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９９９９．．．．療育的療育的療育的療育的介入介入介入介入    

 

療育的介入(therapy based intervention)には、言語療法のようにコミュニケーションとソーシャ

ルスキルの発達に焦点を当てたものや、作業療法のように感覚運動能力の発達に焦点を当てたも

のがある。これらの介入はその他の介入と組み合わせて用いられることが多い。 

 

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションにににに焦点焦点焦点焦点をををを当当当当てたてたてたてた介入介入介入介入    

 

コミュニケーションに焦点を当てた介入はその数も多く、自閉症児に対して広く行われている。

これらは単独で行われることもあるし、より包括的なプログラムに統合されることもある。「拡大

代替コミュニケーション」（AAC）という用語はこれらの方略の多くを包括したものとして用いら

れる。AACの方略にはピクチャー・シンボルや手話、会話補助装置の使用が含まれる。このレビ

ューでは、それぞれのコミュニケーションの方略を別個に記述する。そうすることで、個々のア

プローチの特徴や目的を明確にすることができるからである。 

 

視覚的方略視覚的方略視覚的方略視覚的方略とととと視覚的視覚的視覚的視覚的ヒントヒントヒントヒントをををを用用用用いたいたいたいた指導法指導法指導法指導法    

視覚的な支援・方略は、単独で、あるいは他のプログラムと組み合わせて、自閉症児に対して広

く用いられている。視覚的支援・方略は、表出的ならびに受容的なコミュニケーション（拡大代

替コミュニケーション（AAC））、学習、情報処理、物理的・社会的環境の理解を容易にするため

に用いられている。実物や実物の一部、実物のミニチュア、視覚的なグラフィックシンボルや線

画、輪郭シンボルなどが表出並びに受容的コミュニケーションを支援するために用いられる。

Quill (1997)によれば、安定した、アイコンのようなシンボルは、自閉症児の情報処理スタイルの

強みと認知的特徴にマッチしている。注意の転換が難しいこと、聴覚的スキルよりも視覚的空間

的スキルが良好なこと、非言語的なもののほうが記憶しやすいことがそうした特徴に含まれる。

さらに、Tager-Flusberg (1991)は、想起を促す刺激は子どもたちの言語情報記憶の取り出しを援

助し、結果として視覚的支援が言語や会話を促進する効果も果たしうることを見いだした。 

 

数は多くないが、自閉症児に対する視覚的方略と視覚的な手がかりを用いた指導法の有効性を検

証する研究が行われてきた。こうした研究が扱っているのは、視覚的スケジュール、選択を補助

する視覚的シンボルの使用、理解を手助けする視覚的シンボルの使用（例えば補助言語刺激（訳

注：子どもが話しかけられる側で、介助者が視覚シンボルを指し示す））などである（Mirenda, 

2001）。肯定的な結果が報告されてはいるものの、大規模かつ包括的で、よく統制された研究は

行われていない。しかしながら視覚的なシンボルは、より包括的な教育的介入と連携して、ある

いはその一部として用いられれば明らかに有用である。これはサーツプログラムや TEACCH プ

ログラムを見れば明らかである。これらのプログラムでは、視覚的な支援が不可欠な構成要素と

なっていて、もっと幅広い教育的アプローチを背景に使用されている。 

 

手話手話手話手話    

手話は、自閉症児の理解と表現を支援するために長く用いられてきた。Jordan, Jones, and 



 50 

Murray(1998)によれば、手話は 1990年代の英国において、自閉症児ならびに学習困難な子ども

たちにために最も広範に使用されている AACの方略である。手話の提唱者たちによれば、手話は

自閉症児にとってコミュニケーションを「視覚的」にするもので、会話の発達を促進するもので

ある。加えて、手話を使用する副次的な効果として、コミュニケーションの相手と自閉症児のコ

ミュニケーション活動がゆっくりしたものになり、話し言葉によるコミュニケーションを処理す

るための時間を長くとれるようになると示唆されている。Mirenda (2003)は手話を含めた様々な

AACを使用する自閉症児を対象とした研究のレビューを行った。それによれば、これまでの研究

が示唆するところでは、話し言葉だけを用いたときよりも手話（トータル･コミュニケーションと

も呼ばれる）を用いたときの方が、自閉症児は受容的および表出的語彙をすみやかに獲得するよ

うである。 

しかしながら、(a)研究は多くの場合、他の実際的な機能（例えば、要求など）を表現するために

手話を使うよりもむしろ、子どもたちにクリニックで物に「命名する」ことを学習させている。

また、(b)おそらくは子どもたちの微細な運動能力の違いのせいで、子どもによって結果にばらつ

きがある(Mirenda, 2003)。結論的に言えば、自閉症児が手話を使用することに関しては、それを

支持する予備的な証拠が存在するけれども、限界も有しており、したがってより厳格な研究の対

象となってきた他のアプローチやプログラムの補助手段として使用されるべきである。 

 

絵絵絵絵カードカードカードカード交換式交換式交換式交換式コミュニケーションシステムコミュニケーションシステムコミュニケーションシステムコミュニケーションシステム（（（（PECSPECSPECSPECS））））    

絵カード交換式コミュニケーションシステム（PECS）は、絵やシンボル、写真、実物と希望す

るアイテムを交換することによって他者とやりとりすることを子どもたちに指導するプログラム

である。PECSの目的には、(a)子どもの行動を引き出す刺激として役立つと思われるものを見つ

けることや、(b)複数の絵を使ったシステムで単純な質問に対する反応の仕方を学習することが含

まれる。PECS は高度に構造化されたプログラムであり、機能的なコミュニケーションを獲得す

るために、刺激、反応、報酬という行動分析学の原則を用いる。このプログラムは子どもがコミ

ュニケーションを始発することを教え、そのスキルを様々な物やコミュニケーションの相手へと

般化することを教えることができる、と主張している(Schwartz, Garfinkle, & Bauer, 1998)。

PECS のマニュアルは、この手続が実証的にテストされ、非常によい結果が上がっていると記述

している(Atchison et al., 1997; Bondy & Frost, 1994)。PECSは、自閉症児の持つ視覚優位の特

性を媒介として機能的コミュニケーションを指導するために ABA を使う行動的プログラムの一

例である。これはより伝統的な行動的介入のプログラム（例えば、Lovaas, 1987）のように、会

話の発達に口と耳(oral/aural)を重視する方法とは対照的である。 

 

PECSを評価した研究で、十分に統制条件の整ったものはほとんどない。Schwartz et al. (1998) 

は自閉症を含む様々な障害児を対象に、PECS の獲得率と、このプログラムが異なる場面と様式

でコミュニケーションにどのような効果をもたらしたかを評価する 2 つの研究を行った。子ども

たちはすべて PECSのステージをマスターしたが、この研究には限界がある。その理由は、対照

群が存在しないこと、子どもたちの情報を就学前の記録に頼っていること、研究の対象となった

子どもたちが均質な群でないことなどである。第 2 の研究では、子どもたちがコミュニケーショ

ンの機能を増やし、指導場面以外の場面への般化が見られたということが示されている。この群

の約半数は PECS訓練が終了するまでに、自発的な会話を発達させ、PECS指導の終了後の観察
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期間においても言語的なスキルに継続的な進歩が見られた。Charlop-Christy, Carpenter, Loc, 

LeBlanc and Kellet (2002) は 3人の自閉症児を対象に、獲得率と子どもの言語能力への影響につ

いて評定する研究を行った。それによれば、子どもたちは平均 170分でスキルを獲得し、発話の

平均的な長さに増加が見られたということである。言葉による会話よりもむしろ機能的なコミュ

ニケーションがこのプログラムの目的であり、口頭による会話のスキルを強調しないことで批判

を受けてきたことを考慮すれば、後半二つの研究で口頭による会話が増えたという発見は興味深

い現象である(Richards, 2000)。 

 

ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・ストーストーストーストーリーリーリーリー    

ソーシャル・ストーリーはキャロル・グレイ(Gray & Garand, 1993)によって、自閉症の子どもた

ちに社会的状況を説明し、人とつきあう際の手がかりに対して適切な反応を学べるようにするた

めに開発されたものである。ソーシャル・ストーリーには、子どもたちが彼らの環境の中の手が

かりを理解し、気付くことを容易にするための叙述文（例：「ベルが鳴ると子どもたちは教室に入

ります」）、ある状況が他の人々にどのような影響を与えるかを説明する認識文（「みんなが先生の

話をよく聞いてくれるとき、先生はうれしいです」）、子どもたちに反応の仕方を教える指示文（「授

業中は静かな声で話します」）などから成る。ソーシャル・ストーリーは自閉症児に自分自身の行

動を律するすべを教えることができるかもしれないが、このアプローチの有効性を独立に評価し

た実証的に確かな研究はほとんど存在しない。 

 

Richards (2000) は、ソーシャル・ストーリーは、様々な子どもたちと状況に対して効果を発揮

する可能性があると示唆するが、子どもたちがそのストーリーで用いられている言葉や文章をど

こまで理解しているのかは、慎重に吟味されるべきだし、ストーリーの内容は適宜調整されなけ

ればならない、と注意を喚起している。また彼は、ソーシャル・ストーリーのひな形は出版され

ていて入手しやすいので、教師や親や専門家がこのひな形を学んで応用することが可能であると

記している。目下のところ、学齢期の少数の子どもたちを対象にした研究が４つ行なわれている

に過ぎない(Mirenda, 2001)。その結果は肯定的なものであるが、プリスクール期の自閉症児にソ

ーシャル・ストーリーを使用することが有効かどうかを測定するためには、より年齢の小さい子

どもを対象にした研究を含めたもっと大規模な研究が必要である。 

 

会話補助会話補助会話補助会話補助装置装置装置装置    

会話補助装置(Speech generating devices, SGDs)は、自閉症児の受容的、表出的コミュニケーシ

ョンの両方をサポートするために次第によく使われるようになっている(Mirenda, 2001)。最も単

純な会話補助装置には、あらかじめ録音済みのメッセージが一つだけ入っていて、装置を使用す

る人がボタンやスイッチやキーを押すとデジタル化された音声が再生される。最も精巧な会話発

生装置は、使用者が言葉を組み合わせて新しい発話をコンピュータで合成された音声という形で

作り出すことができるソフトウェアが組み込まれている。これまでの研究は、会話補助装置が自

閉症児に利益をもたらす可能性を示している。視覚的なグラフィックシンボルと一貫した音声の

表出は、多くの自閉症児の特徴である視覚的学習スタイルや同一性維持の欲求にマッチするかも

知れない(Sigafoos & Iacono, 1993)。さらに、明瞭なメッセージが表出されるので、コミュニケー

ションの相手方にも有益だろう（Mirenda & Schuler, 1988）。 
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自閉症児にとって、会話補助装置は以下の諸点で有効であることが示されてきた。理解を支援す

る（Schlosser, Blischak, Belfiore, Bartley, & Barnett, 1998）、スペリングを向上させる（Romski, 

Sevcik, Robinson, Mervis, & Bertrand, 1995）、シンボル学習を促進する（Romski, Sevcik, & 

Wilkinson, 1994; Schepis, Reid, Behrmann, & Sutton, 1998）、大人や同年代の子どもとの相互

的な関わりを増やす（Schepis et al., 1998）、願望や必要の表現を支援する(Dyches, 1998; Sigafoos, 

Didden, & O’Reilly, 2003)。 

Mirenda et al. (2000) は、ブリティッシュ・コロンビア州の教育システムで 5年以上に渡って自

閉症児・者によってこの装置が使われてきた状況について遡及的な分析を行った。報告によれば、

会話補助装置は自閉症の生徒に対して、コミュニケーションのニーズに対応すること、読み書き

能力のスキル発達を支援すること、社会的な関わりを促進することを目的として最も一般的に処

方されていた。会話補助装置の大半はとりわけ中程度から重度の知的障害を持つ低学年の生徒の

ために、有効に使用されていた(Mirenda et al., 2000)。それでも、(a) 様々な会話補助装置を使

用することで、どのような子どもたちが大きな利益を受けやすいか、(b) 装置の導入と使用を支

援するための最も効果的な方略を明確にすること、(c) この装置を使用することが子どもの全般的

な適応機能をどの程度促すのか。これらの点について、さらに研究が必要とされている。 

 

ファシリテーテファシリテーテファシリテーテファシリテーティッドィッドィッドィッド・・・・コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

ファシリテーティッド・コミュニケーション（Facilitated Communication, FC）は、コミュニケ

ーション援助技法の一つで、1990 年に Donald Biklen によって、初めて合衆国に紹介された

（National Autistic Society, 1994）。オーストラリア、ヴィクトリア州の Rosemary Crossleyが

脳性麻痺の人々を対象に行った仕事がもとになっている。Crossleyのセラピーは、身体プロンプ

トによって指さしを作り、手を添えて何かを指ささせ、再び手を添えて手を離させることによっ

て、コミュニケーションを教える。 

このセラピーの根拠は、脳性麻痺の人々は動作を行ったりコントロールしたりすることが困難で

ある、ということにある。もし手の動きを方向付けるために注意深い援助がなされれば、障害の

ある人々によるコミュニケーションの意図や思考を明らかにすることができる、という主張は、

世間で注目を集めたし、大きな論争も巻き起こした。 

Biklenらは、自閉症の人々も FCを使ってコミュニケーションすることが可能であると提唱する。

彼らは自閉症の捉え直しをも提案している(Mesibov et. al., 1997)。自閉症は基本的には動作の障

害で、自発的な動作を行うことが困難であり、それゆえ言語の表出も妨げられている状態だとい

うのである(Howlin, 1997)。提唱者らは、自閉症の人々の 80％が知的障害を持っていることを受

け入れず、事実上すべての自閉症者が少なくとも平均的な知能と豊かな感受性を持っていること

が FCによって明らかになった、と主張する(Mesibov et. al.,1997)。 

 

最盛期にはアメリカの幾つかの州で、重度の学習障害を伴う、あるいは無発語の自閉症児が養護

学校から通常学級に移され、ファシリテーターの援助を受けながら、年齢相応の通常のカリキュ

ラムで学んだ。自閉症児に対する FC の有効性を評価する大規模な調査が行われた。この方法を

用いた継続的な、有用な、あるいは自発的なコミュニケーションの証拠は見いだせなかった

(Edelson, Rimland, Berger, & Billings, 1998)。Howlin(1997)と Prior & Cummins(1992)は FC

の有効性を探った研究を再評価した。Howlin(1997)によれば、45の研究で、独立したコミュニケ
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ーションがあると確認できたのは総計 359 人の実験参加者のうち 6％のみであった。しかもこの

6％の人たちの大半で、反応はしばしば部分的にしか正しくなく、大抵は一語からなる最小限の応

答に過ぎなかった。 

Howlinは、特に合衆国と英国で自閉症者に FCが広く用いられてきたにもかかわらずこのような

否定的な結果が出たことは、非常に懸念される、と述べている。これらの否定的結果の例として

は次のようなものがある。消極性が強まったこと、他のプログラムに損失を与えるほど教育上の

人的資源を FC に集中させたこと、生徒たちを現実的とは思えないほど普通教育へ導いたこと、

親や介護者に対する身体的・精神的・性的虐待の根拠のない申し立てである。こうした懸念を総

括するかたちで、1994年にアメリカ心理学会は「ファシリテーティッド・コミュニケーションは

有効性に関する科学的な証拠を欠いており、論争のある立証不十分な方法である」という決議を

採択した。 

 

機能的機能的機能的機能的コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション訓練訓練訓練訓練（（（（FCTFCTFCTFCT））））    

FCTは、自閉症の人たちに、問題行動の背後にある「メッセージ」を代替するものとしてサイン

やその他の AAC テクニックを用いることを教える行動的な方略である。FCT の介入では個人に

一つ以上の機能的なメッセージを伝えるように指導し、それと同時に個人の問題行動に変わる肯

定的な代替手段を与える(Keen, Sigafoos, & Woodyatt, 2000)。Mirenda (1997)は 1985～1996年

に公刊された FCT の研究成果の包括的なレビューを行った。それによれば、FCT による介入が

開始されると、自閉症を有する参加者らにとって問題となる行動が即座にかなりの程度減少した。

こうした利点はフォローアップのデータが得られる参加者に関して言えば、12ヶ月間にもわたっ

て維持された。FCTは現在では子どもの問題行動を取り扱う際に「最良の治療法」であると考え

られている。 


