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導入前編

指伝話

最新版はウェブで



必要な機器について 

設置のイメージ 
　iPadを手元に置くか、キャスター付アームなどで手元から離れた場所に置くかによって、ケーブ
ル周りの状況が変わってきます。スイッチとiPadとの接続を無線にするか、有線にするかで変わ
ります。 
　スイッチやアームの種類によっても、設置の仕方・配線周りの考え方は様々です。個々の内容に
ついては、それぞれの説明をご参照ください。 
 

スイッチとiPadを無線で接続する場合 

 

スイッチとiPadを有線で接続する場合 
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標準的な機器の内容 
１．指伝話コミュニケーションパック（指伝話CP） 
２．iPad 
３．スイッチ 
４．スイッチ接続キット 
５．アーム 
６．その他オプション 

１．指伝話コミュニケーションパック 
　指伝話コミュニケーションパックには、次のものが含まれます。 
　・指伝話アプリ３種：　指伝話メモリ、指伝話プラス、指伝話文字盤 
　・指伝話メモリコンテンツ：　指伝話メモリのカードセット、専用ショートカット 

　指伝話コミュニケーションパックとiPadをセットした、指伝話コミュニケーションパックフル
セットもありますが、日常生活用具の携帯用会話補助装置の一般的な市区町村の上限額を超えて
いることと、iPadの自費購入を求める市区町村もあることから、ここでは指伝話コミュニケー
ションパックとiPadとに分けて記載しています。 

２．iPadについて（モデルや価格は2021年6月時点） 
　iPadにもいろいろな種類がありますが、標準のiPad（32GB, Wi-Fiモデル）の性能があれば十
分に指伝話はご使用いただくことができます。税込 38,280円で販売されています。 

モデル 
画面サイズ

Wi-Fi 
標準

Wi-Fi 
容量大

Wi-Fi+セルラー 
標準

Wi-Fi+セルラー 
容量大

小
iPad mini 第5世代 
7.9インチ

iPad mini 64GB 
50,380円

iPad mini 256GB 
69,080円

iPad mini 64GB 
60,800円

iPad mini 256GB 
85,580円

標 
準

iPad 第8世代 
10.2インチ

iPad 32GB 
38,280円

iPad 128GB 
49,280円

iPad 32GB 
54,780円

iPad 128GB 
65,780円

iPad Air 第4世代 
10.9インチ

iPad Air 64GB 
69,080円

iPad Air 256GB 
87,780円

iPad Air 64GB 
85,580円

iPad Air 256GB 
104,280円

iPad Pro 第3世代 
11インチ

iPad Pro 128GB 
94,800円

iPad Pro 2TB 
226,800円

iPad Pro 128GB 
112,800円

iPad Pro 2TB 
244,800円

大
iPad Pro 第5世代 
12.9インチ

iPad Pro 128GB 
129,800円

iPad Pro 1TB 
261,800円

iPad Pro 128GB 
147,800円

iPad Pro 1TB 
279,800円
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　標準のiPad以外を選択する基準は、次の点となります。 

１）通信機能 
　iPadには通信に関して２種類あります。Wi-Fi版とWi-FI+Cellular版です。 
　どちらも、Wi-Fi環境があればインターネットに接続してメールやメッセージの送受信、ウェブ
サイトの閲覧などができます。Wi-Fi版であれば、iPad本体にかかる月々の通信費用はありませ
ん。（使用場所でWi-Fi環境を使うための費用は別。） 
　Wi-Fi＋Cellular版は、別途通信事業者と契約を結ぶことで、Wi-Fi環境がない場所でも携帯電話
のように通信ができるようになります。通信事業者との間で月々の費用が発生します。料金は、通
信量や他のサービスとの組み合わせによって様々です。特に通信量が大きな要素となります。 
　Wi-Fi＋Cellular版であっても、通信事業者との契約をしない場合はWi-Fi版として使うことがで
きます。ただし、Wi-Fi版を購入し、後からWi-Fi＋Cellular版に変更することはできません。 
　Wi-Fi版であっても、iPhoneと一緒に使いiPhoneの通信機能をiPadでも使う方法（テザリン
グ）で、Wi-Fiのない環境でも通信をすることができるようになります。 

２）性能 
　iPadには、iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Proの４つのタイプがあります。 
　それぞれのタイプで、処理速度・容量・画面サイズ・接続コネクタ・カメラなどが異なります。
それぞれの比較ポイントを以下に書き上げました。 

　容量 
　　iPadの中に保存できるデータ量（パソコンでいうところのハードディスクの容量）のサイズ
によって価格が変わります。iPadは後から容量を変更することはできません。 

　　また、iPadのモデルによって、選べる容量のサイズに違いがあります。 

　画面サイズ 
　　iPadには、大きく分けて、大・中（標準）・小の３つの大きさがあります。 
　　画面にはサイズの違いだけでなく、画面の性能にも違いがあります。iPad AirとiPad Proは
ホームボタンがありません。 

　接続コネクタ 
　　iPadには電源ケーブルをつけるコネクタ口がありますが、外部スイッチを有線接続する際に
も関係してきます。LightningとUSB-Cの２つのタイプがあります。その違いは、iPadのモデ
ルによって決まります。 

　カメラ 
　　写真やビデオ撮影に影響をしますが、スイッチコントロールのヘッドトラッキング機能を使用
するには、前面カメラがTrueDepthの必要があります。iPadでは、iPad Proが対応していま
す。ちなみにiPhoneではiPhone X以降が対応しています。 
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　コネクタ 
　　接続コネクタは、LightningとUSB-Cがあります。スイッチ接続のためのアダプタ（弊社では
スイッチ接続キットを推奨しています）を選ぶ際に、接続口に合ったものを選んでください。 

　カラー 
　　iPadのモデルによって、選べるカラーが異なります。 

表 iPadの各モデルの性能の比較 

モデル iPad iPad mini iPad Air iPad Pro

ディスプレイ Retina
Retina 
True Tone

Liquid Retina 
True Tone

Liquid Retina 
Liquid Retina XDR

コネクタ Lightning Lightning USB-C USB-C

チップ A12 A12 A14 M1

外部キーボード Smart Keyboard Bluetooth キーボード
Magic Keyboard 

Smart Keyboard Folio
Magic Keyboard 

Smart Keyboard Folio

Apple Pencil 第１世代 第１世代 第２世代 第２世代

前面カメラ FaceTime HD FaceTime HD FaceTime HD TrueDepth

背面カメラ 8MP広角カメラ 8MP広角カメラ 12MP広角カメラ
12MP広角カメラと
10MP超広角カメラ

画面サイズ 10.2インチ 7.9インチ 10.9インチ
11インチ 
12.9インチ

容量 32GB/128GB 64GB/256GB 64GB/256GB
128GB/256GB/ 
512GB/1TB/2TB

カラー
スペースグレー 
シルバー 
ゴールド

スペースグレー 
シルバー 
ゴールド

スペースグレー 
シルバー 

ローズゴールド 
グリーン 

スカイブルー

スペースグレー 
シルバー
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３．スイッチについて 
　スイッチは、お使いになる方の体調や使い方に応じて、適したスイッチを選択してください。代
表的なスイッチをリストアップしておきます。 
　スイッチによって、スイッチ自体に電源が必要なもの・必要でないものがあります。 

名称 税込金額 説明

10.175円 （接点式入力装置） 
上面を押して操作するスイッチです。側面を触れたり
壁面につけたスイッチを手の甲で押すなど、使い方
を工夫することができます。 
ボタン部分の直径は 64mm、操作に必要な力は80g
です。 
４色（赤・青・黄・緑）のキャップが付属して付け
替えることができます。

各色 
 10.175円

（接点式入力装置） 
上面を押して操作するスイッチです。ベルトをつけて
手から離れないようにしたり、プレートをつけて固
定することもできます。 
ボタン部分の直径は 35mm、操作に必要な力は50g
です。 
５色（赤・青・黄・緑・黒）から選んでください。

15,840円 （接点式入力装置） 
非常に軽い動作で入力できるスイッチです。 
スイッチは 45x19x19mm、操作に必要な力は約
10gです。 
４色（赤・青・黄・緑）のシールと、固定用にスイ
ッチ背面に貼る滑り止めシートが付属しています。

39,076円 （帯電式入力装置） 
静電気を利用した力のいらないスイッチです。 
先端の黒い球面（直径9mm）に触れることでスイッ
チを押したことになります。 
AC電源（100V）を使用します。 
固定には別途アームが必要です。

スペックスイッチ（５色） 

ポイントタッチスイッチ 

ジェリービーンスイッチ 

マイクロライトスイッチ 
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名称 税込金額 説明

44,000円 （圧電素子式入力装置・空気圧式入力装置） 
圧電素子（ピエゾ）と空圧（ニューマティック）の
２種類のセンサを選択して使用することができるス
イッチです。 
ピエゾ：「ひずみ」や「ゆがみ」を感知して信号出
力とするセンサです。 
直径17mmのセンサ部を身体の任意箇所に医療用テ
ープで貼り付けて使用します。 
ニューマティック：センサ部のエアバックを触れるこ
とで反応するセンサです。 
エアバック部分を持ち易い形の別なものに変えるな
ど使い勝手を良くするための工夫ができます。 
感度調整が可能なため、さまざまな身体状況の方に
お使いいただけます。 
誤動作防止機能がついています。 
AC100Vまたは単三乾電池4本で使用します。横77x
縦178x厚さ42mmです。 
重量は約200g（電池含まず）

基本セット 
19,800円 
ニコセット 
33,000円

（空気圧式入力装置） 
空気圧の変化に反応する圧力センサスイッチです。 
感度調整は使いやすいダイヤル式、100段階の調整が
可能です。 
圧力波形を画面で確認しながら調整できるので、微
妙な調整がしやすいです。 
弱い力にも反応しやすく使いやすいと人気のあるシ
リコンチューブ（大小各1）を一緒に提供します。お
身体の状態やお使いになる部位によって、適切な空
気袋に取り替えてお使いいただくこともできます。 
本体サイズ： 70 x 120 x 30 mm（突起部除く） 
出力： 3.5mmミニピンジャック、フォトリレー、耐
圧30V、最大電流 2A 
電源： 単4乾電池3本、または、ACアダプタ接続

ピエゾニューマティックセ
ンサスイッチ（PPSスイッ
チ） 

エアスイッチ AS2 
 & シリコンチューブ 
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４．スイッチ接続キットについて 
　スイッチ接続キットは、iPadとスイッチを接続するために必要となるアダプタです。 
　様々なタイプがありますが、適したものを見つけるポイントは次の通りです。 

１）有線・無線での接続 
　スイッチとスイッチ接続キットはケーブルで接続しますが、iPadとスイッチ接続キットの間は、
無線（Bluetooth、ブルートゥース）による接続も可能です。 
　スイッチ接続キットのタイプは、有線か無線の２つではなく、有線か有線無線かの２タイプを
用意しています。 
　有線無線は、有線と無線を同時に使うのではなく、有線接続に必要なものと無線接続に必要な
ものと両方をセットにしていて、有線でも無線でもどちらでも選んで接続できるようにしていま
す。 
　無線接続の魅力は、iPadとスイッチの間のケーブルがなくなりケーブル周りがすっきりすること
です。また、無線接続の場合は、iPadのスリープからの解除をスイッチ操作でできる点が良いで
す。有線接続でも電源を接続していればiPadのスリープからの解除が可能です。無線接続の場合は
iPadが電源に接続されていない場合（バッテリーで使っている場合）でもスリープから解除でき
ます。 
　一方、有線接続は、とにかくケーブルをつなげれば接続ができるという点が魅力です。無線接続
ではBluetoothの設定をする必要があります。一度行えばよいことですし難しいことではありませ
んが、慌てていたり、移動中で電源コンセントが使えない時など、有線接続であればすぐに使え
る点は魅力です。 
　有線無線の両方が使えるものを持っておき、日頃は無線で使い、移動やいざという時に有線も
使えるという選択肢を持っていることが良いと思います。 
 

スイッチ接続キットの有線（左側）と無線（右側）の接続の違い 

　なお、無線接続は、ネット環境を使うためのWi-Fi（ワイファイ）ではなく、近い距離にある機
器同士を無線でつなぐBluetooth（ブルートゥース）という規格です。インターネットの利用の有
無とは関係ありません。 
　場所によっては、Bluetoothの利用も控えるように指定されている場合もあります。ご使用にな
る場所に合わせてご検討ください。 
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２）iPadのタイプ 
　iPadは、ケーブルを接続する口が２種類あります。標準のiPadとiPad miniはLightning（ライ
トニング）、iPad Pro, iPad AirはUSB-Cです。世代の古いiPad ProとiPad AIrはLightningで
す。 
　有線接続をする場合に使用するアダプタのタイプがこれにより異なります。 

Lightning（左）　と　USB-C（右） 

３）電源口の有無 
　有線接続する場合、スイッチの接続をしてiPadに充電もしながら使用する場合には、電源ケー
ブルを接続する必要があります。 
　アダプタには、電源ケーブルを接続する口があるものとないものがあります。２のiPadのタイプ
のよるLightningとUSB-Cの違いとともに、適した製品を選択してください。 
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４）信号の設定 
　スイッチ接続キットは、変わる君というスイッチ信号の変換器を使用しています。 
　一般的なスイッチ接続アダプタは、スイッチが１回押された信号をiPadに伝えるという役割だけ
ですが、変わる君は設定によって、スイッチの押し方によってiPadに伝える信号を変えたり、１
回押すだけで複数の信号をiPadに伝えるといったことも可能です。 
　どの設定が良いかは、iPadで何をどのように使うかということにも関わってきますので、ご不
明な方は、弊社にご相談ください。 

　一般的には、「ボタン入力」設定を使います。これは、スイッチを１回押すと１つの信号がiPad
に伝わる方式です。スイッチを長押しすると長押しをしたという情報がiPadに伝わります。つま
り、普通にスイッチを１回短く押す（短押し）と長く押す（長押し）との使い分けができれば、
２つの種類の信号をiPadに送ることができます。届く信号によってiPadの操作を行うかの設定
は、スイッチコントロール（iPadのスイッチ操作の設定）によって行います。 
　「パターン入力」設定は、スイッチの押し方によってiPadに伝える信号を変える設定です。例え
ば、１回短押し、２回短押し、３回短押し、１回長押しをしてから１回短押し、というように、
押し方によってiPadに伝える信号を変えることで、iPad側での操作をいろいろと設定することが
できます。スイッチコントロールの操作は、短押しと長押しで行いつつ、長押し２回でホーム画面
に戻る、というような設定をしておけば、ホーム画面に移動するための操作が楽になります。 
　設定は、使い方に合わせて設定します。この設定の変更はWindows上のアプリを使って行うこ
とになります。弊社での設定サポートも行っています。 

　標準の設定は、「めくってタップ・ボタン」という設定で、変わる君にある２つのスイッチ接続
口のうち、１つを「めくってタップ」、もう１つを「ボタン入力」に設定しています。 
　「めくってタップ」は、指伝話メモリのカードを使用する場合に、スイッチコントロールを使わ
ずに、１回のスイッチ操作で、カードをめくり（次のページに移動し）、カードをタップするとい
う操作ができるようにしています。 
　指伝話メモリは、スイッチコントロールを使わずにスイッチ操作することも可能になっていて、
パターン入力を使えば、１回短押しは１枚目のカード、２回短押しは２枚目のカード、長押しは
３枚目のカード、長押し２回は４枚目のカード、というような組み合わせで使うことも可能で
す。 
　スイッチコントロールを使わない方法は、スイッチ操作が初めての方の場合（使う本人とともに
周りの支援をする方が初めての場合も含めて）、スイッチコントロールの設定で混乱することなく
すぐに使えることが魅力です。まずは使える実感を得ていただき、その上で少しずつ工夫してさま
ざまな工夫したスイッチ操作ができるようにしていっていただければ良いです。 
　身体の動きや疲れ具合などを考えて、スイッチの押し方とともに、使うアプリ側の工夫をするこ
とで、使いやすい環境を整えることができます。指伝話メモリは、そういうスイッチ操作に合わせ
た画面作りがしやすいことが人気があります。 
　スイッチコントロールを自由に操作できれば、iPadのほぼすべての操作がスイッチ１つでできる
ようになります。指２本で写真を拡大したり、指で長押しをしたり、絵を描いたり、といった操
作もスイッチ１つで行うことができます。しかし、最初から難しい操作にチャレンジして壁にぶつ
かるよりも、目の前の不便を解消する方法から使い始めるというのも良い入り方だと思います。 
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５．アームについて 
　アームは、iPadを見やすい位置に固定するためのものです。iPadを椅子に座って使う、車椅子
で使う、ベッドで仰向けか横向けかになって使うなど、使う姿勢によって画面が見やすくなる支
えがあると良いです。 
　また、姿勢をよく変えることがあるなら、画面の位置も変えやすいものを選ぶ方が、支援する
人がやりやすくなります。 
　アームだけでなく、iPadケースがスタンドになるタイプもあります。普段の机の上に使う時だ
け置くという使い方もあります。 
　指伝話コミュニケーションパックをご購入の際には、標準サイズのiPad用の卓上スタンド付
ケースをおつけしています。 
　以下ご紹介する製品は、弊社でお取り扱いしています。　お使いになる場所、姿勢などによっ
て、適したアームがありますので、ご相談ください。 

名称 税込金額 説明

58,300円 発売元：エーブルネット／パシフィックサプライ社 
１箇所のノブで全体の角度調整ができるアームで
す。クランプ付き。 
様々なタプレットを自由な位置に設置するためのア
ームです。 
タブレットの保護カバーを外さずに取り付け可能
（カバーの種類による）。 
対応寸法： 標準：縦 216以上～260以内、横 205
以内、厚さ 28以内 (㎜） 
テーブル上でも車椅子で移動中でも使い易いポジシ
ョンに固定してタブレット操作ができます。フラッ
トな面や丸型パイプへの取り付けは、付属のウェッ
ジを取り換えることで設置が可能です。

21,890円 発売元：サンワサプライ株式会社 
7～11インチのiPad・タブレットを取り付け可能な
ホルダー付きスタンドです。 
キャスター付きスタンドになっているので、機器を
取り付けたまま移動可能です。 
直径約75mmの大型キャスターです。上部アーム部
はフレキシブルアームで任意の位置で調整可能です。
支柱部は高さ調節が可能です。 
　サイズ： W320 x D360 x H110～1500mm（ホ
ルダー先端部まで）

キャスター付スタンド 
（型番：CR-LASTTAB16W） 

iデバイスアジャスタブルユ
ニバーサルアームタイプ 
（型番：19010123） 
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55,902円 発売元：ダブル技研株式会社 
6～12.9インチまでに対応したタブレット用スタンド
（12.9インチの場合は最小辺での固定のみ）。 
伸縮バネ固定（約150～280mm）、３次元調整ポー
ルジョイント（クランプレバー） 
サイズ（外寸最小時）：700 x 700 x 1090mm 
調整可能域（アーム高さ）：350～1640mm 
アーム長さ：520mm、床上必要高さ：58mm 
耐荷重量：6Kg、自重量：8.6Kg 
スタンドはキャスターがついています。 

iPadを一般的なケースに入れた状態でも伸縮バネで
挟み固定することができます。 
車椅子やソファーに腰掛けた姿勢やベッドに座った
状態で画面を正面に持ってきて、スイッチ操作をす
るような場合に便利です。 
ベッドに仰向けになった状態で画面を顔の上に配置
することも可能ですが、その場合はVESA用アシスタ
ンド２でiPadを固定する方がより良いです。 

55,902円 発売元：ダブル技研株式会社 
6～12.9インチまでに対応したタブレット用スタンド
（12.9インチの場合は最小辺での固定のみ）。 
伸縮バネ固定（約150～280mm）、３次元調整ポー
ルジョイント（クランプレバー） 
サイズ（外寸最小時）：700 x 700 x 1090mm 
調整可能域（アーム高さ）：350～1640mm 
アーム長さ：520mm、床上必要高さ：58mm 
耐荷重量：6Kg、自重量：8.6Kg 
スタンドはキャスターがついています。 
VESA75用もあります。 

iPadを装着するには、VESAマウント用ケースが必
要になります（別売）。 
車椅子やソファーに腰掛けた姿勢やベッドに座った
り仰向けになった状態で画面を正面に持ってきて、
スイッチ操作をするような場合に便利です。

VESA用アシスタンド２ 
VESA100用 
（型番：BS41-HDV100） 

 

 

タブレット用アシスタンド２ 
（型番：BS41-HDT） 
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６．その他のオプションについて 
　指伝話とともに使って人気のある製品は次のようなものがあります。 

Wi-FI環境 
　指伝話は合成音声を使ってお話しをするだけであれば、通信環境がなくてもお使いいただくこ
とができますが、インターネットと接続ができれば、メッセージの送受信に加えて、以下のこと
などできることが広がります。Wi-Fi環境があると良いと思います。 

赤外線リモコンの操作 
　テレビやエアコンなど、赤外線リモコンをiPadから操作できるようにする製品です。各社から
販売されていますが、Nature Remoシリーズが有名です。 
　指伝話メモリのカードを選択すると、Nature Remoの操作を実行するといった使い方も可能で
すので、スイッチ操作で使いやすく家電操作を行うことができるようになります。 

スマートスピーカー 
　「OK, Google、音楽をかけて」「アレクサ、今日の天気は？」など、話しかけてやりとりをす
るスマートスピーカーが各社から発売されています。 
　指伝話メモリの音声は、スマートスピーカーに認識されます。カードを選んでスマートスピー
カーに話しかけて、楽しく便利に使うことができます。 

iPhone 
　iPhoneとiPadをセットで使うと、iPhoneで電話をかけ、iPadの指伝話で話をする、という使
い方もできます。 
　iPhoneでFaceTime（テレビ電話）をかけ、iPadで指伝話で話をする場合、スイッチ操作は
iPadで指伝話メモリで行います。カードを選び「Hey Siri, やまちゃんにFaceTimeする」と言え
ばiPhoneのSiri（音声アシスタント）が呼び出されます。 
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参考価格 
　標準的な組み合わせでリストアップした内容です。 

種別 名称 税込金額

機器本体 iPad 
　32GB, Wi-Fi

38,280

ソフトウエア 指伝話コミュニケーションパック 121,000

スイッチ接続 スイッチ接続キット 
　有線無線・Lightning・電源口有

28,315

スイッチ エアースイッチ２　AS2 
　ニコセット

33,000

アーム キャスター付アーム 21,890

合計 242,485
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