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Ⅰ　はじめに

１　背景

現在，Attention-Deficit／Hyperactivity

Disorder（注意欠損／多動性障害，以下

ADHDと略す），Learning Disabilities（学習障

害，以下LDと略す），Asperger's Syndrome

（アスペルガー症候群，以下ASと略す）の子

どもたちへの教育支援の在り方が注目されて

いる。文部科学省の「特別支援教育の在り方

に関する調査研究協力者会議」は2003年３月，

LDなども含めた障害児全体に対応するため，
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【要旨】

最近，LD，ADHD，AS児などの子どもが増えてきていると言われている。一方で

過去のさまざまな研究から，自然体験が子どもたちに良い影響を与えているのではな

いかと言われている。このことから，「『脳科学と教育』と自然体験」と題して，平成

15年度（平成16年２月）シンポジウムを開催した。このシンポジウムにより，規則正

しい生活が，人の生活リズムを回復させるという報告や，運動したり，創作遊具で遊

んだり，クラフト・料理などをすることで前頭葉が賦活する，という報告がなされた。

これらを検証するために平成16年度から２泊３日でキャンプを行い，子どもたちが

どのように変化するかを連続遂行課題，図地知覚課題，フロスティッグ視知覚検査，

CBCL検査によって調べた。

その結果，連続遂行課題では抑制力が向上し，衝動性が抑えられた。注意力は顕著

ではないが向上した。また，図地知覚能力も向上した。フロスティッグ視知覚検査は，

キャンプ前後で違いがあまり認められなかった。CBCL検査では，問題行動の減少が

見られた。

以上のことから，キャンプ経験が子どもたちに影響を与えることが分かった。自然

体験活動の教育的効果を明確にするためにも，こうした調査が重要であると感じた。
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特殊教育から特別支援教育への転換を提言し

た。全国でもLD，ADHD，自閉症を含む新た

なモデル事業への展開をみせており，LD，

ADHDに関する認識が進んでいる。また，学

校・地域・医療機関との連携をとる取り組み

もなされている。

一方で，最近子どもたちの体験が少ないと

言われているが，自然体験・生活体験が豊富

な子どもほど，お手伝いや生活習慣および道

徳観・正義観が身についているという報告（1）

や，戸外活動の好意度の高い子どもは，自尊

心・社会的スキルおよび学習・知的好奇心が

高いという報告（2）がある。さらに，外遊

び・群れ遊びの持つ豊富な運動性と相互コミ

ュニケーション体験を子どもの生活に組み込

むことによって，前頭葉機能の発達が促され

る可能性を示唆するという報告（3）もある。

この結果，LD，ADHD児などに対しても，

自然体験が何らかの影響を与えるのではない

かと考えられる。また，不登校児，AS児や

自閉症児を対象とした自然体験活動の取り組

みも盛んに行われるようになり，その成果や

課題，指導法について報告，論議されるよう

になってきている。

２　シンポジウムによる提言

国立吉備少年自然の家では，平成15年度

「『脳科学と教育』と自然体験」シンポジウム

を開催した。そのシンポジウムの中で，非侵

襲的脳機能画像法によるヒト高次脳機能画像

化の実現により，脳は可塑的変化を起すとい

う報告（4）があった。

また，子どもの脳はストレスなどで疲労し

ており，それによって脳内温度が上がったま

まになり，生体リズムが崩れる。リズムが崩

れると身体的異常が起こる。生体リズムを回

復あるいは崩れを防止させるためには，早寝

早起きなど，日常生活にメリハリとリズムを

つける，十分な太陽光を浴びることが良い，

という報告（5）があった。さらに，運動，創

作遊具で遊ぶ，クラフト，料理などで前頭葉

が賦活する，という報告（6）もなされた。

これらのことから，子どもたちに集団生活

をさせることにより，生活リズムを回復させ

ることができるのではないかと考えた。また，

活動に体を動かすもの，クラフトなどの手先

を動かすものを組み合わせることによって，

前頭葉の活性を促すことができるのではない

かと考えた。このことを検証するため，平成

16年度からADHD，LD，AS児の子どもを対

象として，キャンプを行った。

Ⅱ　事業の概要

１　趣旨

LD，ADHD，AS児を対象に，脳の活動を

促進させるような体験活動を行うことによ

り，子どもたちの他人への接し方や物事の取

り組み方などといったコミュニケーション能

力を高める。

２　対象者

対象者は，小学校３年生～６年生のADHD，

LD，AS児の子どもとその家族である。平成

16年度の対象者である子どもは９人，平成17

年度は11人であった。その内訳と子どもの症

状別内訳を下記（表1，2）に示した。ただし，

事業には親および健常児も参加した。

参加者は全て男子であった。医学的にまだ

よく分かっていないが，こうした症状は男子

に多い傾向にあると考えられる。

３　期日

平成16年度は９月17日（金）～19日（日）

の２泊３日

平成17年度は６月24日（金）～26日（日）

の２泊３日

４　講師

平成16年度　倉敷市立短期大学教授　

平山　諭　氏
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平成17年度　岡山大学医学部・歯学部附属

病院小児神経科　

荻野　竜也　氏

特定非営利活動法人山口発達

臨床支援センター理事長

川間　弘子　氏

５　内容

平成16年度のキャンプ日程を図１に，平成

17年度のキャンプ日程を図２に示した。活動

のポイントとして，子どもと親が分かれて行

う活動と，一緒に行う活動を行った。子ども

のプログラムは，シンポジウムの提言を受け

野外で体を動かす活動を主とし，クラフト活

動を必ず入れた。

（1）平成16年度

子どもプログラムの，①，⑦，⑨「集中

力・抑制力の検査」は，連続遂行課題と図知

知覚検査を行った。検査は健常児も含めて行

ない，事業の前・中・後と３回検査を行った。

詳細は検査方法の項目で説明する。②は，み

んなで仲良くなるためのゲームで，イスとり

ゲームなどを行った。④の「湖での活動」は，

カッター活動を行った。⑥の活動は，宝探し

のオリエンテーリングを行い，その後，宝探

しをしている途中で見つけた木の実などを使

って，コラージュボックスを作成した。これ

は子どもと親が一緒に活動を行ったが，親子

で１つのものを作るのではなく，それぞれ各

自で作った。⑧では子どもとボランティア２

人ずつでナイトハイキングを行った。⑩のサ

イコモーターも子どもと親が一緒に行った活

動である。⑩は講師の平山氏が代表となって

いる環境対話研究会が行っている活動で，子

どもたちが音楽に合わせて手足を動かした

り，左右の区別や声の強弱の出し方などを学

んだりするための訓練的な運動を行うもので

ある。この活動により，学習を意図的・計画

的・効率的かつ安全に引き起こし，社会が期

待する環境への意味づけや行動を促進させる

教育臨床的アプローチができると考えられて

いる。

親のプログラムは，平山氏による子どもへ

の対応の仕方についての講話と，親子相談，

そして親同士の交流を主とした活動を行っ

た。

（2）平成17年度

子どもプログラムの①，⑩の検査は，フロ

スティッグ視知覚発達検査を行った。親は①

で，Child Behavior Checklist（以下，CBCL

と略す）シートを記入してもらい，事業前の

子どもの様子について回答をしてもらった。

子ども

小学校 小学校 小学校 小学校 大人
合計

３年生 ４年生 ５年生 ６年生

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

平成16年度 7 0 0 0 4 0 0 0 3 6 20

平成17年度 3 0 8 0 0 0 1 0 4 8 24

ADHD LD 高機能
ADHD と と AS 自閉症 健常児 合計

AS AS 自閉症

平成16年度 1 0 1 0 5 2 2 11

平成17年度 3 1 0 0 4 3 1 12

表１　参加者内訳

表２　子どもの症状別内訳
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図1 平成16年度キャンプ日程表

図2 平成17度キャンプ日程表
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この２つの検査は，健常児も含めて行なった。

②のゲームでは，鬼ごっこやイスとりゲーム

などを行った。④ではカッター活動，⑥では

オリエンテーリングを行ったが，平成16年度

より広い範囲で行うものとした。⑦では，⑥

のオリエンテーリングで拾ったものや，探し

当てた宝箱の中身を使って，ネイチャーパウ

チとキャンドル作りを行った。平成16年度の

様子から，夜は活動を入れず，ゆっくり過ご

すこととした。３日目の⑨は，アスレチック

で遊ぶ活動を行った。

親プログラムは，平成16年度と同様，講師

荻野氏による，子どもへの対応についての講

話と，川間氏による親子相談を行った。また，

親同士の交流活動を行った。

６　その他

平成16年度も平成17年度も，子どもたちが

活動を行ったことが分るよう，シールカード

を作成し，各活動が終了する毎にシールを貼

っていった。また，全ての活動が終わったら，

修了証としてバッジを渡して表彰した。

Ⅲ　検査方法

１　連続遂行課題（7）

平成16年度に行った課題で，抑制力と注意

力を見るものである。前述したように，キャ

ンプ前，2日目のオリエンテーリング・クラ

フト活動の後，キャンプ直後の３回行った。

課題は，特定の警告刺激呈示直後に出現す

る目標刺激にのみ反応を求めるCPT-AXを用

いた。課題作成と呈示には，Windowsコンピ

ューターを使用し，これを被験者の眼前１m

に設置した。被験者には，画面上に出てくる

「０」から「９」までの数字のうち，「１」

（警告刺激）が出た直後の「９」（目標刺激）

にのみキーボードを押すことを求めた。数字

と次の数字が出てくる刺激間間隔は，3段階

（0.8秒（800ms），1.5秒（1,500ms），3.0秒

（3,000ms））とし，これをランダムに変化さ

せた。被験者が目標刺激以外の刺激に反応す

る誤反応の種類を４種類に分け，その数の変

化を見た。これらの検査は環境対話研究会の

協力で行った。

誤反応は以下の４種類に分けられた。

①ランダムエラー：直前の刺激が警告刺激で

もなく，反応した刺激が目標刺激でもない誤

反応。

②９onlyエラー：直前が警告刺激「１」でな

いのに，目標刺激「９」に反応する誤反応。

③１onlyエラー：警告刺激「１」そのものに

反応してしまう誤反応。

④１not９エラー：警告刺激「１」直後に呈

示された目標刺激「９」以外に反応してしま

う誤反応。

２　図地知覚検査（8）

平成16年度に行った検査で，地（景色）の

中から図（目標図形）を探し出す図地知覚能

力を見る検査である。対象の子どもたちは，

こうした検査が苦手と言われている。今回の

キャンプでは，自然のいろいろな刺激の中で

活動するため，子どもたちが意識的に周りの

ものに注意を払う可能性が考えられた。した

がって，キャンプにより，図地知覚能力がど

う変化するかを調べた。検査は連続遂行課題

と同様に，キャンプ前，2日目のオリエンテ

ーリング・クラフト活動の後，キャンプ直後

の３回行った。Developmental test Visual

Perception Ⅳを参考に制作された課題を用

いた。30秒間で指定された記号（目標図形）

計20個を，妨害刺激を含む，横８個×縦10個

の計80個から選び出す課題である。課題は１

回の検査につき，3回行なった。こられの検

査も，環境対話研究会の協力により行った。

３　フロスティッグ視知覚発達検査（9）

平成17年度に行った検査で，キャンプの

前・後２回行った。この検査は，児童期の精

神発達に大きな影響を与える幼児期の視知覚
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力の診断を行い，早期に治療的指導を行うた

めの検査であるが，検査の選出や方法につい

ては，講師である荻野氏にアドバイスをもら

った。

検査は，Ⅰ視覚と運動の協応，Ⅱ図形と素

地，Ⅲ形の恒常性，Ⅳ空間における位置，Ⅴ

空間関係の５種類である。図地知覚能力に加

え，視覚的なものが手の動きと連動の仕方等

が，キャンプ前後でどのように変化するかを

調べた。検査は子ども一人につきボランティ

アが一人説明でつき，「フロスティッグ視知

覚発達検査実施要領と採点方法手引」に従っ

て，検査と採点を行なった。

４　CBCL検査（10）

平成17年度に実施した検査であり，米国T．

M． Achenbachらが開発した子ども用の情緒

や行動についての包括的な質問用紙である。

客観的に評価ができるということで，これも

選出には講師である荻野氏にアドバイスをも

らった。Ⅰひきこもり，Ⅱ身体的訴え，Ⅲ不

安／抑うつ，Ⅳ社会性の問題，Ⅴ思考の問題，

Ⅵ注意の問題，Ⅶ非行的行動，Ⅷ攻撃的行動，

その他の問題についての質問事項があり，各

症状群についてT得点を計算する。なお，T

得点については，正常域は66点以下，境界域

は66～70点まで，臨床域は70点を超えた場合

としている。また，2つの上位尺度（外向尺

度，内向尺度）のT得点では，正常域は59点

以下，境界域は60～63点まで，臨床域は63点

を超えた場合に標準化されている。今回は親

用CBCL／４-18を使ってキャンプ前とキャン

プ１ヶ月後とで２回データをとり，T得点の

変化をみた。

Ⅳ　結果および考察

１　連続遂行課題

連続遂行課題について，呈示数字の刺激間

間隔の違いによる，平均反応時間の変化を図

３に示した。また，4種類の誤反応について

の平均誤反応数の変化を図４－１から図４－５

に示した。データをとることが難しかった子

どもがいたため，グラフは８人についての平

均値を表している。

９onlyエラーとランダムエラーは注意力が

低下すると多くなるエラーで，1onlyと１not

９エラーは抑制力が低下すると多くなるエラ

ーと考えられている。１回の検査に非常に時

間がかかるため，疲労が出てくることや，単

調な課題のため，持続的な興味が低下してく

るため，エラー数は増加することが予想され

た。しかし，図３をみると反応時間は日によ

ってあまり変化していなかった。

図４－１から図４－５をみると，ADHD児を

除いて１not９エラー以外の平均誤反応数が

減少していた。これらのことから，自閉症児

とADHD児を除いて，キャンプにより注意力

が向上したものと考えられる。

１onlyエラーと１not９エラーの出現要因

の違いは，前者が，1という手がかりの数字

図３　連続遂行課題での実施日毎の各条件に
おける平均反応時間

図4－1 連続遂行課題における実施日毎の平
均誤反応数
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が出て，次の数字を待てずにボタンを押すエ

ラーである。後者は，1という手がかりの数

字が出るまで待っているが，本来の９でない

数字に反応してしまう間違いである。つまり，

前者に比べ後者の方が抑制力を必要とすると

考えられる。ADHD児以外において，1not９

エラーは増加しているが，1onlyエラーは減

少していることから，わずかながらでも抑制

力が向上しているのではないかと考えられ

る。

しかし，個人差が非常に大きく，検査人数

が10人に満たないことから，症状や年齢によ

る傾向を考えることは難しかった。また，減

少したエラー数についても，検査の慣れによ

ることも考えられるため，今後は被験者数を

多くしていくことと，キャンプを経験してい

ない被験者との比較をすることが必要である

と思われる。

２　図地知覚検査

図地知覚検査の日ごとの平均正反応数の変

化を図５-１から図５-５に示した。

これをみると，症状に限らず平均正反応数

が増加していた。非常に短時間で行なう課題

において，計240個の図形の中から，目標図

形で呈示されている位置を被験者が記憶する

ことは困難であると考えられるため，慣れの

ために正反応数が増加した可能性はないと思

われる。このことから，キャンプの影響によ

って，図地知覚能力が向上したものと考えら

れる。特に，1日目から２日目の増加率が高

くなっていた。２回目の検査は，オリエンテ

ーリング・クラフト活動の後に行なったた

め，これらの活動の影響も考えられる。

３　フロスティッグ視知覚検査（9）

フロスティッグ視知覚検査のキャンプ前・

後の平均点数を表３に示した。

Ⅲaの課題において平均点が１点以上がっ

ていた。その他については，キャンプの前後

でほとんど点数が変わらなかった。Ⅲaの課

題は，いろいろな図形の中から○と□を探し

図4－2 健常児における連続遂行課題の平均
誤反応数

図4－3 LD・AS児における連続遂行課題平
均誤反応数

図4－4 ADHD児における連続遂行課題の平
均誤反応数

図4－5 高機能自閉症児における連続遂行課
題平均誤反応数
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図5－1 図地知覚検査の平均正反応数 図5－2 健常児における図地知覚検査の平均
正反応数

図5－3 LD・AS児における図地知覚検査の
平均正反応数

図5－4 ADHD児における図地知覚検査の平
均正反応数

図5－5 高機能自閉症児における図地知覚検
査の平均正反応数

Ⅰ Ⅱ Ⅲa Ⅲb Ⅲ※2） Ⅳ Ⅴ 合計点

キャンプ前平均 15.67 17.50 5.50 6.33 11.83 7.67 6.83 59.50

標準偏差（前） 3.98 0.55 2.66 0.82 3.43 0.52 0.98 7.66

キャンプ後平均 15.50 17.83 7.00 6.17 13.17 7.50 7.00 61.00

標準偏差（後） 4.09 1.94 2.68 1.72 4.31 0.84 0.63 8.37

有意確率 0.920 0.709 0.017 0.741 0.102 0.363 0.363 0.336

差（後－前） －0.17 0.33 1.50 －0.17 1.33 －0.17 0.17 1.50

表３　キャンプ前・後のフロスティッグ視知覚検査の平均点数※1）

※1）健常児を除く，6人で計算している。

※2）Ⅲ＝Ⅲa＋Ⅲb
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て色鉛筆で縁取りするというものである。Ⅲ

bも同様の課題であるにも関わらず，前後で

点数はほとんど変わらなかった。

キャンプ前後で全く同じ課題を行ったた

め，キャンプ後で点数が上がる可能性が考え

られた。しかし，全体的に点数はあまり上が

っていなかった。また標準偏差値が，Ⅴの課

題を除いて，キャンプ後で値が上がっており，

ばらつきが大きくなっていた。これは，検査

全てを行うのに１～２時間程度かかるため，

被験者によっては集中力が続かなかったため

と考えられる。

今後は，検査項目を選択して行うことと，

キャンプ未経験者との比較を行う必要がある

と考えられる。

４　CBCL検査（10）

表４にキャンプ前・後のCBCL検査の点数

を示した。

キャンプ前に，臨床域になっていた内向尺

度（Ⅰひきこもり＋Ⅱ身体的訴え＋不安／抑

うつ）の点数が，キャンプ後で境界域まで下

がっていた。

また，キャンプ前に境界域であったⅤ思考

の問題，外向尺度（Ⅶ非行的行動＋Ⅷ攻撃的

行動）の点数が，正常域まで下がっていた。

Ⅳ社会性の問題，Ⅵ注意の問題については，

キャンプ前後であまり変化がなく，それぞれ

臨界域，境界域のままであった。総得点はキ

ャンプ後で平均値が1.44下がっていたが，臨

界域のままであった。

Ⅶ非行的行動については，平均点がキャン

プ後で上がっていた。また標準偏差値も高く

なっており，ばらつきが見られた。

Ⅰひきこもり，Ⅱ身体的訴え，Ⅲ不安／抑

うつ，Ⅷ攻撃的行動については，キャンプ後

で平均点が下がっていた。標準偏差値もこれ

らの項目については下がっており，ばらつき

が少なくなっていた。

全体的に有意差は見られなかった。キャン

プの影響が明らかには出なかったといえる。

Ⅴ　まとめ

検査人数が少ない上に，個人差が大きいた

め，データのばらつきが大きく，またキャン

プの明らかな影響は認められなかった。しか

し，連続遂行課題の結果による注意力の向上，

子どもの症状に限らず図地知覚能力が向上し

ていたこと，フロスティッグ視知覚検査のⅢ

aのみ有意差が認められたことなどから，キ

ャンプが子どもたちに何らかの影響を与えた

可能性が考えられる。

特に，図地知覚検査において，オリエンテ

ーリング・クラフト活動後に行なった検査結

果が著しく成績向上していた。これらの活動

が影響を与えた可能性も考えられる。それを

表４　キャンプ前・後のCBCL検査の点数

※1 は臨床域，太字は境界域，その他は正常域の値

※2 内向尺度＝Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ

※3 健常児を除き，回収できた9人についての数値である。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 内向尺度 外向尺度 総得点

キャンプ前の平均点数 66.33 55.33 64.00 71.89 68.78 69.22 57.56 60.33 64.89 60.11 67.00

標準偏差 9.70 8.26 10.82 12.73 9.92 8.36 5.79 7.68 10.26 7.54 8.08

キャンプ後の平均点数 64.89 52.11 61.67 71.78 64.89 69.89 59.22 58.56 62.78 59.22 65.56

標準偏差 8.08 6.33 9.49 12.61 8.55 7.18 7.17 4.85 8.53 4.44 6.62

有意確率 0.49 0.16 0.21 0.95 0.31 0.71 0.40 0.26 0.23 0.54 0.12

後－前 －1.44 －3.22 －2.33 －0.11 －3.89 0.67 1.67 －1.78 －2.11 －0.89 －1.44
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見るためには，いろいろな活動の組み合わせ

で検査を行なう必要があるが，検査は子ども

たちに大きな負担を与えるため，回数を多く

できないという問題がある。

検査の選択については，検査方法が確立さ

れていないため，まだ試行錯誤の段階である。

同じ図地知覚能力をみる検査についても，図

地知覚検査では能力の向上が認められたが，

フロスティッグ視知覚検査では認められなか

った。これは，視覚による図地の識別能力が

向上していても，手の運動がそれに伴わなけ

れば成績として現われない可能性も考えられ

るため，検査方法をよく選ぶ必要があると考

えられる。

CBCL検査については，通常キャンプの影

響を見るものではなく，子どもの情緒や行動

について見るものである。そのため，キャン

プ前後でほとんど変化が認められないことが

予想されたが，8項目のうちの５項目につい

て，わずかに平均値の減少が認められた。有

意差は認められなかったものの，大変興味深

い結果であった。

Ⅵ　今後の課題

参加対象者の子どもは，事前調査で運動の

苦手な子どもが多い傾向にあったが，こちら

が予想していた行動範囲よりもかなり広く動

き回る様子が認められたり，小学校３年生と

４年生で大きく体力の差が感じられたりし

た。しかし，健常児を含めいろいろな症状の

子どもが参加していたが，予想していたほど，

症状による差はあまり感じられなかった。

今回のキャンプでは，自然体験活動を主と

した活動を行なっているため，対象の子ども

たちにどのくらいの体力があるか，どのくら

いの作業を集中してできるか等について把握

することは非常に重要である。しかし，こう

した子どもたちを集めてのキャンプを行なっ

たのは初めてであったため，事前の調査では

それらを把握することが難しかった。

今後，今までの子どもたちの様子を参考に

し，それぞれの活動の行動範囲や時間の設定，

クラフトの補助の仕方などを検討していく必

要がある。また，活動と活動の組み合わせ方

や，各活動でのスタッフの声かけや子どもと

の関わり方により，子どもの行動パターンや

気持ちが変わっていく可能性もあるため，こ

れらについても考えていく必要があると思わ

れる。

また，キャンプの効果の検証を行なうため

に，子どもから直にデータをとることが非常

に難しいことが分った。子どもの集中力が続

かないため，生理学的データをとることも考

えられるが，その場合，保護者の同意など，

いろいろな問題があると考えられる。２年間

の調査で，保護者アンケートを利用すること

が最も有効であると感じた。しかし，子ども

から何かの検査で直にデータをとったり，行

動をチェックしたりと，いろいろな側面から

データをとることも重要であると考えられ

る。その際には，子どもたちの集中力を切ら

さないような補助方法や，検査時間，検査方

法等を十分検討する必要があると思われる。

今回のキャンプでは，宿泊体験を伴う自然

体験活動を行なったが，2泊３日という短期

間でキャンプの影響がみられた。今後，影響

についてはもっと詳しく調べていく必要があ

るが，短期間の自然体験活動が子どもたちに

影響を与えるのであれば，継続的に学校など

で続けることによって，子どもに大きな影響

を与える可能性が考えられる。調査方法等が

確立されていないため，手探りの状態である。

子どもたちによりよい教育支援をしていくた

めにも，青少年教育施設の事業がどんな効果

を上げているかを調べていくことはとても重

要であると考えている。
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