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知的障害者の就労のための機能評価に関する予備的調査
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抄 録

精神薄弱者授産施設に通所する知的障害者58名を対象に，運動機能，知的機能，社会的能力を評価し，指導

員が重症度で区分した 2群に差異があるか否かを調べた。男性の右手握力，巧微動作，言語性知能，社会的能

力では両群に有意差がみられた。動作性知能と左手の巧微動作能力，言語性知能と社会的能力に相関関係がみ

られた。動作性知能に両群で差がみられなかったのは，自閉症者の中に視知覚課題が得意なものがいたためだ

と考えられた。
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はじめに

知的障害者の学校卒業後の進路は，更生施設，授産

施設など選択の幅が狭い上に，施設数も少ないJ)。一

般企業へ就職することも難しい九家業がある場合に

は在宅就労の可能性もあるが極めて稀な場合に限ら

れる。現在の障害者の就労は，授産施設の定員が限定

されていることから 法的認可を受けず厳しい経営で

あるにもかかわらず小規模作業所が増加している状況

である O 精神薄弱者授産施設は雇用されることが困難

なものに対して，自活に必要な訓練を行うとともに，

職業を与えて自活させることを目的とする施設であるヘ

従って，授産施設の定員が現状のままである場合，よ

り多くの障害者に仕事をもっ機会を提供するためには，

授産施設で訓練を受けて事業所や在宅で就労するもの

が増えなければならない。障害者対策推進本部は「障

害者対策に関する新長期計画jで平成 5年から平成14

年の実施計画として「障害者プラン:ノーマライゼー

ション 7か年戦略」を提出した1)。その中で，社会的

自立を推進するための事業として法定雇用率達成のた

めの障害種類別雇用対策の推進を述べている O 知的障

害者の雇用については， I精神薄弱者の特性に応じた

職域の開発，職業の能力の開発，人的援助体制等の条

件整備を推進」すると書かれている O しかし，授産施

設などの現場で利用可能な職業能力を評価する方法は

未だ確立していない。職業能力評価の方法には，労働

省編一般職業適性検査などさまざまな仕事を行うため

の技能を紙筆検査や器具で測定する方法と，日本版マ

イクロタワーj去などのワークサンプル法カfある。しか

し，これらの検査は障害のない人を主な対象としてい

るために，中等度から重度の障害者には実施不可能な

項目が多かったり，時間がかかりすぎて，授産所の利

用者の評価には実用的ではない。障害者のための職業

能力の簡便な評価法が開発されれば，授産施設から a

般企業などへの就労に向けての訓練を段階づける際の

指標を得ることができると思われる O

本研究の目的は，知的障害者の就労に必要だと考え

表 1 対象者の内訳

A群 (N=34) B群 (N=24)

性 別 男性

女性

平均年齢 (SD)

診断 自閉症

てんかん

ダウン症

その他

19 

15 

24.7 (9.3) 

4 

3 

3 

24 

15 

9 

29.2 (14.7) 
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られる基本的な機能が，作業能力の高い群と低い群と

で差があるか否かを検討することである O また，各検

査問の相関関係についても検討する O

方法

広島県F市の某精神薄弱者授産施設の利用者を対象

とした。この施設は社会福祉法人によって， 1985年 3

月に，定員30名の通所の精神薄弱者授産施設として設

立された。 1994年 3月には定員60名に増員された。利

用者は，交通機関などを利用して通所している O 午前

9時から午後4時まで施設で過ごし，午前午後それぞ

れ 2時間づっの作業を行う O 利用者は知的障害の重症

度により， AとBの 2群に分かれ担当指導員と作業

内容が区別されている O 指導員は利用者の作業状況の

観察から，材料や道具の段取りを自力で可能なものを

A群とし，作業継続のための援助が必要なものを B群

としていた。

本研究の分析の対象となったのは，継続して通所中

の58名である。対象者の内訳を表 lに示した。

作業所が保管し，指導員により利用されている個人

記録から入所時の診断名や障害名をを調べ，利用者が

作業所に通所開始前に児童相談所で行われた田中ピネー

テスト(以下旧中IQ) の結果も用いた。他の検査は，

1995年12月から1996年4月の間に行った。検査項目は，

握力，巧微動作能力，動作性知能，言語性知能，社会

的能力とした。

揮力はスメドレ一式握力計で左右の握力を 2回づっ

測定し，それぞれ最大値をとった。巧微動作能力は，

パーデユペグボードテスト(以下ベグ検査)の片手テ

ストを左右それぞれ行い 30秒間に穴に入れることの

できるペグの本数をデータとした。動作性知能は，コー

ス立方体組み合わせテスト引を行った。精神年齢が 6

歳未満の対象者に対しては大脇式精神薄弱児用知能検

査がを行った(以下コースIQ)。言語性知能は，絵画

語葉テスト i! 以下絵画)による月齢をデータとし，

社会的能力は， S-M社会生活能力検査が(以下SQ)

を用いて担当指導員に評価を依頼した。

データの分析方法は， AB間の違いを検討するため

に t検定を使い，各検査問の関係をみるために相関係

数を出した。

結果

検査結果を表 2に示した。握力のみ男女間で有意差

があったので，男女別にAB群を比較した。右手握力

と男性の左手握力とコースIQを除くすべての項目で

AB群聞に有意差があった。 A群の男性を除くと平均

握力の左右差はほとんどなかった。 30秒間に入れるべ
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表 2 検査結果の群間比較

A群 B群 有意水準

握力男性右 27.0 ( 8.5) 20.9 ( 8.1) P <.05 

左 24.5 ( 8.0) 20.6 ( 8.7) ns 

女性右 17.7 ( 7.0 13.3 ( 4.9) ns 

左 17.8 ( 5.0 13.6 ( 4.7) ns 

ベ グ右 9.3 ( 3.0) 7.6 ( 3.0 P <.05 

友 9.3 ( 2.8) 7.3 ( 3.1) P <.05 

田中 IQ 39.9 ( 9.5) 31.4 ( 9.9) P <.01 

コース IQ 51.3 (16.5) 42.7 (25.4) ns 

絵画 96.4 (30.7) 69.7 (29.2) P <.01 

SQ 61.6 (17.0) 49.7 (19.0) p <.05 

ベグ.パーデュベグボードで 30秒間に穴に入れることのできるベグの本数

回中 IQ:入所時の閏中ピネーテスト

コース IQ:コース立方体組み合わせテスト、大脇式精神薄弱児周知能検査

絵画:絵画面路業テストによる月働

SQ: S-M社会生活能力検査

グの本数は左右とも平均で 2本程度B群で少なかった

(p< 0.05) 0主に言語性知能を測定する田中IQや絵画

は， B群で有意に低かった (p<0.01) 0家庭生活や

対人機能などの生活能力を測定するSQも， B群で有

意に低かった (pく0.05)0動作性知能を測定するコー

スIQでは， B群の自閉症と診断された数名が高い成

績を示した。

各検査結果の相関係数を表3に示した。右手握力と

左手握力の相関係数がもっとも高かった (rニ 0.851)。

この他に相関係数が0.6以上だったのは，右手ベグと

左手ベグ (r=O.745)，コースIQと左手ベグ (r=O.659)， 

田中IQとSQ(r=O. 660)， 田中IQと車会画 (r=0.643)

だった。

考 察

1 .対象者のレベルと援助内容

知的障害のレベルにより可能な仕事内容が異なる O

Humphryら9)によれば，軽度知的障害者は，簡単な庖

頭での販売業務や読み書きを行う簡単な仕事も可能で

ある O 中等度の障害者では 日常的な仕事にも監視が

必要だが，基本的な仕事のための技術を習得すること

ができる O 重度障害者は 福祉作業所での課題を行う

ためにも援助が必要である O

今回調査したAB各群のIQの平均値から，障害の

程度は，田中IQではAB群とも中等度に相当するが，

コースIQではA群が軽度， B群が中等度に相当する O

Humphryらの知的障害レベルの分類がどのような検

査結果にもとづいているかは不明だが，知的障害全体

を軽度，中等度，重度の大まかな分類ととらえると，

本調査対象のA群は中等度から軽度に相当し，行おう

とする仕事に必要な基本的技能を習得して，監督のも

とにある程度の範囲で独力で仕事ができる可能性があ

るO さらに， A群の中には，企業就労が可能となるも
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表 3 検査結果の相関関係

擾カ友ペグ右ベグ友田中 IQ コース IQ 絵画 SQ 

握 力 右

極力左

ベグ右

0.851・0.359 0.329 

左

問中 IQ

コース IQ

絵画

-相関係数が 0.6以上

0.350 0.435 

0.745・

0.215 

0.182 

0.313 

0.474 

0.250 0.248 0.253 

0.286 0.292 0.227 

0.495 0.270 0.271 

0.659・0.379 0.394 

0.338 0.643・0.660・
0.516 0.305 

0.636・

のも含まれているかもしれない。一方， B群は中等度

に相当するので，基本的な仕事を習得できる可能性が

あり，作業種目の選定や適切な援助方法を検討しなが

ら，仕事環境を整備することができると思われる O

2. 自閉症者の知能評価

重症のB群で自閉症と診断された数人がコースIQ

の成績が高かった。自閉症者の特徴として，言語性知

能と動作性知能に開きがあり 物体を視空間で認識す

る視知覚課題は自閉症者が得意とする課題である 1川(けω)り)

コ一スIQ'はま，模範図の通りに積み木を組み合わせる

視知覚課題であるので自閉症者の成績が高かった。し

かし，すべての自閉症者がコースIQで高い成績をとっ

たわけではなかった。これは 自閉症者の集団が複数

の基本的障害の組合せであり，同質ではなく異質の集

団であるという見解l川と一致する O このように得意課

題がある場合，この特徴を実際の仕事課題に反映でき

るような設定を考えることが今後の課題であろう O

3.評価項目の検討

米国のリハビリテーション施設基準委員会が示して

いる仕事のための評価ガイドラインには， 1 )身体的

・精神運動能力， 2) 知能，情緒的安定，仕事への興

味・態度・知識，職業歴， 3 )資格， 4 )仕事技能と耐

久性， 5) 仕事習慣， 6 )仕事に関連する能力， 7) 職

探しのための技能， 8 )サービスを利用した場合に発

揮される潜在能力。 9)就労目的， 10)学習能力， 11)

効果的な指導方法， 12)必要な道具や環境設定，が含

まれている)])。今回の調査では， SQ以外は， 1 )と 2) 

の一部を評価したのみであるが対象者の職業リハピ

リテーションをすすめる上では，より広範囲での考慮

が必要である O

菊池らJ2)は，養護学校卒業生を対象に，障害者用就

職レディネスチェックリストを使って職業準備性を調

べてこの結果から群化し，作業能力や進路との関係を

検討した。このときの作業能力は，情報処理，対人処

理，対物処理，作業の準備や段取りという 4機能であっ

た。このうち，情報処理と対物処理は職業準備性の異

なる各群で異なっていた。情報や物の処理という観点
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は，今回の調査ではSQに一部含まれていると思われ

るo SQは，身辺自立，移動，作業，意志交換，集団

参加，自己統制の下位項目から構成されており，生活

習慣を含めた評価である O 従って，作業能力を含んで

いても作業能力に焦点を当てたものではない。

今後の職業能力評価には心身の要素的機能や生活習

慣の評価に加えて，具体的に仕事に必要とされる作業

を行う能力，就労意欲，仕事を継続したり仕事内容の

変更に対処する能力の評価や，必要なサービスを決定

する情報を含む必要があると考えられる O

4.評価方法の検討

職業能力の把握のために使われる検査には，指導者

や家族など第 3者から情報を得るものが多い。菊池ら

の評価12)やSQも本人をよく知る教員や指導員が評定

する O このような間接的な評価は， Iできると思う」

とか「通常行っているようだ」という判断で評定され

るので信頼性に疑問がある O 職業能力評価は実際の仕

事課題の中で評価することが望ましいと思われる O 評

価する能力の範囲は限局されているが，コースIQ，

ペグ，絵画は本人から直接得られる情報である点で優

れている O より実際の仕事課題に近い作業を評価する

ためには，ワークサンプル法が適しているが，多くの

ワークサンプル法は健常者および軽度の障害者のため

に作成されており，今回の対象のような中等度から重

度の知的障害者の職業能力評価には適していない。作

業観察に基づいた体系的な評価方法の開発が望まれる O

結論

精神薄弱者授産施設に通所する知的障害者58名を対

象に，運動機能，知的機能，社会的能力を評価し，指

導員が重症度で区分した 2群に差異があるか否かを調

べた。右手握力，巧綴動作，言語性知能，社会的能力

で，両群に有意差がみられた。知能と巧微動作能力，

知能と社会的能力に相関関係がみられた。就労能力を

体系的に評価するためには，さらに評価項目を加える

必要があるが，今回の結果は簡便な評価システムを発

達させるための資料となる O

本研究は，広島県立保健福祉短期大学特別研究事業

の助成を受けて行われました。本研究にご協力くださっ

た松永作業所の利用者と職員の皆さんに感謝いたしま

す。
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Abstract 
This study investigated the abilities of motor， intellectual， and social skills of persons with developmental 

disabilities to examine the di百erencebetween two groups which was divided by sta百saccording to the severity 

of disabilities. There were significant di妊Crencesbetween two groups in terms of right grasp power of male 

subjects， fine motor function， verbal intelligence， and social skills. There was the relationship between perform-

ance intelligence and left fine motor function， and verbal intelligence and social skills. There was no significant 

difference between two groups in performance intelligence. Visual perceptional tasks in performance intelligence 

might be appropriate for some of persons with autism. 

Key words developmental disabilities， functional evaluation， vocational rehabilitation 
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