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アメリカ合衆国の学校教育における学習障害児支援体制の模索  

―「介入指導への応答（ Response to Intervention）」の到達点と課題―  

【要旨】  

 本研究では、学校現場における学習障害児支援体制とそこで生じる課題につ

いて、アメリカ合衆国（以下、アメリカと略称）で 2000 年代半ばより導入さ

れた「介入指導への応答（Response to Intervention：RTI）」に焦点を合わせ

て明らかにした。2004 年の障害者教育法改訂を機に普及が進んだ RTI は、小

学校入学後一定期間を経た時点で学年全員に検査（ユニバーサル・スクリーニ

ング）を行い、点数の低い子どもに段階的に介入指導を提供して、そこでの伸

びによって特別教育（ special education）の必要性の判断や学習障害の識別を

行う仕組みである。ユニバーサル・スクリーニングや、介入指導中の伸びの把

握には、読み書きの基礎的スキルのアセスメント方法である「カリキュラムに

基づく測定」（ curriculum-based measurement：CBM）がしばしば利用され、

客観的、数量的なデータに基づいて提供する支援が決定されている。このよう

な方法を用いることによって、学習障害の見落としや支援提供の遅れを解消す

ることができると期待されていた。  

日本の先行研究における RTI の描かれ方は、①診断方法であるディスクレパ

ンシー・アプローチの代替物が求められているという背景のもとで注目され、

②時の学力向上政策である NCLB の方向性とも合致して普及に至ったという

流れをとらえる点で共通している。また、学習に何らかの困難を抱えている子

どもに支援を提供することは可能でも、学習障害を識別する方法としては問題

が残るという見解も共通して述べられている。このような日本の先行研究は、

RTI とは何かという概略を示し、また、2010 年代の現在において、RTI が全米

的に実践されている状況を的確に説明してはいる。しかしながら、そもそも何

故 RTI のような仕組みが誕生したのか、どのような研究や実践が背景に存在し、

それらと普及後の RTI との共通点や相違点がどこにあるのかといった、源流を

ふまえて RTI の本質を解明するような検討は十分ではない。  

アメリカの先行研究では、RTI に対する支持・不支持を明確にしたうえで、

その効果や問題点について具体的に論じられている。たとえば RTI による学習

障害の識別可能性について、日本の先行研究と同様に懸念を示しながら、その
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理由として知能検査の不使用を挙げている。また、指導の画一化を防ぐために

も、認知や情報処理の能力、あるいは脳機能の検査が必要であることを指摘し

ている。これらの点からは、知能や認知特性など、個々の子どもに内在する特

性を測るような検査の位置づけが、RTI に欠けるものの一つと見られているこ

とがわかる。  

また、アメリカの先行研究では、RTI につながる研究や実践として、①「知

的障害児プログラムへの措置に関する委員会」の主張、②デノらによる研究や

ミネソタ大学学習障害研究所の研究、③州レベルでの問題解決アプローチの三

つが言及されており、それぞれの特徴についても概略が明らかにされている。

しかしながら、これらの取り組みの背後にある問題意識や、そこで生み出され

た理論や実践の具体的様相を明らかにしたうえで、現在の RTI を取り巻く状況

と結びつけて検討することは行われていない。  

 以上のような日米双方の先行研究をふまえて、本研究では以下の三点を検討

課題とした。一点目は、RTI の源流に位置づく研究や実践について、そのそれ

ぞれの背景にある問題意識、研究や実践の目的、提案している具体的な仕組み

やツールを総合的に検討することである。これらの過去の取り組みは、その存

在が随所で指摘されながらも、特徴が十分に明らかにされていない。現在の RTI

の到達点を吟味する土台として、これら過去の成果の正当な評価が必要である

と考えた。  

二点目は、学習障害を識別するということの持つ意味を再考することである。

日米いずれの先行研究においても、RTI による学習障害識別には懐疑の目が向

けられていた。導入後わずか数年の時点で既にこのような批判の相次ぐような

RTI は、そもそも学習障害識別の方法として適切であったのか。その発展の過

程で学習障害識別はどのように位置づけられてきたのか。批判にもかかわらず

RTI が普及していることを考える時、RTI は学習障害識別機能以外に意義を見

出されているのではないか。このような、RTI における学習障害児識別の意味

や位置づけを検討する必要があると考えた。  

 三点目は、RTI において提供される支援の中身や提供の仕方について、どの

ような主張がなされてきたのかを明らかにすることである。先行研究において

は、RTI が通常教育と特別教育の両方にまたがる支援提供の仕組みであること
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が示されており、また支援の提供方式には複数のやり方があることが述べられ

ている。しかしながら、このような仕組みの下で提供される支援の具体的な中

身については明らかではない。本来どのような支援を提供することが目指され

ており、それがどのように変化してきているのかを明らかにする必要があると

考えた。  

以上の三点の検討課題に迫るため、次の二つの角度から研究を進めた。一つ

目は、源流となる過去の取り組みとの比較を通した、RTI の実践的枠組みの再

検討である。RTI の目的や役割について改めて見直し、その到達点を探るため

に、本研究では RTI につながる過去の実践や研究を、そこで開発された新たな

仕組みやツールまで視野に入れて検討した。二つ目は、現在の RTI 実践の幅広

さをとらえるような検討である。同じ RTI というカテゴリーで語られる実践に

も様々な姿のものがある。本研究では、既存の介入指導プログラムと RTI との

共存や、対象児の範囲を拡大した RTI 実践の模索など、RTI が実践の外延を問

い直されるような例に注目して検討を進めた。  

 第 1 章では、アメリカにおいて学習障害概念が提起された 1960 年代から RTI

につながる模索が始まる 1980 年代までの期間における、学習障害の識別方法

や指導方法の代表的なものを取り上げて、それらの相違点を検討しながら、学

習障害児教育に関する論点を探っていった。検討の結果、学習障害は、個人に

内在する何らかの器質的な問題に起因する学習上の困難であると考えられてい

たこと、一つの独立した障害カテゴリーとして存立するために、近い症状を示

す他の状態像との区別が重視されていたことが明らかとなった。具体的には、

環境的な要因による低学力や、他の障害の結果として二次的に生じる学習困難

との区別が目指されていた。法的に規定された学習障害の識別方法においては、

除外規定を設けることで、これら周辺の障害や困難との区別を行おうとしてい

た。  

 このような学習障害児を識別するための検査や、支援のための方法について

は、1960～70 年代半ばまでは、カークによる提起が力を持っていた。これは、

言語情報処理過程のどこに問題を抱えているのかを調べて、その回復を図ろう

とするものであった。しかし、1970 年代後半以降は、カークらの提起は新たな

主張に取ってかわられた。その結果、学習障害と低学力全般との質的相違を認
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めるのか否か、読み書き能力育成のために必要なスキルは何であると考えるか、

教師主導か子どもの興味に即した指導を行うのかといった点で、意見の異なる

複数の立場が並立した。  

 第 2 章では、1970 年代末以降にミネソタ大学において取り組まれた、学習障

害児への支援提供の仕組みやアセスメント方法の研究を取り上げて、どのよう

な新たな方向性が目指されていたのか、それを実現するための具体的な提案の

中身はどのようなものであったのか、そして現在にどのように受け継がれてい

るのかを明らかにした。ミネソタ大学においては、まず 1970 年代末にデノと

マーキンによって「データに基づくプログラム修正」が考案され、通常学級内

で学習面や行動面に問題を示している子どもたちに対して、特別教育の場へ措

置して問題を終わらせてしまうのではなく、個々の子どもの困難の中身に応じ

て支援を構築していく方法が探られた。「データに基づくプログラム修正」では、

対象児が何の障害を有しているのかを明らかにすることは求めず、その代わり

に、学習面や行動面で具体的にどのような問題を持っているのかを数値的に把

握して、改善方法を考えていっていた。  

その後、5 年間にわたって実施されたミネソタ大学学習障害研究所の研究で

は、学習障害児のアセスメント手法に関する研究が深められた。ミネソタ大学

学習障害研究所では、研究の結果として、教師や心理士による子どもの観察や

判断にはバイアスがかかっている可能性を見出した。そこで、一定時間内に正

確に読める語数や書ける語数といった、数値的、客観的に処理可能な尺度に注

目し、CBM というアセスメント方法が開発されていった。CBM 研究はミネソ

タ大学学習障害研究所の研究期間終了後も継続され、出題や処理のコンピュー

ター化が模索されていった。その過程では、実施時間や分析時間の短縮といっ

た、実施を簡便にするための工夫がこらされる一方で、測定している対象が読

み書き能力をとらえる上で、どの程度本質的なものであるのかといった点には

疑問が残った。  

 第 3 章では、1980 年代末以降にアイオワ州ハートランド地域教育局において

考案された校内問題解決アプローチを取り上げて、学校現場において困難を抱

える子どもに支援を提供していくための仕組みの在り方を検討した。ハートラ

ンド地域教育局では、1982 年に「知的障害児プログラムへの措置委に関する員
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会」が発表した報告書や、1970 年代末以降にミネソタ大学で開発が進められた

アセスメント方法に言及しており、これらの方針や手法を吸収する形で校内問

題解決アプローチを構想していた。しかしながら、ハートランド地域教育局の

当初考案した仕組みは、ミネソタ大学の推奨していた、子どものパフォーマン

スや伸びを CBM によって数値化してとらえて対応を考案するやり方とは異な

っていた。むしろ、担任教員以外の心理士や地域教育局のスタッフといった専

門職も含む話し合いによって、柔軟に子どもに提供する支援を構想することが

目指されていた。  

支援提供は四段階によって行うことが想定されていた。支援の中身は、子ど

もへの直接的な指導にとどまらない教室環境の改善なども含む幅広いものが想

定されていた。このような支援提供枠組みの背景には、ノンカテゴリカルな支

援を理想とする考え方があった。ハートランド地域教育局の校内問題解決アプ

ローチは、実践を経て、支援提供の効率性や悉皆性の点で改善の必要性が提起

された。その結果、支援対象を選び出すために、全ての子どもを対象としたユ

ニバーサル・スクリーニングを実施することや、支援提供と並行して子どもの

伸びを測定すること、支援方法や伸びの測定方法として効果の実証された手法

を用いることなどが求められるようになった。  

 第 4 章では、2001 年開催の LD サミットおよび 2003 年開催の RTI シンポジ

ウムの報告書類を検討し、RTI 導入期に何が期待され、何が批判されていたの

かを明らかにした。LD サミットにおいては、学習障害とは個人に内在する中

枢神経系の要因によってもたらされる学習の困難であること、一般的な低学力

とは異なるものであること、学習障害児には特別教育が提供されるべきである

ことといった、学習障害に関する基本的な見方が示された。これは、学習障害

概念成立初期の学習障害観を概ねそのまま継承したものであると言えた。一方、

学習障害の識別方法の点では、従来の学習障害診断方法であるディスクレパン

シー・アプローチのもとで、学習障害の早期発見・早期対応が実現されていな

いことが問題視されていた。そして、現状の改善策として RTI という新たな仕

組みに期待が寄せられていた。RTI を構想するにあたっては、ミネソタ大学や

ハートランド地域教育局の取り組みが参考にされていた。一方で、読み書きの

困難を把握する方法や指導すべき内容については、音韻や語彙など様々なもの
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が提起されているが、それらの中のどれが重要なのか、またその習得度を評価

する基準は何かといった点に関して共通理解が存在しなかった。続く RTI シン

ポジウムにおいては、RTI への批判や懸念が示され、特に学習障害識別が本当

に可能なのかという疑問が示されていた。また、この点とも絡んで、心理学的

知見や神経学的知見の軽視が批判されていた。  

 RTI は 2004 年に障害者教育法が改訂されたことによって、正式に学習障害

識別方法として導入され普及していくこととなった。そこでは、最初の段階と

して全ての子どもへの支援を視野に入れた、三層の仕組みとしてモデル化され

ることが一般的であった。層の移動を判断するにあたっては、最初の段階では

全員に対するアセスメント（ユニバーサル・スクリーニング）によって見逃し

なく対象が選び出され、その後は継続的な伸びの把握（プログレス・モニタリ

ング）が求められた。また、最終層に至っても学習の困難が回復しない子ども

が、学習障害児である可能性が高いとして、特別教育の必要性を判断される対

象とされた。このような RTI のモデルは、ミネソタ大学とハートランド地域教

育局それぞれの取り組みの特徴受け継いだものであった。しかしながら、前述

のように RTI は個人に内在する学習障害を識別するという姿勢も否定してお

らず、この点では、ミネソタ大学やハートランド地域教育局とは異なる立場に

立っていた。  

 第 5 章では、従来の読み書き支援のプログラムが RTI とどのように共存を図

ろうとしているのかに注目して、普及後の RTI の実態と課題を明らかにするこ

とを目指した。RTI は求める指導を、8 項目から成る「科学的で研究成果に基

づいた介入指導」という大枠でしか示しておらず、全国学習障害研究センター

や国際読書学会の挙げる RTI の要件もほぼこれと同様であった。既存の読み書

き介入指導であるリーディング・リカバリーは、このような要件に自らが当て

はまることを根拠に RTI との親和性を主張していた。しかしながら、RTI とリ

ーディング・リカバリーは、たとえば指導の指導者の専門家としての分析や判

断にどの程度期待しているかといった点や、用いるアセスメント尺度の性質に

違いが見られた。このような違いは、親和性を主張する際には看過されていた。  

 実際に、北米リーディング・リカバリー協会が共存の成功事例として示して

いるものを見ると、RTI の仕組みを土台として、リーディング・リカバリーの
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手法を断片的かつ本来の意図にそぐわない形で利用していたり、反対に、リー

ディング・リカバリー実践をそのまま RTI と読み替えていたりという事態が見

られた。ここからは、具体的な指導方法やアセスメント方法を統一的に示さな

い RTI が、実践されていく際に既存のプログラムを柔軟に利用しているように

見えて、実際には、それぞれの意図を十分に噛み合わせられていない可能性が

示唆された。  

 第 6 章では、中等教育段階の生徒を対象とした RTI に注目して、RTI がその

導入時の期待とは異なるところで価値を見出されながら実践されていることを

明らかにした。中等教育段階の RTI は、特にユニバーサル・スクリーニングの

機能に期待が集まっていた。ただし、用いられるアセスメント尺度は、州学力

テストなど既存のものの利用が示唆されていた。また、学習障害を新たに発見

するという機能については、中等教育段階の RTI では全く期待されていなかっ

た。  

 中等教育段階の RTI と初等教育段階の RTI とを比較すると、共通点は①一

回の検査ではなく、支援提供と並行してニーズを明らかにしていくこと、②そ

の入り口としてユニバーサル・スクリーニングを行うこと、③支援提供は特別

教育と通常教育とをつなぐ複層的なものであることという外枠部分の特徴にと

どまった。このように RTI を枠組みとして理解する限りでは、そこに学力テス

トを組み込んで学力向上策として利用されることにも、特に矛盾があるわけで

はなかった。しかしながら、何のために RTI のような枠組みを利用するのかと

いう、実践の目的が問われないまま、実践方法だけが現状適応的に利用されて

いるという問題が一方では存在した。  

 以上の検討をふまえて、序章において挙げた三つの検討課題、すなわち①RTI

の源流に位置づく研究や実践について具体的に明らかにし、現在の RTI の到達

点について検討すること、②RTI の源流や実践をふまえて、学習障害を識別す

ることの意味を再考すること、③RTI において提供される支援の中身や提供方

法について、どのようなことが提起されているのかを明らかにすることに関し

ては、次のような知見が得られた。  

 まず一点目の課題について、具体的な実践手法のレベルでは、複層的な対応

という点ではハートランド地域教育局の実践枠組みを、子どもの実態把握やそ
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れに基づく処遇の判断に CBM を用いるという点ではミネソタ大学の成果を

RTI は吸収していた。一方で、これら源流となる取り組みでは、問題を抱えて

いる子どもを既に教師が選び出している前提で、その子どもへの支援構築の方

法を提案していた。これに対して RTI では、ユニバーサル・スクリーニングを

最初に位置づけており、支援対象者の見落としが防止されていた。RTI は、過

去の理念や実践からそれぞれ異なる部分を継承しており、かつ、それらの取り

組みに当初は欠けていた対象児選出の方途も備えている点で、支援提供の枠組

みとしては、より有効なものになっていると評価できた。  

 このように過去の取り組みの成果を吸収した RTI であるが、課題も残されて

いた。そのうちの一つが、本研究の検討課題の二点目にあたる、学習障害識別

のとらえ方に関する問題である。ミネソタ大学の研究は、学習障害を低学力全

般から本当に識別できるのかを疑問視しており、ハートランド地域教育局にお

いても、ノンカテゴリカルな対応が追究されていた。両取り組みでは、支援対

象の選出や支援の構築のために、学習障害を識別することは求めていなかった。 

 しかしながら、RTI 導入期の議論において学習障害概念に関する研究が総括

された結果、学習障害は個人に内在する要因によるものであり、低学力全般と

は識別可能であり、そして識別された学習障害児は特別教育を受けるに相応し

いという見方が示された。一方で、障害者教育法では同時に、介入指導に対す

る応答すなわち RTI が、学習障害識別の新たな方法として定められた。ここに、

学習障害識別を想定しない立場によって生み出された実践手法の到達点である

RTI が、学習障害識別の手法として採用されるというずれが生じることとなっ

てしまった。  

 最後に、検討課題の三点目である、提供される支援の中身や提供方法につい

ては、初期の学習障害児教育や RTI の源流のそれぞれにおいて異なる特徴が見

られた。初期の学習障害児教育においては、読み書きの困難をもたらす要因を

各立場が想定し、それを回復するための指導が構想されていた。これに対して

ミネソタ大学では、継続的に子どもの状態をアセスメントすることによって、

提供する支援を構想し調整していく方法が開発された。特定の障害ゆえに生じ

る困難に焦点を合わせた指導ではなく、個々の支援対象児のニーズに応じた支

援構想が目指されたのである。一方、ハートランド地域教育局では、支援の中
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身は、座席の位置の調整など教育環境の見直しも含むようなものとして構想さ

れていた。ここでもやはり子どもの状態に応じて支援を調整することが提案さ

れていたが、その具体的方法は特定のアセスメントの結果に基づくのではなく、

関係者が協議を通して柔軟に決めていくというものであった。  

このような、ミネソタ大学とハートランド地域教育局のいずれもが有してい

た、子どもの実態に応じて提供する支援を調整していくやり方は、RTI にも引

き継がれた。ただし、提供する支援の内容面については、二つの源流のいずれ

かを明確に継承したわけではなかった。RTI の普及に際しては、そこで行うべ

き指導は「科学的で研究成果に基づいた介入指導」という要件が定められたの

みであり、目標や内容を何にするのかといった点は定められなかったのである。

そのため、結果的に RTI は、指導方法やアセスメント方法の具体を伴わない単

なる枠組みとしてのみ受容されることとなり、多様な実践を行い得る可能性を

持つ一方で、学習障害児支援として十分な質を持たない実践が行われる危険も

残した。  

 以上の検討課題に即した考察をふまえると、RTI はその継承する理論や実践

の性質から考えても、困難を抱える子どもたちの中で誰が学習障害児なのかを

明確にすることは必ずしも可能ではないと言える。この点で、導入期の RTI 研

究において指摘されていた RTI の問題点は、本研究でも確認された。ただし、

何らかの困難を抱える子どもを見出して支援を提供していく枠組みとしては、

RTI には有用性が認められる。今後の実践の質を高めていくためには、指導内

容を伴わない外枠としてのみ普及していることの可能性と問題点を自覚した上

で、学校内のセーフティネットとしての位置づけを模索していくことが求めら

れる。  

  




