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　　　自閉症生徒における報告言語行動の成立

一苛逆能動文における動作主・被動作主成立の条件分析一

松岡勝彦＊・川 畑　融＊＊・小林重 雄＊＊＊

　自閉症児は格助詞（例えば、「～が」や「～を」）の獲得に困難を示すといわれてい

る。これは、例えば「～が」は動作主を示し、「～を」は被動作主を示すといった、提

示刺激の弁別に対する問題であると考えられる。本研究では、自閉症生徒2名を対象

に動画刺激を提示し、動作主・被動作主の弁別、及びその内容を報告する訓練を行っ

た。そして、正確な報告を行うために必要な条件、及び訓練変数について、刺激性制

御に焦点をあてた分析を行った。対象生徒は、訓練前には動作主・被動作主の弁別は

成立しておらず、適切な報告言語行動はみられなかった。しかし、訓練の結果、彼ら

は機能的な刺激性制御による動作主・被動作主の弁別を獲得し、適切な報告言語行動

が可能となった。このことから、動作主・被動作主の弁明を必要とする報告言語行動

の成立には、動画刺激を用いた条件性弁別の手続きや指差しのような媒介反応を訓練

することが有効であることが示唆された。

キー・ワード：報告言語行動　条件性弁別 刺激性制御　媒介反応　自閉症生徒

I．はじめに

　応用行動分析に基づく言語訓練は、自閉症児

がその中核的問題として有するコミュニケー

ション障害に対して、さまざまな有効性を示し

ている（｛列えば、Carr　and　Ko1oginsky，19832〕；

Char1op　and　Mi1stein，19894〕；Harris，Hand－

1emen，andA1essandri，19908）；野呂・山本・加

藤，199218〕；Tay1or　and　Harris，199522〕；

Yamamoto　and　Mochizuki，198823〕など）。

　これらの訓練において標的とされたのは、多

くの場合、要求言語行動であった。この理由と

して、藤原（19855〕）は、1）要求言語行動は自

己の要求に基づく行動であること、2）そ一して

それ故、機能性実用性の高い言語行動であるこ

と、を挙げている。しかし、その一方で自閉症
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児は、要求言語行動に比べて、社会的伝達機能

を持つ言語行動をあまり使用しないといわれて

おり（西村，198317〕）、要求以外のコミュニケー

ション技能の形成技法の開発が必要とされてい

る（小林・肥後・野呂・日上・渡部・衛藤・大

石・松岡・武藤・李・今本・有川・川畑，199513〕）。

　要求以外の機能を持つ言語行動の一つとし

て、報告・応答（タクト）といった言語行動が

あげられる。これを標的行動とした研究は、こ

れまでにもいくつか行われている（例えば、Ca1－

1011＆　Hesse，19873〕；Ha11＆　Sundberg，

19876）；刎田・山本，19917〕など）。この言語行動

は、先行事象と言語反応との対応関係を特徴と

し、杜会的強化刺激によって維持される言語行

動である（Skinner，19572㌧刎田・山本，

19917〕）ため、対象児の生活の質（qua1ity　ofIife：

QOL）の向上（Sne11．198721〕）に寄与するとも

いわれている。

　一方、自閉症児は格助詞（例えば、「～が」や
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Table1

融・小林重雄

対象生徒のプロフィル

対象生徒　　　性別　　　診断名 生活年齢＊ 精神年齢＊＊　　　　　所属

S1　　　　♂　　　自閉症

S2　　　　♀　　　自閉症

15：07

13：03

：01　　　養護学校高等部1年

：01　　　中学校特殊学級2年

＊生活年齢（歳：か月）

＊＊精神年齢（歳：か月、新版田中ビネー式知能検査による）

「～を」など）の獲得が困難であるという知見

がある（例えば、小林，1980a’’）；熊谷，198614〕

など）。

　自閉症児がこの問題を有する要因として、例

えば、「～が」は動作主、「～を」は被動作主を

表すというような格助詞ストラテジー（松本・

古塚，199516〕）による提示刺激弁別の困難が考

えられる。すなわち、提示される刺激の中から、

機能的なものを抽出し、それを手がかりに主体

と客体を弁別することに困難を示していること

が推測される。

　彼らが、獲得した報告言語行動を生起させて

も、このような問題から、他者に対して誤った

内容の報告を行ってしまうことが予想される。

しかし、これでは先に述べた、他者による社会

的強化刺激の提示やそれによる生活の質の向上

は期待できない。

　応用行動分析では、このような格助詞を便用

した状況の理解、すなわち、「文法」の成立は、

条件性弁別を用いて分析される（Lazar，
1977’5））。つまり、現存する多くの単語を、条件

性弁別を通して、いくつかのクラス（主格クラ

ス、目的格クラス、動詞クラスなど）に分類す

る。そして、その刺激クラスが文中のどの位置

に存在するかが文法の基礎と考えられている

（坂上・山本・実森，199419））。

　そこで、本研究では2名の自閉症生徒を対象

に、動作主・被動作主の弁別、および正確な報

告言語行動を形成した。訓練にはビデオ教材が

用いられた。その理由としては、現実場面への

般化促進の可能性が高いこと（井上・小林，

19929〕；門田，1992m））、動作主・被動作主による

動作の進行が明示できること、などによる。そ

して、正確な報告を行うために必要な条件、及

び訓練変数などについて、刺激性制御に焦点を

あてた分析を行うことを目的とした。

II．方　法

　1．対象生徒

　本研究では、2名の自閉症生徒（小林（1980

b’2〕）の自閉症診断基準に適合。以下、S1，S2

と略称する）を対象とした。対象生徒のプロフィ

ルをTab1e1に示した。

　S1は、訓練開始時には、養護学校高等部1年

に在籍しており、生活年齢は15歳7か月、精神

年齢は4歳1か月であった。指示理解、要求言

語など簡単な言語的やりとりは可能であった。

他者からの質問などに対しては拒否的な態度を

示すことが多かった。

　S2は、中学校特殊学級2年に在籍していた。

生活年齢は13歳3か月、精神年齢は7歳1か月

であった。遅延性のエコラリアが顕著であり、

コミュニケーション行動の始発に困難がみられ

た。

　両対象生徒とも、例えば「M先生がトランポ

リンをする」のような「人が物を○○する」と

いう言語表出は可能であった。しかし、「人が人

を○○する」に関しては誤反応が多かった。

　2．訓練設定

　訓練は、9．0mx7．O　mの訓練室で行われた。

見取り図をFig．1に示した。訓練室は、仕切り

によって二分された。一方には、教示を行う訓

練者（以下、教示者）と対象生徒が机を狭んで

正対して座った。もう一方には、椅子2脚、机

1脚、そして台車が1台置かれ、訓練に参加して

いるスタッフ2名が待機し、6種類の動作
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Tab1e2 訓練で使用した6つの刺激及びその内容

セット　　　　動詞 内容

セット1　追いかける

捕まえる

呼ぶ

A（またはB）は「まてまて一」といいながら、右手を伸ばし、B（また

はA）を4m程度追いかける。

A（またはB）は両手で前形姿勢になって、B（またはA）の左手をつか
む。

A（またはB）はB（またはA）の名前を音声で「○O先生」と呼び、そ

れに対してB（またはA）は「は一い」と応答する。両者とも座った姿

勢でこれを行う。

セット2　　おんぶする

　　　　　　ほめる

押す

A（またはB）は、B（またはA）を背負いながら、4m程度歩く。

AとBは、机を狭んで向かい合い、A（またはB）は、勉強をしている。

そして5秒後に顔をあげる。それに対してB（またはA）は「すごい。

よくできたね。」といいながら、拍手をする。

A（またはB）は、台車に乗って静止しているB（またはA）の背中を押

しながら4m程度前進する。

（Tab1e2参照）を行った。訓練の記録は、観察

者による同時記録、及び8ミリカメラによった。

　3．刺　激

　本訓練では、訓練に参加しているスタッフ2

名によって行われる動作（動画）が刺激として

用いられた。動作には「追いかける」、「捕まえ

る」、「呼ぶ」、「押す」、「おんぶする」、「ほめる」

が用いられ、前者3つをセット1、残りをセット

2とした。この研究では、対象生徒の目前で実際

に行われている（以下、現実場面とする）刺激

とVTRに録画された（以下、VTR場面とする）

刺激が用いられた。まず、VTR場面で使用され

た刺激について記す。「追いかける」、「捕まえ

　　　　　　旦
仕切り

　　　　○カメラ
記録者6

Fig．1　現実場面のセッティング

る」、「おんぶする」、「押す」は、モニターの右

から左へと動作が進行しているものであった。

「ほめる」は、モニターの右が動作主、左が被

動作主であり、「呼ぶ」はその逆であった。また、

現実場面で使用された刺激は、動作主・被動作

主が試行ごとに左右ランダムに配された。VTR

に登場する2名と実際に動作を行う2名は、原

則として重複しないようにした。

　4．標的行動

　このような訓練設定（Fig．1）において、仕切

りの左側のスタッフ2名が行う動作の内容を教

示者に適切に報告する行動が標的行動とされ

た。報告する際のフレームは、「AがBを○○す

る（してし）る、した、していた）」とした（A，

Bは人物名）。時制は現在形、現在進行形、過去

形、過去進行形のいずれかとした。

　5．訓練手続き

　この訓練は、週1回各対象生徒につき10分

～15分程度の範囲で行われた。原則的には、1

セッション中、VTR場面が2ブロック（24試

行）、現実場面が1ブロック（12試行）実施され

た。

　1）前訓練

　スタッフ2名が行う6つの動作についての命

名訓練が行われた。ここでは、動画刺激が提示
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され、訓練者による「これは何してるの？」に

対して、例えば「呼んでいる」のように動詞名

を答えることが求められた。

　2）べ一スライン

　先に示した訓練設定で、セット1に関して適

切に報告できるかどうかを測定した。教示者の

合図で、対象生徒はスタッフ2名による動作を

観察しに行き、教示者にその内容を正しく報告

できるかどうかがテストされた。対象生徒が教

示者のところに戻ってきてから、20秒経過して

も報告行動が自発されない場合は、その試行は

中止された。また、正反応、誤反応に関わらず、

対象生徒の報告に対して教示者は、「あ、そうな

んだ」という中立的対応をとった。

　3）訓練1

　この訓練は、プロンプト・フェイディング手

続きを用いて行われた。訓練刺激としては

VTR場面が使用された。また、対象生徒には、

Fig．2に示したプロンプト・カードが渡され

た。対象生徒と訓練者は並行にモニターの前に

座った。教示者は、「何をしてるか言ってね」と

教示し、動画刺激を提示した。プロンプト・カー

ドは、人物名の箇所が空欄になっていた。そこ

にVTRに登場したスタッフの名前を適切ド当

てはめて、音声で応答することが要求された。

訓練の進行に伴いプロンプト・カードは、フェ

イド・アウトされた。

　S1に対しては、「呼ぶ」に関して集中訓練1

が実施された。訓練1と同様、動画刺激を使用

レた。動画刺激は、これまでに使用したものと

異なっており、モニターに向かって左の人物が

主格になる試行と右の人物が主格になる試行を

が を追いかけている

人物名を入れる空欄

融・小林重雄

ランダムにした。そして、刺激提示直後、S1に

動作の流れをポインティングさせた。例えば、

「AがBを呼ぶ」の刺激に対して、最初にAを

ポインティングさせ、次にBをポインティング

させた。その後、音声によって応答させた。

　4）プローブ1

　訓練の結果、現実場面において、セット1に

ついて、適切な報告が可能がどうかについて測

定された。このプロープは、べ一スラインと同

じ条件で行われた。

　5）プローブ2

　このプローブでは、セット1について適切な

報告行動を獲得した対象生徒が、セット2にっ

いても、適切に報告できるかどうかを測定した。

手続き及び誤反応・無反応への対応については、

べ一スラインやプローブ1と同様とした。

　6）訓練2

　訓練2では、セット2に関するVTR場面が
用いられた。但し、ここでは、プロンプト・カー

ドは便用されなかった。

　S1に対しては、「おんぶする」、「ほめる」に

ついて集中訓練2が実施された。1ブロック8

試行とし、「おんぶする」と「ほめる」が4試行

ずつランダムに配された。集中訓練1と同様、

モニターの左右と動作主・被動作主がランダマ

イズされた。ここではポインティングについて

は訓練しなかった。

　7）プローブ3

　プローブ2と同じ手続きで行った。

　8）維持プローブ（S2のみ実施）

　プローブ3の測定から4か月後に、獲得した

標的行動の維持を測定した。ここでは、現実場

面において、セット1、セット2をあわせた6つ

の刺激がランダムに提示された。それ以外の手

続きは、べ一スライン、プローブと同じであっ

た。

FigI2　　プロンプト・カードの略図

III．結果
　2名の対象生徒の結果をFig．3及びFig．4

に示した。まず、S1について記す。べ一スライ

ン（第1、第2ブロック）では、VTR場面、現
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実場面での「A（B）がB（A）を○Oする」と

いう適切な報告行動はみられなかった。単に「追

いかける」や「A（B）先生にB（先生）捕まえ

る」のような不十分な応答が多くみられた。

　べ一スラインに続いて訓練1が行われた。こ

の訓練は、VTR場面の「追いかける」、「呼ぶ」

に対して行われた。「追いかける」の訓練の導入

により、現実場面の「追いかける」、「捕まえる」

のVTR場面、現実場面の正反応率が上昇した。

しかし、「呼ぶ」は0％を維持していた。「呼ぶ」

の訓練の結果、現実場面の「呼ぶ」の正反応率

は上昇したが、50％程度であった。そこで、集

中訓練1が実施された。ここで使用した動画刺

激は、左の人物が主格になる試行と右の人物が

主格になる試行がランダムになっていた。この

訓練の後は、現実場面においても正反応率は

100％になった。

　プローブ2では、未訓練の動詞にっいて般化

がみられるかどうかを調べた。「押す」に関して

は100％であったが、「おんぶする」はO％であっ

た。これは、動作主と被動作主が正答と比較す

ると完全に逆転した反応であった。「ほめる」に

おける動作主・被動作主の弁別はチャンス1■ベ

ル（50％程度）であった。そこで、「おんぶする」、

「ほめる」に対して集中訓練2が行われた。こ

の訓練は9ブロック（72試行）行われ、達成基

準は2ブロック（16試行）連続正反応がみられ

た場合とした。訓練開始から32試行目までは誤

反応が多かった。この期間では、「おんぶする」

が正反応率37．5％（6／16）であり、「ほめる」に

ついては、50．O％（8／16）で、この2つをあわ

せると、正反応率は43．8％（14／32）であった。

33試行目に集中訓練1で行ったポインティン

グが自発的に生起した（正反応）。その後は「お

んぶする」が、8010％（16／20）で、「ほめる」

が90．0％であった。また、この2つをあわせた

正反応率は、85．O％（34／40）であった。

　プローブ3のVTR場面では、各刺激それぞ

れ、100％の正反応率が安定してみられた。また、

現実場面では、「おんぶする」にやや不安定さが

みられたが、最終的には2ブロック連続で
100％の正反応率がみられた。

BL　　　　　　　　　訓練1

8

プローブ1　プローブ2

…

H
集
中

［憂コ裂　　　　　1

■■一■｛■H■一■

仁▲士★・▲一▲’▲一★・▲一★・止士・｛土・八｛・一｛・★一▲
I

’

1
1

’

1
1

　11▲・▲

追いかける、、ト 捕まえる
一『＞▲…　一・・一一一 一　　一　　一　　一

’

㌧、
’

1 ‘‘　　　　　　　　’　一一▲‘．
’

、　　　　　’
、・’ 一

1 ＼呼ぶ
・

集
中
訓
練

2

　プローブ3

●・○・●一●一・一●・●一●・●

誓三．為．．．

ほめる
　　込

＼おんぶする

VTR場面

VTR場面

VTR場面

現実場面

THE　BLOCKS　OF　TRIALS

Fig．3　S1における正反応率の推移
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　次にS2について記す。べ一スライン（第1、

第2ブロック）では、適切な報告言語行動はみ

られなかった。S1と同様、単に動詞名を言った

り、助詞の誤用を含んだ報告（例えば、「AとB

と○○してレ）る」など）が多かった。

　次に訓練1では、VTR場面の「追いかける」

に関して訓練が行われた。この訓練の導入によ

り、VTR場面の他の2つの正反応率も上昇し

た。また、現実場面では、3つの動作すべてに正

反応率の上昇がみられた。

　プロープ1では、VTR場面の「追いかける」

についてテストされた。4ブロック連続で100％

の正反応率がみられた。

　次に、未訓練のセット2について、般化が測

定された。「ほめる」と「押す」に関しては高い

正反応率を示したが、「おんぶする」は4ブロッ

クとも0％であった。S1と同様、動作主と被動

作主が、正答と比較して全く逆転した反応で

あった。そこで、「おんぶする」に対して訓練2

が行われた。この訓練では、訓練1で使用され

たようなプロンプト・カードは用いられなかっ

た。現実場面の「おんぶする」は第4ブロック

まで0％であったが、第5ブロックが75％、第

6ブロック以降は100％であった。

融・小林重雄

　プローブ3では、現実場面の「おんぶする」

がテストされた。4ブロック連続100％の正反応

率を示した。

　プローブ3の測定が終了して4か月後に維持

プローブを測定した。このプローブでは、現実

場面の6つの刺激について、2ブロック測定さ

れた。正反応率は2ブロックとも100％であっ

た。

IV．考察
　本研究で対象となった2名の自閉症生徒は、

訓練の結果、動作主・被動作主を弁別し、「Aが

Bを○○する」という形式で報告することが可

能になった。すなわち、単に動詞名を報告した

り、あるいは不適切な報告を行うだけであった

状態から、社会的強化を受けやすい適切な報告

言語行動ができるようになったのである。

　S1は、訓練1を導入しても現実場面の「呼

ぶ」の正反応率は50％程度にとどまっていた。

この原因として、このときのS1の反応が、向

かって左が動作主、右が被動作主という非機能

的な刺激性制御によるものであったことが考え

られた。したがって、他者を「呼ぶ」という行

動を始発する人物が動作主で、返答を返す人物

衰
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自閉症生徒における報告言語行動の成立

が被動作主である、という関係を形成する条件

性弁別訓練を実施する必要があった。手続きの

項でも記述したが、このため動作主・被動作主

の左右をランダムにし、ポインティングを媒介

とした集中訓練1を行った。その結果、現実場

面においても良好な結果が得られた。

　プローブ2では、未訓練の刺激に対して、標

的行動が生起するかどうかがテストされた。そ

の結果、「押す」は100％であったが、「おんぶす

る」については、動作主と被動作主が逆転した

反応で、正反応率は0％であった。この結果か

ら、ここでの反応は、動作が進行するとき後ろ

にいる人物が動作主、前にいるのが被動作主と

いう刺激性制御を受けていたことが推察され

た。また「ほめる」については、動作の進行の

様子が他の2つに比して、明確でなかったため、

チャンスレベノレの正反応率であったと考えられ

た。

　集中訓練2において、S1は集中訓練1で獲

得したポインティングを自発的に生起させた

（32試行目）。また、集中訓練2のフェイズにお

いては、この反応の生起後は、高い正反応率を

示した。このことから、動作が進行している様

子を記述する際、ポインティングのような媒介

反応を行うことが有効であることが示された。

現実場面においてもS1はしばしばこの反応を

生起させた。

　次に、S2について記述する。S2の場合、訓

練1の導入により、VTR場面の他の2つの刺

激、及び現実場面のすべての刺激に正反応率の

上昇がみられた。この要因として、「捕まえる」

の場合には、進行方向に向かって後が動作主、

前が被動作主という刺激性制御によって反応が

制御されていたことが考えられた。また、「呼ぶ」

の場合には、音声による動作を始発するのが動

作主で、返答を返すのが被動作主である、とい

う条件性弁別が成立していたことが推察され

た。

　プローブ2では、「おんぶする」は動作主と被

動作主が逆転した反応がみられ、0％であった。

「ほめる」と「押す」はほぼ100％の正反応率で

あった。この結果からも、ここでのS2の反応

は、先に示した刺激性制御によるものであった

と考えられた。

　そこで、VTR場面の「おんぶ」に対して訓練

2が行われた。VTR場面では、訓練を開始して、

2ブロック目には100％の正反応率を示した。し

かし、このときの現実場面では、正反応率の上

昇はみられなかった（0％）。「追いかける」、「捕

まえる」、「押す」、「おんぶする」の4つは、他

の2つに比べると比較的その動きが視覚的に弁

別しやすい。その4つの中で「おんぶする」の

みが、視覚的には、前が動作主で、後が被動作

主であり、他の動作とは異なっていた。このこ

とから、現実場面の「おんぶする」の正反応率

に、当初に上昇がみられなかったのは、これま

での訓練による消去抵抗が影響したことが推察

された。しかし、訓練を継続していく中で、「お

んぶする」の正反応率は100％に安定した。

　これまでの研究から、自閉症児は格助詞の獲

得に困難を示すといわれている。この原因の一

つに、彼らが、機能的でない刺激性制御によっ

て、動作主・被動作主の弁別を行っているとい

うことが考えられる。本研究で行ったような、

動画刺激を用いた条件性弁別の手続きやポイン

ティングのような媒介反応を訓練することによ

り、機能的な刺激性制御による反応獲得が可能

．であることが示唆された。

　最後に、エピソードではあるが、第1著者が

S1の自宅を訪問した際、「AがBを…」という

報告がみられた。このことは今回の訓練の効果

を示していると考えられた。
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Teaching Functional Tacts to the Students with Autism : Analysis of the 

Functional Stimulus Control of the Subject and the Object 

Katsuhiko MATSUOKA, Toru KAWABATA, and Shigeo KOBAYASHI 

Two students with autlsm (13-year-old, and 15-year-old) were trained to report 

correct Informatlon wrth Japanese partrcles "ga" and "wo". A conditional discrimina-

tlon training was conducted two autistic students to establish the functional tact, and it 

was discussed the effects of the conditional discrimination training through vldeotape 

stimuli. Before thls training, the two students did not report correctly to a listener, 

because they had not the capacity of discriminating the stlmuli which were presented 

under their eyes between the subjects and the objects. Both of the subjects were 

introduced into the training to discrimlnate between the two case. After this trainlng 

they acquired that discrimination and reported a "public event" correctly to the listener. 

The results indicated that both of the two autistic students had acquired the discrimina-

tion through videotape training ~nd medium responses such as pointing. And after that, 

they reported correctly taking advantage of "A (subject)-B (object) -do (verb)" frame 

in Japanese grammatical regulation that was trained. In addition, the tacts of one 

student (subject 2) had kept maintenance over 4 months. The other hand, the subject 

1 emitted such a tact using "A-B do" frame for non tralmng setting In his darly life 

Key words : tact, conditional discrimination, stimulus control, medium response, 

autistic students 

- 21 -


