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ABSTRACT 

1994年のサラマンカ宣言以降、世界的にインクルーシプ教育が教育政策の中心的な課題となり、日本に

おいても、共生社会の形成に向けてインクルーシプ教育システムの理念が重要であるとされ、インクルー

シプ教育の推進を行っている。しかし、その定義については暖昧なままであり、法律上は未だにインクルー

シプ教育に相対する分離教育を示唆する文言が含まれている。そこで本稿では、海外と日本のインクルー

シプ教育の現状を比較分析し、日本の特別支援教育におけるインクルーシプ教育の課題について検討した。

日本は、インクルーシプ教育を推進しつつも、行政や研究者、教育現場においてその共通理解がないまま

進められており、本研究によって、インクルーシプ教育を行うための人的・物的な環境整備等が十分に行

われず、理念先行の性急なインクルーシプ教育導入への危険性が示唆された。新しい理念やシステムの導

入には、その理念やシステムと社会体制や文化の適合性を学術的な検証及び環境整備が必要であり、今後、

インクルーシプ教育を推進していくには、日本の社会体制や文化への適合性を学術的に検証することが肢

も重要であろう.

1 .はじめに

インクルージョンやインクルーシプ教育は、狭

義には、ユネスコ、 OECD等の国際機関等が提

唱し、主要先進国が推進し、途上国でも展開され

つつある教育政策を表す、新しい理念が合意され

ている用語である(中村・岡、 2007)01994年の

サラマンカ宣言により、 「万人のための教育

(Education for ALL) Jの枠組みの中に、「特別

なニーズ教育Jが位置づけられ、それ以降、世界

的にインクルーシブ教育が教育政策の中心的な課

題となってきた。インクルーシプ教育システムの

構築については、諸外国においても、それぞれの

課題を抱えながら、制度設計の努力をしていると

いう実情がある。各国とも、インクルーシプ教育

システム構築の理念に基づきながら、漸進的に対
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応してきでおり、日本も同様である。日本におい

ては、 2003年に答申された「特別支援教育の在り

方に関する調査研究協力者会議による最終報告書一

今後の特別支援教育の在り方について一Jを受け、

インクルーシプ教育が導入された。「共生社会の

形成に向けたインクルーシブ教育システム構築の

ための特別支援教育の推進(報告)J (文部科学省、

2012)の中では、共生社会の形成に向けて、障害

者の権利に関する条約に基づくインクルーシプ教

育システムの理念が重要だと述べている。

しかし、その定義には十分な国際的な共通理解

がまだなく、各国が独自の理念・思想、に基づいて

インクルーシプ教育を展開しており、多様なイン

クルーシブ教育論や方法論が提案されている(荒

川、 2008)。日本においては、「インクルーシブ教
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育」という言葉はあまり吟味されずに輸入され、

政策などのコンセプトに使用されることが多い

(三好、 2009)。インクルーシブ教育推進を掲げつ

つも、法律上は分離教育を示唆する文言が含まれ

ている(学校教育法施行令第5条)ことや、 2006

年度以降特別支援学校の増設、入学者の楠加など、

インクルーシブ教育推進とは、逆行した動きがみ

られる。そのような状況の中で、インクルーシブ

教育を進めることには危険性があるのではないだ

ろうか。

そこで本稿では、海外と日本のインクルーシブ

教育の現状を比較分析し、日本の特別支援教育に

おけるインクルーシブ教育の課題について検討す

ることを目的とする。

2. 分離教育・統合教育・インクルーシブ

教育の定義

(1) インクルーシブ教育の変選

インクルーシブ教育については、上述したよう

に、その定義が国際的な共通理解がなく暖昧なま

ま使用されている。そこで、本稿では分隣教育、

統合教育、インクルーシブ教育等の用語及びイン

クルーシブ教育の変還を整理した(図 1)。

「インクルーシブ教育Jへの変遷は、「分離教育

(Segregation) Jのパラダイムからのシフトの歴

史と言い換えてもよいだろう(三好、 2009)0r分
離教育 (Segregation)Jのパラダイムを転換させ

たのは「ノーマライゼーション理念」であり、そ

れを具現化させたのは「統合教育(Integration)J 

である。そして、「統合教育Jのパラダイムを転

換させたのは「インクルージョン理念j であり、

それを具現化させたものが『インクルーシブ教育

(lnclusion) Jである(三好、 2009)。

「分離教育Jとは、障害のある子どもと障害の

ない子どもを分けて教育する(徳永、 2004)教育

形態のことであり、すなわち、特別な支援が必要

な児童生徒は、地域の学校でなく特別支援学校に

行かせる教育のことである。

そして、「分離教育Jのパラダイムを転換させ

た「ノーマライゼーションJとは、スウェーデン

のBengtNirjeによって「生活環境や彼らの地

域生活が可能な限り通常のものと近いか、あるい

は、全く同じになるように、生活様式や日常生活

の状態を、すべての知的障害やほかの障害をもっ

ている人たちに適したかたちで、正しく適用する

ことを意味している」と定義された。さらに、

図1 インクルーシプ教育の変選
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「ノーマライゼーション理念」を具現化させた

「統合教育Jとは、古山 (2011)によると、前提

として子どもを障害の有無により区別したうえで

場の統合を進めようとする考え方である。しかし、

実質的に健常児のための教育に、障害児が同化し

ていくことを強いるような教育なっているとの批

判もあり(粛藤、 2010)、「インクルージョンの理

念Jへとパラダイム転換された。「インクルージョ

ン」とは、全ての子どもに平等に学習活動が保証

されていなくてはならないという理念(爾藤、

2010)である。

「インクルージョン理念j を具現化した「イン

クルーシブ教育Jとは、ユネスコの定義などを参

考にすれば、学校から排除されうる子どもに焦点

を当てつつ、多様なニーズを持つすべての子ども

を対象にしている(荒川、 2007)。また、粛藤

(2010)は「インクルーシブ教育j について、そ

の場にいる子ども遥が互いにその場で学び合う教

育であると述べている。このことからも、「イン

クルーシプ教育Jとは、障害の有無に関わらず共

同の場を設定し、そこで行われる平等かつ包括的

な教育といえるだろう。また、内閣府が2010年に

改訂版を発行した、「ユースアドバイザー養成プ

ログラムJの中で、 fノーマライゼーションの理

念を踏まえると、このインクルージョンの考え方

はその延長線上にあるといってよいJとしている

ことから、ノーマライゼーションの理念はインク

ルージョンの理，念の基になっていると捉えること

ができる。

(2) 統合教育とインクルーシブ教育

「統合教育Jと「インクルーシプ教育Jは、そ

の概念の暖昧さもあり用語の混乱がおきやすい。

上述してきたように、「統合教育Jとは、前提と

して子どもを障害の有無により区別したうえで場

の統合を進める教育、「インクルーシブ教育Jと

は、障害の有無に関わらず共同の場を設定し、そ

こで行われる平等かつ包括的な教育のことである。

爾藤 (2010)は、「統合教育Jと「インクルーシ

プ教育Jの違いについて、「統合教育Jとは、障

害のある子どもが一般教育を行っている場にいな

くてはならない教育であるのに対して、「インク

ルージョン教育Jは、その場にいる子ども達が互

いにその場で学びあう教育である(そこでは障害

児、健常児などといったことは関係ない)と述べ

ている。これらのことからも、「統合教育Jとは

障害の有無により区別した上で、健常児に対する

教育の場(一般教育)の中に障害児を入れて教育

を行うことであり、「インクルーシプ教育Jとは、

障害の有無によらず、共に学びあう場を設定し、

その中で健常児も障害児も平等かつ包括的に教育

を行うことである(図2)。
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図2 統合教育とインクルーシブ教育の概念図
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3. 日本におけるインクルーシブ教育の現状

日本におけるインクルーシブ教育の現状につい

て表 1にまとめた。 2001年に、従来の「特殊教育J

から「特別支援教育j へと呼称、の変更を行い、

2007年4月から正式に「特別支援教育j が実施さ

れた。有松 (2013)は、特別支援教育の在り方に

関する特別委員会の審議において特筆すべきこと

の第一は、「特別支援教育制度と権利条約のイン

クルーシブ教育制度は同じ方向を向いているj こ

とだと述べている。すなわち、特別支援教育に移

行するということは、インクルーシブ教育の推進

を行うということになる。かつて行われていた

「障害児教育Jは「分離教育Jを基本原則として

いた。分離の法的根拠となっている法律が「学校

教育法施行令第5条Jである(三好、 2009)。そ

こでは、市町村の教育委員会は、就学予定者のう

ち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体

不自由者文は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、

その障害が、「第22条の 3の表に規定する程度の

もの(以下「視覚障害者等Jという。)以外の者J

について、その保護者に対し、翌学年の初めから

二ヶ月前までに、小学校又は中学校の入学期日を

通知しなければならないとされている。上述した

ように、文部科学省はインクルーシブ教育の重要

性を掲げているにも関わらず、法律上では分離教

育を示唆する文言が含まれている。さらにインク

ルーシブ教育推進を掲げつつも、 2006年度以降特

別支援学校の増設、入学者の増加など「インクルー

ジョンJとは逆行した動きである(三好、 2009)。

また、法律上の課題だけでなく、環境整備等の

課題も挙げられる。特別支援教育の在り方に関す

革、指導方法の充実、人的・物的な環境整備等も必

要だと述べている。「特別支援教育の推進について

(通知)J (2003)の中では、通常の学級に在籍する

発達障害のある子どもを含め教育的ニーズの異な

る様々な障害のある子どもや、障害があるとは周

囲から認識されていないものの、学習面文は行動

面での困難を抱えている子どもに対し十分な支援

がなされない場合があると記述されており、人的

要因も課題として挙げられている。さらに、環境

整備が進まないまま、同じ場で共に学ぶことを進

めるのは、結果として、特別な教育を必要とする

子どもが何らの配慮もなく通常の学級で学ぶこと

になる危険性がある(特別支援教育の在り方に関

する特別委員会、 2010)ことも指摘されている。

教育現場においては、長く分離教育の体制をとっ

てきた日本の教育界にインクルーシプ教育の考え

方が導入されたが、教育現場では多くの混乱が生

じている(石井、 2011)。たとえば、特別支援教

育の在り方に関する特別委員会審議の第 5回審議

で乙武委員が教員としての体験から「通常の業務

だけでも手一杯のところ、やはりそういった子ど

もをできれば抱えたくないというのが、多くの教

員の本音なのではないかと感じていましたj と述

べていることや、第13回審議で大南委員が特別支

援学級の問題点について「特別支援学級や通級教

室の教員の専門性を高めないと、なかなかそこへ

行きっかないJと述べていることが挙げられる。

健常児と障害児が共に同じ場で学ぶことは、従来

の通常学級での教育だけでなく特別支援教育の専

門性も必要となってくる。そのため、学校関係者

もインクルーシブ教育の理念に反対しているわけ

る特別委員会 (2010)においては、インクルーシ ではないが、理念先行の性急なインクルーシブ教

プ教育システムを推進するために現場での意識改 育の導入に反対している(菱村、 2010)。

表 1 日本のインクルーシブ教育の現状

制度・政策 体 制 現場の現状

0学校教育法施行令第 5条 0人的・物的環境整備 0現場を取り巻く多くの混乱と

「第22条の 3の表に規定する →現場での意識改革 課題

程度のもの(以下「視覚障害 →指導法の充実 -通常の業務だけで手一杯で

者等Jという。)以外の者J →不十分な支援体制 特別なニーズを要する子供

→分離教育を示唆する文言 →環境整備が整わないままにイ を抱えたくない

ンクルーシプ教育を進める危 -専門性が低い

険性 -理念先行の他急なインクルー

シブ教育の導入に反対
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4. インクルーシプ教育の国際的動向

(1 ) デンマークのインクルーシブ教育の動向

デンマークは、ノーマライゼーションの提唱者

である Bank-Mikkelsemの祖国であり、インク

ルーシブ教育・保育への取り組みが最も進んでい

る国である(爾藤、 2010)。

デンマークにおける特別支援教育は、障害児と

健常児を別々に教育する分離型特殊教育であった

が、 1960年代以降になると、ノーマライゼーショ

ン理念に基づいた統合教育が推進されるようになっ

た。 1970年代の地方行政改革と新しい福祉法にも

とづいて、 1980年に重度障害福祉が国から県・市

町村行政に移管されたことによって土台が築かれ

た(片岡、 2009)。これらの改革によって、脳性

まひなどの重度の障害児も通常学校に通うように

なったり、ダウン症児の統合教育を試みたりする

など、さまざまな統合教育の試みがなされた(粛

藤、 2010)。そうした中で、通常学級で行われる、

統合教育が障害児にとっても理想的であると考え

られるようになった。しかし、 1980年代に通常学

校のなかで障害児が強い挫折感や劣等感を味わい、

精神的に傷ついてしまう例が続出し、特別支援学

校に障害児を戻す動きが見られるようになった。

その結果、それまでの特殊教育について見直しが

行われ、ノーマライゼーションの理念を無批判的

に受け入れて、単純に地域教育や統合教育をよし

とするのではなく、より専門的な知識に基づき、

障害児の個別的な教育ニーズにあった特殊教育を

行うべきだという声が高まってきた(片岡、 2009)。

そうした考え方の中から、障害児に最適な教育を

通常学級で行うことが困難な場合においては、特

別支援学校で教育を受けることが望ましいという

多様な特殊教育の形態も残す分離型特殊教育が生

まれた。このようにして、特別支援学校に通う障

害児数は2005年には1980年代の 2倍以上にも増加

することとなった(粛藤、 2010)。つまり、デン

マークにおける特殊教育は分離型特殊教育→統合

教育→分離型特殊教育(多様な特殊教育の形態も

残す)J (鷲藤、 2010)というように変遷してきた

といえる。

(2) イタリアのインクルーシブ教育の動向

イタリアは、公立の特殊教育学校及び通常の学

校内にも特殊学級が存在しない国である(藤原、

2010) 0 EU閤諸国におけるインクルーシプ教育

を受けている障害者の比率 (2009)をみると、イ

タリアは99.60%の障害児がインクルーシブ教育

を受けていることが明らかになった。

イタリアの障害児教育の変選を分類すると、①

1920年代の陣害者排除と隔離、②1960年代の障害

者の治療化、③1970年代前半の社会的送入、④

1970年代後半のインテグレーション、⑤1990年代

のインクルージョン (Andrea、2007)の五段階

になる。①1920年代の障害者排除と隔離の時期に

おいては、 1928年に盲・聾学校が義務教育化され

る。イタリアでは、この特殊教育学校義務化を通

常の学校からの“隔離"とすら呼んでいる(藤原、

2010)。②1960年代の障害者の治療化の時期にお

いては、障害者を医療機関へ入れる治療政策がと

られた。しかし、 1960年代の後半になると障害者

の社会参加運動や障害児のための幼稚園の設置の

議論などが始まり、障害者の権利獲得に向けた動

きが高まった。そして、③1970年代前半の社会的

送入の時期になると、法律第118号 (1971)のよ

うな、障害児のための学校が作られるなど障害児

のために特別な弾力的運営を勧告する法律(武田・

宍戸、 2004)が制定され、これによってイタリア

の通常学校や特別支援学校に障害児が通い始めた。

④1970年代後半のインテグレーションの時期にお

いては1975年、上院議員 Franca-Falcucci氏が設

置した内閣委員会の勧告の中で「通常の学校は障

害がある子どもの教育の場として最も大切な場で

あり、分離した特殊教育的な施設を廃止して、幼

稚園から中学校まで通常の学校の中で教育が行わ

れるような新しい運営が必要であるけとされ、

2年後の1977年法律第517号によって、特殊学級

が廃止され、義務教育段階においては、障害が重

篤な場合以外は、障害のある児童は通常の教育を

受けることが義務づけられる等、イタリア統合教

育は第 1歩を踏み出した(藤原、 2010)。そして、

⑤1990年代のインクルージョンの時期においては、

法律第104号(1992)の制定により、幼稚園から

大学までのすべての学校教育段階において、すべ

ての障害児が通常学校で学ぶためのシステムが整
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えられ、通常学校で学ぶ権利が保陣された。これ

により、第517法(1977)には含まれていない職

業訓練学校及び大学を含む各種高等機関でも障害

のある子どもが自由に学習できる環境が整い、 O

歳児から成人まで障害者の社会参加全体に対する

権利規定を保障した点で、従来のインテグレーショ

ンからインクルージョンへ昇格している(藤原、

2010)。

イタリアのインクルーシプ教育を支える様々な

取り組みとして、支援教師の配置、学級小規模化、

個別教育計画の作成、関係機関(特に地域保健機

関)との連携協力などがある(表2)。

5. 考察

本稿では、海外と日本のインクルーシブ教育の

現状を比較分析し、課題を明らかにした上で、今

後のインクルーシプ教育の観点からみた日本の特

別支援教育の在り方について検討することを目的

とした。

(1 ) インクルーシプ教育の定義に関する考察

インクルーシブ教育は、その定義に共通理解が

なく研究者によって様々であり、暖昧なまま使用

されている。そもそもインクルーシブ教育という

概念は、理解しにくい概念であり、教育現場にも

定着しないのではないだろうか。図 2でみるよう

に、インクルーシブ教育とは障害の有無によらず

共に学びあう場を設定し、その中で健常児も障害

児も平等かつ包括的に教育を行うことである。し

かし、共に学びあう「場Jを設定しただけであり、

具体的な指導法や支援体制については議論されて

いない。特別支援教育の在り方に関する特別支援

表 2 イタリアのインクルーシブ教育を支える取り組み

支援教師

-障害児のいるクラスに入って、担任教師とチームを組んで指導にあたる。支援教師は陣害児を直接指導するだ

けではなく、クラスメートが障害児を支援するように配慮したり、学級全体の活動に留意しながら、陣容のあ

る児童生徒だけでなく、クラス全体に対しても責任をもつこととされている(石川ら、 2005)。
-支援教師の資格取得のためには大学卒業後さらに 2年間のコースを修了する必要がある。また、一般の教員で

あっても研修により資格を得ることができる。

-児童生徒138人に対して支援教師を一人配当することとなっており、障害が重度の場合は 1対1で支援教師がつ

き、軽度の場合は一人の支援教師が2-4人を担当することになっている。

-支援教師の給与体系は、一般の教員と変わらず、特別な配慮はされていない。

学級小規模化

-イタリアの小中学校の学級の児童生徒定数は25名が標準となっており、障害のある子どもが在籍している学級

の定員は20名に減らされる。

-障害のある児童生徒が学級にいた場合支援教師が加配される。

-小学校低学年は従来から複数学級担任制であり、また、小学校低学年に陣害のある児童がいた場合には、さら

に支援教師が配置される。

個別教育計画

-障害のある児童生徒の教育課程や教育方法、教材などについて、具体的な必要性に合わせて柔軟に対応するた

めに作成される。

-連続性をもたせ段階的に進展していくように内容を示す。

-評価の際にも活用され、この計画に即して、子どもたちの進歩した側面を評価する。

学校外関連機関との連携協力

-保健省と公教育省は、障害のある子どもの教育に対して連携し対応する。

-保健省管轄の地域保健機関が障害のある子どものケアに日常的に重要な役割を果たしている。支援教師とも連

携しており、陣害の認定、機能診断、動態一機能プロフィール、個別教育計画の作成などにも深く関与している。

-家庭医の制度が障害児のケアにも有効に機能している。

-チューター制度が設けられている。 18歳以上の若者で、高等学校においてのみ学生アルバイトとして採用し、

特定のプロジェクトに従って陣容のある子どもの家庭での生活を支援する。

一118一
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教行委日会論点整理 (2010)の中では、「すべて

の子供を同じ場で教育することは、 |司じJ坊で学ぶ

という意味での平等ーは実現できても、了'íJ~の他全

な先述や子供が適切に教育を受ける機会を平等に

勺えることにはならず、その結果、将来、社会に

参加し市民として生きるときになって、 Ilî~í1tのあ

る子供本人に対しより大きな不平等をもたらす可

能性がある」と記述されている。そのことからも、

インクルーシブ教育の定義や概念を明俄にすると

ともに、 具体的なインクルーシプ教育の指説法や

支民体制について確立すべきではないだろうか。

(2) 国際比較分析に関する考察

ノーマライゼーション理念の発祥地である欧州

のデンマークやイタリアは1970年代からインクルー

シブ教育を批准していることがうかがえる。しか

し、日本の場合、 2000年代から、性急にインクルー

シブ数千fを推進しはじめた(表 3)。さらに 日本

は、インクルーシブ教育を推進しつつも法律上で

は「分離教育Jを示唆する文言が含まれており、

インクルーシブ教育の土台が確立されていない現

状であるにもかかわらず、インクルーシブ教育を

推進している。

デンマークにおいては、統合教育が理想的とさ

れ統合教育を取り入れたが、|邸害児が強い控折感

や劣等感をl味わう例が附加したため、障害児の個

別的な教育ニーズにあった特別支援教育の形態を

残す分離型特殊教育を展開している。そうした変

遷の中で、デンマークでは、ノ ーマライゼーショ

ンの理念を~!\~批判的に受け入れて、単純に地域教

育や統合教育をよしとするのではく 、よ り専門的

な知識に基づいた特別支控教育を行う ことが望ま

しいとされた。イタリアにおいては、インクルー

シブ教育を批准し、公立の特別支援学校及び特別

支援学級は存在せず、完全なイ ンクルーシブ教育

を実-現した。イタリアは、インクルーシブ教育を

行うための法律改正をし、支般教師や学級小規模

化等のイ ンクルーシブ教育のための十分な支援体

表 3 イタリア、デンマーク、 日本の特殊教育の変遷

イタ リア デンマーク 日本

1928行 .8.11学校義務化 11 分離型特殊教育| |分離教育|(法的根拠 ・教育基

11隔離教育 | 1960年代 ノーマライゼーショ 本法施行令第5条)

J971法律第118号 ン理念に基づく統合教育を推進

1977法律第517号 1970福祉行政法

特別支援学校廃止 地方自治体改革

11 統合教育|
11インァグレーション |

1980年代|略害者を特別支援

1992法律第104号
学校に戻す却jき

11インクルーシブ教育 |
特殊教育の見直し

分離型特殊教育(インクルー
シブ教育の考え方を取り入れ

た多織な特殊教育の形態)

11 
1994 UNESCOサラマンカ宣言

2003 [インクルーシブ教育導入|

l…撞2012共生社会の形成に向

けたインクルーシブ

教育システム構築の
ための特別支援教育
の推進(報告)

ニ好 (2009)，総務 (2010)、勝1m(2010)を参考に作成

n
H
J
V
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制とそれを支えるための人的・物的環境整備を行っ

ている。しかし、日本においては、インクルーシブ

教育を推進しているにもかかわらず、人的・物的

な環境整備等は十分に行われていない。日本でイ

タリアのような完全なインクルーシブ教育を実現

するならば人的・物的環境整備を行う必要がある。

そのように分離教育とインクルーシブ教育が併

存している状況に置かれ、さらに人的・物的環境

整備が十分に行われていない教育現場では、多く

の混乱が生じており、理念先行の性急なインクルー

シプ教育の導入は危険であると考えられる。

6. おわりに

新しい理念やシステムの導入には、その理念や

システムと社会体制や文化の適合性を学術的に検

証する必要がある。インクルーシブ教育の導入に

当たっても、社会への適合性に関する学術的研究

や具体的な環境整備に関する検討及び議論が必要

であろう。日本は、ヨーロッパで生まれたインク

ルーシブ教育の理念をそのまま導入しており、日

本の文化的・社会的背景は考慮されていないと考

えられる。そのため、教育現場のみならず、行政

や研究者の聞においても、インクルーシブ教育の

理念やシステムに対する理解が暖昧なままになっ

ている。今後、インクルーシブ教育を推進してい

くためには、日本の社会体制や文化への適合性を

学術的に検証することが最も重要であろう。
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