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自開症スペク トラムのある子への
コミュニケーション支援
◇ 門 員 一 郎  フリーランス児童精ネ申科医

1.は じめに

フリーランス児童精神科医の門員一郎です。「フ

リーランス」というと聞こえがいいのですが、要は、

年金生活者の門です。よろしくお願いします。

私が、残りの人生でやりたいことの1つが、でき

るだけPECSを 普及させたいということです。で

すから、今日はこういう機会を頂いたので、皆さん

にPECSに ついて、現在はどんな形でやっている

のかということをできる限り、ご紹介したいと思い

ます。

2.障害のある人の権利に関する条約 (国連 )

まず、かたい話から入ります。国連の「障害のあ

る人の権利に関する条約J通称、障害者権利条約と

いうものがあります。国連総会で採択されてから、

日本国政府は、これをなかなか批准できなかったの

です。それは、この条約を批准するためには、国内

法の整備をしないといけなかったからです。国内法

より上にこれが来るので、その準備にいろいろ時間

がかかったということです.現在は、この条約は批

准されており、そのために障害者差別解消法という

法律ができたり、障害者基本法が改正されたりしま

した。

この条約の第 21条 に、 コミュニケーションに関

する条文「表現および意見の自由、並びに情報の利

用の機会Jと いう項 目があ ります。その一部を、こ

こに挙げました。

「締約国は、障害者が第2条に定めるあらゆる形

態のコミュニケーションであって自ら選択するもの

により、表現及び意見の自由 (他の者との平等を基

礎として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自

由を含む)についての権利を行使することができる

ことを確保するための全ての適当な措置をとるJ

l回 読むだけでは、全然わからないと思いますが、

第 2条に、いろいろな用語の定義がしてあり、その

中でコミュニケーションの定義もしてあります。要

は、皆さんにはもう釈迦に説法だと思いますが、コ

ミュニケーションは言葉だけではない、いろいろな

手段があり、「ネ南助代替コミュニケーションJと い

う言葉で、ほぼ総括されます。そういったいろいろ

な手段で、次が非常に大切なのですが、「自ら選択

するものにより」つまり、コミュニケーション手段

を選ぶ権利は、障害を持っている本人にあるという

ことです。

今日は、「自閉症スペクトラムのある子へのコミュ

ニケーション支援」という表題ですので、自閉症ス

ペクトラムを想定していますが、自閉症スペクトラ

ムの人は、言葉でコミュニケーションを取るという

ことが非常に難しいです。ですから、他の手段の方

がコミュニケーションを取 りやすいのですcそ うい

う他の手段を私は使いたいし、使ってほしいという、

手段を選ぶ権利は本人にあるのです3

しかし、「 1壁 の中に出たら、絵カー ドとか、いろ

んな視覚的な支援はないし、してもらえないんだか

ら、言葉でコミュニケーションを取れるようになら

なきゃ駄目だJと 、学校で言われたという話をよく

聞きます。手段を教師が選択 してしまうのです。そ

れは、権利を侵害していることになるのです.

そして、第 21条の (a)～ (e)の 中の (b)に は、

「障害のある人が、その公的な活動において、手話、

点字、補助代替コミュニケーションやその他のすべ

ての利用可能なコミュニケーションの手段・形態・

様式を、(こ こですね)自 ら選択して用いることを

受け入れ、促進する。」と記されています。法律で

定められているのです。

3.自開スペク トラムと自開スペク トラム障害

ここで自開スペクトラム障害の話をします。たぶ

ん、皆さんはご存知でしょうが、最近は、「自閉症

スペクトラムJではなくて、「自開スペクトラム症J

という言い方が広まって、ほとんどの人がそれを使

うようになりました。あれは、アメリカの精神医学

会がつくっている診断分類と診断基準を日本語に翻

訳するときに、「白閉スペクトラム症」という日本

語名にしようということになったわけです。しかし、

別に強制性があるわけではなく、そういう提案がさ
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れて、みんながワッと受け入れてしまったというこ

となのです.

今日は、時間がないので詳しくは言いませんが、

私は、「自閉スペクトラム」と「自開スペクトラム

障害Jと いう2つの言い方をします。どう違うかと

詳いますと、「障害」という言葉がつくかつかない

かということです (こ こが大切です)。

「自開スペクトラムJと いう状態は、生まれつき

脳機能のタイプが一般の人とは違うということなの

です。多くの本は、ここでいきなり、「生まれつき、

脳に機能障害があってJと いうふうに始まりますが、

私は、障害はやはり社会モデルで考えます.だから、

「本人の中に障害があって、その本人の中の障害を

なんとかしましょうJ(医学モデル)と いうことで

はなく、本人の中にあるのは「脳の機能変異」です。

それが、環境や社会との関係の中で「障害Jと いう

状態になるということです (社会モデル).

脳機能のタイプが違うということだけでしたら、

別に「障害」とは言えません.例えば、皆さんがよ

くご存知の脳機能のタイプの違いには、利き手の違

いがあります。左不可きと右利き. しかし、左利きの

人に「利き手障害」というら、うには言わないでしょ

う.けれども、左利きの人が、とても使えないよう

な機械や道具を使わなければいけない職場に配属さ

れたらどうなるでしょう.仕事にならない。叱られ

通しで、うつ状態になってしまうかもしれない.あ

るいは、首を切られてしまうなどという状態になる

かもしれない。そうなると、左利きのその人は、そ

の職場環境では「利き手障害Jになってしまうので

す。「障害Jと いうのは、要するに日常生活や社会

生活に大きな制約を受けている1人態です。したがっ

て、その職場環境ではそうなってしまうということ

なのです.し かし、配置転換されて利き手が関係な

いところで働けるようになったら、全く普通に仕事

ができる。そうなった時には、 もう「利き手障害J

ではなくて、単に「左利き」と言うだけなのです。

それと同じような考えで、「白閉スペクトラムJ

というのは、生まれつき脳機能のタイプが他の人と

は違う、独特な脳の情報処理の仕方、ものごとの感

じ方、理解の仕方が一般の人とは違うというだけで

す。劣っているとか、障害をもっているとかという

ことではなく、発達に著しくメリハリがきいている

というふうに私は呼んでいますc

よく言われるのは、「発達に凸凹がある」という

言い方です.しかし、「凸門」からは、私はあまり

いいイメージを受けないので、「メリハリJと 言っ

ています。だから、一般の人というのはメリハリの

ない、のんべんだらりとした発達をしている人。白

閉スペクトラムの人というのは、非常にメリハリが

きいている。きき過ぎて、障害レベルになってしま

うような事態を招くことがあるのですけれども、要

は、ここまででしたら「自開スペクトラムJと いう

ことです。

しかし、環境との関係の中で、「自閉スペクトラム」

の人を取り巻く人たちの理解や支援がうまくいって

いないと、先ほどの職場のような例ですが、その人

の日常生活や社会生活に大きな支障をきたすように

なります。そうなったときに、それは「障害Jの状

態ということになります.だから、そういう状態に

なっている人に私は、「白閉スペクトラム障害Jと

診断名をつけるわけです。ですから、こういう障害

レベルにならないように周囲の人が理解や1支援をす

ればいいということになります:つ まり、すごくメ

リハリはきいているけれども、そのことで、周りか

ら理解され、必要なサポートが得られて、日常生活

や社会生活に大きな支障をきたすことがなければ

OKと いうことです。よって、周りの人がどういう

方、うに理解し、支えていくかです。それには、その

人のメリハリをよく理解する必要があります
=

4.自開スペク トラムの人の最も重要なメ リ
ハ リ

白閉スペクトラムの人は、メリハリが、すごくき

いてしまっています=要するに、できることとでき

ないことの落差が、非常に大きいのです。発達障害

の代表選手は知的障害ですけれども、知的障害の人

との大きな違いは、この点ですc

今日は、 どんなメリハリがあるかという話をする

時HHIは ないので、一つだけ、最も重要なメリハリだ

けをご紹介します。それは音声言語だけでは理解し

にくい、言葉だけで伝えられてもその意味をIド確に

理解するのは困難だということです。もちろん、簡

単な言葉でしたら、そんなに問題はないかもしれま

せんが、長々だらだら、 くどくどとしゃべられたり

すると、意味処理が追いつかなくなるのです.途中

までしか追えなくなって、途中までしか理解できな

かったりするのです。

日本語は、厄介です。否定文というのは、最後ま

で開かないとわからないのです。ですから、途中で

意味処理が追いつかなくなり、実はそれが否定文で
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最後にひっくり返されるというのがありますが、彼

らはそこまでたどり着けないので、肯定文のように

取ってしまう可能性があるわけです。例えば、「こ

れこれ、こういうことをしてはいけませんよJと い

う事を、「これこれ、こういうことをしなさいよJ

というら、うに理解してしまう。だから、「『やったら

いけない』って言ってんのに、なんでそれをわざわ

ざやるの IJと いうことになったりするわけです.

とにかく、いわゆる言葉を聞くだけでは意味を |ド確

に理解しにくい。しかし、視覚的な手がかりがあれ

ば理解 しやすいという、この落差と言いますか、こ

のメリハリが支援する時に最も重要なポイントにな

るのです。

5.誰 だ つて視覚優位

自開スペクトラムの子どもは相対的に視覚優位な

のです。けれども、皆さんも、もう経験されている

ことだと思うのですが、彼らの中には、「いや、こ

の子は、視覚優位 じゃないc聴党優位です」という

発、うな′亡、理判定の結果が返ってきたりすることがあ

りますよね。あれは、大うそです.目 が見えている

なら、もう視覚優位に決まっているのです「

知能テストや発達テス トの問題というのは、非常

に特殊な問題です.年齢順に並べられるような問題

しか使えないのです。「みそ汁は、何歳になったら

作れるかJと いうようなことは、問題として使えな

いのです.しかも、密室で検査するわけでしょう。

1対 1で、一方的に言葉で質問されるc視覚的な手

がかりのある問題もあるけれども、基本的に、一方

的に質問されて答えなければいけないのですcそれ

は、特殊な環境で、特殊な問題で検査するわけです

から、その人の日常生活のコミュニケーション能力

全体をみるということは、その検査だけではなかな

か難しいのです。みんな、視覚優位なのです。

図 1は、日本限科啓発会議というところがつ くっ

ているポスターの上半分ですが、下半分 (図 2)に

はこういうふうに書いてあります。「情報の約 80%
は、 日から入ります.J

図 2の吹き出しは私がつけたもので、もとのポ

スターにはありません。日本眼科啓発会議は、自閉

症の人のことを言っているのではなくて、一般の人

に関して言っているわけです。みんな、視覚優位な

のです。

だから、学校の先生がどんなに否定しようと、世

の中、一般の人に対して、視覚的な支援だらけです。
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図 1 日本眼科啓発会議のポスター (上半分 )
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図 2 日本眼科啓発会議のポスター (下半分 )

駅に行ったら、よくわかります=いろいろな表示が

あって、視覚的に見たらわかるように、混舌ししない

ように、情報がきちんと伝わるようにしてあるし、

そういうのが年々どんどん増えています。学校が、

特殊な環境になりつつあるのです。

つまり、誰だって相対的に視党優位で、一般の人

が 80%だ とすれば、自閉スペクトラムの人はもっ

とです.90%、 中には99%視覚から情報を取って

いるとしか思えないような人もいます.言ったこと

は、一切伝わらないけれども、何か手がかりを見せ

れば、ぱっと理解できるというようにcだから、こ

のメリハリ、相対的に視覚優位ということを、コミュ

ニケーションに関して支援する時に忘れてはいけな

いのです。

6.ASDの 人へ の コ ミュニケ ー シ ョン支 援

一―ハリを活かすなら視覚的支援

自開スペクトラム、自閉スペクトラム障害の人へ

のコミュニケーション支援をするときに、今、言っ

たメリハリのハリを活かして支援するとしたら、コ
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ミュニケーションに関しては視党的な支援です。コ

ミュニケーションですから、表出と理解と両方の方

向があります。こちらから伝えて理解してもらう、

本人からこちらに伝えてもらう。この両方をきちん

と支援しないとコミュニケーションの支援をしたこ

とにはなりません。

どちらに関しても、視覚的な支援ということは、

補助代替コミュニケーションを使うということです

けれども、補助代替コミュニケーションの中でも、

絵、写真、文字などというのは消さない限りは非一

過4■ です。そこに存在し続けるものです.補助代替

コミュニケーションの中でも、手話は動作だから一

過性ですcす ぐに消える一過性のものよりも存在し

続ける非一過性のものの方が、やはり理解しやすい

です。ということは、表出も理解もどちらも、絵や

写真や文字、最近ではICT機器などを使って、支

援するということになるのです。

今日は、理解コミュニケーションの方は省略しま

す。これに関しては、いろいろな人が既に書いたり、

話したりしていますから、特に今日の講演では触れ

ません。一番人事なのは、構造化ということなので

すけれども、構造化というのは、理解コミュニケー

ションの支援であるということだけは、今日は覚え

て帰ってください。構造化だけを取り出すから、わ

かりにくいのですけれども、これは実は理解コミュ

ニケーションの支援なのですcそ したら、表出コミュ

ニケーションの支援もきちんとしなければいけませ

ん。それを、どうするかということです。絵、写真、

文字、ICT機器など、こういうものを使って伝え

てもらうわけですけれども、それらを日の前に置い

たら、それを使ってどんどん伝えてくるかといえば、

そうはいかないのです.やはり、使い方を教えない

といけません。こういう手段を使って、自分の意思

を伝えてくださいということを教えないといけない

のです。けれども、PECSと いう方法が登場するま

では、教える時には、まずこちらから働きかけて教

えるので、応答のコミュニケーションの練習ばかり

になってしまっていたのです。今までは、自発的に

表出するということを教えることができなかったの

です。PECSで、初めてそれが最初からできるよう

になったのです。今日は、その PECSの話を残 り

の時間でしようと思います。

7.米国小児科学会 (2012)・
米国児童青年精神医学会 (2014)

まず、紹介したいのは、アメリカの小児科学会が、

2012年 に出した、ASDの子どもへの非医療的な支

援というガイドラインです。その中に、下記のよう

に書いてあります。

・音声 言語に制約がある、あるいはコミュニ

ケーションの改善を日的とする、複数の支援

法に反応しない ASDの子どもには、PECSIM

を使う機会を提供すべきである。

・PECSTMが うま くいかない、 あるいはコン

ピューターなどの機器の柔軟性が利点として

期待できそうなら、そのような機器による補

助・代林コミュニケーションによる支援を検

討すべ きである。支援者は、機器の効果的な

使い方を教えなければならない
=

PECSは、この右肩に
1｀ 1と

11■ てヽいるように登

録商標ですから、言わば商品名なのです=商品名な

のに、学会のガイドラインに登場しているのは非常

に珍 しいと思います.こ れは、2012年 に出された

文章です。

2年 後の 2014年 には、同じくアメリカの児童青

年精神医学会が、以下のガイドラインを出しました。

・コ ミュニケーションは、支援の重要な焦点で

あ り、通常は言語聴党士 と協働 して子どもの

個別教育計画の中で取 り組む。

・言葉をまだ話せない子 どもには、サイン言語

や、コミュニケーション・ボー ド、視党的支

援、絵 カー ド交換 な どの代替 コ ミュニケー

シ ョン手段 や、その他 の補助 コ ミュニケー

ション手段 を使って支援がで きるc PECSlM

やサイン言語、活動スケジュール、音声出力

装置 (VOCA)の 有効性 を示すエ ビデンスが

ある。

ここにもPECSが 出てきます。こういう時代に

なってくると、PECSは、急激に世界中で広まって

きますし、ここ数年、PECSに 関する研究論文の数

がどんどん増えてきています。

8.PECSと は

ここから、そのPECSと はどういうものかとい
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うことを、ほんのエッセンスになりますがお話しし

ます。 PECSは “The Picture Exchange Communi―

cation System"の 頭文字を取ってPECS。 日本語名

は「絵カー ド交換式コミュニケーション・システム」.

実はこれは、私がそういうお、うに提案して正式に採

用された名称です。これはそのまま訳しただけです

から、なんの自慢にもならないのですが、少し、こ

だわっているのがここに中黒を入れたということぐ

らいです。しかし、これを変な日本語名にして、本

に書いている人もいるのです.交換式というものを

とばして、「絵カー ドコミュニケーションシステム」.

それは間違いですし、他にも非常に有名な児童精神

千1■三ですが、 PECSを 「PECJ というお、うに Sを抜

かして書いている人もいます。あくまで、「PECS」

ですc開発者は、応用行動分析のアンディ・ボンディ

さんと、日本でいう言語聴覚士、向こうでいうSLP

=Speech Language Pathologistの ロリ・フロス ト

さんです.

その理論的な基盤は、ピラミッド・アプローチと

いう応用行動分析なのですけれども、その入門書も

日本語版が出ました。これはPECSだ けではなくて、

いろいろなことを f^ど もあるいは大人に教えるとき

や、新 しいスキルを習得 してもらうために教えると

きに知っておくと役に立つというか、知っておくと

無駄な失敗をしないで済むという本です。一応、監

訳者は私なのですけれども、ボランティアでやった

ため、一切お金が入って来ません。皆様が何冊Jlっ

てくださっても私の年金FL活 には、何の足しにもな

らないのですが、お勧めします。いい本です。最近

まで、直接注文しないと買えなかったのですけれど、

今、アマゾンでも買えるようになりました。しかし、

アマゾンで検索すると古い版が出てくることがあり

ますので、気を付けてください.こ の黄色い表紙の、

新しい版です。

9.PECSの 対象

では、PECSの話に戻 ります。PECSの対象にな

る人、どういう人にPECSを使うかと言いますと、

まず、年齢、障害は問わないです。年齢は関係ない

ですし、障害も自閉症でないと駄日ということはな

いのです。私なりにまとめた以下の 3つ の条件のど

れか 1つ でも当てはまれば、PECSを使ってみる価

値があります。

1つ 目は、これが第一候補ですが、音声言語でコ

ミュニケーションを取れない人、言葉でコミュニ

ケーションが取れない人あるいは、ほとんど取れな

い人。

2つ 目は、自発的なコミュニケーションが難 しい

人。つまり、音声言語でコミュニケーションを取る

スキルはもっているけれども、それが自発的に使え

ない。聞かれたときだけ答える。だから、聞かれな

いと答えられない.どれだけ困っていても伝えられ

ないという人がいます。特に、自閉症で知的障害が

重いとそうです。

3つ 日は、自発的に言葉でコミュニケーションを

取れるのに対人接近ができない人G例えば、作業を

していて材料が足りなくなってしまった時に「～が

足らないJ「 ～をくださいJな ど、その場で自発的

に言葉で言っているのですけれども、スタッフは

ずっと向こうにいたり、あるいは別室にいたりして

全く聞こえない。ですから、そこまで行かないとい

けないが、行けない人、その場から動けない人がい

る。そういう人には、PECSが役に立ちます。この

3つのうちのどれか1つ でも当てはまればPECSを

使ってみたらいいと思います。

10.コ ミュニケ…ションのはた らき

PECSで教える表出コミュニケーション機能は要

求とコメント、この 2つ にまとめています。要求と

いうコミュニケーション機能は、要求したら、要求

したことが大抵叶えられる。だから、了̂ど もはその

機能を身に付けていくのです.特に年齢が低い子は、

叶えられることのほうが多い。要求したら要求は叶

うということで、また要求したくなったときには要

求しようというあ、うになるわけです。

コメントは、どうでしょうか.コ メントは、例え

ば、遠くにヘリコプターが飛んでいるのを見つけて

「あ、あそこにヘリコプターが飛んでいる」という

場合です。

さて、それでどうなるかcヘ リコプターに乗せて

もらえるわけではないです。ヘリコプターのおも

ちゃをもらえるわけでもないです。何が手に入るか

というと、まず同意。「あ、本当だね」という同意

が返ってくる。さらには「あんな小さいものがよく

見えたね.いい目をしているねJな どとほめてもら

えます。同意や賞賛などが返って来て、それが嬉し

いから、またコメントしようという気になってくる

のです.
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11.これまでの教え方の欠点

ところが、自閉スペクトラムの人は同意や賞賛と

いうものがあまリピンときません.特 に年齢が低

かったり、知的障害が重かったりすると、同意や賞

賛というものは普通は言葉ですから、それを理解す

るのがメリの自閉スペクトラムの人には、なおさら

伝わらないのです。ですから、同時に教えられない

ので、どちらかから先に教えていくとすれば、要求

から手をつけた方がいいでしょう.

ところが、これまでの教え方、コミュニケーショ

ン、言葉の教え方は、STの人を前にしてこういう

ことを言うのは初めてなので、緊張しますが、要求

ではなくて、コメントから教えていこうとするで

しょう。それから、応答です.ま ず、こちらが働き

かけるから、「これは、なんですか.コ ップですよ。

コップと言ってごらんJな ど、実際にはどういうこ

とをされているのか、私にはよくわからないですけ

れども、 とにかく、 まずこちらから働きかけをして

しまうので応答になってしまうぃ

自開スペクトラムの人に、応答のコミュニケー

ションの練習ばかりさせていると、プロンプト依存

になりかねない、指示待ち状態。ところが指示待ち

を誤解する人がいます。指示を待って行動する、い

い生徒だと。勝手なことをしない、指示が出るまで

待てる。だけど、そういう指示待ち状態は「自立J

とは正反対の状態ですから、将来できるだけ自立し

た生活を送れるようにサポートしようとしたら、で

きるだけ、このプロンプト依存の状態にはしないよ

うに気を付けないといけないのです.し たがって、

やはり教えるなら自発的な要求から教える方が理に

かなっていると思いませんか。

PECSは、最初か ら自発的な要求を教えるのです。

PECSの 中心的な トレーニ ングは、図 3の 6つ の

フェイズで、手順はマニュアル化 されていますcこ

れで、自発的な要求 とコメン トを教えるのです。

実は、これだけではあ りません.PECSは 当然、

理解 コ ミュニケー ションも教 えますので、理解 コ

ミュニケーションの トレーニングも行います。 しか

し、なんと言っても特徴的なのは、自発的な要求を

最初に教えるということです c

まず、フェイズ 1では、絵カー ドで自発的に要

求することを教えます。向分から絵カードを渡して、

自分が要求したいものを受け取る。これは、日の前

の人に渡して要求するものですc

これが、自分 1人の力でできるようになったら、

フェイズ 2に いって、離れた位置から絵カー ドを

自発的に交換しに行つて要求するという、自発的な

対人接近を教えます.つ まり、絵カードを受け取る

人が少しずつ離れていき、そこまで歩いて絵カード

を渡しにいかなければいけないということです。そ

れから、もう1つ は絵カードが置いてある場所を少

しずつ離していくというものです=こ れは、自発的

な対人接近で非常に大事なフェイズなのです。

なぜ、最初からこの「自発的」ということを教え

られるようになったかと吾いますと、このフェイズ

1と 2だ けは、2人がか 1)で教えるからです。従来は、

教える人は 1人で子どもが 1人 、教える人 1人で子

どもが複数などという設定でしょう。PECSの フェ

イズ 1、 2は、2人 がかりで rど も1人 を教えるの

です.だから、「自発的」ということを教えられる

のです「 これについては、あとで具体的にご説明し

ます,

そして、フェイズ 3にいき、要求に使われるカー

ドを弁別し自発的に選択することを教えます。最初

は2枚のカードから、自分が要求したい物のカード

をきちんと区別し、それを選びます。選んで渡すと

いうことを教えるのです。それが 3枚、4枚、5枚

というあ、うに、少しずつ数が増えていく中で、きち

んと弁別して選択できるようにします.

このフェイズ3で、絵カードの弁別を教えるとい

うことは、実はそれまでのフェイズ 1、 2では絵カー

ドの弁別ができていなくてもいいということなので

す。だから、この絵カードが何を表しているのかと

いうことがわからなくても、フェイズ1と 2の トレー

ニングはできるということです。よって、年齢が低

いうちからでも、また障害が重くても早くから取り

組めるのです。絵カードの区別はフェイズ3で教え

ます。

そして、何枚か絵カードの区別ができるように
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12.PECSの 6フェイズ
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準備 :強化子(好子 )アセスメント′絵カード作成

絵カードで申究的に要求する.

離れた位置から絵カードを自脅彙tに交換しにきて 要
求する(塞費綺な対人接近 ).

要求に使う絵カートを弁芳」し裁驚的に選択する.

「○○くださo」としつ文で繭権簿に要求する.

「何が(ましい ?」と聞かれて応答的に要求する.

質問に応答的にコメントする.

灘発餞にコメントする.

図 3 PECSの 6フ ェイズ



なったらフェイズ 4に いって、文で自発的に要求

することを教えます。最初は、「〇〇J+「 くださいJ

と、2枚のカードで要求してもらう。それができる

ようになったら、3枚のカードで「○○さん、～を

くださいJ、 「大きい～をくださいJな どというふう

に、だんだん文を長くしていくのです。文で要求す

ることをここで教えます。

そして、フエイズ 5で初めて応答的に要求する

ことを教えるのです。「何がほしいの」という質問

をして、答えてもらいます。自発的な要求のほうが

難しいので、それをしっかり4ま でで身に付けてい

れば、これは簡単です.

フェイズ5で応答を教えて、フェイズ 6で意欲

をなかなか続けさせにくいコメントを教えます。ま

ず応答から入つていき、そして自発的なコメントに

つないでいきます。

13.準備 :強化子 (好子)アセスメン ト

PECSの トレーニングは、基本的には、応用行動

分析に基づいていますっまず要求したくなるものを

用意しないといけません,それが、強化子です.し

かし強化子は、要求したいものという意味ではない

のです。応用行動分析で、強化子というのは、ある

行動の直後に何かが出てきたら、その行動がまた繰

り返されるようになる場合、そういう行動の直後に

出現したものが、強化子なのです。

例えば、「お手伝いJと いう行動の直後に「ほめ

られるJと いうことが返って来て、また「お手伝い」

をするようになったとすれば、「ほめられるJと い

うことが強化子になり「お手伝いJと いう行動が強

化されたということになります。「ほめられる」こ

とでは、強化されない子は「お小遣い」をもらえる

と「お手伝い」を積llll的 にやってくれるようになっ

たということであれば、「お小遣い」が強化子にな

ります。

理論的にはそういう定義なのですけれども、現実

には、やはり好きなものや欲しがるものが多いわけ

です。ですから、そういうものを見つける。つまり、

その子にとって強化子となるものを探していくこと

が、強化子アセスメントなのです.そのためには、

その子の普段の生活をよく知っている人から情報を

得ます。どういう事が好きなのか、食べ物、飲み物、

おもちゃ、活動などそういうものを聞き出します。

また、今、好きなものがずっと一生続くわけでは

ないので、新しいものをいろいろ試していき、強化

子になるものを探していくということが大切になっ

てきます。ですから、強化手アセスメントというも

のは、11可 やったらおしまいではなくて、何度も更

新していく必要があるのです。

14.フ ェイズ 1:自発的交換を教える

フェイズ1は どういうものかと言いますと、その

子の強化子がリストアップされて、その強化子をど

れか1つ使って、「では、フェイズ1に I又 り組みましょ

う」と、2人がかりで教えると言いました。

図 4の ように、子どもと相対してコミュニケー

ションの練習をします.相手が、コミュニケーショ

ンパートナーという役日の人.そ して、子どもの後

ろにいる人がプロンプターという役目の人です。プ

ロンプターは、身体的プロンプトだけをします。手

を添えるというプロンプトだけをします.プ ロンブ

トは、いろいろな種類のプロンプトがあり、言葉、

身振り、モデルなどいろいろありますが、PECSで

はたいてい身体的プロンプトだけを使います.

コミュニケーションパー トナーは、強化子をさり

げなく見せます。ここでは、日をきかない。黙って

いるのです.こ こで、声をかけて名前を呼んだり「こ

んなのあるよJと いうふうに言ったりすると、その

後のやりとりは、応答になってしまいます。自発を

引き出そうと思ったら、黙ってただ見せるだけです.

子どもは、それが強化子であれば手を仲ばして取ろ

うとしますc「 手を仲ばす」ということが、 自発的

な行動ですcけれども、これは、まだコミュニケー

ション行動ではないので、それをうまくコミュニ

ケーション行動に変えてやればいいわけです。それ

をするのが、プロンプターなのです。

つまり、子どもが少しでも自分から'手 を仲ばし始
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図 4 フェイズ 1の体勢
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めたら、すかさず、その手を取 り、日の前に置いて

ある絵カー ドを取 らせ、その絵カー ドをコミュニ

ケーションパー トナーに手渡すということを身体的

プロンプ トだけで教えます。コミュニケーション

パー トナーは受け取ったらすぐに、強化子を渡して

言葉をかけます。

これを繰 り返すのですが、いつまでもダラダラと

同じように繰 り返すのではなくて、できるだけ早 く

プロンプ トはやめていかないといけません.自 立の

ためには、プロンプトはやめないといけない。だか

ら、少 し手前でプロンプ トをやめ ます。最後の

10cm手前 ぐらいで、手を離す。すると、子どもは、

そのまま絵 カー ドを渡 します。そうしたら、次は

20cm手前ぐらいで手を離すというふうに、少しず

つ最後からプロンプ トを引き上げていくのです.最

終的には、プロンプトを全 くしなくても、絵カー ド

を取って渡すようになります。それが、フェイズ 1

ですc自発的に、自分の力で絵カー ドを渡すという

ことです。プロンプターは、最後まで黒子ですから

黙ったままです。

【Videollこ こから、動画をお見せします=Tく
んという、重複障害のお子さんですc先天性疾患に

脳性まひがあり、自閉スペクトラム障害もあり、最

重度の知的障害があります。PECSは、4歳 4ヵ 月

から始めましたc月 1回、両親と来てもらい、両親

にやり方を説明して家で トレーニングしてもらった

のです。これは、1「1日 です。実は、 トレーニング

を始めるときにこれ (お 菓子)を 強化子として使お

うと決めているわけですけれども、それが本当に、

今、この場でも強化子になるかどうかをチェックす

る必要があります。そういう、その場での強化子ア

セスメン トというものをします.

今、それをやっているところなのですけれども、

強化子として何を持って来てもらったかと言います

と、彼が家で普段好んで食べるお菓子です。そのお

菓子の袋を開け、袋ごと目の前に差 し出し、手を出

してくれるかどうかということを確認しているので

す。手を出してくれたら、強化子として使えるので

すが、手を出してくれない、子どもはそっぽ向いて

しまいます。これでは使えません。保護者が持って

こられた強化子はこのお菓子だけだったので、困り

ました.そ こでとりあえず、診察室には必ず置いて

あるクーゲルバーンを使ってみました.ク ーグル

バーンを用意して玉を見せたら、子どもはすぐに手

を仲ばしました.玉 を強化子として使えます。ラミ

ネー トしたカー ドは持てないですが、プロンプ トさ

れてカー ドを渡 し、工 (強化子)を もらいます。そ

れが何 1呵 か繰 り返されます。

今度はお父さん、お母 さんとやってもらいます .

トレーニ ングの間にも人を交代 し、人が変わっても

絵カー ドを渡せるようにならなくてはいけません.

こういう感じで、1回 日は、クーグルバーンを強化

子として使ってできました。

そして、その後は家でトレーニングをしてもらい

ました.けれども、先ほどご覧になったように、ラ

ミネートしたカードは、この子はうまく持てないの

です.そ こで、お父さんはベットボトルのキャップ

を使ってトレーエングしたところ、「これは、グッ

とつかんで渡せましたJと いうことでした。それで、

家でペットボトルのキャップを渡して強化子を要求

するということができるようになったのです。

15,フ ェイズ 2:距離をあけて自発的交換

を教える

フェイズ 1で、自分 1人の力でカー ドを渡せると

いうことが習得できたら、フェイズ 2に いくのです

けれども、次の動画は、先ほどのお ∫さんがフェイ

ズ2に いったときの様子ですc先ほどの、初めてやっ

たときから2ヵ 月後です。診察としては、3回 日です。

【Video2】 この時、家ではどのようにやっている

かやって見せてもらいました。ペ ッ トボ トルの

キャップを渡して、プラステックのプロックを 2つ

組み合わせたものを要求する。受け取ったら、彼は

2つ をまた分解して 1つ放 り投げて、残 りの 1つ を

しばらく眺め、そしてまた、ペットボ トルのキャッ

プを渡して、2つ くっつけてほしいと要求します.

フェイズ 1ができていたので、フェイズ 2にいく

ことにしましたcペ ットボ トルのキャップを、本人

から離していくことを始めましたc

フェイズ 2に 初めて入るときに、この子の場合は

床の上に座ってやっていますけれども、イスに座っ

てやることが多いです.イ スに座ってやると、席を

立てない子が結構いるのです。立ってはいけないと

思っている節があり、席を立てなかった。中には、

イスごと移動しようとする。とにかく、イスからお

尻を離してはいけないと思い込んでいるかのようで

す。そういう時は身体プロンプトによって、「立っ

てもいいんだよ」ということを伝えれば、その後は

できるようになります。最初はそういうプロンプト

が必要な子が多いです。
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けれども、この子はそれがいらなかったのです。

移動しないとキャップは取れないのですけれども、

この子は最初から、自力で移動できました。強化子

も同じものを、ずっと使っていたら駄目で、やはり

時々変えないといけないのです。そこで、別のおも

ちゃにしましたcこ の子は、 どうも食べ物よりおも

ちゃの方がいいみたいですcこ ういうふうに、最初

からすぐに移動できる子もいます。 トレーニングす

る人を交代させて、人の般化をさせる。強化子も、

いろいろな強化子に変えて強化子の般化をします。

それから、もう1つ の般化、場所の般化もしますc

同 じ部屋でだけ PECSを使っていたら、そこでし

か使えないと思ってしまうかもしれないので、いろ

いろな場所で使います。そして普段の生活の中で、

早 くPECSを 使えるようにしないといけないので

す。それが日標ですっ

16.フ ェイズ 3:絵 カー ドの区別 と 自発 的

な選択

フェイズ2がひと通りできたら、フェイズ3に い

きます.フ ェイズ 3は絵カー ドの区別と選択です.

最初は 2枚のカー ドから始め、だんだんカー ドを増

やしていきますが、 このフェイズがなかなか進まな

い子がいます。そこで、絵カー ドの区別がなかなか

できない了̂ど もの場合に、いろいろな指導テクニッ

クが開発されていますD

それを今日は (全部)紹介する時間がないのです

けれども、1つ だけ紹介しておきます。 (強化子の)

絵カー ドと、もう 1枚のカー ドを自紙のカー ドにし

て、絵カー ドの方に注目しやすくするという方法が

あります。

【Video3】 これは、さきほどのお r‐ さんです。4

歳のときに、2月 から外来で始めました。それから、

6月 ぐらいでしたか、彼が通っていた通園施設の、

この画面の右手にいる保育士さんが、PECSの ワー

クショップを受けて、この通困施設でもPECSを

やってくれるようになりました。それで、この子は

毎 日PECSを 使 う機会をもてました。その時の様

子です。これは、1枚は自紙のカー ドで、もう 1枚

は強化子のお絵I「Tき ボー ドのカー ドです。ラミネー

トしたカー ドは持ちにくいので、カー ドにレゴブ

ロックを貼 り付けて、それをつまんで渡せるように、

この保育十さんは工夫されています。

この時の強化子は、このお絵描きボー ドに保育十

さんが絵を描いて、そして、 ■どもは自分でそれを

消すというものでした。この時は、まず彼から見て

左側に強化子の絵カー ド、有側に自紙カー ドですc

次の時には、カー ドを入れ替えてやります.カ ー ド

の位置も時々変えて、位置で区別することを覚えな

いようにする。きちんと絵カー ドで区511す ることが

できるようにしないといけないので、こういうふう

に時々カー ドの位置を変えますっ彼は、白紙と強化

子のカー ドに関してはきちんと区別ができていまし

た.

17.フ ェイズ 4:文 を作 つて 自発的に要求

何枚か絵カー ドの区別ができるようになったら

フェイズ 4に いって、文で要求することを教えま

す。PECSの コミュニケーション・ブックは、裏表

紙の面積が広 く、下の方に図 5の ような短冊状の

「文カー ドJを マジックテープで貼 り付けてあ りま

す。この文カー ドの上にもマジックテープが貼って

あり、ここにカー ドを貼れるのですっ

最初は、 くださいカー ドを文カー ドの上に貼って

お きます。フェイズ 3ま で終わっている子 どもです

から、絵カー ド1枚で要求することはもうできてい

るわけです。ですから、強化子のカー ド1枚だけを

ブックの表紙に貼っておくと、当然、その 1枚を渡

そうとします。その時に子どもの手を取って、強化

了^の絵カー ドを「文カー ドJに貼らせて、この文カー

ドをはがして手渡すことを、身体プロンプ トで教え

るのです。

言い忘れましたけれども、フェイズ 3か らは、1

人で教えていいのです。フェイズ1と 2だけを2人

がかりで教え、フェイズ 3か らは 1人でいいので、

当然、このフェイズ4も 1人で教えていいわけです。

文カー ドを受け取ったら、す ぐにそれを読み上げ
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て、強化子を渡すのです。できるだけ早く強化子を

渡さないといけないですから、すぐに読んで渡しま

す.「～くださいJと カー ドを指さしながら読んで、

強化子を渡すわけです.それができるようになった

ら、|く ださ¬のカー ドを外 してブックの表紙に貼っ

ておき、文カー ドに強化子のカー ドとKだ さいカー

ド2枚を貼って渡すことを教えます。そして、読み

上げる時に子どもにカー ドを指差すことも教えま

すぃその様子を、少しお見せします。

(Video4)初 めてフェイズ 4を 行った、特別支援

学校小学部 4年生の知的には最重度で、言葉のない

お子さんです。表紙に、アポロチョコのカー ド、文

カー ドに降ださ丁]カ ー ドが貼ってあります。

この子は、このアポロチョコを見てアポロチョコ

のカー ドを取って渡そうとします。今までそうでし

たから、当然そうしようとしますcそ こで、その手

を取って、文カー ドにアポロチョコのカー ドを貼 ら

せて、この文カー ドを渡すことを教えます。受け取っ

たら、文カー ドを読まないといけないのですけれど

も、私は、少し間違えて「はい、アポロ」としか言

わなかったのです。それは、カー ド1枚の時のやり

方です。間違えました。受け取って「はい、アポロ」「

本当は、「アポロくださいJと きちんと読まないと

いけないのですc私 も、フェイズ 4を この時、初め

てやったので、次どうするかで頭がいっばいでした。

1人でしても構わないのですけれども、お母さんが

ついて、プロンプ トしてくれているので、2人です

ればやりやすいです。カー ドの指差 しも身体プロン

プ トで教えているので、最後の方からどんどんプロ

ンプトをやめていきますcこ の時、彼はまだ言葉は

しゃべれませんでしたが、ここで、完全に文を構成

して手渡し、カー ドの指差しも自力でできるように

なりました.こ こまででちょうど5分です。この動

画は編集していないので、初めてフェイズ4に入っ

て、2枚のカー ドもきちんと貼って、指差しもきち

んと自分でやれるようになるところまでを 5分でで

きるようになったわけです。

フェイズ4を やっているうちに、言葉がなかった

J子 どもも言葉が出たり、言葉が増えたりすることは、

全員がそうなるわけではありませんが、よくあるこ

とです.

彼も、この時点で言葉はなかったのですけれども、

少なくとも、十年以内に言葉が出ました。まず、「く

ださいJが出ました.そ れから、間もなく2～ 3ヵ

月以内には「アポロください」 というふうに、「～

くださいJと 2語文で言えるようになりました。

フェイズ4で 言葉が出だした時に、「言葉が出

た IJと いうことで「これからは、もう言葉で IJ

という肉、うに、PECSをそこでやめてしまう人がい

ます。しかし、それは間違いです.そ こでやめると、

途端に後退します。PECSと 言葉で「～ください」

と言えていたのに、「～Jと 単語でしか言えなくなっ

たりします。言葉は、まだ正確に出るとは限らない

です。正確なのは絵カードの方ですのだから、言葉

が出だしても続けないといけないのです.

「言葉でどんどん伝えられるようになったから、

もうPECSをやめる」というのは、誰が決めるのか、

誰が手段を選ぶのか、最初にお話しした国連の障害

者権利条約を思い出してください.コ ミュニケー

ション手段を選択する権利は、本人にあるのです。

だから、周りの人が、親や支援者が、「もう、PECS

はやめなさいJと 言うべきものではないのです。言

葉のほうがよいと思ったら、本人がだんだんPECS

を使わなくなっていくでしょう。しかし、普段はこ

とばでコミュニケーションをとるようになっても、

時にはPECSの ほうが伝えやすいということもあ

るみたいで、しまっていたコミュニケーシヨン・ブッ

クをまた引っ張り出して使うということもあるので

す.使 うか使わないかは、本人に任せるべきですc

18.属性語を教える

そして、三語文で要求ができるようになったら、

今度は文を長くしていくためにいろいろな属性を教

えていきます。大小や、色や数を指定して、文を長

くしていくことを教えていきます。

IPhoto】 これは、ある子どもが5歳 10カ 月の時に、

療育施設で遊んでいる時に、PECSで保育士さんに

要求していたときの様子です.彼がPECSを始めて

から、ちょうど2年経っていた頃ですc言葉では十分

には伝えられないのですが、このように6枚のカー

ドを使って、回と圃と国の国を回 Kださいと伝え

ていました。すごいですよね。 トレーニングではな

くて、遊んでいる場面です。

19.フ ェイズ 5:応答的要求

フェイズ4の次はフェイズ5で、応答の要求です。

これは、簡単です。「何が欲しいの ?Jと 聞いて、

答えてもらうのです。ビデオはいきなり、「どれが

欲しいの ?Jと 質問して、答えてもらっている場面

です。
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20.フ ェイズ 6:応答的コメン トと自発的

コメン ト

最後のフェイズ6は、なかなか意欲が続きにくい

コメントですc最初は、応答のコメントです。質問

して、答えてもらうし実際には、我々の普段の会話

でも、コメントが圧倒的に多いでしょう。要求ばか

りを会話でしてくる人というのはあまりいないと思

います。コメントの方が多いわけです。コメントに

はいろいろなものがあります。「何が見える ?」 、「何

が聞こえる?Jか ら始まって、「何を持ってる ?J、

「今日の天気は、どう?Jな ど。それから、「あなた

の誕4L日 は、いつ ?」 ということなど、とにかくい

ろいろあります。

そういったことを、質Fn3し 、PECSで答えてもら

えるようになったら、今度は自発的なコメントを引

き出します。しかし、それ自体をトレーニングでき

ないので、自発的なコメントが出やすいような状況

設定をします.

日常的な場面でしたら、自発的なコメントは出に

くいと思いますので、日常的な場面に、非日常的な

ことを入れてしまうなど工夫します.突然、いつも

の人が何か奇抜な格好をして現れたり、あるいは、

箱の中にいろいろなものを入れておいて、「次は、

何が出てくるでしょう ?」 と箱からばっと出して、

「それ、OOJと いうふうな感じで答えてもらった

りしますに「なんでしょう。次は、なんでしょう」

と応答のコメントを促すのは、自発のコメントに

とってプロンプトなので、それを徐々にやめていくc

質問というプロンプトを徐々にやめていって、自発

的なコメントに繋げていきます.

あるいは、自発的なコメントが出るような少し普

段と違う状況を設定します.例えば、いつもは行か

ない、どこかテーマパークに行ったときに、コメン

トというのは出やすくなるので、そういう時にきち

んとコメントに使えるカードを用意して行くなどで

す。

【Video5】 次の動山iは 、応答のコメントの場面で

す。中学 3年生で、知的障害が重度の自閉症のお子

さんです。お母さんの携帯電話に、彼の好きないろ

いろな山をダウンロー ドしていて、それを再生して、

ミュージシャンの名前を答えてもらっていますc

コミュニケーション・ブックの表紙に、横長のカー

ドが 7枚あ りますcこ れは SMAPや EHEMISTRY
など、いろいろな ミュージシャンの名前が書いてあ

るのです。 こちらには、2枚のカー ドがあるのがわ

かりますか。これは、日と□です.それから、この

2枚のカードは、見えると固こえるの絵カードで

す。よって、日□ 聞こえるというふうに3枚のカー

ドを並べて答えてもらう。2試行日に答える時に、

カードを波しながら言葉では何というか、よく聞い

ていて くださいc今、「CHEMISTRYが 見える」 と

言 っ た で し ょ う.絵 カ ー ドで は、 き ち ん と

固亘え口を選択しているのですが、音声言語の方で

は間違えているのです。こういうこともあるので、

フェイズ4で言葉が出だしたからと言って、すぐに

PECSをやめるのはよくないのです.

彼は、中学 3年 の時に図 6の ような自発的要求

とコメントの組み合わせを持ってきたことがありま

す。てつだってが自発的な要求ですねcび ょうき

匿∃ |さ むいはこれがコメント、体調に関するコメ

ントです.熱が40℃ 出ていたということですっ

熱があるというカードがなかったのでこのように

伝えてきたのです.PECSは補助代替コミュニケー

ションですから、普段の生活で使えないと意味がな

いのです.そ うするためには、絵カードの数は想像

以Lに たくさん必要になります.なかなか、絵カー

ドの数が追い付かないのです。普段の生活の中で、

家の中ではもちろん、外に出ても使えるようになら

ないといけません。

【Video6】 これは、初めてケンタッキーフライド

チキンで、自分で注文 してもらったときのものです。

先 ほ ど、絵 カー ドが 3枚出ていましたけれ ど、

ケ ンタ ッキJの 絵 カー ドと、 そ れ か らチ キ ン2

回 のカー ドです。彼はお じいさんとおばあさ

んの家に、時々行きます。その時は、必ず近くのケ

ンタッキーに寄って、チキンを2個買って行って、

そこで食べるという習慣があります.そ こで、彼に
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その絵カード3枚 を使って、自分で注文してもらお

うということになりましたcケ ンタッキーフライド

チキンにお母さんが予め電話して事情を説明した

ら、当日は店の前で店長が出迎えてくれました。

彼が自分で注文するのは、この時が初めてでした

が、こういうハ、うにカードをきちんと3枚並べまし

た.そ して、それをお母さんに渡そうとしました。

お母さんに「チキン、2個買ってJと 言ったら、お

母さんが「そんなん、自分で注文しなさいJと 言う

ようなことが、普通でもよくあるじゃないですか。

その後、彼はお母さんの「はいっ !Jと いう言葉と、

身振リプロンプトで、きちんとお店の人に文カード

を渡し、注文できました。以後、この家族は外食す

るときには、本人だけではなく、親もPECSで 注

文するようになったそうですc(笑い)

21.PECSの 発展形 iPad PECS
次いで、最近のPECSについてですが、PECSは

iPad用 のアプ リPECS IV十 も開発 しま した。

VOCAの ような音声が出るものは、他にもスマー

トフォン用のアプリとしても、いろいろなものが出

ていますが、そのようなものを使うときに、PECS

では、

「まず、アナログの通常のPECSを トレーニング

して、フェイズ2で対人接近がきちんとできて、そ

してフェイズ4で文が作れるというところまで達成

してから、こういうアプリに手を出した方がいいJ

と勧めています.

それから、そういうアプリに完全移行するのでは

なく、併用を勧めていますcつ まり、コミュニケー

ションの手段が増えるのです。アナログのPECSと 、

iPad用 の PECS、 手段が 2つ使えるようになるわけ

です。いつ、どこで、どれを使うかは、本人が選択

権をもっているのです.

機器なので、やはり不具合が出る可能性もありま

す.う っかり充電し忘れて、バッテリーが切れてい

たなどです。そういう時に、完/1N移行していると、

もうアウトです。だから、両方使えるということが

大手です.

そのアプリですけれども、驚かれるかもしれませ

んが、実は 1万 円もするのです。そして iPadと

iPad miniで しか使えないのです。しかし、値段は

高いけれども、ものすごく高性能です。まず、すで

に 1,000枚 以上のカードが入っているので、とりあ

えずこの中から使いたい絵カードを選べばいいわけ

ですcただ、アメリカの製肝1ですから日本ではあま

り使わないカー ドも人っています.逆に、日本では

使うけどアメリカの文化にはないもの、例えばお年

Iな ど、そういうカー ドがないので、作らないとい

けないのです。

しかし、新しく絵カー ドを作るのはすごく簡単で

す。どんどん、カー ドを増やしていけるのです.カ ー

ドの作 り方は、以下の 3通 りあります。

O iPadの 中にすでに保存 してある画像を使って

カー ドを作る.

② iPadの カメラ機能を使いその場で写 してカー ド

を作るc

O文字入力だけで文字カー ドを作る。

当初は、インターネットから直接画像を取って作

るという4つ 日の方法がありました。しかし、それ

は、Googleが 許して くれなくなったそうですcイ

ンターネットの画像が使いたければ、まず、いった

ん iPadに保存 して、それをカー ドにすればいいの

です。手続きが 1つ増えただけですから、どうとい

うことはないと思います.

そしてコミュニケーション・ブックは、iPadの

アプリの中に何|||も つ くれるのです。アナログの

PECSですと、1冊 作ってカー ドが増えると、もの

すごく分厚 くなります。そうすると、2冊 目を作ら

なくてはいけなくなってくるのですが、アプリでは

簡単に作れます。ブック 1冊あたり20ペ ージ作れ

て、1ページあた り24枚 のカー ドを貼 り付けられ

ますので、1つ のブックに480枚ですcそれを超え

るカー ドは、2冊 Hの ブックを作って入れればいい

のです。あるいは、家庭用、学校用そして外出用な

どと、使う場面によってブックを分けることもでき

るのです。

また、このアプリは7カ 国語に対応しているので、

外国語版も作れます.例えば、今度、家族でフラン

ス旅行をするとしたら、フランス語版のブックを

作っておき、旅行へ行 くと自閉症の子はそれで買い

物ができたりします。けれども、フランス語会話の

できない親はコミュニケーション障害になってしま

います。環境によって、障害になったりならなかっ

たりするわけです (障害の社会モデル).

他にもいろいろな機能があります.おそらくそう

いう点ですごく高性能です。どのように使っている

かご紹介したいと思います.先に紹介した重複障害

のお子さんで、最初はペ ットボ トルのキャップで

フェイズ 1と 2を やっていた子どもです。3年 ほど
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甫iか らPECS IV+を 使うようになりました。 こオ
′
t

は診察の時に使っていた様子です。

【Vide()7】 画面下部に文カー ドがあり、そしてそ

の横をタップすると、 計声が出てきます。

彼は、家族で回転寿司屋さんによく行 くそうです。

今までは、回転寿司 F‐―iさ んに行ったら、まず親が玉

子焼きを取 り、本人のお皿に入れ、彼が王子焼きを

食べる。次に行った時も、まず親が王子焼きを取 り、

彼のお皿に入れていたそうです。それで、親は針覚

を起こしていたのです。

「この了̂は、王子焼きが一番好 きだ」とc親が選

んでいただけなのです。しかし、いろいろカー ドを

作って、IJ転寿司屋さん用のページを作ったら、彼

はまず何を要求したと思いますか。マグロでした。

「では、2つ 日は何にするJと 聞いたら、またマグ

ロでした。3つ 目もマグロだったのです.4つ 目で

王子焼きが出て来て、その後も行くたびに、注文が

変わる、いろいろなものを注文しているのです.当

たり前ですよねc親が、推測していただけですから、

本人の意思とは限らないわけです。こういう手段が

あれば、自分の意思を正しく伝える事ができます.

22.9つの重要なコミュニケーション・ス
キル

次に、重要なコミュニケーション・スキルについ

て話 しますが、図 7の 9つ が特に重要と言われて

います。

1.強化子の要求、これを、フェイズ 1か ら5ま

ででするわけです.次に、手助けの要求と休憩の要

求は別に トレーニングします。拒否と肯定というも

のも教えますc理解は、こちら7.か ら先にいくと、

これは活動の切り替えなどです.あ るいは、8.絵

カー ドでいろいろな指示を理解 してもらう、そして、

9 絵カー ドを並べたスケジュールを理解するので

す.

拒否 (いいえ) スケジユ■プ繁こ従う

6つ 目に強化子の遅延や消失に応じるとありま

す。これは、要求した時に「すぐには渡せないので、

待ってほしいJと いうことを伝える。つまり、「待つ」

ということを理解してもらうスキルです.それから

「もう、それは、今日はないから渡せないJと いう.

「ない」ということをlFe解 してもらうのです。それが、

「強化子の遅延と消失Jな のです。それを理解する.

これも、非常に大切な理解スキルです。

PECSは、要求やコメントだけを教えるのではあ

りませんcこ のように表出スキルと理解スキルの両

方を教えます。

そして、この9つ がなぜ重要なのかと言いますと、

この 9つ のスキルを落ち着いて効果的に使えない

と、同じ結果を手に入れるために、別の手段を使う

可能性が高くなるのです。例えば、自傷や他害行為

などです。そういう行動に発展しやすいので、この

9つ をしっかり教えるということがとても重要に

なってくるのです.

23.手助け要求を教える

手助けの要求と休憩の要求ですけれども、「手助け

の要求というものは、他の絵カードとは少し違う絵

カードというか、よく使うのは図 8の ようなプラ

スチックのプレートです。これをフェイズ3レ ベル

でしたら1枚、フェイズ4で文が使えていたら、2

枚 3枚 4枚 ……・使っててつだって ください、ある

いは、さらに長く匡∃F5万夢¬くださいなどと

表出しますc

どういうふうに教えるかと言いますと、強化子を

要求してもらう場面をつくり、強化子を通常のよう

に要求してもらう.だけど、例えば先ほどのアポロ

チョコの子でしたら、透明な瓶の中にアポロチョコ

を入れて、同く栓を開めて「はい、アポロJと 言っ
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9つの重要なコミュニケーション・スキル
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て、瓶ごと渡 します.子 どもは、開けようとするけ

れども開かない。「あれ、開かへんJと いうふうに

子どもが思った時が教えるチャンスです。グズグズ

していて、パニックを起こされてからでは駄日です。

パニックを起こす前に、困ったなと思った時に、す

ぐにプロンプターがこのアイコンのてつだってと一

緒に瓶を戻すということをプロンプ トするのです。

戻されたら「手伝うよJと 言って、フタを開けて返

してあげるのです.強化子を享受するには「自分 1

人の力ではできないJと いう場面をつ くって、それ

を教えるのです。

24.休 憩要求 を教える

ここでいう休憩の要求というものは、拒否とは違

いますし、いわゆる休憩時間の休憩というものとも

違いますっ学校の休憩時間のような休憩時間は、ど

ちらかというと余暇の時間、そこで楽しいことがで

きます.こ こでいう休憩というのは、少し一服です.

少し疲れるような作業や課題などをしていて、少し

一服したいという、ほんの 2～ 3分の休憩です」体

を体めるだけで、また、前の活動に戻るという休憩

なのですc次のような状況で一服 したくなります
=

・退屈な活動が少し続いている

・難しい活動に取 り組んでいる

・要求水準が高い活動をやっている

。強化率が低い

このような時に、休憩エリアを用意してきゅうけい|

アイコンを貼っておくわけです。用意するものは、

ソファーやクッションやマットなど少し体を体める

ものとタイマーだけです。楽しめるものはi置かない.

雑誌や DVDな ど、そういうものは置かない。それ

では、余Π限になってしまうからです.

タイマーをセットして、2分程度です。少し一服

したいのではないかなと思われるタイミングを見計

らい、墜 ゅっ1型Jア イコンをもう 1人の人に渡すと

いうことを、身体プロンプ トするわけです。受け取っ

た人は、「休憩 していいよ」と言い、休憩エリアに

誘導しタイマーを設定する。タイマーが鳴ったらそ

れを止め、またもとの活動に戻る。その活動が終わっ

たら「こういう強化子があるよJと 見せて、戻 りや

す くするということです。けれども、これは令て、

身体プロンプトなのです。プロンプ トは、後の方か

らどんどん引き上げていくことが大切ですc

この休憩要求ができるようになったら、何度も休

憩を要求してくるということもあります.そ ういう

子どもには、医 ゅうけいカー ドをたくさん用意し、

一度使ったら元には戻 さない、カー ドはだんだん

減っていくというやり方をしますcだんだん減って

いき、全てなくなったらもう休憩はできないという

ことが (視覚的に)わかるようにするのです。

しかし、自由に要求できるようにしたら30回 ぐ

らい要求 してくる人に、いきなり「4回 にしようJ

と言っても、それは無理です.ですから、30回 ぐ

らいということが観察でわかったら、30枚 からス

ター トです。毎日、1枚ずつ減らしていけばいいの

です。

25,「待つ」を教える
「待つて」に応じる(2)1■

=11

図 9 待つための視覚的手がかり

強化子の遅延に関しては、匡Jと いうプレートを

渡して待っていてもらうのです。これも、最初は強

化子 を要求 してきたらこのプレー トを渡 して

「ちょっと待ってJと 言って、1秒 ぐらいで、すぐ

「よく待ったねJと 言って回収して強化子を渡す。

そして、少しずつ待っていてもらう時間を延ばして

いくのです.

このトレーニングでは、待ってもらうのは30秒

程度までなのですけれども、もっと長い時間待って

もらうには、図 9の ようなチップを貼っていくよ

うにします。全て貼り終わったときに「よく待った

ねJと 言って1可収する、あるいは、タイマーを貼り

付けてタイマーが鳴るまでということにしますc

26.ない (NO)の伝え方

「ない」に関して (図 10)。 これは回数制限の方

法もありますし、代わりのもので我慢してもらうこ

ともありますc今すぐは駄日だけれどしばらく待っ

てもらうということもありますし、言果題をやったら

要求に応じるというトークン・システムや視覚的強

化システムという方法もあります.それから、スケ
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ジュールで伝える場合もあります。「今は駄 Hだけ

れども、このスケジュールのこの時間にはそれを要

求してもいいからJと 言って、スケジュールのその

時間にカー ドを貼っておくなどの方法です。

それから、「ない」ということは見えないけれど、

容器やおΠlや袋などが空だということを見せること

ができます。あるいは、手を広げて「ないJ という

ことを視覚的に伝えながら、カードに回ロシンボル

を貼るのです。これが貼ってあるカードを渡してき

ても「ありませんJと 言いながら、ひたすら「ないJ

ことを視党的に伝えます。

これはすぐに理解してくれます.ラ ミネートした

カー ドに、何度も貼ったりはがしたりできるNO
シールも売っています。油性のマーカーでNOシ ン

ボルを描いてもいいのです.こ れは消しゴムで消せ

ます。ないからと言って、カードを隠しておくこと

は絶対に駄日です。視党的な記憶力のいい子が多い

ですから、「あったJと いうことは絶対覚えていて、

必死で探すでしょう。そしてなかったら、子どもに

よっては大パニックになります。だから、きちんと

「ない」ということをlFT解 できるようにしないとい

けません。

他の理解スキルについては、省略します。

27.PECSのすぐれた点
PECSの優れた点は、まず自発的なコミュニケー

ションを最初から教えられることです (図 11)。

プロンプトをできるだけ早くやめていくのでプロン

プト依存にはなりません。カードを手渡すので、相

手を意識します。対人接近が確実にできるようにな

ります。プロンプターが付いているにせよ、必ず毎

回コミュニケーションが成立するわけです。要求が

伝わります。だから、信頼関係が築きやすいのです。

基礎篇のワークショップは丸 2日 間で、 レベル 1

のワークショップと呼んでいます=PECSを実行す

るには、ワークショップに出てからの方が望ましい

です。

ワークショップの日程 と開催地については、ピラ

ミッ ド教育 コンサ ルタン トオブジャバ ンのホーム

ページをご覧 ください。 (http//pecs iapall com/)

PECSに 関 して、 日本語で読める適当な本はない

のです。そこで、PECSに 関する資料 を、い くつか

私のホームページに上げていますのでご覧 ください

(httpsi/′ kado2006 sakura ne.ip/).

自閉症の人に、補助代替コミュニケーションを使

わせないということは、虐待や差別行為にあたりま

すc本人がコミュニケーション手段を、選べるよう

にしないといけないのです。ちょうど時間となりま

したので終わりにしたいと思います。
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艤回数制限をする  圏圏圏置圏
撥代わりのもので我慢してもらう

饉

`寺

つてもらう

饉交渉する(視覚的強化システム)

饉スケジュールで示す

饉カラの容器やIlllを見せる

議NOシンボルを員占る
驚:なi

図 10 ない (NO)の伝え方

繭最初から餞発泊勺コミュニケーションを教える。

鐵自発を目指し′プロンプトは早くフェイドするのでァ
プロンプい依存(指示待ち)にならない。

櫂手渡すので相手を意識するようになる。

爾対人接遁灘 実|こできるよう経なる。

議コミュニケーションが成立することで鰊 関イ系を築き
やすい。

図 1l PECSの優れた点
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