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Abstract

The purpose of this paper was to examine the methodology of observation-based

developmental assessment for children embedded in their daily life context.

Observation would be most powerful tool to assessing children’s ecology.

Consulting children with developmental problems in day nurseries, kindergartens,

schools and so on, we would focus the view point of assessment on not only

individual abilities measured mainly by standardized tests, but also the “goodness

of fitness” for their ecological environment. I called the former “individual-based

assessment”, the latter “fitness-based assessment”. In this paper, I argued that the

method of fitness-based assessment could be actualized by evaluating children’s

emotion regulation and the states of participation.

1．はじめに

近年の発達支援においては，インクルージョンや特別支援教育の導入など時代的・制度的な

影響もあり，子どもたちが日々生活するフィールド（現場）を軸とした支援の方法論の構築が

ますます求められている。中でも，保育園や幼稚園等への巡回相談／コンサルテーションは，

フィールドでの発達支援の最も典型的かつ有効な手法と考えられ，これまで多くの先駆的な実

践家によって行われてきた（東京発達相談研究会・浜谷,2002等）。このような流れを受け，筆

者が所属する日本発達心理学会発達障害分科会では，2004年度のサマー・ワークショップのテ

ーマを「巡回相談・コンサルテーションにおける行動観察システムモデル作成の試み：集団に

おける“個”の発達アセスメントの方法論をめぐって」とし（企画責任：川田学・小野里美帆），

特にフィールド支援における行動観察をもとにしたアセスメントについて議論が行われた

（2004年8月28-30日，箱根「強羅静雲荘」に於いて）。この分野の企画は今後ますます活発に
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なると予想され，実践的・理論的な整理をすすめていく必要があるだろう。

フィールド支援においては，標準化された検査による発達アセスメントだけでなく，その子

どもが生きる具体的な文脈（クラスでの設定場面，自由遊び場面，給食場面等）における行動

観察が極めて重要な情報源となる。また，集団の中の子ども個人の発達をアセスメントするだ

けでなく，当該児を含めたクラス集団や仲間関係，保育士との関係，そして子どもたちの生活

を支える物理的環境など，よりマクロな視野からのアセスメントも必要になってくる（本

郷,2002；藤崎,2002）。しかしながら，行動観察によるアセスメントの視点やその方法論につい

ては，これまで十分議論されてきたとはいいがたい。発達臨床に関わるテキストを紐解いても，

行動観察の視点については，鑑別診断に関わる部分に集中しているのが現状である。しかし，

西本（2002）が「アセスメントは，子ども自身と子どもの環境の相互作用を対象とし，アセス

メントで問うべきことがらは『人と環境がうまく合っているか（適合）』という点です」（p.38）

と述べているように，実際のフィールド支援の中では，医学的診断のための行動観察というよ

りも，むしろその子どもと環境がどのような「適合 fitness」状態にあるのか，あるいはどのよ

うな「調整不全dysregulation」（須田,1999,2000）を起こしているのかについて，子どもと生活

文脈を込みでアセスメントすることが重要だと思われる。

ここで，鑑別診断に関わるアセスメントを「個体次元のアセスメント」（individual-based

assessment）と呼ぶとすると，生活文脈を込みにしたアセスメントは「適合次元のアセスメン

ト」（fitness-based assessment）と呼ぶことができるかもしれない。適合次元のアセスメント

では，その子どもの持っているちからがどのような相手や文脈においては有効に機能し，どの

ような相手や文脈ではうまく発揮されないか（調整不全を起こしているか）といった側面をみ

ていくことが重要になるだろう。フィールド支援においては，この適合次元のアセスメントを

行うことによって，はじめてその子ども固有の発達のありようや「障害」のありようが見えて

くるだろうし，また子どもの生活を豊かにする現実に即した助言につなげることができるので

はないだろうか。そこで，本稿では，生態学的妥当性やフィールドの性質を重視する近年の発

達心理学等の知見を援用しながら，フィールド支援における行動観察の方法論を検討したい。

2.「フィールド」での学習・発達とアセスメントの視点

ここでは，「フィールド」という場の特性について検討し，そこからいわゆるリソースルー

ム等の取り出し式の支援（子どもをフィールドから独立させ，個別，あるいは任意の小集団に

おいて指導・援助をすすめるアプローチ）におけるアセスメントとどのような観点の違いをも

たなければならないかについて考察する。

やまだ（2002）によると，フィールド科学は実験科学と同様に経験的・実証的方法をとるが，

実験科学が状況の要素化と対象の人為的操作を通して真実に迫ろうとするのに対して，フィー
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ルド科学は「複雑でからまった関係性をもつ要素化が困難な場，人為的に操作しにくい個性的

対象にアプローチしようとする」（p.44）ところに特徴がある。実験科学的な方法論をベース

にした従来の取り出し式の個別指導では，当該児の個体能力に焦点を当てて，個別プログラム

に沿った支援が行われる。しかし，いわゆる般化の問題など，リソースルームの外に出たとき

の適応上の困難が指摘されてきた。このような背景から，取り出し式の支援の典型といえる応

用行動分析でも，近年文脈が重視されるようになっている（Bijou&Ribes,1996/2001）。具体的

には，生態学的指導法（ecological approach）や機能的指導法（functional approach）など，日

常生活の中の自然で適切な機会をそのつど利用する手法1）（Kaiser, Alpert & Warren,1987）や，

問題行動の機能アセスメント（佐竹,2001,2002）などが試みられている。ただし，応用行動分

析では，文脈もまた操作可能な要因と考えられている点で，そもそもフィールドを要素化が困

難な統合的場，人為的操作がしにくい固有の文脈であると考えるフィールド科学とは視点が異

なるといえよう。

では，フィールド科学の観点に立つとき，子どもと周囲の環境との関係はどのような枠組み

で記述されるべきであろうか。先の機能アセスメントに基づく援助では，問題行動の生起にか

かわる先行条件と維持に関わる結果事態といった変数を発見し，それらの変数を操作すること

によって問題行動を減らし，適切行動の学習を促していく（佐竹,2002）。これは子どもの行動

の生起文脈を的確に捉え，しかも文脈を操作可能なレベルに区分することによって，効果の分

かりやすい支援法となっている。この支援法の強力な武器は，区分された文脈が操作可能なも

のとして一般化されることであり，それによって支援者にとって介入すべき視点とルールが明

確化され，また客観的な指標に基づくアセスメントが可能になるという点である。しかし，フ

ィールドの特徴を鑑みたとき，子どもの学習の性質にはより根本的な特徴があるように思われ

る。それは子どもが文脈（context）の中の特定の「行動」を学習するだけでなく，「文脈それ

自体」を学習しているという事実である。

個別の訓練ではあまり生活習慣やスキルの向上がみられなかった障害児が，保育園や幼稚園

での数ヶ月の経験の中で大きく変化したというケースは少なくない。例えば，偏食の激しかっ

た自閉症の子どもが，専門的な食事訓練を受けても，また保育士のマンツーマンの関わりによ

っても食べなかった食材を，給食の班の中で“自発的に”食べるようになったり，目の前の他

児が「○○君，はい！」と差し出すと抵抗なく“自然に”食べるということがある（渡

部,2001）。渡部はこうした子どもの学習について，大人の意図的・指導的な関わりではなく，

子ども集団という共同体の中の「楽しい」という気持ちが，障害児の学習を支えていることを

指摘している。こうした学習の成立状況の違いこそ，子どもが学習の文脈を区別（＝分節化）

していることを示している。すなわち，ある行動を学習させようとする大人の意図がベースと

なった文脈と，子ども同士の「一緒にやりたい」「同じようにやりたい」「楽しい」という気持

ちがベースとなった文脈の分節化が生じているのである。
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このような学習は，Bateson（1972/2000）の学習理論における「学習Ⅱ」に当たるものだろ

う。Batesonは生物の学習を階層的に捉えたことで知られる。「学習Ⅰ」は「刺激に対する反応

が一つに定まる，その定まり方の変化」と定義され（斉藤,1998），パブロフ型条件づけやオペ

ラント条件づけなどの実験室的な学習が典型例である。学習Ⅱは，学習Ⅰをメタレベルで理解

することであり，「『学習Ⅰのコンテクスト』についての学習」（斉藤,前掲）を意味する。この

“意図せざるものの学習”によって，子どもは文脈に固有の振るまい方を身につけるようにな

っていくものと思われる。

さて，このようなフィールドにおける学習のしくみは，そのままフィールドにおける子ども

の振るまいの多様性をもたらすこととなる。子どもは，保育園や幼稚園，学校の中の文脈をい

くつにも分節化し，それぞれの文脈ごとに多様な行動の現われを見せるだろう。これにより，

フィールドには当該児を軸にした，それぞれ質の違う社会的関係の広がりができていくものと

思われる。そこには，一般化の困難な固有の関係性や文脈があり，子どもは環境の中の様々な

構成要素（人的，物的な）と重みの違うネットワークを作っている。これこそが，我々の日常

生活構造の最大の特徴であり，フィールドにおいて学習や発達を捉える際に最も重要な視点で

はないだろうか。

例えば，Aという攻撃行動が問題になっている子どもがいたとする。保育士の主訴からはA

がただ乱暴な子どものように記述されていたとする。しかし，まずここで考えなければならな

いのは，Aの攻撃性が無方向的なものかどうかであろう。もしかすると，Aの攻撃性は特定の

他児B，C，Dとの関係において顕著に生起しているかもしれない。一方で，中には比較的友

好な関係を維持しているE，Fがいるかもしれない。ひょっとするとAが養護的な行動をした

くなる年下のGがいるかもしれない。あるいは，同じ空間で生活しているにもかかわらず，A

とポジティブ／ネガティブいずれの関係ももたない中立的な子どもが一番多いかもしれない。

この中立的な子どもがAの攻撃行動の「観客」となって，Aの注目要求を満たし，攻撃行動を

強化している場合もあろう。また，Aの行動に手を焼いている保育士が，実はAにちょっかい

を出すことの多いCやDに注意が向きにくく，結果的にAへのネガティブ・フィードバックが

多くなるという悪循環があるかもしれない。一人の子どもの行動傾向は，こうした様々な文脈

から構成される固有の関係システムの上に展開されている可能性がある。このことは，中高生

の問題行動の継続過程を分析した加藤（2001）及び加藤・大久保（2003）の研究や，保育園に

おけるADHD傾向の子どもを対象にした本郷（2003）のコンサルテーション事例からも示唆さ

れよう。

ところで，須田（1999）が指摘するように，子どもは調整希求的な自律的システムであり，

自らと環境がちょうどよく適合するように行動や情緒を創出していると考えられる。ふつうの

健常発達の範囲内では，子どもと環境は互いに調整し合いながら，当該の社会・文化で許容可

能な機能的関係を生み出しているが，子どもに何らかの障害がある場合や環境の不具合がある
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場合，子どもと環境のシステム（ここでは「フィールド」における各構成要素のネットワーク

としてとらえる）は調整不全（dysregulation）を起こし，当該の社会・文化では許容できない

かたちの行動として子どもに現れる。しかし，この場合でもシステムが異常な作動をしたとい

うのではなく，与えられた条件の中で自己システムの崩壊を防ぐべく，子どもなりに調整を働

かせた結果，より上位のシステム（仲間関係，園，より大きな社会・文化システム等）との間

に齟齬をきたしてしまったと考える必要がある。もし，あるシステムのありようを「正常」

「異常」という価値基準で分断してしまうと，両者（安定した状態と齟齬をきたした状態）に

共通する変化のメカニズムを記述できなくなってしまう。調整不全が起こっていようが，適合

的であろうが，フィールドが「要素に切り分けることが困難な，複雑多岐の要因が連関した統

合的場」（やまだ,2002）であることに変わりはなく，システムはあるバランスを保とうとする

のである。もちろん，発達障害の場合子どもの生物学的な障害は無視できないが，行動の現わ

れ方や意味づけられ方は，その子どもが置かれた固有の関係システムに規定されるという点が，

フィールド支援におけるアセスメントの重要なポイントであると思われる。

以上を踏まえると，フィールド支援においてより重要なアセスメント法は行動観察を中心と

した適合次元のアセスメントといえるだろう。しかしながら，実は子どもと環境の適合具合を

見るためには，各種発達検査などの標準化検査も重要な位置を占める。適合次元のアセスメン

トは，子どもがどのような相手や文脈において，持てるちからを使えたり使えなかったりする

のか，あるいは不適切な行動をしたりしなかったりするのかについて，当該児を軸にした「適

合の地図」を描くことである。この地図を描く上で重要な情報を提供してくれるのが標準化検

査だと思われる。観察から得られる情報と検査から得られる情報の一致／不一致を分析するこ

とで，当該児が持てるちからを十分に発揮しているのかどうかを知ることができるだろうし，

検査結果から予想される以上の良好なコミュニケーションや課題への取り組みができているの

であれば，当該児の発達水準に合った，あるいは発達の最近接領域（zone of proximal

development；Vygotsky）に働きかけた保育や仲間関係が形成されていることを示唆するだろ

う。そのような意味で，子どもと環境の適合次元に着目したアセスメントと標準化検査による

アセスメントは常に相補的な関係にあるといえる。

3．情動調整の観点からみた適合次元のアセスメント

フィールドでの発達支援において，行動観察が最も有効なアプローチとなるのが情動領域の

アセスメントである（須田,2002）。そして，情動はその基本的な機能が他者を予定したもので

あることから（Wallon,1946／1965），個人と環境の適合の状態をみる恰好の窓になると考えら

れる。情動は，認知能力に比較すると，その機能の表れが相手や文脈に依存する割合が高いと

言われている。同じ子どもであっても，相手や文脈が変化してしまうと，全く様相の異なる情
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動が表出され，異なる仕方で調整がなされる（須田,1995）。よって，フィールドにおいて子ど

もがどのような「適合の地図」を作っているかを知るためには，表出される情動の質の把握だ

けでなく，どのような文脈で，どのような相手に対して特定の情動表出が起こるのかをアセス

メントする必要がある。そのためには，1つの場面だけでなく，複数の場面で子どもを観察し，

場面間の比較を行うことが有効だろう（須田,2002）。

では，社会的文脈における子どもの情動や情動に関連した行動をアセスメントするには，具

体的にどのような方法があるだろうか。一つは，自然的参加観察の手法により，子どもたちと

実際にかかわりながら，適宜メモを取り，当該児のことばや情動表出，行動などを記録してい

く方法があるだろう。これはフィールドワークにおいてエスノグラフィー（民族誌）を作成す

る一連の手法と類似する。もし，支援者が長期にわたって当該児を追跡し，園を支援できる状

況であるならば有効な方法といえるかもしれない。しかし，エスノグラフィカルな手法の意義

は，当該事例への支援というよりは，むしろフィールドで起こっていることをつぶさに記述す

ることによって，当該事例の枠を超えた新しい支援のあり方や今まで気づかれなかった子ども

と環境との関係性などを浮き彫りにすることにあるのではないだろうか。このような試みの先

駆的な仕事として，刑部（1998）の「ちょっと気になる子ども」の集団参加過程に関する研究

や，柴山（2002）の中国人男児の異文化適応に関する研究等があげられよう。

いま一つは，自然観察ではあるが子どもたちとはできる限り相互交渉をもたないように，

少々距離をおいてVTRを使って撮影し，後に詳細な分析をするという手法が考えられる。VTR

にとっておけば，反復再生が可能であるから，ボトムアップ的に必要な行動や情動のカテゴリ

を作り，頻度分析や連鎖分析などをすることができる。このような手法による新しい試みとし

て，本郷（2003）の例が挙げられる。本郷（2003）では，ある保育所に在籍する5歳男児（多

動，他児とのトラブル，感情コントロールの困難等を主訴とする）の計3回にわたるコンサル

テーションの過程が報告されている。支援者は当該児の園における様子をVTR撮影し検討した

結果，「部屋を飛び出す」「クラスの活動から離れて歩き回る」「椅子の上に立ち上がる」など

の＜逸脱行動＞や，当該児から他児・保育士，また他児から当該児への＜否定的行動＞（攻撃，

非難，ものの取り合いなど）のほか，保育士から当該児への＜注意＞（言葉によるもの，動作

によるもの）なども対象とし，頻度分析を試みている。第一回目の観察では，当該児の＜逸脱

行動＞が1時間あたり57.3回であった。同様に，保育士から当該児への注意は言葉によるもの

29.8回，動作によるもの29.8回であり，また他児から当該児への否定的行動は18.4回であった。

支援者は，保育士の＜注意＞が必ずしも当該児の＜逸脱行動＞の減少にはつながっていないこ

とをアセスメントしている。そこから保育士の＜注意＞の多さがむしろ当該児を不安定にして

いる可能性，また保育士の＜注意＞の多さが他児の当該児への否定的評価を増長している可能

性があることを理由に，保育士には＜注意＞を減らすことを提案した。また，当該児と否定的

関係にある子どもの安定や肯定的関係にある子どもの負担の軽減，中立的関係にある子どもと
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のルール遊びを提案するなど，当該児をめぐる社会関係の積極的な変容を促す助言をしている。

その結果，第二回，第三回と観察を進めるごとに，当該児の＜逸脱行動＞が減少し（二回目

55.0回，三回目38.2回），他児との否定的な相互交渉も減少した。

このような組織的な観察をベースにした，しかも当該児を軸とした人的環境のアセスメント

とその再調整を目指した支援は，今のところほとんど報告されていない。しかし，介入の有効

性が客観的に見えにくいコンサルテーションにおいて，一つの有効な手法といえるかもしれな

い。とりわけ，ADHDや高機能広汎性発達障害などの軽度発達障害児や「気になる子ども」，

「グレーゾーンの子ども」といった対象への支援においては，人的・物的環境の適合具合をア

セスメントし，積極的な再調整を促すことが必要かもしれない。なぜなら，彼らは個体として

の基礎的障害（機能・形態障害； impairments）は軽微であるか，ほぼ無いに等しいと考えら

れるにもかかわらず，日常生活を送る社会・文化的文脈において無視できない調整不全を呈し

ているからである。もちろん，コンサルテーションのようなフィールド支援では，実際の子ど

もへの対応をする主体は保育士や教師であることを忘れてはならないだろう。支援者は助言を

することによって，これまでとは違った視点を提供し，保育や教育の力量向上につながること

を目指さなければならない（東京発達相談研究会・浜谷,2002）。したがって，ここで言う積極

的な再調整の主体はあくまで保育者や教師であり，支援者はそのためのアセスメントと情報提

供，助言をするというスタンスが大切だと思われる。

さて，上記の2つの手法は，いずれも比較的手間と時間のかかるものであった。実際の発達

支援では，あまり手間のかかる作業を逐一しているわけにはいかない。よって，フィールドで

おさえるべき最低限必要な情報を予め用意し，短い時間で的確にアセスメントするためのツー

ルの開発も求められよう。ここでは，第三の手法として，子どもの情動表出の質を捉える標準

化された尺度であるMPAC（Minnesota Preschool Affect Checklist；Sroufe, Schork, Motti,

Lawroski＆LaFreniere, 1984）を取り上げ，より効率的に子どもの情動表出や情動に関連した

行動を把握する可能性について検討したい。

MPACは，幼児期（3歳～5歳）の情動と社会的相互作用をアセスメントする尺度で，この

領域では信頼性と妥当性のあるものとして評価されている（Denham, Lydick, Mitchell-

Copeland, &Sawyer, 1996）。この尺度では，日常的な文脈における情動表出の種類と質，行動

の組織化，エネルギーの適切な方向性や使用，情動調整とその不全などの観点から，子どもの

社会情動的発達の様相を捉えようとする。Sroufe et al（1984）によると，この尺度は初期段階

では全55項目からなっていたが，最終的には42項目に削られ，各項目は12の上位カテゴリに

まとめられている。Table1は，須田（2002）を参考に訳出した上位カテゴリ等の一覧である。

この尺度の優れている点は，社会的文脈における具体的な情動や行動の質感をうまく表現して

いる点である。例えば，「ポジティブな情動」は8つの下位項目からなるが，同じポジティブ

な情動をその使われ方によって微細な分類を行っている。まず，ベースラインとして「1.どの
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ような手段であれポジティブな情動を表出する」が用意されている。もし，この段階の反応が

子どもに見られないならば，子どもと環境との適合具合は非常に困難な状況にあるとみられる。

次に，「2.他者との接触を開始したり，関わりを持つためにポジティブな情動を使う」がある。

つまり，場面に関係なく笑ったりしているだけでなく，ある目的や方向性をもって情動を使い，

他者を動かすちからを見ているのである。これは先の項目1とは明らかに質の違う観点であり，

しかも的確に子どもの社会情動的発達のある水準を捉えている。実際の使用では，活動の異な
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上位�カテゴリ� 項目数� 項目�の�例�

ポジティブ�な�情動�（�Positive affect）� 8 「�4.社会的状況�で�ポジティブ�な�情動�を�表出�してい�

るが�，�特定�の�誰�かに�向�けられているわけではない�」�

「�9.達成�したことに�対�して�誇�りを�示�す�」�

ネガティブ�な�情動�（�Negative affect）� 6 「�11.誰�かと�接触�を�始�めるために�，�また�社会的相互�

作用�を�始�めるために�ネガティブ�な�情動�を�用�いる�」�

「�14.顔�の�表情�が�憂�うつように�見�える�」�

不適切情動�（�Inappropriate af fect）� 4 「�19.他者�の�苦痛�に�対�して�喜�ぶ�」「�22.身体的�な�傷�が�

ないのにぐずる�」�

関与�：�生産的�で�，�個人的�エネルギー�の�焦点化�された�使用�

（�Involvement：�productive, focused use of personal energy）�

2 「�24.自立�：�子�どもが�自分自身�のために�組織�してい�

る�活動�に�関与�している�」�

関与�：�非生産的�で�，�個人的�エネルギー�の�非焦点化�された�使用�

（�Involvement：�unproductive, unfocused use of personal 

energy）�

5 「�25.うろつき�：�社会�な�相互作用�や�活動�に�関�わらな�

いか�，�ほとんど�関�わらないで�部屋�の�中�を�動�き�回�る�」�

フラストレーション�，�コンフリクト�，�情動喚起的�な�問題状況�

における�ポジティブ�な�反応�（�Positive reactions  to frustration , 

conflict, and emotionally arousing problem situations ）�

2 「�32.殴�る�，�蹴�る�，�突�く�，�張�り�倒�す�，�物�を�投�げつけ�

る�」「�38.ふくれっ�面�，�すねている�」�

フラストレーション�，�コンフリクト�，�他�の�情動喚起的�な�問題�

状況�におけ�る�衝動統制�の�欠如�および�ネガティブ�な�反応�

4 「�39.問題状況�によって�引�き�起�こされた�感情�を�素�

早�く�言葉�で�表現�し�，�同�じか�新�しい�活動�に�移�る�」�

奇異�な�行動�（�Unusual behavior ）� 1 「�42.マンネリズム�，�ステレオタイプ�（�e.g.口�の�周�

りを�舌�でなめまわす�）」�

社会的孤立�（�Social isolation ）� 1 「�44. 3分以上続�けて�社会的相互作用�がない�」�

敵意�反応�（�Hostility ）� 2 「�45a.いわれのない�，�身体的�な�，�人�に�向�けた�攻撃�」�

主導性�と�集団参入�の�スキル�（�Skills in leading and joining）� 4 「�46a.じょうずな�リーダーシップ�：�他児�が�リーダ�

ー�に�従�い�，�参加�する�活動�において�組織�する�役割�を�

とる�」�

共感�と�向社会的行動�（�Empathy and prosocial behavior）� 3 「�48.共感�：�他者�の�情動表出�に�対�してそれを�気�にし�

たり�，�他�の�共感反応�を�示�す�」�

Table１：MPACの上位カテゴリと下位項目の例�



る3つの場面でそれぞれ5分ずつ観察を行い，各項目について0／1のチェックを行っていく。

保育園のコンサルテーションであれば，自然な参加観察に加え，朝の自由遊び場面の5分，お

あつまりから朝の会につながる5分，給食場面の5分においてMPACによるアセスメント行う

などが考えられる。計15分というわずかな時間コストで，非常に多様な社会情動的側面の発

達をアセスメントすることができ，当該児と環境との適合具合を知るひとつのデータを提供し

てくれるのではないだろうか。

MPACによるアセスメントのプロフィール表記としては，筆者はFigure1のようなものが適

当ではないかと考えている。MPACの魅力は，情動や社会的相互作用という相手や文脈に大き

く依存する側面を，複数の場面でアセスメントできる点にある。よって，同じプロフィール表

に異なる場面での子どもの情動的特徴をプロットできれば，当該児において適合の良い場面と

そうでない場面を一目で把握できる。

例えば，多動傾向の子どもで考えてみる。この子どもは，園庭での自由遊び時には周囲状況

に関係なく走り回り，順番交替等のルールを守れず（理解できず），すぐに暴力を振るうなど

トラブルが多く，頻繁に保育士からの叱責を受けていたとする。このとき，当該児は他児や保

育士との関係性において調整不全を起こしており，環境との適合が悪い状態にあると言え，

Figure1では実線のようなプロフィールを描くだろう。一方，給食の時間には大きな逸脱行動

が目立たず，給食当番をこなしたり，同じ班の子どもを笑わせながら楽しい食事ができたりす

ることがあるかもしれない。この状況では，当該児は自分の持てるちからを発揮して他者と機

能的な社会関係を作れていることが推測されるためFigure1の点線のようなプロフィールが描

けるかもしれない。なお，MPACの上位カテゴリ内の各項目は，必ずしも高低という一次元で

理解すべきものではないため，Figure1のプロフィール表には，具体的にどの項目がチェック

されたのかを併記するノート欄を設ける必要があるだろう。

コンサルテーションを依頼した保育士（保育園）には，当該児のトラブルメーカーとしての

側面がクローズアップされ，同じ子どもの良い面が過小評価されている場合が少なくない。そ

のようなとき，MPACのような手法も使いながら，ある程度客観的に当該児の「適合の地図」

を示すことで，子どもに対する見方を変え，視野を広げることが期待される。そして，状況に

おける子どもの多様な現れを理解することが，保育士自身が子どもに対する声かけを調整した

り（不必要に叱責しない等），褒めるべきところはしっかり評価する根拠を与え，自信をもっ

て子どもに関わることができるのではないだろうか。

ところで，須田（2002）はMPACを使ったフィールドでのアセスメントにおいて，＜先行事

象→MPACによる査定→他者の反応＞というシークエンスを用いた事例を報告している。「ど

のような状況で，どのような情動表出をし，そして誰がどのように反応したか」という一連の

文脈を丸ごとアセスメントすることによって，当該児の不適応状態がどのような文脈で生じや

すいのか，またどのような文脈なら比較的適応的な情動や行動が生起するのかを捉えようとし
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ている。上述の本郷（2003）のように，当該児にとって関係性の異なる他児（否定的，肯定的，

中立的）という視点を併せると，子どもの社会的環境に関する包括的なアセスメントが可能に

なるものと思われる。

4．子どもの「参加」をどう捉えるか

情動調整に焦点化したアセスメントは，いわば微視的な行動観察に基づくアセスメントとい

えるが，同時に考慮しなければならないのは，子ども自身が当該の集団でどのような「参加

participation」を実現しているかという巨視的な次元のアセスメントであろう。「参加」という

観点は，2001年に改訂されたWHOによる国際障害分類（International Classification of

Functioning：ICF）にも取り入れられ，「生活場面 life situationへのかかわり」を意味する（茂

木,2003）。長崎（2002）は，ICFにおける参加概念について，「参加は，子どもの成長を取り巻

く，生態学的な環境である」（p.21）と述べている。また，コンピュータ・メタファーを用い

て，参加を，ソフトとしての子どもに対するOSのようなものと表現している。この比喩によ

ると，子どもというソフトがうまく作動しないのは，実はその基盤となるOSたる環境（＝参

加？）に問題があることによる，という説明がなされる。この比喩は，個人と個人が活動する
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場との関係，そこで生じる問題の理解の仕方を分かりやすく説明している。ただ，おそらく

「参加」という概念は「環境」とイコールではないだろう。参加を環境と同義に扱ってしまう

と，「生活場面 life situationへのかかわり」という ICFで定義された参加概念のもつニュアンス

が消えてしまうように思われる。むしろ，長崎（2002）の言葉を借りれば，「OSとのかかわり

合いの中で実現する，ソフトのある状態での作動の仕方」の問題といえるのではないだろうか。

これをもう少し具体的に述べれば，「参加とは，当該個人が，その生活の基盤たる人的・物的

環境の中で，どのような意味のある役割を持ち，それによってどのように自らを位置づけ，ど

のように場に対する主体的な関わり（commitment）を実現するかに関わる，一連の取り組み

ないし過程」として定義できるのではないだろうか。

しかしながら，上の定義は，単に「参加」という言葉の観点を示したにすぎない。本稿の目

的とも関連してより問題なのは，その参加の状態ないし形態をどうアセスメントするかであろ

う。参加状態のアセスメントに関しては，まだ十分に議論されていないのが現状である。とり

わけ，発達支援の文脈では手薄の領域といえるのではないだろうか。ここでは，日本発達心理

学会発達障害分科会の2004年度サマー・ワークショップにおける浜谷（2004）の報告をもと

に，参加状態のアセスメントについて考えてみたい。

浜谷（2004）は，個人の参加状態を捉えるために＜統合‐分離＞と＜包含‐排除＞という2

つの軸を交差させることによって成り立つ4つの参加状態を示した。＜統合‐分離＞はいわば

「場所」に関する軸であり，構成員が生活の場所を共有する「統合 integration」と，構成員が

下位集団を形成し即座には影響を与えない関係で別個に生活を営む「分離segregation」をそ

の両極とする。一方，＜包含‐排除＞はいわば「平等」に関する軸であり，社会全体の意思決

定において構成員が対等，平等である「包含 inclusion」と社会全体の意思決定において主流の

構成員の意思が尊重され，傍流の構成員の意見が軽視・排除・無視される「排除exclusion」

をその両極とする。この2つの軸を交差させると，4つの典型的な参加状態のパターンができ

る。第一に「統合」かつ「包含」が達成されている状態（A），第二に「包含」されているが

「分離」されている状態（B），第三に「統合」されているが「排除」されている状態（C），第

四に「分離」されかつ「排除」されている状態（D）である。Aは「参加」と名づけられてい

るが，完全なAへの近似を目指すあらゆる状態が仮定できることを考えると，Aは特別に「十

全の参加」と呼んでも良いかも知れない。Bは特に名づけられていないが，ニュアンスとして

は「配慮」された状態ではないかと思われる。浜谷も従来からの特殊教育はBに入るとしてい

る。現況の環境において個人がもつ特別なニーズに配慮し，上位集団との関わりを担保しなが

ら，一時的に分離した状態で特別な支援がなされる状態である。Cは形式的には生活場面を共

有しているが，その内実は傍流の構成員が軽んじられている状態であり，「放り投げdumping」

と名づけられている。Dはいわゆる「隔離」状態であり，上位集団から人権的にも差別され，

空間的にも分離された状態である。
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この4つの参加状態の内，フィールドにおける発達支援で特に注意しなければならないのは

Cの「放り投げ」状態であろう。障害をもつ子どもや「気になる子ども」が，他の子ども集団

と生活の場を共有することは，そのこと自体はひとつの価値ある実践である。しかし，ともす

ると場を物理的に共有しているだけで，内実は「放り投げ」状態であるということも少なくな

い。特に，近年文部科学省が推進しようとしている特別支援教育は，子ども一人ひとりのニー

ズに合った対応を謳っているにもかかわらず，それにふさわしい制度上の保障をほとんど具体

的に示していないため（茂木,2003），「放り投げ」状態の子どもが増える危険性がある。よっ

て，「放り投げ」状態を適切にアセスメントし，当該児の発達を保障するより適切な参加状態

へと導くことは，フィールドでの発達支援において今後重要な仕事となるであろう。

5．事例にみる「参加」状態の変容

以上で参加状態を考える上での大まかな概念的整理を行ってきたが，ここで筆者が実際に関

わった小学校普通学級に在籍した肢体不自由（中程度の知的発達遅滞を伴う）をもつトモヒロ

（仮名）の事例をもとに，参加状態について考えてみたい。筆者は，トモヒロの就学から1年

生を終えるまでの1年間，教育委員会派遣の障害児介助員としてトモヒロの学校生活を支援し

た。障害児介助員は，いわゆる発達支援を行う立場ではなく，保育所の加配保育士のように，

教員集団の一員として当該児の生活や学習の介助を行う。従って，この事例はコンサルテーシ

ョンではなく，子どもの学校生活に責任をもつ当事者による報告である。2）

トモヒロは脳性麻痺（失調型）による肢体不自由と知的発達遅滞を持つ子どもであった。母

親からの聞き取りによると、妊娠期及び出産時には特に問題もなく、体重3000g、身長48㎝と

いう標準的な体格で生まれた。その後も特に目立った問題はなかったが、這行1歳0ヶ月、初

語は1歳6ヶ月とやや遅れがあった。トモヒロは体格的には同年齢の子どもの標準か、あるい

は少し大きい方に属する。失調型の脳性麻痺であるため、就学時は立位で身体のバランスをと

るのが難しいようであった。自立歩行は調子が良くて10歩前後であったが、大人が手を取っ

てあげればかなり長く歩くことができた。歩くときに両足が交差してしまうのが特徴で、左右

にヒョコヒョコと揺れながら歩いた。普段屋内ではハイハイをしていることが多いが、一人で

つたい歩きをすることもしばしばあった。就学当時，都内の某療育センター理学診療科におい

てクラッチ歩行の訓練を受けていた。性格は明朗で、人見知りも少なく、活動的であったが、

その反面集中力が弱く、また興味の幅が狭かった。就学直前の6歳6ヶ月時点での田中・ビネ

ー式検査によるMAは2歳10ヶ月（IQ44）であった。家族構成は両親と男兄弟4人で（トモヒ

ロは三男），長男と次男も同じ小学校に通っていた。登校時は母親と弟（当時5歳）が付き添

い，下校時は母親が付き添った。

小学1年生に求められる学習内容をこなすことは，トモヒロには明らかに困難であった。し
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かも，普通学級に在籍する障害児に対する特別の教育施策は用意されておらず，入学当初より

トモヒロをどのようにクラス集団に参加させるかが大きな課題になった。しかしながら，トモ

ヒロのクラスには，トモヒロ以外にも情緒的に不安定な子どもや多動な子どもが複数おり，担

任はトモヒロに特別な配慮は殆どできない状態であった。よって，先の参加状態の枠組みを用

いれば，入学当初の状態は「放り投げ」状態であったといえよう。

入学直後のあわただしさが過ぎ，ゴールデンウィークが明けてからの1週間，トモヒロは母

親に会いたいとしばしば泣くようになった。気晴らしに校内・校外を散歩をしたり，介助員と

のスキンシップを多く取るなどして，何とかこの時期をやり過ごした頃から，担任と介助員で

話し合い，教室内のトモヒロの居場所づくりや，トモヒロ独自の一日のスケジュールなどを考

えていった。

まず，トモヒロには2つの座席が与えられた（Figure2）。朝の会や帰りの会，図工などでの

班活動，給食など，他の教科学習の時間に比べればクラスの他児と交流をもつことができる場

面では，積極的にAの席に座ることを促し，Aにいたのではトモヒロにとって単にストレスに

しかならない教科学習の時間などは，基本的にBの席で介助者と個別の学習課題や絵本読みな

どを行った。しかし，実際にはAに座るかBに座るかはある程度トモヒロの自主性に任されて

おり，例えば他児が国語でひらがなの練習をしているときに，トモヒロが自らBの席からAの

席に移れば，担任は他児と同じプリントを渡した。トモヒロは自分で文字を書くことはできな

かったが，他児と同じ場を共有すること自体がひとつの喜びのようであった。このようなトモ

ヒロの参加状態は，客観的には「放り投げ」に近いもののように見えるが，トモヒロの主観的

な体験としては「十全の参加」に向う初期段階として位置づけられるものではなかったかと思

われる。つまり，入学後1，2ヶ月を経て，トモヒロの参加状態を改善する支援は「十全の参

 

黒板�
教卓�

B

A

窓側� 廊下�側�

トモヒロ�の�席�

介助員�の�席�

Figure２　トモヒロの座席配置と教室の俯瞰図�

川田：フィールドでの発達支援における行動観察の方法論

65



加」を目指すルートと，個別対応の時間を設ける「配慮」のルートという二つの方向性を持つ

ようになったということである。

以上は学校のフォーマルなプログラムの中での参加状態についてであるが，筆者が介助員と

して関わる中で，トモヒロの発達や参加状態に最も大きな影響を与えたのはインフォーマルな

他児とのやりとりや関係づくりであったと思われる。じっさい，療育センターでの機能訓練が

好きではなかったトモヒロが，子ども集団の中では率先して二足歩行をしようとし，また自分

だけ洋式便所で用をたすことを嫌がり，“立ちション”をしたがるようになった。その中で，

トモヒロは“自然に”独立歩行の距離を伸ばしていった。個別での言語訓練にもあまり集中で

きなかったが，学校では次々にことばのレパートリーを増し，言語による他者との交渉力も身

につけていった。その結果，入学直前のPVT（絵画語彙検査）では言語発達年齢2歳8ヶ月だ

ったものが，1学年修了時（CA7歳6ヶ月）には4歳0ヶ月になり，非常に大きな伸びを見せた。

このような変化を支える文脈（状況）となったのが，トモヒロを軸にした仲間関係の広がり

であったと考えられる。トモヒロは，素直で明るい性格で，笑顔が可愛らしく，クラスの中に

彼に否定的な感情を恒常的にもつ子どもはいなかったと推測される。しかし，彼に興味を持ち

日常的に関わってくる他児はある程度限定されるようになった。それぞれ基本的にはポジティ

ブな関係をもちながら，質的には異なる関係，つまりトモヒロにとっては意味合いの違う他者

として存在する他児のネットワークができていったのである（Table2）。

トモヒロは，Table2にあるような関係性の違う他児に対して，それぞれ異なる社会的相互作

用のパターンをもっていたように思われる。トモヒロに対して最も養護的で，じょうずに遊ん

でくれるサチコに対しては，甘えるような情動表出をすることがあったが，ケンタやショウに

はそうした表出は見られなかった。逆に，ケンタとは仔犬どうしがじゃれるような遊び方をし，

心から楽しくてしょうがないという様子で声をあげて笑うことが多かった。ケンタも，自分の

振る舞いにそこまでポジティブな反応をしてくれるトモヒロをもっと笑わせたいと思ったよう

で，実に様々な“芸”を披露してくれた。ショウは，トモヒロにとってもやや扱いにくい子ど

ものようであった。しかし，ショウはトモヒロが唯一“心配”したり，気をつかったりしてし

まう子どもであり，その意味で独特の意味合いをもつ存在であった。

このような仲間関係の中で，参加という意味で二つほど重要なエピソードがあった。ひとつ

は，サチコが中心になって，ハイハイによる「教室の大冒険」遊びが展開されたことである。

トモヒロは二足歩行も多少は可能であったが，やはり自由で安心できる移動手段はハイハイで

あった。サチコはその点を考慮してくれ，他児数名も含めてハイハイによって教室中を回る遊

びにトモヒロを参加させてくれた。トモヒロの年季の入ったハイハイは，どの他児にもスピー

ドで負けることはなく，他児と同じレベルで「大冒険」をすることができた。また，他児もい

つもとは違う見えを体験し，大いに盛り上がった。このような参加の仕方こそ，「十全の参加」

に向けた子どもたち自身による主体的な取り組みであったと思われる。ただ，ここではまだト
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モヒロは他児に“お膳立て”をしてもらうことによって参加を遂げている。これに対して，次

のエピソードはトモヒロ自身の主体的な意思表明による，参加状態の変化を表していると思わ

れる。

年末のある日，中休みにトモヒロは他児数名と砂場で遊んでいた。休み時間終了のチャイ

ムが鳴ると，サチコとアヤが砂場から教室までトモヒロを連れていっていいかと介助員に聞

いた。介助員は迷った末了承し，おそるおそる後ろからついていくことにした（介助員には

子どもを怪我させない配慮が求められるので，このような場合の判断は難しい）。2人は両脇

からトモヒロを抱えるようにして歩き出した。トモヒロは1年生としては大柄な体格で，大

人でも彼を支えて歩くにはかなりの腕力とコツが必要なほどだった。案の定，2人の女児は

疲れてきて支えきれなくなり，途中コンクリートのところでトモヒロが連続して転んだ。介

助員はとっさに後ろからHの背中を支えようとした。と，その時。トモヒロは介助員の手を

振り払い，「センセ，ハナシテ！！」と強い調子で訴えたのである。介助員は，トモヒロの

これまでとは違う迫力と，強い意志を感じ，それ以上手を出すことができなかった。結局，

トモヒロは介助員の助けを借りることなく，仲間とともに最後まで歩き通した。

これはトモヒロが入学してから8ヶ月あまり経った頃の出来事である。入学以来，毎日トモ
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仮名� 特徴� 

サチコ� 

アヤ� 

ヒカル� 

保護的�・�養護的�に�振�る�舞�い�，�トモヒロ�に�根気�よく�付�き�合�うことのできる�他児�。�ト�

モヒロ�を�ママゴト�のような�集団�の�象徴遊�びに�導�いた�。�女児�しかいないのが�特徴�。�

特�に�サチコ�は�初�めて�トモヒロ�が�「�トモ�ア�
．�
チ�」�と�呼�んだ�子�ども�。� 

ケンタ� トモヒロ�が�最初�に�名前�を�覚�えた�子�ども�。�年齢�に�比�べて�幼�い�印象�を�受�ける�。�トモヒ�

ロ�とふざけ�合�う�相手�。�ケンタ�は�奔放�で�，�朝自習�で�自分�がせっかく�仕上�げた�プリン�

ト�に�トモヒロ�が�落書�きを�始�めても�咎�めず�，�自由�に�書�かせたりする�（�これは�上�の�３�

女児�たちは�決�してさ�せないこと�）。�援助行動�を�自分�からはしなかった�トモヒロ�が�，�

ケンタ�が�ブロックケース�を�落�としたのを�見�て�，�すかさず�拾�ってあげ�，�お�礼�を�言�わ�

れると�コクリ�とうなずき�，�嬉�しそうに�介助員�のもとに�帰�ってきたという�エピソー�

ド�がある�（�7歳�5 ヶ�月時�）。� 

ショウ� ショウ�は�神経質�で�気分屋�。�トモヒロ�にやさしくもするが�，�逆�に�怒�ったりもする�数�

少�ない�子�ども�。�トモヒロ�は�ショウ�に�文句�を�言�われて�「�ショウ�クン�, ゴメンサイ�」�と�

謝�ったり�，�ショウ�が�何�かできると�「�ショウクン�, ジョーズ�, ジョーズ�」�と�褒�めたり�

する�。�これは�他�の�子�ども�にはしなかったこと�である�。� 

Table2　トモヒロと特に仲の良かった子どもたちの特徴�



ヒロの傍で彼の変化を見てきた筆者には，このエピソードがトモヒロの学校生活のひとつの大

きな節目になると感じられた。このトモヒロと女児2人のエピソードは，トモヒロの明確な自

己主張を含むかたちで実現した「十全の参加」に値する参加状態だったのではないかと思われ

る。

以上のように，トモヒロの学校生活は「放り投げ」に近い状態でスタートし，一方では環境

の構造化によりフォーマルな学校生活の中で「十全の参加」を目指すルートと「配慮」が混在

していき，他方では，それぞれ質の異なる他児とのネットワークの中で，他児のアイデアとト

モヒロの自己主張によって「十全の参加」が実現するエピソードが作られていくという重層的

な展開をみせた。このような変化は，もちろんトモヒロにとって重要なものだったのだが，同

時にトモヒロを軸にして作られた仲間関係の中で，他の子どもたちもまた自分の参加を実現し

ていたのだということを見過ごしてはならないだろう。参加という概念は，同じ生活場面を共

有する者どうしが，それぞれ異なる仕方でそれぞれの参加を実現し，それがひとつの全体的な

実践として統合される過程まで含むと考えるべきではないだろうか。

6．おわりに

本稿では，フィールドでの発達支援における行動観察の方法論について，子どもと環境の適

合，情動調整，そして参加という観点から議論してきた。それぞれの観点は，少しずつ問題を

捉える視角が異なるとはいえ，子どもの生活を捉える上では常に相補的な関係にあるものとし

て理解することが必要だろう。また，本稿ではフィールド支援において行動観察が強力な武器

になることを強調してきたが，それは標準化検査の役割を無にすることを意図したものではな

い。子どもが検査という枠組みの中でどのような姿を見せるかもまた重要な観察の資料を提供

してくれるし，そこでのパフォーマンスと日常生活の文脈でのちからの発揮，他者との関係の

創られ方，参加の状態を比較検討することによって，より立体的で包括的なアセスメントと支

援が可能になるものと考える。

ところで，本論では取り立てて言及しなかったが，発達支援における時間的な観点もまた別

途議論すべき重要な課題であろう。子どもの発達は，クロノロジカルに説明される／できる側

面もあるが，同時に時間は客観的な指標を越えて，個人やその個人を含めた重要な関係の発達

に内在した独自の流れとしても理解すべきである。特に，発達の遅れや気がかりのある子ども

については，その子どもを軸にした時間の流れの中で，アセスメントと支援を進めていく必要

があろう。今回検討した「適合」「情動調整」「参加」は，いずれも時間的に検討することでは

じめて，過去の意味づけと未来への希望を含んだ現在のあり様を捉えることができるものと思

われる。よって，巡回相談／コンサルテーションは，やはり1回きりではなく，少なくとも2

回ないし3回と実施される必要があるだろう。これは当然のことの様であるが，「なぜ繰り返
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し見ないといけないのか」について理論的検討をすることが，今後の発達支援関連行政への働

きかけと，よりよい制度化を進める上で不可避の作業であると思われる。本稿が，実践と理論

をつなぐ作業の一助となることを願っている。
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脚注

1）尤も，これらの指導法は親や教師によって家庭や学級で行われるものであり，すでに厳密

な意味での「取り出し式」ではなくなっている。

2）トモヒロの発達過程に関するより詳細な報告は，川田（1999, 2000a, 2000b）において行っ

ている。
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