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自
閉症のさらなる理解を！

　来る 4月 25 日（日曜日）

には特定非営利活動法人奈良県自閉

症協会の総会が行われます。その中

で記念講演として映画「ぼくはうみ

がみたくなりました」の上映とシナ

リオの原作者で映画の制作者の山下

さんの講演が予定されています。奈

良県自閉症協会が �月 30 日に行っ

た映画の再上映です。

　この映画の中で、主人公が海にミ

ニカーを落としパニックにな

りますが、周りの人は何の事

か分からない。という場面と、

旅館で他の泊まり客の子どものミニ

カーに手が触れ、この子どもの親に

「なぜこんな人間を社会に出してお

くのか。病院に隔離せよ」と悪口を

浴びる場面があります。（細かい台

詞うろ覚えで間違っているかもしれ

ません。）これは、自閉症の子を持

つ親である私にとって、とてもつら

い場面でありました。同じような事

を何度か経験しています。でも、冷

静に考えると、この場面を生んでい

るのは私にも、多少、責任があるよ

うに思いました。まだ、この映画を

ご覧になっていない方には何の事か

と思われるでしょうが、ぜひ、25

日にはこの映画をみてください。実

によく出来た自閉症啓発映画だとお

もいます。

　自閉症の 80 パーセントは知的な

障害を伴うカナータイプであり、の

こり 20 パーセントは知的な障害は

伴わないアスペルガー・高機能自閉

症のタイプだといわれています。我

が国では、世界的に見ると独特の行

政上の分類がなされ、自閉症は発達

障害に組み入れられています。この

自閉症が発達障害に組み入れてか

ら、自閉症問題はややもすると高機

能のイメージが強くなりました。

　絆前号でもとりあげたように、発

達障害のなかでも自閉症は生まれな

がらの器質的な脳機能の入力と出力

の両方の障害により起きる問題で

す。特に、入力面で私たちが見たり

聴いたりすることの受け取り方が微

妙に違うようです。この意味で、問

題行動面が同じであっても、LD や

ADHD は出力部に起因する問題であ

り、大きく根底が違います。

　自閉症に関しては、従来から、知

的な遅れを伴う自閉症児者も、これ

を伴わないアスペルガー・高機能タ

イプなども、脳機能の入出力両方の

障害であることが同じであるととら

え、自閉症スペクトラムとして、同

じ障害特性に着目した療育方法が研

究がされてきました。　自閉症は育

て方の失敗や経験の不足によってな

るものではなく、脳のタイプにもと

づく発達のかたよりです。

自
閉症の診断基準は、　

１，社会性の質的な差異＝対

人関係の特異性　

２，コミュニケーションの質的な差

異＝コミュニケーション障害　

３，イマジネーションの質的な差異

＝こだわりと想像力の障害であり、

これは、ウイングの「三つ組み」
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

と

呼ばれています。この 3つの特徴が

あるときはじめて自閉症（自閉症ス

ペクトラム）と診断されます。発症

率は �00 人に 0.9 人程度です。

　最近、日本自閉症協会理事

会の中で石井会長は中央情勢

について触れ、自閉症並びに発達障

害の所管として、知的障害を伴わな

い自閉症を精神障害として捉えると

いった行政の動きがあり、自閉症を

知的障害を伴う場合と伴わない場合

に分断することはよくないという考

えが示され、その上で、自閉症とし

てのスタンスをしっかりとしたもの

にしなければならないことが強調さ

れたようです。また、障害者施策推

進について、障害者自立支援法廃止

に伴う制度改革で自閉症としての参

画が不可欠であり、協会と地方組織

が一体となる運動、併せて各地方へ

の働き掛けも行い、地域における自

閉症の生活を豊かにする必要性を説

かれました。そして、協会が一丸と

なって活動を進めたい等の決意が示

されました。また、政権交代の結果、

発達障害者議連が事実上、その機能

自閉症のさらなる理解を！
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を失ったことに触れ、先般、協会よ

り国会議員有志の皆さんにお願いし

て、自閉症に特化した勉強会を超党

派で発足していただいたことが報告

されました。

　最近徐々に自閉症のことが知られ

るようになってきましたが、我が国

では理解がまだまだ不十分です。わ

が奈良県でも、この自閉症の理解に

向けた活動がもっとも必要です。

　昨今、障害者の施設解体論など、

政策としては施設から地域へが叫ば

れていますが、強度の行動障害など

により、家庭崩壊寸前のなかでまだ

まだ施設を必要としている人がいま

す。この施設などに入れてもらえな

いので、なんとか家族が工夫して暮

らしている現状を抱える家族の多い

のも自閉症です。現状の自閉症を抱

える家族の犠牲以外に、社会的な問

題として、「障害者が安心して暮ら

すことができる地域づくり」が必要

です。このことをうたい文句ではな

く、具体的に環境作りをし、親亡き

後も、責任を持って自閉症を見守っ

ていくことができる社会を創りあげ

ることを真剣にかんがえる時期で

す。キーワードは自閉症にたいして

「細かい点」の配慮と「親身に支援」

である。今まさに、政策制度の転換

期であり、行政の動きをしっかり監

視していきたいと思います。

　河村  

平成２１年度　独立行政法人福祉医

療機構助成による「自閉症児者の療

育と就労資源開拓事業」活動記録冊

子の作成

　　

平成２１年度のＷＡＭ助成事業の活

動記録を冊子にまとめました。

「奈良県で暮らす　発達障害児者の

為に　豊かに暮らしたい」

平成２１年度独立行政法人福祉医療

機構助成による自閉症児者の療育と

就労資源開拓事業の活動記録　　

　　　

これと同時に自閉症啓発リーフレッ

トも作成いたしました。

平成２２年度の総会にて　配布を開

始したいと思います。是非　「ぼく

うみ」再上映会や山下さんの講演に

足をお運び頂けますよう　お願いい

たします。

　冊子の目次

・自閉症児への理解と支援　　　　

・保護者のための勉強会～『自閉症

スペクトラム』　　　　　　　　

・講演会・勉強会から実践へ　～こ

どもたちと障害特性の理解と構造化

のアイデア　　　　　　　　　　

・子供たちと実際の体験　

・実践勉強会　療育クラス　子供た

ちと一緒に実践勉強会　

・ソーシャル・就労クラス・宇陀の

畑での記録

・お料理教室　サツマイモレシピ　

・ＰＥＣＳとは？　　　　　　　　

＊奈良県内での　いろんな支援先

・ポーテージプログラム…「バンビ

教室」

・感覚統合　・・・・ファーム

・音楽療法　　・・・ドレの会

・スペシャルオリンピッス奈良

・動作法　　　　                      

　　　　

＊知的障害者雇用の手記

　「子どもたちが教えてくれたこと」

＊メンター養成講習会

相談技術と基礎知識（情報の伝え方）

ペアレントメンター　サポートブッ

ク研修　

サポートブックをつくろう（記入用

紙）　

・奈良ＨＡＨＡＨＡキャラバン隊

・過去の講演会収録記録（テープと

ＤＶＤ）    　　　　　　　　　

・発達障害者関係書籍　　　　　　

会員の方以外にもお渡し可能ですの

で、ご希望の方には、講演会や行事

でお渡しいたしますが、住所をお知

らせ頂けましたら　お送り致しま

す。

冊子・リーフレット送付希望の連絡

先

ＦＡＸ　０７４２－３６－０２０５

　　　　Ｅ－ｍａｉｌ　　

asj_nara_oomiya@yahoo.co.jp

住所　〒

氏名

平成２１年度活動記録冊子　

　　　　　　　　　　（　　　）冊

リーフレット　

　　　　　　　　　　（　　　）部

送付希望　

＊平成１９年度・２０年度のリソー

スブックも在庫ありますので同様に

　ご希望の方へ　送付いたします。
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第 3 回  
世界自閉症啓発

デ ー に よ せ る

メッセージ 

☆日本自閉症協会の世界自閉症啓発

デー

20�0 年度の取り組みとして 4 月 2

日午前 �0 時から午後 �6 時 30 分に

わたり、東京の国連大学国際会議場

においてシンポジウムが行われまし

た。また 3 月 �9 日から 4 月 2 日ま

で銀座 4丁目のホット・ビジョンで

�5 秒啓発動画を 900 回流しました。

以下はこれらについて協会のメール

マガジンによる情報です。（河村））

１．世界自閉症啓発デー 20�0 シン

ポジウムのお礼

２．潘基文（パン・ギムン）国連事

務総長メッセージ

３．銀座 4丁目のホット・ビジョン

で流した動画の映像

１．世界自閉症啓発デー 20�0 シン

ポジウムのお礼

日本自閉症協会の会員の皆さまへ

　本日の世界自閉症啓発デー 20�0

シンポジウムは、無事終了しました。

自己評価をすれば、事前準備が良く、

様々な困難なことを乗り越えて、本

協会関係者が一致協力して、共催諸

団体関係者と共に、打ち合わせ通り

の進行を行うことが出来ました。ま

た内容についても、興味深いものが

多く、司会者、出演者共に傾聴させ

られる内容が多くありました。

　更に、併行して行われた、初めて

の国会議員向けの記念行事として、

「自閉症に関する議員勉強会」の渡

部恒三、野田聖子、福島豊の三氏の

ご尽力を得て行われた「ぼくはうみ

がみたくなりました」の映画会も

30 名ほどの議員や秘書の方々が集

まりました、私も大久保、新保両氏

と共に伺い、挨拶いたしました。

　皆さま、本当に御苦労様でした。

更に今後の発達障害啓発週間におい

て続けて行われる各自閉症協会の催

しの成功を祈念しています。関係者

のご尽力を期待しています。　　　

20�0 年 4 月 2 日　会長　石井哲夫

--------------------------------

２．潘基文（パン・ギムン）国連事

務総長メッセージ

　第２回世界自閉症デー閣僚級会合

及び市民社会シンポジウムの開催に

際し、謹んで祝辞を申し上げます。

自閉症及び各種発達障害に関する啓

発活動に尽力されている主催者及び

協賛者に敬意を表すると共に、本分

野における日本政府のリーダーシッ

プに感謝します。

　2007 年、国連総会は、自閉症に

対する幅広い理解を醸成し、国連障

害者権利条約の普遍的な遵守の促進

を目的として、４月２日を世界自閉

症啓発デーと定めました。

　自閉症は、様々な兆候が現れる障

害であり、複合的であり必ずしも適

切な理解が得られておりません。児

童を含む自閉症を持つ人々　－そし

て障害を持つ人々一般に－　は重複

する重荷を抱えています。障害に関

する日常的な困難に加え、社会の否

定的な態度や、ニーズに対する不十

分な支援、またある時は、あからさ

まな差別にも対処しなければなりま

せん。

　国連障害者権利条約は 2008 年 5

月に発効しましたが、こうした状況

に対応するための強力なツールで

す。これは、障害者によるあらゆる

人権と基本的自由の平等な享受を促

進することを目的としています。本

条約には、本日までに �44 カ国が署

名し、83 カ国が締結しています。

　世界自閉症啓発デーを記念し、自

閉症の人々とその家族及び支援者と

ともに、より幅広い認識と理解をめ

ざして声を上げましょう。調査研究

と啓発活動を合わせることにより、

自閉症を含む障害者に、彼らの権利

である保護と支援の提供が可能とな

ります。本日、障害者の全員参加と

真の意味での尊厳を包容する社会を

つくるために、今一度尽力しようで

はありませんか。会議のご成功をお

祈りしております。

--------------------------------

３．銀座 4丁目のホット・ビジョン

で流した動画の映像　世界自閉症啓

発デーについて、3 月 �9 日から 4

月 2日まで、銀座 4丁目の三愛ビ

ルのホット・ビジョンに、�0 分間

毎に �5 秒の動画を流しました。

次のアドレスからご覧いただけるよ

うにいたしました。

　http://www.autism.or.jp/

keihatsuday/20�0/20�0waad.htm

　

○平成 22 年　長妻昭厚生労働大臣

のメッセージ（平成２２年４月２日）

　第 3 回世界自閉症啓発デー（4 月

2日）に寄せて

　本日４月２日は、第３回世界自閉

症啓発デーです。また、本日から８

日までは発達障害啓発週間です。今

日の日を我が国も世界各国とともに

祝い、自閉症をはじめとする発達障

害の正しい理解を更に広げていく

きっかけとしたいと考えています。

　本日のシンポジウムのテーマは、

「私たちの育ちを信じて！愛して！」

です。厚生労働省としても、当事者

の方の声をしっかりと聞きながら、

発達障害の方々がそれぞれの力を発

揮できるよう、皆さんとともに取り

組んで参ります。国民の皆様のご理

解とご協力をお願いします。

○福島みずほ内閣府特命担当大臣の

メッセージ（平成２２年４月２日）

　「世界自閉症啓発デー」に当たっ

ての福島内閣府特命担当大臣メッ
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平成
２１年度独立行政法人

福祉医療機構による「自

閉症児者の療育と就労資源開拓事

業」

成人自閉者の為の勉強会　全５回無

事　終了いたしました。

　

１．自閉症の特性と支援の原則 　

　　中山清司氏

（北摂杉の子会スーパーヴァイザー）

２．評価と個別プログラム　　　　

　 中山清司氏

３．事例「作業 /就労支援の取り組

み」　高橋亜希子氏（アクトおお

さか）

４．事例「入所施設の取り組み」　

　　 大中りよ子氏（金剛コロニー）

５．行動マネジメント、Q＆ A　　

　　　中山清司氏

お忙しい中　仕事を終えてから　駆

け付けてご参加くださった支援者の

皆さま、本当にお疲れ様でした。　

今後も　いろんな形の勉強会を続け

ていきたいと思っておりますので　

どうぞ　よろしくお願いいたしま

す。　

＊講師の先生たちのご厚意でビデオ

に納め今後の勉強会等で活用してい

きたいと思います。

　講師の中山先生から「自閉症ｅ

サービス」の公開講座やワーク

ショップのご案内を紹介いただきま

した。

ご都合のつく方は、１度参加してみ

て下さい。

自閉症ｅサービスブログ　　

http://jiheies.exblog.jp/

d20�0-03-05

セージ

　本日、４月２日は、国連が制定し

た「世界自閉症啓発デー」です。

　世界の皆さんとともに、この日を

迎えることができ、大変喜ばしく思

います。

　この「世界自閉症啓発デー」及び

８日までの「発達障害啓発週間」の

期間中は、各地で様々な啓発活動が

行われる予定であり、障害の特性や、

障害のある方に対する必要な配慮等

について、国民の理解が一層促進さ

れることが期待される、大変意義深

い期間であると思います。

　政府は、障害の有無にかかわらず、

国民誰もが相互に人格と個性を尊重

し支え合う「共生社会」の実現を目

指して、国民の理解を促進させるた

めの普及・啓発を始め、様々な施策

を推進しています。

　加えて、内閣総理大臣を本部長と

する「障がい者制度改革推進本部」

において、障害者権利条約の締結に

必要な国内法の整備を始めとする障

害者に係る制度の集中的な改革を行

うため、積極的な議論も進めている

ところです。

　本日の「世界自閉症啓発デー」を

契機に、政府としても、国民の理解

の一層の促進を図るとともに、引き

続き、福祉、医療、教育、就労など、

様々な分野で総合的な施策の展開を

図ってまいります。

○川端達夫文部科学大臣のメッセー

ジ（平成２２年４月２日）

　「世界自閉症啓発デー」に当たっ

ての文部科学大臣メッセージ

　平成２２年「世界自閉症啓発デー」

を迎えるに当たり、メッセージをお

送りします。

　国連において制定された世界自閉

症啓発デーも第３回目を迎え、本年

も自閉症をはじめ発達障害について

の正しい理解の啓発に、国民の皆様

と共に取り組むことができますこと

を喜ばしく思います。

　幼稚園、小・中学校、さらに高等

学校等では、自閉症をはじめ発達障

害のある子どもたちが在籍しており

ます。

　文部科学省としても、このような

発達障害のある子どもたち一人一人

の教育的ニーズを把握し、適切な教

育支援を行うことができるよう、教

育、福祉、医療、労働等の関係機関

が連携した特別支援教育の体制整備

を進めているところです。

　この「世界自閉症啓発デー」を契

機に、すべての教育関係者が、保護

者の方々と十分な信頼関係の下に、

自閉症をはじめ発達障害のある子ど

もたちが自分の持つ能力を存分に発

揮できるよう、一人一人の子どもた

ちを慈しみ育てる視点を再確認し、

実践につなげていただきたいと強く

願います。

　文部科学省としても国民の皆様と

共に、すべての子どもたちが生き生

きと充実した学校生活を送ることが

できるよう、より一層の努力をして

まいります。 
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毎
年　年１回　療育部と成人部

の部会を　合同で開催してき

ました。子どもの年齢に差はあって

も　共通する部分は多々あり　これ

までもいろんな交流の場となりまし

たが、今年は県内で唯一人の企業内

ジョブサポーターをされている方に

体験談をお願いいたしました。

「合同部会に出席させて頂き、その

中で、立積住備工業株式会社の森安

さんの講演を伺う事ができました。

森安さんが障害者雇用を考え始めた

経緯は、養護学校からの実習依頼を

受けた所からでした。

まず、養護学校に行き、子供達と触

れ合い、そして、”子供達の為に力

になりたい”と思って下さって行動

して下さいました。

”一般企業における障害者雇用”は、

難しい事だと思いますが、その道を

切り開いて下さり、そして、子供達

が働きやすくなるように

活動して下さっています。

私は、子供達の事を、こんなにも思っ

て下さる森安さんの気持ちが嬉しく

て、とても心が温かくなりました。

森安さんと子供達のようなつながり

が広がり、子供達が生き生きと働け

る場所が増えてくれたらいいなと思

いました。」参加者の声より

　森安さんの講演内容　「知的障害

者雇用の手記」は、平成２１年度Ｗ

ＡＭ助成により作成の活動記録冊子

に掲載致しました。

　皆さまにも　総会などでお渡しで

きると思いますので、是非平成２２

年度総会にも足をお運びくださいま

すようよろしくお願いいたします。

以下は、講演者森安英憲様のご連絡

先です（ご本人より許可を頂き掲載）

〒６３０－８５５５　

奈良市三条大路四丁目１番１号

　積水化学グループ

立積（りゅうせき）住備工業株式会

社　管理部　森安英憲

メール　moriyasu00�@sekisui.jp

合
同部会に出席させて頂き、そ

の中で、立積住備工業株式会

社の森安さんの講演を伺う事ができ

ました。

森安さんが障害者雇用を考え始めた

経緯は、養護学校からの実習依頼を

受けた所からでした。

まず、養護学校に行き、子供達と触

れ合い、そして、”子供達の為に力

になりたい”と思って下さって行動

して下さいました。

”一般企業における障害者雇用”は、

難しい事だと思いますが、その道を

療育部・成人部合同部会

報告

切り開いて下さり、そして、子供達

が働きやすくなるように

活動して下さっています。

私は、子供達の事を、こんなにも思っ

て下さる森安さんの気持ちが嬉しく

て、とても心が温かくなりました。

森安さんと子供達のようなつながり

が広がり、子供達が生き生きと働け

る場所が増えてくれたらいいなと思

いました。

　
　　　　　　　　参加者の声

　

【つながり祭のお知らせ】 

今年の「つながり祭」は5月�6日（日）

＜雨天中止＞　�0 時～ �5 時 30 分

奈良教育大学で行われます。 療育

部は模擬店に生花の販売で、参加予

定です。

参加券は一枚 600 円です。 お近く

の方、お時間のある方はぜひお立ち

寄りくださいね。  

役員以外の方でお手伝いしていただ

ける方も募集しております。(２時

間程度）

お手伝いしていただける方にはお子

様の保育もございます。保育の申し

込み用紙がありますので、併せてご

連絡をお願いいたします。用紙を

FAX させていただきます。

問い合わせ

野仲   090 － 2352 － 26�3

★総会の欠席者は必ず委任状をお願

いします。

　4 月 25 日の NPO 法人奈良県自閉

症協会総会には会員はぜひ参加くだ

さい。総会については定款、第 27

条で、総会は、正会員総数の２分の

１以上の出席がなければ開会する

ことができない。また（表決権等）

第 29 条には、各正会員の表決権は、

平等なるものとする。２、やむを得

ない理由のため総会に出席できない

正会員は、あらかじめ通知された事

項について書面をもって表決し、又

は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。となってい

ます。ご協力お願いします。

○奈良県重症心身障害児（者）を守

る会　平成 22 年度定期大会　4 月

22 日（木）9:40 ～ �4:30 奈良市総

合福祉センター 3 階集会室　の中

事務局からのおしらせ
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で �3:00 ～ �4:20 講演　デーマ「い

のちの輝き、笑顔に支えられともに

生きるよろこびに感謝して」講師　

NPO 法人　サポートセンターはあと

　理事長　菊山礼子　氏がありま

す。

○第 29 回障害者・家族・県民のつ

ながり祭

20�0 年 5 月 �6 日 AM�0:00 ～ PM3:30

奈良教育大学

雨天中止

協力費　600 円

○ NHK ハートフォーラム「自閉症・

発達障害のある子どもの不登校への

対応」

平成 22 年 6 月 5 日（土）�0:30 ～

�6:30　受付 9:30　申し込みは往復

はがきに住所・氏名・電話を書い

て〒 540-850� 大阪市中央区大手前

4-�-20NHK 厚生文化事業団近畿支局

「自閉症フォーラム」係　締め切り

5月 24 日早めにお願いします。

○国立大学法人　東京学芸大学　准

教授　加瀬進　氏から平成 � 年度

厚生労働省障害者保健福祉推進事

業「発達障害者を対象とした相談支

援事業のあり方に関する研究」の研

究報告書が事務局に一部届いていま

す。閲覧必要な方は連絡ください。

○日本自閉症協会平成 22 年度会議

等予定

・第 57 回理事会　5月 30 日 �0 時～

�2 時　こどもの城８０２

・第 24 回総会・第 �� 回顕彰事業表

彰式発表会　5 月 30 日 �3 時～ �6

時　こどもの城 802 ～ 804

・第 2� 回全国大会

7 月 �7 日（土）�3:00 ～ �6:45　7

月 �8 日（日）9:�5 ～ �6:20　場所

　和歌山県民文化会館他

・都道府県・政令指定都市協会役員

連絡会議　�0 月 2 日（土）�3:00

～ �7:00　�0 月 3 日（日）9:00 ～

�6:00　場所　未定

・自閉症セミナー　群馬県自閉症協

会担当　日時・場所未定

○スペクトラム・ビジョン社の　久

保由美さんという方から情報提供が

ありました。　スペクトラム・ビジョ

ンズ最高経営責任者　yumi@sv4u.

net 自閉症協会御中…自閉症むけ

iPhone/iPod touch のアプリが時

事通信に掲載されました。http://

www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=20

�0040400�78　20�0 年 4 月 5 日、サ

ンノゼ（米国）--4 月は国連の定め

た世界自閉症啓発月間です。この時

期にあたり、自閉症の方の日常生活

をサポートするアプリをご紹介いた

します。　スペクトラム・ビジョン

ズ社では、自閉症 の方が周囲と楽

しく会話するための iPhone/iPod　

Touch アプリケーション、Voice4u

を日本語・英語の両言語で開発し、

アップルの iTunes ストアにて 2009

年 �� 月より販売しております。

　スペクトラムビジョンズ社は、自

閉症児・者が、言葉で言語を伝える

より視覚で理解し伝達するほうが得

意なことを利用して、この Voice4u

を開発しました。これは発達障がい

関係の多くの専門家とアーティスト

たちで作った洗礼された画像を �30

枚用意しており、適切なアイコンを

メニューから選んで周囲の人に見せ

ることで、自分の考えを伝えたり、

周りの考えを理解できます。アイコ

ンに軽く触れれば、音声が出ます。

また 自分で撮った写真や好きなイ

ラストを使って、オリジナルのアイ

コンを 自由に �000 枚程度作ること

ができます。

　スペクトラム・ビジョンズ社 は、

自閉症の子供を持つ母親である久保

由美が設立した、シリコンバレーの

ベンチャーです。Voice4u は、現場

で苦労してきた母親が「自閉症の子

供たちのためにこういうモノが欲し

い」ということに、多くの専門家

が参画し、開発されたアプリケー

ションです。これまでの自閉症向

けコミュニケーション機器に比べ、

iPhone/iPod　Touch は格段に小型・

軽量で価格も安く、子供自身も使い

易い、といった数々の特徴がありま

す。また、Voice4u は、こだわりの

強い自閉症の人が自分の好きなもの

を登録でき、自閉症の人に抵抗なく

耳に入る周波数帯の声を使うといっ

た、自閉症独特の特徴に合わせて作

り込 まれてあります。また、若い

方ならば、誰でも「カッコいい」こ

とにこだわりがあります。障がい

者用専用機器でなく、カッコいい

iPhone/iPod　Touch ならば、ポケッ

トから取り出してアプリを開けば、

お友達が「なになに、見せて」と寄っ

てきたりします。現在世界 �3 ヶ国

で購入され、自閉症のみならずダウ

ンシンドロームや、そのほかの障が

いのある方にも お使いいただいて

おります。

Voice4u は、現在アップル・ジャパ

ンの iTunes ストアにて、3500 円

にて販売中で す。詳細は、こちら

の Voice4u サイトをご 覧ください。

http://voice4uaac.com/jp/　時事

通信記事：☆自閉症向け会話ソフト

が人気＝実体験踏まえ日本人主婦が

開発－米　【シリコンバレー時事】

先天性脳機能障害とされる自閉症の

子供を持つ日本人主婦が開発した会

話補助用ソフト「Ｖｏｉｃｅ４ｕ（ボ

イス・フォー・ユー）」の売れ行き

が好調だ。アップルの多機能型携帯

電話機「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォー

ン）」に取り込んで気軽に使えるこ

とから、昨秋の発売以来、販売数は

前月比３割増のペースで推移。３月
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末現在では、日米や韓国、中国など

１３カ国に利用者が広がっている。

　１９８９年に渡米した久保由美さ

んは、現在１５歳の長男が１歳の時、

自閉症であることが分かった。既存

の会話補助用具は重く、使い勝手が

悪い。そんなことから、アップルが

２００７年夏に発売したアイフォー

ンを見て、これを利用できないかと

ひらめいた。０８年にスペクトラム

社を当地で起業、現在は最高経営責

任者（ＣＥＯ）だ。

　ソフトは日本人エンジニアと二人

三脚で完成。「うれしい」「混乱して

います」といった日常生活でよく使

う表現を示すアイコンに指先で触れ

るとその音声が流れ、相手に自分の

言いたいことを伝えられる。「子供

が興味を持って操作し、積極的に外

部とかかわりを持つ効果が大きい」

（米スタンフォード大教授）と専門

家の評価も高い。

　このソフトは、３日に米国で発売

された最新の多機能型携帯端末「ｉ

Ｐａｄ（アイパッド）」でも利用で

きる。表現は１３０種類用意し、価

格は英語版が２９．９９ドル、日本

語版は３５００円で、アップルの販

売サイトで購入できる。

　米疾病対策センター（ＣＤＣ）に

よると、米国での自閉症の発症率は

子供１１０人に１人、患者数は３～

２２歳だけで推計３０万人強に上

る。世界的にも増加傾向だ。主婦の

直感を大切にしたいという久保さん

は、「国を問わず、家族の痛みを取

り除くため、このソフトを教育現場

と地域社会に広げていきたい」と話

している。（20�0/04/04-�9:56）

4 月 25 日（日）　NPO 法人　　奈良県自閉症協会総会

委　　任　　状

平成２２年４月２５日 ( 日 )

特定非営利活動法人　奈良県自閉症協会

平成２２年度　総会における議案については

議長または　　　　　　　　　　　氏に一任いたします。

会員氏名　　　　　　　　　　　　　印

＊メールは印省略　　

＊出席予定の方も念のため委任いただけたら助かります。


