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記者のひとりごと：障害者のスポーツ体験 ／東京
毎日新聞 2015 年 08 月 03 日
２０２０年東京パラリンピックに向け、障害者スポーツの現場を訪ねる機会がある。そ
こでは障害者と家族の笑顔に出会える。
スポーツは障害者にとっても、健康維持の効用が大きい。服用する薬の副作用などで太
り気味になってしまう人もいる。スポーツは、障害者が肥満を避け、健康に生活するため
に大切なものなのだ。
パラリンピックの始まりも戦傷病者の健康作りだった。第二次世界大戦で脊髄（せきず
い）を損傷した戦傷病者向けにつくられた英国の専門病棟で、１９４８年に始まったアー
チェリー大会が起源とされる。当時の脊髄損傷者の生存率が２割と言われた。死因の大半
は尿毒症だったが、新陳代謝を促して発症を防ぐためにスポーツが推奨された。
障害者にとって生きるすべでもあったスポーツ。夏休みに入るとともに、都内でも各地
で障害者スポーツの体験イベントなどが本格的に始まる。これに家族で参加して障害者へ
の理解を深めることも、すてきな自由研究になるのではないか。
【飯山太郎】

障害年金 更新時も格差

停止・減額 都道府県間で最大１１倍
東京新聞 2015 年 8 月 3 日
国の障害基礎年金を受け取っている人のうち、更新時に「障害が軽くなった」などとし
て支給を打ち切られたり、減額されたりした人の割合に都道府県間で最大十一倍の開きが
あったことが二日までに、日本年金機構の二〇一三年度分データの集計で分かった。
支給停止・減額となったのは全国で七千七百八十七人。岡山では更新対象者の１２・１％
に上る一方、最低の島根では１・１％だった。障害が軽くなった人が特定の地域に偏って
いるとは考えにくく、審査する医師の主観による判定のばらつきで、受給を続けられたは
ずの人まで年金を受け取れなくなった可能性がある。
障害基礎年金をめぐっては、新規に支給を申請して不支給と判定される人の割合でも、
最大約六倍の地域差があることが分かっている。更新時にも大きな不公平が生じていると
いえそうだ。
厚生労働省は先月三十日、地域差が特に大きい精神・知的・発達障害を対象に、客観的
な指標を盛り込んだ新たなガイドラインをまとめた。年内にも年金機構内で通知を出し、
年明けに実施する考え。
障害年金では、身体障害などで状態が変動しない場合を除き、一～五年ごとに更新手続
きが必要。多くの人が受け取る障害基礎年金は、年金機構の都道府県事務センターが地元
の医師（認定医）に審査を委託している。
認定医たちが一人で審査しており、個人の裁量が入りやすいほか、認定医が交代して判
定が変わったということも考えられる。
岡山に続き停止・減額の割合が高かったのは、兵庫（１０・２％）、神奈川（９・６％）
など。低かったのは島根のほか、長野（１・５％）
、宮城（１・６％）など。全国平均は４・

９％だった。

はたらく：障害者雇用は理解から

毎日新聞 2015 年 08 月 03 日
接客中の三原毅さん（奥）
。将来は「各窓口をテレビ電話でつな
いだワンストップ型の聴覚障害者向け相談サービスを構築した
い」と夢が広がる＝名古屋市中区で

企業で働く障害者が増えている。厚生労働省による
と、２０１４年６月時点で民間企業に雇用される障害
者数は過去最高の４３万１２２５人だった。背景には
障害者雇用促進法が企業に義務づける障害者の雇用率
の引き上げ（１３年に２．０％）があるが、達成率は
半数に満たない。障害者の就労をめぐる状況はどうな
っているのか。
●「手話接客」訴える
「障害があっても働けることをどこまで理解してくれるのか。
『聞こえないから無理』と
判断されるんだろうと半分あきらめていました」
ＫＤＤＩの三原毅さん（５０）は、ａｕ ＮＡＧＯＹＡのオープニングスタッフに応募
した５年前をこう振り返る。三原さんは生まれつき耳がほとんど聞こえない。持ち運びが
できてメール機能のついたＰＨＳの登場で、聴覚障害者の生活の質が向上するのではない
かと期待し、１９９５年にＤＤＩ（当時）に入社した。
だが任された仕事は事務仕事。１０年の社内公募に手を挙げ、聴覚障害のある来店客の
ため、手話による接客の必要性を訴えた。採用が決まると横浜市の自宅に妻を残し、単身
で名古屋に乗り込んだ。
社内初の手話による接客は、顧客の開拓から始めた。聴覚障害者の団体と一緒に携帯電
話に触れてもらう体験イベントも行った。さらに社内の営業担当者と交渉し、中部支社内
の店舗に聴覚障害者が来店した際には、テレビ電話で三原さんが接客できるような仕組み
も整えてもらった。
三原さんの熱意が実り、社内も変わってきた。今は東京と大阪の直営店にも手話スタッ
フがいる。東京には月約２００人の手話サポートが必要な来店客がある。
「仕事は生活のた
めの手段だと思ってきた。でも今はお客さまの満足の笑顔に接するたび、やりがいを感じ
ています」
●企業側の意識と差
厚労省は従業員５人以上の事業所とそこで働く障害者を対象に、５年ごとに障害者雇用
実態調査をしている。１３年度の調査では、８割前後の事業所が、身体・知的・精神障害
者の雇用について「会社内に適当な仕事があるか」が課題だと回答した。
「給与、昇給昇格
等の処遇をどうするか」を課題とした事業所は１割に満たなかった。一方で身体・精神障
害者の離職理由をみると、
「賃金、労働条件に不満」と「職場の雰囲気・人間関係」がそれ
ぞれ３割に上った。雇用主側との行き違いが浮き彫りになったかたちだ。
障害者の就労状況に詳しい第一生命経済研究所の水野映子上席主任研究員は「仕事にや
りがい、待遇や評価を求めるのは障害者でも同じです」と指摘する。
例えば健常者の新入社員なら「どんな仕事がしたいか」と本人に尋ねるが、水野さんの
ところには企業から「どんな仕事ができるのか」と障害についての質問が寄せられる。水
野さんは「相手を障害だけで判断しようとせず、まず本人の希望を聞き、資質や能力、障
害の特性を把握したうえで、その人に合った仕事を任せるべきです」と話す。
●特別な仕事は不要
千葉県の障害者雇用促進事業を手がけるパソナハートフルでは、障害者と企業のマッチ
ングに１カ月以上かけ研修をする。目的は本人の可能性を見極め、能力の引き出しを再発

見すること。多くの場合、障害者が普通の仕事をしていることに驚かれるという。白岩忠
道取締役は「隣に働く障害者がいれば、特別に仕事を用意する必要などないと分かるはず。
理解の機会をどう作るかが課題だ」と話す。
三原さんの職場では、自主的に手話教室に通うスタッフが出てきた。手話ができないス
タッフも「いらっしゃいませ」
「ご案内します」など簡単な取り次ぎ文句の手話を学び、三
原さんにテストしてもらっている。
ショップのオープン当時から三原さんと一緒に働く斉藤恭也さん（４１）は「それまで
障害者は内向的だと勝手にイメージしていたが、三原さんを知って変わった。とても尊敬
しています」と話す。三原さんが横から照れくさそうに「ありがとう」と手話で返した。
【中
村かさね】

義足女性がモデル 和風衣装でポーズ 中能登、ファッションショー
中日新聞 2015 年 8 月 3 日
布をはぎ取って義足を見せるモデル＝中能登町のレクトピ
アパークで

義足の女性がモデルを務めるファッションショー
「切断ヴィーナスショー」が二日、中能登町のレク
トピアパークであった。
障害者に対するネガティブなイメージを取り払い、
同じ境遇の人たちに前向きなメッセージを届けよう
と、写真家の越智貴雄さんが企画。繊維の町を掲げ
る中能登町が共催した。
モデルになったのは、パラリンピック出場を目指
す陸上などのアスリートとイラストレーターの女性
五人。
「個性を魅せる」をコンセプトに同町産の繊維
で制作された和風の衣装をまとい、ステージに登場すると、一人一人が脚の部分の布をは
ぎ取って義足を堂々と披露した。
軽やかな足取りで色鮮やかな服を観客にアピールし、笑顔でポーズを決めると、大きな
拍手が湧き起こった。 （鈴村隆一）

障害者の詩で歌う「音楽祭」 佐賀市の野田さん作曲、入選

佐賀新聞 2015 年 8 月 2 日

わたぼうし音楽祭の作詞の部入選作「打ち上げろ」につける曲に
作品が選ばれた野田直美さん＝佐賀市大和町の自宅

■ピアノの音色で喜び表現
障害を持つ人が作った詩に曲をつけて歌う第４０回わ
たぼうし音楽祭（奈良たんぽぽの会主催）で、脳性まひ
のある東京の女性の詩に佐賀市大和町の野田直美さん
（５１）が曲をつけた作品が入選した。野田さんは「ま
さか選ばれるとは」と喜んでいる。
入選作は、東京都江戸川区の伊藤圭子さん（５２）が
作詞した「打ち上げろ」
。４６０点の応募があった「作詞の部」で入選した伊藤さんの詩に、
野田さんが曲を応募。集まった１０点の中からこの詩に付ける曲に選ばれ、さらに「作詞・
作曲の部」を含めた全体の入選（８点）に入った。
伊藤さんの詩は、障害を持つ人がバレーボールをすることの喜びを描いた。野田さんは
明るく元気なピアノの音色でその喜びを表現した。野田さんは「詩を読むと自然とメロデ
ィーが浮かんできた」と話す。
５歳からピアノを始め、３０歳でピアノ指導員の資格を取得して夢だったピアノ教室を

開いた野田さん。生徒にバースデーソングを贈ったのをきっかけに作曲を始め、趣味で続
けてきた。同音楽祭には１０年間応募し続けたが、選ばれたのは今回が初めて。野田さん
は「これで最後と思い応募した」と喜ぶ。
野田さんと伊藤さんは２日、奈良県で開かれる音楽祭で一緒に曲を披露する。入選作の
中で特に優れた２作品にはわたぼうし大賞と文部科学大臣賞が贈られる。

障がい者の沖縄戦体験を新県史に 教育庁が聞き取り
琉球新報 2015 年 8 月 3 日
新沖縄県史編集委員会が、２０１７年に発刊を予定する沖縄戦についてまとめた新県史
に、戦中の障がい者の置かれた状況についての記述が盛り込まれる予定であることが分か
った。編集事務局の県教育庁文化財課史料編集班によると、市町村史でも障がい者の様子
について記されている物はごくわずかといい、現在は体験者からの聞き取りが進められて
いるという。同班は「沖縄戦を歴史として残す上で、社会的に弱者とされている人たちの
ことを記すことは不可欠」としている。
同班によると、沖縄戦を県史として発刊するのは１９７４年以来で、２０１１年から編
集作業がスタートした。内容検討の中で、住民から見た沖縄戦の実相を盛り込むことが決
まり、その中で戦中の障がい者についても記述する方針が決まった。
戦中の障がい者をめぐっては、周辺から差別を受けていたことや、戦火から逃げる際に
困難を極めたことが指摘されている。一方、当時の状況を語る人は限られており、記録と
してはあまり残されてこなかった。新県史の編集では体験談の他に、日本軍が障がい者に
対してどのような見方をしていたのかについて、聞き取りも含めた調査をしていくという。
また新県史では、戦争トラウマや心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）についても盛り
込む方針で、沖縄戦の爪痕を記録として残していく。
新県史の沖縄戦編専門委員会で部会長を務める吉浜忍沖縄国際大教授は「障がい者など
当時の弱者については、これまであまり語られてこなかったが、沖縄戦の歴史を記録し、
伝える上で重要」と指摘する。新県史では「沖縄戦が『現在進行形』であることを残して
いきたい」と述べた。
（中里顕）

虐待などで一時保護の子、学校を出席扱いに 文科省通知 高浜行人、編集委員・大久保
真紀
朝日新聞 2015 年 8 月 2 日
文部科学省は、虐待などで一時保護されて学校に行けない子を「出席扱い」にするよう
促す通知を出した。国公私立の小中高校や特別支援学校などが対象。これまでは学校に任
せており、欠席とされるケースも少なくなかった。進級や進学に影響しかねないとみて、
初めて見解を示した。
虐待などで緊急の保護の必要がある場合、児童相談所は全国１３４カ所（２０１４年時
点）の「一時保護所」に子どもを入所させる。一時保護は１３年度で２万１４７３件。ド
リルなどで学習支援をしている。
だが、現状では多くの学校がこの期間を欠席扱いにしている。日本子ども家庭総合研究
所（今春に廃止）の１３年の調査では、全国１１２カ所の一時保護所のうち、高校生では
３６・６％、小中学生でも７％程度が、学校から欠席扱いにされていると答えた。留年や
退学を恐れ、虐待の危険のある自宅に戻る子もいる。
文科省は７月３１日付の通知で、一時保護所が学校と連携し、かつ学習環境が整ってい
る場合に出席扱いにできるとした。配偶者から暴力を受けた親と一緒に保護された場合も、
同様とした。出席にする判断の目安として、例えば午前は学習指導、午後はスポーツなど
のプログラムがあること、必要な教具があることなどを挙げた。

社説：いじめ対策 形ばかりを改めよう
毎日新聞 2015 年 08 月 03 日
形ばかりの対策制度では、いじめに苦しむ子供を受け止められない。
岩手県矢巾町（やはばちょう）の中学校でいじめを受けていた２年生・村松亮さんが鉄
道自殺した問題で、学校は調査報告書をまとめた。
「いじめはない」とされてきた同校だが、全校アンケートなどで複数の生徒によるいじ
めを認めた。一部は担任教諭らが対応もしたが「トラブル、ちょっかい、からかい、けん
か」といった理解で、
「いじめ」という問題意識がなかった。
亮さんの「生活記録ノート」の記述には、いじめを苦に死を示唆する言葉もあった。担
任は亮さんによく語りかけて配慮していたが「悩みが吐露される都度、心情を前向きなも
のに転換し、解決が図られたと認識していた」と報告書はいう。
情報がそこにとどまらず、校内の教職員らの間で共有されていれば、それとは異なる見
方や助言、対処もあったかもしれない。
学校や教育委員会がいじめへの対応を誤った一連の問題を背景に、２０１３年に「いじ
め防止対策推進法」が施行された。
学校や自治体にいじめの早期発見と組織的な対応を促し、各学校には、いじめ防止基本
方針の策定、教職員のほか心理、福祉の専門家らも含めた対策組織の設置を求めた。
今回の学校の場合、基本方針もいじめ対策委員会もあったが、機能していない。法制定
に至った悲痛な教訓はここにまったく生かされなかったといわざるを得ない。
報告書は、いじめをとらえきれず、重大な事態に発展する危機意識が教職員に欠けてい
たとした。
また、自分の経験や感覚だけに頼らず、複数の目で見て情報交換することが必要だとし
た。
過去のケースでも繰り返し指摘されてきた「問題抱え込み」の弊害である。その背景に
互いに口出ししにくい学校教育の風土はないか。
また、報告書は触れていないが、国際比較でも顕著な日本の教職員の多忙さがネックの
一つではないか。
文部科学省の業務実態調査では、国や教育委員会からの煩雑な調査の回答、苦情対応な
どが大きな負担になっている。これでは子供と向き合う時間がそがれよう。
法や制度だけでいじめが解消するわけではない。
報告書は、学校の基本方針を策定しても、その背景や意義、内容が教職員間で理解・共
有されなかった、と認めている。
今後、町教委の第三者委員会が検証を深める。こうした悲劇を繰り返さないための内実
ある連携策や制度活用はどうあるべきか。論議を着実に前に進めたい。

社説：病床の削減／受け皿整備と併せた計画を
河北新報 2015 年 8 月 3 日
人口に対する病院のベッド（病床）数の割合は、地域でばらつきがある。病床が過剰だ
と不必要な入院や長期療養の増加につながり、医療費がかさむ要因になっている。
医療費の適正化を議論している政府の専門調査会が、２０２５年時点の全国の病床数に
ついて、１割以上の削減を求める報告書を公表した。
２５年は団塊の世代全員が７５歳以上の後期高齢者になる年で、医療や介護需要が今以
上に高まると予想される。医療費の担い手である現役世代の減少に歯止めはかかっておら
ず、このままでは社会保障財政が行き詰まるのは確実。早めの準備が必要だ。
全国には１３年現在、約１３５万床ある。報告書はこれを１５万床減らし、１１９万程
度にするとした。４１道府県で病床が過剰になるとし、そのうち２７県に２割以上の削減
を求めた。東北では宮城こそ１割台の削減だが、他の５県は２割超。山形以外はほぼ３割
減という高い目標が示された。
日本の病院の４割は、看護体制が最も手厚い救急医療対応の病床だ。看護師を多く配置

する必要があり、その分、人件費は掛かるが、高い診療報酬が魅力となり、政府の予想を
上回るペースで一気に増えた。病状が回復し手厚い看護が不要になった患者でも、そのま
ま留め置くことで収入増に結び付けられる。
報告書の削減目標を機能別でみると、救命救急や集中治療、緊急性を要する処置を施す
「高度急性期」
「一般急性期」の両病床を３割、長期治療が必要な「慢性期」病床を２割そ
れぞれ削減する一方、リハビリや在宅復帰に向けた「回復期」病床は３倍に増やす。
超高齢社会では、病気を完全に治す医療に加え、日常生活に困らないよう、かかりつけ
医が支援する「地域完結型」医療が求められている。報告書には、患者ニーズに応じた医
療提供体制へと転換を図る狙いもあり、方向性としては理解できよう。
ただ、地域ごとの病床数は、都道府県が高齢化率や地理的条件、公共交通網など地域事
情を考慮し作成する。各都道府県は現在、昨年成立した地域医療・介護総合確保推進法に
基づいて２５年の病床数を含めた地域医療構想の策定を進めている。国の目標値に縛られ
都道府県の主体性が失われてはならない。
報告書に沿えば、症状が軽い患者３０万人は入院する代わりに自宅や介護施設で暮らす
ことになる。家庭の介護力が弱いために退院できない「社会的入院」が減らない現実もあ
り、介護施設の整備や在宅医療の充実など、十分な受け皿がなければ、患者だけでなく家
族にも大きなしわ寄せがいくことになる。
そもそも国内の病院は８割が民間経営であり、都道府県が削減を強制することはできな
い。国は診療報酬や補助金を利用し、病院に対し病床削減や介護施設への転換を促す方針
だが、退院後の安心度は地域によって異なり、関係者の合意形成が何より大事だ。
医療体制の見直しが、住民の暮らしを無視した「医療費削減ありき」の改革にならない
よう求めたい。
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【寄稿】社会性やコミュニケーション障害の解明
自閉スペクトラム症の視覚研究から
熊谷 晋一郎（東京大学先端科学技術研究センター准教授）
急増する自閉スペクトラム症
自閉スペクトラム症（Autism Spectrum Disorders；以下，ASD）とは，
「社会的コミュニ
ケーションと社会的相互作用における持続的な欠損」と「行動，興味，活動の限局的かつ
反復的なパターン」という二つの特徴で定義される神経発達障害である 1）。近年，ASD と診
断される人の数は急上昇しており，例えば米国では ASD 有病率が 20 年弱で 20 倍以上増加
している 2）。ASD の急増を説明するものとして，①かつて知的障害とされていた子どもが ASD
と診断されるようになった（25％）
，②親や小児科医などが ASD を認知するようになった
（15％）
，③特定地域への ASD 人口の集積（4％）など，社会科学的な要因が報告されてい
る。また，同一の基準で診断すれば，ここ 20 年で有意な ASD の増加は認められないという
報告もある 3-5）。
以上を踏まえると，ASD と呼ばれる特徴を持つ人々の数はそれほど大きく増加はしていな
いが，診断される人々は急増しているということになる。ここから，かつてはそれほど問
題視されてこなかった彼らが，ここ最近急に問題にされ始めるようになったという社会文
化的変動の影響が推定される。
ASD はなぜ生じるのか
ASD のメカニズムを説明しようと，これまでにさまざまな認知科学的モデルが提案されて
きた。それらは大きく，
「領域特異的なモデル（domain specific）」と「領域一般的なモデ
ル（domain general）
」とに二分される。前者は，脳の中に社会性やコミュニケーションの
機能を担う特殊な神経回路が存在すると仮定し，その特異的な領域に先天的な障害が生じ
ているとするモデル。後者は，社会的な情報処理以外の一般的な領域にもまたがる障害が

あり，その障害の一部として社会的な情報処理の問題が起きているとするモデル（註）で
ある。
どちらのモデルが正しいのかについて，これまで数多くの経験的な研究が蓄積されてき
たが，本稿ではその詳細に立ち入ることはしない。その代わりに，経験的研究以前の問題
として，領域特異的なモデルが前提としている構成概念が，ASD 研究や支援のパラダイムに
対してどのようなバイアスを与え得るのかという問題を考えたい。
「正常」のとらえ方にあるギャップ
先述のとおり，領域特異的なモデルは，社会的な情報処理に特化した神経回路の存在を
想定する。しかし，少し考えてみればわかるように，社会性やコミュニケーションにおけ
る正常性の定義は，時代や場所によって異なる。
実際，2012 年に歴史社会学者のヴェルホフが，ASD の概念は，子どもとその行動に関し
て暗黙の内に持っているその時代ごとの「規範性を帯びた期待」とともに変遷してきたと
いうことを明らかにした 6）。さらに，ASD 者のコミュニティー7）や，ASD 児の日常生活 8）を
調査した人類学的な研究により，ASD 者は社会性やコミュニケーションに障害があるのでは
なく，多数派の人々が共有しているデザインとは異なる社会性やコミュニケーションを持
つ可能性が示唆されている。
社会性やコミュニケーションの成否は，時代や場所とともに変化し得る「社会」のあり
ようとの相関物である。しかし領域特異的なモデルは，コミュニケーションや社会性の障
害を，社会文化的な文脈を超えて永続する「個体」側の特徴としてとらえている。そのよ
うな考え方は，
「社会」側の排除傾向を，個人の性質によって正当化する可能性を孕んでい
る。
個人の中の「障害」
，社会との間で生じる「障害」
障害学における社会モデルでは，障害を「インペアメント（impairment）
：個体側の特徴」
と，
「ディスアビリティ（disability）：多数派の個体的特徴に合わせてデザインされた，
制度・道具・規範などの人為的環境とインペアメントとの間に生じる齟齬」に区別する。
その上で，個体側が過剰なコストを払ってインペアメントを除去するのではなく，ディス
アビリティが生じないように，社会の側がさまざまなインペアメントを包摂し得るデザイ
ンを実装すべきだと主張する。
上記の区別に基づくと，冒頭で述べた ASD の定義は，インペアメントレベルではなく，
ディスアビリティレベルの記述概念であると考えられる。にもかかわらず，それがインペ
アメント（個体側の特徴）を記述する診断基準として採用されているのだ。
個人の中では何が起きているのか
以上のような問題意識から，私たちの研究グループでは，①社会性やコミュニケーショ
ン以前に存在する，感覚や知覚，思考や記憶，行動制御といった領域一般的なレベルで ASD
のインペアメントをとらえた上で，②どのような人為的環境の下でコミュニケーションや
社会性の障害というディスアビリティが生じ，どのような環境ではそれが軽減するのか，
という 2 段階で考える社会モデル的な研究パラダイムを設定した。
特に，感覚や知覚，思考や記憶といったレベルは，当事者の自己報告から重要な仮説が
数多く得られる。したがって，障害を持った本人が研究者として参加することが必要不可
欠と考え，医学・心理学・脳科学といった人間科学と，ロボット学・情報学といった構成
論，当事者研究，という 3 分野の協働体制で研究を進めている。以下では，その研究の一
端として，ASD の視覚体験シミュレーター開発を紹介する。
視覚刺激－視覚体験の非定型性を体験できるシミュレーターの開発
長井志江特任准教授（阪大）のグループとの共同の下，私たちはまず，ASD 者の視覚的経
験を知るために，見え方に関して当事者研究を行った。そこでの報告から，ある程度の普
遍性が認められた特徴を選び，ヘッドマウントディスプレイを使った ASD 視覚体験シミュ
レーターを開発した。しかし，どのような視聴覚刺激が網膜に入力したときに，どのよう
な視覚経験が生じるか，という対応関係が明らかにならなければ，実世界に埋め込まれた

シミュレーターにはならない。そこで，複数の ASD 者に協力してもらい，新たに開発した
ソフトウェアを用いて視覚経験を再現してもらうという実験を行った。その結果，平均的
な ASD 者の＜視聴覚刺激－視覚経験＞対応関係を反映したシミュレーターができた 9，10）。
このシステムには，課題も残る。
「視覚特徴の選び方や再現の仕方は妥当か」「個人差の
問題をどう扱うか」
「調子がいいときの見え方が定型発達者の見え方に近似できるか」「内
観によって調子の悪いときの見え方を想起できるか」などだ。今後は，
「定型発達者がこの
シミュレーターを装着したときに，ASD 者と類似した行動の一部が発現するか」といった実
験によって，視覚経験の再現について，その妥当性の検証が必要である。
＊
われわれは，社会性やコミュニケーション障害というラベルを貼ることで，特定の人々
に社会への過剰適応を強いているのではないか。少数派を包摂する社会のデザインを考え
る――すなわち，社会モデルに基づく ASD 者への支援を考えるなら，経験的研究を積み上
げる以前に，ASD 概念自体を慎重に吟味する必要がある。
註：
「領域特異的なモデル」には，心の理論障害仮説，感情情報処理障害仮説，社会的動機
付け不全仮説など，
「領域一般的なモデル」には，実行機能障害仮説，複雑推論障害仮説，
中枢性統合の弱さ仮説などがある。興味のある方はぜひ成書をご覧いただきたい。
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