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（ヒット！予感実感）紙箱のぞけば仮想の世界

簡易ＶＲ装置 伊沢友之
朝日新聞 2015 年 12 月 31 日

ＶＲスコープにスマホを取り付けて紙箱をのぞき込むと仮
想現実の世界が広がる＝凸版印刷提供

ゲームの世
界などで話題
になる仮想現
実（バーチャ
ルリアリティ
ー、ＶＲ）
。そ
れをとても簡
素な「紙箱」
で楽しめる仕組みを、新興企業の「ハコスコ」と、凸
版印刷がそれぞれ展開している。音楽ライブをアーテ
ィストの隣にいるように楽しめたり、観光地に行った
気分になれたり。娯楽にとどまらず、販売促進や福祉
にも使い道を広げている。
東京都内で２０１５年１２月中旬に開かれていた
環境商品の展示会で、凸版の「ＶＲスコープ」を体験
してきた。スキーのゴーグルのような形をした「紙箱」
と、スマートフォンを担当の人から受け取る。動画の
再生を始めたスマホを紙箱の前面に入れ、ゴーグルを
のぞき込む。
森の動物たちが間伐材を使って、紙製の飲料容器を
つくる様子が約２分間のア
ニメ動画で目の前に広がっ
た。動画は３６０度の全周
に広がり、体を上下左右、
前後に動かすと動画も追随。
ある場所ではネズミがのこ
ぎりで木を切り、別の所で
はキツネが木を運んでいた。
木を切ることで、森の地表
まで光が届いて明るくなり、間伐の役割も学べる内容だ。授業で来場した児童生徒らもＶ
Ｒを楽しんでいた。

新成人 121 万人、前年比５万人減

申年生まれは 991 万人
日本経済新聞 2015 年 12 月 31 日
総務省が 31 日発表した人口推計によると、2016 年１月１日時点で 20 歳の新成人は 121
万人で、前年より５万人少なかった。新成人は前年に 21 年ぶりに増加したが、再び減少に
転じた。新成人が全人口に占める割合は 0.95％で、11 年以降１％を割り込んでいる。
新成人の数は第２次ベビーブーム世代が成人になった後、1995 年からはおおむね減少傾
向が続いている。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、新成人の数は 25 年には
110 万人を下回ると見込まれる。
16 年のえとである申（さる）年生まれの年男と年女はあわせて 991 万人で、総人口に占
める割合は 7.8％。最も多いのは 68 年生まれで 182 万人だ。

自ら盲ろう者の社会参加の先頭に立つ 門川紳一郎さん

文・門田耕作 写真・山本和生
朝日新聞 2015 年 12 月 31 日

指点字の通訳と内閣府の障害者政策委員会に出席した門川
紳一郎さん＝山本和生撮影

目が見えず耳も聞こえない盲ろう者の社会参加
を進めようと、自ら先頭に立つ。国連障害者権利条
約の委員会に出席するなど、２０回以上海外に赴い
てきた。内外での活動が評価されて今月、厚生労働
大臣表彰を受けた。
生まれつき弱視で４歳で失聴。今は光を感じる程度の全盲ろうだ。盲学校高等部３年の
時、日本初の盲ろう大学生だった現東大教授福島智さん（５３）と出会い、福島さんが広
めた「指点字」を知った。左右の手の指を点字タイプライターのキーに見立て、点字を打
って言葉を交わす。
「会話というものの面白さを初めて知った」
福島さんに続いて大学へ。さらに米国に留学して、社会復帰訓練などを学んだ。「米での
刺激があまりに大きくて」就職活動はせず、盲ろう者のことは盲ろう者がやらねばと１９
９９年、
「視聴覚二重障害者福祉センター すまいる」（大阪市）を立ち上げた。
盲ろう者は全国に約１万４千人いるが、外出して活動できない人が多い。施設ではコミ
ュニケーション方法や通訳・介助の講習などを行う。理事長として就労をめざす約２０人
の盲ろう者を引っ張る。
今、盲導犬の使用を考えている。３０代から視野が狭まって歩きづらくなり挑戦を決意
した。現在、国内で全盲ろうの使用者はいない。「盲ろう者の励みになり、社会参加も広が
れば」と意欲を見せる。

【ＤＶ妻、急増中】男性に広がる被害、支援窓口が少なくて… 「このままでは危ない」
産経新聞 2016 年 1 月 1 日
恋人や配偶者からの暴力（ＤＶ）に悩む人は多い。こ
れまで、
「女性は被害者」というイメージが強かったＤＶ
だが、最近は男性の被害者が増えている。男性が被害者
になる場合、社会的な立場などを気にして泣き寝入りす
るを得ないケースも多い。相談窓口もまだ少なく、被害
者が孤立しがちな課題もある。
家にいられない夫
「家にいるのが怖くてたまらない」。東京都内に住む３
０代の男性会社員は、妻と別居する２年前まで、妻から殴る、蹴るの暴力を日常的に受け
ていた。「リモコンの位置が違う」
「すぐに返事をしなかった」など、きっかけはほんのさ

さいなこと。しかし、妻は一度、気に障ることがあると、感情がセーブできず、血が出る
まで暴力をふるうこともあった。
「このままでは危ない」
。男性は妻と極力顔を合わせないようにと、会社が終わっても終
電近くまで漫画喫茶などで時間をつぶした。妻が寝静まったのを見計らって家に入り、自
分の寝室のドアの前に机を置いて、
「妻が入ってこないように」とバリケードを作ってから
でないと寝付けなかった。
「離婚」の文字が頭をかすめることもあったが、妻は離婚を拒否。妻から、こうした家
庭の状況を「会社にばらすぞ」と脅され、打つ手が見当たらなかった。
男性からは次第に笑顔が消え、仕事中も上の空になることが多くなった。そんな男性を
心配した知人に付き添われ、やっとの思いで弁護士事務所を訪れた。
都内に住む別の３０代の男性は、一流大卒の妻から、高卒という自分の学歴をののしら
れる日々にじっと耐えている。
すぐに返事をしないと「生活態度がなっていない」。子供が産まれた後、「しつけがなっ
ていない」
。ことあるごとに「これだから高卒は」と否定し続けられ、「俺はダメなんだ」
と追い詰められてしまった。周囲のアドバイスから離婚を考えても、まだ幼い子供たちが
妻に引き取られる可能性が高いことを考えると、その一歩が踏み出せないそうだ。
被害を言い出せず
警察庁の統計では、ＤＶの被害は年々増え続け、２６年には過去最多となる約６万件と
なった。そのうち、男性の被害は１０・１％で、２２年の２・４％から４倍に増えている。
男性のＤＶ被害の相談を多く受け付けている森公任（こうにん）弁護士も「ここ４～５年
で被害相談も増えた」と話す。
被害が増える一方、
「助けて」と声を上げられない男性も多い。森弁護士は「家庭内のト
ラブルを外には知られたくないという男性が多い」と分析。「職場や親にばれれば立場がな
くなる」
「子供と離れるのは嫌だ」という心理状態から、救急車で運ばれるほどのけがをし
ながらも、
「穏便に済ませたい」と警察に被害を届けなかった例もある。
無理解で孤立も
こうした被害の実態がありながらも、男性が被害者になるケースの認知度は低く、理解
不足から周囲からは「そんなはずない」という反応が返ってくることも珍しくない。その
ため、森弁護士は「離婚を望む場合、立証できるものが何より必要」と力を込める。
例えば、妻に暴力をふるわれた際の診断書や、現場の写真や音源といった客観的な証拠
が、裁判などで重視されるそうだ。
また、女性被害者の場合、避難用シェルターや専門の窓口などの支援が広まる一方、男
性のＤＶ被害者への支援はまだ薄いという課題もある。
平成１３年から男性向けの夜間の電話相談を開設している東京ウィメンズプラザ（渋谷
区）の担当者も「シェルターを紹介してと言われても、男性の入れるところは少ない。そ
もそも、仕事もあるので隠れても意味がない」と漏らす。男性には相談窓口や支援策など
の情報が少なく、孤立しがちな傾向もみられる。
夫婦・家族問題評論家の池内ひろ美さんは「男性が被害のＤＶは、これまでは、明らか
になりづらかった。女から暴力をふるわれることは、恥ずかしくて言い出せなかった」と
指摘。さらに、
「『子供のため』と思って離婚できない人もいるが、母親が暴力をふるい、
それに耐える父親を見て育った子供は、暴力もひとつの解決法と学習してしまう。将来、
暴力をふるい、ＤＶをする子供になってしまうかもしれない」と警鐘を鳴らしている。（中
井なつみ、油原聡子）

妊娠知らせるマタニティーマークはつけたくない 世間の冷たい対応…「幸せ自慢する
の？」
産経新聞 2016 年 1 月 1 日
マタニティーマークが施されたストラップ。１番大きかった平成２３年（左）に比べ、最新版の大きさは

約半分だ（ベネッセコーポレーション提供）

妊娠中の女性が身につけているマタニティーマーク。
厚生労働省が平成１８年に制定してから、まもなく丸１
０年を迎える。妊婦への配慮を呼びかけることなどを目
的に作られたものだが、最近では「マークを付けたくな
い」という妊婦の声が挙がっている。認知度が十分でな
いほか、マークを付けることによって「冷たい対応をさ
れた」などの声もあり、今後の課題が指摘されている。
（中井なつみ）
妊婦に気付いて
赤ちゃんと女性が寄り添うようにデザインされた「マタニティーマーク」は、厚労省が
公募によって制定した。妊娠すると、まだおなかの目立たない時期ほど重いつわりに悩む
ケースが多い。そのため周囲に妊娠中であることを知ってもらい、優先座席を譲るなどの
配慮を呼びかけるねらいがある。
現在、マークはキーホルダーやシール、ポスターなどに活用されている。ＪＲや私鉄の
一部の駅では、マークのついたキーホルダーを無料で配布。ほかにも、自治体が母子手帳
の交付時に渡したり、妊婦向け雑誌の付録に付いていたりと、さまざまな方法で手に取る
ことができる。
「付けない」３割
マークを付けていることで「席を譲ってもらった」「『気を付けてね』と声をかけてもら
った」などとプラスの効果がある一方、最近では「マークを付けたくない」という妊婦の
声が多くなっている。東京都中野区の主婦（２９）は、「マタニティーマークを付けている
と、かえって肩身が狭い気分になった」と話す。女性は長男（２）を妊娠中、知人がイン
ターネットに「マークは幸せ自慢だ」と書き込んでいるのを見て以来、
「押しつけがましい
のかも」と悩み、バッグからマークを外した。
子育て情報を発信するサイトを運営するミキハウス子育て総研（大阪市北区）が昨年１
２月にインターネット上で行った調査（有効回答数４８２）でも、妊娠中にマタニティー
マークを付けなかったと答えた人は、３割を超えた。
その理由として、
「付けていると、わざと押されるなどひどい目に遭うと聞いた」「押し
つけがましいと感じるから」などの声や、「不妊治療をしている人など、マークを見て辛い
思いをする人もいる」との反応があった。
このほかにも、マークを付けているときに年配の男性から「妊婦は偉いのか」と言われ
た人や、マークを付けて行った遊園地で「妊婦は来るな」と言われた人も。妊娠中、周囲
から冷たい反応を受けた人は少なくなかった。
サイズも小さく
こうした傾向を受けてか、マークをあしらった関連グッズにも変化が起きている。
ベネッセコーポレーションが年４回発行している「初めてのたまごクラブ」では、毎号
マークをあしらったストラップを付録にしているが、大きさが当初よりも半分ほどになっ
た。最も大きかったのは、直径約１０センチの２３年の付録。これに対し、最新号（昨年
１２月１５日発売）の付録は、同約５・５センチとなっている。担当者によると「さりげ
なく目立たない物がいい」という読者の要望が多かったそうだ。
ギフト商品を扱っている藤田商店（岐阜市）では、マークを浸透させようと、有志で「マ
タニティーマーク普及委員会」を作り、個人や自治体向けに関連グッズを出荷してきたが、
「ここ数年で申し込みが３分の１ほどになっている」という。
認知度低く
こうした背景には、マークを付ける妊婦側と、周囲の認識の差があるようだ。
同委員会の担当者は、マークを付けている妊婦は「急病や災害時など、妊婦に使えない
薬を配慮してもらえるように」
「どうしても体調が悪く、空いている優先席に座ったとき、

白い目で見られないように」などの思いで付けていることが多いと話す。しかし、マーク
に冷ややかな反応をする人は「
『マークを付けているんだから何とかして』、と配慮を強要
された気分になっているのでは」と分析する。
また、マークそのものの認知度も高くない。内閣府が昨年発表した「母子保健に関する
世論調査」では、マタニティーマークを知っていた人は全体の約半数にとどまる。特に、
男性や高齢者では、知らない人の割合が高く、７０代以上では６割以上が「知らない」と
答えていた。
妊娠出産に対する包括支援などの研究を行っている、国立保健医療科学院（埼玉県和光
市）生涯健康研究部の主任研究官で、産婦人科医でもある吉田穂波さんは「日本では、妊
婦が少なくなっている。『自分で体験していないことは分からない』という人も多いので、
妊婦が理解されにくい存在になっているのでは」と指摘。「迷惑をかけてはいけない」との
意識が強く、女性が妊娠を隠す傾向も見られるという。また、吉田さんは「妊娠、出産は
死と隣り合わせの側面も持つ。妊娠中の女性は、辛いときは思い切って周囲に助けを求め
てほしい」と話す。

ＪＲ大阪駅の「エキドンキ」は小さくても存在感あり

日本経済新聞

2016 年 1 月 2 日

JR 大阪駅西側の桜橋口近くにオープンした「エキドン
キ」
。天井高は低く、さまざまな規制をクリアして出店に
こぎつけた。店名には「エキサイトドンキ」の意味も込
められている（写真：橋長初代）

ドン・キホーテグループ初の駅ナカ業態「エキ
ドンキ」が 2015 年 10 月 30 日、JR 大阪駅構内
の商業施設「エキマルシェ大阪」にオープンした。
これまで 1000～3000 平方メートルの中・大型
店を出店して店舗網を拡大してきたが、エキドン
キの売り場面積は約 400 平方メートルとドン・キ
ホーテ業態では最小規模。取り扱い品目も通常店
が 4 万～6 万アイテムなのに対し、エキドンキは
1 万 5000 アイテムに圧縮。狭いながらも中身の濃い品ぞろえで、目的買い客のニーズに応
えていくという。
アミューズメント性を高めるため、店頭にはドン・キホーテのキャ
ラクター「ドンペン」のオブジェを置き、同店で初めてのスタンプ
も設置した。大阪駅の待ち合わせ場所を目指す（写真：橋長初代）

主なターゲットは通勤・通学者など時短消費型の日常的
な駅利用者で、全体の約 6 割を想定。次に多いと予想する
のがインバウンド（訪日外国人）と国内の旅行者で、それ
ぞれ 2 割程度とみている。
「日常利用と非日常利用という両
方の客層を同時に取り込んでいく。ただ、家賃の高い駅ナ
カで収益を残すには、これまでのような品ぞろえや運営方
法は通用しない」と、ドン・キホーテ事業本部大阪支社の
町田悟史支社長は話す。
さらに、駅ナカの店舗は安全上の規制が多く、圧縮陳列
や POP のぶら下げといった同店特有の内装をそのまま採
用することができない。初の試みに試行錯誤しながらも駅
ナカの利便性とドンキらしさを表現したショップが、エキドンキというわけだ。また、エ
キドンキでは新商品のテスト販売も行い、アンテナショップとしての役割も担う。
JR 大阪駅桜橋口の平日 1 日の通行客は約 14 万人。2012 年 10 月に開業したエキマルシ
ェ大阪は、大阪駅西側エリアの活性化に貢献したものの、施設間競争の激化でスーパー業

態が撤退。その跡地に出店したエキドンキの集客力に期待がかかる。
■インバウンド向けの品ぞろえにノウハウ結集
売り場はワンフロアで、土産などの食品を中心に、化粧品、電化製品、衣料品・カバン、
生活雑貨、玩具、旅行・快適グッズ、スマホグッズ、季節品・バラエティ雑貨などが並ぶ。
なかでも重点商品と位置付けられるのが、「インバウンド向けの免税商品」「国内外ツー
リスト向けの大阪土産や日本土産」
「アミューズメント性の高い季節商品」の 3 つ。これら
に加え、出張などで急な宿泊を余儀なくされたビジネスマン向けに、ネクタイや下着など
のアイテムを数多くそろえているのが特徴だ。
国内外のツーリスト向けに、大阪土産や日本全国の名産品が充実し
ている（写真：橋長初代）
ステレンレス包丁と炊飯ジ
ャーも、爆買いの外国人に
人気の定番商品（写真：橋
長初代）

とりわけ、
インバウン
ドの“爆買い”を狙った
アイテムについては、
全
店で人気の高い売れ筋
商品を集積。
「インバウ
ンド比率の高い道頓堀
店などで売れている商
品をそれぞれのカテゴ
リーで拾い出した」（町
田支社長）。
例えば、抹茶チョコレートや酵素系健康食品のほか、
炊飯ジャー、セラミック包丁、美容小物家電、キティちゃんグッズ、ステンレスボトルな
ど、人気の免税対応品と土産品が目立つ。「外貨
で欲しいもの GET！！」と大きく書かれた POP
が購買意欲を喚起するほか、店内には免税カウン
ターを設置。英語、中国語、韓国語に対応する専
属スタッフが配置され、外貨 7 通貨によるレジ精
算サービスやフリーWi-Fi など、訪日外国人観光
客の買い物をサポートする。
ビリケ
ンさん
やたこ
焼きな
ど、大
阪名物の土産品を多彩に展開（写真：橋長初代）
キティちゃんグッズは棚面積も広く、目立つように大き
く打ち出している（写真：橋長初代）

■「日本一安いコーチ」のバッグはなんと 1 万
円
実はメインエントランスは、JR 大阪駅桜橋口
の券売機の横にある。間口が狭く、見逃してし
まいそうだが、クリスマス、ハロウィンなどシーズンイベント関連や旬の商品を展開する
フリースペースとし、1 日約 14 万人の通行客を意識した売り場づくりを行っているという。
「一品の単価が高く、粗利が確保できる季節品を前面に打ち出すことで収益率を高めた
い」
（町田支社長）という狙いも。以前はコンビニが入居していたが、「出店交渉ではココ
ありきで話を進めた。家賃が高くても、このスペースは外せなかった」
（同社大阪支社新規

事業プロジェクト・中尾宗孝ゼネラルマネージャー）という。反対側のエントランスは逆
に広く開放し、大阪土産
や日本全国の名産品とシ
ーズン商品を販売。キャ
ラクターのドンペンのオ
ブジェとスタンプ台を設
置し、エンタテインメン
ト性を高めている。
集客の呼び水となる“驚安プ
ライス商品”を採算度外視で
展開する一方、クリスマスの
コスチュームなど利益率の
高いシーズン商品で粗利を
確保（写真：橋長初代）
メンズの下着は 500 円以下の
格安商品から上質な日本製
もそろえる（写真：橋長初代）
“日本一安い”をうたう人気ブランド「コーチ」のバッ
グ。梅田店にもない破格の値段で提供する（写真：橋長
初代）

梅田店では販売していない商品を展開してい
るのも特徴の一つ。例えば、取材時点では“日本
一安いコーチのバッグ”
。ブランドバッグの豊富
な品ぞろえで定評のあるドンキだが、他店で売れ
残った在庫品や型落ち品を超破格値で販売する。
ほかにはない価格のブランドバッグを揃えるこ
とでエキドンキへの来店を促進。
「今後はこうし
た来店動機を増やしていくことが課題」（町田支
社長）と話す。
出張族の宿泊需要を狙ったメンズ下着は、500 円以下の T シャツや無地のトランクスな
ど、コンビニ商品より 2 割以上安い商品を拡充。充電器やケーブル、スマホアクセサリー
などのデジタルモバイルグッズも充実しているので、大阪駅を利用する際には重宝しそう
だ。
■数々の規制をクリアし、独自の陳列でドンキらしさ表現
初のエキナカ業態となったエキドンキでは、法的規制や施設独自の基準をクリアするた
めに売り場作りでさまざまな工夫が凝らされている。例えばドンキといえば圧縮陳列が有
名だが、上空間の陳列は NG。そのかわり、ゴンドラ什器の下までフル活用し、主力の定番
商品の棚面積を広げて売れ筋の欠品を防止しながら売り上げを確保していく。また、迷路
のようなワクワク感のある売り場を演出するため、通常、通路は曲線や斜めの動線を多用
するが、狭小店舗のエキドンキでは主導線が直線
通路になっている。さらに「単品を拡販するため、
押していきたい商品は棚面積を広く取るなど、棚
割りを工夫した」（商品部担当者）という。
人件費を抑えるため、維持しやすい売り場づく
りにも力を入れている。アルバイトでも品出しし
やすいよう、平台の陳列をなくし、棚中心で構成。
「圧縮陳列はドンキの大きな特徴だが、手間がか
かるため、補充しやすい棚陳列中心の売り場にし
た」（町田支社長）。
売り場面積が狭いため、主導線となる通路は幅の広い直線

にした（写真：橋長初代）
店舗スタッフの手間を軽減するため、圧縮陳列はやめて
棚陳列中心で売り場を構成（写真：橋長初代）

店内には、ドンキを特徴づける「個性的な手書
き POP」も随所に設置。バイヤーのおすすめポ
イントや小ネタなどが書かれていて、POP を見
て回るだけでも飽きない。圧縮陳列はなくても、
買い物の楽しさやワクワク感を創出するユニー
クな演出は健在。目的消費型の店舗ではあるが、
じっくり見ていると 1 時間は楽しめそうだ。
ドン・キホーテグループは根強い消費者の節約
志向や選別消費の動きを捉え、着実に業績を拡大。
大手小売りの中でも高い成長率を維持し、快走を続けている。最近では、消費税増税を千
載一遇の好機ととらえて想定以上の成果を上げたほか、新免税制度の導入以降、成長著し
いインバウンド需要を獲得し、存在感を発揮。2015 年 7～9 月までの決算も予想を上回る
増収増益となった。
今後の出店については、多彩な店舗開発を進める方針だ。エキナカ業態もその一つ。業
界関係者によると「月商 1 億円は固い」とみられ、同店が成功すれば、駅立地の出店が今
後加速するのは間違いない。また、梅田の市場規模を考えると「3 店舗以上あってもいい」
と町田支社長。駅構内で圧倒的な集客を誇るドラッグストアのシェア奪取を狙い、医薬品
の取り扱いも検討中だ。
（ライター 橋長初代）

競泳・小野智華子

２度目の大舞台見据え「メダル欲しい」 産経新聞 2016 年 1 月 1 日
競泳女子で２大会連続出場を目指す小野

障害者競泳女子で活躍する全盲のスイマー、小野智華子（筑波大付
属視覚特別支援学校）は、２度目の大舞台へ向けて静かに闘志を燃や
している。専門は１００メートル背泳ぎ（視覚障害Ｓ１１）。
「絶対に
メダルが欲しい」と、リオ・パラリンピックに照準を定める。
体重８７４グラムの超未熟児で生まれ、両目の視力を失った。母の
薫さんとお風呂で遊んでいるうちに水が大好きになった。小学１年で
水泳を始めると頭角を表し、中学生になるころには海外遠征に参加す
るまでになった。
「観客の大歓声に足が震えた」という初出場のロンドン大会では１
分２７秒５５で８位。昨年７月の世界選手権は４位と表彰台は近づきつつある。
２月にあん摩マッサージ指圧師の国家試験が控えており、現在はプールに入れるのは週
１回程度。２１歳は勉強の合間に腹筋、背筋、腕立て伏せを行うのが日課だ。
リオの代表選考会は３月。
「まずは資格を取って、その後に思い切り泳ぎ込みたい。自己
ベストを出せれば世界のメダルに手が届く」と力を込める。（青山綾里）
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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