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研究課題 発達障害を有する子ども・若者の睡眠困難の実態と発達支援開発に関する調査研究 
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研究概要 

 本研究は、発達障害を有する子ども・若者の多くが多様な睡眠困難を抱えているが、その

実態解明は極めて不十分であることをふまえ、発達障害等の発達困難を有する子ども・若者

とその保護者、および小中高校、特別支援学校・学級、保育所・児童発達支援センター・保

健所等の教育機関・支援機関、発達障害の睡眠困難研究の先進国である北欧諸国（スウェー

デン・デンマーク・フィンランド・ノルウェー・アイスランド・バルト三国）への調査を通

して、発達障害の当事者が有する睡眠困難の実態や発達支援開発の視点・方略を明らかにす

ることを目的とする。 
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結 果 

 上記の目的のもとに、主には以下のような調査研究に取り組んだ。 

 

①発達障害を有する子ども・若者を対象に、睡眠困難と支援ニーズに関する調査を行い、睡

眠困難の実態と発達支援のあり方について検討した。 

 

②発達障害を有する子ども・若者の睡眠困難の背景には長時間の「ゲーム・動画視聴」には

あるが、とくに発達障害を有する子ども・若者の SNS 使用の現状と課題について当事者調査

を通して検討した。 

 

③2020 年のコロナ禍に伴う非常事態宣言以降、学校休校・新生活様式等に伴い、発達障害を

有する子ども・若者の睡眠をはじめ生活上の困難が深刻化したが、その実態について特別支

援学校の保護者・教師調査を通して明らかにした。 

 

④発達障害を有する子ども・若者の睡眠困難に伴う生活リズム障害と「不登校・ひきこも

り」には強い関連性があるが、それをスウェーデンにおける子ども・若者の「不登校・ひき

こもり」問題と当事者中心の支援についての訪問調査研究を通して検討した。 
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上記の①～④の調査研究の考察・まとめは以下の通りである。 

 

①睡眠困難と関連性の強い要因として，発達障害の特性とともに，発達障害当事者が有する

各種の「不安・緊張・恐怖・抑うつ・ストレス」等が大きな比重をしめていることが推測さ

れた。それゆえに発達障害当事者が有する睡眠困難への対応においては，発達障害当事者が

有する各種の「不安・緊張・恐怖・抑うつ・ストレス」等の軽減が十分に有効であると想定

されるが，この仮説が妥当であるのかどうかの検証が，次の調査の作業課題である。 

 

②今日の子ども・若者においては SNS 使用が日常的であり、その過剰使用が問題になってい

るために、統制群（一般の大学生）と発達障害当事者との間では多くの項目に大きな差は見

られなかった。その一方で、発達障害当事者が日常生活において理解・支援が得られないた

めに経験する辛い気持ちの軽減、孤独・孤立への対処法、居場所の確保としての SNS 使用な

どが、当事者の SNSの過剰使用を引き起こしていることが推測された。 

 また、発達障害当事者が多くの不安・緊張・抑うつ・ストレス等を抱えながらも、SNS 使

用で何とか生活している様子もうかがえた。それゆえに発達障害当事者の SNS 使用に関する

支援は、当事者の SNS 使用を全面否定するのではなく、SNS 使用の理由・背景について丁寧

な聞き取りを行いながら、当事者が抱える不安・緊張・抑うつ・ストレス等の困難状況を軽

減していくことが有効であると考えられるが、その具体的検討は次の課題となる。 

 

③保護者調査から、コロナ禍に伴う大幅な生活の制限・変更についての理解が困難であるた

めに、多様な不安・ストレス等を引き起こし、「以前は見られなかった勝手に鍵を開けて外

に飛び出してしまう」「なぜ自分が外出できないのかが分からず、窓ガラスを割ったり、家

具を壊したりしてとても困っていた」等の声が多く挙げられた。「新型コロナウイルス関連



のニュースが流れた時などに大きな声を出す」こともあり、コロナ禍の理解は難しい中で

も、テレビ等から流れる関連ニュースやそれに対する大人の反応・言動が、本人の不安・恐

怖・ストレスを増悪させている様子も推測された。 

 コロナ禍の未曾有の事態の中で、食・睡眠・生活リズム等に関する発達困難が保護者から

多く挙げられた。例えば、「自閉症で環境の変化にとても敏感であるため、休校が１カ月位

続いた頃から、夜中２時頃に起き出すようになり、睡眠リズムが乱れている」「学校の給食

ではいろいろな食べ物に挑戦できていたが、自宅で食べられるのは特定の調理方法の肉、特

定メーカーのパンのみで、同じものしか食べられないので、栄養の偏りをとても心配してい

る」等である。 

 

④福祉国家スウェーデンにおいても、保護者の精神疾患・養育困難・家庭不和・離婚・虐

待・ネグレクト・移民等の環境要因が幾重にも重なりあい、極度の不安・ストレス状態で生

活をしている子ども・若者は少なくない。多様な不安・緊張・ストレス等を抱えながら必死

に生きて、結果として不登校・ひきこもりとなっている事例もしばしば見られる。これは個

人を支える生活基盤や関係性が崩壊の危機に直面している現代社会において、子ども・若者

に広く共通することでもある。 

 子ども・若者の育ちと発達を不安定にしている多様な困難を緩和するためには、不登校・

ひきこもりという事象の背景にある子どもの不安・緊張・ストレスの軽減を第一とし、子ど

も・若者が安全で安心して生きることのできる環境と伴走する人間関係の保障が不可欠であ

る。それは子ども・若者だけでなく、保護者にとっても同様である。そうした環境や伴走者

が多様なあり方で随所に存在するのが、福祉国家スウェーデンにおける不登校・ひきこもり

の子ども・若者支援の特徴でもある。 
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⑨石井智也・髙橋智：昭和初期における東京市教育局の教育改善事業と多様な困難を抱えた

子どもの特別学級編制、『SNE ジャーナル』第 26 巻 1 号、pp.64-83、日本特別ニーズ教育学
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⑬あっくん作・髙橋智監修『あっくんはねむりたい―眠りの困難と発達障害―』世音社、全
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⑭髙橋智・柴田真緒：コロナ禍と特別ニーズをもつ子どもの発達支援―保護者・教師調査か

ら―『教育』第 898号、pp.23-30、教育科学研究会編集（旬報社発行）、2020年 11月 
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橋智：フィンランドにおける多様な発達困難を有する若者支援の動向―「ユースセンター」

の訪問調査から―、『松本大学教育総合研究』第 4号、pp.109-116、2020年 11月 

 

⑯内藤千尋・石川衣紀・田部絢子・髙橋智：北欧の刑務所における発達困難を有する若者受

刑者の特別ケアの動向―フィンランドとノルウェーの刑務所訪問調査から―、『松本大学教

育総合研究』第 4号、pp.117-127、2020年 11月 

 

⑰髙橋智・内藤千尋・田部絢子：ノルウェーにおける依存症を親にもつ子ども・若者の当事

者支援―当事者支援組織「Barn Av Rusmisbrukere」の訪問調査から―、『矯正教育研究』第

66巻、日本矯正教育学会、2021年 3 月 

 

⑱石井智也・田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・池田敦子・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙
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97、2021年 3月 

 

⑲石井智也・田部絢子・石川衣紀・能田昴・髙橋智：デンマークにおける特別学校（知的障

害・自閉症）の役割―Brøndagerskolen 特別学校と Grydemoseskolen 併設 TeamV 特別学校の

訪問調査から―、『日本福祉大学スポーツ科学論集』第 4巻、pp.99-105、2021年 3月 

 

⑳田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・池田敦子・石井智也・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙

橋智：スウェーデンの就学前学校におけるアレルギー対応支援―マルメ市の「アレルギー専

用就学前学校（Änggårdens Allergiförskola）」への訪問調査から―、『金沢大学人間社会

研究域学校教育系紀要』第 13号、pp.115-123、2021年 3月 

 

㉑田部絢子・髙橋智：フィンランドにおける子ども・若者の摂食障害と支援の動向―ヘルシ

ンキ大学病院精神科摂食障害ユニットと摂食障害専門ケアセンターの訪問調査から―、『金

沢大学人間社会研究域学校教育系紀要』第 13号、pp.125-137、2021年 3月 

 

㉒石川衣紀・田部絢子・内藤千尋・池田敦子・石井智也・柴田真緒・能田昴・田中裕己・髙
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調査から―、『長崎大学教育学部紀要教育科学』第 85号、pp.85-93、2021年 3月 
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㉓石川衣紀・田部絢子・髙橋智：スウェーデンにおける子ども・若者の「不登校・ひきこも

り」問題と当事者中心の支援、『長崎大学教育学部紀要教育科学』第 85 号、pp.95-106、

2021年 3月 

 

2.研究成果に係る報道・書評・紹介等 

①『心とからだの健康』編集部取材：＜養護教諭のアンテナ＞発達障害などの子どもの食の

困難とは、『心とからだの健康』第 24巻 4号、p.76、健学社、2020年 4月 

 

②＜news&book reviews＞Something can’t eat 食べられないものがあることを認めてほし

い：あっくん作・髙橋智監修『あっくんはたべられない―食の困難と感覚過敏―』、『心と

からだの健康』第 24巻 4号、p.77、健学社、2020年 4月 

 

③小国喜弘「＜図書紹介＞田部絢子・髙橋智著『発達障害等の子どもの食の困難と発達支

援』」、『教育学研究』第 87巻 2号、pp.261-262、日本教育学会、2020年 6月 

 

④月刊『心とからだの健康』編集部：発達障害のある子どもの食の困難とは、『食育フォー

ラム』第 20 巻 9号、pp.32-33、健学社、2020年 9月 

 

⑤池田吉史：＜書評＞柴田真緒・髙橋智著『発達障害当事者の睡眠困難と発達支援の研究』

（風間書房、2020年）、『SNEジャーナル』第 26巻 1号、pp.176-178、日本特別ニーズ教育

学会、2020 年 10月 

 

⑥新聞記事掲載：特別支援学校の環境整備―教室幅 3 メートル、プラで壁―設置基準なく

「過密化」不可避、『毎日新聞』朝刊、３面総合、毎日新聞東京本社、2020年 12月 17日  

 

⑦新聞記事掲載：【新刊案内】あっくん作・髙橋智監修「あっくんはねむりたい 眠りの困

難と発達障害」（1965円 世音社）、『日本教育新聞』2021年 2月 15日 

 

⑧新聞記事掲載：京教大付属小中支援学級の廃止案凍結へ―保護者有志ら存続を希望―当事

者の思いくむ制度に、『京都新聞』朝刊、2021年 2月 16日 

 

⑨新聞記事掲載：改組計画に揺れる京教大付属校あるべき姿は―もっと先進的取り組みを―

多様性尊重の社会へ 時代のニーズに応えて、『京都新聞』朝刊、2021年 2月 20日 

 

⑩ウェブサイト記事掲載：睡眠についての最新研究をご紹介―「発達障害当事者の睡眠困難

と発達支援の研究」、LITALICO 発達ナビ BOOK ガイド、2021 年 3 月 6 日、https://h-

navi.jp/column/article/35028110 

 

⑪新聞記事掲載：絵本『あっくんはねむりたい』発達障害の人の眠りの困難知って―絵本監

修日本大学文理学部教授高橋智さんに聞く―話聞き不安軽減 生活にリズムを―、『しんぶ

ん赤旗』2021年 3月 22日 
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