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AAC 手段利用によるコミュニケーションスキルの獲得 

－自閉症スペクトラム障害のある子どもへの写真カードを用いた具体的な指導手順について－ 
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堺市立百舌鳥養護学校 金井孝明 

 
１．はじめに 
 話しことばの発達が遅れていたり、話しことばを持たなかったり、あるいはエコラリアなどにより、自閉

症スペクトラム障害のある子ども（以下、特別の必要のない場合は「自閉症児」と記す）はコミュニケーシ

ョン場面で多くの困難を見せる。このような自閉症児に見られることばの使い方をはじめとしたコミュニケ

ーションの障害は、他者との交流がうまく行かない状態をさす社会性の障害や、目の前に無いものを思い起

こすことの困難を意味する想像力の障害とともに、彼らに日常生活での多くの困難を引き起こしている。 
 2001年、WHO（世界保健機関）は障害についての捉え方を大きく転換した。本人に障害を帰属させるこ

れまでの考え方から、さまざまな制約や制限を受けながらも、個人および環境の因子によるはたらきかけや

支援によって、より広い活動や参加が可能となっていくというように、環境側の条件整備やはたらきかけを

重視するようになった。そのように考えたとき、コミュニケーション障害が重度である自閉症児に対して、

日常生活でのさまざまな活動や参加を支援して制限や制約を少なくしていくためにはどのような環境側の条

件整備が必要なのだろうか。そのひとつが、彼らの聴覚情報よりも視覚情報の処理の方が得意であるという

特徴に基づいたさまざまな視覚支援の取り組みである。現在では、情報の意味理解やコミュニケーション行

動の遂行のために、AAC（Augmentative & Alternative Communication＝補助代替コミュニケーション）

手段が広く用いられるようになってきている。 
 2002 年度および 2003 年度に、本校の児童生徒の指導に直接携わる教員に対して、AAC 手段の使用の現

状に関するアンケート調査を行なった。その結果から、写真カード、絵カード、シンボルカード、文字カー

ド、サイン、VOCA(Voice Output Communication Aids)のうち、写真カードとサインはほとんどのコミュ

ニケーション場面で使われていることがわかった（2003年度において、使っているとした回答は、写真カー

ドは 96％、サインは 85％であった）。また、現在用いているAAC 手段を使うようになったきっかけに関し

ては、所属部や所属学年の教員で使うことを決めたため、およびまわりの教員から使用をすすめられたため、

の２つをあわせた回答が 60％を超えていた。一方、研修したことに含まれていたとする回答は 30％ほどで

あった。このことから、写真カードやサインは本校の教員のほとんどが使っているにもかかわらず、それの

指導に関して何らかの研修を受けた者は 30％ほどにとどまっている、つまり、多くの教員は研修を受けない

で使っているということになる。 
 コミュニケーション行動を可能とし、広げていく取り組みは、「自立活動」領域においても重要な取り組み

でもある。そのようなスキルは情緒の安定や自信にもつながり、社会生活を送っていくために重要な基礎的

スキルであると言うこともできる。ことばに限定されずにコミュニケーション行動を展開していくための

AAC手段の獲得に向けた指導について、その順序性や指導の内容に関した一貫した考え方が求められる。 
 
 
２．問題と目的 
 本校教員対象のAAC手段の使用に関するアンケート結果から、さまざまなAAC 手段が広く使われるよう

になってきていることがわかった。一方、そのような AAC 手段の獲得や利用の仕方に関した研修は充分で

なかった。ここから、AAC手段によるコミュニケーションスキルの獲得の指導の流れとその指導内容を系統
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化して整理することと、アンケート結果から AAC 手段を用いている教員のほとんどが使っていると回答し

た写真カードを用いたコミュニケーションスキルの獲得の道筋を提案したい。 
 
 
３．コミュニケーションスキルの獲得に向けて 
（１）コミュニケーション行動の展開の条件 

 コミュニケーションということばは、ラテン語の「コムニカーレ(commucare)」からきているとされる。

「コムニカーレ」とは、「あるものをともに持つ」という意味だそうである。つまり、コミュニケーションと

は、話し手と聞き手が話題となる事象に関して、共通に注意を向け、双方が意識レベルにあげている、しか

もことばなどによって双方向性を持ってやり取りされる状態で成立しうるできごとなのである。ある中学生

の母親に、「お子さんとコミュニケーションができていますか」とたずねたことがある。その母親は、毎日わ

が子に学校でのできごとを事細かに質問していることを引き合いに出して、コミュニケーションは充分にな

されていると返事をしてきた。実際は、母親がほぼ一方的に子どもの学校でのようすを細かに質問している

というものであった。そして、それへの子どもの返事はほとんどが「うん」と言うだけのいわば愛想のない

ものであった。これでは、双方向性と共通理解からは程遠いものであるのではないか。つまり、母親はそう

思っていても、コミュニケーションとはなっていないと言うことができるだろう。 
 それでは、我々の日常生活において、コミュニケーション行動が成り立つためにはどのような条件が満た

される必要があるのだろうか。まず考えられるのは、伝えよう、あるいは伝え合おうとする内容がなければ

ならない。コミュニケーションの題材である。そして、双方向性が成り立つためには、伝える相手が必要で

ある。それが無ければ、独り言である。さらに、伝えたい内容があり、その相手に伝えたいという気持ちが

なければ、やり取りは成立してこない。これらは、話者というコミュニケーションの主体としての立場の持

つ「情緒的側面」に大きくかかわっていると言えるだろう。 
 このような「情緒的側面」はどのようにすれば育てたり、豊かにしていけるのだろうか。例えば、相手に

自分のことが分かってもらえてないと知れば、その相手とは話したくないと思うだろう。逆に、自分のこと

をよく分かってもらっていると思えば、何でも話したくなるだろう。このようなことは、誰も一度は経験し

たことがあるのではないだろうか。相手に自分のことを分かってもらえていると感じることは、相手が自分

と同じ理解の仕方ができることを自分が実感することではないだろうか。それは、自閉症スペクトラム障害

をはじめとした発達障害の場合には、心理学的特性を理解した対応ができていることであろうし、精神発達

が未熟な状態にある場合には、生活年齢や認知発達に応じた対応ではなく、むしろ対人関係のなかで成長し

つつある心の状態にじっくりと寄り添った対応であろう。前者の場合には、後に少し触れるが特に自閉症ス

ペクトラム障害の心理学的な特性について理解することが基盤となる。また、後者の場合には、例えば「再

接近期危機（M.マーラー）」を想定した承認の欲求に応じた対応や、あるいは困った行動を見せる背後にス

トレスや不安を読み取ることで、その場で即座に注意するよりも、「どうしたんだい。しんどいのかい？」と

いうような心に寄り添う接し方が求められる場合もあるだろう。 
一方、そのような話者の「情緒的側面」での条件が満たされていたとして、コミュニケーション行動で用

いるべき手段についての知識がなければ目指される行為には至らない。つまり、お互いの共通認識や理解が

可能となるように、内容を伝えるべき手段が共有される必要がある。共通の認知的基盤に基づき、例えばあ

ることばとそれの指す内容が双方で共通した体系を持っている必要がある。例えば、「つくえ」ということば

を聞けば、実際の机のイメージが生じ、しかも現物がなくとも、思考において用いることができるような体

制が必要である。このような体制は表象を獲得していることから可能となる。これは「認知的側面」と呼ぶ

ことができる。 
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 つまり、話者の側面から見て、コミュニケーションが成立するためには、上の図１のような条件が必要と

いうことになるだろう。 

 
（２）コミュニケーション手段の発達的変化 

 次に、実際に使われるコミュニケーション手段はどのようなものが選択されるのだろうか。乳児が泣き出

すと母親はどうしたものかとうろたえる場合もあろう。やがて、多くの場合は、お乳がほしい、あるいはオ

ムツが汚れた、ねむいなどの知らせであることがわかる。自閉症児をはじめとした発達障害のある子どもの

場合、泣くこと以外にも、自傷、相手をたたく／噛む、クレーン行動などさまざまな効果的な方法を使うこ

とが観察される。効果的とは、そのことによって自分の要求がよりはやく、確実に相手に伝えることができ

ることである。しかし、相手をたたいたり、噛んだりすることは、社会生活上認めがたい行為であり、さら

に、そのような行為の意味する内容（本人の要求）は特定の親しい者だけにしか理解されないことが多い。

そのような意味で、これらの方法（手段）は、社会的手段が未獲得の段階であると言える。 
 行為の意味する内容が明確である場合、つまり、行為と要求内容が結びついている場合、そのような社会

的に認めがたい行為を社会的に認めうる手段を用いた行為にかえていく取り組みが必要である。そのような

取り組みによって、社会的な日常生活が可能となっていく。本稿で取り上げている AAC 手段は、ことばが

使えない、あるいは使っていることばの意味が独特である場合に、自分を取り巻く状況の理解や自分に要求

されている内容の理解を助け、その持つ要求や意図を表出し、伝えることを援助するための手段として、コ

ミュニケーション行動の展開に向けた指導においてその獲得や使い方が指導されることになる。そして、そ

 

情緒的側面 

認知的側面 

・伝えたい内容がある。 
・伝えたい相手がいる。 
・伝えたい気持ちがある。 

・相手と共通の表象体系を持ち、かつ共通の意味体系か
らなる概念体系を持っている。 

図１．コミュニケーションが成立するためには（話者の側面） 

 
社会的手段の未獲得の段階 社会的手段の使用の段階 

・泣く 
・自傷 
・たたく、噛むなど 
・クレーン 
など 

・写真カード 
・絵カード 
・シンボルカード 
（PICカード、PCSカード） 

・サイン（マカトンサインなど） 
・VOCA 
など 

発達の方向性 

図２．コミュニケーション手段の発達による変化 
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のような手段の使用によって、社会的にも認知される方法で彼らの日常生活でのコミュニケーション行動は

展開されていく。 
 自閉症スペクトラム障害などの発達障害でコミュニケーションに何らかの困難を見せる場合のコミュニケ

ーション行動の指導では、上に述べたような発達的な理解の上でコミュニケーション手段を用いる指導がな

される。一般には図２のような位置づけでAAC手段の指導は考えられるであろう。 
 
（３）コミュニケーション行動の指導の各フェーズとその指導の順序性 

 ①第１ステップ：理解フェーズの指導 
AAC手段を用いたコミュニケーション行動の展開を指導するに当たり、どのような機能面から指導を開始

すればいいのだろうか。例えば、まわりの人をたたくことでお茶を飲みたいことを表現しているケースにつ

いて、水筒の写真カードを用意し、それをたたくかわりに用いることでお茶を飲みたい要求を表出させよう

と指導を計画した場合はどうだろうか。この場合に必要なことは何だろう。ひとつは、準備した水筒のカー

ドがお茶を飲むという行為と結びついていることを知ること（カードの「意味性の理解」）だろう。これは、

お茶を飲む行為のみを指導の対象とするのではなく、その他の行為、例えばブランコで遊びたい、便所に行

きたいなど、複数の行為をそれに応じた複数の写真カードを用いて指導していく、つまりコミュニケーショ

ン行動を広げていく方向での指導を考える場合に求められることであろう。もうひとつは、写真カードを相

手に見せる、あるいは手渡すことで要求する物が手に入ったり、行動ができることを知っていくこと（カー

ドの「道具性の理解」）が必要である。写真カードがそれぞれ対象とする物や行動と結びついていることと、

要求を満足させるためにカードを利用できることを理解することである。「理解フェーズ」の指導では、この

２つの点の指導のいずれかが先に取り組まれなければならないと決まっているのではなく、対象の子どもの

アセスメントに応じて、取り組まれる順序が決められる。 
指導例を次に紹介する。子どもがブランコに乗りたい場合、担当者は「ブランコ」の写真カードを持って、

あるいは子どもに持たせて、子どもといっしょにブランコのところに行くようにする。子どもがブランコに

手を伸ばし、乗ろうとしたときに、ブランコの写真カードを子どもに見せる。このような指導の場合は、手

元にあるブランコの写真カードとブランコの実物とを結びつけていくことをねらいとして取り組まれている。

子どもがブランコに乗る際には、必ずブランコの写真カードを担当者が見せるようにする。子どもに写真カ

ードを持たせて、ブランコに行かせる場合は、ブランコに乗る前に、写真カードに注目させてから、担当者

に手渡すように指導する。いずれにしても、写真カードとブランコの結びつきを教えていくことが大切であ

る。この場合のカードは、写真でもシンボルでも、あるいは色カードでもよい。カードと実物との意味上の

結びつきを教えていく。もっとも、子どもの認知発達の状況によるが、ブランコにはブランコの写真やシン

ボルのカードといったように、特定の指導者以外にもカードの意味がたやすく理解できるものを用いること

が望ましい。また、この指導においては、好きなことができる際にはカードを必ず伴わせ、カードの道具性

を理解させることもねらいとして取り組んでいることに注意する必要がある。そのカードを持つ、持って行

く、担当者に手渡すなどは、要求を満たすために必要である（＝道具）ことを教えていく。カードを用いた

このような指導内容は、写真やシンボルなどのカードないしその他の AAC 手段と要求物や要求する行動と

の意味性と道具性での結びつきを理解することであり、「理解フェーズ」の指導と言える。 
もっとも、この「理解フェーズ」の指導は、自分を取り巻く状況が理解できている、したがって、理解で

きる環境条件の設定がなされていることが基盤として必要である。なぜなら、自分の要求することが自分を

取り巻く状況の中に含まれていることを理解できて、はじめて自分は何を要求できるのか、そして何を実際

要求しているのかを自分で理解できるからである。もしそうでないなら、何を要求すればいいのかさえもわ

からない状況にその子どもは置かれることになるだろう。このような状況の理解のためには、身近な空間の
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構造化をはじめ、さまざまな構造化の工夫が視覚支援とともになされることが助けになる。 
 このような指導において、カードが指し示す対象物や対象行動と意味上の結びつきを理解させるための指

導は、後に紹介する「タクト」の指導による要素が含まれる（例えば、「ブランコ」の写真カードは「ブラン

コをしたい」あるいは「ブランコ」そのものを意味している、など）。カードが意味する内容の理解をねらっ

た場合と言える。あるいは、対象の子どもが特定の物や行動を要求していると思われる場合に、カードが実

際の物や行動と意味上で結びついているかどうかにはとりあえず関係なく、とにかく子どもがカードを相手

である大人に示したり、渡すことで要求を満たすことができるように指導することが大切な場合も多い。カ

ードの道具性を理解させる指導を優先する場合である（「マンド」の指導によるコミュニケーション行動の形

成と言える）。 
 
要求行動の表現として、たたく、噛むなどの自傷や他害行動が見られ、それが早急に対応を迫られるケー

スの場合、たたくなどの行為の代わりに何らかのカードなどを近くの大人にわたす、ブザーを鳴らす、ある

いは呼び鈴を鳴らすことで、要求が満たされることを指導していくことが多い（図３）。この場合、自分を

取り巻く状況理解を含め、写真カードの意味内容の理解はさておき、

たたくなどの社会的に不適当な行為に換えて、カードやブザー、呼び

鈴などを操作することが、たたくことや自傷、他害行動と同じ機能を

果たすことを理解させていくのである。これはすでに述べたカード等

の「道具性の理解」での取り組みである。そして、「道具性の理解」が

でき、カード等が利用できるようになり、行動に落ち着きが見られて

きた時点で、次にカード等の「意味性の理解」を指導していく。この

場合、要求の充足を図るための「道具性の理解」が先に取り組まれ、

次にカード等の「意味性の理解」が取り組まれる順序になる。ここで

考えないといけないのは、基本的にはたたくなどの行為がどのような機能を果たしているのかを客観的に把

握することである。デュランドが指摘するように、「いわゆる問題行動」の機能を４つに分類（物や活動の要

求機能、注目要求機能、逃避機能、自己刺激機能）して考察することでその機能を知ることができるかもし

れない。あるいは、背後にある心理的な不安やストレスを読み取ることができるかもしれない。そして、そ

れらへの介入や対応がなされる必要が生じる。 
 
②第２ステップ：表出フェーズの指導 
 次に、水筒の写真カードを担当者に示す、あるいはどこか

に貼ることはお茶を飲みたいことを、あるいはブランコのカ

ードの場合はブランコに行きたいことを伝えるなど、要求が

あるときはそれを意味するカードで表出できることを身に付

けていく指導が必要になる（図４）。写真カードに限らず、

対象の子どもの認知発達の状況に応じた AAC 手段が用いら

れることになる。さまざまにある自分の要求を AAC 手段を

用いて表出できることが指導の重要なねらいである。その意

味で「表出フェーズ」の指導と言える。自分を取り巻く状況の

理解ができ、自分の要求したい内容があり、それを表す手段

（AAC手段）を使えることは何を要求内容として表現すればよ

いのかを具体化していく。「理解フェーズ」の指導と関連しあって、要求表現の内容とその機会が増えていく

 
図４．写真カードによる表出行動の例 
コミュニケーションボード（ホワイトボ
ード）からやりたいことの写真カードを
選んで取り、自分の顔写真の下に貼る。 

 
図３．要求表出のために用いた呼び鈴 
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ことになるだろう。 
 
③第３フェーズ：了解フェーズの指導 
 写真カードを所定の位置に貼ったり、あるいは写真カードを担当者に渡すことで自分の要求を表出するこ

とができた場合、状況に関係なくすぐに要求行動に自分から移ることが多く見られる。例えば、写真カード

を所定の位置に貼って自分の要求が表出できると、ま

わりの者（担当者など）の存在にお構いなしに、姿が

見えなくなっていることも実践のなかで見られる。担

当者がその場にいなくても、要求内容を表す写真カー

ドを所定の位置に貼れば、それで表出行動としては完

了してしまっているのである。しかし、これではコミ

ュニケーション本来の意味である相手との相互の理解

にはなっていない。いわばその児童生徒からの要求の

一方的な表出で終わっているのである。自閉症児の場

合、いわゆる「セオリーオブマインド」障害説により、

相手が自分とは異なる理解の状態にあると知ることは

できなかったり、困難であったりするからである（例

えば、次のような状況である。相手は、自分の要求を知らないということがわからない／あるいは、相手は、

自分の要求は当然自分と同じように知っている、と考えている）。このような状況を解決するためには、担当

者がその児童生徒が表出する要求内容をその場で知り、その内容について両者で一致して理解する場を意図

的に設けていくことが必要となる。 
例えば、対象の児童生徒が自分の要求を写真カードを所定の位置に貼ることで表出できた場合（図４）、そ

の場で担当者の注意を写真カードに向けさせるような行動が行なえればよいことになる。ことばで「せんせ

い」と呼ぶことが も一般的な方法であろう。しかし、発話が見られない自閉症児の場合には、何らかの他

の手段が求められる。そのような場合に用いることが可能な AAC 手段として、VOCA(Voice Output 
Communication Aids)がある。筆者の場合には、おもにメッセージメイトを用いて、担当者の注意を引く行

動を指導してきた（図５の「せんせい」）。さらに、担当者

の注意が写真で表出された要求に向いた際に、担当者もそ

の要求を理解したことを示す何らかの証（あかし）が必要

である。しかも、自閉症児の場合、そのような証（あかし）

は視覚的に提示されるものであることがさし当たって必要

であろう。筆者の場合は、直径２cm ほどの厚紙製の赤丸

（「OK カード」）を要求を表出した写真カードの横に貼る

ことにしている（図６）。つまり、対象の児童が要求を写

真カードを所定の位置に貼って表出すると、次にメッセー

ジメイトを使って、「せんせい」と担当者の注意を自分の方

へ向けさせるのである。そして、担当者は要求を理解した

ことを示す「OK カード」を写真カードの横に貼る。この

「OK カード」をもらって、はじめて児童生徒は要求行動にとりかかれるのである。この場合、その児童生

徒と担当者はともに要求について理解の状態にあることができることになり、このような状況を「了解フェ

ーズ」と考え、それに至る指導を了解フェーズの指導としている。このような了解フェーズでの理解がお互

図５．現在使用中のメッセージメイト 

 
図６．三輪車に乗りたい要求表出の写真カー
ドと「OKカード」、メッセージメイト 

 

「きりつ」 「れい」 「ちゃくせき」 

「
さ
よ
う
な
ら
」 

「せんせい」 「おしえて
ください」 
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いにできることで、児童生徒の行動にも落ち着きが見られてくることは筆者のいくつかの実践が示している。 
 
（４）コミュニケーション行動の要素分類と PECS との関係 

 コミュニケーションにおける言語行動を分析してみると、大きく下の４つの類型に分けて考えることがで

きる。これらの組み合わせで、我々の日常の言語によるコミュニケーション行動は成り立っていると言える。

もっとも、このような分類は、言語行動以外についても、つまり非言語的な手段を用いたコミュニケーショ

ン行動にも当てはまる。 
 

 
 先に紹介した「理解フェーズ」は、「タクト」に含まれる部分があると言ってもよいかもしれない。また、

道具性の理解や「表出フェーズ」は「マンド」に含まれるだろう。「了解フェーズ」はコミュニケーション行

動の基盤としての「ともに持つ」こと、つまり共通理解から共感性にまで発展可能な要素を含んだやり取り

行動（の型）として考えることができるだろう。筆者の紹介した「理解フェーズ」「表出フェーズ」「了解フ

ェーズ」の３つのステップによるコミュニケーション行動の獲得に向けた指導は、下の図７に示すように、

「一方向性の表出行動の段階」から「双方向性の了解行動の成立の段階」へという方向性を持っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
欲しい物を相手に訴え、それを手に入れる行動がコミュニケーション行動成立の初期においては基本的な

機能であり、より自発しやすいのは明白であろう。そのような意味から、コミュニケーション行動の指導の

初に「マンド」を位置づけた取り組みが「PECS（Picture Exchange Communication System）＝

言語行動の型 説明 例 
マンド 

（要求表現） 
その場に欲しい物（外的刺激）がない時に、

それを要求して手に入れる行動 
りんごが目の前にないときに、「りんご」と

言ってりんごを手に入れる。 
タクト 

（叙述表現） 
その場にある物（外的刺激）を叙述して社会

的な報酬を手に入れる行動 
りんごが目の前にあって、「りんご」と言っ

て、「そうだね」とほめてもらう。 
イントラバーバル 
（質問への応答） 

言語刺激を受けて、それに応答を返して、社

会的な報酬を手に入れる行動 
「これは何？」と聞かれて、「りんご」と言

って、「正解！」とほめてもらう。 
エコーイック 

（模倣） 
言語刺激を受けて、エコラリアで返し、社会

的な報酬を手に入れる行動 
「りんご」と言われて、「りんご」と答え、「よ

くできたね」とほめてもらう。 

 
一方向性の表出行動の段階 了解行動の成立の

段階（双方向性） 

理解フェーズの指導

表出フェーズの指導

写真カード、絵カード、シンボル 

写真カード、絵カード、シンボル 

了
解
フ
ェ
ー
ズ
の
指
導 

VOCA 
 

図７．コミュニケーション行動の指導における各フェーズと順序性 

表１．コミュニケーション行動の４つの類型 
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ペクス」として取り上げられてきている。ここで提案した３つのステップによる指導について、「理解フェ

ーズ」の指導においても、あくまで対象の子どもの要求に基づいた指導となっていることをふまえるなら、

「マンド」からの指導の要素も含んでいると考えてよいだろう。「表出フェーズ」と「了解フェーズ」の指導

によって、コミュニケーション行動としての一定のかたちを整えていっているということができる。 
なお、PECSの指導における６フェーズ（PECSでは「フェーズ」という呼び方をする）について、およ

び PECS の考え方については、「教育支援担当ニュース NO.１６（2006 年 8 月 19 日発行）」に詳しく説明

している。 
 
 
４．自閉症児への AAC 手段の獲得を目指した指導 

（１）ことばの獲得と自閉症スペクトラム障害の認知発達の特徴 

 現在の DSM-Ⅳ-TR や ICD-10 といった自閉症スペクトラム障害の医学的な診断基準を見ると、その行動

特徴について詳しく記述がなされている。自閉症スペクトラム障害の診断は、これらの医学的な診断基準に

基づき、医師によってなされる。ところで、教育現場や福祉現場において、このような医学的な診断基準に

見られる行動面での記述で自閉症児の行動特性を理解することで、はたして彼らへの適切な支援は可能だろ

うか。DSM-Ⅳ-TR や ICD-10 といった医学的な診断基準は、いわば「正常」からのズレを記述しており、

一定のズレに達した場合に、「自閉症スペクトラム障害」との診断がなされる。つまり、診断基準での自閉症

理解は、ズレでの自閉症理解、ないしは異常性においての自閉症理解となりかねない。その結果、「〇〇をす

るのは自閉症だから仕方がない」といったような声が聞かれるようにもなってしまいかねない。このような

理解からは、支援の具体的なあり方が考えられることは非常に難しいのではないだろうか。 
一方、自閉症スペクトラム障害の認知発達の特徴については、現在までにさまざまな科学的な知見が積み

重ねられてきている。もちろん、医学的な診断基準に見られる記述もこれらの認知発達の特徴に基づいてい

ることは否定できない。しかし、診断基準に見られる行動特徴に基づいてではなく、それを生じさせている

認知発達段階 ことば獲得での重要なできごと 自閉症児のみせる認知機能の発達での困難 
Stage-Ⅰ 
（～1歳6ヵ月） 

不完全な喃語（6ヵ月ころ） 
反復的喃語（7ヵ月～8ヵ月） 

 

Stage-Ⅱ 
（1歳6ヵ月～2歳） 

三項関係の成立 
表象機能の出現 

Stage-Ⅲ-1 
（2歳６ヵ月） 

みたて遊びのはじまり 

「同時処理の優位性」 
体験世界の絵としての記憶方法（意味づけの無

さ 
聴覚的手段（ことば）での理解困難の可能性） 

Stage-Ⅲ-2 
（3歳～4 歳） 

抽象化も芽生え 
属性概念の獲得 
前概念（→転導的推理） 

「中枢性統合の弱さ」 
抽象化の困難 
まとめて意味を見出そうとすることが重要でな

い 
見通しを持つことの困難の可能性 

Stage-Ⅳ 
（4歳～） 

概念の獲得（関係概念含む） 「心の理論の未獲得 or獲得の遅れ」 
相手の意図を理解することの必要性を持たない

orその困難 
 図８．ことばの獲得と自閉症児の認知発達の特徴（コミュニケーション行動の獲得を困難とする要因） 
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認知発達の特徴についての理解に基づいてアプローチのあり方を考えていくことで、それぞれの行動に応じ

た支援のあり方が考えられるのではないだろうか。そのような認知発達、つまり心理学的な障害特性につい

ての説明は別稿に譲るが、ここでは、大きく次の３つの視点から、自閉症スペクトラム障害理解を行なって

いきたい。筆者は自閉症スペクトラム障害に関して、５つの視点からの行動特性の理解を提案しているが、

ここでは次の３つの視点が重要となるだろう。３つの視点とは、「同時処理の優位性」「中枢性統合の弱さ」

「セオリーオブマインド障害説」である。これらについての説明についても別稿を参照してほしい。（→筆

者のホームページ内の次のアドレスを参照：http://homepage1.nifty.com/kanaipage/memo44.html） 
これらの自閉症スペクトラム障害の心理学的な障害特性がことばの獲得にどのように影響を及ぼしてい

るのだろうか。それを発達的にまとめて提案したのが図８である。ここでのことばの発達はおもに話しこと

ばにおける認知発達面でのそれに限定している。「認知発達段階」での「Stage-Ⅰ」などは「太田のステージ

評価」による表し方である（各年齢については筆者が記入）。 
 図８のように、自閉症スペクトラム障害の心理学的な障害特性が、ことばでの社会的なコミュニケーショ

ン行動を展開していく力を獲得する過程で阻害的な影響を与えてくると考えられる。その結果、医学的な診

断基準に見られるようなさまざまな正常からのズレ（ないし異常性）として記述された行動様式が生じてく

る。それでは、図８に紹介したような障害特性を考えるなら、そのような心理学的な特性に応じた支援の方

法を具体的に工夫していくことはできないだろうか。それらを簡単にまとめてみると次のようになるだろう。 
 まず、「同時処理の優位性」に対しては、視覚モードによるAAC手段の利用が有効となる。ことばによる

コミュニケーション行動の展開の補助として、あるいはそれにかわるものとして、非言語的な手段を用いる

のである。それらには、写真カード、絵カード、シンボル（PIC カード、PCS カードなど）、サイン（マカ

トンサイン、身振りなど）、文字（文字カード）、VOCA があげられるだろう。コミュニケーションの手段を

ことばにだけ限定するのではなく、視覚的モードを利用して成立を目指すのである。 
 次に、「中枢性統合の弱さ」については、それが「まとめて意味を見出すことが重要でない」という意味で

あるから、いくつもの要素を含んでいて、全体の意味はそれらをまとめることで把握しないといけないこと

が暗黙裡になされている状況は避けることが必要となってくる。その代わり、まとまりを構成するそれぞれ

の要素をひとつずつ明確に順番に示していくのである。このようなポイントを明確に示す方法によるなら、

「〇〇したら、□□をあげる」といった類の提示の仕方は避けないといけない。そうではなくて、「今は、〇

〇します」で一旦話を終わり、それをし終えたあとで、「□□をあげるね」と続けるのである。あるいは、そ

のような流れを写真カードなどを使って視覚モードで提示を行なう。何が伝えたいポイントなのか、それを

明確に、短く、具体的に示すことに心がけたい。さまざまな構造化の工夫が有効となる。さらに、「中枢性統

合の弱さ」からは、物事の共通項を見つけ出し、それらをグループに概念化していくことの困難さが生じう

る。つまり、抽象化という作業が困難となりやすい。ひとつの物事をいくつもの呼び方で呼んだり（例えば、

「入ってきたところ」を「ドアー」「入り口」「出口」「戸」などと呼ぶ）、目に見えない物をその場で何か別

の物に見立てること（鉛筆を電話に見立てたり、次には定規を電話に見立てたり、など）は避けたほうがよ

い。絵に描くように具体的に伝えるように心がけたい。 
 「セオリーオブマインド障害説」については、相手はわかっているはず、わかってくれるだろうという対

応は避けたい。「行間を読む」ことが求められる状況やことばの裏の意味を理解することが必要な状況は極め

て理解が難しいと思わなければならない。冗談や軽い気持ちでの「うそ」なども理解ができないことが多い。

さらに、暗黙の了解についても、ポイントを具体的に、絵で見るように説明していくことが必要である。こ

のような対応を「むきだしのコミュニケーション」と呼ぶこともある。日本には、人との関係を表すことば

として、「以心伝心」というものがある。美しい人間関係とも捉えられているかもしれない。しかし、このよ

うな「以心伝心」という関係性のあり方は「セオリーオブマインド」障害説からは、到底理解困難な状況な

http://homepage1.nifty.com/kanaipage/memo44.html
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のである。わかっているはず、わかってくれるはずというアプローチのあり方は失敗することが多い。あか

らさまな、具体的な、「むきだしのコミュニケーション」が彼らには状況理解のためにはやさしい対応である

ことが多いことを理解しておきたい。 
 
（２）写真カードを用いたコミュニケーション行動の展開の指導について 

 上述のような自閉症児の認知発達における障害の心理学的特性をふまえて、AAC 手段として本校で広く用

いられている写真カードの導入について、その指導の手順を提案したい。それは、大きく二つの指導段階か

らなっている。すなわち、「段階１」として、「理解フェーズならびに表出フェーズの指導」、「段階２」とし

て、「注意喚起行動に基づく了解フェーズの指導」である。なお、これらの指導段階ならびにそれぞれにおけ

る指導の流れは、筆者のこれまでの実際の指導実践のなかからまとめたものである。また、PECSによる指

導については、この限りではない。 
 
①段階１：理解フェーズおよび表出フェーズの指導 
 この段階の指導の目標は、「写真カードを提示することで自分の要求を表出する」ことである。この指導の

一連の流れを図示すると、図９のようになる。 

 
 まず、 初のステップ１では、ほしい物や行きたいところと用いる写真カードとの結びつきを学習する。

例えば、お茶を飲みたいときに用いる水筒の写真カードは水筒の実物と結びついていること（意味している

こと＝「意味性の理解」）を知る。指導は、ほしい物を得たとき、行きたいところへ行ったときには、それを

意味する写真カードを子どもに示して、注視させるなどの方法を用いる。この場合、写真カードは、バック

（対象物の背景）がないものが適している。なぜなら、背景が映っていると、対象の子どもは背景の一部を

刺激としてそれに反応しているかもしれないからである。このステップでは、用いようとしている写真カー

図９．写真カードを使った理解フェーズと表出フェーズの指導の順序性と指導内容 

 （目標）写真カードを提示することで自分の要求を表出する。 

＜確認＞写真の弁別能力 
＜ステップ１＞ 写真と実物のマッチング学習を行なう。 

・認知発達学習 
・弁別学習 
・他のコミュニケーション手段を探る。 

no 

＜ステップ２＞ 手に持った写真カードを相手に渡すこ

とで、写真の示す行きたいところや欲し

い物が獲得できる。 

＜ステップ３＞ 行きたいところやほしい物の写真カードを所定のところへ貼ることで、要求表出ができる。 

＜ステップ４＞ 行きたいところやほしい物の写真カード数枚の中から選んで、表出できる。 
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ドの弁別ができているかどうかを確認する作業も行なう。写真に映し出された事物の形態や色などを手がか

りに他の写真と違うものとして認識できることが求められる。弁別ができていない場合は、認知発達学習や

弁別学習が必要となる。さらに、弁別した写真が対象物や目的物（場所等）を意味していることが理解でき

ているかどうかを確認することも必要となろう。 
 ステップ２では、担当者が対象の子どもの要求物を写している写真カードをその子どもにいったん手渡し、

それを子どもが再び担当者に手渡すことで要求物を獲得できることを学習する。つまり、要求物を写してい

る写真カードがその要求を満たしてくれる「道具」であることを理解すること（道具性の理解）が求められ

る。なお、ステップ１とステップ２は、対象の子どものアセスメントによって取り組む順序性を決める。 
 ステップ３では、自分から、要求物の写真カードを所定の位置に貼り、要求を写真カードで表出すること

の学習である。もちろん、表出ができた場合は、要求が満たされることも経験しなければならない。 
 後のステップ４では、数枚の写真カードから自分の要求物の写真カードを選ぶこと、そして、それを所

定の位置に貼る、ないし相手に渡すことで表出することを学習していく。 
 
②段階２：了解フェーズの指導 
 この段階での指導の目標は、「要求伝達時に社会的に適切な方法で相手の注意を引き、要求内容を相手に伝

える」ことである。そして、「要求内容をお互いに理解すること」である。この段階の指導の一連の流れを図

示すると、図 10のようになる。 

 
 ステップ 1は上に紹介した「段階１」の目標が達成できていることを意味している。つまり、コミュニケ

ーション行動を広げていく指導を計画的に実施していく際には、通常、段階２の指導は段階１の目標が達成

された時点で開始されるのが適当と考えられる。 
 段階１の目標の達成を基盤にして、次のステップ２の指導が行なわれる。このステップ２では、メッセー

ジメイトによる教員（もしくは、まわりの大人）への注意喚起行動が目指される。対象の子どもがメッセー

ジメイトで「せ・ん・せ・い」と押した場合に、例外なく教員（もしくは、まわりの大人）は、注意を向け

ることが必要である。注意を向けることの具体的な表現として、「はい」と即座に、明確に返事を行なうこと、

そして近づいていくことがあげられる。 
 ステップ３では、写真カードで要求表出を行なうことと、メッセージメイトでの注意喚起行動がひとつの

図 10．メッセージメイトを使った了解フェーズの指導の順序性と指導内容 

 （目標）注意喚起行動を獲得し、相手に要求を伝える。 

― VOCA（メッセージメイト）を使った指導例 ― 

＜ステップ１＞ 要求事象の写真カードを所定の位置に貼ったり、写真つづりから選び出すことができ

る。 

＜ステップ２＞ メッセージメイトの担当者の顔写真を押すことで（「せ・ん・せ・い」）、担当者が注

意を向けてくれる（担当者が来てくれる）ことを知る。 

＜ステップ３＞ 要求事象を写真カードで貼って示したり、選んだときに、メッセージメイトの担当者

を押すことができる。 

＜ステップ４＞ 担当者が「OK マーク」を所定の位置に貼ったり、手渡してくれると、要求事象を行

なうことができることを知る。（「OK マーク」がもらえるまでは待つことができる） 
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行動単位として行なえるように学習がなされる。もちろん、先のステップ２の場合と同じで、まわりの大人

はメッセージメイトの声に常に反応することが必要である。 
 ステップ４では、表出された要求事象について、教員（もしくは、まわりの大人）が理解したことを目で

見てわかるように示している。ここに至って、ようやく児童生徒の要求内容についてお互いが理解できた段

階にあると考えるのである。 
 
 
５．さいごに 
 本稿では、コミュニケーション行動の成立のための条件、そのための手段（方法）の選択、指導する機能

の順序性とその内容、さらに、自閉症児の場合の障害特性に応じたコミュニケーション行動の指導の展開例

として、写真カード使用による場合について説明を行なった。障害の心理学的特性からわかるように、自閉

症児は高度に社会的な行為としてのコミュニケーションを有効に展開していくことが困難な状態にある。も

っとも自分から何らかの方法によって他者にかかわろうとする行為は日常生活のさまざまな場面で見られる。

それが社会的に適切と認めがたい方法になっていることも少なからずある。それらを社会的な手段を用いた

ものへと意図的に、計画的に指導していくことが重要である。AAC手段に関しても、社会において、それを

用いることそのものへの理解やさまざまな機器の普及が現在ではみられてきている。ことばにだけに限定さ

れないコミュニケーション行動の展開は自閉症児にとってはさまざまな活動や参加への制限や制約を少なく

していく。そして、彼らにとってのバリアーフリーはさらに広がっていくことになる。 
 自閉症児へのコミュニケーション行動の指導の際には、本文で述べたようにその障害の心理学的な特性に

基づいた展開がなされることが必要である。写真カードを用いた場合には、写真そのものが視覚的な媒体で

あり、通常接する者以外の誰が見てもその意味はほぼ同じように理解可能であるという利点がある。しかし、

写真で示された対象物そのものに自閉症児が注意を集中しているかどうかは明確ではないと言わざるを得な

いだろう。例えば、ブランコの写真カードを作ったとしよう。対象の自閉症児はそのブランコの写真の鎖の

つなぎ目部分に注意を集中している場合も考えられうるのである。大人は「ブランコ」としての意味を付与

しているのであるが、自閉症児は「鎖のつなぎ目」に注意を向けているのである。その場合、「ぶ・ら・ん・

こ」と言った場合に、その自閉症児は「鎖のつなぎ目」のことを「ブランコ」と思い込んでしまうこともあ

りうる。そのような状況を考えるなら、すべてを詳細に写し出してしまう写真よりも、幾分そのもの自体を

シンプルにし、そのものの特徴を強調したものとしての絵やシンボルの方が適している場合も多くあるだろ

う。指導に写真を用いる際には、指導者は、少なくともこのような認識と同時に、背景のないものから使用

を行なうことに心がけたい。 
 また、コミュニケーション行動を社会的に適切でない方法から、AAC手段を用いたものへと転換させてい

く際に、指導者は開始に当たっては、目標の行動が生じる際には例外なく反応を繰り返していく必要がある。

一般的に、たたく、泣く、自傷などの手段は、要求を満たすためには極めて効果的な手段となりうる。コミ

ュニケーションが成立するためにはその手段の有効性が重要である。たたく、泣く、自傷などの方法よりも、

指導していこうとする方法の方が効果的なことを充分に理解させていくことが大切である。 
 さらに、本文中で紹介した「了解フェーズ」の指導は、学校現場などではつい見落とされがちな指導内容

となっているのが現状のようである。自閉症の持つ「セオリーオブマインド」障害説に基づくなら、子ども

が要求や意図を相手に伝えるには、相手に確実に伝達し、それについて相手が理解したことを子どもが理解

できる場面を意図的に設定することが必要となる。そのような状況を視覚的な手段の利用によっていかに工

夫するかの例を、本稿では筆者の実践した「OK カード」を用いた指導で示した。学校現場や生活場面で写

真で自分の要求を「表現」できても、それについて相手との共通理解とはなっていないケースが非常に多い。
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「了解フェーズ」の指導によって、はじめて両者の理解が可能となる基盤ができたのであり、コミュニケー

ション行動の本来の意味に近づくことになる。 
 筆者の勤務校において、2002 年度および 2003 年度にAAC 手段の使用の現状に関してのアンケートを教

員対象に行なった。その結果から、AAC手段の使用については校内での広がりが認められたものの、その使

用や理解に関した研修を受けた教員は多くないこともわかった。同時に、自閉症スペクトラム障害の特性の

理解についても、「不充分」と回答した教員も多かった（回答した者の 70％以上）。AAC 手段を用いたコミ

ュニケーション行動の指導については、彼らの障害の心理学的な特性についての理解が大きな基盤ともなる。

AAC手段の有効な利用と効果的なコミュニケーション行動の展開のためにも、障害特性の理解をはじめ、そ

れに基づく指導の具体的な手順や内容、方法についての理解が求められる。 
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