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１. はじめに

２. 強度行動障害とは

　第２章　強度行動障害への対応を考える
　　　　　

　強度行動障害は、知的に重度な人や ASD の人に多く見られます。対応にとても苦労します。
　「強度行動障害児者の約 80％は知的障害のある ASD の人である」と考えられています。
　脳機能の脆弱性も推定されますが、
　　　　今の対応や環境がご本人の障害特性、個人の特徴、知的発達に合っているでしょうか？
　この応援ブックで大事にしたいことは

「起きたらどう止めるか？」ではなく
　　　　　　　　　　　「起こさないようにするにはどうしたらいいか？」です。

2-1　強度行動障害の定義は？
　①本人の健康を損ねる行動：自傷、異食、危険につながる飛び出し
　②周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動：他人を叩く、物を壊す、大泣きが続く
　③上記 2 つの行動が著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が継続的に必要

2-2　どんな人が対象になるか？
　★ 重度・最重度の知的障害　
　★ ASD の特徴が顕著でコミュニケーションの障害が大きい人
　★ 思春期から若年期にもっとも重篤な状態を示している（参考文献２- ⑪）

2-3　出現率はどのくらいか？
　療育手帳交付の１％くらい＝約 8000 人程といわれています。　（参考文献２- ⑨）
　福祉サービス対象の行動障害では 5 万人以上と考えられています。

2-4　在宅の場合の家族の疲弊は？
　大人になっても一人での外出や一人での留守番が困難で、長時間の見守りが必要となります。
　同居家族の心理的・体力的負担は相当なものになります。

2-5　なぜ強度行動障害になるのか？
　強度行動障害は、本人の要因に合わない不適切な対応や環境がもたらした「2 次障害」と言え
　ます。

本人要因
障害特性
（興奮性 常同性）

知 的 程 度

感 覚 過 敏

対応や環境要因
例）

環境に合わせさせる
対応（禁止や強制）

一貫しない対応

× ＝強度行動障害

1

Ｐ１６下段図 差し替え

武藤直子
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３. 実態調査との関連性
3-1　先行研究（1990 ー 1999）と今回の実態調査（以下、本研究）（2000 ー 2019）の比較
　強度行動障害関連の 4 つの行動　＜くせ・決まり　パニック　他害　物壊し＞
　物壊し以外の３項目は20年前と同様の結果でどの年齢でも見られ発達によって減っていきます。
　物壊しは 20 年前より年齢でも知的発達段階でも増え、遅れなし群でも 15％増えていました。

3-2　31 歳以上の成人期の人の親からの主訴　発達段階別問題の行動
　本研究では 20 年前に比べ成人期の相談が増えたので、31 歳以上の主訴を KJ 法で分析し、発達
段階別に問題行動の内容を分析しました。
発達段階によって強度行動障害の問題行動やきっかけになることに違いが見られました。
発達に合わせた支援や対応が必要です。

　　　　　＜重度群の主訴＞
＊要求や訴えとしての自傷・他害（嫌だ・イライラ）
＊無視・怒声などの不適切な対応への暴力、
　飛び出し
＊嫌いな声や動きに対してパニック

　　　　　　＜中度群の主訴＞
＊パニック時に暴言・他害・大声・飛び出し
＊こだわりから人に怪我をさせる
＊他人の家に興味をもったり泊まりたがったりする
＊職場で危険なことをする
＊毎朝家で意味不明な物投げ、
　他害（顔や手をひっかく）
＊こだわりが増えた

　　　　＜軽度・遅れなしの主訴＞
＊考えの違う人に対しての暴言・暴力
＊犯罪につながることを恐れる（殺す、飲酒運転）
＊我慢ができず押し通す
　（高価な物を買い続けるなど）
＊被害妄想的思考

くせ・決まり
各年齢 5割
重度6割 順次減る
遅れなし群 6割

パニック
各年齢 5割前後
重度群6割 順次減る
遅れなし群でも 4割

他害
24歳まで4割
それ以降減る
重度群で半数
遅れなし群でも
2割あり

物壊し
年齢で見ても知的発達で見て
も20年前より増えていました
思春期・青年期 3割
重度群 3割
遅れなし群でも 2割

＜ POINT>
遅れなし群にも自閉症の特性は変わらず見
られ、強度行動障害に関連する「物壊し」
は以前より増えていました。
遅れなし群への相談場所や、適切な支援が
不足していることが推測されました。
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4-1　どのように対応するか　＜基本的対応＞

　本人の要因に合った適切な対応や環境があれば行動の問題は減ります。
　強度行動障害では行動が問題になっていますが、
　　
　　大切なのは強度行動障害の人たちの心の世界を想像し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相手の心に働きかけることです！！
　　　●自閉症独特の世界を知ること、
　　　● 認知的に重い発達の場合も、更に分けた段階によって心の世界が理解でき、世の中の理解

の仕方やコミュニケーションに違いがあることを知りましょう。発語レベルを手がかりに
見ていきます。

４. 対応方法

強度行動障害の人の心の世界を想像してみましょう。

恐怖不安 怒りがこみ上げる

分からない･･･。
できない･･･。

見通しがつかない･･･。

嫌いなものに遭遇するかも…

嫌いなことに直面！

周囲の人が
怒っていると感じる

言えない！
通じない！

分かろうとしてくれない！

強制される！
こだわりを止められる！

不快な刺激
内部感覚

十分な時間
をかける
個別の対応
キーパーソン

言葉だけでない
発達に合った
コミュニケー

ション

感覚過敏
への予防

生活リズ
ムの確立

成功体験

一貫し
た対応

実物提示、身振り、促し、
絵カード、文字

発達に合った
構造化

場所と活動、
スケジュール、
人と役割、
することがな
い時間を減
らす

医療と
の連携 静かな環境、

我慢させるよ
り環境調整

叱らないけど譲らない対応
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対応１．対象者の心を知る手がかりになる情報を得る　＜対象者について知る＞　　
　① ASD の特性を知る　②個人の特徴を知る　③知的発達を知る　
　④家族や周りの今までの対応を知る　成育歴や経過　保護者の今までの辛さをしっかり共有
対応２．キーパーソンを決める　対応の方針をたて、統一した対応
　①問題となる行動の記録をとる　　➡関わる機関で共通の用紙　具体的に記入
　②受け入れている機関のケース会議　
　　　　　　　　　　　　　　仮説を立てる⇒実施⇒検討新たな仮説➡関わる人の対応の統一
対応３．多職種連携
　①　医療・地域の資源利用（複数の事業所の可能性もある）
　②　関わる人たちでの事例検討会（可能な限り定期的に）⇒多機関での対応の統一

　 　ASD の人の世の中の理解は、私たちと異なる可能性があります。まずは、その人がどういう特
性がある人か理解します。以下のような特性があるかどうか、当てはめて検討してみてください。

　□コミュニケーションの特性
　　非言語表現の、表情や目配せ、身振り、態度・雰囲気から察して意味をつかむことは苦手です。
　　また、言葉理解に時間がかかります。指示したら 10 秒待ってみましょう。⇒ 10 秒ルール
　　文字通りの理解
　　　　例「そんな嫌なら、やらなくていい」⇒やめる。「頑張れ」の意図は通じない。

　□あいまいな言葉が分からない
　　黒か白の思考なので、中途半端な状態がわかりません。具体的な指示だとわかります。
　　例：適当に、ちゃんと、しっかり、もっと、あれ・それ、　ちゃんと座る⇒背中をピンとのばす

　□同一性の保持　変化が嫌い
　　変化の予告をする。先手での対応が大切です。説明は視覚的な提示で了解を得る努力をします。

　□注意力が全体より部分にいきがち
　　 細部に注目するため状況の理解が悪く、〝空気が読めない〟と言われることになります。わざ

とではないのです。また、２つの指示を平行して応じるのは難しいです。例「やりながら聞い
てください」⇒１つが終わってから次の指示をだす。など

4-2　どのように対応するか　＜実際の手順＞

対応１　対象者の心を知る手かがりになる情報を得る。
　①ASDの特性を知る
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□こだわり　
　強さに個人差があります。こだわりが強く出る発達段階があります（2 語文発話の頃）
　対応：〇時と場を限る（やって良い時間や場所を示す）　
　　　　〇叱らないけど譲らない対応（予告しておく、その上で周りが一貫した対応を取る）　
　　　　〇本人が自分に言い聞かす。支援者は、その人に合った標語的なものを作り、普段から使う。　　
　　　　　　例：「負けても我慢、今度頑張る」本人にも言ってもらう⇒本人が自分でつぶやく
　　　　〇こだわりを余暇や趣味に生かせないか検討する

□感覚過敏はあるか　本人にはかなりつらいことなので環境調整をします
　不器用さはどうか　作業その他で配慮をします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□機械的な記憶に強い
　日付、人の名前、電車関係、野球の勝敗、看板など
　人との交流や趣味に活かすようにします
　嫌だったことを忘れず、パニックになってしまうとも言えます
　どういう時にパニックになるか情報の共有をします
　　　　　　

　ASD と言っても個人差があります　その人の特徴を共有しておきます
□コミュニケーション　　　　　　　　　　　　□こだわりの強さ
　理解力は？　　　　　　　　　　　　　　　　　切り替える時に有効なことは？
　発話力（1 語文、2，3 語文、3 語文以上）　　　 好きなことを把握しておく
　多弁か寡黙か　など　　　　　　　　　　　　　活かす工夫はないか

□人に対しての親和性　　　　　　　　　　　　□行動特徴はどうか
　タイプによってそれを尊重した関わり　　　　　多動・飛び出し　支援者の連携が鍵
　孤立型、受動的、関わってくるがしつこい　　　 動きが少ない　放っておかずに見守る

□感覚過敏・鈍感
　
□生活習慣　　　　　　　　　　　　　　　　　□併存症
　どの領域が　　　　　　　　　　　　　　　　　睡眠障害があるか
　自立、半介助、全介助　なのか　　　　　　　　体調：便秘、虫歯、口内炎、うつ、統合失調症

自閉症の特性を
理解することが大切❣❣

②　個人の特徴を知る
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③　知的発達を知る
　『強度行動障害は、知的に重度な方や自閉症の人たちに見られる』　と書きました。
知的に重度とは IQ で見た場合、成人では、以下に該当します。（参考文献 2- ①）
　　　　　最重度　IQ20 未満　（3 歳未満）、　重度 IQ20 ～ 34　（3 ～ 6 歳未満）　
　IQ がわかっただけでは何をしたら良いのか検討がつきません。発達段階を知り、適した対応や　
課題がわかります。自立課題として余暇活動にとりいれて誉められ、成功体験になります。

　簡便に知的発達を評価する方法として、太田ステージを紹介します。
 太田ステージを参考に、4 歳までの認知発達を「言葉の表出」で 3 段階に分け、段階に応じた 
支援や対応が役立つので、P26 ～ 29 に述べました。是非参考にしてください。

　・太田 stage Ⅰ  言葉がまだない段階
　・太田 stage Ⅱ・Ⅲ -1 １，２語文 会話にならない段階
　・太田 stage Ⅲ -2　　　　　３語文以上　簡単な会話段階

＜太田ステージと強度行動障害＞（参考文献 2- ⑤）では、下記が報告されています。
　A 県　入所 11 施設、673 名　通所 2 施設　85 名　
　太田ステージ（LDT-R：言語解読テスト実施 561 名）（内診断あり 442 名）
     結果 １．入所施設での強度行動障害の半数以上が自閉症圏障害
 　２．強度行動障害は自閉症の方が非自閉症より多い　自閉症 33.9％、非自閉症 8.3％
 　３．自閉症では Stage が上がっても強度行動障害の人がいる
 　　　非自閉症では Stage が上がると減っていく        
                      強度行動障害太田 Stage 別出現率

　対象の人の行動は、環境に大きく影響されます。時には虐待や不適切な対応も推察される場合も
あるかもしれません。しかし、そうしかできなかった親の辛さや不安をしっかり受け止めて、家族
との関係を図ることが大切です。
　★生活や家族に関する情報：睡眠・食事・日中活動・兄弟の関係・近隣との関係など。
　★ 生育歴：親は何回も聞かれうんざりするかもしれません。でも大まかにでも聞いておいた方が

いいと思います。
　★ その行動についての情報：どのような時間帯、どのような活動をしている時、本人の好きなも　　

の苦手なもの、その行動で親はどんな風に感じているかなど。支援計画の立案に参考になりま
す。

④　家族や周りの今までの対応を知る

それぞれの
①「心の世界」 ②「行動」
③「対応・支援」④留意点

Stage Ⅰ Ⅱ Ⅲ-1 Ⅲ-2 Ⅳ

自閉症 58％ 37.5％ 8％ 10.5％ 15.4％

非自閉症 18.3％ 13％ 9.4％ 1.6％ ―
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　　　　　　　　　　　　　　仮説をたくさんたてる⇒　方針⇒　実践⇒　仮説の見直し
　　留意点　仮説は仮説なので、実践してみて違っていればすぐ変更する覚悟
　　　　　　会議時：自由に意見が言えること　否定せずに聞く　突拍子もない意見も歓迎
　　　　　　　　私メッセージで「私は、○○と思う」　例：それは難しい⇒私は難しいと思う　

　①医療・地域の資源の利用
　　睡眠障害やこだわりが強い場合に医療との連携が必要
　　　＊ ASD を治す薬はないが、症状の改善を図るための投薬
　　　＊行動の記録や検討したい点を整理しておいて診察を受ける

　　キーパーソンを決めておき（発達障害支援員や行政の担当者が担当するとスムース）
　　日中支援の場所、趣味を活かす場所、外出支援など地域資源を活用する。

　②関わる人たちが一堂に会しての事例検討会が望ましい
　　顔見知りになっていることが連携の質を高める。
　　可能な限り定期的に行う。

　①問題となる行動の記録をつける⇒共通の記録用紙　具体的な行動を書く

対応３　多職種連携

対応 2　問題となる行動の記録をつける（下図参照）
　　　　　　　　　　　　　　　キーパーソンを決める、対応の方針を立て統一させる。

　②受け入れている機関のケース会議⇒記録を基に主たる受け入れ機関で対応方法を検討する。

　行動の記録を具体的に記述：例　落ちつきがない⇒食堂の前を行ったり来たりする。　　　　行動の記録を具体的に記述：　例　落ち着きがない　⇒食堂の前を行ったり来たりする

対象者指名　
　　月　　　日　（　　　）　　　　　行動観察シート

観察者

No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

時間

状況・きっかけ　　　　　　　　
（いつ？　　　　　　　　　　　
　誰と居る時？　　　　　　　　
　何をしている時？　　　　　　

　どこに居る時？）

行動　　　　　　　　
（具体的に）

どう対処したか 行動はどうなったか

7:00
朝食時　食堂で皆が座って配膳
を待っているとき、隣のAさんが
大声を出す

Aさんに噛みつく 職員が間に入って2人を離
した

すぐに落ち着いた
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…とは言っても、起きてしまった時の対応
　　　　　　　　　　　　　　試行錯誤、失敗は起きてしまう！　メゲずに工夫し続ける！！
　・静かな対応：行動は止めるが、取り囲まざるを得ない場合も声かけはできるだけ少なく　
　・気持を代弁する言葉かけ：
　　　　　　　　　できれば一人の人による声かけ「○○が嫌だったね」「～したかったね」
　・刺激の少ない場所に移動：キーパーソンの対応、落ち着くもの
　・気持を変えるために：お茶や水をのむ　好きな物・音楽・本など
　・落ち着いてから：その人の発達に合わせた対応をする：　
　　　　　　　　＊気持が切り替わればすむ場合
　　　　　　　　＊次に備えて対応スキルを教えていく場合　
　　　　　　　　＊状況を説明して本人の意見を聞き今後の対応を一緒に考える場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　普段から事前に起きたらどうするかのシュミレーション
　　　　　　　　＊その人が落ち着ける静かな場所や物を決めて用意しておく
　　　　　　　　＊外出の場合：行く先別の対応を予想しておく（公園、買い物、食事、プール他）
　　　　　　　　＊外出中だったら電話で応援の人を頼むこともある
　　　　　　　　（発作、パニック、他害、飛び出しなど　行動にもよる）

支援者の精神衛生を保つ（悩みや疲労が積み重なる）
　恐怖や嫌悪感を味わう：噛みつかれる　叩かれる
　　　　　　　　　　　　唾をかけられる　絶え間ない汚物処理　など　　　　
　緊張感や圧迫感：長時間の叫び声　ののしり　否定されるなど
　　
　　大切なのは、誰かに聞いてもらうこと！
　　　　〇苦しさを口に出せる人や場が必要　〇職場仲間でチームが組めたらとても良い
　　　　〇自分の思いをありったけノートに書きだす　　〇ネット上での仲間（守秘義務は守る）
　　　　〇相談や医療
　　　　〇余暇や他の好きなことで発散：ストレス管理として役立つ。　

●対応は先手で
＊問題が起きたら止める　⇒　起きないようにする工夫（本人の発達に合った生活。予告・予防を優先）
　（注：不安の高い人には寸前の予告の方が良い）
＊環境調整：予めの刺激統制　静かな環境　
　活動と場所を一定に　キーパーソン　スケジュール提示　人と役割を一定に

万能の対応はない
一人ひとり違う対応

4-3　対応のまとめ

●安定と挑戦　メリハリのある生活
＊安定：余暇になるものを探す　　　＊挑戦：スキルを学ぶこと、頑張ることも大切

●傷つき体験や人への不信感の回復
＊キーパーソンを決める　　　　＊強制、止める⇒受け入れられ、褒められ、認められる日常
＊発達に合った分かる生活（活動・作業・学習など）
　視覚提示され、やることに区切りがあり、終わりが示されている。

●心の世界（発達）に沿ったコミュニケーション・生活・活動
＊言葉 + 物提示、身振り、促し、視覚提示など　　　＊表出の仕方を補助する
＊発達や興味に合った生活・課題・作業
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＜主訴＞
　強度行動障害の判定（物壊し、服噛み、陰嚢の皮むき、爪はがし　命の危険あり）。投薬を受け
ているが、薬での対応に不安がある。どうしたらいいか。父も仕事をやめ本人に専心するつもりが
ある。
※施設の対応：放っておけない自傷行為があり、つい投薬や制止する対応に傾いてしまっていた。

＜助言＞
＊投薬の見直し：薬はセカンドオピニオンも得て、本人に合った少ない薬で、すむように図った。
＊ やれることを増やし楽しみをつくる：絵カード命名、マトリックス、積み木やプレートの構成な

どの課題を紹介し、一つできるごとに誉め「止められる・注意される」という大人との関係を良
い方向に変えるようにした。

　 母が外泊時に家でやってみた。学校時代にやっていたせいもあるのか、のってきた。手ごたえを
感じた母は自閉症についての講演会でたくさん勉強した。SPELL（構造化・肯定的・共感・興奮
させない・連携）も学んだ。

＊ 線画での予告：視覚予告に効果があることが分かった。本人からも「描くの」と要求がでるよう
になり、たまたま起きた緊急入院も母が描く簡単な手順の絵で、次に起こることが分かり、無事
に過ごせた。

＊ 外泊のときのドライブ時、いつもトイレのガラスを見ると強迫的にガラスに手を突っ込みたくな
る恐怖を本人が感じているらしく、母に描かせた簡単な線画でトイレの次は指定のコンビニで好
きな物が買えるという見通しを確認でき、その絵を握りしめて、自己調整がなんとかできるよう
にもなった。落ち着いてきたため入所者と一緒の行事にも参加できるようになり、本人も生活を
楽しめるようになった。

＊相談から 3 年後には強度行動障害加算の対象から外れた。　
＊ 将来に向けて子どもとの距離をおく：親が老齢になり外泊をやめ、親が訪問し外出を楽しむ形に

した。（43 歳時）本人も納得している。いずれは家に帰れなくなる生活を想定しての両親の決断
だった。

男性  28 歳～ 43 歳までの 15 年間の母からの相談・報告（18 回）　父 1 回同席　４人家族
　　発達：太田 Stage Ⅲ -2（定型発達の 3 から 4 歳くらい） 2，3 語文の言葉を話す
　　自閉症対象の学校卒業後　入所後 10 年 　

＜この事例から学ぶこと＞
＊ 発達に合った課題を通して、成功体験ができ、行為を止められる経験中心の日常に変化がおきた

こと。本人の自信になった。
＊ 強迫的な不安が、視覚支援により先の見通しがわかるようになり、自分で我慢する時の力になっ

た。

５.  問題行動を止める⇒起こさないですむ視覚支援へ　＜事例＞
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６. 強度行動障害支援の今後

　　強度行動障害の人は 2，3 歳ころから対応が難しかった人が多いといわれます。
　　　⇒小さいときから本人に分かる生活、褒められ、認められる成功体験が必要です　　　　　
　　 難しさを抱えた子どもを理解し、早くから本人に合わせた環境を調整し、受け入れられ理解さ

れた中で学べるように援助していくことが大切です。

　●強度行動障害に万能の解決法はありません。一人ひとり違う対応が必要です。　
　　難しいことは覚悟しましょう。
　●独りで抱え込まずチームで取り組み、共通の対応をすることが大切です。　
　●行動障害を起こさないようにするには、普段の生活を
　　　　　『発達や ASD の特性に合わせた、成功体験のあるものにすること』です。

付記
　この章では機能の高い ASD の人の強度行動障害への対応のことを述べませんでした。
　まず、気持ちや意図、どうしたいのかなどご本人の話を否定せずに聴き、〝支援者が「自分の
ことをわかってくれる」″と感じ取れる信頼関係をもとに、世の中の仕組みやルールなどを伝え
ながら、対応を一緒に考える支援が大切になります。
　引きこもりの章や就労の章での『話を聴く時の対応法』を参考にしてください。

　ただし、　行動の改善が最終目的ではないのです。

　　　　　　　　　　　　　　　目標は豊かな地域での暮らしの実現です。

6-1　地域支援に向けて

6-2　強度行動障害の予防に向けて

6-3　強度行動障害のまとめ

①強度行動障害支援者研修が厚生労働省の平成 25年度新規施策として開始されました。
　強度行動障害という名称が生まれた、1988 年行動障害児（者）研究会以降様々な研究が集積
され、都道府県が行う障害福祉サービス従事者を対象とする研修として展開されています。その
中では重度・最重度の知的障害と自閉症を併せ持つ強度行動障害者（児）を中心に、支援方法の
周知を計り、地域における支援体制が構築されることを目指しています。
　⇒必ずしも現場で活かせないことも多い様です。管理者の問題意識も影響します。
　　施設全体で取り組む職員の熱意、先送りせずやれることから取り組むことが重要です。
②地域での強度行動障害対応のためには、組織的バックアップ体制が必要となります。
　・�24 時間体制の支援が必要に：時間外もボランティアとして対応せざるを得ない現状があり
ます。

　・�いよいよの時に入院させてくれる所や施設の保障が必要で、入院や入所に至らなくてもその
保証があることによる親や支援者たちの安心感がとても重要です。暴れている場合でも第 3
者が入ることで行動が収まることも多いです。
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　❶言葉がまだない段階の「心の世界」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　�『言葉で物をイメージすることが困難』『触って、動いて、体で知る』『感覚統合の不
十分さ』

　　
　　・ 体の一部を動かし、ピョンピョンしたり、特定の物をもっていたり、紐をもって振り続

けるなどの常同行動が、本人は安心で楽しい。
　　・ 眠い、痛い、トイレに行きたいなど内部感覚に気づきにくく、本人にもわからないパニッ

ク。
　　　周りにもパニックの原因が見えない
　　・分からないので不安が高い。急に何かをされたり、怒鳴り声は怖いと感じる
　　・言葉はわけのわからない音声が飛び交っている感じ
　　・嫌な音や感覚が不安
　　

参考：太田ステージの紹介 -1/4

10

太田ステージ６つの課題 LDT-R（言語解読テスト―改訂版）

LDT-R Stage 定型発達での目安
Ⅰ ～1歳半

1 名称による物の指示　
Ⅱ 1歳半～2歳半

2 用途による物の指示　
Ⅲ-1 2歳半くらい

3 ３つの丸の比較　　　
Ⅲ-2 3歳～4歳

4 空間関係　　　　　　
Ⅳ 4，5歳～7，8歳

　5数の保存の概念　Ⅳの前期・後期を決める
6 包含関係

Ⅴ以上 それ以上

＊実施が簡単であり、短時間でできる
＊6つの課題を学べば誰でも使える
＊認知レベルが7.8歳の人までであれば成人
にも用いられる

＊該当発達段階の世界に合わせた発達課題が
整理されている

＊認知発達に最も重要なシンボル表象機能
の発達を評価のポイントにしている

＊従って、遅れや偏りがあっても人間的な
発達を知ることができる。

＊その発達段階の心の世界を知ることができ、
行動の意味も考えることができる。

太田ステージの意義

太田ステージの有用性

言葉がまだない

１語文

２語文

３語文以上
簡単な会話

日常会話

会話が可能

太田ステージとは、医学博士太田昌孝 （1941 年 -2018 年）が考案された主に自閉症の子
どもの認知発達の段階を評価する指標です。 ステージ毎の発達課題に取り組む治療法で
す。 特徴としては、簡単な器具（LDT-R: 言語解読テスト）を使って評価が行えて、その
子に合った治療教育を行うことが挙げられます。　

太田 stage Ⅰ : 言葉がまだない段階　～1歳半の認知
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参考：太田ステージの紹介 -2/4
　❷言葉がまだない段階の「行動」
　『言葉がない→行為が言葉』　

　・ この段階では、問題の行動が「嫌だ」という気持ちや「分からない」と伝えられないため
の表現のことが多い。

　・多動、興奮　（急な飛び出し、突進、突き飛ばし、つかみかかり、噛みつきなど）
　　⇒行動を止め、静かな場所に移す。声かけは少なくする。
　　　内容に関係なく大きい声は、興奮を高める。
　・飲食行動の異常（異食・盗食、激しい偏食、多食・小食、多飲水など）
　　⇒無理に崩さず、妥協点を探り少しずつ変える。
　・特定の物への没頭・執着（持ち歩く、破衣、物の位置・配置へのこだわり等）
　　⇒遊びの要素もある。無理に止めず、おさまるのを待つつもりで。
　・感覚刺激的行動・自己刺激（大声・奇声、ぴょんぴょん、徘徊など）
　・自傷・他害行為・待てないために窓や物にあたる
　　
　❸言葉がまだない段階の「対応・支援」
　・指示は短い言葉で一定に　（実物提示、身振り、促しも添える）
　・こだわりは、生活上著しく問題になるかを検討する。　
　　⇒許せるものは見守る
　・要求を察して直ぐに対応すること　
　　⇒間があくと待てなくて自傷や他害になってしまう
　・成功体験が得られるようにする（手伝い、楽しみ＝自立してできる課題を用意する）
　　　例：パスル・型はめ・分類・紐通し　⇒できて褒められる体験が安定をもたらす。
　・生活リズムの確立を図る　⇒叱らず、譲らない対応　職員間の対応を一貫させる
　・食行動の異常　
　　⇒時間・場所、誰と食べるかを考慮、執着する食べ物を見えなくする、食べる量の提示の工夫
　・自傷・他害　⇒体調の不良、気温・湿度、生活リズムなど理由を探る。止めるとよけいに興奮
　　することが多い。危なくないように工夫。タイミングを見て他のことに誘う。
　
　❹言葉がまだない段階の「留意点」
　※ ステージⅠでは、一人で居る時間が長くなりがちで適切な支援が受けにくい。嫌だという

表現に行動問題をおこしそのやり方が固定してしまう。やることがないとこだわりが多く
なる

　※ 同じ活動の組み立て方や流れの繰り返しは、知らず知らずのうちに強固なこだわりになっ
ていることがある。様子をみながら多少の変化を加える　例：缶つぶし作業の時、その人
の作業場所を変えてみる、など

　※できるだけ多くの生活スキルを獲得できるように促す。
　※発達は重いが年齢を尊重した関わりが大切。　
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　❶１，２語文・会話段階の「心の世界」
　『比較して考えられないため、柔軟性がなく自分の経験が中心の世界』　　
　・ 物の名前は分かってきたが、見せることができないものの名前は分からない。「果物」は、

例は見せることができても果物は見せられない。大小も比べるものによって「大きい」も
のにも「小さい」ものにもなり、絶対的な大小は見せられない。ASD では比較など見え
ないものの名前の理解が遅れる

　・ 比べて考えることができないので、自分の経験が絶対になってしまう段階。強固なこだわ
りや自閉的な症状になってしまう。

　・言葉だけで説明されてもわからない　⇒言葉 + 身振り、促し、視覚支援が必要。
　・オーム返しが目立つ、問われたことがわからない時に多くでる　⇒易しくして言い直す
　・友の名も分かってきた。でもまだ自分の好きなことを友と共有することはできない。
　・ パターン的生活だと安定、そのため変更ができにくい　⇒変更を絵や簡単な文字で予告し、

了解を得るようにする
　・初めてのことや儀式・手順を守れないと恐怖を感じ、パニック、自傷になる
　
　❷１，２語文・会話にならない段階の「行動」
　・この時期は強固なこだわりが目立つ（ルーティンのちょっとした変更や手違いでも起こる）。
　　止められると自傷や他害・攻撃になりやすい。
　　⇒無理に崩そうとしない。妥協点を見出すようにして少しずつ変える。
　・ 人を見ながらわざと悪いことをするなど、気を引く行動が見られる　⇒イチイチ注意せず、

安全なら無視も役立つ。他のことでかわり「人とかかわりたい気持ちを満たす」
　・ 対人関係が「受動タイプ」の人がこの段階に見られるようになり、促しがないと次に移れ

ないなどの行動になる　⇒手順ややることをカードにして並べ、やり終わったらそれは裏
返し、次が目でわかるようにして促しがなくてもやれるようにする。

　・動作の途中で長い時間動きが止まる　⇒医療との連携
　
　❸ 1，2語文・会話にならない段階の「対応・支援」
　・指示は言葉だけでなく、視覚的手がかり、動作、身振り、促しなども用いる。
　・ 行動の記録をしっかりとって分析し、感覚過敏から起こっているのか、注目を得るためな

のか見極める。
　・ パニックやこだわりには、言い聞かせたり我慢を強いたりするのはこの段階では難しい。

こだわるものは予防的に排除しておくなど環境調節を図ることを第 1 にする
　・自立課題に：構成課題、マトリックス、塗り絵、上位概念の絵カード分類

　❹ 1，2語文・会話にならない段階の「留意点」
　※ 成人期では、言葉があり日常できることも多いので実際の認知発達よりもっとできると期

待されやすい時期。その場合本人は混乱し異常行動がふえる。2 歳半くらいの認知である
ことを頭に置き、易しく・優しく対応する。

　※一貫した対応が特に重要な時期。少しの手違いで混乱してしまう。

参考：太田ステージの紹介 -3/4

太田 stage Ⅱ・Ⅲ -1：１，２語文・会話にならない段階　１歳半～ 2歳半前後の認知
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　❶ 3語文以上・簡単な会話段階の「心の世界」       　　　　　　　
　『人に関わってくることが増えるが、型にはまったやりとりでしつこく一方的になる』
　・学んだ作業や家事、計算・漢字は分かる。手抜きをせず、キチンとやる
　・人とかかわりたいが、かかわり方がわからず、パターンの会話や同じ質問を大人と楽しみたい。
　　一方的だけど好きなことを人と共有したい。
　・ 周りへの関心はあるが、位置づけで理解するので、1 番が好き。2 番ならビリがいい。

100 点が好き　負けるとパニックになることが多い
　・言葉での思考は不十分で、複雑なことは分からない。理由を聞かれても説明できない。
　・時間やカレンダーもわかるようになり先の予定がわかるようになる。
　・良い・悪いがわかってくる。叱られている友をみるのは楽しい。
　
　❷ 3語文以上・簡単な会話段階の「行動」
　・ 独特の質問癖やパターンの会話（特定の人に特定の会話）。本人は楽しい。相手の状況に

関係なくしつこく関わる　⇒「5 回だけ」と数で制限したり、聞いても良い時間や場を設
定する「休み時間に」、「作業室ではダメ、休憩室で」など。

　・ 強迫的な行動＝自分でもやめたいようなのにやめられない　手洗いなど。特定の人に何か
させる人を巻き込むこだわり　⇒行動の記録を取り分析する　その行動のきっかけを探り
対応を検討する。支援者の支えで親が毅然と対応できる体制を作る。医療との連携。

　・ 特定の人を嫌っての暴言・他害、些細なことで憤慨する　⇒関係の修復を図るのは難しい。
住み分けを原則とする対応

　
　❸ 3語文以上・簡単な会話段階の「支援・対応」
　・ この段階では文字での予告が使えるようになる。但し、不安の高い人だと予定が近づくと

逆に不安が高まってしまうので、その場合は言葉の予告だけにしておくなど留意する。
　・ 破壊行為　手当たり次第だけでなく、予め道具を確保しておいての行為など　⇒記録をとり、

どういう状況・どんなきっかけかを分析。危険につながる器具は手近におかないようにする。
　　約束を決め（守れそうな約束から始める）、守れたらシールを貼ってあげるなどする。貯まっ
　　たらもらえるご褒美を決めて、本人の自己コントロールを目指していく。　
　・ 自立課題に：ジグソーパズル、縫い取り、刺し子、ドリルシート（漢字・計算・数字たど

りほか）できた物やシートを貼ってもらい周りの人たちに誉めてもらう。
　
　❹ 3語文以上・簡単な会話段階の「留意点」　
　※本人を尊重した丁寧な関わりで信頼関係を築くことが大切
　※ 自己選択の機会を増やす。選択肢を文字提示で示し選んでもらう機会を多くするかかわり

を増やしておく。
　※ この段階では相手の気持ちを思いやることはまだできないので、反省を強いることは意味

がない。やるべきことを具体的に示すことが大事。

参考：太田ステージの紹介 -4/4

太田 stage Ⅲ -2：3語文以上・簡単な会話段階　3歳～ 4歳くらいの認知
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