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本研究の目的は、自閉症の脳機能障害説という医学理論が日本の教育制度に採用されたプロセスを明ら

かにすることである。2000 年代に自閉症が脳機能障害として制度上に位置づけられたことを契機に、自

閉症が脳の障害であることが多くの人に知られ始めた。これを受けて、社会学では問題行動や自己に関す

る語りにおける自閉症の脳機能障害説の役割が分析されてきたが、制度面の研究は少数であり、教育制度

に脳機能障害説が持ち込まれた背景は未検討である。本研究では資料調査を通じて、医学では 1970 年代

に脳機能障害説が定説化したが、制度上は医学的な正確さよりも教育機会確保のために自閉症を心因性の

「情緒障害」の枠内で扱ったこと、2000 年代に入ると障害児教育制度改革において障害の「特性」に応

じた教育が目指され、把握すべき「特性」は障害の原因によって異なるという考えから自閉症が脳の障害

として位置づけ直されたことを明らかにした。 
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Ⅰ 問題設定・先行研究 

本研究の目的は、自閉症の脳機能障害説という医学理論が日本の教育制度に採用された

プロセスを明らかにすることである。この作業を通じて、医学理論がどのような論理のもと

で行政制度上に取り入れられるのかについて検討したい。 

自閉症とは、対人コミュニケーションの困難や限定された興味を中核症状とする障害で

あり、DSM-5（精神障害の診断と統計マニュアル第 5版）および ICD-11（国際疾病分類第

11 版）では「自閉スペクトラム症」として診断基準が作成されている。日本の法律上では

2004 年に制定された発達障害者支援法によって「発達障害」の一つに位置づけられており、

ADHD（注意欠陥多動性障害）や LD（学習障害）とともに「発達障害」と呼ばれることも

ある。正確な発症機構は特定されていないものの、その原因は脳機能にあると言われている。

以降、自閉症の原因が脳機能にあるという仮説を「脳機能障害説」と呼ぶ。 



2 

日本の行政制度では、2001 年には文部科学省の特別支援教育制度設計の議論において自

閉症の原因が「中枢神経系の機能不全」（21 世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力

者会議 2001）とされたほか、同様に発達障害者支援法では発達障害が「脳機能の障害」で

あるとされた。こうした脳機能障害説の法的・制度的な位置付けと、それに伴う行政や親の

会等による啓発活動によって、自閉症が脳機能の障害であるという知識は急速に広まった。 

こうした背景から、日本の社会学では、自閉症の脳機能障害説がいかに自己や問題行動に

対する意味づけを変化させるかという観点から研究が行われてきた。当事者のアイデンテ

ィティの変化（立岩 2014; 浦野 2013）、教師・支援者による問題理解の変化（木村 2015）、

マスメディアにおける少年非行の原因理解の変化（赤羽 2012; 佐久間 2012; 渡辺 2018）

といった研究群である。これらの研究では、本人の性格や親の育て方に原因があると考えら

れてきた現象が脳機能障害によるものとして説明されることで、問題理解や責任帰属が変

容するさまが明らかにされてきた。 

しかし、これまでの研究では自閉症の脳機能障害説に関する人々の語りが分析されてき

たものの、そもそも脳機能障害説がどのように普及したか、その普及の起点である制度化が

どのように生じたかについては精査されていない。社会学以外では自閉症の医学史（石坂 

2010; 高木編 2009）や制度史（中山 1999, 2000）、発達障害者支援法の制定過程（中山 2006; 

滝村 2006）といった医学・制度のいずれかに関する研究は存在するが、医学理論と制度の

関係にまで論を進めているのは小澤勲（[1984] 2007）のみである。小澤の分析はⅢ-1にて

参照するが、彼が行った分析の期間は 1980 年頃までであり、2000 年代における脳機能障

害説の制度化過程を明らかにするには、その後の期間を扱った分析作業を行う必要がある。 

自閉症の脳機能障害説の普及は、「逸脱の医療化」（Conrad and Schneider 1980=2003）も

しくは「ループ効果」（Hacking 1995）といった枠組みから捉えられている。日本の研究は

主に逸脱の医療化論に立脚しており、医学が子供の行動への管轄・介入領域を拡大させてゆ

く現象として自閉症が理解されている。また、アメリカを事例とした研究では自閉症概念と

人々の実践が循環する「ループ効果」によって自閉症という存在の社会的位置が獲得されて

ゆく過程が描かれており（Eyal et al 2010; Nadesan 2005; Silverman 2011）、日本にも同様

の枠組みがある程度当てはまることが予想される。制度化は逸脱の医療化論では医療化プ

ロセスの最終段階として位置づけられるほか、ループ効果に基づく分析においても制度は

自閉症概念のループを構成するアクターとして言及される。日本においてこれらの枠組み

に依拠した経験的研究を進める上でも、制度に関する分析は必要であろう。 

加えて、自閉症のように医学的な治療法が確立されていない障害は、医療による問題解決

の範囲が限定的であるため、制度による支援や啓発活動の果たす役割が大きい。そして、制

度で採用されている障害観や自閉症観の違いによって支援や啓発の方向性が変わり、人々

にどのような医学理論が浸透するかどうかも変化すると考えられる。 

なお、自閉症にはさまざまな支援制度が存在するが、本研究では文部科学省が管轄する教

育制度に着目する。その理由は、小児期を中心とした障害である自閉症への取り組みが教育

制度を中心に行われているというだけではなく、自閉症の脳機能障害説の制度化が見送ら

れた時期があるからである。Ⅲにて詳述するが、1970 年代の自閉症の教育制度化の議論で

は、医学界で脳機能障害説が支配的となっていることが行政関係者の間で認識されつつも

「情緒障害」という心因性の障害の枠内での処遇が決定された。脳機能障害説が教育制度上
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の位置付けを得るのは 2001年のことである。このことから、医学理論の教育制度化は単に

医学研究の発展の余波なのではなく、何らかの制度固有の事情によってもたらされている

ことが予想される。このような事例を分析することで、制度において医学理論がどのように

解釈され、その採否を決められるのかという論理が析出できるのではないかと考えられる。 

 

Ⅱ 方法・倫理  

本研究では、自閉症の脳機能障害説に関する医学と教育制度の議論の過程を明らかにす

るために、公開文書を用いた資料調査を行った。倫理審査が必要な調査は行っていない。 

分析部（Ⅲ）は 2つの問いから成り立っている。1 つは、なぜ医学では 1970 年代に脳

機能障害説が定説化していたにもかかわらず教育制度に取り入れられなかったのか（Ⅲ-

1）、もう 1つは、なぜ 2000 年代に脳機能障害説が教育制度化されたのか（Ⅲ-2、3）であ

る。前者の問いについては、Ⅰで挙げたように 1960年代後半から 1980 年代初頭の自閉症

の医学史・制度史について事実をまとめた研究が豊富に存在するため、それらの著作の記

述およびそこで参照されている一次資料を通じて医学と教育制度の脳機能障害説に関する

議論を再分析した。 

後者の問いの時期は医学史・制度史の研究が少数であるため、資料の系統的な探索が必要

となる。教育制度については、文部省・文部科学省で自閉症が脳機能障害であると明言され

るまでの過程を、文部省・文部科学省の公開資料および担当官僚の著作やインタビュー記事

を用いて明らかにした。医学については、自閉症の医学論文や医師による論説が多数掲載さ

れている雑誌である日本児童精神医学会『児童精神医学とその近接領域』（1984 年以降は日

本児童青年精神医学『児童青年精神医学とその近接領域』）、自閉児教育研究会『自閉児教育

研究』、日本発達障害学会『発達障害研究』、全日本特殊教育研究連盟『精神薄弱児研究』

（1985～2006 年は『発達の遅れと教育』）、日本自閉症協会『心を開く』の 1980～2000 年

の全記事を資料とした。時期を 1980 年からとしたのは、医学史・制度史による研究がおよ

そ 1980 年代前半まで存在するからである。 

分析では、資料のうち脳機能障害説の教育制度化に繋がる部分のみを対象とした。たとえ

ば、教育制度の議論では医学的な投薬治療や発症機構の詳細な研究成果はほとんど話題に

上らない。また、学級運営や教科学習の具体的な方針に関する文脈では、障害の原因論とい

う抽象的な話題は議論の主題にはならない。そのため、すべての資料を詳細に検討するので

はなく、自閉症の脳機能障害説とその教育制度化に関係する限りで資料の内容を読解した。 

 

Ⅲ 分析 

1 脳機能障害説と情緒障害 

 本節では、1960 年代後半から 1970 年代前半に医学において自閉症の脳機能障害説が支

配的な見方となったにもかかわらず、同時期の自閉症の教育制度化において脳機能障害説

は取り入れられず、「情緒障害」という心因性の障害として位置づけられたことを示す。 

 

(1) 医学における脳機能障害説（器質論）の台頭 

自閉症の原因が脳機能にあるという見解が日本の医学界で支配的となったのは、1960 年

代後半から生じた「心因論から器質論へ」と呼ばれる自閉症理論の転回によってである。当



4 

時の医学では脳機能障害説は「器質論」と呼ばれていたため、本節ではこの呼称を踏襲する。

日本の医学では 1952 年の最初の自閉症の症例報告以降、その原因や病態に関する研究が急

増する。1950～60年代に自閉症の原因論として優勢だったのは、アメリカの精神科医のレ

オ・カナーの理論に立脚した心因論と呼ばれる立場であった（石坂 2010）。心因論は自閉症

の本質を「自閉性」という心性に求める立場であり、自閉症に特徴的な症状である言語・認

知障害はその心性によって生じる二次障害だと考えられた。心因論の立場では、自閉症は脳

や身体の障害とは異なる（＝非器質的である）とされ、脳波異常や痙攣発作といった「器質

的」とされた徴候が見られた場合は自閉症の診断から除外された（牧田 1966）。 

1960 年代後半には心因論の理論上の矛盾が指摘されるようになり、代わって「器質論」

が台頭する（小澤 [1984] 2007）。器質論とは、自閉症の症状は何らかの脳障害に起因する

と考える立場であり、イギリスのマイケル・ラターの理論が拠り所となった。ここでの脳障

害とは特に認知・言語能力を司る部位の障害であるとされ、自閉性という心性は自閉症の一

次障害ではなく、脳障害によって生じた二次障害と考えられるようになった（中根 1976）。 

器質論は発達障害説とも呼ばれ、器質論の台頭によって、自閉症は発達障害であるという

見方が定着する。ここでの発達障害とは「脳障害を基礎にして症児の能力に欠陥を生じ、そ

の結果として起こってくる〈発達のゆがみ〉」（小澤 [1984] 2007: 404）を指している。当

時、発達障害という言葉は主に知的障害を意味していたものの、自閉症は知的障害とは異な

る特異な発達の遅れであるとされ、発達障害を構成する主な障害に加わった。 

心因論には親への非難という倫理的態度が伴っていたが、器質論の台頭によって見直さ

れることとなった。自閉症を心のありようであるとみなしたとき、子供にそのような態度を

取らせた親の育て方に問題があるとされたのである。しかし、自閉症が脳機能障害なのだと

すれば、脳機能障害の有無は親の育て方にかかわらず生じるはずである（中根 1976）。こう

した考えから、親に障害の責任を問うことは器質論によって否定されることとなった。 

 

(2) 自閉症児の「教育の場」の模索 

医学では 1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて定着した器質論であるが、同時期に

考案された自閉症児に関する教育制度では、この理論が認識されつつも反映されることは

なかった。なぜなら、当時の自閉症児教育における重要課題であった自閉症児の「教育の場」

の確保のためには、医学理論上の正確さは副次的なものとされたからである。 

 自閉症の制度上の処遇が検討され始めたのは 1960 年代後半頃であるが、この時期は戦後

障害児・者制度が既に出揃った時期であり、自閉症児は「遅れてきた障害児」（小澤 [1984] 

2007: 404）として他の障害を基軸に体系化された制度の中で位置づけが模索されることと

なった。当時の障害児教育制度（特殊教育）は視覚・聴覚・知的障害という 3 つの障害種別

に大別されており、制度上の位置づけを模索することは即ち、（障害種別の新設を含めて）

自閉症をどのような障害種別に分類するかということを意味していた。なお、障害種別に基

づく体系はⅢ-3にて扱う新制度（特別支援教育）にて変更が加えられることになる。 

1960 年代当時、自閉症が医学的な治療・研究対象であることは理解されていたが、教育

が有効な対象であるかについては自明ではなく、多くの自閉症児が障害を理由に就学猶予

と判断され、入校を拒否されていた（伊藤 2008）。運良く知的障害児養護学校・学級に入学

できたとしても、自閉症児は知的障害児向けの教育に不適応を示すことが多く、その教育の
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難しさが問題となった（全国情緒障害教育研究会 2011）。 

こうした問題を受けて、1966 年には自閉症児を受け持つ教師が中心となって「自閉症と

いわれた子どもの担任の会」が結成され、自閉症児教育についての事例研究を通じて、自閉

症児に教育が有効であること、自閉症児に特化した教育が必要であることを訴え始める（全

国情緒障害教育研究会 2011）。1967 年には「自閉症児親の会全国協議会」が発足し、自閉

症といわれた子どもの担任の会とともに文部省に自閉症児に適した教育の場を要求した。 

この活動の結果文部省が行ったのが、「情緒障害」という新設分類での自閉症教育である。

情緒障害は医学用語ではなく、1961 年から厚生省による心因性の非行・不適応児童生徒対

策として設定された行政的な枠組みであり、自閉症は情緒障害の範疇外であった。しかし、

1967 年の文部省による「児童生徒の心身障害に関する調査」によって障害種別として情緒

障害が新設された際、情緒障害の下位分類として登校拒否や緘黙といった心因性の問題と

並んで「自閉症の疑い」があり、以降文部省の情緒障害概念には自閉症が含まれることとな

る。1969 年には杉並区立堀之内小学校に初の情緒障害学級が開設されたが、開設時は在籍

児童全員が自閉症児であり、実質的に情緒障害教育は自閉症児教育を中心としていた。 

当時、自閉症が脳機能の障害であることが知られていなかったわけではなく、自閉症を心

因性の障害として位置付けることは「ウルトラＣ的離れ業」（全国情緒障害教育研究会 2011: 

200）であった。自閉症児教育を開始するにあたって文部省に情緒障害という名称を提案し

たのは、小学校教員であり自閉症といわれた子どもの担任の会および後継組織である全国

情緒障害教育研究会の中心人物であった村田保太郎である。当時、多くの研究者が自閉症を

情緒障害とみなすことを誤りだと指摘したが、村田はこの指摘を認めた上で、「自閉児を情

緒障害学級の対象とはしたが、自閉児は情緒障害児だといっているのではない」（全国情緒

障害教育研究会 1983b: 213）と答えている。村田の意図は「原因論に触れず、現実を優先

することで自閉児を学校教育の中に位置づけ情緒障害教育の対象として考えていこうとし

た」（全国情緒障害教育研究会 1983a: 76）という点にあり、自閉症の正確な判定の難しさ

から学級の名称に自閉症の名を入れることを回避したこと、自閉症という語に伴う「教育不

可能」という偏見を持ち込みたくなかったこと、自閉症に限らず関連領域にまで教育研究を

拡大させることが目的だったと述べている（全国情緒障害教育研究会 1983a）。 

また、当時の文部省教科調査官であった松原隆三も、「情緒障害の定義のしかたによって

は、自閉症を情緒障害の範ちゅうに入れることは無理であり、冒険に等しい」（松原 1971: 

45）と述べながらも、「定義のいかんとして扱うかどうかの論争にあけくれるという事態」

（松原 1971: 45）を避け、教育を必要としている人々が存在するという現実に対応するこ

とを優先し、当面の策として情緒障害枠内での自閉症児教育を開始したことを語っている。 

情緒障害学級は 1978 年には文初第 309 号「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教

育措置について（通達）」において正式に特殊学級の一つとしての位置づけを得る。その後

は自閉症の知的障害としての側面の大きさから養護学校・学級に就学する者も多く見られ、

1979 年の養護学校義務制の発足においてその傾向はさらに加速したものの（中山 2000）、

情緒障害学級は自閉症児の重要な教育の場の一つとして全国規模で増設された。 

 

2 高機能自閉症の発見と LD との共通性 

脳機能障害説が文部省の教育制度に反映されるのは 2001年のことであるが、その制度化
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過程を分析する前に、本節では 1980 年代から医学で生じた変化を確認したい。1980 年代

には高機能自閉症という知的障害を伴わない自閉症の一群が概念化され、同時代に注目さ

れていた LD（学習障害）と脳機能障害としての共通性を持つことが指摘されるようになる。

医学において自閉症と LD の共通性が見出されることによって、教育制度における LD 児

支援が自閉症を含む方向へと拡大する契機が生じる。 

 

(1) 高機能自閉症の発見と注目 

 1980 年代、自閉症の医学理論に「高機能自閉症」および「広汎性発達障害」という概念

が登場する。旧来の自閉症は知的障害を伴う者がほとんどであったが、高機能自閉症は知的

能力が正常域の群のみを指す概念である。同時に 1980 年にアメリカ精神医学会が DSM-Ⅲ

において提案したのが広汎性発達障害という概念であり、自閉症の診断基準に十分当ては

まらない境界症例と旧来の自閉症を包含した「広義の自閉的な障害」（栗田 1989: 1）を意

味する。したがって、高機能自閉症は高機能広汎性発達障害と呼ばれることもある。高機能

自閉症および広汎性発達障害の代表がアスペルガー症候群である（栗田 1995: 81）。 

これらの概念の登場の背景には、イギリスのローナ・ウイングによる自閉症概念の拡大が

ある。ウイングはラターが自閉症を発達障害として再定義したすぐ後からラターの自閉症

概念の見直しに取り組み、自閉症の中核症状は重度から軽度、そして正常域まで「スペクト

ラム」のように連続して分布する、という独自の理論を打ち立てた（高木編 2009）。高機能

自閉症や広汎性発達障害も、自閉症の範囲をより軽度群・境界群へと広げたものである。 

日本の医学界で高機能自閉症が注目されるようになったのは、1980 年代後半から生じた

LD に関する研究において、LD と高機能自閉症の発達障害としての類似性・共通性が指摘

されたことに起因する。LD とは「知能の全般的な発達水準の遅れよりも、その部分的な発

達の偏りからくる学習能力の習得困難や、特異な行動的症状に注目する新しい術語」（上野 

1991: 161）である。医学では古くから学力不振や難読症の研究が行われていたが、それと

は別に、1980 年代後半から教育現場や教育心理学において、知的水準は正常域にもかかわ

らず生じる学習上の困難を指して用いられ始めたのが LDである（山崎 1993: 325）。 

教育現場・教育研究者間での関心の高まりを受けて医学でも LD に関する研究が展開さ

れた際に指摘されたのが、LD と高機能自閉症の共通性である。早期には 1986 年の段階か

ら両者は同じような脳機能障害を持つ発達障害であることが指摘され、「原因論的に見れば、

学習障害と自閉症とは似たような生物学的要因が考えられ、中枢神経系の何らかの障害に

より生ずるものと推定されます。」（太田・永井 1986: 15）、「LD は背景に脳機能の障害を持

つことから、精神遅滞、自閉症（自閉性障害）などとともに発達障害児として位置づけられ

る」（上村 1989: 46）といった説明が行われるようになる。 

原因だけではなく症状や臨床像の面でも、「高機能広汎性発達障害の治療的対応は、学習

的側面においては、いわゆる学習障害的問題への対応が重要となる」（栗田 1995: 85）とい

った類似性の報告が行われた。「自閉症の状態を学習障害から外すかどうかについては、い

まだ、コンセンサスがありません」（太田 1994: 13）と総括されるように、高機能自閉症と

LD は厳密な区別が難しいとされた。 
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(2) 通常学級の要支援在籍者対策としての LD の制度化 

LD 児への教育制度上の対応は 1990 年から検討され始める。その皮切りは、文部省にお

ける「通級による指導」の制度化の議論であった。通級による指導とは、基本的には通常学

級に在籍しながら、必要に応じて特別な指導を受けることを指す。1990 年に文部省が設置

した「通級学級に関する調査研究協力者会議」による最終報告では、通級による指導が有効

な障害として LD が挙げられており、ここで LD がはじめて教育制度上の位置づけを得る

（通級学級に関する調査研究協力者会議 1992）。1992 年には文部省において LD の概念規

定が議論され、日本の行政としてはじめて LDの定義が作成された（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 1999）。こ

の定義の作成過程では「中枢神経系の機能障害」という脳機能障害説を明記するか否かが争

われたが、制度運用の観点から、明記する方針が採用された（篠宮 2019）。 

LD が教育制度でとりわけ注目されたのは、LD 児が当時の制度上では通常学級に在籍す

る健常児として扱われており、特別な支援を受けていない存在であるとされたからである。

そのため、「我が国においては、学習上の困難は当該児童生徒の努力不足によるものと解さ

れる場合もある」（通級学級に関する調査研究協力者会議 1992）といった状況があるとさ

れ、学習上の困難のある生徒を「従来の障害の概念にとらわれず、通級による指導が適切な

児童生徒の障害」（通級学級に関する調査研究協力者会議 1992）として捉え直すことが必

要とされた。このような LD 児支援は、障害児教育の支援範囲を通常学級にも拡大するとい

う点で革新的であった。一連の会議の座長を務めた山口薫は、LD児支援の起点である通級

施策について、障害の有無によらずすべての子供のニーズに個別に対応するという新しい

障害児教育観（ノーマライゼーション）の具現化であると評している（山口 1992）。 

1999 年までの LD 児支援では、障害名としては LD が挙げられるのみであるが、「学習障

害児には、行動の自己調整や対人関係などに問題が見られる場合がかなりある」（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 1999）といったように、症状としては高機能自閉症との重複が示唆されている。1992 年

に活動を開始したアスペ・エルデの会によって高機能自閉症児への教育制度上の支援の必

要性が訴えられることとなったが、ここでも高機能自閉症児は LD 児と同様に通常学級に

在籍すると主張されていた（辻井 2000: 270）。1990 年代中盤には、主に知的障害を伴う自

閉症について活動してきた日本自閉症協会（旧自閉症児親の会）も高機能自閉症に注目する

ようになり、アスペ・エルデの会と同様に「分かりにくい自閉症の中でも特に分かりにくい」

「知的レベルは高い、しかし社会的行動において困っている。こういう方に対して、現在の

制度の中では受け入れてもらえる所がない」（江草 1997: 2）といった認識を示すようにな

る。このように、高機能自閉症児と LD 児は通常学級における要支援在籍者という意味で、

教育制度上で置かれた立場にも共通性があるとされた。 

 

3 高機能自閉症児支援を通じた脳機能障害説の制度化 

 本節では、2000 年代に教育制度において自閉症の脳機能障害説が採用されるまでの過程

を見てゆく。LD児支援を契機として開始された通常学級の要支援在籍者対策は、高機能自

閉症児や ADHD 児にも対象を拡大しながら「特別支援教育」という障害児教育制度の抜本

的改革に接続され、そこでの障害児教育の基本方針の転換によって、医学理論上の障害の原
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因論を正確に把握して教育的対応を行うことが重要視され始めたことを述べる。 

 

(1) 高機能自閉症の制度化 

通常学級の要支援在籍者の射程が高機能自閉症にまで広げられたのは、2000 年に設置さ

れた「21 世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議」の報告においてである。

この会議の目的は障害児教育制度の抜本的な制度改革の基本方針を定めることであり、こ

こで高機能自閉症児は「学習障害児、注意欠陥/多動性障害（ADHD）児、高機能自閉症児

等通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒等」（21 世紀の特殊教育の

在り方に関する調査研究協力者会議 2001）と表現され、通常学級の要支援在籍者の一つで

あるとされた。この最終報告を受けて 2002 年には「通常の学級に在籍する特別な教育的支

援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」が実施されたが、そこでは小中学校の通常

学級在籍者のうち 6.4%に学習・行動上の困難があることが報告され、この数値の大きさは

通常学級に支援の必要な者が数多く在籍することを示す根拠となった。 

この会議で議論された制度改革は、「特別支援教育」という新制度として実現することと

なる。特別支援教育の内容は 2001 年に発足した「特別支援教育の在り方に関する調査研究

協力者会議」にて検討され、障害種別の枠を超えて個々人のニーズに細やかに対応するため

の支援体制が設計された。最終報告では、特別支援教育は「従来の特殊教育の対象の障害だ

けでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて（中略）支援を行うものである」（特別支援

教育の在り方に関する調査研究協力者会議 2003）と特徴づけられており、高機能自閉症児

を含めた通常学級の要支援在籍者への対応は制度改革の柱の一つであった。 

 

(2) 「中枢神経系の機能障害」の明記 

 2001 年の最終報告では、自閉症児の情緒障害枠内処遇が否定され、代わりに「中枢神経

系の機能障害」という脳機能障害説が示されることとなる。 

 

また、高機能自閉症児への教育は、現在、かん黙や習癖の異常などのいわゆる情緒障

害児と同様に情緒障害教育の対象として主に情緒障害特殊学級等において行われてい

る。しかし、自閉症は中枢神経系の機能不全による発達障害とされている一方、いわゆ

る情緒障害は、主として対人関係の軋轢などの心因性によるものとされている。 

  このように、自閉症児と心因性の情緒障害児に対する指導内容や方法は異なるにも

かかわらず両方とも情緒障害教育の対象となっていることから、それぞれの特性に応

じた指導が適切に行われていない場合もある。（21世紀の特殊教育の在り方に関する調

査研究協力者会議 2001） 

 

さらに、2003 年の最終報告では高機能自閉症の教育行政上の定義が作成されており、LD

と同様に高機能自閉症についても「中枢神経系に何らかの要因による機能不全がある」（特

別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議 2003）という形で脳機能障害説が明記さ

れている。この定義は高機能自閉症に限定したものであるが、文部科学省特殊教育調査官の

石塚謙二は「この定義から、『知的発達の遅れを伴わない』を除けば、行動の障害としての

自閉症の定義と見なすこともできよう」（石塚 2005: 4）と述べており、実質的に知的障害
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を伴う自閉症も含めた見解が示された定義であったと言える。 

 情緒障害枠内での処遇が否定されたのは、特別支援教育の基本方針に背景がある。特別支

援教育の「基本的な考え方」では、障害の多様化や重複化を受けて、障害種別・程度に応じ

た制度設計から、柔軟な個別対応を行うための制度設計へと転換する旨が述べられている。 

 

これまでの特殊教育は、盲・聾・養護学校や特殊学級などの特別な場において、障害

の種類、程度に応じた適切な教育を行うという考え方に基づいていた。しかし、これか

らの特殊教育は、児童生徒等の障害の重度・重複化や多様化及び社会の変化等を踏まえ、

一人一人の能力を最大限に伸ばし、（中略）必要な教育的支援を行うという考え方に転

換する必要がある。（21 世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議 2001） 

 

この基本方針を実践するために必要なのが、教育現場において個々の障害の「特性」（「障害

特性」とも呼ばれる）を理解することである。高機能自閉症の場合、光や音などに対する過

敏性や、視覚優位の情報理解といったことが「特性」として挙げられる。この基本方針は知

的障害を伴う自閉症についても同様であり、「知的障害と自閉症を併せ有する児童生徒等に

対し、この二つの障害の違いを考慮しつつ、障害の特性に応じた対応について今後も研究が

必要である」（特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議 2003）とされた。 

 障害・症状の原因が心因性か器質性かという区別は、「特性」を考慮した対応を行う上で

重要な差異であると考えられた。なぜなら、「今後、高機能自閉症児への教育と心因性の情

緒障害児への教育の違いを考慮しつつ、両者に対する教育的対応の在り方を見直していく

必要がある」（21 世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議 2001）、「主として

心因性の要因による選択性かん黙等への対応とは異なり、その特性に応じた指導ができる

ように指導の場に関する検討が必要である」（特別支援教育の在り方に関する調査研究協力

者会議 2003）という報告に見られるように、把握すべき「特性」は、心因性か器質性かと

いう障害の原因論の差異によって変化すると想定されたからである。個別支援の方針が打

ち出され、「どの学級・学校で教育するか」ではなく「学級・学校の枠を超えて個別に対応

する」という方向にシフトしたために、情緒障害学級の「自閉症の教育の場を確保する」と

いう役割が薄まり、同時に障害の「特性」を把握するために障害の原因を正確に理解するこ

とが教育制度上で重要視されるようになったのである。 

また、脳機能障害説は、LD や ADHD、高機能自閉症に対する心因論を払拭するための

材料として使われた。ここでの心因論は 1970 年代の知的障害を伴う自閉症についてのもの

とは異なり、明らかに障害がある状態の原因について争うものではなく、障害があるか否か

そのものを争うものである。これらの障害は健常児との差異が見え難いため、本人や親が非

難の対象とされることが多い。そのため、文部科学省から学校へと配布されるガイドライン

では「視覚・聴覚等の認知特性や注意集中等に困難があるために、子どもそれぞれに、得意

な分野、不得意な分野があります」（文部科学省 2004）といった形で、問題行動が脳機能障

害によって生じる「特性」によるものであるという見解が示されている。本人や親にコント

ロールできない脳という要因に言及することで、これらの障害に特別な支援が必要である

ということが根拠づけられたのである。 
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(3) 帰結 

LD、ADHD、高機能自閉症児支援は厚生労働省の自閉症・発達障害児者支援と合流し、

2004 年には文部科学省、厚生労働省、障害関係団体などを中心として「発達障害支援に関

する勉強会」が発足し、同年には議員立法として発達障害者支援法が成立する。ここで発達

障害の定義が示され、高機能自閉症だけではなく自閉症も含めて「脳機能の障害であってそ

の症状が通常低年齢に発現するもの」とされた。文部科学省がそれまで使用してきた「LD、

ADHD、高機能自閉症等」という表現は「発達障害」に置換されることが発表され（文部科

学省 2007）、ここで正式に知的障害を伴う自閉症も含む自閉症一般が「脳機能の障害」と明

記されることとなる。また、2009 年には制度上の「情緒障害者」を「自閉症・情緒障害者」

へと改めることが発表され（文部科学省 2009）、「主として心理的な要因による」（文部科学

省 2009）とされる情緒障害から自閉症が明確に区別されることとなった。 

しかし、知的障害を伴う自閉症については、脳機能障害によってもたらされる障害の「特

性」がどれほど教育現場で把握することができるかは未確定な状態であった。文部科学省特

殊教育調査官の石塚は、知的障害を伴う自閉症について「知的障害があれば、その適応行動

の障害と見分けることが困難であったことから、その中に知的発達の遅れに起因するもの

とは異なる部分があるかどうかは定かになっていない」（石塚 2005: 4）と述べ、自閉症の

「特性」に応じた教育方法は今後の研究課題であるとしている。このように、制度上は知的

障害を伴う自閉症も脳機能障害説という位置づけを得たものの、脳機能障害によって生じ

る自閉症固有の「特性」を把握するという教育方針は、高機能群に準拠して設計されたもの

であった。とはいえ、長らく知的障害を伴う自閉症に応じた教育制度設計を求めてきた日本

自閉症協会からも一連の施策は「特殊教育や、情緒障害教育という限られた狭い方法」（石

井 2003: 25）を乗り越えるものとして評価されており、知的障害を伴う自閉症の「特性」

把握のための研究や教員養成が進むことに期待が寄せられている（石井 2003）。 

 

Ⅳ おわりに 

 以上の分析では、自閉症の脳機能障害説は医学では 1970 年代前半に定説化したものの、

教育制度では自閉症児の「教育の場」を確保することが重要視されたために医学との整合性

を重視せず心因性の障害の枠組みで教育が開始されたこと、1980年代後半からは医学のLD

研究において高機能自閉症と LDの原因・症状の共通性が指摘され、1990 年代初頭から LD

児が制度化される過程で高機能自閉症も制度的な検討対象となったこと、その過程で障害

児の「特性」に個別に対応する新しい教育制度の方針が策定され、自閉症の脳機能障害説は

障害の「特性」を把握するための手掛かりとして重視され始めたことを論じた。 

本研究の意義は、医学理論が教育制度に反映される背景には、障害児教育制度の対象の軽

度化や個別支援化といった制度内部の論理があることを明らかにした点である。本研究の

事例では、医学理論の制度への取り入れは、医学理論としての正確さではなく、それがもた

らす制度運用上の変化（教育の場の確保や個別対応など）によって判断されていた。これは、

自閉症・発達障害には医学的に明確な判別基準や治療法がないという「不確実性」（Conrad 

[1976] 2006; 木村 2015）があることに起因すると思われる。教育現場において脳は目に見

えない抽象的な存在であり、脳機能障害説が法令や通達に明記されたとしても、それ自体は

教育の実践的変化をもたらさない。そのため、医学理論が発展・変容すれば関連する制度も



11 

自ずとアップデートされるのではなく、「特性」の把握といった制度上の言葉に結び付いた

ときにはじめて医学理論が制度上の位置付けを得るのである。 

本研究の限界は、分析の範囲を医学と教育制度に限定したため、当事者団体・親の会や福

祉制度といった他のアクターとの相互作用を分析できなかった点である。自閉症・発達障害

をめぐる取り組みは社会の多様な領域で行われており、それぞれの領域において医学理論

の取り扱い方は異なることが予想される。また、本研究では制度化というプロセスのみに着

目したため、制度化によって生じる医療化の進展や人々の問題認識・自己理解に与える影響

（ループ効果）については検討できなかった。以上については、今後の課題としたい。 
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