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1 はじめに 

1.1 目的 

本研究の目的は、日本の障害児教育論において、どのように「（軽度）発達障害」が知的

障害を中心とした旧来の発達障害とは異なる形で概念化されたかを明らかにすることであ

る。これまでの（軽度）発達障害の医療化研究の主な関心事であったのは医学的対象に関す

る議論の変遷であるが、本稿ではこれまで医療化研究において主題とされてこなかった、障

害児教育の在り方の議論の変遷という文脈から「（軽度）発達障害」が使用されるようにな

る歴史的経緯を分析する。障害児教育を分析対象にする理由は後に詳述するが、医学モデル

とは異なる考え方から（軽度）発達障害が概念化されてきた領域であるからである。この作

業を通じて、必ずしも医学的議論の変遷に回収されない、「（軽度）発達障害」をめぐる複線

的な議論の一側面を明らかにすることを企図している。 

 

1.2 背景──（軽度）発達障害概念をめぐる議論 

本研究で扱うのは、「（軽度）発達障害」と呼ばれる概念である。この概念は、現在では接

頭語に「軽度」を付けることなく単に「発達障害」と呼ばれることも多いが、後に紹介する

「伝統的な発達障害」と区別するため、本節では便宜的に「（軽度）発達障害」の呼称を用

いる。この言葉は、自閉症や学習障害（LD）、ADHD（注意欠陥多動性障害）1)といった複

数の障害を総称して用いられる。これらの障害は、脳機能の障害であり、児童期に発現する

という点が共通している。症状は障害によって異なるものの、コミュニケーション不全や特

定の能力の不得手といった点にゆるやかな共通性がある。代表的な定義としては、厚生労働

省（以下、「厚労省」）が 2004年に制定した発達障害者支援法の第一章第二条があり、そこ

では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害その他これに類する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」（厚生

労働省 2004）という定義が記されている。 

こうした現在では一般的となっている用法は、福祉や医学の領域において古くから用い

られてきた発達障害概念（便宜的に「伝統的な発達障害」と呼ぶ）とは若干意味内容を異に

する。日本語の発達障害概念にはルーツが大きく分けて 2つ存在する。1つはアメリカのケ

ネディ政権に由来し、主に福祉領域で用いられてきた Developmental Disabilitiesである。



1 

 

もう 1つは DSM（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: 精神障害の診

断と統計マニュアル）に由来し、主に医学領域で用いられてきた Developmental Disorders

である。紙幅の都合上、双方の概念についての詳述は避けるが、これらの発達障害概念はい

ずれも知的障害を中心に、発達期に生じる障害を包括的に指し示す概念として使用されて

きた点に特徴がある2)。 

知的障害を含む伝統的な発達障害概念と対比した場合、1990 年代日本において使用され

るようになった（軽度）発達障害の特徴は、知的障害を含まない点にある。先に挙げた発達

障害者支援法における発達障害概念も、そこに含まれる障害の範囲は WHO の作成する

ICD-10（疾病及び関連保健問題の国際統計分類）「心理的発達の障害（F80-F89）」及び「小

児＜児童＞期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害（F90-F98）」に準拠すると定

められており、ここには、知的障害にあたる F70-79（精神遅滞）が含まれない。 

このような（軽度）発達障害をめぐっては、「発達障害ブーム」（鷲見 2015）とも呼ば

れるように、1990年代から医療・教育関係者や当事者によってその存在が世に知らされ、

1990年代後半から 2000年代にかけて医療機関や行政において次々と取り組みが開始され

た。行政を例に取れば、文部科学省（以下「文科省」）は 2002年に初の実態調査である

「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」

を行い、全小学校・中学校児童のうち 6.5%に発達障害の疑いがあるという結果が得られた

ことから、2007年からは LD・ADHD・高機能自閉症を新たに障害児教育の対象として含

みこんだ特別支援教育という新制度を発足させた。また、厚生労働省は 2002年自閉症・

発達障害者支援センター事業から発達障害対策を開始し、2004年には発達障害にとって初

の法律である発達障害者支援法を制定した。その後も 2016年の同法一部改正といった法

律面の整備や、地域支援・就労支援に関する各種事業の開始・運営など、現在にわたるま

で支援体制の拡充が進められている。 

しかしながら、（軽度）発達障害の用法は、鷲見聡が「元々の発達障害の対象疾患が、法

律用語としての発達障害からは除外されるという、用語上の矛盾が生じることになった」

（鷲見 2015: 129）と述べるように、障害者福祉の領域からは批判がなされている。代表的

な例では、2008年に障害者団体 12団体から当時の舛添要一厚生労働大臣宛に出された「発

達障害者支援法、児童福祉法、障害者自立支援法の改正に関する要望」がある。ここでは、

伝統的な発達障害と支援法の概念の違いが述べられている3)。 

 

発達障害（Developmental Disabilities）という用語は、1963 年に米国において誕生

し、多くの議論をへて現在の包括的な障害概念となったという歴史的経緯があります。

この経緯を無視して、発達障害の定義を議論することはできません。本来の発達障害は

知的障害を含む包括的な概念です。（日本発達障害福祉連盟ほか 2008） 

 

知的障害を含まない点が批判されるのは、知的障害を含む（むしろ、中心とする）発達障害
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概念が古くから用いられてきたのにも関わらず、知的障害が支援法の用法からは除外され

ているからである。知的障害も脳機能の障害と言われ、通常低年齢に発現するという点では

他の発達障害と変わらない上に、そもそも障害者福祉の領域では発達障害は知的障害を中

心とした概念であったためである。 

こうした批判を受けて、「軽度」を発達障害の接頭語とする用法は現在では使用が控えら

れるようになっている。2007 年には文部科学省から「「発達障害」の用語の使用について」

という通知が出され、それまで行政で使用されていた「軽度発達障害」という語は「その意

味する範囲が必ずしも明確ではないこと等の理由から、今後当課においては原則として使

用しない」ことが発表された（文部科学省 2007）。また、同通知内で、「学術的な発達障害

と行政政策上の発達障害とは一致しない」ことも明言された。代わって、行政においてもそ

の他の書籍や論文においても、単に発達障害という表記が用いられることが一般的となっ

ているものの、基本的に意味内容は変わらず、知的障害を伴わない障害群が意味される場合

が多い。 

 

1.3 問題設定 

本研究で問いたいのは、以上のように論争のある（軽度）発達障害という概念が、どのよ

うに 1990 年代日本において知的障害を中心とした旧来の用法から分化されたのかという

ことである。本研究では、この問いに対して（軽度）障害児教育論の思想的変化を追うこと

で明らかにするというアプローチを採用するが、その議論を行う前にこの問いの含意につ

いて以下で補足したい。 

本研究で問いたいのは、「なぜ誤った概念が生まれたのか」ということではない。前項で

述べた背景に鑑みれば、（軽度）発達障害は学術的ではないという意味で、あるいは行政に

おいて使用を控えられているという意味で、「誤った概念」もしくは「使用すべきでない概

念」と考えられるかもしれない。しかしながら、「軽度発達障害」という概念の登場によっ

て生じた社会的インパクトは大きい。例えば、ADHD や学習障害（LD）といった（軽度）

発達障害に含まれる障害自体の存在や医学的正当性は否定されたというわけではなく、む

しろそれらの障害に対する支援の整備や啓発は現在進行形で行われており、こうした支援

が開始されたのは、（軽度）発達障害概念が普及し、注目されたことがきっかけとなってい

る。学術的誤りはさておき、（軽度）発達障害という形で特定の障害群が括りだされること

によって初めて、これらの障害に対して十分な支援がなされていないという主張が可能に

なったという側面は見過ごすことができない。 

以上の理由から、本稿の問いは「なぜ誤った概念が普及してしまったのか」という規範的

な問いではなく、むしろ学術的正当性や使用の是非については判断を保留し、（軽度）発達

障害がどのような経緯から概念化されたのかを明らかにするための記述的な問いとして、

以降の論述を進めたい。 
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2 先行研究 

2.1 （軽度）発達障害の言説研究・医療化研究 

本節では、（軽度）発達障害概念の登場に関する先行研究について、特に逸脱の医療化の

立場からの研究を紹介し、その限界を指摘することを通じて、本稿の問題設定と分析方針を

明確化したい。 

なお、これ以降、先行研究における用法に合わせて単に発達障害という表現を用いるが、

それは伝統的な発達障害概念ではなく、1990 年代以降普及した（軽度）発達障害を指す。

また、発達障害概念は、Junko Teruyamaや宮崎康支によれば、海外の類似概念とは用法が

一致せず、日本固有の概念であると指摘されている（Teruyama 2014; 宮崎 2016: 56）。そ

のため、海外には関連する事例研究（自閉症や ADHD についての研究等）も存在するが、

ここでは日本における発達障害に関連する研究群に焦点を当てる。 

医療化の説明に入る前に、発達障害という概念、すなわち言説としての発達障害について

の研究状況について手短に概観したい。言説としての発達障害については、多様な興味のも

とに散発的に研究が行われている状況である。例えば、宮崎は新聞紙上における発達障害の

語られ方の特徴について定量的・定性的な分析を行っている（宮崎 2016）。また、立岩真也

は自閉症やアスペルガー症候群当事者の手記を分析し、彼らが自閉症という言葉を通して

行う「責任の所在」に関するポリティクスを分析している（立岩 2014）。ほかにも、発達障

害やそれに含まれる障害群に関する医学研究史も医学研究者の手で数多く編纂されている

（金生 2009；高木編 2009；石坂 2010等）。これらの研究については、言説としての発達

障害を扱ってはいるものの、どちらかといえば発達障害という言葉の用い方の特徴を明ら

かにするものであり、発達障害概念が普及した背景や経緯を明らかにするという本稿の問

題関心からは遠い。 

その一方で、発達障害概念が普及した背景や経緯を明らかにするという問題関心を共有

するのが、医療化の枠組みを用いた研究群である（木村 2006，2015；佐々木 2011；渡邊 

2004等）。発達障害を事例とした医療化研究では、主としてピーター・コンラッドとジョセ

フ・シュナイダーの「逸脱の医療化」が参照されるが、そこでは医療化とは「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: 1）

とされる。そして、発達障害の場合は「以前であれば「不器用な子」、「ちょっと変わった子」、

「勉強が苦手な子」、「わがままな子」、「怠け者」などと非医療的に説明・解釈されてきた」

逸脱の問題が、「医療の問題として再解釈され、対処され」るようになる過程が探究される

（木村 2015: 3-4）。 

例えば、相互行為場面において教師がどのように医療的解釈を運用するかというミクロ

な医療化についての分析（木村 2006）や、ADHD（佐々木 2011）や学習障害（LD）（木

村 2015）がどのように制度的に位置付けられていったかといったマクロな医療化について

の分析などが挙げられる。発達障害という医学概念が用いられるようになった背景や経緯

を分析するという意味では、医療化研究の中でも後者のアプローチはより本研究の関心に
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とって有用な分析である。 

 

2.2 医療化研究への批判と本研究の視点 

しかしながら、医療化の立場からの研究に対しては、逸脱を発達障害と名指すことを直ち

に「医療化」であると解釈することが難しいという理由から、その限界が指摘されている（越

野 2016）。 

そもそも、逸脱の医療化における「医療的な枠組み」とは「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。すな

わち、逸脱の原因を患者の器質的変異に還元し、その病因に介入することが医療化である。

確かに発達障害に包含される障害それぞれについて、医学理論上では脳機能障害という生

物学的病因があると仮定されているという意味では、発達障害を医療化の事例として扱う

ことは可能である。 

しかし、越野和之によれば、発達障害概念が台頭した時期は「障害分野では、まさにこの

ような「障害」観（引用者注：医学モデルによる障害解釈）に対する異議申し立てが国際的

な共通認識にまで高められてきた時期」（越野 2016: 83）であり、「医学モデルから社会モ

デルへ」というスローガンに象徴されるように、WHOによる ICF（生活機能分類）の編纂

や障害の社会モデルの提唱といった実践を通じて、障害を患者の身体に内在する器質的変

異へと還元する考え方が相対化され始めた時期である。そして、障害領域全般や、障害領域

以外の領域も巻き込んで生じたこの活動は、多かれ少なかれ発達障害概念にも影響を与え

ていると考えられるが、先行研究にはこうした逸脱解釈をめぐる変動状況と発達障害概念

の関係は前景化されていない。 

すなわち、逸脱を解釈する上で医学の支配的な地位がゆらぎ、障害の社会モデルといった

医学モデルに代替する考え方が台頭してきたというコンテクストを考慮に入れるならば、

医療化の枠組みを用いた先行研究のように、発達障害概念の普及が単に医学モデルによる

逸脱把握の浸透であると解釈するだけでは不十分である。むしろ、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を分析することが必要である。 

以上のような問題意識から、本稿では、発達障害を取り扱った先行研究では見落とされて

きた議論、すなわち医学モデルに代替する考え方をめぐる議論に目を向け、そこでの発達障

害の概念化プロセスを分析する。具体的に発達障害に関して医学モデルに代替する考え方

が議論されてきたのは、上記で ICF や障害の社会モデルの例を出したように、障害に対し

て医学的治療を行うのではなく、教育や福祉といったやり方でアプローチする領域である。

そこで、本稿では分析にあたってこれらの領域に注目する。 
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3 資料選定 

本研究の分析には、知的障害4)教育従事者と研究者による団体である全日本特別支援教育

研究連盟（旧：全日本特殊教育研究連盟・以下「全特連」と表記）の機関誌『精神薄弱児研

究』および名称変更後の『発達の遅れと教育』、『特別支援教育研究』を使用する。これらの

雑誌を本研究では適宜「全特連機関誌」および「本誌」と呼ぶ。 

 

3.1 資料選定基準 

資料とする媒体は以下の基準から選定した。なお、以下に示す資料選定基準は資料収集前

から以前から明確に定めていたのではなく、（軽度）発達障害が健常児からも知的障害から

も分化される過程を障害児教育論の思想的変化に根ざした形で明らかにするという問題設

定に答えるために探索的に資料を収集する過程で得られたものである。 

なお、障害に関する議論が行われる領域は障害児教育領域だけに限られているわけでは

ないが、（軽度）発達障害は問題化当初から「子どもの問題」として扱われていたこともあ

り、それについての議論の痕跡も教育領域に偏っている。そのため、今回対象とするのは障

害児教育領域に限定した。 

分析対象とする媒体は以下の基準から選んだ。 

① 継続的に発行されており、言説の時系列的変化を追うことができる媒体であること。こ

れは、なるべく一つの媒体を通時的に追うことで、（軽度）発達障害概念が登場しない

段階から登場する段階へと変化する局面を観察するためである。 

② 全国的に発行されており、ある程度の読者数があること。当然であるが、もし読者数が

非常に少ない場合、その資料を用いていかに興味深い分析を行っても、その分析で得ら

れた知見の一般化可能性はほとんどないからである。 

③ 障害に関して、実践的なノウハウや療育方法、イベント告知といった情報提供以外に、

障害対策のあるべき姿や制度設計といった、理念に関する議論が行われていること。こ

れは、本稿の問いを明らかにする上で、医学モデルや障害の社会モデルといったトピッ

クに関する議論の痕跡ができるだけ多く残っている媒体が望ましいからである。 

④ （軽度）発達障害について、比較的古い時点から議論が行われていること。その理由と

しては①と類似するが、本稿の問いを明らかにする上で、発達障害が用いられるように

なった経緯に関する議論の痕跡をできるだけ時期を遡って追うためである。 

 

以上のように単一の雑誌に絞って分析を行う意義は、資料を現実的に分析可能な分量に

落とし込む基準が明確であり、媒体に拘わらず関連する言説を全て集める方法よりも後続

の研究による知見の蓄積が容易なことである。しかしながら当然、単一の雑誌に絞ったこと

によって、分析結果に偏りが生じるという限界は存在する。今回取り上げる全特連機関誌も、

障害児教育に関してあらゆる立場の論者が偏りなく記事を執筆しているのではなく、教育

に携わる論者を中心として実践的な記事が比較的多く寄稿されている。また、論者には辻村
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泰男や山口薫といった行政の会議の要職を務めた者達が中心論者となっているため、行政

の方針をラディカルに批判する意見はあまり出てこない。しかしながら、このような偏りは

今後の研究によってその他の媒体での言説を分析すれば自ずと解消するものであり、むし

ろそのような後続の作業と今回の作業の接続が容易となるように資料選定基準を明示する

ことが重要である。 

 

3.2 資料選定結果 

以上の基準で入手可能な媒体をふるいにかけた結果、上に挙げた全特連機関誌が最適で

あると判断された。本誌は、1956年に『精神薄弱児研究』の第 1号が発刊された歴史ある

雑誌であり、『発達の遅れと教育』への誌名変更（1985年）、『特別支援教育研究』への誌名

変更（2006 年）を経て、2018 年現在まで原則毎月発行されている（①）。発行元の全特連

は、知的障害関連団体の主要 4団体のうちの 1つであり、全国的に会員を持つ（②）。会員

は学校職員や福祉施設の教職員、障害児教育研究者が中心的な構成員であり、雑誌への寄稿

者も同様に教職員や研究者が主である。 

記事の内容は学校や施設での知的障害児の教育方法についてのノウハウや研究結果が主

だが、障害児教育全般のあるべき姿についての議論も豊富に掲載されている（③）。また、

本誌の特徴は、現在の誌面では（軽度）発達障害と知的障害の両方を中心とした雑誌編集が

行われているものの、かつては知的障害に関する記事が中心であったという点である。その

ため、知的障害概念から（軽度）発達障害概念が分化し、（軽度）発達障害概念が使用され

るようになってゆく過程が比較的古い段階から観察できる（④）。  

分析には全ての期間の記事を使用したのではなく、1970年 136号（1月号）から 2004年

568 号（12 月号）までの記事を使用した。また、この期間内の記事のうち、入手できなか

った 1981年 269-274号、1982年 288-294号、1988年 365号、1995年 454号は分析から

外れている。期間を 1970年から 2004年とした理由は、軽度群を指す用法としての（軽度）

発達障害が概念化される過程を明らかにする上で、明らかにこの概念が使用されていない

時期と、この概念が十分普及した時期を分析する必要がないからである。開始点を 1970年

に設定する理由は、少なくとも発達障害概念（これは知的障害を含む伝統的な用法であり、

（軽度）発達障害とは異なる）は 1970年に登場した概念であるからであり、その派生であ

る（軽度）発達障害もそれ以降に概念化されたと考えられるからである。伝統的な用法とし

ての発達障害概念は、アメリカのケネディ政権の知的障害政策にルーツを持ち、1970 年に

改正された PL91-517 にて初めて発達障害という語が登場し（竹下 1999）、その後日本の

知的障害関係者の間で「不適切として変更が考えられていた「精神薄弱」に替わる用語のひ

とつ」（日本発達障害学会 2008: ii）として使用されるようになった。同様に、2004年を終

わりに設定する理由は、全特連機関誌外部においても発達障害者支援法によって発達障害

の定義が明文化され、文科省もこの定義を踏襲する旨を発表する等（文部科学省 2007）、

（軽度）発達障害概念が少なくともこの年には十分普及していたと考えられるからである。 
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1970年から 2004年の期間の全特連機関誌の記事数は 10,695件にのぼった。図 1に年毎

の記事数の推移を示す。1記事あたりのページ数の配分の変化や臨時号の有無により件数に

開きがあるが、どの年の記事数も 100 件を超えており、各時期での言説の変化を分析する

上で十分な量の記事数を確保できた。 

 

 

図 2 は全記事を内容別にカテゴリに分けて構成比推移を出した結果である。カテゴリは

筆者が記事内容を分類して設定した。「指導法」は児童の教育に関する実践的なノウハウ指

南や事例研究記事である。「事務連絡・ニュース」は協会としての連絡事項や各地でのイベ

ントレポート、読者投稿欄といった全特連の会報としての記事である。「思想・提言」は障

害概念それ自体についての議論や差別についての議論、望ましい教育理念といった、障害児

教育のあるべき姿について議論・主張する記事である。「制度・政策」は学習指導要領改訂

や通級制度といった、省庁の具体的な施策に関する紹介や議論を行う記事である。 

分析にあたっては分析対象期間中の全カテゴリの記事を閲覧したものの、特に本稿にと

っては「思想・提言」「制度・政策」にあたる記事が分析の中心的対象となった。全特連機

関誌の中心読者層は現場の教師や教育研究者であるため誌面の半数程度は「指導法」の記事

であり、「思想・提言」「制度・政策」は記事数としてはどの年も 10-20%程度であるが、全

特連機関誌において些末な扱いというわけではなく、記事毎のページ数は概して「指導法」

や「事務連絡・ニュース」よりも多く、また巻頭特集といった誌面の重要な位置に配されて

いることも多かった。 
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4 分析  

4.1 分離教育の確立と、「真の統合教育」の模索 

 本節 4.1 では、（軽度）発達障害が概念化された背景として、知的障害児教育における分

離教育から統合教育へのトレンドのシフトについて確認する。戦後知的障害教育論が「分離

か統合か」という 2つの教育方法の間で議論が行われる中、1973年頃には養護学校義務制

決定を受けて分離教育が大勢となる一方で、同時に分離教育をいかに乗り越え統合教育を

実現するかという議論が並行して生じる。この議論は 1980 年後半まで続き、1980 年代に

は着地点として「特別な教育的ニーズ（SEN）」というイギリス由来の概念とインクルージ

ョン教育という新しい障害児教育観の導入が提案されるようになる。 

 

4.1.1 分離教育の確立 

戦後知的障害教育論の主要な関心事は、「分離か統合か」、すなわち障害児を健常児と異な

る場や方法で教育する分離教育か、障害児を健常児と同じ場や方法で教育する統合教育か

という点にあった。大勢を見れば、養護学校義務制の施行が決定された 1973年頃には日本

の知的障害児教育は分離教育を基本とする方針が固まったと言える（古山 2011）。次節以

降で論じるように、「分離か統合か」の論争は分離教育と統合教育の意味内容自体を変えな

がら継続することになるが、まずは養護学校義務制に伴う「分離か統合か」の議論の中身に

ついて以下で解説したい。 

1970 年代に入って、戦後長らく実施が延期されていた養護学校の義務制がようやく実現

に向けて動き出した。1947 年に公布された学校教育法において「小学校、中学校又は盲、

聾、養護学校の小学校及び中学校」への就学が義務付けられ、翌年には養護学校以外の義務

制は実現される一方で、養護学校については法律上の規定に留まり、施行が延期となってい

た。そのため、養護学校の対象である精神薄弱児の多くは就学義務猶予免除の名目で就学の

機会を得られず、養護学校・特殊教室の設置は少数に留まり、代わって既に整備が進められ

ていた民間の福祉施設が知的障害児の教育を担っていた。こうした中で、1970 年代に入っ
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て養護学校義務制を実現させるための動きが行政の中で開始され、1973 年には義務制実施

が正式決定し、1979年から実際に制度の運用が開始された。 

義務制をめぐって、障害児全員の就学を目指す「完全就学」を主張する義務制推進派と、

「養護学校廃止」と「普通学校入学」を主張する義務制阻止派の論争が行われた。推進派と

阻止派の主な争点は、分離教育を肯定し、養護学校での教育を推進するか、それとも分離教

育を拒否し、普通学級で障害児と健常児の統合教育を望むか、というものだった。養護学校・

特殊学級で障害児を教育するということは、健常児と障害児を分けて教育するという意味

で、分離教育を意味する。阻止派にとっては、障害児を健常児から区別して教育する分離教

育は「差別教育」であり、健常児と障害児を同じ場で教育する「統合教育（インテグレーシ

ョン）」が推進された。 

双方の争いは、1973 年に養護学校の義務制実施が決定されたことによって制度上は分離

教育が採用されたため、推進派の勝利に終わる。本研究で分析対象とする全特連機関誌での

論調についても概ね推進派と同じ立場であり、分離教育に賛同する論調が大勢を占めてい

た。その理由は、以下の引用に簡潔に示されているように、知的障害児と健常児の「能力の

“差”」を考慮すれば、健常児とは異なる指導を行うことが必要であると考えられたからであ

る。 

 

特殊教育の推進者や、毎日その実践に腐心している人たちにとっては、当の子どもの

心身の能力の“差”に応じて、特別なくふうが必要であり、そのための特別な制度的創案

も必要かつ当然のことと考えられて、これを疑いまたは否定するような考え方の生ず

る余地はないのである。 

（中略） 

大多数の正常児と同様な教育的扱い方をしたのでは、当の子どもたちは、教師の指導

や配意に反応することもむずかしく、けっきょく正常者との社会的交流から取り残さ

れてしまわざるをえない。 

（中略） 

ダブダブの着物を着せて、これは皆が着ている大きさの制服なのだから、おまえだけ

別あつらえの服を着せるのは特殊差別扱いになるからいけない──といったら、これ

こそ機械的悪平等の考え方と排除されるであろう。特殊教育は、真に子どものゆき丈に

あわせた服を着せようとする、真の平等扱いなのだと改めて主張するであろう。（小宮

山 1971: 2） 

 

ここで小宮山倭が語るように、もし「能力の差」を軽視し健常児と同じ環境で教育をすれば、

障害児は適切ではない教育によって「正常者との社会的交流から取り残されてしまわざる

をえない」と考えられた。引用中で「ダブダブの服を着せて」と述べられているのは当時の

統合教育推進派の主張だと思われるが、小宮山はこれを「機械的悪平等」と評し、厳しく批
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判した。 

 さらに、健常児との差異ゆえに分離教育を推奨するという考え方は、知的障害については

特にあてはまると考えられていた。 

 

盲も聾も精神薄弱児もみんなインテグレーションで同じようにいけというようにい

ま言われているのだと思うけれども、私はどうもそこら辺が身体障害と精神薄弱児障

害とは非常に質的に違うんで、身体発達障害はインテグレーションでいいのだと、精神

薄弱はそれはかえってうまくいかないのだというのが僕の考えなのです。（三木・城戸 

1976: 9） 

 

知的障害は健常児と「質的に違う」という点が、健常児だけでなく身体障害児とも異なると

考えられていたのである。それゆえ、身体障害については統合教育を認めつつも、知的障害

に限っては分離教育が必要であり、統合教育（インテグレーション）では適切な教育が行え

ないと論じられた。この考えは引用した三木安正だけではなく、特殊教育全般については統

合教育を推進していた論者である辻村康男ですら、知的障害は「必要とする教育課程の基本

的性格が普通教育とはことなる」（辻村 1973: 4）と述べるほど、広く共有された考えであ

った。 

 

4.1.2 統合教育の再考 

前項に示したように、1973 年に文部省において分離教育を基本とした障害児教育制度の

義務化が決定され、1979 年に施行されたことを背景として、同時期には全特連機関誌でも

分離教育こそ知的障害教育に適切であるという論調が主流となっていた。 

しかし本誌では同時に、「心身障害児教育におけるインテグレーションの問題は、今やこ

の教育にたずさわる人びとにとって避けて通ることのできない問題となっている」（入枝 

1975: 8）というように、統合教育（＝インテグレーション）の利点を見直し、それをいか

に実際の教育において取り入れるかという問題が議論され始める。統合教育の取り入れは

「交流教育」という取り組みが当時既に存在していた。交流教育は、分離教育を前提として

特定の時間や行事の際に普通学級との交流を行うといった形で部分的に統合教育の利点を

取り入れる教育方法である。交流教育が教育現場で一般的な取り組みとして普及する一方

で、部分的な統合教育の取り入れに留まらず、統合教育そのものを日本の知的障害児教育に

合わせた形で導入するための議論が開始されてゆく。 

分離教育が推進された一方で統合教育をいかに取り入れるかという議論が行われた理由

としては、分離教育推進の背景にあった「知的障害には固有の障害特性がある」という考え

に疑問が投げかけられ始めたことが指摘できる。この点は次に示す辻村の記述に鮮明に現

れている。辻村は、特殊教育に従事する者の仕事は「一般教育とは別な場所で、一般教育と

はちがう方法で、特殊教育をさかんにしてゆく」ことであると考えており、統合教育の実現
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は「できるものかと思っていた」（辻村 1975: 2）と語るが、その直後の文章で、考えを改

めたことが語られる。 

 

どうも私は、障害児が、障害児である以前に、まず児童であるということを忘れてい

たようである。障害児教育を考える場合、その障害児の心身の状態の特性をとらえるた

めに、それが通常の児童とちがっている点に注目しなければならない。そういう認識は

むろん大切なのだが、それだけがすべてではない。（辻村 1975: 3） 

 

そして、「暦年令の上ではずっと下の方だが、通常の児童の幼児あるいは乳児の時期のどこ

かにピタリと重なる」（辻村 1975: 3）というように、知的障害児と健常児の違いは質的な

差異ではなく、発達の量的な度合いであると考えるようになる。そしてまた、辻村を筆頭に、

「知的障害児も発達する」という考えは他の論者の論考中にも現れるようになる。 

この当時に議論の対象となった統合教育は、4.1.1 で取り上げた義務制をめぐる議論にお

いて批判されていた統合教育とは含意が異なる。義務制当時の統合教育は、養護学校・特殊

学級を廃止し、普通学級で障害児を健常児と全く同じ条件で教育するという教育方法を意

味しており、これは「完全統合」もしくは「インテグレーション」と呼ばれていた。以下に

引用するように、ここでは「完全統合」「インテグレーション」としての統合教育が再評価

されたのではなく、むしろそうした統合教育観を乗り越え、そうではない形での統合教育の

あり方を模索することが求められていた。 

 

「完全就学」の問題が、以上のような障害を克服してある程度軌道に乗ったと仮定し

て、次の目標はインテグレーションに向けざるをえない。このことは、安易に普通教育

なみにとか、普通児の中に障害児をまぎれ込ませるということによって、差別なき平等

が実現したなどという幻想をぬぐい捨て、障害児を教育の場から追放し、まさに特殊化

の方向に追いやった元兇である普通教育に鋭いメスを突きつけねばならない。（山本 

1974: 39） 

 

ここで言及されているように、「安易に普通教育なみに」教育を受けさせることや、「普通児

の中に障害児をまぎれ込ませる」といったやり方での統合教育ではなく、そしてまた「障害

児を教育の場から追放」することを意味する分離教育でもない教育形態が希求されていた。 

それゆえ、以下の引用のように、義務制決定以降の議論では、統合教育の中身それ自体が

検討の対象となるのである。 

 

いわゆる「インテグレーション」といわれていることについて、どういう障害者の場

合に、どのような条件が整っていれば、どのような形でインテグレーションが可能であ

るか、それが望ましいものであれば、どのような教育の方向づけをしていけばよいのか、
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というようなことを考えていかなければならない。（三木 1978: 8） 

 

このような形で、本誌では分離教育を推進するだけではなく、望ましい統合教育の条件につ

いての議論がそれと同時に行われていた。こうした議論は次節以降で示すように 1980年代

後半まで行われ、最終的には「インクルージョン教育」という言葉で表現される新たな統合

教育観へと収束する。 

 

4.1.3 普通学級改革を伴う統合教育の模索 

望ましい統合教育の条件についての議論が断続的に誌上で取り上げられる中で、その後

も議論は問題提起に留まっていたが、1986-1987年に入って、望ましい統合教育の条件の

一つとして「普通教育改革を伴う統合教育」が掲げられるようになり、それこそが完全統

合を乗り越える「真の統合教育」であると主張されるようになる。 

 

障害児を普通学級に挿れただけでは決して真の統合教育とは言えない。 

（中略） 

障害児を普通学級で教育することが直ちに統合教育ではなく、障害児が普通学級に

おいて適切な教育を受けることができてはじめて真の統合教育と呼ぶことができるの

である。（山口 1986: 5） 

 

山口が論じるように、「真の統合教育」とは「障害児が普通学級において適切な教育を受

けること」ができるような教育とされた。普通教育改革を伴わない統合教育は、障害児を

不適切な環境へと投げ入れるという意味で「ダンピング」（全日本特殊教育研究連盟 

1991: 9）と呼ばれ、真の統合教育とは似て非なるものと述べられたのである。 

 そこで、障害児が普通学級において適切な教育を受けられるような統合教育の実現のた

めには、普通学級の改革が不可欠だと考えられた。その理由は以下に述べられている。 

 

今、教育の荒廃が問われております。（中略）その病理的現象として、青少年非

行、校内外暴力、学習遅滞、登校拒否、いじめなどが指摘されておりますが、私は、

特殊教育においては、このような問題とは無縁の、日本で最もすばらしい教育が行わ

れていると自負しております。（中略）私達の養護学校や特殊学級での実践が、一般

教育のモデルになる──特殊教育が教育の原点であるとよく言われますが、まさにそれ

を実証する機会がやってこようとしているわけであります。（山口 1987: 4-5） 

 

引用にあるように、この当時の普通学級は落ちこぼれ、登校拒否、校内暴力、いじめといっ

た問題がマスメディアや教育関係者から次々と指摘されており、全特連論者にとって普通

学級は「真の統合教育」の条件を満たすような場として不適格であると考えられたのである。



13 

 

問題の多い普通学級と問題のない特殊教育という構図が描かれ、障害児教育のあり方を検

討するという議論は、普通学級のあり方にも目を向ける方向へと拡大していった。 

 

4.1.4 インクルージョンとしての統合教育の紹介 

「真の統合教育」の条件として「普通学級改革を伴う統合教育」が掲げられ、障害児教育

に関する議論の対象が普通学級のあり方にまで拡大する中、その数年後にはさらにラディ

カルにこれまでの教育制度全般を見直し、より具体的に「真の統合教育」を規定するように

なる動きが始まる。それが、1980年代終盤に誌上に登場した、「特別な教育的ニーズ（Special 

Educational Needs: SEN）」（以下、文脈に応じて SEN と表記）というイギリス由来の概

念を中心として新たに設定された「インクルージョン」という統合教育である。 

SEN概念を取り入れた新しい統合教育観は、誌上では以下のように取り上げられた。 

 

心身に障害があるから特殊教育が行われるのではない。そのために通常の学級のみ

では適切な教育が受けられない子どもに対し、必要な援助を行って適切な教育を保障

することが特殊教育である。心身に障害があっても特殊教育を必要としない子どもも

いれば、障害がなくとも特殊教育の必要な子どももいる。（中略）通常の学級では充た

すことが困難な特別な教育的ニーズを持った子どもに対して適切な教育を行うための

特殊教育は、今後一層発展させていかなければならない。（山口 1989: 16） 

 

引用中で「障害があるから特殊教育が行われるのではない」と語られるように、従来の障害

定義を一旦破棄し、「通常の学級では充たすことが困難な特別な教育的ニーズを持った子ど

も」を特殊教育の対象として規定し直すことを主張している。特殊教育の使命は障害児に教

育を与えることではなく、普通学級のみでは適切な教育を与えられない子どもに対して適

切な教育を行うことであると捉え直される。 

「特別な教育的ニーズ」とは、先に挙げた SEN のことを指す。この SEN 概念は誌上で

何度も解説され、「特別な教育的ニーズ」「スペシャル・エデュケーション・ニーズ」といっ

た表現で使用されるようになる。本稿では手短にその概要を解説する。 

SENは、特別な教育が必要な状態を示す教育概念である。SENが考案されたイギリスで

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、SEN

に基づいた教育制度設計が行われてきた。「SENがある」状態とは、教育的援助が必要な状

態を意味する。特に、教育上生じる「学習の困難さ」がある状態が念頭に置かれている。「学

習の困難さ」という現象を例に取れば、「その現象を環境的な条件から解消あるいは軽減し、

さらには力を高めるための「教育的な手だて」を必要としている」（横尾 2008: 126）とい

った状態が「SENがある」と表現される。 

 個々人の SENは生物学的に決定されるのではなく、むしろ環境によって変動するとされ

る。SEN は教育制度と児童本人の属性の関係によって生じると考えられるがゆえに、支援
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が必要な状態は本人の生物学的特徴によって一意的に決まるわけではない。そのため、SEN

の有無は別の教育制度に移行すると変化する可能性もある。SEN の有無という区別は、従

来の障害児と健常児の区別よりも流動的である。 

この SEN概念を取り入れた新しい教育観は、誌上では統合教育の新たな形態として紹介

された。障害児と健常児に明確な区別を設定するのではなく、むしろその区別をなくし、

SEN の有無という流動的な区別のみを設定するという点において、分離よりも統合に近い

考え方だったからである。 

新たな統合教育は、後に誌上では 1995年 458号に掲載されている山口薫の巻頭コラムで

紹介された「インクルージョン」というアメリカ由来の言葉で呼ばれるようになる（山口 

1995）。インクルージョンとは、「すべての子どもを包含する教育システムをまず前提にお

き、しかる後に一人ひとりの子どもの特別なニーズに応じて適切な援助を考える」（山口 

1998: 16-7）という教育方針である。 

インクルージョン教育は、それ以前のインテグレーションとしての統合教育と対置され、

インテグレーションを乗り越える「真の統合教育」として位置づけられるようになる。 

 

インテグレーションが、障害と非障害という別の集団をいっしょにしようというい

わば二元論に立つものであったという反省から、もともといっしょでその中の個人差

だという一元論的な発想の概念として、インクルージョン（インクルーシブ・エデュケ

ーション、包み込む教育）が登場することになる。 

 一人ひとりが、かけがえのない存在として尊重され、そのうえで、自己実現のために

必要な支援を提供していこうというのである。個別の教育的ニーズへの対応が、教育の

役割という認識の下に、まずすべての子どもが場を共有し、そのうえで個別のニーズへ

の対応を用意するというのである。（金子 1997: 77） 

 

引用中で解説されているように、従来までのインテグレーションとしての統合教育は「障害

と非障害という別の集団をいっしょにしようといういわば二元論」であるとされ、インクル

ージョンは「もともといっしょでその中の個人差だという一元論」であると対置される。こ

のような一元論的教育観を可能にするのが、インクルージョンの下地となっている SEN概

念である。インクルージョン教育では、従来的な意味での障害の有無にかかわらず、SEN

（引用中では「個別の教育的ニーズ」）をもつ子どもを特別な教育の対象とみなすからであ

る。 

  

4.2 「SENを持つ児童」から「（軽度）発達障害」へ 

本節 4.2 では、「SEN を持つ児童」が「（軽度）発達障害」と呼ばれるようになるまでの

プロセスを明らかにする。前節で確認したように、いかに分離教育を乗り越え統合教育を導

入するかという議論は、1980年代終盤になって、SEN概念の導入によるインクルージョン
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教育としての統合教育の実現を目指すという形で一つの解を得ることとなった。以下で見

てゆくように、こうした新たな障害児教育観の導入の結果、障害児教育の対象となる児童の

範囲は拡大することになる。そうした児童は、1990年代前半には「学習障害（LD）」や「軽

度発達障害」、「発達障害」と呼ばれるようになり、障害としての重さや推奨される教育方法

の違いといった点から知的障害と区別され、知的障害とは異なる独自の対策の必要性が論

じられるようになってゆく。 

 

4.2.1 「普通学級に取り残された障害児」としての学習障害 

SEN概念の導入によって、障害児教育の対象となる児童の範囲は拡大する。それは、「（従

来の意味での）障害はないが、SEN はある児童」が新たに障害児教育の範疇に編入される

からである。そして、「普通学級には『（従来の意味での）障害はないが、SENはある児童』」

が在籍するはずだ」という仮説を生み、普通学級において適切な教育を受けないまま取り残

された児童をいかに障害児教育が拾い上げるかという問題意識を生じさせることになる。

この仮説は、以下の引用のように、欧米と比較して日本の児童の特殊学級在籍率が低いとい

う事実によって補強された。 

 

わが国の特殊教育と欧米先進国の特殊教育を比較してみて、最も大きな違いの一つ

は、わが国で特殊教育を受けている子どもの割合が著しく少ないという点である。 

（中略） 

盲、聾、養護学校への就学率はほとんど差がないのに、特殊学級への就学率がアメリ

カでは日本の四倍以上である点がまず注目される。 

この差にあたる部分の子どもは、日本では通常の学級に在籍していると考えられるが、

そのことは日本が統合教育が進んでいることを意味するものではない。 

（中略） 

わが国の小・中学校で登校拒否やいじめが大きな問題になっているが、これらの問題に

普通学級に入っている障害児が多かれ少なかれ関係しているであろうことは想像に難

くない。（山口 1992: 11-2） 

 

引用中にあるように、日本の特殊学級在籍率が低いのは、普通学級にかねてより存在してき

た「問題児」や「落ちこぼれ」と呼ばれる児童が、本来は特殊学級に在籍すべき SENを持

つ児童であるにもかかわらず特殊教育の対象となってこなかったと理由付けられる。そし

て、引用中で「わが国の小・中学校で登校拒否やいじめが大きな問題になっているが、これ

らの問題に普通学級に入っている障害児が多かれ少なかれ関係している」と論じられるよ

うに、普通学級に在籍する SENを持つ児童を特殊教育の対象とすることは、普通教育で生

じている問題──落ちこぼれ（学習困難児）や不適応児童の対応──を解決するためにも必要

であると考えられた。 
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 ここで言及されたような児童を「普通学級にいる障害児」と呼ぶとすれば、これらの児童

は徐々に、主として学習障害（LD）5)や軽度障害と呼ばれるようになる。 

 

たしかに学習障害児は特別な教育的援助を必要としている子どもたちですが、わが

国の特殊教育の伝統からいえば、障害児としては非常に軽度で、同じ対象群として受け

止めることはむずかしいかもしれません。つまり、私たちがこれまで考えてきた「障害

児」というイメージと「スペシャル・エデュケーション・ニーズをもつ子ども」との間

には、想像以上に大きな差がありそうです。（上野 1989: 5） 

 

近年、子どもの数自体は、減少傾向にあります。それなら、余った教育力を、軽度

障害児対策も含め、もっと障害児教育の対象の拡大にむけてもよさそうなのに、各地

で障害児学級への入級希望者の減少さえみられています。さらに、こうした動向は、

いわゆる「統合教育」へのニーズの高まりが、いっそう拍車をかける働きをしていま

す。 

統合教育の理念である、ハンディキャップのある子どももそうでない子どもも、同

じ社会の一員としてかかわりあいながら育っていくことは、すべての子どもたちの教

育にとって大切な考え方です。しかし、そのことと、子どもがもっと自分の能力・適

性にあった特別な教育を受ける権利を求めることとは、矛盾しないはずなのですが。 

障害児教育は、特別な特殊教育ではなく、スペシャル・エデュケーション・ニーズ

に応える教育として広がりをみせるなかで、学習障害も、その対象として、先頭を切

って登場する魅力ある存在だと思います。（上野 1989: 5） 

 

引用中に示されるように、学習障害児はほぼ「スペシャル・エデュケーション・ニーズを

持つ児童」のことをしており、また彼らは従来の障害と比較すると「障害児としては非常

に軽度」であるとされた。彼らは当時普通学級に在籍していると想定され、一見して普通

学級に居ても健常児と見分けがつかないほど健常児に近いと考えられたからである。 

 

4.2.2 （軽度）発達障害の範囲の確定 

以上のような考え方によって、「わが国の障害児教育は、現在、中・重度児に焦点があ

てられており、軽度や境界にいる子どもたちが、十分に特別な教育の対象とはなっていな

いという現実があります」（上野 1989: 4）というように、従来までの障害児教育とイン

クルージョンとしての統合教育の対比は、対象とする障害の重さの程度によって表現され

るようになる。 
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これに加えて、従来までの障害児教育と新たな障害児教育の対象となる児童の違いは、

知的障害の有無、すなわち知的能力の水準によって明確に区別されるようになる。そし

て、このことによって、従来までの障害児教育の対象はそのまま知的障害（改称前は精神

遅滞・精神薄弱）と呼ばれ、新たな障害児教育の対象は（軽度）発達障害と呼ばれ始める

こととなる。 

前述のように、伝統的な発達障害概念は知的障害を含むものであったし、実際に知的障

害が「発達障害」や「知的発達障害」と言い換えられることは珍しいことではなかった。

しかしながら、上述のような理由から、SENを持つ児童に対して「軽度発達障害」や単に

「発達障害」と呼ぶ用法が生まれ、それらは知的障害を除いた発達期の特定の障害群を指

すようになる。 

こうして区別された学習障害と知的障害の違いは、例えば以下のように説明される。 

 

学習障害は知的発達の全般的な遅れというよりも、部分的にバランスを欠いた発達

に特徴をもつ特異的な発達障害といわれる。（全日本特殊教育研究連盟 1992: 13） 

 

学習障害は、一般には正常付近あるいはそれ以上の知的水準にあると考えますが、

ちえ遅れがあることは必要条件ではありません。学習障害の本来の理解としては、学

力が子どもの知能水準に比べて、不相応に劣っている、ということが基本にありま

す。（海塚 1990: 80） 

 

知的障害と学習障害はいずれも発達の障害であるものの、知的障害は知的発達の全体的な

遅れとされ、学習障害は「部分的にバランスを欠いた発達」とされる。さらに、2つ目の引

用にあるように、そのバランスとは、知能水準の高さに比して学力が不相応に劣っていると

いうことを意味する。こうした意味で、発達の障害という共通点を持ちながらも、発達の偏

りという点で知的障害とは異なる存在が（軽度）発達障害であるとされた。 

 この（軽度）発達障害を構成する障害として、徐々に学習障害以外の障害も言及されるよ

うになり、最終的には ADHDと高機能自閉症が（軽度）発達障害の代表的な障害に加えら

れるようになる。1989 年頃から 1993 年頃までの（軽度）発達障害を構成する障害として

は、概して学習障害のみが挙げられており、学習障害概念自体もその周辺に多様な状態や症

状を含む広範な概念であった。以下に引用するように、この当時の学習障害概念は単なる学

習上の困難を意味するだけに留まらず、落ち着きがないといった行動上の問題や集団から

はずれがちといったコミュニケーション上の問題等をも含んでいた。 

 

授業の中でいくらていねいに説明しても理解できない、ことばがつたなく相手にわ
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かるように話すことができない、作文やテストの解答などに誤字や脱字が多く字が乱

暴である、運動が苦手で身体の動きがぎこちない、ほかの人の話を黙って聞いていられ

ずすぐに口をはさむ、状況にそぐわない行動が多く集団からはずれがち、いつも落ち着

きがなく身体をそわそわと動かしたり、だらしがなく身の回りの持ち物の管理ができ

なかったりなど（服部 1994: 18） 

 

このような広い意味内容を含む学習障害概念に対して、次第に ADHDや高機能自閉症と

いった学習障害とは異なる障害が当時の学習障害概念に含まれることが指摘されるように

なり、（軽度）発達障害を構成する障害として ADHD や高機能自閉症も学習障害と並んで

挙げられるようになる。学習障害と同様に、ADHD や高機能自閉症も、知的障害を伴わな

いこと、高い知的水準に比して特定の能力が低いこと（ADHD であれば多動と不注意、高

機能自閉症であれば興味の偏りとコミュニケーション上の能力等）がその特徴であるとさ

れた。 

 例えば、多動や衝動性といった症状は、「不器用、多動、注意障害、知覚障害、衝動性

といった学習障害児の行動特性」（全日本特殊教育研究連盟 1990: 80）といったように学

習障害の症状の一つとして紹介されることが多かったが、次第に ADHD（以下の引用では

日本語訳である「注意欠陥・多動障害」）という名称で学習障害から分化して表現される

ようになる。 

 

LDでこれまで特に問題になってきた注意欠陥・多動障害もこの中に含まれるが、こ

れを定義に含ませるのか、含ませるとすればどういう表現にしたらよいのか。 

これらの問題行動は、LDに必ず伴って現れるものではなく、また精神遅滞や自閉症

の一部にもみられる行動特性であるが、教育上は大きな問題であるので、何らかの形で

定義に含ませる必要があるのではないか。（山口 1994: 11） 

 

 同様に、自閉症（もしくは知的障害を伴わない高機能自閉症）についても全体的な知的

能力に比して特定の能力に障害があるという点で学習障害との類似性が指摘されるように

なる。 

 

自閉症は（中略）、全般的知的能力に対して、特定の認知能力が障害されているとす

る学習障害の基本的な概念を満たしています。（中略）このような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） 
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学習障害の症状として挙げられていた特徴の中に ADHDや自閉症の症状が混在してい

るということが指摘された結果、（軽度）発達障害を構成する障害を表現する方法とし

て、単に学習障害と表記するのではなく「LD児や周辺児といわれる子どもたち」（大石 

1999: 34）といった幅を持たせた表現や、「高機能自閉症や LDなどの軽度の発達障害」

（福田 2001: 24）といった学習障害以外の障害も列挙する表現が用いられるようになる。 

こうした表現のバラつきは、最終的には 2001年に文科省から出された「21世紀の特殊

教育の在り方について」の中間報告の発表をきっかけに、そこで用いられた「LD、

ADHD、高機能自閉症」（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）という表現に統一されることになり、「LD、ADHD、高機能自閉症といった軽度発

達障害」（全日本特殊教育研究連盟 2003: 12）というように、（軽度）発達障害を構成する

障害として 3つの障害を列挙することが一般的となる。 

 

4.2.3 通級による指導の制度化 

こうして分化された「普通学級に在籍する障害児」としての「SENを持つ児童」、すなわ

ち（軽度）発達障害は、教育方法においても知的障害とは区別された。知的障害のように特

殊学級で教育を受けるのではなく、「通級による指導」という、普通学級・特殊学級の区別

にとらわれない形での教育方法が推奨された。 

通級による指導とは、「各教科等の指導の大半は通常の学級で受けつつ、心身の障害の状

態などに応じた特別の指導は特殊学級等で受けるという形態での教育」（通級学級に関する

調査協力者会議 1992）を指す。通級による指導は、法律的に根拠のある形で制度上に位置

づけられる以前から、教育現場において慣例的に行われていた教育方法である。1990 年代

に入って、通級による指導が制度的に位置づけられていないために生じる教員配置や学級

編制上の問題への対処のため、通級による指導に対して制度的位置づけを与えるための議

論が生じた。その結果、1990 年に文部省に「通級学級に関する調査協力者会議」が設置さ

れたことで本格的に行政的議論が開始され、同協力者会議が翌 1991年に提出した中間報告

および 1992年に提出した最終報告「通級による指導に関する充実方策」を受けて、1993年

には制度的位置付けを得る。 

通級による指導の制度化は、全特連会長（当時）であった山口薫が「主として言語障害、

難聴に関係のある問題であり、この分野の関係者にとっては長年の悲願であった」（山口 

1993: 8）と語るように、知的障害に対してはあまり実施されておらず、どちらかと言えば

言語障害や難聴、弱視と深い関係にあった。しかし、誌上の興味が知的障害から軽度発達障

害へとシフトするに伴って、知的障害とあまり関係がないとされていたこの制度がこの時

期に誌上で注目されることになる。その理由は、通級による指導が、インクルージョンとし

ての統合教育という新しい障害児教育観が共有されたことをきっかけに、全特連の論者、特

に当時の理事長の山口薫にとって重要な意味付けを持つことになったからである。 
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通級学級の制度化は、わが国の特殊教育も心身障害児の特殊教育から心身に障害を

もたない子どもも含む特殊教育へ向けての第一歩を踏みだしたものとみることができ

よう。（山口 1992: 13） 

 

今の特殊教育はそれなりに発展させていく中で、一つの足がかりは通級学級、ある

いは通常の学級の中へさまざまな援助をする形で、そして障害がある子どもだけでは

なくて、ない子どもまでも含めて一人ひとりの子どもに適切な教育をすることを普通

教育の中に広げていく。そういう中で、大きく言えば日本の教育をもっと改革してい

く重要な使命を特殊教育は持っているのだと考えているのです。（全日本特殊教育研

究連盟 1991: 24） 

 

以上に示されるように、通級による指導はインクルージョン教育を制度という形に具体化

するための第一歩、すなわち特殊教育の教育対象を普通教育に在籍する児童にも広げるこ

とを制度的に可能にするための第一歩として位置づけられたのである。「障害がある子ど

もだけではなくて、ない子どもまでも含めて一人ひとりの子どもに適切な教育をすること

を普通教育の中に広げていく」と述べられているように、通級による指導の制度化を足が

かりに、SENを持つ児童を含めるように特殊教育の対象を拡大することが目指された。ま

た、山口薫は全特連内で通級の重要性を説くだけではなく、先に挙げた通級学級に関する

調査協力者会議の座長を務め、制度的議論を牽引した。 

通級による指導に対してこのような意味づけが行われた理由は、通級による指導が、普

通学級に在籍する児童が必要な科目・教育事項に関してのみ特殊教育を受けることを可能

にするという意味で、普通学級と特殊教育の垣根を超える教育方法だからである。以下の

引用で論じられるように、障害児の教育の場を固定的に捉えず、すなわち普通学級と特殊

学級の区別にこだわらず、どのような児童にも必要に応じて適切な教育を与えるという新

しい教育観を実現するため、「通級による指導の制度化」が必要であるとされた。 

 

アメリカの（中略）全障害児教育法で「障害児が最も制限の少ない教育環境におい

て無償で適切な公教育を受ける」と規定されているのが、統合教育の理念であるとす

れば、固定式の特殊学級の他に、普通学級に在籍して多くの時間を普通学級で過ごし

ながら必要に応じて特別な学級に通って指導を受けるという通級制の特殊学級は、ぜ

ひこれからの特殊教育の制度に位置づけられることが必要であろう。（山口 1986: 

10） 

 

こうした考えから、「通級学級に関する調査協力者会議」において、通級による指導が有

効な障害として学習障害（LD）が検討対象となり、中間報告・最終報告において「学習障

害児等に対する対応」という項目が立てられ、その定義や障害特性といった基礎知識から詳
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細に調査が行われ、障害児教育の対象として扱うべき旨が述べられている。 

 

最近、いわゆる学習障害の問題が教育上重要な課題となっており、学習障害に関して

は、通級による指導が効果的であるという指摘も行われている。本協力者会議において

は、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の種類と

程度について検討を行ってきたが、特にこの学習障害については、重要な課題として検

討を進めてきた。（通級学級に関する調査協力者会議 1992） 

 

それと同時に、知的障害は通級による指導が有効ではなく、以前から行われてきたように分

離教育による指導が有効であると報告された。 

 

知的障害については、精神発達の遅れやその特性から、小集団における発達段階に応

じた特別な教育課程・指導法が効果的であり、このため原則として、主として特殊学級

において、いわゆる固定式により指導することが適切である。（通級学級に関する調査

協力者会議 1992） 

 

知的障害に対して通級による指導を行うことが難しいことは、誌上でも実際の教育実践か

ら語られており、特に「生活習慣の問題とか生活指導の問題」という面において、まず分離

教育によって重点的に指導する必要があると考えられた。 

 

（通級運営を）最初の働きかけとしては知恵の遅れた子どもも学業不振児もすべて含

めてやってきたんですが、結局、知恵の遅れた子どもたちの基本的な生活習慣の問題と

か生活指導の問題については、通級による指導では指導が困難になってきたわけです。

そういう点で、生活の基盤を学級としてきちっと置いて教育していかなきゃならない

という結論に達したわけです。（全日本特殊教育研究連盟 1993: 25） 

 

 なお、以上に挙げた通級に関する初期的な議論では学習障害のみが取り上げられていた

が、上述のように学習障害概念に ADHDや高機能自閉症が含まれていることが指摘され始

めたことを受け、通級を受ける児童の持つ主な障害として ADHDと高機能自閉症も列挙さ

れるようになる。以下はその一例である。 

 

 通常学級でなかなか対応できない子どもたちがいて、それが学習障害児であったり

ADHD の子であったり、あるいは高機能の自閉症児であったりというところで、そう

いう子どもたちの教育をどうしようかということで、通級による指導の特別指導室が

関係したり、あるいは特殊学級の先生が関係したりする例があるわけですね。（全日本

特殊教育研究連盟 2001: 13） 
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以上に見てきたように、通級による指導は、指導の有効性という観点だけではなく、それ

以上に、その教育方法によって SENを持つ児童がそもそも障害児教育を受けられるように

なるという意味で、SEN を持つ児童にとって不可欠であると考えられた。ここにおいて、

発達への障害の生じ方という観点からだけではなく、教育方法という観点からも知的障害

と（軽度）発達障害が区別され、知的障害には通級による指導は有効ではなく、（軽度）発

達障害に対しては通級による指導によって部分的に障害児教育を受けさせることが有効で

あるとみなされるようになる。このことで、新しい指導方法に対応する新しい障害としての

（軽度）発達障害概念の立ち位置が確立し、知的障害とは独立した障害群として議論される

ようになるのである。 

 

5 おわりに 

 ここまで、知的障害教育論の中で（軽度）発達障害概念が知的障害と健常児の両方から分

化されてきた過程について、全特連機関誌の通時的分析を行った。その結果、分離教育から

統合教育へ、インテグレーションとしての統合教育からインクルージョンとしての統合教

育へと障害児教育観がシフトする中で、障害児の定義自体を「特別な教育的ニーズ（SEN）

を持つ児童」へと変更することが主張され、それによって新たに障害児教育の対象となる児

童が（軽度）発達障害と呼ばれるようになったことを明らかにした。彼らは医学的には障害

の程度はごく軽度であるものの、その障害の軽さゆえに普通学級に取り残されたまま適切

な障害児教育を受けずに放置されていると考えられた。そして、彼らには普通学級・特殊学

級の区別にとらわれない形での教育が推奨され、当時新制度として議論されていた通級に

よる指導の制度化についての議論に合わせて、（軽度）発達障害への対応についても同時に

議論されるようになったのである。また同時に、当初は（軽度）発達障害を構成する障害と

して学習障害のみが挙げられている状況であったが、1990 年代前半には学習障害概念の中

に ADHDや高機能自閉症の症状も含まれていることが指摘され、これらの障害を学習障害

から区別して新たに（軽度）発達障害を構成する主な障害とする用法が一般的になった。 

新たな障害児教育の対象となる児童としての（軽度）発達障害は、これまでの障害児教育

の対象であった知的障害とは発達の障害という点では共通していたが、①発達の障害の出

方の違い（（軽度）発達障害は全般的な知的能力は高いが特定の能力の発達にのみ障害があ

る点）、②有効な指導方法の違い（（軽度）発達障害には通級による指導が有効であるという

点）という 2点において具体的に区別され、知的障害を含まないという意味での（軽度）発

達障害概念が確立することとなった。 

本研究の限界は、既に述べたことであるが、分析に使用する資料を 1つに絞ったことで、

知的障害教育専門家間の議論以外の言説を多面的に考察することができなかった点である。

当然ながら、（軽度）発達障害に関しては医学、行政、司法、マスメディアといった多様な

領域において言説が織り成されており、本研究の分析結果だけでは（軽度）発達障害概念の
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登場・普及過程の全容は判明しない。しかしながら本研究は、分析に使用する資料を戦略的

に限定することで、障害児教育領域における言説の構造を深く分析することができた。 

本稿で分析したように、教育においては医学的議論とはまた異なる考え方から（軽度）

発達障害が概念化されてきた。ここで明らかにしたことが医療化論にとってどのような意

味を持つのかについて、以下で手短に述べたい。 

本稿で明らかにした（軽度）発達障害をめぐる障害児教育領域での言説は、それ自体は

医療化を促進するものではないものの、その後の展開を見れば、結果的には（軽度）発達

障害の医療化の促進に繋がる営みであったと言える。本稿でも登場した「特別な教育的ニ

ーズ（SEN）」という考え方は、その後山口薫や上野一彦を筆頭に全特連の主要論者を座

長や委員に据えた形で文科省の議論に持ち込まれ、特殊教育から特別支援教育への制度転

換においてその考え方が制度中に取り入れられるようになった。それと同時に（軽度）発

達障害も「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」という表現で

文科省の制度に位置づけられるようになる。しかし、その議論の中で、SEN概念の本来の

意図であった、障害に対して医学モデルではない捉え方を行うというコンセプトは希薄化

し、（軽度）発達障害概念にも「中枢神経系の機能障害」という生物学的原因論が付加さ

れるようになる。さらに、医学においても（軽度）発達障害に対する医学的知識の普及・

啓発が進み、最終的には 2004年の発達障害者支援法における発達障害定義にみられるよ

うに、生物学的原因論を有することを前提とした（軽度）発達障害理解が一般的になる。 

すなわち、（軽度）発達障害はここまで見てきた障害児教育論においては「生物学的疾

患がある子にもない子にも、その子のニーズに即した教育を与える」という考え方から生

まれたのであるが、そのような意図は後にあまり取り上げられることなく、結論としての

「普通学級にも障害児が存在する。それらの児童は（軽度）発達障害と呼ばれる障害であ

る」というメッセージの方がより社会的インパクトを持つこととなるのである。そして、

当初の意図に鑑みない場合、「その子のニーズに応える」という考え方は、「そのために医

療機関を受診させる」という医学的対処と接続することも不自然ではなくなる。このよう

な帰結に鑑みれば、今回明らかにした障害児教育論における（軽度）発達障害の概念化プ

ロセスは、医学的発見史とは異なる言説を構成し、医療についてはあまり語らず、ほぼ一

貫して障害児教育のあるべき姿について語っていたものの、最終的には新たに逸脱児童を

医療へと供給するためのロジックとなり、医療化の推進力となったと考えられる。勿論、

本稿で明らかにした言説がその後どのように受容され、どのように変容したのかについ

て、正当な手続きを踏んだ形で詳細な分析を行う作業は今後の課題としたい。 

ここで論じたことは、例えば Eyalがアメリカにおける自閉症診断率上昇についての研

究において「マトリクス」（Eyal et al. 2010）と呼んだように、政府や企業、当事者団体

といった医学領域に限定されない多様な担い手・活動の複合的な要因の重なりの結果とし

て医療化を再定義する考えと一致する。彼らが論じるように、現代の医療化は、多様な担

い手の様々な議論が交錯しながら、最終的には逸脱を医療へと送り込む強力な水路を形成
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するようになるプロセスである。このような現代の医療化現象を紐解くためには、本稿で

試みたように、各々の領域の担い手がどのような立場・意図から逸脱（本稿では（軽度）

発達障害）に言及したのかについて、当時の文脈に即した形で明らかにする作業を積み重

ねることが必要であろう。 
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欧文要約 

The aim of this research is to clarify how the concept of "(mild) developmental 

disabilities" generated in Japan in the 1990s. In order to answer the question, this study 

analyzed the discourse of experts for education of intellectual disability from the 1970s 

to the 1990s illustrating how the concept of "(mild) developmental disabilities" appeared 

and used in their own context.  

The word “(mild) developmental disabilities” is unique to Japan. They are 

distinguished from the term “developmental disabilities” in medicine or welfare or in 

other countries because ”(mild) developmental disabilities” does not include intellectual 

disabilities. Since the 1990s, the need for support for them has been actively debated in 

Japan, and several measures have been implemented in administration, medicine, and 

education until now. 

The novelty of this study is to clarify how activities to review and overcome medical 

model generated from disability movement affected the emergence of the concept of 

"(mild) developmental disability". 

As a result of the research, the concept came into use in the experts in the shift from 

the separation education to the integrated education. Since a new form of integrated 

education “inclusion” was introduced from abroad, the definition of disabled children 

itself was changed to use the disabled model referring to “special educational needs 
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(SEN) ", instead of the medical model. This change of definition made children who are 

newly targeted for the special education be called as ”(mild) developmental disabilities”. 

They were considered to have been left in a normal education class without being 

adequately educated due to their medically mild symptoms. Therefore it came to be 

claimed to incorporate them into special education and prepare a new education system 

suitable for them. 

1) 自閉症・広汎性発達障害・アスペルガー症候群はコミュニケーションや興味・関心の偏

りを主症状とする障害であり、ADHD（注意欠陥多動性障害）は不注意や多動の障害、

LD（学習障害）は学習上の特定の能力が知的能力に比して著しく低い障害である。 

 
2) なお、医学における「発達障害」概念は「発達障害（developmental disabilities）は、

医学の概念というより、福祉の概念」（原 2008: 2）、「医学領域での発達障害は過去の概

念」（原 2008: 7）と言われる場合もあり、必ずしも医学領域で一般的に用いられてきたと

は言えないようである。そのため、どちらかといえば伝統的な発達障害概念としては福祉

領域で用いられてきたものの方が影響力のある概念だと言える。 

 
3) ほかにも、発達障害者支援法の「発達障害」概念には、従来の「発達障害」概念には含

まれない疾患（小児心身症あるいは乳幼児期の情緒障害）まで含まれることが指摘されて

いる。 

 
4) 知的障害とは、広く IQ（Intelligent Quotient：知能指数）の低い一群を指す。現在で

は知的能力を量的に表現することへの批判から、IQの数値によって知的障害を定義するこ

とは避けられている。しかし、IQに対する批判が生じるのは 1980年代後半であり、本稿

で取り扱う 1970年代には、知的障害は IQが 70以下もしくは 75以下の群が知的障害と

呼ばれていた。 

現在では「知的障害」という名称が使用されているものの、それ以前は、「精神薄弱」

「精神遅滞」という語が使用されていた。しかし、これら旧称は 1980年代後半から 1990

年代にかけて精神薄弱・精神遅滞という語の差別性が問題となり、各団体や行政で知的障

害へと名称が変更され、現在では殆ど使用されなくなっている。 

こうした用語問題について対応するため、本研究では地の文では基本的に知的障害とい

う表現を用いるが、引用中に旧称が使用されていた場合はその語が使用された当時の文脈

を重視するためにそのままの形で引用する。 

 
5) 学習障害（LD）とは、アメリカで 1960年代に「読み障害」「脳損傷」「知的障害」等、

雑多な呼ばれ方をされていた障害を支援の対象とするために、それらの障害の総称として

設定された行政概念であった。1975年の全障害児教育法では学習障害が支援の対象として

認められた。学習障害は症候群であるため、一口に学習障害と言っても症状は多様である
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が、「共通の問題は、学習過程のどこかが具合が悪い、ということである。そのため、LD

は専ら教育上の問題として現れ、親や教師の悩みは深刻になるわけである」と説明される

（隠岐 1989: 1）。 


