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Summary
自閉スペクトラム症児への早期介入の効果が近年報告

されているが，専門家による介入を受けられる子どもの
数には限りがあり，コミュニティ全体を包括的に支援す
ることは難しい．この点，早期介入法の1つである
JASPER （Joint Attention, Symbolic Play, 
Engagement, and Regulation）は，特にコミュニティ
ベースで，また，非専門家である教師等が行える方法と
して，注目に値する．JASPERは，乳幼児から小学校低
学年までの比較的広い対象に連続的に使用できる．プリ
スクール等の実際に対人コミュニケーションを必要とす
る生活の場で教師等が実施することにより，心理士がセ
ラピールームで行うのと同じくらいの言語や社会性の発
達がみられたと報告されている．教師が実施できる検査
SPACE（Short Play And Communication Evalua-
tion）も開発され，子どもの遊びの水準，共同注意，要
求行動を簡便に評価すると同時に目標を立てられる．本
論では，自閉スペクトラム症の早期支援の概観と，
JASPERやSPACEの方略やコミュニティにおける実
践について述べる．

キーワード：自閉スペクトラム症，早期支援，JAS-
PER, コミュニティ，遊び

はじめに

自閉スペクトラム症（Autism Spectrum Disorder; 
以下ASD）だけでなく，発達障害全体やその家族支
援を考えた時，発達障害に詳しい心理士や児童精神
科医による早期介入には限界があると考えられる．

発達障害の診断がある子どもも増えているが，その
可能性のある子ども，いわゆるグレーゾーンと言わ
れる子どもたちも非常に多い．それに比して，発達
障害の専門家はさほど多くはない．したがって，い
くら良い早期介入がされたとしても，多くの発達障
害児はその恩恵に預かることはできない．こうした
現状が日本だけでなく欧米にもあるが，特に，日本
ではその傾向が強い．都市部の恵まれた環境や著名
な支援者のいる地域では，有益な早期介入が受けら
れても，全国レベルでみると，質も量も不足してい
ると言わざるをえない．
一方，近年，ASDの対人コミュニケーションの障

害に対して，早期介入の効果が報告されている
（Dawsonら，2010, Kasariら，2010, など）．した
がって，早期発見・早期介入の重要性が広く認識さ
れるようになり，また，診断がつく前から何らかの介
入をすることが望ましいと考えられるようになって
いる．先ほど述べたグレーゾーンの子どもたちも対
象とした介入が望まれているのである．こうした早
期介入に関して，米国では，DTT（Discrete Trial 
Teaching: 個別試行支援法），PRT（Pivotal Response 
Treatment: 機軸反応訓練法）やESDM（Early Start 
Denver Model: アーリースタートデンバーモデル）
の効果が報告されている．最近では，構造化で有名
な TEACCH部がFITT （Family Implemented 
TEACCH for Toddlers）プログラムという子どもの
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適応行動への支援を強調したコミュニティベースの
プログラムを開発している（Turner-Brownら，
2019）．イギリスでは，PACT（Parent-mediated 
social communication therapy）プログラムという，
母親を介した早期介入の効果が報告されている
（Picklesら，2016）．こうした効果が示された早期
介入の方法の1つにJASPERがある．

PACT, JASPER, FITTは，あ る 意 味，DTTや
PRT, ESDMの後で誕生したものであり，以前のプ
ログラムではあまり焦点化されなかったコミュニ
ティベースであることも特徴の1つとなっていると
言えるだろう．もちろん，DTTやESDMにも，学
んだスキルを日常生活に汎化させるということはプ
ログラムの中に入っているが，後発の早期介入で
は，それがより強調されている．なぜ，汎化なのか
というと，そもそもASDの特性として，汎化の困難
が挙げられるからである．ASDの場合，あるところ
で学んだ内容を別の場所や場面で柔軟に応用するこ
とが難しい．この特性は幼児から成人に至るまで一
貫しており，特にASD幼児の場合，こうした傾向が
強い．したがって，ASD幼児が療育センターなどの
専門機関で学んだことを，日常の保育園や幼稚園で
汎化し行動に移すことは非常に難しいといえる．
こうした汎化の問題に対応し，特にコミュニティ
ベースで，また，非専門家である教師等が行える早
期介入として，JASPERプログラムは注目に値す
る．他のプログラムは，汎化といってもあくまでも
心理士が療育的介入を行い，その後，日常生活で学
んだスキルを汎化するというものが多い．また，
PACTやFITTでは，非専門家が介入を実施すると
いっても，その非専門家は親であり，親に子供への
関わり方を教え実践してもらうことが中心なのに比
べ，JASPERは，そもそもの介入を非専門家である
教師が行うという点で，画期的な方法といえる．

JASPERは，乳幼児から小学校低学年まで比較的
広い対象に連続的に使用でき，保育園・幼稚園や小
学校という，実際に対人コミュニケーションを必要
とする生活の場で，教師が実施することにより，心
理士がセラピールームで行うのと同じくらいの言語

発達や社会性の発達がみられたと報告されている
（Shire ら，2017）．実際，筆者も，Kasari教授の案
内で，地域の公立プリスクール（プリスクールとは，
アメリカの幼児教育機関で2～3歳から5歳までの
子どもが通っている．その後，1年制のキンダー
ガーデン，そして小学校へ進級する）で，JASPER
プログラムを実施しているところを見学した．そこ
での様子は，コミュニティでの研究的実践と実装の
ところで紹介したい．

JASPERの概要

JASPER（ジャスパー）は，Joint Attention（共
同注意），Symbolic Play（象徴遊び），Engagement
（関わり合い），and Regulation（感情調整）の頭文字
をとったもので，カルフォルニア大学ロサンゼルス
校のConnie Kasari教授らがASD幼児への介入法と
して開発および体系化したものである．Naturalistic 
developmental behavioral intervention（NDBI: 自
然な発達的行動介入）といわれる方法で，子どもに
とって自然な文脈の中で発達支援を行っていく．セ
ラピーは遊びの形態で行われ，共同注意，象徴遊び，
相互的な関わりと感情調整に焦点をあてることで，
ASDの中核的障害である，対人コミュニケーショ
ンの障害の改善をめざすものである．子どもの共同
注意，要求行動，遊びのレベルを見立て，子どもの
目標とするスキルに焦点をあてて介入を行う．対象
は，1歳台から小学生くらいまでであり，比較的広
い年齢層に適応できる．具体的には，関わりをもち
やすい遊びの場を設定し，共同注意や要求行動を促
進し，その多様性を増やすと同時に，相互的な関わ
りの中で自発的に他者と関わっていけるように，ま
たその関わりを維持できるように支援する．さら
に，遊びのスキルも向上させていき，ASDにおいて
苦手とされる象徴遊びを育てていく．
また，JASPERでは，ASDへの既存の検査と同時

に，行動改善を調べるための独自のアセスメントが開
発されている．まず，既存の検査であるが，子どもの
ASD特性や発達水準等を調べるために，ADS診断の
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ゴールドスタンダードであるAutism Diagnostic 
Observation Schedule－Second Edition（自閉症診断
観察検査第2版，以下ADOS-2）やMullen早期学習
検査が子ども本人に実施され，Vineland-II適応行動
尺度，Autism Diagnostic Interview－Revised（自閉
症診断面接検査－改訂版）が保護者に対して実施され
る．また，行動の変化をとらえるために，介入前後で，
ESCS （Early Social Communication Scales: 8～
30ヶ月の子どもの非言語的なコミュニケーションス
キルをアセスメントする検査），SPA （Structured 
Play Assessment: 子どもの遊びの水準をアセスメン
トする検査）を行う．コミュニティでの実施のために，
独自に開発したものとしては，教師が実施しやすい簡
便な検査 SPACE （Short Play and Communication 
Evaluation: 子どもの遊びの水準と共同注意のタイ
プやスキルをアセスメントする）がある（Shireら，
2018）．SPACEについては，コミュニティベースの
ところで後述する．
また，JASPERに関する介入効果の研究として

は，発語がほとんどない自閉スペクトラム症児に対
するJASPERの効果を検討したパイロット研究が
ある．その研究では，発語の伸びが報告され（Good 
ら，2013），その後，ランダムイロ比較試験によっ
て，その効果が確認された（Kasariら，2014）．ま
た，保護者による10週間のJASPER介入と心理教
育的介入を比較した結果，JASPER群の方が，高次
の遊びが獲得され，集団適応に改善が見られた．さ
らに，半年後のフォローアップ調査においてもその
効果が持続していた（Kasariら，2015）．前述した
ように，プリスクールで教師によるJASPER実施
の効果検証論文もでている（Shireら，2017）．研究
の方法としては，ランダム化比較試験という，評価
のバイアスを避け客観的に治療効果を評価すること
を目的とした方法がとられ，エビデンスの質の高い
研究となっている．こうした精緻なアセスメントと
効果検証によって，エビデンス・ベースト・プラク
ティスを実現している．

JASPERの実施法とその方略

JASPERは，子ども1名と心理士などのセラピス
ト1名のマンツーマンで行う．子どもが1～2歳台で
母親教育を目的とするときは，母親がセッションに
入ることもあるが，ほとんどはマジックミラー越し
に見ていることが多い．また，ある程度，共同注意
や要求行動，象徴遊びが伸びてくると，2名の子ど
もに対してセラピストが1名ついて行うJASPEER
（ジャスピア）が行われる場合もある．1回のセッ
ションは約40分である．実施回数は，臨床で実施す
る場合は特に決められていないようであるが，研究
で実施する場合は，研究目的によりデザインが違う
ので，それに合わせて，20～40回程度である．週
2–3回実施する場合が多い．実施する部屋は，6–8
畳程度の大きさで，子どもの遊びの水準に合い，ま
た，興味をひく玩具が10種類程度用意される．子ど
もの遊びの発達は，通常のマイルストーンで考えて
いく．ピースを容器にいれる，型はめパズルをはめ
るといった単純な遊びから，人形が主体となってセ
リフを喋ったり何かを別のものに見立てたりする象
徴的遊びへと連なる遊びのどの水準に子どもがある
のかを，介入前のアセスメントで把握する．セッ
ション中も遊びの水準の変化を意識しつつ介入が行
われる．Kasari研究室の玩具は市販のもので，
JASPERセッションに適したものが多数用意され
ている．
次に，介入中に行われるJASPERの具体的な方

略を考えてみると，以下の6点にまとめられる．
1．環境設定：JASPERを実施する場所について，
慎重に環境設定を行う．遊びの空間を構造化する
（遊ぶ場所がよくわかるように，敷物を敷く，椅子と
テーブルをおくなど，おもちゃをすぐ取れる位置
と，少し離れた位置におくなど）．また，セラピー中
は，常に子どもへの刺激の大きさを考えながら，お
もちゃを片付けたり提示したりする．同時に，事前
に調べている子どもの遊びの水準から，子どもの水
準にあった玩具，遊びの水準を上げるための能力よ
りも上の玩具と，感情調整などに用いる能力よりも

総説
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少し下の水準の玩具も用意する．

2．模倣とモデリング：子どもの自発性を尊重する
ため，子どもがなにか適切な遊びをすると，大人は
すぐにそれに反応して同じ遊びを繰り返す．子ども
が遊びを自発的に始められない場合は，大人がモデ
ルを示し，子どもがモデルを取り込んで遊べば，大
人はすぐに子どもの模倣をする．こうして子どもの
自発性を大切にしつつ，相互的なやりとりを作って
いく．

3．プレイ・ルーティン：単純な遊びの水準から象
徴的遊びまでを含む遊びのパターン（ルーティン）
を作る．例えば，ピースにわかれるケーキのおも
ちゃを用意し，①ケーキのピースを組み合わせると
いう初歩的な遊び⇒②ケーキにトッピングをすると
いう機能的な遊び⇒③できたケーキを子ども自身が
食べるという前象徴遊び⇒④人形が食べるという象
徴遊びで，ケーキ遊びのルーティンができあがる
（図1参照）．象徴遊びをすることが苦手な子は多い
が，こうしたルーティンを増やし，組み合わせるこ
とで，できる遊びを増やし，その多様性を増やして
いく．ベースステップと呼ばれる基本段階の単純な
組み合わせ遊びから始めて，象徴遊びへとステップ
アップしていく．遊びの水準を上げるなかで，何ら
かのつまずきが生じると，基本段階に戻ることで同
じ遊びを繰り返す．こうして子どもとの関わりを増
やしながら，同じ言葉かけをする機会も増やしてコ
ミュニケーション能力の促進も行なえるようになっ

ている．

4．対人コミュニケーションの促進：子どものコ
ミュニケーションを，単語から長い発話へと指導し
ていく，また，指さしなどのジェスチャーについて
も指導する（図3参照）．発話やジェスチャーが機能
的であることも大切にし，自然な文脈の中で教えて
いく．そのために，セラピストは，子どものコミュ
ニケーションへの反応性を高め，モデルを示し，発
話のある子どもに対しては，話題を拡大する．具体
的な方法としては，①子どもの話している長さに1
単語増やした文で話す（例えば，単語で話す子ども
には2語文で話しかける，2語文で話す子どもには3
語文で話しかける），②具体物と単語をしっかり結
び付けて教える，③子どもの発声の真似をするので
はなく，子どもが発声した時に，それを正しい言葉
でフィードバックする（例えば，子どもが「あけて」
の意味で，「あ」といえば，「あけて」ときちんとし
た言葉で返していく），④コミュニケーションの
ペースだが，子どもが自発的に話せるように適切に
間をとる，⑤大人から「できる？」「好き？」といっ

図1　ケーキ遊びのルーティンの形成

図2　単純遊びの基本段階から象徴遊びまでのステップ

図3　コミュニケーションの基本姿勢
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た質問はせず，子どもからのコミュニケーションに
答えたり，真似をすることに徹する．こうした指導
法をとるため，セッション全体の子どもへの声かけ
は多くはない．子どもが行動について，それを言語
化したり，ほめたりすることはない．ただ，大人側
が行動している時は行動を言語化する．例えば，パ
ズルで，「入れるよ」と言いながらピースをいれるの
である．

5．遊びの拡大：遊びの新しいステップをすでにあ
るルーティンにつけていく．具体的には，現在の遊
びの水準と，遊びの次の段階の水準をいれていく
が，両方がとても重要である．拡大のタイミングは，
遊びのルーティンが確立した時や子どもが1つの
ルーティンに飽きてきた時である．遊びのルーティ
ンどうしを結合し，より複雑なルーティンを作る．

6．共同注意や要求行動を引き出す：子どものコ
ミュニケーションに言語，ジェスチャー，表情など，
いろいろな方法で応えていく．応え方は以下の通
り，①自発の共同注意行動が出た場合の対応は，例
えば，指さしをすれば指したものをみると同時に共
同注意行動を模倣して，指さしをするなど，②自発
の共同注意がない場合，モデルを示す（指さしや見
せる行動をして興味のありそうなおもちゃを示した
り，意識して機会を作っていく），③子どもから，共
同注意がでるように期待しながら「間をとり待つ」，
④要求行動の形成には選択場面を設定し，指差しや
手を伸ばす行動を促進する（子どもの手をとって指
さしをさせる，手渡すなどのジェスチャープロンプ
トを行う）．

以上を組み合わせて，「関わり（engagement）」「コ
ミュニケーション」「遊び」の水準を引き上げて，こ
れらを融合していくことで，ASDの中核症状の改
善が促進される．
最後のRegulationは感情調整という意味である．

ASD児は，感情調整が難しく，セッション中にパ
ニックになったり，自己刺激的な行動をしたり，楽

しいわけでもないのに笑ったりすることもある．こ
うした時には，以下のような方法で，子どもの感情
調整を行う．
① 環境の評価：おもちゃが多すぎたり近すぎたりす
る，つまり刺激が多すぎて，子どもが混乱してい
ないかどうかを考え，環境を調整する
② 選択を与える：おもちゃや遊びを選択すること
で，意識を遊びへ戻す．
③ 遊びのモデル：セラピストが遊びのモデルを見せ
ることで，意識を遊びに戻す．
④ 今までの方法がうまくいかなかったが場合，対人
的な調整：手遊び，だっこして回るなどの対人的
遊びを使って落ち着かせる．

コミュニティーにおける実践的研究と実装

前述したように，JASPERが開発のかなり早いう
ちから，非専門家である教師による実施や親による
実施の効果を検証していることを述べたが，特に教
師によるコミュニティでの実践を紹介したい．私が
見学したプリスクールはロサンゼルス郊外にあり，
比較的裕福な地域にあったが，あくまでも公立であ
る．アメリカでは，プリスクールでも特別支援学級
があり，そこは構造化された空間で，子ども一人ひ
とりに合わせた個別のスケジュールがあって，その
中に JASPERが組み込まれていた．教室内は，
JASPERをするエリア以外に，お集まりをするよう
な小集団活動のエリア，自立課題（TEACCHプログ
ラムの中で体系化された方法で，子どもが一人で今
まで習得した課題を何種類かワークシステムに従っ
て行う活動）をするエリア，読書などの静かな活動
をするエリア，感覚遊びなどをするエリア，に分け
られていて，10名の子どもが，各自のスケジュール
に沿って，それぞれのエリアで活動を行う．実際は，
年長の子どもは交流クラスに行っており，数名の子
どもが教師3名と活動を行なっていた．このプリス
クールでは，そもそもは研究実践に協力する形で
JASPERを取り入れたが，研究が終わった後もプリ
スクールの早期介入の方法として存続している．ロ
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コミュニティーでの支援を実現する JASPERプログラム

サンゼルス全体としての実装ではないが，コミュニ
ティベストプラクティスと考えられる．
こうしたプリスクールでの介入を行うためのアセ
スメントとして，プリスクールの教師が実施できる
ように開発されたのが，SPACEである．決められ
た検査道具（玩具）を使い，一定の手順に沿って，
子どもの遊びの水準，共同注意，要求行動を評価す
る．実施時間は15分から20分程度である．遊びの
水準はJASPERプログラムの基本となるものだが，
それを短時間で評価できるようになっている．

SPACEの実施法であるが，以下の6つの課題を
子どもの興味に合わせて，ランダムに行う．つまり，
どの課題から始めてもよいし，順番も特には決まっ
ていない．SPACE実施中には，要求行動をみるた
めに玩具は子どもの手の届かないところにおき，指
さしなどで要求するかを評価する．6つの課題とは，

「シャボン玉や風船遊びを通して手渡すという要求
行動や三点注視・指さしなどの自発的共同注意行動
を見る課題」「ボールをテーブルの真ん中におき，子
どもが共有のために，それを検査者に転がしてくる
かを見る課題」「子どもの右・左・後ろを指さし，そ
れを見るかどうかという受容的共同注意の課題」
「ねじまき式のおもちゃを動かして見せて，子ども
がおもちゃを取ろうとして手を伸ばすという要求行
動をするかどうか，視線をねじまきおもちゃと検査
者に向ける共同注意行動をするかどうかを主に調べ
る課題」「遊びセット1：型はめパズル，トラック，
箱にはいった積み木などがセットされていて，子ど
もがどのような水準の遊びをするかを主に調べる課
題」「遊びセット2：20枚ほどのクッキーのおも
ちゃ，ミニチュアの人形や家畜，家，家具，ティー
カップや皿がセットされていて，それで子どもがど

表1　遊びの水準を調べる項目
遊びの水準 SPACEで見られる例

単純遊び ものを取り出す・取り外す，ものを並べる，車を前後に動かす，など

1対1対応の組み合わせ遊び 型はめパズル，玩具のクッキーをオーブントレーの印のついたところに置く，など

組み合わせ遊び トラックの荷台に積み木を入れる，積み木を積む，フォークを皿にセットする，クッ
キーを皿にのせる　など

前象徴遊び 玩具のクッキーを食べるふりをする，人形に食べさせるふりをする，など

象徴遊び 人形が生きているかのように歩いたり話したりする，積み木を食べのものに見立てて
食べるふりをする，など

表2　共同注意を調べる項目
種類 内容

指さし追従 検査者の指さしに反応して指さした方向を見るか
共有のために見る 玩具と検査者を交互に見る，三点注視ができるか
共有のための指さし 興味のあるものを指さして検査者に示すか
共有のために見せる 興味のあるものを検査者に差し出して見せるか
共有のために渡す 興味のあるものを検査者に渡すか

表3　要求行動を調べる項目
種類 内容

要求のために手を伸ばす ねじまき玩具など，欲しい物に手を伸ばすか
要求のための指さし 欲しい玩具などを指さすか
要求のために渡す 蓋を開けるなど，して欲しいことがある玩具を渡すか



34 子どものこころと脳の発達　Vol.11　No.1　2020

のような水準の遊びをするかを主に調べる課題」で
ある．SPACEの中で評価される，遊びの水準，共
同注意，要求行動の内容を表1–3にまとめた．それ
ぞれの項目について，全くない，1–2回見られる，
3回以上見られるといった基準で評価していく．

SPACEは，ADOS-2のように緻密に子どもの行
動を評価できるわけではないが，簡便で，非専門家
でも実施できるところが大きなメリットである．こ
のSPACEを日本の保育士に実施してもらったとこ
ろ，子どもの遊びの水準や共同注意・要求行動をど
う評価すればよいのかがわかり，検査以外の日常場
面でも，SPACEの尺度で子どもを見ることで，子
どもの得意なこと，苦手なところが評価できるよう
になったというポジティブな意見が聞かれた．

まとめ

JASPERの概要，具体的な実施方法，また，コ
ミュニティでの実践について述べてきたが，
JASPERは，遊びという子どもの活動の自然な場面
を通して，ASDの中核症状へのアプローチを行う
方法である．また，大きな特徴として，コミュニテ
イの中で，非専門家が実施することも可能であるこ
とが挙げられる．この特徴は，現在，我が国にいる
多くのASDやその傾向のある幼児への早期介入に
おいて，大きな力を発揮すると考えられる．簡便な
評価ツールであるSPACEとともに，日本での普及
が期待される．
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