
はじめての 

PECS® IV+ 

従来型のＰＥＣＳ®からタブレット・コミュニケーションへの 

移行用に考案された使い勝手のよいアプリ 

改訂日本語版（訳：門 眞一郎） 



PECS® IV+ 

《PECS® IV+》は，PECSからハイテクのAAC〔補助代替コミュニケーション〕へ，どう移行すればよいの

かという問いにズバリ答えを出してくれます。従来型のPECSブックを使って，絵カード交換式コミュニケー

ション・システム®のフェイズＩからフェイズⅣを習得した人にとっては，《PECS® IV+》は，次のハイテク

なステップとなります。エビデンスがあり世界的に有名なPECS®の開発元であるピラミッド教育コンサルタ

ント社が提供する《PECS IV+》によって，述語カード専用のページと最多で20ページのデジタルページ（ア

プリ内蔵の音声出力あり）を用いて，複数の絵カードで文カードを構成することができます。 

 

注意点 

 ピラミッド教育コンサルタント社は，機能的コミュニケーションの支援をアプリや音声発生装置を使って行

うことをお勧めしません。なぜなら，そのようなハイテク・オプションは人とのやりとりを必要とはしないか

らです。しかし，それはコミュニケーションには必要不可欠ですし，PECSの重要な基盤です。 

 機能的コミュニケーションの練習を始めるときには，フロストとボンディの共著によるPECSトレーニ

ング・マニュアル第２版に書かれている科学的根拠のあるやり方で，従来型のローテクなPECSコミュニ

ケーション・ブックを用いて始めましょう。 

 

 

 

 

 



アプリをコミュニケーションに使う：アクセスガイド 

PECS IV+は，iPadとiPad miniで使えます。PECS IV+をインストールしたiPadをコミュニケーションに使

う場合，iPadのアクセスガイドをお使いになることをお勧めします。これを使うと，指定したアプリ（ここ

ではPECS IV+）しか使えなくなり，ハードウェアのボタンも使えなくなります。アクセスガイドを解除して

別のアプリを使えるようにするには，４つの数字を入力するだけです。 

アクセスガイドを有効にするにはアクセスガイドを有効にするにはアクセスガイドを有効にするにはアクセスガイドを有効にするには，《設定》アイコンをタップし，次に《一

般》をタップし，《アクセシビリティ》をタップし，《アクセスガイド》をタッ

プします。 

１．《アクセスガイド》を

ONに 

２．《パスコードを設定》

でパスコードを決める 

３．時 間 制 限 を し た い な

ら，《時 間 制 限》を

タップ 

４．《ショートカットを表

示》をオンにすること

もできる。 



アクセスガイドの使い方 

１．PECS IV+を起動します。 

２．ホームボタンを素早くトリプル・クリック（３回連続クリック）して，《アクセシビリティオプション》

の《アクセスガイド》をタップしてチェックマークを付けます。「アクセスガイドが開始されました」が

一瞬表示されます。 

３．もし必要なら，もう一度トリプルクリックして，チェックの入っている《アクセスガイド》をタップし，

パスコード（４桁数字）入力します。画面の中の機能で無効にしたいものがあれば，その領域を指で円を

描いて囲みます。 

４．左下の《オプション》をタップして，《スリープ／スリープ解除ボタン》《ボリュームボタン》《動作》

《キーボード》を操作可能にするかどうかを選びます。終わったら，○□ をタップして終了します。 

５．画面上部右の《再開》をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《アクセスガイド》がいったん起動したら，ホームボタンを押しても，「アクセスガイドがオンです。オフ

にするにはホームボタンをトリプルクリックします」のバナーが出てきます。《アクセスガイド》を解除する

には，ホームボタンをトリプル・クリックし，パスコードの４桁数字を入力します。 



開始画面 

文末カード専用ページ 

設定 

ヘルプ 

情報 

ブックの追加と切替 

絵カード集 

スクリーン・ロック 

タブ付ページを追加する 

ページのカスタマイズ 

 初めてこのアプリを開いたときは，PECSブックはまだ空っぽです。それは，あなたが関わる相手

（利用者）のために，従来型PECSブックと同じブックを作ることができるからです。利用者のブッ

クを創るには，まず《ブック》のアイコンをタップします。 

 

 あなたのiPadのバックアップ機能を使って，このアプリの設定とで選んだ語彙をバックアップし

ましょう。 



 

設定－ヘルプ－情報 

設定 

《English》をタップして，

 日本語を指定する。 

 

オンで，画面の向きを現在の

向きに固定する。 

４桁数字の入力

でコミュニケー

ションを終了で

き る よ う に す

る。 

マジックテープ上に，絵カー

ドを自動的に配置する。 

絵カードの文字と音声の言語を

選ぶ（Englishをタップして）。  



 

《はじめに》では 

ステップ１：絵カード・ライブラリから絵カー

ドを選択してブックを創る。 

ステップ２：ロック・アイコンをタップして，

プロファイルを選択する。 

ステップ３：コミュニケーションを始める。 

《ライブラリ》では，絵カードの設定，編集，

フォルダ作成など。 

《絵カード》では，サイズ変更，削除，別のタ

ブへの移動など。 

《タブ》では，タブやコラムの編コミュニケー

ション・パートナーや削除など。 

《情報》の中では，特に 

《ご注意ください》と 

《アプリへの移行》が 

重要です。 



 

ブックの追加と切替 

 利用者の《PECS IV+》ブックを作るには，画面下の《ブック》アイコンをタップします。すると左図の画

面になりますので，《新規ブック》をタップします。 

 各ブックには２０ページ

まで作ることができ，各

ページには最大２４枚の絵

カードを載せることができ

ます。もしページが足らな

いなら，追加のブックを作

りましょう。 

 ブックを削除するには，ブック

の振動アイコンをタップし，削除

したいブックの左上の○Ｘ ボタンを

押して，指示に従ってください。 

絵カード・ライブラリ 

 使用者のブックに絵カードを加えていくためには，ライブラリを開き，《述語カード》フォルダや

《PECS絵カード》フォルダからカードを選びます。あるいは，ご自分のライブラリからカスタマイズ可能

な《ユーザー》フォルダに絵カードを加えていきます。 



 

 最初に，《述語カード》のページを作ります。絵カードをタップあるいはドラッグして，《述語カード》

専用のページに落とし込みます。 

タブ付きページの追加 

 ブックにページを追加し，絵カード・ライブラリからコピーしたいページに絵カードをタップあるいはド

ラッグして，絵カードを次々に追加していきます。 



 

ページのカスタマイズ 

 ページをカスタマイズするには，ページのタブの《歯車》アイコンをクリックします。マジックテープの

数，ページの色，タブのアイコンを選びます。 

 １つのブックにつき２０ページまで作ることができ，１ページにつき２４枚までの絵カードを搭載でき

ます。タブに表示される数字は，そのページの絵カードの枚数です。ページを入れ替えるには，タブを押

さえたまま，移動させたい位置までドラッグします。 



 

コミュニケーションの開始 

 PECSブックを作り終えたら，PECS IV+を使ってのコミュニケーションを教える準備は完了しました。

PECSからPECS IV+への移行に関して，もっと詳しい情報を得たい方は，www.pecs.comをご覧ください。 

 

 コミュニケーションを開始するには，《ロック》アイコンをクリックし，プロファイルを選びます。PECS

ブックのページから文カードへ，どの方法で絵カードを移動させるかを，このプロファイルで決めます。その

他の追加特性は，カスタム・プロファイルを作るときに指定できます。 

 すでにあるプロファイルから選ぶか，新規にあなたのプロファイルを作成します。 



 

カスタム・プロファイルの作成 

選択方法 

● 文カードへは，絵カードをドラッグする。 

● 文カードへは，絵カードをタップする。 

● どちらでもOK 

リセットに必要なタップ数 

● 文カード上の絵カードをページにもどすためのクリア・ボタンをタップする回数を選択する。 

シェイクしてリセットする 

● オン／オフを指定する。文カードから絵カードを除去するためには，クリア・ボタンをタップしてもよい

し，装置をシェイクしてもよい。 

述語カードのページを選択後に隠す 

● オン／オフを指定する。 

● オンでは，述語カードのページから文カードに絵カードを移すと，ページは自動的に閉じる。 

● オフでは，述語カードのページを閉じるには，タブをタップしなくてはならない。 

音声の合成 

● 言語を選択する（スピードとピッチも変更できる。音声を試聴することもできる）。 

選択されたときに再生する 

● オン：絵カードを文カードに移す時に音声が出る。 

● オフ：《音声》ボタンを押すまでは音声が出ない。 

文カードの音声を再生するにはタップする 

● オン：文カード上の各絵カードをタップすると音声が出る。 

● オフ：絵カードをタップしても音声は出ない。 



 

位置 

● オン：絵カードはページ上で並べ替えができない。 

● オフ：絵カードはページに並べ替えができる。 

サイズ 

● オン：絵カードのサイズをページ上で変えることができない。 

● オフ：絵カードのサイズをページ上で変えることができる。 

下の文字を読む 

● オン：，各絵カードの下部に追加した文字を読み上げる。 

右から読む 

● オン：文カードを右から左へ読み上げる。 



 

絵カードのカスタマイズ 

絵カードの右下隅の《歯車》アイコンをタップしてカスタマイズします。 



 カスタマイズのオプション 

《サイズ》  

 ◯をスライドさせれば，絵カードのサイ

ズを変更できます。 

 一枚の絵カードに対してだけではなく，

《全ての絵カードに適用》をタップすれ

ば，一度に全ての絵カードのサイズを変更

できます。 

《表示》様式を選びます： 

  絵と文字 

  絵カードのみ 

  文字のみ 

《音声》 

  初期設定：合成音声で文字を読みます 

  ユーザー：あなたの音声を録音して使

うことができます〔訳注：子どもの

音声でも可能〕 

《文字》 

  初期設定：絵カード上部の文字 

  ユーザー：絵カード上部の文字を変更

します。その文字の音声出力となり

ます。 



 

《下の文字》 

 絵カード下部に文字を付け加えることができ

ます。 

 初期設定：なし 

 ユーザー：自作することもできますし，別の

言語の言葉を入れることもできます。 

 

《遅延音声》 

 音声出力を遅らせることができます。遅延時

間は◯をスライドさせて設定します。子どもに

発声を促すためにPECSのフェイズ４で行う

《一定時間遅延法》として，この遅延音声を使

用します。 

 これを設定すると，絵カードの左下隅に青色

のドットが付きます。 

 名称を言えるようになったカードは，一枚ご

とにこの設定をすることができます。 

〔訳注：PECSマニュアルの164頁，《遅延プ

ロンプト／一定時間遅延の説明をお読みくださ

い〕 

 



 

絵カード・ライブラリ 

３つのライブラリから選べます：《述語カード》《PECS絵カード》《ユーザー》 

《述語カード・ライブラリ》の31枚の絵カードから

選んで，述語カード専用のページに加えます。 

《PECS絵カード》フォルダの中のフォ

ルダを１つ開いて，子どもの《PECS

ブック》用の複製を作ります。 



 

《ユーザー・ライブラリ》に絵カードを加えた

りカスタマイズしたりします。 

ユーザー・ライブラリ 

《ユーザー・ライブラリ》に絵カードを加える

には，《新規絵カード》をタップします。 

いずれかを選択します。 

写真オプション写真オプション写真オプション写真オプション 

カメラ・オプションカメラ・オプションカメラ・オプションカメラ・オプション 

 《写真》をタップして，iPadに保存されている

写真を使うことができます。 

    新しい写真を撮るには，《カメラ》オプション

をタップして，iPadのカメラを起動します。 

 写真を撮影したら，《やり直し》か《写真を使

用》を選択します。 



     撮影した写真を使用する場合は，２本指で画像

のサイズを変えたり，回転させたりすることがで

きます。画像をドラッグして四角の枠の中に収

め，《完了》をタップします。 

 新しい絵カードに名前を付け，文字の色を選

びます。この名前は合成音声で出力されます。 

文字オプション文字オプション文字オプション文字オプション 

インターネットインターネットインターネットインターネット 

    文字のみのカードを作るには，オプション

の《文字》をタップして，文字を入力しま

す。 

    インターネットで画像をさがすには，オプ

ションの《インターネット》をタップします。

《検索》の枠の中に，探したい画像の名前を入

力します。 

 出てきた画像の中から適当なものを選びま

す。 

 ２本指で，枠内の位置を決めたり，サイズを

変えたり，回転させたりします。名前を文字入

力して，最後に《完了》をタップします。 



 
ユーザー・ライブラリと絵カードのカスタマイズ 

 ユーザー・ライブラリにある絵カードの左下隅に

あるグレイ/ブラックのボックスをタップすれば，絵

カードの文字を編集できます。 

 絵カードを削除するには，編集ボタンをタップし

て，絵カード左上の○Ｘ をタップします。 

 

〔訳注：これはユーザー・ライブラリの中の絵カー

ドを削除するときです。ライブラリからページにコ

ピーした絵カードを削除するには，その絵カードを

画面右下のゴミ箱までドラッグします。 

 ユーザー・ライブラリにフォルダを作成する

には，編集モードのままで絵カードを別の絵

カードの上にドラッグして重ねます。 

 タイマーの円が閉じるまで，絵カードを重ね

て押えたままにします。 

 新しいフォルダの名前を入力します。 



 

コミュニケーション・モード 

述語カード・タブ 

クリア・ボタン 

音声 

ボタン 

文カード 

 このアプリを，コミュニケーションのために使うことを教えましょう。あなたが用意したデジタルＰＥＣ

Ｓブックは，本人がこれまで使っていた従来型のＰＥＣＳブックとよく似ているので，教えるべきスキルは

以下のものだけです。 

1. タブの付いたページを開いて，文カード上に絵カードをドラッグするか飛ばすかします。 

2. 必要に応じて別のベージを開いて，文カード上に絵カードをドラッグするか飛ばすかします。 

3. 黒いタブをタップして述語カードのページを開き，文カード上に絵カードをドラッグするか飛ばすか

します。 

4. 文カード上の絵カードを一枚ずつタップして音声を出すか，音声ボタンをタップして全体の音声を一

度に出すかして，文カードを iPadに読み上げさせます（どちらの方式かは，あなたのプロファイル

でどの方式を選んだかによります）。 

5. 文カードの絵カードを片づけます。それには， 

    a) 絵カードを，1枚ずつブックの方にスワイプしてもどします。絵カードは，それぞれ元のページ

に正しくもどります。 

    b) iPad をシェイクして，絵カードをもどします（この方式をあなたのプロファイルで設定してあ

れば）。 

    c)  右下の《クリア・ボタン》をタップします。 



 

PECS IV+ は，これらのスキルに関して，視覚的な合図を提供してくれます。 

 絵カードに触ると，絵カードは黄色

い枠で囲まれて強調されます。 

 絵カードをドラッグしている間は，

この黄色い枠は消えません。 

 文カード上で各絵カードに触った

り，音声出力させたりすると，その絵

カードは黄色い枠で強調されます。 



 

人とのやりとり 

 ＰＥＣＳの手順では，コミュニケーションの相手の手の中に絵カードを入れることで，やりとりが確実に

行われます。タブレットでアプリを使うとき，絵カードや音声ボタンをタップすることができても，それで

コミュニケーションの相手とアプリ使用者との間にやり取りが行われたことを保証することにはなりませ

ん。したがって，やり取りが行われたということがはっきりしない場合は，コミュニケーションの相手から

確実に注意を向けてもらうための行動を教えましょう。それには次のような行動があります。 

1. コミュニケーションの相手をタップする。 

2. コミュニケーションの相手のところにタブレットを持って行ってから，音声を出力する。 

3. コミュニケーションの相手が近づいてくるのを待つ。 

4. コミュニケーションの相手を呼ぶ。コミュニケーションの相手の名前を《PECS IV+》に入れて，相

手を呼べるようにする。 

5. もしコミュニケーションの相手が反応しなければ，メッセージの音声出力を繰り返す。 

 



 

エラー修正 

 PECSの手順では，2種類のエラー修正法を使います。そのやり方は，《PECSトレーニング・マニュア

ル，第2版》に書いてあります。 

1. 行動連鎖のレッスン，たとえば文カード上に絵カードを正しい順序で並べるという場合には，バック

ステップ・エラー修正法を使います。 

2. 行動単位のレッスン，たとえば正しい絵カードを１枚選んで文カードに貼るという場合には，４ス

テップ・エラー修正法を使います。絵カードの選択が正しいかどうかを評価するために，ときどき対

応チェックをします。 

 もし，文カードに間違った順序で絵カードを並べても，《PECS IV+》では，簡単に修正することができま

す。絵カードをドラッグして，正しい位置に移動させるだけです。 


