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Ⅰ 本講習会の趣旨
視覚障がい者が VoiceOver によって iPhone を使用できるようになって、数年が経ちます。
その間、多くの視覚代行アプリや外出支援アプリが開発されています。今回の講習会では、歩
行支援アプリのうち、２つのアプリを取り上げ、その操作方法を習得するとともに、それらを
使って実際に街を歩き、歩行支援の実態を体験していただきます。
しかし、これらのアプリは、そのアプリだけで目的地に到達できるという完全なものではな
く、まだまだ多くの問題を抱えているのが実情です。本講習会では、アプリの実態や実態を知
っていただき、ユーザの立場から改善点について意見をいただきたいと思っています。
Ⅱ iPhone のタッチ操作の基本
１ ボタン類の配置
指で触れて、各種ボタンの位置を確認します。
① カメラ：上部全面の中央（裏面の上部右にもカメラがあります）
② 操作部とアプリのアイコン：ディスブレイの中
③ ホームボタン：下部前面の中央（少し凹んだボタン、触手でわかります）
④ マイク：上部中央の側面
⑤ スリープ/スリープ解除ボタン：上部の右
⑥ 消音スイッチ：左側面上部（スライドスイッチ、手前：消音オフ、奥：消音オン）
⑦ 音量ボタン：左側面上部、消音スイッチの下（２つの丸いボタン）
２ 基本操作
①Voiceover のオン・オフの切り替え
ホームボタンを 3 回押します。(トリプルクリック)
VoiceOver は、画面情報を読み上げるスクリーンリーダーの名称で、iPad, iPad mini, iPhone,
iPod の iOS に共通して組み込まれています。
なお、この機能はすでに設定されている場合もありますが、
「一般」
「設定」
「アクセシビリティ」
でショートカットを VoiceOver に設定しておく必要があります。
・
「一般」⇒「設定」⇒「アクセシビリティ」⇒「ショートカット」：VoiceOver
②iPhone のロック解除
iPad は、数分間使用しないとロックがかかります。使い始める時には、必ずロック解除の操作
をする必要があります。
・ホームボタン、または、スリープ/スリープ解除ボタンを押します。
音声で日にちの読み上げ
↓
・ホームボタンに指を置き、真上にゆっくりと移動させます。
「ロック解除」と読み上げたら、指を画面から離します。
↓
・Ｗタップ（場所はどこでもよい）
一つ目のアプリ・アイコンを読み上げ
（これで、ホーム画面に入ったことがわかります。
）
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iOS7 以降では、３本指右スワイプでロック解除ができます。
③ipad のロック
スリープ/スリープ解除ボタンを押します。
④ホーム画面の表示
ホームボタンを押します。なお、どのようなアプリを実行中でも、ホーム画面に戻ることがで
きるので、便利です。
⑤電源のオン・オフ
スリープボタンを長押しします。
・電源オフの場合、「電源オフ」と読み上げた後、ダブルタップする。
・電源オンの場合、何にも読み上げないが、約 30 秒後にロック解除画面になります。
⑥音量の調節
音量を上げたり下げたりするには、音量ボタンの上または下を押します。
⑦スピーカーのペアリング
外部スピーカーと iPhone とを Bluetooth による接続を行います。
・
「設定」⇒「Bluetooth」 の画面を開き、Bluetooth オンにする。
・スピーカーの電源ボタンをオンにし、

ペアリングボタンを押す。

・iPhone の「Bluetooth」画面の「その他のデバイス」にスピーカー名が表示される。
スピーカー名をダブルタップすると、
「自分のデバイス」に接続済みと表示される。

図１

Bluetooth の接続

図２ ローターの設定
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⑧ローターの設定
ローターを使用して VoiceOver の動作を変更できます。例えば、VoiceOver の話す速さや読み
上げ単位を変えることができます。前もって「ローター」で変更できる項目を登録しておきます。
・
「一般」⇒「設定」⇒「アクセシビリティ」⇒「VoiceOver」⇒「ローター」
次の項目にチェックを入れます。
「文字」「単語」「行」「読み上げ速度」「コンテナ」「見出し」
「フォームコントロール」
「縦方向のナビゲーション」
「入力モード」
⑨ 自動テキスト読み上げ
自動テキスト読み上げをオンにしておくと、漢字変換がうまくいきます。
・
「一般」⇒「設定」⇒「アクセシビリティ」⇒「スピーチ」⇒「自動テキスト読み上げ」ダ
ブルタップ
３ VoiceOver の操作
スクリーンの操作部で指によるジェスチャーを行い、iPhone をコントロールします。ダイレク
ト操作とシリアル操作の二つの方法がありますが、これらを併用していかに早く操作するかがポ
イントになります。
(1) ダイレクト操作
指で触れた情報を読み上げ、さらに、起動します。情報の位置がおおよそわかっている場合に
ダイレクト操作を使用します。
例えば、アイコンの起動やスクリーンキーボードによる入力などです。
操作１：画面上に１本指で触れる。→ 指で触れた部分の情報を読み上げる。
操作２：１本指を画面に触れたままにしておき、別の指で画面をタップする。(スプリットタッ
プという。)
または、１本指で素早く W タップします。（この場合、タップの場所はどこでもよい）
→選択決定または起動します。
(2) シリアル操作
アプリや設定の項目を順番に移動します。
操作１：２本指・上スワイプ（先頭項目からページを自動読み上げ）
操作２：２本指・下スワイプ(現在選択のところから自動読み上げ)
操作３：２本指・タップ（読みあげ停止/読み上げ再開）
操作４：１本指・右スワイプ（次項目へ移動）
操作５：１本指・左スワイプ（前項目へ移動）
操作６：１本指・W タップ（アプリの起動や選択の決定）
(3) ホーム画面のページの移動
操作１：３本指で左スワイプ（ページが左に移動し、右のページが表示される）
操作２：３本指で右スワイプ（ページが右に移動し、左のページが表示される）
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(4) ダイレクト操作の練習
①操作部分の確認
・ホーム画面で上端から指を画面に触れたまま、下
へ移動する。何か読み上げたら、そこからが操作
部の始まりである。
・下端、右端、左端から同じようにして、操作部の
確認をする。
なお、アイコンや項目などがないと、「タンタン
タン」と音がする。
②アイコンの読み上げ
ホーム画面では、アイコンが例えば４列５行に並ん
でいます。
・左端から右端へ指をゆっくり移動させ、アイコン
を読み上げます。
平行に移動することがコツです。例えば、親指を下
端に添えて、移動すると平行に移動しやすいです。
・上端から下端まで同じ要領で移動する。
図３ ホーム画面
③ステータスバー項目の読み上げ
・スクリーンの左端の上端から指をゆっくりと下へ移動させる。
「iPhone ステータスバー項目」
と読み上げると移動を止め、横に移動していくと、Wi-Fi、バッテリーなどの情報を読み上
げる。
(5) ジェスチャーの練習
ジェスチャーによって iPhone を制御しますので、ジ
ェスチャーが認識されることが前提条件となります。最
初は、ジェスチャーが認識されないこともあるので、練
習をする必要があります。
①画面の向きを固定
操作しているうちに、本体が傾き、画面の方向が変
わることがあるので、画面の方向が変わらないよう固定
する。
＜画面の向きのロック方法＞（iOS8 から画面の向きの
ロック方法が変わっています）
・ダイレクト操作でステータスバー項目に移動
・三本指上スワイプ：コントロールセンターが表示さ
れる。
・
「向きをロック」まで右スワイプ
・ダブルタップ：画面の向きロック オン

図４ コントロールセンター
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②練習
VoiceOver には、ジェスチャーの練習ができるヘルプモードがあります。ジヘルプモードで
自分の行ったジェスチャーが正しく認識されるかどうかを確認しましょう。
・４本指ダブルタップ：ヘルプモード開始または終了 （2 本指スクラブでも終了）
＜ジェスチャーの練習＞
・１本指シングルタップ（タッチ）
： 項目やアプリを読み上げる。
・１本指ダブルタップ： アプリの起動や選択の決定
・１本指右スワイプ： 次の項目へ移動
・１本指左スワイプ： 前の項目へ移動
・２本指Ｗタップ： 読み上げ停止／読み上げ再開
・２本指上スワイプ： 先頭項目からページを自動読み上げ
・２本指下スワイプ： 現在選択のところから自動読み上げ
・３本指右スワイプ： ページを左にスクロール
・３本指左スワイプ： ページを右にスクロール
(6) その他のジェスチャー
その他にも多くのジェスチャーがあります。
＜上級のジェスチャー＞
・１本指でダブルタップした後押さえたままにする：
項目をドラッグする。キーボードの選択
・１本指でトリプルタップ： 項目をダブルタップ
・２本指でダブルタップ： 「ミュージック」
、
「ビデオ」、
「ボイスメモ」
、または「写真」で
は、再生したり、一時停止したりする。
・２本指でトリプルタップ：項目セレクタを開く。
・２本指で「スクラブ」2 本の指を前後にすばやく 3 回動かして（z を描きます）
：前の画面
に戻ったりします。
・２本指でダブルタップしたままにする：選択した項目に再度ラベルを付ける。
・３本指でタップ：リスト内の位置など、追加情報を読み上げる。
・3 本指で上または下にスワイプ：ページを上下にスクロールする。
・３本指でダブルタップ：

VoiceOver を消音にしたり、消音を解除したりする。

・３本指でトリプルタップ：スクリーンカーテンのオン／オフを切り替えます。
・３本指でクアドラプルタップ：直前に読み上げた内容をクリップボードに保存します。
・４本指で画面の上部をタップ：ページ内の最初の項目を選択します。
・４本指で画面の下部をタップ：ページ内の最後の項目を選択します。
・４本指でダブルタップ：ヘルプモードに入ります。再度、ダブルタップするとヘルプモー
ドを終了します。
＜ローター＞
・ローター（2 本の指を画面に置き、回転させる）
：
ローターで利用したいオプションを選択する。
・１本指で上にスワイプ：ローターで選択したオプションよってその効果が異なる
・１本指で上にスワイプ：ローターで選択したオプションよってその効果が異なる
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図５ ローター・ジェスチャーの指の様子

(7) 音声によるアプリの起動方法
アプリの起動には、ボイスオーバーのダイレクト操作とシリアル操作のほか、Siri を使って
音声による起動方法があります。
①Siri の起動
・高い音で「ピピッ」→ 音声入力が可能になった合図である。
・自分の知りたいことを音声で入力。
（例えば、「今日の天気」と指示をする）
・
「ピピン」と音が流れる： 音声入力終了。
（雑音が多い場合は、W タップすると音声入力が終了する。
）
・続いて siri から「今日の天気」と問い合わせの回答を話してくれる。
② Siri 操作のキャンセル
・ホームボタンを 1 回押す：低い音でポポンと短い音がなると siri が終了する。
③ iPone にインストールされているアプリを起動する場合
・ホームボタンを長押しする。
・高い音でピピンという音がした後、利用したいアプリを言う。
「ブラインドスクエアを起動」「時計を起動」など → アプリケーションが起動する。
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４ 文字入力
(1) 文字入力の準備
キーボードの種類と「日本語ローマ字」
キーボードには、「日本語ローマ字」と「English(US)」の２種類があります。ここでは、「日
本語ローマ字」を使用しますので、まず、
「日本語ローマ字」を選択します。
キーボードの左下に位置する「次のキーボード」（地球マーク）というキーを探します。
・指をホームボタンから上方へ移動させ、
「次候補」と読み上げると指を左に移動させる。
・「次のキーボード」と読み上げられると、Ｗタップし、そのままホールドする。
・そのまま上にドラッグし、「日本語ローマ字」と読み上げると、指を離す。
＊「日本語ローマ字」
「English(US)」キーボードがない場合は、次の設定を行う。
・「設定」 ⇒ 「一般」 ⇒ 「キーボード」 ⇒ 「キーボード」
⇒ 「新しいキーボードを追加」 ⇒ 新しいキーボードを選択
(2) 音声による文字入力
音声による文字入力の練習をします。
・Siri で「メモ」アプリを起動する
・「メモ」で１本指でＷタップし、入力状態であることを確認する。
・２本指でＷタップし、小さな音で「ピンピン」と鳴ったら、次の言葉をマイクに話す。
「今日はよいお天気です まる」
・入力が終わると二本指でＷタップする。
次の例文も音声入力しましょう。
「改行」
「本会議では安保関連法案についての討論が行われ

てん

与党は賛成の立場を表明した

まる」
「気象庁は、関東甲信越地方が梅雨明けしたとみられると発表した。
」
「今年はエルニーニョ現象が起きており、夏の気温は低くなる傾向がある。」
「太平洋高気圧の発達次第ではこの夏は気温が高くなる可能性があると言う。
」
行ごとに移動し、入力文字の確認を行います。
・ローター：
「行」を選択
・上下フリック：行ごとに読み上げる
文字ごとに移動し、漢字を確認します。
・ローター：
「文字」を選択
・上下フリック：一文字ずつ読み上げる
そのほか、句読点及び書式設定の代表的なコマンドは次のとおりです。
・「カギカッコ」
「カギカッコトジ」
：「 」を挿入する
・「マルー」
：
「。
」を挿入する
・「テン」：
「、」を挿入する
・「ビックリマークー」：
「！」
・「クエスチョンマークー」：
「？」
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・「ナカクロ」：
「・」
・「カイギョウ」
：改行を挿入する
(3) キーボードによる文字入力
①入力方法とタッチ入力モード
入力方法には「タッチ入力モード」と「標準入力モード」があります。「タッチ入力モード」
は、キーを指でなぞっていき、指を離すとその文字が入力される方式です。各キーにタッチし
た時に文字が読み上げられますが、指を離すまでは文字が入力されません。
「標準入力モード」は、Ｗタップするか、スプリットタップすることで、その文字が入力さ
れます。
入力モードを変更するには、
「ローター」を使用します。
・ローター：
「入力モード」を選択
・上下フリック：
「タッチ入力モード」または「標準入力モード」を選択
② キーボード入力と漢字変換
キーボードを用いて「良い天気」を入力します。まず、「Ｙ、Ｏ、Ｉ」を入力します。
・キーボード上をなぞって、「Ｙ」を探します。そして、指を話す。
・同様に、「Ｏ」を入力
・同様に、「Ｉ」を入力
「Ｔ、Ｅ、Ｎ、Ｋ、Ｉ」を入力します。
漢字変換を行います。
・下フリック

適切な漢字が見つかるまで、下フリック

・Ｗタップ：漢字がメモに入力される。
数字や記号を入力します。
・キーボード右下の「その他点数字」を探す。
数字と記号が表記されたキーボードに変る。
・「。」キーを探す。
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Ⅲ 歩行支援アプリの操作（教室）
本講習会では、「BlindSquare」と「Apple マップ」を使用します。
１ 「ブラインドスクエア」の操作
(1) 「ブラインドスクエア」の特徴
・現在いる地点の環境について説明してくれる同時に、移動している時に関心のある地点(POI)、
道とその交差点を読み上げてくれます。
・読み上げる情報は、
「フォアスクエア」と「Open Street Map」の情報も利用します。
・目的地をトラック（
「目的地に追加」）すると、
「ブラインドスクエア」はあなたの移動中、その
距離と方位を一定時間ごとに読み上げてくれます。
・地図アプリへ目的地の位置情報を転送し、目的地までのルートを作成してくれます。地図アプ
リを実行しながら、「ブラインドスクエア」が周辺情報を提供してくれます。
・カテゴリ検索によって、文字入力をしないで、簡単に周辺の施設を知ることができます。
・ヘッドセットやスピーカーなどの物理ボタンによって「オーディオメニュー」によって操作が
でき、歩行に便利です。
(2) 準備
①「ブランドスクエア」を起動する。
> ３本指左右スワイプ：
「ブラインドスクエア」アイコンがあるページを探す。
> １本指左右スワイプ：
「ブラインドスクエア」アイコンを探す。
> １本指ダブルタップ：
「ブラインドスクエア」を起動する。または、Siri で起動。
② 読み上げの停止、再開
> ２本指タップ
③「ブラインドスクエア」を使用しないときは、バッテリーの消耗を防止するため、
「アップ・ス
イッチャー」で終了させます。または、スリープモードにします。
> 「ホームボタン」を２回押す。 → 「アップ・スイッチャー」と応答。
> １本指で左右スワイプし、
「ブラインドスクエア」を探す。
> ３本指で上スワイプし、「ブランドスクエア」を終了させる。
> 「ホームボタン」を１回押し、ホーム画面に戻る。
④ヘルプ
設定の「ヒントを読み上げる」をオンにしておきます。
・設定 → 一般 → アクセシビリティ → VoiceOver → ヒントを読み上げる：W タップ
⑤デバイスの持ち方
・デバイスは、スリープボタンを進行方向に向けて、水平にして持ちます。
・裏面を進行方向に向けて、垂直にして持ってもよいです。
(3) メイン画面
メイン画面のボタンを確認します。
> １本指右スワイプ
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①トップ
・
「検索」→「場所の追加」→「ツール」→「フォアスクエア」→「オプション」→「自動通知
のフィルター」→「読み上げオフ」
・「半径」スライダーが配置されている。
②中部
・「マイプレス」→「共有プレス」→「カテゴリ検索」のリスト
③ボトム
・「ヘルプ」→「精度」→「スリープモード」

図６ メイン画面

図７ 設定画面

(4) 設定の確認
> 「メイン画面」 →「オプション」 → 「設定」
次の項目を確認します。
「ヘルプを有効にする」：オン
「ナビアプリを使用中の音声案内」
：オン
「シェイクの設定」：３項目ともオン
「オーディオメニューの設定」
：３項目ともオン
「交差点を通知する距離」
：中距離
「距離の単位」：メートル
「スリープまでの時間」：なし
「角度の通知方法」:クロックポジション
「言語を選択する」：日本語

Sakura

「効果音」：すべてチェック
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(5)「ツール」
①「見回る」機能
・効果音が鳴り、デバイスが向けられた方位を読み上げ
ます。その方向の「半径」範囲内にある最も人気のあ
る場所と交差点を読み上げます。
> 「メイン画面」 → 「ツール」 → 「見回す」
・
「半径」を調整する。
> 「メイン画面」 → 「半径」
：上下スワイプ
②「現在地の情報」機能
・現在の住所、目的地の方位と距離、近い交差点、「フ
ォアスクエア」の近い施設、デバイスの方向（進行方
向）
、これまで歩いた距離を知らせてくれます。
> 「メイン画面」→「ツール」→「現在地の情報」
・
「シェイク」によって「現在地の情報」機能が起動でま
す。
> デバイスを「振る」
③「周囲の施設」機能
・
「半径」範囲内にある最も人気のある場所と交差点を
読み上げます。
>「メイン画面」 → 「ツール」 → 「周囲の施設」

図８ ツール画面

④ バックグラウンドで「ツール」の使用方法
「ブラインドスクエア」は、iPhone 専用イヤフォンや bluetooth スピーカーを使って、リ
モートコントロールができます。
・プレイボタン
アップルのヘッドセットの 2 つのボリュームボタンの中央にあるプレイボタン
ブルートゥース・スピーカーのハンズフリーボタン
・プレイボタンを押すと、オーディオメニューを読み上げます。読み上げられたメニューの直
後に、再度プレイボタンを押すと、その機能が実行されます。
・オーディオメニュー
「現在地」
「スリープモード」
「見回す」
「周囲の施設」
「目的地に追加」
「目的地を解除」
「GPS
情報」「時間」「場所を追加」「天気」
・２本指 W タップでも、プレイボタンと同じ動作をします。
(6) 施設を検索し、
「マイプレス」に登録
1) 「カテゴリ検索」し、「マイプレス」に登録
「カテゴリ検索」ボタンをダブルタップすることによって、
「半径」範囲にあるそのカテゴリに
分類されたすべての施設を表示します。画面には３つのリストが表示されます。
A「人気順」リスト：「フォアスクケア」で人気の高い順にソートされた施設
B「距離の近い順」リスト：現在地から近い順にソートされた施設
C「サブカテゴリ」リスト：
「サブカテゴリ」にある施設
12

①次の施設を「カテゴリ検索」し、「マイプレス」に登録します。
検索施設名： 「たかのばし書店」
> 「メイン画面」 →「店舗＆サービス」：ダブルタップ
・
「人気順」リストで探します。
> 右スワイプで「たかのばし書店」を探す。
・
「人気順」にない場合は、「距離の近い順」リストを探す。
> ローター：
「見出し」にセット
> 下スワイプ ： 距離の近いもの順

→ 右スワイプ ：店を探す

・
「マイプレス」に登録します。
>（該当の施設を）Ｗタップ → 施設概要画面 → 「お気に入り」
：オン
②次の施設を「専門＆その他」で「カテゴリ検索」し、
「マイプレス」に登録します。
「広島赤十字原爆病院」
・
「専門＆その他」の「カテゴリ検索」を行います。
> 「メイン画面」 → 「専門＆その他」
：リスト表示
・
「マイプレス」に登録する。
> （該当の施設を）Ｗクリック → 施設概要画面 → 「お気に入り」：オン

図９ カテゴリ検索結果

図１０ 「検索」画面

13

2)「検索」して「マイプレス」登録
①検索テキストフィールドに音声入力をして、検索し、「マイプレス」に登録します。
「広島市社会福祉センター」を探します。
> 「メイン画面」 → 「検索」 → 左右スワイプ：
「テキストフィールド」
→ １本指Ｗタップ → ２本指Ｗタップ：音声入力開始
→

（音声：テラ）→ ２本指Ｗタップ：音声入力終了

→ 右スワイプ：
「検索」 → Ｗタップ

→ 左右スワイプ：該当施設を探す

→ Ｗタップ → 施設概要画面 → 「お気に入り」：オン
②「マイプレス」に登録している施設を見る。
> 「メイン画面」 → 「マイプレス」 → ２本指上スワイプ：読み上げ
・「マイプレス」のリストを確認する。
3) 「場所の追加」で「マイプレス」に登録
「場所の追加」によって、現在地を「マイプレイス」に登録できます。
> 「メイン画面」 → 「検索」 → 左右スワイプ：
「場所の追加」
→ １本指Ｗタップ ：
「場所の追加」画面
→ 右スワイプ：
「場所の名前、テキストフィールド」
→ １本指Ｗタップ → ２本指Ｗタップ：音声入力開始
→ （音声：現在地の施設名）→ ２本指Ｗタップ：音声入力終了
→ 左右スワイプ：
「保存」ボタン → １本指Ｗタップ → 「戻る」ボタン
→ １本指Ｗタップ
(7) マーキング
①「目的地に追加」
「ブラインドスクエア」は、ターンバイターンのナビゲーション機能を持っていませんが、
目的地の方位と距離を定期的に知らせる「目的地に追加(トラッキング機能)」が利用できま
す。目的地に到着すると、効果音と音声で知らせてくれ、目的地から削除されます。
> 「メイン画面」 → 「マイプレス」 → 左右スワイプ：該当施設
→ Ｗタップ：
（施設概要画面） → 右スワイプ：
「目的地に追加」
→ Ｗタップ：
（目的地に追加）
・次の３つの施設を「目的地」に追加します。
「たかのばし書店」

（目的地に設定）

「広島市社会福祉センター」

（目的地に設定）

・
「ツール」を使って目的を確認する。
> 「メイン画面」 → 「ツール」 → 「目的地の一覧」 → Ｗタップ
②「指定範囲の通過通知」の設定
・
「指定範囲の通過通知」の距離をセットしておくと、その範囲を通過したとき、効果音を発
するとともに、その施設に近づいたことをユーザに知らせてくれます。
そのボタンがオフの場合でも、「半径」で指定した範囲に入ると読み上げます。
・次の２つの施設に「指定範囲の通過通知」をオンにし、距離を 50m に設定します。
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「セブンイレブン 広島鷹野橋店」 （
「指定範囲の通過通知」に設定 50m）
「浄信字」

（
「指定範囲の通過通知」に設定

>「メイン画面」 → 「マイプレス」

50m）

→ 左右スワイプ：該当施設を探す

→ Ｗタップ：施設概要画面 → 右スワイプ → 「編集」 → Ｗタップ
> 「施設編集画面」 → 右スワイプ：
「指定の範囲・・・」 → Ｗタップ：オン
→ 「テキストフィールド」 → W タップ：音声入力 → （ゴジュウ 50）
→ Ｗタップ：音声入力終了 → 右スワイプ → 保存
→

Ｗタップ：
（施設概要画面）→ 「戻る」 → Ｗタップ：
（メイン画面）

図１１ 施設概要画面

図１２ 施設編集画面

(8) 自動通知フィルターの設定
ユーザが移動すると、ある施設までの方位と距離を自動で知らせてくれます。「自動通知フ
ィルター」を設定することによって、移動中聞きたい施設の種類を選択することができます。
フィルターは、「フィルターオフ」
「道のみ」「マイプレスのみ」
「マイプレスと道のみ」「スポ
ットのみ」「すべての自動通知オフ」から選択できます。
「フィルターオフ」の場合、移動中さまざまな情報を読み上げ、情報過多になりますので、
本講習会では、「マイプレスと道のみ」を選択します。
・「フィルターオフ」の場合の通知を聞きます。
> 「シェイク」する → 現在地の情報を読み上げる
・「マイプレスと道のみ」を選択する
> 「メイン画面」 → 「自動通知のフィルター」：W タップ
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→

フィルター設定画面 → 「ピッカー項目」
：下または上スワイプで「マイプレスと道
のみ」を選択 → 左スワイプ → 戻る：W タップ → 「メイン画面」

・「マイプレスと道のみ」の場合の通知を聞きます。
> 「シェイク」する → 現在地の情報を読み上げる
２ 「Apple マップ」の操作
(1) 「ブラインドスクエア」から「マップ」の起動
「施設概要画面」の「ルートを検索」を実行すると、地図アプリの選択画面が現れ、「グーグ
ルマップ」または「Apple マップ」の選択を行うと、目的地の座標が地図アプリに送られます。
地図アプリが起動され、フォアグラウンドで実行されます。
「ブラインドスクエア」は、バック
グランドで実行されますので、周囲の情報を知らせ続けてくれます。
本講習会では、
「Apple マップ」を使用します。
・現在地から次の目的地をセットし、
「マップ」アプリを起動します。
「はとや」（目的地）
> 「メイン画面」 → 「マイプレス」 → 左右スワイプ：該当施設
→ Ｗタップ：
（施設概要画面） → 右スワイプ：
「ルートを検索」
→ Ｗタップ：
（選択ウィンドウ）

→ 右スワイプ：
「Apple マップ」

→ Ｗタップ：
「マップ」アプリ起動・
「ブラインドスクエア」バックグラウンド
(2) 経路画面の操作
①「マップ経路メイン画面」
「マップ」には、現在地から目的地までのルートが表示されています。
ボタン等は、左右スワイプで確認できます。
②モードと所要時間の確認をします。
・モードが「徒歩」になっていることを確認します。
> 右スワイプ ：
「選択中の徒歩」
・
「徒歩」が選択されていない場合は、
「徒歩」を選択します。
> 右スワイプ ：
「徒歩」
：W タップ
・所要時間を確認します。
> 右スワイプ ：
「○○分、○○m」
③経路を事前に確認します。
> 右スワイプ：
「詳細」

→ Ｗタップ ：
「詳細経路画面」

→ 右スワイプ：
（曲がる箇所読み上げ）
・確認できれば、「完了」ボタンで「マップ経路メイン画面」に戻ります。
> → 左スワイプ：「完了」→詳細画面終了

④出発します。
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「出発」ボタンを押し、目的地に向かって歩きだすと、ナビが開始されます。
> 「マップ経路メイン画面」→ 「出発」 → Ｗタップ
◇自動経路案内
マップアプリが自動で次の項目をマップ独自の女性音声で案内してくれます。
・数十メーター間隔で、
「○○m 先、○○を○方向、調整可能」とアナウンスがある。
特に、40m 手前で必ずアナウンスがある。
・約 20m 手前で、次を曲がった後の予告を「○○方向の後、○○ｍ進んで、○○方向」とア
ナウンスがある。
・目的地に近づくと、知らせてくれる。
◇手動経路案内
聞き漏らしたり、ブラインドスクエアの音声と重なったりした場合、手動で読み上げること
ができます。
・フォーカスが「ナビ情報」から外れていないか確認する。
・Ｗタップすることによって、手動で「○○ｍ先、○方向」と読み上げさせることが可能。
＊「ルート進行画面」で、ブラインドスクエアの「オーディオメニュー」が利用できます。
・W タップ → 「現在地、スリープ、・・」
（音声案内）→ 現在地：W タップ
→ （目的地、現在地の情報を読み上げ）
⑤必要があれば、次の経路を確認します。
> 「ルート進行画面」→「全○ページ中○ページ目、調整可能」 → 上下スワイプ

図１３ マップ経路メイン画面

図１４ 全経路の概要
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図１５ ルート進行画面

Ⅳ 歩行支援の実地体験
１ 実地体験の準備と方法
(1) 歩行体験の狙い
ブランドスクエアの使用目的は、
「定位の支援」を行うこと、および、
「近くにある施設の把
握」の２つがありますが、今回の歩行体験では前者の「低位の支援」に絞ってブラインドスク
エアを利用します。ブラインドスクエアの自動通知機能は、読み上げて欲しい場所を確実に読
み上げないことも多く、また、自動通知のアナウンスは情報過多に陥りやすいと思われます。
そこで、ブラインドスクエアは、定位の支援という観点からランドマークになる数個の施設
を登録し、その方位と距離、現在地を聞きまがら歩行します。ブランインドスクエアの「定位
情報」、および、マップの「移動情報」を聞き、自分の判断で目的地に向かっていただきます。
その後、歩行支援アプリの改善を目的に、それぞれの情報が理解できたか、また、役立った
かを評価してもらいます。
(2) 準備
① マイプレスのインポート
インポートの方法は、メール添付、AirDrop、QR コードなどおおくありますが、ここでは、Ｑ
Ｒコードを使用します。
別紙マイプレスのＱＲコードの一覧から、マイプレスに登録します。必ず、
「お気に入り」がオ
ンになっていることを確認します。
> 「メイン画面」 → 「ツール」 → 「ＯＱコードリーダー」
：W タップ
→ カメラ画面が現れる → ＱＲコードに合わせる → 「ピッツ」
→ 施設概要画面が現れる → 「お気に入り」: W タップ
＜インポートする施設 ７施設＞
・はとや（目的地）
・たかのばし書店
・広島電停 鷹野橋電停
・浄信寺（目的地）
・お食事処すみい・・
・お好み焼き おおやま
・広島市社会福祉センター
・
「マイプレイス」に登録できたか確認をします。
> 「メイン画面」 → 「マイプレイス」：W タップ
②音声の種類の確認
歩行中は、次の３種類の音声による案内がありますので、それぞれの音声を確認します。
・VoiceOver の音声
・ブラインドスクエアの Sakura：
> 「ブラインドスクエア」を立ち上げ、
「シェイク」する。
・マップの音声：
>「マップ」→「経路メイン画面」→「出発」
：W タップ
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③読み上げの速度と大きさ
読み上げの速度と大きさが適切か確認します。
・音声速度の調整：
>「ローター」→「読み上げ速度」→上下スワイプ
④ブラインドスクエアの設定確認
・「自動通知フィルター」は「マイプレスと道のみ」を選択しているか確認する。
> 「メイン画面」 → 「自動通知のフィルタ」
（マイプレスと道のみ）
・
「半径」の確認
半径を 1km に設定します。
> 「メイン画面」 → 「半径」
：上下スワイプ
(3) 方法
①グループ行動
・ユーザ１人とボランティア少なくとも２人計３人が 1 グループとなって歩行します。ボランテ
ィアの一人がスピーカーを持ち、もう一人が評価票を持って一緒に歩きます。
・歩行体験の途中でも約 1 時間で打ち切ります。
②ユーザの役割
・最終目的地を目指して歩行しますが、ブラインドスクエアの目的地の方位・距離、現在地情
報、および、マップのナビ情報を聞き、これらの情報から移動方向などを自分で判断をお願
いします。
・歩行中は、ブラインドスクエアが目的地や現在地について「自動通知」します。また、マ
ップからもナビ情報が自動通知します。なお、音声が重なったり、聞き漏らしたときは、手
動で読み上げることができます。
・１経路につき、１・２回は手動で確認をしてください。
・曲がり角では、マップアプリが追随できないこともあり、できるだけゆっくりと歩いてく
ださい。
・アプリの操作がわからないときは、ボランティアにたずねてください。
(4) ボランティアの役割
・移動方向などはユーザが判断しますので、ボランティアが教えないようにお願いします。な
お、アプリが読み上げた情報についてはお伝えください。
・操作や聞こえにくかった情報は伝えてください。
・危険な場合は、その旨伝え、安全確保をお願いします。
・一人はスピーカーを持って歩いてください。
・もう一人は、評価票に従って質問をし、記入をお願いします。また、自由意見については、
音声レコーダーアプリで録音をお願いします。
(5) 評価
・最終目的地に到着ごとに評価をしてください。
・自由意見は、歩行体験中は音声レコーダーに録音し、後程転記をお願いします。
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(6) 最終目的地とランドマーク
１ 最終目的地：はとや
出発地：社会福祉センター
目的地（ランドマーク）
：たかのばし書店
目的地（ランドマーク）
：浄信寺
目的地（ランドマーク）
：広島電停 鷹野橋電停
２ 最終目的地：浄信寺

出発地：はとや

目的地（ランドマーク）
：お食事処すみい
目的地（ランドマーク）
：お好み焼き

おおやま

目的地（ランドマーク）
：社会福祉センター
（注意）ブラインドスクエアは、目的地に設定しないと自動通知してくれないので、ランド
マークの施設も目的地として設定しています。
(7) 目的地までの地図上の特徴の説明
最終目的地とランドマークの位置関係について説明し、メンタルマップ上で位置関係を確認し
てから出発します。
２ 歩行体験１：
「社会福祉センター」から「はとや（おもちゃ屋）」
①目的地を設定します。
経路の目的地（ランドマーク）
：たかのばし書店、広電鷹野橋電停
B> 「メイン画面」 →「マイプレス」 → 「施設概要画面」
→

「目的地に設定」
：W タップ

最終目的地：はとや（おもちゃや）
B> 「メイン画面」 →「マイプレス」 → 「施設概要画面」
→

「ルートを検索」
：W タップ

②歩行経路等の確認

鷹野橋電停

・全体の距離・時間の確認
M> 「経路メイン画面」→「○○分、○m」
・全体経路の確認
M> 「経路メイン画面」→「詳細」：W タップ

はとや

・ランドマーク、最終目的地などの位置関係の説明をし、
メンタルマップ上でそれらの位置関係を確認してから、
出発します。

たかのばし書店

③マップをスタート
M> 「経路メイン画面」→「出発」：W タップ
社会福祉センター

④iPhone の保持
ロックボタンを前方方向に持ちます。または、裏面を前方
に向け、立てた状態でポケットに保持します。
図 16 最終目的地とランドマーク
（最終目的地：はとや）
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⑤読み上げ情報を判断して、歩きます。
・
「マップ」アプリからは、一定間隔で「○○m 先を右方向・左方向」という指示があります。
また、約 20m 手前では、次の予告を「○○方向の後、○○ｍ進んで、○方向」とアナウン
スがあります。
・
「ブラインドスクエア」からは、定期的に現在地、目的地・ランドマークまでの方向、距離
などの情報がアナウンスされます。
⑥途中で手動読み上げ
・必ず、立ち止まり、次の操作を手動で行い、情報を聞きます。
B> 2 本指 W タップ→ 現在地（読み上げ）
：2 本指 W タップ → 現在地情報、目的地情
報、ランドマーク情報読み上げ
M> 「経路メイン画面」→左右スワイプ →「○m」
「○○で○○方向」
・特に意見や気づきがある方は、気づいた時にボランティアに申し出てください。
ボランティアはメモする、または、音声レコーダーに録音します。
⑦目的地に到着
・評価票に記入する。
ボランティアが評価票を読み上げ、それぞれの項目に記入します。
自由意見がある場合は、ボランティアがメモする、または、音声レコーダーに録音します。

３ 歩行体験２：
「はとや」から「浄信寺」
①目的地を設定します。
経路の目的地（ランドマーク）
：お食事処すみい、お好み焼きおおやま、社会福祉センター
B> 「メイン画面」 →「マイプレス」 → ランドマークを選択 → 「施設概要画面」
→

「目的地に設定」
：W タップ

最終目的地：浄信寺
B> 「メイン画面」 →「マイプレス」 → 最終目的地を選択 →「施設概要画面」
→

「ルートを検索」
：W タップ

②歩行経路等の確認
・全体の距離・時間の確認
・全体経路の確認
・ランドマーク、最終目的地などの位置関係の説明をし、メンタルマップ上でそれらの位置
関係を確認してから、出発します。
③マップをスタート
④iPhone の保持
⑤指示に従い、歩きます。
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・
「マップ」アプリからは、一定間隔で「○○m 先を右方向・左方向」という指示があります。
また、約 20m 手前では、次の予告を「○○方向の後、○○ｍ進んで、○方向」とアナウン
スがあります。
・
「ブラインドスクエア」からは、定期的に現在地、目的地・ランドマークまでの方向、距離
などの情報がアナウンスされます。
⑥途中で手動読み上げ
・必ず、立ち止まり、次の操作を手動で行い、情報を聞きます。
B> 2 本指 W タップ→ 現在地（読み上げ）
：2 本指 W タップ → 現在地情報、目的地情
報、ランドマーク情報読み上げ
M> 「経路メイン画面」→左右スワイプ →「○○m」「○○で○○方向」
・特に意見や気づきがある方は、気づいた時にボランティアに申し出てください。
ボランティアはメモする、または、音声レコーダーに録音します。
⑦目的地に到着したら、評価票に記入する。
・ボランティアが評価票を読み上げ、それぞれの項目に記入します。
自由意見がある場合は、ボランティアがメモする、または、音声レコーダーに録音します。

お食事処

すみい

はとや
お好み焼きおおやま

社会福祉センター
浄信寺

図１７ 最終目的地とランドマークの関係
（最終目的地：浄信寺）
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