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「自閉症の僕」日常つづる

読売新聞 2015 年 06 月 26 日
「この本を読んで明日への活力にしてもらえたら」と願う東田さん

君津市在住の自閉症の作家、東田直樹さん（２２）がつ
づったエッセー「自閉症の僕の七転び八起き」
（ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ）が、２５日に発売された。高校時代から続けてき
たブログの文章を基に、大幅に加筆、修正した。東田さん
は「生きづらさを抱えながら毎日を過ごしている人たちの
背中を押せるような本を作りたかった」との思いを込めた。
（渡辺光彦）
東田さんは幼少の頃から、コミュニケーションが苦手で、
話しかけられても反応できず、相づちも打てなかった。し
かし、４歳の頃、手を介助してもらいながら書くと、気持
ちや考えを文章で表せるようになった。
介助なしでも物語や詩を書けるようになり、２００４、０５年には「グリム童話賞」の
中学生以下の部で大賞を連続受賞。１３歳の時に執筆した「自閉症の僕が跳びはねる理由」
（エスコアール）の英訳版が海外でベストセラーとなるなど、これまで１８冊の絵本やエ
ッセー、詩集などを出している。
ブログは通信制高校に在学中の１０年、「作家として活動する中で、日頃考えていること
を読者に知ってもらいたい」と書き始めた。今回のエッセーには、卒業後の１１年８月か
ら今年４月までのブログの中から、障害があるから気づくことや、健常者にとっては当た
り前すぎて忘れているようなことなど、豊かな感受性が表れている内容をテーマごとに構
成して盛り込んだ。
「孤軍奮闘」のテーマでは、
「自閉症者は人と関わるのが苦手だが、心はいつも外に開い
ている。開いているのに気づいてもらえない」と障害の特徴を説明。「十人十色」では特別
支援学校高等部ではなく通信制高校に進学したことに触れ、「障害があっても多様な生き方
を認めてもらいたい。障害があっても夢をかなえたいと願っている人は、たくさんいるは
ず」と訴えている。
また、
「一家団欒」では、気持ちを淡々と受け止めてくれる太っ腹な母親ら家族の中に自
分の居場所を見つけ、家族の一員と感じられることなどをつづった。
東田さんは、母の手作りの文字盤を指さしながら、「本当の幸せは、日常生活の何気ない
一コマにこそある。そのことを、この本を通じて多くの方にわかってもらいたい」と気持
ちを述べた。エッセーは四六判 224 ページ、1300 円（税別）。県内の書店などで購入できる。

社説：障害者差別／進めたい解消の取り組み
神戸新聞 2015 年 6 月 26 日
ちょうど２年前の今ごろ、公的機関や民間事業者に対して障害を理由にした差別を禁止
する障害者差別解消法が成立した。

障害のある人も地域の一員として日常、さまざまなサービスを利用する。社会参加を阻
む壁を取り除くのがこの法律の目的だ。周知期間を経て来年４月に施行される。
差別を禁止するだけでなく、公的機関や事業者には差別解消への取り組みが義務付けら
れる。どんな場合にどのような対応が求められるのか。国や地方自治体はいま、対応要領
や指針の作成を急いでいる。
現実を踏まえて分かりやすい判断基準と手引きを示す必要がある。例えば、体が不自由
というだけで飲食店への入店を断ったとする。これは法が定める「不当な差別的取り扱い」
に当たり、許されない。
ただ、法の要請はそれだけではない。障害者の入店に手を貸す、利用しやすいようテー
ブルやいすを換えるなど、可能な範囲で受け入れの方策を講じなければならない。
公的機関はそうした「合理的な配慮」が法的義務とされる。民間は努力義務にとどまる
が、きちんとした対応が求められるのは同じだ。問題を繰り返す事業者には国が助言や指
導、勧告を行い、悪質な場合は報告を求める。報告を怠るなどすれば、２０万円以下の過
料の対象となる。
ただ、何が「不当な差別」に当たり、何が「合理的な配慮」なのか、戸惑う場合も多い
だろう。具体的な事例を基に考え、障害者への理解を深める努力が重要だ。
そこで兵庫県は、障害者が差別されたと思ったケースや周囲が配慮した体験談を、郵送
などで募集している。電話の「障害者ほっとライン」では月１回の専門相談で、弁護士や
社会福祉士らが話を聞いている。
国の基本方針は、筆談や文字の読み上げ、手話などによる対話も「合理的な配慮」に挙
げている。障害に応じたコミュニケーションの工夫がこれまで以上に課題となる。
今春、明石市で聴覚障害のある女性市議が誕生した。東京都でも「筆談ホステス」とし
て知られる聴覚障害の女性が北区議に当選した。
各議会は手話通訳者を置き、音声変換システムを導入するなど、議員活動を支える環境
整備を進めている。行政がモデルを示すことで取り組みを社会全体に広げたい。

論説：武雄市のＩＣＴ教育
佐賀新聞 2015 年 06 月 25 日
◆長期的視点で検証を
武雄市が進めるＩＣＴ（情報通信技術）教育について、東洋大現代社会総合研究所が効
果を検証した。本格導入から１年で検証は初めて。小学生がタブレット端末を活用した反
転授業やコンピューターのプログラミング授業をどう受け止めているか、学力との関連性
を含めて考察した。期間が短く比較データも少ないため、効果を断定できる数値は出てい
ない。今後の検証を含め、長期的視点でＩＣＴ教育の効用を考えたい。
検証は武雄市が昨春から全１１小学校で始めたスマイル学習（反転授業）と、１校で行
ったプログラミング授業について、アンケートや学力テストの結果などを基に分析した。
武雄市の反転授業は小学３年生以上の理科と算数が対象で、家庭でタブレット端末を使
って動画を見て予習する。全ての授業ではなく、必須授業時数の２割程度で行っている。
児童が予習時ごとに答えるアンケートでは、翌日の授業について「とても楽しみ」と「少
し楽しみ」が２科目ともほぼ８０％を超えた。一方、「授業の内容が分かったか」では「分
かった」が算数で９０％超だったのに対し、理科は５０～６０％。科目で差が出た。タブ
レットで動画を見る家庭での予習が、おおむね受け入れられる一方、理解度は科目で異な
ることが分かった。
反転授業の導入前後の学力比較のため、２０１４年の県の学習状況調査と１５年の学力
テストを比べて検証した。県平均と市平均を比較する方法で、算数は県の正答率を上回る
比率が０・７ポイントから２・１ポイントに広がったのに対し、反転授業を行っていない
国語では、３・８ポイントから１・９ポイントに低下した。報告は「まだ１回なので全面
的には打ち出せないが、一つの結果とみていい」としながらも、反転授業の実施率が低か

った学校で数値が改善したケースもあり、「反転授業と成績変化の正の相関関係はみられな
かった」とも分析した。
全体的に言えるのは、児童の評価は高いが、表れた数値に顕著なものはなく、いい面も
悪い面も、効果として断定できるものではない－ということではないか。検証と数値を重
ねることが必要なようだ。
今回の検証に詳細はなかったが、授業運営の変化による効果も知りたい。タブレットを
使う授業では、個々人や全体の理解度（正答率）が把握できる。理解度に合わせて予習部
分をやり直したり、先に進んで児童同士の「学び合い」や復習に多くの時間を割くことも
できる。そうした授業展開の変化はどんな影響を生むのか。反転授業の目的には、児童の
主体性や意欲を引き出し、共同で問題解決できる力を養うこともある。
そうした面を数値で測ることは難しいが、学力テストの調査項目には「家庭学習」や「友
だちの前での意見発表」に関する質問もあり、秋にはそうした数値を分析した２回目の検
証結果も出る予定だ。注目したい。
武雄市は国語にも反転授業を導入するなど、ＩＣＴ教育を拡大している。ただ、今回の
検証で、学校間の反転授業の実施率が５０％以下から９０％超まで大きな差があることも
分かった。実施に難点があるのなら、対応が必要だ。検証で分かったことに、素早く対応
する姿勢も重要だ。
（小野靖久）

民主、公選法改正を検討 投票時間拡大など
日本経済新聞 2015 年 6 月 25 日
民主党は 25 日、政治改革・国会改革推進本部（本部長・枝野幸男幹事長）の役員会を開
き、国政・地方選挙での投票場所や投票時間の拡大や、障害者への情報提供方法の改善を
検討することを決めた。公職選挙法改正案としてまとめ、超党派での国会提出を目指す。
投票場所については、期日前投票も含めて駅や商業施設などに拡大するほか、午前７時
からと規定されている投票開始時刻を前倒しする案も浮上している。障害者への情報提供
では、全ての国政選挙や都道府県知事選の政見放送で字幕を導入することも検討する。

盲導鈴、苦情で音小さく

住民「子が寝付けぬ」／障害者団体「理解して」
北海道新聞 2015 年 6 月 26 日

札幌視覚支援学校の玄関に設置された「盲導鈴」
。住民からの苦情を受け、音量
を小さくしている＝札幌市中央区

視覚障害者を誘導するために公共施設や駅で流す音「盲導鈴（れ
い）
」が、住民の苦情により、音量を絞るなど対応を迫られるケース
が各地で相次いでいる。北海道札幌視覚支援学校は今春の開校から
ほどなく、
「ピンポーン」という機械音を鳥の鳴き声に変えた。歩行
などに支障は出ていないが、聞き取りづらいという指摘もある。障
害者団体は「視覚障害者にとって音は命綱。障害へ理解を深めて」
と訴えている。
札幌視覚支援学校（石川大校長、札幌市中央区南１４西１２）に
は３歳児から成人まで９１人が通う。盲導鈴は前身の２校でも使わ
れ、統合後は校舎玄関と、校舎に隣接する寄宿舎玄関など計３カ所に設置された。
開校当初、校舎側の盲導鈴は朝から夕方、寄宿舎側は生徒が外出する夕方から午後９時
まで、機械音を流していた。
やがて住民から「頭が痛い」
「子供が寝付けない」などの苦情があり、同校は５月初旬、
校舎側の盲導鈴を朝だけ鳴らすことにし、寄宿舎側を鳥の鳴き声に変更した。また３カ所
のうち２カ所の音量を、付近の住宅まで聞こえないよう１段階小さくした。
視覚障害者によると、鳥の鳴き声は機械音に比べ、聞き取りづらいという。同校周辺は

点字ブロックが整備され、現状で児童らの通学に支障はないが、冬は積雪で点字ブロック
が隠れ、道に迷うなど影響が出る可能性もある。

京都府福祉施設、また特別監査 入所者虐待情報めぐり
京都新聞 2015 年 06 月 26 日
京都府京田辺市の救護施設「京都府立洛南寮」で、入所している女性（７０）が職員に
よる虐待を訴え、府が特別監査を実施していたことが２５日、分かった。府は、虐待の事
実は確認できなかったものの、入所者の異変に関する情報共有が不十分として、施設を運
営する府社会福祉事業団に改善を指導した。同事業団は男児に対する心理的虐待があった
と認定された障害児入所施設「府立桃山学園」
（京都市伏見区）も運営している。
府や事業団によると、女性は持病があり、２月１７日に宇治市内の病院へ入院。診察し
た医師が女性の背中に１０カ所以上の内出血のあざを確認した。女性が職員につねられた
などと訴えたため、虐待の疑いがあるとして医師が同２０日に施設に通報した。
その後、事業団は施設の全職員２４人に聞き取り調査し、「身体的虐待は確認できなかっ
た」と府へ報告。府も３月に特別監査したが、女性が虐待を受けたとした職員（３月で定
年退職）は関与を強く否定し、ほかの職員の目撃証言もなかったため、虐待の有無は確認
できなかったという。
ただ、女性を入浴介助した職員３人があざを確認していたのに、異変の記録や上司への
報告を怠っていたことが分かった。府は情報共有の体制整備などを求め、４月に事業団を
改善指導した。現在、女性は洛南寮に再入所している。
洛南寮は、障害や経済的な事情で日常生活を送るのが困難な人たちを保護する福祉施設。
事業団は「特別監査を受ける問題が二度と起こらないよう改善を図りたい。職員間の情
報共有や研修を徹底し、信頼回復に努めたい」としている。

あぶくま養護学校分校 玉川に…福島
読売新聞 2015 年 06 月 26 日
福島県教育委員会は２４日、あぶくま養護学校（郡山市）の分校を玉川村内に新設する
考えを明らかにした。
相馬養護学校（相馬市）を南相馬市鹿島区内に新築移転する方針も表明した。完成時期
はいずれも未定。詳細な場所は今年度中に住民説明会を開いてから決める。
同日の県議会で杉昭重教育長が答弁した。県教委によると、特別支援学校の児童・生徒
はこの１０年で２割強増加し、教室が不足がちになっているため。あぶくま養護学校分校
では約５０人の受け入れを見込む。現在、９０人が在籍する相馬養護学校は、移転後には
１３０人程度の規模になることを想定している。
分校の開設地域の玉川村は、ＪＲ水郡線やあぶくま高原道路があって交通の便がいい点
が評価された。相馬養護学校の移転先地域の鹿島区は、相馬市と南相馬市のほぼ中央にあ
たることなどから選ばれたという。

医療用家系図ソフト…岩手医大で
読売新聞 2015 年 6 月 26 日
岩手医科大に設置されている「いわて東北メディカル・メガバンク機構」（機構長・祖父
江憲治副学長）が、医療用家系図を作成するソフト「ｆ―ｔｒｅｅ（エフ・ツリー）」を開
発した。
家族の病歴などを入力すると、自動で家系図ができあがる。遺伝的な診断のために家系
図を作成する医療現場で、作業時間の短縮、書式の統一などが期待できる。
遺伝子診療の進展とともに、医療現場では家族の発病歴を整理する必要性が高まってい
る。機構によると、家系図の描き方は医師によって異なるケースも多く、引き継いだ別の
医師が読めないこともある。家系図を手描きしたうえで、通常の資料作成ソフトで一から

作るのに１～２時間かかることもある。
「エフ・ツリー」では、家族や親類の病歴、年齢などを所定の欄に入力すると、自動で
家系図ができあがる。作業時間は数分に短縮される。遺伝学を専門としない医師も、家系
図の表記に関する国際的な指針に基づき、正確な家系図を作れるようになる。医師、看護
師、認定遺伝カウンセラー、医療系の学生らに使ってもらうことを想定している。
開発に関わった機構の福島明宗・イノベーション推進・人材育成副部門長（岩手医科大
教授）は「世界的にもこれまでなかったソフト。臨床現場だけでなく、研究や教育現場で
も 活 用 し て ほ し い 」 と し て い る 。 ソ フ ト は 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://iwate-megabank.org/genetic/)から無料でダウンロードできる。（福元洋平）

「心の病」労災認定、過去最多４９７人、うち９９人が自殺図るなど深刻
産経新聞 2015 年 6 月 25 日
過労や職場の対人関係のトラブルから精神疾患にかかり、平成２６年度に労災と認定さ
れた人が前年度比６１人増の４９７人となり、昭和５８年度の調査開始以来、過去最多と
なったことが２５日、厚生労働省の集計で分かった。労災の申請者も１４５６人（同４７
人増）と６年連続で増加。厚労省は「２３年に認定基準が見直され、精神疾患による労災
の対象などが整理された。この基準が広まり申請者が増え、認定までの期間も短くなって
きたことが増加につながっているのではないか」と分析している。
厚労省によると、精神疾患による労災認定が多かった業種は、運輸・郵便（４１人）▽
福祉・介護（３２人）▽医療（２７人）▽飲食店（２５人）－の順。認定された４９７人
のうち９９人が自殺（未遂も含む）を図るなど深刻な状況にあった。
年齢別では、４０～４９歳が１４０人と最多で、３０～３９歳が１３８人、２０～２９
歳が１０４人と続いた。発症原因では「悲惨な事故や災害を体験、目撃した」が７２人で
最多。
「嫌がらせやいじめ、暴行を受けた」が６９人、「１カ月８０時間以上の時間外労働
を行った」が５５人、
「仕事内容・仕事量の変化」が５０人だった。

高齢者の在宅復帰支援

広がる地域包括ケア病棟
読売新聞 2015 年 06 月 26 日
いったん入院すると体力の回復が難しい高齢患者の在
宅復帰を後押しする「地域包括ケア病棟」が、県内にも
広がり始めている。住み慣れた地域や自宅で医療や介護
を受けられるよう、退院後の生活を見据えたリハビリを
行うのが特徴だ。
「ゆっくりでいいので、歩いてみましょう」
塩釜市立病院で、車いすから降りた７０代の女性を伊藤喜和医師（67）が見守った。関
節炎で全身に痛みが走り、同病院に緊急搬送されて治療を終え、院内の地域包括ケア病棟
でリハビリに励んできた。
「良くなってきましたね」
。伊藤医師が声をかけると、女性は「ま
さかこんなに早く歩けるようになるなんて」と声を弾ませた。
地域包括ケア病棟は 2014 年４月の診療報酬改定に伴って全国の病院に導入され、塩釜市
立病院では 14 年 11 月に 10 床を設置した。リハビリを担う専従スタッフを１人配置し、医
師と協力しながら、手術などの急性期医療を終えた患者を支えている。
退院後の生活に備えたケアに重点を置いているのが特徴で、リハビリの内容は自宅で使
う寝具によっても異なる。布団を用いる家庭では押し入れへの出し入れが必要になる一方、
ベッドでは足を上げ下げする動作が求められるからだ。男性の場合、ひげそりを一人で使
う練習も行う。
「家族と話し合って、間取りや日常生活を把握することが重要」と伊藤医師
は語る。同病院では病棟の 10 床が常にほぼ満床状態で、約８割が自宅や地元の介護施設に
入った。国が目標とする７割の在宅復帰率を上回り、病棟運営が順調なことから、今月、

42 床へと拡大した。
だが、こうした動きは緒に就いたばかりだ。今年４月時点で地域包括ケア病棟を設置し
たのは 16 病院で、県内の病院（20 床以上）の約１割にとどまる。地域包括ケア病棟よりも、
重症者向けの病棟を開設したほうが高い報酬を得やすいことが背景にあり、全国でも同程
度の水準だ。
一方で、団塊の世代が７５歳以上となる 2025 年は医療・介護のニーズが高まり、在宅医
療が必要な対象者が大幅に膨らむとされ、
「2025 年問題」と呼ばれている。国立社会保障・
人口問題研究所によると、本県でも２５年には、75 歳以上の人口が全体の 17・4％を占め、
10 年の 11・4％から急増する見通しだ。伊藤医師は「地域を支える医療機関には、治療だ
けでなく、退院後の生活も支えるという視点が求められる」と話している。

[FT]ギリシャ、福祉崩壊危機で慈善団体が頼り
日本経済新聞 2015 年 6 月 25 日
アナスタシオス・イファンティスさんが、ギリシャの福祉がいかに崩壊的状況にあるか
という危機を実感したのは、小さな子どもたちが受けているはずの基本的ワクチン接種を
受けていないことで、病院に担ぎ込まれるようになった時だった。
ドイツ国会議事堂の建物の前でキャットフードを見せギリシャの困窮
を訴える女性（19 日、ベルリン）＝ＡＰ

ギリシャの首都、アテネの中心部にある「世界の医療団」
の病院でソーシャルワーカーとして働く同氏は「この病院を
訪れる、肝炎などの基本的ワクチン接種を受けていない子供
たちの数は日ごとに増えている」と語る。
「供給が底をついた
ため、政府は市民にワクチン代を支払うよう要求している。
だが、人々は払うことができないのだ」
健康管理、ホームレス向けのシェルター（一時的住居）、法的相談、精神的カウンセリン
グなどを提供する慈善団体は、数年に及ぶ緊縮財政によってほころんだ社会的セーフティ
ーネットの穴を埋めるための活動を始めた。
彼らは、ギリシャ政府が削れる費用はどんな分野でも削減するとみられるなか、むしろ
一段と厳しい困難に直面している。ギリシャ政府は、債権団をつなぎ留め、ユーロ圏から
の離脱を避けるために、かき集められるだけの資金をかき集めているのだ。
政府関係者や活動家は、この流れは続いていくしかないだろうと語る。
ギリシャのチプラス首相と交渉団は、72 億ユーロの支援枠継続の道を探る土壇場の交渉
のためベルギーの首都ブリュッセルとの間を往復してきた。だが、アテネの道ばた、ホー
ムレス向けのシェルターや病院の混雑した廊下にいる人々の多くは、ギリシャの債権団が
支援と引き換えに要求している歳出削減や増税など一連の財政改革で、状況はさらに悪く
なるとおびえている。
息子と病院を訪れていた母親のアレクサンドラ・サンゴムさんは「特別な保険にも入っ
ていないし、収入も、お金もない。この病院以外にどこに行ったらいいのか」と漏らす。
10 歳の息子アントニオス君は、この病院で歯科医に診てもらう１カ月前に、感染した歯
を抜く必要があった。
「ギリシャの状況はいま、ひどい状態にある。これからも悪くなるだ
けだ」とアレクサンドラさんは訴える。
■普通のギリシャ人患者が半分
世界の医療団は 15 年前、当初は性を売り物にする人や薬物使用者、不法移民などを対象
にアテネで診療を始めた。だが、今日では普通のギリシャ人が患者のおよそ半分を占める。
イファンティスさんは「最近明らかに患者が増えており、特にギリシャ人の患者が増え
ている」と語り、
「失業した貧困層。これは財政問題によって増えた社会的問題だ。職や保
険、もしくは単に福祉制度から漏れている人々が急増している」と指摘する。病院にいる
６人のボランティア医師は、平均的な日には１日約 200 人の患者を診ている。

ギリシャは 2010 年以来、650 億ユーロの公的支出を削減し、新政権が多くの人を再雇用
しはじめたものの、何万という公務員を解雇した。
債権団との行き詰まった交渉が長引くなか、政府は同国の破綻を食い止めるために、病
院や大学、地方自治体から資金を捻出することでなんとか対応しようとしている。同国経
済が崩壊寸前でぐらつくなか、こうした動きで、最も必要とされる時に社会福祉に対する
しわ寄せが大きくなっている。英医学雑誌ランセットによると、80 万人ものギリシャ国民
が無保険や貧困によって医療から切り離されていると見積もっている。
慈善団体「プラクシス」の責任者イオナ・ペルシニドゥさんは「多くの人々の命が一瞬
にして奪われていくのを目の当たりにした」と語る。
彼女の取り組みは、破綻にひんした家庭への経済的援助や増加が顕著なアテネのホーム
レス向けシェルターを運営することだ。
ギリシャの総人口 1100 万人の半分が暮らすアテネでは、その他の非政府組織（ＮＧＯ）
が、政府が手を引いてしまった分野を補完すべく奮闘している。
同国政府によると、50 万人以上の国民は融資の返済ができない状態で、30 万人が新たな
人道支援対策法のもと支援を申請したが、現金はたった 1073 人の住宅手当に支払われるだ
けしかなかったという。
ペルシニドゥさんは「財政危機によって知らないうちに状況が厳しくなった。家々は電
気を断ちきり、家計の債務は積み上がった。立ち退きを余儀なくされる家も劇的に増えた。
人々はもうこれ以上持ちこたえられない」と指摘する。
■５年間でホームレスが 25％増
プラクシスが運営するアテネ中心部のホームレス向けシェルターを訪れる人の数は、今
年初めから５カ月間で４万 3000 人と倍以上増えた。
これは１日あたり約 300 人に相当する。
夜が更けるにしたがって、アテネ中心部のオモニア広場では何十人もの人々が戸口や野
ざらしの歩道に段ボールを敷いて寝始める。そのため、警察はその地域での性的犯罪や薬
物使用を取り締まるためパトロールを実施している。
慈善団体は、10 年に危機が始まってから町のホームレスが 25％増えたと推定している。
米著名投資家で億万長者のジョージ・ソロス氏が支援する慈善団体「ソリダリティナウ」
が建てたアテネのデイケアセンターは、１月に開設して以来約２万人に対して診察、カウ
ンセリングを提供し、無料で法律や雇用に関する助言を行っている。
プラクシスのシェルターで看護師として働くタナシス・ディミトラコウポウロスさんは
「わたしたちは本来政府がやるべきことをやろうとしている」と訴える。
By Henry Foy（2015 年６月 25 日付 英フィナンシャル・タイムズ紙）
(c) The Financial Times Limited 2015. All Rights Reserved. The Nikkei Inc. is solely responsible
for providing this translated content and The Financial Times Limited does not accept any liability
for the accuracy or quality of the translation.

お気軽、放置系ゲーム キャラクターが勝手に成長
日本経済新聞 2015 年 6 月 25 日
画面を触って、しばらく放置――。スマートフォン（スマホ）向けの「放置系」と呼ば
れるアプリやゲームが人気を集めている。長時間集中して操作し、クリアの度に難易度が
増す一般的なゲームとは異なり、操作することなく機器を放っている間にキャラクターが
勝手に成長したり、画面の映像が変化したりする。スマホ
なら仕事の合間や通勤時間に手軽に楽しめ、ちょっとした
気分転換にもなる。
放置系は主にスマホを中心として近年急速に広まったゲ
ームのジャンルだ。ほとんどが簡単な操作だけで遊べる。
■仕事の合間に
勝手に生えるなめこを収穫するアプリ「おさわり探偵
こ栽培キット」

ＮＥＯなめ

定番として知られるのが、ビーワークス（東京・港）が 2011 年に開発したスマホゲーム
アプリ「おさわり探偵 なめこ栽培キット」だ。画面に表示される丸太に栄養剤などを与
えて一定時間放っておくと、奇妙ななめこのキャラクターが生えてくる。画面のなめこを
触ると丸太から離れ、
「収穫」できるという単純な仕組みだ。今年５月にはシリーズ累計で
4000 万ダウンロードを達成した。
テクニカルライターの籠谷千穂さんは「なめこ栽培キット」シリーズのファンの１人だ。
「なめこキャラクターの不思議なかわいらしさと斬新なデザインにひかれた」。ほぼ毎日、
仕事の合間の気分転換としてアプリを起動し楽しんでいる。
「なめこ栽培キット」シリーズのアプリは提供を開始してから一貫して無料だ。ビーワ
ークスの情報開発事業部でマーケティングを担当する伴雄斗さんは「もともと別のゲーム
の販促用に開発したという経緯もあり、当初は黒字化すら考えていなかった。課金システ
ムを導入しなかったことで、かえって『安心して遊べるゲーム』という評価が高まった」
と話す。
庭先に来る猫を眺める「ねこあつめ」

なめこのキャラクターは「キモカワイイ」と女性を中
心に人気となり、アプリだけでなくぬいぐるみや書籍な
どの関連商品も多く発売されている。スマホアプリであ
まり遊ばずに、キャラクターグッズを熱心に集めるファ
ンもいる。
昨年に提供を開始して以来、癒やされるゲームとして
一気に人気になったのは、ヒットポイント（京都市）の「ねこあつめ」だ。かわいい猫の
キャラクターの様子を眺めるだけのアプリだが、すでに 550 万ダウンロードを超えた。遊
び方は、画面上の「庭先」にエサや遊び道具を設置して、後は待つだけ。アプリを操作せ
ず放置しておくと、いつの間にか猫が集まっている。現在 45 種類いて、どの猫がいつ現れ
るかは分からない。
■猫眺めて癒やされる
外資系企業に勤める 20 代の
女性は、多いときで１日 10 回
程度アプリを起動 していた。
「忙しさや住環境を考えると、
実際に責任をもって猫を飼う
のは難しい」ことから、スマホ
画面上の疑似的な猫を気楽に
眺めて癒やされる点が良かっ
たと話す。
ＳＥＬＥＣＴ ＢＵＴＴＯ
Ｎ（東京・渋谷）の「生きろ！マンボウ！～３億匹の仲間はみな死んだ～」も 600 万ダウ
ンロードを超えた放置系ゲームだ。マンボウを育てる簡単な内容で、育成中に突然の死を
迎えてしまうマンボウが弱すぎるとネット上で話題になり、利用者が増えた。
これらのアプリはどれも１人で遊べる一方、
「自分のゲームは放ってお
いたらこんな状態になった」と、友人らとスマホ画面の画像をツイッタ
ーなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）で共有し
て楽しむこともできる。のめり込まない程度に遊べる気軽な放置系のス
マホゲームを試すのも一興かもしれない。（企業報道部 花田亮輔）
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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