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自閉症：
「山とある日常的な場面」

（＝ パフォーマンス
［行動、振る舞い］の困難)
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2

アン・マクドナルド

「「単なる言葉だけでは足りないと、分かって単なる言葉だけでは足りないと、分かって
いました。私が求めるものは、言葉をついました。私が求めるものは、言葉をつ
づることだったのです。（中略）周りの皆づることだったのです。（中略）周りの皆
が思っている以上に私が分かっているこが思っている以上に私が分かっているこ
とを人々に知らせる方法が必要でした。」とを人々に知らせる方法が必要でした。」
（『（『AnnieAnnie’’s Coming Out s Coming Out （（アニーが現れる）』アニーが現れる）』 R. R. 
CrossleyCrossley and A. McDonald, 1980, p. 59and A. McDonald, 1980, p. 59））

3

『Annie’s Coming Out 
（アニーが現れる）』

「誰かが、障害がある人のそれまでのコミュニ「誰かが、障害がある人のそれまでのコミュニ
ケーション段階の外に一歩踏み出すという思ケーション段階の外に一歩踏み出すという思
い切った行動に踏み切らなければ、話し言葉い切った行動に踏み切らなければ、話し言葉
を持たないを持たない““スピーチレススピーチレス””なその人自身に、そなその人自身に、そ
の事はできないのです。失敗は罪でありませの事はできないのです。失敗は罪でありませ
ん。ん。““疑わしきは罰せず疑わしきは罰せず””の精神に背く決め付の精神に背く決め付
けで、誰かのチャンスを奪う事、それが罪でけで、誰かのチャンスを奪う事、それが罪で
す。」す。」
（（McDonald in McDonald in CrossleyCrossley & McDonald, p. 76& McDonald, p. 76））

4

オーストラリア 1988

ILIKEDOUGGBUTTHHEISMAADILIKEDOUGGBUTTHHEISMAAD
（（ ““I like Doug, but he is mad.I like Doug, but he is mad.””
僕はダグのこと好きだけど、でも彼は狂って僕はダグのこと好きだけど、でも彼は狂って
る。）る。）

HETALKSTOMELIKEIMHUMANHETALKSTOMELIKEIMHUMAN
（（ ““He talks to me like IHe talks to me like I’’m human.m human.””
彼は人間に話すように僕に話しかける。）彼は人間に話すように僕に話しかける。）

5

クリストファー・ノーラン（1987）『Under 
the eye of the clock 』

「息子の顎に手を添え、ノラは待った。彼
は体を伸ばし［頭に付けられた］ポインター
を下に動かして“e”という文字を打った。ポ

インターをその右へと移動させ、彼は次の
文字、また次の文字と打ち続けた。」

6

イヴァが電話で話し終えると、ジョセフの顎に手を添え
たままのノラが彼女の方を向いてこう言った。「イヴァ、
あなたが言うこと私分かるわ。ジョセフは、自分でキー
ボードの方に体を動かそうとしている。彼が文字の方に
体を伸ばす動きを私確かに感じるもの」。ジョセフの勇
気ある教師であるイヴァは拳を握り、それをテーブルに
叩きつけながら言った。「そうよね！私は正しかった！
言うのが怖かったのよ。確信が欲しかったの」。彼女は
こう言いながら顔に満面の笑顔を浮かべた。
(Nolan, Under the Eye of the Clock, p. 56).
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ショーロー＆ショーロー:

「「私たちの自閉的な息子は自信が無く、私たちの自閉的な息子は自信が無く、
彼を安心させることのできる誰かの彼を安心させることのできる誰かの
手が彼の手に重ねられる事を求めま手が彼の手に重ねられる事を求めま
した。」した。」
((Schawlow & Schawlow, 1985, p. 2).Schawlow & Schawlow, 1985, p. 2).

8

ロザリンド・オッペンハイム（1976）「自

閉的な子どもたちのための効果的教
授方法」Effective teaching methods for autistic 
children

「「書くために、頭など体の表面のど書くために、頭など体の表面のど
こかに指で触れられていることをこかに指で触れられていることを
求める子ども達がいました。」求める子ども達がいました。」

9

日本：ＳＴＡ（表出援助法）

落合俊郎落合俊郎

東田直樹東田直樹

10

エスノグラフィー（記述民俗学）的に
「障害」を知る

Autism and the Myth of the Person AloneAutism and the Myth of the Person Alone
『『自閉症・孤独・見た目の罠自閉症・孤独・見た目の罠（仮訳）（仮訳） 』』

ダグラス・ビクレン（ダグラス・ビクレン（20052005））

11

レオ・カナー、1943

自閉症のある人々は自閉症のある人々は

「我々の会話に興味を「我々の会話に興味を示示
さなさな」かった。」かった。

12

ハンス・アスペルガー、1944

「自閉症児は彼だけの世界に住
んでおり、彼に影響を与え、また
彼が影響もする、より大きな生命
体組織の能動的一員ではな
い。 」
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これより登場する引用は、 Autism 
and the Myth of the Person Alone
(2005、『自閉症・孤独・見た目の罠
（仮訳）』)の各章を執筆した、スー・

ルビン、ジェイミー・バーク、ティ
トー・ムコーパディエ、アルベルト・
フルゴーンたち「自閉症」当事者の
言葉です。

14

情報の処理と実際に行動に移すこ
と

「私はこのような挨拶行動が自然に出来な
いのです。私が社会的に受け入れられ
るやり方で行動するためには、一定のレ

ベルの促がしと集中が必要です。 」

スー・ルビンスー・ルビン

15

行動を開始すること

「「やりとりの開始に関して言えば、相手が自やりとりの開始に関して言えば、相手が自
閉症のある人の場合、期待しない方が良閉症のある人の場合、期待しない方が良
いでしょう。」いでしょう。」

スー・ルビンスー・ルビン

16

複数の段階を踏む行動の難しさ（一連の
行動のパフォーマンス）：

「「１５歳の時、僕は靴紐を結べるよ１５歳の時、僕は靴紐を結べるよ
うになり、人々は歓喜に沸きましうになり、人々は歓喜に沸きまし
た。」た。」
ジェイミー・バークジェイミー・バーク

17

他の事よりも簡単にでき
る事はありますか？

18

「Elementare Watson」
（伊、「全てが難しい」）
アルベルト・フルゴーン
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19

「遊ぶ」ことの難しさ

「「どうしてあの男の子は、赤いワンピースどうしてあの男の子は、赤いワンピース
を着ているあの女の子ではなくて、あっちを着ているあの女の子ではなくて、あっち
の小さな男の子にボールを渡すの？そこの小さな男の子にボールを渡すの？そこ
には選ぶことのできる、とてもたくさんのには選ぶことのできる、とてもたくさんの
動きがありました。動きがありました。 」」

ティトー・ムコーパディエティトー・ムコーパディエ

20

ファシリテイティッド・コミュニケーション
（ＦＣ）とは？

指さし、書字、コミュニケーション補助具の使用指さし、書字、コミュニケーション補助具の使用（（e.g., e.g., コンコン

ピュータやその他の電子機器、文字盤、選択肢ボード）ピュータやその他の電子機器、文字盤、選択肢ボード）などを含などを含
む、代替コミュニケーション法の一つむ、代替コミュニケーション法の一つ

コミュニケーション・パートナー（＝ファシリテーター）の援コミュニケーション・パートナー（＝ファシリテーター）の援
助つき自己表現助つき自己表現

身体的、接近、情緒的サポートの提供身体的、接近、情緒的サポートの提供

練習、そして上達への進歩練習、そして上達への進歩

高い技術と「コミュニケーション表出者」であることを示す高い技術と「コミュニケーション表出者」であることを示す
（（authorshipauthorship）） 記録の蓄積記録の蓄積

身体的に自立したコミュニケーションを促がすための訓身体的に自立したコミュニケーションを促がすための訓
練練

21

ＦＣに合った人とは？

次の特徴をもつ人：次の特徴をもつ人：

限られた話し言葉（限られた話し言葉（e.g., e.g., 反響言語、単語レベル反響言語、単語レベル

の発話、短音節の言葉）、の発話、短音節の言葉）、あるいはあるいは

話し言葉の欠如、話し言葉の欠如、加えて加えて

指さし行動の不安定さ。指さし行動の不安定さ。

22

ＦＣの基本原則
1.1. 手か腕レベルの援助からスタート手か腕レベルの援助からスタート

2.2. コミュニケーション機器コミュニケーション機器

3.3. アイ・コンタクトの観察アイ・コンタクトの観察

4.4. 後ろ方向への圧力；引き戻すあるいは抵抗する後ろ方向への圧力；引き戻すあるいは抵抗する

5.5. アウトプットの観察・記録アウトプットの観察・記録

6.6. フィードバックの提供フィードバックの提供

7.7. 援助の減少援助の減少

8.8. 過剰な解釈の回避過剰な解釈の回避

9.9. 身体的自立に向けた努力身体的自立に向けた努力

10.10. 「「言われた事を全て信じない」言われた事を全て信じない」

23

なぜ「ファシリテーション」？
援助の必要性

手の機能の問題手の機能の問題

失行・運動（失行・運動（ApraxiaApraxia//DyspraxiaDyspraxia））のの

問題問題

システム・資源の管理システム・資源の管理

24

ＦＣの妥当性を示す国際的研究

話す事とタイピング話す事とタイピング

身体的援助のないタイピングと書くこと身体的援助のないタイピングと書くこと

メッセージ伝達メッセージ伝達

文章の統計的分析文章の統計的分析

目の動きの追跡調査目の動きの追跡調査
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ＦＣにおける（身体的）自立

身体的自立は個人的資質ではなく、個身体的自立は個人的資質ではなく、個
人ひとりで達成するものでもない。人ひとりで達成するものでもない。

26

27

物への強い興味

「「水やプラスチック製の物に対する愛水やプラスチック製の物に対する愛
着のように、ある種の物は（中略）私着のように、ある種の物は（中略）私
にとって救いのようなものなのですが、にとって救いのようなものなのですが、
人はそれを人はそれを““役に立たないもの役に立たないもの””としとし
て片付けてしまいます。」て片付けてしまいます。」
スー・ルビンスー・ルビン

28

過剰な刺激

「「流しの前での時間を、非常に忙流しの前での時間を、非常に忙

しい時間の間の息抜きとして使っしい時間の間の息抜きとして使っ
ています。それはリラックスするたています。それはリラックスするた
めの道具なのです。」めの道具なのです。」 スー・ルビンスー・ルビン

29 30

社会性

「「自閉症が、周囲との関係を持つことので自閉症が、周囲との関係を持つことので
きる私の能力を支配下に治めてしまうこきる私の能力を支配下に治めてしまうこ
ともありますが（中略）これは私が仲間たともありますが（中略）これは私が仲間た
ちとの付き合いを楽しんでいないというこちとの付き合いを楽しんでいないというこ
とではなく、時々自閉症は人付き合いをとではなく、時々自閉症は人付き合いを
望むことを許さないのです。望むことを許さないのです。」」
スー・ルビンスー・ルビン
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31

刺激の緩和

「「多くの自閉症の人たちは、自分たち多くの自閉症の人たちは、自分たち

の都合のよい音を出して、さまざまなの都合のよい音を出して、さまざまな
音が入ってこないようにします。そう音が入ってこないようにします。そう
すれば他の音は背景になるからですれば他の音は背景になるからで
す。す。」」
ティトー・ムコーパディエティトー・ムコーパディエ

32

２つの事を同時に行う

「「テレビの前に座り音を聞いている時そのテレビの前に座り音を聞いている時その
音の意味を理解することは可能ですが、音の意味を理解することは可能ですが、
その時同時に視覚認知を用いる事はありその時同時に視覚認知を用いる事はあり
ません。そうしないと僕の注意が持続でません。そうしないと僕の注意が持続で
きないからです。きないからです。 」」

アルベルト・フルゴーンアルベルト・フルゴーン

33

聴覚と視覚を同時に処理する

「「字幕無しで映画を観るのは好まな字幕無しで映画を観るのは好まな
い傾向が私にもあります。（中略）字い傾向が私にもあります。（中略）字
幕は、全体として理解し、整理するこ幕は、全体として理解し、整理するこ
とをずっと容易にしてくれるのでとをずっと容易にしてくれるので
す。す。 」」
スー・ルビンスー・ルビン

34

言葉の意味を理解する

「「私は今も他の人たちが冗談を言ってい私は今も他の人たちが冗談を言ってい
る時、それを理解しようと努力します。る時、それを理解しようと努力します。
（（中略）中略）自分が言った皮肉は皆に理解し自分が言った皮肉は皆に理解し
て欲しいと期待する癖に、他の人たちのて欲しいと期待する癖に、他の人たちの
皮肉や冗談が理解できないとフラスト皮肉や冗談が理解できないとフラスト
レーションを感じがちな傾向がありまレーションを感じがちな傾向がありま
す・・す・・」」
スー・ルビンスー・ルビン

35

僕の声は真の声ではなかった

「「耳にした選択肢から選ばなけれ耳にした選択肢から選ばなけれ
ばなりませんでした。」ばなりませんでした。」
ジェイミー・バークジェイミー・バーク

36

「意図的」対「反射的」な言葉

「「もし誰かが『トイレに行きたいですか？はい、いもし誰かが『トイレに行きたいですか？はい、い
いえ、どっち？』と私に聞いたら、大抵『はい』といえ、どっち？』と私に聞いたら、大抵『はい』と
答えてしまいます。なぜなら、それが文章の答えてしまいます。なぜなら、それが文章の
初にくる言葉だからです。初にくる言葉だからです。 」」

「「私がそのように『はい』と返事をしたからといっ私がそのように『はい』と返事をしたからといっ
て、質問の意味を理解していないわけではありて、質問の意味を理解していないわけではあり
ません。ません。 」」

スー・ルビンスー・ルビン
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反射的な言葉
「「私の話し言葉はとても限られていて、事実上殆どの私の話し言葉はとても限られていて、事実上殆どの

場合反響言語です。場合反響言語です。 （（中略）中略）““Do Do da deeda dee newt newt nana
naynay””は、お気に入りの反響言語的なフレーズです。そは、お気に入りの反響言語的なフレーズです。そ
れは単調なリズムを持っていて、私のテーマソングとれは単調なリズムを持っていて、私のテーマソングと
呼ばれています。呼ばれています。」」

「「聞き慣れた録音テープが私の頭の中で流れている聞き慣れた録音テープが私の頭の中で流れている
のです。のです。」」
スー・ルビンスー・ルビン

38

39

コミュニケーションと行動

「「これを言うことは恥ずかしいのですが、私もこれを言うことは恥ずかしいのですが、私も
自分の必要を満たすために相当な癇癪を起こ自分の必要を満たすために相当な癇癪を起こ
してきました。してきました。 （（中略）中略）今では、何かが必要な今では、何かが必要な
時はそれを伝えなければならないこと、言い換時はそれを伝えなければならないこと、言い換
えれば、『助けて・下さい（えれば、『助けて・下さい（need helpneed help）』）』という基という基
本的な２つの言葉を使うのだということが良く本的な２つの言葉を使うのだということが良く

分かりました。分かりました。 」」

スー・ルビンスー・ルビン

40

儀式的反応

「「子どもの頃（中略）、例えば休暇中の誰かを子どもの頃（中略）、例えば休暇中の誰かを
目にした一週間の後、翌週も彼らが私の生活目にした一週間の後、翌週も彼らが私の生活
の一部であり続けることを期待しました。」の一部であり続けることを期待しました。」

「「私の逐語的思考の一例として、レクサスを見私の逐語的思考の一例として、レクサスを見
た時、た時、““リタリタ””（私の母の名前（私の母の名前““を叫ぶのでを叫ぶので
す・・・」す・・・」
スー・ルビンスー・ルビン

41

単純化と一定の規則化を図る

「「［［自閉症の人は］自閉症の人は］自分のルー自分のルー
ルを避難場所とするようにルを避難場所とするように
なるのです」なるのです」

ティトー・ムコーパディエティトー・ムコーパディエ

42

ルールに沿って生きる

「「ルールは自閉症のある人にとって、あるルールは自閉症のある人にとって、ある

意味まさに自分が存在しているという証意味まさに自分が存在しているという証
明でもあるのです。（中略）行動の手順一明でもあるのです。（中略）行動の手順一
式に従った時、僕もある種の自己存在感式に従った時、僕もある種の自己存在感
覚をもちます。」覚をもちます。」

ティトー・ムコーパディエティトー・ムコーパディエ
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43

自動反射を引き起こす引き金

「「自閉症の人たちは手順が好きですが、自閉症の人たちは手順が好きですが、
もしその手順が狂って混乱したとしても、もしその手順が狂って混乱したとしても、
私たちは何が起こっているのか理解して私たちは何が起こっているのか理解して
いないということではなく、私たちにとって、いないということではなく、私たちにとって、
いつもの慣れた脳内回路を止めることがいつもの慣れた脳内回路を止めることが
殆どの人たちよりも難しいということなの殆どの人たちよりも難しいということなの
です。です。」」
スー・ルビンスー・ルビン

44

人の目を見る（アイ・コンタクト）

「「私が誰かに話している時にその人を見私が誰かに話している時にその人を見

ることが出来ないのは、多くの人が思ってることが出来ないのは、多くの人が思って
いるように、その人を避けているわけでいるように、その人を避けているわけで
はありません。時々、相手の目を見ることはありません。時々、相手の目を見ること
は文字どおり、私には非常に苦痛を伴うは文字どおり、私には非常に苦痛を伴う
ものなのです。ものなのです。」」
スー・ルビンスー・ルビン

45

見るべきものが多すぎる

「「外の世界に出た時、僕はあま外の世界に出た時、僕はあま
りに恐ろしくて周りを見渡したりりに恐ろしくて周りを見渡したり
自分が見ているものを判断す自分が見ているものを判断す
ることができませんでした。」ることができませんでした。」
アルベルト・フルゴーンアルベルト・フルゴーン

46

注意と集中

「「抑制のきいた声で講義中ほとん抑制のきいた声で講義中ほとん

ど休憩を取らない男性の教授のど休憩を取らない男性の教授の
講義は、私が も安心して受けら講義は、私が も安心して受けら
れる授業です。」れる授業です。」
スー・ルビンスー・ルビン

47

現実と幻想

「「僕の母は細かい事にけちをつける僕の母は細かい事にけちをつける
ような質問で、僕の幻想をうまく制しような質問で、僕の幻想をうまく制し
ました。ました。 （中略）僕の頭の中は無謀な（中略）僕の頭の中は無謀な

考えで満ちていました。考えで満ちていました。 」」

アルベルト・フルゴーンアルベルト・フルゴーン

48

不安感

「「自動車がこっちへ向かってくるのは自動車がこっちへ向かってくるのは
見えるけど、距離が測れなかったん見えるけど、距離が測れなかったん
だ。それに僕の頬をたたく風も怖かっだ。それに僕の頬をたたく風も怖かっ
た。た。 」」
ティトー・ムコーパディエティトー・ムコーパディエ
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49

自分を囲む世界と他者視点の理
解

「「僕もいつかあんな風に物乞いして歩くように僕もいつかあんな風に物乞いして歩くように
なるんだ。」なるんだ。」

「「若い人たちは幸せそうすぎる。」若い人たちは幸せそうすぎる。」

「［「［アメリカでは］タクシー料金はどうやって決めアメリカでは］タクシー料金はどうやって決め
られるのですか？」られるのですか？」

ティトー・ムコーパディエティトー・ムコーパディエ

50

プレッシャーの下、より困難になるパ
フォーマンス・・・でもそれは「無能力」
の証明なのか？

「「あなたの知性や愚かさは、あなあなたの知性や愚かさは、あな
たの行動によって評価されるといたの行動によって評価されるとい
うことを知っているでしょう。あなうことを知っているでしょう。あな
たはひどく不器用になりがちでたはひどく不器用になりがちで
す。す。 」」
ティトー・ムコーパディエティトー・ムコーパディエ

51

こういった代替的なコミュニケー
ション法の存在が、スピーチに困難
のある人に対して従来用いられて
いる評価方法のどのような問題を
指摘するか、考えてみてください。

52

重度知的障害の定義

乳幼児期に（中略）殆どあるいは全く意志伝達のため乳幼児期に（中略）殆どあるいは全く意志伝達のため
の口頭言語を獲得しない。の口頭言語を獲得しない。

学齢期に話す事や初歩的なセルフケア・スキルを習学齢期に話す事や初歩的なセルフケア・スキルを習
得するかもしれない。得するかもしれない。

教科前準備学習から得る利益が少ないが、教科前準備学習から得る利益が少ないが、““生活必生活必
須須””語彙は習得できる。語彙は習得できる。

成人期に、密な監督下であれば簡単な課題を遂行す成人期に、密な監督下であれば簡単な課題を遂行す
ることができるかもしれない。ることができるかもしれない。

特別な医療的その他のケアを必要とする障害を伴わ特別な医療的その他のケアを必要とする障害を伴わ
ない限り、地域・グループホーム・家族との同居等にない限り、地域・グループホーム・家族との同居等に

も適応する。も適応する。
(American Psychiatric Association DSM(American Psychiatric Association DSM--IVIV--TR, 2000, pp. 43TR, 2000, pp. 43--44).44).

53

もう一つの向かい方：もう一つの向かい方：

証明を求めない、証明を求めない、
能力存在の前提能力存在の前提

54

End

dpbiklen@syr.edudpbiklen@syr.edu


