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日本自閉症協会熊本県支部 講演会：平成１７年２月１２日（土） 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
★自閉症・高機能自閉症について：内山登紀夫先生（大妻女子大、よこはま発達クリニック） 
 
■自閉症の歴史 
◆早期乳幼児自閉症（カナー：1943） 
◆小児期の自閉的精神病質（アスペルガー：1944） 
◆アスペルガー症候群（ウイング：1981）→英語圏で再評価された 
 ◆ＩＣＤ－１０（１９９２）      →国際的に認められた 
  －広汎性発達障害 
   ・自閉症 
   ・アスペルガー症候群 
   ・非定型自閉症 
 
■早期乳幼児自閉症（カナー：1943） 
 ◆情緒的接触の重度の欠如 

→友達や母親と交わらない 
 ◆無言語、あるいは感情や考えをコミュニケートするために言語を使用しない 
  →独り言、オウム返しが多い 
 ◆物へのとらわれ、物を器用に扱うが機能を考えていない 
 ◆反復的ルーチン、変化への抵抗 
 ◆突出した能力、記憶力 
  →事故歴を覚えている。√の計算が速い。 

友達の誕生日や星座を覚えている。しかし友達には関心がない。 
  →新聞配達で配達する家をすぐ覚える。 
 ◆魅力的で知的な外見 
 
■アスペルガー症候群（アスペルガー：1943、ウイング：1981） 
 ◆社会的に奇妙、未熟、不適切 
  →正直すぎる行動 
 ◆回りくどい、反復的、字義どおりの話し、 

相互的会話になりにくい 
→言葉は沢山あるが、上手に使えない。適切な場面で、適切な言葉を使えない。 

  →同じテーマの話題を繰り返す。（いつも「鉄道の話」など） 
 ◆非言語性コミュニケーションの未熟 
  →表情、姿勢でコミュニケーションを取ることが難しい。 
 
 
 
 ◆不器用、奇妙な歩き方・姿勢 

  →文字が下手、図工が苦手 
 ◆常識の欠如 
 
■キャンバーウェル研究（ウイングとグールド：1979） 
 ◆基準１：三つ組 
  －対人交流（特に子ども同士）障害 
  －言語性・非言語性コミュニケーション障害 
  －反復的／常同的運動 
 ◆基準２ 
  －重度知的障害 
  
 

「光とともに」の光くんがこのタイプ 

Ｍｒ．ビーンがこのタイプ 

カナーの時代には賢そうな子が多いと言われていた。 
今はそうではないのが普通。 

学校で作文を書く場合、「思ったことを書きなさい」と言われ、

「書きたくない」と書いて怒られる。 

コミュニケーションは、言葉だけではなく、口調、姿勢（表情、しぐさなど）が重なってとるが、 
それが難しい。例えば、先生に叱られているときに、内心は反省しているが、表情はニコニコしている。 
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社会性障害あり 74
知的年齢』相応の社会性 58
計 132

無言語/エコラリア 反復的ふり遊びのみか象徴的なふり遊びが無い
社会性障害あり 90% 97%
適切な社会性 50% 24%（言語理解力が20ヶ月以下のものがすべて）

 ◆三つ組／重度知的障害 １３２人 
  －１５歳以下の全人口 35,000人 
  －すべての対象が特殊教育を受けていた 
  －年齢：2－18歳 
 
 
 
 
 
 
 
 ◆社会性障害のある子ども(７４人)の中で「自閉症」と診断されたのは１７人のみであった。 
 ◆社会性障害のある子ども全員に反復・常同的な行動が認められた。 
 ◆社会性障害のある子どものほとんどすべてが言語や象徴的運動の偏りがあった。 
 
■アスペルガー症候群と自閉症の関係 
 ◆Van Krevelen 1971 の見解 

－アスペルガー症候群：性格傾向(trait､static) 
   ・対人交流（特に子ども同士）障害 
   ・言語性・非言語性コミュニケーション障害 
   ・反復的／常同的運動 
 ◆現在の考え方 
  －両者とも３つ組の障害を基盤に持つ発達障害 
  －表現型が異なる 
  －両者とも発達障害としての援助が長期にわたって必要 
  －自閉症からアスペルガー症候群に移行することがある。 
   →３歳くらいで話さなかったのが、６歳くらいで話しだす。 
  －同一家族に自閉症とアスペルガー症候群が同時に現れることがある 
  －支援の方法は共通している 
 
■自閉症の頻度（ロッター：1967） 
 ◆一万人に 4.5人 
 
■自閉症連続体（ウイング：1988） 
 ◆医学の分野では、いかなる疾患にも重症度の異なる表れ方があり、いわゆる摩滅型兆候から 
  最も電撃的な兆候にまで至る（カナー：1973） 
 ◆この連続体は、最重度の身体的・知的障害をもち、数々の問題の一環として社会性の障害のある人 

から、能力的に最も高く、最も見えにくい形の社会性の障害を唯一の能力障害を持つ人にまで至る 
（ウイング：1988） 

 
■スペクトラム 
 
 
 
 
 
 
 
 
■高機能とは 
 ◆定義はさまざま－知能指数７０以上を目安とすることが多い 
 ◆アスペルガー症候群との関係 
  －アスペルガー症候群は結果として高機能であることが多い 
 

カカナナーータタイイププ  アアススペペルルガガーータタイイププ  

自自閉閉症症連連続続体体  

この当時の自閉症の判断基準が狭すぎるのではないか？ 

自閉症：話さない、他者に関心を示さない。 
アスペルガー：話す、他者に関心を示す。 など 

昔は「自閉症が治った」といわれていた。 
実際は、カナータイプからアスペルガータ

イプへ変わった。 

正常：８５以上 
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■自閉症の診断 
 ◆社会性 
  －偏った社会性の発達 
  －相互性の欠落 
 ◆コミュニケーション 
  －偏ったコミュニケーションの発達 
  －相互性の欠落 
 ◆常同的な行動パターン 
 
■アスペルガー症候群の数 
 ◆ギルーバーグとギルバーグ（1989） 
  －正常知能で一万人中１０～２６人 
  －軽度知的障害を伴う者一万人中 0.4人 
 ◆エーラスとギルバーグ（1993） 
  －最低でも一万人に３６人、男女比４：１ 
  －疑わしいケースも入れると一万人に７１人 
 
■フォンボンヌ，2003 
 ◆2001年までに行われた 32の疫学研究（総人口 400万人；2000症例） 
 ◆控え目に推定して 
  －自閉症＝10/10000人 
  －アスペルガー＝2.5/10000人 
  －広汎性発達障害＝15/10000人 
  －TOTAL＝27/10000人 
 
■自閉症・広汎性発達障害は何人いるか？ 
 ◆Lotter(1966)：一万人に 4.5人（典型的自閉症） 
 ◆1980年代：一万人に 2～16人 
 ◆1990年代：一万人に 5～31人 
 ◆Croren(2002)：カリフォルニア 
  －1987年生まれ：一万人に 5.8人 
  －1994年生まれ：一万人に 14.9人 
  －自閉症が増加傾向（精神遅滞は減少傾向） 
  －高機能が増加傾向 
 ◆Yeargin-Allsopp(2003)：アメリカ都市部 
  －千人に 3.4人（広汎性発達障害） 
 
■自閉症は増えているか？ 
 ◆実数が増えているかどうかはわからない 
 ◆診断される高機能の割合は増えている 
  －診断技術の向上？ 
  －診断概念の変化？ 
   ・自閉症スペクトラム 
   ・vs LD、ADHD 
  －実際に増えている？ 
   ・？？？ 
 
■自閉症の特性 
 ◆認知発達の異常（均等でない発達） 
  －計画して実行する力の弱さ 
  －状況を考慮して判断する能力の弱さ 
  －心を読む能力の弱さ 
  －注意の障害 
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 ◆感覚の過敏さと鈍感さ 
 ◆不安になりやすさ 
 ◆姿勢、運動の異常 
 
■心の理論 
 ◆心理化：他者に感情があること、自分とは異なった考えを持つことを理解することの本能的な能力 
 ◆人の気持ちを持つ能力 
 →健常の人は、教えられなくてもわかること。 
 →言語性の理解について、健常児が５歳でわかることを、自閉症児は１１歳でわかる。（症例） 
 
■状況を考慮して判断する能力の弱さ（中枢統合能力） 
 ◆全体の状況を考慮して、物事を理解する能力 
 ◆中枢統合能力が障害されると全体を無視して部分に注目しやすい（下記に例を紹介） 
 
                                      ：注目する部分 
 
   健常児の場合：         自閉症児の場合： 
 
 
 
 
 
 
 
 
■感覚刺激への異常な反応 
 ◆感覚の情報処理障害として捉える 
 ◆聴覚－初期兆候としても重要 
  －耳ふさぎ、音への過敏、鈍感さ 
 ◆視覚 
  －手かざし、ロゴや回るもの、波紋、模様などへの興味、過敏さ、恐れ 
 ◆嗅覚 
 ◆温痛覚 
 ◆触覚 
 
■姿勢・運動の異常 
 ◆つま先歩き 
 ◆くるくる回り 
 ◆ロッキング 
 ◆チック 
 ◆カタトニア（行動が途中で止まる。同じところを行ったり来たりする。） 
 
■自閉症の接し方の原則 
 ◆構造化 
  －わかりやすく 
  －視覚を使う 
 ◆ポジティブに 
  →出来るだけ褒めて接する。 
  →ネガティブなことに敏感な子が多い。 
 ◆共感的に 
  －自閉症の特性によりそう 
 ◆穏やかに 
  →強い口調で言うと、口調の強いことに気を取られ、伝えたいことが伝わらなくなる。 
 

例） 
小学生の時先生に当てられる前に答えていた。他の子がなぜ自分が答える番がわかるのかがわかっていなかったが、 
最近（４０歳）になって、先生の視線を見て自分が答える番かどうかを判断していたことがわかった。 

例） 
聴覚過敏の子が耳を塞ぐのを、「相手に失礼」と考え、 
今年の課題は「耳ふさぎをやめること」とする。 
→自閉症の特性を理解していない。 
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■共感的に 
 ◆感覚刺激 
  －無理強いしない 
   ・触覚過敏のある子どもは無理に「スキンシップ」しない 
  －音に過敏な子どもには静かな環境を準備する 
 ◆こだわり 
  －変更は事前に予告 
 ◆計画する能力の障害 
  －大人が計画するのを手伝う（スケジュールの使用） 
 ◆辛そうだったら別のことにシフトする。 
 
■治療教育介入のコンセンサス 
 ◆早期発見・早期療育は有効（出来れば１歳代、２歳代） 
  →早期発見のツール・システムが必要 
 ◆構造化 
  －予期できる、認知的混乱を最小限にした環境 
 ◆学校・家庭をベースにした日常的な援助 
 
■原因 
 ◆発達障害であること 
  →脳の器質的・機能的な障害 
 ◆では何が脳の器質的・機能的な障害になるか？ 
 
■自閉症の「原因」の歴史 
 ◆1950年代：心因論 
  －精神分析 
  －遊戯療法 
  －統合失調症、薬物、電気ショックなど 
◆1970年代：認知障害論 
  －脳障害 
 
■自閉症の治療の概観 
 ◆1960年代～：遊戯療法、絶対受容 
 ◆1970年代～：「保育」 
 ◆1980年代～：治療教育 
  －行動療法 
  －TEACCH 
  －薬物療法 
 
■原因 
 ◆発達障害であること 
  －脳の器質的・機能的な障害 
 
◎例： 
 
□友達の輪の中に入ろうとしているが、困った行動が多い場合 
◇なぜそうなのか？（考え方の筋道）－「社会性の障害」 

   ・友達が仲間に入れたいと思っているサインを理解しづらいのだろうか？ 
   ・順番を意味する「言葉ではないしぐさなどの表現」が理解しづらいのだろうか？ 
   ・相手が興味を持っているかどうかのサインを読めないのだろうか？ 
   ・親しさのレベルを判断することができないのだろうか？ 
  ◇やってみること 
   ・会話におけるルール 
   ・クラスの他の子どもに接し方を説明し、一緒に遊ぶように促す 

臨機応変な工夫が大事 

イギリスの例） 
アスペルガー専用の学校があり、そこには 
「イジメとはどういうものか」を記載した上で

「イジメ禁止」のポスターが掲示してある。 
「文句の言い方」についても記載がある。 

未だにわかっていない 

まだ適切な薬物療法はない。 

説得や努力でそう簡単には治らない 

「入っていいよ」と言われたら入る。 
入りたいときは「入っていい」と聞く。など 
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   ・構造化されていない時間にグループに入ることを減らす 
 
 
 
□横柄なしゃべり方 
◇なぜ、一見「横柄」にふるまうのか？－コミュニケーションの障害 

   ・言葉を「かたまり」で覚えがち → コピー的会話 
   ・生まれついての民主主義者、上下関係の理解不足 
   ・相手の表情のモニター不足 
  ◇やってみること 
   ・適切な表現を小声で教える（プロンプト） 
   ・適切な表現を紙に書いて机の上に置いておく（リマインダー） 
   ・絵などを見ながら適切な表現を前もって学習しておく（リハーサル） 
   ・人と人の「上下関係」を教えておく 
   ・相手の表情を見ること、表情を読む練習 
 
□冗談を言われると怒る 
◇なぜそうなのか－コミュニケーションの障害 

  ◇やってみること 
   ・冗談であると伝える → 冗談のサイン 
    →冗談を言わない方がいい。 
 
□前の子どもの様子を真似しないと動けない子 
◇なぜ、「指示に従わない」のか？－コミュニケーションの障害 

   ・「グループ全体」への話しかけを理解しづらい 
 
 
 
   ・「聞いているようす」を学んでいる 
    →良くわかっていないが、聞いているふりをしている。 
     「その方がこの場を切り抜けられやすい」ということを学んでいる。 
   ・言語理解の能力が限られている 
   ・わからない時の対処法として他の子どもの動きを真似する 
   ・指示に従うべきという「動機付け」が弱い 
 ◇やってみるべきこと 
   ・グループ全体に話しかけた後で、話しかけてみる。個々に伝える。 
   ・別の機会に理解しているかどうかチェックする 
    →みんなの前で言われると嫌がる子がいるので、後で理解しているかチェックする。 
   ・理解していない時の「目を見る」「近づく」「机に触れる」などのサインを取り決める 
    →他の子にわからないようにサインを決める。プライドを守る。 
 
□自分の決めた順番でないと怒り出す子 
◇なぜそうなのか？－イマジネーションの障害 

   ・「不確定の未来」に不安 
   ・一旦始めたことは、最後までやり遂げないと心配になる 
   ・適当にやって、適当に終わるということは苦手 
 ◇やってみること 
   ・少しずつ、パターンの行動の時間を減らす 
    →タイムテーブル、キッチンタイマー、最も短いステップを省く 
   ・後でやっても良いと言葉や文字で伝える 
   ・スケジュールの利用をふだんから練習 
 
□パターンでしか動けない子 
◇なぜそうなのか？－イマジネーションの障害 

みんなの輪の中に入っていれば勝手に遊ぶと思っている人がいるが、なかなか難しい。 

その子に合うように、 
理解するまで 
工夫しながら 
時間をかけて行う。 

「今から言うことは冗談だ」と前もって言った後冗談を言う。 
→冗談としては面白くない。 

みんなに対して話をするとき、みんなの中に自分が入っているかわからない。 
→「○○くんこっちを向いて」と言った後話をする。 
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 ◇やってみること 
   ・第一段階：適切なスケジュールの準備 
    →今の子どもにとってしやすい環境 
   ・第二段階：子どもと話し合って作るスケジュール 
   ・第三段階：スキップ、変更、選択 
   ・第四段階：自分で立てたスケジュール 
 
□隣の子どもや周りの子どもの動きが気になって課題に集中できない 
◇なぜそうなのか？－注意の障害（視覚的混乱） 

 ◇やってみること 
   ・教師の前に席を置く 
   ・隣の子どもの席との距離を少し離す、隣を空席にする。 
   ・隣は「落ち着いた子ども」の席にする 
 
■考え方の筋道 
 ◆自閉症特性から考える 
 ◆自閉症特性を意識して仮説を立てる 
 ◆仮説に基づいてプランを立てる 
 ◆うまくいかなければ、また別の仮説を考える 
 ◆柔軟に、無理せず、ゆっくりと 
 
■高機能の場合の注意点 
 ◆一見自閉症に見えない 
  －クリニックでの直接観察のみで診断するのは無理なことも多い 
  －構造化された場面（クラス）では問題が明らかにならない 
   → ストレス状況ではどうか？ 
  －非構造化された場での友人関係の評価、隠されたパターンを見抜くことが大事 
   →高学年になると人前ではこだわりを隠す子も多い。 
   
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■質疑応答（抜粋） 
 
 ◆情報は OPENにし、伝えるべきことは伝える 
 ◆偏食矯正はしない方がいい 
 ◆自傷がある子への対処は、「自傷をいつ行うか？」からはじめる 
 ◆性的関心について 

・恥ずかしがらずに、具体的に説明する。 
  ・ルールを教える（例：アダルト雑誌は自分の部屋で見る。学校では見ない。） 
  ・男の子の場合には、父親が対応する。 
 ◆告知について 
  ・小学校４～５年で告知している。 
  ・子どもが既に知っている場合もある。 
   →家に自閉症の本があったり、親が自閉症協会に入っているのをしっているため 
 ◆子ども自身のの特性を伝えた上で、付き合える人と付き合う 
 ◆色々な療育法があるが、個人的には TEEACHが一番いいと思う 
  →TEACCHはなぜ誤解されやすい 
   ・自閉症の特性を知らずに、TEACCHの手法のみ使用している場合がある 
   ・TEACCHは、自閉症児の立場になって方法を考えることが大事 
 
                                     以上 

高機能の場合も、カナータイプの場合も自閉症特性から考える。 
高機能だから頑張れば乗り越えられるということはない。 


