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調 査 報 告

１．デンマークの発達障害者就業支援

　筆者らはこれまで，デンマーク国内における様々な
ハンディキャップを持つ若者の就業支援の実際の訪問
調査を行ってきた。
　本稿はそれらの調査報告につらなる調査であり，
デンマークのASD 自閉症スペクトラム障害をもつ
青年のためのIT教育機関とIT産業を統合した企業，
Speciasliterne スペシャリスターネへの訪問調査につ
いて報告するものである。
　まず，これまでの発達障害者就業支援を行っている
機関・組織の訪問調査を概観しておく。
　2008年にはコペンハーゲン西地区の若年者教育ガイ
ダンスセンター Ungdomens Uddannelsesvejledning 
Center Vestegnen（略してUU－Vestegnen）を訪ね，
ガイダンスカウンセラーのベント・ストアゴー氏より，
義務教育を修了した若者の進路選択支援について話を
きく１）なかで，EGUについてきいた。EGUは「通常
の教育に入っていけない人たちが教育のラインに乗れ
るよう援助」するコースである。また，このときの訪
問調査ではすべての子どもについて作成される教育計
画 Uddannelsesplanに関して一般的な教育計画と特

別なニーズをもつ子どもの教育計画についての情報も
得た。EGUについてはここ10年程にわたる広範囲な
教育改革のなかであらたな変更が行われており，それ
についてはまた別稿で報告する予定である。
　ついで，STUを行うコースの訪問調査を行った。
　STU Ungdomsuddanelse for unge med særllige 
behovとは，特別なニーズをもつ青年期教育でSTU
法に基づく。同法によればSTUの目的は「発達障害
などの特別なニーズをもつ青年が，社会人としての生
活にできる限り自立的かつ積極的に参加できるよう
に，個人的，社会的，職業的な能力を獲得できるよう
にすること」と記され，STUはそれ以外の青年期教
育を修了する能力を持たない青年に向けて行われる。
発達障害など特別なニーズを持つ青年は，STUを受
ける権利があり，基礎自治体は３年間のSTUを支給
しなければならない。その支給は義務教育修了後から
満25歳までの期間であり，青年はSTUの支給が始まっ
てから５年以内にそれを修了しなければならない。あ
る青年がSTU支給に該当するかどうかは基礎自治体
のSTU委員会が判断を行う。
　このようなSTUのひとつである，コペンハーゲン市
TECバレルップ校に設けられたAspITを筆者らは2012

年９月に訪問した２）。TEC（Teknisk Erhvervsskole 
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Center）は技術教育分野の青年期教育を行う大規模職
業学校である。その一角に設けられたAspITという
クラスで採用している教育の仕組みは，アスペルガー
症候群の若者の直観的・視覚的能力を活かしてIT産
業に参加，または起業できる人材を育てようとする
試みで，もとは2006年にユトランド半島の小さな町，
バイレ Vejleでオーレ・ベイ・イェンセン氏 Ole Bay　
Jensenにより始められ，その後デンマーク各地に広
がった。TECのAspITクラスはバイレのAspITの教
育の理念と方法を導入して始められた。IT教育の枠
組みはバイレのAspITモデルを採用しつつ，学生の
社会性を育てる目的でHKI Hans Knudsen Institute
での社会生活訓練のプログラムを併用していた。
　翌年，2013年９月に筆者らは，ユトランド半島のオー
フスにてAspITの創始者イェンセン氏への訪問調査３）

を行った。そこで筆者らは，2012年訪問のコペンハー
ゲン市TECバレルップ校のAspITは十分な成果（８
割以上の就業）をあげられなかったので，創始者グ
ループからAspITとして承認されなくなったことを
知った。イェンセン氏より，AspITは少人数教育で
ひとりあたりの費用が大きいから，対費用効果を最大
限に上げることが重要で，その下限が入学者の８割以
上の就業であるとの説明がなされた。創始者グループ
が承認するAspITは2013年現在で10校で，いずれも
８割以上就業という数値目標を達成していた。TEC
のクラスがAspITではなくなったため，コペンハー
ゲンに新しいAspITを作る予定であるということも
語られた。そこで翌2014年９月にその新しいAspIT 
Storkøbenhavnを訪問して調査４）を行った。
　2013年と2014年の調査よりわかったことは以下のと
おりである。創始者グループのAspITは，修了時の
８割以上就業の数値目標達成を可能にするため，最
初の見極め期間を重視する。社会スキル，英語スキ
ル，ITスキルについて担当教員が行った評価をもと
にソーシャルコンサルタントが本人ならびに保護者面
接を行って本コース参加の可否の判断を行う。コース
参加が認められた者は教育のプロセスに移行する。そ
の教育課程は，授業，ホットハウス，インターンシッ
プの３つのパートから構成される。授業はひとつの分
野のみに集中的に３週間ないし６週間取り組む。これ
はアスペルガー症候群などASDの２つのことを同時
進行させることは難しいがひとつのことにフォーカス
することが得意という強みをいかした教育形態であ
る。ホットハウスは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）に教員とと

もに取り組むという，実践的な教育内容である。イ
ンターンシップにはメンター制度が設けられていて，
インターンシップ受け入れ企業のメンター候補者は
AspITのメンター研修コースを受ける。メンター制
度はAspITの学生がスムーズにインターンシップを
修了するために大きな助けになる。インターンシップ
は企業にとっても高いIT能力を有する人材を受け入
れる利益をもたらし，またインターン学生にあわせて
行った企業内の環境や手続きの改善がいわばユニバー
サルデザインとして企業のスタッフたちにも有効なも
のと評価されている。学生の社会性育てについては，
TECのAspITはHKIと提携して行っていたが，創始
者のAspITではとくに構造をもたず，日常の様々な
機会のなかで行っており，特別なプログラムを課す
必要はないという考えである。AspITは国内10か所，
ドイツ１カ所の計11カ所に広がり，さらなる広がりを
模索している。

２．Specialisterne スペシャリスターネ

　デンマークにはASDの若者の就業支援のほかの試
みとして，UU－Vestegnenの所長のCarsten Bøtker
氏から紹介されたのが，コペンハーゲンの企業，
Specialisterneであり，筆者らは2015年９月にそこを
訪ねた。その調査結果を報告する。

訪問日　2015年９月４日
訪問先　Specialisterne
インフォーマント
Thorkil Sonne トーキル・ソンネ氏　社長兼CEO
Johnie Kragh ジョニー・クラーグ　管理部長
Claus Borgen Lindhardt クラウス・ボーゲン・
リンドハート　校長

調査者　青木真理，高橋純一，谷雅泰（福島大学），
柴田千賀子（桜の聖母短大），柴田卓（郡山
女子短大），ほか福島大学人間発達文化学類
の学生２名も同行。

　インフォーマントのレクチャー，インタビューから，
スペシャリスターネについて以下にまとめた。

１）スペシャリスターネの目的
　ASDをもつ青年へのSTUを行う職業訓練施設で
あると同時に，訓練を受けた青年を雇用する企業で
もある。
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２）学　　　生
　義務教育学校卒業後の16歳から25歳までの青年。
STUなので教育期間は３年だが，最長５年までの
ばすことができるので，最年長は28歳ということに
なる。対象学生は平均的な知能を持つASD青年で
ある。

３）設立の経緯と事業実績
　トーキル・ソンネ社長によると，息子のひとりが
自閉症とわかった。彼は能力はあるが社会的関係を
もつことに困難を抱えていた。ソンネ氏は，息子を
変えて社会に送り出すのではなく労働市場を変える
ということを考え，2003年にスペシャリスターネを
始めた。やがて世界中から同じ問題を持つ保護者（日
本も含む）からメールが来るようになった。
　スペシャリスターネはSPF（Special People Foundation）
を設立。これはNPO法人で「100万人に仕事」を目
標としている。これは本基金にかかわる自閉症者
100万人の就業を目指すということである。現在，
14か国で展開し，各国のIT会社と提携関係を持っ
ている。ある会社はその被雇用者の１％にあたる自
閉症を雇う規定をもっているので，700人の自閉症
者の雇用を実現するということになる。それよりも
大きい会社ならば，雇用される自閉症者はより多く
なる。日本にも基金の支部をつくり，日本の企業で
の雇用を実現したいと考えている。
　デンマーク国内では２年間で1000人の自閉症者の
就業を実現したいと考えている。

４）スペシャリスターネの理念
①　受け入れることで価値が生まれる
　スペシャリスターネのシンボルはたんぽぽの綿
毛である。子どもたちは綿毛を吹いて遊び，たん
ぽぽを愛するが，おとなは庭にたんぽぽが生えれ
ば雑草だと言って嫌う。同一の対象に対する評価
がこのように違うのは，人間の好悪の態度による
のである。おとなは社会の規範に同一化して庭の
たんぽぽを嫌うが，もしたんぽぽをキッチンガー
デンに植えたらどうだろうか。たんぽぽの根は薬
にも珈琲にもなる。つまりたんぽぽを受けいれれ
ばそのよさを経験することができるが，たんぽぽ
を受け入れなければ邪魔なものでしかない。人間
についても，自閉症をもつ人たちについても同じ
ことが言えるだろう。自閉症をもつ人たちは，何
かが欠けているものとみなされるが，スペシャリ

スターネは彼らを価値あるものとみていて，だか
らこそその価値にアクセスできる。受け入れるな
ら価値が経験される。それをスペシャリスターネ
は「たんぽぽ哲学」と呼んでいる。たんぽぽの綿
毛は，希望のシンボルである。

図１　スペシャリスターネのシンボル

②　多様性を認める
　６つのピースでアヒルを作るというタスクが管
理部長から調査者らに与えられ，筆者らがつくっ
たアヒルは少しずつ違っていた。同じ教示で異な
るアヒルが生み出されたという結果が示すのは，
人は多様なものだということである。自閉症が人
の多様なありようのひとつということを認めると
いうことの重要性をスペシャリスターネは強調す
る。
③　ASDは価値である
　ASDの特性を「欠如」ではなく「価値」とみなす。

５）教育の方針
　個々の学生の個別的ニードに合わせる。教育する
側が学生とかかわる際に重視することは，尊敬，丁
寧，自信，信頼である。

６）組　　　織
　会社と教育の２つのセクションに分かれ，会社に
はビジネス部門，アセスメント部門＆トレーニング
部門がある。教育を受け持つのがSTU部門である。
　会社・教育を合わせて80人から90人のASDを持
つ人がおり，組織内で自閉症の診断を受けていない
人はいまのところ16名である。

７）会社セクションン
①　ビジネス部門
　ビジネス部門は商品，すなわちコンサルテー
ションを売る。具体的にはIT企業にコンサルタ
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ントとして社員を派遣する。この部門で雇ってい
るコンサルタントは35名で全員，ASDである。
②　アセスメント部門・トレーニング部門
　11名の社員が所属する。ビジネス部門への移行
を希望する準備段階の人たちが所属する予備グ
ループであると言える。能力，英語力，コミュニ
ケーション力，失敗したときの対応などが評価さ
れ，合格すればビジネス部門に参加する。
　ビジネス部門で雇用されている社員は流動的
で，より条件のよい会社へと転職することがある
ので，そのような場合予備グループからビジネス
部門へと昇格させる。
　２年間で1000人の就業目標を達成するには，大
きなIT会社とのあいだに10から20人のコンサル
タント契約を行うことを目標にしている。

８）教育セクション　～STU部門～
　学生数は35名。STUなので原則的に３年間であ
るが，何かの理由で学生が教育を中断する場合は
最高５年間まで延長できる。STUの主要な目的は，
当該の青年がなるべく積極的で自立的となることで
ある。
　35名の学生の中には，STUの途中でほかの学校
や雇用に結び付くこともある。

９）教 育 内 容
①　工学，コンピュータに関すること
　プログラミング（レゴのマインドストーンとい
うロボットを使う），ゲーム開発，電気工学。イー
サン（ヨーロッパ共同ロケット開発）がロケット
打ち上げに成功したが，その宇宙船で使うロボッ
トのコンテストで本校の生徒３名がファイナリス
トに残った。
②　語学・数学
　国語（デンマーク語），英語，数学。
③　統 合 科 目
　コンピュータで音楽をつくる，映画をつくるな
どの作業。音楽，ゲーム，プログラミングなど融
合させる。
④　生活に関すること
　基本的生活習慣を身につける。ASD青年は社
会生活に必要なスキルが身についていないことが
多いのでこの分野の教育が必要である。具体的に
は文化と社会の理解，食べ物と健康，社会と相互
作用，自分を知る，キャリア教育など。

⑤　余 暇 活 動
　コペンハーゲンに行って映画を見たり，カフェ
に行ったりすること余暇活動も重要である。これ
らを通じて社会を学び，社会でのふるまいを学ぶ。
⑥　インターンシップ
　全教育課程の３分の１を占める。インターン
シップに入る前にpractical advisorが基本的生活
習慣に関することを学ばせて，インターンシップ
の準備をさせる。またインターンシップ中にも面
接を行い，労働時間のもちかた，プライベートな
時間の配分について考えさせ援助を行う。
⑦　心 理 教 育
　ASDとしての特性を知り，それに対応した，
また，それを活かす行動・態度を知る。
⑧　見極め期間
　12週間の観察期間で観察を行い，IT教育に適
応できるなら，移行させる。IT教育には向かな
いと判断された場合は他の教育・訓練のコースに
移行させる。

３．３つのASD就業支援機関の比較と今後
　の調査課題

　筆者らは３つのASD就業支援機関を訪問したので
それらの比較を行いたい。

１）調 査 対 象
①　TECバレルップ校に設けられたAspIT。TEC
のAspITと記す。
②　イェンセン氏ら創始者グループのAspIT。オ
リジナルAspITと記す。
③　スペシャリスターネ

２）比較の結果
　比較の結果を表にまとめた。
　３か所ともASDの特性（視覚的・直観的な理解
が得意，単純作業への集中の持続）を活かしてIT
関連企業への就業を目指すという点で共通する。
　IT活動には関心を示しても基本的生活習慣，社
会性の習熟といったASD青年に共通する課題への
対応を重視しているがその対応の仕方には違いがあ
る。オリジナルAspITは，構造化されたプログラ
ムは持たず，日常生活を社会性促進の場とみなして
いる。スペシャリスターネも余暇活動を重視してい
るので，その点はオリジナルAspITと共通すると
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言えるだろう。くわえてスペシャリスターネは基本
的生活習慣と社会性育成を主要教育目標に挙げてい
る。③の生活に関することについての教育内容に
ついてより具体的に調査する必要がある。TECの
AspITの行う社会性育ての内容の中には他機関の
HKIに依頼して行う社会性育成のプログラムが含ま
れており，これが最も構造化された教育内容と言え
るだろう。筆者らが同校を調査した際，インタビュー
に応じてくれた卒業間近の学生は，このプログラム
参加は最初は気が進まなかったが，プログラムの効
果はあり，参加してよかったと語っていた。
　学校規模はスペシャリスターネが一番大きい。学
校数は14ヶ国に及び，学生数は１学年500名であ
る。そのことは就業の実績の大きさとも結びつい
ている。スペシャリスターネがオリジナルAspIT ，
TECのAspITどちらとも異なるのは，教育機関で
あると同時にIT企業でもあることで，世界の様々
なIT企業との協働関係を持っていることが，就業
目標・実績の大きさにつながっているものと思われ
る。
　ASDの教育・支援における理念として，オリジ
ナルAspITはASDをあることに焦点が絞られた才
能とみなし，それを活かすことを考えている。スペ

シャリスターネは，ASDは欠けではなく価値とみ
なし，その価値が活かされるように環境を調整する
必要を主張する。ASDを何かが足りない状態とみ
なすのではなくASDの特性そのものを価値とみな
してそれを最大限に仕事に生かすようアレンジする
という点でオリジナルAspITとスペシャリスター
ネは共通すると言ってよいだろう。
　今後の調査課題としては，これらASD対象のIT
教育に対する外部評価と修了者からの評価を調査す
る必要があると考えている。
　外部評価としては，TECのAspITは閉校したの
で，オリジナルAspITとスペシャリスターネの外
部評価について，自治体（コムーネ）のSTU委員
会を対象に調査を行いたい。修了生については，
TECのAspITにおいてのみ調査を行うことができ
たが，そのほかの機関についても修了生の動向を調
査し，修了生から見た機関・プログラムの評価を調
査したいと考えている。
　最後に，日本での状況についても調査を行いたい。
このようなASDの特性を強みとして活かす教育・
訓練・雇用が実際行われているのか，あるいは今後
可能であるのかということである。筆者らが2012年
12月に訪問した５）グリービジネスオペレーションズ

　表１　３つのIT就業支援機関の比較

TECのAspIT オリジナルAspIT スペシャリスターネ

対象者 平均以上の知能をもったASD
青年

平均以上の知能をもったASD
青年

平均以上の知能をもったASD
青年

STU STUプロバイダー STUプロバイダー STUプロバイダー

主な教育内容 ITのスキル ITのスキル ITのスキル

社会スキルの教育方法 他機関HKIが提供するプログラ
ムを活用

AspITでの活動のなかで非公
式に自然に身に付けさせる

基本的生活習慣と社会性育成を
主要教育目標にあげる

施設数 １ 10（デンマーク国内９カ所，ド
イツ１カ所）

？カ所（14カ国）

学生数 １学年６名×３年
18名

１学年６名×10ブランチ
60名

１学年500名

就業目標 IT関連。８割の数値目標を達
成できなかった

10ブランチで８割以上の目標を
達成

デンマーク国内で２年間で1000

人の就業

教育の特徴 プログラム化された社会性育成 高い就業率 個に応じた計画でありつつ，年
間500人の就業を目標とする

インターンシップ 全課程の1/3 ３つのうちの大きな柱。受け入
れ企業にメンター研修を行う。

全課程の1/3をしめる。

着想・理念 不明 創業者がASD青年保護者の願
いを実現
ASDをfocused talent焦点が絞
られた才能とみなす。

創業者の実子がASD
ASDを価値とみなし，その価
値を活かせるように環境を調整
するべきと考える。
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株式会社はモバイル向けのコンテンツやサービスを
提供しているインターネット企業・グリーの特例子
会社で，「『障がい者が自身の能力を最大限に発揮で
き、仕事を通じて自律的に成長し続けられる会社を
創る』を企業ビションに掲げ、個々の障がい特性に
配慮した職場環境の整備から、能力に応じた最適な
業務配置、対面コミュニケーションを中心とした組
織の活性化など、一つ一つ丁寧に取り組んでい」６）

る。このような会社について引き続き調査を行い，
AspITおよびスペシャリスターネの理念と教育内
容に関して，日本での導入の可能性についての意見
を聴取したいと考えている。

【注】
１）青木真理，谷雅泰，三浦浩喜「デンマークの若者
はどのように進路選択するか　―ガイダンスセン
ターでの調査をもとに」『福島大学総合教育研究セ
ンター紀要』第８号　39-46　2010

２）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

３）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巻第１号　3-14　2014

４）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―コペンハーゲンの新しいAspITを中心
に―」『福島大学地域創造』第27巻第１号　61-66　
2015

５）この訪問について上記３）の中で言及している。
６）http://www.greebusinessoperations.com/
about/（最終確認は2016年７月24日）

【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）および，科研
費「発達障害者の就労支援―デンマークの自閉症ス
ペクトラム者へのIT教育の試みに学ぶ」（研究代表者：
青木真理　研究課題番号：15K04536）による研究の
一部である。】


