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（iPad 合成音声で）
　こんにちは。オフィス結アジアの高橋宜盟ともう
します。今日はお話する時間をいただきありがとう
ございます。（女声）ありがとうございます。（男声）
ありがとうございます。
　私は一般社団法人結ライフコミュニケーション研
究所の理事・研究員でもあり、黄金の脳の研究や人
生においてコミュニケーションは大切なものである
ということの啓蒙活動をしています。
　ところで、病気や障害で自分の声で話しをしづら
いことがあります。また人前で話す時は（高い声）「緊
張で声が高くなってしまうこともあります」、（早口）
「焦って早口になってしまうと、聞く方は大変です」
そんな時には指伝話が便利です。今この声は、指伝
話を使って話をしています。
　合成音声を使っていますが（低い女性）「このよ
うに流ちょうな声で話しをすることができます」
（肉声）
　この声で聞こえますね。こんな感じでお話をする
ためのアプリを販売しております。もちろんこうい
うふうに電気を消してください、付けてくださいと
いうのを押して喋るといったこともできます。

　たとえばこういうものも作ってみました。外国語
も喋れるんですね。
（合成音声）今日はご来場いただきありがとうござ
います。
（肉声）発表しなきゃいけない時には
（合成音声）本日の昼食ですが、お肉とお魚のお弁
当をご用意していますので、お好みでお選びくださ
い。
（肉声）　とか言って、これで国際会議だったら、英
語でもやらないといけない。緊張します。そんな時
には・・
（合成音声・英語）Regarding today’s dinner, we 
have meat and seafood, please choose as you want.
（肉声）　準備しておけば困らない。中国語
（合成音声・中国語）关于今天的晚餐，我们有肉和

海鲜，请选择你想要的。
（合成音声・フランス語）En ce qui concerne le 
dîner d'aujourd'hui, nous avons de la viande et des 
fruits de mer, s'il vous plaît choisir comme vous 
voulez.
（肉声）こんな感じでフランス人になりきって話す
ことができます。そういうようなものです。
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　もちろん日常生活の普通の言葉も、（おはよう、
いつもありがとう）とか、（わからないなー、おか
あさんに聞いてみて）みたいなことを、話したりす
ることもできます。
　でもこれ、画面をタップしないといけないと、み
なさん思いますね、iPad は元々そういうものだっ
たのですが、iPad はスイッチで操作することもで
きます。今私もこれでスイッチで操作しています
けども、こんな感じで、みてください。緑のボタ
ンを押すことで、カーソルが動いて画面が変わる。
iPad って画面をタッチするものだけじゃない、そ
ういうのが標準でついているのですね。
　こんな感じで、次、次と選んでいって、ここで決
定。この場合は長押しで決定とやっています。
　（合成音声）「おかえり、きょうはどうだった？」
みたいな感じで話をすることができます。だいたい
スイッチで使えるということになると、iPad は家
電とも繋がったりします。この操作は赤いボタンを
押して勝手に動いていくのを止めるという感じで
使ってもらっている方法です。電気がついたりしま
す。こういうのが iPad の世界では標準になってき
ているので、10年前 5年前もなかったのですけど、
最近はこういう感じになってきます。

　もう一度・・ライトがついたりします。電気をつ

けたり消したりをする、これって身体が動きにくい
方がやりたいことじゃなくて、我々だって、寒い布
団の中にいて、カチッとやってエアコンをつけたい
し、カーテン閉め忘れたと思ってカチッとやったら
ビーと閉まってくれたらどれだけ便利か。いま不便
なことをこういうふうに解決していく方法がありま
す。
　ですので、指伝話で iPad を知ってくださった方
というのは、だいたい次には、こういうことできな
いの？という感じで環境制御の方を使っていくとい
う方が多いです。そうすると、だいたい家族の方
は、おとうさんに iPad 使わせたい、スイッチ使え
るようにしたい、パソコン使わせたいというふうに
おっしゃるんですね。でも、特に ALS の患者さん
と現場でよく出会ってお話を聞いてみると、みなさ
ん言っているのは、ありがとうとか、自分が頑張っ
ている活動を伝えたい。社会の役に立てることをし
たいとか、それから、これは盛岡の方でしたが、奥
様が ALS で寝ているわけです。旦那さんが看病し
ていると、疲れて寝ちゃうんですよね、枕元じゃな
くて足元で。ふと奥さんが見ていて布団をかけてあ
げたいんです旦那さんに。自分は動けない。それで
どうするかといったら暖房をここでつけたい、とか、
お日様が旦那さんの顔に当たってて脂汗かいてて暑
そうだからカーテンを閉めたい、そういうことをし
たいからこういうことを使えないか？と相談を受け
たりしたんです。だから、本来の目的というのは、
スイッチを使うとか iPad を使うとか指伝話を使う
とかではなくて、何なのか？ということを見逃さな
いようにしておかなきゃいけないなと普段思ってお
ります。

　コミュニケーションというのは会話をする、電気
を消してください、背抜きをしてくださいというこ



－ 135 －

とをいうことだけじゃなくて、相手のことを思いや
ることがコミュニケーションの基本じゃないかなと
思っています。
　昔から、障害ある人や病気の人はちょっと健常の
人より力が足りないからその部分を支援機器で賄っ
ていくというような考え方が昔はあったと思いま
す。でも、最近こういうこともいわれます。特に違
いはないんだよ、それを橋渡しするところに支援機
器を使ったらどうだろう、みたいなことを聞くんで
すけども、私たち現場に出ていると、どうもそうじゃ
ないと。午前中にお話しした文字盤なんかがそうで
す。話そうとしているALSの患者さんは何も変わっ
てないんですね、話したいことあるんだよって、も
しかしたらテレパシーでいっているかもしれないで
すけど私にはテレパシーを受ける能力がない。私が
足りないんですね。だから、お願い、この指伝話使っ
てくれたら私わかるから、透明文字盤へたくそなん
でごめん、指伝話文字盤使わせてください、という
ふうに考えていくと、なにかコミュニケーションも
だいぶし易くなるんじゃないかと、普段は思ってい
ます。

　ただ、こういう機器を入れれば、ポンと魔法がか
かった様に、何でも通じるわけではないです。あく

までもきっかけだけだということを忘れてはいけな
い。機械いれたから全部いいんでしょう、というこ
とは、絶対にない。これを常に忘れないようにしな
きゃいけないです。

　例えばさきほどの絵カードですけども、メーカー
によっては絵カード 5,000 枚入っています、1万枚
入っています、なんていったりしますけど、そのこ
とが問題ではないですね。数か問題なのじゃない、
中身が重要なのです。中身を簡単につくれるように
したのが指伝話メモリです。
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　中身を簡単に作れるようにお話をしてみたいと思
います。

　どんなステップで、さきほどの絵カードを作った
かというと、まず iPad のカメラで写真をカシャッ
と撮ります。コーヒーカップの写真をカシャッと撮
ります。それを選ぶ。絵カードができているので、
そこで表示したい言葉としゃべりたり言葉を文字で
打ちます。文字で打ってそれを押したら喋る。もう
これだけのことなのです。これをくり返していくと、
例えばエアコンの写真をとって、エアコンを調整し
てくださいって文字を打てば、押せば喋る。手で押
せなければスイッチで押せば喋る。こんな流れにな
ります。

　なんでこれを自分で作るのかというのを考えるの
ですが、例えば絵カードでコーヒーがあるからこれ
はコーヒーなんだ、そうかもしれないけど、彼に
とっては奥様と一緒に飲んだこの益子焼のカップが
コーヒーかもしれないんですね。これだったらコー
ヒーとわかったりする。そういうことを伝えたいと
いうことを考えるために自分ですぐ作れるものがい
い。あっちのコーヒーカップの絵カードは、絶対メー
カーは売ってないのでしょう。

　こんな使い方もできます。家族の写真を撮って、
こうやって皆並べて、「おとうさん、今日誰来るの？」
と聞きます。画面を押したら、「伸輔さん」って言っ
て、「ああそうか。きょう伸輔さん来るんだな」み
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たいな話になります。同じアプリで写真を撮って押
したら喋る。でもちょっと出し方を変えるとこんな
感じです。1ページに 4枚、名前をださない、ちょっ
と変えると、「まこちゃんはどれだ？」ってクイズ
になります。クイズ、こうやって話し合えるんです
ね。孫が来た時に、「おじいちゃん、まこちゃんはどー
れだ？」みたいな話をしたりする、このコミュニケー
ションのきっかけをつくるアプリだと思ってくださ
い。

　たとえば、これはメモリーノートといわれていま
す。想い出なんかを撮りためたりするためによく作
るんですが、（合成音声）「大串春夫のメモリーノー
ト。母はすみえ、姉はなみえです」昔の写真をさっ
きと同じように、カシャッと写真を撮って押したら
喋る。お姉さんなみえさんだったんだ、みたいなこ
とで、たとえば、（合成音声）「新婚旅行は阿蘇に行
きました。」これを押して喋るのが目的では、実は
ないんですね。昔の写真もってきてくださいって
いって、持ってきた写真をカシャッと写真にとって、
「おじいちゃん、これはどこいったの？」と聞いたら、
「うーん」という話になる。「阿蘇って書いてあるけ
ど、阿蘇って、おじいちゃん長崎に住んでいたけど
阿蘇はどうしていったの？」「新婚旅行だ。」「じゃ
あもしかしてこれおばあちゃん？」みたいな話に

なって、「新婚旅行は阿蘇に行きました。」と子ども
が打つんですよね。そんなふうにして、会話をして
いく、この作る過程がコミュニケーションです。
　そして、最近のことだったら、（合成音声）「96
歳の時に孫とグアムにいきました。夕陽がとてもき
れいでした。」　「行ったんだ、96で？すごいね」み
たいな会話ができてくるんです。
　（合成音声）「お昼ご飯にステーキをいただきまし
た。葡萄酒も大好きです。」「葡萄酒っていうんだ、
ワインじゃないんだ」みたいなことを会話して欲し
いのです。簡単なことで写真を撮るだけです。実は
コミュニケーションは「電気を消してください。」「わ
かりました。」「何かつらいことがありますか？」「別
にないよ」それだけじゃないんですね。喋れない、
全然喋れない状態になってスイッチも押せなくなっ
たとしても、これみて、おじいちゃんグアムに行っ
たんだといって、横で話してたらおじいちゃんは聞
いてると思うんですよね。

　この気持ちを共有するためのきっかけにしてくだ
さい。これを買えば、テレパシーが通じるというこ
とではないのです。これできっかけをつくって欲し
い。だから私たちは機械ではなく機会ですという言
い方をして、販売をしております。
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　また、コンテンツ、中身を大事にすることから、
こんなことも工夫しています。たとえば、「はい、
いいえ。」これ、たった 2つの選択肢しかない。は
いですか？はいですか？いいえですか・はいです
か？いいえですか？こう聞いてくるんですね。よし
「はい」を答えようと思う。押した瞬間に「いいえ」
になったら全然違う答えになっちゃう。すごく難し
い、シンプルな答なのに難しい問題となります。

　これをどういうふうに私たちは考えたかという
と、こういうふうに 4択にしちゃったんです。あ
えて 4択に。そうすると、休むところで万一押し
ちゃっても大丈夫なんです。はいといいえの 2択
の長さを変えるだけでは解決できなかったけど、こ

れによって、落ち着いて答えようということになり
ます。緊張しちゃだめなんですね。スピーチで緊張
してはいけないのと一緒。
　そして、「はい」「いいえ」だけではない、「わか
らない」とか「どちらでもない」という選択肢をい
れないと答えにくいこともあります。

　それからこれは現場で聞いたんですけど、「娘に
聞いて」これをいれておかないと会話がなりたたな
いこともあるとか。こういうのもカシャッカシャッ
と、マジックで描いたのを写真で撮って、いれるだ
けでも作れます。

　大事なのは、中身なんです。機械も人間も。だか
らそういうのを作っていけるというのを私たちの売
りにしております。
　よくご質問いただくことを書いてみました。



－ 139 －

　障害だけど使いこなせるかしら。つかいこなせ
る、って考えるから大変なんです。使うだけでいい
んです。iPhone だって iPad だって家の洗濯機だっ
て全部使いこなしている人なんかいないですもん
ね。使えるとこだけ使いましょう、ということです。

　登録してない言葉はどうするかといったら、普段
の透明文字盤、口文字、指伝話文字盤使って話して
もらえばいいんです。
　じゃあ何からすればいい？っていったら、なんで
もいいです。すぐ始める。さっきとおなじ、おじい
ちゃんの笑顔の日記つくろうとか、今日いい顔して
るね、なにかあったの？ごはんが美味しかった？あ
そうかそれを入れておこう、みたいなことをやって

いけばいいんです。
　そう考えると、「意思伝達装置はいつから導入す
ればいいのだろう？」ということへの答えは、その
質問じゃなくて、「楽しい iPad ライフはいつから始
めるか？」みたいなことばに置き換えれば、今日か
らだよ、今日から使っていこうよって。診断された、
ALS だとかそういう話でなくて、おじいちゃんやろ
うやろう、というふうに孫が触るといいかもしれな
いです。

　そして、指伝話の「伝」の字、電気の「電」では
ないんです。話を指し示して伝えるためのものです。
なぜかというとコミュニケーションはアナログなん
ですね。うちのアプリはとてもアナログなアプリで
す。ぜひみていってください。

　もう決めつけないこと、そして諦めないこと、私
たちが諦めたら、支援者が諦めたら会話ができなく
なるんだと思います。
　コミュニケーションをぜひ一緒に楽しんでできる
ようにしたいなと思っております。
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質疑応答

座長　iPad が支援機器になるなんて思いませんで
した。私の 84 歳の母はパソコンは使わないので
すが、iPad だけはかっこいいから使うんですよね。
孫が使っているので、いろいろ教えてくれるので
使ってくれるという、すごいいいメリットがあるか
と思います。
　フロアからご質問ありましたらお願いします。

三重県難病相談支援センター　河原　言葉は支援者
が入力するんですか。

高橋　はい、両方のケースがあります。ご自身で準
備されてる方もいます。たとえば身体が動くうちに
使い始めた方は自分で入れておいて、それをだんだ
んそのまま貯めて使って、動かなくなったらスイッ
チで使う。それもありですし、あとから動かない状
態でっていったら支援者の方が入れている。両方の
ケースがあります。

河原　私も音声パソコン使ってますけども、選べる
順というのは何かあるんですか。

高橋　1､ 2､ 3､ 4 みたいに選んでいくのですか。

河原　それはどうして選ぶんですか。たとえばこん
にちはとさよならが 1番と 2番やったら、それは
画面上にずっと現れてくる？

高橋　そうなります。たとえば 9 つ表示すると
1､ 2､ 3､ 4､､､ って順繰りになってまた最初に戻
るとかできますし、メニューをつくって表示するこ
ともできます。階層のメニューもカードの中でつく
ることができます。

河原　階層化もできる？

高橋　それも自分ですぐ作れます。

河原　トランスレーションはどんなやり方ですか。

高橋　英語とかフランス語とかは、英語を打ったら
英語を喋る。フランス語打ったらフランス語を喋る
と。最初にフランス語ですよという、ちょっと記号で
書いてもらうことにはなるんですが、自動翻訳とかは
一切しないんですが、文字を Google 翻訳で訳したも

のをコピペとかしてもらったらそれで大丈夫です。

河原　自分でちゃんとその文章をいれておくという
ことですね。

高橋　そういう事です。技術的にはネットワークを
通してトランスレーションサーバーを呼ぶというの
は大した問題ではないのですが、あえてうちはやら
ないようにしました。Google 翻訳はまだこの年で
は完全に訳してくれないだろうということとか、方
言とかが訳せないのはよくないなと思って、全部、
ネットワーク通信なしで使える状態にしてありま
す。ただ、その状態でも新しい言葉をいれればその
通りに喋ります。アラビア語でもコピペでいれてく
だされば、喋ります。

河原　私は大丈夫ですが、画像とったその内容を読
んでくれる、なになにの品物、その人というとか、
そういうソフトもあるんですわ。それを使わないん
ですね。すぐやってくれる。

座長　カメラで撮ってそれがどんな色をしてどうい
う形をしているというのが分かるアプリがあります
ね。

高橋　iPad のアプリであるので、もしこれを導入
したら、他の機能をどんどん足していくのはありだ
と思います。これを指伝話専用機として使うのもあ
りですけど、いろいろつかえる iPad と思えば、ア
プリを足してもらえれば、例えばラベルを読むとこ
れはお酒なのか洗剤なのかしょうゆなのかとか読ん
でくれるみたいなアプリも出始めているので、一緒
に使うというのはありかもしれません。

河原　iPhone ではそういうことは不可能ですか

高橋　iPhone でもまったく一緒です。カチカチっ
て進んでいった青いのとか、今日お見せできなかっ
たんですけど、カーソルが動いていくところを選
ぶ方法とかは標準機能で実はついています。ただ
iPhone、iPad にもうすでに入っていますので、あ
とはスイッチとつなぐためのアダプターだけ購入す
れば使えることになります。


