
｢感捜文｣ 遠くで近くで見つけたモノ

｢ハイテク探して､テクテクと｣の巻

以前からアメリカの視覚障害者が利用するハイ

テク環境に興味があったので､いろいろと調べて

みました｡

サンフランシスコにあるローズ ･レスニック .

ライ トハウスには､音声機器 を利用 してのMS-

DOSなどの講習が行われていました｡外国人でも

無料でそのコースに参加できたのですが､時間の

関係で､残念ながらそれには参加できませんでし

た｡ただ､機械を貯めこんでいるだけの施設では

な く､外国人であっても講習に参加できるよう

な､オープンな施設作 りには感心 しましたO日本

の施設が閉鎖的す ぎるだけなのかもしれません

が｡

関心があったのは音声装置の質や種類､読書

機､そして視覚障害者にとってのウインドウズの

環境です.L音声装置は､日本では7･8種類 しか販

売されていませんが､アメリカでは20種類以上が

存在するとか｡当然ながら日本語には対応 してお

らず､主に英語専用機だそうですが､いくつかの

機種は ドイツ語やフランス語などにもソフト次第

で対応するそうです｡量だけでなく､質も日本の

ものと違ってかな り高い印象で した｡デック ･

トークは最も肉声に近い優れものです｡また､携

帯可能な装置 もい くつかあ りました｡カセット

テープのケース大で電池駆動のものや､カー ド･

スロット内蔵型など｡カー ド･タイプなんてぜい

た くなことは言わないから､日本貢吾対応でノー

ト･パソコンとセットで持ち運ぶことのできる装

置が早 くできないかなあ｡

読書機にはカーッワイルのように単体でプリン

トされた文書を読ませるものと､ア-カンス トー

ンのようにパソコンにスキャナーを接続させて使

うものとがありました｡カーッワイルの最新機で

あるリーディング ･エッジの価格は5,800ドル､

ア-カンス トーンのシステムはそれ以下です｡性

能はどちらも同等という評判でした｡どちらもス

ペイン語や ドイツ語など7種類の言語に､ソフ ト

の交換で対応できるそうです｡

マッキントッシュのマシンにも興味がありまし

た.バークリー ･システムという会社からは Fア

ウト スポークン』という音声化ソフトが発売さ

れています｡マウスを使って､画面上のアイコン

を読ませるようですが､実際に使用 した人に聞く

と､かなり面倒だそうで､使いこなすには時間が

かかるようです｡また､バークリーにはBMUC

(バークリー ･マッキントッシュ ･ユーザーズ ･

クラブ)という組織がありました｡この中のボラ

ンティア ･グル -プの一つに､視覚障害者 に

MACを使ってワープロ等の講習を行っているも

のがあるということでしたが､残念ながら見学す

ることはできませんでした｡話によると､Fマッ

キン･トーク』というフリーウェアを利用 して音

声化させるとのことでした｡

日本よりも視覚障害者の六イテク環境が進んで

いるアメリカでは､音声や点字の出力で､自由に

ウインドウズが使える環境になっていると思って

いたのですが､そうではありませんでした｡MS-

Windows用の音声化ソフトはいくつか販売されて

いるそうなのですが､どれも実用的なレベルには

達していないとのことでした｡ほとんどのパソコ

ン ･ユーザーは､IBM-PCでDOSのアプリケー

ションを使っているようです｡近々､カナダのあ

る会社が 『ウイン ドウ ･ブリッジ』のバージョ

ン･アップを､バークリーシステムが 『アウト･

スポークン･フォア ･ウインドウズ』を発売する

とのことでした｡

パソコン通信に関しては､ほとんどの学生がイ

ンター ･ネットを利用 しています｡利用料金が無

料 というのが大 きな原因で しょう｡

最後に忘れられないのは､銀行のCD機です｡

日本ではほとんどがタッチ ･パネル方式に変わっ

てしまいましたが､バークリーではプッシュ式し

か見ませんでした｡画面が見えなくても一人で使

えたので､とても便利です｡

相談事業

プロップでは､障害を持?人や､そのご家 J

族からの自立に蘭する磯々なご相談をお受 .

けしますoお電話､来所による面談､いず



スラッシュのアメリカ体験 【後編】

｢春が来た｣の巷

3月にもなる,と 2ヾ0℃を越える白が続 くように

な り､Tシャツ姿の人達をちらほらと見かけるよ

うになりました｡すでにクラス ･メイ トの何人か

は帰国 し､同じ寮 に住んでいた友達の数人も引越

しを Lで しまって､寂 しい季節 になっていまし

た｡

今思 うと､あの2ケ月間はとても長い時間だっ

たように感 じられます｡期待 と不安､そして緊張

感の中で日々の生活 を送っていたからで しょう

か｡短い間で したが､自分 ならではの経験がで

き､自分 には珍 しく充実 した時間の使い方ができ

たと感心 しています｡

その間､何の トラブルにも巻 き込まれなかった

ことは､とてもラッキーで した｡地下鉄の駅では

ひったくりや殺人事件が相次 ぎ､夜の町からはガ

ン ･ジ ョッ守 の乾 い､た藩か聞 こえてきます｡

ucBのキャンパス も夜 になると無法地帯 に化 し

てしまうとか占アメリカ人のジョンは､陽が沈む

と一人では町を出歩かないと言います｡いつも危

険に身をさらしているつもりでないと生 きていけ

ないのだろうと感 じました｡

今回のステイは､良い友人と好道に恵まれたも

のt/な りまし7亡.そ して､その間､僕の心をなご

ませてくれたものは､アフリカン ･バイオレット

のシクラメンで した｡バークリーにはl花屋が多

く､思わず手に入れたものです｡残念ながら､,町

を離れる時に別れてしまいましたが ･･･｡それ

ぞれに対 して感謝せねば ! ｢あ りが とう｣0

(完)

機関誌 ｢FLANKER｣の発行

プロップでは機関誌 ｢FLANKER｣ (フラン
＼

カー)を季刊で発行 しています｡A4版｡毎号約

60ページ｡絵本作家で､CD絵本 も出版された

｢鈴木純子さん｣の絵が､毎号カラーで麦飯に

登場.とってもおしゃれな機関誌ですよ(∧∧).新

髄に損傷を持つ桜井龍一郎が､ベッドの上から

編集 長 と して栗 配Jをふ るってい ますO

｢FLANKER｣は､パソ通で編集会議､枚正､レ

イアウトなどを行って制作 されています｡ぜ

ひ､ご一読下さい｡

また､ ｢FLANK_ER｣の点訳版は､全国のプリ

ンテ十㌢グセンターでお申し込みいただけま

す｡そのほか､プロップ ･ネットを中心に､そ

の他のパソコンネットでの転載､再配布も行っ

ています｡

機関誌 ｢FLANKER｣原稿募集

FLANKER読者の皆様からのご意見 ･ご感想 ･

情報提供 ･写真 ･イラス ト等､広 く文章 ･情

報 ･資料を募集しております｡

｢FLANKER｣編集 ,発送作業ボランティア毒筆

通信で原稿の打ち込みや校正のお手伝いをL

て下さる方Oあちこちに取材に,石:って

方｡MACやウインドウズでDTPのでき

ラス トやカットの得章を方｡レ

い方｡こんな方がおられま

てぜひ活躍 して下さい

ティアの編集員さんも募集

発送作業も/｢発送オフ｣

集いですよ(∧∧)0



よの曳Vき
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梅雨の真っ見中か 1号のにカンカン照LJのよいお天気に恵まれすぎた6月未の日曜日｡前回と同じメン

バーや宝塚に新しくできた r手塚治記念館｣をメインに､阪急宝塚駅周辺を広言らぶら食べ歩いてきました｡

さて､今回はどうなることやら｡ ｡ ｡ (なで)

､,えへ 私が参力吋 る̀ようになって2度目の食べ筆記､今回も車いすのアクセスを中心に調べてきました｡

(げんた)

きれいになった.-阪急宝塚駅

この前､宝塚に来たのはいつだったっけ?長い

間､駅の改修工事をしていて､ "暗い､狭い､天

井低い"のイメージしかなかったけれど､ずいぶ

んごぶさたしている間になんと明るくしきれいに

なったことでしょう!!改札を出るとそこはもう阪

急百貨店e?入口 (2階)に直結 してる.また､た

くさんの専門店が集まったショッピングゾーン､

｢ソリオ｣にも雨に濡れずにアクセス可能です｡

今回もお約束どおり､集合場所の改札口に10分

前に集合した私 !我ながら "よくやらた!" (あ

たりまえのことやろ～とお叱りの声が聞こえてき

そう｡ ｡｡) (なで)

叱 りはせんが､不思議じゃ～｡と､その話は

こっちに置いといて､阪急宝塚駅､以前は地上駅

でしたが､今は改札は2F､ホームは3F｡車両へ

の乗り降りには､駅員がアルミ板を置いてくれま

す｡ ｢ホーム｣一一一 ｢改札｣は専用エレベータ､

｢改札｣一一 ｢地上｣は2機の専用エレベータの

ほかに､隣接する阪急百貨店を通り抜けてソリオ

1に入り､ここにある2機のエレベータでも行けま

す｡なお､左側の1機は車いす対応でした｡専用

エレベータで地上に出たため､裏側 (JR宝塚駅

側)に出てしまった3人でしたが､地下に出ると

ソリオ_1正面に行けます｡ (げんた)

タカラヅカ歌劇のお膝元

いつものとおりお昼前に集合し､まずはぶら～

っと駅周辺をチェック｡阪急百貨店､ソリオ以外

にGコレクションという､こちらも専門店街みた

いなとこもあり-ましたが､婦人服､婦人靴がほと

んどでした (15店舗くらい)｡インフォメーショ

ン･プラザと名前のとおり､いろんな案内をして

くれるところもちゃんとあって､迷子になっても

安心 (?!)です｡

ソリオはソリオ1･2･3･ソリオきた･建設中

のソリオ4､とありましたが､今回訪れたのは専

門店が入っているソリオ1｡地下l階､地上3階の
はヤ り

建物の真ん中は､流行の吹抜け構造になってい

て､ゆったり､広々とした感じです｡全体の色調

も淡いクリーム色で､前回行ったハーバーランド

の阪急百貨店となんとなく似た感じになってまし

た｡デザイナーが同じなのか､今の流行なのか??
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宝塚 ･手塚治虫記念飴

ソリオ1の3階には宝塚市役所の出張所があり､

お買物のついでにちょっと寄れるというのは便利

でしょうね｡また､宝塚歌劇のお膝元のせいか､

宝塚市立の文化施設ソリオホール (広さ380m2,

300席)や5つの貸会議室もあり､文化活動には相

当力を入れてるなっていうのがひしひしと伝わっ

てくる､充実 したフロアーになっーてます占

ソリオ1･2･3には企業のオフィスや住宅､そ

してホテルまであって､うらやましい限りです｡

駅のホームから徒歩3分 !って感 じでしょうか?

ソリオ3に住んで､ソリオ2にある会社に行 く｡私

の理想かもしれない｡ ｡ ｡ (なで)

内部は平坦､上下移動はエレベータで大丈夫｡

ここに限らず､どこでも大抵そうですが､店舗の

出入口の重い手動扉がちょっと不便｡ (げんた)

ダブル ･ランチ !?

お昼で混む前に食べようと12時前にランチしま
1

した｡宝塚のことならなんでもこい !の我らがう

め書氏のお勧め情報により､阪急百貨店2階にあ

る ｢収穫祭｣へ行ってきました｡

ランチタイム (11時～2時)はメインディッ

シュがステーキまたはなすびのグラタンの2種類

のランチメニューしかないようでした｡しかし､

ボリューム滴点､リーズナブル､それになんと

いっても大きな窓からの明るい日差 しを取 り入れ

た店内のよい雰囲気｡私好みのお店でした｡

きれいになった宝塚駅前

1時間 くらいかけてゆ盲

が､手塚治記念館へ行

で､うめ吉情報第2弾 !お茶を溌

タヌーンティールーム｣

茶を求めて]階へ｡階は違ってL･Ll

位置にあったアフタヌーン

り､大きな窓から明るい光が差

にはもってこいの雰囲気 どお り二､:＼…,

かったなあ｡しかし､窓ぎわだった

きりいって暑かった !!それなの与

イヤルミルクティーを頼んでし

に､せっか くきたんだから､こ忠 は

シュスタイルにひたらなあかん､などと萄な



どうして宝塚に手塚治虫記念館 ?

ソリオ1から ｢花の遺｣に入り､宝塚大浴場､

宝塚歌劇､宝塚ファミリーランドの前を通 り過

ぎ､ しばらく行 くと手塚治虫記念館に到着 しま

す｡が､一段高い所にある､いわゆる ｢花の道｣
を通ると途中段差があるので､車いすは併走する

一般道路を通った方がいいでしょう｡ -(げんた)

お約束の時間にそれでも少々早めに到着｡入口

にはハリウッドのチャイニーズシアター風にキャ

ラクターの手形 .足型がブロックに埋め込まれて

おり､わくわくムード満点 !!入口入ってすぐに

受付で取材の旨を告げると､地階の事務所に案内

された｡とにかく､給料日後の日曜日ということ

もあって､館内は大人や子供でごったがえってい

ました｡

今回､お話を-聞かせてくださったのは､館長の

山下稔氏｡まず､手塚治虫記念館が宝塚にできた

背景についで話 していただきました.

故 ･手塚治虫氏は5歳から24歳までの成長期を

宝廃駅から山手に5分 くらい登った閑静な住宅地
ごてんやま

の御殿山で過ごしていたのです｡すぐ裏手には森

あり､池ありと自然豊かな環境の中､昆虫採集を

していくうちに自然､生命の大切さを感じとって

いったようです｡さらに､自身の戦争体験が手塚

作品のバックグランドにあるようで､人間どうし

の殺 し雇いがいかに無意味なものであるか､多 く

の作品で訴えています.またく1宝塚歌劇から男

性 ･女性を一体化する考えが芽生えたようです｡

このように宝塚での生活体験が手塚思想をはぐく

んだという背景から､足掛け5年の歳月を経て､

今年4月25日宝塚に手塚治言己念館がオープンしま

した｡初期の作品である､鉄腕アトムも実は宝塚

で生まれたものなのです｡ (なで)

塙己念館内部は乎軌 エレベータで各階に行けま

用 トイレはlFにあります｡ (げんた)

KIJIやん&なで&げんたの観て食べ歩記

山下館長 (右)とげんた (中央)&なで (左)

人気のコーナーは?

記念館はG階 (地下1階)にアニメ工房､アニ

メ制作机などがあり､ここで自分の措いたまんが

をアニメのように動かすことができます｡宝嫁

ファミリーランドへの出入口もあります.Jl階に

は常設展示室､アトムビジョン (映像ホール)な

どがあります｡常設展示のケースは ｢火の鳥｣に

坦てくる生命維持装置をィ,メ二 ジして作与れたそ

うです｡2階には企画展示室､手塚治虫ライブラ

リー､単行本展示棚 (500冊)､情報 ･アニメ検

索機､ミュ-ジアムショップなどがあります.企

画展示室では､初期の作品から最近に至るまで､

ものすごい数の原画が展示されていました｡

人気のコーナーは､アニメ検索機 (60作品を検

索可能)とライブラリーのコ-ナ-です.ライブ

ラリーでは手塚氏の全作品1,200冊を自由に閲覧

することができます｡

マニアの人達には入口入ってすぐの常設展示

コーナーがうけているようです｡

館長のお勧めコーナーはアトムビジョン｡ここ

でしか見ることのできない18分のオリジナルアニ

メが､130インチのハイビジョシ･スクリーンで

放映_さふれています｡多くのお客さんが次の放映の

ために､ずら一つと長い列を作っておられ､人気

のほどが伺えました｡ (なで)
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宝塚 ･手塚治虫記念館

みんなででかけよう !

一日平均入場者数は､平日で1,000人､日曜祝

日ではなんと3,500-4,000人 !約摘出ま大人が占

めているというのにはちょっとビックリ｡でも､

手塚氏の活動が1940-1980年後半であることを

考えれば､納得ですね｡

また休館 日がユニークで､毎週水曜日となって

いますが､祝日と重なる日は開館 しています｡年

末は12月21日～31日まで｡お正月はなんと元旦か

らオープンしているんです (その他､臨時に休館

する場合があります)｡開館時間は午前9時30分

～午後5時で､入館 は閉館時間の3､0分前までで

す｡

館内に食事をするところがない~のは残冬で七た

が､スペースのこと首考えれば､レヌ トラ串 り

手塚氏の作品をちょっとでも多く見たいものね｡

(なで)

入館料は､個人の大人500円､学生 (中学 ･高

校生)jcK)円､小人 (小学生)100円ですが､障害

者と介護人は無料｡介護人は､障害者が必要とす

る人数は全員無料になるのが画期的です｡さすが

に人気の手塚治虫記念館､日曜日の館内は満員

で､車いすでの移動は大変でした｡できれば平日

に訪れるのをお勧めします｡ (げんた)

宝塚市立宇塚治虫記念館

〒665 兵庫県宝塚市武庫川町7-65

TEL.0797-8ト2970FAX.0797_8ト3660

｢先見性｣と ｢普遍性｣

最後に山下さんに手嫁氏の魅力を伺いました｡

性｣の2つを挙げてくださいました｡少年時代か

ら自分の中で未来像を持っており､その未来像が

今の､そして今後の未来とかなり一致 していると

いう ｢先見性｣｡人と自然との共生ということは

1970年代から叫ばれてきましたが､それ以前から

手塚氏はこのことを重要視 しており､この辺は先

見性とも言えるかもしれませんが､同時に変わる

ことのない大切さ､ ｢不偏性｣を見抜 く力といっ

たところでしょうか?さらに ｢やさしさ｣｢暖か

さ｣も手塚氏から感 じられると付け加えて頂きま

した｡ (なで)

●JR･阪急｢宝塚｣駅下襲
花のみちを徒歩約5分 ′-

●阪急｢宝塚南口｣駅下車

宝塚大橋を渡り徒歩約3分

●専用駐車場はありません.

周辺有料駐車場をご利用ください｡

～5



前回の記事を書いてからプロップ ･ネットにもいろんなことがありました｡そこで､この間の出来事を

ニュース ･レター風にまとめてみました｡

インターネットの ドメイン名を取得

7月も終わりの暑い盛り､ビッグ･ニュースが
飛び込んできました｡今､巷で話題になっている
インターネットのドメイン名をプロップ･ステー
ションが取得したのです｡そのドメイン名とは
"prop.or.jp"です｡8月初めには日本電子計算株
式会社からUNIXマシンを御寄付いただくことも
決まり､このマシンのドメイン名は
"propgw.prop.or.jp"(gwはgatewayのこと)に
なりました｡
このことがなぜビッグ･ニュースなのかは､イ

ンターネットが何物かを知らない人には理解でき
ないかも知れません｡そこで､次の記事でイン
ターネットについて説明していただいていますの
で､それをお読みください｡尚､記事の執筆者で
ある大阪大学通信工学科の中野秀男助教授にはプ
ロップ .ステーションがインターネットに加盟す
るために御尽力いただきましたと

プロップ･ステーションでは､インターネット

への接続テスト首終えた上で､世界に情報発信を

していき､また･-方で､プロップ ･ネッAftをイン

ターネットへ接続する方法を模索 しています｡

私 がHOSTうめ吉です
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げんた編集長オープニングに登場

テレビで全国ネットに登場 !

プロップ ･ネットがNHK教育テレビの ｢あす

の福祉｣で取 り上げられました｡ ｢障害者とパソ

コン通信｣ というテーマで､プロップ ･ネットを

中心にプロップ ･ステーションの活動全般が漏れ

なく,n介 されていました.登場 したのは､ナミ

ねえ､げんた､みゆう､あ_に､うめ吉で､それ以

外のプロップ ･ネット関係者もいたるところでカ

メラ山 叉まっていたようです｡ちょっとしたアク

シデントで､ナミねえがチャットで語る ｢プロッ

プ ･ネットの今後の課題と展望｣については集録

されませんでしたが､7月28日の本放送､8月1日

の再放送の後では事務局にかなりの反響が寄せら

れ､ユーザーも急激に増えています｡
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○ シ フ ト ･ロ ック ･ツール を作 ろ う

(BOl.フリー トーク B36.WINDOWSの部屋)

以前から ｢WINDOWS用の便利をシフト ロッ

ク ･ツールがない｣ということが話題になってい

ましたが､4月3日にプロップ ･ステーションが主

催 しておこなった ｢トーク/コンピュータがひら

く自立支援｣を契機にさらに盛 り上が りました｡

そこに､フリー ･ソフト･ウエアでWINDOWS用

のシフト･ロック ･ツールを作っておられる抹茶

さんが登場｡ライブラリに試作品をアップロー ド

していただき､wINDOWSユーザーにその･使用

感などを書いてもらって､さらに使い勝手のいい

ものを開発中だそうです｡

○オフミは花盛り )
(BO4.アイデア企画室(当時)

B22.FLANKER言いたい放題 他)

オフミ (オフ ･ライン･ミーティング)はパソ

コン通信の楽しみのひとつでもあります｡ハンド

ルでしか知らないもめ同士が顔を付 きあわせて話

をすると､恋の花咲くこともある - ･かもよ｡

f̂ ;̂

4月9日､VANGUARD3主催のスラッシュくん

アメリカ留学帰国歓迎オフミ開催｡

4月10日､プロップ ･ネットのユーザー有志で

計画されたバーベキュー ･オフミ｡尼崎市の武庫

川河川敷で開催｡過去最大規模のオフミとなった

ようです｡

5月28日､FLANKER編集苦

号発送作業オフミ｡オ

個が主｡NMC

がありました｡当然のことな

なさんのお手元に届 く直前にここの重労勧芽フミ

がもう一度行われているということやす｡おやつ

付 きf̂̂ ;0

6月5日､Ladies'オフミ｡女性ユーザーが多い

のもプロップ ･ネットの特徴です *∧∧*｡

7月10日､アメリカ合衆国ニュージャージ州か

ら遥々アクセス していただいているコンピュー

タ ･エンジニア Billylchida号んの一時帰国を歓

迎すろオフミを開催｡ ｢あすの福祉｣でも放映｡

プロップ ･ネット主催｡

○メロンパンはどれが本物?

(B25.VANGUARD!(視覚障害部))

5月26日､京愛さんが何気なく書いた ｢メロン

パンが好き｣ という一言に端を発 したメロンパン

論争｡メロンパシの形態､内包物､味にいたるま

で､プロップ･ネッ′トのi-ザ｣を二分する大論

争 にまで発展 しました｡しか し､6月26日､ス

ラッシュくんの見事なまとめにより､一カ月にわ

たる真剣な爆笑論争は終結 したのです｡詳 しくは

B25.VANGUARD!(視覚障害部)でお楽 しみ くだ

さい｡

プロップ ･ネットの運営

プロップ･ステーションは､独自の通信網 ｢プロップ･ネット｣を持っています｡06-882-5393がアクセス

番号｡GUESTでのぞいていただけます｡14400BPS対応で､24時間オープンです｡プロップ･ステーションの

会月の皆様には､交流､情報交換､情報発信など自由に使っていただけます｡コンピュータ･セミナーの

フォローアップにも活用中｡ プロップ･ステーションでは､このNETを通じて役月余､道草委員会､編集

会議なども行っています｡HOSTは役月で頚損の坂上正司が務めますO

プロップ･ネットは､大阪大学通信工学科助教授 .中野秀男先生のご協力により､インターネットとの接

続を計画中です｡中野先生はハンドル ｢WINC｣｡インターネットWINCの主宰者でも薫ります､｡

NETメンバーの募集

プロップ･ネットで､障害を持つ人達とのおしゃべりを希望する方､コンビ

る方､色んな情報を提供して下さる方を募集中.GUESTアクセスやのぞ蹄でみて1

メインコマンドで ｢S]と入れるとサインアップが始まり､即時IDを発行します｡

ことが原則｡でも､しばらく付き合ってみて､気に入ったら入会､という手もOKlです(∧∧)
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プロップ･ネットの話題から

○ボー ド構成を一部変更

ユーザーの皆さんの意見を取入れてボー ドの構成を下記の通 り変更 し′ましたoB16のAccessはまころ

いすボー ドは情報 ･データベースとしてのプロップ ･ネットに必要ということでユーザーボー ドから移

動 しました (地の声 :我田引水)｡従来のUI3010のメッセージ及び内容はそのまま継続 しています｡

(変更前)

02.書 き込み練習 新人挨拶､書込練習､マクロのテス トなどに使用

04.アイデア企画室 プロップの活動に対するアイデア､オフミの企画

31パ ソコン初心者Q&A パ ソコン初心者の質問コーナー､機種依存はしない

37.J31,Ⅹ68,TOWNS等 上記以外のパソコンまたはOSのUserの トーク ･ルーム

(変更後)

02.書 き込み練習 [変更]書込練習､マクロのテス トなどに使用 /

04.オフミせ～へんか? [変更]オフ ･ライン ･ミーティング企画

05.はじめまして [新設]新人さんのごあいさつ&歓迎 ミニ ･トーク

16.Accessはまころいす 【新設]車いす利用者や関係者の駅や建物のアクセス情報の交換

31パ ソコン .ワープロ Q&A [変更]どんな機種のどんなことでも初心者から上級者まで

37. [廃止1

○新しいライブラリ登壇

この度､みゆうひとりのわがまま (f仙;)によって増設することになった2つを含め､計3つのライブ

ラリを増設することになりました｡以下に紹介 します｡

26.視覚障害者用 Tools 視覚障害者用の各種 ツールや点字ツールの専用ライブラリ

36.VANGUARD!(視覚障害部) 視覚障害者関連のデ-タやVANGUARD!の活動データの交換用

35,なんでも福祉情報 福祉関係の情報で量が多いものや自書､法律など

○続々登場 ,UserBoaLrd

ユーザーボー ドは､ユーザーなら誰でも開設できるボー ドです｡各ユーザーの趣味や興味のある話題

をテーマにしています｡5月以後新 しいユーザーボー ドが続々と産声を上げましたので､新 しいものだ

けまとめて簡単にJW介 しますO

No.UserBoardName BoardOperator F～S

027.やまちゃんと桐ギリス ann

050.きれいになりたい川 AngelaMitc h e ll

118.こっちが好き ! か けち ゃん

167,青森自立支援 コーナ- オリンパス

180.直木賞は貰った ! あに

185.CINEMA ! にこちゃん

不明 オペに訊いてくれ～

きれいになりたい女性､集れ～

二者択一､おもしろディベー ト

施設はいや !青森に当事者団体を !

未発表小説で直木賞を狙おう !

映画のことなら何でもこい

P R G ) 良

※ プロップ ･ネットでは､この9月に試験運用

開始2周年を迎えるのと､インターネットとの関

わ りができたことを機に､規約を整備 しました｡

詳 しくはB12をごらん下さい｡ (うめ吉)
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大阪大学 工学部通信工学科助教授

中野 秀男

今､我々の生活になくてはならないもののひと

つに電話やFAXがあります｡本当は別になくって

も生活はできるのですが､ちょっと誰かに連絡を

したいとか､お喋 りを気軽にしたいと思った時に

はイ更利ですね｡電話も昔からあるわけではなく

て､昔は手紙などしかなかったわけです｡電話の

便利なところは顔を合わせなくとも話ができるこ

とで､まあ距離を越えて会話ができることです

ね｡FAXは電話の欠点である ｢居ないと話せな

い｣｢記録が残 りにくい｣の2点をカバーしてい

るのでこれまた便利にイ吏えます｡電話の悪い点で

案外気付かれてないのが､ ｢電話は仕事の邪魔を

する｣点ですoせっかく仕事等に輿空していても
電話はいや応なしにかかってきますから､優秀な

秘書さんがうまく応対 してくれなければ､電話の

よく掛かる昼間などはまとまった仕事ができない

ことになります｡

最近､ ｢電子メール｣という言葉をいろいろな

雑誌や新聞などで見かけるようになりました｡私

も7年前からこの電子メールを使っています｡

我々の分野では郵政省がやっている電子郵便と区

別する意味で ｢Eメール｣ という表現をしていま

す｡その意味では通常の手紙は ｢郵政メール｣な

どと呼んでいます｡このEメールは幾つかの点や
り1うが ､

電話の機能を凌駕 しています.,記録が残ったり､

相手がいなくとも届 く点ではFAXと同じなのです

が､これを扱う装置が多機能といいながら､そん

なに便利な機能がない電話やFAXではなく､計算

機であるという点です｡計算機ですから扱えるこ

とは基本的には無限にあると思ってもらってよい

でしょう｡電話もFAXも便利になっていますが､

それらも私から見れば中身は計算機に近付V､てい

るわけで､利用者から見ると電話やⅠ払Ⅹにしか見

えません｡駅の券売機や缶ビールめ自動販売機も

そうです｡中には立派に計算機が入っそいます｡

その意味では家庭にある電子 レンジや炊飯器も

りっばな計算機です｡

この頃､新剛 と｢情報ハイウェイ｣,とか ｢各家

庭に光ファイバーを肝ibertotheHome)｣と書かれ

た記事が出ています｡政治的な意味や技術的な意

味について書けばきりがないので､ここでは利用

者から見てどのようになるのか考え七みます｡と

は言っても､技術を何も述べないのは難 しいノので

ポイントだけを述べてみましょう｡技術的には2

点あります｡1つは最初に話をしたように､電話

やFAX､券売機､自動販売機､電子レンジには計

算機が入っている'ということです｡2番 目は計算

機の間で通信をすることが結構簡単な技術になっ

てきたことです｡企業や大学などの親戚の計算機

と､家庭にある家電製品 (の中にある計算機)と

町にあるいろんな装置 (の中にある計算機)が通

信を始めれば､どんな世の中に変わるかが､これ

からのことを考える点でポイントになりますO

計算機っていったって､今はファミコンでも

りっぱな計算機ですし (ちょっと昔の計算機より

はずっと高機能です)､計算機といえlギキーザー

ドがあって､そのキーインが大牢と思われがちで

すが､銀行の自動振込機の方がずっ′と難 しいと私

は思っています｡ただ､昔や映像を扱うに峠性能

がいい計算機が必要に･なりますO特に動 く画像

(動画)を扱うには､高性能のコンピュータと大
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