
■ 発達障害とは何か

　あらたまって「発達障害とは何か」と
尋ねられると、答えるのは意外に難しい
ものです。そういう時には、発生や起源
にまで遡って、考えてみることが役立ち
ます。発達障害という言葉が使われはじ
めたのは 1970年代のアメリカで、それ
に先立つ公民権運動の成果が、この言葉
に込められているのです。すなわち、発
達障害とは生まれたときからの特徴で
すから、その特徴によって差別されるこ
となく伸び伸びと暮らす権利がある、と
いう考え方です。言い換えるなら、発達
障害と名づけられた人は、名づけられた
瞬間から、ケア・治療・サービスへアク
セスする権利を手にする、という人権思
想にほかなりません。
　当初、発達障害という言葉は、主に脳
性麻痺などの身体障害および知的障害
を指していました。後に、その概念は拡
大し、てんかんや自閉症など、誕生前後
から発達期にかけて生じる、さまざまな
疾患を含むようになりました。だから、
知ったかぶりの人がしばしば口にする、
「発達障害と知的障害は違う」といった
言説は、大間違いなのです。

■ 非定型発達＋社会的障壁

　英語の精神医学診断名を日本語に翻
訳するとき、原則として「～障害」とい
う言い方ではなく、「～症」と訳すように
しようとする流れがあります。私も、そ
の流れがいいと思っています。たとえば、
これまでの「知的障害」は「知的発達症」、
「自閉症スペクトラム障害」は「自閉ス
ペクトラム症」というようにです。これ

らをまとめて、非定型発達と呼ぶことも
あります。その反対語は、定型発達です
（私は、「凡人」と呼んでいますが）。
　非定型発達は、それだけでは障害では
ありません。しかし、非定型発達を有す
る人が社会的な壁につきあたり、不利益
を被るようになると、障害になります。
たとえば、自閉スペクトラム症自体は障
害ではありませんが、自閉スペクトラム
症を有する子どもが、学校の中で合理的
配慮を欠く環境に晒されたなら、当然に
も不利益を受けます。こうなると、障害
です。算数の等式であらわすなら、非定
型発達＋社会的障壁＝発達障害という
ことになります（図１参照）。

　ここまで読んでいただいた方は、なぜ
診断名に「～障害」をつけずに「～症」
をつけるほうがいいか、おわかりいただ
けたでしょう。では、「障害」は、漢字で
書くのがいいのでしょうか、それとも
「障がい」と混ぜ書きにするほうがいい
のでしょうか。
　社会的障壁が加わって障害になると
いうことさえ分かっていただいたなら、
漢字がいいことはすぐに理解いただけ
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ると思います。混ぜ書きがいいという考
えは、障害が人間の内部にあるものとい
う誤解に、根ざしているのです。（だから、
主だった障害者団体は、すべて混ぜ書き
に反対しています。）
　ちなみに、障害という漢字は、本来は
「障碍」という書き方をします。絶縁体を
意味する「碍子」などという言葉もあり
ますから、この方が雰囲気が出ますね。
常用漢字というのか当用漢字というの
か知りませんが、その中に「碍」を復活
させてはどうでしょうか。

■ 支援の原則

　旧い時代の支援は、定型発達者が非定
型発達者の「病理」を知った上で、定型
発達者のルールを非定型発達者に教え
るという方法をとっていました。つまり、
教育・訓練によって、非定型を定型に近
づけることを目的としていたのです。
　それに対し、現在の支援は、定型発達
者が非定型発達者の「世界」を知り、同
時に、非定型発達者も定型発達者の世界
を知ることを、出発点としています。そ
して、両者ともに住みよい世界をつくる
ことを、目的としているのです。
　以上について、比喩で説明してみまし
ょう。インドネシアに暮らす人々と、南
アフリカに暮らす人々と、そして日本に
暮らす人々が、互いに豊かに交流するに
は、どうすればいいでしょうか。それぞ
れの地域の歴史・言語・習慣・法を知
った上で行き来するなら、豊かな交流が
可能になります。しかし、一つの地域の
歴史・言語・習慣・法を、別の地域に暮
らす人々に押しつけるなら、それは植民
地支配になってしまうでしょう。やはり、
住みよい世の中をつくるには、それぞれ
の歴史・言語・習慣・法、つまり「文化」
を理解し尊重することを、前提にするし
かないのです。

■ 自閉スペクトラム症の起源

　自閉スペクトラム症が「発見」された
のは、第二次世界大戦中のアメリカにお
いてです。ナチスドイツの影から逃れて
アメリカへ渡ったユダヤ系の人びとの
中に、L・カナーという医師がいました。
彼は、ドイツ語しか話せない、心臓病を
専門にしていた医師だったのですが、後
に英語と精神医学を勉強して、世界初の
児童精神科医になりました。そして、当
時の知的障害の子どもたちの中に、それ
までに経験したことのない特徴をもつ
子どもがいることに気づき、自閉症と名
づけたのでした。
　一方、同じく第二次世界大戦下のオー
ストリアには、H・アスペルガーという
小児科医がいました。彼は、カナーの「発
見」したのと同様の特徴を持つ子どもを
診察して、論文を発表していました。し
かし、それは敗戦国の言語であるドイツ
語で書かれていたため、長く注目を浴び
ることはありませんでした。注目を浴び
るようになったのは、イギリスの L・ウ
ィングが、彼の論文を英語で紹介し、「ア
スペルガー症候群」と名づけた 1981年
からです。
　ナチスドイツの支配するオーストリ
アで、アスペルガーは、患者である子ど
もたちを守り続けた人だと、思われてい
ました。私も、そう信じていた一人です。
ところが、2018年に刊行された本と論
文が、衝撃的な事実を暴露しました。ア
スペルガーは、障害者を殺害するナチス
系病院へ、自分の患者を次々と移送して
いたのです。
　ここでは、さらに詳述する紙幅があり
ませんが、自閉スペクトラム症は、医学
概念であると同時に、社会構成主義的な
概念でもあるのです。（詳しくは拙著『自
閉症論の原点』や石坂好樹さんの『自閉
症考現箚記』を参照してください。）
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■ 自閉スペクトラム症のサポート

　ご存知のように、自閉スペクトラム症
には、「三つ組」と呼ばれる特徴がありま
す。というよりも、「三つ組」（および感
覚過敏）を指標として、診断を下してい
るといったほうが、正確かもしれません。
そして、サポートもまた、それらの特徴
に沿って行われるのです。
　「三つ組」とは、第１に、対人交流が困
難ということです。例を挙げると、日本
の学校の何割かでは、運動会の練習と称
して、北朝鮮あたりでしか行われていな
いような、一糸乱れぬ集団行動を、繰り
返させているところが、今でもみられま
す。こういう理由なしの参加を強要され
ることは大の苦手で、昔から私たちは
「運動会は地獄」と、呼び習わしてきまし
た。運動会を契機に学校が嫌いになるこ
とを避けるためには、全員一律ではない
参加の仕方を、工夫することが大事です。
たとえば、行進の練習の時間に代えて、
図工の先生と一緒に横断幕をつくる時
間を設けるといった工夫です。
　第２の特徴は、コミュニケーションが
困難ということです。第３は、こだわり
です。もし、教室で何らかのトラブルが
生じたなら、その背景に、これらの特徴
と関係する困難が横たわっていないか
を想像してみることが、必要になります。
それに基づいて対応を考えることにな
りますが、その時に役立つのが構造化と
視覚支援です（図２）。

　構造化には、時間の構造化と空間の構
造化があります。前者の代表は、料理の
レシピです。皆さんも、スマホのレシピ
を見ながらであれば、はじめての料理で
も、それなりにうまく作ることができる
でしょう。あれには、はじまりから完成
までにわたって、何グラムを何分間とい
うように、具体的な流れが記されている
からです。一方、後者の代表は、披露宴
の座席表です。あれがないと、席を譲り
合って、なかなか宴会がはじまらないで
しょう。そういう場合を指して、構造化
が不十分と言うのです。
　また、視覚支援とは、情報を、耳から
だけではなく目から理解できるように、
伝えることです。先に述べたスマホのレ
シピには写真が載っていますし、披露宴
の座席表にはテーブルの略図の回りに
椅子の印が書いてあって、誰がどこに座
るかが、すぐにわかるようになっていま
す。それらも視覚支援の一例です。
　「三つ組」以外で重要なものとしては、
感覚の敏感さがあります。たとえば音に
対する敏感さは、凡人が想像する以上に
辛いものです。だから、補聴器の反対の
道具として、デジタル耳栓やイヤーマフ
を、積極的に活用することが役立ちます。

■ 注意欠如・多動症の起源

　『もじゃもじゃペーター』という絵本
があります。19世紀にヨーロッパで書
かれた本ですが、今も日本を含む世界各
地で翻訳され、出版されています。この
本の中に、落ち着きのない子どもの話が
含まれています。御馳走を前にして落ち
着かないフィリップ少年が、椅子をガタ
ガタさせて後ろにひっくりかえってし
まうのですが、そのときテーブルクロス
をつかんでいたため、御馳走も床に落ち
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図２　自閉スペクトラム症のサポート
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叱る代わりに、褒める機会が増えてきま
す。人間は、あまりに注意を集中してば
かりだと、かえって病気になりやすいこ
とも、知っておいた方がいいでしょう。

■ おわりに

　自閉スペクトラム症を有する D・ウ
ィリアムズは、「自閉症児の尖った部分
を削り取ったり、ロボットのように従順
で機械的な人間を生みだすこともでき
る」、「自閉症児たちに演技することを教
え込めたとしても〔中略〕本当にその人
自身のように〔中略〕感じさせることは、
出来ない」と述べています（『こころと
いう名の贈り物』）。彼女の警鐘を、私た
ちは常に記憶にとどめておく必要があ
るでしょう。
　現代はマニュアルとテクニックに偏
重した時代ですが、ほんとうに必要なの
は、それらを貫く哲学なのです。

て台無しになり、ママからこっぴどく叱
られるという話です。この少年は注意欠
如・多動症を有していると、精神医学の
業界では語り継がれてきました。
　私見では、最も重要なのは、この本全
体が、1848年革命以降のヨーロッパで
勃興していた、ブルジョアジーの価値観
を教える役割を持つという事実です。つ
まり、落ち着きのない子はブルジョアジ
ーの家庭にふさわしくないという教訓
を、教えようとしているのです。
　一方、石坂好樹さんが翻訳された『ハ
イパーアクティブ』という本によると、
注意欠如・多動症の起源は、「スプート
ニク・ショック」に打ちのめされたアメ
リカにあるといいます。すなわち、宇宙
開発競争で、当時のソ連に後れをとった
アメリカが、学校教育にテコ入れをする
ため導入した概念が、注意欠如・多動症
だというのです。
　いずれにしても、注意欠如・多動症に
は、純粋な医学概念とは言い難い面がつ
きまといます。

■ 注意欠如・多動症のサポート

　注意欠如・多動症に関しては、それほ
どサポートは要らないのです。（そうい
うことを言うため、私はよく叱られるの
ですが。）多動は年齢とともに、必ず少な
くなっていきます。注意集中困難は続き
ますが、好きなことには長く集中できま
す。他方、それほど好きでないことには
集中が難しくなりますが、短時間に限っ
て集中してもらえばいいのです。
　だから、気をつけなければならないこ
とは一つだけで、叱られ続けた子どもが、
「どうせ自分はダメな子だ」と誤解しな
いようにすることだけです。そのために
は、大人たちが、その子の良い点を、た
だちに 10個以上、列挙できるようにし
ておくことが、役立ちます。そうすれば、
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