
デンマークのAspIT（自閉症スペクトラム障害の若者を対象にしたIT教育のコース）の訪問調査　その３ （8125）

―　　―61

福島大学地域創造
第27巻 第１号 61～66ページ
2015年９月

Journal of Center for Regional 
Affairs, Fukushima University 
27 (1):61-66, Sep 2015

調 査 報 告

１．は じ め に

　筆者らはこれまでAspITについて２回の報告を行
った。１回目１）は，2012年９月19日にコペンハーゲン
のAspIT（アスピット，TECバレルップ校に設けら
れたクラス）を訪ねてインタビューを行った調査結果
についての報告であり，２回目２）は2013年９月26日，
27日にAspITの創始者グループの学校（オーフス校）
を訪ねた際の報告である。

２．AspIT　アスピットとは

　デンマークの若者支援の方針は“すべての若者が教
育を受けて労働市場に参画する仕組み”をつくること
である。換言すればそれは，キャリアの空白を小さく
すること，なるべく早く労働市場に参加させること，
加えて国際競争に伍する高い能力を確保することであ
る。その端緒は1990年代初頭の「巨大なドロップアウ
ト」の解消にあったが，やがて2000年代に入りEU加
盟と新自由主義経済のデンマークなりの受容により，

“より高い”労働能力を持つ若者を“より早く”“より
低コストで”育成しようとする動きが強まった。
　特別ニーズを持つ人の就労支援でも同様の仕組みの
整備が進みつつある。2007年には特別ニーズをもつ青
年の教育の法律（STU法）が整備され，それに対応
してEGU（基礎的職業教育・訓練）コースが設けられ，
個別的な資質にあわせた支援計画をもとに職業のライ
ンに参画できることが目指されている。この改革は，
就業せず障害者年金受給のみで暮らす人を減らすとい
う目標を含んでおり，それはすなわち低コスト化の実
現が目されているということである。
　こうした政府の教育改革・若者支援改革の動きと
は別に，2006年にAspITがユトランド半島の小都市，
Vejle　ヴァイレで始まった。AspITは，Asperger　
Syndrome　のAspとITを組み合わせた造語で，自
閉症スペクトラム障害（以下ASD）で平均以上の知
能をもつ人を対象にしたIT教育である。初期段階の
成果に政府が注目し，AspITはSTUプロバイダー（上
述のSTU法に基づき，３年間の援助金を受ける学生
に教育を行う機関）として認可された。AspITの実
験的な教育の展開と成果は政府から関心をもって注視
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され，2014年９月現在でデンマーク国内10か所，ドイ
ツ１か所に広がる（図１はデンマーク国内AspIT）。
　AspITは，コンピュータの仕組みがASDの人たち
の発達特性にフィットすることを最大限に活用して教
育を行い，就労につなげようとするプログラムであ
る。2014年現在，ほぼ80％の就労を実現し，この就労
率の高さをAspITは強調する。筆者らが2012年に訪
問したコペンハーゲンのAspITはASD青年のコミュ
ニケーション能力を向上させるプログラムを外部機関
（HKI）と連携して行い，一定の成果を上げていたが，
就労率が目標に達しなかったため2013年夏をもって閉
校を余儀なくされた。そして2014年にはコペンハーゲ
ンで創始者グループの新しいAspITが開校した。
　AspITオリジナル校では特別な社会性促進プログラ
ムの時間を持たず，日常の学校生活のなかで社会性を
育てることが目指されている。経験から学ぶプロセス
で学校のソーシャルコンサルタント，実習を担当する
実習コンサルタント，企業側のメンターなどのスタッ
フによるサポートが重視される。
　オリジナル校での就職率の高さは，ひとつには正式
入学前の６週間の「見極め期間」がものを言うようで
ある。この期間でITのベーシックな能力を試すと同
時に，毎日学校に通学できるかどうかを始めとする基
本的な社会性能力について観察し，AspITでの教育
に当該生徒が向いているかどうかを丁寧に評価する。
その仕事を中心的に担うのが，ソーシャルコンサルタ
ントである。オリジナル校で多くの生徒が３年次の課
程を修了できるのは，そうする能力・可能性を有する
生徒を選んでいるからである。
　こうしたことを明らかにしたのち，筆者らは翌年の
2014年９月に，コペンハーゲンに新しくつくられた
AspITを訪ねた。

　本稿は2014年９月の調査結果を報告し，創始者グル
ープが目指すAspITの理念と教育体系について包括
的に述べることを目的とする。

３．訪 問 調 査

１）日　時　2014年９月23日
２）訪問先
AspIT-Storkøbenhavn　アスピット・コペンハ
ーゲン

３）調査者：青木，杉田，谷
４）インフォーマント
Sidsel Lynggaard Sørensen　シセル・リンゴー・
ソアンセン（コーディネーター）
Ole Bay Jensen　オーレ・ベイ・イェンセン（校
長），Henrik　Spron　ヘンリック・スプロン（社
内誌編集），Liselotte Bay Jensen　リサロッタ・
ベイ・イェンセン（開発コンサルタント）

５）訪問日スケジュール
11：00　到着後，インフォーマントと調査者が自

己紹介を行い，その後，学校内を案内し
てもらった。

11：30　青木が福島大学，大学の教育，大学が取
り組む震災復興支援などについて，パワ
ーポイント資料により説明を行った。

12：15　ソアンセン氏によるアスピット・コペン
ハーゲンについての説明。

12：30　１年生のクラスを訪問し，ひとりの学生
がパワーポイント資料により，自分の学
校生活や学んでいる内容についてプレゼ
ンテーションを行った。

　その後，昼食。昼食後，青木は社内誌編集のスプロ
ン氏のインタビューを受けた。

４．AspIT-Storkøbenhavn　アスピット・
　コペンハーゲンについて

　オーレ・ベイ・イェンセン氏，ソアンセン氏の説明
に基づき，この新しいアスピット校についてまとめる。
　コペンハーゲンのTECに設けられたAspITは教
育成果の質に問題があったので，2013年に閉校した。
2014年，コペンハーゲンにあらたなAspITのブラン
チを設けた，それがAspIT-Storkøbenhavnである。
ソアンセン氏は本ブランチの管理者である。
　リサロッタ・ベイ・イェンセンは，開発・コンサル図１　デンマーク国内のAspIT校（HP３）より）
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タントとして，AspIT各校の教育開発，教育の質のコ
ントロールを担当し，各校のスタッフとの話し合いや
調整の機会を多く持っている。
　2014年８月に開校したアスピット・コペンハーゲン
は，2014年９月現在，１学年のみで，生徒は６名。
　教育内容は他のオリジナル校と同じである。
＜校内施設＞
　低学年の学生の学習室：個々の学生の机ごとにスク
リーンで仕切られて，空間の個別性が保証されている。
２年生以降が使う部屋として，仕切りがなく，他者と
の交流が促される部屋も用意されている。
　ブレイクルーム：学生が学習の合間にリラックスで
きるよう，大きなクッションがおかれている。
　ランチルーム：国鉄が使っているデンマーク地図を
もとにしたポスターが壁に貼られている。デンマーク
でもASDをもつ人たちは電車が好きな人が多いので，
目に親しい国鉄デザインを取り入れたインテリアは，
学生たちに親しみと安心感をもたせる効果がある，と
ソアンセン氏は語った。ランチルームのほか，廊下の
壁にも国鉄のデザイン（たとえば列車のドアにかかれ
た自転車のマークなど）をいかしたポスターが飾られ
ている。ランチルームには電子掲示板が設けられ，学
生はいつでもその日のスケジュールを確認することが
できる。ちなみに訪問日の電子掲示板には筆者らの訪
問が記されていた。

５．AspITについての説明ビデオ

　AspITでは，AspITを説明する資料として，ビデ
オ資料を収めたUSBメモリを作成している。
　ビデオは９本あり，①から⑦まではAspITを修
了し現在就業している青年たちについての内容で， 
⑧はAspITの日常，⑨はAspIT校長のオーレ・ベイ・

イェンセン氏が語るAspIT誕生についての話である。
ビデオの原語はデンマーク語で，字幕はデンマーク語，
ドイツ語，英語を選べる仕組みになっている。
①　トビアス　修了生　現在，南デンマーク大学の
ＩＴサポーター
②　ソアン・ペダー　修了生　現在，スキーヴェ・
ビジネススクールのＩＴサポーター
③　トロエルス　修了生　現在，シャークスメディ
アのプログラマー
④　フランク　修了生　マルチ・マーケティングの
開発担当者
⑤　ヨナス　修了生　ＥＧ ネオプロセスの開発担
当者
⑥　グレン　修了生　ノアマークス国民学校の学校
ＩＴサポーター
⑦　イェッペ　修了生　モバイル・シンクの質保証
担当者
⑧　AspIT　の日常
⑨　AspIT　の始まり

　そのなかの③について紹介すると，トロエルスはヴ
ァイレ（AspIT第一号校のある町）のシャークスメデ
ィアというIT企業でプログラマーとして働いている。
この企業では６名の社員のうち３名がAspIT修了生
である。企業の長は「私たちの経験では，AspIT出身
者は欲求，やりたいことがたくさんあり，チャンスさ
え与えられればそれを活用する意欲があります」と語
る。トロエルスはAspIT在籍時代に，３か月のイン
ターンシップをここシャークスメディアで行った。ト
ロエルスは「ここの仕事のようなものを，僕は長いあ
いだ探していたんです。僕はコンピュータグラフィッ
クスに関心があるので，ウェブ会社で働くのが夢なん
です。ここには，僕が活用できるインプットがあるし，
逆に僕は会社が使えるインプットを持っている。そう
した要素すべてを組み合わせて，パッケージとして顧
客に提供することができます。」と語る。
　企業の長「トロエルスが来たことでシャークスメデ
ィアは，これまでできなかった分野に焦点を合わせる
ことができるようになりました。私たちは今まではコ
ンピュータグラフィックスはカバーしてなかった。ト
ロエルスが来てから，そこにトライすることにしたん
です。うまくいっています。顧客は満足しています。
広い分野に対応できてるという感じです。彼が関心を
抱くこの分野での彼の技術力はこの業界の他者を凌駕
します。ほんとうに，彼はハイレベルの技術者だと思図２　AspIT資料のUSBメモリ
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います」
　トロエルス「責任を感じ，それを意識して努力する
ことで，自信が得られます。これは学校の勉強じゃな
い。プロの企業は製品を求める，そしてそれこそが僕
が届けたいものです」
　企業の長「AspITの修了生は，これまでのところ，
ウチの仕事のラインではパーフェクトです。というの
は，彼らは高度にフォーカスしているから。ほかの誰
よりも，フォーカスできるんです。難しいのは，一日
の終わりに彼らに仕事に区切りをつけさせ家に帰らせ
ることです」

６．調査者とインフォーマントとの　　　
　ディスカッション

１）デンマークの発達障害児・者教育について
　AspITでは，その名前にAspergerのAspを組み
込んでいることからわかるように，もともとアス
ペルガー症候群の青年を念頭にこの教育事業を始
めたが，現在，デンマークでも用語の変遷がみら
れ，アスペルガー症候群・障害より，自閉症スペク
トラム症候群（ASD）が用いられるようになった。
AspITのパンフレットや社内報でもASDを使うよ
うにしている。
　デンマークはインクルーシヴ教育を進めており，
国民学校で特別支援クラスを設けているケースはほ
とんどない。ただ，ASDの子ども・青年にとって，
インクルーシブな環境は必ずしも適切とはいえない
という点で，AspITスタッフと筆者らは意見が一致
した。

２）日本でのAspITの可能性について
　オーレ・ベイ・イェンセン校長は，日本でAspIT
のような教育プログラムを展開することに大いに関
心がある。日本にブランチをつくることが難しいと
したら，日本のIT教育に携わる若者やそれを志望
する学生をデンマークに留学させて，ASD青年へ
のIT教育に関するトレーニングを行う可能性も追
究したいという意向を示した。

３）修了生について
　これまでに300人ほどの修了生（すべてのAspIT
校の総計）を出している。その多くはホームタウン
近くで暮らし，就業しており，コペンハーゲンのよ
うな都会に来てひとり暮らしをする例は少ない。ア

フターケアについて尋ねたところ，修了生を招いて
在校生とともに，本校のあるヴァイレに集まり，ボ
ウリング大会などを行っている。その大会には，ほ
かのIT企業の社員も招いている。

７．考　　　察

１）AspITの教育の仕組み
　過去の報告でもふれているが，要約する形で再掲
しておく。
　入学希望者の要件は，義務教育の修了。具体的に
は国語の読み書き，数学能力，ある程度の英語読解
能力が必要条件とされる。コンピュータの本，用語
は英語なので，読みの能力は必須である。これらの
要件について，ソーシャルコンサルタントが面接に
より評価を行う。評価結果が合格であれば，生徒は
６週間の見極め期間に入る。
　見極め期間でスタッフが観察評価するのは，社会
スキル，英語スキル，ITスキルである。これらに
関するスタッフ評価をもとに，ソーシャルコンサル
タントが本人ならびに保護者面接を行って，本プロ
グラム参加の可否の判断を行う。プログラム参加で
きるということはすなわち，３年後の就職可能性が
80％以上である，ということである。AspITが少
人数教育でひとりあたりに大きな費用がかかるか
ら，対費用効果を最大限上げることが重要で，その
下限が入学者の80％の就業ということである。要件
を満たさない場合プログラム参加ができないことに
なり，その結果を本人たちに伝えるのもソーシャル
コンサルタントの仕事である。
　プログラム参加が認められた者は，その後教育
のプロセスに移行する。AspITの教育は３つのパ
ートに分かれる。全教育課程の１/３はいわゆる授
業，１/３は「ホットハウス」（原語では生長ハウス）
での経験で，企業から依頼されたタスク（たとえば
アプリケーションソフトの修理など）に教師ととも
に取り組む，実践的な教育内容である。残る１/３
は「インターンシップ」で，企業に出勤して実地に
学ぶ。
　「授業」の内容はいくつかの分野に分かれており，
ひとつの分野を６週間ないしは３週間かけて取り組
む。同時に二つ以上のことを並行して遂行するこ
とが難しい場合が多いASDの特徴を考慮し，また，
ひとつのことへのfocusの強さということを強みと
して生かす教育の仕組みと言えるだろう。「ホット
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ハウス」「インターンシップ」でも期間の区切りが
あるのは同じである。そして区切りごとに試験があ
る。
　インターンシップにはメンター制度が設けられて
いる。受け入れ企業はメンター候補者を選定し，そ
の候補者はAspITのメンター研修（メンターコース）
を受けて，メンターとなる。AspITのパンフレット４）

は，メンターコースを受講した会社スタッフは「イ
ンターンシップに習熟することになり，実習生に最
適な労働条件を保障することができる」ようになる
のみならず，「アスペルガー症候群について，また
すべての集団においてインターンシップの利益を保
障するために必要なものは何かについて，学ぶこと
ができる」と書いている。また同パンフレットに登
場するインターンシップ受け入れ企業のメンター
は，有能なスタッフを迎え入れることができた企業
側の利益に言及するとともに，インターン受け入れ
にともない，仕事の指示書や手続きの改善が必要と
なったがそれは実のところ，部局全体にとって利益
のある改善であった，という趣旨を述べている。
　AspITはインターンシップを，学生，企業どち
らにとっても利益になるプログラムとみなしてい
る。
　すべてのカリキュラムを修了した時点で最終試験
がペーパーで行われる。
　インターンシップを受けた企業に就職する例は少
なくないようである。

２）TECのAspIT閉校の事情とAspITの拡大計画
　TECのAspITは，80％以上の就業という要件を
満たすことができなかったため，閉校となった。な
ぜ80％が要件かといえば，先述したように大きな費
用を必要とするAspITプログラムにおいて，一定
以上の対費用効果を維持しなければ継続することが
できない，ということであり，それ以上の理由は，
AspITスタッフたちから語られることはなかった。
　企業家としてオーレ・ベイ・イェンセン校長は日
本での事業展開に強い関心をもっている。

３）今後の調査について
　AspITがASDの特性を強みとして最大限に生か
した教育であり，その内容がユニークであること，
修了者にとっても企業にとっても効果が大きいこと
を，３回の調査で知り得た。ただ，企業家としての
イェンセン氏は調査者らに事業拡大への調査を期待
しているむきがありその点は調査者らの立場と関心
のありかたとの齟齬と言えるかもしれない。ただ，
AspITについて調査報告を行っているのは日本国
内で筆者らだけなので，今後，日本のIT企業，と
くにASD青年の雇用に力を入れている企業との連
絡関係をもとに，日本での同種の事業展開の可能性
を検討していくことはできるだろうし，また行って
いきたいと考えている。
　また，AspITの外部評価についても調査する必
要性もあるので，STUの予算を分配する権限をも
つSTU委員会に調査して，AspITプログラムにつ
いての意見をききたいと考えている。

試験と見極め

ホットハウス

インターン
シップ

教育

教　　育

仕　　事

最終試験（十分情報提供
されたうえでの試験）

図３　教育のモデルの全体像
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１）青木真理，谷雅泰，杉田政夫「デンマークにお
けるアスペルガー症候群の若者を対象にしたIT教
育のコースについて―AspITとHKIへの訪問調
査―」『福島大学地域創造』第25巻第１号　19-32　
2013

２）青木真理，杉田政夫，谷雅泰「デンマークの
AspIT（アスペルガー症候群の若者を対象にした
IT教育のコース）について―AspIT創始者へのイ
ンタビューを中心に―」　『福島大学地域創造』第
26号第１号　3-14　2014

３）http://www.aspit.dk/（最終確認は2015年７月
21日）
４）AspITパンフレット　2012年版。

【本稿は，科研費「人材活用型若者支援の構築に向け
て―デンマークと日本の比較研究―」（研究代表
者：谷雅泰　研究課題番号：24530986）による研究の
一部である。】




