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指伝話コミュニケーションパック1-2-3! 設定編 

はじめに 
　指伝話コミュニケーションパックは、iPadで動作するカードタイプのアプリ「指伝話メモリ」
を中心に、コミュニケーションのお手伝いをするアプリ・コンテンツパックです。会話の補助機能
のほか、他のアプリやiPadの機能を呼び出すといった便利な使い方ができるようになります。 
　たとえば、いつもメールする送り先に送信する定型文をいれておくカードをつくったり、
iPhoneを使っている人のAppleID（メールアドレス）宛に、音声通話やテレビ通話をするカード
をつくったりして、カードをワンタップして定型メールを送る、テレビ通話がはじまる、といった
使い方ができます。 

　弊社でセットアップをしたiPadでは、iPadのDockに入っている指伝話メモリのアイコンをタッ
プすると、指伝話コミュニケーションパックが起動するように設定されています。 

 
　「指伝話メモリ」は、編集画面で中身を自由に変えることができます。 
　カードセットを編集したい時や、カードセットの一覧に戻りたい時は、
２本指でタップするとメニューバーが出ます。メニューバーの表示は設定
で変更できます。 
　指伝話メモリの説明書は「指伝話メモリ1-2-3!」シリーズとして、また
iOSのスイッチコントロールやアクセシビリティについては「指伝話を使っ
て覚えるiOS/iPad スイッチコントロール1-2-3!」「指伝話を使って覚える
iOS/iPadOS アクセシビリティ1-2-3!」シリーズをご参照ください。 
　　https://www.yubidenwa.jp/ 
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指伝話メモリ



ソフトウェア使用許諾 
　指伝話コミュニケーションパックとしてご提供するソフトウェアは、製品をご購入いただいた
方だけにご使用いただくことができます。他の方へのコピーの配布やダウンロードのための情報は
提供しないでください。 

動作環境 
　iOS/iPadOS 13以降、および、ショートカット（Apple社のアプリ・無料）のインストールが
必要になります。また、指伝話コミュニケーションパックとして、指伝話アプリ３つ（指伝話メモ
リ・指伝話プラス・指伝話文字盤）をご提供しています。 
　指伝話メモリは、バージョン1.3 以降をお使いください。 
 
　iOS 12のショートカットに対応したバージョンも、引き続き指伝話のウェブサイトからダウン
ロードできるように置いてありますが、今後の更新は最新のiOS/iPadOSのみの対応となります。 

バージョンアップによる主な変更点 
　コミュニケーションパック 
  6.0 
 ・セット名の接頭語を、YCP_ とし、セット名を日本語表記にしました。 
 ・トップページのセット名を YCP_マイメニュー としました。 
 ・初期サンプルのデザインを変更し、基本を25枚表示にしました。 
 ・トークをカテゴリー・サブカテゴリーとともに表示する方式にしました。 
 ・LINEをカテゴリーとともに表示する方式にしました。 
 ・文字カードテンプレートを使った「よくつかう」セットを追加し、カスタマイズ 
 　しやすくしました。 
 ・緊急セットを更新しました。 

　指伝話メモリ 
  1.3 
 ・１ページに25枚表示ができるようになりました。 
 ・カードでセット内のページ移動ができるようになりました。 
 1.2.1 
 ・アプリ呼び出しで渡す文字列はエンコード不要で、直接日本語を使うことができる 
 　ようになりました。 

　Yubidenwa ショートカット 
  6.0 
 ・ミュージックの呼び出しに際して、プレイリスト、ジャンルによる指定ができるように 
 　なりました。 
  5.5 
 ・YubidenwaMy緊急メッセージ が追加になりました。 
 ・LINE To のショートカットをβ版で提供しています。 
 ・Yubidenwaショートカットの引数で渡す文コードと変換後の語彙を行うための 
 　ショートカット（YubidenwaDic, YubidenwaMyDic）は不要となりました。 
 ・ミュージックの呼び出しも直接日本語で指定できるようになり、そのための 
 　ショートカット（YubidenwaMyMusic）は不要となりました。 
　 ・メッセージやメール送信で宛先指定に ? をつけて 連絡先に登録しているニックネーム 
　　　　　 をつけて呼び出す機能は廃止となりました。 
 ・Yubidenwaショートカットを使ってSkypeを呼び出すショートカットは廃止となり 
 　ました。 
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ソフトウェアの内容 
　指伝話コミュニケーションパックは、次の内容で構成されています。 

指伝話アプリ 
　・指伝話メモリ 
　・指伝話文字盤 
　・指伝話プラス 

指伝話メモリのセット 
　・基本セット 
　・文字選択セット 

ショートカットのファイル 
　・システム用 
　・ユーザ用 

　指伝話コミュニケーションパックは、指伝話メモリで作ったカードが中心になっています。内容
は指伝話メモりの機能を使って自由に書き換えることができます。 
　本説明書では、指伝話メモリの操作説明には触れていません。詳しい指伝話メモリの操作方法
については、操作説明書「指伝話メモリ 1-2-3!」シリーズをご参照ください。 

注意： 
　弊社でiPadを設定した指伝話コミュニケーションパックの場合は、指伝話メモリの起動時に、
指伝話コミュニケーションパックの最初のセットが自動的に立ち上がるように設定しています。 
　その設定を変更したい場合は、次の手順で行ってください。 
　１）指伝話メモリの画面を指２本でタップし、タイトルバーを表示する。 
　２）左上の丸い矢印のアイコンをタップして、セット一覧画面に移動する。 
　３）右上の歯車のアイコンをタップして、設定画面を開く。 
　４）「起動時の動作」を「セットの一覧を表示」に変更する。 
次回以降、指伝話メモリを起動した時には、セット一覧が表示されるようになります。 
　再び、起動時に指伝話コミュニケーションパックを起動させたい場合は、「起動時の動作」で
「YCP_マイメニュー」を選択してください。一旦アプリを終了すると、次回起動時は指伝話コ
ミュニケーションパックが起動するようになります。 
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ソフトウェアのインストール 

指伝話アプリのインストール 
　指伝話コミュニケーションパックフルセットをご購入いただいた場合は、iPadにアプリをイン
ストールした状態でお渡し致しますので、アプリのインストールは不要です。 
　指伝話コミュニケーションパックのみの場合には、WiFiでインターネットに接続できる環境
で、次の手順でアプリをダウンロードしてください。 

ダウンロード用コードを使ったインストール 

１．iPadの「AppStore」アプリを開き、Appまたはゲームの一番下までスクロールします。 
２．ページ左下の「コードを使う」を選択し、画面の指示に従ってダウンロードのコードを 
　　カメラで読み取って、アプリをダウンロードします。 
　　コードは「ダウンロード用コードのお知らせ」をご覧ください。 
３．指伝話メモリ、指伝話文字盤、指伝話プラスの３つのアプリがダウンロードできます。 
　　※一般のアプリ購入ページからのダウンロードではありません。 
　　　アプリ購入ページからダウンロードした場合は、課金されてしまいますので 
　　　かならず、コードを入力してください。 
　　 

ショートカットアプリのインストール 
１．AppStoreの検索ページを開きます。 
２．「ショートカット」アプリを検索してインストールします。 

ショートカットアプリの設定 
　初めてショートカットを使用する場合には、次の手順で設定を行ってください。 
１．アプリを開き、新規ショートカットを作成します。中身は適当に何か入れたもので保存してく

ださい。 
２．作成したショートカットを１度実行します。 
３．設定アプリを開き、ショートカットを選択します。「信頼されていないショートカットを許

可」をオンにします。 
４．１で作成したショートカットは削除して構いません。 
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コンテンツのインストールの前に 
　指伝話メモリの設定で、「同じ名前のセットがあった場合の処理」を「上書き」に設定してく
ださい。指伝話コミュニケーションパックの以前のセットを名前を変更せずにそのまま使用して
いた場合には、セットが上書きされますのでご注意ください。 
　「上書きにしないと、同じ名前のセットがあった時に別名で保存されることになります。セッ
ト間のリンクが切れてしまいます。 
　もし、以前のコンテンツをセット名をそのままでお使いになっている場合は、一旦セットを書
き出して保存しておくことをお勧めします。新バージョンのインストールの後、「同じ名前のセッ
トがあった場合の処理」を「名前を変えて保存」に変更した上で書き出しておいたセットを読み
込めば、セットを取り込むことができます。その上で、必要に応じて新しくインストールしたコン
テンツに、以前の変更を加えてください。（初回の場合はそのままダウンロードして構いません） 

コンテンツのインストール 
　iPadの「Safari」アプリを開き、「ダウンロード用コードのおしらせ」記載のURL（指伝話コ
ミュニケーションパック）のページの一番下、「アップデートファイルのダウンロードはこちらか
ら」をタップし、ダウンロードページを開いてください。ダウンロードページにはパスワードがか
かっています。パスワードは、「ダウンロード用コードのおしらせ」に記載されています（されて
いない場合はお問い合わせください）。 
　各ファイルのダウンロード方法については、ダウンロードページに説明がありますのでご参照
ください。 

１．指伝話メモリの各セットをダウンロードします。 
　指伝話コミュニケーションパックは、一括でダウンロードするほか、それぞれのファイルを個
別にダウンロードすることもできます。一括ダウンロードは通信状況によって時間がかかる場合
がありますのて、お使いの環境に合わせてインストールファイルを選んでください。 

２．ショートカットをインストールします。 

　　　 

ショートカット一覧
システム用 Yubidenwa 呼び出し用

YubidenwaLib 機能ライブラリ

ユーザ用 YubidenwaMyApp アプリ呼び出し指定用

YubidenwaMy緊急メッセージ 緊急セットで呼び出すショートカット
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Keynoteのファイル 
　指伝話メモリでカードを作成する時、Apple社のKeynoteアプリを使うと便利です。Keynoteで
カードを作成し、画像として書き出すことで指伝話メモリで呼び出して使用することができます。 
　テンプレートとなるKeynoteファイルを用意しましたので、ご利用ください。 
　Keynoteを使ったカードの作り方は「指伝話メモリ1-2-3! Keynoteでカードを作ろう編」をご
参照ください。 
 https://yubidenwa.jp/products/memory/ym123-usekeynote/ 
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コミュニケーションパックに含まれるセットについて 

サブセットについて 
　指伝話メモリにインストールされる初期セットは、次のサブセットに分かれています。 
　インストール後に最初のニューを起動するには「YCP_マイメニュー」セットを開いてください。 

 
カードの記号(動作マーク)について 
　コミュニケーションパックのカードには、各カードの右下に動作マークがついていて、カードを
タップした時の動作の意味を示しています。これはサンプルとして統一したルールでカードを作成
したものですが、必ずしもこうでなくてはならないということではありません。ただ、統一された
インタフェースは利用者にとって操作しやすいものとなりますので、ご参考になさってください。 

 

サブセット
カードセット カードセット名 内容

緊急 YCP_緊急 緊急時に使用するカードサンプル

よく使う よく使う カスタマイズしやすい文字カードセット

トーク YCP_トーク 会話用セット

連絡 YCP_連絡 FaceTimeやFaceTime Audioを使用して連絡をする

メッセージ YCP_メッセージ SMSを送信するサンプル

LINE YCP_Line LINEアプリを呼び出し送信する

ムービー YCP_ムービー YouTubeを開くサンプル

音楽 YCP_音楽 ミュージックの音楽を再生する

メディア操作 YCP_メディア操作 音量調整、再生や停止を行う。

アプリ YCP_アプリ 各種アプリを起動する。
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他のアプリの呼び出し方法 

URLスキームによるアプリの呼び出し 
　URLスキームに対応したアプリは、カードの編集で「タップ後の動作」に「アプリ呼び出し」
を選択し、URLスキームを記述することで呼び出すことができます。 
　サンプルセットの「YCP_アプリ」には、標準のApple社のアプリを呼び出すサンプルが入って
いますので、参考にしてください。サードパーティーのアプリであっても、URLスキームに対応し
ているものであれば、同様に呼び出すことができます。 
　URLスキームがわからない場合でも、ショートカットの Appを開く を呼び出すことができれ
ば、指伝話コミュニケーションパックの MyApp コマンドを使用してアプリを開くことも可能で
す。 
　呼び出されたアプリは、画面左上の 「◀指伝話メモリ」をタップして、元の画面に戻れます。 
 

ショートカットの利用 
　「ショートカット」アプリもURLスキームに対応したアプリの一つで、指伝話メモリのカード
から呼び出すことができます。ショートカットを利用することで、単にアプリを起動するだけで
なく、様々なアクションを自動化することが可能になります。 
　例えば、特定の相手にあらかじめ決めたメッセージ内容を送信するといったことを、指伝話メ
モリのカードを選択するだけで行うことができるようになります。 
　指伝話コミュニケーションパックで提供するショートカットには、さまざまな機能を呼び出す
仕組みが含まれています。統一された方法で呼び出すことができるようになっています。 
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◀指伝話メモリ　をタップして、指伝話メモリに戻る

呼び出されたアプリから指伝話メモリに戻る方法



Yubidenwaショートカットの呼び出しの記述方法 
　指伝話メモリの「タップ後の動作」で「アプリ呼び出し」に、次のように書き入れます。 

 shortcuts://run-shortcut?name=Yubidenwa&input=コマンド名+引数1+引数2+引数3 

　アプリ呼び出しで設定する内容は、カードの「説明」の欄にコピーしておくと便利です。 
　指伝話メモリでは他のセットにあるカードをコピーして新しいカードを作ることができます
が、その場合、タップ後の動作のアプリ呼び出しに記載された内容は保持されません。説明欄に
記入してあれば、カードをコピーした時に説明欄にあるものがコピーされるため、確認することが
できます。（説明欄を指伝話メモリの表示項目として使う場合は注意してください。） 

Yubidenwaショートカットの呼び出しのコマンドと引数 
動作の種類 コマンド 引数1 引数2 引数3

【音量】 Volume 音量指定 （なし）
　　音量をセット：０ 0
　　音量をセット：１ 1
　　音量をセット：２ 2
　　音量をセット：３ 3
　　音量をセット：４ 4
　　音量をセット：５ 5
【音楽】 Mucic 動作指定 条件 Repeat
　　音楽を再生 Play
　　音楽を停止 Stop
　　巻き戻し Prev
　　早送り Next
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設定に書いてある内容をコピーし、アプリ呼び出しをタップして開きペーストする。

Shortcuts://run-shortcut?name=Yubidenwa&input 
=sms+demo.yubidenwa@icloud.com+はやく帰って
きてね！

グレイ　　：ショートカットで呼び出す仕組み部分　　 
＝赤　　　：＝コマンド（この場合はメールアプリ） 
＋緑　　　：＋送信先アドレス 
＋青　　　：＋メッセージ内容



Yubidenwaショートカットの呼び出しのコマンドと引数（ユーザ指定） 

　　選択して再生 SelectPlay
　　タイトルで検索して再生 Title タイトル Repeat

Artist アーティスト Repeat
Album アルバム Repeat

　　ジャンルを指定して再生 Genre ジャンル
　　プレイリストを指定して再生 Playlist プレイリスト
【音楽再生】 Music2 タイトル アーティスト アルバム

【クイックルック】 QuickLook 指定
　　最新写真を見る LastPhoto
　　画像を選択して見る Select
　　ファイル File ファイル名
【写真】 Photo カメラ指定 撮影開始秒
　　フロントカメラで写真を撮影 Front 5または10
　　背面カメラで写真を撮影 Back 5または10
【ビデオ】 Video カメラ指定 撮影開始
　　フロントカメラでビデオを撮影 Front Tap
　　背面カメラでビデオを撮影 Back Tap
【メッセージ】 SMS アドレス指定 メッセージ
　　SMSを送信 送信先アドレス メッセージ
【FaceTime Audio】 FaceTimeAudio アドレス指定
　　FaceTime Audioをかける 相手のアドレス
【FaceTime】 FaceTime アドレス指定
　　FaceTimeをかける 相手のアドレス
【Buzzer】 Buzzer
　　サウンドを５回再生
【Mail】 アドレス指定 題名 メッセージ
　　メールを送信 Mail
【電話】 連絡先電話番号
　　電話をかける Tel
【YouTube】 YouTube URL 秒数
【指伝話文字盤を呼び出す】 CallMojiban 
　　スイッチコンオロールをオフにして指伝話文字盤を呼び出し、戻ったらスイッチコントロールをオンにする

動作の種類 Command 引数1 引数2 引数3
【アプリ呼び出し】 MyApp
　　MyAppショートカットを呼び 
　　出してアプリを開く

引数指定
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カスタマイズ方法 
　指伝話コミュニケーションパックの初期セットをカスタマイズするポイントを説明します。 
連絡先のアドレス 
　サンプルでは、メッセージやFaceTimeの接続先などは、demo.yubidenwa@icloud.com に
なっています。カードでは、「いつものところ」「Aさん」といった表記になっています。 
カードの作成 
　サンプルのカードは、「よく使う」サブセットを除き、画像を使っています。カード画像は
Keynoteを使うと便利です。Keynoteのテンプレート YubidenwaMemoryCard_x.key（xはバー
ジョン番号）を提供しています。お使いください。 
　「よく使う」サブセットは、文字だけを使用してカードを作る方法を使っています。別記の説明
をご参照ください。 

声かけカード 
　カードをタップした時の音声は、読み上げ
テキストで変更します。 

 

呼び出しカード 
　カードをタップした時に、音楽をかける
ショートカットを使い、チャイム音を鳴らし
ています。iPadのミュージックライブラリに
入っている音楽を使用することができます。 
　「効果音セレクション (6) 場面効果・劇場・
バラエティ」の「クイズ正解」が初期値で
す。Yubidenwaショートカットの music2 
コマンドで、曲名とアーティスト名を指定し
ています。 
　ショートカットは、カードの説明欄に内容
を記載していますが、これはカードを開いた
時に内容がすぐに見えるようにするためです。実際には、タップ後の動作のアプリ呼び出し欄に記
載する必要があります。説明欄で内容を編集し、コピーした上で、アプリ呼び出しに貼り付けてく
ださい。アプリ呼び出しの内容を変更する際は、タップ後の動作を一旦「標準」を選んでから「ア
プリ呼び出し」を選ぶことで、アプリ呼び出しに入っていた内容をクリアできるので便利です。 
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緊急サブセット 
　急いで伝えたい内容を準備したカードセッ
トです。サンプルには５種類のカードが入っ
ています。 

 
１．３回繰り返し発話するカード 
　３回繰り返し発話するカードは、メッセージを３回発話する
カードのサンプルです。通常の発話カードと同じ仕組みですが、
読み上げテキストに書いてある内容で調整しています。 
　[sayaka] [julie] は、話者の指定、[b:2] は、
２秒間隔を空けるための指伝話タグです。 
　同じ文章を３回書くことで、３回繰り返し
して発話するようにしています。内容は適宜変
更してください。 

 
２．繰り返し発話を続けるカード 
　繰り返し発話を続けるカードは、別のセットを呼び出して実現
しています。呼び出されたセットは、YCP_緊急_繰り返し_外出
中_ と、YCP_緊急_繰り返し_自宅_ の２つで
す。それぞれ、数枚のカードが入っていて、各
カードで発話する設定になっています。この
２つのセットは、スライドショーを使ってい
ます。セットが呼び出されると、一定間隔で
繰り返しセットを再生します。 
　繰り返しのスライドショーは、画面を指２
本でタップしてタイトルバーを表示してセット
を終了させることで止まります。タイトルバー
を常に非常時にしている場合は、アプリを終
了させて止めてください。 
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３．緊急メッセージ送信カード 
　緊急・すぐ来て・無事の３種類のメッセージを
送信するカードがあります。メッセージの送信
は、ショートカット「YubidenwaMy緊急メッ
セージ」を呼び出して行っています。 
　このカードは、カードの内容を変更するので
はなく、ショートカット側を変更することで動
作を変えるように作ってあります。他のカード
と少し作り方が異なります。カードに使用して
いる写真は適宜変更してください。ショート
カットの呼び出し方は。ショートカットと連動
していますので変更せずにお使いください。 
　このショートカットは、引数を１つ使い、そ
の内容に応じてメッセージ内容を設定していま
す。メッセージの送信先は、
demo.yubidennwa@icloud.com になってい
ます。それぞれ変更してお使いください。 
　処理は、引数の条件で、緊急・すぐ来て・無
事の３つに分かれてメッセージ内容を設定して
います。 

　指伝話コミュニケーションパックでは、
SMSやメールの送信を行う指定をカード側で
することが可能ですが、緊急メッセージ送信
カードは、処理の内容をショートカットで行う
ようにしてあります。これは、タイトルバーを
常に非表示にしていたりYMプレーヤーを使っ
ている場合に、カードの編集をせずに送付先を
変更できるようにするためです。 
　サンプルでは、メッセージを読み上げた上で
その内容をメッセージすることになっています
が、このショートカットの内容を変更すれば、
処理内容は自由に変えることができます。 
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４．FaceTimeカード 
　指定した登録先にFaceTimeをかけるカードです。FaceTime
はビデオで様子を相手に見せることができるのが良い点です。 
　通話先のアドレスは、demo.yubidennwa@icloud.com に
なっています。それぞれ変更してお使いください。 

　このサンプルカードは、メインのiPadで
FaceTimeをする例です。相手が通話を切
ると自動的に元のカード一覧の画面に戻り
ます。 
　ただし、ビデオ通話中には指伝話の音声
で会話をすることができません。（iPadの
機能制限があり、アプリと通話の両方の音
声は一緒に使用できません。） 
　iPadとは別に、サブ機としてiPhoneや
iPod touch, iPadを用意することができれ
ば、通話はそちらで行い、指伝話の会話を
メインのiPadで行うということが可能で
す。スイッチ操作をしている場合は、スイッチコントロールの機能で、メインのiPadに接続したス
イッチを使ってサブ機の操作をすることも可能ですが、Siriに呼びかけてサブ機からFaceTimeさ
せるようにメインのiPadの指伝話で話しかけるという方法もあります。 

５．発話カード 
　カードを選択すると発話するカードです。 
　これらは、一般的な指伝話メモリのカードの使
い方をしています。適宜内容は自由に編集してく
ださい。 

 
連絡サブセット 
　ショートメッセージ、FaceTime Audio 
および FaceTimeを使用するサンプルです。 
　電話は、iPadがiPhoneと連携した設定と
なっている場合に、iPhoneを通じて電話す
る機能を利用します。 
　FaceTime AudioとFaceTimeは、
Apple IDのアドレスに対して通話を行う設
定になっています。 
　接続先の電話番号はオフィス結アジアの
代表電話番号、通話先のアドレスは、
demo.yubidennwa@icloud.com になって
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います。それぞれ変更してお使いくださ
い。 

 

メッセージサブセット 
　ショートメッセージを送信するサンプルで
す。 
　ショートカットを利用してメッセージを送
る場合は、メッセージ画面での操作がなく
できるので、手軽にメッセージを送っていた
だくことができます。 
　カードは２種類あります。 
 

　メッセージと書かれ、右下のアイコンが 
> のものは、指定したアドレスのメッセージ
ウインドウを開くカードです。 
　届いたメッセージを確認するためにメッ
セージアプリを開く際に、連絡先一覧から
対象者を選択するという操作ステップを減ら
すことができます。 
　宛先アドレスは、
demo.yubidennwa@icloud.com になって
います。それぞれ変更してお使いください。 

　他のカードは、カードに表示されている
文字や絵文字を送信するカードです。 
　ショートカットを利用して設定していま
す。アドレスとメッセージを変更して登録す
れば、そのメッセージを送るカードを作成
することができます。 
　宛先アドレスは、
demo.yubidennwa@icloud.com になって
います。それぞれ変更してお使いください。 
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LINEサブセット 
　LINEアプリを呼び出して、トークメッ
セージを送信するサンプルです。 
　LINEの場合は、iPad標準のメッセージと
異なり、指伝話メモリのカードを選択した
だけでメッセージを送信完了するところま
での処理ができません。 
　指定したメッセージテキストを入力した
状態で、指定した宛先のチャットを開くと
ころまでを行い、後は送信するために 転送 
ボタンを選択するだけの状態となります。 
　サンプルでは、画面左側の緑のカテゴ
リーを選択すると、右側にカードが表示さ
れる作りになっています。 
　カードを選択するとLINEの画面が表示さ
れるので、宛先を選択し、転送を選択すれ
ば、メッセージが送信されます。 
　宛先を選択する画面でメッセージを入力
する欄が表示されますので、そこにカード
で選択した内容以外のメッセージを追加で
入力しても良いです。 

　なお、LINE呼び出しの機能は、LINEの仕
様変更によって使い方が変わったり、使え
なくなることがあるかもしれませんが、予
めご了承ください。 
　この機能に関してわからないことがある
場合は、LINE社に直接お問い合わせするの
ではなく、オフィス結アジアまでご連絡くだ
さい。 
 
　送信するメッセージのカードは、自由に
編集することができます。サンプルを参考に
してオリジナルのカードを作ってご使用くだ
さい。 

設定編 Page  16 指伝話コミュニケーションパック 1-2-3! 



ムービーサブセット 
　YouTubeを呼び出して動画を再生するサ
ンプルセットです。 
　iPadにYouTubeアプリがインストールさ
れている場合は、動画はYouTubeアプリで
表示されます。自動で再生が開始されます。 
　アプリがない場合は、Safariで動画ページ
を開くことになります。その場合は自動再生
されません。 
　カードを作成する際は、動画を呼び出す
URLをアプリ呼び出しに設定をします。 
　URLは、YouTubeで動画を表示した時
に、共有をするための情報を表示する画面
で取得することができます。 

 

 

音楽・メディア操作サブセット 
　iPadのミュージックに登録されている音
楽を再生したり、音量の調整などを行うた
めのカードのサンプルです。 
　指伝話コミュニケーションパックとともに
提供している「効果音セレクション(6)場面
効果・劇場・バラエティ」と深町純さんの
「Heart of the Country +3」のアルバムを
使ったサンプルです。 
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　それぞれのカードが、Yubidenwaショート
カットのmusic・music2の使い方の例になっ
ています。 
　プレイリストを使った例では、iPadの
ミュージックのプレイリストを呼び出しま
す。この使い方であれば、カード側の設定を
変更せずに、かける音楽を取り替えることが
できるという例です。 

アプリサブセット 
　指伝話メモリのカードを選択し、他のアプリを呼び出すセットです。サンプルにあるものはURL 
Schemeという方法を使用した例です。URL Schemeは、アプリの開発者から提示される呼び出し
方法です。不明な場合は、ショートカットを使った呼び出し方法もあります。 
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「よく使う」サブセット 
　指伝話メモリのカードは、画像と文字とを組み合わせて使うのが一般的ですが、指伝話コミュニ
ケーションパックのカードは、見た目を綺麗に統一するために、Keynoteで作成した画像を使って
います。 
　カード自体を変更するには、画像を変更することになるので、一段階手間がかかりますが、見た
目の統一は使いやすさにもつながります。Keynoteを使うといっても、慣れてくればさほど時間は
かからずカードの作成ができますが、さらに簡単にカードを作れる方法をご希望される場合は、文
字だけのカードを作るためのテンプレートをお使いいただくことができます。 
　この機能は、正式な指伝話メモリの機能としてリリースしたものではありませんが、現在開発中
の将来のバージョンでは、簡単にカードを準備できる仕組みを追加する予定でおり、このテンプ
レートの方式はその一環として準備したものです。 
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指伝話メモリ用・文字カードテンプレート 
はじめに 
　指伝話メモリの非公式機能に、HTMLを
使ったカードの表示機能があります。この
機能を使った文字を使ったカードを手軽に
作るために、HTMLの知識がなくても使え
るテンプレート（セット）を作りました。 

この方法のメリット 
　文字だけのカードを素早くきれいに作る
ことができます。 
　標準の機能では、文字だけのカードは、
タイトル・サブタイトル欄の文字を使用
し、表示スタイルで画像なしにします。 
　指伝話メモリのバージョン1.3からは、文字色と背景色が指定できるようになり、文字だけの
カードの見た目をきれいにできるようになりましたが、文字サイズを変えたり、カード毎に色を
変えることはできませんでした。 
　また、通常きれいなカードを作るにはKeynoteを使うと良いのですが、Keynoteを使う手間は
かかります。このテンプレートを使えば、デザインやレイアウトに時間をかけずに、カードを作
ることができます。 
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テンプレートのセット

タイトルだけで作成したカード



テンプレートの種類 
　テンプレートは１種類ですが、25枚表示で使う場合のみ、iPadのサイズによってテンプレート
を変える必要があります。 

　通常は、「文字カードテンプレート」を使ってください。25枚表示のセットを作る時は、使用
するiPadに合わせて使い分けてください。M25やS25でも、16枚以下の表示のセットも作成でき
ますが、カード間の隙間ができてしまいます。 

テンプレートの使い方 
　新規セットを作成する際、テンプレートのカードを選んで読み込みます。 
　タイトル欄にテキストを入力してください。漢字８文字までです。 

セットの動作設定 
　セットの表示スタイル・タップ後の表示スタイルは、すべての項目を非表示にします。 
　タップアクションは、ディゾルブにします。 
　音声を再生は、両方にします。 

注意 
　各カードの説明欄に記載されている内容は変更しないでください。 
　テンプレートの画像は、どのようなカードになるかを確認できるようにした画像を入れてある
だけで、実際にはその画像は使用しません。 
　テンプレートやテンプレートを使って作ったセットが、セット一覧の先頭にあると、カードの
読み込み画面等で、セットの中のカードのプレビュー表示が、写真やカードと重なって表示され
てしまいます。カード一覧で先頭に置くセットが通常のセット（テンプレートを使って作成した
ものではないセット）にしておけば問題ありません。

テンプレート名（セット） 対象

文字カードテンプレート 1～16枚表示、および、iPad Pro 12.9インチで25枚表示をする場合

文字カードテンプレートM25 iPad 10.2インチ のサイズで、25枚表示をする場合

文字カードテンプレートS25 iPad mini のサイズで、25枚表示で使用する場合
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