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指伝話スイッチニの準備

スイッチコントロールでiPad, iPhoneを使う

指伝話スイッチニ、いろいろな使い方

はじめに

1. 電池を入れる 
2. ペアリングする 
　（スイッチニをiPadに接続する） 
3. スイッチをつなぐ 
4. スイッチのアクションを決める
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指伝話スイッチニ 
iPad, iPhoneをスイッチで操作する 
　・スイッチコントロール 
　・スイッチ操作に対応したアプリ 
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1

指伝話スイッチニ 
指伝話スイッチニは、お手持ちのスイッチでiPad, iPhoneを操作するためのアダプタです。ス
イッチを無線（Bluetooth）接続で使用できること、内蔵ボタン電池（CR2032）で携帯し
やすいことが特長です。またスイッチの短押しをカーソルの移動、長押しをタップといった動
作を割り当て、1つのスイッチでより便利に iPad / iPhone を使うことができます。 

iPad, iPhoneをスイッチで操作する 
iPad, iPhone搭載のスイッチコントロールを利用
すると、お手持ちのスイッチを使ってiPadや
iPhoneを操作することができます。 

・スイッチコントロール 
iPadやiPhoneなどのApple製品には、スイッチコ
ントロールという機能があります。1つまたは複
数のスイッチにアクションを割り当て、スイッチ
を押すことによってiPad, iPhoneを操作します。
アクションにはタップやページ送り、項目の選択
などがあり、自分の使いやすいようにアクション
を選んで使用できます。 

・スイッチ操作に対応したアプリ 
スイッチ操作に対応したアプリでは、スイッチコ
ントロールを使わなくともアプリを操作できます。
例えば、指伝話メモリは絵や写真をタップすると
音声で伝えるアプリですが、短押しで「次の項目
へ移動」長押しで「決定」のアクションが割り振
られています。

はじめに
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スイッチ長押し・・・「決定」！

（音声） 

ベッドを起こしてください
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カバーを外し、背面にボタン電池をセットします。

1. 指伝話スイッチニに電池を入れる 指伝話スイッチニの準備

ここを強く押すと 
開きます。

ご注意 
指伝話スイッチニを長時間使用しないときや、しまって
おくときは、電池の消耗を防ぐためボタン電池を外し
ておくことをおすすめしています。なお、電池がなくな
るとBluetoothをオンにしても指伝話スイッチニは検出
されません。電池を交換してご使用ください。

2. ペアリングする（スイッチニをiPad, iPhoneに接続する）

電池を入れたら、まずは指伝話
スイッチニを iPad, iPhone に
接続します。設定からBluetooth
をオンにします。 
接続可能なデバイスが表示され
るので指伝話スイッチニ（Yubi 
S12）を選択してください。 
＊製品裏に記載のデバイスIDをご確認
ください。

オン個別のiPad名

ペアリングします。 
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ペアリングが完了すると 
「接続済み」と表示されます。

個別のiPad名

他の端末がペアリングされていると
指伝話スイッチニを使えません。 
一旦「このデバイスの登録を解除」
を選択し、他の端末の登録を解除
してから、指伝話スイッチニをペ
アリングします。

他の端末がペアリングされている場合

“他の端末名”

指伝話スイッチニの準備
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3. スイッチをつなぐ

指伝話スイッチニの最大の特長は、スイッチをジャック2に接続し、1つのスイッチを使って
2つのアクションを使い分けることです。

この接続方法とスイッチコントロールで、 
アクションBに「次の項目へ移動」 
アクションCに「項目を選択」 
を割り当てることでスイッチでのiPad, 
iPhoneの操作が、ぐっと楽になります。

補足 
指伝話スイッチニは、すでに持っているスイッチ（バディボタンやジェリービーンスイッチ）を使う
場合にiPad, iPhoneとの交信役として機能します。 

iOS9よりiPad, iPhone上でもスイッチの「長押し」設定ができるようになりましたが、指伝話スイッ
チニではiOSの長押しは機能しません。スイッチのアクションを短押し・長押しで使い分けたい場合
は、指伝話スイッチニのジャック2を使用する上記の方法でお使いください。 

なお、iOSの「長押し」設定はBluetooth搭載のスイッチやゲーム用コントローラ、キーボードなど
をスイッチとして使う場合に便利です。 

Page4

http://www.yubidenwa.jp
http://www.yubidenwa.jp


  指伝話スイッチニの準備4. スイッチのアクションを決める

iPad / iPhoneにスイッチを登録し、
アクションを割り当てます。 

設定の中から 
　一般 
　  ↓ 
　アクセシビリティ 
を選択します。

　スイッチコントロール 
 　 ↓ 
　スイッチ 
を選択します。
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新しいスイッチを追加 
　  ↓ 
　外部 
を選択します。
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指伝話スイッチニの準備

指伝話スイッチニに接続したスイッチ
を押してアクティベートします。 

スイッチに新しい名前をつけて保存し
ます。

スイッチの動作（アクション）を選択します。
1つのスイッチを使う場合、ボタンを押した
らタップする機能をつけます。 
2つのスイッチを使う場合は「次の項目に移
動」「項目を選択」などを組み合わせると
便利に使えます。 

スイッチとスイッチの動作が追加されます。

スイッチコントロールに戻り「ハイライト
のスタイル」を選択します。
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「自動ハイライト」を選択します。

もう一度戻り、スイッチコントロールをオン
にします。

ホームに戻ると、カーソルが表示されます。 

自動的にカーソルが動いていくので選択した
いところでスイッチを押します。 

手動ハイライトを選択すると、自分のペース
でスイッチを押しカーソルを移動させながら
開きたいアプリを選択することもできます。

指伝話でも同じ方法でことばを選択し、
発声させることができます。

指伝話スイッチニの準備

スイッチコントロールでiPad, iPhoneを使う

オン
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A

指伝話スイッチニ　いろいろな使い方

指伝話スイッチニは、スイッチのつなげ方によって他にも様々な使い方ができます。

B

E

C D
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