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自閉性 障害 ,ア スペ ルガー 障害 と関連障害
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で,神 経学的徴候 を伴わないため,対 象児 にみ られる障害

要約
本稿では,Kanner(1943,1944)が 自閉的な孤立を示す子

を発達性失語症 と診断 した.な お,発 達性失語症 (旧 称

どもの症例 を (当 時の精神医学の学説を踏まえて)早 期幼児

先天性失語症)は 正常な聴覚 をもち,知 的障害や聴覚障害

自閉症 と命名 し,DSM‐ Ⅲ (APA,1980)で 自閉性障害が広

劣悪な言語環境が認め られないにもかかわらず,特 定 の言

汎性発達障害 として認定 された経緯などを概観 した.ま た

語機能が年齢基準 よ りも明 らかに遅滞 していることをい

自閉性障害のサブタイプとして,① 高機能自閉症,中 機能

う.す なわち, 自発語に乏 しく,短 い発話などの ように言

自閉症,低 機能 自閉症,② 孤立型,受 動型,積 極奇異型

語表現は不適切で,構 音や プロソデイの獲得は遅れること

③折 れ線 型 自閉症 の概 要 を記述 した.さ らに,Asperger

が多い

(1944)の 報告 した 自閉性精神病質を,wing(1981)が アス

ペ ルガー障害 と名づ けて英語 圏に紹介 したが,こ の紹介

小児精神科医は,他 者 と会話ができ,ア イ・ コンタク ト
も可能であることで, コ ミュニケーションと対人関係 の障

が 自閉症研究に及ぼ した影響 を論述 した.DSM― Ⅳ (APA,

害は自閉性障害の診断基準を満たすほど重度でないと考え

1994)で アスペ ルガー障害は新たな臨床単位 として認め ら

飛 んだ り跳ねた りするような粗大運動 をくり返 し行ってい

.

,

,

,

.

,

れたが,主 に疾病概念の理解や定義が研究者 ごとに異なる

るときに他の子 どもが加わることを拒み,対 象児 の興味が

ことか ら,ア スペ ルガー障害の外的妥当性に関する研究領

限 られていることに注 目した.ま た,長 くて複雑 な文 を話

域 における議論は決着 していない.こ れ らに併せて, 自開
性 障害 の 関連障害 (サ ヴ ァン症候群,意 味・ 語用論障害

せるが,質 問に対 して不適切に答 えた り,相 手 の答 えを無

症候性 自閉症 ), 自閉性障害 と注意欠陥/多 動性障害の関

もつ障害を小児精神科医はアスベルガー障害 と診断 した

視 して質問 した りすることを観察 した.そ こで,対 象児が

,

.

心理判定員は,言 語発達遅滞だけでな く,他 の子 どもと

係について考察 した

.

遊ぼうとせず,親 との関わ りが冷淡であるという対人関係

キー ワー ド :広 汎性発達障害, 自閉性障害,ア スペ ルガー

の障害をもつことか ら,幼 児 自閉症 と判別 した

障害,高 機能 自閉症,症 候性 自閉症

.

言語療法士は,音 韻論 と統語論の側面に障害がみ られな

1.は じめに

い一方,語 用論の側面が障害 されていることか ら,対 象児

本稿 の目的は, カナー型 自閉症 (Kanner,1943,1944)を 主
体 とする自閉性障害 とアスペルガー障害の概要,ア スペル

は意味・語用論障害をもつ と考えた.ヨ ーロ ッパ で意味・
語用論障害が周知 されていることが関わ り,心 理判定員 (前

ガー障害の独 自性 を関連事項を含めて論述することである

述)は 幼児 自開症の別称 としての意味・語用論障害 とい う

この作業に先立 って,自 閉性障害に複数の呼称 (用 語)が あ

用語に同意 している

.

.

ることか ら述べ る.す なわち,Bishop(1989)に よる興味深

アメリカの小児科医 (バ カンスで当地に滞在)は ,対 象児

い指摘がある.そ れは,言 語発達 は正常であるが,対 人関

の主訴に基づいて特定不能の広汎性発達障害 (非 定型 自閉

係 の障害 を主訴 とする 4歳 の男子 に対 して,バ ックグラウ
ン ド(教 育歴や職歴,資 格)に 違いのある下記の 5人 の専門

性障害)と みなした.な お追記すれば,対 象児 は 4歳 であ

家が異なった用語で自閉性障害を診断 していることである
小児科医は,言 語 の理解 と自発が妨げ られている一方

あると仮定すれば,ア メリカの小児精神科医 (偶 然,当 地

るので IQの 測定はむずか しいが,IQは 正常か正常以上で

.

に滞在)は 高機能自開症 と診断することもあるだろう
.

,

この よ うに,バ ックグラ ン ドに違 いの ある専門家が異

模写や ジグソーパズルの よ うな非言語検査 の結果は良好
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なった用語 で 同 じ病態

(あ

人)を みつけた

るいは,同 じ用語 で異 なった病

.

態)を 述 べ ている とい う混沌 と した状 況 にある こ とを理解

1943年 に,L.Kannerは 魅惑的な奇癖に係 る症例を「情緒
的交流の 自閉的障害」とい う論文にまとめて発表 した。 11

してお くべ きだろう

.

人の症例報告は現在 にも通 じる的確 な内容 を含み, カナー

次 に, 自閉性 障害 の概 要 を DSM― Ⅲ (APA,1980)の 登録
前 と登録後 に分 けて記述す る.併 せ て,自 開性 障害 のサブ

型 自閉症 の一部始終 をイメー ジすることがで き,L Kanner

タイプ (亜 型)や アス ペ ル ガー 障害 な どの関連事項 も述 べ

の天才的な観察力は敬服に値すると評価 されている (若 林

る

1983).そ の一方で,L.Kamerが 優 れた臨床家 として病態

.

,

の把握に苦悩 した様子を読み とることができる

1.l DSM― Ⅲ登録前 の 自閉性障害

.

1944年 に,L.Kanncrは 2つ の 症 例 を追加 し,魅 惑 的

自閉症研 究 史 はお そ ら く 1809年 の J.Hasiamに よる入
院患 児 の 記 録 か ら始 まるが,研 究 の 進 歩 は 1943年 の L.

な奇癖 に係る病態 を早期幼児 自閉症 と名づ けて報告 した

Kannerの 症 例報 告 に負 う ところが大 きい.本 稿 で は,L.

1949年 に,次 に述べ る 5つ の特徴 を報告 した

.

.

Kanncrの 報告 に係 る先行研究か ら記述す る.そ れは,当 時

①他者 との情緒的交流の欠如

の痴呆症 の二 大原因が神経梅毒 ,て んかんであ った ことを

②同一性保持に対する執拗で強迫的な要求

踏 まえて,19世 紀末 に E.Kraepclinが 提 唱 した早発性痴呆

③物に対する没頭,巧 緻 な運動能力を駆使 して物 を扱 う

であ る.早 発性痴果 は,身 体的・ 精神的 に健康 であった若

こと
④話 さないこと, コ ミュニケーションに役立てる意図を

者が発病 し,徐 々に人格が荒廃 して妄想や幻覚 な どを呈 し
,

もたないように思 われる言語

痴呆 に陥って発病前 の健康 な状態 に戻 るこ とがで きない こ

⑤利 口そ うで物思わ しげな顔つ きと,話 せる場合 には優

とをいった

.

れた記憶力 に よって,話 せ ない場合 には動作 テス ト

1911年 に,E.Bleulerは 精神病理学 的 な観点 か ら早発性

(例 .セ

痴果 の疾病概念 を検討 し,こ の根底 に潜 む異常 は機 能的 に

ガンの型はめ板)に よって,明 らかになる良好

な潜在的認知能力をもつこと

統合 されて いる認知機能 の分裂であ る と考 えて,病 名 を早
た,基 礎症状 (経 過 中 に必ず 出現す る中核 症状 としての連

erg(1956)は ,① 項 と② 項 を基本症状
〜
③項 ⑤項 を随伴症状 として区別 した.特 に,① 項か②項

合障害,感 情障害 ,両 価性 ,自 閉症 )と 副次的症状 (根 底 に

を欠けば自閉性障害 と診断で きないと主張 された.し か し

潜 む異常 か ら派生す る妄想や幻覚 ,緊 張病様症状 )に 類 別

⑤項 は,後 述するように否定 された.ま た,④ 項に関連 して

発性痴呆か ら統合失調症

(旧

称 .精 神分裂病)に 改めた.ま

Kaimer&Eise

,

,

,

で きる ことを提 唱 した.基 礎症状 の内, 自閉症 autismの 語

一人ひとりの発語 に特徴があるが,我 が子の話 し言葉を親

源 は 自己 を意味す るギ リシャ語 の autOsで ある.精 神 医学

は理解で きるといわれている (Ricks,1979→

領域 で は,理 由は何 であれ ひ きこ もり"や 夢 中にな って
い る自己"を 意味す る.統 合失調症 の基礎症状である「 自閉

,魅 惑的な奇癖 としての過度な孤立に対
して自閉症 とい う宿命的な用語 を用 いた.す なわち, 自閉

症 」は,現 実 か ら超絶す る ことに よ り,内 的生活 が相対 的

的孤立は,生 まれた ときか ら,人 や状況 と普通の方法で関

か絶対 的に優位 となる ような心性 をい う (西 丸 ,1992).と

係 づ けがで きない ことで ある と考察 された.L.Kannerの

もか く,E.Blculcrの 見解 は現在 の疾病概念 と異 なるが,20
世紀初頭 では最新 の学説であった.現 在 では,因 子分析 や

考えは,統 合失調症 の基礎症状である「 自閉症」ない しプレ
コックス感 と異なる.こ の理 由は, 自閉症 もプ レコックス

相 関研 究 に基 づ い て,統 合 失調症 の症状 は陽性 症状 (例

感 もすでに獲得 された人や状況の関係か らの離脱を意味す

妄想 や幻覚 ),陰 性症状 (例 .感 情 の平板化 ,会 話 の貧 困
意欲 の欠乏 ,快 感 の喪失 ),解 体症状

(例

Kanner(1943)は

.

るためである.し か し,統 合失調症の発病年齢はどれだけ

,

.思 考障害,奇 妙

早期に遡 ることがで きるか とい う問題意識が関わ り, 自閉

な行為)の 3つ の次元 に類別 されて いる

性障害は統合失調症の最早期発病型であると理解 されるこ

.

とがあった.い いかえれば,人 格構造が未分化な子 どもの

L.Kamerは ,1938年 に同僚 か ら 1通 の 手紙 を受 け とっ
た.そ の手紙 には,同 僚 の息子が祈祷文や歴代 の大 統領 な

場合,人 格 の構造連関を喪失す ることは考え られないが

どの機械 的暗記力 に優 れ,周 囲に関心 を払 わず に独 りで い

対人関係 の獲得が妨げ られることは起 こ りうると解釈 され

,

ることに満足 して い る様子 な どが書かれ ていた.子 どもの

たのだろう.そ れで も,統 合失調症 と自閉性障害の異同を

ユ ニー クな特徴 は L.Kamcrを 魅 了 し,魅 惑的 な奇癖 と名

巡って L.Kann∝ に迷 いがあった.た とえば, 自閉性障害

づ け られた.そ して,小 児精神科 医 としての臨床活動 を通

は小児分裂病 の症状の最 も早 い発現 とみてよいのか も知れ
ない と述べ た (Kanner,1949).一 方, 自閉性障害 には明確

じて魅惑 的 な奇癖 を示す 11人 の子 ども (男 子 8人 ,女 子 3

44

な特異性があるので,統 合失調症の一型 とすることは考え

た (Kol n,1971;Kolvin ct al,1971a,1971b,1971c,1971d,

に くい.つ まり, 自閉性障害は独 自性 をもつこ とを強調 し

1971c;R

た (Kanner,1968).そ して,自 閉症 とい う用語 は確かに適

相違 は,我 が子が発熱や下痢 を示 した り,大 怪我 をした り

切でなかったが,他 のどんな用語を使えばよかったのか と

すれば親は病院に連れて行ったが,育 てに くいユニークな

述懐 した (Kanncr,1973).な お,プ レコックス感は統合失
調症 の患者に接 したときに経験豊富な精神科医が もつ特有

子 どもという事情は低階層では精神科 の受診機会にならな

の感情 をい う.そ の感情 とは,こ ちらが近づ こうとすれば

体制が整備 されるにつれて低い階層において自閉性障害 と

鴫 1972).な お親 の社会経 済的階層 にお ける

かった ことを示す.そ の後,精 神保健領域 のケースワーク

相手は身を引 くように感 じて,疎 通性 (情 緒的な交流)が な

診断される子 どもが増加 し,親 の社会経済的階層における

く冷淡で,空 を切 るような印象を受けることをいう

相違は否定されることになった

.

.

L.Kannerの 苦悩 とは無 関係 に,統 合失調症 は臨床 上重

また疫学研究に先行 して,Rtter(1968)が ,文 献調査 と

大な問題 をひき起 こす ことによ り,精 神医学 と神経病学 の

経験的な証拠 に関する批判的分析 に基づいて,疾 病概念 と

歴史を通 じて精神科医 と関係者の関心 を集めて きた.1950

しての自閉症 と状態像 を示す用語 としての 自閉症 を区別す

年代以降のアメリカで,統 合失調症 の最早期発病型 として

る必要があることを主張 した。

の解釈が成立することもあって 自開症研究の隆盛がみ られ
た.ま た,孤 立 しているユ ニー クな子 どもは誰であって も

互 い に異 なった疾病概念であると理解 される傾向 を強め

ともか く,疫 学研究の結果は自閉性障害 と統合失調症 は

自閉性障害 と診断されるような風潮が広が った.こ のよう

た.こ の例 に,1978年 にアメリカの自閉症協議会専門委員

な状況を,Kanner(1968)が 自閉症概念は正確 に理解 されて

会が 自閉性 とい う用語 を使用せずに自閉性障害の症候論を

い ないと嘆 いたほどである.そ の一方で, 自閉性障害をも
つ子 どもの IQ(乳 幼児の場合,DQで 代用)に 関 して,次 の

検討 した ことがある.そ して,① 発達段階や発達の順序性
に歪みがみ られること,② 人,物 ,出 来事 などへ の関わ り

ことが判明 した

方が異常 であること,③ 話 し言葉の獲得や言語能力に遅滞

.

Chanmn(1994)は ,1982〜 1991年 の 間に学術雑誌 に掲

や欠如がみ られること,④ 感覚刺激に対 して異常に反応す

載 された自閉性障害の医学 ・生物学的研究,治 療 と教育対

ることの 4点 を自閉性障害の基本症状 と定めた (JOuma1 0f

応,診 断,行 動特性 を主題 とする266件 の論文を抽出 して

Autisnl and Childhood Schizophrenia,1978;Ritvo&Frccman,

自閉症研究の動向を分析 し, また自閉性障害の IQの Qに 言

1978).DSM― 皿の発表前の出来事であるが,自 閉症協議会

及 している論文 215件 に基づいて,IQ′ DQ 50以 下は 35%,

専門委員会 の提案には統合失調症 と自閉性障害の異同を明

IQ′

DQ 51〜 69は 39%,IQ′ DQ 70以 上 は 26%で ある こと

確 にするとい う意図が働 いていたように思われる.ま た

,

を報告 した.こ れが契機になつて,Kanncr(1944)が 報告 し

自閉症協議会専門委員会の提案はその後 の 自閉症研究に大

た特徴の 1つ (良 好な潜在的認知能力 をもつこと)が否定 さ

きな影響 を与えた.た とえば,1981年 の WHO用 語定義案

れ,自 閉性障害 の 70〜 80%は 知的障害 を合併すると理解

に自閉性や 自閉的 とい う用語 はみ られない.WHO用 語定

されるようになった

義案 は自閉性症状の理解に とって参考になると思われるの

.

また,1960年 代 のアメリカで注 目された ことがある.そ

で,こ れを次に引用する
.

れは,比 較的早期 に自閉性障害 と診断 された子 どもが統

自閉症 は遅 くとも生後 30カ 月以前 に症状が認め ら

合失調症 の最適発病年齢 を迎えたことである.自 閉性障害

れる症候群で,視 覚刺激,聴 覚刺激に対する反応が異

が統合失調症の最早期発病型であるならば,彼 らの多 くは
妄想 ・幻覚な どを示 して統合失調症 と診断されるはずであ

常で,通 常,話 しかけられた言葉の理解 に重度の障害
がある.言 語発達は遅れているが,発 達 しても反響言

る.し か し,こ のような現象 は起 こらなかった.事 実,詳

語がみ られ,人 称代名詞を逆用 し,文 法的構造が幼 く

細 な疫学研究が行われ,表 1に 示す ように自閉性障害 と統

抽象語 を使 うことが困難であるとい う特徴がある.ま

合失調症 は多 くの調査項 目で異 なる ことが 明 らかになっ

た,音 声言語だけでな く,身 ぶ りによる言葉 を交流の

,

表 1.自 閉性障害 と統合失調症 に関する疫学研究結果の一覧

自閉性 障害
統合失調症
コメ ン ト

男女比

親 の社 会経済的階層

男 >女
男 =女

高階層 >低 階層
高階層 =低 階層
相違 (の ちに否定)

相違

家族歴
異論 あ り)
±〜

知的障害

+

発病年齢
幼児期
青年 ・成人前期

予後,転 帰
経過 は持続的
不良 :寛 解 /再 発

相違

相違

相違

妄想や幻想

ほぼ合併

+

相違 (否 定 ?)

相違
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場で使 う能力に障害がある.視 線 をあわせること,社

断項 目 (普 遍 的か つ 特徴 的 な行動特性 )は DSM‐ 5で は例 示

会的な対人関係 の障害は 5歳 以前にもっとも深刻であ

されて い るだけであ り, 自閉性 障害 (DSM‐ 5で は 自閉症 ス

る.さ らに, 日常のルーチ ンに固執 した り,変 化に抵

ペ ク トラム障害)の 診 断 は医師の判 断 に全 面 的 に委 ね られ

抗 した り,奇 妙なものにと り憑かれた り,パ ター ン化

ているためである (田 巻 ら ,2015,印 刷 中).

された遊びであるような儀式ばった行動がみ られた り

13

する.抽 象的ない し象徴的思考や想像遊びの能力に乏

自閉性障害 の 3主 徴

現在では,自 開性 障害 の基本症状 (理 論的強調点 )と して

,

しく,知 能水準は重度の遅れか ら正常か正常以上 まで

Wing&Gould(1979)に よる 3主 徴 (3つ の基 本症状 )が 定着

の範囲にわた り,課 題解決は抽象能力や言語能力 を必

している.基 本症状 は 自開性 障害 に普遍的か つ特徴 的 な行

要 とするもの よりも,暗 記力や視覚空間の能力を含む

動特性 をいい, 自閉性 障害 の診断 を受 けた大多数の子 ども

課題 の方が優 れている (中 根 ,1985).

が示す症状 を総称す る.も ちろん, 自閉性 障害 の基本症状
はこれ以外の障害で もみ られるが,そ の症状 の 出現頻度 は

■2 DSM― Ⅲ登録後の自閉性障害
DSM― Ⅲ(APA,1980)に おいて,広 汎性発達障害の大項 目

(自

閉性 障害でなければ)著 しく低 い

.

もとで,統 合失調症か

次 に, 自閉性 障害 の基本症状 が Wing&Gould(1979)の

ら独立 した臨床単位 として自閉性障害が認定された.現 在
では,言 語 コ ミュニケー ションの障害 (例 .遅 延性反響言

3主 徴 に落 ちつ くまでの概 略 につ い て述 べ る.た とえば
Ru■ er(1978)は

語,人 称代名詞などの逆用),幼 児期早期 での対人関係 の

通 のため に言語 を使 用 で きな い こ とを Kanncr&Eiscnbcrg

障害を統合失調症 の患者はほとん ど示 さないことで, 自閉

(1956)が 基本症状 に含 めなか った ことは問題 である と指摘

(臨 床単位 の上位に位置す るもの)の

,

,Kamer(1949)の 5つ の特徴 の 内,意 思疎

性障害 と統合失調症 は鑑別で きると考えられている (Load

した.す なわち,M.Rutcrは ,① 対人関係 の発達 に失敗す

&Bailcy,瀬 口訳 ,2007).1980年 以前では,自 閉性障害は

ること,② 言語発達 の遅滞,反 響言語 ,人 称代名詞 の逆用

小児の精神疾患 として扱われることが多かった

③常同的 で反復 的な動 き (特 に手 と指 の習癖)の 3つ を自閉

.

,

広汎性発達障害 とい う用語 は,ア メリカの 自閉症協議会

性 障害 の基 本症状 として報告 した.そ の際 ,注 意集 中時間

専 門委員会が 自閉性 とい う用語 を使用せずに自閉性 障害

が短 い こ と,自 傷行為 ,排 便行為 の獲得 の遅れが しば しば

の症候論を提唱 したことと関係する.す なわち, 自閉性 な

観察で きる こと も考慮 された.他 の検討課題 に,発 病年齢

い し自閉的であることによって自閉性障害を理解すること

性 ,IQ,精 神 障害 の合併 の有無があ った.こ れ らの検討課

は,疾 病概念 としての自閉症 と (統 合失調症の基礎 )症 状 と

題 の 内,発 病年齢 に関 して,L.Kanncrは 1943年 に出生以

,

しての「 自閉症」を混同させるために好 ましくないと考えら

来 と しなが らも,1954年 に初発 の症状 は 2歳 まで に気 づ

れ,広 汎性発達障害 とい う新 しい用語が採用されたのだろ

かれるが, 自閉性 障害 の発病 時期 を特定す ることはむずか

う.広 汎性発達障害は,カ ナー型 自閉症 とこの関連障害を

しい と述 べ た.Kanner&Eisenberg(1956)で は,生 後 18〜

総称すると定義することができる

20カ 月 まで正常 に発達 したあ と, 自閉的孤立 を もた らす折

.

れ線型 自閉症 を含 む ようになった.ま た Omitz et aL(1977)

また,広 汎性発達障害 とい う大項 目に位置づ けられた こ
とで, 自閉性障害 は発達障害であ り,中 枢神経系 の生物学

は, 自閉症児 をもつ 親 の約 50%が 1歳 まで に我が子 の異常

的成熟 と深 く関わっていると理解 されるようになった.こ

に気 づい たが ,2年 以上遅れて診断 されるこ とを報告 した

のことは, 自閉性障害は発達段階の初期における愛情や慈

医師が確信 で きる ようになるまで診断時期 は遅れ るのだろ

しみの欠如に起因するとい う意見を明確に否定することに

つ

.

.

寄与 した。 しか し,小 児期における脳機能成熟の遅れは神

Colcman&G■ lbcrg(1985)は

,Omセ

(1983)の 報告 な どに
基 づい て 感覚刺激 に対す る異常 な知覚反応 "を 基本症状 に

経病理学的な証拠 のない仮説であ り,脳 機能成熟の遅れと
自閉性症状 の発現 との対応関係は解明されていない.こ の
意味で, 自閉性障害の医学・生物学的原因は不明である

加 えることを提 案 した.し か し,診 断基準 には研 究者相互
の合意形成 を必要 とす ること,感 覚刺激 に対す る異常 な知

.

さらに,広 汎性発達障害 としての障害の状態は子 どもの

覚反応 を欠 いて も自閉性 障害 の本質 に影響 を及 ぼ さない こ

時代だけでな く,大 人になって も持続すると考えられた こ

とか ら,G■ lberg&Coleman(1992)は 感覚 刺 激 に対 す る異

とか ら,早 期幼児 自閉症や幼児 自開症などの用語は一括 し

常 な知覚反応 を基本症状 に含 める とい う提案 を撤 回 して い

て自閉症 ない し自閉性障害に改め られた.な お,本 稿では

る

.

Wmg&Go

DSM‐ 5(APA,2013)の 診断基準に言及 していない.こ の理

由は,診 断基準を満た しているか否かの判断に供 される診

d(1979)が ,Rttcr(1978)を 参考 に して提 唱

した 3主 徴 を次 に述 べ る

.
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①対人関係 の障害 :小 児期に,他 の子 どもとの社会的な

表 2.DcMyer et al(1974)の 追跡調査 ―治療群 ―の結果

関わ りが障害されていること
② コ ミュニケーションの障害 :言 葉の獲得 と理解が特異

平均 IQ

的に障害 されていること

変 動作性 IQ
化 言語性 IQ

③限られた興味・関心 (別 称.常 同的・執着的行動):興
味や関心 の レパー トリが限 られ,同 一性 に固執 し,遊
びに柔軟性や想像力などを欠 くこと
高機能 自閉症 をもつ子 どもの場合,③ 項は創造的活動の

高機能自閉症

中機能自開症

低機能自開症

610

43.1

297

50‑‐ 75

改善み られず

70 '75

改善みられず

他人 との交流

可能

無頓着

集団行動

可能

孤 立 しがち

話 し言葉

獲得

獲得 困難

欠如 (ご っこ遊びの欠如 )に 置換 される (B″ on― Cohcn ct al,

会話

成立

成立 しない

1985).ご っこ遊 びの欠如 と対人関係 の障害 との不可解 な

就労

可能

困難

関係は心 の理論障害仮説 を提唱 させた主因である.ま た

施設措置率

143%

60%前 後

,

「単純反
③項 の別称である常同的・ 執着的行動 は,一 般 に
→
→
→
復運動 興味の限局 順序 の固執 強迫的な質問→ ファン

表 2に ,初 診時の各群の平均 IQと 平均 12年 間の追跡調

タジヘ の没頭」の順で発現するが (石 井 ・若林 ,1967),常

査の結果を示す.対 照群は, さまざまな問題を有する非精

同的・執着的行動は成長に伴ってめだたな くなる といわれ

神疾患性 の知的障害 をもつ子 どもである.対 照群 の全 IQ

ている (Ando&Yoshmwa,1979).

は 654(動 作性 IQ 704,言 語性 IQ 55.7)で あった.ま た

1.4 自閉性障害のサブタイプ

サプタイプの 3群 と対照群は治療群 (治 療教育を受ける者)

,

自閉性障害において, さまざまなサブタイプ (亜 型)が報
告 されている.こ れ らの内,本 稿では,① 高機能 自閉症

と非治療群に分けられた
.

高機能 自閉症 の治療群における動作性 IQと 言語性 IQは

,

中機能 自閉症,低 機能 自閉症,② 孤立型,受 動型,積 極奇

それぞれ 75程 度に上昇 した.一 方,中 機能 自閉症 と低機

異型,③ 折れ線型 自閉症 を取 りあげる.こ れ らの内,高 機
能 自閉症はアスペ ルガー障害 との異同を理解するときに有

能 自閉症では,高 機能 自閉症 の非治療群 の場合 と同 じく

用である

自閉性障害 の場合であって も,治 療前 の IQに よって診断

,

治療群 の IQは 有意 に変化 しなか った.こ れ らの結果 は

,

.

(1)高 機能 自閉症,中 機能自閉症,低 機能 自閉症

後に受ける学校教育の達成度が予測できることを示す

.

自閉性 障害 をもつ 人 々へ の処遇や対応 を図る際 に,知

高機能 自閉症の治療群の場合,他 者 と交流で き,話 し言

能水準や発達経過に基づいて高機能自閉症 high inctioning

葉 を獲得 し,幼 稚 園や学校で集団に参加で きることが多

atism,低 機能 自閉症 10w inctiOning mismに 類別 される

い.そ れで も,就 労に支障をきた して,14.3%が 施設に措

ことがある (Bartak&Rier,1976;Loter,1974).

置された.一 方,中 機能 自閉症 と低機能 自閉症 の治療群 の

,知 能水準,話 し言葉の有無,知

場合,言 語 レベルの改善はみ られず,会 話は成立せず,孤

覚運動障害の有無により, 自閉性障害を高機能 自開症,中

立がちで,他 者に無頓着で礼儀 を知 らなかった.施 設措置

機能 自閉症,低 機能 自閉症 に類別 し,初 診か ら平均 12年

率は 60%前 後であった.な お,対 照群の施設措置率は 9.7%

間の追跡調査 を行 った.彼 らの業績により,高 機能 自閉症

であった

DeMycr ct al(1974)は

.

は自閉性障害の 3主 徴 を充足 し,正 常域 の知能水準 とかな

[高 機能 自閉症の適応障害]

り優れた言語表出能力 をもつ子 どもと定義 されている.特

通常,高 機能 自閉症 とい う用語 は正常か正常以上の IQ
をもつ 自閉性障害 (カ ナー型 自閉症 )に 対 して用い られる

に言語表出能力 はたとえば独立 した生活を営む ことがで き
るか否かを予測 で きる指標であ り,乳 幼児期 の言語獲得に

ことが多 く,学 校教育に適応できるために就労 に問題 はな

問題があるか も知れないが,結 果的にほぼ年齢相応 の実
用 レベ ルの話 し言葉 を獲得で きることと理解 されて い る

い と思われがちである.し か し,思 春期に自分の障害に気
づいて落ち込み,挫 折感をもつだけでな く,職 場 において
周囲の期待に応えられないことで批判 され,過 剰適応 を起

(Ozonor et al,2002).

一方,低 機能 自閉症 の場合,明 確 な基準はないが,知 能

こして拒絶 されることで敗北感に襲われ,た だでさえ低 い

水準 の有意 な低下 と 5歳 までに実用的な話 し言葉 を獲得

自己評価がさらに低 くなる.ま た,失 敗 をとり戻そうとし

で きない ことが 1つ の 目安 になる (Load&Bailey,瀬 口訳

て,状 況にそ ぐわない行動 を頻発するようになる.高 機能

,

自閉症 の青年が卒業後に直面する問題に対 して適切な教育

2007).

を受けてこなければ,予 後不良 となることがある (Howlin,

[DeMyer et al(1974)の 追跡調査]
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1997).こ の理 由は,自 閉性 障害 を もつ 子 どもが普通 の子

うな事態になるか,そ れを他者が どう判断するかを予

どもと一緒 に学校生活 を送 っていて も,状 況 に応 じた他者

測 して対策を考えるのではな く,独 りよが りの思いつ

との関わ り方 を同級生か ら学習す ることがで きない (Smin,

きで実行す るので,事 態 をさらに悪化 させ る (他 者か

1984)と 指摘 されて いることに由来す るのだろ う

ら助言,指 導 されて も言動 を改めようとしないことを

.

中根 (1999)も

,同 様 な こ とを報告 して い る.す なわち

含む).
④他者 と意味の照合のない言葉 :相 手が理解 しに くい よ
うな言葉遣いをする

,

高機能 自閉症 を もつ 子 どもは正常域 の知能水準 と作業能力
を有 し,集 団行動や会話 が成立す るこ とな どか ら,学 校教

.

育 に適応 で きる と考 え られ,就 労 に問題 はない と思 われが

なお,② 項の視点変換 の困難をもつ者は高機能 自閉症に

ちであ る.事 実,任 された 1つ の仕事 を誠実 にこなせ るこ
とで評価 され,昇 進 して 2つ 以上の仕事 を任 され る ように

限 らないことを痛感 している.そ れは,通 園後に部屋 の一
隅で切抜 きの絵 カー ドを並べ ることだけ しかや らない 自閉

なる。 しか し,そ れ らの仕事 を同時 に要領 よ く処理す るこ

性障害の幼児 は,カ ー ド遊びにとらわれているわけではな

とがで きない.見 かねて助言す る上司や 同僚 に反発 して謡

く,幼 児が大切 にしている絵 カー ドを友だちに触 られた り

い を起 こ した り,出 社 で きず に自宅 に閉 じこもった りす る

奪 われた りした ときに どうすれば よいかがわか らないか

いいか えれば,高 機 能 自閉症 を有す る青 年や成人 が 2つ 以

ら,動 けずにいると解釈 された.そ こで , 助けて"と い う

上の仕事 を滞 りな く同時 に成 し遂 げなければな らない よ う

ボー ドを用意 し,そ の使 い方をモデ リングで教示 したとこ

になれば,彼 らの社会適応 は不 良 とな り,不 安症状 ,強 迫

ろ,友 だちと徐 々に遊べ るようになっただけでな く,カ ー

症状 ,対 人恐怖 ,鬱 状態 な どを訴 えて精神科 を再受診す る

ド遊 びに執着 しな くなった ことが報告 されてい る (藤 原

ことが多 くなる (注 .初 診は乳幼児期 〜就学前 ).そ れゆえ

2002).通 常,絵 カー ドで しか遊ばないことは自閉性障害

中根 (1999)は ,高 機能 自閉症 を もつ 人 々に対 して,通 常 の

にあ りがちなことと考えて, カー ド遊びへ の執着 を取 り除

教育 を受 ける ことだ けを治療 目標 としていた医師や カウ ン
セ ラの責任 は重 い と述 べ て い る.教 育界 は,中 根晃 の信託

くことに苦慮するはずである.こ れこそが,非 自閉症者で
ある我 々の 視点変換 の困難"で ある.認 知理論 と行動理論

に応 えるべ きである.高 機能 自閉症 の特別 な教育 ニー ズ (つ

に基づいて, 自閉性障害をもつ子 どもの行動特性 を柔軟か

ま り,常 識的 な社会習慣 を修得 したか,予 定外 の 出来事や

つ的確 に理解すること (内 山 ,2002)が 求め られてい ること

状況 の変化 に対応 で きるか,広 い視野 で物 事 を理解 で きる

を自戒を込めて述べ る

.

,

,

.

か,グ ループ活動 を経験 したか,ソ ー シャル・ スキルを獲

(2)孤立型,受 動型,積 極奇異型

得 したか)に 関 して,Quill,Edズ 1995)の 成書 を手 引 きに し

Wing(1983,1989)は ,対 人関係,遊 びや余暇活動な どの
観点か ら,青 年期以降の 自開性障害を孤立型,受 動型,積

て適切 な教育対応 を講 じるべ きである

.

[高 機能 自閉症 の心理特性 ]

極奇異型に分類 した.こ れ らの 3つ の類型は自閉性障害に

中根 (1999)が 報告 した適応障害 は高機能 自閉症 をもつ 青

係 る行動特性 の理解 にとって有用で,小 児期 の 自閉性障害

年 の心理特性 と密接 に関連 して い るこ とが考 え られ る.高
機能 自閉症 の心理特性 は次の 4点 に要約 されて い る (中 根

にも適用 されるようになった

.

[孤 立型]

,

孤立型 alooftypcに 属する子 どもは,他 者 との交流を避け

1997,1999).

,

① 自己不全感・ 自己否定 :客 体 としての自己を間違 って

他者が存在 していないかのように行動する.こ のため,名

把握 し,本 人 と他者 との違いや他者の評価が低 いこと

前 を呼ばれて も無視 し,話 しかけられても応えない.ほ と

に気づいてとまどい,自 己不全感にとらわれて,他 者

んどの場合,周 囲の人々をみぬふ りをした り,他 者が近寄っ

の視線などに脅威 を感 じて不安感に駆 られて攻撃的に

て もすっと離れた りする.と きに,横 目でちらっと一瞥す

なった り,注 意や叱責などに対 して過敏に反応 した り

ることもある.そ して,本 人が望む物 (例 .ジ ュースや牛乳)

する

を得るためにクレー ン現象 として近 くに居 る人の手首を持

.

つ ことがある.そ の望みが満たされれば,再 び孤立 した状

②視点変換 の困難 :物 事 を別の視点か らみて考え直す こ
とがで きないために,結 果 として他者 の考えに耳を貸

態に戻る (Wing,1996).

す ことができない.あ るいは,周 囲の助言 を聞 きいれ

強い怒 りや喜びなどをひき起 こしたときを除けば,彼 ら
の顔は表情に乏 しい.ま た,大 人に抱 いて もらった り, く

ることがで きずに自分の考えに固執する
.

③飛躍 した独 自の論理 :失 敗 したことなどで窮地に陥れ

す ぐられた り,追 いかけて もらった りするといった単純 な

ば自分か ら解決 しようとするが,そ れによって どのよ

身体接触 を好むことがある.し か し,身 体接触 を求めてい
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とが多 い.ま た,積 極奇異型 の子 どもは他 の子 どもを無視

るだけであ り,他 者 と関 わることに関心があ るわけではな
い (Waterhousc ct al,1989).こ の ように対人関係が限 られ

した り攻撃 した りす る.こ れ らの ことか ら,自 己本位の

知的障害 を伴 う ことが 多 いので,障 害程度 は重 篤である と

衝動 に駆 り立て られた対人関係 である とい うことがで き

みなされる

る.こ のため,思 い通 りに周囲の関心を集めることがで き

,

.

なければ,扱 いに くくなった り攻撃的になった りするよう

孤立型 の子 どもは, ご く少数 の人間 (通 常 ,母 親)に 強 く
依存 した共生的な生活 を送 っていることが多 い.こ のため

になる (Wing,1996).さ らに,自 閉性障害 とは思えないよ
うな社会のルールに反 した問題行動をひき起 こす ことがあ

,

行動 の背後 に存 在 す る精神 状 態 (例 .感 情 ,動 機 ,意 図 )
によって形 づ くられ る主観 的 自己感 は母親の もの と同 じで

る.た とえば,人 々の面前で裸になった り,自 慰をした り

ある と感 じ,他 者 に も感性 の揺 れや動 きがあ ること,そ れ

無賃乗車 な どの突発的な行動 を遂行 した りす る (Gillbcrg,

が主観的 自己感 と調和 して い るか否かがわか らない といわ

1995).

,

積極奇異型は,孤 立型や受動型 よ りも知能水準が高 く

れて い る (岡 田 ,1980).し たが って,母 親か らの分 離 を図

,

るこ とが発達課題 になるだろ う.ま た。社会適応が不 良 な

作業能力があ り,会 話 も成立する.こ のため,障 害程度は

ために入所施設 に措置 された り保護就労が多 か った りす る

過少に評価 され, 自立可能 と判断される ことが多 い.し か

が,家 族 を支 えつつ,適 切 な処遇 となる ように努 め る必要

し,社 会的な常識 を欠 き,働 くことの意味を学習 しない ま

があ る.特 に,環 境 の変化 に対 して混乱 しやす く,青 年期

ま就労 して仕事 を忌避する傾向があ り,就 労は容易でない

パニ ックを起 こ しやす いこ とに注意す る必要がある (杉 山

(杉 山 ,1996).い いかえれば,積 極奇異型 の就労状況は
一般的な社会常識をどれだけ修得 しているか,予 定外 の出

,

,

1998).
[受 動型 ]

来事や状況の変化 に適切 に対処で きるか,広 い視点で柔軟

受動型 passive typeに 属 す る子 どもは,他 者 との交流 を

に物事 をみ る訓練 を受けたか否かに依存する.こ れ らは
積極奇異型の特別な教育ニーズである
,

自ら求め るようなことが ない.他 者 を避 けな いが,視 線 を

.

あわせ ることは少 ない.し か し,他 者 と視 線 をあわせ なけ

(3)折 れ線型 自閉症

ればな らない ときは視 線 をあわせ られ る.ま た,対 人関係

Kanner(1943)が 報告 した 11症 例 の 中に,年 齢 は定かで

は受 け身で,他 者か ら働 きかけ られれば,そ れな りの 関係

ないが 日常用語 を模倣 しな くな り,精 神運動機能の退行

を保 つ ことがで きる.た とえば,他 の子 どもか らゲ ームや

を疑わせる症例があった.こ のため, 自閉症概念は,① 生
まれつ き■om the beginning Ofthc litの 症例 に加 えて,②

遊 び に誘 われ れ ば,抵 抗 せ ず に従順 に従 う こ とが で きる

下 り坂の悪化経過 do,m― hili cowscを 食 い止め られない症

(Waterhouse et al,1989).

受動型は,成 人期 に達すれば小児期に自閉性障害 と診断

例 (Eise crg,1956)を 含むようになった.こ の内,② 項 を

されたことがわか らないようになることがある.す なわち

折れ線型 自閉症 証 ism with knOb typeと い う (石 井・若林

問題行動が少なく,比 較的単純な作業を集中 して遂行で き

1968).2〜 3歳 頃から生活習慣などが全般的に退行 し,そ

社会適応は良好であることが多 い.し か し,ま じめな作業

の過程で無関心,自 閉的 とな り,す でに獲得 した数〜 10

態度のために新 しい仕事 を任 されるが,新 たな負担増に対

数語 の 自発語 を話 さない ようになる (Creよ ,1963;S″ agc,

応で きずに挫折 しやす い.ま た, トラブルに対 して,見 捨

1968).次 に,折 れ線型 自閉症の定義を述べ る

,

,

,

.

て られ感,抑 鬱が生 じやす い (杉 山 ,1996).し たがって

生後 30カ 月以前にお いてそれ までに少数であって

,

受動型の青年は自己の流儀 に拘泥することを理解 して,適

も表出 していた有意味語 (自 発的に食べ物 をみてマ ン

切に彼 らをリー ドで きる指導者が必要であるといわれてい

マ と言った り,母 にママなどと呼びかける)が消失 し

る

少な くとも半年程度は有意味語表出がみ られない もの

,

.

[積 極奇異型]

積極奇異型 activc but odd typeに

(栗 田 ,1987)

属す る子 どもの IQは 高

折 れ線型 自閉症 は低機能 自閉症 に属 し, 自閉性障害の

いが,興 味・ 関心 に偏 りがあ り,対 人関係 を積極的に,し

1/3が 該当す ると推定 されている (石 井,1991).ま た,精

か し彼 らに独特のユニー クな流儀で求める.た とえば,決

神運動機能の退行が明 らかになる前か ら,獲 得語彙数が少

まり切 ったことを何度 も執拗 に質問 した り,馴 れ馴れ しく

ないことを含めて発達過程のさまざまな面で遅れを示す こ

積極的に話 しかけた り,相 手の身体を無遠慮 に触った りす

とが多い (Kunt 1985).な お,折 れ線型 自閉症の定義で自

るが,相 手が不快感 をもち困惑 しても気にかける様子 を示

発語の消失期間が限定 されていることは,少 な くとも半年

さない.そ のような相手は近 くに居る既知 の大人であるこ

程度の経過 を観察 して,折 れ線型 自閉症か否かを判断すべ
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きことを意味す るのだろ う.一 般 に,折 れ線型 自閉症 にみ

念 に基 づ いて,人 との接 触 を避 け, 自分の世界 に閉 じこ
もり,外 界 に無関心であることは自開性の精神病質に由来

られる 自発語 の消失 は持続す ると理解 されている

.

す る と考 え,4人 (男 子)の 症例 を自閉性精神病質 autistic

(4)小 児期崩壊性障害

して小児期崩壊性 障害 (別 称 .崩 壊性精神病)が 登録 された

Psrhopathyと して報 告 した.し か し,自 閉性 精神 病 質
をもつ子 どもは人格崩壊 も妄想 も示 さない ことか ら,H.

自閉性 障害 と小児期崩壊性 障害 の接 点 (双 方 に境界 を接す

Aspergerは 統合失調症 との類似性 を認めつつ も,自 閉性精

る もの )が 折 れ線型 自閉症 であ る と考 え られて い る.そ の

神病質の独 自性 を強調 した

DSM‐ Ⅳ (APA,1994)で

,広 汎性 発 達 障 害 の 診 断単位 と
.

.

一 方 で,小 児期崩壊性 障害 の対人関係 は,知 的障害 の程度

次に, 自閉性精神病質の特徴 を述べ る

と比 較すれ ば,著 しく障害 されない こ とで 自閉性 障害 と異

①就学前 に話す ことがで きるようにな り,多 くの語彙 と
年齢相応 の文法能力をもつ

.

なるとい う意見があ る (栗 田 ,1985).

.

小児期崩壊性 障害 は,3〜 4年 間 の正 常 に機能す る期 間

②脈絡 のない発話が多 く,話 題はしばしば空想的である
.

を経 て,知 的,社 会 的,言 語撃機能 の崩壊 を呈す る病態 で

③他者 の存在 を意識 していないわけではないが,他 者 と

あ り,崩 壊後 は自閉性 障害 を もつ子 どもと非常 に近似す る
とい わ れ て い る (Sadock&Sadock,Eds"井 上 。四宮 監 訳

④男子だけが発病する (注 .の ちに否定).

2004,pp.1306‑1307).

⑤重度知的障害の子 どもにもみ られることがある

の接 し方は適切 さを欠 く
.

,

.

これ らの内,⑤ 項 に関係 して,Asperger(1944)の 報告に

また,小 児期 崩壊性 障害 はヘ ー ラ症候 群 (Hcllcr,1908;

「 自閉的精神病質をもつ人たちは,知 的な欠陥がない限 り

小 澤 ,1984)と 同 じ病 態 で あ る とみ な され て い る (Ruttr,

,

1976).小 児期崩壊性 障害 の原 因 は不 明であるが,症 候性

職業的成功 をほぼ間違 いな く収め られ,そ れ もたいていは

てんかんや結節硬化症 を含 む神経学的病変 ,各 種 の代 謝疾

高度の専門教育を必要 とする職業に就いていることに,私

患の関与が想定 されている

たち自身が驚いている」(冨 田訳 ,1996)と い う記述がある

.

.

また ドイツ語圏で, 自閉性精神病質 とカナー型 自閉症 の異

2.ア スペルガー障害
1944年 に,H.Awergerは

同が検討 され, 自閉性精神病質には独 自性があることが報
ちにアスペルガー障害 と呼

(の

告 された

Krevelen,1963,1971;Bosch,1970).そ こで

,

ばれるようになる)自 閉性精神病質を報告 した.こ の先行

"血 自閉性精神病質 とカナー型自開症 を同 じ病態
H.Aspergerは

研究に,統 合失調症の症候論 (Blculcr,1911)と ,ssucharewa

として捉 えた時期 もあったが, 自閉性精神病質は カナー型

(1926:Wing,1996)が 報告 した小児期の統合失調気質精神

自閉症か ら分離することがで き,独 立 した病態であると考

病質がある.G.E.Ssucharcwaは ,小 児期 の統合失調気質精

えるようになった.た とえば,高 い能力をもつ子 どもに著

神病質の統合失調症か らの分離 (独 立)で はな く,こ れ らの

しく多 いことが 自閉性精神病質の特徴 であると述べ ている

共通性 ・同一性 を強調 した.い いかえれば,H Aspcrgcrと

(Aspcrgcr,1979).こ れ らの こともあってか,Wing(1981)

GE Ssuch″ cwaの 違 いは僅かで着想 もほぼ同 じあるが,統

による英語圏へ の紹介 の際に, 自閉性精神病質は独創的な

合失調症 との同一性 を強調するか否かで異なっている

天才か ら極めて常同的な自動機械 に似た行動を示す知的障

.

精神病質 という用語は,そ の人の生 き方 (人 格 と行動)が

害の子 どもまで分布 し,重 度の知的障害にもみ られるとい

周囲の人 々と著 しく変わっているために, どう対応すれば

う Aspcrgcr(1944)が 論文の 2カ 所に記述 した ことは無視 さ

よいのか と本人 と家族が困ることになる状態をい う.ド イ

れた

ツ語圏の精神病質 Psychopathen/psychopathyは 英語圏では人
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格障害 personalけ disordcrと 呼 ばれている.現 在で は,人
格障害は性格 の著 しい偏 り(注 .人 格の偏 りではない)と 定

アスペ ルガー障害 に係 る問題 は,Wing(1981)が 彼女 自
身の臨床経験 を加えて,自 閉性精神病質をアスペ ルガー症

義 され,遺 伝 と環境の相互作用に起因することが多 い.な

候群 (本 稿 では, アスペルガー障害)と して英語圏に紹介 し

お,出 生後の原因 (例 .脳 腫瘍,脳 血管障害,頭 部外傷)に

たことが契機 である.紹 介 に至った事由は,I Aspcrgcrの

よる性格の偏 りは人格変化 pcrsonality changeで あ り,人 格

業績が英語圏で周知 されてい ない とい うことであった.し

障害 といわない (秋 元 ,2002).ま た,小 児期 の統合失調基

か し,英 語圏で注 目されなかった事由は不明である.ド イ

質人格障害 については後述する

ツ,オ ランダ, フランス, 日本で H.Aspergerの 業績 は知 ら
れていた。たとえば,1960年 代 の我が国で, カナー型 自閉

.

.

2.1 自閉性精神病質
Awerger(1944)は

アスペルガー障害の英語圏への紹介

症 とアスペルガー障害の どちらが自閉性障害の主流 とみな

,統 合失調症 にお ける「 自閉症」の概
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せ るか を巡 って,牧 田 (慶 応 大学精神 科 医 )― 平 井 (東 北大

が,歩 き始め は遅 れ る.他 の 半数 は,初 語 も独歩 もほ

学小児科 医 )論 争 と呼 ばれ る不毛 の論争が勃発 した こ とが

ぼ正常 に発達す る.ま た,会 話 は文法的に問題がな く

ある (小 澤,1984).

語彙 も豊かであるが ,そ の 内容 は乏 しく, まわ りくど

なお,L.Wingの 紹介 は,DSM‐ m(APヽ 1980)で 自閉
性 障害が認定 された翌年 であ り,下 表 に示す よ うに ■

,

くて,些 末 な ことにこだわって話す ことが多 い

.

0創 造性 :独 創 的で,創 造的であるが,実 際 に起 こらな

Aspctterと L.Kannerが 死亡 した とい うタイ ミングであっ

い 出来事 や生活 に役 立 たない記 憶 に関心 を もつ ことが

た

多 く,独 りよが りで,常 識 に欠けるところがある

.

.

次に,Wing(1981)が 定めたアスペ ルガー障害 の特徴 を

この L.Wingの 報告 には,自 開性精神病質 は知的障害 を

示す.こ れ らの内,0項 〜0項 は L.Wingの 臨床経験 とし

含 む とい う Aspergcr(1944)の 記述 はみ られない

て追加 された特徴である

2.3 アスペ ルガー障害 の独 自性

.

.

①話 し言葉 :普 通の子 どもと同 じ頃に話 し始めるが,文

次 の 2点 で,wmg(1981)の 紹介 はアスペル ガー障害 の臨

法の獲得は遅れ,人 称代名詞 を逆用する.内 容は奇妙

床単位 と しての独 自性 を決定す る役 割 を果 た した (H"p6,

で,衡 学的 pe ntic(知 識をひけらかす こと)で ,同 語

1994a).

反復 (同 じ言葉の くり返 し)を 示す ことが多 い
②非言語 コ ミュニ ケ ー シ ョン (前 言語的伝達手段 の獲

① カナ ー型 自閉症 は他者 へ の 関心 の 欠如や話 し言葉の障

得):怒 りや精神的な苦痛などの強い感情の場合を除い

対 人的に孤立せず に文 法 にか なった会話がで きる と報

て顔の表情に乏 しく,他 者 のジェスチャを誤解 した り

告 されて,ア スペ ル ガー 障害 の概念 は実用 的で有用 で

無視 した りす る.ま た,他 者 をわざと避 けるために

ある と主張 された ことで ある

.

害 を示す こととの対比 で,ア スペ ルガー障害 の特徴 は

.

,

他者 の顔 をみつめることがある.話 し方は単調で,奇

② アスペ ルガー障害 とカナ ー型 自閉症 の違 いは能力 の水

妙である

準 と重症 度が異 なる ことで説 明で きる と報告 された こ

.

③対人関係 :他 者 との交流 を避けるためではな く,接 し

とが ある.こ の こ とは,ア スペ ルガー障害 の知能水準

方が わか らなかった り共感に欠けた りするために,対

はほぼ正 常か正常以上である (IQ≧ 9oか 85)と 理解 さ

人関係が障害されている.ま た,他 者の批判や疑惑 の

れ る傾向 を助長 した

.

ともか く,L.Wingに よる紹介が契機 とな り,ア スペ ルガー

念に過剰に反応することがある
④変化へ の抵抗 :遊 具 などをまわす といった反復的 (常
.

障害 は臨床 単位 と して認 め られ る ようになった (Giliberg,

同的)な 活動を好む
⑤協調運動 :奇 妙な歩行や姿勢 を示 し,屋 外でのグーム
.

1985).端 的にい えば,ICD‑10(WHO,1990),DSM― Ⅳ (APヘ
1994)に お い て広汎性発 達 障害 の 下位分類 としてアスペ ル

遊びのような粗大運動は不器用で, ときに書字や描写

ガ ー 障害 は認定 され た.し か し,DSM― Ⅳの診 断基準 の

も稚拙である.ま た,神 経学的徴候 を伴 うことがある

つ であ る「生 後 の少 な くとも 2年 間 は 明 らか に正常 な発 達

.

⑥興味 と技能 :サ ヴァン症候群 を伴 った り,チ ェスのよ
うな記憶 を必要 とす るゲームを得意 とした りする.そ

1

を示す こ と」に問題 が あ る.こ の診 断基準 は, 自閉性精神
病 質 の特徴 としての「就学前 に話す こ とが で きる ようにな

の一方で,書 字困難 に加えて,読 字困難,計 算障害を

り,多 くの語彙 と年齢相応 の文法能力 を もつ」ことによ り

併発することがある
0生 育歴 :乳 児期か ら興味の対象が限 られ,親 に対 して

の ちにアスペ ルガー 障害 と診 断 される子 どもであって も 3

.

,

歳頃 (と きに就学時 )ま での言語発達 は正常 である と認識 さ

も冷淡で,哺 語 も質的,量 的に異常である.す なわち

れていることを示す .一 方 ,乳 児期 に前言語的伝達手段 (例

普通 の乳児 のように,哺 語, しぐさ,身 ぶ り,微 笑み

視線 ,指 さ し)の 異常 や奇妙 な抑揚 が しば しば観 察 され る

,

.

で家族 と交流す ることはない.そ の後 も,ご っこ遊び

ことか ら,DSM― Ⅳの診断基準 を適用すれば,ア スペ ルガー

はみ られない

障害 と診断 されない症例が多 くなる (有 病率 は低 くなる)は

.

0言 葉の遅れ :半 数の子 どもは通常の時期に話 し始める

ずである.こ の よ うな DSM― Ⅳの診断基 準 と臨床所見 の乖

Lco Kamcr(1896〜 1981年 没)

小児精神科医

内科医
Hans Aspcrgcr(1906〜

オース トリア出身

H.Aspergerの 業績に言及 しなかった

.

(心 電図の研究に従事 ).28歳 でアメリカに移住 し,36歳

1980年 没)

オース トリア

小児科医

‑51‑

で小児精神科 の診察を開始

カナー型 自閉症 との異同を考察 した

離は,子 どもが 2歳 になれば, 自閉性精神病質 の特徴 [注
Wing(1981)に よる特徴 の0項 を参照]に 気 づ くこ とがで

診断基準 では 鈍感 さ"を 含む点で異なる.⑤ 項は,統 合失

き,そ れは生涯を通 じて変わらないとい う H.Aspcrgcrの 記

なされている

.

調型人格障害 schizotypal

pcrsonality disor

rの 部分症状 とみ

.

述が本文中にきれいに埋め込まれていたために見逃 されて

また,小 児期 の統合失調気質人格障害 と診断された子 ど

h,1989),DSM― Ⅳの診断基準が定め られたことに由

もの追跡調査が行われ,成 人期に至れば統合失調症 とかな

(F

りの程度で連続性 を示す ことが報告 された (w。 1■ 1991;

来する
.

この こ とは,ア ス ペ ル ガー 障 害 は 自閉性 精 神 病 質

wOば et al,1991).そ の結果 も踏 まえて,統 合失調気質人

(Awergcr,1944)を 典拠 としなが らも,少 なくとも以下の 2

格障害 はアスペルガー障害 と類似の病態であるか否かを検

つの点で 自閉性精神病質 と異なっていることを意味する
第 1の 相違点はアスペルガー障害の症候論的な位置づ け

討する必要がある.こ れに関 して,小 児期 の統合失調気質

.

である.前 述 したように, 自閉性精神病質は人格障害 とし

人格障害をもつ子 どもは Asperger(1944)の 報告 と類似する
ところもあるが,DSM― Ⅳが定めるアスペ ルガー障害の診

て提唱された.一 方,ア スペルガー障害は,DSM― Ⅳ (APヘ

断基準 に適合 しない と WoW(2000)は 主張 してい る.そ の

1994)で は広汎性発達障害の下位分類である.人 格障害 と

根拠 に,小 児期 の統合失調気質人格障害 をもつ子 どもは
①対人的相互反応の異常を示すが,質 的に異 な り,ア スペ
,

しての疾病概念ではな く,発 達障害 とすることの根拠 を明
アスペ ルガー障害 と近縁 関係 にある人格障害 に,小 児

ルガー障害 よりも軽症であること,② 常同的,反 復的な興
味や関心 の異常を示 さないことがある.ま たアスペ ルガー

期 の統 合 失調気 質人格 障害 schizoid pcrsonalけ dSOrdCr in

障害の予後 に比 して,③ 小児期の統合失調気質人格障害 と

chil凸 oodが ある.こ

るが,1970年 代 に S.Wo肛 が統合失調気質人格障害は子 ど

診断された成人息者 は統合失調症 を発病 しやす いことがあ
る.し か し,小 児期 の統合失調気質人格障害 とアスペルガー

もにもみ られることを主張 し,そ れを小児期の統合失調気

障害の鑑別に関する体系的な研究が行 われていないと思わ

らかにする必要がある
.

れには Ssucharewa(1926)の 報告 もあ

&Bdo■

れるので,こ れ らの異同に係 る結論は未定である。残 され

1979;Wo肛 &Chick,1980).す なわち,統 合失調気質人格

た検討課題 は,H.Aspergerが 統合失調症でな く精神病質 と

障害は青年期か成人期早期 に診断される点で,小 児期 の統

捉 えた病態 を w

質人格障害 と呼称 した とい う経緯がある (WoⅢ

g(1981)が 自閉性障害 として紹介 した事

合失調気質人格障害 と相違する.ま た,こ れ らの診断基準

由である.こ の ことは,L.Wingの 豊富な臨床経験 によっ

も一部異 なる.な お DSM‐ Ⅳの診断基準で,人 格障害は A
群 (奇 妙 ‐風変わ り),B群 (演 技的 ―情緒的),C群 (不 安 ―

て自閉性精神病質を (カ ナー型 自閉症でな く)ア スペ ルガー

恐怖 )に 分類 されているが,統 合失調気質人格障害はA群

認めたことに拠るのだろう

障害 と命名 した独 自の 自閉性障害 との類似性 を L.Wingが
.

また,大 植 (1977)は ,自 開性精神病質 と診断された 5症

人格障害に属する
.

例 (い ずれ も男子,報 告時 の平均年齢 164歳 :分 布 12〜

小児期 の統合失調気質人格障害の診断基準は次の通 りで

23歳 )を 7〜 13年 にわたって追跡調査 して,社 会適応が

ある (Wol二 2000).
①孤独 (例 .独 りでの活動 を好む,親 しい友人が 1人 も

不良 で,思 考力 の減退 と人格 の退行 を示す ことが多 い こ
とか ら,自 閉性精神病質 は興 味限局児 (Rob son&Ⅵ take,

いない,極 めて軽率)
②共感の欠如 と情緒的孤立 (例 .他 者の感情に鈍感,騒 々

1954)と して報告 された病態 と同 じ類型に属す ると考察 し

ている.し か し,興 味限局児 の報告は限 られているので

しく無礼な行動をとる)

,

③ ときに妄想的考 えを伴 う過度な過敏性 (例 .夜 寝 つ け
ない,落 ちつ きがない,イ ライラしてよく大声を出す)

自閉性精神病質 と興味限局児の異同は不明である
第 2の 相違点 は,繰 り返 し述 べ ているが,whg(1981)

④心的態度の硬直性 (特 に,特 定 の関心事 をひたす ら追

が 自閉性精神病質を英語圏に紹介 したときに自閉性精神病

.

質は知的障害の子 どもを含むとい うAspcrger(1944)の 記述

求す る)
⑤風変 わ りで奇妙 な コ ミュニケーシ ョン (例 .喋 りす ぎ

を無視 したことである.こ れについて,Whg(1996,1998)

る.喋 らなさす ぎる,発 語が不明瞭である,比 喩 の使

は記述を 見逃 した"こ とを修正 しているが,彼 女は次のよ

い方が奇妙である)

うに言明 している (Wing,2000).

⑥非現実的 な空想生活 (例 .空 想癖,虚 構 と現実の区別
がつかない)

この障害について最初に考察 した者 として言 うなら
ば,私 の本来の 目的は,ア スペ ルガー症候群は自開症

これ らの内,③ 項に関 して,統 合失調性気質人格障害の

スペ ク トラムを構成 して,他 の 自閉性障害 と明 らかに
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異なる独 自性がないことを強調することであった.し
か し私 の発表後,多 くの研究者によって,ア スペルガー

3つ の診断基準 と質問紙法 を用 いた全母集団調査が行われ

症候群 と自閉性障害は互いに異なる障害であるとい う

ある

見解が支配的になっている.こ れは,私 の意図 とは真
逆である.… … 各種 の診断基準のいずれかに準拠 して
,

どうであればアスペルガー症候群に, どうであれば高
機能 自閉症 に判別できるか とい う段階にある.研 究の
領域での賛否両論 はどうであれ,Aspcrgcrの 業績 に臨
床現場 では正当な関心が もたれるようになった.そ れ

た.な お,こ の報告 の調査人数 は少 なす ぎるとい う批判が
.

① Gllbcrg&Gillberg(1989)の 診断基準を用いれば,有 病
ヨ
置は 36/10,000
(質 問紙法によるアスペルガー障害の疑い を含めれば
,

有折
マ塁
卜は 71/10,000)
ctal(1989)の 診断基準 を用いれば,有 病率は

② Szama
50/10,000

③ ICD‑10の 診断基準 鰤置0,1990)を 用 いれば,有 病率

が答えである
.

この言明か ら判断する限 り,ア スペルガー障害に少な く
とも臨床的妥当性 はあるが,分 析的妥当性や構成概念妥当
性 は認め られない と考える.い いかえれば,精 神障害のほ
とん どの医学・生物学的原因は解明されていない し,議 論

￨ま

29/10,000

(ICD‑10の 診断基準 による非定型 自閉症 を含 めれば

,

有病率は 64/10,000)
これ らの内,① 項 の診断基準は言語発達遅滞 と運動機能

も尽 くされていない.こ の現状 を踏まえれば,症 状 を忠実

障害を含む ことか ら,過 剰診断の可能性がある.② 項には

に記述 し,似 てみえる症状の集 まりで分類 し,そ れを命名

大甘な診断基準 とい うことがある。たとえば,対 人関係 の

して予後や転帰などを予測 し,臨 床研究や原因の究明を促

障害 (診 断基準)で は列挙 された 5つ の診断項 目の内,1項

進せ ざるをえない.ア スペルガー障害に係る症状 の記述 に
看過で きない瑕疵があれば,ア スペルガー障害はそ もそ も

実は,DSM― Ⅳの診断基準は ICD‑10を 参考にして作成 され

診断に値する疾病概念 であるかについて疑義があるといわ

た.し たがって,③ 項 には診断基準 と臨床所見の乖離 (例

れても不思議ではない
ア ス ペ ル ガ ー 障 害 の 存 亡 に係 る議 論 は さて お き

DSM‐ Ⅳの問題 として既述 したように,生 後 の少 な くとも

Schoplcr(1966)が アスペルガー障害 とは別個の呼称か,そ

れ とも別個の障害か と問いかけている.次 に,別 個 の呼称

一方,別 個 の障害 とみなせば,カ ナー型 自閉症は自開性
障害を代表するといわれてい るので, カナー型 自閉症 との

とい う立場か らの意見 を示す。それは, 自閉性障害の診断

異同が問題になる.た とえば,あ る家族 (父 と4人 の息子)

基準に適合 しない症例は特定不能の広汎性発達障害 と診断
されることに基づいて,ア スペ ルガー障害 は特定不能の広

閉症,最 も軽度の病態 はアスペルガー障害であった とい う

.

,

目が該当すれば対人関係の障害は認め られたことになる。

.

2年 間は正常に発育)と い う問題がある
.

,

汎性発達障害 に分類 され るべ きであるとい う意見 である
(Klin,1994).そ の際,特 定不能 の広汎性発達障害 の定義
は明確でな く,既 存 の診断基準 に適合 しない異質な集団で
構成 されている.仮 にアスペルガー障害を特定不能の広汎
性発達障害 とみなせば,そ の雑多な集団の中か ら一定の集
団 (ア スペルガー障害)が 抽出されることになる.し か も
,

アスペルガー障害の有病率 はカナー型 自閉症 よりも高い と

において,最 も重度の病態は知的障害を伴 ったカナー型 自
報告がある (Bowman,1988).ま た,5歳 頃は典型的なカナー
型 自閉症であったが,10歳 代でアスペルガー障害に特徴的
な行動特性の全てをあ らわすようになった症例 も報告 され
ている (Wing,1981).
特にW

g(1981)の 報告 により,ア スベルガー障害は経

験的に正常域 の IQを 示す と理解 されるようになった経緯
を考慮すれば,高 機能 自閉症 と対比 させて,ア スペルガー

い う報告がある (Ehlers&Gmbcrg,1993).そ うすれば,ア
スペルガー障害 を特定不能の広汎性発達障害 と呼称するこ

障害 の外 的妥 当性 を実証で きるか否かが問題 になる.こ

との意味は見出せない

とき,あ る遺伝学者が「 自開性障害は存在 しない」と言っ

有病率 の観点か らいえば,ア スペルガー障害を独立 させ
ることは時期尚早である.こ の理 由は, アスペ ルガー障害

た (Jordan,2012)こ とを私 は思 い だ して い た.こ の 発 言

の 黄金基準"が ないためで ある (Szatman,1991).自 明の

降に数多 くの論文が発表 されたが, 自閉性障害 の病原遺伝

.

れを主題にした総説 (Klin

は,1985年

(自

et al,Edsり

2000)を 通観 している

閉性障害 の遺伝的特徴が確認 された年)以

ことであるが,Ehns&Gillberg(1993)は 診断基準が異 な

子 に関 して大 きな成果がほとんどない とい う状況 (Spence,

れば有病率が異なることを報告 した.こ の疫学研究ではス

2004)に 対す る警句 である.い いかえれば,統 計的有意性

ウェーデ ンの一地区に居住する子 ども (7〜 16歳 ,親 や教

に基づいて病原遺伝子 を特定するために 100〜 200個 のサ

師の調査拒否を除いた 1,519人 )を 対象にして,次 に述べ る

ンプルを用い なければならないが, 自閉性障害 の診断基準
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自閉性精神病質の子 どもは無関心 を装 っていて も,誰

が曖味であ るので原 因の異 なる自閉性 障害がサ ンプルに混
イプ Ⅱの過誤 (偽 陰性 :実 際 には存在 す る有 意

が 自分 に好意 をもち誰がそ うでないかがわか っている と

性 を検 出で きない こ と)が 生 じる こ とを遺伝学者が嘆 い た

Asperger(1944)が 述べ たことで,ア スペルガー障害をもつ

ので あ る.な お,外 的妥 当性 (研 究調査 の結果 を一般化 で

子 どもは心の理論を獲得 できると理解 されている.Ozonoff
ct al.(1991a)は 心 の理論障害仮説におけるアスペ ルガー障

入 して,タ

きる程 度)は ,所 与 のテーマの もとで,被 験 者や課題 設定

害 と高機能自閉症 の異同を検証 し, アスペ ルガー障害の被
験者は心 の理論課題 の一次的表象 (サ リー とアンの課題)も

な どが異 なる複数 の調査研究で得 られた結果 を比較考察す
ることに よって確 かめることがで きる

.

アス ペ ル ガ ー 障害 と高機 能 自閉症 の 異 同 に話題 を戻 せ

メタ表象 (ジ ョンとメアリの課題)も 獲得で きることを報告

ば,ア ス ペ ル ガー 障害 に対 す る認識 は対 人関係 の 障害 と

した.高 機能自閉症 の被験者は一次的表象 を獲得で きるが

ほぼ正 常 な早 期言語発 達 を示 す もの とい うこ とになろ う

メ タ表象 の獲得 に失敗す ることで,心 の理 論障害仮説 に

(COx,1991).し か し,ア スペ ル ガ ー 障害 は多種 多様 に定
義 されて いる とい う問題がある (Klin&Vokm鴫 1997).つ

よってアスペルガー障害は鑑別で きることを強調 した.し
か し,言 語発達年齢 と心の理論課題の獲得 との間に正の相

ま り,ア スペ ルガー障害 の独 自性 を強調す る とい う意図が

関関係がみ られることが報告 されている (Tage← Fl be唱

Whg(1981)に なか った こ とも関 わ って,ア ス ペ ル ガー 障

Sunivan,1994).そ れゆえ,ozOnOr a al.(1991a)の 結果は
高機能 自閉症に比 して,ア スペ ルガー障害の言語能力が優

,

,

,

害 の重要であ るが本質的で ない特徴 を巡 って さまざまに解
釈 された.た とえば,Aspcrgcr(19

&

た 4人 全員の動 きが ぎこちな く,総 じて不器用 である と述

れてい ることで説明で きるように思われる.よ り重要な問
題は,ア スペ ルガー障害の被験者が心 の理論課題 を遂行 し

べ た.こ れ を受 けて,Wing(1981)は アス ペ ル ガー 障害 の

たことにより,心 の理論障害仮説が否定された ことである

)は 症例 として報告 し

.

特徴 に協調運動障害 を加 えた.一 方,Kamcr(1943)は 全員

自閉性障害の基本症状 (対 人関係の障害)に 関 して新たな仮

が巧み な協調運動 を示 した と報告 した.し たが って,運 動
の 不 器用 さ"は アスペ ル ガ ー 障害 に特 徴 的 な随伴症状 と

説の提唱が期待 される (Bowler,1992;Happ6,1994b).な お

考 え られるようになった.そ こで,Ghaziuddin et al.(1992)

仮説 とは対人関係 の障害が心 の理論 を獲得できないことで

は,ア ス ペ ル ガー 障害 の運 動機 能 障害 につ い て報告 した

説明できることをい う (B"on― Cohen,1988).

,

心の理論 とは他者の誤信念 を理解すること,心 の理論障害

42件 の 論文 を精 査 し,全 ての論 文 で運 動機 能障害 の概 念

次に,ア スペルガー障害 を もつ子 どもにみ られる言語

が操作 的 に定義 されてお らず,結 果 の再現性 に難点がある
こ とを報 告 した。 しか し,M.GhMuddinの 批 判 に該 当 し

性 IQと 動作性 IQの 間の有意 な不 一 致 discrcpancyが 高機
能 自閉症 の子 どもの場合 と異なることについて述べ ようと

ない論文がある.た とえば,Szatman ct al.(1995)は

ヴ アイ

思 う.し か し,こ の検討を困難にする新たな問題が浮上 し

ンラ ン ド適応運動尺度 を用 いて運動機能障害 を評価 して い

た.そ れは,標 準化 された個別式知能検査 として汎用 され

るが,DSM― Ⅳの発 表前 に行 わ れ た.こ の ため,Szaman

て い る WISC‐ Ⅳ (2011年 に我 が国で販売)で ,言 語性 IQ

et al(1989)の 診 断基準 を用 いて アス ペ ル ガ ー 障害が診 断

と動作性 IQの 算出が廃止 されたことである。この事由に

されて い る.こ れに よる問題 は,Szaman et al(1989)の 診

WISC― Rと WISC― Ⅲは言語性検査 と動作性検査 の 2系 列で

断基準 で アスペ ルガー 障害 と診断 され た 21人 の被験 者 の

構成 されてい るが,① 動作性検査 といって も言語を媒介 し

内,12人 が 自閉性 障害 に係 る DSM― Ⅳの診断基準 に合致す

て検査が行われてい ること,② ときに言語性 IQの 算出に

,

ることである.そ れゆえ,szatman ct al(1995)は 運動発達

「算数」が不首尾のために群指数
用 い られる下位検査項 目

に関 して有意 な群 間差が なか った と報告 したが ,DSM‐ Ⅳ

「言語理解」に比較 して言語性 IQが 著 しく低値 になること

の診断基準 に依拠すれば, この結果 はアスペ ルガー 障害 の

があ り,こ の結果をうまく解釈 できないことがある。 また

12人 が高機能 自閉症 と重複 して診断 される ことで説明 で き

2003年 の WISC̲Ⅳ の開発か ら 11年 の間隔を置いて,2014

るこ とになる.な お,DSM― Ⅳの アス ペ ルガー 障害 の 診 断

,

基準 は運 動機 能障害 を含 まない.こ の 点で は,Szatman et

年 に WISC― Vが アメ リカで開発 された ことを側聞 してい
る.す なわち,WISCの 開発動向が関係 して,ア スベ ルガー

al(1989)の 診断基準 も同 じであ り,運 動機能障害 を随伴症

障害における言語性 IQと 動作性 IQの 不一致に係 る考察は

状 とみな して いる.一 方,Gillberg&Gillbcrg(1989)は

過去の 遺産"と なる恐れがある

,疫

.

この ことを明記 した上で,言 語性 IQと 動作性 IQの 不

学研 究 の結果 に基 づ いて運動機能障害 をアスペ ルガー障害

一致に話題を戻す.DSM― Ⅳ (APA,1994)の 改訂に際 して
125人 の専門家 と21の 施設が参加 した大規模 なフィール ド

の基 本症状 と捉 え,神 経発達検査 で運動遂行 の稚拙 を示す

,

ことを診断基準 に含めてい る

.
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研 究が実施 された (Vokma etal,1994).こ の結果,DSM―

立 しない.自 閉症 スペ ク トラム障害の新 たな視座 か ら自閉

Ⅳにアスペ ルガー 障害が登録 され ることになったが,そ の

性 障害 を把握す る として も,ア スペ ルガー障害 の外 的妥 当

経緯等 は省略す る.本 稿 での 問題 は,ア スペ ルガー障害で

性が実証 されなければな らないこ とに変 わ りはない

IQ>動 作性 IQ)は 高機能 自閉症 での不 一
致 (言 語性 IQ<動 作性 IQ)と 異 なるこ とが報告 された こ と

3.自 開性障害の関連障害

.

の不 一致 (言 語性

である.こ れは,ア スペ ル ガー障害が明 らか な言語発達遅

自閉性障害 (特 に高機能 自開症)あ るいはアスペルガー障

滞 を伴 わない ( in ct al,1995)と い う一般 的 な理解 を裏 づ

害の関連障害 として,本 稿 ではサヴァン症候群,意 味・語

けて いる.Lincoln et al(1998)は アスペ ルガー 障害 と高機

用論障害,症 候性 自閉症 を取 りあげる.ま た,自 閉性障害

能 自閉症 の IQを 測定 した論文 を抽 出 し,そ れ らの結果 を

の関連障害ではないが,注 意欠陥/多 動性障害 との関係に
ついて言及する.自 閉性障害 と学習障害 の併存関係はすで

メ タ分析 して「アスペ ルガー 障害 での不 一 致 (言 語性

IQ)」

IQ>

IQ<動 作性

に報告 した (加 藤 ら ,2015).な お, 自閉性障害 と注意欠陥

とい う結 果 を再現 した.し か し,常 に同様 な結 果 に

/多 動性障害は併存関係 (一 方が原疾患,他 方が併存症)に

動作性 IQ)≠ 高機能 自閉症 での不一致 (言 語性

なる とは限 らない.た とえば,Szatman et aL(1990)は

,全

ないことを断ってお きたい

.

IQ,言 語性 IQ,動 作性 IQに 関 して有意 な群 間差がみ られ
なか った こ とを報 告 した.Ozonoff ct aL(1991b)は
性 IQで 有意 な群 間差

(ア

3.1 サヴァン症候群

,言 語

1988年 度アカデ ミ賞の作品賞,監 督賞,主 演男優賞,脚

スペ ル ガー 障害 >高 機 能 自閉症 )

と高機 能 自閉症 で の不 一 致 (言 語性

本賞 の主要四部門を受賞 した「 レインマ ン」で,喫 茶店 で

IQ<動 作 性 IQ)を 示

ウェイ トレスの名札 を見た主人公の レイモ ン ドが彼女の 自

したが,ア スペ ルガー障害 にお いて言語性 IQと 動作性 IQ

宅の電話番号 をつぶや き,彼 女 の驚 くシー ンがあった.こ

の不 一 致 は有意 で なか った こ とを報告 した.Ghaziddin&

れは, レイモ ン ドが電話帳 を読むことを趣味 とするためで

Kimchi(2004)は ,言 語性 IQで 有 意 な群 間差 (ア

ある (熊 谷 ,1991).こ の患者像は誇張 され戯曲化 されたも

Mountain―

スペ ルガー障害 >高 機能 自開症 )を 示 したが,全 IQと 動作

のであるとしても, 自閉性障害をもつ人などが優れた機械

性 IQで 有意 な群 間差 を報告 して い ない.な お,Szatman ct

的な暗記力や計算力などを示す場合がある.こ れが,1887

al(1990)が 用 い たアスペル ガー障害 の診断基準 (Szatman et

年にフランスで発見 されたサヴァン症候群である.重 度知

al,1989)は 曖味 であ る とい う理 由で,Lincoin ct al(1990)

的障害に合併 したことか ら,自 痴のサヴ ァンと呼ばれた

は Szam… t al.(1990)の 論文 をメ タ分析 の対象か ら除外 し

Tre

た こ とを付 記 してお きた い.ま た,全 IQに つ い て有意 な

る

群 間差

(ア

.

(1989)は ,サ ヴァン症侯群 を次のように定義 してい

.

スペ ルガー障害 >高 機能 自閉症 )が 報告 されるこ

ともある.こ

e■

発達障害 (精 神遅滞)な い しは重篤 な精神病 (早 期幼
児 自閉症あるいは分裂病)に よる重度の障害 をもつ人

の ことは,DeMyer et al.(1974)の 疫学研 究 に

準拠 して,高 機 能 自閉症 は lQ≧ 70か 75の 者 と定義 され

間が,そ の障害 とはあまりにも対照的に,驚 異的な能

る場合 もある ことが 関わってい る (注 .通 常 ,ア スペ ルガー

力・偉才の孤島を有する場合 をい う (高 橋訳 ,1990).
サヴァン症候群の記憶増強には,そ の人の障害程度 と比
べ て明 らかに優れているとい う印象 を与 えることがある

障害 では IQ≧ 90か 85).
これ まで述 べ て きた ように,ア スペ ルガー 障害 と高機能

.

自開症 の基 本症状 の本態 につい て意見 の一 致が な く,そ れ
ぞれの基本症状 と随伴症状 を識別で きない こ とか ら,ア ス

この場合,天 分のあるサヴァンtalented SⅣ mtと 呼 ばれる
稀 に,そ の能力・偉才が障害程度 と比較 して驚異的 とい う

ペ ルガー 障害 と高機能 自閉症 の鑑別方法が確 立 して い る と

だけでな く,通 常の人々に備わっていたとして も驚異的で

.

はいえない状況下で,ア スペ ルガー障害 の外 的妥当性 を実

あるような記憶増進を示す場合がある.こ れを,奇 才のサ

証す ることは極 めて困難である.い いか えれば,ア スペ ル

ヴァンpЮ digiOus S"mtと い う.特 に優 れた読解能力 を呈

ガー障害 の外的妥当性 に係 る結 論 は保留せ ざるをえない

するサヴァン症候群はハ イパ レクシア (読 字過剰 )と 呼ばれ

.

なお,Giliberg(1995),Wing(1996,1997)は

自閉症 ス ペ

ている (Wclsh ct al,1987).
驚異的な能力・偉才 の発揮 される分野 は,カ レンダ計

ク トラム障害 とい う用語 を提唱 してい る.自 閉症 ス ペ ク ト
ラム障害では, これを構成す る障害 はそれぞれの重症度 に
応 じて 定量的 な"連 続体 として扱 われる.こ のため,分 類

算,音 楽 (ピ アノ演奏,歌 唱に限定 される),迅 速な計算

で きない障害 (既 存 の 障害 との類似点 と相違 点が明 らか で

れる抜群の記憶力 (記 憶術 ),極 めて鋭敏な嗅覚か触覚,稀

ない 障害 )が あれ ば, 自閉症 スペ ク トラ ム障害 の概念 は成

な超感覚的知覚である (Hermelin&o'cOnnOr,199oa,199ob;

,

美術 (絵 画,デ ッサ ン,彫 刻を含む),極 めて正確 に再生さ
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Hopvitz ct al,1969:0'Connor&HcHnclin,1994:Trcα

ic■

為,話 す ことで何 を伝 えたいのか とい う話 し手の意図 (発
話内行為 :例 .約 束,依 頼,後 悔 )を 含む.ま た,発 話 に

,

1989).こ れ らの内,絵 画教育研 究会編 (1999)が サ ヴ ァ ン
症候群 を伴 った自閉症患者の絵画 を,smith&■ impli(1995)

よって何 らかの効果 を聞き手に及ぼ してい ることが考えら

が 20カ 国語で会話 で きるサ ヴ ァン症侯群 を紹介 して いる

れる.こ の効果を発話媒介行為 とい う。すなわち,語 用論

.

サ ヴ ァ ン症 候群 と自閉性 障害 の 関連性 につ い て,小 澤

では,言 語の実用的で創造的な機能に注 目し,話 し手 と問

(1976)は 自閉性 障害 を もつ 子 ど もが機械 的 な暗記 に優 れ

き手 とい う相互的な関わ りを前提に して,伝 達することを

て いて も高 い IQを 示す ことはほ とん どない と述 べ てい る

また,サ ヴ ァン症候群 を合併 して いて も,そ の子 どもの精

学習すること,伝 達する手段 をもつこ と,話 し手の意図は
発語にス トレー トに表現 されない場合 もあることを理解す

神運動発達 はア ンバ ラ ンスで あ り,そ の 突出 した部分 は他

ることなどが問題になる (里 見 ,1998).

の領域 に先行 して発達 して いるにす ぎな い と考 え られてい

(2)自 開性障害 と意味・語用論障害

.

上述の語用論 に基づ けば,話 し手は,聞 き手の心理的・

る.た とえば, カ レンダ計算 に優 れてい ることは言語 を媒
介 とした思 考能力 の弱 さに由来す る といわれている (熊 谷

身体的状態,話 題に関する知識,経 験,思 考傾向などを理

,

1991).な お,サ ヴ ァン症候群 は 自閉性 障害 の約 10%に 合

解 した上で,伝 達の意図が効果的に理解 されるためにどの

併する と推定 されている (Tre能 ■,1988).

ように話せばよいか といったことを考える必要がある.聞
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き手 も,話 し手の意図を理解するために,同 じような語用

意味・ 語用論障害

論的知識を必要 とする.こ の観点か ら,次 のような語用論

R"in&Allen(1983)が 意味・ 語用論障害 の概念 を提唱 し
た.本 稿 の 冒頭 に述 べ た ように, ヨー ロ ッパ の言語療法士

的な問題行動ない し症状が自閉性障害 (特 に高機能 自閉症)

は,高 機能 自開症 ない しアスペ ルガー 障害 の代用語 として

に併存することがある
.

①特定の発話行為が欠落 した り,不 十分であった りする
ので, 自閉性障害をもつ人々の意図が相手に伝わ りに

意 味 ・ 語 用 論 障害 を使 用 す る こ とが あ る (Bishop,1989).
また,意 味・ 語用論障害 とい う診 断は高機 能 自閉症 の診断

くい (恥 4e■ erby,1986).

と同 じで あ る とみ な され て い る (Gagnon et al,1997).し
か し,意 味・ 語用論障害 は単独 で出現す ることもあるので

②情報交換がむずかしい (HШ tt etal,1982;Paul&Cohen,

(Rapin,1996),意 味・ 語用論障害 の診断だけで高機能 自閉

1984).

症かアスペル ガー障害 を もつ と考 える ことはで きない

③話 し手 と聞き手の関係の理解に問題がある (Baltaxe,

.

(1)意 味論 ,語 用論

1977).

言語学 の分野では,言 語能力 は形式 (音 韻論,語 形論

これ らの内,③ 項 は, 自閉性障害 (特 に高機能 自開症
をもつ子 どもが置かれている環境や話 し手などの関係によ
り,そ の子 どもの コ ミュニケーション行動は異なった様相
)

,

統語論),内 容 (意 味論),使 用 (語 用論)と い う3つ の観点
から考察 されている (小 川編 ,1995).

を示す ことを意味する.い いかえれば,次 のようなことが

音韻論は,話 し言葉をつ くるための音素の組合せの規則 を
い う.た とえば,日 本語 には英語の /1/や /tVの 音素が な

観察されている
.

いこと,半 母音,促 音や撥音の例外 を除けば「子音 +母 音」

④不適切な発語や叫びなどは,子 どもにとって新奇な環

音節を基本 とすることなどが該当する

境で多発する傾向がある一方, よく知っている環境で

語形論 (別 称.形 態論)は ,語 の構造及 び形態素で語 を構
成する規則 をい う.形 態素は最 も小 さいこ とを意味する単

起 こ りに くVヽ (Canivcll et al,1978).

.

位で, 日本語では助詞 (例 .て ,に ,を ,は ).接 頭辞 (例

⑤ たとえば,教 室に教師が (居 ない ときよりも)居 るとき
の方が子 どもの適切な コ ミュニケー ション行動は増加

.

お,ま ),接 尾辞 (例 .さ ま,め く)な どが該当する

する (McHalc ct al,1980).

.

統語論 は,文 のつ くり方を定める規則 の体系 をい う.こ

⑥家族や教師などの親 しい人 々に対す る発話行為 は増加

の規則か らはずれれば,語 を組合わせて文を作 った り,あ

し,伝 達 の意図をもたない行動は減少する.一 方,知

る文を他の文に変形 した りすることがで きない

らない人 々に対する発話行為は減少 し,伝 達の意図を

.

意味論では,概 念形成に関わって統語 (文 法)及 び形態素
によって示 され,伝 達 される意味について検討 される

もたない行動 は増加す る (伊 藤 ,1996).
これ らのことは, コミュニケー ション能力が低 い とい う

語用論は,1970年 代 のアメリカで,聞 き手 との関係で
発話時に話 し手が もつ意図を発話行為 と捉 えられたことに

予断をもって 自閉性障害 (特 に高機能 自閉症)と 関わるべ き

始 まる.発 話行為は,話 し手が何 を話 したか という命題行

積極奇異型に属する子 どもが (発 話媒介行為 を考えずに)一

.

,

ではないことを意味する (Bcmard― Opitz,1982).た とえば

,
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方的で しつ こ く質問 を くり返す こ とは,情 報 の入手 とい う

リイ症候群 ,ア ンジェルマ ン症候群 , ダウ ン症候群 ,脆 弱

本来 の機能ではな く,話 し相手 との関係 を求め よ う とす る

X症 候群 な どがあ る.自 開性 障害 の合併率 は,結 節硬化症
で 58%(Hunt&Dennis,1987),プ ラダ・ ウィリィ症候群 で

意図を反映 していることが考 え られる (Hlttig et al,1982).

25.3%(38/150人 ,範 囲 0〜 36.5%),ア ンジェルマ ン症候

意味・ 語用論障害 として,話 し言葉 を理解 で き流暢 に話
せ るが,状 況 に よって命題行為や発話内行為 が変化す るこ

群で 1.9%(2/104人 ,範 囲 0〜 100%:Voltman ct al,2005)

と,話 し言葉 としてス トレー トに表現 されない こ とが理解

と報告 されて い る.ダ ウ ン症候 群 の場合 ,約 10%に 自閉

で きず,適 切 な会話 とな らなか った り,ユ ーモ アや微妙 な

性 障害が合併す る.こ れに伴 う問題 は,対 人関係や コ ミュ

ニュ ア ンス な どが わか らなかったす るこ とが観察 されて い

ニ ケ ー シ ョンな どの障害 はダウ ン症候群 とい う診断 に紛 れ

る (Bishop&Adams,1989).こ の 例 に,高 機 能 自閉症 の 子

て, 自閉性 障害 の診断が遅 れがちになることである.こ の

どもが母親の言 った間接疑 問文「Cm you pass mc thc salt'」

ため, 自閉性 障害 の合併 を知 らな い (知 らされて い な い )

を字義通 りに解釈 して「Yes,Icm」 とだ け答 え,食 卓塩 を

親 は我 が子が周 りか らと り残 されて い くの をみて失意 を深

手渡す よ うに頼 まれて い る こ と (発 話 内行為 )が 理解 で き

め,そ の ような 失敗 "は 親 のせ いで あ る と自虐 的 になる

ない こ と,つ ま り他者 が何 を求 めてい るか を予測 で きず

こ とが あ る.ダ ウ ン症 候 群 に特 有 な症状 だ けで な く,稀

,

適切 に対応 で きな い ことが 報告 されて い る (Tager‐ Flusberg,

な 自開性症状 に も適切 に対応 す る ことが 望 まれ る (Howlin

1993).こ れ以外 に,Howlin(1997),Ramachandran&

ct al,1995).脆 弱 X症 候群で は,男 子患者 の 7■ %(範 囲 0

Oberman,佐 藤監修 (2007),Rlcks&Wing(1975),Williams

〜

(1992)が 報告 して い る.日 本語 話者 の 例 に,F

る (Httcrman,1989).ま た,メ ビウス症 候群 (omitz et al,

th(1989)

の著書 を読み,姑 の謎が解 けた とい う謝意 を述 べ た嫁の手
紙 に書かれ ていた姑 の意 味 ・語用論障害

(F

15.6%),女 子患 者 の 44%(範 囲 0〜

12■

%)に 合 併 す

1977),ゴ ールデ ンハ症候群 (Landgcn et al,1992)な どで も
自閉性 障害 の合併が報告 されて い る.メ ビウス症候群 の 自

th,Ed,1991)

閉性症状 は脳 幹 (下 オ リー プ核 )の 病変 に由来す る と考 え ら

がある

.

この ように,高 機能 自閉症

(な

い しアスペ ルガー障害)を

れている

.

もつ 人 々 は 自分 の考 えを表現す るために話 し言葉や書 き言

なお,症 候性 自閉症 に関 して述 べ てお きたいことがある

.

葉 を使 う ことがで きる.し か し,発 話 内行為 や発話媒介行

それは, プラダ・ ウイリイ症候群 とア ンジェルマ ン症候群

為 を理解 で きない ために,他 者か らの メ ッセー ジを読み と

の病 原遺伝 子 は ともに 15番 染色体 の 長腕 (15qll〜 13)に

ることはむずか しい.こ の ことは,BishOp(1989)が 指摘 し

局在す ること, これ らの発病 はメ ンデルの遺伝 の法則 に従

ているよ うに ,「 言語 コ ミュニ ケー シ ョンの 障害」と
「興味 ・

わない片親性 ダイ ソ ミとゲ ノム刷 り込み (特 定 の遺伝 子 な

関心 と対 人関係 の障 害」が 関連 して い る こ とを示唆 す る

い し染色体 部位 の不活性化 )と い う例外 的 な現象 に依拠 し

今後 の研究動 向が注 目される

ている場合がある ことである (田 巻 ,2014).ま た,プ ラダ・

.

.

3.3 症候性 自閉症

ウイリイ症候群 は母性片親性刷 り込み, ア ンジェルマ ン症

,遺 伝疾 患 の合併症状

候群 は父性 片親性刷 り込み に起 因す る.そ して,自 閉性障

の 1つ として 自閉性 障害 を呈す る もの をい う.症 候性 自開

害 の合 併率 に有意 な群 間差がみ られ,ア ンジェルマ ン症候

症 は 自開性 障害全体 の 10〜 15%を 占め る と推 定 されて い

群 に比 してプラダ・ ウイリイ症候群 における自閉性 障害 の

症候性 自閉症 synむ omic autismは

る (Bmon&Vokm電 1998).西 部 スウェーデ ンの疫学研 究

合併率 は有意 に高い.し たが って, 自閉性障害 の発現 に母

に よれば,症 候性 自閉症 の 占有率 は 37%と 報告 されて い る

性片親性刷 り込みが関与 している可能性 がある と考察 され

(Stcttnburg,1991).

ている 帥oltman et al,2005).プ ラダ・ ウイリイ症候群 とア
ンジェルマ ン症候群 の病原遺伝子 の局在領域 (15qll〜

症 候性 自閉症 の例 に,DSM― Ⅳ (APA,1994)で 広 汎性 発
達 障害 の 臨床単位 として登録 された レッ ト症候群が あ る

13)

に自開性 障害 の候補遺伝子 の 1つ が位置す ると推測 されて

.

レッ ト症候群 は,重 度知 的障害 , 自閉的 な行動特性 ,手 指

い ることも関わるが, 自閉性 障害 と母性 片親性刷 り込みの

の常 同行動 を 3主 徴 とす るが,折 れ線型 自閉症 で もあ る

関係 の解 明は分子遺伝学 の進歩 に委ね られている

自閉性症状 に,顔 面表情 の乏 しさ,外 界刺激 に対す る無関

3.4.自 開性 障害 と注意欠陥/多 動性 障害 の 関係

.

.

心 (反 応 の乏 しさ,異 常 な静か さ)が あるが,他 者 に接す る

自閉性 障害 と注意欠陥/多 動性 障害 の 関係 は次の 2つ に

ことがで きない こと,不 慣 れで新奇 な状況で不安や恐怖 を

分 け られる

.

示す ことを含 む (野 村 ・瀬川 ,1988).こ れ以外 に,神 経皮

第 1の 関係 は,そ の子 どもの障害 は注意欠陥/多 動性 障

膚症候群 (例 .結 節硬化症 ,神 経繊維腫症 ), プラダ・ ウイ

害 と診断 されて い るが, 自閉性症状 を示す ことが観察 で き
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る場合である.た とえば,注 意欠陥/多 動性障害 と診断さ

第 2の 関係 は, 自閉性 障害 と診断 されたあ と,加 齢 に

れた子 どもの母親に, 自閉性障害 を診断するための質問紙

伴って注意欠陥/多 動性障害の症状が前景に出て くる場合

に用いて,ど のような自閉性症状が我が子にみ られた /み

である.た とえば,自 閉性障害をもつ子 どもが異常に興奮

られるかを質問 した ところ,65〜 80%の 母親が,対 人関

して,無 目的に教室内を動 き回った り,あ るいは不注意 と

係 (特 に,共 感,友 人関係 ), コ ミュニ ケー シ ョン (特 に

な り, ぼんや りしていることが多 くなった りする.こ のよ

前言語的伝達手段 の獲得,会 話 の維持,想 像力)に 劣 るこ

うな症状 は注意欠陥/多 動性障害で も観察で きるが,変 わ

とがみられたと回答 している (Cl"k et al,1999).
注意欠陥/多 動性障害をもつ子 どもは自己の流儀や理解

りやすいことが特徴である.子 どもの様子 は日ごとに時間
ごとに,極 論すれば分 ごとに変化する.一 方, 自開性障害

にこだわる傾向があ り,が んこ (妥 協 で きない),横 柄 (自

の場合,日 や時間単位で症状が変化するようなことは起 こ

己中心的),い ばる (ボ スのように振 るまう)と 評価 される

りに くい.ま た,注 意欠陥/多 動性障害をもつ子 どもの集

,

ことがある (Mendelson et al,1971:Stewtt et al,1973).こ

団不適応や (自 己評価の低下に由来する)個 人不適応に対 し

のため,友 だちか ら魅力的でない と思われて拒否 される

て, ソーシャル・スキル訓練,セ ルフ・エフィカシを高め

また,注 意の障害に衝動性 を伴 う場合,注 意欠陥/多 動性
障害をもつ子 どもは眼前の刺激にことごとく反応 し,周 囲

て自己有能感をもたせることが有効であることが多 い.た
とえばソー シャル・ スキル訓練 により,注 意欠陥/多 動性

の人 々に関心 を向けようとしないことか ら,対 人関係 の障

障害 をもつ子 どもは仲間 と支障な く遊べ るようになる.一

.

害があるとみなされることがある.こ の傾 向は,3歳 頃ま

方, 自閉性障害をもつ子 どもは謝るとい う行為 (意 味)が 理

でにみ られることが多 い (宮 本 ,2001).こ のような子 ども

解 できずに,友 だちか ら疎外 される

(自

閉症傾向をもつ注意欠陥/多 動性障害の子 ども)で は

.

また,注 意欠陥/多 動性障害 よりも自閉性障害の方が優

,

先診断 として扱 われて きた.こ のため,高 機能 自閉症や

「ひとつのこ とを
「ある考えが頭にこび りついて離れない」
つ
い
と
「完全でなければ
までもそれが離れな
気にする ,い
」
気がす まない」(小 林 ・村 田 ,1990)と いった強迫的な傾向

特定不能の広汎性発達障害 と診断 されたあ と,注 意の障害
や多動がめだつ ようになっても注意欠陥/多 動性障害に診

を示す といわれている.そ うすれば,予 定や計画の変更に

断が改め られることはほ とん どない.我 が子が何歳の と

柔軟に対応できなか った り,他 人や物 を自分の思 い通 りに

きに障害に気づいたかを母親に聴取 したところ,そ の時期

動かそ うとした りすることが考えられる.あ るいは,注 意
の障害や多動や衝動性 に不器用が加われば,ゲ ームや遊び

は自閉性障害では平均 15カ 月,注 意欠陥/多 動性障害で
は平均 4歳 であったことが報告 されてい る (Sumvan ct aL

に集中で きずに,気 まぐれに行動 した り順番を待てなか っ

199o).そ れゆえ,乳 幼児期 に限 らないが子 どもの集 団不

た りするので,注 意欠陥/多 動性障害をもつ子 どもは友 だ

適応や個人不適応 の背後に潜んでいるか も知れない病態 を

ちか ら疎外 されるようになる.し たがって,注 意欠陥/多

見誤 らないために,柔 軟で注意深 い行動観察が必要 となろ

動性障害 をもつ子 どもの多 くは対人的感受性 (他 者の感情
や行動,動 機へ の気づ き)に 乏 しいことが考えられる.こ

つ
.

れで気掛か りなことは,対 人的感受性の乏 しさは高機能 自
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