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自発的表出コミュニケーションの支援

m

門 彙一郎 氏
(フ リーランス児童精神科医)

2020年 9月 10日 (本 )に当協会の専 Pヨ 部長 P]員一郎氏に講師をお願いし、Zoomに
よる初めてのオンライン学習会「自発的表出コミュニケーシ∃ンの支援」を行いまし

た。これまでの学習会で「構造化」「アセスメン ト」について学んできましたが、P5

先生は「自閉スペク トラム障害の人の自立社会参加を目指すあらゆる支援の基礎はコ

ミュニケーション支援」と述べておられます。今回の学習会で先生から自閉スペク ト

ラム障害の適切な理解、含理的配慮の一つである視覚支援、PECSを用いてコミュニ

ケーションできるようにすることについて詳し<教えていただきました。

「自発的表出コミュニケーシ∃ンの支援」の内容を＼先生が分かりやすくまとめて

<ださい故したので今号の特集として掲載いたします。

1。 はじめに

最近は、「自閉症スペクトラム」に代わって、「自閉スペクトラム

症」という名称がよく使われます。これは、アメリカの精神医学会

が作った診断分類 と診断基準 (DSM-5)を 日本語に翻訳するとき

に、いくつかの学会が協力して、「障害」は親には厳しい表現なので、

「自閉スペクトラム症」にしようということになったのです。

しかし、私は、「症」が病気のイメージを与えるので嫌なのです。

私は、「自開スペクトラムJと 「自開スペクトラム障害」 という名

称を使っています。「自開スペクトラム」とい う状態は、生まれつき脳機能のタイブが ¬tr,

人とは違 うのです。多 くの本では、「生まれつき、脳に機能障害があって」と書き始められ、

医学モデルで話が進みます。本人の脳の中に 「機能障害J力 あ`るので、本人の中のその障害を

なんとかしましょうと考えます。

しかし私は、社会モデルで考えたい。本人の脳の中にあるのは「機能変異」です。それが、

環境や社会との関係の中で 「障害」とい う状態になるのです。「障害」とは、継続的に日常生

活や社会生活に大きな制約を受けている状態のことです。

「自開スペクトラム」は、生まれつき脳機能のタイプがほかの人とは違 うだけです。劣って

いるとか、障害があるとかではなく、発達に著しくメリハ リが利いているのです。しかし、「自

開スペクトラムJの人を取 り巻 く人たちの理解や支援が不適切だと、 日常生活や社会生活に大

きな制約を受けることになる。そのとき、それは「障害Jと いう状態になるのです。そして、

そういう状態になっている場合に、「自開スペクトラム障害」と私は言 うわけです。ですから、

障害レベルにならないように、周囲の人や社会が適切な理解や支援をすべきなのです。すごく

メリハ リが利いていても、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
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活に大きな制約を受けなければいいのです。周 りの人は、

支えていくかべきかを考える前に、まずその人のメリハ リ

自開スペクトラムの人をどう理解し

をよく理解する必要があります。

2。 自閉スペク トラムの人の最も重要なメリハ リ

自閉スペクトラムの人の発達は、メリハ リがすごく利いている。つまり(できることとでき

ないことの差、強みと弱みの差が、非常に大きい。レヽろんなメリハ リがありますが、最も重要

なメリハ リは、音声言語 (いわゆる言葉)だけでは、意味を正確に理解することが難しいとい

うメリです。もちろん、簡単な言葉でしたら、さほど問題はないかもしれませんが、例えば、

長々とくどくどと話されると、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、理解できなくなり、コミュニケーションに支障をきたすことになるのです。

3.誰だつて視覚優位

自開スペクトラムの人は、相対的に視覚優位なのですが、実は一般の人でも 「情報の約80%
は、 日から入るJと 言われています。一般の人も、視覚優位なのです。だから、世の中には視

覚的な支援があふれているのです。道路に出たり、駅に行ったりすれば、そのことはよくわか

るはずです。一般の人が1青報の80%を 日から取つているとすると、自開スペクトラムの人は

80%で は済まないでしょう。90%、 なかには99%と 言 う人もいるでしょう。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支援をする時に忘れてはならないのです。

4.自閉スペク トラムの人へのコミュニケーション支援

自閉スペクトラム、自閉スペクトラム障害の人にコミュニケーション支援をするときには、

メリハ リのハ リを生かして支援するべきです。つまり、拡大・代替コミュニケーション (以下

AAC)を使 うことになります。AACと は、いわゆる言葉でコミュニケーションが取れない、

あるいは十分に取れないときに、言葉以外のコミュニケーション手段を使 うことです。例えば、

絵カー ド・写真・文字 (筆談)。 手話・ICT機器などを使 うのです。点字以外のAACはすべ

て視覚的なコミュニケーション手段です。

コミュニケーションには、理解 (受容性)と 表出 (表現性)の 2つの方向があります。こち

らから伝えて理解してもらう、本人からこちらに表出してもらう。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。

どちらの方向にも、AACを使 うとい うことです。中でも、絵、写真、文字などは消さない

限りは消えません。非一過性です。そこに存在し続けるものです。しかし手話は動作なので一

過性です。すぐに消える一過性のものよりも、消えない非一過性の手段の方が、理解しやすい

のです。ですから、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ります。

今 日は、理解コミュニケーションの支援についてはお話ししません。実は、理解コミュニケー

ション支援で最も重要な方法は「構造化」、それも「視覚的な構造化」です。このことについ

ては、すでに野畑先生からお話がありました。しかし構造化だけではコミュニケーション支援

の半分にしかならないのです。

そこで今回は、表出コミュニケーション支援、それも自発的な表出についてお話しします。

絵、写真、文字、ICT機器などを使ってこちらに伝えてもらうわけですが、その使い方を教

えないといけません。しかし、教える時には、まずこちらから働きかけて教え始めるので、《応

答の》コミュニケーションになりがちなのです。今までは、自発的表出を教えることが、簡単
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にはできなかったのです。しかしPECSOが登場して、初めて 《自発的な》表出を最初から教

えることができるようになったのです。

5.PECS°とは

PECSOヤま “The  Picture  Exchange

Communication System③ "の頭文字を取つ

て PECS O。 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」です。開

発者は、応用行動分析学のアンディ 。ボン

ディさんと、日本でいう言語聴覚士、米国で

ヤま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学ですが、その

入門書も日本語版が出ました (『教育への

ピラミッド・アプローチ第 2版』ピラ

だけではなく、いろいろなスキルを、

つ本です。

ミッド教育コンサルタントオブジャパン社干」)。 これ は PECSO

子 どもあるいは大人 に教 える ときに知 ってお くと役 に立

6. PECS° (D文」:象

どうい う人にPECSOを使 うとよいか。まず、年齢や障害種別は問いません。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、PECSOを使ってみる価値があると言つ

ていいでしょっ。

1.音声言語でコミュニケーションが取れない人。

2.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

るスキルは持つていても、それを自発的に使えない人。聞かれたときだけ答える。聞か

れないと、どれだけ困つていても伝えられないという人です。

3.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。たとえば、作

業をしていて材料が足 りなくなったときに「～が足 らない」「～をください」など、そ

の場では自発的に言葉で言えるのですが、離れたところにいるスタッフには聞こえない。

スタッフのところまで行かないといけないのですが、行けない人がいます。

この 3つのうちのどれか 1つでも当てはまればPECSOを使ってみたらいいと思います。

7.コミュニケーシ∃ンのはたらき (機能)

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Jです。これまでの

コミュニケーションや言葉の教え方は、要求ではなくてコメントから教えるものでした。そし

て自発ではなく応答から教えてきました。

自開スペクトラムの人の場合、コメントよりも要求から教える方が、意欲が持続しやすいの

です。さらに自閉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 トロ依存になりかねません。指示待ち状態です。これは 「自立」とは正反対の状態で

注)プ ロンプ ト 適切な場面で適切な行動が生じるように手助けすること

彗轍 鰈諄
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すから、できるだけ自立した生活を送れるようにと支援するなら、プロンプト依存にはしない

ように気を付けないといけません。

8。 PECS°の6フ ェイズ

PECSOの 中心的なトレーニングは、 6つのフェイズ (段階)か らなり、その手順は系統的

にマニュアル化されています。これで、自発的な要求とコメントを教えるのです。

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。日の前にいる人に自

発的に絵カー ドを渡して、自分が要求したものを受け取る。これが、自分一人の力でできるよ

うに教えます。

フェイズ 2では、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 ドを渡しにいく。

そして、絵カー ドが置いてある場所も少し

ずつ離していくのです。これは、自発的な対

人接近を教える非常に大事なフェイズです。

なぜ、PECSOでは最初からこの「自発的」

要求が教えられるのかと言 うと、このフェ

イズ 1と 2だ けは、 2人がかりで教えるか

らです。コミュニケーションの相手 (パー

トナー)と 援助者 (プ ロンプター)を分け

て、 2人で教えることで、自発的な表出を

注)強化子 ある行動の直後に生じると、今後その行動が

(上図)繰 り返される (強化される)よ うになる刺激

やできごと。好みのモノや活動が強化子にな

りやすい

教えることができるのです。

フェイズ 3で は、要求に使う絵カー 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、自分が要求したいモノや活動の絵カー ドを弁別し、それを選んで渡すことを

教えます。それが 3枚、 4枚、 5枚 と、少しずつ数が増えていっても、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、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、絵カー ドが理解できな

くても、フェイズ1と 2の トレーニングはできるのです。絵カー ドの区別ができないなら、フェ

イズ 3で教えるのです。だから、年齢がとても低 くても、また障害がとても重 くてもPECSO
には取 り組めるのです。欲しいモノに手を伸ばすことさえできれば、PECS・ を始めることが

できますc必要なスキルはそれだけです。

そして、 5枚以上絵カー ドの区別ができるようになったらフェイズ 4にいき、文で自発的に

要求することを教えます。最初は、「OO」 +「 ください」と、 2枚 のカー ドで要求すること

を教えますこ

属性語を教える.二語文で要求ができるようになったら、文を長 くしていくためにいろいろ

な属性語を教えていきます。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く

のです。

そして、フェイズ 5で初めて応答的に要求することを教えます。「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、それをしっかリフェイズ 4

までで身に付けていれば、これは簡単です。

最後のフェイズ 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。まず応答的コメン

プ籟ンプター
霞ミュニケーシ露

ン・パートナー



1年使えば
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PECS IV+ 璧ⅢII…

PECS用 公式アプリ(iPod,iPOd mini用 )冷 :攀′みo中

麗簡単にカスタマイズできる直観的なデザイン

朦袋鸞罐度の高い薔′0申癬核黙止勢織カード憲搭載

饉懸えな織カー翁鉾作成や奮声織鐘音が選簡単

饉最大 :0枚の絵カードを使った文を作成できる

肇作成した文の語順の入れ替えなど超簡単

霰7カ 国語 (音声は36カ 国語)に対応

難絵カード選択時に音声を再生するタイミングを指定で

きる(一定時間遅延法が使える)

熙使用データが自動的に取れる。
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卜から入つていき、自発的なコメントにつないでいきます。応答のコメントでは、質問して、

答えてもらう。「何が見える ?」 、「何が聞こえる ?」 、「何を持ってる ?」 、「今 日の天気は、どう?」

などコメントにはいろいろあります。質問にPECSOで答えられるようになったら、自発的な

コメントを引き出す工夫をします。自発的なコメントが出やすいような状況設定です。日常的

な場面では、自発的なコメントは出にくいので、 日常的な場面に、非日常的なことを入れるな

ど工夫します。あるいは、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、テー

マパークなどに行けば、コメントは出やす くなるので、そういう機会にはコメントに使えるカー

ドを用意しておいて行 くといいでしょう。

9。 PECS°の発展形  IPad PECS°

近年の ICT機器の進化 に対応 して、

PECSOの iPad用のアプリ「PECS IV+① 」

が開発されました。他にも似たようなアプ

リはあります、そのようなものを使 うとき

に、PECS① では、「まず、アナログの通常

の PECSO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」と言つています。

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。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PECSOと 、iPad用 のデジタル PECSO、 手段を2つ使えるようになるわけです。いつ、

どこで、どれを使うかについての選択権は、本人のものです。

その PECS③用アプリ「PECS IV+③ 」は、驚かれるかもしれませんが、実は 1万 円もする

のです (毎年自閉症月間の4月 とAAC月 間の10月 には半額近くにまで値下がりします)。 値

段は高いのですが、ものすごく高性能です。まず、すでに1,000枚以上のカー ドが入つている

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。さらに、新しい絵カー

ドはすごく簡単に作ることができます。最近では、自分で絵カー ドを作成する自開スペクトラ

ムの人が増えてきました。

アプリのブック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枚登載できます。それを超えるカー ドは、 2冊 目のブックを作つ

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。 1台 の iPadの 中にブックは何冊も作れますが、重さは

iPadだ けの重さですみます。

10。 9つの重要なコミュニケーション・スキル

PECS・では、欲 しいモノや活動の要求 とコメン トだけを教えるのではありません。他にも

重要なコミュニケーション・スキルがあり、合わせて 9つが特に重要とされます。

表出スキルとしては、 1)強化子 (欲 しいモノ)の要求。これはフェイズ 1か ら5ま でで教

えます。次に、2)手助けの要求と、 3)休憩の要求です。さらに4)拒否と、 5)肯定も教

えます。理解スキルでは、 6)強化子の遅延と消失に応じるスキルです。欲しいモノを手に入

れるには待たなければならないことの理解と、要求したモ ノが今は手に入らないことの理解で
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す。そして、 7)絵カー ドによる指示の理

解、8)活動の切り替えの理解、9)絵カー

ドを並べたスケジュールの理解です。

PECS° は、要求やコメン トだけを教え

るのではありません。このように表出スキ

ルだけでなく理解スキルも教えます。そし

て、この 9つのスキルがなぜ重要かと言 う

と、これら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 くなるからです。

たとえば、自傷や他害行為などです。そう

いう行動障害に発展しやすいので、この 9つ をしっかり教えることがとても重要なのです。

11.PECS°のすぐれた点

PECS・の優れた点は、まず自発的な表出コミュニケーションを最初から教えることです .

プロンブトをできるだけ早 くやめるので、プロンプト依存になりません。カー ドを手渡すので、

相手を意識 し、対人接近が確実にできるようになります。毎レ1要求が伝わ リコミュニケーショ

ンが成立するので、信頼関係が築きやすいといつた利点があります。

12.おわりに

PECSC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。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ばれます。Zoomを使ったオンラインのワー

クショップも増えましたcワ ークショップの日程と開催地については、 ビラミッド教育コンサ

ルタントオブジャパンのホームページ*1を ご覧ください。 (http://PECSO― iapan.com/)

PECSOに 関して、日本語で読める本は、

アンディ・ボンディ著『自開症児と絵カー

ドでコミュニケーションPECSOと AAC』

(第 2版、二瓶社)で す。さらに、PECSO

に関する資料をいくつか、私のホームペー

ジ*2に 上げていますのでご覧下 さい。

(https://kado2006.sakura.ne.jp/)

自閉症の人に、どのコミュニケーション

手段を使うかの選択権を認めないことは、

権利の侵害であり、差別行為であり、虐待

とすら言えます。

1黎肇11111屏鑽事季Fll
2.手助けの要求   7.絵 カード指示に応じる

||1体 ||||1幸||||||■ |||||IFE51の 1移行■ヽ 141
4。 拒否 (いいえ)  9.ス ケジュールに応じる

|||||=|`|||||||||||||||||||||||||
(PECSト レーニ ング・マ ニ ュアル p.243-27:を 一 部 業 変 )

*1 ホームページ 「ピラミッド教育

コンサルタントオブジャパン」

ホームページ 「精神科医

門具一郎の落書帳」

*2

熙

鰺輯姜場で
磯菫ュ量ケ簗シ鶴ン
参鐵撃ぶこ晨典拿


