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１６１６１６１６．．．．自閉症児自閉症児自閉症児自閉症児のののの教育的配置教育的配置教育的配置教育的配置    

    

    

はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

自閉症児が学齢期に達したとき、適切な学校選択は、親や早期療育関係者にとって非常に重要な関心

事である。自閉症児は学校環境で特別の困難に直面するために、どのタイプの学校を選択するかが問題

となるのである。自閉症に伴う様々な問題に対処するために、教育が最もよい成績を上げていることは確

かだが(Jordan et al., 1998)、自閉症児にとってどのような選択が最善なのか、特に普通教育へのインクル

ージョンと特殊教育クラスへの配置とではどちらがよいのか、に関して盛んな議論が行われている。 

 

学校選択についての決定は、第一にどのリソースが利用できるかによって左右されるが、特にオーストラリ

アの地方では選択の余地が全くないか、あってもわずかしかない。理想的には学校選択は、各々の子ど

もと家族のニーズと能力によって決定されなければならない。しかし実際には学校がどれだけ子どものニ

ーズに応える能力を持っているか、によっても影響を受ける。親とサービス提供者（教育者を含む）が、で

きるだけ多くの情報に基づいて決定をすることができるようにするべきである。この章では、関連する問題

と研究の概略を紹介する。より包括的なレビューについては、Autism Spectrum Australia（ASPECT）, 

Satellite Class Project: A Proactive Transition Model for the Inclusion of Students with Autism in Regular 

Education Settings (Roberts, 2004)を参照のこと。 

 

全全全全てててての自閉症児にとって統合教育がどれだけ適しているかあるいは成功しているか、に関するデータが

ないにも関わらず、学校での在籍状況が早期介入プログラムの成否を判断する一般的な指標とみなされ

ていることは興味深い。 

表 7（訳注：省略）はオーストラリアで自閉症児がどのような教育的配置のタイプを利用できるかを示してい

る。 

 

用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    

 

統合統合統合統合((((インクルージョンインクルージョンインクルージョンインクルージョン))))教育とは、生徒を障害の種類または程度に関係なく、無条件に通常学級に在籍さ

せることを意味する。統合は全ての子どもに適した単一の包括的教育システムが存在することを含意す

る。 

    

メインストリーミングメインストリーミングメインストリーミングメインストリーミング(mainstreaming)(mainstreaming)(mainstreaming)(mainstreaming)は、障害をもつ生徒が特別支援教育課程と通常学級の両方で教育を

受けることを意味する。交流モデルとほぼ同義である。 

 

交流交流交流交流((((インテグレーションインテグレーションインテグレーションインテグレーション))))モデルにおいては、障害を持つ生徒は普通学校に通学し、教師がその生徒が

うまくやっていけると判断すれば定期的に通常学級に参加するが、彼らの籍はあくまで特別支援教育クラ

スにある。 
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メインストリーミングと交流は、特殊教育特殊教育特殊教育特殊教育サービスサービスサービスサービスのののの連続体連続体連続体連続体(full continuum)(full continuum)(full continuum)(full continuum)を含意する。オーストラリアでは、

この連続体は通常の場合、特別支援学校、普通学校の中の特別支援学級、援助付きの通常学級、通常

学級から構成される。 

    

公立公立公立公立学学学学校校校校は州政府教育部門によって運営される。私立私立私立私立学校学校学校学校はカトリックの教育事業や自閉症協会などの

障害者事業その他の民間セクターによって運営される。 

 

特別支援学級・学校には、何らかの障害を持つすべての生徒のための総合的総合的総合的総合的((((GGGGeneric)eneric)eneric)eneric)なものと、特定の

障害に特化した特定特定特定特定のののの(Specialized)(Specialized)(Specialized)(Specialized)ものがある(例えば自閉症専門クラス)。 

 

統合教育統合教育統合教育統合教育とととと特殊教育特殊教育特殊教育特殊教育サービスサービスサービスサービス    

 

教育とは主に生徒に彼らの属する社会や文化での生活を準備させるためにデザインされた社会的集団

活動である（Jenkins, 2002）。国際的には障害児への教育的支援は統合教育モデルへと移行しつつある。

サラマンカ宣言（United Nations Educational Scientific and Culutural Organization, 1994）は、全ての政府

に対して、統合教育政策を採用し、全ての生徒を普通学校に在籍させるよう求めた。 

米国では学齢に達した障害を持つ生徒のうち９５％が通常学級に在籍している（Kavale & Forness, 2000）。

オーストラリアでも同様に、自閉症を持つ生徒の過半数は通常学級に在籍している。特別なニーズをもつ

人のための統合教育は、障害を持っているからという理由のみでの差別を禁止する障害者差別禁止法

(DDA, Disability Discrimination Act)(Australian Commonwealth Government, 1992）によって支持されて

いる。DDA は、障害児を通常学級で教育することが学校に対して、正当化されえないほどの負担をもたら

すことがない限り、学校は障害児を通常学級に受け入れなければならない、と明示している。 

オーストラリアの学校は、障害を持つ生徒の配置を決定するに当たって、通常、法律ではなく政府の方針

に依拠している(Dempsey, 2001)。政府の方針は州によって異なり、統合教育に積極的な度合いにもばら

つきがある。さらに、すべての州が統合を支持する教育政策を掲げてはいるが、統合教育実施のために

追加資源を投じる度合いも、州によって差がある。2005 年に連邦政府は「教育における障害の取り扱い

についての基準」の発表によりすべての州が従うべき基準を取り決めたが、その影響はまだ明白ではな

い。 

 

特別なニーズを持つどんな子どもたちにも統合教育を行うという方針には反対もある。 例えばニューサウ

スウェールズ州では教員組合が、州教育省の統合教育への姿勢、特に資源や職場の問題を理由に、統

合教育への反対方針を明らかにしている。また障害児への特別支援教育サービスの連続体を引き続き

維持することを求める有力な保護者団体も存在する。 

 

オーストラリア全体で４４％の生徒が私立学校に通っている。オーストラリア教育、訓練、若者問題省（ＤＥ

ＴＹＡ）のガイドラインによれば、私立学校に在籍している障害をもつ生徒の割合は 1985 年に 0.5％未満

であったが、2000 年にはほぼ 2％に達している。これは実数にして 1060％の増加を意味するが、この期

間の私立学校の生徒数全体の増加率は 30％に止まる。これは支援のための予算が手当てされたことに

よりすでに在学していた生徒が新たに特別のニーズを持っていると認定されたことの結果であろう

（Dempsey, 2001）。 
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オーストラリアでは、特別なニーズを持つ生徒の多くは依然として特別支援教育環境に配置されており、

当初通常学級に受け入れられた子どもについても、その一部は後に特別支援学級や特別支援学校に移

籍する傾向がある（Chalmers, Carter, Clayton, & Hook, 1998）。子どもの障害の重さや「社会的不適応」

の度合いが、個人の在籍先が分離教育か統合教育かを決定する重要な要素となっている（Thomas & 

Loxley, 2001）。Cole (1999) の示唆するところによれば、統合教育か特別支援教育かといった、障害をも

つ生徒の教育の最適モデルについての議論は、１）障害を持つ生徒の親がどの程度普通教育を望んで

いるか、２）教育的・社会的サービスの費用を特定の予算内に制限しようとする州の意向、の２要因によっ

て最も影響を受ける。 

 

文献レビューによれば、普通教育及び特別支援教育の教師たちは、統合教育に関して、特にその実施

の効果や行政的支援、リソース、彼らが受けた訓練に関連して、賛否入り交じった反応を示している

(Danne, Beirne-Smith, & Latham, 2000)。統合教育は実施のために多大なリソースを必要とするのであり、

リソースの不足に関する不満がいたるところから上がっている。ニューサウスウェールズ州での研究によれ

ば、教師は自分たちが統合教育を実施するために必要な時間、技能、訓練、リソースを欠いている、と感

じている(Wright & Sigafoos, 1997)。校長にとっては、通常学級編入拒否や継続拒否が、親とのもめ事の

大きな原因となりうる（Bailey & Du Plessis, 1998） 

 

自閉症児自閉症児自閉症児自閉症児のののの教育教育教育教育    

    

自閉症児の統合教育は、以前から激しい論争の的となってきた。かつては、自閉症児は同年代の健常児

から、さらには社会全体からも隔離される傾向にあった。オーストラリアでは、障害をもつ全ての生徒を普

通教育に在籍させる動向の一環として、自閉症の子供たちの統合への動きが増加しているように見える。

少なくとも一部の自閉症の生徒にとっては通常学級の環境はあまりに複雑であることを考慮すると、実証

的な調査研究の不足が懸念される。通常学級が全ての自閉症児にとってどの教育段階においても最適

な配置であると仮定するよりは、彼らのニーズに応じた適切な教育を提供することに焦点を合わせること

が、恐らくは望ましいであろう（Shaddock, 2003）。 

 

重要な問題が未解決のまま残されている。すなわち自閉症児の発達を促進するために最も効果的な教

育は何か、という問題である。ここでは問題をどのように設定するかが重要となる。すなわちどのタイプの

教育的配置が効果的か(統合教育か、それとも特別支援教育の連続体か)を問題にするのか、それともど

のような教育的アプローチが、そのプロセスと内容において自閉症児の学習ニーズを最もよく満たし、そ

の強さを最もよく開発するのか、を問題にするのか、である。教育的配置、採用される教育方法、カリキュ

ラム内容のすべてが、自閉症児の教育プログラムにとって相互に関連する重要な側面である。どこで、ど

のように、何を学習するのか。この 3 つの要素すべてが相互に関連しており、教育を通じて自閉症児のニ

ーズを満たし、その発達を促進するためには、協調を取りながらこの 3 つに同時に対応しなければならな

い(Roberts, 2004)。 
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生徒生徒生徒生徒やややや教師教師教師教師にとってにとってにとってにとって自閉症自閉症自閉症自閉症にににに固有固有固有固有のののの困難困難困難困難ととととはははは何何何何かかかか 

 

他の点では熟練して有能な教育者も、自閉症の難しい性質のゆえに自分たちには自閉症の生徒の必要

を完全に満たす能力がないと感じている、としばしば報告している（Spears, Tollefson, Simpson, 2001）。自

閉症をもつ生徒を教育するには、自閉症を特徴づけるユニークな認知的、社会的、感覚的、行動的な障

害の理解を必要とする。これらの困難には、限定的で混乱した言語スキル、感覚処理の異常、観念を組

み合わせたり統合することの困難さ、彼らが経験する出来事の背景にある意味や関係性を理解すること

の困難、複数の感覚刺激を処理することに見られる問題、見通しのつかないことや変化への抵抗などが

ある（Mesibov & Shea, 1996）。Simpson, de Boer-Ott, & Smith-Myles (2003)は、行動面での症状と合わさ

った認知的および教育的な長所と短所の不規則なパターン（部分的に飛び抜けた才能や断片的な能力

を含む）が、最も優れたスクールプログラムでさえも試されるような特別な教育上の困難の原因となってい

る、と指摘している。 

 

移行支援は、自閉症を持つ生徒の学校での配置が成功するための鍵である。視覚的支援を用い、生徒

が理解できる方法で変化を徐々に導入することで、配置が成功する可能性を高めることができるであろう。

このことはプリスクールから学校への移行、年度ごとの新しいクラスや教師への移行、自閉症を持つ生徒

にとって特に困難な小学校から中・高等学校への移行、そして学校から卒業後の配置について当てはま

る。 

 

中・高等学校における自閉症を持つ生徒についての南オーストラリア州のレポート（South Australia, 

2000）では、自閉症スペクトラム障害の個々の生徒のユニークな特徴が、単純には解決できないあらゆる

問題を学校コミュニティにもたらすことが認識されている。しかしこれらの生徒の思考および学習のスタイ

ルと自閉症の性質の理解は、学校及び制度レベルで創造的な対応をとる上での土台ともなる。 

南オーストラリア州による研究（South Australia, 2000）の結果は、自閉症をもつ中等学校の生徒に影響を

及ぼしている多くの問題が、コミュニケーション、社会性、思考と学習、および感覚処理における彼らの中

核的な障害に直接関連していることを示している。とりわけ計画的能力の不足と社会的また対人関係的な

能力の不足がこれらの生徒にとっては重大な問題であることが見いだされた。さらに調査の結果、中等学

校生は慢性的不安といった付随的な感情的問題によって悪影響を受けていることがわかった。 

 

自閉症自閉症自閉症自閉症をををを持持持持つつつつ生徒生徒生徒生徒のののの統合統合統合統合教育教育教育教育モデルモデルモデルモデルのののの開発開発開発開発にににに向向向向けてけてけてけて 

 

明らかに、自閉症を持つ生徒を彼らのニーズと長所に合わせた支援なしに通常学級に配置することは、

全ての関係者、特に自閉症をもつ生徒自身にとって有害であり、彼らのニーズを満たすことも、彼らの長

所を伸ばすこともできないであろう。同様に他の特別なニーズをもつ生徒のためにデザインされた支援を

自閉症をもつ生徒に提供することも、彼らのニーズを満たせず、学校配置を失敗に陥りやすくする。自閉

症をもつ生徒に普通学校の環境で得られる社会的関わりや学習の機会を提供できないならば、彼らの発

達を大いに不利な立場に置くであろう。自閉症をもつ個々の生徒の強みと困難を支えることのできるモデ

ル、すなわち自閉症をもつ生徒の個々のニーズと学校が抱える個々のニーズに対処できる柔軟なモデル

が必要とされている。 
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しかし、自閉症をもつ生徒の通常学級への統合への動きが増大しているにも関わらず、自閉症をもつ生

徒を通常学級に受け入れ、それを維持することを助けるためのモデルや手続きはきわめて限られている。

その結果、教師、関係者、親は、しばしば援助が受けられていないと感じており（Robertson, Chamberlain, 

& Kasari, 2003）、明確なガイドラインと手続きについてのプロトコルが無いままに自閉症をもつ生徒のた

めの包括プログラムを策定せざるを得ない（Simpson et al., 2003）。Rose, Dunlap, Huber and Kincaid 

(2003)は、自閉症をもつ生徒のためのいかなる適切な総合的教育プログラムにおいても含まれるべき、実

証的裏づけのある教育実践の中心的な要素として以下の諸点を挙げている。 

 

� 学習環境とカリキュラムの修正、通常学級における支援、および系統的な指導などの指導方法 

� その生徒に合わせた特別なカリキュラム内容 

� 生徒と家族のための個別化された支援とサービス 

� わかりやすい／構造化された学習環境 

� 問題行動への機能的アプローチ 

� 家族の関与及び家庭と学校とのコラボレーション 

� よく調整されたチームの取り組み 

� 統合手続きの継続的評価 

 

Simpson et al.（2003）は自閉症をもつ生徒の通常学級への統合を成功させるためのモデル（自閉症自閉症自閉症自閉症スペスペスペスペ

クトラムクトラムクトラムクトラム障害障害障害障害統合統合統合統合協働協働協働協働モデルモデルモデルモデル）の中で、互いに結びついたいくつかの主要な構成要素を提案した。彼らは、

このモデルは協働（コラボレーション）を基礎としており、個々の学習者や指導の要素も考慮に入れること

ができる、と指摘している。そのモデルの構成要素は、Rose et al.（2003）によって示された中心的な要素

の他に、以下の諸点を含む。 

 

適切適切適切適切なななな訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けたけたけたけた支援要員支援要員支援要員支援要員がががが得得得得られることられることられることられること： 自閉症を持つ生徒のニーズは複雑なものなので、複数

の異なる分野にまたがったメンバーによる協働作業によって包括的なプログラムを立案し、実施すること

が必要である(Jordan, 1999)。 

 

問題解決問題解決問題解決問題解決のためののためののためののための協働的関係協働的関係協働的関係協働的関係にににに参加参加参加参加できることできることできることできること： 専門のコンサルタントが教師と情報を共有し、相談支

援を提供できるような協働的なコンサルテーション(Idol, 1997; Simpson et al., 2003)。 

 

教育補助教育補助教育補助教育補助スタッフスタッフスタッフスタッフ（（（（補助教補助教補助教補助教員員員員））））がががが得得得得られることられることられることられること：：：： Simpson et al. (2003)は自閉症を持つ生徒を支援する訓

練された補助員が得られるかどうかに、生徒の成功を保証する鍵がある、と示唆する。ただし補助員は必

要なときに生徒を直接補助するためにのみ用いるべきであって、それ以外の時は他の生徒たちと必要に

応じて関わらせるのがベストである、と強調する。 

 

少人数少人数少人数少人数クラスクラスクラスクラスにするにするにするにする：：：： これは自閉症児に必要とされる、より緊密な関わりを可能にするためである。 

 

教師教師教師教師ののののプランニングプランニングプランニングプランニングのためののためののためののための時間時間時間時間をををを確保確保確保確保するするするする：：：： これには協働的コンサルテーションの時間を含む。 
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補助補助補助補助スタッフスタッフスタッフスタッフ（（（（補助教員補助教員補助教員補助教員））））のののの確保確保確保確保とととと教師教師教師教師にににに対対対対するするするする実地訓練実地訓練実地訓練実地訓練：：：： 訓練は継続的に、自閉症に関するコンサル

テーションと協働的コンサルテーションにおいて、一般の教師に対し必要に応じてグループ及び個人指

導の形式で行われる必要がある(Simpson et al., 2003)。 

 

学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける肯定的肯定的肯定的肯定的なななな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のののの重要性重要性重要性重要性：：：： 何名かの研究者(e.g., Mesibov, 1992; Simpson et al., 2003)は、

自閉症児やその他の特別なニーズをもつ生徒の統合教育が成功するには、学校コミュニティ全体が肯定

的、受容的な雰囲気であることが決定的に重要である、と強調している。校長の態度は学校全体の雰囲

気や態度を決定する上で非常に重要な役割を果たす。また障害児や健常児の親は学校コミュニティの重

要な一部であり、統合教育についての彼らの態度は、障害をもつ生徒の統合教育の成否に大きな影響を

及ぼす。 

 

統合場面統合場面統合場面統合場面におけるにおけるにおけるにおける自閉症自閉症自閉症自閉症をもつをもつをもつをもつ生徒生徒生徒生徒のののの社会性社会性社会性社会性スキルスキルスキルスキルのののの開発開発開発開発：：：： 高度に体系的なアプローチが、自閉症児

と健常のピアとの関わりを発展させるのに最も有効であり（Odom & Strain, 1984, 1986）、しかもその進歩

が統合場面でより維持されやすいことがわかっている。 

 

普通教育普通教育普通教育普通教育とととと特殊教育特殊教育特殊教育特殊教育のののの教員及教員及教員及教員及びびびび普通学校普通学校普通学校普通学校をををを経営経営経営経営するするするする自治体自治体自治体自治体のすべてがのすべてがのすべてがのすべてが自閉症自閉症自閉症自閉症をををを持持持持つつつつ生徒生徒生徒生徒にににに対対対対するするするする責責責責

任任任任をををを共有共有共有共有することすることすることすること：：：：    以前から、障害をもつ生徒の在籍について普通教育の教師にはコンサルテーション

はほとんど行われていない。そのため「通常学級への遺棄（mainstream dumping）」という言葉まで生まれ

た。Simpson et al.（2003）は責任の共有が成功を達成するために不可欠な土台であること、責任の共有は

効果的なコミュニケーションと意思決定の共有及び参加型の運営によって最もうまく達成できることを強調

している。 

 

学校学校学校学校とととと家庭家庭家庭家庭ののののコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション：：：： Mandalawitz (2002)は、親と学校はお互いを敵とみなすべきではないと

強調している。なぜなら基本的な信頼なしには両者間に絶え間ない法的な争いが起るからである。親と教

師との間の信頼関係は、一般にコミュニケーションの強化と教育的プログラムの効果的な実行のための鍵

である。 

 

統合教育実施統合教育実施統合教育実施統合教育実施についてのについてのについてのについての継続継続継続継続的評価的評価的評価的評価：：：： これには、カリキュラムの交付と実行、環境の調整、関わりの量

とタイプ、生徒の参加レベル、教師、補助教師、他の生徒の態度を含む（Simpson et al., 2003）。 

 

まとめまとめまとめまとめ 

 

1996 年に Mesibov & Shea (1996)が完全統合教育と自閉症をもつ生徒についての研究文献をレビューし

たとき、彼らが見いだしたのは、統合教育が自閉症児にどのような利益をもたらすか、を判断する際に依

拠できる科学的エビデンスは十分なものではない、ということだった。彼らが見いだした研究は、統合教育

が自閉症児にもたらす利益は、他の障害児にもたらす利益よりももっと限られたものとなることを示唆して

いた。 

Harrower & Dunlap (2001)は統合場面での自閉症児に対する行動分析的支援に関する研究をレビュー

した。彼らは、もしもしもしもし必要必要必要必要とするとするとするとする支援支援支援支援がががが得得得得られるのであればられるのであればられるのであればられるのであれば、統合教育は自閉症を持つ生徒の多くによい結

果をもたらすことを見いだした。 
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Mesibov & Shea (1996)は、自閉症を持つ生徒の独特な性質は、何らかの特別施策を不可欠なものとす

るにもかかわらず、完全統合政策は自閉症に特化したアプローチを明示的、黙示的に抑圧する、と示唆

している。移行は自閉症をもつ生徒にとって特に困難であり、事前に配慮がなされる必要がある。 

 

自閉症をもつ生徒はどのようなタイプの配置であっても特化したアプローチを必要とすることに疑問の余

地はないが、このことは普通学校システムにとっての機会としても捉えることができる。ニューサウスウェー

ルズ州における現在までの取り組みは、教室にいる自閉症をもつ生徒のための方策を策定する時間と努

力を払った普通学級の教師は、構造化、決まった日課、視覚的支援の提供や社会性スキルの指導とい

った方策が、しばしば教室・学校内の学習上の問題をもつ他の生徒や潜在的には学校の全生徒にとって

有益だと感じていることを示している。また教師は、自閉症をもつ生徒を担任する苦労に対してうまく対応

することで、よりよい教師になったと信じていると報告している。明らかにこの非常に重要な分野において

は、結果と手順についての一層の研究が必要とされている(Roberts, 2004)。 

 


