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問 題 と 目 的
1．アスペルガー障害の研究動向
アスペルガー障害の歴史 アスペルガー障害

（Asperger’s disorder：ASP）は、1944年にハン
ス・アスペルガーによって報告された障害である。
報告当初は比較的言語発達な良好な自閉症（自閉
性障害：autistic disorder：AD）として位置づけ
られており、その後Wing（1981）が、軽症の自
閉症に注意を喚起する目的で再評価したことから
広く知られるようになった。以降、ASPに関す
る様々な臨床研究が行われ、現在は主に、①人と
の相互交渉の障害、②コミュニケーションの障害、
③想像力の発達の障害、の3つの主要な症状があ
ると言われている（林、2010）。一方、ASPを世
に知らしめたローナ・ウィング自身が「アスペル
ガー障害の性質を最初に考察した者として言うな
らば、本来私が考えていた目的は、この症候群が
自閉症スペクトラムの一部であり、他の自閉性障
害と区別される明確な境界線はないことと、その
可能性が強いことを強調するという点であった。
しかし、その後様々な研究者によって、アスペル
ガー障害と自閉症は異なる障害であると言う考え
方が強くなっている。これは私の意図してきたこ
ととは正反対である」と明記しているように（山
崎、2000）、ASPを障害として扱うことに疑問視
する声もあり、DSM‐5ではアスペルガー障害の

名称ではなく、「自閉症スペクトラム障害（autism
spectrum disorder：ASD）」に統一する予定であ
る。ASPと ADをASDとして扱う根拠に関して
山崎（2010）は、①ASDのみで症状および症状
をより的確に反映できる、②ASDを通常の発達

表1 アスペルガー障害の診断基準（DSM‐4‐TR、2000）
Ａ 以下のうち少なくとも2つにより示される対人的相互反

応の質的な障害：
⑴ 目と目で見つめ合う、顔の表情、体の姿勢、身振りな

ど、対人的相互反応を調節する多彩な非言語的行動の
使用の著名な障害

⑵ 発達の水準に相応した仲間関係を作ることの失敗
⑶ 楽しみ、興味、達成感を他人と分かち合うことを自発

的に求めることの欠如（例：他の人たちに興味のある
物を見せる、持ってくる、指差すなどをしない）

⑷ 対人的または情緒的相互性の欠如
Ｂ 行動、興味及び活動の、限定的、反復的、常同的な儀式

で、以下の少なくとも1つによって明らかとなる。
⑴ その強度または対象における異常なほど、常同的で限

定された型の1つまたはそれ以上の興味だけに熱中す
ること。

⑵ 特定の、機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわ
るのが明らかである

⑶ 常同的で反復的な衒奇的運動（例：手や指をぱたぱた
させたり、ねじ曲げる、または複雑な全身の動き）

⑷ 物体の一部に持続的に熱中する
Ｃ その障害は社会的、職業的、または他の重要な領域にお

ける機能の臨床的に著しい障害を引き起こしている。
Ｄ 臨床的に著しい言語の遅れがない（例：2歳までに単語

を用い、3歳までにコミュニケーション的な句を用いる）。
Ｅ 認知の発達、年齢に相応した自己管理能力、（対人関係
以外の）適応行動、および小児期における環境への好奇
心について臨床的に明らかな遅れがない。

Ｆ 他の特定の広汎性発達障害または統合失調症の基準を満
たさない。
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過程と区別することに関する信頼性と妥当性は高
いが、同じスペクトラムに属する障害を独立した
ものとして扱う手法は一貫性に欠ける、③自閉症
とアスペルガー障害は、それぞれに特有の臨床症
状は乏しく、重症度によって区別されていること
が多い、という3点を提示しており、ASDへ移
行する利点を強調している。

自閉性障害とアスペルガー障害 しかし、未だ
ADとASPを区別している研究者は多い。その
理由として、ADとASPを ASDとして語るには、
あらゆる側面において大きな差が存在するからで
あ る。Baron-Cohen（2011）は、ADとASPの
共通点と相違点を挙げている。共通点は、①社会
的コミュニケーションの障害、②狭い興味と反復
行動、であり、相違点は、①ASPに関して、IQ
は少なくとも平均以上で、言語の遅れがないこと、
②ADに関して、IQはどの段階にも位置し得る
が、言語の遅れがある、という二点である。この
ことから、言語発達と知的発達は、ADとASP
を弁別する上で重要な要因と言える。特に言語発
達に関しては、ASPの診断が遅れやすい要因で
ある。つまり、言語発達が最も著しい幼児期に、
発達の遅れが見られないため、健常児とほとんど
差がないように見えるのである。

メディア使用による幼児の言語発達遅滞 小児
科学会（1999）は、テレビが乳幼児に及ぼす影響
について発達の遅れを指摘しており、その接触時
間に関しては2歳以下の子どもたちのテレビ接触
は推奨できないこと、また年長児についても1日
1～2時間以内の教育番組の視聴に留めることが
望ましいとしている。また日本小児科学会（2004）
は、1900人の保護者を対象としたアンケート調査
で、テレビを長時間見る子どもほど言語の遅れの
割合が高かったとして、乳幼児のテレビ・ビデオ
視聴は危険であるとし、内容や見方によらず、長
時間視聴児は言語発達が遅れる危険性が高まると
している。また、この研究（日本小児科学会、2004）
の中で、テレビ視聴が4時間以上の生後17～19ヶ
月の子ども（長時間視聴児）では、4時間未満の

児に比べ、意味のある言語（有意語）出現の遅れ
が約2倍であり、また子どもの近くでテレビが8
時間以上ついている家庭における長時間視聴児の
有意語出現の遅延率は、4時間未満の家庭の子ど
もの2倍であったとしている。このように、テレ
ビの視聴時間と乳幼児の言語発達の関連性は高く、
その危険性を主張する研究が存在するものの、乳
幼児の言語発達とテレビ視聴時間との関連に関す
る因果推定的研究は少ないものの（菅原、2006）、
谷村（2011）は、テレビが付いているときの親の
発話頻度の減少、会話の長さの短縮、単語の名詞
への偏りなど、発話が質・量ともに低下すること
を指摘している。

2．本研究の目的
本研究は、言語発達に遅れがないとされるアス
ペルガー障害を有する男児が、長時間のテレビ視
聴によって言語に遅れが見られた事例について、
その実態と支援の方法について考察することを目
的とする。

面 接 の 方 法

1．対象児の情報
対象児 Ａ初回来談時3歳（幼稚園年少）
主 訴 パニックをよく起こす（Mo.）

人とうまくかかわれない（Mo.）
ことばがうまく話せない（Mo.）

生育歴 生まれたときからおとなしく、特に手の
かからない「いい子」で、最初の子ということも
あり、Mo．も Fa．も特に気にしていなかった。幼
稚園に入園後、幼稚園から「何か嫌なことがある
とキャーキャーと叫ぶ」「ひとりで黙って遊んで
いることが多い」「ことばが出ない」という連絡
を受けることが多くなり、発達センターを受診し
たところ、具体的な診断は下されなかったが『広
汎性発達障害（自閉性障害）かもしれない』と言
われた。その結果を聞いて不安になり、個人的な
知り合いである筆者に連絡し、セラピーを実施す
ることとなった。
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2．セラピーの期間
Ｘ年10月～Ｘ＋3年1月（継続中）。本研究で

は、Ａの言語発達に焦点を当てて考察していくた
め、Ｘ年10月～Ｘ＋1年5月までの内容を扱う。

3．面接の形態・頻度
Ａとの面接50分。Mo．との面接30分（週1回）

面 接 の 経 過

初回面接
Ａとのセラピー 初回面接時、Ａはとても緊張

しているようで、Mo．の傍から離れず、Th．が近
づくと、Mo．の後ろにサッと隠れてしまう。その
ため、最初はMo．、Ａ、Th．の3人でセラピーを
行う。遊具（ゼンマイ仕掛けのアヒル、輪投げ、
木製のままごとセット、子供用携帯電話、ボール、
ことばの絵本）をTh．がＡに提示したところ、
まよわず子供用携帯電話を手にし、Th．が使い方
を教えずとも、電源を入れ、携帯電話から流れる
音声を聞き、「キャッキャー！」と笑顔になり、
5分程興奮がおさまらない様子を見せる。Th．が
携帯電話を指差し〈Ａ君はこれが好きなの？〉と
尋ねるも、Th．を無視して携帯電話をいじってい
る。その後もTh．が話しかけても、無視するか、
時折小さく頷く程度で、応答性が低い状態だった。
また、Ａは一語文（ママ、パパ、いぬ、ねこ、電
車、「イヤ！」等）を話し、Th．が言った言葉（例：
肉を焼くふりをして〈ジュージュー〉「じゅー
じゅー」）を真似することができるが、二語文は
ままならない状態だった。

Mo．との面接 セラピー終了後、Th．からMo．
に対し〈Ａ君は機械が好きなんですか？〉と尋ね
ると、『テレビとか携帯電話でも何でも、使い方
を一回教えると、自分で電源を入れて使い方を模
索したりするんです』と苦笑いを浮かべ、続けて
『だから、テレビとかを見せておくと、何時間で
も見ようとするんです…Ａにあまりよくないのは
分かるんですけど、テレビを消したり、消そうと
すると大声で泣き出すもので…それに、テレビを

見せている間は静かで手もかからないんです…』
と恥ずかしそうに話される。もう少し具体的に話
を聞いたところ、幼稚園から帰宅後は、食事の時
以外、ほとんどテレビにかじりつき、それが就寝
時まで続くとのことだった。それに対してTh．
から〈Ａ君がことばを使わないのは、発達の遅れ
も原因のひとつであると考えられますが、それに
加えてテレビなどのメディアから一方的に情報を
受信して、さらにそれをＡ君が楽しんでいるから
こそ、Ａ君自身がことばを使う必要性を感じてい
ないのかもしれませんね。まずは、“テレビ離れ”
をひとつの目標にしましょう〉と助言する。

面接前期（Ｘ年10月（初回面接）～Ｘ＋1年1月）：
Ａと Th．の関係性が構築される時期。テレビ視聴
を制限していく時期
Ａとのセラピー 初回面接後のセラピーでは、
Ａが少し緊張を感じている様子はあるものの、前
回のようにMo．の後ろに隠れるといった行動は
ない。しかし相変わらず、おもちゃの携帯電話に
夢中で、その様子はセラピー3回目まで続いた。
4回目では、セラピーに変化を促すため、Ａが携
帯電話をいじっている場所から少し離れたところ
で、Th．が〈うわー！この輪投げたのしーい！〉
と輪投げのおもちゃで遊びながら大声で叫ぶと、
チラっとTh．の方を見て、興味を示す。Ａが遠
目に見て分かりやすいよう、リングをゆっくり投
げ、棒に入れる様子を見せると、携帯電話を持っ
たまま、ゆっくりとこちらへ歩いてくる。Th．が
〈やる？〉とリングを差し出すと、何も言わずリ
ングをTh．の手から受け取り、不器用なフォー
ムで棒に向かって投げる。当然、棒に入れること
はできないため、Th．が床に落ちたリングを取り、
棒に入れ、〈Ａ君すごい！ちゃんと棒に入れた
よ！〉と 笑 い か け る と、「あ～！！！！
キャー！！」と大声で叫び、満面の笑顔を浮かべ
る。以降、ＡとTh．とのやりとりが増えていき、
Mo．が傍にいなくても、不安を示さないようにな
る。
Mo．との面接 Ａの“テレビ離れ”に関する応

用行動分析的手法に基づく具体的な計画をTh．
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から提示する。内容は以下に示す。
① 急にテレビ視聴をやめさせるのではなく、少
しずつ視聴時間を制限する

② 最初は視聴時間を無制限に設定し、そこから
20分ずつ視聴時間を減らしていく。やめさせる
際は「Ａ君、今日のテレビはここまでにしよう
か」と声をかける。それにＡが応じることがで
きたら、Ａの好きな食べ物（キャンディやキャ
ラメル等の甘い食べもの）を提示し、同時に「Ａ
君、いつもよりテレビを見なくても大丈夫なん
だね。ママはＡ君と遊べる時間が増えて嬉しい
な！」とほめる。（視聴をやめることができな
い際は、叱るのではなく無視をする）。

③ 視聴時間を60分程度まで減らすことができた
際は、Ａが違和感を抱かないよう、10分ずつ減
らしていく。
以上の3点をMo．が徹底し、まずはＡがテレ
ビからスムーズに離れることができるようTh．
が助言した。
Mo．が家庭で以上の3点を遵守し、Ａを指導し

たところ、Ａは特にパニックを起こすこともなく、
Mo．の言うことを守った。また、指導を初めて1
ヶ月程経過し、視聴時間が60分まで減少した際は、
Mo．の独断でテレビの電源コードを外し、『Ａ君、
テレビ壊れちゃったから、もう見れないの。ごめ
んね』とＡに言ったところ、最初は怪訝そうな顔
でテレビの後ろに回り込み、自分でテレビを直そ
うと試みる様子が見られたが、1時間程経過する
とあきらめたようにテレビから離れていったとい
う。それからＡはテレビを観ることはなかった。

面接後期（Ｘ＋1年2月～Ｘ＋1年5月）：Ａが
テレビ離れをし、言語が急激に発達する時期
Ａとのセラピー Ａがテレビ視聴をやめてから、
2週間程経過した頃、Ａがことばの絵本に興味を
示すようになる。Ａは本を開き、名詞や形容詞を
指差し「これ？」とTh．に尋ねるようになり、Th．
が〈これはね、“あ（パン）・つ（パン）・い（パ
ン）”〉〈今日はあついなー！〉と手拍子をはさみ、
自分を手であおぐなど、身体言語を付け、用例も
加えながら指導すると、Ａもそれを真似して手で

自分をあおぎながら「あ・つ・い！」「今日はあ
ついなー！」と楽しみながら言葉を学習していっ
た。ＡはTh．との身体を使った遊びを好んでや
るようになった。そして木製のままごとセットの
包丁で材料を切ったり、ブロック遊びをする等、
様々な遊びに興味を示すようになる。この頃から、
筆者に「それ貸して！」「（おもちゃの急須を持っ
て）どうぞ」など、面接前期よりも筆者との言語
を通したかかわりが増え始めた。また「それ、Ａ
君もしたい！」など、自分の名前を入れて、主張
や要求をするなど、周囲の環境に対し自発的にか
かわろうとする行動が増えた。
Mo．との面接 テレビ視聴をやめてから、その

時間をMo．や Fa．と遊ぶ時間に充てるように
なったと話される。そして『テレビを見る時間が
減り始めてから、急に色々な言葉を話し始めて…
まるで別人みたいなんです』と笑顔で話される。
また、嫌なこと（例えばおもちゃを買ってもらえ
なかった時）があったときに、大声で奇声を発す
るといったパニックを起こすことは変わらないが、
以前と比べてその頻度とパニックの時間が減少し
たと話される。Th．からは〈今後も、Ａが自分を
冷静にコントロールできる時期が来るまでは、Ａ
をテレビやゲームから遠ざけておいてください〉
と助言した。

考 察

テレビ視聴と言語発達 本研究で報告したアス
ペルガー障害児Ａは、言語の遅れと他児とのかか
わりのなさ（コミュニケーション能力の低さ）、
そしてパニックの頻発から、当初は自閉性障害の
疑いがあった。しかし、筆者とMo．の面接の中
で、その背景を探るうちに、アスペルガー障害特
有の興味の限局とこだわりの強さから、Ａの長時
間のテレビ視聴が発覚した。Mo．がＡにテレビ視
聴をさせる理由のひとつとして、『静かで手もか
からない』ことを挙げていたように、Ａがテレビ
視聴をしている際は、親と子のコミュニケーショ
ンがほとんど成立していなかったことが推測でき
る。この点に関して谷村（2011）が親の発話頻度
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の減少、会話の長さの短縮、単語の名詞への偏り
など、発話が質・量ともに低下することを指摘し
ていたように、言語発達を促す要因である親子間
のコミュニケーションが貧困になってしまったこ
と、そして周囲の環境を探索し、様々な遊びを体
験しながら刺激を得て、能力を獲得するための重
要な時間のほとんどをテレビ視聴に奪われてし
まったことが、Ａの言語発達を阻害する要因に
なってしまったと考えられる。

応用行動分析的支援と急速な言語発達 長時間
のテレビ視聴が原因と推測されるＡの言語遅滞に
対し、筆者は応用行動分析的手法を用い、それを
家庭で母親に実践してもらう間接的支援を行った。
その結果、Ａのテレビ視聴時間は大幅に減少し、
その時間を親子がかかわる時間に充てることがで
きた。そして、Ａの“テレビ離れ”が達成できた
直後（2週間後）から、Ａはセラピーの中で、様々
な遊具や遊びに興味・関心を向けるようになった。
さらには、それに伴って様々な言語を用い、他者
と自発的にコミュニケーションをとるようになっ
た。この急速な言語発達（表出）は、Ａはそれま
でに言語の「理解」はできていたものの、長時間
のテレビ視聴により、理解を「表現」する機会が
奪われていたと考えられる。

おわりに 近年、テレビ、ビデオ、ゲームといっ
た映像メディアは乳幼児期の子どもの生活に深く
浸透している。その結果、母子間におけるコミュ
ニケーションの時間は奪われ、さらには本研究で
扱った事例のように、映像メディアが子どもの発
達に大きな影響を及ぼしていると推察できる。当
然、自己制御がままならない子どもに対し、メディ
ア接触の時間を制限していくことは大切である。
しかし最も重要なのは、養育者が適切なコンテン
ツを子どもに提供し、そのコンテンツを共有して
親子のコミュニケーションを楽しみ、解説や感想
を語り合ったりすることで、子どもの発達を促進
していくことである。そのためには、養育者自身
がメディアに振り回されないよう、注意する必要
がある。
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