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Ⅰ はじめに

これまで筆者は、北海道大学の土曜教室や相談

を通して、高い知能を持ちながら認知的バランス

の悪い子どもに出会う事ができた。トータルの IQ

が130前後あり、学力的に高く、発想が豊かで自

由研究や工作は、周囲を驚かすものだった。彼ら

は、高い知能を有しているため学力も高く、学校

では問題のない児童・生徒と見なされてきた。

しかし、彼らは特定の領域での学習の困難さを

抱えていた。彼らの学習場面からは、テスト結果

では見えてこないが、読み書きや暗算の苦手さが

見え隠れてしていた。さらに日常生活では、物の

管理の苦手さ、過集中、過度激動（Overex-

citabilities) 等が見られた。学童期には良好に見

えていた学校生活が、青年期に入り多くの困難を

抱えるようになった。

本稿では知的ギフテッドとディスレクシアを併

せ持つ事例を通し、彼らが抱えている生き辛さと

その教育的援助の必要性について論じることにす

る。

Ⅱ ギフテッドとは

ギフテッドの文献に当たっていると二丸修一の

『ギフテッド』 というライトノベルを見つけた。

本の概要は、世界最高峰の企業「天子峰」という

会社が若きギフテッドを集め、様々なタスクをこ

なしつつ世界戦略を目論むという内容であった。

その話の中で、会社員の４人がギフテッドについ

て語る場面がある。会話の中で、ギフテッドは天

才と同じニュアンスではという意見に対し、一人

が答えている。

「天才が『神がかり的な』と言った意味で使われ

るのに対し、ギフテッドは教育学や心理学で使わ

れる言葉よ。平均以上の能力、高い IQ、高い目的

達成意識、高い創造性を持っているのがギフテッ

ドと言われているわ」

さらに４人の会話は続き、ギフテッドと天才の

違いは神経的素養の違いによるとされ、さらにギ

フテッドは、個人差はあるが過度激動を持ってい

るのが、天才と大きく異なる点であると述べられ

ている。過度激動とは、ドンブロフスキ が提唱し

た考え方で、「刺激に対して過剰な反応をしてしま

う生得的特性であり、ギフテッッドに多くみられ

る」と定義している。さらに過度激動を持つギフ

テッドの特徴として「ギフテッドは過敏であるが

ため、より楽しみ、より悲しみ、より怒り、より

共感する。深く感情移入し、愛着心、責任感、自

省意識も非常に強い。楽しさに過敏なだけならい
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いけれど、責任感や自省の意識の強さから、自己

批判が強く、それだけに楽に生きられない。例え

ば、死の終局といった抽象的な心配ごとが引き金

となって鬱状態になった例も報告されている」

と語られている。

最後に「ギフテッドの子供なんかだと、過敏す

ぎて違う行動を取ってしまったり、精神的な年齢

が高すぎて周囲と話が合わず、孤立することも多

いようね。そのためにあるのがギフテッド教育よ。

国として才能ある人間が潰れるなんて、損失以外

の何者でもないもの」 と語られている。

最初の会話で語られているが、特別支援教育に

関係する人間を含めて多くの人が、「ギフテッド」

は「天才」とほぼ同義語と捉えている。このライ

トノベルでは、ギフテッド像は高い知性と過度激

動を併せ持つケースとして描かれている。過度激

動には、感覚過敏も含まれる。ASDの方たちは、

感覚過敏を持っているが、ギフテッドは感覚過敏

にプラスして感情の過敏も持ち合わせている。

神様は、ギフテッドに２つの贈り物をした。１

つは高い知的能力と、もう１つは過度激動である。

だからこそ、喜びも悲しみも人の何倍も感じてし

まう。その瞬間の満足感は高いけれど、ちょっと

したうまくいかなさが何倍にもなってくるため

に、なかなか幸福感を持てない。

上野（2010) はブログの中で、２Ｅ（二つのE:

Eは例外を意味するexceptionalの頭文字）は、

「才能のあるLD児」という意味で使われていた

が、LDは他の発達障害と併存することもあるの

で、LDに限定せずに「広く学習困難を最適に処遇

しよう」という意図で、ギフテッドではなく２Ｅ

と呼ばれるようなってきたと述べている。神から

の２つの贈り物は、高い知性と発達障害と捉える

事も可能なかもしれない。

ただ、アメリカの「No child left behind」法で

はギフテッドを、「子供、生徒、若者に対してギフ

テッドおよびタレンテッドという言葉が用いられ

た場合、知性、創造性、芸術、リーダーシップの

能力、あるいは特定の学術分野において高度な学

業能力の証拠を示し、また、そうした能力を十分

に開発するには通常の学校教育にはない支援や活

動を必要とする子供、生徒、若者たち。」（P.L.107-

110, Section9101, (22)）と定義しているが、発達

障害の併存や過度激動については触れられていな

い。

アメリカでは、ギフテッドの子供たちを対象に

した教育は19世紀から始まっているといわれる。

それは、才能ある子供たちを支援することによっ

て、彼らが大人になった時に様々な分野で力を発

揮し、国が豊かになるという発想である。日本で

は、機械的な平等の横並びの思想が根強く残って

いるためか、才能ある子どもたちを積極的に支援

していこうという発想にはならない。そのために、

ギフテッドを特別支援教育の対象とはしていない

し、無論教育的定義も存在していない。

Ⅲ 知的ギフテッドのWISC-Ⅳプロフィル

では、ギフテッドを議論して行く上で、どのよ

うなタイプを想定して進めて行くのか。筆者は『日

本版WISC- 理論・解釈マニュアル』 の臨床群

研究の知的ギフテッドの合成得点を一つの指標と

して考えたい。本書では「ギフテッド」を「知的

ギフテッド」と表記している。それは、WISC-

で測定できるのは、ギフテッドの多様な能力の中

でも「知性」であるという事であろう。この先は、

「知的ギフテッド」として話を進めたい。

臨床群研究での得点の平均の比較では、「知的ギ

フテッド群の合成得点は比較統制群と比較して有

意に高く、110.6（PSI）から124.7（VCI）の範囲

にあった。WMIと PSIの効果サイズはさほど大

きくなかったが、その他の得点差は大きかった。

PSIの得点はその他に比べると低く、『絵の抹消』

と『符号』の知的ギフテッドの得点は、グループ

内でもっとも低かった」と述べている。さらに「下

位検査の平均点は『絵の抹消』を除くすべての下

位検査で比較統制群より有意に高かった。平均評

価点の差の中で最も大きかったのは、『単語』『算

数』『類似』であった」と述べている。

言語理解と知覚推理の合成得点は「高い」範囲
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にあるが、処理速度とワーキングメモリーは「平

均の上」である。コロラド州にあるギフテッド研

究所のデータ では104.3（PSI）から131.7（VCI）

の範囲にあった。言語理解は「非常に高い」、知覚

推理は「高い」、ワーキングメモリーは「平均の上」、

処理速度は「平均」に位置した。

両方のデータから、知的ギフテッドの判定を考

えると言語理解と知覚推理が役割を担っている。

中でも言語理解の得点の高さが知的ギフテッドと

深く関連する。逆にワーキングメモリーや処理速

度は、判定にはそれほど重要な役割を果たしてい

ない。４つの指標の中で処理速度が最も低得点で

あることを一つの物差しとして考えた。

Ⅳ 「隠れディスレクシア」を持つ知的ギフ

テッド

１．知的ギフテッドを持つＡ君

知的ギフテッドを持つＡ君と臨床現場で出会っ

た。高い知的能力を持っているために、学校のテ

ストでは９割程度の得点で、成績も優秀だった。

そのため、学校はもちろん、相談機関や医療機関

からも読み書き計算等の問題についての指摘はな

かった。

認知特性の把握と IEP作成のためのエビデン

スとする目的で、WISC- を実施した。驚くべき

結果だった。４つの指標の合成得点についてみる

と、言語理解と知覚推理で「非常に高い」、ワーキ

ングメモリーでは「平均の上」、処理速度では「平

均」を示した。処理速度が、個人内では弱い能力

であり、「絵の抹消」「符号」が低得点であった。

結果は、WISC- の知的ギフテッドと想定できる

高い知的能力を示した。

しかし、臨床場面では日々の悩みを幾度となく

繰り返して訴えてきた。一つは、「漢字を書いても

覚えられない、似たような文字を間違える、書く

のが遅い、計算が遅い、本を読んでも頭に入らな

い、集中出来ない」などの、学習の問題である。

もう一つは、「だるい、何をしても楽しくない、嫌

いな事が増えて行く、自分は駄目な人間だ」など、

感覚的にも精神的にも脆弱性のあることがうかが

われた。

学習の問題では、個人内における処理速度の能

力が低く、漢字では旁と偏の間違いや、撥ねや払

いなどの間違いが見られた。ただ、学習場面では

理解が速く、教えればほとんど漏らす事なく覚え

ていった。学習の困難は想定しにくかった。ただ、

どんなに高い得点をとっても満足せず、自分で間

違ったいくつかの問題を気にしていた。そのよう

な点からは、完璧主義であることがうかがわれた。

また体のちょっとした刺激が気になる点からは

感覚過敏、加えてギフテッドの持つ過度激動とい

う特性を想定した。ちょっとした失敗や間違いを

引きずる場面や、情感の激しい揺れがうかがわれ

たからである。

２．ディスレクシアとの併存

ディスレクシアを疑ったのは、彼と行ったテス

トの分析からである。テストでは長文の文脈はき

ちんと理解できているにもかかわらず、問題文を

読み違えたことによる誤答が目立った。数学や理

科では、解答のやり方は分かっているが、計算に

時間がかかり最後の問題までたどり着かなかっ

た。本人自ら伝えてくれたからこそ、分かったこ

とでもある。

そこで、再度WISC- を見直した。言語理解と

知覚推理からなる一般能力的指標とワーキングメ

モリーと処理速度からなる認知熟達度指標に差が

見られる。この事が、彼に二つの学習面でのアン

バランスさを生じさせている。一つは、公式の意

味や概念は把握できているが計算が遅いこと、も

う一つは、読解力には優れているが読みや書きが

遅いこと、である。テストの問題の解き方は分かっ

ているだが、単純な処理に時間がかかり焦燥感が

どんどん募っていく。彼の頭の中は、高性能の

CPUを持ちながら、メモリーが不足しているコン

ピューターのような状態であったといえる。一般

能力的指標と認知熟達度指標の差が、結果として

「読み書き計算」の困難と関連すると想定した。

では、読みに困難を抱えながらも談話が流暢で
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あり、読解力も高く、成績も優秀なのはなぜか。

おそらく、「読み」に関しては、文脈処理が優先さ

れるために、結果としては苦手な読みをマスキン

グされ、そのため表面的には、読解には読みの問

題が生じなかったと考えた。

読み書き計算の苦手さは、彼の自尊感情も低下

させていた。「こんなこと幼稚園児だってできるの

に」と言いながら自分の心を吐露していた。彼に、

「あなたはこんなに点数がいいのだから」と言って

も、納得はしない。将来の自分の姿と結びつけて、

ネガティブループにはまっていく。

「読み書き計算」の苦手は、家庭や学校はもちろ

ん専門機関でも見逃されてきた。それは、本人が

困り感を訴えても、勉強ができているために、些

細な問題として片付けられてきたのである。

３．本人支援の枠組み

全体像が見えた段階で支援の枠組みを考えた。

「知的ギフテッド」、「過度激動」、「ディスレクシア」

という彼の抱える三つの困難をどのように支援し

ていくかということがポイントだった。IEPを作

成する上で、支援の基本に据えたのは「自己理解

を促す」ことと、「高い能力を伸ばし弱い部分を手

当てする」ことであった。その上にたち、エンリッ

チメントプログラム（強化履修) を参考にしなが

ら、ニーズに応じた柔軟なカリキュラムを設定し

た。このカリキュラムは、３つのブロックに分か

れている。

第１のブロックは自己理解の促進、認知特性の

理解である。一人一人が違うと言うような曖昧な

言い方ではなく、エビデンスに基づいた自分の認

知特性と思考パタンをきちんと理解することを中

軸に据えた。

一つは、認知特性を理解する上で、客観的デー

タとしてWISC- を活用したことである。本人に

対して検査結果のデータの数値を単に示すのでは

なく、強い能力と弱い能力について説明した。マ

イナス思考のため苦手な読み書きや計算や不器用

な面だけに目が向いてしまうので、高い理解力や

推理能力についての説明を重視した。認知特性を

理解する事が、対処法に繫がるだけでなく自分の

良い点を見つける機会になると考えた。

もう一つは、彼がAppleの製品に興味を持って

いたので、『Steve Jobs』 をテキストにしながら

ゼミ形式で読み合わせを行った。

彼は常に自分に対して完璧を求めるために、テ

ストでは高得点をとれても、ケアレスミスがある

事で「できなかったこと」だけが心の中を占めて

しまったり、本来楽しめる活動場面でもささやか

な失敗があると活動そのものが全否定されてし

まったりする。彼が自分の思考パタンや行動を見

つめ直す上で、Jobsの持っている完璧主義は、彼

を写す鏡となると考えた。Jobsの考えや行動につ

いてディスカッションを試みた。

さらに、日々繰り返される本人の抱える悩みに

対応した。また、毎週配布している学級通信のコ

ラム欄で、脳波やワーキングメモリー、感覚過敏

や集中の問題などの疑問について答えていった。

第２のブロックは、知的好奇心を満足させる学

習内容の設定である。得意な分野、興味ある領域

は学年や教科の枠組みにとらわれない、発展的な

内容に取り組むことを重視した。そのために「疑

問に思った事」や「なぜという疑問」について徹

底的に調べ、知的好奇心とともに関連知識やエピ

ソードを増やしていった。常に彼との学習場面で

はインターネットを利用して「Google」検索を用

い、彼の発する疑問に対応できるようにした。

例えば、「英語では、なぜ発音する文字としない

文字があるのか」といった質問に対しては、「世の

中には同じように疑問に思っているひとはいるは

ず」と言って、彼と共に調べていった。ほとんど

の疑問に対して、この検索によって一応の対応を

することができた。

「フィンランドは、なぜ学力が高いのか。日本と

違って詰め込み教育なんだ」と彼は言う。彼の中

には、ゆとり教育が日本の学力の低下を招いたと

いう考えがあった。しかし、フィンランドの教育

に関する論文を見つけて読み、実は「読書」が大

きな鍵を握っているということを理解するに至

る。そこで彼なりに納得するのである。
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国語では、雑学的な知識の習得にも取り組んだ。

ヘルマン・ヘッセの『少年の日の思いで』 では、

調べて行く中で彼の父が札幌農学校出身の内村鑑

三と親交があったことを学んだ。流氷研究者の青

田昌秋の『流氷と私たちの暮らし』 では、長崎出

身で高校教師が決まっていたのを４日前にやめ

て、北大の低温研究所に入ったことなどを学んだ。

鎌田實の『雪とパイナップル』 では、著者のこ

とに留まらずベラルーシの国やゴメリの町や原発

事故について、納得いくまで調べた。要は、彼の

疑問に思ったことや分からないことをきちんと追

求しながら、関連知識を増やしていく学習に取り

組んだということである。第３のブロックとも関

連するが、知的好奇心や習得度の高さを活用しな

がら、学習に取り組んだ。

第３のブロックは、苦手な読み書き計算に拘泥

しない、ということである。苦手な読み書き計算

に無駄なエネルギーを使うくらいなら、代替手段

を使い、得意な読解力や推理能力を生かすことの

できる授業をしようと試みた。

そのため、学習場面ではノート代わりにプレゼ

ンテーションソフトを活用した。学習のまとめの

部分では、積極的に「YouTube」を視聴した。家

庭学習では iPadアプリを使うように促した。さ

らに、躓きや学習の悩み等については、生徒と一

緒に考える学習カウンセリングの手法を利用し

た。

例えば、ノートをとってもほとんどメリットが

ないという点については、実際に板書をとった教

科のテストと、板書しないで学んだ教科を比較し

た。結果は、ノートを取らないで学習した方が高

得点を得た。それに関する彼のコメントは、「ノー

トは取ったが、それにエネルギーが使われて考え

るまでにはいかなかったかも」と述べた。さらに

「字が汚いから見ない」とも言っていた。国語科で

使用する漢字が覚えられない時には、社会科で使

用する漢字と比較させてみた。彼は、「社会は意味

と一緒に覚えていたが、国語は見て書いて覚えよ

うとした」と自己分析した。テストで間違った箇

所については、なぜ間違ったかを詳しく分析する

よう促した。

計算の苦手さについては、『算数が得意なのに計

算が苦手なマックスくん』 を読ませ、計算は苦手

だが数学の概念を学ぶ力はあるというマックス君

との共通点を認識させた。学習面での得意な部分

と苦手な部分をエビデンスに基づきながら説明す

ることで、自己理解が促進されるだけではなく、

どのよう方略で学んで行くかという対処法も見え

てくるのである。

３つのブロックの集大成として、本人を対象と

して「脳と心、自己理解を考える講座」を実施し

た。今まで、個々のブロックで取り組んできた内

容を一つに融合させる取り組みである。自己理解

を促すことと、抱える悩みを明らかにすることを

目的として、生活満足度尺度 を活用し、本人の

悩みを明確にした。次に知能とは何かについて

「ガードーナーの多重知能モデル」を提示しなが

ら、自分の知能の強い能力と弱い能力について考

えさせた。さらに脳の局在化と同期性発達につい

て説明を加えながら、WISC- の検査結果につい

てCHCモデルにおける広域能力を説明した。さ

らに、読み書き計算の苦手な要因だけではなく、

完璧主義や白黒思考、感情や感覚の過敏、協調運

動の苦手さ等の要因について説明した。

Ⅴ 今後の課題

日本では、知的フテッドを含めて「ギフテッド」

の認知度は低い。さらに彼らが特別な教育的ニー

ズを持っていると認識している教育関係者は、数

少ない。おそらく、「ギフテッド」に対する「特別

支援教育」が必要と切実に思っているのは、当事

者とその保護者であろう。

杉山（2010) は、「著しい才能の凸凹を持つ者に

とって集団教育の場は難しい」と述べ、ギフテッ

ドに対する特別支援教育の必要性を訴えている。

メル・レヴィーン（2002) は、一人ひとりがそ

れぞれ独自の教育的ニーズを抱えていることを強

調した上で、「できる生徒に対しても、きめ細かな

配慮と管理が必要」と述べている。実際に、欧米
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の〝special education"の対象は知的障害を持つ

子供たちだけではなく、ある種の優秀児もまた対

象となっている。

しかし、日本の特別支援教育において「ギフテッ

ド」は対象外であり、集団不適応などの行動面で

課題を抱えない限り、その対象とならないのが現

実である。仮に、情緒面や行動面に課題を抱える

知的ギフテッドが特別支援教育の対象となったと

しても、あくまでも情緒面や行動面へのアプロー

チがなされ、「知的ギフテッド」としてのニーズに

応じた教育は用意されないのが現実である。

今回、読み書き計算に困難を持つ知的ギフテッ

ドというケースへの臨床を通して、改めて「個に

応じた支援」の必要性が認識された。それを具現

化するのが以下の二点である。

第１に、才能を見極め、育てる事のできる専門

家の必要性である。高い知能を持っていても、特

別なニーズを抱えている子どもは多数存在してい

る。しかし、検査結果や学習面で成績が良いため

に見落とされてしまう。彼らを理解し支援するに

は、認知神経心理学や発達心理学、それに教育心

理学の知識が必要と考えられる。

第２に、才能を開花できる柔軟な教育システム

である。今の日本の特別支援教育は、双方向性で

はなく特別支援教育の枠組みに入ったら、そこで

行き止まりになってしまう。例えば、特別支援学

級に入ると自ずと、その枠組みでの支援に留まっ

てしまう。特別支援教育の基本は「個に応じた支

援」であり、「個に応じた多様なシステム」が求め

られるのである。

知的ギフテッドに対する臨床を通して考えたこ

とは、一人の子供の教育的ニーズに応じてカリ

キュラムを作り支援をすることが、実は特別支援

教育の究極の姿ではないのだろうか、ということ

である。

知的ギフテッドとディスレクシアの併存や他の

発達障害の併存を含めた知的ギフテッドを持つ子

供たちの支援の在り方については、調査研究を含

めながらも、より実践的な臨床研究が求められて

いる。
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