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イギリス特殊教育における特別な教育的二一ズについて

河合　　康＊

　イギリスでは，1978年に「ウォーノック報告」が提出され，1983年4月には同報告に基づいて成立した

・「1981年教育法」が施行された。同法により，従来の障害種別カテゴリーが撤廃され，「特別な教育的二一

ズ」という包括的な概念が導入された。そして子どもの二一ズに応じた柔軟な「特別な教育措置」が講じ

られることになった。しかし，実際に「1981年教育法」で定められた判定書において，「特別な教育的二一

ズ」と「特別な教育措置」がどの程度把握されているのかは定かでない。本稿では，事例に基づいて両者

の概念を検討することを目的とした。その結果，「特別な教育的二一ズ」と「特別な教育措置」は十分に把

握されているとはいえないこと，「特別な教育的二一ズ」と「特別な教育措置」の違いが明確にされていな

いこと，「特別な教育的二一ズ」はInteractiveな観点からExp1anatoryな記述を用いて特定されるべきであ

ること，が指摘された。
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　I．はじめに
　戦後のイギリス特殊教育制度は，「1944年教育

法」の中の特殊教育関連規定に基づいている。同

法の公布により，特殊教育の新たな方針と施策が

国家的立場から体系的に法制化された。同法の第

33条，並びに翌45年の教育大臣規則に基づき，「特

別な教育的取り扱い」（specia1educationa1treat－

ment）を要する子どもの障害は，盲（b1ind），弱

視（partia11ysighted），聾（deaf），難聴（partia11y

hearing），虚弱（de1icate），糖尿（diabetic），教

育遅滞（educationa11yIsubnorma1），てんかん

（epi1eptic），不適応（ma1adjusted），肢体不自由

（physica1ly　handicapped），言語障害（speech

defect）の11種に分類されることになった。その

後，「1959年障害児童生徒および特殊学校規則」

（The　Handicapped　Pupi1s　and　Specia1Schoo1s

Regu1ations1959）により，上記のうち糖尿が虚

弱のカテゴリーに包含され，10種のカテゴリーに

なった。

　一方，1971年4月1日には「1970年教育法」が

施行され，それまで学校教育に適さないとされ，

＊　筑波大学心身障害学系

保健当局の管轄下におかれていた重度障害児の措

置が地方教育当局に移管された。同法の実施によ

り，実質的に障害児の全員就学が実現し，全国の

特殊教育諸学校数及びそこに在籍する児童生徒数

は飛躍的に増大した。それに伴って，専門家の養

成，義務教育修了鋒の措置，障害種別カテゴリー

の検討，統合教育の方向づけなどをめぐる問題が

あらたに生じてきたi〕。

　こうした状況に対処するために，1973年，当時

の教育科学省大臣のマーガレット・サッチャーは

特殊教育の問題全般を検討するために「障害児者

教育調査委員会」（CommitteeofEnquiryintothe

Education　of　HandicappedChildren　and　Youth）

を設置した。同委員会は1974年から調査を開始し，

1978年に「特別な教育的二一ズ」（Specia1

Educaiona1Needs）と題する報告書，通称「ウォー

ノック報告」2〕を提出した。同報告の中で最も注目

すべき点は，上記の従来の障害種別カテゴリーを

撤廃し，報告書のタイトルにもなっている「特別

な教育的二一ズ」という新しい包括的な概念を導

入したことである。「ウォーノック報告」では，障

害種別カテゴリー分けを撤廃した理由として，①

多くの子どもが複数の障害を併せもつようになっ
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てきており，単一のカテゴリーに分類するのが困

難である3〕，②医学的観点に基づく障害カテゴ

リーは教育学的にみてあまり意味がない4〕，③障

害カテゴリーは否定的なラベリングをもたらす5〕，

④カテゴリー化により，子どもの障害と子どもが

必要としている教育形態が混同されてしまう可能

性がある6〕，換言すれば，同種のカテゴリーに分類

された子どもはすべて同種の教育形態を必要とす

るといった誤った考えをもたらす，⑤どのカテゴ

リーにも該当しない子どもが取り残される7），⑥

カテゴリー化は障害児者と健常児者の間の違いを

強調するものである8〕，といった点を挙げている。

　そして「ウォーノック報告」では，全学齢児童

生徒の5～6人に1人が「特別な教育的二一ズ」

という新しいカテゴリーに該当すると推定した9〕。

「特別な教育的二一ズ」という新しい包括的な概

念の採択によって，特殊教育の対象は著しく拡大

されたのである。また，障害種別カテゴリーにと

らわれた教育形態ではなく，子どもの「特別な教

育的二一ズ」に応じた柔軟な「特別な教育措置」

（specia1educationa1provision）が講じられるこ

とになった。

　続いて，1980年に出された政府白書「教育にお

ける特別な二一ズ」（Specia1Needs　in　Educa－

tiOn）も「特別な教育的二一ズ」という概念の採択

を提言しており’O〕，「特別な教育的二一ズ」は詳細

に記述され季べきであるll〕，としている。

　「ウォーノック報告」及び政府白書の「特別な

教育的二一ズ」に関する提言は「1981年教育法」I2〕

において法文化された。具体的には同法の第一条

で，次のように定義されたのである。「特別な教育

的二一ズ」をもつ子どもとは，同年齢の大多数の’

子どもよりも学習上，著しい困難を有しており，

同年齢の子どものために当該の地方教育当局

（Loca1EducationAuthority）内の学校で一般に

提供されている教育施設・設備を利用できないよ

うな障害をもっている子どものことをいう。また、

「特別な教育措置」については，当該地方教育当

局が維持する学校で，同年齢の子どもに対して一

般に講じられる教育措置とは異なる措置，もしく

は追加してとられる措置，と定義された。

　「1981年教育法」は1983年4月1日に施行され

たが，今日までの約5年間を顧みて「特別な教育

的二一ズ」について再考してみると，次の2点に

関して検討の余地があると思われる。

　第一は，「特別な教育的二一ズ」をもつ子どもの

法的根拠に関する問題である。「1981年教育法」に

おいて「特別な教育的二一ズ」をもっ子どもとは，

同法で定められた判定書（Statement）13〕が作成さ

れた子どものことをさす。これまでのところ，判

定書が作成されている子どもは全国的にみると全

学齢児童生徒の約2％であるとされている。この

値は，「ウォーノック報告」で推定された比率の十

分の一にすぎない。つまり「ウォーノツク報告」

で「特別な教育的二一ズ」をもっであろうと予想

された子どものうち，18％の子どもについては法

的根拠が存在しないのである。この子どもたちに

対する措置はどのように保障されているのだろう

か，これが第一の問題点である。

　第二は，一口に「特別な教育的二一ズ」と言っ

ても，個々の子どもについてどの程度その二一ズ

が把握されているのか，という点である。

　本稿では，このうち，法的に根拠を有する2％

の「特別な教育的二一ズ」をもっ子ども，すなわ

ち判定書が作成されている子どもに対象を限定し

て，「特別な教育的二一ズ」が判定書の中でどの程

度把握されているのかを事例に基づいて検討して

みる。

　II．判定書の形式と「特別な教育的二一ズ」

　　の内容

　1．判定書の形式

　「1981年教育法」における判定書には，I．個

人に関する情報，II．特別な教育的二一ズ，III．

特別な教育措置，IV．適切な学校名またはその他

の措置，V．教育以外の付加的な措置，が記され

ている。そして，「特別な教育的二一ズ」を評価

し，判定書を作成する際に考慮した，A．親から

の申し立て，B．親が提供する情報，C．教育学

的助言，D．医学的助言，E．心理学的助言，F．

地方教育当局が入手したその他の助言，G．地域

保健当局（District　Hea1th　Authority）または社・

会サービス局（Socia1Services　Authority）が提

供する情報，が判定書の最後に添付される。判定

書の形式に関して注目すべき点は，II．の「特別

な教育的二一ズ」とIII．の「特別な教育措置」を

講じる学校とが明確に区別された点である。なぜ

ならば，これにより，従来の「学校指定＝教育措

置の決定」という単純な考え方が排除され，教育

措置の中身も吟味されるようになったからである。
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TabIe1 Number　and　percentage　of　chi1dren　with　statement　of　specia1educationa1needs

Loca1

Education

Authority

　　Percentage

　　of　schoo1

　　popu1ation

with　statement

　Number　of
　puりils　with

　Statement　in

specia1schoo1s

Percentage　of　　　Number　of　　Percentage　of

　pupiIs　with　　　pupils　with　　　pupi1s　with

　Statement　in　　Statement　in　　Statement　in

specia1schools　ordinary　schools　ordinary　schools

Avon　　　　　　　　　　　　　4．2

Buckinghamshire　　　　　　　2．5

Humberside　　　　　　　　　　2．2

2．282

1．757

1，580

42，6

70，4

70．O

3．071　　　　　57．4

　740　　　　　　　29．6

　677　　　　　　　30．O

Merton　　　　　　　　　　　O．2

G1oucestershire　　　　　　　　　0．2

Hereford　＆
　　　　　　　　　　　　　0，04
Worcester

　336
1，574

1，506

92．3　　　　　　　　26

88．2　　　　1，389

83．8

7，7

11．8

292　　　　　　　16．2

　1986年1月現在，イングランド全体で判定書が

作成されている子どもの数は135，303人であり，全

学齢児童生徒に対する比率は1．7％である一4）。この

うち78．7％すなわち，約5人の子どものうち4人

が特殊学校に就学している’5〕。残りの子どもは普

通学校で何らかの付加的な援助を受けて，教育さ

れている。

　一方，地域別にみてみるとかなりの差がみられ

る。Tab1e1は全学齢児童生徒に対する判定書が作

成されている子どもの比率が高い地方教育当局3

つと低い地方教育当局3つを抽出し，その子ども

がどこで教育されているのかを示したものであ

る16）。Avonでは，判定書が作成されている子ども

の比率は4．2％と高く，Buckinghamshire，Hum－

bersideも2％をこえている。それに対し，

Merton，G1oucestershireの比率はO．2％と低く，

Hereford＆Worcesterに至ってはO．04％とレ）う

極めて低い値を示している。Tab1e1からわかるよ

うに，判定書が作成されている子どもの比率が高

い地方教育当局の場合は，障害が軽度な子どもま

で包含されるため，普通学校に在籍する子どもの

割合が高くなっている。一方，比率の低い地方教

育当局の場合は障害の重い子どもに対象が限定さ

れているため，特殊学校に在籍する子どもの割合

が高くなっている。このように，「特別な教育的

二一ズ」の把え方は地方教育当局によってかなり

異なっているようである。

　2．事例による検討

　実際に判定書の中で「特別な教育的二一ズ」と

その二一ズを満たすための「特別な教育措置」は，

どのように記述されているのであろうか。Tab1e2

は事例W，X，Y，Zの判定書のうち，「特別な教

育的二一ズ」と「特別な教育措置」の記述を抜粋

したものであるユ7）。XとYの判定書は同一の地方

教育当局のものであり，WとZの判定書はそれぞ

れ別の地方教育当局のものである。

　どの子どもも「1981年教育法」に規定されてい

る学習困難（Ieamingdifficu1ty）をもつとみなさ

れている。またどの判定書も就学時に作成されて

いる。以下，個々のケースについて検討してみる。

Wの場合は，「特別な教育的二一ズ」についても

「特別な教育措置」についても，指導目標，指導

方法，指導形態，教材教具，評価方法等が詳細に

記述されている。従来の障害種別カテゴリーに該

当する表現は見当らない。W個人の二一ズが相当

詳細に特定されており、「特別な教育的二一ズ」の

理念に即応していることが察知される。

　しかし，X，Y，Zについての記述をみてみる

と，十分に「特別な教育的二一ズ」が把握されて

いるとは言い難い。

　Xの場合「この子どもの能力を伸ばすためには

個別的な注意を必要とする」と記されているが，

この記述は「特別な教育的二一ズ」をもつほとん

どの子ども，さらには「特別な教育的二一ズ」を

もたない子どもにさえも当てはまる漠然とした表

現である。X固有の二一ズについての記述は「染

色体異常」である。しかしこの記述は子どもの生

物学的な障害そのものに焦点が向けられており，

従来の障害種別カテゴリーと大差はない。「特別な

教育措置」についても，「すべての学習が注意深く

構造化されており，重度の発達遅滞を有する子ど

もに適切であるような小規模な保護された学習環
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Table 2 Examples of special educational needs and special educational provision 

case Special Educational Needs Special Educational Provision 

W needs: 

A An infant curriculum with objects that 

are clearly stated . 

B Teaching programs which are in small 

enough steps for W to be able to succeed 

and which will: 

(1) Assist the development of early 

literacy, numeracy and 
communication skills. 

(2) Allow W to further develop his self 

-help skills and assist him achieve as 

much independence as possible. 

W (3) Enlarge W's knowledge , experience 
and imaginative undersranding in all 

areas of early learing but with 
particular regard to, for example, 

practical activities such as Art , Craft 

and Physical Education . 

C An appropiate protective school 
environment which offers maximum 
space and freedom of movement within 

which he can gain confidence in and 
through physical activity . 

D Access to appropriate technology (e . g . a 

computer or adapted typewriter) to assist 

his learning by facilitating manual 
dexterity . 

E Access to small group teaching with 
regular individual support . 

F Arrangements for monitoring his 
progress regularly against objectives set . 

A
 

B
 

c
 

D
 

A day school which provides specially 

for pupils with special needs associated 

with physical difficulties . 

A small group setting (not to exceed a 

pupil teacher r,atio of 1:10)-as well as 

assistance with the manipulation of 
materials when appropiate . 

An individual teaching programme 
drawn up in consultation with parents, 

with consideration being given to how the 

parents can be involved in the programme . 

Monitoring arrangements to check 
progress within school and review of 

progress not less than once a year in 

which the parents are invited to take full 

part. Consideration will be given at the 

annual review to the integration of W 

into a mainstream school setting 
according to an agreed set of criteria. 

X has a chromosomal abnormality causing 

X severe delayed development . He therefore 
needs considerable individual attention to 

help develop his potential. 

A very small protective 
environment where all learning 

structured and appropriate for 

severe developmental delay . 

teaching 
is carefully 

a child with 

Y has severe delayed development in all 

areas. Improvement has been made in areas 

Y of motor function and Makaton signing has 
been started . 

Y needs considerable attention in a very 

small protective teaching environment where 

all learning is carefully structured and 

appropriate for a child with severe general 

developmental delay . 

Z
 

Z is globally developmentally delayed , most 

markedly in expressive communication. 

A school for children with severe learning 

difficulties, a structured and varied 

environment , a signing environment and a 

f inely gr aded , individual learning 

programme . 
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境」と記されているだけであり，指導目標，指導

方法，教材教具等のXの指導の指針となるような

表現がみられない。

　Xのケースでは，後日判定書の内容に対して親

が不服申し立てユ8〕を行なっている。不服審査委員

会において，判定書を作成した職員は「特別な教

育的二一ズ」に関して詳細な記述をしなかった理

由を問われている。その際，驚くことにその職員

はそれは学校の教員の職務であると述べて’いる19）。

行政当局者がこのような消極的な姿勢であっては，

評価は形式的なものに終ってしまう可能性が強い

といえよう。’

　Yの「特別な教育的二一ズ」の記述は，「すべて

の発達領域において著しく遅れている。運動機能

の領域において進歩が認められる。マカトンサイ

ンが開始されている。」である。この記述は判定書

作成時のYの状態像を示したにすぎず，Y固有の

「特別な教育的二一ズ」が特定されているとは言

えない。「特別な教育的二一ズ」が確定されていな

い以上，「特別な教育措置」について詳細な記述が

そこから導かれることは期待できない。事実，Y

の「特別な教育措置」は抽象的な表現に留ってい

る。

　さらに注意すべき点は，XとYの「特別な教育

措置」の記述が酷似していることである。XとY

の判定書は同じ地方教育当局が作成したものであ

ることを考えると，判定書の作成に際して，いく

つかの記述パターンが用意されている可能性があ

るといえよう。従来の障害種別カテゴリーに代わ

る新たなカテゴリー化が進んでいるのではないか

と懸念される。

　また，「……相当な注意を必要とする」という記

述がXの場合には「特別な教育的二一ズ」におい

て，そしてYの場合には「特別な教育措置」にお

いて使用されている。この事実は、地方教育当局

が「特別な教育的二一ズ」と「特別な教育措置」

の違いを明確に区別しているわけではないことを

示している。

　Zにっいての「特別な教育的二一ズ」の記述は

「全般的に発達が遅れており，特に表出言語にお

ける遅れが著しい」である。「特別な教育措置」に

ついては「構造化された多様な環境，サインを用

いた環境，細分化された個別教育プログラム」と

されている。どちらの記述も具体性に欠けており

Zの指導の指針となるような表現がみられない。

　また，判定書の最後には，上述したA～Gの情

報が添付されるのだが，Zの評価に際してはB，

C，Dの情報しか考慮されていない。限られた情

報に基づく評価では，「特別な教育的二一ズ」を詳

細に検討するのは難しいといえよう。特に，

「ウォーノック報告」以降，親の教育への参加が

唱えられている2のにもかかわらず，親からのAと

Bの情報が欠落している点は問題点として指摘で

きよう。

　以上4事例に基づいて，「特別な教育的二一ズ」

と「特別な教育措置」をめぐる問題点を検討して

きた。地域によって多少差があるが，全般的にみ

て，まだ個々の子どもの「特別な教育的二一ズ」

は法的には十分に把握されていないといえよう。

柔軟な教育措置を講じるかどうかはもっぱら個々

の学校に委ねられているのが実情のようである。

　111．「特別な教育的二一ズ」に関する枠組み

　では，「特別な教育的二一ズ」はどのような視点

から把握されるべきであろうか。ここではWede11

の「特別な教育的二一ズ」についての提言2ユ〕並びに

政府が出した通達「特別な教育的二一ズの評価と

判定書」22〕を参考にして「特別な教育的二一ズ」に

関する枠組みを検討してみる。

　まず「特別な教育的二一ズ」は，子ども白身の

内にある（Within－chi1d）二一ズと，子どもと環境

との相互作用において生じる（InteraCtiVe）二一

ズとに分けられる23〕。前者は子どもの障害のみに

目を向ける見方であり，後者は子どもの二一ズを

子どもを取り巻く種々の要因との関連をふまえて

相対的に把握するものである。さらに各々は表記

の点からみて，記述的な（Descriptive）カテゴリー

と説明的な（Exp1anatory）カテゴリーに分けられ

る24〕。前者は従来の障害種別カテゴリーに応じた

分類に代表されるように，「特別な教育的二一ズ」

を単純に記述化するものであり，後者は子どもの

状態を詳細に説明し，子どもの指導の指針となる

情報を提供するものである。

　以上をまとめると「特別な教育的二一ズ」の捉

え方としては，Fig．ユのIからIVの4つのレベル

が想定される。以下，IからIVのレベルを別々に

みていくことにする。

　Iのレベルでは，子どもの「特別な教育的二一

ズ」は，種々の医学的診断，心理検査，性格検査，

学カテストなどの結果に基づいてのみ特定される。
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この種の情報では，同年齢の健常児との比較に基

づいた個人差のみが強調される傾向が強い。また，

発達理論だけに依拠した「特別な教育的二一ズ」

の確定もこのレベルにあたる。たとえば，ある発

達段階にある子どもの二一ズは次の段階であると

単純に決めてしまう場合がそうである。「特別な教

育的二一ズ」をもつ子どもの場合，知的面におい

ても運動面においても必ずしも理論通りに発達し

ていくわけではないのである25〕。さらに，ダウン

症，自閉症といった症候群に基づく分類もIのレ

ベノレにあたる26〕。総じて，Iのレベルでは子ども固

有の特徴が明確にされない。

　IIのレベルでは，子どもの「特別な教育的二一

ズ」が詳細に説明されるため，指導の指針となる

ような情報が提供される。具体的には，子どもが

行なわなければならない課題が細分化され，さら

には，スコープとシークエンスを念頭においた「特

別な教育的二一ズ」の特定がなされる。できるか

できないか（Can　OrCan’tP）という観点からでは

なく，将来に対する見通し（Wi11OrWOn’t）をもっ

て「特別な教育的二一ズ」が確定されるのであ

る27〕。しかし，このレベルでは，子ども自身の二一

ズにもっ．ぱら関心が向けられており，環境との相

互作用という視点が欠けている。

　IIIのレベルでは，InteraCtiVeな観点が導入さ

れ，たとえばソシオメトリックテストの結果や，

教師と子どもの相互交渉の授業分析の結果に基づ

いて，子どもの「特別な教育的二一ズ」が把握さ

れる。しかし，このレベルでは単なる事実の記述

にとどまり，指導の指針となるような情報は与え

られない。

　IVのレベルでは，I，II，IIrのレベルで特定さ

れる二一ズに加えて，子どもの年齢，学校の構造

や施設・設備の整備状況，教師，友人関係，家庭

環境等の要因が複合的に考慮される。このレベル

では，「特別な教育的二一ズ」は静的ではなく力動

的に把握されるのである。知能指数や発達指数が

同一であっても，生活年齢が違えば子どもの二一

　　　　　　　DeSCriPtiVe　E岬1anatOry

肚ヒhi皿一chiユd

In1：eractiVe

Fig．1　The　framework　of　specia1educational

　　　needs

ズは違ってくるといった点や，援助サービス，教

職員の資質や数，施設・設傭の整傭状況等が変わ

れば子どもの二一ズも変わってくる28〕といった点

が配慮されるのである。つまり，子ども自身の発

達や変化に加えて，回りの環境の変化も考慮され

るのである。これが，IVのレベルにおける「特別

な教育的二一ズ」の確定にあたる。

　このモデルに従って上記の4事例の「特別な教

育的二一ズ」の記述をみてみると，X，Y，Zは

従来の障害種別カテゴリーによる二一ズの確定や

抽象的な表現による記述が多く，Iのレベルにど

とまっている。Wの場合，かなり詳細にかつ

Exp1anatoryに「特別な教育的二一ズ」が記述され

ているが，まだInteraCtiVeな観点からの記述に欠

けている。

　今後，各地方教育当局は，一人ひとりの子ども

の二一ズに応じた柔軟な教育措置を講じようとい

う「ウォーノック報告」の精神を再認識して，I

からII，またはIからIIIのレベルで，さらにはIV

のレベルで「特別な教育的二一ズ」を把握する必

要があると言えよう。
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Summary 

Special Educational Needs in Special Education 

in Great Britain 

Yasushi Kawai 

In Great Britain, the Warnock Report was presented in 1978 , and the Education Act 1981 , 

which was based upon the Report, was put in force in 1983 April. The Act abolished the ten 

category of handaicap and introduced the new concept of special educational needs and special 

educational provision. The Warnock Report estimated that about one in six children at any 

time and up to one in five children at some time during their school career would have special 

educational needs . 

The purpose of this study was to examine this new concept by four cases . It was suggested 

that special educational needs and special educational provision ween't fully specified, that 

difference between special educational needs and special educational provision was ambiguous, 

and that special educationa needs should be determined from the view point of interaction 

between the children and his environment by means of explanatory expression. 

Key Word : Warnock Report Education Act 1981 special educational needs special 

educational provision 

- 148 -


