンキーの１～４が、５には左矢キー 
６には右矢印キーが割り当てられています。 
例えば指伝話メモリでは、４枚表示の時に１～４ 
はそれぞれのカードのタップ、５と６は左右のペー
ジ移動のタップに割り当てられています。

はじめに
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USB Bケーブル（別売）のコネクタを指伝話ぽっ
ちに接続し、USBコネクタを電源に接続します。
電源はACアダプタ変換器（別売）をつけて家庭用
コンセントを使うか、USB接続のバッテリー（別
売）を使うことができます。電源に接続すると、
指伝話ぽっちの電源も自動的にオンになります。 
外出時など、指伝話ぽっちを持ち歩きたい場合に
はUSB接続のバッテリーを利用すると便利です。

1. 指伝話ぽっちを電源につなぐ 指伝話ぽっちの準備

2. ペアリングする（指伝話ぽっちをiPad, iPhoneに接続する）

指伝話ぽっちを iPad, iPhone に接続します。 
設定からBluetoothをオンにします。 
接続可能な端末が表示されるので指伝話ぽっ
ち（Yubi PもしくはUSB2BT）を選択してく
ださい。

オン

指伝話ぽっち本体に２つあるランプの左側は、次の状態を示します。 
・消灯　：ペアリング待ち 
・紫点灯：ペアリング中 
・青点灯：ペアリング完了 
・赤点灯：エラー 
・赤/青交互点滅：ブートモード（ファームウェア書き換え時）（通常は使用しません）
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ペアリングが完了すると 
「接続済み」と表示されます。

個別のiPad名

他の端末でペアリングされていると
指伝話ぽっちを使えません。 
一旦「このデバイスの登録を解除」
を選択し、他の端末での登録を解除
してから、指伝話ぽっちをペアリン
グします。

他の端末がペアリングされている場合

“他の端末名”

指伝話ぽっちの準備
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3. スイッチをつなぐ

指伝話ぽっちは、お持ちになっているスイッチ類（バディボタンやピエゾスイッチなど）を
使う場合にiPad, iPhoneとスイッチの交信役として機能します。 
指伝話ぽっちには、スイッチを最大６つまで接続することができます。 

iOSのスイッチコントロールを使用する場合は、それぞれのスイッチにアクションを割り当
てることができます。また、iOS9から「長押し」設定ができるようになりました。それぞ
れのスイッチに、短押しと長押しとで異なるアクションを割り当てることができます。 

スイッチコントロールを使用しない場合は、１～４にはテンキーの１～４が、５には左矢
キー、６には右矢印キーが割り当てられています。 
スイッチ操作に対応したアプリでは、スイッチコントロールを使わなくともアプリを操作で
きます。 
例えば指伝話メモリでは、４枚表示の時に１～４はそれぞれのカードのタップ、５と６は左
右のページ移動のタップに割り当てられています。
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 指伝話ぽっちの準備4. スイッチのアクションを決める

iPad / iPhoneにスイッチを登録し、
アクションを割り当てます。 

設定の中から 
　一般 
　  ↓ 
　アクセシビリティ 
を選択します。

　スイッチコントロール 
 　 ↓ 
　スイッチ 
を選択します。
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新しいスイッチを追加 
　  ↓ 
　外部 

を選択します。
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指伝話ぽっちの準備

指伝話ぽっちに接続したスイッチを押
してアクティベートします。 

スイッチに新しい名前をつけて保存し
ます。

スイッチの動作（アクション）を選択します。

使用するスイッチごとにそれぞれ動作を選
択します。 

iOS9以降では、スイッチの長押し時の動作
を別に設定することができます。 

スイッチとスイッチの動作が追加されます。

スイッチコントロールに戻り「ハイライト
のスタイル」を選択します。
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「自動ハイライト」を選択します。

もう一度戻り、スイッチコントロールをオン
にします。

ホームに戻ると、カーソルが表示されます。 

自動的にカーソルが動いていくので選択した
いところでスイッチを押します。 

手動ハイライトを選択すると、自分のペース
でスイッチを押しカーソルを移動させながら
開きたいアプリを選択することもできます。

指伝話でも同じ方法でことばを選択し、
発声させることができます。

指伝話ぽっちの準備

スイッチコントロールでiPad, iPhoneを使う

オン
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