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自閉児の治療教育に関するHIROCo法の適用

杉山　雅彦＊

　本研究では，従来の行動療法的な治療教育の問題点を整理し，それらをクリアする新しいアプローチが

試みられた。従来の問題点は以下の通りである。①過剰な先行刺激によるコントロール②嫌悪事態の導入

③「対人回避傾向」の改善法の欠如④日常的でない強化子の使用。これらを修正するためのアプローチは

HIROCo法と呼ばれる。これは接近行動の形成が基本であり，以下の特徴がある。①嫌悪事態の不提示②

正の強化子による結果操作③自由反応場面の設定④多様な強化子の導入。

　症例は5歳3ヶ月の自閉児であった。．セッションの進行と共に相互作用の頻度が増加し，対人接近行動

が認められるようになった。HIROCo法の手続きが「対人回避傾向」の改善に有効であると考えられた。

また接近行動の出現と共に模倣反応が認められるようになった。同時に発声反応も増加し，発語が認めら

れた。これらは対人関係の改善と関連していると考えられ，指導の有効性が示唆された。
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　自閉児に関する行動療法的治療教育（主として

行動変容法）は60年代以降広く行われるようにな

り，また成果を上げてきたといえよう。しかし，

同時に下記のような問題が提示されるようになっ

た（Lovaas，eta1．，1973）。

■①訓練場面での行動形成に著しく時問がかかり，

　形成された行動も，他の場面では生起しにくい。

　いわゆる「般化」，「維持」の困難。

②形成した行動が画一化し，特に日常場面で新

　しい学習が進行しない。

③形成した行動は特定の先行刺激があれば生起

　するが，無ければ生起しない。いわゆる「自発

　性」が欠如する。

　わが国では治療教育の事情をやや異にしており，

これらの問題をそのまま当てはめることは危険で

ある（例えば，わが国では週1～2回程度の指導

回数が普通であるが，Lovaasらは場合によっては

毎日，1日数時問を指導に費やすとレ）うシステム

をとっている）。しかし，類似した問題はわが国で

も指摘されるようになり，検討することが必要と

なった。その結果，このような問題点が生じた原
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因として，従来のアプローチの方法論上の欠点が

指摘されるようになった（佐久問・久野，1978；

小林・杉山，1984；大野ら，1985；杉山，！987）。

　1　従来のアプローチの問題点

　従来のわが国で用いられたアプローチは次のよ

うな特徴を持っている（大野ら，1985；杉山，

1987）。

　①主として応答的な反応の形成が目標とされ，

例えば指示に従う行動の形成とか，ことばの指導

では命名反応の形成といった形の訓練が多く行わ

れた。②不適切行動（教育や訓練の進行を妨害す

るような行動はこう呼ばれた）の除去が特に訓練

導入時での主要な標的になり，そのため嫌悪事態

がしばしば導入された。③児童の行動の変容が訓

練室内で捉えられる傾向が強く，日常生活におけ

る環境設定に余り注意が払われなかった。④食餌

性の強力な強化子が用いられることが多く，行動．

の機能との関係で強化子が検討されることは少な

かった。⑤指導は，机をはさんで担当者と児童と

が向かい合う形での「課題学習」方式で行われる

ことがほとんどであった。

　上記のような特徴を一口でまとめるとすれば，
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「児童の行動を強い刺激統制のもとに置こうとす

る試み」であったといえよう。すなわち形成する

行動は何等かの弁別行動と考えられ，指導・訓練

の手続きは行動に先行する刺激をより明確にする

ことになった。結果としてある特定の行動は，特

定の先行刺激が提示されたときのみ正反応となり，

それ以外の時は誤反応となる学習事態が成立する

ことになった。

　嫌悪事態が導入された場合も同様な効果が生じ

る。嫌悪事態が導入されるとそれをescapeする形

で学習が成立する。そこで形成された行勲は嫌悪

事態が提示されなければ生起しないことになる。

また嫌悪統制を受けた行動は］般に変動すること

が少なく，確実ではあるが拡大発展することが少

なく，画一化しやすくなる。

　自閉児の「対人回避傾向」は，行動療法的なア

プローチでは，その改善が討論される機会は多く

はなかった。しかし，指導場面でこれが改善され

なければ「人」が弁別刺激あるいは強化刺激とし

て機能することが必要な社会的行動の形成は困難

になる。その中で訓練・指導が進行することによ

り，より強い嫌悪統制が進められていったと考え

られる。

　日常的に生じている行動は多様な強化子によっ

て維持されている。しかし従来の手続きでは，強

力な強化子を求めるという点から，食餌性の刺激

に代表されるものを用いることが多かった。行動

がこういった刺激のみによって形成・維持されて

いるならば，それは日常生活場面とは異なった機

能の行動であり，日常場面では維持され難いとい

えよう。

　以上のように，従来のアプローチの問題点を整

理すれば，冒頭で述べた三つの批判を導き出すこ

とができる。行動療法的アプローチでは，これら

の問題を改善した枠組みを検討しなければならな

い。すなわち，新たなアプローチの必要性が生じ

ることとなる。

　2　新たなアプローチ（HIROCo法）

　新たなアプローチは上記のような欠点を修正し

たものでなければならない。それが形成する行動

は，自発的に生起し，画一化せずに拡大・発展し，

日常場面でも生起し，維持されるものでなくては

ならない。そのために試みられているアプローチ

は，HIROCo（Human　Interactionwith　Response

OutcomeContro1）法と呼ばれる（大野ら，ユ985；

杉山，1987）。以下HIROCo法の特徴を概観する。

　自閉児は対人回避傾向を持つが，これは刺激に

対する「過敏な反応傾向」に由来すると考えられ

る（小林，1980）。したがって，人が「嫌悪刺激」

や「強い刺激」の提示者であるならば，「人を避け

る反応」はより強くなり，社会的相互作用の形成

を妨害する（小林・杉山，1984）。このため，対人

回避傾向を緩和するための手続きが考えられた

（佐久間，1978；小林・杉山，1983；杉山，

1983）。この手続きは基本的には回避（逃避）行動

が生起しないレベルでの刺激提示で接近し，同時

に正の強化子を提示することにより，むしろ児童

の担当者に対する接近行動を形成しようとするも

のである。従って，特に指導開始時には児童がど

のような刺激に対してescapeを起こすかを明確

にし，そのような刺激を提示することなく指導を

進行させることが必要になる。

　白閉児の顕著な多動傾向，自己刺激行動，注意

の混乱等の少なくともある部分は嫌悪事態からの

escapeとして成立していると考えられる（杉山，

1988）。すなわち束縛されたり罰が与えられやす

い，例えば教室場面から担当者の「目を盗んで」

逃げ出す，すなわち「担当者が少し目を離したス

キ」という条件あるいは先行刺激のもとで「逃げ

ていく」という反応が形成される。これらの行動

は担当者に対する児童の接近行動が増加すれば，

軽減するといえる。従って，児童の「人」に対す

る「回避傾向」低減のための手続きは，「問題行動」

軽減のための手続きであるともいえよう。

　従来のアプローチの方法論的な問題点として，

「過剰」な先行刺激による操作が上げられる。既

に述べたようにそれが般化の不全や画一化の少な

くとも原因の一つになっていると思われる（谷ら，

1984；谷，1986）。嫌悪事態の提示もまた同様な結

果を招くことにも触れた。したがって，新たなア

プローチでは（正の）強化子による結果操作と，

嫌悪的な事態や状況の可能な限りの不提示を特徴

としなければならない。

　行動の画一化を避けるためには，多様な行動が

出現し強化される可能性が高い方が望ましい。し

たがって訓練あるいは指導のための空間は少なく

とも標的行動あるいはそれに類する行動の生起が

抑制されないものでなくてはならない。限定され

た場面では当然限定された反応しか生じず，その
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中で行われる指導は担当者の刺激性制御が強まる

ことになる（佐久間，1978）。そういった状況が望

ましくない場合は先行刺激操作が最小限に抑えら

れた状況，すなわち「自由反応場面」が設定され，

生起する児童の多様な行動に対して，標的行動と

の関連から分化強化がなされていくことになる

（大野，1986）。

　多様で機能的な行動を形成しようとするならば，

可能な限り多様な強化子を環境内に配置すること

が必要になる。指導場面において日常的で多様な

強化子を導入する試みが行われているが（平野・

高木，1977．1979：大野，1984；谷ら，1984），こ

れらの刺激は自閉児の「人」に対する「回避傾向」

を低減することにより強化機能を有することが示

されている（佐久問・久野，1978）。

　結果操作を主体にした方法は，特に行動のレ

パートリーが狭く，また標的に関連した反応の生

起頻度の著しく低い，いわゆる「重度」の児童の

場合，標的行動の獲得そのものが著しく困難にな

る可能性がある（久野，1988）。従って，学習を促

進するためには担当者が児童にたいして何等かの

統制力を持つ学習場面が必要になる。同時に，そ

の統制力が「強力に過ぎること」は既に述べたよ

うに逆効果になり得る。従って，模倣あるいはモ

デリングを通した学習場面が検討される必要があ

る。この学習場面は先行刺激に関連したり類似し

たりする行動はすべて強化される場面である。こ

のような場面を設定し得るには，児童から担当者

に対して種々の反応が高頻度で生じている必要が

ある（杉山，1988）。

　模傲に関してはその形成過程に異論はあるが，

少なくともモデノレに反応するという接近行動でな

ければ模倣を通した新たな学習は困難であると考

えられる。どちらにしても新しい指導場面では標

的行動に関連して担当者の行動がセットされ，そ

れに関連・類似する接近行動が強化されていくこ

とになり，その前段階として「担当者に対する反

応」を形成しておく必要がある。

　本研究では以上のようなことから，HIROCo法

を自閉児の治療教育に適用し，検討するものとす

る。

3　mROCo法の適用
①対象児
男児　5歳3月

　出生時体重　3200g

　出生時には特に異常無し

　乳児期には泣かないおとなしい子であり，姉に

比して手がかからない子であった。

　13ヶ月で歩行開始，歩行開始後は落ち着きがな

くなり，無目的に走り回ることが多くなった。ま

たこの頃から母親が呼んでも反応がなくなり，家

族の中でも孤立することが多くなった。2歳時に

「トーチャン」，「ジュジュ（ジュース」，「ヤヤ（イ

ヤ）」の3語が認められた。しかし，その後語数は

増加せず，しゃべる機会（発声の頻度）のみが暫

時減少していった。その結果，拒否の際に奇声を

発するという反応のみが発声反応として顕著に

なった。

　3歳時より某保育園に通園しているが，部屋の

中にいることはほとんどなく，走り回ったり，固

定遊具に一日中乗っていたりした。保母の指示に

は反応せず，保母や他の児童が近付くと逃げると

いう反応を繰り返していた。

　家族は父親，母親の他，7歳2ヶ月の姉がいる。

父親は本児に対してほとんど関わりを持たず，母

親は本児の行動を先回りして「やってやる」行動

パタンであった。姉は本児の面倒をみようとする

が，本児は姉が近付くと離れていくことが多かっ

た。

　②指導開始時の本児（以下Cとする）の状況

　家庭では母親がCの行動を先回りして「やって

やる」パタンであり，そうしている限りは安定し

パニックも生じなかった。しかし，顕著な後追い

行動も認められず，母親がいなくなってもCの状

況に変化は認められなかった。

　訓練室の中では，設置された数種の遊具に次々

と反応していったが，持続時問は短くまた遊具本

来の遊び方として完遂された反応はなかった。

　呼名に対しては反応せず人の方をみることもな

かった。ことばで指示をされると，甲高い笑い声

を上げた。

　大きな声，手の早い動き，正面からの早い接近

などの刺激に関しては，体の向きを変える、下を

向くといった反応が生じた。またゆっくり接近し

た場合にも，後ろから接近した場合にはうずく

まってしまい，それ以外の方向であっても，接近

する人の高さがCの視線より高い場合には，手を

ひらひらさせながら体を揺する，あるいは奇声を

発したり走り出すといった反応が生じた。
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　上記のような場合を中心に，奇声がしばしば認

められた。奇声以外の発声は認められはしたが，

著しく生起頻度が低く，約1時間の間に1～2回

程度生起したのみであった。

　③Cの行動の分析
　Cは人に対して顕著な「逃げる」という反応は

生じなかった。しかし，人の接近に対する反応や

指示されたときの反応を考慮すると，むしろ「反

応しない」，というescape，すなわち人の提示する

刺激に反応しないことによって人の関わり（嫌悪

事態）が中断されるという負の強化で反応が形成

されていると考えられる。従って，母親を含む「人

間」の提示する種々の刺激の中で強化機能を持っ

刺激は著しく少ないと考えられ，結果として日常

生活の中で，人によって正の強化がなされる機会

が非常に限定されているといえよう。

　同時に，Cの問題行動には負の強化によって形

成されたものが認められる。Cの自己刺激的な行

動は周囲でCの方に反応したりある種の接近の仕

方をしたときに顕著に生じている。奇声もやはり

そういった状況で生起する確率が高いといえる。

これらもやはり人の提示する刺激が関連して，負

の強化によって形成されたものと考えられる。

　ことばそのものは持ってはいるが，あるいは

持っていたヒストリーは、あるが，現時点では使用

頻度も著しく低く，ほとんど機能していないとい

える。人に対する要求も生起せず，むしろ人がneg－

atiVeな刺激として機能しており，ことばが発達す

る余地はほとんど見あたらないといえよう。

　これらのことから，Cの指導開始時の行動は人

が関与する嫌悪事態に統制されているものが多く，

社会的な相互作用が成立するのは著しく困難であ

ると考えられた。したがって，治療教育場面では

嫌悪事態をコントロールすること，すなわち環境

内に提示しないことがまず必要であるといえよう。

嫌悪事態の提示が減少し，正の強化がなされる機

会が増えれば，Cの自己刺激的な行動なども減少

していくと考えられた。

　④指導手続き

　指導場面は数種の遊具がおかれた自由反応場面

が設定された。指導はHIROCo法の枠組みに従い，

以下のような手続きで行われた。

（1）escapeが生じる刺激がべ一スラインにおい

　てチェックされ（指導開始時の本児の状況を参

　照），それらの刺激を提示しないで指導が行われ

　た。

（2）遊具や「人」に対する反応に関しては，それ

　が部分的あるいは微少なものであってもあらか

　じめ選択された刺激をCの行動に随伴させた。

（3）音声反応に関しては，ある行動が遂行される

　途中の反応であれば，その文脈において遂行を

　援助すると同時に，その文脈に適した音声を担

　当者（以下丁とする）が拡充して模倣した。行

　動の文脈が明確でない場合には，（2）の一般的な

　結果操作を行い，TはCの音声をそのまま逆模

　倣した。

　　奇声に関しては結果操作を行わないという手

　続きを用いた。

（4）Tの行動に一致，あるいは類似するCの行動

　に関しては，それが部分的あるいは未分化なも

　のであっても，Tはその行動の遂行を援助し，

　また（2）の結果操作（随伴操作）を行った。

　なお，1，2セッションはべ一スラインとして

設定され，上記の手続き（トリートメント）は3

セッション以降導入された。

　⑤行動に随伴させた刺激

　べ一スライン期にCに刺激を提示し，それに対

して笑う，要求するような動作が生じる，あるい

は逃げないといった反応が生じた刺激をリスト

アップした。リストアップされた刺激は，Cの行

動に関する随伴操作に用いられた。それらの刺激

は以下のようなものである。

・Tが手を伸ばした状態での「高い高い」

・おしりを撫でる

・足の先をさする

・笑いかける

　⑥　データの処理

　本研究では対人接近行動というような対人相互

作用を主たる問題の一つとして取り扱っている。

したがって，データの収集及び処理に関して，従

来行われてきた方法のみでは十分ではないといえ

る。ここでは，相互作用を評価するためのデータ

処理（杉山，1983；大野・武蔵，1984）を行う。

　TとCの相互作用は，①相互作用の開始者（T

orC）②行動の機能（positiveornegative）で分

類された。②に関しては相互作用の後続者が対応

的行動を示した先行者の行動をpositive（以下P

とする），後続者が無視，拒否した先行者の行動が

negative（以下Nとする）と判断された。

　データ処理は指導開始後10分を経過した時点か
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　図1　T－C問のpositiveな相互作用の出現頻度

ら10分問を，1区間10秒のinterva1recordingで

行った。処理に関しては，2名の評定者間で，常

に一致率が100％になるように行われた。

　⑦結果
　丁一C問のPの相互作用は，from　T，from　C

共にべ一スライン期では出現頻度は低く，ユ0分問

でその頻度が15に達しない，すなわちPが生起し

ている時間は全体の4分のユにも達しないことを

示している（図一1）。トリートメント期に入って

も，特にfromCに関してはべ一スライン期と差は

認められなかった。しかし第6セッション以降に

顕著な変化を示し，頻度にして30を超えるレベル

に達しており，第10セッションでは共に45を超え

るレベノレに達している。

　相互作用をPとNの割合でみると，from　Tに関

してはべ一スラインでは全体の75％以上がNであ

り，3～5セッションまでは明確な変動はみられ

ない（図一2）。しかし第6セッションでPの割合

が増加し，その後漸次増加傾向を示し第10セッ

ションでは90％がPとなづた。fromCではべ一ス

ライン期においても90％がPであり，トリートメ

ントに入っても大きな変動は認められない。

　セッション中の発声はべ一スライン期ではほと

んど認められず，また第5セッションまでは数回

の生起レベルにとどまっている（図一3）。しかし

第6セッションで顕著に増加し，その後第10セッ

ションでは40回を越えるレベルに達した。

　緊張をともなった甲高い発声，いわゆる奇声は

Cの場合，必ずしもその生起頻度は高いとはいえ

ないが，それでもべ一スライン期では約20回の生

起が認められた（図一4）。トリートメントに入る

と，第3セッションから既に明確な減少傾向を示

し，第7セッション以降にはほとんど認められな

くなるまでに減少した。

　自己刺激．的行動に関しては，10秒単位のイン
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図3　セッション中（30分問）の発声回数

（回）

㌧
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1三1リ三’ヨ＝1）

　　　図4　セッション中（30分間）の奇声

ターバル・レコーディングにより測定すると，べ一

スライン期では100を越える頻度を示している（図

一5）。トリートメントにはいると，漸次減少の傾

向をたどり，第10セッションでは自己刺激的行動

は認められていない。

　セッションの進行に従いCの行動に変化が認め

られるようになった。第6セッションではCのT

に対する模倣反応が初めて認められた。この時生

じた反応は，Tが反応したパズルに対してCがパ
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　　　　　図5　自已刺激的行動の頻度

＊自已刺激行動は10秒単位のインターバルレコーディ

　ングにより，セッション中30分問の頻度を示してい

　る

ズノレの同じ部分に反応したものであった。またこ

のセッションでは，発声反応においても部分的に

Tの発声に類似していると認められる反応が生じ

た。第7セッションでは発声において明確な模倣

反応が生じた。「ダッコ」「ヤル」「イコウ」などが

それである。

　第8セッションでは発語としての「ヤル」が生

じた。これはすべり台の遂行に関して生じたもの

で，Tのモデル提示もない状態で生起した反応で

あり，発語反応と認められた。このセッションで

は「ヤル」はなお数回生じた。第9セッション以

降でも要求反応を中心に新しい発語反応が生じた。

これらの反応は2～5セッションを経て，日常生

活場面でも生起が認められている。

　⑧考察
　べ一スラインではT－C問の相互作用はPの生

起頻度が低く，割合においてもfromTではNの割

合が高かった。しかしセッションの進行と共にP

の生起頻度が上昇し，割合もPが上回った。これ

はTが始発した行動に関してはCはpositiveに反

応することが多くなり，CがTに対して始発する

相互作用に関しては，その始発される機会そのも

のが顕著に増加した，ということができる。これ

は当初はCにとってTは嫌悪的に機能していたの

が，嫌悪性が減少したものと考えることができる。

　本研究では指導開始時にescapeが生じる刺激

をチェックしそれを指導の場では提示しないとい

う手続きを用いた。このことがTの嫌悪性を低減

させたものと考えられ，「対人回避傾向」は特定さ

れ得るような刺激に関するescapeである可能性

が大きく，それらの刺激をコントロール（例えば

提示しなレ））することによって「対人回避傾向」

が顕著に改善され得ることが示唆されたといえよ

う。

　しかしまた，Cが始発するTに対する反応の生

起頻度が上昇しているのは，「escapeしなくなっ

た」というより，より積極的に，接近反応が生起

するようになってきたと考えることができる。す

なわち，Tがよりpositiveな刺激として機能する，

あるいはそういった刺激の提示者となったことを

意味すると思われる。

　随伴操作に用いた刺激はインテイク時において，

チェックしたものであるが，この様な手続きで見

いだした刺激は強化機能を持つことを本研究の

データは示している。自閉児の治療教育において

生じる困難の一つに，強化機能を持つ刺激が環境

内において少ないこと，あるいは場合によっては

ほとんどそのような刺激が見つからないことが上

げられる（小林・杉山，1984）。しかしより機能的

な行動を形成するためには強化機能を持つ刺激の

レパートリーが広くなければならない（大野ら，

1985）。場合によっては強化子を作り出すことも考

慮する必要があるが（佐久問，1978），本研究の手

続きは少なくとも使用可能ないくつかの強化子を

見いだす方法を示唆するものと言え，そのような

強化子で対人接近反応の形成が可能であったとい

えよう。また，児童の「対人回避傾向」の低減と

共に，強化機能を持つ刺激はこのアプローチでは

増加することが考えられ，今後の検討課題の一つ

に上げられよう。

　HIROCo法の基本は，嫌悪刺激の提示を避け，

また先行刺激操作を最小限にし，正の強化機能を

持つ刺激で結果操作をすることに上り，対象児の

「人」や周囲の状況に対するescapeを低減しさら

に接近行動を形成することにより行動形成を促進

しようとするものである。本研究のデータは，C

のNが減少しPが増加することによって相互接近

的な相互作用が形成し得たことを示している。手

続きをより客観的な記述にするなど問題も多いが，

基本的な対人接近行動の形成（あるレ）は対人回避

傾向の改善）は，本研究の手続きにようて可能で

あったといえよう。

　Cは第6セッションにTに関する模倣反応が認

められ，第8セッションで最初の発語が認められ

た。第6セッションはT－C問の相互作用が大き
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く変化したときであり，Pが頻度でも割合でも顕

著に増加している。すなわち，Cの対人相互作用

が著しく変化したことと時期が一致して模倣が生

じるようになってきている。

　模倣という社会的学習を成立させるためには周

囲の人問の嫌悪刺激価を減少させ，人の提示する

刺激が正の強化機能を持っ必要があると考えられ

ている（佐久間・久野，1985；小林・大野，

1988）。本研究の結果は模倣が一種の対人接近行動

であることを示唆するものであ一り，「対人関係の改

善」と模倣の出現が少なくとも相関関係にあるこ

とを示しているといえよう。

　本研究においてはCの学習を促進するための明

確な先行刺激操作はしていない。しかしそれにも

かかわらず，ことばなどの新しい行動の形成が可

能になった。これは模倣を通して学習され，その

結果生起した行動に対して強化操作を行うことに

よって，かなり学習が困難な行動であっても学習

を促進することが可能であることを示していよう。

「模傲」という形での社会的学習が促進される条

件に関しては今後も検討していく必要があろう。

　発語に関して本研究ではデータを十分に示して

はいない。しかし，Cの最初の発語が，Cが反応

したものをTが言い，それをCが模倣していった

というプロセスを考慮すると，模倣反応と発声の

レパートリーが発語を形成するための大きな要素

である（小林・杉山，1983：杉山，1983）といえ

る。

　発声に対する操作は，逆模倣，拡充模倣あるい

は一般的な結果操作といった手続きを用いている。

これらの操作はTがCの発声に対して音声刺激な

どを提示するものであり，その結果発声の回数の

増大がみられたことは，・後続した刺激が（すなわ

ち人の提示した刺激が）強化機能を持ったもので

あるといえる。また発声回数の変化をみると，第

6セッションから顕著な増加を示している。この

セッションは既に触れたように相互作用に顕著な

変化が生じているセッションであり，発声が「対

人回避傾向の改善」と関連していることを伺わせ

る。すなわち発声が人（この場合はT）の提示す

る刺激に統制された，接近行動となったと考える

ことが出来る。もっとも発声の生起頻度が上昇し

た時点では奇声が既にかなり減少しており，相対

的にクリアな発声が生じ易い状況にあったことも

無視できない事実である。しかし第8セッション

には発語が認められたことを考慮すると，第6

セッションの頃には発声が何等かの杜会的な機能

を持っていたと考えた方が適切であろう。

　自己刺激的行動に関しては，本研究では積極的

な除去のための手続きは用いていない。しかし実

際には第7セッションにはほとんど0に近いレベ

ノレまで減少している。このことは，自己刺激的な

行動が生じても強化されないか，あるいは生起す

る必要がないかどちらかであることを示している。

自已刺激的な行動はしぱしぱトボグラフィは類似

していてもその機能は異なる場合があり（溝上・

杉山，1988），外的な刺激を変化させるとそれにと

もない増大，あるいは減少することがある（谷，

1988）。この場合は外的な刺激を避ける形で行動が

維持されているものと考えられる（小林・杉山，

1984）。Cの場合も同様に，嫌悪的な刺激が環境内

に生起しないことによりそれをescapeするため

の反応であった自己刺激的行動が減少していった

ものと考えられる。すなわち，このことは「対人

回避傾向」が低減したことによる副次的な効果で

あるということも出来よう。自閉児にはこの白己

刺激的な行動のような周囲の刺激からescapeす

るための行動が多く存在すると考えられ，これら

の行動の除去には，むしろ「回避傾向」の低減が

必要なのだといえよう。

　4　HIROCo法の今後の課題
　本研究では従来の行動療法的な治療教育の問題

点を改善するために，HIROCo法の枠組みを実際

の治療教育に適用して検討した。その結果，一応

予想された変化あるいは効果は生じたといえよう。

しかし，その反面残された課題も決して少なくは

ない。以下ではその中のいくつかを取り上げる。

　第一に，HIROCo法は柔軟であることをその特

徴としている（大野ら，1985）がそれは手続きを

明確にすることが困難であることも意味している。

本研究でも発声，発語に対して複合的な手続きを

用いているが，現段階では何がどの様に行動形成

に寄与したかは明確ではない。いかにしたらそれ

が明確になるかを考慮しなければならないだろう。

　第2に，対象児の行動分析（アセスメント）の

問題が上げられる。本研究の対象児では，自己刺

激的行動がある刺激からeScapeするという機能

を持っていたと考えられたが，別の対象児の場合

には別の機能を持っていることが考えられる。特
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に先行刺激操作を積極的に行わないHIROCo法の

場合には，有効なアセスメントの方法に関して

もっと議論されて良いと考えられる。

　第三に，日常場面の児童の行動の変化が上げら

れる。現在は訓練で獲得された行動の場面問での

波及という意味で「般化」が問題になることが多

いが，むしろ真に問題にされなければなら牟いの

は日常場面でどのような新しい学習が生じている

のかいないのか，ということであろう。指導・訓

練の方法論という観点からいえば，「日常場面」を

いかにコントロールするかという「親指導」の問

題も含めて，議論される必要がある。本研究にお

いても形成された行動が日常場面にどの様に影響

したかについては明らかにしておらず，どの様な

評価法を用いればそれが明らかになるのかを含め

て，今後の問題にしなければならないだろう。
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Summary 

An Application of HIROCO method 

to Training for Autistic Children 

Masahiko Sugiyama 

In this study , the problems in traditional behavior therapeutic approach were discussed and 

picked up as a result of discussion from the new view point . The new approach has been 

applyed to training for an autistic child. 

The problems of traditional approach are following. 

~) A child is appeared to be trained with some aversive stimulus . 

R A trainer mainly operates to antecedent events of behavior. 

O It has not always discussed with treatment of escape tendency from person on the process 

of thrapeutic approach . 

~) A child is reinforced with specific reinforcers , food etc . . 

New approach that overcome these problems is called as HIROCO method . This method 

is characterized by shaping approaching behaviors to people . The features of this method are 

following . 

~) A child is trained without any aversive stimulus . 

R A trainer mainly operates to consequent events of behavior. 

O A child is not restricted the opportunity in which he behaves spontaneously . 

O Behaviors that A child performes are contingented with various stimuli. 

A 5years 3months old boy who had been diagnosed as autism , was selected as a subject. 

On the process of training , his interpersonal response began to be observed and increased . It 

would be concluded that the procedure of HIROCO method is effective in modifying his 

tendency that escapes frotn person . His imitative response became to be obserbed according to 

increasing of approaching behavior to person . At the same time , frequency of vocalization was 

increased , and he began to speak spontaneously . It would be suggested that these changes are 

related to modifying his interpersonal relatoinship . As a result of a training , it is apparent that 

HIROCO meth.od is efficient and effective in modifying autistic behavior 

Key Word autistic children behavror therapy operatmg consequences approaching 

behavior 
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