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ここで取り上げるのは、行動的モデルと発達的モデルの諸要素を結合し、自閉症や通常発達に関する近

年の新しい知識を織り込んだ介入ないしプログラムである。これらの介入には、自閉症の特性を説明する

際、その弱点を補う長所を強調する傾向がある。さらにこれらの介入は、学習と発達を促進するため、環

境を調整することに焦点を当てることが多い。 

 

サーツサーツサーツサーツモデルモデルモデルモデル 

サーツ（SCERTS）モデル（Wetherby ＆ Prizant, 2000)は、介入プランニングの主要な側面として、対人 

コミュニケーション、情動コントロール、交流型支援（Social-Communication, Emotional Regulation, and 

Transactional Support）に焦点を当てる。このプログラムの目標は、個々の子どもにとっての主要な問題点

に対応する高度に個別化されたアプローチに基づき、自閉症児の中核的問題点に直接働きかけることで

ある。その強調点は、コミュニケーション、社会的関係性、感覚的特性、家族に焦点を当てた介入にある。

これらは自閉症に関する今日の研究文献から「最良の実践例」を取り入れたものである(Prizant, Wetherby, 

Rubin, & Laurent, 2003)。サーツは一つのプログラムと言うよりはサービス提供の一つのモデルであり、独

立にその有効性が実証されているわけではない。しかしながら著者らによれば、このモデルは多くの、そ

れぞれに実証的に支持された治療方法論から組み立てられている(Prizant et al., 2003)。 

 

サーツモデルの主要な特徴は以下の通りである。 

・コミュニケーションと言語の障害は、自然な、半構造化されたやりとりにおいて、前言語的及び言語的コ

ミュニケーションスキルを機能的に用いることを強調する、社会・語用論的(social- pragmatic)言語療法に

よって対処する。 

・社会的関係性や社会的・情動的な相互性の障害に対しては、グリーンスパンのフロアタイムの一部とし

て開発された方略が用いられる。発達的・自然主義的アプローチに関する章を参照。 

・感覚処理の障害は、感覚統合療法と環境調整及び環境的支援によって対処する。多くの自閉症児は

日常生活スキルに支障をもたらすような運動プランニングの不得手さを持っており、これも介入の対象とさ

れる。 

・このモデルは家族構成員が子どもの発達を最もよく高めていけるよう、支援し、教育することも強調する。 

 

Wetherby and Prizant(2000)は、サーツモデルの全体像は、個々の構成要素の組み合わせ以上のもので

あることを強調している。彼らは、自閉症児の経験する様々な発達上の困難は、それぞれが独立に生じる

のではなく、それゆえ一つだけを取り出して治療することはできない、と主張する。例えば食事のような日

常の活動も、上述した様々なスキルをすべて含んでいるのである。またサーツモデルは、子どもの発達に

おける長所や子どもの自然のモチベーションに依拠することで、子どもの弱い部分に対処しようとする。 
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TEACCH は自閉症児・者に視覚情報、構造、予測可能性を提供することによって、彼らを児童期、思春

期、成人期を通して支援することを目指した「生涯(whole life)」アプローチである(Cumine, Leach, & 

Stevenson, 2000)。このプログラムは 1972 年にノースキャロライナ大学で創設された。今日では、ノースキ

ャロライナ州全域で提供されているだけでなく、ますます多くの世界中の国々で実施されている。Lord & 

Schopler(1994)によれば、90年代中頃において、毎年およそ 240名の子どもたちが新たにTEACCHのプ

リスクールに参加し、常に 650～700 名が在籍していたという。自閉症者とその家族に対する支援の継続

性に力点が置かれる。それゆえ、このプログラムでは 2 歳児から支援が開始され、成人期までその支援が

継続される（Jordan et al., 1998）。 

 

TEACCH プログラムでは、スキルの習得を容易にし、独立を促進するため、環境を構造化することに焦点

が当てられる(Dawson & Osterling, 1997)。各エリアの間に明確な物理的及び視覚的境界線を引くことで、

それぞれのエリアで何をすることが期待されているのかを理解することが容易になる(Cumine et al., 2000)。

子どもたちの理解を促進するため、視覚的支援が用いられる。TEACCH プログラムは、できるだけ隔離的

でない教育を提供することを目指している。子どもたちが新しいスキルを学習するときは、一対一のサポ

ートが用意されているが、子どもたちは独立性を身につけるよう励まされ、統合クラスや逆統合クラスが用

意されている(Jordan et al., 1998)。 

 

プログラムの目標は、プログラムの開始時に行なわれる包括的なアセスメントに基づいて、個々の子どもご

とに個別化される(Cumine et al, 2000)。個々の子どもの長所や興味の所在が確かめられ、それが生活ス

キルや職業スキルの獲得を支援する際に利用される(Jordan et al., 1998)。特にコミュニケーションスキル

の発達に力点が置かれ、いろんなコミュニケーション手段の使用が促進される。さらに視覚支援を組み込

んだ構造化された教育を提供することで、自閉症児の理解を助けることにも力点が置かれている。視覚支

援は自閉症児の特性である視覚的学習スタイルに適合させたものである(Cumine et al., 2000)。親はプロ

グラム全体を通じて対等のパートナーとしてプログラムに関わる(Panerai, Ferrante, & Zingale, 2002)。 

 

Schopler, Mesibov, & Baker (1982) は 2 才から 26 才の、TEACCH プログラムを卒業したか、現在在籍中

の647名の生徒について結果を評価した。このうち51％が自閉症の診断を受けていた。これらの生徒は、

診断のみを受けたグループ、診断と親訓練が施されたグループ、診断及び TEACCH クラスでの介入が

行なわれたグループに分けられた。全員の家庭に質問紙を郵送し、親に記入を求めた。結果は、プログ

ラムへの関わりが大きいグループほど、改善度も高い、というものだった。さらにこの研究の対象となった

成人及び青年の施設入所率は７％であった。それに対して 1960 年代に TEACCH 部が発足する以前、

青年と成人の施設入所率は 39～74％だったと著者らは指摘している(Schopler, Mesibov, & Baker, 1982)。

しかしながら、統制群が用いられていないこと、評価者が研究に対してブラインドでないこと、データが親

からの情報に限られていること、過去 20 年間で収容政策が変化していること、に鑑みると、この結果を解

釈する際には注意が必要である。 

 

他に三つの追跡研究が TEACCH のサービスを受けた子どもたちの結果データを評価している（Lord, 

1991; Lord & Schopler, 1989,1994）。いずれの研究もＩＱの顕著な上昇を報告している。3 才からサービス
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を受け、その当時無言語でＩＱが 30－50の範囲内にあった子どもたちが、7才までにＩＱ数値で 22～24ポ

イント向上した(Lord & Schopler, 1989)。数値の上昇は介入以前に無言語だった非常に年齢の低い幼児

において最も顕著だった(Lord & Schopler, 1994)。しかしながら、これらの研究は、加齢など結果に影響

を及ぼしうる他の要因を排除するために必要な統制を欠いている(Jordan et al., 1998)。 

 

さらに最近になって Ozonoff & Cathcart (1998) は、TEACCH による家庭療育プログラムの効果に関する

より統制の取れた研究を行っている。親たちは自閉症を持つプリスクール期の子どもに対して、家庭で

TEACCH プログラムを実施するよう指導された。年齢、診断、自閉症の障害特性の度合いによってマッチ

ングされた各 11 名の子どもからなる２つのグループが作られた。両グループとも、応用行動分析プログラ

ムによるプリスクールないし学校のプログラムに参加した。しかし治療グループはさらに 4 ヶ月間の

TEACCH に基づく家庭療育を受けた。統制群は全く受けなかった。両グループとも、事前・事後のテスト

を受けた。結果は、治療グループの子どもたちが顕著な改善を果たし、統制群に比べて 3～4倍の改善を

示した(Ozonoff & Cathcart, 1998)。 

 

Panerai, Ferrante, & Zingale (2002) は重度知的障害を伴う自閉症児 8名ずつからなる 2つのグループで

介入結果を比較した。子どもたちは性、生活年齢（平均 9 才）、精神年齢によってマッチングされた。実験

グループは TEACCH プログラムを受け、統制グループは補助教員の付添で通常学級における統合教育

を受けた。介入前と 12 ヶ月後に心理測定が行われた。結果は TEACCH を受けたグループの子どもたち

が、統制グループよりも顕著に大きな改善を示した。この結果は、TEACCH プログラムの有効性に関して

一応のエビデンスを提供するものである。しかしこのプログラムの有効性が確かめられるためには、より多

くの人数を対象とする今後の研究で、この結果が再現されなければならない。特に、早期介入の重要性

及び異なった治療アプローチの効果に関する昨今の論争に鑑みて、より幼い、プリスクール期の子どもた

ちに関する研究が必要とされる。 

 

Panerai, et al. (2002) は、TEACCH プログラムはセラピストと家族にとって「モデル」となるけれども、それ

ぞれの社会環境や家族環境に合わせて修正されなければならないことを認める。このような修正は研究

結果の比較を複雑なものとし、結果を他の環境に一般化することを困難にする。Howlin (1997) はスタッ

フの技量や経験が介入結果に影響を与えることに懸念を表明している。一方 Jordan et al. (1998) は、

TEACCH プログラムが自閉症児にもたらす短期的及び長期的な効果を評価するために、独立した研究

者が、より大規模かつシステマティックな、統制群を用意した研究を行うことを提唱している。 

 

デンバーモデルデンバーモデルデンバーモデルデンバーモデル 

デンバーモデル(The Denver Model)は発達論に依拠しながら行動的技法を取り入れたプログラムである。

1981 年に、デンバーにあるコロラド大学健康科学センターで始められた。TEACCH プログラムと同様、デ

ンバーモデルも自閉症児がすでに獲得しているスキルを伸ばすことを目指している。両親と治療チームと

の四半期に一度のミーティングを通じて、その子どもに合わせたカリキュラムが作られる。あらゆる場面で

子どもに教育するため、目標、対象、教育プラン、活動が議論される。デンバーモデルは次のような教育

要素を含んでいる。型どおりのジェスチャーから徐々に自然なジェスチャーを形成すること、言語に関連

した動作模倣スキルを教えること、コミュニケーション訓練、より社会に受け入れられやすい代替行動を積
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極的に教えること、子どもが自分の目標を達成できるよう、新しい行動的方略を提示し、そちらに方向付

けすること。このレビューの作成時点では、デンバーモデルの効果を評価する研究は見いだせなかった。 

 

ＬＥＡＰ（ＬＥＡＰ（ＬＥＡＰ（ＬＥＡＰ（学習経験学習経験学習経験学習経験－－－－プリスクールプリスクールプリスクールプリスクール児児児児とそのとそのとそのとその親親親親のためのもうのためのもうのためのもうのためのもう一一一一つのつのつのつのプログラムプログラムプログラムプログラム：：：：Learning Experiences-An 

Alternative Program for Preschoolers and Parents）））） 

LEAP はペンシルバニア州においてフィリップ・ストレイン（Phillip Strain）が開発した包括的なプリスクー

ル・サービスで、自閉症児と健常発達児の両方に向けられたものである。LEAP はプリスクールでの統合

教育と、親のための行動的スキル訓練から成っている。このプログラムは行動分析の側面も有しているが、

主には発達論に依拠したアプローチである。サービスは親の参加や親訓練を含む。このプログラムでは

一対一の介入は行なわれない。その代わり週 15 時間の教室での指導が行なわれる。クラスには 10 人の

健常児と 3～4人の自閉症児が参加し、クラスごとに担任教師が 1人と補助員が 1人付く。フルタイムの言

語療法士が 1 人、非常勤の作業療法士、理学療法士が数人、子ども主導の遊びを促すために特別にア

レンジされた教室で子どもと関わる。カリキュラムの主要な目標は、自閉症児を健常児向けのプリスクール

での活動に触れさせ、必要なときだけ、健常児向けのカリキュラムを自閉症児向けに修正しよう、ということ

である。独立した遊びスキルを促進するため、ピアのモデルを用いたり、標的行動をプロンプト、フェーデ

ィング、強化する(Strain & Hoyson, 2000)。 

 

社会的スキル、コミュニケーションスキル、認知スキル、親業スキルに焦点を当てたプログラムのそれぞれ

の要素を評価するために、およそ 36 の個別事例研究が行なわれている(Strain & Kohler, 1998)。LEAP

のプリスクールでの統合的な教育場面で行なわれる、ピアを媒介とする教育の役割に、この研究では力

点が置かれている。現在、LEAP プログラムのより全般的な効果を吟味するための大規模な縦断的研究

計画が進行中である。Strain & Hoyson (2000) は 1982 年にこのプログラムに入った 6 人の子どもたちの

結果を報告している。 

介入前、彼らは全員、小児自閉症評価尺度（CARS）で中度から重度と評価された。介入の短期的及び

長期的な効果を測定するために、一連の標準化されたテストや直接観察が、介入前、介入後、フォロー

アップ期に行なわれた。プログラムの終了時及び 10 歳時のいずれにおいても、子どもたちは、小児自閉

症評価尺度において、自閉症と診断されるための基準を満たさなかった。6 人中 5 人は、学齢期を通じて

付き添いなしで通常学級に在籍し続けた。しかしながら Strain & Hoyson (2000) は、参加者が少ないこと、

他の介入及び学習効果を統制することが難しいことから、この結果を解釈する際には注意が必要である、

と指摘している。LEAP プログラムの有効性に関して確かな結論を導き出すためには、これらの結果の再

現実験と、独立した評価やテストが必要とされる。 


