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序章   

 

体験としての自閉症スペクトラム障害への着目  

 

  

 

 

第１節  問題の所在  

 

 

１  障害を捉える視点  

 

日本のリハビリテーション医学を牽引してきた上田 (1981)は、医学における

リハビリテーションとは、治癒を目指すものではないと述べている。障害者が、

「人間らしく生きる権利・そのような権利を行使しえている状態の回復」が目

的だとする。こうした観点から、上田 (1981)は、ICIDH(機能障害・能力障害・

社 会 的 不 利 の 国 際 分 類 ) が 示 す 、 障 害 の 三 つ の 次 元 、 機 能 ・ 形 態 障 害

( impairment )、能力障害 (disabi lity)、社会的不利 (handicap)に、独自に「体験

としての障害」という次元を付け加えた。「体験としての障害」とは、客観的

な障害が、当人の実存としての生活体験に反映した姿で、「実存のレベルでと

らえられた疾患・障害といってもよい」とする。上田 (1981)は、客観的な障害

に関する、どのような精緻な分析や研究をしても、「体験としての障害」の次

元を扱わなければ、配慮が偏ることになると述べる。そして、障害を持つ人自

身の生き方やあり方の全体を捉える重要性を指摘した 注 １。  

ま た 、 障害 を 持つ 子 ども の成 長を 、「 パー ソ ナリ テ ィ全 体 (personnalité  

totale)」の発達と結びつけて捉えようとした先達に、フランスの精神医学者

Wallon がいる。医師として重度の障害を持つ子どもたちと出会い、発達に不

均衡を抱えた子どもたちのあり様を、人の精神発達の成り立ちを知る、顕著な

例として理解しようとした (浜田 ,1994)。Wallon(1952,1956a)は、「パーソナリ

ティ (personnalité )」というものを、固定的なものとして捉えたり、いくつか

の類型にあてはめて理解したりはしない。「パーソナリティ (personnalité )」と

は、一人の人が、環境といかに関わり、どの様に存在しているのか、という、
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「行動のすべてを通してあらわれる人間の全体」(Wallon,1956a)を示す。例え

ば、「子どもにおいては、知能の発達は、そのパーソナリティ全体と結びつい

ている」と Wallon (1952)は考えた。知的な能力のみを取り出して、一人の子

どもを捉えるのではなく、「子どもが結べるようになった社会的関係に関連付

けて考える」 (Wallon,1952)とした。Wallon(1952,1956a)は、環境と関わり合

い な が ら 、 そ の 環 境 と 共 に 存 在 す る 、 一 人 の 人 の 「 パ ー ソ ナ リ テ ィ 全 体

(personnalité totale)」を理解しようとした。  

従来の治療医学は、原因究明の上に立った、原因的・根本的な治療法に高い

価値を置いてきた。その努力によって、治療医学は急速な進歩を遂げてきたこ

とは事実であり、その意義は大きい (上田 ,1981)。現在の、自閉症スペクトラム

障害 (aut ism spectrum disorder:以下 ASD)をとりまく研究においては、その

本態に関して、様々に研究がなされている。だが、ASD もまた、客観的に捉え

られる特徴から説明し尽くせる対象ではないと考える。その人が抱える困難が、

生活する環境全体から、どの様に形づくられるのかを捉える視点が必要である。  

本論文において筆者は、ASD 当事者のあり方を捉える、新たな視点の開拓を

目指す。そのために、当事者の内的体験から ASD を描出することを試みる。

また、こうした観点を、「体験としての ASD」と表し、論文全体を貫くテーマ

とする。  

 

２  自閉症概念の変遷  

 

自 閉 症 研 究 の 始 ま り は 、「 情 緒 的 交 流 の 自 閉 的 障 害 」 と 題 さ れ た 、

Kanner(1943)による論文からとされる。そこには、 11 人の子どもの様子が詳

細に記述されている。この論文には、「子どもたちは、すべて人生のまさには

じまりから極端な孤立を示しており、外界からやってくるいかなることに対し

ても反応しない。このことは、子どもが持ち上げられたときに期待した姿勢が

とれないことや、抱いている人に自分の体を合わせることができないという多

くの報告に非常に特徴的に現れている。」と記載される。また、「これらの子ど

もは、普通なら皆もつことのできる人々との感情的接触が生来的に形成できな

いと仮定すべきである。」と述べられる。こうした記述から、Kanner(1943)は、

自閉症の本質を、他者とのやりとりの困難性に見ていたことがわかる。つまり、
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自閉症を、個の中に見たのではなく、人と人の間に生じるものとして捉えたの

である。  

Kanner(1943)による報告の翌年、Asperger(1944)が、よく似た特徴を持つ 4

人の子どもの報告をした。彼は、オーストリアの小児科医で、治療教育学を専

門としていた。一人の子どもの「人格」を、既存の類型学に当てはめて理解す

るのではなく、「有機的構造」と共に、全体的なあり様として理解した。そう

した視点から、当時まだ明らかにされていなかった「子どもの 1 類型」を発見

し、「自閉的精神病質」の概念を提唱した。Asperger(1944)は、対象となる子

ども達と日常生活を送り、「互いに反応を及ぼしあう生きた一体性を通して自

ら関与する」中から、その概念を導き出した。多くの子どもは、世界との出会

いから生ずる経験に従い、変化しながら固有の反応を織りなしていく。それに

は、子どもの側から周囲との関係が障害されていないことが、大切な前提条件

だとする。しかし、「われわれの例では、ほかならぬこの不可思議な調節機能

が重大な障害をこうむっている」と述べる。そして、「自閉的精神病質」の基

本的障害は、外界との関係の狭窄にあるとした。日常の躾にあたる大人は、そ

の子どもたちに、「当たり前のことを骨折って教えなければならないことが分

からないで、辛抱できなくなって怒る」とし、現実的な関わりの難しさが記さ

れる。それと共に、正確な時間表を作って子どもに提示する等、生活に密着し

た具体的な支援策を、当時既に示していた。だが、この報告は多くの国や地域

に行き渡ることなく、長らく忘れられることとなる。  

その後、1950 年代から 1960 年代にかけて、自閉症の原因は心因論が主流の

解釈とされた。精神分析学の立場から、他者とのやりとりの困難性の原因を、

発達初期の対人関係、とりわけ母子関係の歪みに着目した議論がなされた。し

かし、一貫した原理を提示できず打ち消される形となった。この説に対抗する

形で、Rutter(1968)が言語・認知障害説を示した。言語・認知の欠陥が自閉症

の一次障害であり、社会的行動的異常は二次的結果として生ずるとした。自閉

症が心因性の疾患ではなく、器質性の障害であるとの認識を定着させる転換点

となった。言語・認知障害説以降、認知的側面から自閉症の主要な症状を説明

しようとする研究が活発となった。  

1980 年代、Wing(1981)が、Asperger(1944)の報告を再度取り上げ、自閉症

の軽症グループの存在と、その支援の必要性を示し、アスペルガー症候群とい

う捉え方が専門家の間に広まった。また、重い知的障害や行動障害を持つ人か
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ら、知的障害を伴わない人まで、連続線上にある人たち全てを自閉症と捉える

立場を示した。Wing は、正常範囲とされる人たちと自閉症の人たちとの連続

性を示唆することで、自閉症概念を拡大した。しかし、この際、Wing(1981)は、

Asperger(1944)が示した「自閉的精神病質」の基盤にある、「人格」への捉え

方を捨象している  (田中 ,2009)。Wing(1981)は、具体的に臨床像を把握するこ

とや、理解と支援に役立つ知識を広く伝えることを目下の課題とし、それを実

現させたと言ってよいだろう。  

  

３  ASD とは  

 

 2013 年に DSM-5 が出版され、広汎性発達障害から ASD への変更があった。

診断基準は二つの領域にまとめられた。一つは、社会的コミュニケーションお

よび相互関係における持続的障害である。もう一つは、限定された反復する様

式の行動、興味、活動である。そして、下位項目に、臨床上の特徴としてよく

観察される、知覚過敏性・鈍感性等知覚異常の項目が追加された。また、これ

らの問題が幼児期を過ぎて初めて見出される可能性が言及された。こうして、

従来の、幼児期の症状を中核とした診断基準から、どの年齢でも用いることが

可能なものへと変わった。表１に診断基準を示す。  

ASD は、多くの精神疾患同様本態が不明とされる。神経心理学的な水準の機

能障害が想定されているが、明確な知見は乏しい。結果、DSM-5 の診断基準

に記載された、七つの症状例 (表 1 参照 )は、観察可能な症状や特徴によって示

される (桑原 ,2014)。こうした観察可能な症状や特徴を、認知機能の特徴から説

明する研究として、「心の理論」障害仮説 (Baron-Cohen et al ,1985)、弱い中枢

性統合仮説 (Frith,1989)、実行機能障害仮説 (Ozonoff  et al ,1991)、ミラーニュ

ー ロ ン 障 害 仮 説 (Williams et al ,2001) 、 共 感 化 - シ ス テ ム 化 仮 説 (Baron-

Cohen,2009)等が現在検討されている。  

この様に、ASD は、疾患としての本態が不明なまま、観察可能な症状や特徴

から定義される。現在は、認知機能の特徴から問題を説明し、理解しようとす

る研究が活発である。こうした研究によって、当事者や周囲の人に、特徴を生

かしたり、補ったりする手立てが伝えられていくことの意義は十分ある。一方

で、客観的に記述できる症状や特徴に注目が集まりやすくなり、当事者一人一

人が、いかなる内的体験世界を生きているのか、といった側面が見落とされる
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ことが危惧される。   

かつて、Asperger(1944)は、既存の類型に当てはめて人を理解するのではな

く、一人の人の全体的なあり様を、関わりの中から理解しようとした。この姿

勢は、ASD の研究が深化してきた現代だからこそ、改めて見直されるべきで

はないか。現代の ASD への理解には、認知的な特徴と、そうした特徴を持ち

ながら、その人がいかに生きようとしているのか、という全体をバランスよく

捉える視点が必要と考える。  

なお、本論文で用いる ASD とは、Wing(1981)が提唱した概念に従い、DSM-

5 以前の基準や、ICD-10 の基準を網羅し、特定不能広汎性発達障害 (pervasive  

developmental disorder not otherwise specif ied：以下 PDDNOS)をも含めた

総称とする。また、先行研究を引用し、その原典の表現との齟齬を無くすると

の理由から、自閉症という語を用いることもある。   
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4 知的な遅れを伴わない ASD 当事者の存在  

 

(1)ASD へのまなざしとその深まり  

 上述してきた様に、自閉症という概念が出現し、半世紀あまりの時が経つ。

その間我々は、彼らの存在をどう理解し、どう援助していくことが妥当なのか

を議論してきた。従来からの発達障害の研究は、知的な障害を伴った自閉症、

重度知的障害、重度の脳性麻痺等、重度の機能的な障害を持つ重度発達障害が

中心であった。しかし、発達障害学の進歩によって、知的な遅れが無いか、も

しくは軽い発達障害の子どもたちの研究も盛んになっていった (杉山 ,2000)。

自閉症の場合、この動向に大きな貢献をしたのは、先にも述べた、Wing(1981)

による、Asperger(1944)の再評価である。 1990 年頃、日本国内では、高機能

広汎性発達障害という概念が成立した。この概念は、知的な障害を伴わない (IQ

≧ 70)高機能例 (杉山 ,2008)を表す。こうした特徴を持つ子どもたちの存在は、

軽度発達障害という総称と共に、多くの人々に知られる様になった。彼らは健

常児との間に連続性があり、どこまでが障害として捉えられ、どこまでが性格

的な特徴や、生育による特徴とみるべきか、不明瞭となる場合が生じる。その

ため、障害としての認識不足をまねき、親や教師等が本人に間違った対応をす

ることで、二次的な情緒と行動の問題が増悪する場合がある。こうした事態に、

次第に目が向けられる様になっていった (杉山 ,2000)。  

 上述した研究動向と同時期、アスペルガー障害 (DSM-Ⅳ -TR の広汎性発達障
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害に含まれる一群 )が、少年非行の加害者という視点から、一般の人々に注目

された。例えば、 2000 年に愛知県豊川市で、 17 歳の男子高校生による主婦殺

害事件が起きた。「人を殺す経験をしてみたかった」との動機が、人々にきわ

めて不可解な印象を与えた。また、2003 年、長崎市で 12 歳の男子中学生が園

児誘拐殺人事件を起こした。いずれの少年も、精神鑑定によってアスペルガー

障害と診断された。事件の衝撃の大きさから、一気に社会の注目を集めること

となり、マスコミにも取り上げられた。マスコミは、アスペルガー障害という

障害名を強調することで、人々が納得しやすい答えを提示した (野沢 ,2008)。実

際には、発達障害の特徴を持つ少年の中で、凶悪犯罪に至る者はほんの一部で

ある。それにも関らず、発達障害に対するいわれのない恐怖感や誤解が広まっ

たのは、こうした経緯からと推測される。このような事態に対し、日本自閉症

協会 (2008)は、報道に関する問題点を整理し、「発達障害に関する報道につい

ての要望」を作成し、報道機関各社に送付した。その要望書の第 1 項目には、

「広汎性発達障害 (自閉症やアスペルガー症候群等 )を持つ人々が反社会的行

動に至る場合、幼い頃からの冷遇体験や社会の無理解や誤解に対する反応性の

ものがほとんどです。なぜそのような行動に至らざるを得なかったのかを慎重

に取材していただき、プライバシーを侵害しないように十分配慮した上での正

しい情報を提供して頂きたいと思います。」と記された。協会は、報道関係者

や司法関係者に本質的な理解を求めた。  

 こうした動きの中、教育の分野では、文部科学省 (2003)が大規模な調査を実

施した。学習や行動に特別な配慮が必要な子どもの在籍率は、全児童・生徒数

の約 6.3％にのぼることを示し、反響を呼んだ。さらに、2007 年度から特別な

教育的ニーズを持つ子ども達を視野に入れた、新しい教育のあり方として「特

別支援教育」をスタートさせた。これまで、教育政策上放置されてきた障害が、

特別な教育の対象となった。このことは、日本における教育制度の大きな変化

であったといえる。福祉の分野では、 2005 年に発達障害者支援法が施行され

た。従来の障害児教育・福祉の狭間に置かれていた、軽度発達障害児 (者 )も、

援助の対象となった。早期発見と対応、そして発達支援、就労支援等は、国や

地方公共団体の責務とされた。  

この様に、特に 2000 年以降は、軽度発達障害を巡って、様々な分野におい

て動きがあった。そうした動きは、軽度発達障害と呼ばれた子どもたちへの理

解のまなざしを変化させ、深化もさせた。機能面における困難の強弱だけを見
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て、障害の軽重は簡単には捉えられない、ということが理解される様になった。

次第に発達障害という言葉の前に、軽度という言葉をつけることに慎重な立場

をとる研究者が増えた。また、文部科学省 (2007)は、軽度発達障害の表記につ

いて、その意味する所が必ずしも明確でないこと等の理由から、この呼称を使

用しないことを表明した。  

 田中 (2008)は、軽度発達障害という言葉について、「彗星」の様に登場し、こ

れまで見過ごされてきた子どもたちの「生きづらさ」を浮かび上がらせ、そし

て今はもう使われなくなったと述べている。軽度発達障害という言葉は、発達

障害臨床に携わる人々から、一般の人々に至るまで、多くの人々の論議を引き

出した。そして、観察可能な症状や特徴だけではなく、そうした特徴を持って

成長する当事者の体験、という側面に、逆説的に目を向けさせる役割を担った

といえるのではないか。  

 

 (2 )青年期から中年期を生きる ASD 当事者が抱える問題  

 上述してきた様に、 2000 年以降、知的な遅れを伴わない、いわゆる高機能

ASD の子ども達に対し、理解と支援のまなざし、そして社会の仕組みは、格段

にきめ細やかなものになった。その一方で浮かび上がってきたのは、「先天障

害を障害と知らずに成長し、中途で気づいたという事情」(ニキ ,2002)を抱えた

高機能 ASD の成人当事者の存在である。当事者のニキ (2002)は、そうした人々

の様相について論述し、障害の認識が周囲も本人も遅れる理由を 5 点あげてい

る。それは、①外見からはわかりにくい障害であること、②以前は詳しくわか

っていなかった、または情報が普及していなかった障害であること、③症状が

健常者の逸脱行動と連続していること、④症状が軽度の場合、⑤合併している

障害や二次障害の方が目立つ場合、である。この内、①、②、⑤は高機能 ASD

の成人当事者特有の問題を捉える上で、特に参考になる。  

 先ず、①について、ASD の特徴は外見で判断できない。それに加え、高機能

ASD 当事者は、健常者としての適応に迫られる。そのため、年齢を経る中で、

困難がより一層周囲から理解されにくくなる。杉山 (2011a)は、未診断の大人

の発達障害の問題を、「代償」をキーワードに述べている。「マイナス面に対す

る多くの補いを、意識、無意識におこなっているので、どうしても無理がかか

りやすい」と指摘する。   

 次に、②について述べる。前述した、軽度発達障害という総称が広まるきっ
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かけは、杉山が 2000 年にまとめた論文からである。偶然の一致であるが、少

年非行の加害者の診断名として、アスペルガー障害が広く世間一般に注目され

たのも 2000 年前後であった。この 2000 年前後を一つの区切りとして、高機

能 ASD への理解と支援が前進した経緯がある。その区切りから見ると、現時

点で 20 歳代以降の高機能 ASD の成人は、情報や支援技術が十分に提供され

ていない時代に、乳幼児期、児童期、思春期を過ごしてきた人々と考えられる。

国内で自伝や手記等を発表してきた、森口 (1996/2004)、ニキ (2002)、綾屋

(2011)等は、まさにこうした時代を生きてきた人達である。手記は、そうした

時代を生きてきた体験の記録として読むことができる。失敗体験や迫害体験の

重なりによる自尊心の低さ、そして健常者としての適応に迫られる中での疲労

感や混乱、さらには高率で併存するうつ症状 (杉山，2008)等。成人期まで障害

と知らずに生き抜いてきた当事者は、まさに「満身創痍」（当事者の言葉）の

状態といえる。⑤の特徴である、障害の合併や二次的な問題は、高機能 ASD の

成人当事者が抱える独特の問題が、凝集された姿と理解できよう。  

 この様に、高機能 ASD の成人当事者が抱える問題は、時代背景や生き抜く

中での無理や疲労の集積等、幾重にも重なり合った因子によって、非常に複雑

な状態像を作り出している。そうした中、彼らは、絡み合った問題の核心部分

に、障害が存在することを知らされる。ニキ (2002)によれば、当事者は、「本当

にできないのに、怠けている、反抗している、やる気がない」と「社会的制裁」

を既に十分受けてきたという。だから、障害を持つことで周囲から偏見を受け

ることになったとしても、それは「単に制裁の種類が変わる」だけで、新たな

苦悩にはならないというのである。むしろ、「故意に手を抜く健常者」から「そ

れなりにがんばってきた障害者」への「汚名の返上」だとニキ (2002)は表現す

る。周囲から自分への、無理解や誤解からの解放。そして、自分自身への不信

や不可解さからの解放が読みとれる。同様に、Williams(1992)は、診断告知に

ついて、「『世の中』に対する長い長い闘いは、ついに、終わったのである」と

述べる。障害の告知が救いと感じられる程に、彼らのそれまでの日々が苦悩に

満ちていたことが想像される。また、診断は、「新しい所属先、帰属意識の獲

得であり、身の丈に合い、実感に添った自己像を新たに形成するきっかけ」(ニ

キ ,2002)になるとする。障害と共に、新たな自己像を形成し直すことは、人生

における大変重要な局面といえるのではないか。同時に、不安定な状態を体験

することが想像される。  
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 彼らについて、もう一ついえることがある。それは、先ほど紹介した、森

口 (1996/2004)やニキ (2002)そして綾屋 (2011)等の当事者は、手記の内容か

ら、 40 歳代前後の中年期を迎えていると推察されることである。  

中年期をいつ頃とするかは研究者によって異なるが、岡本 (1994)は、中年

期をおおよそ 30 代後半から 50 代後半までとした。中年期は、生物学的にも

社会的、心理学的にも、そして家族発達の側面から見ても、変化の多い時期

とされる。身体的には体力の衰えを感じ始め、職業的には自分の能力や地位

の拡大に限界が見え始める時期である。さらに、若い頃設定した自らの人生

の夢とその達成度について、改めて問い直される時でもある  (岡本 ,1994)。

さらに、岡本 (1994)は、中年期の中で、特に 36 歳から 45 歳を、急激な意識

内容の変化が体験されやすい転換期と指摘する。「私の人生はこれからだ」と

思う反面、「自分の生活や仕事の方向を大きく変えるには、もう遅すぎる」と

いった意識、「生活への不満や抑鬱感」の体験が最も多いとする。つまり、中

年期には、生物学的に逆らえない退行と、社会的、心理学的な発展が拮抗す

る、「一種の臨界状況」 (広沢 ,2016)が生じてくる。退行と発展の狭間で、「自

分」の存在する意味が改めて問われてくる。 Erikson(1982/1997)は、その狭

間の中に、「個々人のライフサイクルと世代継承的なそれとを繋ぐ連鎖」の意

味を見出した。  

2000 年以降に診断された成人当事者の中には、現在、中年期という「一種

の臨界状況」(広沢 ,2016)に直面している人も少なくない。長年、自閉症の治療

にあたってきた村田 (2016)も、幼児期より関わってきた対象者が、中年期を過

ごす姿に直面し、次の様に述べる。「中年期の自閉症の人々も私たちと同じよ

うに、いやそれ以上に中年期の発達課題をいかに乗り越え、自分にあった老年

期をどう迎えるべきかを考え、悩んでいる」。  

青年期から中年期を生きる、知的な遅れを伴わない ASD の当事者は、これ

までの人生と、これからの人生を、どの様に結び付けて生きていこうとするの

か。その内的体験の様相について、調査によって明らかにした研究は乏しい。

すなわち、理解されることを待たれている課題といえる。  
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第２節  ASD 当事者の自己への関心  

 

 

自我、自己の領域には、安易な概念整理を受け付けない難しさがある。それ

ぞれの研究者が提唱する、一つ一つの概念や文脈について共有できなければ、

混乱が生じてしまう。一般的には、意識の主体を自我とよび、意識の対象とし

ての自我を自己とよぶ (越川 ,1999)。本論文もこの定義に従うが、当事者自身が

語り出した体験に着目する意味合いから、自己を「自分」と表記する。ただし、

先行研究を引用する際には、原典に沿う。  

以下、本研究において主に参照する先行研究を概観する。  

  

１  精神病理学からのアプローチ  

 

 杉山 (1992)は、自閉症の内的体験世界に早くから着目し、自閉症の精神病理

学の確立を目指してきた。「その体験世界に生きる意味を知ることは、その世

界に生きるものと接する上で必要不可欠」 (杉山，2004)との考えを示す。しか

し、この領域の探求は遅れてきたとする。杉山 (2016)は、その要因として、自

閉症の病因論が、情緒障害仮説から言語・認知障害仮説に転換したことをあげ

ている。生物学的な問題が強調されるあまり、その体験世界への関心が一時的

に薄れたとする。しかしながら、Grandin(1986)や、Williams(1992)ら、当事

者による自伝の出版が、この領域に目が向けられるきっかけを作った。杉山

(2016)は、「精神病理学の発展によって、初めて自閉症スペクトラムの広がり

が正しく認識され、また臨床的に納得ができる病因論が次々と登場するように

なった」と述べている。  

さらに杉山 (1992)は、高機能 ASD の青年期の不適応行動に、特徴的に見ら

れる問題を三つあげている。一つは、彼らが激しい「自分」への不全感と混乱

を引き起こすという問題である。その中で性的な同一性の混乱のかたちをとる

ことも稀でない。二つ目に、彼らには、他者からの叱責、からかい、注意に対

して関係念慮、もしくは被害念慮を持つほどの過敏さがある。しかし同時にこ

のような混乱を、家族以外に訴えて共有することが非常にむずかしい。特に母

親に対しては深く依存しており共生的である。三つ目に、彼らは、混乱に対し

てパニックを起こして暴れる等、常に直接的な発散をする。内省や防衛メカニ
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ズムによる加工等の、内的な処理がなされた痕跡が見当たらない。混乱を不安

等のかたちで保持できず、直ちに自己否定に向ってしまうとする。  

杉山 (1994)は、こうした彼らの内的世界を理解する手がかりとして、 time 

slip 現象に着目した。それは、自閉症の児童や青年が突然に、時として数年以

上前の出来事を思い出し、その内容がまるでつい先程起きた事の様に感じられ

る体験のことだ。杉山 (1994)は、この現象に対し、安永 (1977)のファントム理

論や、Stern(1985)の発達理論等を活用して考察を展開させる。自閉症児者は、

他者との間で意味世界を共有したり、その意味世界にもとづいて他者と交流を

持ったりすることが難しいという。そのため、体験に意味的、時間的位置づけ

がなされず、心理的距離を形成することができないと考察する。この機構は、

「自分」という意識の成立と表裏一体の関係にあると述べる。  

杉山（ 2011b)は、「自分」という意識の成立不全が、自閉症の体験世界を理

解する鍵であるとの仮説を示した。この仮説によって、 time slip 現象のみな

らず、青年期の自閉症に見られる、ファンタジーへの没頭や、他の人格への一

過性の憑依等、「自閉症の複合的な病理を相当の範囲まで説明できる」 (杉

山 ,2011b)とした。  

 次に、自閉症の発達精神病理学の構築を目指した、小林 (1999,2000)の研究

を概観する。小林 (1999)は、ASD の内的世界を理解する上で、原初的知覚様態

の継続という特徴を重視している。原初的知覚様態の継続とは、乳幼児期早期

における知覚の特徴で、相貌的知覚 (physiognomic  perception)(Werner,1948)

や、生気情動 (vitality affect)(Stern,1985)を含むとされる。相貌的知覚とは、

知覚する対象を運動的・情動的に把握する傾向のことで、人と物、主体と客体

が融合された状態で知覚されることである (Werner,1948)。生気情動とは、怒

りや喜び、悲しみ等の、カテゴリー性の情動とは区別される。例えば、波の様

に押し寄せる、溢れんばかりのといった、名前の付けられない情動を指す

(Stern,1985)。こうした、原初的に知覚された体験は、情動調律 (Stern,1985)

によって、母子間で共有され、抽象化ないし概念化される。ゆくゆくは言語で

象徴されることで、こうした体験は捨象されていく。しかし、ASD の人はいく

つになっても、この原初的知覚様態が継続されるとする。その理由を小林

(1999)は二つあげる。一つは、彼らが生来的に、非常に強い知覚の過敏さを持

っているためである。二つ目は、そうした過敏さを持つ子どもとの情動調律は、

自然には展開されにくいため、母子間で体験の共有に躓き、言語で象徴される
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経験を積み重ねていけないためだとする。  

この様に、小林（ 1999,2000）は、発達的視点から、自閉症に見られる種々

の症状や病態を捉えてきた。そうした観点から、早期治療法である、Mother-

Infant  Unit(以下 MIU)を実践してきた。MIU では、ASD の子どもが浸る、原

初的な知覚が豊かに働いている世界と、大人が浸る、知覚が高度に分化した世

界とのギャップを埋める試みがなされる。親の側が感覚を研ぎ澄まし、身体と

情動を共鳴させ、その場にふさわしい言葉を語りかけて子どもと関係していく。  

小林 (2000)は、子どもと養育者の間で体験の意味を共有し、子どもが「自分」

という意識を育んでいけるよう促す実践を報告した。  

 杉山 (1994)と小林 (1999)は共に、自閉症の人たちが、周囲の人と共同の意味

世界を形成することに、困難を抱える存在であると考えた。小林 (2000)は、そ

の困難を、治療可能な問題と捉え、MIU の実践から、自閉症の子どもが「自

分」を育んでいけるよう援助した。杉山 (1994)は、 time slip 現象を捉える中

で、自閉症の人が抱える、「自分」という意識のあり様に着目した。両氏は共

に、自閉症の精神病理の機構の中核に、「自分」という意識の形成の問題を照

らし出した。  

 

２  発達心理学からのアプローチ  

 

Wallon(1934)は、自我を、個人の身体的情動的活動であると同時に、他者と

の共同的社会的な繋がりの中で形成されるものと捉えた。個人の身体内で起こ

る情動は、呼吸や循環を早くさせて、息切れや失神をもたらしたり、運動器官

に痙攣や脱力を生じさせたりする。情動の発動は、外界に適応する本能的な活

動をするのに「有利と思われるものは少しもなさそうである」と述べる。だが、

この一見生体にとって邪魔なものとも思われる情動は、他者を巻き込む圧倒的

な力を持ち、「他人の心を通じて何かをしようとする行為」であるとされる。

つまり「個体同士の間で関係をもつこと」のために、人間には情動が発動する

機構が備わっているのだとする。情動は個人の身体内で起こるものであるにも

関わらず、同時に本来的に共同的なものと考えられている。自我の意識は、こ

うした個人の情動の働きと、他者との関わりの間で芽生え、形成されていくと

される。  

 Wallon(1946)によれば、生後間もない子どもの自我は、まだ他者との諸関係
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の中に溶け込んだままになっているとする。それが 2 歳になる頃から、徐々に

矛盾を抱える様になると述べる。3 歳になる頃には、交替的なやりとり遊びに

ふける様になる。それは、場面を能動的な相と受動的な相の二つに分解し、す

る者 (能動 )とされる者 (受動 )の二つの役割を演じる遊びである。こうした遊び

を通して受け取る、様々な印象の中から、自分に属さないもの、すなわち他者

の人格を発見し、それと自分の人格とを混同しない様になっていくとした。ま

た、Wallon(1956b)は、外的行為として行なわれる交換的なやりとりを、自分

自身の内部に、二重性として取り込み、「内なる他者 (un Autre intérieur)」を

醸成させていくとする。「内なる他者」は、自我と分離できない対をなし、自

我の「同伴者」となる。そして、内面世界と具体的世界とを繋ぐ「蝶番 (ちょう

つがい )」の役割を果たす。この様に、Wallon(1956b)は、自我と他者とは同時

に形成されていくと考えた。  

発達心理学者の浜田 (1992)は、Wallon の理論から着想を得て、独自の自我

形成論を展開する。それによると、自我とは「自我二重性」という構造に基づ

く現象とされる。「自我二重性」とは、「自他二重性」という、実在の他者との

対話的関係をもとに醸成される、「内なる他者」 (Wallon,1956b)との内的な対

話を指している。つまり、主体の内側で感じられる「自分」とは、生活の歴史

の中で積み重ねてきた、他者との多様なやりとりを束ねたものとされる。  

 浜田 (1992)は、こうした理論にもとづいて、自閉症と呼ばれる子どもの問題

の核に、自我の形成の問題を指摘する。そもそも、人同士のやりとりは、「自

分」が主体的であると同時に、相手もまた主体的であることがわかる、という

土俵の上で初めて成り立つ。つまり、相手の話を聞くことは、話す相手の地点

に立ち、相手の文脈でその話をなぞることである。それには、「自分」の身体

軸を相手の身体軸に重ねることが根本に必要となる。他者と意味世界を共有す

るにはこの体験が不可欠であるとする。自閉症と呼ばれる子どもたちは、身体

性を含めた、こうした他者とのやりとりにハンディを持つと浜田（ 1992）は述

べている。そのハンディによって、生身の他者とのやりとりである、「自他二

重性」の体験が蓄積されず、「内なる他者」 (Wallon,1956b)の醸成がなかなか

進んでいかない。浜田（ 1992）は、自閉症の特徴を持つ子どもの、他者とのや

りとりの困難さは、すなわち「自分」という意識の成立困難に繋がっていると

考えた。  

杉山 (1992,1994)や小林 (1999,2000)は、精神病理学の視点から、また、浜田
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(1992)は発達心理学の立場から、ASD 当事者が、「自分」という意識の形成に

困難を抱えていることを指摘した。本論文において筆者は、この仮説を支持す

る。そして、これらの先行研究を踏まえ、本論文における定義として、「自分」

という意識の形成には、他者と意味世界を共有する体験が必須であり、その体

験を蓄積することが、内的体験を意味づけ、行動を組み立てる「自分」という

意識を形成していくとした。さらに、この「自分」という意識は、生活する世

界 と の 関 わ り の あ り 方 全 体 を 指 す 、「 パ ー ソ ナ リ テ ィ (personnal ité) 」

(Wal lon,H.)の中核となって機能していると位置づけた。この定義にもとづい

て、ASD 当事者が抱える「自分」という意識の様相に焦点を当て、さらに研究

を進めていくこととする。  

ASD 当事者が、「自分」という意識の形成に困難を抱える経緯については、

Wallon の理論にもとづいた、浜田 (1992)の仮説を支持する。しかし、浜田 (1992)

の仮説は、知的な遅れを伴う ASD 当事者への観察をもとに導かれている。知

的な遅れを伴わない ASD の成人当事者による、内的体験の語りは、浜田 (1992)

の仮説にどの様に応ずるものなのか。これについては吟味していく必要がある。 

さて、先行する調査研究では、ASD 当事者の自己について、どのようなこと

が明らかにされてきたのか。そのことについて以下に検討する。  

 

３  調査研究からのアプローチ  

 

 ASD 当事者の自己の領域を扱った調査研究を概観し、得られた知見や、調査

方法についてまとめる。  

 

（ 1）調査研究から得られた知見の概観  

初めに、ASD 当事者の陳述内容をカテゴリーに分類し、数量化の手法を用い

て分析した、三つの先行研究を概観する。  

Lee＆Hobson(1998)は、言語表現可能な ASD の青年 12 名に対し、面接調査

を行った。そこで、「自分」に対してどのような理解を持っているのか、七つの

質問をした。得られた陳述は、物理的、行動的、対人的、心理的、能動性、連

続性、差異性の七つのカテゴリーに分けて採点された。その結果、ASD 群は、

対照群 (ASD ではない知的障害がある青年 )と比較して、対人的カテゴリーに属

する陳述が有意に少なかった。さらに、対照群が「自分」を定義する際、他者
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を視野に入れて語るのに対し、ASD 群は友人について、また、対人的集団の成

員であることについて言及した人はいなかった。よって、ASD 群は、他者との

関係の中で「自分」を理解することに困難を持っていると考察された。  

野村・別府 (2005)は、ASD 当事者の「自分」に対する理解が、どの様に発達

していくのかを検討した。知的な遅れを伴わない ASD の小中学生を対象に、

横断的調査を実施した。対象児と面接をし、「自分」への理解に関する六つの質

問をした。回答内容は、身体・外的特徴、行動、人格特性の三つのカテゴリー

に分類された。その結果、知的な遅れのない ASD の小学生は、ASD ではない

子どもよりも、他者との関係の中での「自分」についての言及が少ないことが

示された。しかし、中学生になると、そのことへの言及が増大し、発達的に変

化する側面があると述べられた。  

滝吉・田中 (2011)は、 Lee＆Hobson(1998)や、野村・別府 (2005)の研究成果

を評価しつつも、得られた回答を分類するカテゴリーが、いずれも定型発達者

のために設定されたモデルを使用していることを指摘した。そのことで、ASD

当事者の独自性が明示されない、との問題点を示した。そこで、ASD 当事者の

「自分」に対する理解を分類できるモデル (SUMPP)(滝吉・田中 ,2009)を使用し

て分析した。ASD の青年 22 名には、面接で 6 つの質問をした。対照群の定型

発達者 880 名に対しては、質問紙法で同じ６つの質問をしている。回答はカテ

ゴリーに分類して得点化された。その結果、対照群では、他者との相互的なや

りとりや、関係性の中で、「自分」を肯定的に捉える可能性が高いことを示し

た。それに対し、ASD 群は、他者との相互的な関係性の中で「自分」を理解す

る場合には、「自分」のできなさや困難さに着目しやすく、「自分」を否定的に

捉える可能性が高いことを示した。  

 これらの先行研究から、ASD の人は、他者との関係の中で「自分」を理解す

ることに困難を持っている  (Lee＆Hobson,1998)が、それは年齢に伴って変化

する可能性がある (野村・別府 ,2005)。また、ASD の人は、他者との関係の中

で「自分」を理解することが全く無いのではなく、他者との関係の中で「自分」

を理解した場合に、「自分」の否定的な面を捉える可能性が高いこと  (滝吉・田

中 ,2011)が示された。   

 次に、当事者の内的世界を捉えるために、当事者の手記を分析した研究と、

当事者の語りを分析した研究を概観する。  

杉山ら (1998)は、知的な遅れを伴わない ASD の青年 8 名に、生い立ちの手
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記の執筆を依頼し、それを分析した。この研究が手記分析の先駆けとなった。 

 佐藤・櫻井 (2010)は、Williams(1992)の手記を K.J 法を用いて分析した。ASD

当事者が、「自分」をどの様に理解し、把握しているのか、その様相を探索的

に明らかにした。それによると、①「自分」と周囲の他者や環境との境界が曖

昧で、様々な刺激が侵入しやすいこと、②自分自身を外部に拡張しやすいこと、

③「自分」の身体イメージをもてないこと、④変化の中で一貫した人格を保つ

ことへの困難さを持つ、といった特徴を抽出した。このような、境界と統合の

弱い内的体験世界を基盤にしているため、対人関係の中で、「自分」という感

覚や、「自分」に対する理解を得ようとすればするほど、「自分」が脅かされる

危機に繋がるとする。よって、ASD 当事者が、他者との関係の中で「自分」へ

の理解を深めていくことは、非常に困難であることを示した。しかし、このよ

うな困難の中、「自分」が脅かされない対人距離を取りつつ関わりを持つこと

や、一旦対人関係から離れ、対物関係の中での安心感に戻る、といった対処法

を編み出していくことにも言及した。  

亀井ら (2011)は、出版されている 4 名の当事者による手記を分析し、知的な

遅れを伴わない ASD 当事者における、「自分」を理解するプロセスの発達的変

化とその特徴を導出した。その結果、彼らは、幼児期より漠然と自他の違和感

を抱いていることを示した。児童期に至っても、他者との具体的な違いは理解

できないが、「自分」がいじめられているという認識ができる様になることで、

「自分」に対し否定的な理解をする様になっていくとする。さらに思春期・青

年期には、自他の違いをはっきりと認識する。それでも他者となんとか関わり

を持つために、本来の「自分」ではない「自分」で他者と関わろうとする等、

普通になろうと試みる。しかし、他者から受け入れられないことに傷つき、「自

分」を見失うことで、二次障害が生ずるとする。また、分析の対象となった 4

名全員が、自他の違いへの気づきから「自分自身を理解したい」との強い思い

を持っていることが示され、診断によって、「納得した、やっとみつけた」と

の思いを抱いている。その後、4 名それぞれが診断名を消化することに心を砕

く経過がある。自伝を記すことで「自分」への見方が肯定的に変化し、独自の

「自分」を見出していく事を示した。  

間宮・俵谷 (2011)は、成人期に ASD と診断された 3 名を対象に半構造化面

接を行った。診断前後の「自分」への理解のあり様について検討した。3 名の

語りから、協力者は、診断・告知によって「自分」への捉え直しができる様に
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なったが、新たなおさまらない体験をしていることを明らかにした。  

平野 (2014)は、障害者手帳をもつ ASD の成人 4 名に半構造化面接を実施し

た。ASD 当事者が、障害者手帳をもって生きる体験について調査した。その結

果、障害者手帳をもって生きる体験は、「葛藤を抱えつつ自分と社会の間に折

り合いをつけながら生きること」であると考察した。  

これらの先行研究から、ASD の人は、境界と統合の弱い内的体験世界を生き

ており（佐藤・櫻井 ,2010)、他者を意識して関わりをもとうとすることで、か

えって混乱する特徴 (佐藤・櫻井 ,2010；亀井ら ,2011)がある。また、診断告知

を受けたり、障害者手帳取得を転機に、紆余曲折を経ながらも、独自の「自分」

らしさを見出したり、他者と関わる独自の方法を探求する様子（佐藤・櫻

井 ,2010；亀井ら ,2011；間宮・俵谷 ,2011；平野 ,2014)が報告される。  

 

（ 2）  調査方法と分析方法の課題  

上述した、Lee＆Hobson(1998)、野村・別府 (2005)、 滝吉・田中 (2011)が使

用した素材となるデータは、 ASD の子どもや青年との面接から得られた、質

的なデータである。その後、対象者の表現を研究者が予め設定したカテゴリー

に分類し、数量に置き換え、立証可能なデータとしている。また、ASD 当事者

が「自分」に対してどのような理解を持つのか、年齢による特徴もある程度明

らかにしている。こうした定量化の方法には、「抽象的で一義的で明確な関係

性を確立する」（やまだ ,1987）長所がある。しかし、現実生活に密着し、その

た め 複 雑 な 、 一 人 の 人 の 「 パ ー ソ ナ リ テ ィ 全 体 (personnalité totale) 」

(Wal lon,1952,1956a)や、「自分」に対してなぜそうした理解を持つに至ったの

か等の経緯を捉えることが難しい。  

 この課題に対応する研究として、当事者の手記を質的に分析した先行研究が

あげられる。佐藤・櫻井 (2010)は、手記分析にあたり、方法論選択の妥当性を

杉山ら (1998)の先行研究を根拠に述べている。佐藤・櫻井 (2010)は、対象が高

機能の ASD 当事者であっても、意図的に内的な体験を聞き出すことは困難で

あり、手記という手段によって初めて詳細に自らを語ることが可能になると考

えた。しかし、佐藤・櫻井 (2010)は、手記の執筆者が自ら認識し表現する「自

分」と、研究者が手記から客観的に認識する執筆者の「自分」との間には、ず

れが生じる可能性があると述べており、その問題を克服できなかったと記す。

そのずれを、直接本人に確かめることができない点において、手記分析にも限
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界がある。  

この課題を乗り越えるための手段として、インタビュー調査があげられる。

間宮・俵谷 (2011)、平野 (2014)は、ASD 当事者の内的体験を聞き取るインタビ

ュー調査を実施し、それを分析することに成功している。杉山ら (1998)が、高

機能の ASD 当事者であっても、彼らから意図的に内的な体験を聞き出すこと

は困難だ、との見解を示してから、10 年以上の年月が過ぎている。その間、当

事者による手記が多く出版され、また、 2000 年という境目以降、ASD を取り

巻く社会状況は変化した。ASD へのまなざしの変化、深化により、当事者自ら

が「自分」を語ることができる土壌が、徐々に醸成されてきた。こうした、昨

今の状況が、ASD 当事者へのインタビュー調査の可能性を拓いてきたと考え

る。  

間宮・俵谷 (2011)は診断告知という局面に、そして平野 (2014)は障害者手帳

取得という局面に着目している。潜在的には ASD 当事者の自己に関わる領域

を扱っていると考えられる。しかし、それぞれの研究が転機と見定めた局面に

焦点づけて話を聞き、分析を施している。その点において、本論文が探究する

内容と異なっている。本論文では、当事者との「対話」を通し、ASD の成人当

事者が抱える「自分」という意識の様相を、そうした転機を含めた、彼らの人

生行路に沿って描出することを目指す。  

本論文における「対話」とは、「全身活動的」(森岡 ,2002)な共同行為を指す。  

「対話」を調査方法として用いる必然性は、本論文が定義する「自分」に関す

る背景理論からも説明できる。Wallon(1946)は、「自分」という意識の形成過

程に、他者との関係性が深く関わっていることを示した。混沌と一体化した自

他未分化の状況から、「自分」ではないものを除外していくことを、その第一

歩とした。こうした過程は、子どもだけではなく、成人であっても同様のこと

がいえるだろう。「自分」の成立には、異質な存在としての他者が必要なのだ。  

また、そこで語られた「自分」が、語り手と聞き手による、「全身活動的」な

共同行為によって構成されたものであることが、その後の分析に重要な意義を

もたらすと考える。声を出したり、話したりする行為は、そもそも、身体から

音を出すということである。音声の抑揚のもとには情動があり、情動の素材に

は 、 筋 肉 の 緊 張 で あ る ト ー ヌ ス が あ っ て 、 姿 勢 ( 態 度 ) が 関 係 し て い る

(Wal lon,1938,1956c)。人と人が向き合って行う「対話」では、そうした全身活

動が相互に影響を及ぼし合うことになる。  
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手記分析においても、インタビュー調査においても、表現化された言葉をデ

ータとして扱うのは同じである。しかし、手記には、誰と共に、どのような経

緯を持って生成された表現なのかが、明示されない側面がある。筆者は、語ら

れた「自分」が、「全身活動的」な共同行為によって生み出されたものである

からこそ、文字化に耐え、より本質的な解釈と分析を導くことが可能になると

考える。質的データの分析とは、本来、調査者という存在を匿名にはできない

のであり、むしろ調査の場における当事者性を生かした方法と考える。本論文

では、「対話」を調査方法として用い、さらに、調査者本人が分析を行うこと

を、方法論として組み込み、研究を進めていく。  

ただし、本論文は、一つの表現が多くの意味を持つデータを扱うことの限界

を内包する。よって、数量的な研究から得られた知見と本論文の成果を関連さ

せ、数量的な研究と相補関係を結ぶ研究として位置づけたいと考える。  

かつて、「自閉的精神病質」の概念を提唱した Asperger(1944)は、「互いに反

応を及ぼしあう生きた一体性を通して自ら関与する」関係の中から、一人一人

の子どものあり様を捉えた。本論文はそうした姿勢に立ち返りたいと考える。

現代を生きる ASD の成人当事者と共に語りを生成し、彼らが体験する ASD の

世界、すなわち「体験としての ASD」を描出することは、当事者自らが「自分」

を語ることができる、今日の状況だからこそ叶う取組みであると言えよう。  

 

 

第３節  本論文の目的  

 

 

１  目的  

 

 自閉症という概念が出現して半世紀あまりの時が過ぎた。我々は、彼らの存

在をどう理解し、どう援助していくことが妥当なのかを議論してきた。発達障

害学が進歩する中、特に 2000 年以降は、知的な遅れを伴わない、いわゆる高

機能 ASD の子ども達に対し、理解と支援のまなざし、そして社会の仕組みは、

格段にきめ細やかなものになった。その一方で浮かび上がってきたのは、「先

天障害を障害と知らずに成長し、中途で気づいたという事情」 (ニキ，2002)を

抱えた高機能 ASD の成人当事者の存在であった。幼少の頃より、健常者とし
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て生き抜く中で苦悩してきた体験と、ある日を境に今度は障害と共に生きてい

く体験。そして、青年期から中年期へと移行する中、彼らは診断後をいかに生

き抜いていこうとするのか。こうした体験のあり様を、つぶさに見取ることが、

今日的課題となっている。  

本論文は、先行する、杉山 (1992,1994)、小林 (1999,2000)、浜田 (1992)らの

理論仮説や実践を参考に、青年期から中年期を生きる、知的な遅れを伴わない

ASD 当事者が抱える「自分」の問題に着目する。先行する数量的研究、横断的

研究では、一人の人の全体像を捉えることが難しい、という課題が残されてい

る。また、昨今の研究成果から、独白の形で綴られた手記の分析に留まらず、

「対話」を通し、当事者に「自分」について語り出してもらう調査の可能性が

拓けてきた。  

本論文では、ASD 当事者のあり方を捉える、新たな視点の開拓を目指し、当

事者の内的体験から ASD を描出する。そのために、ASD の成人当事者と筆者

との間に「対話」を成立させ、「自分」について語り出してもらうことを試み

る。さらに、彼らが抱える、「自分」という意識の様相を、属性や強弱ではな

く、成立のプロセスとして、その人の身体性や体験する生活世界、そして人生

行路との関係で捉えることを試みる。現代を生きる、ASD 当事者一人一人の

幸福について、共に考えていける新たな視点を、支援者と当事者自身に提供す

ることを目的とする。  

 

２  各章の構成  

 

 本論文は、序章と終章を含め 5 章から構成される。  

 第 1 章では、予備調査の実施について記述する。また、研究 1 について報告

する。研究 1 では、 10 名の当事者の語りを質的に分析し、ASD 当事者が「自

分」を尋ね出していくプロセスを描出する。  

第 2 章では、研究 1 と並列的かつ相補的関係にある、研究 2 の成果を報告す

る。研究 2 では、一人の女性が語るライフストーリーから、 ASD の成人当事

者が抱える「自分」への苦悩の様相を描出する。また、研究 1 と研究 2 の成果

を総合し、考察を述べる。  

第 3 章では、研究 3 として、診断告知後を生きている ASD 当事者に焦点を

あてる。当事者にとってのピア・サポートの意味を、 「対話の分析」と「語り
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の分析」の両面から明らかにする。  

 終章では、ASD 当事者の「パーソナリティ (personnalité )」の発展について、

各章から得られた知見をもとに総合的に考察する。  

 

注釈  

注 1) 上田 (2005)は、「体験としての障害」を「主観的体験」に、その否定的側

面を「障害体験」へと修正した。それは、WHO(世界保健機関 )が ICF(国際生

活機能分類 )を採択したことを受け、 ICF の中立的で肯定的な用語の使用方法

に合わせたためであった。また、上田 (2005)は、「主観的体験」の大分類を試案

として提案した。その第 1 章から第 5 章には、健康状態、心身機能・構造、活

動、参加、環境因子に対する分類案が示されている。第 6 章から第 9 章には、

より総合的・包括的な「主観的体験」として、人生と自己の価値・意味・目標、

身近な人との関係等が挙げられている。これらは、リハビリテーションに関わ

る関係者が、対象者の「心の中をできるだけ理解しようとする姿勢」 (上田，

2005)を持つためのガイドとして提案された。将来的には「主観的体験」につ

いて、さらに細かな分類をしていく予定があるとする。このことに関して、対

象者の主観的な体験を、関係者が客観的な分類に振り分けていくことに、無理

や矛盾はないのだろうか。この疑問を筆者は解消することができない。よって、

本研究で用いる「体験としての ASD」や「主観的体験」といった言葉は、上田

(1981)の思想を手がかりとしつつも、独自の意味で用いることとする。  
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第１章  

 

自閉症スペクトラム障害の成人当事者が抱える「自分」  

Ⅰ  共通性を捉える視座から  

  

        

  

 

第１節   研究１と研究２の成立経緯とその関係  

 

 

1   予備調査の実施  

 

（ 1）問題と目的  

序章で述べてきた通り、本論文は、青年期から中年期を生きる、知的な遅れ

を伴わない ASD 当事者に焦点をあてる。そして、彼らが抱える、「自分」とい

う意識の様相を、その人の身体性や人生行路との関係で捉えることを試みる。

そのために、「全身活動的」(森岡 ,2002)な共同行為である、「対話」を方法とし

て用いる。具体的な調査方法としては、インタビュー調査の実施が妥当と考え

る。しかし、これまで、ASD 当事者へのインタビュー調査は、あまりなされて

こなかった。それは、彼らとの間に浮上する、コミュニケーションの問題によ

り、語りの共同生成が困難だと考えられてきたためだろう。  

 筆者 (臨床心理士 )は、調査開始当時、福祉の分野で発達障害の人の相談支援

を行う立場を 4 年経験していた。その経験から、対象となる ASD の成人当事

者の中には、「自分」について表現したい、という意欲を示す人が意外に多い、

との実感があった。それには、特徴を理解され苦手を許容される、支援の場で

の安心感が関係していたと考えられる。また、先行する、間宮・俵谷 (2011)、

平野 (2014)の研究は、当事者の内的体験世界をインタビューで聞き取り、それ

を分析することに成功していた。こうした、筆者固有の経験や、先行する研究

から、ASD 当事者へのインタビュー調査は実施可能と予測された。しかし、調

査によって、対象者に不利益が生ずる要素を事前に除外すること、また、調査

の精度を高めるため、予備調査の実施が必要と判断した。  
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予備調査では、①ASD の成人当事者に「自分」について語ってもらうインタ

ビュー調査は実施可能か、また、協力者に不利益となる要素はないか、②どの

ような聞き方をすれば、より語りが展開しやすくなるのか、③設定した質問項

目は適切か、の 3 点を確かめることを目的とした。  

 

（ 2）方法  

A さんに、予備調査への協力を依頼した。 A さんは、 40 代後半の女性で、

PDDNOS との診断名を伝えられ、7 年が経過していた。A さんは、もともと相

談支援の利用者で、筆者との個別の相談は 2 年程を経て終結となっていた。そ

の後は、社会活動への参加を準備する、福祉サービスを利用していた。A さん

に依頼した理由は、「自分」について考えたり語ったりする意欲が高く、豊か

な言語表現力を有していたこと、そして、就労や子育て等の豊富な経験を語る

ことが可能な対象と理解したためであった。  

A さんへの予備調査は、2012 年 7 月から 2012 年 8 月にかけて、5 回に分け

て実施した。総所要時間は 324 分であった。実施場所は、A さんが利用する福

祉施設の一室を借用した。インタビューでは、許可を得てヴォイスレコーダ

ーによる録音を行った。倫理的配慮として、調査当日に書面と口頭で、研究

の目的や方法、論文化についての説明を行い、同意書への署名を依頼した。

音声記録を文字に起こしてデータ化する際、本人が特定できるようなプロ

フィール等については、加工して表示した。  

予備調査では、人生の時期区分 (就学前・小学生・中学生・高校生・就労後・

診断前後・現在 )に沿って話を聞いた。また、その時期の折々の「自分」を語り

出してもらうため、語りの切り口として、①「自分」について悩んだり、困っ

たりしたエピソード、②「自分」についての悩みが落ち着いたり、「自分」の

良い面を感じられたエピソード、③周囲の人 (家族・親戚・友人・先生・先輩・

同僚・上司・医師・支援者等 )との関わりで心に残っているエピソード、の三つ

の質問項目を準備した。  

また、上述の通り、調査者である筆者は、 A さんの相談支援を担当して

いた時期があった。その事が調査結果に及ぼす影響について、以下のこと

を配慮してインタビューを行った。 2 年程の相談支援の中で、 A さんと培

ってきた信頼関係は、「対話」を展開する上でプラスの要素として働くこと

が予想された。しかし、インタビューと、相談とを A さんに混同させてし
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まっては、研究の目的に沿った語りを得にくくなることが考えられた。従

って、相談支援で知り得ていた情報を、安易にインタビューの場で持ち出

さない等、研究目的に沿って改めて話を聞く、というスタンスを意識的に

保った。また、支援者でもあった筆者への遠慮等から、調査に無理をして

臨むことがないよう、協力者に不利益が生じないことを最優先している旨

を、 A さんに随時伝えた。  

 

（ 3）結果  

予備調査の結果、A さんからは、相談支援の場では語られたことのなかった

内容を豊富に聞くことができた。特に、診断名がわかる前後の様子や、診断告

知後に、同じ診断名を持つ仲間と出会った時の様子を語る中で、「自分」の思

いが大きく揺らいだ事や、体験が変化した事が詳しく表現された。これらのこ

とから、調査の枠組みを整備し、質問項目が適切であれば、ASD 当事者に「自

分」について語り出してもらうインタビュー調査は、可能であると判断できた。 

また、調査の手続きとして、以下 3 点が確認された。  

1 点目は、設定した三つの質問の活用方法についてである。三つの質問は、

筆者が、A さんの語りを聞き取り、応答していくための軸として、調査中重要

な意味を持った。しかし、予備調査では、人生の時期区分に沿った話の流れを

重視し、それを最大限尊重した。そのため、途中で質問を挟むことは、積極的

には行わなかった。改まった形で、補足的に三つの質問についてたずねると、

本人の中にある、より中核的なエピソードが語り出された。  

2 点目は、人生の時期区分に沿って、語りを展開することへの反応について

である。求めに応じ、A さんは忠実に語りを展開した。その反面、出来事の列

挙が多くなる場面も見られた。筆者は適時、「その出来事を A さんはどの様に

お感じになっておられたのでしょう」等と言葉をかけた。そうした問いかけに

よって、出来事が呼び起こした「自分」の思いや、感じを、より明確に語り出

すきっかけを作り出せることが確認された。  

3 点目は、インタビュー調査を終えた時点で、協力者に感想を聞くことの意

義についてである。Ａさんに感想を求めると、話をし終えた、今の「自分」の

思いや、インタビューに託した思いがさらに語られた。そのタイミングで振り

返ってもらうことで、「自分」の思いをより明確にできることが確認された。  
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（ 4）本調査の実施に向けての見直し  

上述した予備調査の結果を受け、本調査では、インタビュー・ガイドを 3 点

見直した。  

1 点目は、インタビューの内容と方法についてである。予備調査では、人生

の時期区分に沿った話の流れを重視した。しかし、そうした聞き方では、語り

終えるまでに多くの時間が必要となることがわかった。調査協力者への時間的、

精神的負担も大きいことが予想され、複数の人に、同じ条件でインタビューを

行うのは難しいと考えた。また、質問項目に沿ってインタビューを進めること

で、本人の中にある、より中核的なエピソードが語り出されることが示された。

このため、本調査では、質問項目に沿って話を聞く方法に変更した。  

 2 点目は、質問項目の見直しについてである。予備調査では、診断名がわか

る前後の様子や、診断告知後に同じ診断名を持つ仲間と出会った時の様子を語

る中で、「自分」についての語りが展開した。この結果を受け、「診断名がわか

る前後の様子について」と、「同じ診断名を持つ仲間と会うこと、語り合うこ

とが持つ意味とは何か」の二つの質問項目を追加し、全部で五つの質問を準備

した。  

3 点目に、インタビューを終了した時点での感想と、インタビューに協力し

ようと思った理由を必ず聞くこととした。  

 

２  研究 1 と研究 2 の関係  

 

以下、第 2 節で論述する様に、本調査では、 10 名の当事者の語りを質的に

分析し、共通性を見出すことに主眼を置いた。それを研究 1 としてまとめた。

分析に用いた、Modified Grounded Theory Approach(以下 M-GTA)という手

法は、個別特性を捨象することで、人間行動の予測と説明に役立つ理論を生成

する方法である (木下 ,2007)。こうした、共通性から対象の様態を予測し、説明

しようとする観点と、一人の人が生活してきた姿を丁寧に辿り、その固有のあ

り方を理解しようとする観点は、どちらも人間を理解する試みでは、重要と考

える。そこで、予備調査の実施によって、A さんからのみ得られた、人生の時

期区分に沿った語りのデータを、ライフストーリーという観点から捉えること

を試みる。それを研究 2 としてまとめる。二つの研究を重ね合わせることで、

ASD の人の「自分」の形成過程と、その骨格が、個人の人生という時間軸の中
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で、どのような体験として語られるのかが、よりリアリティーを伴って理解で

きると考えた。  

よって、研究 1 と研究 2 は、並列的かつ相補的関係にあり、得られた二つの

成果を重ねて読み取ることで、「体験としての ASD」への理解をより深めるこ

とができると考えた。  

 

３  各章の構成  

 

 第 1 章の第 2 節に、予備調査にもとづいて実施した、研究 1 について論述す

る。章を改め、第 2 章の第 1 節では、研究 1 と並列的かつ相補的関係にある研

究 2 の成果を報告する。続く第 2 章の第 2 節では、並置した二つの研究成果を

総合して考察を行う。  

 

 

第２節   研究１  M-GTA を用いた質的研究   

 

 

１  問題と目的  

 

 本研究の目的は、青年期から中年期を生きる、知的な遅れを伴わない ASD

当事者が抱える「自分」という意識の様相を捉えることである。こうした、複

雑で難解な対象を、実証的に捉えるため、複数の人の語りの中に、一定程度、

共有できる骨格を見出す作業を経る必要があると考えた。そこで、分析方法と

して、人間をできる限りトータルに捉えることができる、Grounded Theory 

Approach(以下 GTA)の選択が妥当と考えた。さらに、GTA の特性を活かし、

実践しやすい方法として提案された、M-GTA(木下 ,1999,2003,2007,2009)の選

択を検討した。  

M-GTA という方法論は、人間の行動の変化と多様性を、限定された範囲内

に関して、一定程度説明できる理論仮説を導く。また、語りの本質的な意味を

捉えるため、データの切片化をせず、プロセスと共に解釈する作業を重要視す

る。こうした点において、本研究の目的に合致していると考えた。また、解釈

作業を進めるため、「分析ワークシート」 (木下 ,2003)が独自に開発された。そ
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れを用いたコーディング法の手順が明示されている。この点においても、実践

可能な方法論であると判断した。   

さらに、M-GTA では、「研究する人間」(木下 ,2003)という視点を新たに導入

している点において、研究 1 の分析に相応しいと考えた。この視点は、「人間

的要素を分析方法に統合していく必要がある」(木下 ,2003)との考えから、GTA

に新たに加えられた視点である。データを解釈する上で、「研究する人間」の

感覚的理解を排除せずに、論理的理解との統合の中で、オリジナルな解釈を生

み出す可能性を重要視する。繰り返しになるが、本論文では、「対話」を「全

身活動的」(森岡 ,2002)な共同行為と捉え、論を展開してきた。質的データの分

析では、本来的に調査者という存在を匿名にはできず、むしろ調査の場におけ

る当事者性を生かす必要があるとの考えを示した。この捉え方は、M-GTA に

おける、「研究する人間」という視点に合致するものである。さらに、M-GTA

では、「研究する人間」とは別に、「応用する人間」(木下 ,2003)という存在を想

定している。導出された理論仮説は、広く一般化できる性質のものではなく、

分析に用いたデータに関する限り、との限定付きのものとなる。そのため、そ

れ以外の場における適応に関しては、「応用する人間」が、実践的な活用を通

して検証していく、との性質を持つ。M-GTA は、理論仮説のどこを修正すれ

ば、よりよい展開が期待できるのか等、ヒューマンサービス領域で実際の語り

に繋がる回路を開拓することを意図した研究方法である。  

 研究 1 では、ASD と診断された成人当事者に、インタビュー調査を行い、

当事者が語る「自分」と共に、その内的体験を検討する。また、M-GTA を用

い、複数の当事者の語りの中に、共有する骨格を見出し、予測と説明に役立つ

プロセスを導き出すことを試みたい。  

 

２  研究方法  

 

（ 1）分析方法  

研究 1 の目的と、M-GTA との適合については、以下 3 点において再度確認

する。①ASD 当事者が、他者との関わりや、診断を受けるという社会的相互作

用を通し、いかなる「自分」を抱えつつ生活してきたのか、といった経験内容

を取り上げる研究である点、②その経験内容の多様性と変化を一定程度説明す

る理論仮説の導出を目的とする研究である点、③ASD 当事者への理解と心理
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社会的援助を視野に置く、臨床心理学分野としての研究である点、において適

合すると考えた。  

 M-GTA では、方法論的限定として、データの範囲を制御し、その範囲内で

の分析を緻密に行うため、「分析テーマ」 (木下 ,2003)と「分析焦点者」 (木

下 ,2003)の 2 つから分析を進める。実際に得られたデータをもとに、分析が行

いやすいところまで研究テーマを絞り込んだものを、「分析テーマ」と呼ぶ。

「分析テーマ」は、データの収集前に検討しておくが、実際に得られたデータ

を解釈する中で確定していく。本研究では、「分析テーマ」を、“成人後に ASD

と診断された人が「自分」を尋ね出していくプロセス ”と定めた。また、対象者

の集団を抽象化して設定した、「分析焦点者」については、“診断後数年を経た、

知的な遅れを伴わない ASD の成人 ”とした。  

 

（ 2）  調査協力者  

表 2 に調査協力者一覧を示す。調査協力者への依頼は、ASD 当事者が利用

する福祉施設の職員、又はセルフヘルプ・グループの窓口となる人の許可を得

て行った。筆者が研究の目的と調査内容、プライバシーの保護に関する説明を

行い、調査に関心を持った 8 名に協力を依頼した。また、講演活動を行う 2 名

には直接依頼した。なお、協力者は、10 名中 6 名が大学卒業、2 名は大学在学

中、 1 名は専門学校卒業、 1 名は普通科高校卒業であった。詳しい知能指数等

の提示は求めなかったが、インタビュー調査での言語的やりとりや、生活上の

様子から、協力者は全員、知的な遅れを伴わないと判断した。また、協力者は

全員、DSM-5 の出版以前に専門の医療機関にて診断を受けているため、表 2

には、診断当時の基準による診断名を、そのまま記載した。なお、予備調査の

協力者でもあった、A さんの語りは、他の協力者との条件の一致を考慮し、質

問項目に応答したデータのみを分析対象とした。  
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（ 3）倫理的配慮  

 調査協力者には、インタビュー調査の数週間前に、研究の概要 (巻末資料 1)

とインタビューで質問する内容をまとめた用紙 (巻末資料 2)を渡し、質問や不

安が無いかを事前に確認した。また、インタビューにうまく応答できないので

はないか等、協力者が、予期不安をもたないよう、資料 2 にはインタビューの

項目ごとにメモ欄を設け、思い出された事柄やエピソードを事前に書き込んで

準備できる様にした。さらに、調査者が、協力者の生活史等をある程度把握し

た状態で調査に臨むことで、より本質的な質問が伝えられると考えた。そこで、

協力者の基礎的な情報 (年齢・学歴・職歴・診断内容・診断された時期等 )を書

き込む、基礎情報シート (巻末資料 3)についても、事前に記入してもらい、調

査当日に持参してもらった。ただし、事前に記入する資料については、書きた

くないことがあれば無理はしないように伝えた。  

 調査当日、研究の目的や方法、倫理的配慮や論文化についての説明を、

書面および口頭で行い、同意書への署名を依頼した。プライバシー保護の

ため、インタビュー調査の内容を文字に起こしてデータ化する際、協力者

が特定できるような名前やプロフィールについては、仮名もしくは加工を

行って表示した。後日その内容を協力者自身に確認してもらった。  

また、調査協力者の内、数名は、調査者である筆者を、以前から支援者

として知っている人もいた。そのため、そのことが調査結果に及ぼす影響

について、事前に配慮しておく必要があった。支援者という立場の人への

安心感や信頼感は、関係性を築く上ではプラスに働くことが想定された。
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しかし、協力者にインタビューと支援とを混同させてしまっては、研究の

目的に沿った語りを得にくくなることが同時に考えられた。従って、支援

とは異なる研究目的を常に意識し、インタビューの枠組みに忠実な姿勢で

臨むことを自覚的に行った。また、支援者という社会的な立場を持つ筆者

への遠慮等から、調査に無理をして臨むことがないよう配慮した。協力者

に不利益が生じないことを最優先している旨を、随時伝えた。  

 

（ 4）調査の手続き  

 調査は 2012 年 7 月～ 2013 年 2 月にかけて実施した。当初、インタビュー

調査の所要時間は一人 60 分～ 90 分を予定していた。しかし、同意を得て全て

の協力者において延長した。一人あたりの平均は 180 分であった。延長された

理由は二つあったと考える。一つは、インタビューが「自分」を語る内容であ

ったため、調査者と「対話」をしながら、多様なエピソードをもとに探索する

時間を要したためである。二つ目は、協力者が語る言葉のイメージを、調査者

が共有する作業に、ある程度の時間を要したためである (第 1 章 ,第 2 節 ,第 4 項

[6] 参照 )。それぞれの所要時間の詳細は表 2 に記載した。  

調査は北海道大学大学院教育学研究院付属子ども発達臨床研究センター内

の一室か、協力者が利用する福祉施設の一室を借用し、筆者が実施した。その

際、録音とメモを取る承諾を得た。その録音をもとに逐語記録を後日作成し、

協力者に確認してもらった後、分析の対象とした。調査時に筆者が取ったメモ

と、協力者自身によるメモ (巻末資料 2)、また協力者の執筆物、講演資料も、

承諾を得た上で分析の参考にした。  

 インタビュー・ガイドは、本章第 1 節で述べたとおり、予備調査の実施によ

って得られた以下 5 点である。  

①  これまでどのような「自分」を感じながら生活してきたか。どのような「自

分」に悩んだり困ったりしてきたか。  

②  「自分」の良い面、好きな所をどの様に感じているか。  

③  周囲の人 (家族・親戚・友人・先生・先輩・同僚・上司・医師・支援者等 )と

の関わりで、心に残っていることとはどんなことか。  

④  診断名がわかる前後の様子について。  

⑤  同じ診断名を持つ仲間と会うこと、語り合うことが持つ意味とは何か。  

 資料 2 のメモ欄に書かれた本人の記述を手掛かりに、インタビューを進めた  
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 が、基本的には話の文脈を重視した。  

以上 5 点についての話を終了した時点で、インタビューに協力しようと思っ

た理由、話し終えてみての感想を追加した。  

 

（ 5）分析の手続き  

 分析は以下 12 の手順に沿って行った。① 1 人分のデータに目を通す (最初

に分析するデータは特にリッチなデータだと判断されるものを選択 )、②「分

析テーマ」 (木下 ,2003)と「分析焦点者」 (木下 ,2003)を念頭に置き、最もリア

リティーを持って惹かれた部分を「分析ワークシート」 (木下 ,2003)の具体例

の欄に取り出す、③「分析焦点者」の目線を通し、その部分に着目した理

由、その部分が持つ本質的な意味、そのデータがどのような変化の中に位置

づくものか等、多面的に、慎重に解釈作業を進める、④解釈した内容を簡潔

な文章で定義欄に記入する、⑤定義をさらに凝縮した概念名を記入する、⑥

他に具体例がないか見ていく。具体例が追加される中で、定義や概念名を修

正し、一つの概念が一定程度の多様性を説明できる様最適化していく、⑦別

の概念生成に着手する際には、他の概念とどのような繋がりがあるのか、プ

ロセスの動きにどの様に関わるデータなのかを、関係図を描きつつ解釈を進

める、⑧概念が複数生成された際、似た内容の概念がある場合は統合し、具

体例が多くある場合は、再検討しいくつかの概念に分ける、⑨概念と他の概

念との関係を検討し、カテゴリーを生成する、⑩ 2 人目以降の分析も、デー

タが持つ本質的な意味の解釈を続け、⑥から⑨の手順を繰り返す、⑪データ

から新たな概念が生成されなくなり、分析結果が「分析焦点者」から解釈さ

れ、「分析テーマ」に対応しているか、を確認し、理論的飽和についての判断

を下す、⑫概念やカテゴリー間の関係、プロセスの動きに着目しながら結果

図を整える。  

 結果の妥当性についての検討は、北海道 M-GTA 研究会での検討を 4 回

と、M-GTA に詳しい分析スーパーバイザー 2 名から、スーパーバイズを 1 回

ずつ受けた。また、所属する大学院の研究グループゼミ内において、 2 回検

討した。さらに、最終的な分析結果を、直接会う機会を得た、調査協力者 4

名に説明した他、ASD 当事者への支援経験がある保健師１名と、心理士１名

から意見を聞いた。調査対象者からは、全体として結果を受け入れることが

でき、特に〈苦悶のサイクル〉に戻っていくプロセスにリアリティーを感じ
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る、という意見が得られた。保健師からは、〈調整のサイクル〉は回復に向け

た支援のヒントが得られるプロセスだ、との意見が聞かれた。心理士から

は、心理面接で聞く当事者の断片的な語りの理解に戸惑うことがあったが、

結果図のプロセスをイメージすることで断片が線で繋がっていく様に感じら

れた、との回答が得られた。  

 

３  結果  

 

（ 1）プロセスの全体像  

研究 1 では、青年期から中年期を生きる、知的な遅れを伴わない ASD 当事

者が抱える「自分」という意識の様相を捉える、との目的を掲げてきた。その

目的にもとづいて、調査によって得られた、実際の語りへの解釈を試みた。解

釈を進めていく中で、協力者の語りには、「自分」についてのわからなさを抱

えつつも、「自分」というものへの実感を、懸命に探し求めていこうとする動

きがあることを読み取った。そこで、「分析テーマ」(木下 ,2003)を、“成人後に

ASD と診断された人が「自分」を尋ね出していくプロセス ”に絞り込んだ。そ

のテーマからデータをさらに読み込み、分析作業を進めた。  

分析結果の詳細を述べる前に、得られたプロセスの全体像を簡潔に表し

た。ストーリーラインを以下に示す。尚、カテゴリーは〈  〉、サブカテゴリ

ーは [  ]、概念は『』と記す。  

 

ストーリーライン  

 成人後に ASD と診断された人が「自分」を尋ね出していくプロセスは、 [お

ぼろげな自分 ]を〈抱えてきた自分〉が、なんとか他者と関わって生きようとす

る中で動き出していた。彼らは、『身体の訴えをきき流す』ことで〈苦悶のサ

イクル〉を巡り、『身体の訴えをきき入れる』ことで〈調整のサイクル〉へと

転じ、〈人の中で生きられる自分の形を探す〉試みへと導かれていた。しかし、

『人の中で生きよう』とするゆえに、再び『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』

こととなり、〈苦悶のサイクル〉に戻ってしまうことがある。こうした行きつ

戻りつの巡りの中で「自分」を尋ね出すプロセスは続いていた。  
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（ 2）概念とカテゴリーの構成  

次に、プロセスに含まれる概念 25 個、サブカテゴリー 6 個、カテゴリー 5

個について、構成を説明する。表 3 に、カテゴリー名とサブカテゴリー名、

概念名とその定義、そして各概念に含まれる具体例の一部を示す。  

 

①  カテゴリー〈抱えてきた自分〉  

このカテゴリーには、ASD 当事者がどのような「自分」を抱えてきたのか

が示される。 [自分と繋がりにくい ]、 [他者と繋がりにくい ]、 [おぼろげな自

分 ]という三つのサブカテゴリー、そして、『周囲を生々しく感受する』とい

う概念から成る。  

一つ目のサブカテゴリー [自分と繋がりにくい ]には、「自分」についての情

報を感じ取りにくく、言葉に置き換えることがままならない、というもどか

しい内的体験が示されている。このカテゴリーは、『自分の “感じ ”を自覚しづ

らい』と、『伝わる様に言葉にできず苦しい』の二つの概念から成る。  

二つ目のサブカテゴリー [他者と繋がりにくい ]には、他者と対峙した際、

「自分」との違いや他者へのわからなさがあり、そこに隔たりを感じること

が示されている。このカテゴリーは、『他者と体験の仕方が違う』、『他者と言

葉のイメージを共有しづらい』、『他者が醸し出すものを捉えにくい』、『他者

と分かち合う関係になりにくい』の四つの概念から成る。  

三つ目のサブカテゴリー [おぼろげな自分 ]には、他者と対峙すると、相手

の主張に合わせる反応しかできなくなってしまい、「自分」が無くなってしま

うような不安に覆われることが示される。また、「自分」がどのような存在な

のかが把握できないといった、漠然とした不安感が示される。このカテゴリ

ーは、『他者が浸蝕してくる』と『自分の姿が見えてこない』の二つの概念か

ら成る。  

『周囲を生々しく感受する』という概念は、周囲の生々しい印象が、感覚

の中に押し寄せてくる、との主観的体験を示すものである。どのサブカテゴ

リーにも属さずに、カテゴリー〈抱えてきた自分〉内に位置付いた。  

 

②  カテゴリー〈苦悶のサイクル〉  

このカテゴリーには、ASD 当事者が他者との関わりの中で、なんとか生き

抜こうと格闘する様が示される。『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』という  
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概念と、 [どうにか生きていく手立て ]というサブカテゴリーから成る。  

『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』という概念は、 [おぼろげな自分 ]を抱

える中、他者と比較してできないことや、求められることに応じられないこ

とで、「自分」を認識していく様を示している。  

サブカテゴリー [どうにか生きていく手立て ]には、できない「自分」を感

じた時に、「自分」の中で駆使されてきた手立てが示されている。『 “わからな

い ”事態は悪く見積もる』と『自分を隠蔽し “普通 ”を装おうとする』の二つの

概念から成る。  

 

③  カテゴリー〈身体への態度〉  

このカテゴリーには、「自分」の身体に対する、相反する二つの態度が示さ  

れる。概念『身体の訴えをきき流す』は、身体から出る不調のサインを無視

し、彼らが無理を続けてしまう様子を表す。概念『身体の訴えをきき入れ

る』は、彼らが、身体の訴えに向き合う、または向き合わざるを得ない状態

に追い込まれ、「自分」のあり方に直面する様子を表す。  

 

④   カテゴリー〈調整のサイクル〉  

このカテゴリーには、診断告知後の揺れ動く心情や、そうした中で体験す

る他者との新たな関係が示される。『診断名が自分を説明してくれる』と、

『診断名では自分を語りきれない』という二つの概念が含まれる。そして、

[他者と向き合う ]、 [自分と向き合う ]という二つのサブカテゴリーから成る。  

サブカテゴリー [他者と向き合う ]には、他者に「自分」の存在を受け止め

てもらったり、体験を分かち合ったり、また「自分」の姿を照らし返される

体験が示される。このカテゴリーは、『他者に存在を受け止められる』、『似た

体験の他者と分かち合う』、『似た体験の他者が鏡になる』の三つの概念から

成る。  

次に、サブカテゴリー [自分と向き合う ]には、「自分」の中で進められる調

整の様子が示されている。このカテゴリーは、『知識との対話から自分を捉え

る』、『書き留めて自分を捉える』、『自分の中の他者を捉え直す』の三つの概

念から成る。  
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⑤   カテゴリー〈人の中で生きられる自分の形を探す〉  

このカテゴリーには、「自分」を尋ね出していく歩みの中で、まとまってき

た思いが表現される。このカテゴリーは、『障害の枠組みに安住しない』、『人

の中で生きよう』、『自分を抱え直して生きよう』の三つの概念から成る。  

 

（ 3）プロセスの動きの様相  

次に、概念間の関係からプロセスが展開していく様相を、具体例と共に示

す。以下、具体例からの引用は文字を斜体とし「  」で括って示す。…は文章

の省略を意味し、調査者の発言は〈  〉で示す。筆者が内容を補足した部分は

(  )で示す。尚、  (  )内の事例名称は表 2 と対応している。  

 

①  カテゴリー〈抱えてきた自分〉  

 このカテゴリーは、 ASD 当事者がどのような「自分」を抱えながら生活し

てきたのかを説明している。彼らは、 [自分と繋がりにくい ]面と、 [他者と繋

がりにくい ]面が作用し合って生ずる、 [おぼろげな自分 ]を抱えつつ生活して

きた。  

 サブカテゴリー [自分と繋がりにくい ]には、『自分の “感じ ”を自覚しづらい』

ことで『伝わる様に言葉にできず苦しい』との思いを抱いていく動きがある。  

 『自分の “感じ ”を自覚しづらい』の具体例には、次の語りが含まれる。「…こ

れが嬉しいのか悲しいのか怒りなのか、何なのか、その詳細がわかりづらいと

いうことがあったりして。…私やっぱり悲しいっていう気持ちを自覚するのが

苦手で…(H)」。この例から、その時々の「自分」の気持ちや状態を、タイムリ

ーに自覚することが難しい様子がわかる。  

そして、『自分の “感じ ”を自覚しづらい』の具体例には、他に、「喋りたいん

だとは思う。でもそれがうまく言葉に表現する、適切に自分の感情とかを表す

言葉が、うまく見つからなかったりとかで、それでやっぱり、しゃべりたいん

だけど、ああなんか言えなかったとか、後から思ったりとか、すごいあるんで

すよね。 (C)」という語りがある。この語りが示す様に、彼らは、「自分」の気

持ちへの自覚の遅れと、他者に伝わる言葉にして表現する難しさ、という、二

重の苦しさの中を生活していることが示された。  

 サブカテゴリー [他者と繋がりにくい ]の動きには、二つの道筋がある。一つ

は、『他者と体験の仕方が違う』ことで『他者と言葉のイメージを共有しづら
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い』という動きである。そして、そのために『他者と分かち合う関係になりに

くい』という道筋である。二つ目は、『他者が醸し出すものを捉えにくい』た

めに『他者と分かち合う関係になりにくい』という道筋である。  

『他者と体験の仕方が違う』の一例として、 I さんには、他者と体験の仕方

に違いがあるために、『他者と言葉のイメージを共有しづらい』のだという。

「体験による思考なので、ほとんどが。つまり相手と自分の体験の誤差が大き

い程言葉が伝わりづらくなる…(I)」との語りがある。  

また、『他者が醸し出すものを捉えにくい』の一例として、G さんは、「難し

い。感じ取れない。感情もわからない。自分の感情も相手の感情もわからない。

わからないし、わかってくれと言われるのも不安。(G)」と語った。他者が醸し

出す雰囲気から、その気持ちを察することに困難を抱える様子がわかる。そし

て「周りの人が当たり前の様に、言葉で自分を表現し、互いの心を共有出来る

のが不思議で少し悲しい。(E)」、「どんなに人としゃべっていても寂しい感じ。

(G)」と、『他者と分かち合う関係になりにくい』ことに苦悩する様子を語った。  

 サブカテゴリー [おぼろげな自分 ]は、『他者が侵蝕してくる』、『自分の姿が見

えてこない』という概念からなる。  

『他者が侵蝕してくる』とは、主張ができないことで他者が「自分」を侵蝕

してくる不安感である。例えば H さんは、「話しててあんまり自分の意見を言

わなくなっちゃうから、その人を丸のみしちゃって、その人になっちゃうから。

(H)」と語る。  

また、『自分の姿が見えてこない』は、他者と共にある中で「自分」がどの

ような存在なのかがわからない不安感を表わしている。例えば G さんは、「誰

にも影響を受けないし、誰にも影響を与えないとしか感じていないので…自分

がそこにいても疎外感を感じているし、向こうが自分をどう考えているかって

いうのはわからないわけだから、そこで自分が何か言ったところで、何か変わ

るとかっていうのも感じたことがない。 (G)」と語る。  

 『周囲を生々しく感受する』という概念は、どのサブカテゴリーにも属さず

に独立している。D さんは、「説明が難しいんですけど、話していてその人の

気分がブーンと感じてしまって。口で言っていることと矛盾があったりするわ

けですよ。でもその後ろにあるものをすごい感じる。言葉は言葉でしかなくて。

でもその人が思ってることは違うよねっていうのを、ブワッと受け取るんです

ね。…にじみ出てくるようなこう、憎々しさとか、そういうエネルギーという
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か…負と言われるような感情。憎んでる感情やよわよわしい人。頑張ってるけ

どすごく弱いの無理しちゃってないかなって人だと不安になりますし …(D)」

と語った。また、A さんは、「やっぱり引きづられちゃうんでしょうかね。し

ゃべった人のカラーみたいなものに。多くなればなるほどこう雑多な色になっ

ちゃって影響を受けすぎちゃうっていうのか…喋ってない何か、まとっている

ものとか含めて、目付きだったり、声のトーンだったり、いろんなものがワー

ッてくるんですよ。…特に強い人は刺さるみたいに感じるし、そうすると弱い

人のは微弱になっていって …ついていけなくなったりとか …本当に意見言い

なさいって言われても出でこないんですよ。 (A)」と語った。  

この、『周囲を生々しく感受する』という概念は、これまで示してきた様々

な概念に影響している。D さんが「説明が難しい」、「ブワッと受け取る」と言

い、A さんが「引きづられちゃう」、「影響を受けすぎちゃう」と表現する様に、

外界から溢れんばかりの情報を感受することで、内界からの『自分の “感じ ”を

自覚しづらい』。また、本人にとり、言葉にし難い感覚であるため、『伝わる様

に言葉にできず苦しい』ことに影響する。さらに、その特徴は『他者と体験の

仕方が違う』ことや、『他者と言葉のイメージを共有しづらい』ことにも影響

する。しかし、『他者が醸し出すものが捉えにくい』こととは対立した関係と

いえる。具体例では、口で言っていることの「その後ろにあるもの (D)」、「喋

ってない何か、まとっているものとか含めて (A)」を受け取るとある。彼らは、

他者が意図的に表出するものではないものを、生々しく感受しているようだ。 

 一方で A さんは、「自然の中にいたりすると、一体感を自分はこう勝手に感

じてしまうとか。…風に吹かれているとか…海の波を受けているとかっていう

ときは、全部肯定されているって感じるんで。やー生きてて良かったって …(A)」

と、自然と「自分」との間に垣根がないような、瑞々しい印象を感受する側面

も語った。このことを A さんは、「それがもし全部切られた状態に生きてたら、

すんごい辛いと思います。 (A)」と語り、「自分」の大切な特徴と位置づけてい

ることか示された。  

 

②  カテゴリー〈苦悶のサイクル〉  

 このカテゴリーには、ASD 当事者が  [おぼろげな自分 ]を抱えながらも、

『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』ことで、 [どうにか生きていく手立て ]を

取ろうとする動きが表れている。しかし、その努力がかえって『 “できなさ ”
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の中に自分を垣間見る』苦しさを再燃させてしまう。  

 『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』には、次の語りが示すように、他者

との関係の中で、 “できなさ ”を感じるという語りが含まれる。「中学校に入る

と自分は本当に変なんじゃないかと。…一気に外からの反応もあったので。

…おまえ空気読めねえな、今この話してるのにって担任に言われたりとか。

…自分はおかしい。やばいと思いましたね。なんか変なふうに生まれてきた

んじゃなかろうかと…もしかしたら知恵遅れの類なんじゃないかと思う位怖

くなりましたね。…いわゆるキチガイっていう存在、おかしくて悪い人間な

んじゃないだろうかと…(F)」という具体例が示された。  

また、『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』には、他者との関係の中だけで

はなく、「自分」の中で “できなさ ”を感じるという語りもあった。例えば、

「先延ばし先延ばしして、何も考えなくて、途中で手をつけてもすぐに放り

出すような、その、怠け者の自分の人柄っていうのが嫌いだったんで。

(D)」、また、「こっちに集中すると、こっちに集中できなくなってって…デー

ター消しちゃうとか…周りの社員の人と違うなって。 (C)」という語りがあ

る。 [おぼろげな自分 ]を抱える中、他者との摩擦、あるいは、他者と比較し

て「自分」ができないと感じることや、求められることにうまく反応できて

いない「自分」を感じる等の出来事を通し、「自分」を認識していく姿が示さ

れた。  

 サブカテゴリー [どうにか生きていく手立て ]は、『自分を隠蔽し “普通 ”を装

おうとする』と、『 “わからない ”事態は悪く見積もる』という概念からなる。  

例えば、 J さんからは、自分を隠蔽し優等生を演ずることで [どうにか生き

ていく手立て ]を講ずるものの、自分を表現できない、 “できなさ ”を感じ続け

る、というサイクルが語られた。「高校 3 年生位までは、自分を演じている方

がずっと強かったです。…そうしないと生きていけないって感じですね。

…(優等生を演じることで )模範の J くんなんだけど、そんな自分が誇らしい

とかとは全然思いませんでしたね…自己評価も限りなく低いですね。…やっ

ぱり自分を表現できないっていうのがずっとネックでしたね…ダメな自分っ

て感じでしたね。 (J)」と語る。  

さらに、 F さんは、他者と「自分」との関係が見えず、『 “わからない ”事態

は悪く見積もる』ことで、失敗を予防しようとするが、そうした手立てが、

かえって自分を苦しめる循環を作り出してしまうというサイクルを語った。
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「わざわざ誰も気づいていないのに謝ってもうぜえなと思われるかもとか、

ビクビクしているうちにしゃべれなくなったりしてって。 (F)」と語る。  

 この〈苦悶のサイクル〉では、生き延びるために、 “普通 ”になる努力が続

けられていく。例えば、「自分の頑張りはどの辺でいいのかというのが、全然

判断つかなかったんですよね。…頑張れば普通になるんじゃないかなって

…(A)」という語りがある。また、「今の、元々の自分のままでは社会的には

生きていけないから、世の中で普通には生きていけないから、普通の人間め

ざそうって…(D)」との具体例がある。そして、「それしか世界があることが

分からなかったので、それから外れたら自分はもしかしたら生きていけない

かもしれないという…恐さでした。 (I)」という語りが示された。 “普通 ”の生

き方を目指す努力をやめてしまえば、生きていく術を失うのではないか、と

の恐れの中で、必死で苦しさに耐える姿が浮かび上がった。  

 

③  カテゴリー〈身体への態度〉  

 このカテゴリーは、『身体の訴えをきき流す』と『身体の訴えをきき入れ

る』という、対立する二つの概念から構成される。『身体の訴えをきき流す』

ことで、前述の〈苦悶のサイクル〉を巡り、『身体の訴えをきき入れる』こと

で〈調整のサイクル〉に転じていく様相を説明している。  

H さんからは、体調の悪さや疲労感という身体からの訴えはありつつも、

それをきき流すことで〈苦悶のサイクル〉を巡り続けていく様子が語られ

た。「基本的には人と接するのは苦手だし、集団が苦手なのに、どんどん人の

中に入っていきたいって、ワーッてこうなっちゃって。だけど自分はもれな

く疲れていて。だけどその疲れを自覚できないような状態で。気づいた時に

は摂食障害になっていたという状態で。 (H)」と語る。  

 こうした巡りの中で、『身体の訴えをきき入れる』体験が、この〈苦悶のサ

イクル〉を離脱する契機となっている。  

例えば H さんは、限界ギリギリでようやく身体の訴えをきき入れた体験を

語った。「死ななきゃ止まれなかったですよね。だから自分の身体から出てき

たもう死ぬよっていうサインが摂食障害で。死ぬか、そこで止まれるかって

いう、ギリギリの所でまあ私は死なずに止まれたっていうことだと思います

けど。 (H)」と語る。  

また、 J さんは、他者からの助言によって、自らの身体の状態を省みるこ
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とになったという。「誰にも相談ができなくて、一人で抱え込んじゃって、う

つみたいな感じになっちゃって、みかねた上司からしばらく休みなさいって

ことになっちゃった。〈うつはどんな形で出たんですか？〉身体に出てたと思

いますね。眠れないタイプですね。 (J)」と語る。  

そして、C さんからは、死のうとしていた「自分」が、生きようとする身

体の訴えをきき入れた、という体験が語られた。「病院の ICU に何日か。目

が覚めなかったのかな。目が覚めたら人工呼吸器つけてしゃべれないし、管

がいっぱいついてるし (笑 )ああ、生きてるって (笑 )…もう大量服薬は死ねない

んだなって。 (C)」。  

この様に、身体からの訴えの内容は様々であり、また、きき入れ方も多様

である。しかし、いずれも当人の身体からの強い訴えが、プロセスを動かす

要因となっていた。  

 

④  カテゴリー〈調整のサイクル〉  

 このカテゴリーは、『身体の訴えをきき入れる』ことによって、〈苦悶のサ

イクル〉から離脱し、他者との関わりの中で、「自分」を尋ね出すプロセスが

巡る様相を説明している。『診断名が自分を説明してくれる』安堵感が [他者

と向き合う ]ことや、 [自分と向き合う ]ことを支える一方で、『診断名では自分

を語りきれない』満たされなさも、同時に抱えていく。  

 『診断名が自分を説明してくれる』には、診断名を与えられる出来事が、う

まくいかなかったこれまでの「自分」や、「自分」が何者なのかわからない不

安への説明となり、安堵をもたらす、という語りが含まれる。  

例えば J さんは、「これなんだと、うまくいかなかったのはこれなんだ、と

答えが出た感じでした。 (J)」と語り、D さんは、「なんだ私だけじゃなくて、

少数のグループでいるんだって、その中の 1 パターンなんだってわかったらす

ごく安心したんですよね。 (D)」と語った。  

また、他者に「自分」を理解してもらうために、障害者手帳が助けになると

いう語りがあった。例えば C さんは、「完全一致じゃないんだけど、うん…や

っぱりそういう風 (障害がある様 )に、一見すると見られないから。まあ見られ

ない様に生きてきたけど。見られないからこそ困る。理解されるわけないから。

それを理解してもらうのに、それ (療育手帳 )があると助かるっていう。(C)」と

語った。この語りには、「完全一致じゃないんだけど」と、療育手帳で「自分」
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を全て語りきることはできない、との思いが同時に表現され、『診断名が自分

を説明してくれる』と、『診断名では自分を語りきれない』という思いが並び

立っていることを示している。  

また、A さんからは、『診断名では自分を語りきれない』と思いつつも、社

会で生きていく上で助けになることを理解する等、思いを巡らす様子が語られ

た。「私こういう者ですと言えちゃう物なんだって、これ (精神保健福祉手帳 )が。

それが私を語るのかと思うと複雑な気分。でもこれによって自分が何かそれこ

そ健やかに生きる手助けになるのかなって思うと、まあいいかぁって。まあい

いかぁって思ったから取ったんですけど…(A)」と語った。  

 サブカテゴリー [他者と向き合う ]は、『他者に存在を受け止められる』、『似た

体験の他者と分かち合う』、『似た体験の他者が鏡になる』から成る。  

I さんは、診断された当時を以下の様に語る。「診断名とかがついた時に、本

を読んだんですが、ここに自分は居ないと思いました。俺のことが書かれてる

のではなくて、定型化されている。(I)」と、I さんは、『診断名では自分を語り

きれない』と感じていた。しかし、「一緒に頑張りましょうねとか、こういう

可能性ありますよとか。…KDr が居て僕が居てということだと、何か戦略がち

ょっと違ったりとか、気持ちが違ったりとかしましたね。…何か確実に違いま

した。(I)」と、他者が「自分」に向けて、一緒に取り組もうと言ってくれるこ

とが、前向きな力を生んでいた。  

また、H さんは、思いや考えを分かち合える他者との出会いが、「自分」を

変化させるきっかけとなったという。「人ごみに行くとさ、音とかでパニック

になっちゃうよねとか…こういう素材苦手だよねとか、対人関係でこういうこ

とわかんなくなるよねとか、こういう言葉ってわかんないよねとか…本当に理

屈じゃない部分のそうそう！みたいな。 (H)」と語った。  

さらに、B さんと J さんは、似た体験を持つ他者の言動によって、「自分」

の姿が照らし返され、「自分」を振り返るきっかけとなったという。B さんは、

「当事者会とかに出ると、なるほど、この態度では就職は無理だ、というのが

もう見えてくるんですよね。 (B)」と語った。 J さんは、「僕も彼みたいな時期

はあったと思います。…悪気はないんですよ。僕も一緒に活動してる仲間に不

愉快な思いをさせたことがあったので…(J)」と語った。  

 サブカテゴリー [自分と向き合う ]は、『知識との対話から自分を捉える』、『書

き留めて自分を捉える』、『自分の中の他者を捉え直す』から成る。  
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I さんは、静的な知識を取り入れながら、「自分」を捉えようとしている。「人

は変化するんですけど、本は記録なので…だから固定されたその人を何回も反

芻することができるので、考え方変わっちゃったからって、ならないんですよ

ね。…そういう記録物とかだと考えを整理しやすい。…触れやすいって言った

らいいんですかね。 (I)」と語る。  

また、H さんは、書いて文字にして見る作業によって、「自分」の思いや考

えを整理して生活しようとしている。「診断を受けて来年で３年なんですけど、

それ以来ノートを作っていて。混乱しやすいし、頭を整理するのってすごく苦

手なので…読み返してわかることもあるし、書きながら気づいていく。…混乱

を防ぐ自分の、なんだろう、一つの守る方法なのかもしれない。(H)」という。  

そして、『自分の中の他者を捉え直す』内的な作業を経る中、周囲の人への

これまでの理解が改められていく。例えば、D さんは、「その時その時、周り

の人間もだれも悪気もなく、結果としてそうなってしまって、みんな一生懸命

生きてたんだよなって。学校でいじめる子がいたとしても、その子も一生懸命

生きるためにそういう反応になっていたんだよなっていうことであったり。ま

あ、子ども (自分 )に手を掛けられなかった両親にしても、好きでそうだったわ

けじゃないんだよなって。 (D)」と語っている。  

 こうして、[他者と向き合う ]また、[自分と向き合う ]作業を積み重ねながら、

「自分」を尋ねる〈調整のサイクル〉は巡っていく。その巡りの中で、「グル

ープワークで話してて、あるときふっと気づいたんですけど、 AS(アスペルガ

ー障害 )の自分って思い過ぎてたと。…診断から 2 年位経って…自分が上じゃ

んて。自分があって AS があることに気づいて。そっから結構 AS 観としては

楽になりましたね。それ AS 関係ないじゃんとか。この症状は AS じゃなくて

もあるって…(F)」との語りが示された。  

診断名によって自分を語り、また語り尽くした所で、改めて「自分」が主体

なのだと思い至っている。  

 

⑤  カテゴリー〈人の中で生きられる自分の形を探す〉  

彼らは、〈調整のサイクル〉を巡る循環から、『障害の枠組みに安住しな

い』との思いを抱き始める。そして、〈抱えてきた自分〉をもう一度抱え直す

ことが、受容と諦めと決心とをないまぜにした『自分を抱え直して生きよ

う』とする姿勢に表れる。また、『人の中で生きよう』とする姿勢にも表れて



51 

 

くる。  

 『障害の枠組みに安住しない』の具体例を三つあげる。H さんは、「よくわ

からなかったからこそやっちゃってたことが、発達障害だからそうなってる

ってことがわかったら、それを言い訳にはもうできないって、私思って。原

因がわかったから、そこに甘んじないで頑張らなきゃって思ったんですよ

ね。それが診断を受けたことの責任だと思って。 (H)」と語る。  

B さんは、「障害者だから仕方がないやって考えに陥る人たちがいて。う

ん、やっぱりそれは嫌だぞっていうのはあるのかな。デイケアなり就労支援

なり施設の中にいるとね、これ自分が人間扱いされてないなって、そういう

風に思う瞬間が何度かあって。ま、障害なんだから仕方ないよねって、他か

ら言われる分には仕方ないけど、自分がそういう風に思っちゃったら、もう

絶対にここから抜け出す様に自分の考えを修正するっていうのはもう不可能

な段階なんだろうな、というところで。まあ、せいぜい人から言われている

程度の範囲で踏みとどまって…(B)」と語る。  

そして G さんは、「全部受け入れてしまえば楽ですそれは。楽だけども、

それは自分は、あのー普通にやっていく手段を否定したものと考えるから。

自分としてはできるところから、あのー普通に振る舞っていながらも、自分

は AS だということを認められるバランスのとれた範囲を探してる。 (G)」と

語った。これらの語りは、障害の枠組みの中に安住し、「自分」として生きて

いける可能性を自ら狭めてしまいたくはない、との思いが育まれていくこと

を示している。  

 こうして、「自分」として生きていくことを模索する中で、『自分を抱え直

して生きよう』との思いが生じてくる。例えば A さんは、「いい子じゃない

自分というか、適応できない、規格に合わない自分、集団に馴染めない部分

と、自分で自分が好きという部分が一緒だと思うんで、なんとかそれを分離

させないというのかな。自分の中であんまり矛盾をつくらない様にという

か、そういう生き方を模索していけたらなあって、今の段階では思っていま

す。 (A)」と話す。A さんは、抱えてきた「自分」の特徴に扱いが難しい側面

があることをよく理解している。しかし、その特徴が好きだという思いも同

時に持つことができる様になっている。そうした「自分」をもう一度抱え直

すやり方を模索している。  

また C さんは、「普通になって、普通の感覚で思いっきり普通らしいこと
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をやってみたい。普通じゃない状態で普通っぽいことやったら、やっぱり無

理あってできなかったから。普通で、普通に悩んだりとか、楽しんだりとか

っていう人生を歩んでみたかった。だから、うらやましい。うん。でもこう

やって生まれてきたことにも意味があるのかもしれないし、みんなにはでき

ない経験をしてるのかもしれないし、まあまあ。比べてもしょうがないし。

いいやと思って。みんなみたいにならなくても。我が道を行くで。こんな自

分をおもしろいって言ってくれる人もいるし、いいかなって。 (C)」と語る。

C さんは、 “普通 ”をうらやむ気持ちを赤裸々に語りながらも、「みんなにはで

きない経験をしている」、「比べてもしょうがいない」、「こんな自分をおもし

ろいと言ってくれる人もいる」と「自分」に言い聞かせる様にしながら、「我

が道」を探している。  

そして D さんは、「一人になる時間が大事ですね。多分人と一緒にいるの

も楽しかったりするんですけど、疲れるので。好きだからと言って出来るこ

とと出来ないことがあって。私は制限しなきゃいけないんだなあ。積極的に

制限しつつなんだろうっていう風に。 (D)」と語る。D さんには、人といると

楽しいけれど「疲れる」特徴がある。そのため、好きなことでも制限しなが

らやっていく必要があると語る。疲れの自覚という、『身体の訴えをきき入れ

る』態度を通し、「自分」の生活を調整しようとする語りである。ここから、

『自分を抱え直して生きよう』とする姿勢と、〈身体への態度〉が連関してい

ることがわかる。  

 「自分」として生きていくことを模索する中で、もう一つ浮かび上がった

概念が、『人の中で生きよう』である。例えば G さんからは、他者と生きよ

うとする努力が語られた。「最低でもコミュニケーション能力は、最低でも人

間として持っていなくてはならないから…コミュニケーションとるために

は、自分が喋って、相手が、喋ったことに対して反応を返してくれるってい

う環境を、もうできるだけ多く作ることが大事だと思っているんですけど。

(G)」という語りであった。  

また、 F さんは、「自分」が苦しくならずに他者と生きられる様、距離の取

り方を工夫しているという。「人と距離を縮めない様にしています。私の領域

にはよっぽど大丈夫な人しか入れない。 (F)」と語る。  

そして、 J さんからは、「自分」の特徴を隠さずに他者に伝えることで、

『人の中で生きよう』とする姿が語られた。「職場に障害をオープンにするか
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クローズにするかという選択肢があるんですけど、僕はもうオープンでいこ

うと最初から決めていたんですよ…生きるためにって感じですね。 (J)」と語

った。  

この様に、人の中でいかにして生きるかは多様な内容を含むが、「自分」と

して生きていく形をそれぞれが探していることが示された。  

 こうした、『人の中で生きよう』とする試みの中で、「なんかみんなわかっ

てる風だし。こん中で私わかってないって。やっぱり理解力とか、聞き取り

がうまくできないなって思って。そっからダメだってまた始まって…(C)」

と、ひと度他者との比較の中で「自分」を捉え始めると、再び『 “できなさ ”

の中に自分を垣間見る』こととなり、〈苦悶のサイクル〉の中に滑り込んでい

ってしまうとする語りも示された。  

また、D さんからは、「フラットに生活するのが難しい時があって。うつか

ら復活するような薬って、何か検討してもらえませんかって (主治医に )言っ

た時に、それは頑張り続けることをどんどん進めることになって危険じゃな

いかなって…それは納得だったんですけどね。改めて普通に憧れていたこと

に気がついて、長い間普通を目指して生きてきたんで、できることなら普通

になりたいんですよね。 (D)」との語りがあった。身体の訴えをきき流そうと

した所を、『身体の訴えをきき入れる』よう他者から忠告され、納得しつつ

も、「できるなら普通になりたい」との思いを断ち切れないでいるという語り

である。  

 この様に、自らの身体に尋ね、診断名に尋ね、他者に尋ねながら、成人後

に ASD と診断された人が「自分」を尋ね出していくプロセスは続いていた。  

 

（ 4）分析の結果図  

M-GTA では、分析の結果得られた概念やカテゴリーが、他とどのような影

響関係を持っているのか、関係図にまとめながら作業を進めていく。(2)で述べ

た概念やカテゴリーの関係や意味、そして (3)で述べたプロセスの動きの様相

は、最終的に全て、図 1 の結果図に凝集して示されている。   

 白い矢印は作用の方向を表し、黒い矢印は変化の方向を表している。成人後

に ASD と診断された人が「自分」を尋ね出していくプロセスは、黒い矢印の

向きに沿って変化していく。そして、行きつ戻りつしながらプロセスが続いて

いく様相が示されている。  
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４  考察  ASD の成人当事者が抱える「自分」とは  

 

（ 1）〈抱えてきた自分〉  

①『周囲を生々しく感受する』ことと [自分と繋がりにくい ]こと  

 本研究で生成された『周囲を生々しく感受する』という概念は、小林 (1999)

が ASD 当事者の内的世界を理解する上で重視する、原初的知覚様態の継続と

いう特徴と重なる。生々しい知覚が意識全体を満たし、押し寄せてくるために、

『自分の “感じ ”を自覚しづらい』状態になるのではないか。また、他者との関

係の中で意味づけられ、そして、共有されてこなかった体験や情動は、概念化

や言語化がなされないままとなり、『伝わる様に言葉にできず苦しい』との体

験を生じさせているのではないか。他者に伝わる言葉を獲得できないからこそ、

『自分の “感じ ”を自覚しづらい』といった理解もできるかもしれない。この様

に、『周囲を生々しく感受する』という、原初的知覚様態の継続は、ASD 当事

者の [自分と繋がりにくい ]特徴に影響を及ぼすものと理解できる。  

 

②『周囲を生々しく感受する』ことと [他者と繋がりにくい ]こと  

ASD 当事者が『周囲を生々しく感受する』鋭い感受性を持つ一方で、  

『他者が醸し出すものを捉えにくい』という鈍さを持つ矛盾を、どう理解でき

るだろう。この矛盾は、かつて Asperger(1944)も、対象の子どもが持つ、他者

とのやりとりの困難さと、独特の明察性、という不思議な共存について取り上

げていた。他者が表面上の態度を変えたとしても、「自分に好意をもつ人とそ

うでない人をよく見分け、自身がえらく変わっているのに他の子どもの異常に

は繊細な感受性をもつ、超過敏ですらある」 (Asperger,1944)と述べている。  

本研究で導出された、ASD 当事者の『周囲を生々しく感受する』という知覚  

は、強いが未分化で、文脈を持たない細切れの知覚と考えられる。一方、他者

とのやりとりの中で、醸し出される雰囲気を察することとは、文脈が織りなす

世界への参入を示している。こうした、原初的知覚様態の継続による未分化な

鋭さと、文脈把握の鈍さ、といったアンバランスは、Asperger(1944)が指摘し

た、他者とのやりとりの困難さと、独特の明察性、の共存の内実であると理解

できる。そして、そのことが、当事者自身を内的に混乱させ、他者との繋がり

が感じられない孤独を感じさせる事態を招いていると推察する。  

 H さんは、他者との間に、目に見えない膜があるようだと語る。「世界に馴
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染めない感じ。…自分一人がカプセルの中に入って、シャボン玉みたいな中に

入ってふわふわしていて、人とか何かの環境との間に一つ膜があって …(H)」。

I さんは、寂しい心情を語る。「 (みんなの中に )自分から入ることは難しいし、

相手も俺を引き上げることも多分難しいので、そういう寂しさはあるかもしれ

ないです。（みんなという感覚が）あるのは分かってるのに、すごく触れづら

い…(I)」。こうした語りは、ASD の人はコミュニケーションに障害がある、と

の一方的かつ客観的な見方だけでなく、寂しさや閉塞感を感じる、彼らの内的

な体験にも十分目を向けていくことの必要性を訴えている。  

 

④  [おぼろげな自分 ]を〈抱えてきた自分〉  

 分析の結果、ASD 当事者は [自分と繋がりにくい ]面と [他者と繋がりにくい ]

面を持ち、これら二つが影響し合い、 [おぼろげな自分 ]を抱えてきたことが示

された。 [おぼろげな自分 ]は、『他者が侵蝕してくる』ことと、『自分の姿が見

えてこない』ことから構成される。このことは、佐藤・櫻井 (2010)が明らかに

した、境界と統合の弱い自己感を持つという特徴と重なる。 ASD 当事者はど

のような経緯で、こうした「自分」を抱える様になるのか。  

 「誰にも影響を受けないし、誰にも影響を与えない…向こうが自分をどう考

えているかっていうのはわからないわけだから、そこで自分が何か言ったとこ

ろで何か変わるとかっていうのも感じたことがない。 (G)」、「人と話していて

自分がどう思われているのか、そういう部分で自分が安心することができない

ので。(G)」。これは『自分の姿が見えてこない』という概念に含まれる G さん

の語りである。G さんの不安感は、生身の他者とのやりとりである「自他二重

性」(浜田 ,1992)の体験が積み重ねられないことで、「内なる他者」(Wallon,1956)

との対話が成立しにくいことによると理解できる。また、この『自分の姿が見

えてこない』という概念は、Lee＆Hobson(1998)が示した、ASD 群は対人関係

面での自己理解が、相対的に乏しいとする考察に対し、その内実を理解する手

がかりを提供できるだろう。  

 さらに、彼らは『他者が侵蝕してくる』不安感や不快感に覆われることがあ

る。H さんは「人と会った時に自分の意見が言えないとか、意思が無くなる

…(H)」と語り、C さんは「伝えられないから、言いなりになっていい様に使わ

れる…(C)」と表現する。このことは、能動－受動のやりとり (浜田，1992)がう

まくいかず、もっぱら受動に傾きながらも、なんとか他者と関わっていこうと
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する姿と捉えられる。佐藤・櫻井 (2010)が示した様に、ASD 当事者が対人関係

の中で、自己を喪失する危機に陥っていく様相が理解できる。  

  

（ 2）〈苦悶のサイクル〉  

 分析の結果、ASD 当事者は『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』苦しさを持

つことが示された。その苦しさの中で、『自分を隠蔽し “普通 ”を装おうとする』

ことや、『 “わからない ”事態は悪く見積もる』ことから、 [どうにか生きていく

手立て ]を講ずる。しかし、その努力がかえって『 “できなさ ”の中に自分を垣間

見る』苦しさを再燃させるサイクルを持つ。また、そこから容易に抜け出すこ

とができない。このサイクルは、亀井ら (2011)の結果とも一致する。  

 滝吉・田中 (2011)が指摘した、ASD 群が相互的な対人性の中で自己を否定的

に理解するとする特徴は、『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』姿と重なる。浜

田 (1992)によると、羞恥という感情は、「自分」の内だけで生じるものではな

く、常に他者の存在、他者のまなざしを前提にしているとする。できない「自

分」を恥じる「自分」がいるのは、できないことを恥ずかしいとする価値観を

他者との生活の中で共同観念として醸成し、「自分」の中に取り込んでいるか

らだと考えられる。そのため『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』「自分」がい

るのは、「自我二重性」(浜田 ,1992)の兆しと捉えられる。しかし、彼らは “でき

なさ ”を感じる出来事を、他者との共同世界の中で文脈も含めて共感的に了解

するという経緯を持ちにくい。そのため、失敗や他者からの批判は不安や恐怖

として彼らを覆ってしまう。そして、その不安や恐怖は脅迫的に迫りくる恐ろ

しさから、そうならなければならぬという強迫へと変化し、できない「自分」、

ダメな「自分」を生み出すことになるのではないか。言い換えれば、「内なる

他者」 (Wallon,1956)との対話が表面的で硬直している状態と考えられる。こ

の硬直した対話は『自分を隠蔽し “普通 ”を装おうとする』強迫的な努力へと結

びついていく。普通とは、「ひろく一般に通ずること」（広辞苑）を意味する。

つまり他者とのやりとりの中で見出された、程よい程度ということである。し

かし、彼らのいう “普通 ”とは、「自分」独自の経験に閉ざされた “普通 ”なのでは

ないか。こうした意味付けは、『 “わからない ”事態は悪く見積もる』、彼らなり

の手立てにも通じている。野村・別府 (2005)が指摘した様に、年齢に伴い、ASD

当事者も自己を定義する際に、他者を視野に入れる様になると考えられる。し

かし、その定義が硬直化し強迫に傾きやすい傾向があることを、周囲の人も知
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ってサポートする必要があるだろう。  

 

（ 3）〈身体への態度〉  

 『身体の訴えをきき流す』ことで巡り続ける〈苦悶のサイクル〉は、『身体

の訴えをきき入れる』または、きき入れざるを得ない所まで本人を追い込んで

いく。本研究で導出された “身体の訴え ”とは、Wallon(1934)のいう情動と捉え

ることはできないか。Wallon(1934)によれば、「個体同士の間で関係をもつこ

と」のために、人間には情動が発動する機構が備わっているとする。個人の身

体内で起こる情動は、呼吸や循環を早くさせて息切れや失神をもたらしたり、

運動器官に痙攣や脱力を生じさせたりする。そのため、情動の発動は、外界に

適応するための本能的な活動をするのに「有利と思われるものは少しもなさそ

うである」と述べられる。だが、この一見生体にとって邪魔なものとも思われ

る情動は、他者を巻き込む圧倒的な力を持ち、「他人の心を通じて何かをしよ

うとする行為」であるとされる。  

“身体の訴え ”を、他者と関係を持ち、自らの社会生活を展開させるために現

れ出てくるもの、と捉えてみる。すると、『身体の訴えをきき流す』態度とは、

身体に根ざした「自分」をねじ伏せ、他者との関わりを遮断する態度を選択し

ていることになる。例えば、「学校にはいかなくてはいけないもんだという…

どんなに体調悪くても休まないというのがあって。 (A)」と、体調の悪さとし

て現れた情動は、強迫的な認知で抑え込まれている。また、「…イライラした

りすると、(自分に )食べ物与えないということをたまにやって。(H)」、「…また

職場にいかなくてはいけないと思うのが嫌で、酒を飲むんですよ。(J)」と、情

動は、拒食やアルコール依存といった身体への強硬手段によって、ねじ伏せら

れたり、一時的にもみ消されたりする。『身体の訴えをきき流す』とは、すな

わち、身体に根ざした「自分」という存在を、もみ消すような態度と捉えられ

る。  

 一方、『身体の訴えをきき入れる』とはいかなる体験なのか。 I さんは、「親

とそん時に凄い口論になったりして…あまりに喧嘩が多すぎて。だから、ちょ

っと他の人の助けいるよねって。…かなり行き詰まっていたと思いますよ。(I)」

と語っている。自身の情動の噴出という事態を目の当たりにし、それを制御す

る必要に迫られ、他者からの援助の必要性を自覚し、医療機関等の社会資源を

たぐり寄せている。また、J さんの場合は、「誰にも相談ができなくて、一人で



59 

 

抱え込んじゃって、うつみたいな感じになっちゃって、みかねた上司からしば

らく休みなさいってことになっちゃった…(J)」と、他者からの助言によって自

らの身体の状態を省みる事となっている。  

 抑え込まれ、ねじ伏せられてきた情動は、やがて生体としての機能を乱して

いく。そして、他者に「自分」を開かざるを得ない状況を作り出し、その役割

を果たしているかのようである。本人にとって、『身体の訴えをきき入れる』

転機とは、不本意なものとして訪れるのかもしれない。しかし、その転機は新

たなサイクルを巡るスイッチの役割を果たしていると考えられる。  

 

（ 4）〈調整のサイクル〉  

 分析の結果、『診断名が自分を説明してくれる』安堵感が、[他者と向き合う ]

ことや、[自分と向き合う ]ことを支える一方で、『診断名では自分を語りきれな

い』満たされなさも同時に抱えていくプロセスが導出された。この結果は、間

宮・俵谷 (2011)、亀井ら (2011)の見解とほぼ一致する。こうした循環の中で「自

分」に何が起こっているのか。  

 

①  診断されることの意味  

 上述した様に、『身体の訴えをきき入れる』ことがスイッチとなり、彼らは

「自分」を他者に開き、医療機関等の社会資源と結ばれる。やがて、診断告知

を受けたり、障害者手帳を取得したりすることとなる。「自分」に ASD という

診断名が付与される体験とはいかなる体験なのか。  

 結論から言えば、それは内界に外界から、束ねられた「内なる他者」(Wallon,  

1956)を付与される体験といえるのではないか。これまでの考察の通り、ASD

当事者は、 [他者と繋がりにくい ]特徴を持つため、生身の他者とのやりとりが

蓄積されず、心の中の対話の相手が育まれにくい。よって彼らは、『自分の姿

が見えてこない』不安と共に、 [おぼろげな自分 ]を抱えてきたと考えられる。

診断名は、そこに提供され、「自分」の姿を照らし出す役割を果たしていくの

ではないか。H さんの語りでは、「今まで自分て謎だったんですよ。自分てこ

こわかんないなって。でも広汎性発達障害っていうパスワードを自分にプッと

入れた時に、その謎がガラガラガラッと解けた気がしていて。これが私だった、

本当の私に会ったって感じがすごくしたんです。診断を受けたときに。あー初

めましてという、自分に。あなたが私だったのっていう感じがすごくあって。
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(H)」と表現される。また、B さんは、「どういう所を直していけばいいのかな

みたいな、そういう意味で診断を活用する…(B)」と語る。診断名が内なる対話

の相手となり、「自分」の姿を照らし出していく様子が読み取れる。  

 この様に、彼らは束ねられた「内なる他者」 (Wallon, 1956)、すなわち診断

名を外界から付与され、その確固たる存在が「自分」を説明してくれる安堵を

体験する。しかし、あくまでも、その「内なる他者」 (Wallon, 1956)は、自ら

の体験を束ねた存在ではないため、違和感を抱えることになると考えられる。

『診断名では自分を語りきれない』という不満は、体験を束ねる主体としての

「自分」が、診断名を抱き込んで調整を始める、重要な動きを生んでいると考

えられる。  

 

②  他者との出会い  

 次に、『似た体験の他者と分かち合う』、『似た体験の他者が鏡になる』こと

の意味を、小林 (2000)による MIU の実践をもとに考えてみたい。MIU では、

ASD の子どもが浸る、原初的な知覚が豊かに働いている世界と、大人が浸る、

知覚が高度に分化した世界とのギャップを埋める試みがなされる。親の側が感

覚を研ぎ澄まし、身体と情動を共鳴させ、その場にふさわしい言葉を語りかけ

て子どもと関係していく。この母子間の関わり方と、 ASD の当事者同士の関

わり方とを重ね合わせてみる。すると、当事者同士の場合、体験している世界

が近いことが想定されるため、ごく自然な形で身体と情動の共鳴が行われると

考える。「本当に理屈じゃない部分のそうそう！ (H)」を分かち合ったとする語

りや、「自分が言った事と同じ事を相手が言葉を変えて言ってくれてるだけな

のに、すごい救われた感じがしましたね。これで独りで頑張らなくていいんだ

って思いましたね。(I)」との語りがある。身体ごと響き合える他者との出会い

によって孤独感が和らいでいく。そして、仲間と共に、体験に言葉を与えるこ

とによって「自分」を見出していく。そうしたプロセスは、成人期における回

復の手立てとして注目すべきではないか。  

 

③  〈調整のサイクル〉が持つ意味  

 『診断名が自分を説明してくれる』安心感の中で、 [他者と向き合う ]こと、

そして [自分と向き合う ]ことが、当事者にとって重要なプロセスであることを

述べてきた。改めてこのプロセスが持つ意味を考察する。  
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 [他者と向き合う ]プロセスとは、実在の他者との対話的関係を体験し、「自他

二重性」(浜田 ,1992)が展開される過程と考えられる。この体験が積み重なり、

彼らの中に、「内なる他者」(Wallon,1956)が醸成されていく。一方、[自分と向

き合う ]プロセスは、「自分」一人で体験するプロセスである。よってそこには、

「内なる他者」(Wallon,1956)との内的な対話の成立が想定され、「自我二重性」

(浜田 ,1992)の構造が形成されつつあると考える。彼らは、他者と共有の意味世

界を持ちにくいために、 [おぼろげな自分 ]を抱えざるを得ず、〈苦悶のサイク

ル〉を巡るもがきを経て、ようやく守られた環境で、「自分の殻」 (浜田 ,1992)

を形成する時を持つことができた。それがこの〈調整のサイクル〉が示す意味

ではないか。  

 

（ 5）〈人の中で生きられる自分の形を探す〉  

 ASD の成人当事者は、『診断名が自分を説明してくれる』安堵感と、『診断

名では自分を語りきれない』不満感の両方を揺らめく〈調整のサイクル〉を

巡る。そして、次第に診断名と「自分」との間に程良い距離を見出し、〈人の

中で生きられる自分の形を探す〉試みへと向かう。彼らは、〈抱えてきた自

分〉をもう一度抱え直すことで、受容と諦めと決心とをないまぜにした、『自

分を抱え直して生きよう』とする。また、社会に位置づき、『人の中で生きよ

う』と志向する。平野 (2014)による報告は、障害者手帳取得を一つの象徴的

出来事とし、彼らが『人の中で生きよう』とする姿を切り出したものと位置

づけられる。本研究では、『人の中で生きよう』とするゆえに、再び『 “でき

なさ ”の中に自分を垣間見る』こととなり、〈苦悶のサイクル〉に戻っていく

という、繰り返されるプロセスが導出された。これをどの様に理解すること

ができるだろう。  

 鯨岡 (2005)によれば、人間は、私は私という面と、私は私たちの中の一人

という両面性をバランスして生きる存在であるという。また、両側のバラン

スを取ろうとしてはじめて主体となると述べている。そして、このことを根

源的両義性と表現する。本研究で明らかとなった、『自分を抱え直して生きよ

う』としつつ、『人の中で生きよう』ともする彼らの姿は、まさにこの根源的

両義性を生きる姿と理解できよう。しかし、 ASD 当事者にとって、この２つ

のバランスを取って生きることは、容易なことではない。そのことは改めて

語りの中から示しておく必要があるだろう。  
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「わかってないんだけど、わかってるふりして今まで生きてきた」と語る

C さんは、それまでの無理が蓄積し、 20 代でうつを発症する。自殺未遂を繰

り返し、 30 代前半で一般就労が困難となった。 30 代後半になって、広汎性

発達障害の診断と、療育手帳を受け取った。それを転機に、自分の特徴を抱

え直し、もう一度社会参加を実現しようと、福祉サービスの利用を再開し

た。そのサービス利用中は、「わからないことをわからないってちゃんと言お

う」と決めていた。しかし、他の利用者もいる中での活動は、「わからないっ

て言ったら、全然話進まなくなっちゃう」と周囲に気を遣う場面も多々あ

る。だから、程ほどの所でわからなさと折り合うことにしていると話す。し

かし、わからないことが増えたり、周囲と比較したりすることで、折り合う

バランスが崩れ始める。「なんかみんなわかってる風だし。こん中 (利用者の

中 )で私わかってないって。やっぱり理解力とか、聞き取りがうまくできない

なって思って。そっからダメだってまた始まって。」と、再び、 “普通 ”になり

たいとの思いにとらわれ、落ち込みが「勃発」するのだという。  

この様に、彼らは、周囲と比較して「自分」だけができない、 “普通 ”では

ない、と感じるやいなや、私は私という面と、私は私たちの中の一人という

両面性のバランスが、脆くも崩れ去ってしまう。そして、 “普通 ”でありたい

が “普通 ”ではない「自分」を嘆き、『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』サイ

クルへと戻って行ってしまう。  

室橋 (2007)は、 “普通 ”でないのならば “異常 ”とされ、その間に存在する人に

対応し得なくなっている、現代社会の脆さを指摘する。先に例を挙げた様

に、ASD の当事者は、『自分を抱え直して生きよう』としつつ、『人の中で生

きよう』とすることへの難しさと脆さを抱えている。しかし、それは、現代

社会が持つ脆さの露出であるとも理解できる。  

本研究の調査協力者は、 20 代後半から 40 代後半の人たちであり、青年期

から中年期を生きている。彼らの語りにもう一つ特徴的なのは、結婚や子育

てをすることへの断念である。「寂しいけど…結婚とか俺には無理…しょうが

ねーなと。 (I)」、「結婚して、子どもを生んで、ということを私はもう捨てた

から。 (C)」という具体例がある。協力者の中で最年少の 20 代後半の女性、

D さんでさえ、これまでの人生が困難の連続であったため、「もう余生を過し

てる感じ (笑 )…別にこれから希望があるわけでもない。絶望してるわけでもな

いし。家建てるとか、子どものために頑張るとかないし。 (C)」と、語ってい
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た。  

協力者の語りの中に、結婚や子育てを諦めたとする語りが多いのは偶然で

はないだろう。彼らは、「自分」の抱える問題故に、社会の中で生きることが

困難だと考え、また、結婚して子どもを育てることをも諦めている。彼らが

そう考えるのは、  “普通 ”でないのならば “異常 ”であるとする価値観や、その

間を生きる人の居場所を狭めてきた、現代社会のあり様と深く関係してい

る。青年期から中年期を生きる ASD 当事者が「自分」を尋ね出していくプロ

セスを、そうした現代社会のあり様と重ね合わせて見ていくことも必要だろ

う。  

 

（ 6）男女の違いについて  

男女の違いによって、内的な体験に違いが生じてくることは十分予想され

る。研究 1 の協力者 10 名の内、男性は 4 名、女性は 6 名であった。少ない

人数での検討によるため、一般化には限界があるが、男女の違いが想定され

た箇所について、いくつか特徴を述べる。  

 検討の結果、『他者と言葉のイメージを共有しづらい』ことに対する困難感

が、女性よりも男性の方が強く表現されていることを見出した。筆者がイン

タビューに臨んだ際のやりとりが、その特徴を裏付けている。例えば、以下

に示す場面は、G さんが「たたき台」という言葉を用いて、応答する相手の

ことを表現する場面である。「誰かがたたき台になってくれないとそれが出来

ないと思ってるんですよ。〈話題提供をする人がたたき台ということ？〉そう

いうことじゃない。そういう意味でのたたき台ではなくて、自分が言ったこ

とに対してちゃんとあのー、え、それどういうこと？じゃなくて、多分自分

が考えた上ではこういうことなんじゃないの？っていうような、その人にと

っては予想なのかもしれないけども、とりあえずなんかをうーんって悩ん

で、話を止めてしまいたいと思うような場所ではなくて、うーんって悩みな

がらもちゃんとなんか言ってくれそうな人ということ〈何か返してくれそう

な人〉なんだけども、そういう人のことをたたき台と思っているんですけど

…(G)」。G さんが使用する「たたき台」という言葉に、G さん独自の意味や

背景を持たせて語るため、インタビュアーである筆者との間でイメージの共

有が円滑に進まない、というやりとりである。これと同様のやりとりで、イ

ンタビューの進展が鈍るといったことは、男性協力者 4 名中、 3 名で起こ
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り、イメージをすり合わせる作業に時間を要した。他の女性協力者 6 名で

は、そうした場面はほぼ無く、インタビューが進行した。浜田 (1992)は、幼

児が養育者と一つの物を共有する関係を三項関係と呼ぶ。三項関係によって

意味世界を共有し、安心して生きていくための基盤を築くやりとりを重視し

た。そして、ASD の特徴を有する場合、意味づけの共有という、不可視的な

やりとりにつまずきやすいと述べている。特に、知的な遅れを伴わない ASD

当事者の場合、言葉を多く知り、流暢に話す人も少なくない。そのため、意

味づけの共有のつまづきに、本人も周囲も気づかないまま、個別の意味世界

を持つに至るのではないか。だが、成長に伴い、他者との対立や明らかな失

敗に直面し、初めて周囲の人が持つ共通の意味づけや価値観と、「自分」独自

の意味づけや価値観との差異が明確になるという事態に至ると考える。  

研究 1 で導出されたプロセスでは、『他者と言葉のイメージを共有しづら

い』という概念は、『他者と分かち合う関係になりにくい』という概念に作用

している。『他者と分かち合う関係になりにくい』との思いは、男女共に具体

例がある。だが、女性は、そのような思いを抱くと、「怖い (F)」、「悲しい

(D)」等と感じ、心的な傷つきを恐れ、他者との関わりを回避するような態度

を取る人が多かった。だが、男性の中には、はっきりしない関係性に対し、

「仲良くするのか喧嘩するのかはっきりする (B)」と二分し、「自分」なりに

わかる関係に持ち込もうとする人もいた。その結果、「不利な状態での戦いを

強いられているみたいな、そういうような集団的な地位にいつも追いやられ

ているような気はする。 (B)」と、その対処法を取らざるを得ない辛さも同時

に生ずるという。  

この男女の違いは、 [どうにか生きていく手立て ]の違いにも関係している

と考える。つまり、女性では『自分を隠蔽し “普通 ”を装おうとする』語りが

多く、何とか周囲に合わせる態度を取ろうとする。しかし、男性では、『 “わ

からない ”事態は悪く見積る』中で、敵を作ったり、他者を拒絶したりする

等、アグレッシブな態度を取ることが語られていた。ただ、男性 4 名の内、 2

名は就労後にひきこもりの時期を体験したと述べ、 1 名は外出しつつも、大

学を数年休学した期間があった。よって、本研究の男性協力者は、アグレッ

シブな対応を選択した結果、所属する集団から退かざるを得ない状況に追い

やられる傾向があると考えられた。  

ASD は、男児の方が女児よりも多いとする調査結果が出されているが、そ
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の理由は明らかになっていない。女児の方が男児よりも社会的本能が強いた

めに、ASD の特徴がわかりにくいのではないか、と考える研究者もいる

(Wing,1996)。本研究でも、男性と女性の感じ方や対処の違いが見出された。

これを性役割の違いから生じるものと捉えることもできるだろう。しかし、

これ以上の考察には限界がある。続く第 2 章では、女性協力者一名の語りを

取り上げる。A さんの語りを、性別の観点から捉えることで、ASD 当事者の

内的な体験世界の性差に目を向けることができるであろう。  
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第２章  

 

自閉症スペクトラム障害の成人当事者が抱える「自分」  

Ⅱ  固有の姿を捉える視座から  

 

 

 

 

第１節   研究２  一女性が語るライフストーリーの検討  

 

 

１  問題と目的  

 

 研究 1 では、ASD の特徴を持つことが、当人の生活体験にいかに反映され

るのかについて、理解の拠り所となる知識が必要と考えた。そこで、複数の人

が持つ固有の語りの中に、一定程度、共有できる骨格を見出すことを試みた。 

 研究 2 では、研究 1 で得られた骨格を肉づけ、個別性への理解をさらに深め

ることを試みる。一人の人の生き様を、ライフストーリーという観点で捉え、

その人固有の内的体験世界に迫る。  

 

２  研究方法  

 

（ 1）調査の手続き  

 予備調査の手続きで述べたことの繰り返しになるが、今一度要点を記す。調

査協力者の A さんは、 40 代後半の女性で、 PDDNOS との診断名を伝えられ、

7 年が経過していた。インタビュー調査は、2012 年 7 月から 8 月にかけ、5 回

に分けて筆者が実施した。総所要時間は 324 分であった。A さんが利用する福

祉施設の一室を借用して実施した。  

 調査では、人生の時期区分 (就学前・小学生・中学生・高校生・就労後・診断

前後・現在 )に沿って、折々の「自分」を語り出してもらった。語りの切り口と

して、①「自分」について悩んだり、困ったりしたエピソード、②自分につい

ての悩みが落ち着いたり、自分の良い面を感じられたエピソード、③周囲の人
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(家族・親戚・友人・先生・先輩・同僚・上司・医師・支援者等 )との関わりで、

心に残っているエピソード、の三つを聞いた。インタビューで話す内容を、 A

さんが目で見て確認できるよう、上述した、人生の時期区分と、三つの質問項

目を用紙に書き、机上に置いた。基本的には、話の流れを重視したが、出来事

の列挙ではなく、そのことを「自分」がどう思ったのかが語られるよう、適時

質問を挟んだ。終了した時点で、話し終えてみての感想を追加した。  

 倫理的配慮として、調査当日に書面と口頭で、研究の目的や方法、論文化

についての説明を行い、同意書への署名を依頼した。インタビューでは、

許可を得てヴォイスレコーダーによる録音を行った。音声記録を文字に起

こしてデータ化する際、本人が特定できるようなプロフィール等について

は加工して表示した。  

 

（ 2）分析の手続き  

 本研究では、A さんの語りをライフストーリーという観点から分析する。こ

の方法によって時間軸が導入できることに着目した。ライフストーリーは、過

去を振り返ることによって現在と対比し、過去と現在をつなぐ形式を必然的に

取る。そのため、「自分」という意識の形成プロセスを描き出すことができる

と判断した (森岡 ,2002)。また、ライフヒストリー研究の様に、事実に焦点をあ

てるのではなく、A さんの「心的生活を理解する」(森岡 ,2002)形式は、研究目

的と合致するものと考えた。  

具体的な分析方法を述べる。インタビューでの A さんの語り (逐語記録 A4

用紙 52 枚分 )に対し、抱えてきた「自分」の固有のあり方と、「自分」に苦悩

する語りに焦点をあて、ライフストーリーを再構成した。この作業を通して、

A さんの語りを分析した。再構成したライフストーリーの信憑性を高めるため、

内容を A さん本人と確かめ合い、その「対話」も重要な分析過程と位置づけ

た。  

 ライフストーリーを再構成する手順を示す。①研究 1 で導出された、「成人

後に ASD と診断された人が「自分」を尋ね出していくプロセス」 (図 1 参照 )

や、そこに含まれる 25 の概念 (表 3 参照 )を理解の手掛かりとし、一次資料を

読み込む、②M-GTA の分析に用いる「分析ワークシート」 (木下 ,2003)を援用

し、A さんの語りと、研究 1 で導出した概念が呼応する部分を、シートの具体

例の欄に、人生の時期区分と共に記入する (表 4 に例示。この作業により、研
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究目的との関連が深い語りを絞り込んだ。 25 枚のシートから、年代をまたい

で A さんが一貫して語る、「自分」の特徴を見出し、考察 4-(1)を導いた )、③

「分析ワークシート」 (木下 ,2003)25 枚に記入した具体例を、今度は人生の時

期区分ごとに取り出してまとめ、ライフストーリーを再構成した (結果に掲載。

この作業から、A さんが語る「自分」の物語の中に筋を見出し、考察 4-(2)を

導いた )。  

 A さんとの確認は、上記③の工程時に、電子メールで 2 回行った (文字記録

有り )。A さんからは、表現の修正や語りの補足の提案があった。一例を示す

と、「なんかもうペースが、相手に合わせることしか…」という部分を「ペース

が乱されて、相手に合わせることしか…」に修正したい、等であった。極力意

向に沿う形で修正した。ただ、筆者が元のままの方が伝わりやすいと感じる部

分についてはそう提案し、承諾を得た。さらに、論文を書き上げた時点で、面

談を 1 回行なった (音声記録有り )。A さんは、論文に対し、「自分」のことを

「言葉にしてくれていると感じる」との感想を語った。また、「論文の真実味

が増すのであれば」と、共著で論文を発表する可能性についても話し合った。

最終的には、実名の公表による周囲の人への影響を考慮し、却下となった。し

かし、この話し合いにより、本研究は A さんと筆者との共同の産物であるとの

認識を確かめ合うことができた。  

 

 

 

３  結果  

 

 A さんの語りからの引用は、文字を斜体とし「」で括って示す。…は文章

の省略を意味し、調査者の発言は〈〉で示す。筆者が内容を補足した部分は

(  )で示す。  
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（ 1）  幼児期  

 A さんが生まれた家族にとって、A さんは長女で初孫であった。そのため

可愛がられたが、注目の的でもあり、弟やいとこ達となにかと比べられたこ

とが、記憶に焼き付いている。「なんでまだできないのって…親戚の所に行く

と私はなんかわかんないけど敵地でバカにされてるっていうか、ダメな人間

みたいだっていうのが、だんだんわかってきて」と、苦しい気持ちになっ

た。また、いとこ達に意地悪なことをされても、反応を返せなかった。「ぼん

やりしていておとなし過ぎるわねって、よく言われていたけど、おとなしい

っていうよりも、周りのいろんなものに刺激を受けていっぱいいっぱいにな

ってて、ボーっとしてるっていうのが近い」と表現する。自分がのけ者にさ

れたと感じた時や、開放感を全身で味わいたいと思う時には、いつも近所の

空き地に行き、草原で「一人で気持ちを鎮めていた」という。  

 幼稚園では、「同い年の子がいっぱいいるという中で、自分だけこれができ

ないっていうことがわかると、集団にいるのもすごく嫌」になった。周囲の

子どもが楽しそうに参加する、お遊戯会やおままごとが楽しく感じられず、

「自分がそこにいる子達となんか違う、自分が自分のままでいると、いつの

間にか輪から常に外れている」と感じていた。「しんどかったっていう記憶し

かない。一刻も早く一人になりたい」と思っていた。A さんは、帰宅する

と、人形の髪の毛を長い時間とかし続けたり、スピロデザインというおもち

ゃで、グルグル模様を描き続けたりして気持ちを落ち着けていた。「一人で没

頭する作業をしてやっと我に返るって感じ」だったという A さんに、〈我に

返るっていうのは？〉と尋ねると、「頭がはっきりするとか、お腹がへってく

る」感じだったと話す。  

 この頃から、「本来の自分とよそ行きの自分」を分けており、遊びは一人で

するのが一番楽しいと感じていた。人が遊びに加わることで「ペースが乱さ

れて、相手に合わせることしかできなくなっちゃうっていうのか、仕切られ

て時をやり過ごすことが、処世術みたいな感じ」であったという。  

  

（ 2）小学生の頃  

 小学生の頃を、A さんは「暗黒時代」と呼ぶ。「みんなが、クラスの大多数

が自然にできるはずのことを、私は相当な苦痛を伴ってやらないとできない

という。ドッジボールやろうよって、ワーッとやるということができないん
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です。…仕方なく付いてくけど、結局できなくて…不自然じゃなくボールに

あたって、一刻も早く抜けるにはどうしたらいいんだろうって。そういうこ

とばっかり考えたり」と辛い思いの日々であった。当時の体調について「け

っこう身体にも出てたみたいですけど…どんなに体調悪くても休まないとい

うのがあって」と、身体の不調をやり過ごす日々を送った。「その反動で、や

っぱりすごく本を読んだり、すごく身体を使って遊んだりして、ストレスを

解消していたみたいですね…本の世界が本当の世界で、自分の生きているの

が架空の世界 (笑 )…一時、小学校、中学校の時にトランポリンにはまった時

も、ひたすら跳ねてれば、世界はこれだけだって思えた」という。また、そ

の頃の A さんが、身を守る術としていたのが、目立たない様にすることであ

った。「クラスの中で目立つようなことをやったときに、活発な男子とかがは

やしたりする。そうなると固まっちゃって。別に悪意は無いにしても、すご

く悪意を受けた気になっちゃって」。小学生の頃は「いつもビクビクして必死

で取り繕っていた」。  

 

（ 3）中学・高校の頃  

 中学生の頃は、「いじめられない様にするのが大命題…とにかくその濃い関

係性から離れる…そこをうかがうということに費やしていた」。クラスの中で

は相変わらず「自分を変形させて馴染ませていた」。A さんを困惑させたの

は、男子との新たな距離感の発生であった。「おまえは女だってことでバカに

したりだとか、思春期になってくると同列で遊べないんですよね。自分は小

学校と同じ意識で (男子と )喋ってても、周りから、おまえらできてるんだろ

うって。そういう見方をされるのがすごい嫌で」と、成長に伴って周囲が変

化する様子に困惑した。  

 その後、A さんは女子高へと進学し、「今でいう腐女子になった」。「男と女

という関係に拒否感があって。男同士の方が純粋ではないのかって。 …自分

の中で勝手なストーリーができてたんですよ」。中学生の頃から感じ始めた、

男女間の関係への葛藤に対し、自分なりの理解の世界を持つ様になってい

く。目立たず、非難されない存在でいるために「必死」だった、と話す A さ

んに、調査者が、その必死さの根源について尋ねた。すると、「つかめなさで

しょうね。人の心とか、周りがどう思っているのかとか、自分はその中でど

うなのかとか…予測はしてるけど、予測と現実が合ってるか確かめたことは
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ないけど、自分の中で想像がつかないだけに、恐ろしいっていうのがまずあ

ったんじゃないですかね。わかんないんだけど、わかったふりをする。お前

は何もわかってないだろうとか、ある日突然明るみに出たらどうしよってい

う怖さ。みんな赤だって言ってる時に自分だけ黄色。あっ違う。なんで自分

だけ違うんだろうって。そういうことがいろんな場面で言わないけど感じて

いて。言ってしまったら、彼らとの違いがわかってしまうんだって、自分は

規格外、はみ出し者なんだって、それは悪いことなんだって」と語る。  

 最後の学生生活は、「合わせていく自分も悲しいことにある程度うまくなっ

ているので…集団の中ではわりとできてたと思うんです。ただとても疲れる

し、自分が自分でない感覚は大きかった」。  

 

（ 4）就労後  

 事務員として就職した頃 (18 歳頃 )のことを、A さんは、「働くってことは全

然ちがいましたね」と語る。集団の中で「目立ちもしないし、非難もされな

い」存在に徹してきたが、「合わせるんじゃなくて、あなたはどうしたいのっ

ていう場面って結構あるんで…常に周りに合わせることで必死に保ってきた

っていうのが、そこでバランスが崩れちゃって。どうしていいかわからなく

なっちゃって」。さらに A さんを悩ませたのは、同僚との関わり方のわから

なさであった。「職場の人と素で話すとか…飲み会とか、そこで自分の役割も

無いし、どうしたいというのも無いんですよね。他の人はそれを苦もなくし

ている様に見えるんですよ…どうしても切り替えができないんですよね、私

は」。  

 就職して 2 年目 (20 歳頃 )、「 (職場の女子社員の )ボス的な人から手紙を渡さ

れて、そこに精神異常の項目がいろいろ書いてあって…これがあなただっ

て。…その時にやっぱり自分はおかしいんだと、他人の目を通して言われた

気がしたことはありました…すごいびっくりしました。でも、おかしいこと

の理由の一つがこれなのかなって提示された気もしました。人として欠陥が

あるというか、だからそれを悟られないために、自分は今まで必死でこう合

わせてきたんだろうかっていう、すごいそっから自分に内向きというか、私

ってなんなんだーっていうのが深くなっていった」。  

 もう一つ、成人を過ぎた A さんが困惑したのは、男女関係の機微のわから

なさであった。「いい年の女の人は付き合わなくちゃいけないんだって…そし



74 

 

ていい年になったら結婚しなきゃなんないんだって思ってたから。闇雲とい

う感じで…」と、男女間の恋愛といった複雑な関係性に困惑しながらも、年

齢相応の関わりを持たねばと思い、男性との取り留めのない付き合いを繰り

返した。  

 その後、妊娠を機に 20 代半ばで結婚し、 3 年程で離婚する。「 (結婚をすれ

ば )どこかで普通になれるかもという期待もありました…娘がすごく手の掛か

る子どもだったから、それだけでキリキリ舞いしていて…気づいたら親子二

人きりになっていて…別れてからは生活に追われるばかりで」。一人親世帯と

なり、A さんは必死で働き、娘さんを育てていく。  

 

（ 5）診断を受けた頃  

 A さん (30 代後半 )は 2 度の診断を経験する。娘さんが小学校高学年の時、学

校で様々な問題が起きた。そこでいろいろな本を読み、発達障害という障害が

あることを知った。その時に、自分と娘さんが「すごい似てるな」と感じたと

いう。娘さんと一緒に検査を受け、おそらく広汎性発達障害でしょうと言われ

た。また、同時期、A さんは初めてうつを発症し、精神科で休職願いの書類を

作成してもらった。その書面に、うつと PDDNOS との記載があった。その頃

の心境として、「自分がどんなに辛くてもなんとかやっていこう、という思い

の反面…何かおかしい、普通の人が出来ることが何回やっても出来ないとか…

このわけを知りたいけど、知りたくないというのはずっとあったんですよね …

障害というのは逃げの口上であって、頑張れば普通になるんじゃないかなって

いうのは何年もあった」と話す。この 1 回目の診断は、「なんとなく知った」

という印象で、「自分」のこれまでの苦悩が、障害に由来すると認めるか否か

での「せめぎ合いだった」。  

 その後復職し、なんとか仕事を続けた A さんだったが、5 年後にうつを再発

し休職する (40 代半ば )。筆者との個別の相談はこの頃開始され、その後 2 年程

継続された。そうした中で、精神障害者福祉手帳を申請することとなり、再び

PDDNOS との診断名が伝えられた。「休んで体調が戻ってくるときに、自分に

無理をしない生き方は楽だなとわかってきて」と心境も変化した。「最初にう

つになった時は、 (PDDNOS の )特性でそうなったと思っていなかったんです

よ。たまたま環境が合わなかったからなったんだって。でも 2 回目にうつにな

る前には、いろいろ学んで来たので…自分の中で合致した…発達障害の観点か
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ら自分を振り返ってみると、 (うつの発症は )わからなさとか不安の強さが蓄積

していった結果なんだなって」と、 1 回目の診断から 5 年間の「せめぎ合い」

を経て、A さんは混沌から幾分解放される。また、「普通に見えても実は大変

なんですと言いたいのかも知れません」、「親に説明するときも助けになりまし

たね…おかしいからじゃなくて理由があった、というのは少しわかってもらえ

て」と、診断名が付いたことで、他者に自分を説明しやすくなり、安堵する。 

 その一方で、「 PDDNOS って…どこかつかみどころがないっていうかな。…

その頃はアスペルガーの人の書いた自叙伝みたいのをすごく読みあさって …

でもぴったり合う人はいないんですよ。この人のこの部分は似ているんだけど、

他は違うとか。よけい自分のイメージがバラバラっていうか。自分はこうです

っていうのがまとまらないっていうかな …これから療育を受けるというわけ

にもいかないし…診断名がついても、自分についてはさっぱり腑に落ちなかっ

たですね」と、診断名が自分の全てを説明してくれるわけではなく、今後の方

向性を明示してくれるものでもないとわかり、戸惑った。精神障害者福祉手帳

を取得した際は、「これも結構ショックでしたね。あー障害者って書いてある

って…それが私を語るのか、と思うと複雑な気分。でもこれによって、自分が

今までより健やかに生きる手助けになるのかなって思うと、これでいいかって」

と、思いが揺れ動いた。  

 

（ 6）診断後から現在  

 2 回目の診断から 2 年が経過した現在でも、診断名と「自分」との折り合

いの作業は続いている。 A さんに〈どうしたらまとまっていきそうです

か？〉と尋ねると、「やっぱり自分を知って行くことかな…自分を知る術をい

ろんな方法で外部から取り入れたりしてる」と話す。中でも、近い特性を持

つ人と出会えたことは、「すごくおっきなことだった」。それまで、「単に恥ず

かしがり屋の変な奴って思っていた」「自分」に対し、「おかしいんじゃな

い」という理解を向けられる様になった。また、カウンセリングを受けて、

「自分の胸にずっとこうしまっておくよりは…誰かの口を通って返ってくる

ことによって、自分はこういうことをしたんだということがわかる」という

体験をした。  

 こうした体験を経て、 A さんは抱えてきた苦悩や、独自の感覚を改めて言

葉にする。「喋ってない何か、まとっているものとか含めて、目付きだった
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り、声のトーンだったり、いろんなものがワーッてくる」と、人からの刺激

に溺れた様になり、「本当に意見言いなさいって言われても出てこない」、「な

んて答えていいのか分かんなく言ってしまった答えが、全然心に思っている

のと違う」ことに苦悩するという。また、「自分って中心がどこにあるんだろ

うっていうのがずっとテーマですね…人が入ってくると、もうかき乱される

っていうふうにしかならなくなってしまう」。「境界線が曖昧っていうのがあ

って、この人は今これを望んでいるのかって思うと、そういう行動をしてし

まうとか。後々よーく考えたらしたくなかったなっていう。その場で分かん

ないんですよ。だから、なんか相手の思っていることが、私の思っているこ

とかな？みたいな」。「自分とは何かということがすごく曖昧」と語る。今は

そうした自分の特徴を知り、「溢れ返ってしまわない様に自分で調整している

感じ」だという。例えば、人と頻繁に会い過ぎない様にし、定期的に休む時

間を取る等の工夫をしている。さらに、「自然の中にいると、対人間ではあり

得ない、一体感を感じて…無条件に全て肯定されていると感じるんですね、

勝手に。あぁ生きていてもいいのかと思えて」と、自然と「自分」が溶け合

う様な、独自の感受性を大事にしたいと話す。同時に、社会の中での「自

分」の位置付けも意識し、「社会の中で役に立つ」「自分」でありたい。「否定

されないで存在したい」と話す。これまでの経験をもとにして、「人をケアす

ることで役に立てたら」との希望も聞かせてくれた。  

 A さんに、これまでの人生で良かったことを尋ねると、「子どもを生んだこ

とはよくやったと思います」。「 (離婚したことで )生活保護世帯よりも貧困な

母子世帯でずっときて。私には言わないけど、多分お父さんがいないこと

で、友達関係で何かあったかもしれない」と娘さんを気遣う。しかし、「（離

婚したのは）間違いではなかったと思うんですよ…それを失敗として見るの

は、人と比較した時ですね。だれも離婚してないんですよ。親戚やいとこ

は。やっぱり私は劣った人間なんだろうなと思ってしまって」と話す。  

 インタビューを終えての感想を聞くと、「人生を振り返ったと思ったら楽し

かった」。「話せてよかったと思います。認められている気がするんですよ存

在を。生きていてもいいんですよと。私は透明じゃなくてちゃんと見えてる

人なんだって」と語った。  
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４   考察  A さんが抱える「自分」とは  

 

（ 1）  A さんが抱え続ける三つの苦悩  

①刺激でいっぱいいっぱいになる「自分」  

 A さんの語りには、他者からもたらされる刺激への反応と混乱の様が特徴的

に表れる。幼少期、周囲からはおとなしい子どもだと言われていた。しかし、

内面ではたくさんの刺激を受けて「いっぱいいっぱい」となっており、むしろ

せわしい状態であったとする。現在でも、「喋ってない何か、まとっているも

のとか含めて、目付きだったり、声のトーンだったり、いろんなものがワーッ

てくる」状況の中では、「本当に意見言いなさいって言われても出てこない」

と、他者からの刺激に「いっぱいいっぱい」になる。そして、「自分」の感じを

つかみきれないままに言葉にしてしまったもどかしさを、後になって感じてい

ると語る。  

 この状態は、小林 (1999)が、 ASD 当事者の内的世界を理解する上で重視す

る、原初的知覚様態の継続という特徴と重なる。生々しい知覚が意識全体を満

たし、その感覚と「自分」とが分離せず一体となって押し寄せてくるため、A

さんは刺激に溺れた様に「いっぱいいっぱい」の状態になる。よって、その時々

の「自分」の感じを確かめられない事態に陥っていくと理解できる。  

 

②他者との境界線が曖昧になる「自分」  

 上述した様に、「人が入ってくるとかき乱される」様に感じる A さんは、「こ

の人は今これを望んでいるのかって思うとそういう行動」を取ってしまい、他

者との「境界線が曖昧」になるという。また、そのことが「自分て中心がどこ

にあるんだろう」との不安感をもたらしている。  

 この語りから、A さんはその場その場で展開される、他者との能動－受動の

やりとり (浜田 ,1992)に躓きを抱えていると考えられる。つまり、他者からの刺

激で「いっぱいいっぱい」となり、他者とのやりとりが、もっぱら受動に傾く

ことで、他者が「自分」を侵蝕してくる感覚に苦しんでいると推察される。ASD

当 事者が 、対 人関係 の中で 、自己 を喪失 する 危機に 陥って いく (佐 藤・ 櫻

井 ,2010)、具体的様相が理解できる。  

Wing(1996)は、ASD 当事者の対人関係の類型を四つに分類している。中で

も問題行動が少なく、従順な態度を取る人たちを「受動群」と名づけている。
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A さんは、客観的分類では、この「受動群」に属すると思われる。しかし、主

観的な語りには、受動的に振る舞わざるを得ない「自分」に不安を募らせ、苦

悩する姿がある。従順な態度の裏側で、「自分」を見失うような内的な危機を

体験をしていることは、これまで見のがされてきたのではないか。  

  

③他者と “何か ”を共有できていない「自分」  

 A さんは、幼稚園で「自分がそこにいる子達となんか違う」と感じている。

幼児期より、漠然と自他の違和感を抱くという特徴は、亀井ら (2011)の報告と

一致する。小学校では「クラスの大多数が自然にできるはずのことが、私には

相当な苦痛を伴ってやらないとできない」と感じ、周囲の子どもが自然にでき

る振る舞いや、暗黙の内に了解し合っている “何か ”がわからないことに苦悩す

る。このことは、ゆくゆく男女間の恋愛の機微のわからなさ、という事態に繋

がり、さらには、離婚という、A さんの人生における重要な出来事と関係して

いると考えられる。  

 その “何か ”とは、Blankenburg(1971)が自明性と記した心性に近いものでは

ないかと考える。Blankenburg(1971)は、「何が分裂病者の人間存在の基礎にお

いて『障碍されて』いるのか」を明らかにするために、統合失調症を現象学の

視点から捉えた。研究対象とされた、アンネ・ラウとの面接記録には、本研究

の 調 査 協 力 者 の 語 り と 似 た 表 現 が あ る こ と は 、 注 目 に 値 す る 。

Blankenburg(1971)は、自明性を「共通感覚」・「常識」・「一般感覚」・「コモン・

センス」と言い換えている。そして、自明性が他者との繋がりと極めて密接に

関連しており、それは間主観的に構成されるものだと述べている。この自明性

を喪失した状態を、「自分自身を頼りにすること」が不可能な状態と表現し、

自己を見出すことができない状態だとする。この自明性の問題は、統合失調症

のみならず、数少ないが ASD においても検討された経緯がある (杉山 ,2002；

小林 ,2003)。  

 A さんの様に、周囲を生々しく感受し、また、周囲からの刺激に「いっぱい

いっぱい」の状態になりやすい等の特徴がある場合、体験している世界が、多

くの人と異なっていることが想像される。多くの人にとって自明とされる事柄

が、間主観的に、また間身体的に響いて来ない。そうした寄る辺のない中を生

きてきたことが想像される。統合失調症の人においては、それまでの状態との

変化の時期が想定され、自明性の “喪失 ”と表現されている。しかし、ASD 当事
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者は、“喪失 ”するのではなく、自明性の “形成困難 ”を抱えていると考えられる。  

Blankenburg(1971)が示したことと、本研究の関係からいえることは、何ら

かの「生の条件」 (浜田，2003)によって、他者との共同の意味世界を持つこと

が難しい状態にある人が辿るのは、「自分」という意識の形成の困難さだとい

うことであろう。「自分」とは、その不可分の補完体である他者といっしょに

形成される (Wallon,1956)、ということを改めて理解することができる。  

 

（ 2）A さんを取り巻く四つの物語  

 森岡 (2002)は、「自分」の物語の複数性を指摘し、「自分について他者に語る

物語」、「自分について自分に語る物語」、「自分について他者に与えられる物語」

の三つのバージョンを示している。また、複数の物語の内、どれか一つが支配

的で優勢であっても、ライフコースの節目に、異なる物語のバージョンを生き

るよう促されるときがある、と述べる。上記の三つに、 “自分について社会か

ら与えられる物語 ”という視点を筆者が新たに加え、以下に考察を展開する。  

 なお本研究で使用する、「自分について他者に与えられる物語」（森岡，2002）

とは、身近に存在する他者に付与される物語を示している。一方、 “自分につ

いて社会から与えられる物語 ”とは、具体的には診断基準という、現代社会が

採用する医学的な枠組みによる説明を意味する。医学的な診断基準は、社会で

暮らす多くの人々が、自身や他者の心身の状態を理解するための、共通の拠り

所として機能している。こうした理由から、社会から与えられる物語とした。

この二つの物語をあえて分けることで、A さんが抱えてきた「自分」が、物語

のダイナミズムの中でどの様に形成されてきたのか、より鮮明に捉えることが

できると考えた。  

 A さんの語りには、「自分」を「ダメな人間」と責めさいなむ言葉が並ぶ。そ

の語りの背後には、 “平均 ”からの “差異 ”を指摘する、親戚からの評価のまなざ

しがうごめいている。「自分」は「規格外」の「はみ出しもの」という、他者か

ら与えられた物語は、発達の初期から A さんに絡みつく物語である。その物語

となんとか折り合う手段として、A さんは「目立ちもしないし、非難もされな

い」よう、「必死で取り繕って」生きようとする。これは、「自分」しか知らな

い「自分について自分に語る物語」である。「自分」を「はみ出しもの」にす

る、他者から与えられた物語と、「必死で取り繕」って生きるという、「自分」

に語る物語は強く連関し、「人として欠陥がある」ことを「悟られない」こと
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が生活上の命題となっていたと推測される。しかし、就職後に同僚から突きつ

けられた「精神異常の項目」は、「やっぱり自分はおかしい」と A さんを追い

詰め、「自分」は「はみ出しもの」という物語を再び優勢に導くのである。  

 その後、うつ発症を契機に、A さんは PDDNOS という “自分について社会か

ら与えられる物語 ”を受け取ることとなる。しかし、1 回目の診断時、A さんは

その物語を遠ざける。その頃は子育ての真っ最中で、「どんなに辛くてもなん

とかやって」いかなければ、と「自分について自分に語る物語」を最優位にし

て乗り切った時期であった。  

 2 回目の診断時、A さんはこれまでの「自分」の苦悩を、PDDNOS の特徴と

結びつけて捉え直す。このことで、「必死で取り繕う」のではなく、「自分に無

理をしない生き方は楽だな」と肩の荷を降ろす。 PDDNOS という、社会から

与えられた物語は、「自分について他者に語る物語」としても機能していく。   

 この様に、物語の複数性を想定し、A さんのライフストーリーを捉えてきた。

浮かび上がったのは、「自分について他者に語る物語」をもてずにきた苦悩で

あった。それは A さんが、「自分」の身に起こっていることを説明したり、表

現したりする言葉をもてずにきたためだと理解できる。医学的診断名や精神保

健福祉手帳は、そこに差し出された言葉であり、物語となったのではないか。

しかし、それらは社会の中で強力な説明力を持つ一方、個人を定型化して表現

する面がある。そのため A さんには、“自分について社会から与えられる物語 ”

と、「自分について自分に語る物語」や「自分について他者に語る物語」が、

同一とならないよう、「自分を知っていく」作業を丁寧に行なう時間が必要だ

ったのだろう。  

 A さんは、本研究のインタビュー調査を、そうした時間を過ごすさなかに引

き受け、精一杯「関わりの今に自分を表現」(森岡・山本 ,2014)した。語りを終

えた A さんが発した、「生きていてもいい」、「私は、透明じゃなくてちゃんと

見えてる人なんだ」という言葉には、語り出された「自分」への実感や肯定感

が表現される。A さんは、外界から与えられた物語と、内界に抱く物語から言

葉を選び取り、聴き手との関係性を支えにしながら、「自分について他者に語

る物語」を紡ぎ出す主体となったのではないか。この体験が、その時の A さん

に、肯定的な存在感漂う「自分」を創出させたと考えられる。  
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第２節   研究１及び研究２についての考察  

 

 

１  共通性から固有のあり方を見出す  

 

研究 1 で示したプロセス (図 1 参照 )に、研究 2 の A さんの語りを重ね合わせ

てみる。すると、プロセスの中で、特に厚みを持って、また、印象深く語られ

る部分が見出される。  

A さんの場合、語りの具体例が特に多かったのは、〈苦悶のサイクル〉につ

いてであった。A さんが『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』のは、既に幼少

期からである。弟やいとこ達と比較され、いつしか「自分」を「ダメな人間」

と思う様になっていく。学生時代は、周囲の同年代の人と比較してできないこ

とや、周囲の人との違いを感じ取って過ごす。就労後は周囲とのやりとりがう

まくいかないことや、意見を求められても主張ができないことで、 “できない ”

「自分」と向き合うこととなる。「人として欠陥がある」のではないかと「自

分」に不安を抱きつつ、A さんは、 [どうにか生きていく手立て ]として、『 “わ

からない ”事態は悪く見積もる』様になる。小中学生の頃、周囲に注目される

ような行動をした際、クラスメイトにはやし立てられるが、その意図がわから

ず、悪意と理解したエピソードがあった。A さんは、「想像がつかないだけに、

恐ろしい」と感ずることに対し、『自分を隠蔽し “普通 ”を装おうとする』。A さ

んがとった具体的な手立てとしては、「目立たない様にする」こと、周囲に「合

わせていく自分」を取り繕うことであった。高校生になった時、こうした対処

法は A さんの中で一定の完成を見ることとなる。  

研究１の最後に、男女の違いについて述べた。男性では、『 “わからない ”事態

は悪く見積る』中で、敵を作ったり、他者を拒絶したりする等、アグレッシブ

な態度を選択しやすいと考察した。女性では、『自分を隠蔽し “普通 ”を装おう

とする』態度を選択しやすいのではないかと述べた。A さんの語りにもこの特

徴は表れている。不安や恐怖をもたらす他者との接触を極力減らし、「目立た

ない様にする」こと、周囲に「合わせていく」ことに心血を注いで暮らしてき

た。  

もう一つ、〈苦悶のサイクル〉の語りに伴って、A さんの語りに特徴的に浮

かび上がるのは、幼少の頃から自然に行ってきた、『身体の訴えをきき入れる』
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対処法である。幼児期、人と一緒にいて苦しくなると、一人になれる空間に退

避したり、繰り返す動作に没頭することで、安心や安定を取り戻したりしてい

た。学生時代は、こうした自然に身につけた対処法により、苦しい中ではあり

つつも、一定の安定を見出すことができていたのかもしれない。こうした対処

法は、現在になって改めて、A さんの中で重要性が確認されている。自然の中

に身を置くことで、自然と溶け合うような、独自の感覚体験を大切にしたいと

語っている。この体験は、 A さんが持つ、『周囲を生々しく感受する』特徴と

関係している。「自分」に備わった特徴を、「自分」でいたわる方法を見付け、

心身のバランスをとる、という暮らし方は、A さんが辿り着いた固有のあり方

と理解できる。  

 

２  「自分」を尋ね出していくプロセスと四つの物語のダイナミズム  

 

 研究 2 では、A さんを取り巻く物語の特徴を読み取るため、森岡（ 2002）が

示した３つの物語、「自分について他者に語る物語」、「自分について自分に語

る物語」、「自分について他者に与えられる物語」に、 “自分について社会から

与えられる物語 ”を筆者が新たに加えて考察した。そして、A さんが長い間「自

分について他者に語る物語」を持てずにきた苦悩について述べた。この、四つ

の物語と、研究 1 で示したプロセス (図 1 参照 )とを照らし合わせると、どのよ

うなことが見出されるのだろう。  

 まず、カテゴリー〈苦悶のサイクル〉内では『 “できなさ ”の中に自分を垣間

見る』ことと、それへの手立てとして、『 “わからない ”事態は悪く見積もる』、

『自分を隠蔽し “普通 ”を装おうとする』という態度が巡り続け、一層苦悩を深

めていく。このサイクルは、「他者から与えられた物語」 (森岡 ,2002)になんと

か折り合うため、「自分で自分に語る物語」 (森岡 ,2002)を闇雲に巡らせ続けて

いる様相と理解できる。 A さんは、幼少時より親戚に “平均 ”からの “差異 ”を指

摘され続けたことで、「自分」を「ダメな人間」と思う様になっていく。「本来

の自分とよそ行きの自分」を分け、また、他者から指摘を受けぬよう、ひっそ

りと息を殺す様に暮らす日々を送った。やがてその巡りが限界を迎え、身体内

の均衡が破綻し、『身体の訴えをきき入れる』、又はきき入れざるを得ない所ま

で追いつめられていく。そして医療等の社会資源へと繋がり、 ASD の診断名

が付与されることとなる。A さんの場合、〈苦悶のサイクル〉が破綻したのは、
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女手一つで必死に子育てをしていた、 30 代後半のことであった。うつの発症

を機に医療機関と繋がり、初めて PDDNOS という、“社会から与えられた物語 ”

と出会うこととなった。しかし、 5 年間は PDDNOS という物語を「自分」の

物語に取り入れることを躊躇する。  

その後、『診断名が自分を説明してくれる』安堵と『診断名では自分を語り

切れない』不満の間を揺れ動く、〈調整のサイクル〉へと導かれていく。この

サイクルは、“社会から与えられた物語 ”と「自分について他者に語る物語」(森

岡 ,2002)を交差させつつ、他者と共に新しい物語を生み出していく巡りと読み

取れる。A さんは、2 回目の診断時、ようやく “社会から与えられた物語 ”を「自

分」の物語に取り入れ、他者に PDDNOS の「自分」を語ることができる様に

なる。だが、 “社会から与えられた物語 ”だけで「自分」の全てを語りきること

はできない、との思いから、カウンセリングを受けたり、同じ診断名を持つ当

事者と関わったりする。そして、もう一度、「自分」を知る術を得ようとする

のである。  

 次に向かうのは〈人の中で生きられる自分の形を探す〉プロセスである。『人

の中で生きよう』とするゆえに、再び『 “できなさ ”の中に自分を垣間見る』こ

ととなり、〈苦悶のサイクル〉に戻っていってしまうことがしばしば起こる。

ここでは、『人の中で生きよう』とする中で、他者が生きている物語や他者が

自分にさしむけてくる物語にさらされ、「自分について他者に語る物語」(森岡，

2002)の揺らぎが起こる。A さんの場合は、子どもを生み、苦労をしながら女

手一つで育て上げたことを誇りに思う反面、親戚は「だれも離婚していない」

と、再び “平均 ”との “差異 ”を突きつけられた様に感じると、「やっぱり私は劣っ

た人間なんだ」と、自分で自分に語る、古い馴染みの物語に閉じていってしま

う。そうしたきっかけは、おそらく生活の中にちりばめられており、うっかり

足を取られると、すぐにまた〈苦悶のサイクル〉に滑り込んでいってしまうの

であろう。  

 さて、彼らが、〈人の中で生きられる自分の形を探す〉プロセスに留まり続

けることを難しくする要因とは何だろう。また、このカテゴリーに含まれる概

念、『人の中で生きよう』の “人 ”とはどのような人たちを指しているのだろう。  

成人後に ASD と診断された人が自分を尋ね出していくプロセス（図１参照）

の中で、他者の影響が描出されているのは、[他者と繋がりにくい ]と、[他者と

向き合う ]、そして、先ほど述べた『人の中で生きよう』であった。この中で、
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[他者と向き合う ]の “他者 ”とは、似た体験を持つ他者であり、また、「自分」の

体験に理解のまなざしを向ける他者であった。 [他者と繋がりにくい ]の “他者 ”

と、『人の中で生きよう』の “人 ”とは、一般社会で出会う他者であり、体験が似

ている人とは限らない他者である。つまり、プロセスには、 “繋がりを感じら

れる他者 ”と、 “繋がりを感じにくい他者 ”の 2 種類の他者が描き出されている

ことがわかる。〈人の中で生きられる自分の形を探す〉というプロセスには、

“繋がりを感じにくい他者 ”の中でも生きられる、「自分」を探す歩みが表われ

ている。  

しかし、A さんの語りが示す様に、 “繋がりを感じにくい他者 ”は幼少の頃よ

り「自分」の中に住み付く存在である。批判的であっても、数少ない、内なる

対話の相手であったと考えられる。問題は、「内なる他者」(Wallon, 1956)がも

っぱら批判的であり、多様性が乏しいことにある。理論的には、生身の他者と

のやりとりである、「自他二重性」 (浜田 ,1992)の体験を多く持つことが必要と

考えられる。よって、プロセスが〈苦悶のサイクル〉へと滑り込んだ際には、

〈調整のサイクル〉を巡らせて、  “繋がりを感じられる他者 ”とのやりとりを

重ねていくことが重要であろう。そうしたやりとりの中で、「自分について他

者に語る物語」(森岡 ,2002)を取り戻すことができたとしたら、心の安定も同時

に取り戻してしていけるのではないか。  

A さんはカウンセリングを利用したり、同じ診断名の仲間と交流したり、ま

た、インタビュー調査にも積極的に協力することで、「自分について他者に語

る物語」を語り、〈人の中で生きられる自分の形を探す〉プロセスを尋ねてい

たと考えられる。診断後を生き抜いていく鍵は、 “繋がりを感じられる他者 ”と

共に、「自分について他者に語る物語」 (森岡 ,2002)を育み、安定させていくこ

とにあると考察する。  
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第３章  

 

自閉症スペクトラム障害と生きている成人当事者  

   ―ピア・サポートが持つ意味に焦点をあてて－  

 

 

 

 

第１節  研究 3 問題と目的  

 

 

１  似た体験を持つ他者との出会いへの着目  

 

本論文では、ASD 当事者のあり方を捉える、新たな視点の開拓を目指してき

た。また、こうした観点を「体験としての ASD」と表し、当事者が語る「自分」

と共に検討してきた。  

第 1 章で報告した研究 1 では、成人後に ASD と診断された人が「自分」を

尋ね出していくプロセスについて検討した。 [おぼろげな自分 ]を抱えてきた彼

らは、『診断名が自分を説明してくれる』安堵感と、『診断名では自分を語りき

れない』という満たされなさの狭間で、『似た体験の他者と分かち合う』体験

や、『似た体験の他者が鏡になる』体験を通し、「自分」を見出していた。続く、

研究 2 では、一人の女性の語りを、ライフストーリーという観点で検討した。

この女性のライフストーリーには、「刺激でいっぱいいっぱいになる自分」、「他

者との境界線が曖昧になる自分」、「他者と “何か ”を共有できていない自分」と

いう三つの苦悩が刻み込まれていた。そして、長い間、「自分について他者に

語る物語」(森岡 ,2002)を持てずにきた苦悩が示された。女性は、診断後の大き

な出来事として、「自分」と似た体験を持つ人と出会ったことを語った。そこ

で、「単に恥ずかしがり屋の変な奴」と思っていた「自分」に対し、「おかしい

んじゃない」という理解が持てる様になったという。  

研究 1 と研究 2 では、診断後を生きる ASD の成人当事者が、似た体験を持

つ他者との出会いによって、変化していく様相を浮かび上がらせた。この二つ

の研究成果を総合的に考察したところ、彼らが診断後を生き抜いていく鍵は、
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“繋がりを感じられる他者 ”と関わりながら、「自分について他者に語る物語」

(森岡 ,2002)を育み、安定させていくことにあると理解した。  

この、「自分について他者に語る物語」(森岡 ,2002)とは、「日常の会話でもご

く普通に行われていて、身近な人を聞き手として自分をときおり語り聞いても

らう」 (森岡 ,2002)物語のことである。人々はこの物語を語ることで、「自己の

アイデンティティを自然に確認し合っている」 (森岡 ,2002)。しかし、ASD 当

事者の場合、日常の中でこうした物語を語ることは、自然には叶わないまま成

長してきた。それは、研究 2 で、一人の女性の語りを検討して明らかとなった

ことである。  

森岡 (2002)は、出来事を誰かに語るという、日常誰もがごくあたりまえの様

に行っている営みを、「濃密に集中して行う」ことが、カウンセリングの原点

だと述べている。そして、「濃密に集中して行う」という不可視的なやりとり

の様相を、Wallon(1934)の論説等にもとづきながら、トーヌスという概念を用

いて説明している。森岡 (2002)は、筋肉の緊張が、快や不快の感覚や感情の体

験に深く繋がっていると考え、「心的緊張力」をトーヌスと表現する。「トーヌ

スという不可視的な全身活動が、共感という行為の支えとなり、あるいは自己

感 (sense of  self )の調整に役立つ」という視点を重視する。また、「トーヌスを

共有し、それを支えにしつつ、出来事を言語表現の様式へと変換すること。そ

こで生じるトーヌスの変化が移行の感覚として受け取られ、的確に象徴化され

ることが、治療的効果へと結びつく」と考えた。  

こうした森岡 (2002)の論説は、専門性を持った他者と出会い、関わり合うと

いう、心理的援助の機微に迫ったものである。ASD の成人当事者が、「自分に

ついて他者に語る物語」(森岡 ,2002)を育み、安定させていくには、こうした「濃

密に集中して行う」(森岡 ,2002)心理的援助を利用することが、有効な方法の一

つであると想定される。  

しかし、研究 1 と研究 2 で確かめられた様に、 ASD の成人当事者が、似た

体験の他者と出会い、関わり合うという出来事は、彼らが抱えてきた「自分」

に変化を呼び起こす、もう一つ重要な契機となりうる。仮に、似た体験を持つ

ということが、似た筋緊張、すなわち似通ったトーヌスを体験していることだ

と捉えてみよう。すると、似た体験の他者との関わり合いには、トーヌスの共

有と、それを支えにした変化 (森岡 ,2002)が生じる可能性が高いと考えられる。

そこには、心理的援助に匹敵する、もしくは心理的援助には無い特有の効用が
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あるのではないか。ASD の成人当事者同士の関わり合いが持つ効用について、

こうした身体性を含めた視点で探索した研究は未だ見あたらない。  

よって、本章では、研究 3 として、診断告知後を生きている ASD 当事者に

焦点をあて、当事者にとってのピア・サポートの意味を、彼らと体験を共にす

る中から検討していきたいと考える。  

 

２  ピア・サポートという関わり  

 

 2001 年、北海道の浦河べてるの家で、当事者研究という取組み始まった。

精神障害を持つ当事者が、自らの体験や困難について仲間と共に研究する営み

である (向谷地・浦河べてるの家 ,2006)。近年では、ASD 当事者による当事者

研究の取組みも発信され (綾屋・熊谷 ,2008，2010)、新たな知のあり方として注

目されている (石原 ,2013)。  

 ASD 当事者の綾屋 (2013)は、「自分の身体について説明する言葉が足りな過

ぎる」と感じると述べている。言葉にできていない感覚や経験を、当事者研究

の枠組みの中で安全に語り合い、共有し、相互に意味づけをしながら言語化し

ていくことが重要だと主張する。また、綾屋と当事者研究を共にする、脳性マ

ヒ当事者で小児科医の熊谷 (2013)は、当事者研究の独自性を、「似通った体験

の持ち主同士が言葉を交わし合い、時間や空間を共有し合うことで、オリジナ

ルな体験の分節化を可能にする新しい言語や解釈図式を共有していく」点にあ

るとする。  

 こうした、「ある人が同じような苦しみをもっていると思う人を支える行為、

あるいは、そのように思う人同士による支え合いの相互行為」(伊藤 ,2013)を、

ピア・サポートと呼ぶ。また、「従来型の専門的治療や援助の枠の外側にでき

た、何らかの問題や目標を抱える当事者グループ」(伊藤 ,2000)を、セルフヘル

プ・グループと呼ぶ。セルフヘルプ・グループは、ピア・サポートの主要な場

を成し、組織としての継続性をその特徴としている。だが、「セルフヘルプ・

グループはピア・サポートが生じる場のすべてではない」(伊藤 ,2013)。当事者

研究は、セルフヘルプ・グループとしての基盤を持ちつつ、体験や困難、問題

を共有しない人に対しても、研究したことを発信する特徴を持つ (石原 ,2013)。 

 本論文では、障害を、その人が属する社会と、その人の主観的な体験の世界

との狭間に繰り広げられるものと捉え、検討を重ねてきた。こうした視点に立
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つと、当事者研究とは、生活に密着した、主観的な体験の様相を、当事者自身

がピアと共に解釈し、周囲に発信していく取組みと理解できる。現在、「体験

としての ASD」の様相に最も迫っているのは、綾屋・熊谷 (2008,2010)による

当事者研究の取組みと考えられる。  

では、そこでのピア同士のやりとりとは、具体的にはどのようなものなのか。

綾屋と共に当事者研究に取り組む、浦野ら (2015)は、当事者研究での会話の断

片を紹介している。そこでは、「言いっぱなし聞きっぱなし」というルールの

中での会話を基本とし、ピア同士の「行為連鎖の組織が逸脱」とみなされる場

が構成されているという。そのことによる ASD 当事者にとっての利点も検討

されている。ただ、ASD のピア同士の関わりの意味や、体験そのものに迫る研

究は乏しく、さらなる検討の余地が残されていると考える。  

 

３  ピア・サポートにおけるトーヌスの共有と変化  

 

本論文において筆者は、「自分」という意識の形成には、他者と意味世界を

共有する体験が必須であり、そうした共有体験を積み重ねることで、内的体験

を意味づけ、行動を組み立てる「自分」という意識が形成されていくと捉えて

きた。似た体験の他者と出会い、関わり合うという出来事は、他者と意味世界

を共有する体験となり、彼らが抱えてきた「自分」に変化を呼び起こす重要な

契機となり得るのではないか。また、そこには、トーヌスの共有と変化 (森

岡 ,2002)が生じることが予測される。ASD のピア・サポートがもたらす体験の

様相に迫るため、本研究では、このトーヌスの共有と変化 (森岡 ,2002)の様相に

着目する。  

 さて、美学者の尼ヶ崎 (1990)は、言葉と身体性との結びつきに注目し、人が

人をわかるということの根本について説いている。聞き手が話し手の言葉を理

解するとは、相手の心身態勢を自分の心身によって「なぞる」ことに成功する

ことだと述べる。そのことを、書道の稽古における臨書 (手本を見ながらの模

倣 )と、も書 (手本を半紙の上からなぞる )の違いを例にとって説明している。「な

ぞり」とは、も書が手本から筆遣いの呼吸を習得する様に、他者の心身態勢を

経験することだという。さらに、「なぞり」とは、一方通行の活動ではなく、

呼応することが重要だという。「なぞり」に成功し、話者の心情を聞き手がわ

かること。また、聞き手にわかられていることを、話者がわかること。さらに
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循環し、わかってもらったと感じる話者の心情を、聞き手がわかること。この

様に「なぞり」は呼応していくのだと述べる。こうした呼応する関係によって、

双方の体験の仕方に変化が生まれると述べる。  

「なぞり」という人と人との間で生ずるやりとりは、神田橋 (1994)による「患

者の身になる」技法や、下坂 (1998)がいう「なぞりなぞられる関係」、また上述

した、森岡 (2002)によるトーヌスの共有とその変化、さらに、森岡 (2005)がセ

ラピー場面で「うつし」と呼び、検討してきた関わり合いの様相と近縁の関係

にあると考えられる。これらの関わりは、治療やセラピーの場において、不可

視的で身体的なやりとりを通し、人が人をわかるということを知性化し、技術

化してきたものと考えられる。一方、ピア・サポートを、似た体験を持つ他者

との関わり合い、と理解すると、技術としてではなく、ごく自然なプロセスと

して、人が人をわかるというやりとりが成立し、高いサポート力をもつのでは

ないか。  

しかしながら、わかる、わかられるというやりとりには、互いの身体内で瞬

間的に了解される要素を含んでいると考えられる。可視化やデータ化が極めて

困難な対象である。そこで、本研究では、言葉のやりとりや呼気音を記録し、

その記録に対し、会話分析の手法を援用した、詳細な文字化を施す。そのこと

によって、やりとりの機微の可視化、データ化を実現したいと考える。また、

言語化、音声化されたやりとりを、本研究では「なぞりの呼応」(尼ヶ崎 ,1990)

と呼び、トーヌスの共有とその変化 (森岡 ,2002)が表出された一部と理解する。 

本研究は、こうした研究方法を選択することで、ピア・サポートにおけるサ

ポート力の内実に迫りたいと考える。  

 

４  「対話の分析」と「語りの分析」  

  

 本研究は、ASD のピア同士の関わり合いの内実を明らかにすることを目的

とする。よって、インタビュー調査の場において産出される「表現化された経

験」(西阪 ,2008)の分析を超え、体験が生成されるまさにその時の様相を明らか

にすることを試みたい。そのためには、現地調査が必須であり、そこで得られ

た「対話」の実録をもとに、詳細な分析を施す必要がある。それを、「対話の

分析」と呼ぶこととする。  

また、グループという場が、ASD 当事者の生活世界全体の中で、どの様に意
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味付けられ、位置付けられているのか、についても同時に理解したい。それに

は、断片的な「対話」の記録だけでは理解が難しいため、「表現化された経験」

(西阪 ,2008)の語りをもとに明らかにする。それを「語りの分析」と呼ぶことと

する。二つの分析と検討を通し、ASD 当事者にとってのピア・サポートの意味

を多面的に理解する。  

 

５  目的  

 

本研究は、ピア・サポートを、苦労や困難を共有できる、似た体験の持ち主

による交わりと理解する。ASD の当事者同士が、「対話」を通し、互いをどう

生かし合い、支え合っているのか、「なぞりの呼応」 (尼ヶ崎 ,1990)という会話

中のやりとりを、「対話の分析」によって検討する。同時に、そうした「対話」

が生まれる場を、ASD 当事者自身がいかに意味づけているのかを明らかにす

るため、「語りの分析」を行う。この二つの分析から、ASD のピア・サポート

における、サポート力の内実を重層的に明らかにする。  

 

 

第２節  研究方法  

 

 

１  調査方法  

 

 本研究が調査対象とするのは、知的な遅れを伴わない ASD の女性当事者が

集う、セルフヘルプ・グループ (以後グループ )内での「対話」である。このグ

ループは、 2012 年に発足した。筆者はグループ発足当時、福祉の分野で発達

障害の人の相談支援を行う立場にあった。筆者が相談を担当していた対象者の

中に、グループの発足を希望する人があったため、その組織作りを支援するこ

ととなった。筆者は、開催場所の確保やメンバーの募集、グループ運営の骨格

作りの相談相手を務めた。グループの発足を希望した女性から、メンバーは同

性で構成した方が話しやすいのでは、との提案がなされた。そのため、メンバ

ーの募集は、年齢は問わないが、女性の ASD 当事者という条件で行うことと

した。  
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発足から 1 年、グループは市民活動団体としての登録を得て、公共の施設の

一室を借りて開催されることとなった。同時に、グループ運営やメンバーの参

加状況も、ある程度軌道に乗った。筆者の、業務としての支援は、その段階を

もって終了となった。以降、筆者は、グループのサポーターとして、ボランテ

ィアでの参加を認められる立場となった。メンバー全員から調査を続行する許

可を得た。  

 発足から 1 年目まで、グループは月に一度開催されていた。その後参加メン

バーの就労等、生活上の変化があった。話し合って、2 年目からは 2 ヶ月に一

度、3 年目からは 3 ヶ月に一度の開催となった。また曜日や時間帯もそのつど

話し合いながら変更した。施設内で使用する部屋は、固定されてはいないが、

毎回 6 畳程の静かな会議室を予約することができた。予約はメンバーが交代で

行なう。会は 1 時間半の時間設定で、間に 10 分間の休憩時間を取る。開始の

時間になると、 6 つの約束事が書かれた紙が、世話役のメンバーから配られ、

参加者はそれを各自黙読する。約束事の内容は、①自分が話したいと思うこと

を話すこと、②話したくないことは無理して話さないこと、③メンバーの話を

最後まで聴くこと、④メンバーの話を評価したり判断したりせずに聴くこと、

⑤メンバーに自分本位なアドバイスや説得をしないこと、⑥グループで話され

た内容を他で話さないこと、である。その後、前半は参加メンバー一人一人に

近況を話す時間が設定されている。後半はフリートークと呼ばれる時間となる。

最後の 10 分で、各自感想を紙に書き、読み合って終了する。参加者は、多い

時で 5 名、少ない時は 2 名でも開催されてきた。  

 会における筆者の存在の仕方について述べる。上述の通り、メンバーの中

には、調査者である筆者が支援者として相談を担当していた人もいた。相

談支援の中で培ってきた信頼関係は、「対話」を展開する上でプラスの要素

として働くことが予想された。だが、グループの場と、相談支援の場とを

混同させてしまっては、ピア・サポートの機能を十分引き出せない可能性

があると考えた。従って、グループ発足当時、その場が純粋にピア・サポー

トが展開する場となるよう、筆者は同席するだけの状態を心がけていた。しか

し、何も話さないが身体がその場にある状態は、かえってグループの雰囲気を

緊張させているということが、メンバーとのやりとりから分かった。あるいは、

話を聞いているにも関わらず、何も話すまいと身構える筆者の緊張が、メンバ

ーに伝わっていたのかもしれない。こうした経緯から、筆者自身も、メンバー
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との関係性の中に自然な形で身を置くことで、グループをサポートする様にな

っていった。メンバーの話に頷いたり、合いの手を入れたり、わからない時に

は質問をしたりする。こうした存在の仕方が徐々に定着した。グループが展開

する最中、筆者は、節度を保ちつつも「自分」自身であることに努めた。メン

バーからも、そうした筆者の態度は許容された。そして、グループ終了後は研

究の視点で「対話」を振り返る。この二つの態度で調査に臨んだ。こうした調

査態勢が整うまでに、数年を要した。  

 グループは、2012 年 5 月から 2016 年 6 月まで計 26 回開催され、筆者はそ

の内 17 回同席した。グループの「対話」をヴォイスレコーダーで録音し、研

究活動のデータとする旨を、参加者全員に口頭で説明し承諾を得た。筆者が同

席できない回は、世話役のメンバーに録音を代行してもらった。  

 倫理的配慮として、データを分析し論文化する作業を進める前に、メンバー

には改めて研究の目的や方法、論文化についての説明を書面 (巻末資料 4)と

口頭で行い、同意書への署名を依頼した。調査によって得られた「対話」の

内容を、文字に起してデータ化する際は、協力者が特定できるような、名前や

プロフィールについては、仮名もしくは加工を行なって表示した。論文化した

際、プライバシーが保たれているか否かを、メンバーに確認してもらい、再度

承諾を得た。  

 

２  調査対象者  

 

 グループにメンバー登録する 5 名の内、研究への同意が得られた 3 名を調

査対象者とした。表 5 に提示する、簡単なプロフィールと、日常的に体験する

困難は、本人と相談しながら短くまとめたものである。年齢や診断歴は 2016

年 6 月現在のものとする。なお、 3 名の内 2 名は 4 年制大学卒業、 1 名は普通

科高校卒業であった。詳しい知能指数等の提示は求めなかったが、グループへ

の参加姿勢や言語的やりとりの様子から、協力者は全員知的な遅れを伴わない

と判断した。なお、3 名は専門の医療機関にて診断されている。表 5 には、診

断当時の基準による診断名をそのまま記載した。  

この 3 名は、日常生活において、それぞれに環境への適応や対人関係に困難

を抱えている。しかし、特徴を理解され、周囲と同質であることを強く求めら

れない場では、「自分」のことを多様な表現で語ることができる。また、グル
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ープの場で、節度を保った振る舞いを選択することができる。本研究の協力者

3 名は、こうした特徴を持つ ASD の女性当事者であることを付言しておく。  

 

 

 

３  分析方法  

 

（ 1）「対話の分析」  

 体験が生成される、まさにその時の「対話の分析」については、①グループ

26 回分の逐語記録を、音声データと共に繰り返し読み込む、②「なぞりの呼

応」 (尼ヶ崎 ,1990)の要素として着目した 3 点 (メタファの使用、笑い、くりか

えしと補強 ) (以下に詳述 )をもとに、ターゲットとなる「対話」を把握していく、

③本研究の問いを鮮明に浮かび上がらせ、また、「なぞりの呼応」(尼ヶ崎 ,1990)

の要素が凝縮した対話断片を切り出す、④会話分析の手法を援用し、やりとり

を詳細に分析するための文字化を施した (表 6 参照 )。  
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（ 2）  「対話の分析」における着目点  

「なぞりの呼応」(尼ヶ崎 ,1990)が展開する要素は、筆者がメンバーと体験を

共にする中で気づいた事柄と、先行研究とを往還させる中で、以下 3 点に収束

された。  

 

①  メタファの使用  

 筆者は、グループを体験する中で、メンバーがたとえを用いて自分の体験や

その時の心情を巧みに表現することに気づいた。そうした表現により、筆者自

身、メンバーの話している事柄が身に迫ってくる様に感じられる体験を幾度も

した。こうした体験から、メタファの使用に着目した。本研究では、たとえの

表現である、隠喩、直喩、提喩、換喩等の比喩表現全般を含む「広義のメタフ

ァ」 (楠見 ,1999)をメタファと呼ぶこととする。  

メタファに関する先行研究では、Lakoff  & Johnson(1980)が、メタファを単

なる表現技巧ではなく、新しい知を得るための、理解や思考の方略であるとす

る考えを示している。さらに、メタファの本質は、ある事柄を他の事柄を通し

て理解し、経験することであるという。新しいメタファによって、我々は経験

の意味を理解し、将来の行動の指針をも得ていると述べる。また、尼ヶ崎 (1990)

によれば、メタファは「身体全体が体現するべきイメージを示唆するもの」と

される。尼ヶ崎 (1990)は、生田 (1987)による「わざ言語」を紹介し、わざを教

える各分野では、内的な感じを伝える独特な用語法を工夫しており、それが大

抵メタファを用いていることを述べる。「目玉のウラから声をだしなさい」 (生

田 ,1987)といったものがその例である。メタファは、伝える側の内的な感じを、

伝えられる側の身体の内側にも生じさせる効果を持つとする。  
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 これらの先行研究から、メタファを使用する意義は二つあると考えられる。

一つは、個人が経験の意味を創造するための手がかりである。二つ目は、他者

に自分の内的な感じを伝え、共通の身体の構えを促し、他者からの「なぞり」

を呼び込むことである。ただ、この二つの意義は連関していると考える。個人

がメタファの使用を通して、経験の意味を創造するためには、他者との「なぞ

りの呼応」 (尼ヶ崎 ,1990)を含むやりとりが必要なのではないか。ASD のピア

はどのような場面でメタファを使用し、それが「対話」をどの様に進展させて

いくのだろうか。  

 

②  笑い  

グループの音声記録を文字化すると、「対話」の中で、笑いが頻繁に表れる

ことがわかる。志水ら (1994)は、笑いを「快の笑い」、「社交上の笑い」、「緊張

緩和の笑い」の三つに分け、そこからさらに細分化して示している。この分類

は、その時の笑い手個人の心情を把握する上で参考になる。一方、会話分析の

分野では、 Jefferson et al． (1987)が、笑いを会話活動の一つとして捉え、会

話における笑いの役割を分析している。それによれば、笑いには、「連携を呼

び込むための笑い」があるという。話し手は無作法な話題を導入する際、聞き

手をその話題に付き合わせようと、自分から笑い始めることがあるという。そ

れに成功すれば、聞き手から笑いや受容的な応答を引き出すことができる。つ

まり、笑うという話者の身体の構えを、聞き手になぞらせて、「自分」の内的

体験に引き入れていると理解できる。  

 全身の「なぞり」活動によって「私たちは相手の言葉を頭でわかるだけでな

く、身体でも理解している」 (尼ヶ崎 ,1990)。笑いによる「対話」は、「なぞり

の呼応」の様相を読み解く上で一つの視点になると考える。  

 

③  繰り返しと補強  

 黒田 (1998)は、話し手の語る言葉をなぞって繰り返す役割の人を「引用者」

と名づけている。また、綾屋・熊谷 (2010)は、ピアが語る言葉の中で「我がこ

とのように追体験された部分」を、次に自分が語る時に「よりよく私の体験を

言い当てることができる言葉」として部分的に引用することを、「部分引用」

と呼ぶ。そして、会話分析による知見では、「くりかえし」 (田中 ,1997)と呼ば

れる言語行動がこれらに近く、思考や感情の共有を表現する機能があるという。
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話し手の語る言葉を繰り返すことは、基本的な「なぞり」行為と考えられる。

また、会話分析によるあいづちの研究成果には、「補強」 (水谷 ,1984)と呼ばれ

るものがある。これは、話し手の発言の内容を自分の言葉で再現することであ

る。「いわば、ナゾリであるが、これを巧みに行うのは高度の技術を要する」

(水谷 ,1984)とされる。  

 繰り返しと「補強」 (水谷 ,1984)は、どちらも「対話」における「なぞり」の

やりとりと関係していると考えられる。  

 

（ 3）「語りの分析」  

場を意味づける「語りの分析」については、意味づけを行うだけの体験の蓄

積が必要と考えた。よって、グループを始めて 2 年が経過した、第 20 回から

第 26 回までの逐語記録を分析の対象とした。その中で、グループの意味が自

然に語られている発話と、調査者が「対話」の流れに沿いながら質問し、それ

に応答する発話に対し、M-GTA(木下 ,1999,2003,2007,2009)の手法を援用して

概念を生成した。具体的な手順を簡単に記載する。①「分析焦点者」を、“グル

ープに継続して参加する ASD の成人当事者 ”  とし、「分析テーマ」を、 “グル

ープという場をどの様に意味づけながら参加を継続してきたのか ”と定めた、

②「分析テーマ」と「分析焦点者」を念頭に置き、第 20 回から第 26 回の中

で、テーマとする事柄が、最もリッチに語られている回のデータを読み込む、

③暫定的な概念生成を行い、個々の概念についてワークシートを作成する、④

他の回のデータも見ていき、概念名やその定義を最適化する、⑤概念を複数生

成する中で、各概念間の関係や影響等の動きを、図式化しながら検討し、カテ

ゴリーを生成した。  

結果の妥当性の検討については、北海道 M-GTA 研究会での検討を 1 回持っ

た。また、分析結果は、協力者の L さんと M さんには直接説明し、感想を聞

いた (音声記録有り )。N さんには論文を送付し、内容を確認してもらった後、

電子メールで感想を交流した。 L さんは、『安心して話せる』、『自分のあり方

を確認する』という概念に特に関心を示した。これらが、日常の会話場面と最

も違う点で、グループでしか得られない体験だと述べた。M さんは、分析の結

果に「そうそうそう」と感じるが、あまり特別な事が明らかになったという感

じがしないので、グループメンバー以外の人の感想を聞いてみたいと語った。

N さんからは、「ご指摘通り、Ohana(グループの仮名 )で感じたことや得たこと
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が自分に還元され、自分の日常を通過し、また Ohana に還っていくのかなぁ

と感じました。 (電子メール文 )」との感想があった。総じて、協力者にとって

は、当たり前と感じてきた事柄が、改めて言語化され、形になったという印象

が語られた。  

 

 

第３節  結果  

 

  

１  体験が生成されるまさにその時の「対話の分析」  

 

 以下三つの断片を取りあげ、それぞれに小考察を述べる。提示する断片が、

どのような流れの中で交わされたものか、を示す必要がある場合は、最初に説

明を加えた。対話文からの引用は文字を斜体とし、「」で括って示す。なお、

断片は同時に語られる発話ごとに線で区切って示す。  

 

(1)憑依と鏡人間  

 表 7 に示す断片は、第 7 回目のグループ開始 16 分後に交わされた、1 分 25

秒間の「対話」である。その場に居たのは、L さん、M さん、N さんと筆者の

4 名。M さんと N さんはこの回が初参加で、メンバー 3 名は、ほぼ初対面であ

った。筆者とはそれぞれ面識がある間柄であった。表７は、N さんが、「人の

気持ちを察する」ことの苦手さを語った後に続く「対話」である。  

 この断片では、 L さんが「引きずられすぎちゃう (01L)」というメタファを

用いた表現で、困り感を語り始める。それに対し、N さんは「あー hhhh(02N)」

と、すぐさま状況を察した様に相づちを打って笑う。話題の導入としては、受

容の雰囲気が流れている。それに支えられた様に、L さんは「ほとんど憑依 (0

4L)」と、さらにメタファを重ねる。口調は真剣そのものである。内容からし

て、L さんは「憑依 (04L)」される「自分」を表現していることがわかる。「引

きずられ (01L)」ることと、「憑依 (04L)」されることは、「自分」に主導権がな

いという点で共通する。しかし、「憑依 (04L)」の方が、インパクトが強く、そ

の不快感や恐怖感が鮮明となる。L さんは受容の雰囲気に支えられ、「自分」

の体験に、より近いメタファを用い、メンバーに内的な感じを伝えようと試み  
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る。そうした A さんの緊迫をよそに、N さんは「私も憑依っけあります hh(0

5N)」と、楽しげな様子で憑依という言葉を繰り返す。M さんも「対話」を盛

り上げる様に、楽しそうに笑って加わっている。それに対し、L さんは「でも

自分が無くなっちゃうんですよ (07L)」と、問題の深刻さを真剣に訴えている。

「自分」の体験がメンバーになぞられていない、ずれていると感じ「憑依  

(04L)」される苦労をより詳しく話して聞かせていく (09L･11L)。L さんが語り  

終えたタイミングで、N さんが「私もそれあるんですよー (13N)」と共感を表

現する。調査者は以前 N さんから似たエピソードを聞いたことを思い出し、L

さんと N さんの経験は「近い経験かも (14 調査者 )」と発話する。調査者は、

理解を強く求める L さんと、理解したことを伝えたい N さん双方の思いをな

ぞり、その間を繋ごうと意図している。結果、話者交代をアシストした形にな

っている。この時、L さんはほっとした様に、深く息を吐いて笑い (15L)、話者

が N さんに移ることを、安心して待つ様子が伝わる。  

 話者が N さんに移り、「私も全く相手ひゃくパーセント…自分れーパーセン

ト (16N)」と話し始める。L さんの体験に共感を示す方法として、N さんは「自

分」の感じ方をメタファを用いて語っている。こうした発話連鎖を、串田 (2001)

は「私は―私は連鎖」と呼び、人々が経験を分かち合う一つの形式とする。こ

こでは、メタファによる表現を 2 人が連鎖させることで、体験の分かち合いが

進展している点が興味深い。  

 その後の L さんの発話 (18L･20L)から、このメタファの連鎖が、結果的に分

かち合いを進展させたことがわかる。つまり、話者が N さんに移ったにも関

わらず、「気付いたらそうでしたね (18L)」、「だから周囲から見ると問題無い子

に見えるんですよ (20L)」と、 L さんは N さんの困り事を自分事とし、N さん

の語りを引き継いで発話していく部分が見られる。これは、水谷 (1984)が「共

話」と名づける「対話」の様式で、歌舞伎の割台詞の様に、相手との協同作業

によって一つの発話が完成される、話し手と聞き手の区別がない話し方とされ

る。こうした「対話」によって、 L さんは N さんに「憑依 (04L)」される体験

をなぞられていることがわかり、同時に N さんの「相手ひゃくパーセント…自

分れーパーセント (16N)」の体験をなぞっている。ここに、「なぞりの呼応」が

展開していることがわかる。  

 「共話」(水谷 ,1984)はさらに続き、L さんが「周囲から見ると問題ない子に

見える (20L)」が、「目は真っ白 (23L)」と、話のおちにあたる部分をメタファを
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用いて語る。そのおちに対して、M さんは面白そうに笑う (24M)。すると、そ

れまで真剣な口調で話し続けてきた L さんの発話に、初めて笑いの呼気が混

じる (23L)。M さんの弛緩が L さんの緊張を解いたような場面であり、L さん

の畳み掛けるような体験の紹介も、そこで収まることになる。  

後半は、N さんが主たる話者となる。N さんは、前半で L さんと分かち合っ

た苦労を、今度は「鏡人間 (25N)」というメタファを用いて語っていく。「相手  

hh の顔になって hh(25N)」と、笑いの呼気と共に説明を開始する。これは、

「連携を呼び込むための笑い」 (Jefferson et  al.1987 )と理解できる。「対話」

への招待は成功し、L さんは、すぐさまその体験をなぞることができたことを

伝える (26L)。一方 M さんは、受容的反応を返しながらも、あまりその体験が

なぞれない様子を表現する (27M)。その反応に対し、N さんは具体的に説明を

加え M さんの連携を誘っている (28N)。  

 その後、後半で最も「対話」が盛り上がる部分 (43N･44M･45L)を迎えること

となる。「鏡人間 (25N)」になる自分の具体的な苦悩を、N さんが「いかに自己

主張するかっていう難しさ (35N)」だ、と一般的な語彙を用いて語る。それに

対し、L さんは「自己主張がどこにあるかを自分で把握する (36L)」こと自体が

難しい、と N さんの抱える難しさをさらに掘り下げていく。自己主張が「ある

けど抑えてるんじゃなくて、もう全部なんも (43N)」と N さんが言いかけたと

ころで、M さんが間髪入れず「ない (44M)」と、N さんの発話を「先取り完結」

(堀口 ,1988)する。 L さんも同時に「゜きびしいきびしい゜ (45L)」と自己主張

の難しさを呟く。  

 この様に、 43N、 44M、 45L では再び「共話」が成立し、あたかも 3 人が一

体となり、一つの発話を完成させているかのようだ。聞き手は調査者 1 人とな

ったため、調査者が積極的に相づちを打っている (46 調査者 )。「なぞりの呼応」

は、最終的に「あるあるー (51L)」という言葉に集結されていく。   

  

（ 2）  順調に苦労する  

 表 8 に示す断片は、第 11 回目のグループ開始 31 分後に交わされた、 50 秒

間の「対話」である。その場に居たのは、 L さん、M さん、N さん、O さん

の 4 名。O さんはこの断片では発話しない。M さんは精神科入院のため、前

回のグループを休み、 3 ヶ月ぶりにメンバーに会った。メンバーが M さんの

近況を聞きたいと希望し、開始早々から以下の断片まで、M さんが 3 ヶ月間
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の話をした。   

 入院の経緯として、M さんは参加していた福祉サービスのプログラムに

「自分」だけがついていけない、という焦りや不安があったことを語った。

また、数年付き合ってきた交際相手との関わりに疲労感を感じ、「追いつめら

れて」過食嘔吐を繰り返し、生活と体調とが崩れていったという。入院中、

規則正しい生活を取り戻し、過食嘔吐はおさまった。また、交際相手と別れ

「身辺整理ができました」と語った。表 8 はその「対話」に続く断片であ

る。  

 

  

 

断片の最初の場面では、N さんが M さんの一連の体験を聞いて、その体験

に「リフレッシュ (01N)」という言葉を選んで「補強」 (水谷 ,1984)してい

る。そして一連の出来事が M さんにとって、どのような意味を持っているの  

かが語られるよう促している。それに対し、M さんは「一旦リセット

(02M)」だと返答している。広辞苑によれば、リフレッシュとは気分をさわ
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やかに一新することであり、リセットとは再び始動の状態に戻すこととされ

る。意味は近いが、前者は気持ちの持ち様の変化であり、後者は状況の構造

を元に戻すという違いがある。M さんはそのずれにすばやく反応し、くりか

えしではなく、言い直しをし、一連の出来事の「自分」にとっての意味を、

「リセット (02M)」だと語り出している。その上で「過食はね hh ちょっとま

だ hh(05M)」と、「連携を呼び込むための笑い」 (Jefferson et al.1987 )を交

えてさらに語りを深めていく。N さんは、M さんの言いにくさを笑いで受け

止めつつ (06N)、「順調に hhh(07N)」との言葉掛けをする。N さんは、以前

より、べてるの家の活動に関心を寄せる仲間や、その仲間が使う言葉を日常

生活を送る上での支えにしていた。よってこの言葉には、「それで順調」 (向

谷地・浦河べてるの家 ,2006)という、べてるの家の暮らし方や生き方の姿勢

が込められていると考えられる。健常を基準に、病気や障害を治すことに人

生を費やすのではなく、今の「自分」を認め「自分」で「自分」を助けてい

くことが尊いと考える、べてるの家の理念の一つである (向谷地・浦河べてる

の家 ,2006)。その価値観は N さんの言葉 (07N)を通し、M さんになぞられ

(08M)、過食のプロセスの、「自分」にとっての意味を語る (08M･11M･13M)

支えとなっている。  

 「食べないと眠れないんじゃないか (11M･13M)」という不安は、「順調に

(08M)」起こる。しかし、M さんは、コンビニに行って食べ物を調達するので

なく、家にあった枝豆一袋に抑える。こうした「自分」を、M さんは「ちょっ

とずつ (23M)」だが制御可能な「自分」として語っている。  

 

（ 3）過剰にやってしまう  

 表 9 に示す断片は、第 18 回目のグループ開始 2 分後に交わされた、1 分 16

秒間の「対話」である。その場に居たのは、L さん、N さんの 2 名。L さんか

ら見て、N さんは一見元気そうに見える。だが、N さん本人の中で、「テンシ

ョンがちょっと高い感じがちょっと危険」と、今の「自分」の状態を語り始め

る場面である。  

N さんは言葉を探りながら、「自分」の今の状況を、「ゴム (01N)」が「パン

ッて弾くみたい (01N・03N)」、「伸ばすともうパーンとこう戻る (05N)」とメタ

ファを用いて表現していく。L さんは、N さんの表現したいことをなぞり、「皆

さん (06L)」は、その状態に陥らないよう「適度に (06L)」、「自然に (08L)」、「自  
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分」の行動を調節しているのだろうと「補強」(水谷 ,1984)する。「皆さん (06L)」

とは、ASD ではない人々のことと理解できる。L さんは、N さんの語りの意味

を、ASD ではない人との比較を通して炙り出そうとする。  

 こうした L さんの発話を受けて、N さんは再び「ゴム (01N)」というメタフ

ァを用いて語っていく。「適度に (06L)」「自分」の行動を調節している「皆さん

(06L)」の様子を、「ゴム (01N)」を「中間ぐらいまで引い (09N)」て調節する様

になぞらえている。尼ヶ崎 (1990)によれば、「なぞらえ、とは、既に理解ずみの

経験領域に基づいて未知の経験領域を理解すること」だという。N さんは、な

ぞらえることによって「皆さん (06L)」の心身態勢を理解しようとしている。

そうしてなぞった上で、「自分」の状況を「行き切る (12N)」、「どっか切れる

(12N)」、「パンッて離す (12N)」と、緊迫感を込めて表現する。N さんの語りに

対して L さんは、状況がよくわかる、といった様子で、穏やかな笑い (13L)で

受け止める。すると、張り詰めた印象で語り続けていた、N さんの発話にも、
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呼気が混じり、つられた様に笑いがこぼれる (12N・ 14N)。この笑いの中に、

「なぞりの呼応」が展開していることが読み取れる。N さんは今の状況を話し

きれた、という様に「そういうことなのかな (14N)」と静かに呟き一息つく。

その後、 L さんが具体的な日常の場面に引き戻して N さんの現状を尋ねる

(16L)。すると N さんは、職場の様子と、そこでの「自分」の状態を、メタフ

ァを含む表現から離れ、現実的な場面を思い浮かべて応答する (17N)。最後に

は、「過剰になんかやってしまうところがあるかもしれない (21N)」と「自分」

を語り出している。   

 

２  グループという場を意味づける「語りの分析」  

 

 “グループに継続して参加する ASD の成人当事者 ”  (分析焦点者 )は、 “グルー

プという場をどの様に意味づけながら参加を継続してきたのか ”  (分析テーマ )

を、念頭に置き、第 20 回から第 26 回の逐語記録を読み込んだ。M-GTA を用

いて概念を生成した。その結果、 5 概念、 2 カテゴリーを生成した。以下全体

像としてのストーリーラインを記述し、その後に概念間の関係や動きを説明す

る。  

 具体例からの引用は「」で括って斜体で表示する。対話内でのグループ名は

仮名 (Ohana)で示す。…は文章の省略を意味し、 (  )内の名称は表 5 の名称と対

応させ、発言した回も書き添えた。なお、カテゴリーは〈〉、概念は『』と記

す。図 2 に概念やカテゴリー間の関係を図式化した結果図を提示する。表 10

に概念名とその定義、語りの具体例を一覧にまとめたものを示す。  

 

ストーリーライン  

 グループに継続して参加する、ASD の成人当事者は、『場の枠組みが自分を

整えてくれる』ことで、グループが『安心して話せる』場となり、『自分のあ

り方を確認する』場になっていると感じている。彼らは、グループを離れた日

常でも『自分の中で対話が続いていく』ことや、グループに対し『大切な場、

会いたい人たちと思える』体験をしていた。また、そうした日常の体験が、グ

ループに継続して参加する動機となって、プロセスを循環させていた。  
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(1)『場の枠組みが自分を整えてくれる』  

 この概念は、六つの約束ごとや場の設定によって、メンバーのパフォーマン

スが引き上げられることで、「自分」のイメージが良好に保たれていることを

示している。  

 具 体 例 と し て 、「 Ohana で の 相 づ ち っ て 自 分 の 中 で あ る か も し れ な い

…Ohana という場が作ってきた自分みたいなものがもしかしたら。(N･23 回 )」、

「Ohana での自分です。ここは。多分そうじゃない場だったら喋らないです。

(M･26 回 )」等がある。  

 

(2)〈場の中で起こること〉  

 このカテゴリーには、『安心して話せる』と『自分のあり方を確認する』の 2

概念が含まれる。『安心して話せる』の具体例には、「まとまらないし、とっち

らかる話を、みんなうんうんってすごい聞いてくれる。 (M･24 回 )」という語

りがある。N さんは、そうした語りの場を「積み上げて来たものかもしれない。

(N･26 回 )」、「過程を一緒に過ごした期間が安心に繋がるのかもしれない。(N･

24 回 )」と表現する。  

『自分のあり方を確認する』には、「あるあるっていう感覚だったり、いい

んだっていう。その感覚はこのまんまでいいんだ。変えなくていいんだって。

(L･23 回 )」という語りがある。ハード面としての場の枠組みに互いに守られ、

ソフト面としての安心感を「積み上げて来た (N･26 回 )」という繋がりが見出

された。そうしたことが、「自分」への肯定感として結果していた。  

 

(3)〈日常に持ち帰ること〉  

 このカテゴリーには、『自分の中で対話が続いていく』と『大切な場、会い

たい人たちと思える』の 2 概念が含まれる。『自分の中で対話が続いていく』

には、「こういう時、あの人ならどうするかなって。多分昔は、単純に自分を

叱る人、家族だったり、職場の人だったり、とにかく自分を批判する声ばっか

りが出てきてたんですよ。それが、だんだん…ふと思い返すと、あれ？それだ

けでもないなって。 (L･23 回 )」という具体例があった。  

また、『大切な場、会いたい人たちと思える』には、「だんだん自分の中で、

固定化されたメンバーで、（グループの開催が）3 ヶ月おき位になって。なんか

すごい大事になってきた。会わないと、みんなに会いたいって (笑 )。(M･24 回 )」
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という語りがあった。日常に戻っても、「自分」の内側に安心感や肯定感をも

たらすメンバーの面影が残っていることが示された。Ohana という場で、また

いつものメンバーに会いたい、という動機から、参加の継続が実現されてきた

ことが示された。   

 

 

第４節  考察  ASD の成人当事者にとってのピア・サポートの意味  

 

 

 ここでは、体験が生成される、まさにその時の「対話の分析」と、グループ

という場を意味づける「語りの分析」の二つを総合し、ピア・サポートでの「対

話」の意味や、そのサポート力の内実を、重層的に考察する。M-GTA を援用

した、「語りの分析」から得られたプロセス (図 2 参照 )を、考察のアウトライン

として活用し、以下を述べる。  

 

１  場の枠組みが「自分」を整え、他者との関係をつくる基盤となる  

 

 提示した「対話の分析」からは、コミュニケーションに困難があるとされる

ASD の当事者同士が、非常にスムーズに会話をしていることに、改めて気付

かされる。しかし、表 5 に提示した協力者のプロフィールからは、困難の度合

いが低いメンバーが集まっているとは言い難い。では、なぜこうした「対話」

が可能なのか。この疑問を解消する鍵は、「語りの分析」から導出された、『場

の枠組みが自分を整えてくれる』という概念の中に見つかる。表 5 の協力者の

プロフィールからわかる様に、彼らは、視覚的、聴覚的情報をまとめあげたり、

必要な情報以外を捨象することに困難がある。そうした特徴に対し、静かで余

計な物が無い空間、前もって約束された曜日や時間帯、そして、そこでしか会

わないために複雑になり過ぎないメンバーの関係性。こうした枠組みが、情報

量を抑え、彼らの能力を十分に引き出す場を提供していると考えられる。  

これを、ICF(世界保健機関 ,2002)のモデルで捉えてみると、彼らが持つ、刺

激への過敏さ等の「心身機能・構造」の問題を、場の枠組みによってコントロ

ールすることで、他者とのコミュニケーションという「活動」を可能にし、そ

のことが、グループという場への継続的「参加」を実現させていると理解でき
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る。   

この様に、グループの場では、彼らが抱える困難の度合いが低下し、生活機

能が高まった状態を実現することができている。こうした状態であれば、「自

分」へのイメージが良好に保たれるのは自然なことと言えよう。  

 ピア・サポートが展開するグループにおいて、最適化されてきた場の枠組み

は、他者との心地よい関係や、安心できる関係を実現させる。また、彼らが抱

えてきた「自分」へのイメージを、より良いものへと変化させる可能性がある

と考える。  

 

２  場の中で起こること  

 

 綾屋 (2012)、浦野ら (2015)が報告する、「言いっぱなし聞きっぱなし」のルー

ルでは、発言の順番が席順で決まっている。話し手は聞き手からの反応を求め

ず、独白の形で話をしていく。また、聞き手は話し手の顔をあまり見ず、頷き

や相づち等の反応を一切しないで聞くという。この関わり方と、本研究の対象

グループのあり方を改めて比較すると、対象のグループでは、言いっぱなさな

い聞きっぱなさない「対話」がなされている。こうしたスタイルでの「対話」

は、メンバーにどのような体験をもたらしているのだろうか。  

「対話の分析」において、「なぞりの呼応」（尼ヶ崎 ,1990）が展開した結果、

「馴染む」、「ずれる」、「ずらす」という三つのやりとりが生じていることが示

された。  

断片 1 で取り上げた様に、メンバーの間で「なぞりの呼応」（尼ヶ崎 ,1990）

が展開すると、「共話」 (水谷 ,1984)が生じ、メンバー相互の体験世界が「馴染

む」場面があった。この、「馴染む」やりとりとは、メンバーの間で意味世界

を共有する体験となっていると解釈できる。「自分」の体験している世界は確

かにあるのだ、という安堵は、内的体験世界と客観的世界の間に橋が渡される、

重要な体験となっている。このことは「語りの分析」から導出された、『自分

のあり方を確認する』という概念にも表れていた。  

 また一方で、メンバーの体験は「馴染む」だけでなく、「ずれる」こともあ

った。例えば、断片 1 で、L さんの憑依される体験への困惑が、他のメンバー

による明るい受け止めのトーンと「ずれた」場面 (05N,06M,07L)。また、N さ

んが鏡人間になってしまう体験を、M さんがなぞりきれないという「ずれ」が
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生じた場面 (27M)。そして、断片 2 で、N さんが言った「リフレッシュ (01N)」

という言葉を、M さんが「リセット (02M)」と言い直した場面である。いずれ

も、話し手 (なぞられる側 )が、聞き手 (なぞる側 )の応答に微妙な「ずれ」を感

じ取っている場面である。話し手がこの「ずれ」に気づいたということは、聞

き手の応答を、なぞったということになる。同じと感じることが理解であると

同時に、「ずれ」を感じることもまた理解なのだ (土屋 ,2007)。さらに森岡 (2005)

は、「うつす」ことに伴う「ずれ」という、二重性から生じる創造的な意味の

重要性を述べている。確かに先の例で、「ずれ」に気づいた話し手は、その後

自身の体験を掘り下げ、さらなる語りを生成していた。こうした、「ずれ」へ

の反応は、グループが『安心して話せる』場として意味づけられているからこ

そ、豊かな展開を生んでいくと考える。「なぞり」(尼ヶ崎 ,1990)に伴う「ずれ」

の体験は、言いっぱなさない聞きっぱなさない「対話」の醍醐味といえるので

はないか。  

 最後に、話し手の構えを聞き手が「ずらす」やりとりについて述べる。断片

1 には、「憑依 (04L)」される L さんの体験への、M さんの笑い (24M)の反応が、

L さんを緊迫から「ずらす」場面があった (23L)。断片 2 では、退院しても過

食が続いているという M さんの告白に、N さんが「順調 (08N)」と声を掛ける

場面があった。過食は良くない、治さねばならない、という見方を「ずらす」

ことで、N さんにとっての過食は、「自分」で「自分」を助けるための方法で

あったことが語られていく (08M・ 11M・ 13M)。また、断片 3 には、 L さんの

穏やかな笑い (13L)が、N さんの緊迫を「ずらす」やりとりがあった (14N）。尼

ヶ崎 (1990)によれば、なぞる側は、なぞられる側の心身態勢の状態を感知する

と同時に、それを制御しようともするという。このことは、 Stern(1985)が注

目した、乳幼児と母親との間に展開する「情動調律」という行為に関連してい

る。話し手の緊迫感や緊張感、そして不安感をなぞることで、聞き手の心身に

は、逆にその態勢を調整しようとする反応が生じてくる。そうした、聞き手側

に生ずる調整の反応を、話し手がさらになぞることで、心身態勢に変化が起こ

ると考える。  

 上述してきた様に、「なぞりの呼応」によって生成された、「馴染む」体験と

は、トーヌスの共有（森岡 ,2002）と関係しているのではないか。また、「ずれ

る」ことでのさらなる言語化や、「ずらす」ことによる心身態勢の変化は、ト

ーヌスの変化（森岡 ,2002）と関係しているのではないか。本論文で筆者は、
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「自分」という意識の形成には、他者と意味世界を共有する体験が必須であり、

その共有体験を積み重ねていくことで、内的体験を意味づけ、行動を組み立て

る「自分」という意識が形成されていくと捉えてきた。よって、「馴染む」と

いうトーヌスの共有（森岡 ,2002）は、内的体験世界と客観的世界の間が橋渡

しされ、「自分」という意識が形成される基盤を成す体験になっていると考え

る。また、「ずれる」、「ずらす」という、トーヌスの変化（森岡 ,2002）は、他

者の心身態勢を「自分」に取り込む体験であり、出来事に対し、より柔軟に対

応できる「自分」をつくり出していくのではないか。  

さらに、ピア同士の「対話」の中で生ずる、「馴染む」、「ずれる」、「ずらす」

という体験は、安心感のある、対等な関係性の中で、互恵性を持って繰り広げ

られていることに、重要な意味があると考える。こうした純粋な互恵関係は、

治療やセラピーの枠組みでは実現できない特徴と考える。  

最後に、これまでの考察と、「言いっぱなし聞きっぱなし」のルールによる

当事者研究会でのやりとり (浦野ら ,2015)とを照らし合わせて考えてみたい。

その研究会では、「結びつきへの指向を絶ち切ったうえで、それぞれの語りは

研究会の場に陳列され、並置される」と記されている。そして陳列された経験

の中に「共通する新たなパターンや経験の分類の仕方」を各々が「発見」し、

新たな見方を得るのだという。上述してきた、本研究の成果から見れば、浦野

ら (2015)の取組みは、ピア同士で直接的な言葉のやりとりをしないため、一見、

他者との関わりが閉ざされている様に捉えられる。しかし、そうした場におい

ても、互いの身体を突き合わせて時間を共有しており、身体から発せられた互

いの声を聞き合う体験がなされている。そう考えると、「言いっぱなし聞きっ

ぱなし」のルールにあっても、その場の体験は、個に閉ざされた認識の世界の

変化に留まるものではない。その関わり方は、幾分ゆるやかではあっても、互

いのトーヌスに関与し合い、互いの心身態勢を変化させる体験になっていると

推測される。浦野ら (2015)の取組みの効用は、そうした身体性の側面からも、

さらに検討されてよいのではないか。  

 

３  日常に持ち帰ること  

 

 先に、グループにおいて生活機能が高まった状態を実現できるならば、「自

分」へのイメージが良好に保たれるのは自然なことだ、との見解を述べた。で
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は、それはグループの時間だけに限られた状態なのか。そうではないというこ

とが、「語りの分析」から明らかとなった。彼らは、グループ後も『自分の中

で対話が続いていく』ことを体験し、メンバーの面影を心の中に留めて日常を

過ごしていた。  

 序論で詳しく述べたが、浜田 (1992)によれば、「自分」とは、生身の他者との

間で積み重ねられた、能動－受動のダイナミックな関係 (自他二重性 )が束ねら

れた、「内なる他者」(Wallon,  1956)との対話であるとする。そして、その「内

なる他者」(Wallon,  1956)との対話によって、「自分」が「自分」を見るという

二重性が成り立ち、その構造を「自我二重性」と呼んだ。また、浜田 (1992)は、

ASD の人は、他者とのこうした能動－受動のやりとりに困難を抱えるため、

「内なる他者」(Wallon, 1956)が醸成されにくく、「自分」が成立しにくいので

はないか、との仮説を述べている。  

 「対話の分析」からは、グループという『安心して話せる場』において、メ

ンバーの体験は馴染みつつもずれ、心身の構えをずらしたりずらされたりと、

まさに能動－受動のやりとりである、「自他二重性」 (浜田 ,1992)が展開されて

いることがわかった。「語りの分析」からは、こうした生身の他者とのやりと

りが「自分」の内側で続いていき、日常の出来事に対峙する際の支えとなって

いることが示された。これらのことから、本研究では、ASD の成人当事者がグ

ループという場を苗床にして、他者を「自分」の中に取り込み、「自我二重性」

(浜田 ,1992)を形成していく姿を描き出したと考える。つまり、 “繋がりを感じ

られる他者 ”と共に「自分について他者に語る物語」を育むこととは、「自分」

という意識を培っていくことだといえる。それが、ピア・サポートが持つ意味

であると考察する。  

 

４  研究１との関連から  

 

 本章で報告した研究 3 では、ピア・サポートが持つ意味や、そのサポート力

の内実を明らかにするため、Ohana という場を一つの可能性の姿として描き

出した。  

Ohana で起こっていることを、研究 1 で得られたプロセス (図 1 参照 )に重

ね、俯瞰してみる。すると、Ohana の活動は、カテゴリー〈調整のサイクル〉

内の動きの一つとして読み取ることができる。さらに、「対話の分析」から得
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られた「馴染む」、「ずれる」、「ずらす」という体験は、『似た体験の他者と分

かち合う』ことや『似た体験の他者が鏡になる』体験と重ねて理解することが

できる。  

そして、ピアとの「対話」には、『身体の訴えをきき入れる』要素が、多分に

盛り込まれていることがわかる。例えば、彼らは、「引きづられる」、「相手の

顔になって」、「もう手がこう、これ以上引っ張れない」等のメタファを用い、

「自分」の身体の感覚を仲間に伝えようとしていた。また、「寝る前になーん

かガヤガヤザワザワしてきて」、「伸ばすともう、パーンとこう戻る」等、彼ら

がオノマトペ (onomatopoeia)を多用し、表現していることにも改めて気づかさ

れる。鷲田 (2011)によれば、オノマトペでの表現は、「概念による抽象ではな

く、感覚による抽象ということが起こっている」のだという。  

ASD のピア・サポートにおいては、語り手が、「自分」の身体の訴えをきき

入れ、それをメタファやオノマトペを用いて表現することで、他者と身体性の

分かち合いを進展させ、互いに変化していく様相が示されたと考察する。  
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終章  

 

 

 

 

本論文は、テーマに「体験としての ASD」を掲げ、青年期から中年期を生き

る当事者のあり様を、三つの調査研究をもとに描き出してきた。  

本章では、一連の研究結果を総合し、本論文の成果を提示する。第 1 節では、

ASD 当 事 者 の 内 的 体 験 の 語 り か ら 導 き 出 さ れ た 、「 パ ー ソ ナ リ テ ィ

(personnalité)」(Wallon,1952,1956a)発展の契機について述べる。第 2 節では、

中 年 期 に さ し か か っ た 、 ASD 当 事 者 の 「 generativity 」 (Erikson,1959,  

1982/1997)について述べ、彼らが社会にどのような問いを投げかける存在なの

かを考察する。第 3 節では、方法論という切り口から、本論文の成果を辿り直

す。第 4 節において、本論文の限界について言及し、今後の課題を提示する。 

 

 

第１節  「パーソナリティ (personnalité)」の発展を促す契機  

 

 

本論文において、「自分」という意識の形成には、他者と意味世界を共有す

る体験が必須であり、その共有体験を積み重ねていくことで、主観的な内的体

験を意味づけ、行動を組み立てる「自分」という意識が形成されると捉えてき

た。さらに、この「自分」という意識が、その人の生活世界でのあり方全体を

指す「パーソナリティ (personnalité )」(Wallon,1952,1956a)の中核となって機

能していると捉え、研究を進めてきた。  

本論文は、三つの研究を通し、 ASD の成人当事者が抱える「自分」という

意識の様相を、彼らの生活世界や、人生行路と共に捉える試みを重ねてき

た。その結果として、本論文は、 ASD の成人当事者が、「パーソナリティ

(personnalité)」 (Wal lon,1952,1956a)を発展させていく様相の描出に到達で

きたと考える。そして、彼らの「パーソナリティ (personnalité)」

(Wal lon,1952,1956a)の発展を促す契機として、三つの要素を見出すに至っ

た。  
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具体的には、研究 1 から導出された、ASD の成人当事者が「自分」を尋ね出

していくプロセス (図 1 参照 )に、彼らの生活世界の広がりや、存在の仕方の変

化が示されたと理解した。まず、このプロセス図において注目されるのは、本

人による、〈身体への態度〉の選択である。ここがスイッチの役割を担ってい

ると考える。『身体の訴えをきき入れる』態度を選択することで、プロセスが

次の展開へと導かれる。二つ目の要素は、診断告知による安堵感と不満感の揺

れがもたらす、内的体験である。三つ目の要素は、〈調整のサイクル〉におい

て、 [他者と向き合う ]体験である。  

プロセスを次の展開へと導く、この三つの要素を、生活世界との関わり方を

変 化 さ せ る 要 素 、 す な わ ち 、「 パ ー ソ ナ リ テ ィ (personnalité) 」

(Wal lon,1952,1956a)の発展を促す契機として捉える。以下、本論文から得ら

れた知見を結集させ、三つの要素について述べる。  

 

１  「自分」の身体性との繋がり  

 

研究 1 の分析結果から、ASD 当事者は、 [自分と繋がりにくい ]面と、 [他者

と繋がりにくい ]面を持ち、これら二つが影響し合うことで [おぼろげな自分 ]を

抱えてきたことが示された。彼らは、他者と意味世界を共有する地盤が十分に

築けず、内的体験の意味づけや、どう行動すべきかが定まらない不安定の中を

生きてきた。他の同世代の人たちと同じ課題を与えられ、当然の様に課題に対

応することを求められてもきた。その求めに応ずるため、『身体の訴えをきき

流す』ことで〈苦悶のサイクル〉を巡らせ、どうにか生活を送ってきた。  

この〈苦悶のサイクル〉に、他者との繋がりは無いか、もしくは限られた他

者との固着した関係に閉ざされて、問答が繰り返されていた。しかし、やがて

そのサイクルが、心身の不調により、破綻の時を迎えることになる。その不調

は、うつや不眠や腰痛、そして摂食や飲酒等の問題として、当人の生活全体を

立ち行かなくする程の強さを持って、ある時期に出現していた。  

研究 2 の A さんの場合、 30 代後半まで、この〈苦悶のサイクル〉が巡って

いた。苦しいながらも、なんとか社会に位置付き、子どもを一人で育てた。30

代後半、子どもの不調を一人で抱えきれなくなったのと同時期、A さんのうつ

は現れた。一人で頑張り続けてきた A さんは、医療機関と繋がり、子どもと共

に ASD の診断を受けることとなった。  
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Wallon(1934)によれば、個人の身体内で起こる情動は、一見邪魔な働きをし

ている様に見えるという。しかし、「個体同士の間で関係をもつこと」のため

に、人間には情動が発動する機構が備わっているとする。同様に、当人にとっ

て、『身体の訴えをきき入れる』転機とは、これまでの適応を覆す不本意なも

のとして出現するようである。しかし、その転機は、社会資源との結び目をつ

くり出し、当人と環境との関わり方を変化させる働きを持っていた。  

さらに、研究 3 では、「自分」の身体性との繋がりの意識を他者と共有する

ことが、「自分」という意識の発展に関与すると考察した。ピア同士の「対話」

を分析すると、そこには、『身体の訴えをきき入れる』要素が多分に含まれて

いた。彼らは、メタファやオノマトペを使用することで、身体との繋がりの意

識を言語化し、ピアと意味世界を共有していた。例えば、協力者の M さんは、

「眠れないんじゃないか」という内的な不安を、食べることで埋め合わせよう

とする、過食を話題にしていた。過食する「自分」を他者に率直に語ることで、

現状と向き合い、「自分」を制御する可能性を模索していた。  

この様に、「自分」の身体性との繋がりは、「自分」という意識を、より確か

なものへと変化させていた。ASD 当事者にとっての身体の不調は、「自分」の

生活全体と向き合うための、メッセージとして扱うことが必要と考える。そう

することによって、「自分」のあり方が変化し、さらなる発展の契機となると

考える。支援の場においても、身体から出されるメッセージを丁寧に扱うこと

が、ASD 当事者の「パーソナリティ (personnalité)」(Wallon,1952,1956a)の発

展を支える上で重要と考える。  

ただ、例えば、支援に繋がる以前の未診断の当事者が、『身体の訴えをきき

流す』ことで、〈苦悶のサイクル〉を巡らせ続けている場合、周囲の人は、ど

のような関わりができるだろう。一つは、対象者の身体の不調が限界に達する

前に、周囲の人がそれに気付き、医療機関等の社会資源に結び付けることであ

る。苦しさの中で、本人が、自死を選択する等の最悪の事態を、未然に防ぐ必

要がある。図 1 のプロセスを周囲の人に活用してもらいたい。しかし一方で、

身体の限界を本人が体験するからこそ、『身体の訴えをきき入れる』態度を、

真に、主体的に選択できると考える。研究 1 の分析からは、そこに重要な意味

があることが示されている (第 1 章、第 2 節、第 3 項、 [3]-③参照 )。今後、研

究 1 から導出されたプロセスを、様々な状況にある当事者の体験に重ね、本人

が、『身体の訴えをきき入れる』態度を主体的に選択するために、周囲の人が
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できる関わりについて、さらに検討を深めていきたい。  

 

２  社会からの承認  

 

 Williams(1992)やニキ (2002)の手記には、診断告知の体験が、救いと感じ

られたことが記されている。研究 1 の分析結果からも、『診断名が自分を説明

してくれる』という安堵感を体験することが示された。しかし、それだけに

留まらず、彼らは、『診断名では自分を語りきれない』という満たされなさも

同時に抱えていた。この、診断告知という出来事の意味を、研究 1 では、内

界に、外界から、束ねられた「内なる他者」 (Wallon,1956b)が付与される体

験として捉えた。診断名が内なる対話の相手となり、「自分」の姿を照らし出

す様子と理解した。しかし、その内なる対話の相手は、生身の他者とのやり

とりを通して獲得した相手ではない。そのため、異物としての違和感を抱え

ていくと考察した。研究 2 では、「自分」に ASD という診断名が付与される

体験を、 “社会から与えられる物語 ”という観点から考察した。 ASD という、

社会から与えられた物語を後ろ盾にして、 A さんは実母に対し「自分につい

て他者に語る物語」を初めて表明することができた。しかし、 ASD という物

語に安住できたわけではなく、「それが私を語るのか、と思うと複雑な気分」

と、やりきれない様な思いも同時に抱えていく。そこで、A さんは、「自分を

知っていく」作業を通して、ASD と「自分」との折り合い方を模索してい

た。  

上述してきたことを総合すると、ASD 当事者にとって、診断を受けることや

障害者手帳を受け取ることは、社会からの承認を体験することではないかと考

える。「なんだ私だけじゃなくて、少数のグループでいるんだって、その中の

1 パターンなんだってわかったらすごく安心したんですよね。(D)」、「自分が今

まで生きてて、よくわからない理由の混乱が整ったことで、これでちょっと生

きていけるんじゃないかって。自分が何者かやっとこわかったって感じ。(F)」

との語りがある。これらの語りからも、これまでの「自分」の苦悩を、社会か

ら事実として認めてもらう安堵と、「自分」の体験への理解の拠り所を得た安

堵が読み取れる。  

繰り返しになるが、「自分」という意識の形成には、他者と意味世界を共有

する体験が必須と考える。よって、『診断名が自分を説明してくれる』とは、
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社会と「自分」が、意味世界を共有する体験となり得るのではないか。そうい

った意味で、診断告知とは、ASD 当事者の「自分」の形成に、欠かせない要素

であるということができよう。  

次に、こうした重要な契機における、支援のあり方を考えてみたい。研究 2

の協力者 A さんは、 2 度の診断告知を経験している。 1 度目は、休職願いの書

類に記載された診断名をたまたま見たことで、「なんとなく知った」との印象

であった。しかし、その後の 5 年間、うつを再発するまで、障害を認めるか否

かでの「せめぎ合い」を体験する。5 年という長い年月、A さんが不安や混乱、

そして心細さの中を過ごしたことが想像される。この様に、A さんは、 1 度目

の診断では、〈調整のサイクル〉を巡らすことができず、『診断名が自分を説明

してくれる』安堵を体験できなかった。逆に、「頑張れば普通になるんじゃな

いか」との思いに駆られて〈苦悶のサイクル〉を巡らせ続けた。  

 当時の A さんに、どのような支援が必要だったのか。そのヒントは、研究 1

の協力者 I さんの語りの中にみられる。I さんは、診断告知後、「本を読んだん

ですが、ここに自分はいないと思いました。僕のことが書かれているのではな

くて、定型化されている」と感じたという。この語りには、世界にたった一人

の「自分」が、十把一絡げの名前で呼ばれるという、戸惑いや悲しさが表現さ

れる。しかし、「一緒に頑張りましょうねとか、こういう可能性ありますよと

か。…KDr が居て僕が居てということだと、何か戦略がちょっと違ったりとか、

気持ちが違ったりとかしましたね。…何か確実に違いました。 (I)」と、 I さん

の傍らには、「一緒に頑張りましょうね」と声を掛ける K 医師の存在があった

ことが語られた。  

この様に、A さんと I さんの例を参考にすると、診断告知が〈調整のサイク

ル〉を巡る契機となるには、診断名がわかるだけでは不十分だといえる。そこ

には、共に考えようとする、生身の他者の媒介が必須だといえる。  

こうした視点から、改めて振り返ってみると、A さんの 2 回目の診断以降は、

筆者が相談員として A さんの傍らにいた。筆者との相談関係は、A さんの〈調

整のサイクル〉が巡る、一要素として機能していた、ということであろう。  

 診断告知は、他者との繋がりが育まれるか否かの要でもある。だからこそ、

ASD の成人当事者が、「パーソナリティ (personnalité)」 (Wallon,1952,1956a)

を発展させる、重要な契機となり得る。支援者は、診断告知という体験が、ASD

当事者にとって温かな体験となるよう、慎重に対応する必要があるといえる。 
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３  他者との出会い  

 

上述した様に、『診断名が自分を説明してくれる』という、社会からの承認

は、生身の身体を持つ『他者に存在を受け止められる』ことで、より重要な要

素となり得ていた。さらに、〈調整のサイクル〉を動かす要素として注目され

たのは、『似た体験の他者と分かち合う』、『似た体験の他者が鏡になる』とい

う、互恵的な関わりの体験である。  

この関わり合いが、当事者にとって、どのような意味を持って機能している

のかを調べるべく、研究 3 では、ピア同士の出会いと、身体性の繋がりに焦点

をあてた。身体性の繋がりを捉えるため、トーヌスの共有と変化 (森岡 ,2002)と

いう概念を導入した。さらに、トーヌスの共有と変化 (森岡 ,2002)が、音声や言

語として表出されたやりとりとして、「なぞりの呼応」 (尼ヶ崎 ,1990)に着目し

た。  

分析の結果、ピア同士の「対話」には、「馴染む」、「ずれる」、「ずらす」、と

いうやり取りがなされていることが示された。「馴染む」体験は、他者と意味

世界を共有し、「自分」という意識の形成の基盤となる体験となっていると捉

えられた。そして、「ずれる」、「ずらす」という変化は、他者の心身態勢を「自

分」に取り込み、出来事に対してより柔軟な構えが「自分」の中につくられて

いく体験と理解できた。この様に、似た体験を持つ生身の他者との間には、能

動－受動のやりとりである、「自他二重性」 (浜田 ,1992)が展開されていた。ま

た、こうした似た体験を持つ生身の他者とのやりとりが「自分」の内側で続い

ていき、日常の出来事に対峙する支えとなっていることが示された。これらの

ことから、ASD の成人当事者は、グループという場を苗床にして、「自我二重

性」(浜田 ,1992)、すなわち「自分」という意識をより確かなものにしていると

考察された。  

小林 (2000)は、  ASD の早期治療として MIU を実践してきた。小林 (2000)

は、原初的な対人関係である、子どもと養育者の間で、体験の意味を共有し、

子どもが「自分」という意識を育んでいけるよう促す実践を報告した。しかし、

小林 (2000)の実践は、子どもと養育者の間の関係に留まらず、他者との出会い

や繋がりの意識を高める、積極的な実践方法として示唆深い。よって、ASD の

ピア同士の関わり合いの意味を捉える、糸口になると筆者は捉えてきた。ピア・

サポートという場が、守られた場であることを前提に、彼らは、他者と出会い、
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あるいは出会い直し、互恵関係の中で「馴染む」、「ずれる」、「ずらす」体験を

積み重ねていた。そこに、原初的な対人関係を体験し直しつつ、今を生きる「自

分」を育む過程があると考える。  

こうした、ピア・サポートが展開する場を提供することが、重要な支援策の

一つになるということは、本論文が、改めて提言できることである。  

一方、支援の場において、対象者と支援者が純粋な互恵関係を築くことには、

構造上難しい面がある。また、支援の場で、そうした関係性を築くことは、対

象者にとって良い影響ばかりとは言えないだろう。しかし、 ASD 当事者への

治療や心理的援助の中に、研究 3 から導出された、「馴染む」、「ずれる」、「ず

らす」という、ピア同士の「対話」の要素を取り入れていくことの効用につい

ては、今後検討していく意義があると考える。  

青年期から中年期を生きる ASD 当事者が、「自分」を育み、「パーソナリテ

ィ (personnalité)」(Wallon,1952,1956a)を発展させていける可能性は十分にあ

る。また、「パーソナリティ (personnal ité)」 (Wallon,1952,1956a)の発展と共

に、「自分」という意識は変化していくと考える。一方で、〈抱えてきた自分〉

をもう一度抱え直す作業は、他者との共同の中で続けられていくと考察する。 

 

 

第２節  中年期における generativity 

 

 

 本論文において筆者は、2000 年前後を、高機能 ASD への理解と支援が前進

した一つの区切りと捉えてきた。その区切りから考えると、現時点で 20 歳代

以降の成人当事者は、情報や支援が十分に行き届かない時代に、乳幼児期、児

童期、思春期を過ごしてきた人々である。また、成人後に ASD の診断告知を

受け、現在、中年期を迎えている人々もいる。本論文では、ASD 当事者がこの

時期をどのような内的体験と共に過ごしているのかに着目してきた。  

研 究 1 の 協 力者 数名か らは、 結婚 や子育 てを諦 めた ことが 語られ た。

Asperger(1944)は、「子どもを欲しくないとか全然不要とするのは、多くの自

閉的人格の本質的特徴」だと述べている。だが、協力者は、結婚や子育てを拒

否するのではなく、「自分」には難しいことだ、と断念する思いを語っていた。

このことについて、さらに考察を深めるため、以下に語りの一例を示す。  
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「自分で家族を作っているわけでもない、子どもがいるわけでもないんだっ

たら、何のために生きてるのか〈うんうん〉ねえ、思うじゃないですか〈う

ーん〉…木谷さんだったらお子さんいらっしゃって、子どもの成長なり、ね

え、これから自分がおばあちゃんになってとか (笑 )、未来があったとして

も、私ただ老けてくだけし〈あー〉、何だ、将来の夢っていうような年でもな

いんで〈うーん〉このまんまなのかなぁ…とか…」  

 

 これは、研究 3 の結果を協力者に直接説明し、感想を話し合う中で、M さ

んから語られたものである。やりきれない不安や寂しさを紛らわす手段とし

て、過食が続いていると語った、その一部である。〈  〉は筆者の相槌を示し

ている。M さんのこうした心情は、中年期を生きる中で露出する、「体験とし

ての ASD」の一側面と捉えられた。  

岡本 (1994)は、中年期の中で、特に 36 歳から 45 歳を、急激な意識内容の

変化が体験されやすい転換期と指摘する。「私の人生はこれからだ」と思う反

面、「自分の生活や仕事の方向を大きく変えるには、もう遅すぎる」という意

識や、「生活への不満や抑鬱感」の体験が最も多いという。中年期という時期

には、生物学的に逆らえない退行と、社会学的、心理学的な発展や充実が拮

抗する、「一種の臨界状況」 (広沢 2016)が生じてくる。退行と発展の狭間で、

「自分」の存在する意味が改めて問われてくる。そうした臨界状況におい

て、Erikson(1959)は、「生殖性 (子孫をつくること )generativity」という発達

課題を示し、新たな役割の受容と獲得による、さらなる発達のあり方を示し

た。  

40 代前半を生きる女性、M さんは、「何のために生きてるのか」を見出せ

ずにいる「自分」を語る。そして、これからを生きていく道が閉ざされたよ

うな、苦しさを表現する。「ただ老けてくだけ」の「自分」と、「おばあちゃ

んになる」であろう他者とを比較し、M さんは「おばあちゃんになる」こと

の中にある「未来」を感じている。それは、ライフサイクルが個人の人生で

完結するのではなく、「次の世代の確立」 (Erikson,1959)に結びついて続いて

いくことへの願いと捉えられる。言い換えると、「自分」という存在が、肉体

という物質を超越し、意味として生き続けることを願う、普遍性を帯びた思

いの現れであろう。  
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滝川 (2009)は、発達におくれがあるということと、おとなになるというこ

との関係に言及し、「発達障害では、成長のおくれが強いる困難と成長自体が

もたらす困難という相矛盾した困難のはざまを生きねばならぬという独特の

かたちをとることになる」と述べている。その一例として、重い知的障害を

持つ女子が、やがて迎える初潮という出来事について述べ、そのことに親が

複雑な思いで向き合うというエピソードを示している。中年期を生きる、知

的な遅れを伴わない ASD の女性当事者の中には、M さんの語りが示す様に、

次世代と出会い、「世話」 (Erikson,1959)することが叶わないという悲しみと

して、滝川 (2009)がいう困難が顕在化してくる場合がある。彼女らには、そ

の悲しみの意味を、十分に自覚する知性がある。そこに彼女らの抱える苦悩

がある。  

M さんの語りは、中年期を生きる ASD の女性当事者の苦悩を示す一表現で

ある。一方、男性当事者の中年期には、どのような葛藤が生ずるのか。広沢

(2016)は、ASD の特性を持ちながら、中年期に至って初めて事例化した男性

の 2 症例を示している。事例化のきっかけとしては、①彼らの ASD 特性を許

容してくれていた環境の喪失、②助言者ないし中堅としての役割の要請、③

組織の一員としての自覚を持たざるを得ないライフステージに達したこと、

の 3 点があげられている。また、こうしたことが引き金となり、不眠や下痢

等の体調不良を訴え、産業医から精神科医に紹介されたという。 2 名は既婚

者で、子どもがいたが、生活を共にする妻の不満は相当大きく、 1 名は 40 代

後半に離婚している。もう 1 名は離婚してはいないが、思春期に至った子ど

もから猛反発を向けられ、そのことも事例化の要因として指摘される。広沢

(2016)の示したこの 2 名の男性の記述には、社会から要請される課題に応じ

られず、「臨界状況」を脱する手立てを見いだせずにいる姿が描出される。  

上述した M さんの苦悩は、肉体的な衰えが、具体的には生殖性の限界とい

う形で、「自分」の存在の意味を問い直すきっかけをもたらしている。一方、

広沢 (2016)が示した、男性 2 名の事例からは、社会的役割の発展の行き詰ま

りが、中年期に至って顕著となり「自分」と向き合わざるをえない機会をも

たらしていた。  

少ない例での考察には限界があるが、中年期を生きる、知的な遅れを伴わ

ない ASD 当事者が抱える、葛藤や苦悩は、男性では社会的な発展、充実の顕

著な行き詰まりとして現れる。そして、女性では、生物的な退行に直面する
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形で顕在化し、それぞれが「自分」の人生への問い直しを深める転換点とな

っていると考察する。  

 最後に、もう一つ別の視点から、中年期を生きる ASD 当事者の姿を捉えて

みたい。  

筆者は、先程の M さんの語りを本論文に掲載する許可を得るため、M さん

と電子メールでやりとりをした。M さんは、「中年期の『 generativity』」を

読んだ上で、掲載の許可と共に、下記の感想を添えて返信してくれた。  

 

「マネすることは出来たとしても、所詮マネなので上手くいかないし、しょ

うがないって思うしかない人生ですが、私の考えてもしょうがないことが木

谷さんの論文の一部になって、色んな人が読み、何かに生かされることがあ

ったとしたら、それはそれで私が感じないところでの未来があるのかもしれ

ませんね。  

 取り上げていただきありがとうございました。  

 引き続き頑張って下さいね！応援しています。」  

 

上に、Erikson(1959)が示した成人期の発達課題「 generativity」を、「生

殖性 (子孫をつくること )」という訳語を用いて示した。しかし、彼の晩年の

著作 (Erikson,  1982/1997)において、「 generativity」は、「子孫を生み出すこ

と (procreativi ty)、生産性 (productivity)、創造性 (creativity)を包含するも

の」と紹介され、「新しい存在や新しい製作物や新しい観念を生み出す」こと

を表す概念とされた。研究に惜しみなく協力する M さんの姿には、「人や物

や観念の面倒を見る」 (Erikson,  1982/1997)という、「世話」を務める姿勢が

表れている。決して「マネ」ではない、M さんならではの「世代継承的サイ

クル (Erikson,  1982/1997)」への参入と理解できる。  

間宮 (2015)は、生涯発達と発達課題を論じる中で、「何らかの形で次の世代

を確立させるというのは、わが子をひとり立ちさせることに限らない。生き

ること自体に価値を見出していくこと、活動の中で世代継承性の意味を見出

していくことは重要な発達課題になるだろう。」と述べている。中年期を生き

る ASD 当事者は、「成長のおくれが強いる困難と成長自体がもたらす困難と

いう相矛盾した困難のはざま」 (滝川 ,2009)を体験しながらも、「生きること

自体に価値を見出していく」 (間宮 ,2015)という、非常にシビアな課題と対峙
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する存在である。しかし、それは同時に、多くの人が抱える葛藤の露出と理

解できる。  

“普通 ”でないのならば “異常 ”とされ、その間に存在する人に対応し得なくな

っている現代社会にあって (室橋 ,2007)、その狭間に〈人の中で生きられる自

分の形を探す〉ASD 当事者のひたむきな姿 (第 1 章 ,第 2 節 ,第 3 項 [3]-⑤参照 )

にこそ、世代に継承されるべき生産性 (productivity)や創造性 (creativi ty)(Eri

kson, 1982/1997)が包含されていると筆者は理解する。  

 

 

第３節  方法論の検討  

 

 

 本論文は、当事者の内的体験から ASD を描き出すことを試み、その着眼点

を「体験としての ASD」と表した。この着眼点を持ったのは、彼らのあり方

を、脳の機能や認知機能の特徴等、客観的に捉えられる特徴からだけではな

く、そうした特徴と共に、彼らがいかにして今を生きているのかを理解する

仮説を生成するためであった。そのために、調査対象者一人一人の主観的な

体験の世界、すなわち「自分」について語り出してもらう必要があった。  

「自分」を語り出してもらうため、本論文では「対話」を基本的調査方法

として用いた。そして、調査者自身を調査の一道具として機能させる必然性

を示した。「自分」を語るには、他者の存在が必須である。また、そこで語ら

れた「自分」とは、語り手と聞き手による「全身活動的」 (森岡 ,2002)な共同

行為によって構成されるものであると捉えた。筆者は、素材となるデータ

が、当事者と調査者との「全身活動的」 (森岡 ,2002)な共同行為によって語り

出されたものであるからこそ、文字化に耐え、より本質的な解釈と分析が可

能になると考えた。ただし、調査者がどのような道具であるのか、について

は十分に自覚する必要があった。筆者の場合は、支援者でありつつ調査者と

しても機能することが、結果にもたらす正負の影響を配慮する必要があっ

た。  

 研究 1 は、成人期を生きる ASD 当事者の「自分」という意識の様相を捉え

ることが目的であった。そうした、複雑で難解な対象を、実証的に捉えるた

め、複数の人の語りの中に、一定程度、共有できる骨格を見出す作業を経る
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必要があると考えた。そこで、GTA の特性を生かし、実践しやすい方法とし

て提案された、M-GTA（木下 ,1999,2003,2007,2009）を、分析方法として選

択した。M-GTA は、限定された範囲内に関して、人間行動の変化と多様性

を、プロセス性に着目し、一定程度説明できる理論仮説を導く方法である。

また、M-GTA には、「研究する人間」 (木下 ,2003)という視点が新たに導入さ

れている。データを解釈する上で、「研究する人間」 (木下 ,2003)の感覚的理

解を排除せず、論理的理解との統合の中で、オリジナルな解釈を生み出す可

能性を重視する。本論文では、「対話」を方法として用い、調査者自身を調査

の一道具として機能させる位置づけをしたが、その観点は、M-GTA の方法論

と馴染むものであった。この様に、研究 1 では、ASD の特徴を持つことが、

当人の生活体験にどの様に反映されるのかを理解するため、複数の人が持つ

固有の語りの中に、一定程度、共有できる骨格を見出す試みを行った。  

続く研究 2 では、研究 1 で得られた骨格を肉づけ、個別性への理解を深め

ていくことを試みた。一人の人の生き様をライフストーリーという観点で捉

えた。この方法によって、時間軸が導入できることに着目した。ライフスト

ーリーは、過去を振り返ることによって現在と対比し、過去と現在とを繋ぐ

形式を必然的に取る。そのため、一人の人の「自分」という意識の形成を、

時間軸と共に描き出すことができると判断した (森岡 ,2002)。また、インタビ

ューでの A さんの語り (逐語記録 A4 用紙 52 枚分 )に対し、研究 1 で導出され

たプロセスやそれに含まれる 25 の概念、そして M-GTA で用いる「分析ワー

クシート」 (木下 ,2003)を援用した。そのことで、抱えてきた「自分」固有の

あり方と、「自分」に苦悩する語りに焦点をあて、ライフストーリーを再構成

した。再構成したライフストーリーの信憑性を高めるため、内容を A さん本

人と確かめ合い、その「対話」も重要な分析過程と位置づけた。  

上述した研究 1 と研究 2 は、並列的かつ相補的関係にあると位置づけた。二

つの研究を関連付けることで、 ASD 当事者が「自分」を尋ね出していく骨格

と、その骨格が、個人の人生という時間の流れの中で、どのような体験として

肉付けられ、語られていくのかが、具体的に理解できた。また、研究 1 と研究

2 の成果を合わせて考察した結果、ASD 当事者が診断後を生き抜いていく鍵

は、 “繋がりを感じられる他者 ”と関わりながら、「自分について他者に語る物

語」(森岡 ,2002)を育み、安定させていくことにあると理解できた。この考察か

ら、ASD の当事者同士が、「対話」を通し、互いをどう生かし合い、支え合っ
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ているのか、ピア・サポートにおけるサポート力の内実を明らかにする、とい

う課題が導出され、研究 3 へと展開した。  

研究 3 では、インタビュー調査の場において産出される、「表現化された経

験」(西阪 ,2008)の分析を超え、グループでの体験が生成される、まさにその時

の様相を明らかにすることを試みた。そのために、現地調査を行い、そこで得

られた「対話」の実録をもとに、詳細な分析を施した。また一方で、グループ

という場が、ASD 当事者の生活全体の中で、どの様に意味付けられ、位置付け

られているのか、という内容に関しては、断片的な「対話」の記録だけでは理

解が難しい。よって、「表現化された経験」 (西阪 ,2008)の語りによって、明ら

かにする必要があった。そこで、体験が生まれるまさにその時の様相について

は、  会話分析の手法を援用した「対話の分析」から、また、そうした体験が

蓄積され、グループがどのような意味として当事者の生活に位置づいているの

かについては、M-GTA の分析方法を援用した「語りの分析」から明らかにす

ることを試みた。この二つの分析と検討を通して、ASD 当事者にとってのピ

ア・サポートの意味を理解しようと考えた。「対話の分析」では、特に、トー

ヌスの共有と変化 (森岡 ,2002)という、不可視的かつ身体的やりとりを含む「対

話」の様相を浮かび上がらせようとした。このことは、研究方法上の一つの挑

戦であったと考える。また、「語りの分析」では、概念やカテゴリーの生成を

行った。それにより、グループの体験が当事者にどの様に意味づけられ、生活

の中に位置づけられているのかが、プロセス性を伴って描出された。  

上述してきた通り、本論文は「体験としての ASD」を描出することを目的

とし、「対話」を基本的な方法として用いた。また、M-GTA を用いて一定程

度共有する骨格を見出し、さらに、一人の人のライフストーリーの検討か

ら、「自分」という意識の形成を時間軸と共に理解しようと試みた。そして最

後に、「対話」そのものを分析対象とし、ピア・サポート内で、どのような体

験が生成されているのかを検討した。同時に、グループでの「対話」が、当

事者の生活の中でどの様に意味づけられ、位置づけられていくのかを俯瞰し

た。このように、本論文では、研究方法論を組み合わせ、あるいは援用する

ことで、研究目的との連動を図り、多面的に「体験としての ASD」を描出す

ることに取り組んできた。こうした、方法論の選択と利用の経緯は、本論文

が報告できる成果の一つであると考える。  
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第４節  今後の課題  

 

 

１  さらなる方法論の検討と開発  

 

上述の、「方法論の検討」で述べてきた様に、本論文は、言葉のやりとりや

呼気音を文字化することで、立証可能なデータとした。よって、例えば姿勢

や表情など、言語化されない自己表現は、「対話」の相手である、筆者には重

要な要素として伝わったが、データ化には及ばなかった。このように、音声

データのみを分析の対象としたことが、本論文が選択した研究方法の限界の

一つである。今後、さらなる研究方法の検討、開発が課題といえる。  

 

２  様々な状況にある ASD 当事者の体験  

 

本論文の調査協力者は、全員、専門的な医療機関において、 ASD と診断さ

れた人たちであった。協力者は、日常生活において、それぞれに環境への適

応や対人関係に困難を抱えていた。しかし、周囲と同質であることを強く求

められることのない、安心できる場では、「自分」の内的な体験を多様な表現

で語ることができた。そして、調査の場において、節度を保った振る舞いを

選択できる人たちであった。それは、協力者全員が、医療機関等の社会資源

との関係を保ったり、資源を活用したりでき、なおかつ、ピア・サポートの

体験を有する、という特徴を併せ持つ事と関係が深いだろう。あるいは、知

的な能力が保たれていることとも関係しているかもしれない。  

こうしたことから、本論文の調査対象者は、ASD と診断される人を代表す

るのではなく、その一部の人たちであったと捉えられる。彼らは、ASD 当事

者が「パーソナリティ (personnalité)」 (Wallon,1952,1956a)を発展させてい

ける可能性を示す、モデルであったといえる。しかしながら、こうした一部

の ASD 当事者に、「体験としての ASD」を語ってもらうことで、新たに理解

されていく事柄があり、周囲の理解が進むことには意義がある。  

今後は、様々な状況にある ASD 当事者、すなわち、①社会資源との関係を

保ったり、活用したりすることが難しい当事者、②ピア・サポートの体験を

有していない当事者、③知的な遅れを伴う当事者、④未診断の人や、診断を
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拒否する人、が有する「体験としての ASD」の特徴と、本論文で描出した

「体験としての ASD」の特徴について、その異同を検討していく必要があ

る。そうした検討をもとに、今後、新たな支援の手立てを講じていくことが

課題である。  

 

３  性差による体験の違い  

 

ASD の出現率は、男児の方が女児よりも多いという調査結果が出されてい

る。しかし、その理由は明らかになっていない。女児の方が男児よりも社会

的本能が強いために、 ASD の特徴が隠れているだけではないか、との考え方

もある (Wing,1996)。本研究でも、男性と女性の感じ方や対処の違いについて

は、多少の考察を展開できた (第 1 章 ,第 2 節 ,第 4 項 [6])。しかし、性別によ

る「体験としての ASD」の特徴を明らかにするには至らなかった。本論文か

ら得られた考察をもとに、今後新たに問いを立て、性別への社会的な影響

が、ASD 当事者の内的な体験にどのような違いを生じさせるのかを検証した

い。ASD 当事者の内的体験のあり様を、社会的な影響との関係から理解する

ことが、今後の課題といえる。  

 

４  ピア・サポートをサポートすることの意味  

 

 本論文では、青年期から中年期を生きる ASD 当事者にとっての、ピア・サ

ポートの意味について論じた。研究 3 では、セルフヘルプ・グループに調査に

入り、ピア同士の「対話」が生み出す体験について分析した。しかし、調査者

である筆者の存在が、グループに及ぼす影響や、意味についての追求には至ら

なかった。  

日高 (2012)や室橋 (2016)は、「北大土曜教室」において、援助対象期間を終了

した高校生以降の青年を対象として、「ごぶサタ倶楽部」という場を組織して

いた。日高 (2012)や室橋 (2016)は、青年をサポートするスタッフの存在の意味

について検討し、その存在を、「ハブ (hub)」(日高 ,2012)と表現した。つまり、

スタッフは、青年が同世代集団にアクセスするための中継地 (日高 ,2012)の役

割を担っていたと述べている。  

また、中野ら (2005)や池田ら (2010)は、札幌市精神保健福祉センターで行わ
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れていた、青年期の ASD 当事者を対象にした集団精神療法について報告して

いる。そこでは、「スタッフ側からアスペルガー症候群と定型発達者との相違

点を随時明らかにすること」(中野ら，2005)が必要とされていたという。また、

スタッフが「『定型発達者としてのメンバー』となり、自分の感じ方や体験を

語ることが、メンバーの認知的な修正を促すきっかけとなった」(池田ら ,2010)

と考察している。  

先行する研究から、ピア・サポートをサポートする存在は、ASD 当事者と他

者との繋がりを仲介し、繋がり方を示すモデルとなっていることが示された。

さらに、ASD 当事者が、他者を理解するための糸口を提供する役割を担って

いると述べられる。こうした見解について、今後更に、データ分析にもとづい

た検討を行っていくことを課題としたい。  
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