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自閉症の子どもたちの発達支援と治療的軽乗・乗馬

マリエッタロシュノレツ

百万年ほど前，われわれ人類の能力は複雑な非言

語的信号を送ったり解読するまでに発達し，それは，

に他の生き物と関わりをもったりコミュニケー

ションを取ることをも可能にした。人類と霊長類は，

コミュニケーション手段として，主lこ3つの共通し

た感覚器官ルート「感触・視覚・音声j を用いる。

われわれは，経iな身体的な接触や手で触れるという

仔為によって，相手に安心感や支持を与える。それ

は子どもに対してだけでなく，猫・犬・馬・ウサギ・

チンパンジーなどに対しでも同様のことが言える O

Roger Fouts は，彼の興味深い著書 ~Next ofKin~ の

なかで，これまでに認められていた道具の使用と関

係に「アメリカ手話言語 (Americansign language ; 

ASU Jを学び，それを使ってより譲雑な言語やコ

ミュニケーションの形態を発達させることのでき

たチンパンジーとコミュニケーションを囲った

経験談を諮っている。

後述する一つの研究プロジェクトのなかで自問

的な障害のある子どもたちの非言語的な行為の可能

性が，馬の援助によってどれほど有援に拡大するかJ

とし、う調査が行われた。

この関わりを理解するためには，まず白期的な障害

を持つ子どもたちに特有な発達の背景を理解する

とともに，潟とのかかわりのなか，また馬上で起こる

心現一運動 (psycho刊 otorisch)的に効果的な事柄に

目する必要がある。

1 .自閉症の子どもたちの特徴

複数の姿鴎によって起こる脳器官性障害は，多次

元的・遺伝的な素悶に基づき，すでに初期(出生当時)

から顕著な広汎性発遠路容を発症させる。このこと

は，コミュニケーション・社会棺1i.の分野において

子供の発達を著しく阻害するとともに，反復的・強

迫観念的な振る舞いを示す傾向にあり，さらに，そ

れによって行動や興味のレパートリーを制限する。

この早期発症は脳の発達を妨げ，必然的に子ども

本マイヤーホーフ主義馬後法センター・

ドイツ治療約三長潟協会.ilElJr(Marietta Schulz) 

の成長過程を変えることになる。陣容の程震や脳陣容

の範聞は個人差があり，主たる症状の*高も大きく開き

がある。それぞれの発達レベルによって，どれだけ

障害をカバーして生活していけるかも異なってくる。

それでも，自開症それ自体が治癒することはない。

自閉症は他の障害，例えば知的障害 80%，てんか

ん 30%，聴覚障害 20%，視覚F章容 20%，およびトゥ

レット症候群など，脳に何らかの婆因がある障害と

していることがよく認、められる。

自館主Eのタイプ(カナーにより発見された阜期

小児自閉症とアスペルガー症候群)は，基本的に

と知能に遅れがあるかどうかという点

で区別される。アスペルガー症候群のそ子どもたちの

場合，早期に複雑な言語の使用がみられ，通常平均

的な知能を示すのが特徴である。なお，これらの

子どもたちの多くのケースに著しい運動機能の

不器用さが報告されてし、る。さらに，双方の自閉症

タイプにおいて運動・行動プランニングに関する

問題がみられる。

自隈症の子どもたちの発透過程は通常の発

過程と質的に異なっており，特徴をまとめてここに

知自

環境からの束IJ激は，脳のなかで龍和の取れた方向

性を示す総合的な情報へ変換される必要がある。

自閉症の子どもたちは，周間環境からの刺激を通常

とは違った形で知覚する O 彼らは，全体像よりも

むしろ細部をより把握し，彼らの刺激と反応の由果

関係は健康な子どもと異なっており，ある特定の

刺激(通常視覚的な)に反芯しやすい一方で，その

{也の刺激を無視しているかのように見えることも

ある。

異なる様式のさまざまな耕激によって，彼らは

すぐに限界を感じてしまう。このようにして，彼ら

のなかに偏った周閉のイメージが発生し，二子ども

たちはあたかも自分だけの世界で生きているかの

ように振舞う。
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コミュニケーション

最近の研究で，自閉疲の子どもたちは f人の顔を

ただ、の表面のように捉え，多くの場合，人々をど背景

や前後関係とは無関係に見分ける j ということが

わかった。そして，コミュニケーションの際に，

アイコンタクト，顔の表情，体勢や身援りなどを

ほとんど用いないことも明らかになった。彼らは，

ほとんどの場合，置かれた状況から，そしてまれに

して情報を取り入れている。典型的なのが，

文字通りの理解である。従って，言語が具体的になれ

ばなるほど，彼らはそれが意味する状況をより理解

できる。

相互作用

自明症の子どもたちは，自分から他者と活発に

関係を持つことがなく，社会的・感情的な信号に

ついて必要な理解力に欠ける。彼らは，相手の反応

を期待しない。討をかの真似をしたりもしない。集団

での状況からはずれ，自ら役j!fIJを買って出ることも

なく妻他者と興味を共有することはごくまれである。

さらに，社会的な接触において，彼らは相手の

“データ"を十分に収集し理解するという点でI!I難

を抱えている。それゆえに，相手の心理状態を推測

することができなし、(欠乏した共感)。また彼らはp

自分の婆望を把握し相手に伝えることも苦手である。

自己コントロール

自閉症の子どもたちは，長ー時間集中してやり続け

ることができる，こだわり，反護行動，強迫線念、的

行動を展開させる。彼らからは，顕著な自己を耕激

するような行動様式を観察することができる。彼ら

にとって，習慣や儀式は常に開じように進行しなけ

ればならず，ある状況から次の状況への移行及び

中断などは間難である。外部主導やお常フつログラム

内でのやむをえない変更などの多くは，彼らに不安

を与える。このことから，彼らの行動は奇妙で融通

の利かないように映る。際立った特殊な興味(恐竜

や芝刈jり機など)は，同年齢のよ子どもたちの多くが

持つ関心領域の境界線をはるかに趨えている。

2.篤とのそして罵上での対話

一人は馬上で“コミュニケーションを取らないこ

と"はできない一

直接乗り手に影響を及ぼす運動刺激，潟のリズミ

カルな動きに乗り手がついていくという，この刺激

に対する反応を通して，馬の上ではく動きの対話

(Bewegungsdialog) >が成立する。この時，動きの

講和を夜接体験することで，関係の樹立にいたる。

Judith Kestenberg (1979)は，母親と乳克の非言語的

な対話の観察から，この経験を鵠和・共振という

意味の“Attunement" と名づけた。

乗り手と烏は交互に繰り広げられる反応のなか

で，それぞれの動きに合わせることができる。人潟

一体とはまさにこのことを指している。この一体感

は見ている者へも直接伝わる。 Schonberger(1997)は，

このことを重度障害者支援の関連から， “感覚運動

の協鵠 (SensomotorischeKooperation) "と名づけた。

この経験レベルは，多くの場合，

とって唯一対話や混解を得る非常に涼始的な次元

と言える。 “共iこ動きそを経験し行うこと'¥このこと

を通じて，支援される，理解されるという感↑青を直接

子どもたちは自信に対する感覚を持ち，これを

強化させることができるようになる (Loman1994)。

この身体経験は彼ら自身に保存され，知覚的記憶

痕跡として，即座にそして容易に思い出すことが可能

である。例えば，リズミカノレに揺れるような繰り返

し運動を見せる子どもたちは，馬が動き出すや否や

その揺れを止めると，実際の現場で観察されている。

彼らは，短いオリエンテーション的な反応のあと，

らうことなく，すぐに非言語的な馬の動きのリズ

ムについていく。この反応は，健康な子どもたちに

も自問的障害を持つ子どもたちにも見られる。この

ことは，運動と馬上での対話のなかには重大な法則

が夜、められていることを意味している。接触やコン

タクト，視覚や聴覚といった原始的な感覚様式を

使ったコミュニケーションによる相互経験をすぐ

さま子どもたちは習得する。例えば，潟が止まった

時など，子どもたちは動きの流れや馬との対話の維

持を図ろうとする。つまり，常歩を持続させようと，

体を使って前に推進するような動きを見せる。自閉

症の子どもたちは，こうした体験から非言語な要求

を訴えることについて学ぶ。馬の頻繁な常歩から停

止の繰り返しにより，馬上の子どもは長時間，

語的な対話のなかにとどまることができる。

動きの対話のなかでは，不快感も疫に感じ取る。

このことはしたいこと，したくないこと Jの

違いを区別するのに役立つ。早い段轄で馬を速歩さ

せると，子どもはそれを了解しているか，それとも
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まだなのかをはっきり示す。指導者の側は，このよ

うにして関係作りの次のステップへと進むかどう

かを試すことができる。いずれにしても，馬とその

動きを媒体として，子どもとの一つの対話がここに

成立する(三項関係) 0 この馬と子どもの対話は，

乳児期の母子対話と桜ていることから，教育者に

理解され取り入れられてし、るほluwer)。これらの

ことから，自閉症の子どもたちとのかかわりにおいて，

特に馬を使った早期発達支援は，非言語的なコミュ

ニケーションコードを新たに伝える，または習得する

といったことについて多くの可能性を持っている。

さらに，人間と馬の間では，関係を生み出す作用

の機会として動きの同定の瞬間があげられる。

ーとに述べたことは，非言語的コミュニケ}ション

のさらなる現象を表している。まだ言葉を話さない

幼児がお互いコンタクトを取ろうとする時，とっさに

相手の動きや行為を真似したりすることで，非言語的

コミュニ ケ ー シ ョ ン を 行 う 。 表 現ダンス

(Ausdruckstanz) において，弱Uiきの同定とは，相手

の感情に移入し，意図的に他の弱Jきを模倣すること

である。ここには，新しい動きを学ぶ，あるいは他の

者の動き，特に感情表現を理解するという目的がある。

人と馬との簡でも，このl係部が自発的に生まれる

ということを，画像や映像として記録することがで

きる。また，手|三言語的なコンタクトを取ることは，

馬上だけでなく池上でも可能である。この事実を利

用してp 自閉症の子どもたちとのかかわりのなかで，

模倣的な行動を意図的に起こすように仕向けること

ができる。乗馬を始めてしばらくしたころp 子どもた

ちに初めての自発的な模倣がしばしば観察される。

3.研究ブ口ジェクト

「タ ブファー (Tapfed J 

自閉症の子どもたちが，馬との非言語的な対話の

なかでの関係形成を獲得することは，仰i値のある経

験である。自閉症の子どもたちのための乗馬療法の

効果については，事実上ほとんど研究がなされてい

ないことから，当面の研究悶 I~I甘は，統制された1î7f究

のなかで，その効果を実証することだ、つ

[仮説]発達支援として補足的に治療教育的軽乗・

乗馬 (HeilpadagogischesVoltigier，巴nund Reiten :以下，

HPVlHPR) に参加している自閉症の子どもたちは，

加の支援のみを受けている子どもたちと比較して，

大きな割合で発達の遅れを取り渓すだろう。

HPV/HPRは，矢口覚・運動機能・コンタクト形成・

コミュニケーション及び陪題行動の軽減に関し，

改善に影響するだろう。

{結果]乗馬実施グ、ノレープの 10名の子どもたちと

統制群 10名に関するデータ評価が行われた。

PEP次による評価を行い，処遇期間内 HPV/HPR

と発達支援の組み合わせは，発達支援のみと比較して，

すべての発達・行動領域においてよりよい結果が

見られた。乗潟グループにおいて，治療により大幅な

数値の変化・変動，治療の大きな影響力が認められた。

グループ陪の違いは，発達指標，言語発達，ならび

に微細i・l'立大運動の発達領域で，統計的に示された。

CBCLによると，問題行動に関する変化は両グ、ルーフ。

共にわずかで、あっ

[結論}自閉症の子どもたちにおいて，補完的な療法

としての HPVlHPRは，知覚，運動機能，自閉症に

とって核となる領域，コンタクトの形成とコミュニ

ケーション，とりわけ言語ならびに問題行動軽減に

おいて改善をもたらす。しかし，少数の被験者での

統計処理による結果であり，すべての領域をカバー

したとはいえない。

(訳・佐久川未来ドイツ在住)

(解説) <tapfer>は 2001年 5尽から 2006年， 4万

までの 5年間わたって行われた研究フOロジェクト

fTherapeutische Arbeit mit dem Pferd (馬を用いた

治按的な取り組み) Jの略称である。この研究は，

f家族における発達支援jプロジェクトに参加する

白期症の 3~9 歳の子ども 30 人を 15 人ずつのグルー

プに分け，一方のグループに治療教育的軽乗・乗馬

(HPV/HPR) のプログラムを 9~12 ヶ月間j実施し，

し、くつかの観点から 2つのグループについて発途上

の差異を検討したものである。この研究はドイ

ツ 治 療 的 乗 馬 協 会 (Deutsches Kuratoium fur 

Therapuetisches Reiten e.V.) Jおよび「ドイツ子ども

支援機構(DeutscheKinderhilfe Direkt，現 Deutsche

Kinderhilfe) Jの助成によって，筆者が馬事施設

(Rei託herapeutischesZentrum Meierhof)責信者を務め

る「よい手財団 (StiぬmgDie Gute Hand) Jによって

実f浴された。研究成果の詳細は財閥の日?を通じて

入手できる。 URLは， http://www.d泥沼ute-hand.del

15111.htmlo 本解説もこの HPを参考にした。



156 商品三の研究 tf16 5巻 2iH 号 (20 1 1年)

次に，本文中に出てくる幾つかの用語等について

説明する。

0運動機能 (Motorik) 運動機能は「感覚一運動

(Sensomotorik) 感覚との鴎連でとらえられる運

動J I心理一運動 (Psychomotorik) 心理との関係

でとらえられる運動JI社会一運動 (Soziomotorik)

対人関係等社会性との関連でとらえられる運動Jの

3つの位相で理解できる。この理解はドイツ語闘で

は一殻的で，治療的乗馬の目標設定や活動プログラ

ムの理解や説明日寺によく用いられる O

OPEP-R (Psychoeducational Profile同 Revised:改訂版

心理教育診断検査)宙開症の子どもたちの状態像

評価に用いられる発達検査。米国で標準化された。

多様な用兵で構成され，検査者は子どもがそれを

使って遊ぶ様子を観察することを通じて評価を

行う。近年，日本でも多く用いられている。

o CBCL (Child Behavior Ch巴cklist:子どもの行動

チェックリスト)子どもの行動や情緒の状態について，

親や教員など身近なおとなが質問紙に答えること

を通じて評価するもので，発達診断の他，子どもの問

題行動の状態変化をみる指標として使われる。

{ドイツ治療自主乗馬協会 (DeutschesKuratorium fur 

Therapeutisches Reiten e.V. ; DKThR) ) 

今年で設立 40年を迎える。イギリスの

乗馬協会 (Ridingfor the Disab!ed Association ; RDA) J 

とともにう戦後，国際的にこの領域を構築し発展を

してきた。ドイツ馬術連盟との強い連携下，理

学療法・作業療法を中核とした医療，心理臨床，障

害のある子どもの教育，障害者スポーツの 4分野に

付加された高い馬事の知識技術を基盤とする独自

の実践者養成課程を開発実施している。2010年疫現

在，ドイツ全土に 1，066人の実賎指導者がこの協会

に登録されている。 URLは， http://www此 thr.del.。

筆者 M.Schulzは，障害のある子どもの教育が専門

で，特に自閉症の子どもに対する早期からの発達支援

に関する実践を行っている。 DKThRの王子二事を長年

務め，国外で行われる指導者養成プログラムの講師な

務めるなど|君臨的にも活躍している。(滝坂信一)
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