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自閉症児における役割交替手続きによる教示言語行動の形成と反応分化
井上

雅彦

自閉症児における役割交替手続きによる他者への機能的な教示言語行動の獲得と獲得後の反応
分化について検討した。研究１では１名の自閉症児について、パズル片が足りないで困っている
という課題場面を設定し、他者に対する教示言語行動が自発するか否か、またその成立に及ぼす
役割交替手続きによる指導効果について検討がなされた。その結果、役割交替手続きにより、パ
ズルプレイヤーの困難状況、自らの解決情報の保有という２つ変数によって制御されうる機能的
な教示言語行動が獲得された。研究２では、情報(棚)が未知刺激である場合、「指さしによる教
示行動」や「パズル片を取りに行って手渡すという物品提供行動」等、音声による教示言語行動
と機能的に等価な行動がそれぞれの文脈状況に応じて自発可能か検討を行った。結果、情報が既
知刺激で自らがパズル片が取れない条件では、常に音声による教示言語行動が行われ、既知でパ
ズル片が取れる条件及び未知で取れる条件の２条件では「パズル片を取りに行って手渡す物品提
供行動」が自発するようになった。また、未知刺激で自らパズル片が取れない条件では、「指さ
しによる教示行動」が出現した。情報刺激の既知／未知と遅延時間や反応コストからの反応選択
について考察をおこなった。
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し、自閉症の障害の本質は「心の理論(theory

１．はじめに
いわゆる話し言葉を持つ自閉症児においても、
人の注意を引きつけたり、それを特定の対象に

of mind)」の欠如にあるとし、様々な実験研
究が行われ発展してきている。

向けさせたりする社会的伝達技能は、要求など

自閉症児の認知やコミニュケーションの発達

の社会的伝達技能の出現に比較して遅れて発達

支援という視点に立った場合、自閉症児が聞き

する傾向があること（Wetherby,1986)が指摘さ

手である他者の心的状態について記述したり、

れている。また、自閉症児において、言語によ

それを基に行動することについて、どのような

って人に何かを知らせたり、人の行動を修正し

体験や学習、成立条件が必要であるかを検討し

たり統制したりという伝達機能の困難性は、他

ていく必要がある。

の多くの発達研究からも指摘されている(Tage

井上（1998）は２名の自閉症児に対して、パ

r‑Flusberg,1989)。こうした知見は、認知研究

ズルが足りないで困っている情報要求者に対し

において、自閉症の問題は他者と自分は別個の

てパズルの入っている棚の位置を教えるという

存在であり、互いに違う意志を持つという対人

教示文脈を設定し、教示言語行動の成立条件に

認知能力の欠如として論じられてきた。

ついて検討した。結果、２名とも他者の情報要

また,Baron‑Cohen,Leslie & Frith(1985)は、

求事態と非要求事態、解決情報を自己保有して

自閉症児は他人の信念、欲求、知識など心の状

いるか否かを弁別刺激とした機能的な教示言語

態を理解し推論することに独特の障害を持つと

行動を形成することが可能であった。井上（1
998）においてはその形成手続きとして訓練者
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の直接的なプロンプトが用いられていた。しか
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しながら、日常的には、教示言語行動のもう一

って、「指さしによる教示行動」や「取りに行

つの弁別刺激として、「教えてあげなさい」と

って手渡すという物品提供行動」等、音声によ

いう指示や「教えてあげると、その人は喜ぶ」

る教示言語行動と機能的に等価な行動が状況に

というルール、さらには過去に教えてもらった

応じて自発可能か検討を行った。

という強化歴がその自発に大きく影響すると考
えられる。
松岡・小林（1995）は、自閉症児の援助行動
（コインを拾う／机を片づける行動を手伝う）

２．研究１
役割交替手続きによる他者への教示言語行動の
形成に関する検討

の形成において、他者からの援助が援助行動自
発の弁別刺激になりうるか検討した。結果、２

１）方法

名の自閉症児が他者から援助を受けるという

(1)対象児

「強化経験」によって自らも援助行動を自発す

自閉症と診断された女児１名であった。訓練

ることが可能であることが示された。松岡・小

開始時の生活年齢は７歳６ヵ月、精神年齢は４

林（1995）による援助行動は、他者が行ってい

歳１０カ月（新版田中ビネー）であった。物の

る行動に対して、同様な行動を行うことで他者

名称に関する語彙は豊富であったが、動詞語彙

を強化するものであった。これに対して教示言

は少なく、命名などの簡単な質問応答は可能で

語行動は、他者が解決できない、あるいは知ら

あった。ＤＳＭ−Ⅲ−Ｒの診断基準に照合した

ない情報を他者が行動を遂行していない状態で

場合「自閉性障害（autistic

自発するというものであり、井上（1998）にお

当することが確認されており、ＣＡＲＳ小児自

いて示されたように複雑な刺激性制御を持つ。

閉症評定尺度（Schopler，Reicher ＆ Renner，

研究１においては、教示者と情報要求者の

1986）の評定においても７項目に関して中度の

「役割交替」によっても教示言語行動の形成が

異常が認められ、総合診断では軽・中度の自閉

可能か、また形成された教示言語行動について

症であった。物の名称に関する語彙は豊富であ

井上（1998）のような機能的な分化が可能か検

ったが、動詞語彙は少なく、質問に対して言語

討を行った。

応答困難な場合は、エコラリアが生じていた。

また、自閉症児においては、獲得した行動を
状況に応じて使い分けることにも困難性を持つ

disorder）に該

(2)マテリアル及びセッティング
井上（1998）と同様に４片（リンゴ、バナナ、

ことが指摘されている。野呂・山本・加藤(19

カキ、ブドウ）または５片で完成する羽目板パ

92)は、要求（マンド）文脈において書字、サ

ズル２組（果物と野菜）が用いられた。また井

イン、音声の各コミュニケーションモードの選

上（1998）と同様に場面１と場面２の２つのセ

択に及ぼす要因の分析を行った。しかしタクト

ッティングが設定された（Fig.1）。室内の中

文脈におけるこのような分析は行われてきてい

央には長机、実験室は対象児の手の届かない位

ない。

置（高さ約３ｍ）に扉付きの棚が設置され、扉

研究２では、研究１に参加した自閉症児１名

に緑、赤、黄色の色画用紙が張られた。場面１

に対して、情報提供を行う対象(棚)の既知／未

では対象児と指示者がならんで座り、向いの棚

知や自らが手に届く／届かないという文脈によ
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Fig.1

セッティング

の下にはパズルを棚におく人(補助者)が立った。 ること。
補助者の後ろには補助者が棚からパズルを取る

②ベースライン１（BL1）

時に使用される台机が置かれた。場面２では、

場面2において教示言語行動が生起するか否

対象児以外の２人は退室し、かわりにプレイヤ

かテストした。プレイヤーは入室後、対象児と

ーが対象児のいる部屋へ入室し、パズルをした。 目線を合わせずパズルを行い、足りない状況に
(3)標的行動

なったとき「たりないなあ」といった。プレイ

対象児における標的行動は、プレイヤーにパ

ヤーは「たりないなあ」を自発してから4秒間

ズルの入っている棚を教示することとされた。

待ち、もう一度繰返した。その後5秒待って表

(4)指導期間

出しない場合は退室した。

本研究は教育相談終了後の15分間を利用して
行った。また、対象児の負担にならないよう基

③ベースライン２（BL2）
対象児が教示言語行動を表出しなかった場合、

本的に週１回１セッション行われた。期間は約

記憶保持の確認のため試行終了後に対象児にパ

３ヶ月であった。

ズル片の場所について質問すること以外はベー

(5)手続き

スライン１と同様であった。

①前訓練

④ベースライン３（BL3）

野菜パズルのパズル片（なすのパズル、トマ

対象児の椅子の位置をプレイヤーのすぐ前に

トのパズル等）と3つの色画用紙を張った棚

近づけた他はベースライン２と同様であった。

（青い棚､赤い棚､黄色い棚）についての命名訓

⑤役割交替（Intervention）

練を行った。次に場面1で以下の行動連鎖が訓

プレイヤーと対象児の役割を交替した試行

練された。a)指示者はパズル片の１枚を対象児

（役割交替試行）と通常試行を５試行ずつラン

に渡し、棚の一つに入れてくるよう指示する。

ダムに混ぜて行った。１セッションは１０試行

b)対象児は補助者のところへ移動し、c)「○○

から構成された。

先生（補助者名）（パズル片）を（色名）の棚

⑥プローブ１（P1）

にいれて」と補助者に要求をする、d)補助者が

役割交替なしでベースライン３と同様の手続

パズルを棚に入れたら指示者のところに移動す

きに戻した。
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⑦プローブ２（P2）

どの棚にあるかという場面1の文脈は行われず、

役割交替なしでベースライン１と同様の手続

場面2のみ行われた。解決情報非保有試行で対

きに戻した。また、プレイヤーを別の教師に交

象児が教示言語行動を自発した場合、プレイヤ

替して対人般化を測定した。

ーは棚のところにいき、中を覗いて「ないよ」

⑧プローブ３（P3）

という言語フィードバックを行った。解決情報

プレイヤーが情報を必要としている状況（情

保有試行の手続きはベースライン条件、プロー

報要求事態試行）と情報を必要としていない試

ブ条件と同様とした。解決情報保有・非保有試

行（非要求事態試行）において、教示言語行動

行は各5試行ずつランダムに行われた。］

が分化的に生起するかテストした。指示者は非

⑪データの信頼性

要求事態試行においては場面1で棚にいれたパ

対象児の様子はすべてビデオに録画された。

ズルと別種のパズルを机上において退室した

全試行数の30％以上の試行をランダムに抽出し

（場面1で野菜パズルを棚に隠させた場合は、

て評定した。評定はセッション中にビデオ撮影

果物パズルをおいて退室した）。情報要求事態

したテープを利用した。測定者２名について評

試行と非要求事態試行は10試行中5試行ずつラ

定者間の一致試行数が・算出され、これを全評

ンダムに混ぜて行った。

定試行数で除し100を掛けたものを一致率とし

⑨プローブ４（P4）

た。一致率は100％であった。

プレイヤーの言語（「たりないなあ」）のみ
で弁別しているのではないことを確認するため

２）結果

行った。プレイヤーはパズルが足りない状況で

Fig.2に１セッション（５試行）中の対象児

も何もいわず10秒間待った。基本的手続きはプ

の教示言語行動の生起率を示す。グラフの縦軸

ローブ３と同様であった。

は５試行中の生起率、横軸はセッション数を表

⑩解決情報非保有試行に関する結果操作

している。ベースライン１では教示言語行動や

（Verbal Feed‑Back）

それに類するポインティング等も全く生起しな
かった。またベースライン２においても試行終

有によって教示言語行動が分化的に生起するか

了後の質問には答えられるものの、試行の中で

テストした。解決情報非保有試行ではパズルが

は教示言語行動は全くみられなかった。さらに

Ｐｅｒｃｅｎｔ ｏｆ Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ

相手の困難状況を解決する情報の保有・非保
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ベースライン３においても同様であった。６セ

唆しており、この結果はWetherby（1986）の指

ッション目の役割交替条件では教示者役で５試

摘を裏付けるものといえるかもしれない。

行中２試行に教示言語行動が生起した。なお対

また、解決情報非保有試行においては井上

象児はプレイヤー役では役割交替条件の最初か

（1998）と同様、対象児がでたらめの教示をし

ら「たりないなぁ」を自発していた。７セッシ

た場合、プレイヤーが「ないよ」というフィー

ョン以降は教示者役の試行の場合100％教示言

ドハックを行うことにより、次第にでたらめ反

語行動が生起し、プローブ１、２、プローブ３、 応を行う頻度は低下していった。そしてでたら
４の情報要求事態試行でも同様であった。また

めな教示の出現に替わって、プレイルームから

プローブ３，４の非要求事態試行においては教

退室するという行動が出現した。これは、対象

示言語行動は生起せず、このことから、対象児

児の教示言語行動が聞き手の対応によって、分

の教示言語行動は、他者の行動（情報要求事態

化的に生起するようになることを示している。

か非要求事態か）によって制御されていること

本研究から自閉症児の他者への教示言語行動の

が示された。

成立において、役割交替というより自然な状況

解決情報非保有試行に関する結

果操作条件では、解決情報保有試行では教示言

で形成・分化可能であることが示された。

語行動は高率で生起したものの、解決情報非保

しかしながら、日常場面においては、井上

有試行では、でたらめな教示言語行動を行って

（1998）や本研究で標的とされた棚の名前のよ

いた。しかしながら、14セッションより、解決

うに明確に命名可能なものばかりではない。続

情報非保有試行で自ら退室する行動が見られる

く研究２では、このように解決情報は知ってい

ようになり、15,16セッションでは退室行動は

るが、うまく言語化できない場合、「指さし」

生じているものの、でたらめな教示言語行動は

や「解決物品そのものを持ってきて他者に手渡

消失した。

す」等、状況に応じた柔軟な行動が可能か否か
検討される。

３）考察
研究１より、対象児の教示言語行動は、井上
（1998）のような直接訓練以外の「役割交替」

研究２

教示言語行動と指さしによる教示行動

及び物品提供行動の機能的分化に関する分析

という変数の導入によっても自発が可能である
ことが示された。また、それは他者の情報要求

１）方法

事態と非要求事態という条件による行動の分化、 (1)対象児
さらに解決情報の保有・非保有の条件によって
も分化的に生起することが可能であった。役割

研究１に参加した自閉症児１名とした。
(2)マテリアル及びセッティング

交替条件において、対象児は最初の第６セッシ

Fig.3に示すように、プレイルーム内の壁に

ョンにおいて、プレイヤー役での「たりないな

設置された両開きの棚の扉にＡ〜Ｄまでの４つ

あ」を100％自発可能であったが、教示言語行

の刺激シートセット(１セット３枚)がはられた。

動の生起率は低率であった。本研究で行われた

刺激シートは30cm×50cmの画用紙にTable 1に

他者情報要求事態において、「たりないなあ」

示した絵、文字、あるいは無意味図形が印刷さ

は要求言語として機能していたと考えられる。

れたものであった。刺激シートは棚に磁石で貼

本研究で導入された変数は単純な役割交替であ

り付けられた。刺激シート提示位置はFig.3に

った。この結果は、自閉症児が単なる役割交替

点線で示した上・下の２条件とし、棚は上段、

の中でも要求機能の方を早く獲得し、教示機能

下段それぞれ３つずつ設定され、４種類×２

の獲得はそれと比較して困難性を持つことを示

(上段下段)の８条件が設定された。また３枚の
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Fig.3
波線四角形は上段

研究２のセッティング

点線四角形は下段条件での刺激シート張り付け位置

刺激シートの位置は各試行ごとにランダムに変

が部屋におり、指示者は対象児にパズルの1片

化させた。

を棚に隠すところを見せた。指示者は退室し、
プレイヤーが入室しパズルを開始した。プレイ

Table 1
刺激セット
A
B
C
D

既知
既知
未知
未知

刺激セット及び刺激シート
刺激シート

刺激種類

ねこ うさぎ きりん
（絵）
花
空
山
（文字）
￡ (ｸﾆｬ) ＠ (ﾏﾙｴ)￠ (ｶﾗ) （無意味図形）
彊（ｷｮｳ）箋（ｾﾝ）簫（ｼｮｳ）（文字）

ヤーは約10秒待ち、対象児の反応を観察した。
10秒経過後の最初の対象児の反応（正確な棚名
への教示言語行動、特定の棚への指さし）に対
してプレイヤーはパズルを取りに行き、パズル
をはめ板に入れ、言語賞賛と身体接触(ぐるぐ
るまわし等)を行い強化した。ただし対象児が

(3)標的行動
対象児における標的行動は、プレイヤーにパ
ズルの入っている棚を言語で教示するか、指差
しするか、自分で取ってプレイヤーに手渡すか
のいずれかの行動を行うこととした。
(4)指導期間
実験は教育相談終了後の15分間を利用して行
った。また、対象児の負担にならないよう基本
的に週１回１セッション行われた。期間は約３
ヶ月であった。
(5)手続き
①ベースライン(時間遅延)

自らパズルを取りに行ってプレイヤーに手渡し
た場合のみは、10秒間内でも強化が行われた。
②命名訓練１
セットＣの３刺激について命名訓練を行った。
③プローブ１
８条件すべてについて時間遅延なして行った。
④命名訓練２
セットＤの３刺激について命名訓練を行った。
⑤プローブ２
プローブ１と同様であった。
(6)データの信頼性
対象児の様子はすべてビデオに録画された。

棚の上段(対象児が自分でとれない)条件と棚

全試行数の30％以上の試行をランダムに抽出し

の下段(自分でとれる)条件を各セット、試行ご

て評定した。評定はセッション中にビデオ撮影

とにランダムに行った。対象児と指示者の2人

したテープを利用した。測定者２名について評
定者間の一致試行数が算出され、これを全評定
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試行数で除し100を掛けたものを一致率とした。

の実験で使用した色名(赤い棚等)の名前で刺激

一致率は100％であった。

シートとは異なる名前）や指さしによる教示行
動などがみられ、４試行目からはパズル片を自

２）結果

分で取ってくるというパタンがみられ、５試行

Fig.4‑1及びFig.4‑2に対象児が行った教示行

目からはこれに安定した。セットＣ(未知)の上

動のバリエーションの推移を示した。マス目の

条件では、４試行目までは、誤反応教示の連呼、

種類は反応回数を、各条件の太枠は遅延後、最

棚への指さし等が見られたが後に指さしによる

終的に強化された反応を示している。ベースラ

教示行動に安定した。セットＣの下条件におい

インではセットＡ(既知)の上条件(自分でとれ

ても、誤反応教示、指さしなど多様な行動がみ

ない)では棚に張られた刺激シートの名前を適

られたが、パズル片を取ってくる行動に安定し

切に音声により教示していた。下条件(自分で

た。

とれる)では適切な教示以外に誤反応教示（先
Ｓｅｔ．Ａ（ｳｻｷﾞ,ﾈｺ,ｷﾘﾝ）−Ｕｐｐｅｒ
Trial

Ｐｒｏｂｅ１
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１

２

１

２

１
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３

４
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６

７

８

９

８

９

８

９

１０

１１

Correct Resp.
Error Resp.
Pointing
Bringing
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Ｓｅｔ．Ａ（ｳｻｷﾞ,ﾈｺ,ｷﾘﾝ）−Ｌｏｗｅｒ
Trial

３

４

５

６

７

Ｐｒｏｂｅ１
１０

１１

Correct Resp.
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６
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Correct Resp.
Error Resp.
Pointing
Bringing
ＢａｓｅＬｉｎｅ

Ｓｅｔ．Ｃ（￡,￠,＠）−Ｌｏｗｅｒ
Trial

Correct Resp.
Error Resp.
Pointing

１

２

３

４

５

６

７

８

N a mi n g （ ￡, ￠, ＠ ）

Trial

１０

１１

Ｐｒｏｂｅ１
９

１０

１１

Bringing

Fig.4‑1

対象児が行った教示行動のバリエーションの推移
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Fig.4‑2

対象児が行った教示行動のバリエーションの推移

セットＣに命名訓練が導入された後のプローブ

切な音声での教示言語行動が出現した。下条件

１では、セットＣの上条件において、指さし行

では、パズル片を取ってくる行動が安定して出

動が適切な音声での教示言語行動へ置換した。

現した。セットＤにおいては、上条件で指さし

また、同時にセットＢ、セットＤにおいてもプ

が、下条件では取ってくる行動がそれぞれ安定

ローブ１が測定された。セットＢの上条件では

して出現した。

最初の試行で指差し行動が出現したが、後に適

セットＤに対して命名訓練が行われた後のプ
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ローブ２では、セットＤの上条件において、指

本研究のベースラインは10秒間の遅延が設けら

さし行動が適切な音声教示反応へ置換した。

れ、遅延後の最初の行動を強化するという手続

Table 2に本研究の各刺激セットにおいて対

きであった。このため、この条件では、行動の

象児が自発可能な行動と実際に選択した行動を

コストは低いが遅延される教示言語行動と、コ

示した。太字は対象児が本実験において選択し

ストは高いが強化を得られるまでの時間は短縮

た行動を示している。ベースラインの、既知刺

される物品提供行動との行動選択において、後

激のセットＡの下条件では初期の施行では適切

者が選択されたのではないかと考えられる。し

な音声による教示言語行動が見られたが、４試

かしながらこの仮説を実証するためには、遅延

行目から取りに行って渡すという物品提供行動

時間を操作し、それを徐々に延長していくとい

に置換した。

う条件を設定し、行動選択が遅延時間にしたが
って移行するのか否か検討することが必要であ

Table 2 各条件において自発可能な行動と実際に選択した行動

る。また、セットＣの下条件の影響を強く受け

既知

ているとすれば、対象児は行動のコストという

上（取れない） 音声 指さし

セットAB 下（取れる）
未知

音声 指さし 取りに行って渡す

上（取れない） 指さし

セットCD 下（取れる）

指さし 取りに行って渡す

下線は最終的に対象生徒が選択した行動
３）考察
研究２では、研究１に参加した自閉症児１名
に対して、情報(棚)が未知刺激である場合、
「指さしによる教示行動」や「取りに行って手
渡すという物品提供行動」等、音声による教示
言語行動と機能的に等価な行動が状況に応じて
自発可能か検討を行った。結果、既知刺激で自
らが取れない条件では、常に音声による教示言
語行動が行われ、既知で取れる条件及び未知で
とれる条件の２条件では「取りに行って手渡す
物品提供行動」が自発するようになった。また、
未知刺激で自ら取れない条件では、「指さしに
よる教示行動」が選択された。
ベースラインの、既知刺激のセットＡの下条
件では初期の試行では適切な音声による教示言
語行動が見られたが、４試行目から取りに行っ
て渡すという物品提供行動に置換していった。
この要因としては、遅延時間の影響と同時に測
定されていた刺激セットＣの下条件からの影響
の２つが考えられる。
音声での教示言語行動は、対象児にとっては
行動のコストの低い方法であると考えられるが、

よりは、刺激シートの上下の位置という視覚的
な情報を行動選択の弁別刺激としていた可能性
もある。この点については今後の検討を要する
命名訓練１，２の後は、ともに未知刺激（セ
ットＣとセットＤ）上条件について教示行動
（指さし）がともに教示言語行動に置換した。
これは命名訓練後は、より確実性が高くコスト
の低い行動に教示行動が置換していくことを示
唆していると考えられる。
本研究の結果より、対象児について、同様な
機能を持つ教示言語行動、教示行動、提供行動
のうち、情報刺激の未知／既知に応じて、機能
的に等価な反応を選択可能なことが示唆された。
今後は、情報刺激という変数だけでなく遅延時
間や反応コストといったものが対象児の反応選
択をどのように制御しているかを検討していく
必要があると考えられる。
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Acquisition

and

response differentiation

person for children with autism

of

instructional verbal behavior to other

using role change procedure
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This study was conducted on the acquisition and response differentiation
ctional verbal behavior to other person for children with autism

of

instru

using role change pr

ocedure.In Study 1 child was required to instruct the place of a puzzle piece to puzzl
e player mate

when he was troubled by not having enough puzzle pieces.The child acqui

red the behavior of giving instructions using role change procedure.The instructional
verbal behavior was controlled by 2 variables: (1)the trouble situation of puzzle play
ermate, and (2)their knowledge of how to resolve the trouble.
In Study 2,it was examined whether the functional ecquivarence behaviors instructional
pointing,taking puzzle piece or instructional verbal behavior occured when informatio
n stimulus is unknown.On the condition she couldn't reach the puzzle piece,she instruc
t to verbal behavior.On the other,the condition she cuold reach,the behavior taking pu
zzle piece was occured.The instructional pointing behavior was occured when she couldn
complex social stimuli.The results were discussed about functional equivalence of inst
ruction behavior, in terms of response effort,delay time,known/unknown information sti
mulus.
Key Words: Autisminstructional verbal behavior,role change,functional equivalence

