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はじめに 
あなたにとってこのレポートは、あなたのご家庭に大きなゆとりをもたらすものと

なるでしょう。なぜなら、私はこのレポートで世界中の自閉症児療育の専門家の最大の成
果が眠っていたことと、その成果を呼び起こしてあなたのご家庭に取り入れる方法をお伝
えしようとしているからです。専門家の成果は、あなたのこれまでの苦労が何だったのか
と思ってしまうほど、強力なものです。 

この短いレポートは、あなたのお子さんの日常生活を一変させるほど大きな力を持っ
ています。もしあなたのご家庭で、日頃からスケジュールやカレンダーを使っていたとし
たら、このレポートを読むことで「視覚支援」のもっと効果的な使い方が分かるはずです。
もしあなたが、視覚支援をすることをためらっていたならば、真っ先にこのレポートを読
んでください。自閉症児者に対する視覚支援は、あなたの想像以上に、危険なほど強力な
手法だからです。 

私は、このレポートで「視覚支援」をあなたのご家庭で強力かつ安全に使う方法を
紐解いていきます。そしてこのレポートが、あなたのお子さんの成長とご家族のゆとりの
ためになることを願っています。 

古林 紀哉 
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自閉症のお子さんを持つ家庭の困り事 
自閉症のお子さんには様々な特性があります。ストレートに言うと、自閉症のお子

さんには好ましくない特性があります。その特性に対して適切な支援をしてあげないと、
お子さんの大きな混乱を招きます。お子さんの混乱は、あなたのご家庭の大きな負担へと
繋がっていきます。 

自閉症のお子さんの好ましくない特性： 
・普段と違うことが起きると、とまどいます。 
・予定が変更になると、とまどいます。 
・「いつ」「どこで」「どんな行動」を取ればいいのか、わかりません。 
・３分、１０分、３０分、１時間といった時間の理解が苦手です。 
・「トイレに行く」「歯磨きする」といった生活スキルの習得が苦手です。 
・「診察券をハサミで切る」など、大切なものを勝手に壊してしまいます。 
・余暇時間をどう過ごしていいか、わかりません。 

お子さんの混乱： 
・急に、泣きわめきます。 
・急に、怒りだします。 
・急に、かんしゃくを起こします。 
・自傷行動 
・他害行動 

ご家庭の負担： 
・（良くないとわかってはいるけど）大きな声で怒ってしまう。 
・（良くないとわかってはいるけど）思わず手を上げてしまう。 
・お子さんの身の回りのことを全部手伝うために、自分の時間が取れない。 
・お子さんから目が離せず、家事ができない。 

スケジュールやカレンダー、手順書に代表される「視覚支援」は、自閉症のお子さ
んの好ましくない特性に対する支援体系であって、お子さんが身の回りのことをスムース
に行う力を養うことができます。そして、お子さんの混乱を少なくすることができます。
お子さんの生活スキルの習得と混乱の少ない生活が、ご家族の大きな負担を軽減し、ご家
族のゆとりにつながるのです。 
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視覚支援の謎 
1980年代には既に、「視覚支援」という手法が有効であることは知られていまし

た。その手法は徐々に広がり、現在では自閉症児の療育方法の柱の一つです。 

内山先生（現在、よこはま発達クリニック院長及び福島大学教授）が、2006年の
著書の中の「はじめに」で、次のように書かれています。 

はじめに 
（前半略） 
　１９８９年にショプラー教授（当時）やメジボフ教授が来日、指導された５日間のト
レーニングセミナーに参加し、実際に自閉症の子供に接しながらTEACCHを学んだ。そ
の時の衝撃は今でも忘れられない。当時の筆者にとっての驚きは、どうして自閉症の子供
にスケジュールや視覚支援がこんなに有効なのかという驚きで、今思えばまさに初心者の
驚きだった。 
（後半略） 
内山登紀夫 

『本当のTEACCH - 自分が自分であるために』内山登紀夫著、2006年9月21日発行。 
pp.2-3 

専門家の間では、なぜ視覚支援が自閉症児者に有効なのかの議論は継続されていて、
未だ有効性の論拠は弱く、視覚支援を重要視しない専門家も多くいます。専門家を惑わす
謎の現象は、しゃべれて文字が読める自閉症児者に対しても視覚支援が有効だという事実
です。また、視覚支援を家庭に取り入れたお母さんの中には、視覚支援はお子さんをロボッ
ト化できるトンデモない手法であることに気づいているお母さんもいます。 

このレポートは、「タクト代替説」による視覚支援のメカニズム解明が元になって
います。そのメカニズムを元に、視覚支援の有効な使い方、有効でない使い方、危険な使
いを解説します。 
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視覚支援メカニズムの核心 
もし、このレポートを読んでいるのが専門家なら、最初に核心部分を知りたいはず

です。そこで、専門家のために核心部分を先に紹介します。あなたがお母さんお父さんで
あっても心配しないでください。核心部分の意味がわからなくても、このレポートは十分
に理解できるように書いています。 

自閉症児者に視覚支援が有効であるとする「タクト代替説」の３要素 
１）ルール支配行動は、特定のタクトを弁別刺激にして始発される。 
２）内言タクトの機能は視覚支援で代替できる。 
３）自閉症のお子さんはタクトの自発頻度がかなり低い。 

このタクト代替説は、いわゆる説明原理です。医学生理学的な論拠ではありません。
説明原理とは、いわば公式のようなもので、多くの現象を説明するためのものです。良い
説明原理は、少ない要素で現象の説明が可能であり、未確認の現象の予測もできます。 

タクト代替説３要素のそれぞれは、私が発見したものでも新たに提唱したものでも
ありません。それぞれは、既に広く知られていた内容です。私は、既に知られてた３つの
ことから、自閉症児者に対する視覚支援の謎を解くことができることに気づいただけです。
この謎を解いてみると、視覚支援がどれだけ有効でかつ恐ろしい危険性を持っていること
がわかり、正直とても驚きました。 

タクト代替説から、次のことを導くことができます。 
・視覚支援が有効なパターンとそうでないパターンの明確化。 
・視覚支援は、健常者にも自閉症児者にも有効なこと。 
・視覚支援は、特に自閉症児者に有効なこと。 
・自閉症児者は、視覚支援された内容から逸脱できないこと。 

タクト代替説にはもう一つ重要な特徴があります。しゃべる能力に独立な事です。 

自閉症児者への視覚支援は、「その内容から逸脱できない」という危険性を持って
いますので、支援者や親御さんは、有効性だけでなく危険性も正しく認識すべきです。 

注釈）【タクト】環境内の物事・出来事を弁別刺激として自発され、他者に対して経験したことを報告する
言語行動。言語行動には、他にマンド、イントラバーバル、エコーイックなどの種類がある。 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生活ルールの行動分析学上の位置付け 
行動分析という学問の成果をもとに、生活ルールの性質を紐解いてみましょう。幾

つかの専門用語が登場しますが、ちょっと我慢して読み進んでください。視覚支援を効果
的に使うためには、生活ルールの性質を知っておくことが大切です。 

行動分析学によって人間の行動を大まかに４つに分類したのが上の表です。お子さ
んが生活ルールに従って何かを行っている時、それはルール支配行動に分類されます。 

無条件反射と条件反射は、「パブロフの犬の実験」として広く知られています。パ
ブロフは犬の唾液分泌の実験中に偶然、「犬にはまだ餌を与えていないのに、実験助手の
足音で犬が唾液を分泌するようになる現象」を発見しました。例えば人間でいうと、「梅
干しを口に入れると、ツバが出る」ことは無条件反射、「梅干しを見ると、ツバが出るよ
うになる」ことは条件反射です。 

随伴性形成行動は、行動の結果によって学習していく行動です。例えば、お菓子を
探しているうちに、戸棚でお目当のお菓子が見つかったとしましょう。お子さんは次の日
から、その戸棚を開けるようになるでしょう。 

一方、お母さんから「３時になったらおやつをあげる」と言われていて、３時になっ
たらお子さんがお母さんのとこに来る行動は、ルール支配行動の例です。生活ルールに基
づいた「歯を磨く」「手を洗う」といったスキルも、ルール支配行動の例です。 

行動の種類 定義 分類 内容

レスポンデント行動
行動に先立つ 
環境変化によって
誘発される行動。

無条件反射
特定の刺激によって引き起こされる、 
生まれ持った身体反応。

条件反射
特定の刺激による身体反応が、 
他の刺激によっても引き起こされる学習
性の身体反応。

オペラント行動

行動の後の 
環境変化によって
その起生頻度が変
化する行動

随伴性形成行動
行動の後に良い（悪い）ことが起こる
と、行動の頻度が増す（減る）学習性の
行動。

ルール支配行動
ルールに従って行動すれば利点（欠点）
がある、 
と予め知った上で取る（避ける）行動。
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ルール４要素 
私たちが、漠然と理解している「ルール」とは一体なんでしょうか。大きな辞書を

引くと「社会などで秩序、機能を維持するため相互に守るべき規則」と書かれています。
ルールには、「こうすれば良い」「こうしてはいけない」と人を導くものもあれば、「家
に帰ったら、うがいをする」という日常的なものや、スポーツのルール、PTA会員規則の
ような複雑なものまでルールにはあります。 

では誰でも、いや機械でもわかるようにルールの要素を考えてみます。コンピュー
タのプログラムもルールの一種ですね。ここで頭を切り替えて、電卓とコンピュータの違
いを見ることにしましょう。コンピュータは電卓にはない４つの特徴を持っています。 

１）コンピュータは、実行する動作と、次に実行する動作が決まっている。 
２）コンピュータは、その動作を、実行する条件が決まっている。 
３）コンピュータは、実行する動作を間接的に指定できる。 
４）コンピュータは、今、どの動作を行うべきかが決まってる。 

これら４つの特徴を組み合わせると、コンピュータは電卓にはできない複雑なこと
を行うことができます。人間に例えるなら、「電卓は指示待ち人間」、「コンピュータは
自発的に行動ができる人」ということですね(^-^;)。 

このレポートでは、上表の特徴的機能を、「ルール４要素」と呼ぶことにします。 

No. 特徴的な機能 電卓 コンピュータ

1 次の動作が決まっている
一つの計算が終わっても、 
次の計算は人間がキーを叩かな
いと始まらない。

一つの動作が終わったら、 
次の動作を次々と実行していく。

2 実行の条件が決まっている
「奇数の時は２倍する」のよう
な条件付き計算はできない。

条件に従って自動的に 
動作を選択することができる。

3 間接的な指定ができる
「明日の日付」のような 
間接指定はできない。

間接的な指定を、自動的に 
直接的指定に変換できる。

4 着目すべき動作が明確
人間がキーを叩いたことだけを
実行する。

計画された一連の動作の中で、今
どの動作が行われてるかが明確。
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ルール４要素と自閉症の特徴 
いろいろな入門書に書かれている自閉症のお子さんの特徴を思い出してください。

自閉症のお子さんは、先に説明した「ルール４要素」に従った行動がとても苦手なことに
気づくはずです。 

１）自閉症のお子さんは、長い文章や連続した行動をするのが苦手です。 

例えば、「朝ごはんを食べて、トイレに行きなさい」とお母さんが二つのことを促
したとしても、お子さんは朝ごはんが終わると、次に何をすべきかがわかりません。朝ご
はんの後に、お母さんが再び「トイレに行きなさい」と言うと、ちゃんとトイレには行
けます。 

「次の行動が決まって」いても、次の行動に移れません。 

２）自閉症のお子さんは、突然の変化にとまどいます。 

例えば、「雨が降ると遠足は中止になり、普通の授業になります」が、遠足を楽し
みにしていたお子さんは、遠足の中止にとまどいます。 

「行動の条件が決まって」いても、条件により行動を変えることができません。 

３）自閉症のお子さんは、あいまいな言葉がよくわかりません。 

例えば、「好きなことをして遊びなさい。」「ちょっと待ってて」と言われると、
自閉症のお子さんはとてもとまどいます。 

「間接的な指定」をされても、直接的な指定に読み替えることができません。 

４）自閉症のお子さんで、同じことを何度も尋ねることがあります。 

例えば、休日にお母さんに「プールはいつ行くの？」とか「今日は、どこに行く
の？」を何度も何度も尋ねるお子さんがいます。一度お母さんが答えてあげるとお子さん
も納得しているのに、１５分程経つとまた同じことを尋ねるお子さんもいます。 

「着目すべき行動」を、自分で明確にすることができません。 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視覚支援はルールのリマインド 
自閉症のお子さんの視覚支援で代表的なグッズとなっている、スケジュール、カレ

ンダー、手順書のそれぞれについて、ルール４要素との関係を見ていきましょう。一旦、
それらのグッズを頭の中にイメージしてください。 

ルール要素１）　行動が並んでいて、次の行動が決まっている。 
ルール要素２）　その行動をするときの条件が添えられてる場合がある。 
ルール要素３）　どの行動も具体的にする必要がある。 
ルール要素４）　行うべき行動（または着目すべき位置）を明確にする必要がある。

 

朝の支度のスケジュールを示したボードの例 

  07:00　起きる 
  07:15　トイレ 
  07:30　朝ごはん 
  07:45　歯磨き 
 　　　　顔を洗う 
  08:00　着替える 
  08:15　荷物を準備する 
  08:30　行ってきます 

１）やるべき行動が連続していることは、すぐにわかりますね。 
２）スケジュールボードには、時刻が書いてあり、その時刻になったという条件が

成立するまでは、その行動は開始されません。 
３）どの行動も具体的です。 
４）このようなスケジュールボード使うときは、終わった行動のカードは、終了ボッ

クスに移動させます。そうすると、次に行うべき行動は、いつもボード上の一番上に置い
てあるカードというように明確になります。 
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２週間のカレンダーを示したボードの例 

    ・２日日曜日 
    ・３日月曜日 
    ・４日火曜日（今日） 
    ・５日水曜日 
    ・６日木曜日 
    ・７日金曜日 
    ・８日土曜日 

１）２週間のイベントとしてお子さんのやるべき行動が連続していることは、すぐ
にわかりますね。 

２）カレンダーは日付で区切られており、今日の日付のイベントは実施されますが、
その他の日付のイベントは今日は実施されません。 

３）イベントはそれぞれ具体的になっています。 

４）カレンダーを使う場合、今日のところに赤枠などのマークをつけると、今日が
一目瞭然になります。また、過ぎてしまった日付のイベントのカードは取り払うという使
い方をすれば、今日はカードが貼られている中で一番左の枠であると認識できます。 
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歯磨きの手順を示したボードの例 

  ・歯ブラシを取る 
  ・歯磨き粉をつける 
  ・歯ブラシを水で濡らす 
  ・上の表の歯を磨く 
  ・上の裏の歯を磨く 
  ・下の表の歯を磨く 
  ・下の裏の歯を磨く 
  ・うがいする 
  ・歯ブラシを洗う 
  ・歯ブラシを戻す 

１）歯磨きとして、やるべき行動が連続していることは、すぐにわかりますね。 

２）手順書の場合、条件でやるやらないは出現しません。強いて言うならば、前の
行動が終わったら、直ちに次の行動を開始するということです。 

３）歯磨きの各行動は具体的です。 

４）このような手順書を使うときは、終わった行動のカードは、終了ボックスに移
動させます。そうすると、次に行うべき行動は、いつもボード上の一番上に置いてあるカー
ドというように明確になります。 

ここまでの視覚支援の例「スケジュール」「カレンダー」「手順書」は、それぞれ
の生活ルールをルール４要素として、お子さんに思い起こさせる役目をしていました。少
しカッコよく言うと「視覚支援はルールのリマインド」ですね。 

次に、ルール４要素のうち、単独で用いても効果のあるパターンを説明します。 
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単独でも効果のあるパターン：条件性 

ルール要素２の「実行の条件が決まっている」パターンを紹介します。条件と言っ
ても、固く考える必要はありません。 

視覚支援を掲示する場所が、既に条件を表しているパターンがあります。 

「家に帰ったら、うがいをする」→玄関入ったところに、うがいのカードを貼る。 
「冷蔵庫の氷に、手を入れない」→製氷器に、手は✕のカードを貼る。 
「廊下では、走らない」→廊下に、走る✕、歩く○のカードを貼る。 

禁止の×を使うときは、少々注意が必要です。行動を禁止されて、お子さんはその
場を離れれば済むときは、×を単独で使っても問題は起こりません。廊下のように、その
場を離れるでは済まない場合は、望ましい行動である「歩く○」を並列で提示してくださ
い。一般的には、禁止の×を使うときは可能なかぎり、望ましい行動○の併記してくださ
い。 

もう一つの典型的な条件性のパターンは、行動が天気によって左右されるパターン
です。これは、カレンダーやスケジュールの中でよく使われます。 

「晴：運動場で遊ぶ。　雨：体育館で遊ぶ。」 
「晴：公園に行く。　　雨：家で絵本を読む。」 
当日、雨になって急に行き先を変更するよりも、予め条件を示しておく方がお子さ

んには優しいようです。 

単独でも効果のあるパターン：具体性 

ルール要素３の「間接的を具体的にする」のパターンを紹介します。これは、棚や
タンス、置き場所、しまい場所でよく利用されます。 

例えば、下着を置く棚があるとしましょう。パンツ、シャツ、靴下は棚のどこにで
も置くことはできますので、実際にはお子さんはどこに置いて良いのか戸惑うことになり
ます。そこで、棚の置くべき位置に「パンツ」「シャツ」「靴下」のイラストを貼ってお
きます。お子さんは、自分で正しい位置に置ける事でしょう。文字が読めるお子さんなら
ば、イラストや写真でなくても文字を貼っておいても構いません。 

文房具のしまい場所を決めて、「ふでばこ」「ノート」「ハサミ」「クレヨン」「画
用紙」のイラストを貼るのも、具体性のパターンです。 
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あなたも小学校中学校時代を思い出してください。学校の下駄箱には自分の名前が
貼ってありましたね。ご家庭でも、ご家族の名前や顔写真のマークを使うと、置き場所に
戸惑わなくなります。 

単独でも効果のあるパターン：着目性 

ルール要素４の「着目すべきこと、着目すべき場所」のパターンを紹介します。 

「玄関の靴を脱ぐ位置に、足のマークを貼っておく」と、今まで靴を脱ぎっぱなし
にしてたお子さんでも、ちゃんと靴を揃えて、足のマークの位置に置くようになります。 

着目性はお掃除でも使えます。「机を持つ位置に、矢印を付けておく」「テーブル
を拭く最初の位置に、拭く方向へ、矢印を付けておく」 

「視覚支援はルールのリマインド」は健常者にも有効 

自閉症児者を中心に「ルールのリマインド」を説明してきましたが、その有効性は
健常者にも当てはまります。カレンダーやスケジュールは私たちにも必需品ですね。 

また鉄道の駅は「視覚支援でルールをリマインド」している事例の宝庫です。 
・右側歩行、左側歩行が入り乱れていても、歩く方向に大きな矢印があります。 
・自動改札機では、○✕、で人の方向を示しています。 
・コンビニには、レジ待ちの人が立つ場所が床に示してあります。 
・構内図には、現在地が▲で示してあります。  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効果の薄い視覚支援のパターン 
視覚支援で効果の薄いパターンも知識として知っておくと、あなたのご家庭の視覚

支援はより効果的になるはずです。 

視覚支援で効果の薄いパターン 
１）単独指示 
２）ルールが欠けた視覚支援 
３）行動連鎖 

最初の「単独指示」から解説します。例えば、お子さんにご飯を食べさせたいので、
居間で遊んでいるお子さんに「ご飯」のカードを見せるのは、典型的な単独指示です。ほ
とんどの場合、単独指示はお母さんお父さんまたは支援者の都合で、お子さんを動かそう
としています。お子さんが行動するまで、お母さんは指示を出し続けます。 

「単独指示」はルール要素には当てはまりません。「単独指示」はこのレポートの
最初で人間の行動を大まかに４分類した時の「随伴性形成行動」に当てはまります。お子
さんが単独指示に従うのは、「指示の行動を行うことの嫌さ」デメリットと、「指示に従
うと、その指示を止めてもらえる」メリットとのせめぎ合いです。ご家庭の生活では、「単
独指示」をするのではなく、できるだけ一連の生活スケジュールの一つとして視覚支援を
行ってください。 

次は「ルールの欠けた視覚支援」です。ほとんどは、ルール要素４「着目点の明確
さ」が欠けた視覚支援で起こります。例えば、カレンダーで今日がどこかわからない場合、
カレンダーとして機能しません。また、スケジュールや手順書で終わった行動の絵カード
をそのまま残している場合、次に何をすれば良いかがわかりません。 

３番目は、効果が薄いというよりも、視覚支援よりも効果の高い指導方法があるケー
スです。それが「行動連鎖」です。例えば、靴下を履く行動は、「靴下を取る、靴下の履
き口を広げる、靴下を爪先に通す、かかとを通す、くるぶしを通す、靴下を膝の方へ上げ
る」という行動の連鎖です。行動連鎖は小さな行動の結果が、次の行動の引き金となり自
然に行動が流れていく性質を持っています。「行動連鎖」で成り立っている生活スキルは、
逆行連鎖法（最後のステップから練習を開始し、達成したら最後から２ステップというよ
うにステップを遡って練習する方法）の方が、視覚支援をするよりも効果的にそのスキル
を身につけることができます。 
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開始して直ぐに効果が出るわけではない 
あなたが視覚支援を始めた頃、なかなかお子さんが動いてくれなかった思い出はあ

りませんか。「視覚支援をすると、お子さんが生活ルールにスムーズに従える効果がある」
と言っても、始めたその日から効果が出るわけではありません。 

多くのお母さんは、見よう見まねで視覚支援を始めます。例えば、お子さんに「ト
イレ」の絵カードを見せてから、お子さんをトイレに連れていく。お子さんに「お風呂」
の絵カード見せてから、お子さんをお風呂に入れる。朝の支度スケジュールを見せながら、
朝ごはん、歯磨き、着替え、カバンの準備をさせる、といった具合です。視覚支援を始め
た頃は、お子さんはなかなかお母さんの思い通りには、動いてくれません。多くのお母さ
んは言います、「ある日突然、子供がスケジュールに従ってくれるようになった。」と。 

安心してください。視覚支援を始めた頃、お子さんが視覚支援に従ってくれなかっ
たのは、決してお母さんの視覚支援のやり方が下手だったからではありません。 

視覚支援がちゃんと機能するためには、示された絵カードや文字と、その絵カード
や文字が意味する行動とのマッチングがお子さんの中で取れる必要があります。ちょっと
専門的に言うと、「対提示による条件付け」です。絵カードを見せて、その行動をすると
いう経験が、お子さんには必要なのです。何回か経験すると、お子さんがその絵カードを
見るとその行動を連想できるようになり、視覚支援のスケジュールボードが機能し始めま
す。その時は、必ず訪れます。 

絵が下手でも安心してください。あなたのご家庭の「トイレ」とそっくりなイラス
トの絵カードを使っていたなら、その絵カードを見てお子さんがトイレを連想するまでの
時間は短いと思います。たった一度で、トイレを連想できるかもしれません。一方、お母
さんの手書きで「トイレ」の絵カードを作ったとしましょう。トイレとしての特徴は押さ
えているけど、あまり似ていません。イラストが下手でも大丈夫です、何度もその手書き
のトイレの絵カードで、トイレに行く練習をしていると、お子さんはその絵カードでトイ
レを連想するようになります。 
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視覚支援をしなくても言葉で言えばわかっている？ 
ここまでに、自閉症のお子さんは生活ルールに弱いことと、視覚支援がルールのリ

マインドの役目をしていることを説明してきました。皆さんの中には、「この子は、言葉
で言えばわかっているので、視覚支援は必要ない」という意見を聞いたことがある人もい
る思います。本当にそうでしょうか？ 

07:15　お母さんが「トイレ」と言います。お子さんはトイレに行きました。 

07:30　お子さんは動きません。（またはテレビを見ています。） 
　　　　お母さんが「朝ごはん」と言います。お子さんは朝ごはんを食べました。 

07:45　お子さんは動きません。（またはテレビを見ています。） 
　　　　お母さんが「歯磨き」と言います。お子さんは歯を磨きました。 
　　　　お子さんは顔を洗わないで、洗面所から出てきました。 
　　　　お母さんが、「顔洗い」と言います。お子さんは顔を洗いました。 

08:00　お子さんは動きません。（またはテレビを見ています。） 
　　　　お母さんが、「着替え」と言います。お子さんは着替えました。 

08:15　お子さんは動きません。（またはテレビを見ています。） 
　　　　お母さんが、「荷物」と言います。お子さんは荷物の準備をしました。 

08:30　お子さんは動きません。（またはテレビを見ています。） 
　　　　お母さんが、「行くよ」と言います。お子さんは家を出ました。 

この台本が「この子は、言葉で言えばわかってる」の実態です。次の日の朝も同じ
ことが起こります。お母さんが言葉で指示するのをやめると、お子さんは動かないかテレ
ビを見続けているでしょう。 

お子さんに視覚支援でスケジュールを用意してあげると、お母さんがガミガミ言わ
ないでも、お子さんは一人で朝の支度ができようになります。 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視覚支援なしの行動は鍛えることができるか？ 
皆さんの中には、「今は、お子さんも視覚支援してもらえるかもしれませんが、将

来は視覚支援してもらえません。ですから、今のうちに視覚支援なしで行動できるように
しておきましょう。」と言われて、悔しい思いをした人も多いと思います。 

この発言の話者は意図していないものの、「視覚支援なしの行動」には２つの意味
があります。 

一つ目は、「視覚支援なしで、生活スキルを実行する」という意味です。前の例と
同じで、生活スキルの中の一つ一つの行動をその都度指示してくれる誰かが、いつも横に
いればお子さんは、その生活スキルを実行することができます。お母さんや支援者による
指示出しを止めて、お子さんがその生活スキルを実行できるようになる保証はどこにもあ
りません。 

二つ目は、「視覚支援なしで、行動ができる能力、そのものを鍛える」という意味
です。このレポートでは、自閉症のお子さんは生活ルールに弱いことと、視覚支援がルー
ルのリマインドの役目をしていることを説明してきました。すなわち、視覚支援なしでの
行動を鍛えることは、ルール４要素の力を鍛えることと同じです。ルール４要素の力を鍛
えることは本当にできるのでしょうか？ 

私には、「もしかしたら、ある療法の一部はルール４要素の力を鍛えることになっ
ている可能性はある」という心当たりが幾つかある程度です。効果的にルール４要素の力
を鍛える方法は、ありません。「メモを取る」という方法を思いつくかもしれませんが、
それは「視覚支援なしを鍛えている」のではなく「視覚支援を使っている」そのものです。

現在のところ「視覚支援なしを効果的に鍛える方法」は存在しないので、「視覚支
援を使って、効果的にお子さんが生活スキルを実行できるようにしてあげる」のが、私た
ちの役目だと思います。 
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自閉症児者への視覚支援の危険性 
一部のお母さんは、視覚支援が自分（お母さん）にとって、とても都合の良いツー

ルで、かつ、自閉症のお子さんにとってはとても危険なツールであることに気づいていま
した。それは、お子さんが視覚支援で指示した通りに動いてくれるからです。お子さんは、
文句を言わないで、視覚支援で指示された通りに動いてくれます。まるで、お子さんはロ
ボットのようです。 

見方を変えて、「視覚支援された行動」ではない行動ができるか、ということを考
えてみましょう。（例えるなら、就学旅行の旅程には入っていなけど、流行りのスイーツ
店が近くにあるので、どうやってそのスイーツを食べるかの悪巧みです。） 

視覚支援はルールのリマンドでした。視覚支援されたルールに無いことをしようと
すると、次の４つのうち、どれかを行わなければなりません。 

１）「次の行動が決まっている」が、違う行動をする。 
２）「実行の条件が決まっている」が、違う条件を設定する。 
３）「具体化されているもの（または事）を、違う具体物に置き換える。 
４）「着目すべき行動がある」が、違う行動に着目する。 

自閉症児者は、何も支援されないと、ルール４要素には弱いという特徴があります。
上の下線を引いた部分の、違う行動、違う条件、違う具体物、違う着目をするには、本
人がルール４要素に強いことが求められます。視覚支援でルールを示されてるにも関わら
ず別の行動をするには、本人がルール４要素にかなり強くなければ不可能です。 

「自閉症児者は、視覚支援されたルールを逸脱することができない。」これが、視
覚支援の効果であり、その裏が危険性なのです。 

危険性とは、視覚支援されたルール上に、お子さん本人の嫌な行動が含まれていて
も、お子さんは従わざるをえないことです。しかも、お子さん本人は文句を言うことさえ
しません。（健常者は、視覚支援されたルールを自分で逸脱することが可能です。） 

幸い、希望もあります。お子さん本人は、視覚支援されたルールを逸脱できません
が、自分で視覚支援グッズ上の絵カードの位置や内容を変更して、ルールを組み替えるこ
とは出来るのです。グッズ上でルールを組み替える力を養ってあげてください。 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危険を回避する安全マニュアル 
「自閉症児者は、視覚支援されたルールを逸脱することができない。」とすると、

どんな危険が具体的に発生するでしょうか？ 

・過度な頑張り 
・無気力な行動 
・破壊行動 

視覚支援されたルール行動の中は、本人の嫌な行動も、好きな行動も含まれている
でしょう。嫌な行動が含まれていても、本人は「しんどい」とは言いません。頑張ってそ
の行動を行います。お子さんにはストレスがたまり、数時間後お子さんは、パニックを引
き起こす可能性が高くなります。 

嫌な行動を行う、もう一つの振る舞いは、無気力に行うことです。絶望的実施とも
言えます。そうなると、お子さんは指示待ちの傾向が強くなっていき、自発性を失います。

破壊行動は冗談で書いたわけではありません。スケジュールボードを壊してしまう
お子さんは、実際にいるのです。お母さんまたは支援者の都合で組まれたスケジュールで
あることがほとんどです。 

視覚支援を安全に使うには、次のことを心がけてください。 
グループ１）緊急回避 
・頑張り、無気力、破壊行動の兆候が現れたら、しばらく視覚支援を行わない。 

グループ２）通常配慮 
・本人の嫌な行動・イベントを多く配置しない。 
・本人の嫌な行動・イベントの後には、好きな行動・イベントを配置する。 
・一連の行動は、本人の好きなイベントで終わらせる。 

グループ３）自発力形成 
・本人が行動の選択をする、機会を設けておく。 
・本人が行動の組み替え（追加、削除）ができる、ような仕組みのグッズを使う。 
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パニックにならない自閉症児はスケジュールを使う！ 
この節の見出しは、挑戦的ですね。この節の内容は、レポートを読んでいるお母さ

んを傷付けることになるとわかっていますが、私の分析を正直に書くことにしました。や
はり、一部のお母さんは気づいています。「視覚支援をしていない家庭では、お子さんが
パニックになることが多い」ということを。 

まず、随伴性形成行動とルール支配行動の特徴から説明します。随伴性形成行動は
結果を体験することで、その学習は徐々に行われます。一方、ルール支配行動はその学習
が急速です。初めて経験する環境で結果を体験していなくても、そこに適切なルールがあ
ると、失敗して罰的な結果を受けなくてすみます。人は、一度ルールを手がかりとするこ
との利便性を実体験したあとは、他の場面でもルールを利用するようになります。自閉症
児者にはできませんが、健常者ならルールが存在しない場合、自分でルールを作って行動
するようになります。 

すなわち、ルール支配行動は、とても楽な行動なのです。自閉症児者は、支援なし
にルール行動をすることは困難ですが、視覚支援があるとルール支配行動の利便性の恩恵
を受けることができます。 

このレポートで例示した「朝の支度」の場面を思い出してください。自閉症のお子
さんが視覚支援なしで、生活スキルを実行している時は、絶えずお母さんからの「単独指
示」が出ています。お子さんは、お母さんの単独指示に従うと、「お母さんのガミガミ」
が止まるという結果から、指示に従うことを学習しています。 

私の経験上、自閉症児者が他者（お母さんも含む）からの干渉や介入を受けないで、
だら～っと何かをしている時間帯に、パニックになることは少ないようです。一方で、視
覚支援がされていないと、規則正しい生活をさせられている時間帯や外出時に限って、あ
るいは、１日の後半になるにつれて、お子さんがパニックになることが多いようです。私
は、「視覚支援なしで、お子さんをルールに従わせていることが、パニックの原因」だと
考えています。 
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まとめ 
このレポートをここまで読み進めたあなたには、視覚支援の有効性と危険性が理解

できたと思います。視覚支援をあなたの強力な味方にするために、ダイジェストでおさら
いをしてみましょう。 

・視覚支援は、自閉症児者にも健常者にも有効です。 
・視覚支援は、言葉の喋れるお子さん、字の読めるお子さんにも、有効です。 
・自閉症児者はルールに弱く、 
　　　１）次が決まっていること 
　　　２）条件があること、 
　　　３）間接的なものを具体的にすること、 
　　　４）着目すべき箇所を特定すること、 
　　が苦手です。 
・視覚支援の代表例 
　　　・スケジュール 
　　　・カレンダー 
　　　・手順書 
　　　・禁止 / 許可 
　　　・天気によるイベント変更 
　　　・置き場所の具体物 
　　　・場所の指示 
・視覚支援での単独指示は、あまり効果がありません。 
・視覚支援なしの訓練は意味がありません。 
・自閉症児者は、視覚支援されたルールから逸脱することはできません。 
・過度の頑張り、無気力実行、破壊行為の兆候は、視覚支援中止のサインです。 
・ご本人で、視覚支援グッズ上の内容を計画できる力を養ってあげてください。 

１日も早く、お子さんに視覚支援を導入してあげることを願います。 

お子さんの成長とご家族のゆとりのために！ 

古林 紀哉 
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Appendix I　タクト代替説 
自閉症児者に視覚支援が有効であるとする「タクト代替説」の３要素 
第１要素）ルール支配行動は、特定のタクトを弁別刺激にして始発される。 
第２要素）内言タクトの機能は視覚支援で代替できる。 
第３要素）自閉症のお子さんはタクトの自発頻度がかなり低い。 

第１要素は、随伴性形成行動とルール支配行動を比較した時の、ルール支配行動の
定義です。 

言語行動（VB:Verbal Behavior）でのタクトの定義は、環境内の物事・出来事を
弁別刺激として自発され、他者に対して経験したことを報告する言語行動となっています。
内言タクトとは、自分に対してのタクト、すなわち自分に対して経験したことを報告する
行動です。視覚支援によって見せられた物事は、内言タクトに直結していると考えるのが
自然です。（第２要素） 

第３要素の「自閉症のお子さんはタクトの自発頻度がかなり低い」は、幾つかの文
献から確認することができます。 

“その反面、ひどいケガをして痛いはずなのに平気な顔をしていたり、暑さ寒さに鈍感だっ
たりします”、「じょうずなつきあい方がわかる自閉症の本」佐々木正美監修、p.8。 

PECS（絵カード交換式コミュニケーション・システム）では、タクトの習得は課程の最
後のフェーズ IVに置かれています。 

タクト代替説３要素から、タクトを代入消去すると以下のことが導出されます。 
・視覚支援でルール支配行動を始発することができる。（自閉症児者、健常者ともに） 
・自閉症児者は、視覚支援なしでのルール支配行動の始発は難しい。 
・自閉症児者は、視覚支援されたルール支配行動からの逸脱は困難である。 
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Appendix II　視覚支援否定論への反証 
これまで視覚支援のメカニズムに対する有効な説明がなかった故に、視覚支援を否

定的に捉える意見がありました。その代表的な否定論への反証を行います。 

代表的な視覚支援の否定論： 
１）自閉症児が皆、視覚優位とは限らない。 
２）耳から聞いて理解できる子供に、視覚支援を用いるのはおかしい。 
３）社会に出たら視覚支援してもらえないので、今から鍛える必要がある。 
４）他の子供にしないような特別扱いをすることはできない。 
５）視覚支援の準備に手間がかかってできない。 

１）自閉症児が皆、視覚優位とは限らない。 
従来は、「自閉症児者に視覚支援が有効な理由」は視覚優位という概念を用いて説

明されていました。自閉症児者は聴覚よりも視覚の方が優れているという概念です。従来
の説明では、視覚優位がぶれると、視覚支援の有効性まで根拠を失うことになりました。
このレポートで主張する「タクト代替説」は、視覚優位とは無関係です。すなわち、その
お子さんが視覚優位であろうが聴覚優位であろうが、「視覚支援が有効」なことが説明
が可能です。 

２）耳から聞いて理解できる子供に、視覚支援を用いるのはおかしい。 
自閉症のお子さんが、耳から聞いて理解できるのは、聞いている瞬間だけです。こ

のレポートで説明したように、耳から聞いて促された行動は「随伴性形成行動」、視覚支
援に従って行う行動は「ルール支配行動」となり、行動の種類が異なります。 

自閉症のお子さんは、タクトの自発頻度が少ないので、聞いてから少しでも時間経
過すると、聞いたことを利用することができません。一方、視覚支援は見えている間はずっ
と支援の効力があります。 

３）社会に出たら視覚支援してもらえないので、視覚支援なしで行動できることを鍛える
必要がある。 

「視覚支援なしで行動できることを鍛える」と言っても、その能力は殆どつきませ
ん。鍛えるのに有効な方法が見つかっていないからです。 

最近では、自閉症の方が成人された以降も視覚支援を使いながら生活をされていま
すし、知的障害者の就労環境で視覚支援を実践している事業所が徐々にではありますが、
増えてきました。また、一般の人向けに公共スペースでの視覚支援も増えています。 
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４）他の子供にしないような特別扱いをすることはできない。 
学校側から自閉症児の保護者に、このように言われることが以前はありました。最

近の流れは、個々のお子さんや家庭のニーズにあった教育を行うということです。行政は、
個々のお子さんのニーズに沿うようにと、各方面を指導しています。 

５）視覚支援の準備に手間がかかってできない。 
これは、「視覚支援グッズの準備の手間」と「視覚支援の実施で生活がどれくらい

楽になるか」のトレードオフの問題です。いわゆる、費用対効果の問題になります。現状
ではほとんどご家庭が視覚支援グッズを手作りしていて、お母さんお父さんの工作能力に
より手間も様々です。 

ご家庭で自作をしなくても、簡単に視覚支援を始められる製品が市場で出ることを
期待したいところです。 
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Appendix III　タクト代替説を導いた背景
私が自閉症児者に視覚支援が有効であるとする「タクト代替説」を導くことができ

た背景には、幾つもの偶然が重なっています。 

私は情報工学系の博士号を取得しています。そして私には2001年生まれの三男がお
り、重度の自閉症です。三男は言葉は獲得していませんが絵カードを使ってコミュニケー
ション（8歳からPECSを実践中）をすることはできます。現在は公立の養護学校に通っ
ています。このレポートを読んでいるお母さんお父さんと同じように、我が子が自閉症で
あるとわかってから、自閉症の勉強をゆっくりと始めました。 

通常のお母さんお父さんとの違いは、私は本に書いてあることをその本の内容だけ
では信用しないということです。研究者のDNAとでも言うのでしょうか？　その本が論
拠にしている元ネタを確かめに行きます。そして、「同じように見えるけれども、違う部
分を探す。違うように見えるけども、同じ部分を探す。」という研究者に共通する姿勢を
持っています。 

私の場合、ABA行動療法の入門書では満足できず、応用行動分析や行動分析の本も
読みました。PECS（絵カード交換式コミュニケーション）の指導を受けたら、PECS提
唱者のA.ボンディー氏の論文や言語行動(VB)の本を確かめました。知り合いには、しゃ
べることができる自閉症のお子さんのお母さん、早くから視覚支援を取り入れているお母
さんもいました。そして、初期のコンピュータ構造の知識を持っていました。 

ある日、行動分析の本を読み返した時、「特定のルール（タクト）を」という箇所
に目が止まったのです。タクトとルールに密接な関係があることに気づいた瞬間です。私
は、PECSで言葉の出ない自閉症児にタクトを教えることはとても困難であることは既に
知っていました。「タクトが弱い。ルールに弱い。」という仮定を頭に置きながら、自閉
症の入門書を読み直していくと、自閉症のお子さんの特性として書かれていることの多く
が、「タクトが弱い。ルールに弱い。」という仮定から説明できるということに気がつい
たのです。 

最終的には、「タクト」を軸に、視覚支援で既に分かっていることを再整理するこ
とで、自閉症児者に視覚支援が有効であるとする「タクト代替説」を導いたのです。 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Appendix IV　タクト弱点説への発展性 
このレポートでは、「内言タクトの機能は視覚支援で代替できる。」（第２要素）

ということから、私が説明した視覚支援のメカニズムを「タクト代替説」と呼びました。
自閉症児者の特性には、まだまだ謎の箇所が多くあります。私は、自閉症児者の特性とさ
れていることの多くが、「自閉症のお子さんはタクトの自発頻度がかなり低い。」（第３
要素）という事実から説明がつくと考えています。その特徴の多くは、自閉症児者の感覚
と運動機能の中に見られます。それが「タクト弱点説」の方向性です。 

岩永先生（現在、長崎大学大学院准教授）の、2014年の著書「自閉症スペクトラ
ムの子どもの感覚・運動の問題への対処法」から、タクト力が弱いことに帰着できる、
自閉症児者の感覚・運動機能の特徴をいくつか抜き出したのが、下の表です。 

「タクト弱点説」は現在は仮説です。この仮説は、自閉症を治療することが目的で
はありません。私が「タクト弱点説」を利用したいのは、自閉症児者のためのより良い
生活支援グッズの設計・開発に対してです。 

感覚・運動機能の特徴 原因仮説 帰着

感覚刺激に対する低反応 特定の刺激に着目できない タクト力が弱い

感覚刺激に対する過反応 感覚を遮断するフェンスが張れない タクト力が弱い

姿勢の維持が困難 自分の中のジャイロ機能の参照力が弱い タクト力が弱い

身体模倣がうまくできない 動作イメージの再現力が弱い タクト力が弱い

移動体をうまく捉えられない 動体予測ができない タクト力が弱い

道の真ん中は歩けないが、 
道の端なら歩ける。 空間に補助線イメージを引けない タクト力が弱い

「自分の身体がどんな形をしているのか、 
見ないとわからない。」 身体イメージの再現力が弱い タクト力が弱い
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