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Programs (IEPs) among U.S.A.， Korea and Japan 

Eon-Ji KIMl， Chang-Wan HAN2 

Abstract 

In this study， a research on details of the Individualized Education Program which affected the 

Education System for Children with Disabi1ities in Japan and Korea after having been started in 

U .S.A. was conducted and the differences among them were compared. 

A Comparative analysis about the details and features of IEPs (lndividualized Education 

Programs) which were shown among the U.S.A.， Korea and Japan. At this point of time， this 

study reviewed and compared to the individuals with disabi1ities education improvement act in the 

U .S.A. and the special education act for individuals with disabilities and the like in Korea and the 

Special needs Education Guideline in Japan. We should consider development of IEP induding 

special factors， IEP team attendance， reviewing， and revising the IEP， parents participation et. al. 

This study is expected to be uti1ized as a preliminary data in the process of making and revising 

the IEP related laws and policies in Korea and Japan， hereafter. 

Key Words : individualized education program， the individuals with disabilities education improvement 

act， the special education act of individuals with disabilities and the like， special 

needs education 

1 .はじめに

日本では、 2007年4月から「特別支援教育j が

学校教育法に位置付けられ、すべての学校におい

て障害児の支援を充実していくことになった。こ

れは、障害児一人一人の教育的ニーズを把握し、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

または克服するために適切な教育や指導を通じて
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必要な支援を行うものであり、これらを実現する

一つ政策として、 1999年から導入された「個別の

指導計画Jを作成するという方針が明確に示され

た。また、 2009年には「学習指導要領Jが改訂さ

れ、小学校学習指導要領及びその解説、特別支援

学校の学習指導要領において個別の指導計画の作

成についての説明が述べられている。

そもそも個別の指導計画の始まりはアメリカ合
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衆国(以下アメリカ)であり、 1975年制定された「全

障害児教育法J (PL94-142， Education for All 

Handicapped Children Act ; EAHCA)の中にIEP

(lndividualized Education Program，以下IEP)

が初めて位置付けられ、州や地方の教育当局がIEP

の作成に取り組むようになったことからである。こ

の法律は、 1990年「障害者教育法J(PL101・476，The 

Individuals with Disabilities Education Act:IDEA、

以下IDEA)J、2004年「障害者教育の改善法J(PLI08・

446， The Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act : IDEIA、以下 IDEIA)に改

正され、その問、障害児を通常の学級の中でイン

クルージョン(inclusion)していくという方向性

は変化しつつあるが、 IEPの作成の基本は変わっ

てはいない。また、最近は、義務教育終了後でも

成人まで支援サービスを受けることができるよう

「個別移行支援計画J(lndividualized Transition 

Plans: ITP、以下 ITP) の働きへと繋がってい

る。一方、韓国の場合、日本と同様、アメリカの

IEPの強い影響を受け、 1994年から「特殊教育法J

(法律第6217号)に f個別化教育プログラムJ

作成の実施が規定されるようになった。その後、

個別化教育プログラムの重要性に関する認識は広

がり、 2008年5月改正された「障害者等に関する

特殊教育法J (法律第8483号)では、個別化教育

プログラムの実行を全面的に奨励している状況で

ある。

一方、 IEPは、個人教育 (individualeducation) 

ではなく個人化教育 (individualizededucation) 

であり (Kim& Kim， 2008)、個々に対する指導

より集団の中での個人がもっ能力の極大化を目指

し、個人と集団との相互作用を重視している。ア

メリカから導入されたこの IEPは、 日本では

「個別の指導計画」、韓国では「個別化教育プログ

ラム」という名前で広がるようになり、 IEPにお

けるアメリ力、韓国、日本での制度的な意味も異

なるものがある。アメリカにおいては、法律のな

かに位置付けられ、障害児のニーズに合う特別に

計画された指導を提供するため作成される文章で

あり、保護者との契約文章でもある。また、広範

的にみると、障害児だけではなく通常教育の対象

である健常児にも適用される。何より、アメリカ

での IEPがもっ意味は、すべての障害児に無償

で適切な公教育を与え、これを最も制約の少ない

環境で行うという「全障害児教育法Jの理念を実

現するために義務付けられたものであり、障害児

とその家族における教育権の保障がその背景には

ある。韓国では、アメリカの影響から1994年法律

の中で個別化教育プログラムの作成が規定され、

各学校長の責任下で、障害児の能力を開発するた

め障害児教育関連サービスなどが含まれた計画を

作成することになっている。法律で規定された韓

国の個別化教育プログラムの内容は、アメリカの

ものを参考したころから類似していることが多い

が、実際、教師一人が担当する障害児の人数が多

いこと、保護者との連携困難などの教育現場の状

況から法律の規定通りの実施は困難な状況である

と指摘されている(lndividualswith Disabilities 

Education Improvement Act of 2004， P.L. 108・

446)。さらに、通常学級に在籍している軽度の障

害児(通級による指導と類似する教育を受けてい

る:各教科の大部分を通常の学級で受け、障害に

応じた特別の指導が必要な時、特殊学級での個別

指導を行う)に対する個別化教育プログラムの作

成は数少ない。一方、日本は個別の指導計画の作

成については教育課程の趣旨から各学校の創意工

夫にゆだねられており、 1999年発表された「盲学

校、聾学校および養護学校学習指導要領Jに基づ

いている。通常学校における個別の指導計画の作

成は義務ではないが、多くの学校において作成の

取り組みが行われている状況であり、 2009年改正

された学習指導要領での個別の指導計画に関する

活用の明記からも、今後具体的なマニュアル普及

が期待される。また、日本では、乳幼児期から学

校卒業後までの長期的な視点に立って、医療、保

健、福祉、教育、労働等の関係機関が連携して、

陣容のある子ども一人一人のニーズに対応した支

援を効果的に実施するための「個別の教育支援計

画Jが個別の指導計画と共に実施されている。

このように、三国での個別の指導計画の導入背

崇や位置付は多少異なっているが、各国が障害児

教育を推進している中で、障害児の教育的ニーズ

が的確に把握でき、一人一人の子どもに適切な指

導と必要な支援が行われるよう、また、障害児の

生活の質を高めるツールとして、この個別の指導

計画の作成を行われていることは事実である。す
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なわち、三国で実施されている個別の指導計画の

目的は、障害児の特異なニーズを満たすために特

別に考案された指導を提供し、それが実現できる

よう、学校における指導目標、指導内容、方法など

を示すことであり、一人一人の子どもに対する責

任ある教育的支援である (Paul& Cynthia， 2002)。

ところが、上述したように、日本と韓国の場合、

倒別の指導計画に関する関連法律や制度はアメリ

カからの影響が大きい。このようなことから、ア

メリカの関連法律や IEPの特徴を分析しながら

韓国と日本で実施されている個別の指導計画の内

容を把握、また比較することに意味があると考え

られる。その理由としては、個別の指導計画が重

要視されてきた背景に、障害児を取りまく環境と

個に応じた指導が行うべきという考え方があるか

らである。アメリカの IEPがもっ意味は関連法

律(全障害児教育法など)の理念を実現するもの

であり、その理念のなかには、ノーマライゼーショ

ン (normalization)、インフォームドコンセン

ト(informedconsent)、QOL(Quality of Life : 

生活の質)向上などが含まれている。これは、障

害児に限らず全児童へ、また障害分類によらず個

人の教育ニーズが根本とならなければならないこ

と、インフォームドコンセントや本人・保護者の

意向は直接に取り入れられることが重要であるこ

となど、今後の障害児教育を推進していくなかで、

韓国と日本に要求される理念であり、この理念の

実現の一つの手段として個別の指導計画を取り入

れ、活用することは可能である。

そこで、本論文では、アメリカから始まり、日

本、韓国の障害児教育の実践に影響を与えている

個別の指導計画の内容を比較分析することを目的

とした。この比較においては、各国の障害児関連

法律や制度の重要内容を把握し、またそこに明示

されている個別の指導計画の内容や特徴などを分

析検討することである。アメリカにおける IEP、

日本における個別の指導計画、韓国における個別

化教育プログラムの特徴について、構成要素、チー

ムメンバ一、委員会構成、作成の手順、保護者参

加度、達成度の評価などを具体的に分析し、その

差異を明らかにすることで、今後、障害児教育に

おける個別の指導計画関連法改正や制度に方向性

を示す基礎資料として活用可能なことが期待でき

る。これは、個別の指導計画の背景にある理念の

理解を含め、障害の特徴に応じた個別な配慮を行

わない画一化教育の改正につながり、個々の子ど

もの実態にあった教育実践にもつながると考えら

れる。

II. アメリ力のIDEA・IDEAIとIEP

，. EAHCAとIDEArこおけるIEP

1975年、アメリカの連邦議会は、「全障害児教

育法Jを制定し、すべての障害児に対する無償で

適切な公教育の提供、通常学級を基本とする最も

制約の少ない環境における教育、 IEPの策定など、

包括的な教育権の保障を展開した。同法には、特

殊学級や分離した学校への措置に関して、障害児

の性質や程度が通常学級での教育が補助的手段や

サービスを活用しでも十分に遂行できないような

場合のみに限られると規定し、最大限健常児と共

に教育される、すなわち統合教育(インテグレー

ション)の促進を目指すことを示した (American

Speech-Language Hearing Association， 1994)。

これにより、すべての障害児に教育を保障するこ

とおよび統合教育の積極的推進が命じられ、州や

地方の教育当局には IEPの作成が義務付けられ

るようになった。この法律での IEPは、「障害児

の特異なニーズを満たすために特別に考案された

指導を提供し、またはその提供を監督する権限を

もった地方の教育機関または中間教育ユニットの

代表、教師、障害児の親または後見人により、適

当な場合には当該児も加えて構成される会合で、

障害児一人一人のために作成された文書J

(Education for All Handicapped Children Act 

of 1975， P.L. 94-142)と定義されている。 IEPの

内容は、障害児の教育上の成績の現在の水準に関

する記述、短期の教育目標を含む年間目標の記述、

障害児に提供される特別な教育サービス及び障害

児が将来通常の教育プログラムに参加できる純聞

に関する記述、サービスの開始および予想される

期間について計画された日時、教育目標が達成さ

れているか否かを最低年 1回の体制で判断するた

めに適切な客観的基準及び評価手続きならびに日

程表を含むものとしている (Gartin&Murdick，

2005)。
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この法律は、 1990年「陣害者教育法J(lDEA) 

に名称が変更され、 16歳以上の生徒に対しては

IEPの中に「個別移行計画J(ITP)を入れるこ

とに義務付けられた。この法律の施行規則では、

移行サービスの参加者として、本人と移行サービ

スを提供する責任があると思われる他の機関の代

表者を公的機関が招待しなければならないと記さ

れている (Lim，2002)。

この IDEAは、 1997年改正・制定され、連邦

政府の障害児教育政策の中核に位置づけられるよ

うになった。同法は、連邦政府が州政府に対して

資金を適用する資金援助法であり、この法律から

自閉症と外傷性脳損傷が教育対象に含まれるよう

になっている。この IDEAでは、公立学校にお

いて、制約の少ない環境で、障害児のニーズに対

応した無償で適切な公教育を提供すること、そし

て障害児に IEPの作成をすることを求めている。

また、 IEPに反映された一人一人の特別な教育や

その関連サービス内容はそれぞれの障害児の教育

的ニーズに合致したものになるように、 IEPの機

能が強められた。 IEP作成のための方法に関して

は、知識をもっ者によって構成されるチームによ

り作成することを定めており、このチームには、

保護者、本人(適切であると認められた通常14歳

以上の生徒)、学級担任、教育委員会の障害児教

育責任者、障害児教育スタッフ、そして保護者や

教育委員会が要求・承認した個人が含まれている

(消水， 2004)0 IEPチームに通常教育の教師を含

むことは、障害児の教育の中で通常教育の教師が

重要な役割を果たすとして、 IEPチームのすべて

の作業に通常教育教師が参加することを義務付け

たことからである。この修正法には、通常のカリ

キュラムの中に通常の教室で適切な場合には、補

助的な援助とサービスによって障害児を含めるこ

とを強調し、学校区あるいは全州での児童生徒の

学力評価に障害児を参加させることを記している

(吉利ら， 2007)。また、保護者が提案された IEP

に同意しない場合、彼らは聴開会や州教育局によ

るIEPの再検討、外部機関による判定・評価の

やり直しを要求、実施することができる。 IEPの

内脊には、障害児の現在の成績水準、年間目標及

び短期目標の記述、障害児に提供される特別な教

育サービス及び通常の教育プログラムに参加でき

る範囲についての記述、サービスの開始と期間、

最低年一回の適切な客観的評価に基づく評価など

が示されている。さらに、修正法には、個別移行

計画の作成開始年齢が16歳から14歳に引き下げら

れ、中等教育段階での移行計画、就労や地域生活

への移行計画にも重点がおかれるようになってい

るは 300)(Walsh， 2001)。

一方、法律に基づいた IEPの作成や実施にお

いて、アメリカの実践研究の結果から、 rIEPは

文書作成で終わり、実践につながらない、保護者

と関係者等との会議の運営が困難で、長時間かか

るJなどの問題があげられるようになり(文部科

学省初等中等教育局特別支援教育課， 2004)、計

画の作成に時間をとられること、作成すればそれ

で終わりで、実践が伴わないことへの反省が増加

するようになった。このような背景をうけ、 2004

年「障害者教育の改善法J(IDEIA)に新たに改

正されることになる。

2. 2004年改正された IDEAIにおける IEP

IDEIAは、障害児の個別教育を支援する機能

を強化することを目標とし、改正された法律であ

る。 2004年IDEIAの重要内容は、 2001年度に制定

されたNCLB(No Child Left Behind :一人も落

伍児童を出さない)との連携とも言える。 NCLB

は、健常児と障害児を含むすべての子どもに影響

を与える法律であり、各公立学校にはすべての児

童生徒の学業成績向上を引き上げることが要求さ

れた (Kim& Han， 2007)。このような目標を100

%果たすために各学校は経済的に貧困な子ども、

少数民族子ども、英語能力が劣る子ども及び障害

児に対しても、年間適正学業成就度 (Adequate

Yearly Progress : NCLBでの義務事項のーっと

して、すべての児童生徒の学業成就度を達成させ

るため、年間の具体的な目標を設定し、その結果

により償問などが行われる)を適用するように規

定している。また、 2次障害や発達遅れを阻むた

めの早期介入サービスを求めており、各地域教育

庁に対し、支援が必要な幼児を対象に早期介入サー

ビスが提供できるよう予算の15%を編成、運営す

るように規定している(川合， 2004)。

一方、 IEPに関する IDEIA改正案の核心内容

は、 IEP文書作成の縮小と無償で適切な公教育の
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強化と言える (Gartin& Murdick， 2005)。そ

の内容の変化については、まず、 IEP構成要素の

一つである子どもの実態把握の内容を、教育的遂

行水準から学業成績 (academicachievement) 

及び機能的遂行能力 (functionalperformance) 

に取り替えたことであるは 614{d)(l){A){i)(ill))。

これは学業水準と機能的な遂行能力に関する実態

把握を IEP作成にあたりもっと拡大しようとす

る意図と解釈できる。また、各年間目標の達成の

ための短期目標を削除し、代わりに年間目標を学

業及び機能的目標 (academic& functional goals) 

という用語に変更したのである。さらに、障害児

に提供されるすべての教育サービスは必ず科学的

に検証された教授法であることを明示している

( 6 614{d)( 1 )(A)( i) (IV)) (Individuals with Disabilities 

Education Improvement Act of 2004， P. L. 108・

446)。

IEPチーム構成については、保護者、通常学級

の教員 l人、障害児教育教員、地域教育庁関係者

l人(子どもに対する個人特別支援教育を提供し

ている人や監督責任があり一般教育教科課程、資

源活用に知識がある人)、評価結果を解釈し IEP

内容を説明できる評価専門家 1人などと規定して

いる(~ 614{d)(1)(B))。また、 IEPチームが参加す

る会議に関しては、以前はすべての IEPチーム

構成員の参加を義務化していたが、改正案には保

護者と地域教育庁関係者の同意のもとであれば、

状況にしたがって書面や電話で取り替えることが

できるようにしている。さらに、状況に応じて

電話や手紙で必要な部分に対する IEP内容修正

ができるように規定している (~614{d){1){C)( ii)) 

(lndividuals with Disabilities Education Improvement 

Act of 2004， P. L. 108-446)。

一方、 IEP検討期間の聞は、 IEPチームは障害

児の年間目標がどのぐらい達成しているかを検討

しなければならない。特に、年間目標に対する予

測学業程度、 再評価結果、 保護者に対する情報

提供、障害児にこれから必要であると予測でき

るニーズ把握などを考慮して、 IEP修正作業を行

うように明示している(~ 614(d){4))。最後に、 15

州を対象に、 1年ごとに開発する IEPを少なく

とも 3年ごとに開発することを試験的に行い

( ~ 614(d)(6))、過度な文書業務によって子どもに

及ぶ悪影響を最小化しようとしている(lndividuals

with Disabilities Education Improvement Act 

of 2004， P.L. 108・446)。このように2004年 IDEIA

での IEPの改正は、文書作成より実践を優先に

しようとする試みがみられるものである。

m.韓国の「特殊教育振興法」、「障害者等

に関する特殊教育法Jと個別化教育プ

ログラム

韓国では、 1949年に韓国独自の「教育法Jが制

定され特殊学校の設置と特殊学級の拡充について

明記されたのが法的根拠としてはじめてである。

その後、 1977年に「特殊教育振興法」が制定、

1979年には施行され、これにより、特殊学校、特

殊学級、その他小学校でのすべての教育が無償で

提供されることになった。さらに、 1988年には、

ソウルでパラリンピックが開催されたことにより、

障害者や障害児教育への理解・啓蒙が促進される

こととなる。その後、 1994年の「特殊教育振興法J

の全文改正により、教育の機会拡大や質的向上に

向けた早期特殊教育、巡回教育(特殊教育教員が

家庭や病院内学校、施設等にいる障害児を訪問し

行う教育)、治療教育(治療教育を担当する特殊

教育教員が障害児を対象に治療教育授業時間に作

業療法、物理療法以外の言言語療法、聴覚訓練、

感覚運動知覚訓練、心理行動適応訓練、歩行訓練、

日常生活訓練の6領域の訓練を行う教育)、個別

化教育プログラム、統合教育等に関する規定の導

入などが制度化された。そして、障害児に対する

小学校および中学校課程における教育を義務教育

と定め、幼稚園及び高等学校課程における教育は

無償教育としたのである。さらに、 2005年の「特

殊教育振興法J改正により、病気による長期入院

治療を行っている子どもたちが障害児教育の対象

者として制度上初めて位置づけられた。また、治

療教育に関する規定が設けられ、障害児教育機関

に治療教育担当教師が配置されることとなった

(Kim & Han， 2007)。このように、韓国の障害

児教育は1994年の「特殊教育振興法J全文改正以

降、障害理解教育、通常学校における障害児のた

めの施設・設備の拡充、 6歳未満の幼児に対する

無償教育費の支援、特殊学級の増設、 IEP実施、
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特殊教育補助員の配置及び治療教育の強化などの

重要政策を推進してきた。

一方、 1994年「特殊教育振興法Jには個別化教

育プログラムの作成や実施に関して、「特殊教育

対象者(障害児)として配置された子どもはその

特性に適切な個別化教育を受けることで、個別化

教育プログラムは毎学年が始まる前まで作成しな

ければならない。ただし、学期の途中に配置され

た場合には配置された日から30日以内に作成しな

ければならないJ(特殊教育振興法第16条)と明

示している(特殊教育振興法改正法律. 1994)。

個別化教育プログラムの効率的な樹立のために障

害児が配置された学校は個別化教育プログラム運

営委員会を構成して個別化教育プログラムを作成

しなければならない。また、個別化教育プログラ

ムには障害児の人的事項、現在の学習遂行水準、

長・短期教育目標、教育の開始及び終了時期、教

授の方法及び評価計画、その他運営委員会が決め

る事項を含むように規定されている。また、障害

児には治療教育、職業教育、進路教育を実施し、

各学校の校長は当該の学校に在学中の障害児の保

護者が希望する場合や保護者教育が必要だと認め

られる場合には保護者教育計画を樹立し、これを

実施するようになっている。

その後、 2008年に「障害者等に関する特殊教育

法Jが制定され、韓国でも障害児教育に関して大

きな法的整備が行われた。その内容としては、 3

歳未満の障害児の教育の無償化、 3歳から17歳ま

での障害児の義務教育の権利、特殊教育支援セン

ターの設置、統合教育の支援、個別化教育プログ

ラムの策定、特殊学級設置基準の見直しなどであ

る(障害者等に関する特殊教育法. 2007)。改正

された「障害者等に関する特殊教育法」には、陣

容児を視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体陣容、

情緒・行動障害、自閉症障害、言語コミュニケー

ション障害、学習障害、健康障害、その他の発達

遅延に規定し、特殊教育とは、障害児の教育的ニー

ズを満たすために特性に相応しい教育課程及び特

殊教育関連サービス(相談支援・家族支援・治療

支媛・特殊教育補助教員支援・補助工学器機支援・

学習補助器機支援・通学支援及び情報提供など)

提供を通じて行われる教育を意味していると定義

している(障害者等に関する特殊教育法. 2007)。

この「障害者等に関する特殊教育法Jはアメリ

カの IDEIAに大きく影響され、個別化教育プロ

グラムに関してもいくつかの改正がなされた。こ

の法律では、個別化教育プログラムについて、

「陣容児個人の能力を啓発するため障害種類及び

障害特性に適切な教育目標、教育方法、教育内容、

特殊教育関連サービスなどが含まれた計画を樹立

して実施する教育であるJと定義している。また、

障害児の教育的ニーズに対応する教育を提供する

ために保護者、特殊教育教員、通常学級教員、進

路及び職業教育担当教員、特殊教育関連サービス

担当などで個別化教育プログラムチームを構成す

ること、個別化教育フログラムチームは毎学期ご

とに障害児に対する個別化教育プログラムを作成

すること、障害児が転校する場合または上級学校

に進学する場合には、転出学校や転入学校に個別

化教育プログラムを14日以内に送付することなど

が規定されている。さらに、同法施行規則にも、

学期始め日から 2週間以内にそれぞれの陣容児

に対する個別化教育プログラムチームを構成する

こと、このチームは毎学期の開始日から 30日以

内に個別化教育プログラムを作成すること、個別

化教育プログラムには障害児の人的事項と特別な

教育支援が必要な領域に対する学習遂行水準把握、

教育目標、教育内容、教育方法、評価計画及び提

供する特殊教育関連サービスの内容と方法などが

含まれること、毎学期ごとに個別化教育プログラ

ムによる障害児の学業成就について評価を実施し、

その結果を障害児またはその保護者に知らせるこ

とが明示されている。

N. 日本の「特別支援教育j と個別の指導

計画

日本では、 1998年、教育課程の基準の改善につ

いて検討した教育課程審議会答申の中で、公的な

文書としては初めて個別の指導計画の必要性につ

いて触れている(深津 2004)。その内容として

は、「養護・訓練(自立活動)の指導において、

個々の幼児児童生徒の的確な実態把握に基づき、

それに応じた指導内容・方法等を工夫して、継続

的、発展的な指導が一貫して行われるようにする

など、個に応じた指導の一層の充実を図るため、
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個別の指導計画を作成して指導する必要があるJ

である。そして、 1999年の 3月に告示された「盲

学校、聾学校および養護学校学習指導要領Jの中

で、「自立活動の指導に当たっては、個々の児童

文は生徒の障害の状態や発達段階等の的確な把握

に基づき、指導の目標及び指導内容を明確にし、

個別の指導計画を作成するものとするJと明示さ

れている(山口， 2002)。その内容については、長

期的および短期的視点から指導の目標を設定し、

それらを達成するために必要な内容を取り上げる

こと、興味を持って主体的に取り組み、成就感を

味わうことが可能な内容を取り上げること、障害

に基づく種々の困難を改善、克服しようとする意

欲を高める内容を取り上げること、発達の進んで

いる側面を更に伸ばすことによって、遅れている

側面を補うことができる内容を取り上げることで

ある。また、 1999年発表された「新・小学校学習

指導要領Jには、指導計画の作成に当たって配慮

すべき事項として「障害のある児童などについて

は、児童の実態に応じ、指導内容や指導方法を工

夫すること。特に、特殊学級又は通級による指導

については、教師問の連携に努め、効果的な指導

を行うことJと明示している(山口， 2002)。さら

に、 2009年に改訂された学習指導要領の内容には、

「小学校学習指導要領j における特別支援教育に

かかわる規定のなか、「障害のある児童などにつ

いては、特別支援学校等の助言又は援助を活用し

つつ、例えば指導についての計画又は家庭や医療、

福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のた

めの計画を個別に作成することなどにより、個々

の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方

法の工夫を計画的、組織的に行うこと」と個別の

指導計画について述べられており、「特別支援学

校学習指導要領Jにも、指導計画の作成等に当た

る配慮すべき事項として、「各教科等の指導に当

たっては、個々の児童又は生徒の実態を的確に把

握し、個別の指導計画を作成すること。また、個

別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や結

果を適切に評価し、指導の改善に努めることJと

明示されている。これは、特別支援教育を推進す

るために必要な具体的な内容のーっとして、個別

の指導計画の重要性を強調したものと考えられる。

ところで、日本の障害児・者に対する指導計画

には、個別の教育支援計画、個別の支援計画、個

別の指導計画などが用いられている。個別の教育

支援計画は、個別の支援計画の学校教育パージョ

ンということであり、個別の指導計画は学校教育

目標を具現化するもので、教育課程として学校の

年間指導計画、指導内容、授業時問、指導の形態、

指導上の配慮事項が含まれているものである。

「個別の教育支援計画Jに関しては、 2002年、文

部科学省の「特別支援教育の在り方に関する鯛査

研究協力者会議Jで今後の特別支援教育について

の最終報告を発表し、「個別の教育支援計画j に

ついて明示している(文部科学省， 2003)。その

目的は、障害児の一人一人のニーズを正確に把握

し、教育の視点から適切に対応していくという考

えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後

までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うこ

とである。また、この教育的支援は、教育のみな

らず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取

組が必要であり、関係機関、関係部局の密接な連

携協力を確保することが不可欠である(中村・須

田， 2008)。この「個別の教育支援計画Jは、 2002

年公表された「障害者基本計画Jにも明示されて

おり、同時に公表された「重点施策実施5ヵ年計

画j では、盲・聾・養護学校において特別の支援

計画を2005年までに策定することが明記されてい

る(湯浅， 2008) 0 2007年度に実施された調査で

は、「個別の教育支援計画Jの作成と活用を行っ

ている特別支援学校は35.0%という結果が報告さ

れている(柘植ら， 2007)。

一方、文部科学省初等中等教育局特別支援教育

課から出された「小・中学校における LD(学習

障害)、 ADHD(注意欠陥・多動性障害)、商機

能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のた

めのガイドライン (2004)J (以下ガイドライン)

では(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課.

2004)、個別の指導計画について「児童生徒一人

一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行

えるよう、学校における教育課程や指導計画、当

該児童生徒の個別の教育支援計画などを踏まえて、

より具体的な児童生徒一人一人の教育的ニーズに

対応して、指導目標や指導内容・方法等を盛り込

んだものj と定義している。つまり、個別の指導

計画は、学校において使用することを目的に作成
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するものであり、障害児の学習上のニーズ、生活

上のニーズ等に焦点があてられ、指導の手立てを

明記するものを意味する。特別支援学校と異なり、

通常学校における個別の指導計画の作成は義務で

はないが、ガイドラインにおいて個別の指導計画

が多く取り上げられていることから、すでに多く

の学校において作成の取り組みが行われている状

況である。

ガイドライン (2004)で紹介している個別の指

導計画の立案、作成に関する手順には、まず、情

報の収集に関して、担任が観察した様子、保護者

や関係者の情報、個別に蓄積されたファイル等か

ら配慮や支援が必要な実態を把握すること、また、

障害児の日常生活や学習の実態把握から本人の現

在のニーズを正確に把握することを強調している。

目標の設定については、長期目標と短期目標と分

類し、障害児にとっての具体的な目標を設定する

こと、目標の設定に当たっては、 l年程度の長期

目標と単・学期ごとなどの短期目標を設定するよ

うになっている。支援する領域の設定については

障害児の実態に応じて、さらに教科ごとに作成す

るなどの方法を用いている。また、指導について

具体的にどのような手立てを講じるかについては、

障害児一人一人の教育的ニーズに応じて、目標、

手立てや実施の方法、実施期間等を具体的に書く

ことが求められる。最後に設定目標に沿って指導

した結果がどのように変わったか等について校内

委員会で評価を行うことが取り上げている。これ

は、個別の指導計画に基づく指導の結果として、

本人の努力が認められた場合や目標を達成した場

合、また、状況が変わらない場合の検討を行う必

要があるからである。

一方、このように個別の指導計画の重要性が指

摘されるような状況の中で、文部科学省は、 2007

年度「先導的教育情報化推進プロク.ラムJの報告

を行い、支援の必要な子どもに関わる人々をネッ

トワークで結び、関係者みんなで個別の指導計画

を作ることを応援するオンライン・ツールを紹介

している。これは、参加する各自が直接所見や情

報を入力することで、伝聞による情報のプレを排

除でき、さまざまな立場からの情報を共有できる

ことが可能なため、教育業界でも注目されている

ツールといえる。

v.アメリ力、韓国、 日本の個別の指導計

画に関する比較検討

アメリカの IDEIA(2004)での IEPと韓国の

「障害者等に関する特殊教育法J(2008)での個別

化教育プログラム及び日本の「特別支援教育ガイ

ドラインJ(2004)に表記されている個別の指導

計画の重要内容を比較分析すると次の通りである

(表 1参考)

一つ、アメリカの IEPと韓国の個別化教育プ

ログラム場合、法律の中にそれらに関する規定が

含まれており、 IEPの構成要素、チーム、会議、

評価・報告などに関する内容が明示されている。

一方、日本では法律で障害児に対する個別の指導

計画の作成が義務付けられることではないが、特

別支援教育を推進する上で「学習指導要領Jでの

個別の指導計画に関する具体的な明示が行われて

おり、特別支援学校をはじめ通常学校でも個別の

指導計画の作成が普及されている。さらに、乳幼

児からの「個別の教育支援計画Jの充実から、学

校現場だけではなく、福祉、医療、労働など関係

機関との連携上での指導計闘を作成し推進してい

る。しかし、個別の指導計画の作成や実践に関す

る明確な規定やマニュアルがないため、各自治体

の委員会や各学校による手順により作成されてお

り、活用において一貫して引継ぎできない可能性

があることから、今後統一された個別の指導計画

の作成・活用マニュアルが必要と思われる。韓国

の場合は、 2008年特殊教育法の改正から個別化教

育プロクeラムに関する規定も詳細になっているが、

教育現場では規定内容より縮小して行われるケー

スが多いという指摘から (Bang& Kang， 2005)、

実施可能な法的規定や現場への支援が先急である。

二つ、個別の指導計画の構成要素においては、

アメリカの IDEIAと韓国の障害者等に関する特

殊教育法、日本の特別支援教育ガイドラインでの

内容に大きい差はみられなかった。三国とも現在

の実態把握から教育目標、教育内容及び方法、評

価計画などが個別の指導計画の構成要素に含まれ

ている。ただ、実態把握において、 IDEIAの

IEPでは現在の教育水準(学業成績)と共に障害

児の機能的遂行能力抱擁も強調しており、さらに

障害児に提供する教育と関連サービスについては
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<表1>アメリ力、韓国、日本の障害児関連法(政策)と個別の指導計画の比較

障害者等に関する特殊教育 特別支援教育ガイドライン

項目 IDEIA (2004) のIEP 法 (2008) の個別化教育 (2004) の個別の指導計画
フ。ログラム

①実態把握:学業成績及び ①実態把握:個人情報、現 ①情報収集:担任による観

機能的遂行能力 在の学習遂行水準 察、保護者からの情報、

(~ 614(d)(1)(A)(i)(ill)) ②教育目標 個別ファイルなどからの

IEP構成
②学業及び機能的目標(短 ③教育内容及び方法 把握

要素
期目標の消去) ④評価計画 ②目標の設定

③科学的な効果が検証され ⑤提供する特殊教育関連サー ③手立てや実施の方法、実

た教授法使用 ビスの内容と方法(法律 施期間

( ~ 614(d)( 1 )(A)( i )(N)) 第l章第22条) ④評価

⑤引継ぎ

(第3部教員用 2・1) 

障害児本人及び保護者、通 保護者、特殊教育教員、通 校内委員会(特別支援教育

常学級の教員、特殊教育教 常学級の教員、進路及び職 コーディネータ一、生徒指

IEPチーム
員、地域教育庁関係者、評 業担当教員、特殊教育関連 導・教育相談・進路指導・

価専門家、関連サービス及 サービス担当教員(施行規 教務担当者、学年主任、養

ぴ児童専門家(~614(d){lXB)) 則第4条) 護教諭等)中心(第 3部教員

用2・1) 

IEPチーム全員参加は義務 規定なし 規定なし

IEP会議
ではなく、状況に応じて書

面などでの参加も可能

( ~ 614(d)( 1 )(C) (日))

IEP評価・ 年4固定期的に報告を書保 毎学期に評価を行い、保護 校内委員会で実施

報告 護者に提供(~ 614(d)(5)(B)) 者に報告(施行規則第4条) (第 3部教員用 2-2)

IEP作成 少なくとも 3年ごとに開発・ 毎学期の開始日から30日以 規定なし

時期 作成転校の際伝達 内に作成(施行規則第4条)

( ~ 614(d)(6)) 

保護者参加
保護者と学校の相互協力体 IEPチーム構成員として参 IEP作成において保護者の

制 加可能 参加を促す
及び権利

IEP結果を報告する

科学的な効果が検証された教授法を用いることを

規定している。韓国と日本では、目標設定におい

て短期目標と長期目標に分けることが一般的に行

われているが、 IDEIAでは短期目標を消去して

いる。これに関しては、短期目標設定に関する教

員の負担を減少させること、毎回個別の指導計画

の作成や会議に参加しなければならない保護者の

負担を減少しようという意図が考えられる。しか

し、短期目標なしに、長期目標の達成には専門性

や経験が必要とされることや目標達成の期間が長

くなる適切な年間目標の達成が困難であることな

ど充分な検討が必要と思われる。また、短期目標

の場合、目標設定が容易であり、保護者の立場か

らも目標達成の状況を分かりやすいので、アメリ

カのように短期目標を消去することがよい方向と

は言えない。

IEDIAのIEPには、移行の概念が重視され、

中等教育段階での移行計画、就労や地域生活への

移行計画にも重点がおかれている。日本では、

2009年の幼稚闘と小学校学習指導要領の中、家庭
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や医療、福祉関係機関と連携した支援のために個

別の指導計画を作成すること、また、「個別の教

育支援計画Jの内容には、乳幼児から学校卒業後

までの一貫した教育的支援を示しており、福祉、

医療、労働等との連携協力を強調している。韓国

も個別化教育プログラムの実施の中、学校卒業後

にも繋がる一貫性ある支援が行われるように移行

支援に関する検討が必要と考えられる。

三つ、チーム構成については、アメリカ IDEIA

のIEPの場合、韓国と日本とは違い、年齢によっ

て障害児本人の参加や意見反映が認められている。

IDEIAと「障害者等に関する特殊教育法」には

具体的なチームが明示されており、保護者も含ま

れている。一方、日本の「特別支援教育ガイドラ

インJには、個別の指導計画作成チームとして校

内委員会が中心となっており、担任及び通級指導

教室担任、主治医等の情報を参考にして作成する

のが現状であるが、障害児を生涯にわたり総合的

に支援するための「個別の教育支援計画Jには計

画の作成後、本人または保護者の意見を十分に聞

いて同意を得た上でそれに基づいて支援を実施す

るように表記されている。

保護者の参加に関しては、韓国の場合、法律に

規定されているにもかかわらず実際保護者の参加

やニーズの反映が適切に行われていない状況であ

る(Kim& Han， 2007) 0 Bang. Kang (2005) 

は、中学校特殊学級(特別支援学級)担任教師を

対象に調査を行った結果、個別化教育プログラム

の作成は行っているが保護者の参加は極めて少な

く、チームによる会議も規定通りに行われていな

いと報告している。学校や教師に対し保護者は弱

い立場であるという伝統的な考え方や学校との契

約に慣れない等の文化的な背景があることを顧慮

しつつ、保護者の積極的な参加を促すことが、韓

国と日本の今後の課題であろう。また、個別の指

導計画の作成後、計画のように教育や関連サービ

スが実施されていない場合は、それに関する異議

を主張可能な権利を保護者に与える内容が明示さ

れることが望ましいだろう。これは、障害児や保

護者の権利確報、また、教師と障害児本人や保護

者との信頼関係の確立が目的であり、今後教育現

場にも広がるインフォームドコンセントやエンパ

ワメントの充実のためにも必要である。一方、チー

ムによる会議については、 IEDIAで行っている

よう、状況に応じて書面などでの参加も可能にす

るなど、緯国と日本とも会議参加に関する規定を

提示する際、実現可能な内容に関する議論が充分

に行われることが必要である。

最後に、個別の指導計画の作成時期については、

IEDIAの IEPでは、少なくとも 31Fごとに開発

することを試験的に行っており、過度な文書業務

によって子どもに及ぶ悪影響を最小化し、形式的

な文書作成より実践を優先にしようとする試みが

みられる。韓国の場合、毎学期の開始日から30日

以内に作成し、その学期の終わりには評価・報告

をすることになっており、学期ごとに個別化教育

プログラムの作成と実施、評価を行われなければ

ならない。これは、担任を含むチームに大きな負

担となり、文書作成や会議だけで終わる可能性が

高いことから、実践可能な運営に関する検討が必

要と思われる。日本においては、規定された作成

時期はないが、学年が開始してから 1年を期間に

長期目標として作成、実践、評価する場合が多い。

チーム関連教師の作業労力の負担消滅の問題は、

個別の指導計画の本質的な課題ではないが、今後

作成、実施について円滑に進める工夫は必要と思

われる。

このように、三国における個別の指導計画の内

容を比較してみると、アメリカの IEPは具体的

で精密であり、それに比べ韓国と日本は制度的、

実践的にいくつかの課題がみえる。これは、アメ

リカより個別の指導計画の実施の歴史が短いこと

がその理自のーっとしてあげられる。また、アメ

リカと比べ、韓国と日本の場合、個別の指導計画

の実施において、障害に関する理解不足、連携の

困難など教師側の限界や個別の指導計画が必要に

もかかわらずその対象者にならない子どもが発生

するなど、対象者または実践上部分的な統合教育

であることもその原因として考えられる。さらに、

その背最には、個別の指導計画が重要視されてい

る理念を十分に理解していないことが最も疑われ

る。すなわち、教育現場の実践のーっとして個別

の指導計画を取り入れ実施しているが、なぜ個別

の指導計画なのか、その目的は何であるかについ

て十分に伝われていない可能性がある。障害児の

教育的ニーズを把握し、適切な指導から一人一人
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の能力を発展させる意味の前に、ノーマライセー

ションの考え方、 QOLやライフスタイルの重視、

対象児本人や保護者の権利の確立、対象児の教育

的処遇の明確などへの理解が要求される。今後、

韓国と日本でも、この根幹的な理念を確実に理解

したうえで、個別の指導計画に関する法律や制度

が整備されれば、教育現場での実践方法の一つ以

上の成果が得られると考えられる。

羽.結論

本論文では、アメリカの IDEIA、韓国の陣害

者等に関する特殊教育法、日本の特別支援教育の

中での個別の指導計画の取り組みについて検討し

た。アメリカの IEP、韓国の個別化教育プログラ

ム、日本の個別の指導計画に関する内容について

は、いくつかの差異と類似がみられており、韓国

と日本と比べ、アメリカの IEPの内容は、具体

的で精密であることが示唆された。韓国の場合、

改正された特殊教育法には、個別化教育プログラ

ムの作成や実施について前の法律より具体的な関

連内容が含まれていることから、今後行われる個

別化教育プログラムの関連政策、実践において十

分な根拠になることが期待できる。一方、日本の

場合、 2009年改正された学習指導要領に個別の指

導計画の必要性について具体的に触れており、

また、 2008年には、関係機関の連携による支援の

ための個別の教育支援計画の策定がなされている

ことから、今後、様式、チーム、保護者との関係

等を具体的に示しマニュアル化することや厳密に

法律で規定されることについての検討が必要とさ

れる。

三国とも個別の指導計画によって障害児教育の

実践での成果が得られていることは事実であり、

個別の指導計画やその概念の背景にある理念は、

今後も障害児教育全般に影響を与えていくと思わ

れる。今後、個別の指導計画を作成し実施してい

くうえで、特に、韓国と日本は、既に定着してい

るアメリカの IEPを参考しつつ各国の教育や文

化の状況に合う個別の指導計画を発展、定着させ

ることが課題であろう。

文献

1) American Speech-Language Hearing Association 

(1994) lndividuals with Disabilities Education 

Act (P.L.101・476).American Speech and 

Hearing Association Journal， 49. 122・124.

2) Bang Myongye • Kang r‘IT amsook (2005) 
個別化教育プログラムの運営実態と改善法案

に関する中学校特殊学級担当教師の認識に

特殊教育学研究， 4， 149・173.

3) Education for All Handicapped Children 

Act of 1975. P. L. 94-142 

4) Gartin， B. C. and Murdick， N .L. (2005) 

IDEA 2004: The IEP. Remedial and 

Special Education， 26(6)， 327・331.

5)深海直人 (2004)個別の教育支援計画をベー

スにした望ましい個別教育計画について.神

奈川県立総合教育センター長期研修員報告書.

2， 105-108. 

6) Individuals with Disabilities Education 

Act of 1990. P. L. 101-476. 

7) Individuals with Disabilities Education 

Act Regulations of 1999， 34 C. F. R. f:l 

300. Appendix C (1993). 

8) lndividuals with Disabilities Education 

lmprovement Act of 2004， P. L. 108-446. 

9)川合紀宗 (2004)アメリカ合衆国コロラド州

における障害児の判定と指導計画の作成一言

語障害児・ LD児に焦点をあてて一.陣容児

教育実践センター研究紀要，第 2号， 39・52.

10) Kim Yoonsil • Kim Namsoon (2008)アメ

リカの障害者教育法と韓国の特殊教育法に

おける IEPの考察.特殊教育学研究， 43(2)， 

47-69. 

11) Kim Wonkyung・HanHyunmin (2007) 

2007~年特殊教育法の実強と課題特殊教育ジャー

ナル:理論と実践， 8 (4)， 95-140. 

12) Lim Ahnsoo (2002)韓国とアメリカの IEP

に関する法的比較研究.特殊教育ジャーナル:

理論と実践， 3 (4)， 27-44. 

13)文部科学省 (2003)今後の特別支援教育の在

り方について(最終報告). 

14)文部科学省 (2004)今後の特別支援教育の制

-307-



琉球大学教育学部紀要第82集

度の在り方について(中間報告). 

15)文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

(2004)小・中学校における LD，ADHD，高

機能自閉症の児童生徒への教育支援制度の整

備のためのガイドライン(試案). 

16)文部科学省ホームページ:特別支援教育

http://www.mext.go.jp/ (2009.5.20.) 

17)中村忠雄・須田正信 (2008)はじめてつくる

個別の教育支援計画.明治図書.

18)納富恵子・石坂郁代・大平壇他 (2006)通常

の学級における特別支援教育の実際一米国ポ

ストンの公立小学校の取り組みから一.福岡

教育大学紀要，第55号， 4， 279-288. 

19) Paul， T. J. & Cynthia， A. B. (2002) 

Disability matters : Legal and Pedagogical 

Issues of Disabilities in Education， Bergin 

& Garvey. 40. 

20)清水卓夫 (2004)アメリカの軽度発達障害児

教育ー無償の適切な教育を保障.京都クリエ

イツかもがわ.

21)柘植雅義・宇野宏幸・石橋由紀子 (2007)第

1年次報告書特別支援教育に関する全国悉皆

調査.兵庫教育大学教育・社会調査研究セン

ター.

22)障害者等に関する特殊教育法2007.5. 25 : 

法律第8483号.

23)特殊教育振興法改正法律 1994. 1. 7. 法

律第4716号.

24)山口蕪 (2002)学習障害・学習困難への教育

的対応一日本の学校教育改革を目指して一.

文教資料協会.

25)吉利宗久・西村典子・三好美津子他 (2007)

アメリカ合衆国における障害のある子どもの

教育権と個別教育計画一特殊教育関連サービ

スの提供に関する係争事例の検討一.岡山大

学教育学部研究集録，第135号， 121・126.

26)湯浅恭正 (2008)よくわかる特別支援教育.

ミネルウァ書房.

27) Walsh， J. M. (2001) Getting the “Big 

Picturぜ， of IEP Goals and State Standards. 

Teaching Exceptional Children， 33(5)， 18-

26. 

-308一


