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養護学校義務化以後における軽度知的障害児の減少
―特殊教育はどのような知的障害児を対象としてきたか―
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はじめに

　1990年代以降の日本では、知的障害者として把
握される人々が増加している。たとえば知的障害
者数の基本的な推計を見てみよう。1990年度に行
われた「精神薄弱児（者）福祉対策基礎調査」１）に
よれば、全国の知的障害者の人数は約38万5100人
と推計されていた（厚生省児童家庭局障害福祉課
監 1993）。それが30年ほど後の『令和元年版　障
害者白書』によれば、知的障害者の総数は約108
万２千人と推計されている（内閣府 2019: 231-
233）。
　このことは、これまで知的障害者として把握さ
れてこなかった人々が、知的障害者として把握さ
れるようになってきたことを示唆している２）。知
的障害者の支援に関する研究群においては、ホー
ムレス（西尾ら 2015）や刑務所（内田ら 2011）の
なかに知的障害者がいることが「発見」されてお
り、このような状況と軌を一にしている。彼らが
なぜ知的障害者として政策に把握されてこなかっ
たのか、近年になって注目され始めているのはな
ぜかを明らかにすることは、どのような知的障害
者が政策対象とされてきたのかを明らかにすると
いう意味で重要な問題である。
　しかし、なぜ知的障害者数が少なかったのか、
なぜ現在知的障害者数が増加しているのかを論じ
たものは少ない。石塚（2017）は、その原因の特
定は難しいとしながらも、障害に対する認識の変
化や、教育・福祉に対する期待感にあるのではな
いかと推測しているが、示唆にとどまっている３）。
　そこで本稿では知的障害者政策の対象の変動と
いう問題意識に取り組む端緒として、知的障害児
教育に限定して検討を加えたい。知的障害児教育
の在籍者数は、1990年代以降顕著な増加を見せて
おり、上記と同様の増加傾向を共有している（国
立特別支援教育総合研究所 2010）。さらに、学齢

期での知的障害児教育のあり方が、その後の成人
の知的障害者福祉に影響を与えるため４）、知的障
害者政策全体を論じるうえでも、知的障害児教育
における対象の変動を明らかにすることは重要だ
からである。
　知的障害児教育における先行研究を検討すると、
特殊学級５）に関する研究が、対象の変動を論じて
きた。玉村（1991）は、通常教育・養護学校両者
との関係から特殊学級が制約されるという視点か
ら、「学校基本調査」を利用して、1980年代の特
殊学級の学級数・在籍児童生徒数の増減を論じた。
つづいて窪島（1994）は、同様に「学校基本調査」
を利用して、1980年代後半の特殊学級を分析した。
彼は、通常教育・養護学校両者との関係という視
点を、学校教育全体の特殊学級の在籍率の推移を
算出することで表現した。
　これらの視角を引き継いで、「学校基本調査」
を利用して戦後50年間の特殊学級を論じたのが戸
崎（1997）である。彼女は、盲・聾・養護学校や
就学免除・猶予者６）のデータも利用しながら、特
殊学級の戦後史を論じ、「精神薄弱」特殊学級の
計画設置が始まるまえの1945～1960年ごろ、「精
神薄弱」特殊学級を中心に特殊学級数・児童生徒
数が急増する1960年ごろ～1970年代前半、「精神
薄弱」特殊学級を中心に特殊学級数・児童生徒数
が減少した1970年代中ごろ～1990年ごろ、特殊学
級児童生徒数の減少と特殊学級の増加を示す1990
年以降、の４つの時期区分を示した。
　戸崎は、戦後50年間という長期間について、特
殊教育の児童生徒数とその割合の変動を示し、と
くに1970年代中ごろ～1990年ごろに「特殊教育」
を受けている児童生徒の数だけでなく率までもが
減少していることを指摘した点で意義がある。し
かし、そこで指摘される1970年代中ごろ～1990年
ごろの特殊学級の減少要因については検討の余地
がある。そこで述べられる減少要因は、①学業不
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振児童等の、安易で不適切な入級措置への批判・
反省の広がり、②インテグレーションや統合教育
の考えの影響、③養護学校義務制実施により養護
学校が整備され、それに応じた就学指導体制が進
展したこと、等が考えられるとされている。しか
し②については、一定程度の影響はあったかもし
れないが、必ずしも大きな流れとはならなかった。
③については、養護学校義務制が進行しているか
らといって、知的障害児教育の就学率全体が減少
する理由が明らかではない。一方、①を確かめる
ためには、特殊学級が対象としてきた知的障害児
の障害程度を確認する必要がある。
　そこで本稿では、特殊学級のみならず養護学校
を含めた知的障害児教育において、養護学校・特
殊学級の在籍児童生徒の在籍者数・在籍率に加え
て、障害程度の内実を可能なかぎり明らかしたう
えで、知的障害児教育の在籍率の変動の要因の仮
説を提起する。対象とする時期は、特殊教育に関
するデータが利用可能な1957年度から、特別支援
教育が始まって、知的に遅れのない発達障害児が
本格的に登場する直前の2006年度までとする。
　結論を先取りしていえば、1970年代から80年代
にかけて、知的障害児とは言えない人々の減少も
あったが、1990年度以降対象となっていった軽度
知的障害児が特殊教育の対象から外れたのではな
いか、ということを主張したい。そして、知的障
害児教育の在籍率の変動には、養護学校義務制に
伴う人的な制約があったのではないか、という仮
説を提起する。
　以下では、先行研究同様、まず、「学校基本調査」

「特殊教育資料」という、長期的な統計を利用す
ることで、特殊教育の動向を検討する。これらの
統計から、知的障害児教育の在籍率が明らかにな
る。加えて、就学免除・猶予、養護学校、特殊学
級のカテゴリーにいる人々は、相対的に見れば、
就学免除・猶予が一番重度であり、特殊学級が一
番軽度であり、その中間が養護学校であると考え
られる７）。そのため、これらの変動を分析するこ
とで、相対的にどのような障害程度の知的障害児
が特殊教育の対象とされてきたのかも推測するこ
とが可能であると考えられる。
　ただ、それだけでは障害程度の内実が十分には
分からない。そこで、知的障害領域の団体誌であ

る『精神薄弱者問題白書』（現・『発達障害白書』。
以下、『白書』）を中心とした当時の記述から、障
害程度の推移にアプローチする。
　加えて、より詳細なデータとして、青鳥養護学
校（現・青鳥特別支援学校）という一つの学校に
限定した事例の検討を行う。青鳥養護学校は、
1947年に品川区立大崎中学校分教場として発足し
た学級が東京都に移管されて1950年度に東京都立
青鳥中学校となり、1957年からは東京都立青鳥養
護学校となったものである。1950年代のバザー単
元や学校工場方式など、特殊教育領域において、
影響力のある実践を行い、全国的に見ても代表的
な養護学校として存続してきた。また、もとは中
学校から始まったが、中学卒業後の指導の重要性
が認識されて、1957年度に高等部も設置されてい
る（宮崎編 1979）。
　ここでの検討は、東京にある一つの代表的な養
護学校の検討にとどまる。しかし、特殊教育の対
象となっていた知的障害児をある程度長い期間見
るためには、1970年代以前より続く学校で検討す
るのが望ましい。その点で、創立年の古い青鳥養
護学校は、事例として適している。加えて、代表
的とはいっても公立の学校であるから、当時の政
策の影響を受けやすい。1974年度より、希望者全
員の入学を開始するなど、養護学校義務化が他地
域よりも早く進んだ東京都において、政策が特殊
教育に与えた影響を見出しやすい存在と言える。
　なお、青鳥養護学校の分析で使用する『青鳥
三十年』（宮崎編 1979）は、『障害児教育・福祉
年史集成』という史料集にも収録されており、一
般に公開されているものである。特定の生徒名も
記載されているが、本稿では使用しない。
　以下では、まず第１節で本稿で扱う「知的障害」
と障害程度について定義する。つづく第２節で全
国的な統計から知的障害児教育の外形的な統計を、
第３節で『白書』等の記述や青鳥養護学校の事例
を検討し、第４節でその背景を考察し、おわりに
結論を述べる。なお、本稿で引用する資料で記述
されている数字は、すべて算数字に直した。

１．「知的障害」と障害程度の定義

　本論に入るまえに、本稿で扱う「知的障害児」「知
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的障害者」と、その障害程度について述べておき
たい。戦後の知的障害児の通史を描くためには、
この間おおむね受け入れられてきた定義を援用す
るのが有用である。そこで以下では、厚生労働省

「平成17年度知的障害児（者）基礎調査」（厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 2007）
で用いられた定義を援用する。同調査では、「知
的障害」を、「知的機能の障害が発達期（おおむね
18歳まで）にあらわれ、日常生活に支障が生じて
いるため、何らかの特別の援助を必要とする状態
にあるもの」としている。この定義の要点は、①
知的機能の障害があること、②日常生活に支障が
生じていること、③障害が発達期に現れているこ
と、④①～③ゆえに、特別な援助を必要とするこ
と、の４点である。①は知能検査で測定され、知
能指数（以下、IQ）70以下が基準となる。②は、
自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、
生活文化、職業等を日常生活能力と考え、この到
達水準が総合的に同年齢の日常生活能力水準と比
較して支障が出ているかが検討される。
　上記の定義は、現在一般的に合意されているも
のである。また知的障害を測定する際に重要とな
るIQについては、戦後の知的障害概念においてほ
ぼIQ70ないし75以下という値がおおむね受け入れ
られてきた（茂木ら 1992）。そのため、同調査が
行われた2005（平成17）年以降の議論に当てはめ
ることができるだけでなく、一貫した歴史を描く
うえでの参照する基準点としても有効である８）。
そこで本稿では、IQ70ないし75以下で、上記の
定義に合致した人を「知的障害者」として、18歳
未満の知的障害者を「知的障害児」とする。
　また「平成17年度知的障害児（者）基礎調査」で
は、「知的障害」の程度は、IQと日常生活能力の
水準から判定される。同調査では、IQ20以下が
最 重 度、IQ21～35が 重 度、IQ36～50が 中 度、
IQ51～70が軽度、を基準とし、日常生活能力水
準でも最重度から軽度までの４段階で判定される。
もし知能水準と日常生活能力の程度が異なる場合
には、程度判定においては日常生活能力の程度が
優先されるが、両者はある程度関係があると想定
されている。
　本稿では、相対的に重度であるか軽度であるか
という点から主に議論を進めるが、IQがデータ

として得られる第３節では、「平成17年度知的障
害児（者）基礎調査」を援用して、IQ50未満、
IQ50以上70ないし75未満、IQ70ないし75以上に
分けて、それぞれを中重度知的障害児・軽度知的
障害児・知的障害児でない者、として分析を進め
る。IQ70ないし75は、利用する資料で取られて
いる数値に応じて判断する。従来から日常生活能
力ないし適応行動は知的障害の定義には入ってい
たものの、実際に日常生活能力に関する測定は難
しく、IQ値に大きく依存してきたこともあり（清
水 2009）、不完全ではあるが、IQで障害程度を判
断することとする９）。

２．全国における特殊教育対象者の推移

　本節では、1950年代半ばから2000年代半ばにお
ける、特殊学級・養護学校の在籍者数や就学免
除・猶予者数を検討する。この作業を通じて、全
国的な学齢期の知的障害児の把握数と、そのうち
特殊教育の対象となっていた知的障害児数を明ら
かにする。さらに1970年代から1980年代という重
度知的障害児が増えたとされる時期に、軽度知的
障害児が特殊教育の対象から外れていったのでは
ないかという可能性を提示する。
　図１は、特殊学級在籍者数が判明する1957年度
から、特殊教育が特別支援教育に再編される直前
の2006年度までのグラフである。棒グラフは、義
務教育における就学免除者・猶予者の実数と、初
等中等教育における養護学校（知的障害）の児童
生徒数、特殊学級（知的障害）の児童生徒数である。
つまり、棒グラフは、当時把握されていた学齢期
の知的障害児のおおよその人数となる。ただし、
就学免除・猶予には、肢体不自由児・虚弱児とい
った知的障害児以外の人数も入る。折れ線グラフ
は、「知的障害児教育の在籍率」である。この「知
的障害児教育の在籍率」は、通常学級まで含めた
初等中等教育在学者のうち養護学校（知的障害）
の児童生徒数と特殊学級（知的障害）の児童生徒
数が占める割合から算出した。この図を検討する
ことで、戦後の特殊教育において知的障害児とし
て把握されてきた人々の人数と、そのうち特殊教
育において対象とされてきた人数、彼らが学齢期
の人数のうちで占める割合が分かる。
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　この図を見ると、1972年度まで、1973年度から
1990年代初頭まで、1990年代初頭以降、という３
つの時期で大きく傾向が異なることが分かる。そ
こで以下では、この３つの時期に分けて検討する。
第１に、1972年度ころまでは、特殊学級への分離
の時期と言うことができる。まず特殊学級・養護
学校の在籍者数を見ると、データの始まる1957年
度は、知的障害児向けの特殊学級には11,024人、
養護学校には690人在籍していた。ここから1970
年代初頭までは、特殊学級の在学者数が急激に増
加し、1972年度には120,346人にまで達した。た
だし、養護学校在籍者数は増加したものの、1972
年度にようやく１万人台を超えて11,524人となる
にとどまっていた。これに伴って、知的障害児教
育の在籍率は急激に増加し、1957年度には0.05％
だったものが1972年度には0.71％まで達した。た
だ、特殊学級の在籍者数の伸びに比べて、就学免
除・猶予の人数の減少はゆるやかであった。1957
年度時点で、就学免除者が8,047人、就学猶予者
が22,594人となっており、知的障害者とされなが
ら学校に通うことができない子どもたちが約３万
人いた。その後1972年度までに就学猶予者は
10,806人と減少したものの、就学免除者数は9,047
人とむしろ増加した。そのため、就学免除・猶予
の合計人数は減少したものの、19,853人であった。

　この時期は、1953年度の調査で4.25%、1967年
度の調査で2.07%、知的障害児教育の対象となる
人々がいると推計されており、それを目指して特
殊学級が作られていた（松原 1979）。そこまでは
届かないものの、特殊学級在籍者数の増加に導か
れるように、知的障害児教育の在籍率が増加して
いった。しかし就学免除者・猶予者はあまり減少
しなかった。そのため、この間の特殊学級の増加
は、就学免除者・猶予者を学校に引き入れていっ
たというよりも、通常学級に在籍していた子ども
たちを分離する形で進んでいたと考えることがで
きる。
　第２に、1973年度以降、1990年初頭までは大き
く傾向が変わる。まず顕著なのは、養護学校在籍
者数が増加することである。1973年に、養護学校
義務制が1979年度から実施されることとなった。
そのため、1973年度には14,650人であった養護学
校在籍者数は、1979年度まで急増して40,422人と
なった。養護学校の在籍者数はその後も増加して
1989年度には54,976人となっている。就学免除者・
猶予者数はこれに対応して減少し、養護学校義務
制が実施された1979年度には3,367人となり、そ
の後も減少し続けて、1989年度には1,243人とな
った。しかし注意したいのは、特殊学級在籍者数
と、知的障害児教育の在籍率の変化である。それ

図１　�就学免除者・猶予者と養護学校（知的障害）・特殊学級（知的障害）の児童生徒数と知的障害児教
育の在籍率の推移
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まで急増していた特殊学級在籍者数は、1973年度
以降減少し始め、1979年度には93,708人となって、
1996年度には最低の45,729人となる。それと同時
に知的障害児教育の在籍率も減少していき、1979
年度の時点で0.63%となり、1991年度に0.53％に
なるまでほぼ一貫して減少し続けたのである。養
護学校が増加することで就学免除者・猶予者が減
り、相対的に重度の知的障害児が特殊教育に在籍
することになった一方で、相対的に軽度の知的障
害児ないし知的障害とは判定されない程度の児童
生徒が特殊教育から外れていったものと考えられ
る。
　第３に、1990年代以降を検討すると、もう一度
特殊学級も養護学校も在籍者数が増加する。養護
学校の在籍者数は1980年代後半からは５万人強で
推移していたが、1990年代後半以降は再び増加を
始めて、2006年度には71,453人となっている。特
殊学級は1996年度には45,729人まで落ちこんだが、
その後は再増加に転じて、2006年度には63,238人
となっている。その結果として、知的障害児教育
の在籍率は、1991年度と1992年度に0.53％と底を
ついた後に再上昇して、2006年度時点では0.94％
にまでなっている。
　この時期の増加には知的障害のない発達障害児
も含まれているが、2010年代以降の特別支援学校
に関する調査によれば、2010年代以降においても
知的障害のない発達障害児が特別支援学校に占め
る割合は５％を上回ることはないと考えられる

（熊地ら 2012；新井 2017）。そのため、この時期
の知的障害児教育の在籍率の再上昇は、主として
知的障害のない発達障害児の増加ではなく、知的
障害児を特殊教育の対象にしていく動向であった
と考えられる。逆に言えば、1973年度から1990年
代初頭までの知的障害児教育の在籍率が減少する
時期には、軽度知的障害児を知的障害児教育の対
象から外していったのではないかということがあ
らためて示唆されると言える。

３．児童生徒の障害程度の推移

（１）養護学校児童生徒の障害程度の推移
　前節の検討から、1970年代以降の養護学校義務
化が進む時期に重度知的障害児を知的障害児教育

の対象とする一方で、軽度知的障害児が対象から
外された可能性を示唆した。ただし、特殊学級が
相対的に軽度で、養護学校が相対的に重度である
との想定で以上の検討を進めたが、その内実は明
らかではない。第３節では、養護学校と特殊学級
に分けて、学校・学級に関するデータや、『白書』
を中心とした当時の記述から、障害程度の推移に
アプローチする。
　（１）では、養護学校の児童生徒について論じ
よう。当時の『白書』には、養護学校における児
童生徒の重度化・重複化が例年のように記載され
ていた。また、1990年代からは、1979年度以降に
重複障害の学級数・在籍率が高まったことがデー
タとあわせて記載されている。
　より詳細に、障害程度がどのように推移してい
ったのかを見るために、ここでは戦後直後に設立
された青鳥養護学校における1950年代から1970年
代の生徒の障害程度の変化を検討しよう。
　図２は、青鳥養護学校中学部のIQ別生徒数を、
データが利用できる1950年度から1978年度まで示
したものであり、図３は、同じく高等部のデータ
を、1957年度から1978年度までの時期について示
したものである。IQは50未満、50以上70未満、
70以上、不明の４段階で分けている。日常生活能
力の程度を表すデータが存在しないという制約が
あるが、第１節で述べた通り、IQ50未満が中重度、
50以上70未満が軽度、70以上が必ずしも知的障害
児とは言えない人々を表していることになる。
　図２から中学部のデータを見ると、1950年度は、
IQ50未満が10人（27.0%）、IQ50以上70未満が20人

（54.1%）、IQ70以上が７人（18.9%）となっている。
中重度が３割以下である一方で、軽度知的障害児
であるIQ50以上70未満が半数強を占めるだけで
なく、現在では必ずしも知的障害児とは言えない
IQ70以上の生徒が一定数いたことが分かる。そ
れが1960年度前後から人数・割合ともに軽度の減
少と中重度の増加が顕著になりはじめ、1973年度
にはIQ50未満は51人（78.5%）、IQ50以上70未満が
８人（12.3%）、IQ70以上にいたっては０人（0%）、
不明が６人（9.2%）となっている。その後IQ不明
の割合が増えるものの、それでも軽度知的障害児
はほぼいなくなり、中重度知的障害児が中心とな
っている。
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　高等部のデータを見ても、中重度知的障害児の
増加は同様に観察できる。図３によれば、1957年
度は、IQ50未満が21人（45.7%）、IQ50以上70未満
が20人（43.5%）、IQ70以上が５人（10.9%）であり、
中重度知的障害児と軽度知的障害児がおおむね同
じ 割 合 で あ っ た。1962年 度 はIQ50未 満 が31人

（34.4%）、IQ50以 上70未 満 が49人（54.4%）、IQ70
以上が10人（11.1%）と、全体で人数が伸びつつも
やや軽度知的障害児の割合が上昇した。しかしそ
の後は、軽度知的障害児があまり伸びないなかで
中重度知的障害児の人数が増加し、1978年度には、
IQ50未満が129人（70.9%）、IQ50以上70未満が34

人（18.7%）、IQ70以上が19人（10.4%）となっている。
　こうしたIQから見た青鳥養護学校生徒の変化
は、『青鳥三十年』（宮崎編 1979）によれば、ま
ずは選考基準の変化によって起こったものである。
つまり、1970年ころまでは、学校側の選考によっ
て入学者が決定されており、その基準が変化して
いったのである。当初、1950年度の選考基準は、
IQ50以上85以下が原則で、それ以下の者も一応
受け入れるというものであった。その後、1951年
から1965年までは、「知能指数50から75くらいを
基準としながら、あらゆる角度から検討して、幅
をもって受けいれている」としており、徐々に選

図２　青鳥養護学校中学部のIQ別生徒数
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図３　青鳥養護学校高等部のIQ別生徒数
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考基準自体が変化していった（宮崎編 1979：100）。
　さらにこの背景には、青鳥養護学校がおかれた
知的障害児教育の環境の変化が存在した。まず、

「昭和30年代後半に入るとIQは30代がふえてきだ
し、昭和40年になるとIQ30代、40代が主流を示
してきた」が、こうした変化は、「地域の特殊学
級の内容や、数が整備されたり、卒業後の出身校
による評価がちがう事情から、能力の高い生徒は
地域の特殊学級を希望するようになり、本校への
入学希望者が重度化を示す傾向となったと思われ
る」（宮崎編 1979：111）と書かれている。当時
は中学校卒業後に就職することは一般的であるこ
ともあってか、1960年前後には、軽度の知的障害
児には養護学校よりも地域の特殊学級が選好され
るようになっていったとされている。さらに、
1979年度の養護学校義務化に先立って東京都にお
いては、1974年度より希望者の全員就学が行われ
た。そのため、「青鳥においても［昭和・引用者注］
40年代後半になると全員就学の方向へとしだいに
うつり変って来た」（同）とされており、1970年
代以降は以前のような入学に際しての選考をしな
くなったため、重度知的障害児を受け入れるよう
になったとされている。
　ここまでの青鳥養護学校の検討から、1950年代
から70年代の中学部においては、特殊学級への流
出と、就学希望者の受け入れという変化から、軽
度知的障害児の減少と重度知的障害児の増加とい
う傾向が観察された。
　一方、1950年代末～70年代の高等部においては、
重度知的障害児の増加が見てとることができたも
のの、軽度知的障害児の減少は必ずしも観察され
ない。現在に至るまで、高校段階での特殊学級が
存在しないため、中学段階で特殊学級に在籍して
いたり、通常学級に在籍している知的障害児にと
って、養護学校高等部に進学するという選択肢が、
有力な進路となるからであろう10）。ただし、割
合としては高等部においても重度知的障害児の増
加が著しいことから、高等部も重度知的障害児に
対象が偏っていたと考えることはできる。

（２）特殊学級児童生徒の障害程度の推移
　つづいて特殊学級における児童生徒の障害程度
の推移を検討したい。『白書』の教育ないし学齢

期の記述は、いくつかの都道府県を取り上げて、
状況をレポートすることが多かった。これを見る
と、1976年版ころを境に、記述が変わっているこ
とが分かる。1970年代半ばをひとつの画期とした
戸崎（1997）や本稿第２節で示した時期区分に対
応した変化と言える。そこで、1970年代半ばの以
前と以後でどのような記述が見られるかを検討し
ながら、合わせて利用可能な当時の統計を突き合
わせよう。
　まず1970年代前半までを見ると、たとえば、
1970年版では、秋田県、和歌山県、愛知県、山口
県、北海道のデータを利用しながら、「一般に、
境界線以上の児童生徒の割合は３割前後とみられ
る」（p.32）としている。1974年版では、「特殊学
級に就学する児童・生徒の中に占める境界線以上
のものの数が増加する傾向」（p.125）があるとし
ている。このように、1970年代初頭までの記述を
見ると、３割程度がIQ75以上、５割程度がIQ50
～75、それ以外がそれ以下、という状況であった
と考えられていた。
　比較として、はじめて行われた知的障害児特殊
学級の悉皆調査（文部省調査局統計課 1962）のデ
ータを表１として示した。1962年に行われたこの
調査によれば、IQ51～75という、軽度知的障害
児の範囲に、小学校も中学校も６割程度の児童生
徒がいたことがまず確認できる。当時は特殊学級
の対象者は、このあたりの知的障害児が想定され
ており、妥当なものであると言える。ただし、そ
れ以外の人々が約４割を占めていたことも特徴で
ある。知的障害児とは必ずしも言えないIQ76以
上の知的障害児が、小学校で15.8%、中学校で
10.1%いる一方、中重度知的障害児にあたるIQ50
以下は、小学校で25.0％で中学校で29.2％となっ
ていた。
　『白書』の記述と突き合わせると、この調査が
行われた1962年より後、知的障害児特殊学級が増

表１　�IQ別知的障害児の割合（1962年５月１
日現在）

区分 不明
測定不能等
～IQ50

IQ51
～IQ75

IQ76以上 総数（人）

小学校特殊学級 1.9% 25.0% 57.3% 15.8% 25,706
中学校特殊学級 1.2% 29.2% 59.5% 10.1% 13,001

出典：文部省調査局統計課（1962）より筆者作成
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加するにしたがって、1970年代前半には、知的障
害児とは必ずしも言えない層が約３割程度を占め
るようになっていったと考えられる。
　次に1970年代後半を見ていこう。1976年版では、

「第３部　特殊学級をめぐる諸問題」のなかで、「３　
特殊学級（精神薄弱）在学者の人数の減少化、障
害程度の軽度化・重度化」と題するトピックが紹
介される。そこでは、①IQ76以上の者が全国平
均３割近くを占める状態は持続しているものの、
軽度化の峠は越した、②IQ50以下の者の割合が
増加傾向にあり、全国平均で２割超、都市部にお
いては４割を超えているところもある、③軽度化
傾向の持続と重度化の進行により、中間的な軽度
知的障害者の占める割合が小さくなっている、と
指摘している。その後も同様のデータが示され、
1981年版で愛知県、1982年版で石川県や東京都、
1984年版大阪府、1986年版愛媛県、といった都道
府県のデータを引きながら特殊学級の実態が議論
されている。
　1976年版以降の議論を総括していると言えるの
が1989年版である。これを詳しく見てみると、特
殊学級における対象の変化が、地域差を伴いなが
ら進行していった様相が見えてくる。そこでは、
特殊学級の「児童生徒の実態の推移」として、表 
２で示したような表を引きながら、「精神薄弱特
殊学級在学者の重度化・重複化の傾向が著しい」

（p.72）と結論づけている。ただ、特殊学級は「多
様化」しており、「都市型と地方型の特殊学級」に
分かれているとする。つまり、「東京、大阪等の

特殊学級には、重度児や重複障害児の在学が目立
ち、地方は軽度児の在学が多い」。「また、各都道
府県内においても、市立の特殊学級には、重度児
や重複障害児が多く在学し、町村立の場合は、軽
度児が多く在学する傾向がある」（p.71）とされて
いるのである。
　特殊学級に関して、『白書』や表２で示した
1970年代前半までの状況と、1970年代後半以降の
変化をまとめると、次のようになるだろう。1970
年代半ばまでの特殊学級は、知的障害とは言えな
い子どもたちまで対象とすることで拡大していっ
た。しかし、1970年代半ば以降、そのような子ど
もたちは、対象から外れていって、せいぜい１割
強となった。ただ戸崎（1997）も指摘するこのよ
うな変化だけでなく、都市部を中心にして、軽度
知的障害児の割合が減少して中重度知的障害児の
割合が増加していったという変化も同時に生じた
と考えられる。

４．考察

　第３節までの検討で、1970年代から80年代の特
殊教育において、これまで指摘されてきた重度知
的障害児の増加や知的障害児と言えない子どもた
ちの減少のみならず、都市部を中心として、軽度
知的障害児の減少という現象が生じていたことが
明らかとなった。
　本節では、このような変化の背景を、重度知的
障害児の増加に対応する教員という資源の配分の

出典：『精神薄弱問題白書　1989年版』p.73を一部改変。

表２　特殊学級（知的障害）在学者のIQの状況（『白書』1989年版）

区分 調査年
測定不能等
～IQ50

IQ50
～IQ75

IQ75以上
調査人数
（人）

調査者

1972年 18.1% 48.4% 33.5% 10,503 宮崎直男
1979年 42.9% 42.8% 14.3% 2,041 埼玉県
1980年 49.3% 41.8% 9.0% 1,803 北海道
1984年 48.9% 38.5% 12.6% 6,760 全日本特殊教育研究連盟
1972年 15.6% 54.8% 29.6% 11,109 宮崎直男
1979年 40.5% 46.9% 12.6% 1,189 埼玉県
1980年 37.5% 49.6% 12.9% 1,499 北海道
1984年 37.5% 48.5% 15.0% 4,886 全日本特殊教育研究連盟

小学校
特殊学級

中学校
特殊学級
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問題として考察する。1970年代以降に重要なイン
パクトをもった変化は、養護学校義務化の決定で
あったと考えられる。一般的に就学免除・猶予の
対象となっていた重度知的障害児は、より手厚い
人数で対応する必要がある。そのような知的障害
児を限られた予算のなかで対応していけば、軽度
知的障害児が特殊教育の対象から外れたと考えら
れる。このことをデータから検討していきたい。
　文部科学省「学級編制・教職員定数改善等に関
する基礎資料」（文部科学省初等中等教育局財務
課 2010）によれば、知的障害児向けの学級・学
校の学級編制標準は、順次改善してきた。同資料
によれば、1968年までの標準は、特殊学級が15人、
養護学校は10人であった。1969年以降、標準は徐々
に減少していき、1993年以降は、特殊学級が８人、
養護学校が６人（重複障害の場合は３人）となっ
ている。通常学級でも１学級当たりの人数は減っ
ていくとはいえ、重複障害の場合は別としている
ことからも、障害児に対しては、より手厚い教員
の配分が必要であると考えられていたから、この
ような改善が行われていたと思われる。
　さらに実際の教職員や学級に対する児童生徒の
人数は、これよりも改善されている。図４は、養
護学校（知的障害）の幼児児童生徒数と教員数を
棒グラフで、教員１人当たり幼児児童生徒数を折
れ線グラフで表したものであり、図５は、特殊学
級（知的障害）の学級数と児童生徒数を棒グラフ
で、１学級当たり児童生徒数を折れ線グラフで表
したものである。期間はともに、データが継続的
に判明する1966年度から、特殊教育が特別支援教
育に変わる直前の2006年度までである。両者から、
教員１人当たり、何人の知的障害児を担当してい
たのかを検討することができる。特殊学級につい
ては、１学級に２人以上の教員がいることもある
が、教員数が判明しなかったため学級数で代用し
た。
　図４を見ると、養護学校の幼児児童生徒数は、
養護学校義務制が実施された1979年度にかけて急
増した後は1990年前後でいったん増加が止まり、
1990年代後半以降再増加している。一方、教員数
はその間堅調に増加している。その結果、1966年
度には教員１人当たり幼児児童生徒数が5.8人だ
ったものが、1990年度には2.0人となり、その後

はさらに微減して2006年度には1.8人となってい
る。図５から特殊学級を見ると、児童生徒数は第
２節でも確認した通り、1972年度に120,346人と
なった以降は減少し、1996年度に45,729人と底を
ついた後は、再上昇する。ただこの間、学級数は
1975年度に17,573学級となり、微減はしたものの
大きな影響を受けてはいない。そのため、1966年
度には１学級当たり児童生徒数が9.3人だったも
のが急落し、1997年度には3.0人となっている。
両者ともに、学級編制標準の改善による、教員１
人当たり幼児児童生徒数ないし１学級当たり児童
生徒数の低下以上に、実際には、さらに手厚い体
制となっていることが分かる。
　第３節までの検討を踏まえて、言いうることは、
第１に、知的障害児教育の在籍率が減少していく
1970年代から90年代初頭までの時期に、１人の教
員が対応する知的障害児の人数が顕著に減少して
いることである。こうした変化は、知的障害児に
対して、より人手をかけられるようになったこと
を表していると考えられる11）。このことから示
唆されることは、1970年代から80年代の時期に知
的障害児の在籍率が減少した背景には、重度知的
障害児の増加に対応するために人手をかけていっ
た一方、軽度知的障害児への対応が後手に回った
とのではないかということである。当時にあって
も、東京などを中心に、「障害の重度化へのある
種の対応の結果として」、「学級に対する重度加算
を含めて１学級に複数の担任を配置する障害児学
級が生まれてい」（窪島 1991：33）るといったこ
とが指摘されていた。重度化という事態は、学校
の人手を増やすことがどうしても求められる事態
であったと言えるだろう。
　第２に興味深いのは、知的障害児教育の在籍率
が再上昇していく1990年代以降も、１人の教員が
対応する知的障害児の人数はおおむね維持される
ということである。とくに図４を見ると、養護学
校の教員数が増えつづけていることによって、教
員１人当たり幼児児童生徒数の維持が可能になっ
ていることが分かる。このことから示唆されるこ
とは、１人当たりの幼児児童生徒数の改善は1990
年代初頭に一定程度達成され、それでも教員数を
増やしつづけることができたために、軽度知的障
害児への対応が再度可能になったのではないかと
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いうことなのである。

おわりに

　本稿では、知的障害児教育における対象の変化
の分析とその背景の仮説的な提示を行った。これ
までの議論をまとめると、戦後の特殊教育は、
1950年代から60年代までは通常学級に在籍してい
た軽度知的障害児を特殊学級に分離していったが、
1970年代から80年代においては、重度知的障害児

を対象としていく過程で、彼らに対応するための
教員が必要とされるなかで、知的障害とは言えな
い人々を対象から外しつつ、さらに都市部を中心
として軽度知的障害児よりも中重度知的障害児を
対象としていった。そして1990年代以降、重度知
的障害児の対応が落ち着いたなかで、軽度知的障
害児を再度対象としていったと考えられる12）。
　本稿は、知的障害者の支援に関する研究群と知
的障害児教育研究の双方に貢献しうるものである。
前者に関して、2000年代半ば以降の軽度知的障害

（注）毎年度５月１日現在
出典：ともに『精神薄弱者問題白書』『精神薄弱問題白書』『発達障害白書』各年版より筆者作成

図５　特殊学級（知的障害）の学級数と児童生徒数
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図４　養護学校（知的障害）の幼児児童生徒数と教員数
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（注２）教員数は、本務者・兼務者計。兼務者は非常勤講師など
（注３）毎年度５月１日現在
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者の存在の「発見」に至るまで、彼らは不可視化
されてきた。本稿の議論は、その背景として、「知
的障害」として対象とされない軽度知的障害者が、
特殊教育の対象変動に伴って、1970年代半ば以降
発生してきた可能性を示すものである。また、こ
うした不可視化は、都市部と地方では表れ方が違
うのではないかという可能性も示唆される。後者
に関しては、仮説の提示という水準ではあるもの
の、1970年代半ば以降の知的障害児教育在籍率の
減少の要因として、教員の資源配分の問題があっ
たのではないかという論点を提示した。
　ただし本稿は仮説の提示にとどまっている。残
された課題としては、第１に、本稿で議論した知
的障害児教育の対象変動が、知的障害者政策全体
にどのようなインパクトを持ったのかを明らかに
する必要がある。第２に、特殊学級の障害程度の
内実が地域ごとによって異なることは示唆された
ものの、実態を十分に明らかにすることはできて
いない。教員の資源配分の仮説と合わせて、地域
ごとの分析もなされるべきであろう。

＊本稿は、未公刊の博士論文（原田 2018）の第２章の一部
に新たなデータを加え、議論を再構成したものである。ま
た、同論文の基本的なアイデアを示したものが原田（2019）

であるため、本稿と同じデータを一部使用している。

註

1）	 現在使用される「知的障害」という用語より以前は、
長らく「精神薄弱」という用語が使用されてきた。こ
の用語変更は、「精神薄弱」が差別的であるとして、
1999年に行われたものである。ただこの変更はあく
まで呼称のみであり、このことによって指し示す対
象が変わったわけではないと考えられる。そのため、
本稿では「精神薄弱」と「知的障害」は同じものとし
て扱う。また資料の引用を除いて「知的障害」で統一
する。

2）	 岡本（2014）は、1973～2012年の40年間の中軽度知的
障害児の増加は、母年齢の上昇と出生時体重の減少
によってほぼ完全に説明されるとしている。岡本は
数理モデルを用いて長期的な統計を使用して知的障
害児の増加を論じている点で重要であるし、筆者も
知的障害児の実数が増加してきた可能性までは否定
しない。しかし、彼が依拠する福祉統計と学校統計
は、中軽度知的障害児の実数の増減を示すものでは
なく、そのような知的障害児が福祉や学校にどれだ

け把握されているかを示すものである。そのため、
知的障害者が増加したのはなぜか、ではなく、むし
ろ知的障害者として把握されてきた人が増加してき
たのはなぜか、と問う必要がある。

3）	 知的障害のない発達障害児に関しては、医療化とい
った概念を使いながら、専門家の知識が増進してい
ったという視点からの研究がなされている（木村 
2015; 篠宮 2018など）。

4）	 たとえば、養護学校義務化による特殊教育の変化が、
その後の成人の通所施設の拡大をもたらしたと論じ
るものとして藤井（2017）。

5）	 障害児に対する教育は、長らく特殊教育と呼ばれて
いたが、2007年４月より特別支援教育となった。知
的障害児が学ぶ現在の特別支援学校・特別支援学級
は、それぞれ養護学校・特殊学級と呼ばれていた。

6）	 戦後の学校教育で９年間の義務教育が成立したこと
は、一般の子どもと同じく障害児についても同じで
あった。しかし実施時期については政令で定めるこ
ととされ、知的障害・肢体不自由・病弱を対象とす
る養護学校については、義務制が長らく実施されて
いなかった。就学が義務となっていなかった当時、
学校に通わない場合には、保護者が就学猶予ないし
免除を願い出るというかたちになっていた。本論で
も述べるように、養護学校義務制の予告政令が出さ
れたのが1973年、義務制が実施されたのが1979年度
からである。

7）	 1960年前後から国の政策の水準では、特殊学級と養
護学校の間の対象の違いが規定されていった（全日
本特別支援教育研究連盟編 2002: 92-94）。

8）	 ただし、①知的機能の障害、については、歴史的には
IQ85までを取ることもあったが、本稿では、現在使
用されているIQ70ないし75までとしておく。

9）	「軽度知的障害」はきわめて論争的な概念である。た
とえば清水（1994）は、「軽度精神遅滞」という用語・
呼称を、社会的サポートとの関係で再検討すべきで
あるとしている。このような指摘はきわめて重要で
あるが、実質的にIQが指標となっていた時代にあっ
て、知的障害児の対象変動を把握するために、この
ような方法論的立場を採用した。

10）	近年の養護学校高等部の増加理由として、後期中等
教育段階における特別支援学級が存在しないことを
挙げるものとして越野（2014）。

11）	さらにこの間、特殊学級の教員が２人以上である場
合も見られるようになったり、特殊学級においても
養護学校においても、正規教員以外の教員・介助者
が導入されていることを踏まえれば、この状況はさ
らに改善していると考えられる。

12）	知的障害者数の増加の要因は、たとえば、医療の診
断基準や保護者の意識の変化や（国立特別支援教育
総合研究所 2010）、通常学級からの排除（鈴木 2010）
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なども考えられる。こうした変化を否定しないが、
本稿では、規範や意識のレベルの変化を具体化した
り引き起こしたりするような、人的資源の問題を議
論した。
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