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うめ膏 ｢情けは人のためならず｣ってやつで

すね｡でも時々戻って来んかったり､

変なもんくっついて返って来たりしま

すけどね ･･･(Ju;)

内山氏 パソ通で福祉機器のアイディアを持っ

てる人がいて､それが開発会社の目に

とまって一緒に開発が始まり商品化さ

れた､というような話も聞きました｡

パソ通は､なかなか面白い可能性を

持ってますよ｡

特にパソ通は､人と出会うチャンス作

りに有効ですね｡僕 はパソ通で人から

人へのつきあいが広がって来ました

よ｡

ナミねえ パソコンやパソ通は､長年されてるん

ですか?

内山氏 あ､僕ずーっとワープロしか使ってな

くて､通信もワープロ通信だったんで

すよ｡パソコンをやり始めたのは1年前

です｡

うめ書 きっかけは?

内山氏 ネットワーク ･コンソーシアムの皆が

｢パソコンをやれ｣ というので､始め

ました｡僕がパソコンを使えるように

なることが､ネットワーク ･コンソー

シアムの初仕事､というわけです｡僕

に使い易い環境を整えるために､皆で

研究しましたから一一一一

ナミねえ 内山さんの障害をモデルとして､とい

う事ですね｡

うめ書 コンピュータ ･ソフ トの開発なんかも

考えておうれますか?

内山氏 研究会めメンバごにC言語の専門家なん

かもいますから二三そちらのほうもぜひ

ーチャレジジしたいですねo例えば､シ

フトロック機能がいろいろ由てますけ

ど様々なサボニ ト機器を障書に合わせ

で組み合せ-1 トーi )レに使えるような

ソフトなんか欲 しいですLね｡

ナミねえ サボ上 転 いえば今r日 (日曜日)はご

両親がご在宅ですかこ̀いつもは - ･

内山氏 両親ともまだ衡V,'てますから､平日は

ヘルパーが来る時以外､僕一人です.

ナミねえ どのようなし毎 日を過ごされているの

か､教えて戴狩ますか｡

内山氏 10時起床o;これは普段は母に､ヘル

パーが来る週3回はヘルパーに起こして

もらいます｡その後､仝介助で朝食を

とって車いすに乗せてもらいます｡ ー

ヘルパーに買物や身辺整理､事務処理

(主に郵便物の蕃理ですけど)をして

もらってると､お昼になりますね｡ヘ

ルパーは昼に帰 ります｡

ナミねえ 昼食は?

内山氏 僕は1日､朝晩2食主義なので食べませ

ん｡午後は殆ど1人でパソコンや書見台

に向かってます｡

うめ吉 外出はあまりされないんですか?

内山氏 出ませんわー､僕 は出不精なんです

よ｡それにここらは電動で入れる店な

んかが殆どないので ･-

ナミねえ 1人でおられる時は､どんな事を主にさ

れてるんですか?

内山氏 研究会の資料二作 りとか論文書 きと

か ･･･息抜きはやっぱりテレビかビ

デオですよ｡ビデオのエアチェックは

かなりやりますよ｡テレビ大好きだか

らビデオ屋なんか､特に店が狭 くて借

りに行けないので､パソ通でビデオレ

ンタルできたら良いのにな-.

ナミねえ 日中､殆ど1人でおられる訳ですが､緊

急時の対応 などはどうされています

か｡

くロにくわえた樺でパソコンの入力｡〉
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内山氏 区の福祉事務所が近いんで - ･よく 内山氏

｢火事になったら｣ とか緊急時のこと

を言われますが､僕は自分の意志で1人

でいる以上､基本的には ｢あきらめ

て｣ ます｡でも､実際何か トラブルが

あったら困 りますからね､できるだけ

たくさんの連絡先を確保 しておくよう

にしています｡ うめ舌

うめ舌 パニックにならないで対応できるかど 内山氏

･うか､ですね｡

内山氏 せっばつまれば､何 とかなるもんです

よ｡

ナミね え 今までに､ ｢緊急｣ と言うような事態

になった経験はありますか?

内山｣氏 幸い､そんなにないんですけど ･･･

区の福祉事務所へ連絡 しました.1乗くキ ー

職員さんが自転車で飛んで来てくれま

した｡あと､演がどうしても自力で切

れなくて､この時は母が帰って来るま

でゲホゲホ､ゲホゲホやってた｡もう

死にもの狂い ･･･という感 じでした

よ｡

どっちも結構､恐いですね-0

そうそう､恐いといえば､三原山の噴

火の時｡ ここらもすごく揺れまして

ね､電動車いすが倒れそうになりまし

たよ｡あれは､びびった !

僕の電動は車高が高いので､思わずリ

クライニングを倒 したけど､あれは恐

かったな-0

バルーンが裂けた時 くらいかな｡ ナ ミね え 自立 とは ｢リスクを覚悟するものな

ナミね え バルーンというと?

内山氏 尿道のカテーテルですO僕はバルーン

をずっと入れてるんで

す｡

これが裂-けると自立神

経の過反射が起 きて､

頭がズキズキするんで

すよ｡

ナミね え その時はどう対応 され

たんですか?

= 二 丁二二■.二 .∴二二一 ㌧ _. .,

り｣~ですね-0

夜は､何時頃に休まれるんですか?

l F ぴ も つ 軒

王 レ 吋 一 勺 一 〇

地 軸 ･楓
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凡 ANXERNo.6 内山幸久氏 MGF71F,tie

内山氏 だいたい夜中の1時か､1時半にベッド

に入 ります｡でも､3日に1度の割りで

ベッド上での排便がありますので､そ

の時は明け方の4時頃になったりします

ね｡

うめ青 棒そう予防の､夜中の体位交換 (寝返

り)は何回くらいですか?

内山氏 体位交換は無しです｡そのためにエア

マットを使ってるんです｡

エアマットにするまでは､体位交換を

してました｡

ナミねえ エアマットは､誰にでも樽そう予防の

効果があるんでしょうか｡

内山氏 殆 どの人にあると思いますが､効果の

大 きい人と､そうでない人がいるで

しょうね｡購入する前に､試 してみる

事が必要だと思います｡

ナミねえ どれくらいの期間試 してみれば､分か

るでしょうね｡

内山氏 3日から1週間も使えば､分か ります

よ｡ただ､初めは体がふわふわして､

慣れるまでに少し時間がかかるかと思

います｡

ザ-:ンケ ンアットは､ここらの事もきち
んと対応 してくれますよ｡

ナミねえ 内山:51んは､ご両翠が亡 くなられて全

くの1人暮らし､というような状態を想

走して自立へ向われてる

内山氏 全 くの1人暮らしを目

少 しずつ1人で居る時間遼増野し､最低

限どれだけの介助があれば自分はや?

ていけるのか､を試 してるところです

ね.琴族だけに頼るのじゃ漉 く､社会

Lで介助体制を確立する

=向に向い-ノたいと思っていま

うめ吉 環境制御装置を導入されたのも､1人で

できる事を増やすためですね｡

ナミねえ そうそう､環境制御装置についてお開

きしなければ ･- 0

どんな振作ができるんでしょう?

内山氏 手元のスイッチ1つで､室内の電気系統

の全 てがコントロールできる装置で

す｡入 り口の ドア､インターホン､テ

レビ､ステレオ､エアコン､電話､電

動ベッド､それらの物のオン･オフ ･

出力量の調登などが､一ヶ所で操作可

能です｡

ナミねえ リモコンの ｢元締め｣みたいなもんで

すねO.ベッドの枕元にビニルパイプが

出てますけど､これが ･･･?

内山氏 口にくわえで､呼気で操作する環境制

御装置のスイッチです｡

ナミねえ 便利なものですね-0

パソコンも､環境制御装置に繋がって

るんですか?

内山氏 いえ､パソコンは口に棒をくわえて操

作 します｡それと､奥のエレベーター

や天井のリフトは繋いでい,ません｡

うめ吉 介助つきで使うものは､勝手に動くと

かえって危険ですよね｡

ナミねえ このスペースに､これだけの装置｡ま

さに ｢重度頚髄損傷者 自立 リアリ

ティ･モデル ･ルーム｣ですね｡

内山氏 僕 は､自分 にとって必要な情報を､

様々な手段や経路から得て､他の障害

者やその関係者にも分かりやすい様

に､また利用 しやすい様に自らが加工

しこその情報を提供することをライフ

ワークにしてるんです｡これが､僕の

仕事だと思ってます｡

-重度障害者の就労の位置付けや､考え

方には様々な-方向があると思います

'が､先ずは､本人が自分ヰことって ｢仕

くLベッ ドに取 り付けられたパイプが

環境制御装置のスイッチ｡

天井には電動ホイス ト｡ )



事とは何か｣を問い直すちとが必要だ

ろうと思います｡

うめ ･ナミ 今日は長時間､本当にありがとうご

ざいました｡

じ運転手に東京駅まで送 り届けてもらったナミ

ねえとうめ書は､夕食を済まして新幹線に乗ろう

とした｡事件はそこで起った｡身障者用待合室の

インターホンが何も答えない｡慌てて改札へ行っ

て駅月に連絡 してもらう｡19:56の新幹線に乗らな

ければいけないのに､既に19:50をまわっている｡

駅月は ｢もう少し待って下さい｣を繰 り返す｡そ

うこうしているうちに出発時間が来てしまった｡

駅月 に再度尋ねると､ ｢東海に乗 られるんで

しょ｡東海の駅長室に繋がらないんです｡ここは

東日本だから｡もう少 し待って下さい｣0

のぞみは行ってしまった｡次のひかりが出た直

後､東日本の駅長が現れる｡こっちは待ってられ

ないので､切符を払い戻 して-番早いひかりの切

符を買って､東日本の駅長と駅構内へ向かう｡し

かし､何か変だ｡そう､その時駅長はどこへ行っ

ていいのか知らなかっ-たの~だ｡ しかたがないの

で､勝手知ったるうめ書が駅長を案内する｡地下

道で､やっと東海の担当者と会えたらほっとした

が､時間がない｡エレベータは駅の南端なのにコ

ンパー トメントは9号車.9号車以外はpドアが狭 く

て電動車いすでは入れない｡00

とにかく間に合った｡

新大阪駅着は予定時刻1時間遅れの23:300

(うめ書)
* ､ノ*一 * *

内LLJさんとネットワーク ･コンソーシ

アムの皆さんの､ます
お祈 りいたします｡

茶飯事との接触後､暮れなづ

延々､4時間にわたる ｢喋 りっぱなし｣の座談
会｡日頃 ｢口から生まれたナミねえ｣と呼ばれる

私も､この日はついにギブアップ!

それにしても､テープ起 こしは泣かされまし

た｡なにしろ､話題がコロコロ変わって､質問が

あって返事がある､というバターンに清書するの/

が至難の技｡アニメの話題だけでなく､本当は

｢パソ通おたく｣ ｢パソコンおたく｣の典型みた

いな会話が､うめ書と内山さんの間で勝手にどん

どん盛 り上がって行ったんですよ一一 ! ′
/

取材の翌月曜日i事務所に着くとFAXが入って

まして ･･･

｢前略 ご苦労様でした｡雑談が多かったの

で､まとめるのが大変でしょうが､とても楽しみ

にしています｡ 内山｣

だって !!

まとめたぞ一一 ! (ナミねえ)

(取材を終えて､東京駅でのツ-ショッ ト｡これが ｢○女と野獣｣コンビだ !)
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凡ANKE尺No.6 倍為所彦6,,Frワ｣プロノ＼クスJ

所訪問 rクーー プロ̂}､.ラ 3̂:J

5月14日､私の日頃の行いのせいか､この日はあ

いにくの冷たい雨でした｡そんな中､姉のなで しこ嬢のピンチヒッターである箱ちゃんlと共に､大

阪市生野区にある作業所｢ワープロハウス｣を訪

れました｡当方の準備不足で､畳の上でお話を伺

わなければならないことを知らずに､電動車椅子

でお訪ねしてしまったため､近,くの作業所の方に

抱え,でもらって畳の上に座らせてもらうなど､､取

材にはいる前にいえいろお手数をお~かけしてしま

いました｡この場を借 りてお礼申し上げます｡J

今回お話をお伺い したワープロハウス役員の捜

益秀(cHOIkSoo)さんは､ベッドの上でキーボー ド

を叩いて入力の仕事をされていました｡子供の時

に結核菌で胸髄を犯 されカリエスになり､胸 (み

ぞおちのあたり)から下の機能を失いました｡車

椅子に乗るのは体にきついので普段はずっとベッ

ドの止 で生活 しているそうです｡発足当初から

ワープロハウスのきりもりをされている方がこれ

ほどの障害をお持ちだったことには驚きました｡

ワープロハウスが設立されたのは■84年｡知合い

の作業所の指導員等から ｢コンピュータを使って

の作業所ができないか｣ と話が出たのがきっかけ

で､前年から話合いを繰 り返 し､バザーやカンパ

などで資金を集めてワープロ､プリンターを購入

し､10月に正式に発足 しま

メンバーに交通費~も

したが､自分達のカ

発展させてきまし

現在 ワープロハ

ン･ワープロ販売,

を行っています｡畳

ロが数台あり､そ

事をされていまし

する印刷物を作るこ

コン･ワープ

メンバーの方が入力の仕

域から､韓国･朝鮮に関
寸多いので､ハングル文字

や第3水準漠字を使っての印刷物件成を得意として

おられ､これがワ-潔Pjラヴ溝の他 の印刷所にな

い大きな特色にな-う牽k､ます｡作業 は 6人の メン
バーが10:00から18:0,0の時間帯で過6 日 行 っ て いま

すo Lかし､納期の迫ったときなどは ､ そ れ 以 上

に作業を行う こともあるそうです｡ま た ､ 適 所 の

訪問者 げんた

■箱入り娘

困難なメンバーの場合は､電話で仕事を指示 して

在宅でやってもらろていますOこの形態なら比較

的重度の障害者でも仕事をすることができるの

で､ワープロハウスでは他の作業所より重度の障

害者が多 く働いています｡給料に関しては,E単純

に仕事の量だけで決めると障害の重い人はいくら

頑張っても少 しの給料 しかもらえないことになる

ので､その人の障害を考慮 して決めています｡そ

のため､他の同業者に比べて少 し高い料金で仕事

を引き受けていますOそれでも仕事があるの杜､

先に書いたような得意分野を持っていることと､

発注者の希望通りの製品を作るだけの高水準の技

術があるからですO高水準の技術を持つことは､

障害の有無に関わらず､また障害者が行 うからこ

そなおさら必要なことであり､ワープロハウスで

これができたのは､ ｢ひとえにメンバーの意欲｣
だと遭さんはおっしゃっています｡高水準の技術

を維持するためには1各人それぞれの技術を高め

ることが必要ですが､各人の努力で訓練 してもら

い､特に指導､教育するようなことはないそうで

す｡
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凡ANKERNo.6 件某所#6.,Frワープロ/､クスJ

ここでメンバーのお二人で､ープロップセミナー

の受講生でもある木転内孝史さんに感想を伺いま

した｡

｢作業所で仕事をするよ

広がった｡初掛 士人と話を る

間関係が

ことが恥ずか し

かったが､今刊射ま′っきりと自分の言いたいこと

が話せるよ､うにな1つ,たOもっと仕事を覚えたい｡
また､今は自宅で家族と暮らしているが､将来は壬

ボランティア利用をこよって自立 したい.｣

超きんの吉葉がなるほどl,とうなずける､将来

に意欲を持って取り組んでおられる様子がうかが

えました｡

ワープロハウスは単に仕事だけではなく､親睦

会としての活動も重視 していますOメンバーで康

行にいったり､春には花見をしたりしているそう

です｡このように､作業所としての一面と､親睦

会としての一面を持つワニプロハウスですが､こ

れら一見無関係に思える2つの面には､実は共通の,

テーマがあ ります｡それは "障害者の自立"で

す｡広 く人と接することによって自らの積極性を

高め､社会性を身につけることがワープロハウス

の最終目標であり､そのための手段として仕事や

親睦が位置づけられているのです｡このことは

ワープロハウスの体制にもよく現れています｡

｢重度の障害者が多いにも関わらず､障害者が中

心になってやってきたことが誇 り｣ と組さんは

おっしゃっていましたO健常者のリーダ丁が方向

を決めてぐいぐい引っ張っている作業所は多いの

ですが､ワープロハウスでは運営など全てのこと

をみんなの話合いで決めています｡つまり､メン

バーの積極性や社会性を高めることを重視して､

このような方法を採っているので*.丁障害者だ

lll■■lll■■■ll■■ll■l■l-

くここが職場だよ)

からといって r他の障害者のため』などと準別使

命感を持って仕事に就 く必要はない｡遁び人の障

害者がいてもいい｡｣組さんはこのような表現を

されました｡自立が最終目標で､仕事はそのため

の方法の一つという考えがよく分かる言葉だと思

いました｡障害者と仕事の将来像に関しては､

｢一般の企業で障害者が働け､るようになることが

本来の姿だと思うが､そのためには企業だけでな

く社会全体に障害者を受け入れる体制ができるこ

とが必要｡それが実現すればワープロハウスは単

なる親睦会になってもいいと思う｡｣とおっしゃ

られました｡

私自身､ ｢作業所｣という所に接するのは今回

が初満てで､作業所とはどんなものなのか､あま

り分からないままお飼いしたのですが､いろいろ

興味深いお話を聞かせていただき､ ありがとうご

ざいました｡ワープロハウスの皆さんのますます

のご活躍をお祈 り致します｡

ワ⊥1 如 ■､.ウス

〒544.メ 阪市生野区甲島1-14118∴ L

TEL主0亘751-0914 FAX.06-753-59辞 .

･L会長 海 .邦彦 二.,.

1烹う肇三:>I,_-
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さか つめ み と

坂爪 三津 さん

このコーナーで紛 させてい7L-だく方には直彦イ

ンタビューi･L,で､というのが尻財だっ71-のです

が､今Lgは諾上身 fパ ソコン通膚によるインタ

ビューでがんばクたいと層いますO はできT､ど

うなクますことやら- r･o 伏 却なでしこ)

生年月日は1964.4.11｡ したがっ

/
㌔ /遍在､29

歳｡脳性マヒによる2級の肢体不自由者｡生後三日

目に雇った肺炎のために高熱を数日続けたことが

脳性＼マヒの原因?と言われてます｡小/中学校は

近所の普通学校へ｡小学校3年位までは母と一緒に

通学｡歩けるようになったのは4年生の頃? 高校

は宮城県立第一女子高枚｡卒業してから4年間バラ

色の浪人生痛をおくって東北大学教育学部教育心

理学科へ滑 り込みムいかにも頑張ったように見え

キすが､実は他に行 き場所がなくて予備校に通っ

ていただけO専攻は心身鹿害学O'卒論のテ一寸は

ま…∃∃･′..:i.I:.:.:.
～llJ'■

≡ミミS-;:;; 撃.::,''tp､ 安芸讃ii茎… -.(:1-. .址=喜誓 茎漂,.-
≡箕Xlll

[芋

-E m

[障害者の就労]｡卒業後はある大手コンピュー

タ会社へ入社､一応はSE (システムエンジニア)

として採用されました｡

*卒藷のテーマが /~障害者の戯労Jということ

ですが､もう少し詳しffF1-gってみました0

卒論･の内容は､私自身満足いくものではなかっ

たのですが､現在企業に勤めている人達､5人ぐら

いから話を聞かせていただいて､その内容 (現在

の勤務先をどのように見っけたか等)をまとめる

形を取 りました｡ただ∴障害が軽度だったこと､

障害の部位が様々であっ夫こと､インタビューし

<<自宅のパソコン前でお父さん (新一さん)と>>

た人数が中途半端

だった こと等 のた

め､方向が放れず漠

然としたものになっ

てしまいました｡

またその当時､私

の中には壷宅勤務と

いう姫態を対象とす

る考えはあ′りません

でした｡結局､自分

が一応､自分の意志

で自由 に動 けるた

め､そこまで思いが

及ばなかった､とい

うのが事実です｡恥

ずかしながら｡



鹿が､初めて鹿爪さんにお会いL,7とのは､昨年

神戸で厨催され71･穿7Lglリノ､どリデーシ=ンZ学力

ン77レンス ｢リノ､Z)の会虜でL,71･oお会いし

たというより､一方hgに忍が坂爪 さんの発表を厨

い71･というだけ7TJLのですが､､､ o ま71･､彼女が

発表L,71･作品 (Sだ乙という幸一傑#のソフり は､

フロアにも展示 されTお り､その虜に rソフT希

望の方にはお分けしま■すJという案内もされてい

きL,たoもちろJ4,､鹿も当時は98ユーザーだっ7と

ので､ど,4,をものかと興味L,,4,しん､申し込J4,ど

のでL,7とo

大学2年の頃まで､文字は手で書いていました｡

ところが学年が進むにつれて次第に書 く量が増え

てきて､手書きで間に合わなくなってきました｡

統計解析のプログラミングの-JJZl要 もあ りました

しこまた卒論を書 く作業も念窮にあったりなどし

てパソコンを使うことにしました｡

キー入力で苦労することはそれまでの経験で

判ってましたので､なにか便利な回避手段がある

だろうと思 ってかなり入念に調査 してみたので

す｡ [sHIFr]キ-などにおもりをのせてキーの同

時打ちをする方法などもありましたが､もう一つ

のリピー ト機能の問題については既存の方策は何

もあ りませんでした｡そんなことで､父と相談 し

てソフトを作ろうということになりました｡どん

なソフトにするかを私が考え､プログラミングは

父が分担 しました｡二人ともパソコンは素人でし

たが､ [原理的に可能の筈だ]というだけの無暴

な論理を拠 り所に作業を始め､ほぼ3カ月ほどで実

用的なものが完成 しました｡

製作の動機は自家用だったのですが､同じよう

な悩みを持っている人達が他にもいるかもしれな

い､そういった人達の役に立つのでは､というこ

とで1年ほど経ってから配布を始めました｡現在は

む しろ非常に積極的に配布 しています｡私達とし

ては､これまでワープロ/パソコンに縁のなかっ

た在宅身障の方々にパソコシ/ウープロの有効性

を知 らせた亘のですが､そういった方々へ情報を

コン通倍 も確かに有効そうに見えますが､現実に

はまだ局在 した世界です｡そうでない世界のほう

が圧倒的に大 きいのではないでしょうか｡情報を

本当に伝えたい部分L:はなかなか伝わらない､情

報を伝えるために峠かなりの努力が必要だという

のがこれまでの実感です｡

さて､今の私はと言えば､芙結己のソ
ど関わっていません｡学生時代には父と

一緒に動いていたのですが､就職√してから時時間

的/精神的にその余裕がなくなって,しまった中華

す｡昨年5月のリハエカンファレンス (神戸トと周

年9月の特殊教育学会 (仙台)での発表だけは責任

分担ということで私が担当しました｡特殊教育学

会は大学時代の先生が組織委貞長をされ､場所も

仙台だったものですから地元の気安さも手伝って

おしゃべ りしました｡という次第で､現在は父が

ほとんど一人でやっているのが実状です｡そのう

ち､ゆとりが出てきたらまた始めようと思っては

いるのですが ･- ･･ (どうなりますことや

ら)?

お父 さん (#-さ,4,)は､東北大学教育学部の

毅彦 をされていますoお富者でお農をさせてい/L･

/Lfい7L･噂は､ ''*変やさしいお父 さん〝そのもの

という印象i･受けきし7Eo

さて､卒業後､一皮企者へ戯磯され7L･わけです

が､戯戯兄の決定､戯蔵店瀞などばとのようにを

きっ7とのでしょう?

いろいろ迷ったのですが､福祉関係も令務月も

気が進まず (親 は切 に望 んでいたらしいです

が)､大学院か企琴にと考えました｡が､大学院

は､薮のレベルが違い過ぎて - - ｡企業も､

友人には山と来ていたダイレクトメールが､障害

のせいか､年をJくっているせいか､半分 も来ず､

結局 ｢日本障害者雇用促進協会｣が主催 した傘業

と障害者の引合わせ会で現在の会社に滑 り込みま

した｡

仙台にも宮城県障害者雇用促進協会 (支部みた

いなもの)があ りま して､そこが主催だったの

で､企業と障害者の引合わせ会も仙台で奉りまし

たo (企業面接七は東京にも行 き_ましたが.)そ

り時に私が会ったのは鹿か4企業だつたと思いま

す｡申指名制だったので自分の希望が3社､相手か

与が1社だと思います.引合わせ会以外には (人よ

りは少ないですが)､個人的に会社説明､訪問等

も行 き宰 した.結局､内定まで逸んだのは現在の

勤務先だけでしたO

･私が進路を選択する時に ｢企業でどれだけやれ

るか｣という自分自身に対する挑戦 (?)には､3

年目になった現在､まだ答えを出せないでいま

す｡とりあえず､失敗だったとは思っていません

が｡
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コンピュータと向い合っているのが好きでSE希

望だったのですが､どういうわけか会社に入って

配属されたのが､予算を組んだり､業績を管理 し

たりする管理業務｡当分､この業務から抜けだせ

ないようです｡

サポー ト機器と言ったら何でしょうか? モデ

ム以外にはパソコンに関係するものは何 もありま

せん｡私の家にはいわゆる電化製品が殆 どありま

せん｡ビデオも無いんですよ｡就職 して最初のボ

ーナスで買ったCDプレーヤが部屋に運び込まれて

来た時には､舞い上がった!!

大手コンピュータ会社のOA企業に身を置いてい

ますから､大きなことを言える立場にないのです

が､提言が二つあります｡どちらも､障害者と健

常者が同じ機器を共通に使用可能であるべきだと

いう点では基本的に同じ主張です｡

まず在来のパソコン/ワープロについてです

が､私達が作ったような基本ソフトは本来メーカ

サイ ドで提供するべきものだと考えています占ア

プリケーションソウ トとはソフトの位置づけが違

うと思うのです｡私達のようなアマチュアが作っ

たソフトがパソコンの中枢部で働いているのは､

どう見ても健全な姿 じゃありません｡最も重要な

点はソフ トの維持/管理/継続性 という問題で

す｡私達は出来るだけ永 くこのソフトをサポー ト

したいとは考えていますが､アマチュアの立場で

は限界があることは明らかです｡

また､ソフトの権威という問題 も重要です｡ア

プリケーションを提供するソフRTtハウス､ソフト

を利用する土-ザ､特にパソコンについてあまり

知識を持たないユーザの両方に対 して重要だと

思ってます｡メーカ提供の基本ソフトだったらソ

フトハウスは黙殺できないでしょう｡また､ソフ

トを使う側からすればソフトに対する信頼感､あ

るいは安心感が全 く違う管です｡

次に今後の機種につい七です.これからのパソ

コン/ワープ白が､私達のソフトで実現 している

ようなキー入力機能をシステムとして持っていて

何の問題もありませんから､是非そうあって欲 し

いと願ってます｡パソコン/ワープロが健常者専

用機器というのはなんとも不自然かつ理不尽だと

思いませんか｡

こういったこととは別に､コンピュータの技術

面から見ても､キーボー ドはもう少 しインテリ

ジェントであってもいいんじゃないかと思うんで

すよねo役割はちょ一つと違いますが､FDCやGDC

のプログラマブル性から見るとキーボー ドインタ

ーフェースは原始的なほどにシンプルです｡ユー

ザはキーボードを殆ど制御 していないんです｡
* .* *

いかがでした ??パ ソコン題膚による三千人ク

ローズ アップJJは ? この方式だと､インタ

ビューざれる方 (今回だっ7とら皮爪 さん)の方

が､7L-いへんかもL,れませんo腰麻i･まるで作っ

ているよう7女ものなんですからo a a

今回は､体粛 るあまクよ'Cをかっ7L-好だ?71･よ

うですが､炊 く5/き受けてい71-だきまL71-0体に

はくれぐれも免 をつけて､これからもお世事に､

プライベ- Fにがんばって(ださいね J∫



凡AN7EERNo二6属線 素密の併旬コーナー

風流 京愛の麟働コーチ ナ
石田京愛

今号から俳句のコラムを書かせて頂ける事となりました｡僕なりに精進してまいります｡このコラムが

他の記事同様､皆さんに楽しんで頂けたら幸いです｡

コラムということで､スタイルは稚拙ではありますが､自句2､3句とその句の簡単なコメント､そして

季節に合った出来事などがあれば青い<'-いきたいと思います｡張 り切って書こうなんて思っておりませ

ん｡自然体で､気取らずJなすがまま､思うがままに書かせて頂きたいと思います｡

今は夏です｡夏らしい句をお楽しみ下さい｡

そク11う

サングラス女の双勝原れけ り
･初夏の街をいなせな女性が黒髪を踊らせ閥歩 しています｡

風鈴の向 こうの透けてゐた りけ り
･耳に心地よい夏の声がします｡透けて見える俗世は

＼
11
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/

ド

新

潮

顎

珊

潤

d
Mr
相川"〟

オルゴール夏の疲れの奏 でけ り
･想い出は美しすぎて - ･｡ツンとした顔でオルゴー

ルは回ります｡少 し妖艶かな｡
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