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要旨  

本研究は、LD（学習障害）の文部省定義（1999 年）の作成過程において「中枢

神経系の機能障害」という生物学的原因論がどのように採用されたのかについて、

文部省定義に関する行政資料と回顧文書から明らかにした。  

 本研究の社会学的関心は、病の原因論が選択される過程で、生物医学モデルとそ

の他のモデルがどのように並存するのかというものである。先行研究では、LD は

医療化（＝生物医学モデルの浸透）の事例として研究されてきた。しかし、当時の

医学研究では LD の生物医学的原因の有無を確認できたのは LD 児の 3 割であった

ほか、治療法も未確立であった。また、LD は当時教育概念と言われており、医学か

らはある程度独立した概念であった。LD が必ずしも生物医学モデルによって把握

できなかったという事実を踏まえて LD という現象を説明するには、単に生物医学

モデルの浸透の事例としてではなく、病を捉えるモデルが多様化するなかでその概

念や原因論が争われた事例として分析を行う必要がある。  

 分析の結果、文部省の議論では生物学的原因論を明記するアメリカ案と障害の社

会モデルに基づいたイギリス案が検討されたが、①LD が通常の教育では指導でき

ない存在であることを強調でき、②新たに増加する障害児の数が比較的少なく現場

の混乱が少ないという利点から、アメリカ案が選択されたことがわかった。当時の

社会・制度的状況が考慮された結果、イギリス案は適切ではないと判断されたので

ある。  
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1. 問題の所在  

 

1.1. 教育概念としての LD 

本研究は、LD（Learning Disabilities: 学習障害）の文部省定義の作成過程において、

どのような論理から LD の原因論が選択されたかを明らかにする。この作業を通じて、

病の原因論 の選択 の議 論の 場にお ける生 物医 学モデルと その他 のモ デルの せめ ぎあ い

について、新たな知見を創出することを目的とする。  

LD とは、「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、

計算する又 は推論 する 能力のうち 特定の もの の習得と使 用に著 しい 困難を示す 様々 な

状態」と文部科学省（旧文部省）によって定義される （文部省  1999）。日本では 1980

年代にその存在が知られるようになり、1990 年代に行政による対策が開始された。  

ここで、本研究で扱う LD という語は、医学的に定義された診断名とは異なること を

述 べ て お き た い 。 医 学 に は 古 く か ら デ ィ ス レ ク シ ア （ Dyslexia: 読 字 障 害 ） や MBD

（Minimal Brain Dysfunction: 微細脳機能障害）といった学習能力に関する疾患概念が

存在してきた。1990 年時点では、WHO による ICD-10（International Classification of 

Diseases 10th revision: 国際疾病分類第 10 版）やアメリカ精神医学会による DSM-III

（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 3rd edition : 精神障害の診断

と統計マニュアル第 3 版）といった診断基準も作成されてい る。  

一方で、本研究で取り上げる LD とは、1980 年代から教育関係者（教師や教育学者、

施設運営者など）の間で、知的能力（IQ）に問題はないにもかかわらず教科学習に困難

のある状態を指して用いられ始めた語である。国立特殊教育総合研究所特別研究におい

て LD に関する分担研究を担っていた長畑正道は「 学習障害を全体として示す医学的診

断基準というものは存在しない」（長畑  1995，p．59）と述べたうえで、「学習障害とい

う言葉は診断名ではなく、適切な教育措置を講ずるにあたっての心身の障害の大まかな

種別を示す用語」（長畑  1995，p．59）としている。以後、このような意味での LD を、

医学的に定義された類似概念とは区別する意図から 、「教育概念としての LD」と呼ぶ。 

LD の文部省定義とは、明確な定義がなく、教育関係者の間で慣例的に用いられてい

た教育概念としての LD を、行政の立場から明文化したものである。教育概念としての

LD に対しては、一部の医師から「疑似医学的概念」（石川  1993）といった批判の声が

上げられていたものの、文部省定義の最終報告が発表される頃には、医師からも概ね肯

定的な意見が得られるようになった。その理由は、問題のある児童を教育現場で発見し

医療機関に 連れて 行く という初期 段階の スク リーニング におい て 、 教育概念と して の
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LD が重要な役割を果たすからである。医師の原仁が「通常の医療の中で LD が疑われ

ることはまずない。（中略）大抵は、教師あるいは保護者が本人の学習困難に気づき、

ある種の判断を医療側に求めることから LD の評価が始まる」（原  2000，p．12）と述

べるように、LD は学習上の困難という教育現場で生じる障害であるため、その発見に

おいて教育が主導的な役割を担う。そのため、教育現場に根ざした概念が存在すること

に一定の意義が認められたのである。  

 

1.2. 本研究の問い  

前節にて触れた文部省定義は、文部省が設置した「学習障害及びこれに類似する学習

上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査研究協力者会議」 が 1999 年に提出

した最終報告「学習障害児に対する指導について（報告）」にて公式に発表されたもの

である。定義本文を以下に引用する。  

 

 学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、

書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す

様々な状態を指すものである。  

 学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定される

が、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の

原因となるものではない。（文部省  1999）  

 

本研究の問いは、この定義中にある「中枢神経系に何らかの機能障害があると推定され

る」という文言が完成するまでに、他にどのような案が議論の場で検討され、どのよう

な論理から原因論の選択が行われたのかというものである 。中枢神経系とは、脳と脊髄

から構成される部位であり、神経系の働きの中核的な役割を担う。この原因論は医学で

も唱えられていた仮説であるが、医学的に実証されていたわけではなく、あくまでも推

定原因という位置づけであった。当時の医学の研究水準では「LD 児の場合、診察で中

枢神経系の機能不全を予測する兆候が得られる可能性は少ない。まして、そのような状

態で、医学的検査からのみに異常所見が得られることはまずない」（ 原  2000，pp．14-

15）という状況であり、行政主導の研究成果でも 、中枢神経系の機能障害が推定できた

のは LD と診断された児童の 3 割程度に留まっていた（長畑 1995）。  

そのため、文部省定義の作成にも関わった教育心理学者の上野一彦も「教育的な定義

といっておきながら医学的な表現が入っている わけで、協力者会議でもいろいろ議論が
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あったと記憶しています」（日本 LD 学会  1995，p．5）と述べており、必ずしも文部省

定義に中枢神経系の機能障害という表現を組み込むことは自明ではな く、LD の判別に

おいて中枢神経系の機能障害の有無の検査を行うことも現実的ではな かった。  

以上の問いに答える作業に移る前に、次節では先行研究のレビューを通じて本研究で

用いる分析枠組みを検討し、この問いに取り組むことの社会学的意義について論じる。 

 

2. 先行研究・分析枠組み  

 

2.1. 医療化 (1)の事例としての LD 

教育社会学における LD の研究を見渡すと、自閉症や ADHD と合わせて発達障害の

研究として行われたものがいくつか存在するものの（福留  1999，木村  2006，鶴田  2015，

2018 など）(2)、これらの研究は相互行為現場の分析を中心としており、LD の定義や原

因論といった概念的な議論の過程を分析しているわけではない。そこで、LD に関する

出来事や学術研究の歴史を分析した研究を探すと、医学・教育関係者による多くの蓄積

があるものの（中根  1993 など）、社会学的関心から書かれた著作は木村祐子（2015）

のみである。この著作について、以下で検討を加えたい。  

木村は著書の一部において LD を医療化の事例としてとらえ、その制度化プロセスを

明らかにしている。木村が依拠するコンラッドとシュナイダーらの定義によれば、医療

化 と は 「 あ る 問 題 を 理 解 す る に 際 し て 医 療 的 な 枠 組 み を 採 用 す る こ と」（Conrad and 

Schneider 1980=2003，p. 1）であり、従来は宗教、司法、教育といった医学以外の領域

の管轄下であった事象が医学の概念によって再構成され、その管轄下に置かれるプロセ

スを指す。この定義に基づけば、たしかに、かつては本人の努力や親・教師の指導の問

題として捉えられていた学習上の困難が 、LD という医学により近い概念で捉え直され

るという現象は、大枠としては医療化として解釈できるかもしれない。  

しかしながら、単に「障害」と名指されているからといって、それが医療化の事例で

あると言い切ることは難しい。LD を児童の不適応や逸脱の医療化の事例として捉える

木村の研究に対して、越野和之は「ある人が直面する問題が『障害』と名指されること

をもって、直ちに『医療化』と捉えるというのでは概念装置としては粗すぎる」（越野  

2016，p．221）と指摘している。前述のように、LD は医学概念とはある程度独立した

概念として編成された教育概念である。そして、このような概念が作られた理由は、原

因や治療法が医学的には十分に特定されておらず、支援するにあたって行政サービスや

教育制度が果たす役割が大きいからである。このことを医療化の枠組みから理解するな
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らば、学習上の困難に関する障害は医学が独占して診断や治療といった管轄権を行使す

ることができないということであり、行政が主導 しつつ、教育や福祉、医療といった領

域が、病に対するそれぞれのアプローチを組み合わせながら 共同で病を管轄していると

考えられる。すなわち、LD は医療化が完全に成立したとは言い難い事例なのである。  

LD がこれまでの医療化の枠組みでは捉えられない理由は、一つには前述のように LD

が教育という文脈において生じる障害であるという事情があるが、それだけではない。

越野（2016）が指摘するように、現在では古くから医学が前提としてきた病の捉え方で

ある「生物医学モデル」に対する異議申し立てや 代替モデルの提案があり、それらが病

を捉えるモ デルの バリ エーション として 社会 的な影響力 を持ち 始め ているとい う背 景

がある。この点について、次節にて近年の医療化研究の展開を踏まえて論じたい。  

 

2.2. 生物医学モデルの浸透と病を捉えるモデルの多様化  

ある問題の原因が人間の身体の中にあると仮定し、その原因を取り除くことで問題が

改善するという考え方（例えば、学習上の困難を「中枢神経系の機能障害」とみなすこ

と）は、「生物医学モデル」というテーマで研究されてきた。生物医学モデルは、医療

社 会 学 に お い て 近 代 西 洋 医 学 の 支 配 的 パ ラ ダ イ ム と し て 古 く か ら 研 究 さ れ て き た が

（Engel 1977）、現在では特に医療化論とその周辺領域で取り扱われている。  

現代の医 療化論 の基礎 にあるの は 先述 のコン ラッドと シュナ イダー らの展開 した 逸

脱の医療化論であるが、彼らによれば、生物医学モデルは「逸脱行動の原因と考えら

れる生理学的、体質的、器官的、また時には心的な要因や状態を仮定して、個人の

中に逸脱行動の源泉を位置付けるモデル」（Conrad and Schneider 1980=2003: 67）

と定義される。前項にて引用した医療化の定義には「医療的な枠組み」という表現が

あったが、これは生物医学モデルのことを指す（Conrad and Schneider 1980=2003）。

また、生物医学モデルはその身体観や原因論、医師・患者観、治療・介入に関する理論

など複数の要素から構成されるが、その中でも 生物医学モデルに基づいた原因論のこと

を、生物学的原因論と呼ぶ。  

近年の医療化の議論を、生物医学モデルをめぐる展開という 視点から整理すると、大

きく分けて 2 つの方向性がある。一方は、生物医学モデルの浸透の加速についての研究

で あ る 。 1990 年 代 に は ゲ ノ ム 研 究 の 発 展 を 受 け て 遺 伝 子 化 論 が 提 唱 さ れ た ほ か

（Lippman 1991）、2000 年代には生物医学への分子生物学のテクノロジーの援用とい

う論点を従来の医療化論に取り入れた生物医療化論が展開された（Clarke et al. 2003）。

さらに、Abraham は製薬産業の成長を背景とした医薬品による治療の普及を製薬化と
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呼び、医療関係者や当事者が医薬品による治療を指向するようになるプロセスを研究し

ている（Abraham 2010）。これらの研究群は、生物学的な原因論や対処法の適用範囲の

拡大に着目するものであり、近年の医療化関連研究のメインストリームを形成している。 

もう一方は、生物医学モデル以外の枠組みから 病を捉える動きについての研究であり、

これらの研究の重要性が医療化論において指摘され始めている（Busfield 2017）。近年、

伝統医療や健康食品といった CAM（Complementary and Alternative Medicine: 補完代

替医療）の社会的・科学的正当性が強まりつつある（Almeida 2012）。これらは西洋医

学が前提とする原因論や対処法とは異なるやり方で病を捉えているという意味で、生物

医学モデルとは異なるモデル である。このような CAM の台頭について、 生物医学と

CAM は共存して発展する関係であり（Williams et al. 2017）、生物医療化と CAM 化は

どちらも医療化のバリエーション として解釈することが提案されている（Correia 2017）。 

医療化の議論ではあまり言及されないが、LD に関しては障害の社会モデルの台頭も

同様の動きの一部として触れておきたい。障害の社会モデルでは、障害は医学的に定義

される個人の身体的特徴それ自体ではなく、個人と社会環境との相互作用によって生じ

る社会的不利であると考える。このモデルは障害者運動と密接に結びつきながら 理論化

され、1980 年には WHO によって ICIDH（International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps: 国際障害分類）が作成されるなど、障害分野では国際的に

普及する考え方となった。現代の医療化 現象、特に「障害」と名付けられる事例の医療

化現象について考えるならば、このような生物医学モデルの欠点を補うモデルの普及を

無視することはできない。  

以上の議論をまとめると、近年の医療化をめぐって、一方では生物医学モデルを基盤

とした医療実践や研究開発が進展 しているが、もう一方では病を生物医学モデル以外の

やり方で捉えるモデルが台頭するという、2 つの動きがある。しかしながら、こうした

状況に対して、現状では生物医療化や CAM、障害の社会モデルといったトピックがそ

れぞれ異なるコンテクストから別々の研究領域を形成しているのみであり、2 つの動き

の関係性については未だ具体的なレベルでは明らかになっていない。例えば、1 つの病・

問題をめぐ って生 物医 学モデルと その他 のモ デルがどの ように せめ ぎあいなが ら 並 存

しているのかという点についての研究の蓄積は十分で はない (3)。  

そこで本研究では、LD の文部省定義という事例を通じて、1 つの現象をめぐる生物

医学モデルとその他のモデルのせめぎあいというテーマにアプローチしたい。文部省定

義の議論は、これらの異なるモデルに基づく複数の原因論が同時に検討される様子を見

ることができるため、モデル間のせめぎあいを明らかにする上で有用な事例である。LD
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研究の側からこのアプローチの意義を確認するならば 、LD を単に医療化（すなわち、

生物医学モデルの浸透）の事例としてではなく、病を捉えるモデルが多様化するなかで

その概念や原因論が争われた病の事例として分析を行うことで、LD について必ずしも

生物医学モ デルに よる 把握が徹底 されて いな かったとい う事実 を踏 まえながら 現象 を

説明することができるのである。  

 

3. 資料と方法  

分析にあたって、LD の文部省定義に中枢神経系の機能障害という生物学的原因論が

採用されるまでの議論に関係する公開文書を収集した。  

行政文書としては、行政において初めて LD について議論を行った文部省「通級学級

に関する調査研究協力者会議」（以下、「通級協力者会議」と表記）が提出した「通級学

級に関する充実方策について（中間まとめ）」（1991）および「通級による指導に関する

充実方策（最終まとめ）」（1992）と、LD の定義を作成するために招集された文部省「学

習障害及び これに 類似 する学習上 の困難 を有 する児童生 徒の指 導方 法に関する 調査 研

究協力者会議」（以下、「LD 協力者会議」と表記）が提出した「学習障害児等に対する

指導について（中間報告）」（1995）および「学習障害児に対する指導について（ 報告）」

（1999）を使用した。  

通級協力者会議の委員は 15 名、内訳は、大学教員・研究所員 7（教育学・教育心理学

5、医学 1、不明 1）、学校教員 6、教育委員会職員 2 であった。座長は山口薫（教育学

者）が務めた。LD 協力者会議の委員は 20 名、内訳は大学教員・研究所員 10（教育学・

教育心理学 8、医学 2）、学校教員 8、教育委員会 1、その他（兵庫県立教育研修所長）

1 であった。主査は同じく山口薫（明治学院大学教授）であった。両方の委員を兼任し

たのは山口薫、大田昌孝（医学者）、中野善達（教育学者）、野村東助（教育心理学者）

の 4 名であった。  

 理想的には、こうした報告書だけではなく、報告書の作成過程の会議の毎回分の議事

録や配布物が得られるべきである。しかし、上記の協力者会議は国会や省庁の審議会よ

りも小規模であり、議事録や配布物が公開されていない。そのため、報告書の作成過程

の議論について知るために、2 つの会議の委員が同時期（1990 年から 2000 年程度）に

他媒体に掲載した論文や手記のうち、各会議の議論に言及しているものを集め、さらに

その中から原因論の議論について言及があるものを分析に使用した。収集方法としては、

まず各委員の著作リストと国会図書館・大学図書館の検索、さらに医療・障害・教育関

連の雑誌や会報の目次から著作を調べ、最後に著作の内容を確認して原因論への言及の
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有無を確認した。  

分析にとって十分な量の言及が見つかった委員は山口薫と中根晃、上野一彦の 3 名で

あった。本研究の記述は彼らの残した著作（具体的な文献情報は 4 章の引用にて代替す

る）に頼ることになるため、各会議で行われた議論に関する事実を網羅的に明らかにす

ることはできない。その代わり、入手できた資料から読み取りうる範囲で、本研究の

問題意識に答えるための情報を得ることを目指した。具体的には、委員個人単位で

の意見のぶつかり合い（誰がどのような主張を行い、それらがどのように衝突・補

足し合いながら結論に至ったのか）を明らかにしようとはせず、LD の原因論につ

いての協力者会議としての見解（誰が主張・同意したかが不明であっても、どのよ

うな意見が主に存在したのか）を資料から明らかにすることを分析の方針とした。 

 

4. 分析  

 

4.1. 行政的議論以前の LD 概念  

 本節では、LD の文部省定義作成の議論を見る前に、日本の行政において LD の定義

に関する議論が開始されるまでの経緯について述べたい。  

 

4.1.1. 教育概念としての LD の誕生と日本への輸入  

教育概念としての LD のルーツは、1960 年代のアメリカにある。医学領域ではディ

スレクシアや MBD などと呼ばれていた学習面に困難を持つ児童が、1963 年の S. A. カ

ークによる講演を契機として LD と呼ばれ始めた（上野  1991）。医学概念の LD は読字

障害や算数障害といった言語性の能力障害であり、ある特定の課題の習得 にのみ困難を

持つ。一方、教育概念としての LD は言語性の障害に加えて非言語性の障害（状況の理

解や空間・時間の把握など）を含む広範な概念である（田中  2015）。教育概念としての

学習障害は、1975 年に全障害児教育法において初めて行政的支援の対象となった。  

日本に LD が紹介されたのは 1970 年代である。既に医学概念であるディスレクシア

や MBD は紹介されていたものの、教育概念としての LD の紹介は 1974 年にカークら

の著作の翻訳が出版されたのが初出となる。羽山（2012）によると、1960 年代から 1970

年代頃までは、「学習障害」は医学的に確立された障害分類ではなく、状態像を指す言

葉であった。しかし、アメリカでの研究の紹介を通じて、 LD を独立した障害分類とし

て認めるかという議論が医学・心理学・教育学といった多領域の専門家間で行われ始め

た。医学者からは、既に分類として成立していた MBD との違いが明確ではなく分類と
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しての厳密さに欠けるという批判がなされたものの、 1990 年代に入ると MBD 概念の

妥当性の低さが指摘されたことをきっかけに 、LD を MBD から独立させる考え方が優

勢となった（羽山  2012）。  

 

4.1.2. 行政による議論の開始  

LD の存在は徐々に教育関係者や当事者家族にも知れ渡り、1980 年代を通して各地に

親の会が設立され、1990 年には初の全国組織である全国学習障害（LD）児・者親の会

連絡会が結成された。また、1992 年には学術団体である日本 LD 学会が設立された。

そして、親の会を中心とした請願運動を受けて、文部省では 1990 年に招集された通級

協力者会議において LD への対応について議論を開始したほか、 1991 年には国立特殊

教育総合研究所特別研究でも「教科学習に特異な困難を示す児童・生徒の類型化と指導

法の研究」が開始された（柘植  1999）。  

通級協力者会議の主題である「通級」とは、特殊学級に常時在籍する必要 がないよう

な障害を持つ児童に対して、必要な時間だけ特殊学級で指導することを指す。当時、実

態としては多くの学校で実施されていたものの、制度的な基盤がなく教員配置など の面

で不具合が生じていた。そのため、通級による指導を正式に制度上に位置づけるために

結成されたのが本協力者会議である。この協力者会議の 2 つの報告書では通級について

の記述は全体の半分程度であり、残り半分は LD 概念や対応方法についてまとめられて

いる。通級に関する議論で LD が大きく取り上げられたのは、LD に教育制度的な対応

を行う場合、通級による指導が効果的であると考えられたからである（文部省  1992）。 

当時、教育関係者や親たちの間で LD への関心が高まる一方で、定義を意識せず非常

に多様な症状に対して LD 概念が当てはめられたために会員の大半が LD ではないこと

が判明して解散する親の会があったなど（平谷  2000）、LD 概念の曖昧さが混乱を生じ

させていた。こうした状況のなかで LD への行政的対応を開始するにあたって、まずそ

の概念を確定させる必要があった。そのため、協力者会議の報告書では、「 VII 学習障

害 児 等 に 対 す る 対 応 」 と い う 項 目 に お い て 医 学 の LD 概 念 も 含 め た い く つ か の 定 義

（WHO の ICD-10、アメリカ精神医学会の DSM-III-R、アメリカの障害者教育法修正）

や国内での研究状況が紹介されている。しかしながら、ここでは LD について「その対

象を特定することは現状では困難である」と結論づけられており、文部省としての見解

は示されるに至らなかった。  
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4.2. 行政における LD 定義の作成  

 

4.2.1. 「中枢神経系の機能障害」という論点  

「通級による指導に関する充実方策（審議のまとめ）」が出された 1992 年には LD 協

力者会議が招集され、LD の定義や教育的対応のあり方を定めるための議論が行われた。

1995 年には中間報告として「学習障害児等に対する指導について（中間報告）」が、1999

年には最終報告として「学習障害児に対する指導について（報告）」が公開された。会

議の委員は教育学者や学校関係者、医師らが務めた。  

中間報告では、教育概念としての LD の定義が日本で初めて明文化された。最終報告

では定義が一部改定されたものの、主に重複障害に関する箇所であり、原因論について

の変更はない（定義本文は 1.2 節にて引用した通りである）。中間報告・最終報告には

定義が掲載されているだけではなく、定義の解説や学習障害の実態把握基準、指導形 態

といった学習障害への対応を開始するための いくつかのトピックについて、協力者会議

による見解が述べられている。  

定義の作成にあたっての論点の一つが、LD の原因論をいかに扱うかという点であり

(4)、この議論は LD の対象範囲をどのように設定するかという議論とほぼ同義 であった。

ここでは大別して 2 つの選択肢が検討され、片方はアメリカをモデルとしたより狭い概

念が、もう片方はヨーロッパ（特にイギリス）をモデルとしたより広い概念が挙げられ

たが（日本 LD 学会  1995，p．11）、最終的にはアメリカをモデルとした案が採用され

た。次節以降、この 2 つの案をめぐる議論について詳細に見てゆく。  

 

4.2.2. アメリカ案と中枢神経系の機能障害の特定の限界  

アメリカをモデルとした案では、アメリカで既に作成されていた 2 つの定義が参照さ

れた。片方は、1988 年にアメリカの LD 関連団体 8 団体からなる全米学習障害合同委

員会（the National Joint Committee on Learning Disabilities: NJCLD）が作成したもの

（以下、「NJCLD 定義」と表記）。もう片方は、1975 年の全障害児教育法 PL94-142 で

明文化されたものである。このうち、LD 協力者会議では NJCLD 定義が特に参考にさ

れた（文部省  1995）。  

 特定の原因を明記することは、それ以外の原因による学習上の困難を LD の範疇に含

めないということである。アメリカの 2 つの定義はどちらも環境要因による学習困難や

他の障害の二次障害を LD に含めないという特徴があった。そして、 NJCLD 定義はそ

うした除外規定だけではなく、LD の原因は中枢神経系の機能障害であるという旨が明
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記されていた。  

ここで重要なのは、LD が中枢神経系のどのような機能障害であるかは明らかに され

ておらず、中枢神経系の機能障害の有無によって LD を判別する方法が確立されていな

いという点であった。文部省の LD 協力者会議と並行して実施されていた厚生省心身研

究では、「親子のこころの諸問題に関する研究」（1993）の分担研究の中で「学習障害は

中枢性の障害によるものか」という研究課題に取り組んでいたが、「学習障害児の 70％

が、脳波、CT、生化学検査といった通常の小児神経学的検査では異常が認められなか

った」（長畑  1995，p．57）という結果が出ていた。すなわち、当時の研究水準では中

枢神経系に関する検査を行ったとしても LD の 3 割程度しか特定できない状況だった。 

そのため、中枢神経系の機能障害という原因論を定義中に明記したとしても、実際の

LD 児の判定において中枢神経系の機能障害の有無を 確かめられるわけではない。この

点については、「中枢神経系の機能障害の推定に当たっては、児童生徒の詳細な生育歴

の把握とその内容の検討とともに、医学的な諸検査を実施することも考えられる」（文

部省  1995）と述べられており、生育歴等の情報からの推定という間接的な方法が想定

されていた。以上のことは主査である山口薫も認識していた。  

 

最近では LD の判定において中枢神経系の機能障害の有無を検査することは、どう

しても必要なケースに限られるようになり、また、（中略）アメリカ各州の LD の定

義においても、中枢神経系の機能障害を定義から除くところが増えてきている。実際

問題として、LD の中で中枢神経系の機能障害が医学的に確認できるのは現在のとこ

ろ 3 割程度に過ぎず、大半はその存在が確認できないという（山口  1995，p．169） 

 

以上のようなアメリカ案とは対象的に、原因論を中枢神経系の機能障害に限定しない

選択肢も同時に検討されていた。それが、次節で述べるイギリス案である。  

 

4.2.3. イギリス案と障害の社会モデルの思想  

イギリスでは、学習に困難を持つ児童のうち、中枢神経系の機能障害によるものや環

境要因によるもの、他の障害の二次障害として生じるものを制度上で区別せず、同じ「学

習困難児」として扱っていた。LD 協力者会議ではイギリスを参考に、原因を問わず状

態像によってのみ LD を定義する選択肢が検討された。イギリスを参考にするメリット

は以下に述べられている。  
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ヨーロッパ、とくにイギリスでは LD を直接対象にしないで、より広い学習困難と

いう概念で特殊教育の対象を規定しているが、その理由は次の 2 点に要約できる。  

（1）  LD の推定原因に中枢神経系の機能障害を挙げても、現在の医学の水準では

LD の 3 割程度しか、その存在を確認することができず、教育的にみて余り意味がな

い。  

（2） 中枢神経系の機能障害という、個人に内在する生体的変数を強調しすぎると、

子どもの発達 にかかわ る環境的変数 ―教育と は環境的変数 の操作で ある―が過小 評

価されるおそれがある（山口  1996） (5) 

 

上述のように、中枢神経系の機能障害の有無の特定ができないことだけではなく、子ど

もの発達不全の原因を生物学的な 変数に還元してしまうことで、環境的変数の影響を捨

象してしまうことが懸念された。  

この選択 肢は研 究途上 の原因論 につい て判断 を保留す るとい う消極 的なもの で は な

く、障害児教育思想上の含意があるという点が重要である。イギリスの障害児教育制度

は、障害の社会モデルの思想を下地としていた。イギリスでは 1978 年のウォーノック

報告と 1981 年の教育法（Education Act 1981）を契機に、障害を個人の身体的特徴に

内在化させるモデル（＝生物医学モデル）を用いずに支援制度を構築することが試みら

れてきた。そこで考案 されたのが「特別な教 育的ニーズ （Special Educational Needs: 

SEN）」の有無による障害定義である。  

ある人が SEN を持つ状態とは、教育的援助が必要な状態を意味する。この状態は本

人に内在する生体的特徴によってのみ生じるのではなく、周囲の環境との相互作用によ

って変化する。また、「医学的疾患を持たないが SEN を持つ」状態や、「医学的疾患を

持つが SEN を持たない」状態がありうる。例えば、医学的な根拠がなくても特別な援

助が必要な程度の学習上の困難があれば支援対象となりうるし、身体的な損傷があった

としても支援が必要ない場合は支援対象とならない（徳永  2005）。  

LD 協力者会議の主査を務めた山口薫や委員の 1 人であった上野一彦は、SEN に基づ

いた障害児教育思想を日本に紹介した中心人物であり 、通級による指導の制度化や LD

への支援を 通じて この 思想を日本 の障害 児教 育制度に 取 り入れ るこ とを積極的 に推 進

していた（上野  1995，全日本特殊教育研究連盟  1991）。つまり、LD を中枢神経系の

機能障害によるものに限定せず、環境要因による学習困難児も含めることは、彼らの障

害児教育思想を制度に実装できるという 意義があったのである。  
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4.2.4. 原因論の確定  

前述のように、最終的に採用されたのはアメリカ 案である。LD 児の判定方法が十分

に確立されておらず、またイギリス 案の思想的意義にもかかわらず、なぜ中枢神経系の

機能障害を明記するアメリカ流の LD 概念が採用されたのか。その理由は、当時の LD

や障害児教育制度を取り巻く現実 性を考慮した選択が行われたからである。以下でその

詳細を 2 点に分けて考察したい。  

第一の理由は、LD を障害として認知させ、普通学級の学習指導要領に基づく指導で

は支援が十分ではないということを 強調するためである。LD 協力者会議の報告書では、

中枢神経系の機能障害の明記の理由 は「視覚障害など他の障害から二次的に生じる学習

上の困難は含まず、また、家庭環境や社会環境などの環境的な要因によるものではない

などの条項を設けるだけでは不十分である」（文部省  1995）と述べられているのみであ

るが、LD 協力者会議の委員であった医師の中根晃は以下のように解説している。  

 

LD で一番大事なのが、今までの普通の学習過程とは別の方式で教えなきゃいけな

いと思うんですね。従来の学習指導要領では教えられない。そういう意味で、何かイ

ンパクトのある表現としたら、やはり学力の症状かなと思います。どこかに機能障害

とハンディキ ャップが あるから特別 な配慮を もって教育に 当たって いかなきゃい け

ないという、そういう意味で（引用者注 : 中枢神経系の機能障害という原因論が）取

り入れられているんだろうと思います（日本 LD 学会  1995，p．5）  

 

中根が語るように、LD というこれまで制度上で想定されてこなかった存在への対処を

開始するにあたって、それが健常児とは異なる対処を必要とすることを「インパクトの

ある表現」で打ち出す必要があった。そのために選ばれた 表現が「中枢神経系の機能障

害」であり、イギリス案のように健常児と LD の境界を曖昧かつ流動的にするのではな

く、両者に質的な差異があることを強調する ことができる表現だったのである。  

第二の理由は、比較的厳密な原因論を設定することで、他の障害の二次障害による も

のや環境要因によるものを除外し、特殊教育で新たに対象となる児童数を抑制するため

である。以下にその事情が簡潔に語られている。  

 

学齢期のわずか 1％しか特殊教育を受けていない我が国で、英国のように「学習困

難」を対象にすることによって一挙に 20％まで広げることは現実的ではなかろう。

アメリカの LD 教育をモデルにしながら日本的な対応を考えることになろう （山口  
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1997，p．8）  

 

当時のイギリスでは、生物学的な原因以外による学習困難も 障害児教育制度の対象とす

るため、全体の 20％もの児童が支援を受けていた。LD 協力者会議以前の日本の行政に

おいても、「学習障害とその周辺」や「学習困難」といった表現で比較的広い範囲の児

童を念頭に置いた検討が行われていたが、そうした前提から行われた実態調査ではいず

れも 10％近くの児童に LD の疑いがみられた（上野  1995）。そのため、イギリス案を

採用した場合、当時の特殊教室や通級学級のキャパシティをはるかに超え る数の要支援

児童が発生することは必至だった。山口が続けて「さしあたっては、学齢児の 3％を特

殊教育の対象とすることを目処に LD やその周辺の学習困難児を加えていくべき」（山

口  1997，p．8）と述べるように、当時の支援リソースに鑑みれば、新たに対応しうる

児童数はせいぜい数%が現実的だったのである。  

 

以上、文部省定義においてアメリカ案が採用された経緯を見てきたが、その後の行政

における LD の原因論をめぐる展開においても簡単に触れておきたい。 LD の定義作成

後、文部省では LD を ADHD および高機能自閉症とともに「通常学級に在籍する特別

な支援を必要とする児童生徒」として 一括して取り扱うようになる。2001 年に文部科

学省から発表された「21 世紀の特殊教育の在り方について～一人一人のニーズに応じ

た特別な支援の在り方について～（最終報告）」においてこれらの障害の教育制度上の

位置づけが明確化されたあと、厚生労働省でも 2004 年に制定された発達障害者支援法

によって支援の方向性および発達障害の行政的定義が定められた。同法では「脳機能の

障害」という表現で発達障害の原因論が明記されているように、中枢神経系から脳へと

障害の所在は変更されているものの、障害の原因を身体のどこかに求める生物学的原因

論の発想は継続している。なお、2016 年の一部改正後も、「脳機能の障害」という箇所

に変更はない。  

 

5. 結論と考察  

 

ここまでの分析をまとめたい。本研究では、病の原因論の選択の場における生物医学

モデルとその他のモデルのせめぎあいを明らかにするという 問題意識から、文部省の議

論においてどのような論理から LD の原因論が選択されたかを分析した。文部省の議論

では、生物医学的原因を強調するアメリカ案と障害の社会モデルを下地としたイギリス
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案が検討されたが、最終的には前者が選択された。その理由は、 生物学的原因論を LD

の原因に据えることによって、LD が普通学級の教育では指導できない存在であること

を明確に打ち出せるという点や、新たに増加する支援対象児童の数が比較的少ないとい

う点が重視されたからである。障害の社会モデルの思想的重要性は文部省の会議の中核

メンバーも認識していたが、行政の議論が実際の制度運用を想定したものであるという

性格上、当時の LD を取り巻く社会的・制度的状況を考慮 した結果、イギリス案は最良

の選択肢ではなかったのである。  

本研究の限界は、入手可能な資料の制約に関するものである。 本研究で得られた知

見は、あくまで主査・座長を務めた山口薫の視点を主とする、現時点で最大限入手

可能な資料から浮かび上がるものに過ぎない。資料に書かれている内容には作成し

た者の立場による取捨選択が必ず介在するため、本研究で使用した資料の著者が「記

録に残す必要がない/残すべきでない」と判断した事柄は記録に残されておらず、そ

れが研究の記述にバイアスを生じさせている可能性がある。今後新たな資料の公開

や別の関係者の証言の入手が可能になれば、議論のプロセスに存在していた、別の

選択の論理の介在や、第三のモデルとのせめぎあいが明らかになるかもしれない。 

しかしながら、本研究の分析の意義は、本節冒頭に述べた問題意識について学術的に

重要な示唆を得ることができた点にある。以下で 2 点に分けて論じたい。  

第一の示唆は、原因論と対処法には必ずしも一貫したモデルが使用され るわけではな

いという点である。本研究の事例では、LD の原因論は医学から借用されていたものの、

それはあくまでも教育的対処を行うためであり、投薬といった医学的対処を期待してい

たからではない。また、本研究の分析からは逸脱するが、現在では LD を含む発達障害

の原因論は脳機能に据えたまま、「合理的配慮」という障害の社会モデルに 基づく支援

方法が制度に取り入れられ始めている。以上のように、各モデルは原因や対処といった

部分毎に組み合わせられて利用されるのである。  

第二の示唆としては、生物医学モデルの採用は医学への従属を示すわけではなく、む

しろ医学以外の領域が主体的に意思決定した結果であるという点である。医療化論は、

医学的な考 えの浸 透 と いう現象を 医学に よる 他領域から の管轄 権の 奪取 として 捉え る

傾向にあるが、本研究の事例において生物医学モデルが採用されたのは教育の実践上の

理由からであり、教育が LD への対応の主要な役割を担うという意味での管轄権は放棄

していない。むしろ、そのような形での対応を企図していたからこそ、教育概念として

の LD を医学概念からはある程度独立して作成する必要があったのである。医学的な考

えを採用する領域が結果として拡大したとしても、まずはそのプロセスの内実を各領域
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の文脈に根ざして捉えることが重要である（ 6）。  

最後に、本研究で対象とした現象の帰結 と、本研究の実践的意義について述べたい。

学習上の困難に対して個人に内在的な原因論を据えることは、その児童が現代医学では

治療できない生涯の病を持つ存在となることを意味する。このことは、例えば親や本人

への免責をもたらすという点では有用である。中枢神経系の機能障害は親や当事者の努

力では変えようがないため、彼らがいかに困難な問題に直面しているかということが鮮

明に伝わるからである。しかし同時に、医師の山崎晃資による「脳機能障害説は、原因

に関しては責任を問わないが、適切な対応をしないと二次障害を招くということの

根拠ともなっている。これまでのことを問われない代わりに、未来に向かってこれ

からの育て方が問われることになる。結局、何かあれば親の責任を言われかねない

構造なのである」（山崎  2012，p．24）という指摘は無視できない。一見して生物学的

原因論（引用中では「脳機能障害説」）が親や本人からの免責をもたらしているように

見えても、障害の原因が個人に内在するという前提を据える限り、結局は別の形で親や

本人に責任が帰されうるのである。  

こうした障害の個人化を乗り越え、障害は個人と環境の相互作用によって生じると

いう側面を強調するために提唱されたのが障害の社会モデルであ る。しかし、こうし

た生物医学モデルの欠点を補うモデルの重要性は幾度となく主張されているにもかか

わらず、制度への実装といった現実社会への浸透は未だ途上にある。生物医学モデル

かその他のモデルかという二択ではなく、双方の利点を組み合わせてよりよい状況を

作ることが重要である。そのためには、病を捉えるモデルをめぐる議論を明らかにす

る作業を通じて、生物医学モデルがどのような背景から必要とされるのか、それは本

当に生物医学モデルでなければ実現しなかったのかといった 点について検討すること

が第一歩となるであろう。  

 

〈注〉  

（ 1）本稿では「医療化論」と「医療化」という 2 つの表現を用いているが、前者は医療

社会学における理論を指しており、後者はその理論が対象とする現象を指 す。  

（ 2）教育社会学における発達障害および障害全般に関する研究のレビューは鶴田

（2015）に詳しい。  

（ 3）この点を主題にした研究は、「医学モデルと、医学モデルに代替する考え方の両面

に目を向け、それらの議論が発達障害概念を取り巻いてどのように行われてきたの

か」（篠宮  2018，p．64）という問題意識から障害児教育論における発達障害概念の

発見過程を明らかにした篠宮（2018）があるのみである。  
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（ 4）もう一つの大きな論点は、「全般的な知的発達に遅れはない」という限定を設ける

か（すなわち、知的障害と明確な区別を行うか）という点であった。この点について

は LD の原因論に関する議論とは直接の関係がないため、 本稿では割愛する。  

（ 5）Web 掲載の論文を参照したため、ページ数はない。  

（ 6）Eyal（2010）に代表されるように、そのような研究はもはや医療化という語を用い

ない傾向にある。  
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