
●コンピュータ操作を補助する装置 
 

キーガード 

硬質アクリル樹脂などで作られている，キーを押すための穴をあけた 

板状の道具で，パソコンやワープロのキーボードに取り付けて使います。 

不随意運動のある脳性まひや，手指にふるえなどがある場合，目標として 

押したいキーといっしょにその近くの他のキーを誤って押さないようにガードします。 

キーボードは大きさや形が機種によって別々です。キーボードなどの機器を業者に預けて，個別に採

寸し，キーガードを製作してもらいます。 

 

関連サイト 

キーガード http://www.ttools.co.jp/ 

 
大型キーボード 

大型のキーボードでキーガードがついているモデルです。 

キーの部分がへこんでいるので，肢体不自由のある児童 

生徒にも使いやすいものです。また，ひとつひとつのキー 

が大きいので足の指でも操作することができます。 

 

関連サイト 

ナムコ http://www.namco.co.jp/ 

パシフィックサプライ http://www.p-supply.co.jp/ 

 

小型キーボード 

手の可動域が小さく，力が弱い場合に使用します。 

通常のキーボードより弱い力で操作できます。 

キーガードがついたものや 50 音配列のものもあります。 

写真の小型キーボードはパソコンの PS2 のポートに接続 

して使用するタイプのものです。標準のキーボードとの 

併用ができ，教師が隣で援助しながらの使用が可能です。 

また，数種類あるシートを差し換えて使用することもできます。 

 

関連サイト 

テクノツール http://www.ttools.co.jp/ 
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スクリーンキーボード 

キーボードを使用するのが困難な場合，1 個，2 個，あるいは数個 

のスイッチでソフトウェア的にキー入力できるようにしたもの。 

もっとも基本的なものは，Windows のユーザー補助や Macintosh  

のユニバーサルアクセスとして用意されています。 

 

関連サイト 

テクノツール http://www.ttools.co.jp/ 

 

パソコン用スイッチインタフェース（単体） 

 様々なスイッチを接続するためのインタフェースとなります。 

パソコンとつながる小さな箱にスイッチを接続できるジャックが 

ついています。 付属のドライバソフトを利用してどのスイッチ 

にどの信号を割り当てるかを規定します。一般に Web ページで 

は「tab」と「return」キーの 2 つで閲覧できるようになってい 

ます。スイッチ接続インタフェースと障害に応じたスイッチを 

使って Web を見ることができます。 

 文字入力の際は，オンスクリーンキーボード等のソフトウェア 

が必要です。  

関連サイト 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

テクノツール http://www.ttools.co.jp/ 

 

パソコン用スイッチインタフェース（専用ソフトウェア付き） 

 前項のパソコン用スイッチインタフェースに，Ke:nx（キネックス） 

や，Switch XS 等のソフトウェアを組み合わせて，文書入力や，その他 

のパソコン機能を利用できるようにしたもの。  

関連サイト 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

テクノツール http://www.ttools.co.jp/ 
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ジョイスティック 

 ゲーム等でおなじみのジョイスティックですが，電動車いすの 

コントローラーに使われるなど肢体不自由のある児童生徒にも 

利用しやすいものです。 

 写真の製品はトラックボール同様スイッチ部にキーガードが 

ついていて誤動作を少なくするよう工夫されています。児童生徒 

のニーズに応じて，トラックボールやボタンマウス等も含めて 

どれがよいかを選ぶ必要があります。 

関連サイト 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

こことステップ http://www.kktstep.org/ 

 

トラックボール 

 トラックボールはマウスの代わりに利用する入力装置です。 

ちょうどマウスをひっくり返したような形で，指や手のひら 

でボールを転がしてカーソルを移動します。可動域の小さい 

肢体不自由のある児童生徒にも使いやすいものです。 

 写真の製品はクリックボタン等のスイッチのところに 

キーガードがついていて，誤動作が少ないように工夫された 

障害者用トラックボールです。 

関連サイト 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

テクノツール http://www.ttools.co.jp/ 

七陽商事（ケンジントンの輸入代理店） http://www.nanayojapan.co.jp/ 

 

ボタンマウス 

上下左右に対応したボタンでマウスカーソルを操作し 

ます。肢体不自由のためマウス操作がうまくできない 

児童生徒が利用します。上手に使うためには障害やニー 

ズに合わせてボタン配置を工夫する必要があります。 

写真はユーザーに合わせてボタン位置を変えて製作してくれるメーカーの 

製品です。また，基板だけの販売も行われていて，ユーザーのニーズに合 

わせて自作することも可能です。 

関連サイト 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

こことステップ http://www.kktstep.org/ 
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タッチパネル 

 多くのデスクトップパソコンは液晶モニターや CRT，キーボード， 

マウスのセットで売られています。入力はマウスやキーボードを 

使用しますが，これらは必ずしも障害のある児童生徒が利用しや 

すいものではありません。たとえばノート型パソコンは小型軽量 

で持ち運びに便利ですが，多くのものに装備されているトラック 

パッドは操作が難しいといった問題もあります。 

 特殊教育の場において使用されるパソコンは一般的に販売されて 

いるセットに加え，障害に応じ様々な機器を含めたシステムが用意 

されることが必要です。 

 タッチパネルは銀行のキャッシュディスペンサ等で普及している 

入力装置です。画面の絵や文字を選んで指で押さえれば入力できます。目と手の一致が容易で，画面

操作をわかりやすくすることができます。 

 知的障害のある児童生徒，小学校や小学部の児童，マウスポインタが見えにくい弱視の児童生徒が

使用するパソコンの中にタッチパネルを装備したものがあるといいでしょう。 

 タッチパネル内蔵の液晶ディスプレイや CRT（ブラウン管モニター）があるほか，一体型のデスク

トップパソコンを改造してタッチパネルパソコンにすることもできます。 

関連サイト 

PICOT on Web（信州大学小島研究室） http://laputa.cs.shinshu-u.ac.jp/~picot/j_index.html 

 

 

タブレット型キーボード（インテリキー等） 

 通常のキーボードの代わりに接続してパソコンを操作できる代替 

キーボードです。上肢や，知的に障害がある方，視力の弱い方， 

はじめてパソコンを操作する子どもや高齢者などが，簡単に文字や 

数字を入力したり，マウス操作をすることが可能になります。 

数字入力やマウス操作，さらに，ひらがなやアルファベット入力など 

のオーバーレイシートを使用すれば，使う人に合わせた入力機器と 

して利用することができます。 

関連サイト 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 
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タブレット 

 マウスの代わりに専用のペンを用いるコンピュータ用の入力装置です。 

筆圧を感知する機能を持ち，自然曲線などを上手に描くことができま 

す。絶対位置で入力するので，薄い紙状のものをタブレットの上に載 

せて，なぞり書きをすることも可能です。液晶画面の付いたタイプの 

タブレットは，高価ですが，操作面と表示画面が一致するため，知的 

障害のある児童生徒への利用価値が高いといわれています。 

 

 

音声でコンピュータを操作するもの（ドラゴンスピーチ，ViaVoice，ボイス仮想マウス

等） 

 ドラゴンスピーチシリーズ： 

パソコンに接続したマイクから，Word，Excel，一太郎，Outlook， 

InternetExplorer 等ほとんどの Windows アプリケーションに 

“音声で文字入力”と“音声で操作”を可能にするソフトウェアです。 

また，IC レコーダーや録音機能付き PDA など外部録音機器があれば， 

これらで録音した音声の文字化も可能となります。 

ViaVoice： 

IBM が販売している音声認識システムで，音声での Windows の操作， 

および文章の入力を行うことができます。 

ボイス仮想マウス： 

ViaVoice の音声認識によりマウス操作や入力の機能を追加するソフト。 

関連サイト 

テクノツール http://www.ttools.co.jp/ 

日本 IBM http://www-06.ibm.com/jp/accessibility/  

 

 

スクリーンリーダー，Web ページ読み上げソフト 

 パソコンの画面に表示される様々な情報を音声化して伝える機能 

は，視覚障害者のコンピュータ利用において不可欠です。画面音声 

化ソフトは一般的には「スクリーンリーダー」と呼ばれています。 

画面音声化ソフトは様々な種類のものが発売されています。それぞ 

れに機能の特長があります。一般向けアプリケーションをそのまま 

音声化できるもの，Web ページや PDF 形式のファイルの読み上げ機能をもつもの，スクリプトを記

述することで画面上の各種情報や入力中の情報を読み上げるものなど様々です。それぞれのスクリー

ンリーダーの機能を理解した上で選定する必要があります。 

http://www.ttools.co.jp/
http://www-06.ibm.com/jp/accessibility/


関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

 

 

点字プリンタ 

 一マスずつ印字するタイプ，両面同時印字できるタイプ，点字と 

普通文字（漢字かな混じり文）を同時に印字できるタイプなど， 

様々あります。 

 点字プリンタは専用の厚い紙にピンを押しつけて点字を浮き上が 

らせる構造のものが主流です。その構造上，大型で動作音が大きく， 

印字速度も速くはありません。そのため，専用の消音ボックスを用 

意する必要があります。また，児童生徒数に合わせて必要な台数を確保する必要があります。 

 盲学校では点字と併せて点図（点の浮き上がりで表現される図）が利用されています。様々な機能

の点字プリンタがあり，用途に応じて整備する必要があります。 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

 

 

点字ディスプレイ 

 点字ディスプレイはパソコンの視覚情報を点字化して出力する 

装置です。音声化ソフトが発達していますが，音声での確認は確 

実性が低いため，点字ディスプレイを利用することにより正確に 

情報を得ることができます。また，大量の点字文章を点字印刷す 

ることなく素早く読みとることが可能になります。点字ディスプ 

レイは点訳ソフトや画面読み上げソフトなどと組み合わせ 

て使用することが不可欠です。 

 OS の基本操作やアプリケーションソフトのコマンド操作は画面読み上げソフトを利用することが

便利ですが，教科書や授業の補助資料を読んだり，点訳データの校正，辞書の検索などは点字ディス

プレイが適しています。 

 また，「盲学校点字情報ネットワーク」（http://www.tenji.ne.jp/top.html）などからダウンロードし

た点訳書籍を読書する場合にも適しています。 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

ケージーエス株式会社 http://www.kgs-jpn.co.jp/piezo.html 
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http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/
http://www.kgs-jpn.co.jp/piezo.html


触覚ディスプレイ（ドットビュー等） 

 パソコンを使用して，文字の形や画像を平面上の突起として 

再現し，視覚障害者が触覚で図形情報を得るサポートを行う機 

器をいいます。（ http://navi.joho-shimane.jp/info/strm09/ ） 

関連サイト 

http://www.google.com/search?q=触覚ディスプレイ&lr=lang_ja 

 

視覚障害者用ワープロソフト 

視覚障害者用の日本語ワードプロセッサです。各種画面読み 

ソフトに対応しています。全盲の児童生徒にとって困難な漢字 

の読み上げには，点漢字読み，点漢字符号読みが行えます。入 

力は点字入力システムなどに対応し，点字タイプライターと同 

じキー入力で文字を入力することができます。点字ディスプレ 

イにも対応し，音声以外に点字として確認することもできます。 

弱視児童生徒には，画面拡大機能により４倍から 16 倍までの拡大をサポートし，文字や背景色，カー

ソル色，メニュー色などの配色も自由に設定できます。 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

 

点字（六点） 入力ソフト 

 パソコンのキーボード等を利用して，点字の六点入力ができるようにしたものです。 

関連サイト 

http://www.google.com/search?q=点字入力ソフト&lr=lang_ja 

 

点訳支援ソフト 

 漢字かな混じりのテキストデータを，半自動的に点字データに変換 

するツールです。変換された点字データについて，固有名詞などの 

読み間違いを修正し，レイアウト等を調整して利用します。 

 また，各種の点字データ形式に対応しており，点字データ変換 

ツールとしてだけでなく点字印刷ツールとして利用できます。 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

 

 

 

画面拡大ソフト 

http://navi.joho-shimane.jp/info/strm09/
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http://www.google.com/search?q=%E7%82%B9%E5%AD%97%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88&lr=lang_ja
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 弱視の児童生徒にとってはパソコンの大きな画面はとらえにく 

いものです。そこで，見やすい大きさに画面を拡大して表示する 

ことが必要になります。利用のニーズに合わせて，画面全体を大 

きく表示したり，必要な部分だけを大きく表示したりすることが 

必要です。画面拡大ソフトは弱視の児童生徒のニーズに合わせた 

画面表示を行うソフトです。画面の拡大だけでなくマウスカーソ 

ルの位置を表示したり，画面全体における拡大部分の位置関係を 

表示する機能も重要です。 

 簡単な画面拡大機能は Macintosh のシステム付属の「ユニバー 

サルアクセス」で設定できます。Windows は「ユーザー補助のオプ 

ション」で設定できます。より高機能な画面拡大表示が必要な場合 

は市販の専用ソフトが使用されます。 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

 

点字電子手帳 

 写真は盲人用の点字電子手帳です。点字キーボードと点字ディ 

スプレイが一体になっていて，バッテリーで稼働します。視覚障 

害のある児童生徒が点字入力した文字を必要に応じて点字ディス 

プレイに表示します。 

 たくさんの文書を保存しておくことができるので，点字のテキ 

ストを持ち歩いたり，ノートをとったりすることができます。ま 

た，パソコンと接続してデータのやりとりができ，様々な場で活 

用できます。 

 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

ケージーエス株式会社 http://www.kgs-jpn.co.jp/piezo.html 

 

点字ラベルプリンタ 

 簡単なキー操作のみで，粘着点字ラベルシールを作成できます。 

教科書やファイル，カセットテープや CD などの表示用として利 

用できます。点字ラベルを手軽に印字できるためバリアフリー 

環境を実現する上で盲学校以外の用途も十分に考えられます。 

 点字プリンタは専用の厚い紙にピンを押しつけて点字を浮き 

上がらせる構造のものが主流です。その構造上，大型で動作音 

http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/
http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/
http://www.kgs-jpn.co.jp/piezo.html


が大きく，印字速度も速くはありません。そのため，専用の消 

音ボックスを用意する必要があります。また，児童生徒数に合 

わせて必要な台数を確保する必要があります。 

 盲学校では点字と併せて点図（点の浮き上がりで表現される 

図）が利用されています。様々な機能の点字プリンタがあり， 

用途に応じて整備する必要があります。 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

ケージーエス株式会社 http://www.kgs-jpn.co.jp/piezo.html 

 

拡大読書機 

文字等をモニターに拡大して表示するための装置で，弱視者が印刷物を読むときに用います。 

関連サイト 

http://www.google.com/search?q=拡大読書機&lr=lang_ja 

 

読書補助，支援（読書スタンド，自動ページめくり等） 

関連サイト 

http://www.google.com/search?q=読書補助&lr=lang_ja 

http://www.google.com/search?q=読書スタンド&lr=lang_ja 

http://www.google.com/search?q=自動ページめくり器&lr=lang_ja 

 

墨字読み上げＯＣＲソフト 

読み上げ OCR ソフトはスキャナと併 

せて利用することで，活字の印刷物をパ 

ソコンで読みとり，音声化するものです。 

活字書籍や点字文書（片面）などをス 

キャナで読みとり，その内容を音声で 

読み上げます。読み上げた内容は「テキストデータ」として編集 

・保存したり，自動点訳処理（「かなテキスト」・「NABCC コード」） 

して点字プリンタ出力することができます。「操作ガイダンス」や 

「読み上げた内容」は点字ディスプレイに出力することができます。 

 また，HTML 形式データや PDF 形式データのテキスト情報のみ 

自動的に抽出して朗読する機能も装備しています。点字用携帯端末 

との接続機能も持っています。 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/
http://www.kgs-jpn.co.jp/piezo.html
http://www.google.com/search?q=%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E8%AA%AD%E6%9B%B8%E6%A9%9F&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=%E8%AA%AD%E6%9B%B8%E8%A3%9C%E5%8A%A9&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=%E8%AA%AD%E6%9B%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%81%E3%81%8F%E3%82%8A%E5%99%A8&lr=lang_ja
http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/


点字入力キーボード 

点字入力が可能なキーボードです。 

関連サイト 

http://www.google.com/search?q=点字入力キーボード&lr=lang_ja 

 

音声出力携帯電話 

写真は，高齢者の方でも使いやすいように開発された，バリアフリー対応の 

携帯電話です。大きな文字や，音声による読み上げ機能を有しているので，視 

覚障害を持つ人も比較的利用しやすい携帯電話といえます。 ただし，メール 

の送信や複雑なメニューの読み上げ・文字の入力の読み上げには対応していな 

いので，全盲の方の場合は使用が難しいこともあります。どちらかというと， 

弱視の人のための携帯電話ととらえた方がよいかもしれません。 

関連サイト 

視覚障害者用アクセス技術製品データベース  

http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/ 

 

 

視覚障害者用CD 読書器（DAISY） 

http://www.google.com/search?q=DAISY+読書器&lr=lang_ja 

 

視覚障害者用CD 作成機（DAISY） 

http://www.google.com/search?q=DAISY+CD+作成&lr=lang_ja 

 

VOCA（ワンボタンの簡単なもの） 

大型スイッチ VOCA 

 ボタンがひとつの VOCA です。簡単な操作で使用できるので 

VOCA の入門期の児童生徒に利用されています。ボタンを押すと 

録音された音声を再生します。録音再生が容易で，その場で新し 

い音声と入れ替えて使うことができます。また，外部出力を持っ 

ていて，スイッチとしても利用することができます。 

 ボタンを押すと音声を再生して，スイッチを入れるといった利用もできます。 

 

ステップ再生型 VOCA 

 写真はボタンがひとつだけの VOCA です。前の製品と違うのは， 

音声をひとつだけ再生するのではなく，ボタンを押すごとにあらか 

じめ入力された順（ステップ）に従って音声を再生できる点です。 

http://www.google.com/search?q=%E7%82%B9%E5%AD%97%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&lr=lang_ja
http://www.twcu.ac.jp/~k-oda/AccessBlind/
http://www.google.com/search?q=DAISY+%E8%AA%AD%E6%9B%B8%E5%99%A8&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=DAISY+CD+%E4%BD%9C%E6%88%90&lr=lang_ja


 写真は職員室に出かけた児童が校長先生にメッセージを伝える 

場面です。職員室に入ったところから，順々に話さなくてはならないことをボタンを押すごとに再生

します。ここで相手との「やりとり」を学習します。 

関連サイト 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

 

VOCA（たくさんのボタンのもの） 

写真は 20 個のボタンが並んだ VOCA です。スイッチ 

とシートを替えることで 20 個以上のメッセージを録音再 

生することができます。ボタンがたくさんある VOCA は， 

使用場面ごとに適切なボタンを配置したシートをかえるな 

ど，使用のための工夫が必要となります。 

 通常，児童生徒の実態に合わせて「構造化」と呼ばれるピクチャーシンボルの整理が行われます。

教員は個に応じた適切な指導を行う必要があります。 

 

スキャン選択できる VOCA 

 写真は 32 個のボタンが並んだ VOCA です。ピクチャーシンボル 

の部分がへこんでいてキーガードのようになっています。また，各 

ボタンの上には小さなランプがついています。このランプが順々に 

点灯していき，意図したところでボタンを押すことでメッセージを 

再生します。肢体不自由のある児童生徒もワンスイッチで使用する 

ことができます。 

 

VOCA（キーボード型） 

http://www.google.com/search?q=VOCA+トーキングエイド&lr=lang_ja 

 

 

VOCA（小型パソコン型） 

http://www.google.com/search?q=VOCA+dynamo&lr=lang_ja 

 

コミュニケーションボード作成ソフト 

シンボルコミュニケーションのためのカード等を作成するため 

のソフトウェアです。シンボルは PCS 様式が使われていますが， 

写真や自作のシンボルを加えてカードを作成することもできます。 

本製品は児童生徒が利用するものではなく，教師がコミュニケー 

ションツール作成のために利用するソフトウェアです。カラープ 

http://www.p-supply.co.jp/
http://www.google.com/search?q=VOCA+%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%89&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=VOCA+dynamo&lr=lang_ja


リンタやパウチ作成機をあわせて利用してカードを作成し， 

コミュニケーションブックが作成されます。 

 

関連サイト 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

 

コミュニケーションソフト（Speaking Dynamically Pro 等） 

http://www.google.com/search?q=Speaking+Dynamically+Pro&lr=lang_ja 

 

タイムエイド（TimeTimer，クウォーター・アワー・ウォッチ等） 

http://www.google.com/search?q=TimeTimer&lr=lang_ja 

http://www.google.com/search?q=QHW&lr=lang_ja 

 

ラッチ・アンド・タイマー 

http://www.google.com/search?q=ラッチ・アンド・タイマー&lr=lang_ja 

 

センサースイッチ用インタフェース 

 わずかな筋肉の動きでも作動するスイッチです。皮膚表面に付属 

のマジックベルトなどで円板状のセンサーを固定したりはりつけま 

す。圧力やひずみを検出して作動します。 

 出力は 1 ショットパルス（一瞬スイッチが ON になる信号）にな 

るので，おもちゃ等を動かすときには，ラッチ＆タイマー（一定時 

間スイッチを ON にする機器）などを繋ぐ必要があります。 

関連サイト 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

 

角型プッシュスイッチ 

  片方が蝶番（ヒンジ）状になっていて，その反対を押さえる 

ことで作動する角型のスイッチです。動作圧は様々ですが，20g  

程度という軽い力で作動するスイッチがよく使われています。 

数種類の色が用意されていて，複数のスイッチを使い分ける際に 

便利です。また，スイッチの表面が平らな角型なので，授業など 

で手書きのラベルや写真などを使う際に，表面にきれいにはりつ 

けることができます。 

関連サイト 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

http://www.accessint.co.jp/
http://www.google.com/search?q=Speaking+Dynamically+Pro&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=TimeTimer&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=QHW&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC&lr=lang_ja
http://www.p-supply.co.jp/
http://www.accessint.co.jp/


 

 

 

 

 

丸型プッシュスイッチ（小型） 

 直径が 65 ミリのカラフルな円形押しボタン 

スイッチです。スイッチのどの部分を押しても 

作動するので，対応できる幅が広いです。作動 

圧が 50 ～ 90 グラムなので，軽い力でスイッチ操作が可能です。 

また，別売りのホルダで 2～4 個のスイッチをまとめることもできます。 

このホルダはプレートの中にスイッチがおさまるため，キーガードの役目 

も果たします。 

関連サイト 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

 

大型プッシュスイッチ 

 丸型プッシュスイッチを大型にしたスイッチです。スイッチの 

どの部分を押しても作動します。強くたたいても壊れないぐらい 

丈夫にできています。スイッチの入門期や，小さいスイッチを上 

手に押せない児童生徒に適しています。 

関連サイト 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

 

 

 

 

棒状操作スイッチ（全方向スイッチ） 

  どの方向から倒してもスイッチ操作が可能な棒状のスイッチ 

です。棒の根本の部分が，スプリングになっているので，押す・ 

引く・回旋する等の様々な動きに対応しています。また，力の 

強弱や勢いに関係ないといった特徴を持っています。わずかな 

手首の回旋運動が可能であれば操作が可能です。また，ずっと 

手を空中に保持していなくてもよいので，手に負担がかかりに 

http://www.p-supply.co.jp/
http://www.accessint.co.jp/
http://www.p-supply.co.jp/
http://www.accessint.co.jp/


くいという利点があります。 

 関東の研究団体「マジカルトイボックス」では年二回の研修 

会を実施し，簡単で安価なスイッチやスイッチトイの制作実習 

を行っています。 

関連サイト 

マジカルトイボックス http://www.magicaltoybox.org/ 

エスコアール http://www.escor.co.jp/ 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

 

まばたきセンサー 

 まばたきや眼球のわずかな動きを光センサーで検知して 

スイッチ操作します。 

関連サイト 

株式会社 徳永装器研究所 http://www3.coara.or.jp/~tokuso/switch5.htm 

 

音スイッチ 

http://www.google.com/search?q=音スイッチ+障害&lr=lang_ja 

 

非接触スイッチ（近接センサー） 

http://www.google.com/search?q=近接センサー+障害者&lr=lang_ja 

 

脳波・筋電・眼電スイッチ 

脳波スイッチ： 

特定の脳波や，筋電，を検出してスイッチ信号に変える入力 

機器です。障害のため全身の筋肉を動かすことができない 

場合も，脳波・筋電・眼電をコントロールできればスイッチ 

入力を行うことができます。 

 脳波スイッチ等を自由に操作するためには練習が必要ですが，意図通りの操作ができるようになる

と他のスイッチと同じような操作ができるようになります。 

関連サイト 

株式会社テクノスジャパン http://www.technosj.co.jp/communicate/mctos.html 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

 

 

 

 

http://www.magicaltoybox.org/
http://www.escor.co.jp/
http://www.p-supply.co.jp/
http://www3.coara.or.jp/~tokuso/switch5.htm
http://www.google.com/search?q=%E9%9F%B3%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81+%E9%9A%9C%E5%AE%B3&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=%E8%BF%91%E6%8E%A5%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC+%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85&lr=lang_ja
http://www.technosj.co.jp/communicate/mctos.html
http://www.p-supply.co.jp/


接触スイッチ（タッチセンサー） 

先端に軽く触れるだけで作動するスイッチ。 

関連サイト 

シースターコーポレーション http://www.sea-star.com/ 

徳永装器研究所 http://www3.coara.or.jp/~tokuso/index.htm 

 

符号入力キーボード（モールス入力等） 

特殊配列のキーボード。１スイッチによる長短信号の発生，あるいは， 

２スイッチの組み合わせにより文字入力を可能にする。 

関連サイト 

アートロニクス株式会社 http://homepage3.nifty.com/artronics/index.html 

こころ Web http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=271 

 

引っぱりスイッチ（ひもスイッチ） 

 引っぱりスイッチはゴムの部分を手首や腕に引っかけて使います。 

スイッチの押し込む深さが 2 ～ 4 ミリ程度ですので，わずかな動き 

で操作が可能です。 

 また，体の動く部位にゴムひもが触れるようにして固定すること 

で操作もでき，スイッチから遠ざかる方向にひもを引かれると作動 

します。スイッチの場所を目で確認しなくても，手や体の動きでス 

イッチ操作ができます。 

関連サイト 

マジカルトイボックス http://member.nifty.ne.jp/kinta/ 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

 

呼気スイッチ 

 口にくわえて，軽く息を吹くことによって作動するスイッチです。 

センサーを口の近くに，適切にセットするためのフレキシブルパイプなど 

が付いています。衛生面を考えて，吹き口には使い捨てのストローを付け 

るとよいでしょう。 

 スイッチが作動する息の強さなど，センサー感度の調節ができる製品もあります。スイッチ・トイ

やナースコール，環境制御装置，あるいはインタフェースを介してコンピュータに接続する際に利用

できます。 

関連サイト 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

 

http://www.sea-star.com/
http://www3.coara.or.jp/~tokuso/index.htm
http://homepage3.nifty.com/artronics/index.html
http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=271
http://member.nifty.ne.jp/kinta/
http://www.p-supply.co.jp/
http://www.p-supply.co.jp/


握りスイッチ 

 握る・つかむことで作動するスイッチです。 

関連サイト 

こころ Web  

 http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=chapter_list&c1=26&c2=3&c3=2 

 

舌スイッチ 

舌先で触れることで操作できるスイッチです。 

関連サイト 

こころ Web  

http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=1397 

http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=722 

http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=716 

http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=721 

 

指先スイッチ 

 電極に触れるだけで，作動するスイッチです。市販のものの他， 

病院等ではマクロスイッチを熱可塑性樹脂で固定した自作スイッチ 

が使われることが多いです。 

 指先スイッチのほか，顔の筋肉（目や口のまわりなど）や舌など 

を使った入力スイッチがよく使用されています。どれもセンサーに 

軽く触れるだけで入力が可能です。スイッチは障害の状態や，利用 

環境によって感度を調節する必要があり，多くの場合，付属する 

タッチセンサーコントローラーによって，その都度調整を行います。 

電極部分の形状などを個人のニーズに合わせるために，フレキシブ 

ルパイプに電極が付いたものや，手のせ式の電極，額に付ける電極， 

握り棒型電極などがあります。 

関連サイト 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

ひらけごま（スプリントスイッチの作り方） http://www8.plala.or.jp/hirakegoma/index.html 

 

アーム（スイッチ等固定用） 

 アームやホルダは，スイッチ等をノブやレバー操作で，簡単に使用 

しやすい場所へ固定する道具です。また，バランサーは，支持部と錘 

などを使って，バランスをとり，上肢をサポートする道具で，低筋力 

のために腕をキーボードまで運べない場合に有効です。アーム本体や 

http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=chapter_list&c1=26&c2=3&c3=2
http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=1397
http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=722
http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=716
http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=721
http://www.p-supply.co.jp/
http://www8.plala.or.jp/hirakegoma/index.html


バランサーは，汎用・専用のクランプを使って，車いすや机などに固 

定させます。 

 運動障害のある場合には，スイッチをはじめあらゆる機器の固定が 

必須となるため，学校現場では十分な数を確保する必要があります。 

関連サイト 

パシフィックサプライ株式会社 http://www.p-supply.co.jp/ 

アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/ 

 

スヌーズレン，リラグゼーション・ルーム等 

重度障害のある人の一種のリラクゼ－ション設備としてオランダで開発されたシステム。 

関連サイト 

こころ Web http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=1352 

Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/スヌーズレン 

 

字幕挿入システム 

 聴覚障害児が講演などを聞く場合，補聴器だけでは聞き取ることが困難なため，補聴援助システム

が欠かせないのですが，字幕の提示も欠かせなくなってきています。講演などの内容をリアルタイム

に講演者の横のスクリーンで提示することにより，講演内容が正確に伝わります。テキスト文章を入

力するための人的配置が必要ですが，ボランティアの協力が広がってきており，様々な場面での活用

が可能となっています。入力のためのコンピュータが 2 台以上，提示をさせるためのコンピュータが

1 台必要です。それらをインタフェースで結び，液晶プロジェクタなどで提示する装置が必要です。

また，複数のコンピュータを結んで入力するためのソフトウェアが必要です。 

パソコン：ビデオ編集を行うコンピュータ。 

ディジタルビデオミキサー：ビデオ編集を行うため，ビデオの画面を合成する機器。 

スキャンコンバータ：パソコンの RGB 出力をコンポジットないしは S 端子出力に変換する機器。 

液晶プロジェクタ：できあがった字幕を提示します。 

関連サイト 

こころ Web http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=1420 

  

デジタルカメラ 

 いわゆるデジカメは，その普及に伴い，軽量・低価格な製品も数多く販売されています。デジカメ

を利用して児童生徒の表現手段として用いる事例も増えてきました。 

 デジカメは，撮影した結果をすぐ見ることができ，また何度でも撮り直すことが可能です。撮った

映像をパソコンで加工して，ポスターや新聞，写真カードにすることができます。また，液晶プロジ

ェクタとプレゼンテーションソフトを使って大画面に提示することもできます。このように教材づく

りの道具としても活用できます。 

http://www.p-supply.co.jp/
http://www.accessint.co.jp/
http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=1352
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%83%B3
http://www.kokoroweb.org/cgi-bin/kokoro/exec.cgi?file=item&id=1420


 記憶媒体は様々なものがありますが，数 GB といった大量のデータを扱えるモデルも登場していま

す。記憶媒体の容量の拡大により，動画撮影ができるモデルも発売されています。 

 肢体不自由教育においては車いす等にカメラを固定し，児童生徒が障害に応じたスイッチ等で撮影

するといった取り組みがされています。作品づくりの過程とあわせて児童生徒の自主的な学習を支援

することができます。 

 

関連サイト 

Educational Assistive Technology の広場 http://www5.wind.ne.jp/ja1syk/index.html 

 

デジタルビデオカメラ 

http://www.google.com/search?q="デジタルビデオカメラ"+授業づくり&lr=lang_ja 

 

プロジェクタと大型スクリーン 

 コンピュータの画面やビデオデッキからの映像を大きく拡大して 

スクリーンに投影することができます。特別支援教育において，プ 

ロジェクタはよく利用されています。たとえば，テレビ会議や発表 

会のビデオ映像を大きく表示したり，卒業式などで思い出の場面を 

再生したりといった使い方がされています。音声言語だけでは十分 

理解できなかった児童生徒もピクチャーシンボルを手がかりに話を 

よく聞くことができます。このような取り組みは知的障害養護学校を中心に広まってきています。 

 

電子黒板 

http://www.google.com/search?q="電子黒板"+障害者&lr=lang_ja 

 

USB カメラ（ネットミーティング等が可能なもの） 

 テレビ会議は専用のテレビ会議システムがなくてもパソコンに CCD カメラと 

マイクをつけ，テレビ会議用ソフトウェアを動かすだけでもできます。画像が 

小さく，なめらかな動きが難しいという問題はありますが，一人の顔が写る程 

度の画面で，回線速度やパソコン性能がよければ利用が可能です。 

 写真は病弱養護学校での病室と教室とのテレビ会議の様子です。校内 LAN を 

使用して病室と教室とのやりとりがなされています。 

 

USB カメラやソフトウェア等を組み合わせてムービーチャットができるようにしたも

の（スカイプ等） 

http://www.google.com/search?q=スカイプ+障害者&lr=lang_ja 

 

http://www5.wind.ne.jp/ja1syk/index.html
http://www.google.com/search?q=%22%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%22+%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=%22%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%BB%92%E6%9D%BF%22+%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85&lr=lang_ja
http://www.google.com/search?q=%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%97+%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85&lr=lang_ja


テレビ会議システム（インターネットを利用した専用機・Polycom 等） 

インターネットを利用した接続が可能な高性能テレビ会議システム 

です。また，パソコンのテレビ会議用ソフトウェアとも互換性があ 

ります。同一機種だけでなく様々なテレビ会議システムと接続でき 

る利点があります。LAN 接続を使ってたくさんの場所を同時につ 

なぐこともできます。 

関連サイト 

POLYCOM Japan 社 http://www.polycom.co.jp/ 

 

小型モニター 
病弱教育では，寝たままの姿勢でも見やすいように，様々な大きさのディスプレイがあると便利です。

タブレット方の小型液晶ディスプレイは軽量であり，膝の上に載せてコンピュータを操作することも

可能です。 

関連サイト 

http://cintiq.jp/product/cintiq12.html 

http://www.nikkei.co.jp/newpro/pc/20071105e000y43605.html 

 

お絵かきソフトウェア 

フリーのものから数万円する本格的なものまであります。 

http://www.google.com/search?q=お絵かきソフト+障害児&lr=lang_ja 

 

実践事例集・校内研修教材CD -ROM 

全国各校に 文部科学省 が著作権を有する 『授業にコンピュータを活用しよう』 

という CD－ROM が配布されました。このＣＤ－ＲＯＭの中には、教科毎に、授業の 

実践事例が紹介されています。 

関連サイト 

財団法人コンピュータ教育開発センター http://www.cec.or.jp/books/books12.html 

 

 

障害のある子どもたちのための情報機器設備ガイドブック 

関連サイト 

http://guidebook.nise.go.jp/ 

http://www.polycom.co.jp/
http://cintiq.jp/product/cintiq12.html
http://www.nikkei.co.jp/newpro/pc/20071105e000y43605.html
http://www.google.com/search?q=%E3%81%8A%E7%B5%B5%E3%81%8B%E3%81%8D%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88+%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%85%90&lr=lang_ja
http://www.cec.or.jp/books/books12.html
http://guidebook.nise.go.jp/

