
難病支援センター保有コミュニケーション機器一覧 

 

【機器本体】 

写真 用途 対象 

指電話 

 

iPad用のアプリ  

補助者がある程度事前に入力した文

章を選んで会話することができ、汎用

性は高い。 

詳細は＞ 

https://yubidenwa.jp/ 

iPad を持つ方ならイン

ストールして利用可能

だが有料。 

iPad 

 

Apple社のタブレット  

iPhone を持っている人が多い日本では

周りに教えてくれる人を探すのが比較

的容易。アクセシビリティを用いると

様々な障害に対応して入力が可能。 

詳細は＞ 

Appleホームページへ 

視覚、聴覚、肢体不自

由、発達障害など様々

な障害に応じて入力環

境を調節できるが、専

用機ではないためにア

レンジをしてくれる人が

必要。 

伝の心 

 

意思伝達装置では一番普及率が高

い。現在は視線入力装置に対応した

り、タブレット型もある。様々なスイッチに

対応している。環境制御装置やプリンタ

ー等も同梱されている。 

センターでは旧型を３

台保有している。 

TCScan 

 

新しいタイプの意思伝達装置で視線入

力にも対応している。伝の心と同じよう

に環境制御装置やプリンターも同梱さ

れている。 視線入力の設定が簡単で

精度が高い。アシスタンドと併用し、視

線の距離を保つ。 

最新モデルあり。 



写真 用途 対象 

レッツチャット スキャン方式の入力。直接各種スイッ

チを 2 つまで接続できる。スキャンして

文字を発音したり印刷も可能。短文登

録して AI スピーカーを動かしてもよい。 

最新機器は、メール機能などもあるが

当方があるものは旧式。乾電池で駆動

するため外出時に利用できる。ON、

OFFはボタン一つでよい。 

現在はバージョンアップ

し『ファインチャット』とし

て品名が変更になり販

売している。機能がシ

ンプルであり、PC が苦

手な子供や老人向け。 

ペチャラ 

 

トーキングエイドとほぼ同じ機能。乾電

池で動くので外出に便利。ただし、各種

スイッチを使うことができず、直接五十

音を押すことで発音させる。短文登録

はできる。 

現在は発売中止。 

トーキングエイドライト 

 

押しボタン式の発話装置 多少の不随

意運動（指の震え）があっても使えるよ

うにスイッチはくぼんでいる。短文登録

ができ発話できるため、AI スピーカーが

利用できる。また、乾電池で動くため外

出時に利用できる。現在は発売中止だ

が Appストアで購入可能。 

アプリは iPad で利用 

手の震えを防止する穴

あき盤が別売で準備さ

れている。 

ハーティーラダー（アプリ） 

 

通常の PCに無料アプリとしてダウンロー

ドして使用。別の接続ユニットを用いて

各種スイッチをつなぐ。事前に自分の

声を録音しておけば、自声発音する機

能や視線入力装置を利用することもで

きる。 

ノート型 PC を持ってい

て、マウスが使える機

能があればすぐに利用

できる。視線入力装置

にも対応している。 

Tobii mini 5 

 

視線入力装置 Tobii Dynavoxがすでに

組み込まれた専用機。センターで保有

しているのは旧型で、Win7 機種。固定

台とセットになっているのですぐに使うこ

とができる。 

最新機器は価格が日

常生活用具の支給枠

を超えてしまう。 



【入力スイッチ等】 

国立障害者リハビリテーションセンター http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/com-sw.html に

詳しく出ています。. 

写真 用途 対象 

トラックボール 

 

マウス操作が困難な方がポインター移

動に使用する。 

小さなボールを動か

す程度の筋力がある

方。 

筋電スイッチ 

 

センサースイッチの一種でボタンを押

す筋力が弱く、圧センサーなどにも対

応できないが筋収縮はある方に、筋電

用センサーを張り付けて生体信号をと

らえ、入力スイッチとして用いる。 

 

見た目に関節の動き

はないが、筋収縮は

みられる方。おでこに

貼って利用することが

多い。 

マイクロライトスイッチ 

 

10ｇの力で押せば入力可能。 

 

指で挟んで利用 わ

ずかな力で入力でき

る。 

ストリングスイッチ 

 

43ｇの力で引くだけで入力可能。握っ

たまま保持できない人向け。 

押す力はないが引く

力がある人 

http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/itoh/com-sw.html


写真 用途 対象 

ファイバースイッチ 

 

赤外線を用いて入力する。めがね枠に

装着し、まばたき操作を使うこともでき

る。また、手関節装具などをマッチング

してわずかな指の動きを利用すること

もある。 

 

ファイバーの先から赤

外線が出る。わずか

な身体の動きを検知

して入力できる。ま

た、まばたきや眉毛の

わずかな動きに反応

させるため、反応感

度は変更可能。 

ジェリービーンスイッチ 

 

軽い力で入力できるスイッチ。3.5ｍｍ

ピンプラグで様々なインターフェースに

連結する。角度をつけたい場合や空中

に固定したい場合はユニバーサルアー

ムを併用する。 

最も普及しているスイ

ッチでカラフルで耐久

性がある。 

ビッグスイッチ 

 

上記ジェリービーンの大きいサイズ。 

直径が15ｃｍほどあり押しやすいものも

ある。 

 

ピンタッチスイッチ 

 

細い電線の先の金属に触れるだけで

入力可能。電線は体の形に合わせら

れるのでどの部位にも装着できる。感

度を調整できるので動きさえあれば筋

力はごくわずかでよい。 

皮膚への接地には装

具や固定具が必要。 

フットスイッチ 

 

ペダルを踏みこんで使用するが、枕の

下において頭の動きでも利用可能。ベ

ッドで寝ながら枕の下に敷いて利用す

ることも可能。 

両上肢が麻痺してい

るが足の筋力は保た

れている人向け。 



写真 用途 対象 

ポイントタッチスイッチ 

 

ピンタッチスイッチと同じ原理だが、途

中の支持部分がフレキシブルに固定で

きるため空中で触れて使う。円盤固定

台やユニバーサルアームと併用する。 

タッチ感度の調整可

能 

ほっぺスイッチ 

 

根本をベッド柵や車いすの肘受け、机

などに固定してスイッチの先をほっぺた

などにつける。ほほの動きで先端部分

をを曲げて入力する。触れる程度の力

で入力できる。 

 

呼気スイッチ 

 

先端部分がストローのようになっていて

息を吹くとスイッチが入る。 

呼吸器を装着してい

ない神経筋疾患や頚

髄損傷向け。 

手押しスイッチ（中） 

 

ジェリービーンと同じ原理だが 5ｃｍほ

どの四角であるために角をつまんで入

力することができる。足で踏んでもよ

い。 

 

手押しスイッチ（大） 

 

10*5ｃｍほどの押すタイプのスイッチだ

がシーソー式になっていて二つのコマ

ンドが使える。足で踏んでもいいくらい

に大きい。その分力も少なくてよい。 

 

 



【周辺機器】 

 

写真 用途 対象 

呼び鈴分配器 

 

様々なコミュニケーション機器と呼び鈴

を分配させて、コミュニケーション機器

を使いながら同じスイッチで離れた家

族や介護者を呼びだすことができる。 

 

コミュニケーション

機器を使うすべて

の方が利用できる。 

ｈook+ 

 

iPad と各種スイッチをつなぐ。いつも利

用している押しボタンスイッチやセンサ

ースイッチを使い、有線で iPad を使え

る機器。iPad や iPhone のみで使用可

能。 

 

筋力が弱く Apple

製タブレットやスマ

ートフォンの画面が

操作できない方。 

レッツリモコン 

 

各種スイッチを用いてテレビのチャンネ

ルや音量などをコントロールする。 

 

入力支援型 TV リモ

コン。 

 ＊ただし現在は生

産中止 

 

クロッサム 2 

 

パソコンと USBで接続する学習リモコン 

赤外線でコントロールするリモコンならな

んでもつながる。 

 

設定がアナログで

やや煩雑。 



写真 用途 対象 

ハーティーラダー用アダプタ 

 

無料アプリ“ハーティーラダー”と各種

入力スイッチを接続するインターフェー

ス。 

 

なんでもスイッチ USB/HT 

 

PCに接続して各種入力スイッチを用い

て入力できるデバイス。 

 

 

なんでも IR 

 

 

PCに接続して様々な家電用赤外線コ

ントローラーを制御できる。アプリをダウ

ンロードして使う。 

テレビ、ビデオ、エアコン、照明、ロボット

掃除機などをコントロールでき、Wi-Fi

不要。 

上記なんでもスイッ

チと合わせて伝の

心などの意思伝達

装置に同梱されて

いる。 

でき iPad２ 

 

iPadや iPhoneに接続してアクセシビリ

ティのスイッチコントロールを使いながら

各種スイッチを利用する。 

hook+と同じ機能 



写真 用途 対象 

学習リモコンユニット 

なんでもワイヤレス 

 

 

PC、タブレット、Andoroid, iPhone と接続

して、各種スイッチを使ってアプリ操作

やゲームなどができる 

 

利用できるデバイス

が多い 

ユニバーサルアーム 

 

各種スイッチをベッド柵や机、車いすの

手すりに固定して入力しやすくするデバ

イス 

 

直線タイプ、フレキ

シブルタイプがある 

また、先端部分に

オプションがあり、ス

イッチ、タブレットな

どに変更できる。根

本部分もクリップ方

式が数種類あり。 

 

アシスタンド・パソッテル 

 

いずれもノート型 PCを固定する台。 

ベッドや車いすに座りながら入力する際

に PCをベストな位置に固定する。 

 

 

携帯型拡声器 

 

ヘッドホン型のマイクやピンマイクをつけ

て音声を広い拡声機器で、有線と無線

の両方に対応している。 

会話はできるが小

さくて聞き取りがし

にくい方。 



写真 用途 対象 

ネコミミ（脳波コミュニケーション） 

 

閉じ込め症候群のように意思の表出が

困難な方に、額と耳たぶに電極をあて

て脳波を読み取ることで、感情の状態

を把握することができる。感情の状態に

より“ﾈｺﾐﾐ”が動く。 

四肢が麻痺し、発

語困難で、表情表

出が困難な方 

Bluetoothキーボード 

 

パソコンに付属したキーボードが使いに

くいときに胸の上などにおいて使う小さ

なキーボード。オンスクリーンキーボード

をトラックパッドのみを用いて文字入力

することもできる。 

筋力が弱く腕を動

かす範囲が少ない

方。 

AIスピーカー 

 

Wi-Fi があれば音声でタイマーを鳴らし

たり、音楽を聴いたり、天気予報を聞い

たりすることができる。対応する機器で

あればテレビやエアコン、照明などの制

御も可能。 

 

手足の筋力が弱く、

リモコンなどの操作

が苦手な方が音声

で操作できる。 

赤外線コントローラー 

 

スマートフォンや上記の AI スピーカーと

連動してあらゆる赤外線コントローラー

を制御できる。AI スピーカー対応機種

じゃない機器も制御できる。 

同上 

旧来の機器を制御

するのに用いる。 

ただし Wi-Fi が必

要。 

 


