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KIDS と新版 SM 社会生活能力検査の結果の解釈の仕方についての提案 

 
 
 
１．両検査法の解釈に当たっての基本的な理解 

①KIDS は全般的な発達検査であり、それぞれの領域で見られるさまざまなスキルや能力の成長にともない

一般的に可能となる行動や振る舞いを発現の順序に示し、それに照らし合わせて現在の発達のレベルを評

定しようとしている。一方、新版SM社会生活能力検査は発達的な順序性の視点から社会適応のようすを

行動や振る舞いの発現のようすで評定しようとする発達検査と考えてよい。 
②両検査法の結果を見くらべた時、それぞれの検査法の持つ特性から、KIDS検査の結果の方が新版SM社

会生活能力検査よりも高い場合には、諸機能の現在の発達的な力が社会生活面では活用されていなかった

り、それに基づいた社会生活スキルが獲得できていない状態と推測される。逆に、KIDS の結果よりも新

版SM社会生活能力検査の方が高い場合には、現在の諸機能の発達の状況に見合ったこと以上の行動や振

る舞いができていると考えられる。前者の場合には、諸機能の発達の状況を踏まえて、現在の行動や振る

舞いの次の段階の社会生活面での指導目標を新たに設定して、その獲得に向けた指導が可能であろうし、

望まれるだろう。一方、後者の場合には、諸機能の発達の能力以上のことを、そうすることの意味理解な

しに「行動の型」として、あるいは「パターン」として身に付けている場合も少なくない。そうであるな

ら、場所が変わったり、あるいは扱ったり操作する物がかわるとできない場合が生じ得るだろう。 
③上の②で示した解釈の仕方は、KIDSの「総合発達年齢」および新版SM社会生活能力検査の「社会生活

年齢」を対照させた場合に、さらにそれぞれ対応すると考えられる両検査法の各領域を対照させた場合に

も可能と思われる。 
④KIDSの「総合発達年齢」および新版SM社会生活能力検査の「社会生活年齢」はともに検査を代表して

算出された総合的な指標である。そのために、各検査内において領域間のバラツキが大きい場合にはその

解釈は慎重に行なう必要がある。領域間のバラツキがそれほどない場合には、検査結果を代表する指標と

しての利用価値は高いと考えてよいだろう。 
 
 
２．各検査法の領域間の関連性について 

 各検査の領域は次のものを測定している。 
≪KIDSの 9領域≫ ←スキルや能力の成長にともない一般的に可能となる行動や振る舞い 

運動 からだ全体の大きな動きが中心。ひとりでできる遊びや日常生活での振る舞いなど。 

操作 
おもに手指の動きの機能。興味あるものへの探索活動や目と手の協応の力とも関連。物を使うことや、使う

ものが変化していくことでそれによって表現できる力の発達的な変化など。 
理解言語 精神機能の測定の際の重要な手がかりとしての言語発達について、その理解面の力。 
表出言語 ことばを発して、それを使いこなしていく力。発声や音声の復唱も含まれる。 
概念 物事の共通性や異質性を抽出する力。状況によらずにことばで理解でき、表現できる力。 

対子ども社会性 仲間との横の関係の中での「欲求のぶつかり合い」を通した他者との協調行動の習得。 

対成人社会性 
親やその他の人（大人）とのいわゆる縦の関係の中で獲得する他者との生活に適応していくための力。親と

子の基本的な信頼関係の獲得から、主体的な自分の確立までの過程。 

しつけ 
日常生活での身辺処理をはじめとした生活習慣とルールの獲得。日常生活での具体的活動に見られる自律性

の基盤。 
食事 摂食行動のあり方の発達的な変化と、ルールや清潔、衛生に関する習慣の形成。 
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≪新版SM社会生活能力検査の 6領域≫ ←発達的視点からの社会適応 
身辺自立（SH） 衣服の着脱、食事、排泄などの身辺自立に関する生活能力。社会適応のための身辺処理スキル。 

移動(L) 
自分の行きたいところへ移動するための社会的な生活行動能力。外出場面などでの交通ルールを守ったり、

安全に気をつけるなどの適切な振る舞い方。 

作業（L） 
道具の扱いをはじめとした作業遂行に関する生活能力。手指を使った日常生活で必要な動作や家の中の器具

を目的に応じて使うなど生活場面での道具の操作。 

意思交換（C） 
ことばや文字などによるコミュニケーション能力。相手のいる状況でのことばや文字でやり取りできる力、

相手との関係性の理解のうえでのことば（敬語など）の使い方など。 
集団参加（S） 対人関係をはじめ、社会生活への参加に関する生活行動能力。状況に応じた行動スキルなど。 

自己統制（SD） 
自己の行動を意識的／意図的に目的に方向づけ、調整する能力。状況を見て今どうすべきかが分かって行動

できたり、目的的な行動を責任を持って主体的に行なえる力の獲得。 
 
 KIDS は、さまざまな機能の発達の状況を発達スキルとして総合的に捉えようとする検査である。一方の

新版SM社会生活能力検査は、日常生活やその他の社会生活において必要とされる能力／スキルの獲得の状

況を発達的なスケールで測ろうとするもので、見方をかえれば、「社会適応度」を測ろうとするものと理解す

ることもできる。このように、２つの検査は諸機能の発達の状況を測ろうとする点では同じであるが、測定

の意図が異なっている。 
諸機能の発達の状況を測定する点では同じであるのだから、検査ごとに設定されたさまざまな領域に関し

て、２つの検査間での関連も考えることができるだろう。この点に関して、次のような関連を考えることで、

２つの検査を用いた解釈を有効に行なうことができると考えられる（下図は金井試案）。 
 
 
 
 
 
 
 
３．KIDS および新版 SM 社会生活能力検査の結果からの解釈の仕方について 

 上のような両検査法の各領域間での対応関係を仮定した場合、次のような結果の記入方法により、結果の

分析、そこから目標等の考察がや

りやすくなるだろう。この記録表

を使った事例の考察を最後に示し

ている。 
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（１）KIDS の「総合発達年齢」、および新版 SM 社会生活能力検査の「社会生活年齢（SA）」を比べてみ

ることからの考察と解釈 

それぞれは、次のような指標と理解することができる。 
総合発達年齢（KIDS） 諸機能を総合したその子どもの一般的な発達の状況 
社会生活年齢（新版SM社会

生活能力検査） その子どもの日常生活における社会生活能力を総体として捉えた発達の状況 

 
これら２つの検査の結果からは、次のような場合が考えられるだろう。それぞれの場合について解釈が可

能である。 
『総合発達年齢（KIDS）」＞「社会生活年齢（新版SM社会生活能力検査）』の場合： 

 行動として見られる社会生活面での力が、子どもの発達段階から期待されるほどにはまだ獲得されていな

いと考えられる。つまり、学習し、更なる行動スキルや様式、行動技能を獲得していける力を潜在的に持っ

ていると考えられる。新版SM社会生活能力検査にあげられている項目を指導目標として設定することも可

能である。日常生活の中で実践的に役立つスキルなどを目標に設定することの考察がなされる。 
『総合発達年齢（KIDS）」＜「社会生活年齢（新版SM社会生活能力検査）』の場合： 

 子どもの発達段階から期待されるよりも、より以上の行動スキルや様式を獲得していると見ることができ

る。この場合、子どもは他者への関心などにより、生活の中で行動を模倣したり、知らずのうちにそれらを

身に付けてしまっていたのではないかと考えられる。あるいは、適切な行動であってもその意味が分からな

かったり、そのために突飛な行動をしてしまうことがあるかもしれない。まわりの大人が日常生活での実際

的な行動様式を訓練したり、学習させる機会を優先してしまい、KIDS の項目に見られるような遊びの場面

が少なかった場合も考えられる。あるいは、場合によっては、KIDS 検査の結果の正確さを確認する必要が

あるかもしれない。 
 なお、すでに記したように、「総合発達年齢」や「社会生活年齢」はともにそれぞれの検査を代表して算出

された総合的な指標である。そのために、各検査内において領域間のバラツキが大きい場合にはその解釈は

慎重に行なう必要がある。領域間のバラツキがそれほどない場合には、検査結果を代表する指標としての利

用価値は高い。 
 
 
（２）それぞれ対応する領域間での考察と解釈の視点（コツ） 

①KIDSの「運動」と新版SM社会生活能力検査の「移動」の結果を対照させることから 
・KIDSの「運動」は一人でできる遊びや日常生活での振る舞いの発現を発達の順序性に従って並べている。 

一人でできる遊び：リズムをとって身体を動かす、三輪車を押して歩く、三輪車をこぐ、ボールをオーバーハンドで投げ

る、ジャングルジムの頂上に登る、ブランコに立っている、ブランコの立ちこぎができる、なわとびが

できる、など 

日常生活での振る舞い：寝返りができる、つかまり立ち、階段を登る、自転車や三輪車に乗れる、など 

・新版SM社会生活能力検査の「移動」は、発達が極めて未熟な段階ではKIDSと同じような一般的な身体

機能の発達に関した項目もあるが、それ以降ではおもに外出場面などの社会的状況での振る舞いができる

かどうかを取り上げている。 
社会的状況での振る舞い：手をつながなくても歩道なら一人で歩ける、近所の遊び場にひとりでいける、交差点を信号を

守って渡れる、一人で学校へ行ける、自転車で行って帰ってくる、ひとりでも電車やバスが利用

できる、など 

⇒『KIDSの「運動」＞新版SM社会生活能力検査の「移動」』の場合： 
発達的に獲得している身体機能が日常生活や社会生活の場面で有効に機能しているのか、そのような場面
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が準備されているのか、社会的な場面での動作やスキル獲得の目標が設定されているのかどうかが考察され

るだろう。 
⇒『KIDSの「運動」＜新版SM社会生活能力検査の「移動」』の場合： 
日常生活の中で、身体機能の調整力やバランス、集中力などを身につけるような場面、しかも自分から楽

しんで取り組めるような遊びの場面が充分に準備されているのか、またそのような時間や機会が保証されて

いるかどうかが考察されることになる。 
 
②KIDSの「操作」と新版SM社会生活能力検査の「作業」の結果を対照させることから 
・KIDS の「操作」では、手指の動きを中心に、物を使うことや発達にともなって使うものが変化していく

ことでそれによって表現できる動作や振る舞いを発達的な出現の順番で示している。手指の機能の現れや

使い方の発達的な発現の順序があげられている。 
手指の動き：握る、引っ張ってやぶく、つかむ、落ちている小さな物を拾う、など 

物を使う：テレビのスイッチを入れる、おもちゃの自動車を動かす、スコップで穴を掘る、はさみで切る、クレヨンを使う、

など 

手指を使った表現：ぐるぐる描きをする、人を描く、砂場で山を作る、絵に描く、など 

・新版SM社会生活能力検査の「作業」では、発達の未熟な時期にはKIDSと同じように手指の動きに関し

た項目もあるが、それ以降では手指を使った日常生活で必要な動作や生活場面での道具の操作に関した項

目が挙げられている。 
日常生活で必要な動作：食卓の後片付け、ジュースをコップに注ぐ、缶ジュースのふたを取る（あける）、ひもを結んだり

ほどいたり、など 

生活場面での道具の操作：ナイフを注意して使える、かなづちやドライバーが使える、そうじ機など電気器具が使える、

お茶をわかせることができる、など 

⇒『KIDSの「操作」＞新版SM社会生活能力検査の「作業」』の場合： 
手指の機能として発達的に獲得している力を日常生活では充分に使えていなかったり、発揮できていない

状況が考えられる。生活場面で、遊びや家庭などでの手伝いを含めて、日常生活で用いられるさまざまな道

具を使ったり、遊具を使って楽しんだりできる条件の設定が考察されるだろう。 
⇒『KIDSの「操作」＜新版SM社会生活能力検査の「作業」』の場合： 
手指の機能の現在の発達のレベル以上にさまざまな道具の操作を行なえている状況が推測できる。しかし、

決まった物だけを使える場合も少なくないだろう。よく似た操作の仕方で使える道具や遊具、おもちゃなど

を用いる場面を設定する必要性についても考察されるだろう。その道具を使うと何ができるか、どうなるか

の関連についても教えることが必要だろう。 
 
③KIDSの「理解言語」、「表出言語」、「概念」と新版SM 社会生活能力検査の「意志交換」の結果を対照さ

せることから 
・KIDS の「理解言語」、「表出言語」、「概念」の各領域の項目は、認知機能について発達的に見られる言語

的なエピソードが発現の順番に並べられているものと言える。ただし、質問紙法であるKIDS検査は日常

生活場面での行動や振る舞いのようすから判定する項目も多く、その際に影響すると思われる背景刺激を

完全には統制できない。例えば、「理解言語」の項目である「『新聞持ってきて』に従える」では、新聞が

目の前にある場合や、毎日やっている活動である場合には、ことばの理解以外にもその場やその時の状況

が想像以上に影響していることが考えられる。 
状況が影響する項目：「ちょうだい」でくれる、「自動車、どこ？」で指さす、身体部分の名称が分かる（歌遊びをすると

できる場合）、物の名前を聴いてその絵を指す（何の絵を使うかで結果が変わってくる）、たべもの

の名前が 9 つ以上分かる（食べ物の絵があったり、食べたすぐ後だったりすると言える可能性が大
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きくなる）、など 

・「表出言語」では、相手のない場合での発声や音声の繰り返し（復唱）も表出言語として評定されている。 
音声の復唱：バイバイなどまねて言う、言われた単語を正しく発音できる、など 

相手のない場面での発声：絵本を見ながらひとりでしゃべる、2（3、ないし5）語以上のことばを使い分ける（ひとりご

とを言っている場合や一方的に言ってくる場合も含まれるだろう）、など 

・「概念」では、状況に依存しない言語での理解と表出が求められている。「熱い」、「冷たい」、「怖い」は感

覚的には感じ取っていることは多いだろう。しかし、その感覚とことばを結びつけて意味を理解したり、

感じ取った感覚をことばで表現したりすることはできなかったり、難しいことが少なくないと思われる。

特に、自閉症スペクトラム障害の子どもの場合は、感覚の受け取り方が未分化な場合が多く、漠然とした

感覚として受容できても、意味としてことばと結び付けることは難しいだろう。また、「大小」をはじめ

「対の概念」は 2歳 6ヵ月以降の発達が必要と思われる。 
・「表出言語」と「概念」では、自閉症スペクトラム障害の子どもたちの場合には、ことばでの表出が見られ

なかったり、子どもによってはそのような必要性を見出していない場合も考えられ、「理解言語」の発達

年齢とバランスの取れていない場合もあり得る。 
・新版SM社会生活能力検査の「意志交換」の場合には、一語文や二語文の使用など言語機能の一般的な発

達に関する項目もあるが、おもに相手のいる場面でのことばや文字を使ってのやり取りの能力が評定され

る。あるいは、社会的な事象の理解や相手との関係性の理解のうえでの言語での関わり方も含まれる。 
相手がある場面でのやり取り：あいさつする、見たことを話す、電話の応対、テレビの話題で話す、伝言を伝える、簡単な

指示に従う、など 

社会的な事象の理解での言語使用：自分の名前が言える、数字や文字の拾い読み、新聞や本を読んでわかる、など 

相手との関係性の理解に立った言語使用：目上の人に丁寧なことばを使う、敬語を使う、など 

⇒『KIDSの「理解言語」「表出言語」「概念」＞新版SM社会生活能力検査の「意志交換」』の場合： 
日常生活をはじめ社会的な場面でのことばの使い方について、いっそう指導できる課題があるものと思わ

れる。ただし、自閉症スペクトラム障害をはじめ、言語の表出がなかったり、表出する状況に極めてかたよ

りがある場合には、新版 SM 社会生活能力検査の「意志交換」は低く評定されることもある。仮に、KIDS
の「理解言語」の発達年齢が高く評定されている場合には、視覚的な手がかり刺激を利用していた場合も考

えられるために、他の検査法（LDT-R、PVT-Rなど）での確認が必要となる。 
⇒『KIDSの「理解言語」「表出言語」「概念」＜新版SM社会生活能力検査の「意志交換」』の場合： 
特に自閉症スペクトラム障害の場合には、あいさつをしたり、文字や数字を拾い読みしたり、それらを書

けたり、自分の名前を書いたり、答えたりなどできる場合が少なくない。そのような時には、「意志交換」が

高く評定されることがある。このような場合、音声という形で表出しているにすぎない場合が少なくなかっ

たり、名前を答えたり、文字の拾い読みなどは機械的に反応や応答している場合も考えられる。ことばの意

味理解にもう一度立ち返り、意味理解とその要素抽出による概念理解などの課題（仲間集め、かたちの構成

など）への取り組みが必要な場合も考えられるだろう。 
 
④KIDSの「対成人社会性」、「対子ども社会性」と新版SM社会生活能力検査の「集団参加」の結果を対照

させることから 
・KIDS の「対成人社会性」では、幼いころの親と子の関係性の中で培われ、社会的に必要な力を獲得して

いくための基盤づくりから始まり、主体的な自分の確立までの過程をそれぞれの段階でのエピソードを項

目としてあげ、それらの発現の発達的な順序性を示している。そこでは、幼いころの母親や大人との基本

的な信頼関係を築いていく過程、母親や大人との分離と子ども自身の個体化の過程、そして自律性を獲得

した子どもが親や大人に自分が自分の情緒や行動の主体であることを訴え、確認をしてくる時期の発達、
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そして、就学期を迎えて社会的な関係性の中での自分の行動の制御と社会性の獲得に至る道筋が見られる。 
親との基本的な信頼関係の獲得：じっと顔を見る、笑いかける、寝かしつけられるとくずる、など 

分離個体化の時期：母親にまとわりつく、親の話しかけにこたえようとする、ほめられると繰り返す、やきもちを焼く、

親の反応を見ながらいたずらをする、助けを求める、手伝いをしようとする、など 

自律性と主体性の獲得：手伝いをしようとする、親に絵を描くことや遊んでもらうことをせがむ、買ってほしくても我慢

できる、言うことがきける、など 

行動と情緒の主体としての自分の誇示：作ったものを見せたがる、もっとほめてもらいたい、大人の指示に従う、買い物

ができる、交通ルールを守る、人を頼ることができる 

・このような大人との関係性の中で身に付けてくる社会性以外に、その発達の時々で横の関係性として仲間

との関係のあり方について見られる発達的な変化を「対子ども社会性」で評定しようとしている。ここで

大切となるのは、ぶつかりあいによる葛藤状況での妥協の仕方、協調性の持ち方などの発達と言える。 
ぶつかり合いによる葛藤状況への対応や処理：おもちゃを貸してあげる、ケンカをすると親に言いつけにくる、ブランコな

どで順番を待つ、グループの中で妥協して遊ぶ、ジャンケンで順番を決める、

など 

協調性の持ち方：友だちと手をつなぐ、ままごと遊びで役を演じる、砂場で友だちとひとつの山を作る、グループでごっこ

遊びをする、小さい子の世話をする、など 

・KIDS の「対成人社会性」と「対子ども社会性」の領域は、社会的な生活を営むために必要な対人的スキ

ルや能力、および自己のコントロール性に関するスキルや能力を獲得し、それらを豊かにしていく過程を

発達的な順序性で並べ、それによって子どもの現在の対人関係性ならびに社会性を評定しようとしている。 
・新版SM社会生活能力検査の「集団参加」では、親や大人に教えてもらいながら、やがて仲間どうしでの、

あるいは仲間のなかでの社会的な関係性の持ち方を身に付けていく過程が示されている。社会との関係の

中で、その一員としての自分を意識して、どう振る舞うべきかを理解して社会生活を送っていくことので

きる力の獲得を発達的な発現の順番で示し、評定している。 
大人に教えてもらいながら身につける社会生活能力：誘われれば遊び仲間に入れる、順番が分かる、おもちゃなどの貸し借

りができる、など 

仲間どうしや仲間の中での関係性の獲得：順番が分かる、貸し借りができる、ごっこ遊びをする、ドッジボールやゲームな

どの簡単なルールの集団遊びができる、地域の行事に友だちと参加する、年下の

子どもの世話ができる、集団の中で自分の意見が言える、など 

⇒『KIDSの「対子ども社会性」、「対成人社会性」＞新版SM社会生活能力検査の「集団参加」』の場合： 
 集団内の一員として、集団への参加の仕方やそこでの行動能力よりも自己のコントロール性を含んだ対人

的な基礎的スキルの方が高いことを意味している。この場合、集団生活の中での役割やグループでの活動を

含んだ社会生活場面での行動でさらに力を発揮できたり、身に付けていけるものについて考察がなされる。

その際、子どもが自分や自分の持つ能力への自信、ないし自己有能感をどの程度身に付けているかが目標設

定や指導の重要な基盤となる。できることへのまわりからの承認を得ることが重要な基礎的取り組みとなる

場合も多い。 
 また、自閉症スペクトラム障害の場合などには、KIDS の「対子ども社会性」と「対成人社会性」の間に

大きな差が見られることがあり、「対成人社会性」の方が高いことが多い。そのような場合、対人的スキルや

自己のコントロール性について、行動の見本や基準となる指標としての大人（ないしそのような個人や集団）

の存在を大切にした指導により、仲間や集団の中での行動の仕方を身に付けていくような指導が大切となる

だろう。逆に、「対子ども社会性」の方が高い場合には、友だち集団の中や仲よしの友だちといっしょに行動

することで、より広い社会的な生活場面でのルールや決まりについての理解を育てていくことが必要となる

だろう。 
⇒『KIDSの「対子ども社会性」、「対成人社会性」＜新版SM社会生活能力検査の「集団参加」』の場合： 
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 発達的に見た自己のコントロール性を含んだ対人的な基礎的スキルの獲得の状態以上に、社会生活場面で

の適応的な行動ができていることが多い場合と言える。例えば、友だちが「貸して」と言って手を伸ばすと、

そのことばと出された手に反応して、今持っている物をつい
．．

渡してしまうことがあるかもしれない。渡した

本人は「本当は渡したくなかった」のかもしれないが、ことばと身振りに即座に反応してしまったと言える。

このような状況は、大人は気がつかなくても、日常生活場面ではよくあることとも言える。友だちに貸して

あげて、大人にほめてもらえたのに、そのあとにパニックを起こしている場合があれば、このような状況で

あったと思ってもよいだろう。ここでの社会性に関する指導では、対人的行動の具体的スキルや行動の仕方

よりも、主体的に判断できる力を育てていくことが大切となるだろう。日常生活場面で指示されて行動する

のではなく、自分で行動の選択をし、決定して、それを身近な大人に了解してもらって行動できる力が大切

となる。学習課題に取り組む際にも、自分で課題を選択し、できたことへの承認により、自分への自信と有

能感を育てていきたい。大人の指示や大人の発するきっかけを待って行動ができることから、自分で見通し

を持って、自分で何をするのかを理解して行動できるようにしていく指導について考察が必要だろう。 
 
⑤KIDSの「しつけ」、「食事」と新版SM社会生活能力検査の「身辺自立」の結果を対照させることから 
・KIDS の「しつけ」では、排泄、着脱、洗面などが自分でできる力やその習慣について、成長とともに見

られる獲得の発達的な順序性を示している。社会生活を営んでいくための自己のコントロール性の獲得と

も関連しており、就学時までに獲得しておきたい最低限の力や習慣があげられている。 
排泄について：おしっこや大便を出る前に知らせる、大便のあと自分で拭ける、寝る前に自分からトイレに行く、など 

着脱について：パジャマやジャンパーを自分で着る、スナップを自分ではずす、など 

洗面等について：口をすすぐ、顔を自分で洗う、歯みがきをする、入浴後に身体を拭く、自分で頭を洗う、など 

その他の生活習慣について：箸を使う、食事のあと食器を運ぶ、寝る前にトイレに行く、決まった時間に寝る、など 

・「食事」では、健康の維持と成長のために必要な摂食行動のあり方について発達的な変化を示している。社

会生活で必要となるルールや清潔、衛生に関する習慣についても示されている。KIDS 検査では、「食事」

領域の評定は 3歳 0ヵ月が上限となっている。日常生活の食事場面での上記の発達的な課題がこのころに

はほぼ達成されると考えられる。 
健康に関すること：食べ物を見るとうれしそうにする、「マンマ」と言って空腹を知らせる、口に入れる量を調節できる、

など 

清潔や衛生に関する理解：歯をみがく、落ちている物は食べない、手を汚さないで食事する、 

食事行動でのスキルの獲得：ビスケットなどを手に持って食べる、コップを手でつかんで飲む、 

食事マナーの獲得：「いただきます」などを言う、など 

・新版SM社会生活能力検査の「身辺自立」では、着脱や食事、排泄などでの身辺自立に関する生活面での

具体的な動作が成長に伴う発現の順に示されている。それらは、成長にともない、身辺処理スキルから社

会適応度を評定していると捉えることもできる。 
⇒『KIDSの「しつけ」、「食事」＞新版SM社会生活能力検査の「身辺自立」』の場合： 
 基本的な生活習慣を自分で行なえるスキルとその習慣が身についていると思われても、他の場所や集団内

では充分に発揮できていないかもしれない状態が推測される。もしそうなら、その原因について考察するこ

とが求められる。あるいは、さらに生活場面での身辺処理スキルの獲得に向けた目標設定が可能と思われる。 
⇒『KIDSの「しつけ」「食事」＜新版SM社会生活能力検査の「身辺自立」』の場合： 
 日常生活場面では、衛生や清潔についての理解よりも単純に行動の型として身に付けているものがいくつ

かあることが推測される。 
 KIDSの「しつけ」よりも「食事」が低い場合もよく見受けられるが、「食事」領域で評定される上限年齢

が 3歳 0ヵ月であることがその原因として考えられる場合が多いようだ。その場合には、新版SM社会生活
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能力検査の「身辺自立」の発達年齢がKIDSの「しつけ」と「食事」のそれぞれの発達年齢の間にあること

がしばしば見られるようだ。 
 
⑥新版SM社会生活能力検査の「自己統制」の発達年齢の解釈について 
 まわりの状況を見て今どうすべきかが分かって行動できたり、目的的な行動を責任を持って主体的に行な

える力を評定している。この「自己統制」領域がKIDS検査および新版SM社会生活能力検査の各領域より

も低く評定される傾向の場合には、現在の生活の場所や集団以外ではできていたことが別のところではでき

ないこともあるだろう。背景条件が異なることで、行動や判断の手がかりとなっていたものがなくなること

による。「自己統制」は、状況をより統合的に把握して、何らかの手がかりをそこに見つけることで判断を行

ない、目的的に自分の行動を制御できることを評定している。検査場面やいつもの生活場面では、生活の流

れの中で行動がパターン化している場合や、特定の相手との関係が条件となって、その中ではできる場合が

考えられる。「自己統制」の機能が未熟な場合は、自分の行動の意味やその行動が自分や相手にどのような関

連を持ってくるのかの理解はできていないことがよくあるように思われる。 
一般に、「自己統制」の力が育ってくるには、子どもが自分をとりまく状況を理解し、行動を予測できる

力を身に付けてきたり、相手との信頼的な関係が豊かに築かれてくることが必要だろう。そこでは、コミュ

ニケーション能力、状況の理解と予測、自分への自信や自己有能感のあり方、それらに関しての指導環境（人

を含めて）の整備などが考察のキーワードとなるだろう。 
状況理解による行動制御：自分のものと人のものとの区別ができる、説得されればがまんできる、人の家で行儀よくしてい

られる、時間に合わせて行動できる、人の話を最後まで聞ける、相手のことを考えて行動できる

など 

目的を意識した行動：必要な物だけ買い物できる、こづかいをためて買うことができる、など 

 
 
（３）発達プロフィールとしての結果の考察と解釈のコツ 

①検査の結果をプロフィールとして見ることから 
 それぞれの検査法の結果からは、領域間の発達年齢によって表示されるプロフィールのバラツキが示され

る。そのバラツキが何を意味しているかを読み解いていくことが大切となる。例えば、KIDS 検査の「理解

言語」は全体のプロフィールのなかの一つの領域として位置づけられているに過ぎず、「理解言語」だけを取

り出して、それが○歳△ヵ月と思い込んでしまうと、子どもの全体像が見えてこなくなるかもしれない。そ

うではなくて、プロフィールの全体像から、例えば「対成人社会性」の落ち込みがあるなら、そこへの取り

組みを優先させるほうが「理解言語」や「表出言語」への波及効果が大きくなるのではないかと多くの場合

は予想できるだろう。むやみに「理解言語」だけへの取り組みを増やすことは、他の領域での現在の力にも

マイナスの影響さえ与えかねない。 
 ちなみに、KIDSに関して言えば、「対成人社会性」の力は「対子ども社会性」や「理解言語」、「表出言語」、

「しつけ」などの基盤とも言える。つまり、大人との関係性を築いていくことや好きな大人との活動を通し

て、友だちとのかかわり方やさまざまな行動様式を学んでいくことが可能となる。 
新版SM社会生活能力検査よりもKIDSの方が検査の領域が多いので、その分KIDSに示される細部の力

（＝領域）に目が行ってしまいがちとなる。しかし、大切なのは全体像を発達のプロフィールで捉えること

と言える。そして、半年ないし1年の実践後のプロフィールとの変化を見ることも同じく大切と言える。変

化しやすい領域（潜在的な力を持っているとも考えられる）とそうでない領域（その子どもの苦手な、ない

し弱い部分と考えられる）がわかってくれば、子ども像をより正確につかむことができ、目標もいっそう設

定しやすくなる。決して、気になる領域の数字のみが取り上げられる、ということのないように気をつけて
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いかなければならない。 
 
②検査結果として示される各領域の発達年齢から読み解くこととは 
 両検査は発達検査であり、結果として推定される各領域の発達年齢は標準化された検査法の結果としての

意味をもちろん持っている。そこで、結果としての発達年齢を解釈することが重要な意味をもつ場合もある。

例えば、KIDS の「理解言語」が 2 歳までの場合には、物には名前があることが分かってきて、そのような

まわりの理解が広がってきている段階と言えるだろう。2 歳 6 ヵ月を過ぎているなら、大小をはじめいくつ

かの対概念のことばでの理解もできかかってきていると思われる。4 歳までなら、物の概念については、共

通要素を抽出することによるカテゴリーでの理解もできてきていると思われる。ただし、ピアジェの言う「前

概念期」であり、そのようなカテゴリーでの概念理解もやり取りの中での理解ではまだ充分には応用して使

うことはできないと思われる。いわゆる「転導的推理」が起こりやすく、同じことばに対して他の人と同じ

ように理解や判断をしていない場合もあり、具体的な内容でのやり取りが必要であろう。5 歳 6 ヵ月ころに

は大中小の 3つの理解から「だんだん～になる」の理解が進み、やがて時間の概念の獲得ができてくるよう

になるだろう。しかし、「直観的思考期（ピアジェ）」でもあり、ことばの意味を頭の中で組み立てて状況理

解するよりも、目で見た状況判断が優先されてしまいやすい時期と言える。 
 このような認知発達に関しての理解があることで、検査結果としての発達年齢は解釈に当たっての意味を

持ってくることになる。 
 
 
４．他の検査法（LDT-R）との併用について 

 KIDSおよび新版SM社会生活能力検査はどちらも質問紙法であり、日常場面での行動や振る舞い方のよ

うすから各項目への判定がなされる。そのために、行動や振る舞いの見られる状況や時間帯など、多くの背

景要因についての統制ができないことが検査結果の信頼性と客観性についての問題となる。例えば、KIDS
の「理解言語」領域において、検査者の言語指示の他にも、その場の視覚的な手がかり刺激を利用すること

でターゲット行動ができる場合が少なくないかもしれない。場所が変わったり、指示する人が変わることで

できたりできなかったりする場合は、そのような何らかの別の手がかり刺激を子どもが利用していると考え

られるだろう。 
 このような質問紙法ないし日常生活での行動観察による検査法に弱点として見られる客観性と信頼性を補

うために、「個別式検査法」を併用することがある。教育現場で簡便に実施でき、しかも標準化されている検

査法としてのLDT-R検査とKIDSおよび新版SM社会生活能力検査との併用について紹介する。 
 
 LDT-R は言語解読能力検査（改訂版）と言い、ことばの意味理解や概念理解の発達をおもにピアジェの認

知発達の考え方を利用して説明し、現在の段階を検査するものである。 
≪こんな場合に≫  

・言語関連能力がKIDSでは比較的高い場合に、その背景としての認知発達の状況をより正確に把握する必

要があるとき  

≪何が見えてくるのか≫  

・全般的な発達の状況に関して、対象児の認知発達の状況が把握できる。シンボル機能や概念形成の状況に

応じたアプローチの方法が考察できる。  

・LDT-R の結果からは認知発達についてのStage評価が示され、それに応じた認知発達課題が決定される。  

 



10 
 

○事例 1（M支援学校小学部 6年生児童） 
・KIDS：200X年○月□日実施（実施日年齢 11年 3月、実施者：担任） 

・LDT-R：200X年○月□日実施（実施日年齢 11年3月、実施者：金井） 
⇒「StageⅡ」と判定（認知発達として 1歳 6ヵ月～2歳ころが推測される） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪両検査法の結果からの考察≫ 
・KIDS検査の「理解言語」領域では、物の名前を言ったり、言われた物を絵や実物で指し示すこと、あるいは1～10まで数え

たり、覚えた歌を歌えたりすることなどの項目で合格となっていた。これらの課題は、おもにタクトの側面において物の命名

やラベル付けの力がもととなって可能であったり、記憶の再生によって解決できていたとみることができる。一方、LDT-R
では、物の名前を言われてその絵を指すことはできたが、用途で問われて該当する物を指すこと（例えば、「かぶるものはど

れ？」→「帽子」が正答）はできなかった。日常生活での観察法なので、ことば以外の理解の手がかり刺激が影響している可

能性も考えられる。 
・KIDS検査の「表出言語」の発達年齢は 3歳 0ヵ月と評定された。2語文を言ったり、5語以上のことばを使い分ける、「いす」

や「自動車」などのことばを正しく発音する（音声模倣）などは合格であった。 
・LDT-R 検査結果は StageⅡであり、認知発達てとしては 1 歳 6 ヵ月～2 歳ころと推定される。この段階の認知発達では、物

には名前があることがわかり、それぞれの物へのラベリング（物と名前の対応を覚えていく）が進んできている段階と言える。

要素を抽出したカテゴリーでの理解には至っておらず、また物と物との関係性もことばだけでは理解が難しいと思われる。 
・これらのことから、KIDS 検査での「理解言語」領域の発達年齢（3 歳 4 ヵ月）および「表出言語」領域の発達年齢（3 歳 0
ヵ月）は、本児の認知発達状況よりは高く評価されていると考えられる。ことばの理解を伴った認知発達の状況はStageⅡ段

階であると推定することが妥当と思われる。そして、それに応じた認知発達課題が準備されることが望まれる。 
 
 
○事例２（M支援学校小学部 3年生）⇒注意の転導性が高く、集中して取り組んだり、目的的な行動がとり

にくい。 
・KIDS：200X年△月○日実施（実施日年齢 8年 4月、実施者：担任） 

・LDT-R：200X年○月□日実施（実施日年齢 8年 5月、実施者：金井） 
⇒「StageⅢ-1」と判定（認知発達として 2歳～2歳6ヵ月ころが推測される） 

運動 操作 理解言語 表出言語 概念 対子ども社会性 対成人社会性 しつけ 食事 
3歳 6ヵ月 3歳 0ヵ月 3歳 4ヵ月 3歳 0ヵ月 1歳 6ヵ月 2歳 0ヵ月 3歳 5ヵ月 4歳11ヵ月 2歳 5ヵ月 

運動 操作 理解言語 表出言語 概念 対子ども社会性 対成人社会性 しつけ 食事 
3歳 4ヵ月 1歳 8ヵ月 1歳 6ヵ月 1歳10ヵ月 1歳 6ヵ月 1歳 1ヵ月 2歳 2ヵ月 1歳9ヵ月 10ヵ月 

 

0
6

12
18
24
30
36
42
48
54
60

（月齢） 

StageⅡ 
1歳6ヵ月～2歳ころ 
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≪両検査法の結果からの考察≫ 
・LDT-R 検査結果から、言語解読機能が 2 歳～2 歳 6 ヵ月ころと推定された。つまり、日常生活の中では多くの物や場合につ

いてそれに対応することばを知っていて、表出されたことばについても理解できる場合が多いと思われる。また、語い数も増

え、二語文以上も話せるようになってきていると思われる。しかし、大きさや形態、位置など物事相互や自分と物事との関連

性について示すことばの意味を理解したり、表出することは難しいと推測される（関係性の概念の獲得はできていないか、未

熟）。そのために、生活年齢とともに情報入力が増え、自分の欲求が高まってきても、それらを充分に相手に伝えるたり、相

手の都合を理解できるまでにはコミュニケーション手段としてのことばが有効に機能しないことも考えられる。 
・言語解読能力としての認知発達が 2歳～2歳 6ヵ月ころと推測されたが、KIDSでの「理解言語」「表出言語」「概念」領域の

検査結果はそれよりも低い結果であった。KIDS検査は日常生活での本児の行動の観察や検査者のことばでの問いかけへの本

児からの言語反応で判定する項目がほとんどである。本児の行動特性から、日常生活の中では注意が移りやすかったり、散漫

になりやすい状況が多く、ターゲットとされる行動自体が遂行されにくくなることが考えられる。一方、LDT-R 検査は、検

査者と1対 1で、検査シートの提示を行ないながら視覚を通じて情報や刺激の提供がなされる検査であり、注意の集中もやり

やすかったことが考えられる。 
・KIDS検査の「対成人社会性」が比較的高かった。大人への注目欲求の高さやほめられようとして自分から関わっていく姿勢

が強いこと、その背景にある承認欲求の現れと思われる。自分の行動や情緒の主体として振る舞っていく力を育てていくため

にも、大人との関係性の中での顕示欲求ならびに承認欲求への対応が求められるだろう。 
 
 
○その他に 

LDT-R の Stage 評価により推測される発達年齢の幅に KIDS の「理解言語」および「表出言語」領域の

発達年齢が含まれている場合、KIDS の「理解言語」の評定は妥当性を持つと言える。その発達年齢を子ど

もの認知発達の段階としてみなすことができる。 
 
※最後に、KIDS および新版 SM 社会生活能力検査の結果からの考察の例を示している。 

 

（以上） 
堺市立百舌鳥支援学校 金井孝明 

2010年 1月 13日 
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StageⅢ-1 
2歳～2歳6ヵ月ころ 



 
 
 
 
 

KIDS 
運動 操作 理解言語 表出言語 概念 対子ども社会性 対成人社会性 しつけ 食事 総合発達年齢 

3歳 9ヵ月 2歳 6ヵ月 1 歳 6ヵ月 1 歳 3ヵ月 1 歳 5ヵ月 1 歳 6ヵ月 2 歳 4ヵ月 5 歳 8ヵ月 2 歳 6ヵ月 2 歳 3ヵ月 

新版 SM 社
会生活能力
検査 

移動 作業 意志交換 集団参加 身辺自立 社会生活年齢 
2歳 11ヵ月 5歳 1ヵ月 2 歳 5ヵ月 2歳 7ヵ月 3歳 9ヵ月 

3歳 5ヵ月 自己統制 
3歳 6ヵ月 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

運動 操作 理解言語 表出言語 概念 対子ども 
社 会 性 

しつけ 食事 総合発達年年齢 

作業 移動 意志交換 集団参加 身辺自立 自己統制 社会生活年齢 

6ヵ月 

1歳 

2歳 

3歳 

4歳 

5歳 

6歳 

1歳6ヵ月 

2歳6ヵ月 

3歳6ヵ月 

4歳6ヵ月 

5歳6ヵ月 

対 成 人 
社 会 性 KIDS 

新版 SM 社会
生活能力検査 

6ヵ月 

1歳 

2歳 

3歳 

4歳 

5歳 

6歳 

1歳6ヵ月 

2歳6ヵ月 

3歳6ヵ月 

4歳6ヵ月 

5歳6ヵ月 

KIDSおよび新版SM社会生活能力検査の結果記入表 
 

学年（ 小 6 ） 名前（  □▽○○  ） 
KIDS           ： 200Y年 5月 15日（検査日年齢 11歳 6ヵ月）、実施者（ ○○△△、□■○△ ） 
新版SM社会生活能力検査：  200Y年 6月 3 日（検査日年齢 11歳 6ヵ月）、実施者（ ○○△△、□■○△ ） 

 

事例 

KIDS： 

新版SM社会生活能力検査 
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１．検査結果からの考察 

①コミュニケーション関連の能力については、KIDS の「理解言語」、「表出言語」、「概念」のいずれの結果

も新版SM社会生活能力検査の「意志交換」の発達年齢より低かった。KIDSの「理解言語」では、日用

品の使い方が分からなかったり、テレビの主人公の名前が言えなかったり、決まった歌の一部分しか歌え

なかったりした。これらの通常の生活ではありふれたものには興味がないのかもしれない。「表出言語」

では、決まった好きな物を単語で要求する（「じてんしゃ」、「パン」などいくつか）ことに自発的な発語

は限られていた。また、ことばの復唱には興味を示さず、できなかった。一方、新版SM社会生活能力検

査の「意志交換」では、あいさつを相手に返したり、問われると名前が言えたり、あるいはひらがなの拾

い読みも全部ではないができた。本児の言語行動での特徴は、やり取りのパターンが決まっているあいさ

つはできたり、文字の拾い読みという機械的な作業はできるが、自分の興味のないことに対しては言語行

動の対象外であると思われる。自分の興味の対象が極めてせまく、そこにはことばを対照させていくこと

はできても、興味のないものは言語行動の対象となり得なかったり、機械的なパターン的な応答や変換作

業の対象となっていると考えられる。自閉症スペクトラム障害の子どもの場合にはこのような言語行動が

よく見られる。新版SM社会生活能力検査の「意志交換」の方が高かったとしても、それは状況の意味を

捉えたり、相手との関係性を理解しての言語行動とはなっていないと考えられるだろう。 
⇒ことばを有効な伝達ややり取りの手段として使えるように、他者との関係の中での主体性を育て、自分か

ら言語を媒体として関わっていく力を育てていく。あるいは、相手に要求を伝えるためにことば以外の手

段を使うことを知る。 
 
②本児の認知発達の段階として、KIDSの「理解言語」領域で評定された 1歳 6ヵ月～2歳ころを想定して、

その段階の認知発達に応じた取り組みを進めていくことが必要だろう。この段階の特徴として、物には名

前があることがはっきりと分かり、その命名がいっそう増えていくころと思われる。さらに、それらの対

象物の特徴にも注目して、共通の仲間や関連物についても理解ができはじめてきていると思われる。 
⇒仲間集めと特徴の抽出、全体像の構成など、意味を理解して取り組んだり、意味を見いだせるような取り

組みを準備する 
 
③KIDSの「運動」の発達年齢のほうが新版SM社会生活能力検査の「移動」よりも高かった。検査項目か

らは、いくつもの遊具を使って遊ぶことはできているが、そのような遊びの場面を通して身に付けたと思

われる身体機能（身体の動きのコントロール性やバランス、スムーズさなど）を社会的状況での振る舞い

の獲得に応用できていないことが推測される。例えば、社会的な状況での行動や振る舞いとしては、自分

のペースを大人と合わせて歩くことや、机や窓ガラスを拭くこと、ほうきでごみを集めることなどがある

だろう。身体機能の制御ができることは、家や学校から外出の時に落ち着いた行動ができるひとつの大き

な基盤でもある。 
⇒今後、ひとりで歩くことや、ペースを合わせて歩くこと、指示で止まれることなど、外出などの社会的場

面で求められる行動や振る舞い方を練習していくことが求められる。 
 
④KIDSの「操作」の発達年齢が、新版SM社会生活能力検査の「作業」よりも低かった。KIDS検査では、

自動車を走らせて遊んだり、積木積みをしたり、砂場遊びをしたりすることには興味を示さなかったため

に、結果として「できない」判定となった。一方の新版SM社会生活能力検査では、スイッチを押したり、

缶ジュースのふたを開けたりなど、自分がやりたいことに関係する行動では合格する項目がいくつかあっ

た。その他にも、大人のするのを見て覚えて、自分で操作できる道具類はあるだろう。自閉症スペクトラ



事例 2 
 

ム障害のある子どもは、KIDS 検査の項目で示されるような行動や振る舞いには興味を示さないことが多

いが、具体的な道具の操作などは大人のするのを見て覚えることがいくつもあるだろう。 
 
⑤新版SM社会生活能力検査の「集団参加」の発達年齢の結果がKIDSの「対子ども社会性」および「対成

人社会性」のいずれよりも高かった。大人の指示に従って物を貸し借りできたり、行動を模倣して集団で

の活動への参加もある程度できていた。新版SM社会生活能力検査では、大人に教えてもらいながら集団

の中での行動の仕方やそこでのルールを知っていくことができ、さまざまな具体的な行動場面でのやり方

を身に付けたことが分かる。一方、KIDS では、親との信頼関係に基づいて自分の分離個体化、そして自

分に自信を持つまでの心の成長を基盤にして、妥協したり、認め合える関係性の発達を評定している。両

検査の結果からは、大人の指導や見本となる行動があれば、具体的な場面で適切に振る舞えることを身に

付けていくことができているが、自分で判断し、コントロールして行動していく力はまだ充分には育って

いないと思われる。今はどのような行動をするのかの意味の理解ではなく、教えられたままの行動のパタ

ーンとして、ないし何らかの手がかり刺激があるとそれに反応して行動することが多いため、状況とは関

係なしの振る舞いが見られることもよくある。 
⇒行動の見本となったり、キーパーソンとなる大人といっしょに行動することで、その場に適切な行動の仕

方を身に付けていく。さらに、自分で何をするのかが分かり、終わればどうするのか、いつまでするのか

などの見通しを持って行動する力を環境側の工夫をすることで育てていきたい。 
 
⑥KIDS の「食事」領域では、ほとんどの項目で合格であり、評定上限の 3 歳 0 ヵ月に近い結果であった。

また、着脱や排泄、洗面などは大人に教えられたように行動することができており、評定された発達年齢

は高かった。新版SM社会生活能力検査の「身辺自立」では、着脱、排泄などに加えて食事も含んで評定

されている。大人が教えることで身につけることはさらに増えていくと思われる。その際、清潔や衛生に

関しての意味理解は難しいと思われるので、例えば落としたものは食べずに、別のところに入れるなどの

具体的な行動のパターンとして教えることも今後必要だろう。 
 
 
２．指導目標や取り組み内容を考える方向性 

①指示に従って行動するだけでなく、自分でやることを選択して相手に伝える行動をつくっていく。それを

基盤に主体的に行動できる力を育てていきたい。 
②ことば以外の方法で要求を表出し、それを相手に伝え、相手と共通理解をしていくようにする。 
③物の名前については分かってきているが、興味のある対象物以外ではことばの理解と表出の必要性を感じ

ていないように思われる。物の名前、用途、形態などを結びつけて理解していき、カテゴリとしての意味

理解に広げていきたい。 
④そのためにも、部分部分を意味あるまとまりに作りあげていくパズルやかたちの構成、あるいは写真を見

てそのテーマを理解するなどの課題に取り組むことが望ましいだろう。 
 

（文責）金井孝明 
2009年 1月 13日 




