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　（合成音声）　聞こえますか。私たちは iPad で動
く指伝話というコミュニケーションアプリを開発・
販売しています。絵や写真を使った分かり易い絵
カードを自分達で作ることができ、合成音声と一緒
に使うことができます。
　（女性音声）このように流ちょうな声で話をする

ことができます。

　（男声音声）絵カードは画面タップはもちろん、
スイッチ操作で選択する場合でも 50 音表から文字
を 1つずつ選択するよりも簡単ですので、身体の
動きが自由でない方たちにも多く使っていただいて
います。
　その場で文字を入力して音声で伝えることもでき
ますが、こうしてあらかじめ用意しておけば、昨日
のように緊張して言葉がなかなか出てこないという
こともありません。
　言語障害にはスピーチの障害とランゲージの障害
があります。最初の指伝話のユーザーは、喉頭ガン
で声を失ったスピーチの障害の方でしたが、次に出
会ったのは、脳出血による失語症、ランゲージの障
害の方でした。
　ランゲージの障害だと文字を 1つずつ選択する
ことができません。それ故指伝話は絵カードタイプ
に進化したのですが、結果的に画面操作やスイッチ
の利用にも良くなったというわけです。

　これは言語聴覚士との出会いが幸いしました。指
伝話には言語リハビリテーションの専門家の知恵が
沢山入っています。

　私は一般社団法人結ライフコミュニケーション研
究所の理事、研究員として、黄金の脳の研究や、人
生においてコミュニケーションは大切なものである
ということの啓蒙活動をしています。
　研究所の代表理事はドクターで、理事には言語聴
覚士もいます。私は言語聴覚士会などでセラピスト
など医療従事者むけの講演をすることがあります。
　難病の方とのコミュニケーションに関する講座の
ときに、意思伝達装置をいつ導入すべきですか、と
いう質問を受けることが多くあります。質問の背景
は、この進行性神経疾患の方のコミュニケーション
の流れがあります。
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　最初、うまく言葉が発生できなくなり、筆談やコ
ミュニケーションボードを使い始めます。パソコン
も使い始めます。身体が動かなくなると、スイッチ
を導入。それも使えなくなると、視線入力を検討し
ます。この時に、そろそろスイッチを使いましょう
というのがいえな、というのです。それは進行が次
の段階に進んだことを告知するから、言い出しにく
いというのです。それによって、適切な導入タイミ
ングを逃してしまうことがあります。
　病気が進行してから新しいことをするのは、病気
や障害がなくても大変ですよね。
　みなさんは、身体機能はどんどん衰えていくとい
いますが、回復だってしますし、特に心は成長だっ
てします。人生は死ぬまで成長の日々です。

　これは機械・マシンを中心に考えるか、機会・チャ
ンスを中心に考えるかの違いだと思います。

　制度で手に入るからもらわないと損だというの
は、よくありません。やりたいことがあり、それが
可能だから欲しい。制度がなくても欲しいと思うも
のでなければ意味がありません。
　指伝話は日常生活用具で支給を受けているのは、
まさに日常の生活に根ざして使って欲しいと思って
いるからです。

　指伝話、iPad を導入した方は、最初は会話を楽
しんでいますが、次にやりたくなるのがリモコンを
使う、電気をつける、カーテンを開けるといった環
境制御です。
　ところで夜、奥さんが部屋に入ってきた時に、カー
テンをあけるというのはどういう行動でしょうか。
窓からは満月の月明かりが入る。君が来るとぱっと
明るくなるよ、と伝えたいのでしょう。そして、今
夜は月が綺麗ですね。私たちはこういう伝え方をす
る民族です。



－ 132 －

　五十音の文字だけがコミュニケーションではない
と、私は思います。
　（生声）ここからは反省しなければいけないこと
も込めて自分の声でお伝えします。
　これは私の祖父です。90の時にガンが見つかり、
あと 3ヶ月の命だということになって家族と一緒
に愛媛から引っ越してきて神奈川で住むことにな
りました。その時に、おじいちゃん 100 歳まで頑
張ろうっていったんですね。祖父は、小児科医を
ずっとしておりまして、それこそ死ぬまで現役のド
クターでいたかったんですが、90 の時にガンが見
つかってもうやめなきゃいけない。失意のうちに
神奈川に引っ越してきました。その祖父に対して
100 まで頑張ろう！って、3ヶ月と分かっていなが
ら言ったんですよ。そしたら、じいーっと私の目を
見て「100 までしかだめか？そのあとはどうした
らいいんじゃ？」と言ったんです。ほんとに気づい
ていなかった。ごめんなさいって思いました。おじ
いちゃん、最期だからというので私の両親はもう全
財産なげうって、おじいちゃんのために何とかしな
きゃいけないといって、旅行に連れて行こう、祖父
はとても旅行が好きだったので、グリーン車をとり、
ホテルも最上級ではないですが、できるだけいい部
屋をとる。エレベーターのそばの部屋を予約するな

んてして、連れて行ったんですよ。
　「これが最期の桜じゃ」って、10 回言ったんで
すね。それで 100 歳までは元気に生きてました。
100 歳過ぎて、ケアハウスに 102 歳から入るよう
になって 103 歳ぐらいになるどもう外に出られな
かった。結局 105 歳の時に嚥下に失敗をして、飲
み込みがうまくできない。もう流動食に変えなきゃ
ねっていった 3日後に、「それじゃったらもうええ
わ」と言って亡くなったんです。
　でも、彼も、自分でも自分の誤嚥をみてもう余命
が短いということが分かってたけども、もう興味が
あることをやっていこうって言った瞬間に 15年も
寿命が伸びてしまった。私たちはこれを死ぬ死ぬ詐
欺と呼んでいるんですが、もう両親はね、もうあと
1年だから、あと 1年だからといって、自分達の老
後の生活資金がなくなっちゃったぐらいです。大変
だったんです。でも、それでも、祖父はすごく喜ん
でくれたし、私たちの心にいつまでも一緒にいます。

　これは祖父に iPad を渡して、指伝話を使っても
らおうと努力したんです。100 歳のユーザーがい
るなんて、かっこいいかなと思ったら、ちょっとう
まくタップができなくて、結局指伝話のユーザーに
はなってくれなかったんですが、唯一詰碁のアプリ
だけは使ったんですね。彼は碁が好きだったので。
　「あの、電気のヤツを出してくれ」って言うんです。
iPad とかいう言葉も一切覚えなくて、「電気のヤツ」
でずっと詰碁をやってくれたんです。でも彼にとっ
ては、これが 100％満足する iPad の使い方だった
んだと思います。
　使いこなそうなんておもわなくて、ただ使えばい
い。それから興味が出てくる。そのきっかけになる
というのはこの iPad には含まれているんじゃない
かと思います。
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　昨年末に総務省でこれから ICT、IoT、ロボット
というふうに時代がどんどん変わって産業は変わっ
ていくんだけども、こういう世の中で高齢者とか障
害者に対してどういうふうに我々は接していったら
いいんだろうか、ちょっとコメントを下さいといわ
れて呼ばれて講演をしてきました。この時のテーマ
も「これは機械ではなく、機会です」チャンスなん
だと。ICT はきっかけなんだと。ICT は解決策では
ないという話をしてきました。
　その時に言ったのは、我々が年を取ろうと若かろ
うと病気であろうと元気であろうと、今ある状況が
普通。でもただある状況だけ、じゃなくて、そこか
らよりよくなろうとか、よりよくしよう、周りのこ
とも含めてよりよくしようという気持ちがあるとい
うのが、人間として普通、という状態なんじゃない
か。これをうまくサポートしてくれるのが ICT の力
なんじゃないですか、っていうことを、総務省で話
をしてきました。

　そして、ここから導き出した答は、ST さんとか
らよく聞かれる、この意思伝達装置をいつ導入する
のですか？という答えは、そういう質問じゃなく
て、楽しい iPad ライフをいく始めますかって聞き
直したらどうですか。今でしょう！今日でしょう！
ですよ。あれははやり言葉の通りです。もう帰りに
iPad 買いましょう！っていうぐらいのノリで、楽
しんでやろうって。別に指伝話使わなくてもいいん
です。iPad 買ったら写真が撮れるから、とりあえ
ず写真を撮ってみるんです。病室にいって、もう暗
い顔してこうやって寝てるおじいちゃんがいたら、
どうやって話聞いたらわからないってセラピストの
人いうけど、私だったら、まず写真を撮ります。は
い撮るよ！っていったらついニコッてしちゃったり
するんです。そうすると、いい顔したねー、何かい
いことあったのー？っていったら、「今日は看護師
さんが優しかった」あー今日はよかったんだ。じゃ
あ明日もまた写真撮ろうね。毎日いい顔してーって
写真撮って 1週間笑顔日記をつけるんですね。そ
したら指伝話でこうして、看護師さんが優しかった、
ご飯が美味しかった、孫が来た、みたいな感じでやっ
たりするわけですよ。
　それだけで会話ができてくる。それのきっかけに
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ぜひ使って欲しいと思います。
　こないだ、病院に呼ばれていって、ちょっと様子
を見て下さいといわれて、使っている方の様子見て
きたんです。そしたら iPad、だいぶ古ーいのを使っ
てらっしゃったんです。あ、これどうしたんです
か？っていったら、「孫が持ってきたんだ。孫のや
つをちょっと借りてるんだ」って言ってくれたんで
すよ。もうそれだけでいいんです。孫とのコミュニ
ケーションできてるじゃないですか。そういうきっ
かけに、ちょっと使ってください。
　そして、いつから始めたらいいか、といったら、
今日です。あ、昨日からやっておけばよかった、先
週やっておけばよかった、病気になった 2年前に
やっておけば良かった、っていろいろ思うかもしれ
ないけど、いいんです。今日、始めれば。今日はこ
れから先の人生で 1番早い日だと、よく言われて
います。だから思い立ったら、今日始めよう！って
いうふうにできたらいいと思っています。
　私たちはメーカーでもありながら、こういうコ
ミュニケーションはとても大切だなということを一
緒に考えようという活動もしております。ぜひご興
味ある方は、もしくはご質問ある方はいつでもメー
ルください。Facebook で高橋宜盟を調べていただ
ければ、ぜひお友達になっていただければと思って
おります。
　そして私たちはいつも、決めつけない、あきらめ
ない。祖父が 3ヶ月で死ぬといわれても、そうだっ
て決めつけない。それを反省しています。どんな病
気であっても、希望をもって生きていこう。そう思っ
ております。
　ありがとうございました。
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座長　iPad はここ 2 ～ 3 年の新しい機器なので、
ぜひ会場のみなさん、質問ありましたらどうぞ。

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院　水田　以
前 ALS の患者さんの時にマイトビーをデモで持っ
て行って練習でいれてもらったら、三島亭ですき焼
きを食べたいと。京都で有名なすき焼きやです。家
族が涙を流して、意思伝達装置というと、おしっこ
したいとかベッドをあげてとか、そんなことばかり
考えてるけど、実はご家族とコミュニケーションを
とりたい。今日のお話をきいて、本当に面白かった
です。患者さんはコミュニケーションとりたいし、
家族もコミュニケーションをとりたい。そのために
よいツールを提供していただきたい。それから、も
う 1つは、高齢の方にこういう機械をもっていく
と、それだけで拒否されるので、使って楽しいもの
を作っていただきたい。よろしくお願いします。

高橋　ありがとうございます。頑張ります。

座長　使うためには機材がないと困るかと思うので
すが、ちなみに iPad は今いくらぐらいで買えるの
かと、日常生活用具の制度のお話がでてきましたが、
その制度利用を使うのか、それとも他にも制度使え
たりするのか。

高橋　iPad は今だいたい 5万円ぐらいでWi-Fi タ
イプが買えます。アプリはそれぞれ金額が決まって
います。制度を使う場合は、全国各市町村の判断で
すので、正直統一された見解はあまり出ていません。
八王子市のように iPad そのものを提供するわけで
はないけどもアプリは認めます。ただアプリだけ渡
すわけにはいかないので iPad つけときます、とい
うような提供の仕方をうまくやってくださってると
ころもありますし、専用機でないと絶対日常生活用
具は出せませんというところもあります。私共の場
合は指伝話というアプリしか動かない iPad のセッ
ティングにして提出すればよろしいですかというこ
とで許可をとって認めてくださるところもあれば、
逆にそれをいって怒られたところもあります。高橋
さんそれじゃだめだよ。指伝話しかつかえない様な

iPad じゃ、iPad の意味がない。もっと興味もった
ら外に出て写真だって撮りたいでしょう。そういう
ふうに使わなきゃダメなんだ、という自治体があり
ました。そうかと思えば、絶対認めないからねとい
うところもあるので、各自治体に一つ一つ丁寧に話
をしていくようにしています。ただ私たちは、制度
で買ってそのまま転売してしまうケースも昔はあっ
たという話を聞いているものですから、必ずセラピ
ストと組んで、この人本当に使えるの？伝えたいと
いうことはどういうことなの？ということを話し
あった上で導入するようにしています。ちなみに障
害者手帳の音声言語障害の 3級 4級というのがあ
りますが、最高 3級ですが、それをお持ちの方だっ
たら携帯用会話補助装置というのがあります。それ
から上肢の麻痺ということで身体障害の手帳 1級
をお持ちなら、言語がなくても会話が著しく困難で
あるという医師の意見書があるとOKといってくれ
るところもあります。
　難病認定だけ受けていてもいいというところもあ
れば、それだけでは足りないので必ず手帳をとって
くださいというところもあります。
　iPad とそのアプリの部分については会話補助装
置ですが、スイッチとかアダプター、アームなどは
情報通信支援用具というカテゴリーが別にあって、
前者が 98,800 円、後者は 10万円の枠が標準です。
ただ市町村によって全然違っていて、27 万円まで
OKというところもあれば 98,000 円までというと
ころもあります。各市町村にお問い合わせしてくだ
さい。もし指伝話キットという形でご購入をという
ことであれば私共にご連絡いただければ、過去に実
績があるところなら簡単でしょうが、初めてのとこ
ろであればうちから各市町村に連絡して説得いたし
ます。

質疑応答


