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本研究の目的は, 他者との「触れる関わり」が，障がいのない定型発達児童生徒と障がい者（特
に自閉症者に焦点を当てる）のコミュニケーションにどのような変化をもたらすのかを明らかにす
ることである．なお，本研究における「触れる関わり」は，ハイタッチと定義する．主な研究対象
者は，自閉症者Aさん（25歳）と障がいのない定型発達児童生徒３名（小学６年生）
，
以上の４名であっ
た．本研究では, Z総合型地域スポーツクラブで行われるバスケットボールプログラムの中でリバ
ウンドゲームの時間を設け．そのゲームの中で，Aさんと障がいのない定型発達児童生徒に「触れ
る関わり」を実施してもらい，両者のコミュニケーションがどのように変化するのかを調査した．
まず録画機材を用いて，全４回に渡るゲームを継続して観察し，得られた観察データを分析した．
次に，全てのゲームを観察し終えた後，上述した定型発達児童生徒３名を対象にした半構造化面接
に基づくインタビュー調査を実施した．それらのデータを分析した結果，ハイタッチが，Aさんと
定型発達児童生徒との間で生じるコミュニケーションの活性化に影響を与え，相互理解の促進に寄
与していることが示唆された．その一方で，ゲームに参加するメンバーの違いなど，ハイタッチ以
外の要因も，Aさんと定型発達児童生徒とのコミュニケーションに影響を与えている可能性が推測
された．
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がい者と障がいのない者との関わり合いが不可欠であ
ると推測される．そうした中で，近年には「触れる関
わり」が他者との関係性を構築するという点に注目し
1994年のサラマンカ宣言以降，インクルーシブ教育
た研究が増えつつある．市川（2015）によれば「触れ
が世界的主流となりつつある（三好，2009）．我が国
る関わり」とは，ⅰプット，ⅱプッシュ，ⅲグリップ，
においても，障害者権利条約の署名等，インクルージョ
ンに向けた取り組みが進められている．松原（2011） ⅳストローク，ⅴタッピングといった触れ手の“手”
を用い直接相手の身体に触れる行為を中心に用いたコ
によれば，インクルージョンとは「もともと一人ひと
ミュニケーションのことで，広義には抱っこ，抱きか
りが違っているのが当たり前で，それを前提に一人ひ
かえ，遊びやダンス（シンクロ遊び，シンクロダンス）
とりの教育的ニーズに応じた活動や教育を提供する考
を用いたタッチも含めるという．加えて，触れるとい
え方」を意味するという．横尾・岩崎（2011）は，共
う行為は相互作用で，効果は受け手のみでなく触れ手
生社会実現のため，障がいのある者（障がい者）と障
の心理・情動面にも影響は及び，広くは環境風土の改
がいのない者が互いに理解し，支え合うことが不可欠
善にも影響を及ぼすとされる.
と述べている．
また，人は柔らかいものとの接触で，脳内にオキ
上記のように，障がい者と障がいのない者が互いに
シトシンが分泌される（山口，2014）．オキシトシン
理解し支え合うには，健常者側の障がいに対する理解
（oxytocin : OXT）とは，脳下垂体から分泌されるホ
が必要，かつ，そのためにはお互いが身近に関わり合
ルモンで，社会性行動，特に信頼を基盤とするあら
える環境が必要と思われる．例えば，障がい者と障が
ゆる人間相互の活動に影響を与え，愛着形成，愛情，
いのない者との関わり合いが，障がい者への態度や認
信頼や絆の形成に関与しているという（東田・横尾，
識を変化させる可能性を示唆する研究が複数報告され
2013）
．また，Parkerら（2017）の研究ではOXTを用
ている．松本（2015）によれば，自分と異なる特徴を
いた治療において，自閉症児の社会性を高めることが
持つ相手でも，その相手と実際に関わることで相手へ
確認されており，早田（2014）はOXTが自閉症の社
の差別や否定的なイメージが減り，相手を受容しやす
会的コミュニケーションの障害の改善に有効であると
くなるという．
このことから，インクルーシブ社会の実現には，障
している．さらに，市川（2016）は，人との「触れる
関わり」がOXTの分泌を促すと述べており，このこ

とから「触れる関わり」が障がい者と障がいのない者
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を担っていると推測される．実際に市川（2018）は，
シンクロダンスという「触れる関わり」を通して援助
者と障がい者との間で笑顔や交流が増えたことを明ら
かにしている．
ところで，障がい者スポーツ先進国ドイツでは，ス
ポーツを通じてインクルーシブ社会の実現に向けて取
り組んでおり（安井，2018），横尾・岩崎（2011）は，
障がい者と障がいのない者の相互理解や交流にスポー
ツが適していることを指摘している．また，内田・大
谷（2013）の研究で，身近に障がい者がいても，必ず
しも障がいのない者の障がい理解が促進されるわけで
はないことを明らかにし，実際に障がい理解をする場
の必要性を示唆している．このことから，ともにスポー
ツをする場が，障がいのない者と障がい者の相互理解
を促進させることが予想される．
そこで本研究は，他者との「触れる関わり」が，障
がいのない定型発達児童生徒と障がい者（特に自閉症
者に焦点を当てる）のコミュニケーションにどのよう
な変化をもたらすのかを明らかにすることを目的とす
る．なお，本研究では“ハイタッチ”という行為を「触
れる関わり」として定義する．市川（2016）は研究の
中で上述したⅰ～ⅴの“触れる”技法はあくまで「形」
であり，必ずしも決められた形で行わなければならな
いわけではないことを述べている点，および，本研究
の中で協力者が最も用いた「触れる関わり」がハイタッ
チだった点，以上の２点から，本研究では“ハイタッ
チ”を「触れる関わり」として採用した．
また，本研究で測定するコミュニケーションとは，
本研究の協力者である障がい者と障がいのない者との
間で発生する言語的コミュニケーションと非言語的コ
ミュニケーションとする．本研究では，言語的コミュ
ニケーションを上記の２者との間で交わされた声掛け
とし，非言語的コミュニケーションを上記の２者との
間で観察された音声を用いないコミュニケーションと
定義する．

方

法

１．調査対象者
本研究では，３回以上のプログラム参加者を主な研
究対象とし，特に，自閉症の男性Aさん（25歳），小
学６年生の男子２名BくんとCくん，小学６年生の女
子Dちゃん，以上の４名に焦点を当て調査をする．
２．調査時期
2019年10月下旬～11月上旬にかけて４回に渡り調査
する
３．調査場所
関東圏の養護学校を拠点とするZ総合型地域スポー
ツクラブにて，毎週金曜日に行われるバスケットボー
ルプログラムの観察調査を行う．
４．調査手続き
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プログラムの中でリバウンドゲーム（以下ゲームと
表記）の時間を設け，
そのゲーム内での参加者の様子，
特にAさんと子どもたちとのハイタッチ場面に焦点を
当て，その様子を，録画機材を用いて観察する．得ら
れたデータに関する観察は，
学校心理学の研究者２名，
心理学先行の大学院生３名と行った．なお，研究者の
都合により，本研究における観察データは約６分～９
分で，ゲームの開始から終了までを録画したものとは
限らない．また，全４回に渡るゲームの実施後，ハイ
タッチがAさんとのコミュニケーションにどのような
影響を与えたのかを分析するために，Bくん，Cくん，
Dちゃんの３名を対象とした半構造化面接に基づくイ
ンタビュー調査を行う．なお，
録画機材を用いた観察，
および，インタビュー調査にあたっては，当該児童の
保護者から同意を得て実施する．
５．リバウンドゲームの内容
バスケットコートの反面を用いてゲームを行う．内
容は，Aさんが特定の場所からシュートを撃ち，数人
の子どもたちがシュートしたボールを競り合うという
ものである．Aさんがシュートを決めた際には，子ど
もたちの自由意思で，Aさんとハイタッチをしてもら
う形を取る．ゲーム参加者は５名～10名程度とし，そ
こには研究者とスタッフの数も含めるものとする．な
お，本研究は参与観察のため，研究者とスタッフは直
接ゲームには参加しないが，参加者を補助する形で現
場に関与した．
６．留意点
以下，市川（2016）を参考に，調査現場が流動的で
ある点を踏まえたうえで，筆者が留意点を記載する．
感染・伝染性疾患の時は実施しない．出血があるとき
は実施しない．原則は同性どうしで行う．力を入れす
ぎないこと．毎回のゲームで同じ内容のものを継続し
て行う．事前に，本人にゲームの内容および触れる部
位と方法を説明し，了承を得る．触れることに抵抗や
嫌悪感がある場合は，無理にゲームに参加しなくても
良い．また，ゲーム中に触れることに抵抗や嫌悪感が
出た場合はいつでも参加を止めることができる．本人
の判断が困難な場合，養護者，担当援助者，後見人等
に対して，承諾書を用いて説明と同意を得る．ゲーム
実施者が参加者の状態をアセスメントし，参加の可否
を決める．そして，参加者からゲーム実施者への触れ
合いは行わない．これは，本ゲームが利用者の利益に
なるために実施されるものであり，実施者の欲求を満
たすためのものではないからである．また，必要に応
じ，参加者が触れる行為を誤学習して知らない人に行
わないよう指導する．

結

果

全４回のゲーム観察（2019年10月18日～11月８日）
における子どもたちとAさんのハイタッチの結果とそ
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フにハイタッチすることを促されてAさんのもとへハ
イタッチをしに行く様子が見られた．Aさんに関して
は，序盤は表情に笑顔はなく淡々とシュートを撃って
いた．子どもからボールを貰う際も，じっと相手を見
てボールを受取り，シュートを撃つ，の繰り返しだっ
た．総じて，子どもたちとAさんとの交流に固い印象
を受けた．
中盤以降は，子どもたちが，主体的に声を出すなど，
より積極的にゲームに取り組む様子が見られた．子ど
もたちの中には，Aさんの名前を呼び，目が合ったの
を確認してからボールをパスする者もいた．また，B
くんは，Aさんがシュートを決めると，拍手をして自
ら進んでハイタッチをしに行く様子を見せた．Aさん
も，ボールを貰う際やシュートを撃つ前後で笑顔を見
せ，子どもたちとAさんの交流に壁が取り除かれてき
たように見られた．ゲーム全体を通して，スタッフ
と研究者が子どもたちやAさんに対し「ナイスシュー
ト！」や「ありがとう」など頻繁に声掛けする場面が
目立った．
〈Aさんとゲーム参加者全員とのハイタッチ場面〉
ゲームの回数
観察時間
ハイタッチ数
ゲーム全体を通して計35回のハイタッチが見られ
第１回
約８分
６回
た．最初のハイタッチ場面ではAさんがシュートを決
第２回
約２分
１回
めると，初めにスタッフがAさんとハイタッチをし，
第３回
不参加
子どもたちに見本を見せ，その後で子どもたちが自ら
第４回
約３分
０回
ハイタッチしに行く様子が見られた．Aさんに関して
は，子どもたち１人ひとりを見てハイタッチするが，
ゲームの回数
観察時間
ハイタッチ数
笑顔はなく少し引き気味であった．２回目以降になる
第１回
不参加
と，
子どもたちに変化が見られた．
２回目には，
「イェー
第２回
約２分
１回
イ！」と声を出してハイタッチをしたり，手を上げて
第３回
約８分
６回
嬉しそうにする子どもが現れた．３回目の際には，A
第４回
約３分
１回
さんがシュートを決めると，スタッフと同じタイミン
グでAさんのもとへハイタッチをしに駆け寄る子ども
ゲームの回数
観察時間
ハイタッチ数
が現れ始めた．ただしスタッフがハイタッチに行かな
第１回
不参加
い場合は，中にはハイタッチをしに行こうとする素振
第２回
約５分
２回
りを見せた子どももいたが，実際にハイタッチに行く
第３回
約８分
０回
者はいなかった．２回目以降になると，同じようにA
第４回
約５分
２回
さんにも変化が見られた．２回目のハイタッチでは，
戸惑う様子を見せつつも，笑顔でハイタッチをするよ
２．第１回リバウンドゲーム観察
うになった．また，２回目のハイタッチ以降はシュー
〈ゲームの流れ〉
2019年10月18日に１回目のゲームを実施．参加者は， トを撃つ際に，笑顔を見せるようになった．
Aさん（１回目），Bくん（１回目），その他児童生徒 〈AさんとBくんのハイタッチ場面〉
Aさんとは計６回のハイタッチが見られた．Aさん
５名，スタッフ１名（１回目），研究者１名（１回目），
とBくんの最初のハイタッチ場面では，お互いにぎこ
以上の９名である．スタッフと研究者は直接ゲームに
ちなさが見られた．AさんはBくんとハイタッチする
は参加せず近くでAさんと子どもたちを補助する役割
際に後ろに下がる様子を見せ困惑していた． Bくんは
を担った．ゲーム全体を通しての観察時間は約８分で，
他の子どもたちの中で最後にハイタッチをしに行き，
最初にスタッフが実施上のルールと注意点を参加者に
周りに合わせている印象で表情も固かった．２回目に
説明し，ゲームを実施した．序盤では，子どもたちは
なるとAさんに変化が見られた．Bくんとハイタッチ
声を出し笑顔を見せるなど積極的に取り組む様子を見
する際に笑顔を見せ始め，自ら手を前に出してハイ
せた一方，Aさんに強くパスをし，Aさんがボールを
タッチの構えを作り始めた．４回目からBくんに変化
落とす場面も見られた．また，子どもたち全員がスタッ
の概要，および，Aさんとの関わりに対する子どもた
ちへのインタビュー結果を述べる．ゲームの結果は表
に記載し，表に記載されたデータは本研究への同意を
得られた者に関するデータとする．表には主なゲーム
参加者，実施されたゲームの回，観察時間，Aさんと
のハイタッチに応じた回数を記載する．なお，観察時
間は，同一の研究対象者の，複数場面における観察時
間の合計も含まれている．また，１回のハイタッチを，
“ゲーム内でAさんがシュートを決め，Aさんと片手
もしくは両手を合わせること”と定義し，同場面にお
ける複数回のハイタッチはカウントしない．観察の概
要では，ゲーム全体の流れ，Aさんと参加者全員のハ
イタッチ場面における詳細，そしてAさんと研究協力
者であるBくん，Cくん，Dちゃんのハイタッチ場面
における詳細，以上の３点をまとめる．インタビュー
結果は，Bくん，Cくん，Dちゃんのインタビューで
の会話を逐語に起こし，そこから読み取れることをま
とめ，記載する.
１．観察結果

Ｂくん
Ｃくん
Ｄちゃん
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が見られた．Aさんがシュートを決めると，拍手をし
て笑顔を見せ始め自ら駆け寄りAさんとハイタッチす
るようになった.
３．第２回リバウンドゲーム観察
〈ゲームの流れ〉
2019年10月25日に２回目のゲームを実施．今回は，
グループを前後半に分け，前半のグループ，後半のグ
ループ，再び前半のグループという順番でプログラム
を実施した．前半の参加者は，Aさん（２回目），D
ちゃん（１回目），その他児童生徒２名，スタッフ１
名（２回目），以上の５名であった．後半の参加者は，
Aさん（２回目）
，Bくん（２回目），Cくん，スタッ
フ１名（２回目），以上の４名であった．前後半いず
れもスタッフは直接ゲームには参加せず，近くでAさ
んと子どもたちを補助する役割を担った．ゲーム全体
を通しての観察時間は約８分で，最初に，スタッフが
実施上のルールと注意点を参加者全員に説明し，その
後ゲームを実施した．前半のグループでは，継続参加
はAさんのみだったこともあり，序盤の子どもたちは，
スタッフの様子を伺いながらゲームに参加するなど，
参加には消極的な様子だった．Dちゃんに関しては，
遠慮しながらも，Aさんのことをしっかり見てパスを
したり，参加者２人に声掛けしてフォローするなど，
ゲームに参加しようとする姿勢が見受けられた．しか
し，Dちゃんを除く２人は，一緒に外から眺めている
ことが多く，ゲームへの参加はやや消極的な様子だっ
た．最初に，Aさんがシュートを決めた際には，スタッ
フから促されたため仕方なくハイタッチに応じる様子
が見られた．その一方，子どもたちとは対照的にAさ
んは，序盤から笑顔を見せるなど，楽しんで参加して
る様子だった．子どもたちがバスケをする様子をじっ
と見たり，子どもたちからボールを受取る際にも相手
を見て笑顔で受取るなど，Aさんから子どもたちに壁
を作る様子は見受けられなかった．その後，休憩もか
ね後半のグループと交代した．
後半のグループは，序盤からゲームに積極的に参加
している様子が見受けられた．BくんとCくんの２人
は，Aさんにパスする際には，Aさんと目が合うのを
確認してからパスを出すなど，Aさんへの配慮も見ら
れた．また，Aさんがシュートを決めた際には，スタッ
フに促されてからではあるが，両手を挙げて笑顔で駆
け寄りながらハイタッチをするなど，喜びを共有する
場面が見られた．Aさんに関しては，女子のグループ
と同様，序盤から笑顔を見せるなど楽しんで参加して
いるようだった．２人からパスを受取る際には，ボー
ルを受取るために手を前に出し，相手を見て笑顔で受
け取るなど，２人との間に壁はほとんど無い印象を受
けた．その後は，再び前半のグループと交代した.
休憩後は，序盤とは異なりDちゃんと子どもたち２
人は積極的にゲームに参加する様子が見られた．前半
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は消極的だった子どもたち２人も笑顔でボールを追い
かけるなど変化が見られた．また，３人ともAさんの
ことを見てからパスするなど，Aさんとの間での壁が
無くなってきた様子だった．ハイタッチの際，スタッ
フに促される形ではあったが，Aさんのもとまで駆け
寄り笑顔でハイタッチする場面も見られた．Aさんに
関しては，
笑顔でボールを受取るのはもちろん，
シュー
トを撃った後に頬に手を当て笑う様子も見せるなど，
序盤以上に楽しんでいる様子だった.
〈Aさんとゲーム参加者全員とのハイタッチ場面〉
前半のグループでは計５回のハイタッチがあり，休
憩前に計１回，休憩後に計４回見られた．１回目のハ
イタッチでは，ある１人の子どもは，スタッフと，仲
の良い友人に背中を押されて恥ずかしそうにハイタッ
チをしていた．休憩前とは対照的に，休憩後はDちゃ
んを除く子どもたち２人に変化が見られた．スタッフ
に「次にハイタッチをする人は？」と訊かれると，自
ら手を上げてハイタッチをしに行くなど，２人ともA
さんとのハイタッチに抵抗が見られなくなった．Aさ
んに関しては，休憩前後で変わらず，笑顔で相手のこ
とを見てハイタッチを行っており，時折ハイタッチ後
に拍手をする様子が見られた.
後半のグループでは計２回のハイタッチが見られ
た．Aさんがシュートを決め，スタッフに「ハイタッ
チをお願いします」と言われると，笑顔で駆け寄りハ
イタッチをする様子が見られた．Aさんに関しては，
時折，独語を発しながらも，笑顔でハイタッチをする
場面が見られた.
〈AさんとBくんのハイタッチ場面〉
AさんとBくんのハイタッチは計１回見られた．A
さんがシュートを決めスタッフにハイタッチを促され
ると，BくんはCくんの後に続いてAさんのもとまで
駆け寄り笑いながら片手でハイタッチをしていた．A
さんもBくんが駆け寄ってくると，それを避けること
はせず，Bくんを見て笑顔でハイタッチをする様子が
見られた.
〈AさんとCくんのハイタッチ場面〉
AさんとCくんのハイタッチは計１回見られた．A
さんがシュートを決めスタッフにハイタッチを促され
ると，Bくんより先にAさんのもとまで駆け寄り片手
でハイタッチをする様子が見られた．Aさんに関して
は，Cくんが駆け寄ってくると，先に手を前に出しハ
イタッチをする構えを作ってCくんを待っていた．ハ
イタッチの際にはCくんのことを見て笑顔でハイタッ
チをしていた.
〈AさんとDちゃんのハイタッチ場面〉
AさんとDちゃんのハイタッチは計２回見られた．
Aさんとのハイタッチが求められる場面はゲーム中何
回も見られたが，ゲームに集中すると忘れてしまうよ
うで，スタッフや子ども２人にハイタッチがあること
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を言われてから思い出し，Dちゃんは「もうまただ～」
と言いハイタッチを忘れたことを残念がっていた．A
さんとのハイタッチ場面では，スタッフに言われて思
い出したようにAさんのもとへハイタッチに行く様子
が見られた．ハイタッチの際には，Aさんのことを見
て片手でハイタッチをしていた．Aさんに関しては，
Dちゃんがハイタッチをしようと片手を前に差し出す
と，Aさんも片手を前に差し出し，Dちゃんのことを
見て笑顔でハイタッチをしていた.
４．第３回リバウンドゲーム観察
〈ゲームの流れ〉
2019年11月１日に３回目のゲームを実施．参加者は，
Aさん（３回目），Cくん（２回目），Dちゃん（２回目），
養護学校生徒１名，研究者（２回目），以上の５名で
ある．今回のゲームには，継続参加のスタッフはいな
かった．研究者は直接プログラムには参加せず，近く
でAさんと子どもたちを補助する役割を担った．予め，
スタッフがゲーム実施上のルールと注意点を口頭で参
加者に説明済みであることを確認した上で，途中から
撮影を開始した．ゲーム全体を通しての観察時間は約
８分であった．子どもたちは，ゲームの参加には積極
的な様子で，子どもたち同士で頻繁に声をかけあい笑
顔を見せていたが，Aさんへの配慮はあまり見られな
かった．何度か，Aさんのことを見て目が合ったこと
を確認してからパスする場面も見受けられたが，Aさ
んに背中を向けてパスをしたり，Aさんへのパスを横
入りして途中でカットするなど，Aさんを配慮しなが
らゲームを楽しむ様子はあまり見られなかった．総じ
て，ゲームは子どもたちが楽しむための空間という色
合いが強くなってしまったように見られた．一方，A
さんがシュートを決めると，子どもたちの中には手を
挙げて喜ぶ者もいた．また，Aさんがシュートを決め
た際には研究者が促すこともなく，子どもたちは自ら
ハイタッチをしにAさんのもとまで行く場面も何度か
見られた．Aさんに関しては，笑顔が見られず不安そ
うな様子だった．Aさんに向かってくるボールを途中
でカットされてAさんが驚く様子も見られるなど，A
さんにとって予測できない場面が多く見られた．ハイ
タッチの場面では，子どもたちのことを見ていたが，
笑顔は無く，後ろに１歩下がってハイタッチをする場
面が見られた．また，時折Aさんは，ゲームに参加せ
ず離れた場所にいるスタッフの方を見て気にする場面
が見られた．その後，生徒１名が抜け，Aさん，Cくん，
Dちゃん，研究者の４名でゲームを実施した.
生徒１名が抜けた後，CくんとDちゃんに変化が見
られた．Cくんは，パスをする際にはAさんの名前を
呼び，目が合うのを確認してからパスをするように
なった．Dちゃんは，パスをする際にAさんの名前を
呼ぶことは無かったが，Aさんと目が合うのを確認し
てタイミングを合わせてからボールをパスする様子が

見られるようになった．Aさんに関しては，笑顔は無
く淡々とシュートを撃っていた．再度，離れた場所に
いるスタッフをチラチラ見て気にする場面が見られた
ため，研究者が「Aさん，スタッフのこと気になりま
すか」と訊くが，それに対するAさんの回答は得られ
ず黙々とシュートを撃っていた．
〈Aさんとゲーム参加者のハイタッチ場面〉
ゲーム中には，計11回のハイタッチが見られた．５
名全員が参加した回には計９回，生徒１名が抜け参加
者が４名になった回には，計２回のハイタッチが行わ
れた．５名全員が参加した回では，子どもたちは，ハ
イタッチの際に相手のことを見て，「イエーイ！」と
声を出し笑顔で力強くハイタッチをする様子が何度か
見られた．一方Aさんは，子どもたちとハイタッチを
する際には相手のことを見ていたが，少し後ずさりす
るなど，やや怖がった様子でハイタッチをしていた．
また，ハイタッチした直後にすぐに手を引っ込める様
子も印象的だった.
５人全員が参加した回とは対照的に，４人の回で
は，子どもたちとのハイタッチの際に，Aさんに変化
が見られた．５人の時と同様，笑顔は見られなかった
が，ハイタッチをする際に子どもが近づいてきても，
怖がって後ずさりする場面が見られなくなった,
〈AさんとCくんのハイタッチ場面〉
AさんCくんのハイタッチは計６回見られた．参加
者が５人の回と４人の回，いずれの回でもCくんから
Aさんへのハイタッチをする際の様子にあまり変化は
見られず，Aさんへハイタッチをする際には，Aさん
に声をかけながら笑顔でハイタッチする様子が多く見
られた．一方Aさんは，５人の回と４人の回とで変化
が見られた．５人の回ではCくんとハイタッチをする
際に，AさんはCくんのことをしっかり見ることは出
来ていたが，
笑顔は無く後ずさりする場面が見られた．
その一方で，４人の回では，笑顔は無かったが，Cく
んとハイタッチをする際に怖がって後ずさりする場面
が見られなくなり，Cくんとのハイタッチにあまり抵
抗を見せなくなった様子だった．
〈AさんとDちゃんのハイタッチ場面〉
Dちゃんはゲームの実施中，ハイタッチに行くこと
はせずに他の子どもたちとAさんがハイタッチしてい
る様子を外から眺めていた.
５．第４回リバウンドゲーム観察
〈ゲームの流れ〉
2019年11月８日に４回目のゲームを実施．前後半２
回のグループに分けて実施した．前半の参加者は，A
さん（４回目）
，Dちゃん（３回目）
，その他児童生徒
４名，スタッフ１名（３回目）
，研究者（３回目）
，以
上の８名であった．後半の参加者は，
Aさん（４回目）
，
Bくん（３回目），Cくん（３回目），その他児童生徒
２名，スタッフ１名（３回目）
，研究者（３回目）
，以
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上の７名であった．前後半ともに，スタッフと研究者
は直接ゲームには参加せず，近くでAさんと子どもた
ちを補助する役割を担った．ゲーム全体を通しての観
察時間は約８分であった．ゲーム実施前に，研究者が
ルールと注意点に関する説明を前後半の参加者それぞ
れに行った．前半のグループでは，初めて参加する子
どもが多く，序盤は子どもたちがゲームに馴染めてい
ない様子が散見された．そのためスタッフが，子ども
たちがボールをキャッチすると「ナイスキャッチー！」
など声掛けをして，初めて参加する子どもたちが楽し
めるように工夫する場面が随所に見られた．しばらく
すると，子どもたちの間で笑顔が見られるようになり，
ゲームを楽しんでいる様子も見られるようになった．
また，継続的に参加しているDちゃんが様々な場面で
周囲に気遣う様子が見られた．Dちゃんは，初めて参
加する子どもたちにルールを説明する場面や，ゲーム
中Aさんのサポートに入るスタッフが席を外し，Aさ
んがシュートを撃って良いのか分からずに固まってい
ると，「どうぞ」と優しく声掛けするなど，Aさんを
サポートする場面も見られた．Aさんがシュートを決
めた際には，Dちゃんのみがハイタッチに行く様子も
伺えた．Aさんに関しては，前半のグループでは笑顔
が無く黙々とシュートを撃っている様子だった．パス
を受ける際には相手を見てボールを受取るなど，子ど
もたちのことは認識しているようだったが，子どもた
ちとの交流を楽しんでいる様子はあまり見られなかっ
た．
後半のグループでは，子どもたちは終始ゲームを楽
しんでいる様子だった．自発的に声を出し笑顔を見
せるなど，プログラムに無中になっている様子が見
られた．また，ハイタッチは少なかったが，Aさんと
の交流も盛んに行われているようだった．BくんとC
くんの２人は，Aさんへパスする際に「Aさん」と名
前を呼び，Aさんと目が合うのを確認してからパスを
する場面が多く見られた．BくんとCくん以外の子ど
もたちも，Aさんの名前を呼んでからパスをしたり，
「シュート撃っていいよ」とAさんに話しかけるなど，
Aさんと一緒にゲームを楽しんでいる様子が見られ
た．また，Aさんがシュートを決めハイタッチに行っ
た子どもはCくんのみであったが，他の子どもたちは
シュートを決めたAさんを労う声を出し，両手を挙げ
て喜ぶなどしてAさんと交流していた．Aさんに関し
ては，シュートを撃つことに無中になっている場面も
見られたが，時折，シュートの際に「行きまーす」と
声を出す場面や，スタッフやCくんとハイタッチをし
て表情を和らげるなど，参加者との交流を楽しむ場面
も何度か見られた．
〈Aさんとリバウンドゲーム参加者とのハイタッチ場
面〉
ゲーム中には，計３回のハイタッチが見られた．前
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半のグループで計２回，後半のグループで計１回のハ
イタッチが見られた．前後半ともに，Aさんがシュー
トを決める場面が何度もあり，ハイタッチをする機会
が多くあったが，子どもたちがAさんとハイタッチを
する場面はあまり見られず，前半のグループでハイ
タッチをしたのはDちゃんのみであった．Dちゃん以
外の子どもたちがハイタッチをする機会は多くあった
が，ハイタッチに行こうとする動きが全く見られな
かった．後半のグループでハイタッチをしたのはCく
んのみであった．Cくん以外の子どもたちがハイタッ
チをする機会は多くあり，スタッフや研究者が子ども
たちの前でハイタッチをして見本を見せる場面もあっ
たが，ハイタッチに行こうとする動きは見られなかっ
た．
〈AさんとBくんのハイタッチ場面〉
この日のゲームでは，BくんがAさんのもとへハイ
タッチに行く動きを見せることはなかった．しかし，
Aさんがシュートを決めると，
「ナイッシュー！」と
両手を挙げて喜ぶ様子が見られた．
〈AさんとCくんのハイタッチ場面〉
CくんがAさんのもとへハイタッチをしに行ったの
は，ゲーム終盤の１回だけであった．序盤にAさんが
シュートを決め何度かハイタッチをする機会があった
が，Aさんにハイタッチをする様子を見せることはな
かった．CくんがAさんへハイタッチをしに行く際に
は，
「いえーい」と言いながらAさんのもとまで駆け
寄り，Aさんのことを見て優しく片手でハイタッチを
していた．Aさんに関しては，Cくんがハイタッチを
するためAさんのもとに近づいてくると，手を前に出
してハイタッチをする構えを作り，Cくんのことを見
てハイタッチをする様子が見られた．
〈AさんとDちゃんのハイタッチの場面〉
AさんとDちゃんの間では計２回のハイタッチが見
られた．２回のハイタッチではいずれも，Dちゃんは
自らAさんのもとへ行き，笑顔でハイタッチする様子
が見られた．Aさんに関しては，ハイタッチの際には
Dちゃんに対し予め手を前に出し，ハイタッチをする
様子が見られた．
６．インタビュー結果
Bくん（小学６年生）
，Cくん（小学６年生）
，Dちゃ
ん（小学６年生）に対して半構造化面接に基づく聞き
取り調査を行った．なお，質問項目は，①Aさんとハ
イタッチをしてみてどうだったか②ハイタッチをする
前はAさんとコミュニケーションを取ることに対して
どのように思っていたか③ハイタッチをしてからはA
さんとコミュニケーションを取ることに対してどのよ
うに思うようになったか④今，Aさんと関わることに
対してどのような思いがあるか，
以上の４項目である．
以下，結果を示す．
〈Bくんのインタビュー結果〉
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①「すごい，なんか自分のためになるし，障がいの
ある人と無い人との関わり合いが深め合えるのはすご
く良いんじゃなかいかなって思います．これからも
やった方が良いんじゃないかな」②「クラスに似たよ
うな障がいの子がいたから，すごい偏見をする感じ
じゃなかった」③「社会には障がい者の人を悪く思っ
てる人とかいるかもしれないけど，まぁ同じ人間なん
だから，遊んだりスポーツとかも出来るわけだし，そ
うゆうのも楽しいなぁって思うし」④「普通に一緒に
バスケをやってる人というか・・なんていうか・・全
然・・そんな感じですかね」
〈Cくんのインタビュー結果〉
①「パスをやった時に・・パスが成功したというか，
パスを受けてもらえた時に，なんか・・嬉しいという
か楽しいし，それでシュートとか決まったら『うぇぇー
い！』とかそんな感じでテンションが上がる」②「普
通の人と接するのと変わらず・・」③「深まったとい
うか・・親近感が近まったというか・・・近くなった」
④「普通に人数が多くて（バスケを）やるのが楽しい
なって感じ」
〈Dちゃんのインタビュー結果〉
①「その嫌なわけではなかったんですけど，忘れ
ちゃったりするから・・・ハイタッチするのを・・」
②「あまり関わらない方が良いのかなぁって思った．
１人でシュート撃ったりしてて，関わりに行っても良
いのか分からなかった．けど，ハイタッチするように
なってから話しかけたり，関わったりしても大丈夫な
んだなぁって．ハイタッチがあって良かったと思う」
③「今シュートしても良いかなみたいな感じで（Aさ
んが）ちらっとこっちを見るんですけど，その時に良
いですよっていうので，まぁアイコンタクトなんです
けど，あのー・・なんか手で「どうぞ」というのとか，
そうゆうふうにして会話というか・・合図とかそうゆ
うのは出来たかなぁって」，「ちょっとだけ心をひらい
てくれたというか」④「これからももっと仲良くなり
たいわけではないんですけど，ちょっとだけ目で会話
するのとか，ちょっとだけ手とかで・・うーん・・心
の会話というか．言葉では言わないけど，その合図と
かそうゆうことしてくれるから．だから，みんなもそ
うしてあげて，ちょっとだけ仲良くなれたら，会話と
いうか・・・そうゆうのが出来たら良いなぁって」
〈インタビュー結果から読み取れること〉
以下，インタビュー結果から分かることを述べる．
まず①については，３人ともAさんとハイタッチする
ことに拒否感を示さなかったということ．②について
は，BくんとCくんはハイタッチをする前からAさん
に対し一定の理解を持っていたが，Dちゃんに関して
はハイタッチをする前はどのように関わって良いのか
分からなかったということ．③については，３人とも
ハイタッチをしてAさんとの距離が近くなったという

こと．最後に④については，BくんとCくんは一緒に
バスケをする人という認識であったが，Dちゃんは周
りの友人とAさんが，今よりも，もう少し仲良くなれ
たら良いと思っているということ，以上の４点が，イ
ンタビューの結果を通して読み取れた．

考

察

本研究の目的は，他者との「触れる関わり」が定型
発達児童生徒と障がい者（自閉症者）のコミュニケー
ションにどのような変化をもたらすのかを明らかにす
ることであった．
１．ハイタッチがコミュニケーションに与えた影響
子どもたちとAさんとの間にハイタッチという関わ
りを取り入れた結果，子どもたちとAさんとの間で相
互にコミュニケーションの活性化が見られた．また，
分析結果から，子どもたちのAさんへの理解と親密度
の促進には，ハイタッチが影響を与えている可能性が
示唆された.
例えば，その日のゲーム中にハイタッチを重ねてい
くことで子どもたちのAさんへの接し方に変化が見ら
れた．最初のハイタッチでは，笑顔もほとんど見られ
ず，スタッフに促されて初めてハイタッチに行く子ど
もが多かったが，２回目以降になると，Aさんとハイ
タッチをする際に「いえーい！」と声を出し，自ら進
んでハイタッチをする様子も確認された．また，パス
をする際に，Aさんの名前を呼び目が合うのを確認し
てからパスをする子どもも現れ始めた．Aさんに関し
ても最初は，笑顔は無く少し引き気味でハイタッチを
する様子が見られたが，ハイタッチの回数を重ねてい
くと，笑顔を見せ始め，自ら手を前に出しハイタッチ
をする様子も見られるようになった．さらに，Dちゃ
んはインタビューで，Aさんとハイタッチをして「関
わっても大丈夫」だと分かったと述べ，ハイタッチに
よってAさんへの理解が深まったことが確認された．
これは，先行研究で指摘されるように，ハイタッチと
いう「触れる関わり」が，Aさんと子どもたちの関係
性を深め，コミュニケーションを豊かにしたのだと推
測される．
２．ハイタッチ以外の要因がコミュニケーションに与
えた影響
分析結果から，複数のハイタッチ以外の要因がAさ
んと子どもたちとのコミュニケーションに影響を与え
ている可能性が示唆された．
第一に，ハイタッチがAさんと参加者とのコミュニ
ケーションに与える影響は，メンバーの違いに大きく
左右された．研究者やスタッフの存在，参加者の違い
によって，ハイタッチという同じ要因でもコミュニ
ケーションの活性化には差が見られた．第二に，ハイ
タッチの機会を提供するAさんのシュートが，参加者
全体のコミュニケーションに影響を与えている可能性
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も示唆された．Aさんがシュートを決め，その場にい
る全員で喜びという感情を共有することで，ゲーム全
体に一体感が生まれる．そしてその一体感が新たなハ
イタッチを呼び，Aさんと参加者とのさらなるコミュ
ニケーションの活性化を生じさせる．すなわち，ハイ
タッチとは，コミュニケーションを活性化させる要因
でもあり，活性化したコミュニケーションの結果でも
あることが推察された．

今後の課題
本研究では，研究者は観察者として全てのゲームに
始めから終わりまで関与することが出来なかった．そ
のため，研究者自らが参加者に対しゲーム実施上の注
意点の説明が出来ないなど，全てのゲームに一貫性を
保つことが困難であった．さらに，観察したゲーム数
が４回のみであり，ハイタッチが参加者に与える影響
を長期的に観察出来なかった．また，今回，子どもた
ちに対するインタビューは実施出来たが，当事者であ
るAさんに対するインタビューは実施出来ず，Aさん
が子どもたちとハイタッチをすることに対してどのよ
うな思いを抱いているのかを直接知る機会が得られな
かった．そこで今後は，一貫したゲーム状況を設定し，
ハイタッチがコミュニケーションに与える影響を長期
的に測定する必要がある．また，Aさん，もしくはA
さんをよく知る人物に対しインタビューを実施し，よ
り多角的な視点でハイタッチがコミュニケーションに
与える影響を分析していくことが望まれる．
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Effect of touch communication on the relationship between
an adult with autism and school-age children with typical
development
Gaku Ikeda (Master Program in Psychology Tokyo Seitoku University)
Toshinori Ishikuma (Tokyo Seitoku University)
This study aimed to reveal how touch communication with others changes communication
in school-age children with typical development and an adult with a developmental disorder
(particularly autism). In this study,“touch communication”was defined as a high five. We
recruited four primary participants: Participant A, an adult with autism (25 years old), and
three students with typical development (in sixth grade of elementary school). Time for a
rebound game was set aside during a basketball program held at Comprehensive Community
Sports Club Z. During this game, the participants Dropped descriptors for brevity were asked
to carry out“touch communication”to demonstrate how this practice would change their
communication. First, using video recording equipment, Please confirm that 全4回に渡るゲー
ム is being interpreted correctly here, or provide additional context on the intended meaning for
revision. and the observational data analyzed. Next, after observing all games, semi-structured
interviews were conducted with the three young students. Analysis of these data suggested
that high fiving stimulated communication between Participant A and the children and
promoted mutual understanding. Meanwhile, factors other than high fives, such as differences
in the members participating in the game, may also have affected the communication between
Participant A and the students.
Keywords: touch communication, high fives, persons with autism, students with typical
development, rebound game
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