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知的・発達障害のある子どもへかかわるときの
手がかりがひとつでも見つかるように…



応用行動分析学
（Applied Behavior Analysis）

奇声をあげる 「欲求不満・興奮状態が高まったから」

「知的障害があるから」

「自閉症だから」

行動の原因を「個人の心の中や障害」に求める

行動の原因を「個人と環境の相互作用」に求める

環境

相互作用

部屋の状態、声かけ、
教材や提示の方法…

子どもの様々な行動

①環境からのかかわり
②子どもの環境へのか
かわり

ABAに基づいた支援
A：先行事象 B：行動 C：結果事象

環境

Consequence BehaviorAntecedent

子ども



A：先行事象 B：行動 C：結果事象

プロンプト 強化

ある行動の遂行の直前や遂行中に提示される刺
激であり、強化を受ける行動が起きやすいよう
に手助けするもの（Miltenberger, 2005）

ある行動が、その行動の生起
に後続する即時の結果事象に
よって強められるプロセス

プロンプトの種類と侵襲度 (Miltenberger, 2005）

身体

モデル

身振り

言語
侵襲度

大きい

小さい

山本淳一・池田聡子（2007）できる！をのばす行動と学習の支援. 日本標準.

お父さんの膝の上
にのっていない
（お父さんの存在）

奇声をあげる お父さんの膝の上
にのせてもらえる

子どもの視点から
A：先行事象 B：行動 C：結果事象



奇声をあげる 膝にのせる 奇声がとまる
＝落ち着く

お父さんの視点から
A：先行事象 B：行動 C：結果事象

叱っても叱ってもやめないんです…

A：先行事象 B：行動 C：結果事象

友だちに暴言を吐
いたり、暴力を振
るったりする

指導する（注意したり、
なぜ暴言・暴力が良く
ないのか話す）

一瞬、暴言・暴力
がとまる

応用行動分析学
（Applied Behavior Analysis）

https://www.youtube.com/watch?v=TtfQlkGwE2U&ab_channel=drrobertepstein

B・F・スキナー



iPS細胞の臨床応用 行動の原理の臨床応用

https://www.youtube.com/watch?v=crFjZlWWZo0&ab_channel=MattWiley

“Do this.”と言って積み木を置く 積み木を正しい位置に置く “Marvelous！” 

その行動の生起に後続する
刺激のことを強化子

褒めことば（言語賞賛）

“Do this!”と言って積み木を置く 積み木を正しい位置に置く

A：先行事象 B：行動 C：結果事象 プロンプトの種類と侵襲度 (Miltenberger, 2005）

身体

モデル

身振り

言語
侵襲度

大きい

小さい



・上手な＝他者から見て「何も援助していないのに上手いな」、
援助しているように見えない自然なプロンプト。
・「まあまあ」と言いつつも顔はポーカーフェイスで援助する。
・子どもを壁際にし、先生はその隣に座る。
・ガイドすると、どんどん脱力する等と余計に問題が増える。
・重度知的障害のある子ども・成人はどうゆうことをされると心地良
いか天才的に分かる。気づかないうちに強化してしまう。
・アメリカの強度行動障害者の施設では研修・テキストがある。

上手な身体プロンプト

上野良樹（2021）発達障害の早期療育とペアレント・トレーニング. ぶどう社.

応用行動分析学の技法を用いた支援の紹介（約５分）
強化子に必要な４条件
ある行動を形成・確立するためには、その行動が生起したと
きに強化子を提示し、それが十分強力なものであれば、行動
は定着される（小林, 1984）。

①強力である
②安定している
③ 行動が生起した直後に確実に提示し得るような機動性がある
④ 日常生活場面で容易に使用し得る



自閉スペクトラム症 (Autism Spectrum Disorder) の2つの行動特徴

千住 (2014) を参考に作成

対人コミュニケーションの困難さ こだわり・常同行動
l 他者と社会的なやりとりを行ったり、気
持ちを伝え合ったりすることの困難さ。

l ことばを使わないコミュニケーション
(指さしや視線、しぐさ等) の困難さ。

l 社会的な関係を築いたり、維持したり、
理解したりすることの困難さ。

l 特定の動きやことば等をくり返す。
l ものの配置や道順などが常に同じである
ことにこだわる。

l 細かい特定の物事に関する強い関心やこ
だわりがみられる。

l 音や光、肌触り等、特定の感覚が敏感
だったり、鈍感だったり、こだわりを
もったりする。

A：先行事象 B：行動 C：結果事象

椅子を指さす 移動する

くすぐる ことばでほめる 握手をする

よくできたね



A：先行事象 B：行動 C：結果事象

片付ける
次の活動場所へ移動する

参加者
・問題行動を示す高校生の母親。小学生の
ときに母親と担任が知的・発達障害を疑
い、受診を勧めたが、本人が強く拒んだ
ため未診断であった。

・主訴：学習支援と親子関係の修復

・過干渉・過保護、不安が非常に強い

Asaoka, H. & Noro, F. (2020). Effects of self-monitoring of antecedents 
and consequences on the mother of an adolescent child exhibiting 
behavior problems. Child & Family Behavior Therapy, 42(3), 186‒205.





・長い間に膠着した親子関係は十分に修復
できなかった。できればもう一歩踏み込
んで、どのようにJunと接すれば良かっ
たかを一緒に検討したかった。

・気が付けば「死ね」といった暴言や器物
を壊すことがほとんどなくなった。私が
こう言えば、Junはこう反応するだろう
ということを明確に把握、予測できるよ
うになり、危うい状況になった時にも落
ち着いて対応できるようになった。



個人攻撃のワナに注意！（野呂, 2006）
対応を考える前に、「なぜその子が問題行動を起こすのか」を考える必要があ
る。その際に、陥りがちなのが…

子どもの障害の責
任にする

保護者の育て方の
責任にする

担任の先生の指導
力の責任にする

本人（障害）を含めた周囲の人や環境に対する理解こそ最大の支援

注目

問題行動は４つの機能に分類される
機能＝なぜその行動が起こるのか

友だちの机の上に筆箱がある 太郎君が通りすがりに筆箱をわざと落とす 「やめて！」・泣く

（友だちからの注目なし） （友だちからの注目あり）

A：先行事象 B：行動 C：結果事象

もの・活
動の要求 注目 逃避 自己（感

覚）刺激

問題行動は４つの機能に分類される
機能＝なぜその行動が起こるのか



A：先行事象 B：行動 C：結果事象

太郎は通りすがりに「ジャンケン・・・」 友だちとジャンケンする

友だちの机の上に筆箱がある 太郎は通りすがりに筆箱をわざと落とす 「やめて！」・泣く

（友だちからの注目なし） （友だちからの注目あり）

（休み時間）

叱っても叱ってもやめないんです…

A：先行事象 B：行動 C：結果事象

友だちに暴言を吐
いたり、暴力を振
るったりする

指導する（注意・叱責
したり、なぜ暴言・暴力
が良くないのか話す）

一瞬、暴言・暴力
がとまる



①行動とは「死人にはできないこと」である
・食べる
・大人しくしている
・ダイエットしようかなと考える
・相手にしない

行動
行動でない

行動
行動でない

行動目標（標的行動）は「死人テスト」と「具体性テスト」
に通過する必要がある（奥田, 2012）

②できる限り具体的でなければならない
・清潔にする
・スクールバスを降りて玄関まで走って下駄箱を倒す 具体的

具体的でない

①行動とは「死人にはできないこと」である

行動目標（標的行動）は「死人テスト」と「具体性テスト」
に通過する必要がある（奥田, 2012）

②できる限り具体的でなければならない
その他に・・・
③一定の機会がある

④達成可能性が高い



東みよし町立加茂小学校の実践

教師の具体的な言語賞賛が増えること
児童の行動は変容するか？ もっと肯定的評価を

していきたい！

教師の具体的な言語賞賛が増えること
児童の行動は変容するか？

学級全体

・学習に意欲がある児童と
そうでない児童のばらつき
・発言する児童の偏り、指
示の通りにくさ

教師の具体的な言語賞賛が増えること
児童の行動は変容するか？

対象児童
（A・B・C児）

授業に参加すること
が難しかった



ただ賞賛（例えば、「上手」）するよりも、子どもが行った
望ましい行動を具体的にほめながら賞賛する（例えば、「大
きな声で上手に読めたね」）方が授業参加率が上昇する

全体

個別

A
B
C



記録の負担 正確な実態把握

実態把握 自身の肯定的評価を振り返る

朝岡寛史
asaoka@kochi-u.ac.jp


