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自閉症児者における 
スケジュール表の日常利用による 

行動障害の抑制効果
TEACCHの効果を応用行動分析的に解説



• この資料は、「スケジュール表を日常的に使っている自閉症の子どもは、行動
障害にならない」ということを理論的にまとめたものです。（但し、多くの仮
説が含まれます） 
• これまで、TEACCH構造化の代表的な支援方法であるスケジュール表は、効果
の高い支援方法であることが広く知られていました。しかし、行動障害の抑制
については、スケジュール表にその効果があると認識していた専門家がいたも
のの、その理由を説明できる専門家はほとんどいませんでした。 
• 本資料の1から8は理解と説明に必要なブロックです。9が全てのブロックを積
み上げた結果です。 
• どう説明しようとも所詮は仮説です。効果があるという結果には変わりあり
ません。 
• 質問やご意見は、資料作成者の古林宛に遠慮なくご連絡ください。
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行動の候補は１つだけではない
1. 日常生活での同時複数の弁別刺激
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応用行動分析でのオペラント行動のモデル 
・ABCモデルとも呼ばれる：先行条件(Anticedent)→行動(Behavior)→結果条件(Consequece)。

日常生活における弁別刺激 
・複数の異なる弁別刺激が同時に存在している （応用行動分析ではあまり議論されない） 
・どの行動が自発するかは、時と場合により、かつ確率的である。

弁別刺激 
SD

行動 
Behavior

強化子 
Reinforcer

弁別刺激(1) 行動(1) 強化子(1)

弁別刺激(2) 行動(2) 強化子(2)

弁別刺激(3) 行動(3) 強化子(3)

同時に 
存在

その１つ 
が自発



排他的な行動の自発による行動の妨害 
・同時にできない行動が結果的に他の行動を妨害する

何らかの原因で行動が妨害されると消去が起こる
2. 暴露反応妨害による消去
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暴露反応妨害消去　(応用行動分析では範囲外） 
・弁別刺激→行動の妨害が繰り返されると、その後妨害しなくても弁別刺激に反応しなくなる(消去)。

行動を妨害する方法や要因 
① 身体拘束による強制的な妨害 
② 物理的な妨害（例：欲しい物が
ショーケースの中にある） 

③ 言語による抑制（例：”してはいけ
ない”。他者からの指示と自己暗示
の両方がありうる） 

④ 排他的な行動の自発（右図参照）

自発

弁別刺激 行動 強化子

妨害

弁別刺激(1) 行動(1) 強化子(1)

弁別刺激(2) 行動(2) 強化子(2)

弁別刺激(3) 行動(3) 強化子(3)

妨害

妨害



オペラント行動の特殊なパターンで、人間だけの行動
3. ルール支配行動とは
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区分 専門用語 説明 動物 人間
① レスポンデント行動 

（反射的行動）
無条件反射 生まれつきの反射 ○ ○

② 条件反射 対提示で学習した反射 ○ ○
③ オペラント行動 

（自発的行動）
随伴性形成行動 行動の結果を学習した行動 ○ ○

④ ルール支配行動 見通しを立てて自発する行動 × ○

専門用語 言語能力 弁別刺激(SD) 強化子 学習の速さ

③ 随伴性形成行動 不要 単純な刺激 
（見える、聞こえる、など） 必要 普通 

（何回も必要）

④ ルール支配行動 必要 随伴性の記述の自己教示 
（いわゆる見通し） 必要 早い 

（未経験でも自発）

特徴の比較

弁別刺激（自己教示） 行動 強化子
行動 強化子ルール支配行動



学術的なモデル化は少ないが、経験則が多い
4. ルール支配行動での行動モデル①
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弁別刺激（自己教示） 行動 強化子
行動 強化子

行動随伴性（行動→強化子）の自己教示 結果 用語

自分にとって有利 行動する 自発

自分にとって不利 行動しない 自制

日常の行動随伴性はもっと複雑 
・複数の行動が連続 
・強化子は刺激や環境変化だけに限らず 
　　行動の場合がある 
・行動単体に有利不利がある

行動(1) 行動(2) 行動(3) 強化子

行動(4)
||

有利／不利 有利／不利 有利／不利

有利／不利

俗に言う見通し



単純なモデルでの行動の自発と自制
4. ルール支配行動での行動モデル②
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弁別刺激（自己教示） 行動(1) 行動(2)
行動(1) 行動(2)

行動随伴性の 
自己教示の例 行動(1) 行動(2) 全体として 結果

① おやつ→遊び 有利／好き 有利／好き 好ましい 自発
② 勉強→おやつ 不利／嫌い 有利／好き 好ましい 自発
③ おやつ→勉強 有利／好き 不利／嫌い 好ましく無い 自制
④ うがい→勉強 不利／嫌い 不利／嫌い 好ましく無い 自制

実際にはもっと複雑 
・有利不利の混在時は、両方を合わせた結果の有利不利が自発／自制に影響する。 
・行動(2)の有利不利が不明な場合がしばしば起こる。 
　　その場合、人は不安になり行動を自制する。 
・人間には、行動(1)のみ行い、行動(2)をしない選択肢がある。特に③の場合。

人間は瞬時に 
判断する

最後の行動の好き嫌いが全体に影響する

俗に言う見通し



「行動をしない」という表現の存在（言語能力が必要）
4. ルール支配行動での行動モデル③
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弁別刺激（自己教示） 行動(1) 行動(2)
行動(1) 行動(2)

行動随伴性の自己教示の例 行動(1) 行動(2)
① 急ぐ　　→電車に乗れる 肯定型 肯定型
② 急がない→電車に遅れる 否定型 肯定型
③ 急ぐ　　→電車に遅れない 肯定型 否定型
④ 急がない→電車に乗れない 否定型 否定型

２つの行動の随伴性だけでもパターンは多数ある 
・基本パターン(4種類) X 肯定否定パターン(4種類) 
・全体有利不利(4種類) X 肯定否定パターン(4種類） 
・有利不利不明(4種類) X 肯定否定パターン(2種類) 
【合計】16+16+8=40

意味することは 
全て同じ。 
しかし微妙に 

ニュアンスが違う。

否定形を含む 
随伴性の理解は 
言語能力が必要

俗に言う見通し



【仮説】随伴性形成行動よりルール支配行動の方が自発しやすい
5. ルール支配行動の強さ
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弁別刺激（自己教示） 行動 強化子
行動 強化子ルール支配行動

随伴性形成行動
弁別刺激 

（見える、聞こえる、など）
行動 強化子

【仮説】随伴性形成行動よりルール支配行動が強いと考えるのが自然 
 状況証拠①： 自発するようになるまでの強化の回数に差がある。 
　　　　　　・随伴性形成行動は何度も強化が必要。ルール支配行動は未強化でも自発する。 
 状況証拠②： ルール支配行動を示す様々な表現がある。 
　　　　　　・「やる気のある行動」、「モチベーションの高い行動」、「目標のある行動」。 
 状況証拠③： 人間では随伴性形成行動の実験がやりにくい。 
　　　　　　・人間で随伴性形成行動の実験をする場合、通常は実験意図を隠して行う。 
　　　　　　・実験意図がわかってしまうと、想定した結果にならない。 
　　　　　　・すなわち、実験意図が弁別刺激として働き、ルール支配行動になってしまう。



一般に自閉症児は見通しを立てる力が弱いと言われている
6. 健常児と自閉症児の見通し力の差①
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見通し力が弱いとルール支配行動ができません 
 ▶ 同じ状況で、随伴性形成行動をしてしまいます

区分 専門用語 説明 健常児 自閉症児
① レスポンデント行動 

（反射的行動）
無条件反射 生まれつきの反射 ○ ○

② 条件反射 対提示で学習した反射 ○ ○
③ オペラント行動 

（自発的行動）
随伴性形成行動 行動の結果を学習した行動 ○ ○

④ ルール支配行動 見通しを立てて自発する行動 ○ 苦手

見通しの例 ルール支配行動 随伴性形成行動

着替える　→　TVを見る 着替えてからTVをみる 着替えを拒否

泥あそび　→　怒られる （怒られるので）泥あそびをしない 泥あそびに夢中

健常児 自閉症児



一言で見通し力と言っても、幾つかに細分化される
6. 健常児と自閉症児の見通し力の差②
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見通しに関する能力 健常児 自閉症児

見通しを 
自分で立てる

○ 
自然にできる

× 
苦手

他人から 
言葉で与えられた見通し

○ 
頭に保持できる

× 
頭に残らない

見せられた見通し ○ 
理解できる

○ 
理解できる

見通しに抗う 
あらが

（別の見通しを立てる）
○ 

見通しを修正できる
× 

見せられると抗えない
あらが



なぜ、自閉症の子どもはスケジュール表に従うのか？
7. 自閉症児におけるスケジュー表での行動原理
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【１】スケジュール表で見せられた予定が、 
見通し（随伴性の記述）として働く。

【２】自閉症児にはそれが唯一の見通しになる。 
別の見通しを立てる力がないので。

【特記】健常児には別の見通しを立てる能力がある。 
スケジュール表の予定とは違う行動をすることもある。

【３】良い見通しなら見通しの通りに行動する。 
予定の後ろの方に、自分の好きな内容が必須。 
すなわち、ルール支配行動における自発。

【重要】悪い見通しなら理解した上で自制する。 
子どもの嫌いな内容ばかりだと、子どもは拒否する。



特にレベルⅣ、Ⅴは行動障害と呼ばれる
8. 自閉症の行動問題　①分類
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レベル 内容 具体例 二次的問題 困る人

Ⅰ 不適切な表現 泣く、騒ぐ、 
パニック、癇癪

本人と 
周りの人

Ⅱ （やって欲しい事） 
をしない

着替え、歯磨き、片付け 
（をしない）

正した時の抵抗 
パニック 周りの人

Ⅲ （やって欲しくない事） 
をする

長時間の遊び 
不適切な時間での遊び

正した時の抵抗 
癇癪 周りの人

Ⅳ 迷惑な拘り行為 壁叩き、物の位置を直す 正した時の 
激しい抵抗 周りの人

Ⅴ 異常な行動 自傷、他害、破壊、 
不衛生行為

本人と 
周りの人



なぜそれをするようになってしまったのか？
8. 自閉症の行動問題　②迷惑な拘り行為

15

例 弁別刺激 行動 強化子

1 ある物が見える 近寄る よく見える（視覚）

2 ある物が見える 触る、叩く 良い手触り（触覚）、音が出る（聴覚）

3 乱れている物が見える 物を整える 気持ち良い（同一性保持）

• 最初はその弁別刺激に対して、たまたま行動し強化子が得られた。そして習慣化。 
• 「普通の人はあまりしない行動」かつ「他人からの口頭静止が効かない」場合、 
　　私達はそのような行動を「拘り行為」と表現します。 
• もしもその拘り行為が社会通念上許されない場合、 
　　　例１）女性のヒラヒラしたスカートに近寄る。例２）壁を叩く。 
　　　例３）置かれている物を、端に真っ直ぐに置き直す。 
　▶ 周りの人は、強い叱責・暴力・体を張って、その行為を止めざるを得ません。 
　▶ 自閉症児者は、その静止に対して激しく抵抗します。



レベルの低い行動問題から先に改善することが必要
8. 自閉症の行動問題　③改善方法
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レベル 内容 改善方法 説明

Ⅰ 不適切な表現 適切な表現を教える
喋れない子どもに多い。PECS
（絵カード）での表現を教える。
る。

Ⅱ （やって欲しい事） 
をしない

目標行動を強化する 
目標行動に誘導する

ABAによる強化 
スケジュール表を使った誘導

Ⅲ （やって欲しくない事） 
をする

代替行動の強化・誘導 
他の時間・場所でさせる

ABAでも行えるが、スケジュー 
ル表を使った方が容易。

Ⅳ 迷惑な拘り行為

その状況を避ける 弁別刺激がないと行為もない。
日常では避けられない場合、

有効な改善方法が 
ないと思われていた

スケジュール表を使っていると、この 
問題が少ないことは知られていた。

Ⅴ 異常な行動 レベルI～Ⅳを改善する 叱責・体罰の必要がなくなり、 
異常な行動は出なくなる。



これまでの説明を全部繋げます。特に迷惑な拘り行為の抑制
9. スケジュール表の行動障害の抑制効果
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迷惑な拘り行為を 
引き起こす弁別刺激

弱い弁別刺激 
（遠くに幾つも存在）

支援がないと 
ふらふらっと行ってしまう 

▼ 
誰かが注意しても 

やっぱり行ってしまう

　　　見える予定 
　　　|| 

　　　随伴性の教示 
　　　▼ 

　　　自分に有利ならば

スケジュール表

頭の中

ルール支配行動 
予定に従い順番に行動

迷惑な拘り行為
妨害

弱い暴露反応妨害による消去が起こる 
▼ 

日常的にスケジュール表を使っていると、迷惑な拘り行為が出なくなる

Before After



健常児は自分の見通しで、拘り行為が消去される
9. スケジュール表の行動障害の抑制効果
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迷惑な拘り行為を 
引き起こす弁別刺激

弱い弁別刺激 
（遠くに幾つも存在）

【見通し１】 
【見通し２】　自分で選択 
【見通し３】　 ▼ 
　　　　　　　 ▼ 
　　一番有利な見通し

頭の中

ルール支配行動 
見通しに従い順番に行動

迷惑な拘り行為
妨害

弱い暴露反応妨害による消去が起こる 
▼ 

迷惑な拘り行為は出ない

誰かに注意されると 
自制できる 
▼ 

暴露反応妨害が起こる

×



• なぜこれまで、「スケジュール表を日常的に使っている自閉症の子どもは、行動障
害にならない」ということが説明できなかったのでしょうか？ 
• その効果を説明・理解するためには３つの事実を認めなければなりません。 
① 暴露反応妨害による消去効果 [通常の行動分析学では論じられていない] 
② 健常児と自閉症児には見通し力に差がある [ABAではその差は埋まらない] 
③ 人間の多くの行動はルール支配行動である [その定義には言語行動(VB)が必要] 
• これまで解明に至らなかった理由を私は次のように考えています： 
• TEACCH構造化の専門家は、行動分析学の専門家ではない。 
• 行動分析学の専門家は、より高度な理論である言語行動(VB)を経由したルール支
配行動に踏み込むことができなかった。 

• 私自身、今回の説明は難解だと感じます。今後、わかりやすい説明がなされること
を期待します。どんな説明であれ、効果があるという結果には変わりありません。

終わりに
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自閉症の子どもの支援は 
見通し支援が最重要

古林療育技術研究所


