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北海道大学大学院教育学研究院紀要

第132号　2018年８月

自閉症スペクトラム者が自己理解することの当事者的意義

～自己理解支援の課題と展望～

平　野　郁　子＊

【要旨】　昨今，自閉症スペクトラム者への自己理解支援が重視されているが，当事者にとっての

自己理解の意義や支援方法が十分に整理されているとは言い難い。そこで本稿では文献検討に

より自己理解支援の課題を整理した。自己理解には多様な意味があるが，支援は障害特性に焦点化

しやすく，問題の原因を脱文脈的に本人に帰属しやすい問題があり，トータルな個人としての

自己を捉える必要があると考えられた。一方，当事者の語りを重視するナラティヴアプローチ

や当事者研究では，応答的な語りが当事者の自己の回復や生きにくさの軽減につながることが

示唆されている。ここからは当事者性を広義に捉えれば立場の違う同士であっても対話を通じて

自己理解が展開される可能性が考えられる。しかし，当事者にとっての自己理解の意義や立場の

異なる者とのかかわりのなかでどのように自己理解が紡がれるのかは明らかではなく，さらなる

質的検討が必要である。

【キーワード】自閉症スペクトラム，自己理解，当事者性，合理的配慮

１．問題意識

　筆者は障害者への職業リハビリテーションに従事している。従来，職業リハビリテーション

の対象者の多くは知的障害者だったが，近年では精神障害者，発達障害者が中心になってきて

いる。さらに平成30年度から精神障害者（精神障害者保健福祉手帳を取得している発達障害者

を含む）の雇用義務化が開始したことに伴い，彼らへの支援が益々重要になっている。

　職業リハビリテーションでは，従来から自己理解支援が重視されてきた。一方，自己理解支

援の具体的な指針や方法が体系化されているわけではない（障害者職業総合センター，2016）。

支援者から見た障害特性や望ましい進路を当事者に押し付けるような場面さえあり，当事者の

望む支援の形になっているのかと悩むことも多い。そもそも自己理解という概念は，自己に関

する他の類似概念と明確に分けられて定義されているわけではなく曖昧さを含むものである。

それゆえ，何をどのように支援するかは非常に難しい問題と言える。

　そこで本稿では先行研究をもとに発達障害者支援における自己理解支援の課題を整理し，当事者

にとって意味ある自己理解の在り方を検討する。

　なお，対象を示す用語の用い方では，文献によって発達障害，アスペルガー症候群，自閉症

スペクトラム障害，ASD等，対象範囲や表記が異なる。その要因のひとつには，2013年に米国

精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル第５版（DSM-5）が改訂されたことに伴い，

それまで区別して使用されていた自閉性障害，アスペルガー障害，広汎性発達障害が連続した
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障害カテゴリーとして自閉症スペクトラム症／障害という考え方に変更されたことがある。制度上

の定義では，障害者の雇用の促進等に関する法律（以下，障害者雇用促進法）は，精神障害者

保健福祉手帳を取得した発達障害者を精神障害者に含める。そして非取得者が発達障害として

その他の障害者に含められる。なお，同法における発達障害の定義は発達障害者支援法に基づく。

発達障害者支援法では「『発達障害』とは，自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達

障害，学習障害，注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常

低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」と定義される。そのため発達

障害には自閉症スペクトラム，学習障害，注意欠陥多動性障害等の異なる障害が含まれており，

それぞれに異なる障害に関する自己認識があることが想定される。本稿では自閉症スペクトラム者

の自己理解について検討を行うが，対象に関する表記は各文献のまま記述する。

２．職業リハビリテーション分野で自己理解が重視される背景

（１）発達障害固有の問題

　青年期以降に診断を受けた発達障害者は，障害が見た目ではわかりにくく多様であること，

否定的障害者観があること等から，特性を障害として受容する難しさがあると考えられている

（障害者職業総合センター，2009）。また，アスペルガー症候群当事者であるニキ（2002）は，

大人になって診断を受ける場合の「障害は先天性なのに診断は中途」という特殊性を取り上げ，

診断は違和感に対して安堵感を与えるが，受障体験がないために障害として受けとめにくいと述

べている。

　当事者に自覚がなく障害特性にあった進路選択がなされないことで，不適応になり二次障害を

持つ場合も多い（障害者職業総合センター，2009）。そのため障害者職業総合センター（2017）は，

「発達障害の自覚のない者に対して如何にして気付きを促すか，障害を理解した上でさらに手帳を

取得し，障害者雇用を選んでもらうかは『古くて新しい課題』」であり，必要に応じて障害者

雇用と支援の選択を促す「“気付き”」の支援が必要であると述べている。ここでは障害特性の

自覚と障害者手帳の取得を含む障害者としての人生選択が自己理解の支援課題として結びついて

いくことが特徴と言える。

（２）合理的配慮施行に伴う影響

　障害者雇用促進法の改正により平成28年度から義務化された合理的配慮は，自己理解支援の

在り方に影響を与えると考えられる。今般の法改正は障害者権利条約への批准に伴うものである。

障害者権利条約第２条では，合理的配慮は「障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権

及び基本的自由を享受し，又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整で

あって，特定の場合において必要とされるものであり，かつ，均衡を失した又は過度の負担を

課さないもの」と定義されている。川島（2016）によると「合理的配慮とは，障害者の平等な

人権行使を確保するための変更（社会的障壁の除去）のうち，個々のニーズに応じたもので，

かつ，不均衡・過度な負担がないものを意味」し，「合理的配慮を怠れば差別が生じることに

なる」。従来からあるバリアフリーや障害者雇用率制度のようなポジティブ・アクションは集団を
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対象とした事前的性格であるの対し，合理的配慮は個々のニーズに合わせて行われる事後的性格

であることが特徴と言われる（飯野，2016）。

　こうした理念を踏まえて厚生労働省（2015）が示した合理的配慮指針は，①すべての事業主等

に義務付けられたこと，②障害者本人の申し出に基づくこと（採用・募集時），③障害者と事業主

との話し合いによって合意されること，④配慮の範囲は事業主の過重な負担にならないことが

要点になっている。発達障害のような見た目にわかりにくい障害の場合は，障害者が自分の障害

状況や必要な配慮を把握して事業主に説明できることがより重視されることになる（松為，

2015，相沢・柳，2016）。

　このように合理的配慮は当事者からの申し出に基づく点が当事者重視と言えるが，職業リハ

ビリテーション分野では自己理解と援助要請スキルの獲得，望ましい進路選択が１つの支援目標

としてさらに重視されていくことが考えられる。しかし自己理解支援に対する当事者ニーズに

ついて明確化されているとは言い難い状況が見受けられる。

３．自己理解の支援方法と課題

（１）自己理解支援をめぐる様々な立場と方法

　発達障害者への自己理解支援は，様々な領域でその重要性が認識されており，多様な目的と

方法で支援が行われている。吉田（2014）は自閉症スペクトラム者の場合は「『自分とは何か』と

いった抽象的な課題」に直面させるのではなく，弱点に対する工夫や選択，強みの活用により

穏やかな生活を得られるよう促すことが支援の基盤であると述べている。一方，滝吉・田中

（2009a）は，高機能広汎性発達障害者のアイデンティティ形成の難しさに着目し，他者との相互

交渉の苦手さを踏まえた支援の必要性を指摘している。田中・廣澤・滝吉・山崎（2006）は，

児童期・思春期の軽度発達障害者は「なぜ自分は他者と違うのか」「自分とは何者か」という

疑問を抱くようになることから，自己理解支援を通じて疑問に答え，自尊感情の低下を防ぐこと

が重要であるという。他方，木谷（2014a・2014b）は，障害特性を知的に理解するだけでは

意味がなく，できないことについて周囲の理解を得て，新たな人間関係を築くことが重要である

と述べている。

　支援方法は個別的支援と集団的支援に分けられる。個別的支援は支援者との相談の形をとり，

例えば吉田（2014）は診断の告知過程でキーワードを与えて体験の言語化を促す「心理学的医学

教育」を実践している。また，各地の障害者職業センターでは就労に向けてナビゲーションブック

作成を通じた支援を行っている。ナビゲーションブックとは，支援者との相談や体験の振り返り

を通じて自分のセールスポイントや障害特性，自己対処の方法，事業主に依頼する配慮等をまと

めたもので，事業主や支援者等に自分の障害を説明するツールでもある（障害者職業総合セン

ター職業センター，2016）。

　集団的支援は当事者同士のグループ・ダイナミクスを活用している。木谷（2014b）は告知を

受けた高校生以上の青年に対して，自分の得意不得意を理解し自分に合った媒体を通じて他者

に表現し，理解される体験を目指す合宿形式のプログラムを実践している。また，滝吉・田中

（2010）は心理劇や心理劇的ロールプレイングに「情動体験およびその表現の促進，自己や他者
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への気づきや理解の促進，集団における仲間関係の形成」という意義があることを明らかにして

いる。

　このように様々に実践されている自己理解支援は，障害特性の理解と二次障害の予防を重視

する点で共通しているが，診断告知のための準備，生活の質の改善，アイデンティティ形成，

人間関係の再構成，就労に向けた進路選択等，目的は多様である。これは支援対象者の属性，

すなわち診断の有無，年齢，教育段階，ライフステージ等の違いが影響している。さらに支援

目的や支援にかける時間の違いが支援方法の違いに影響すると考えられる。志賀（2011）は，

青年期，成人期の発達障害者の就労支援及び福祉サービスの利用に向けた支援を３段階に整理

している。「発達障害の診断」を受け入れる第一段階，「障害者手帳の交付」を受け入れる第二

段階，「周囲への配慮依頼」を行う第三段階である。志賀（2011）は，支援を進める上では当事

者や家族が各選択をすることに躊躇する場合があるため時間をかけて促す必要があると指摘し

ており，段階に応じた多様な自己理解支援が必要となる背景がうかがえる。

（２）自己理解支援の課題

　前述のような支援は，当事者の理解の仕方や表現方法を尊重することで当事者目線に立つこと

を試みているが，支援場面の文脈によっては次の課題が生じる可能性がある。①障害や特性に

由来する問題があるという認識を起点にすることで，問題が脱文脈化されて本人側の問題として

帰属されやすいこと，②既存の枠組み（診断名ごとの一般的症状の説明，チェックシート等の

ワークシート，障害について書かれた書籍等）をもとに整理することで個別性が損なわれかね

ないこと，③支援関係という立場の非対称性が容易に①，②の問題を生じさせることの３点で

ある。集団を対象にした支援では，さらに当事者同士の仲間関係の形成により居場所を得られる

効果がある一方で，各療法の意義やねらいを把握し，参加者に合わせた個別の配慮が必要である

点が課題となる（滝吉・田中，2010）。

　また，そもそも自己理解を支援すること自体に疑問が投げかけられている。木谷（2014b）は，

青年期に直面する高いリスクの回避のためには，「青年期まで（あるいは高いリスクが生じる

前まで）に障害特性を『自己理解』していくという課題はすべてのASDにとって重要である。」

と述べつつも，「『自己理解』は『できないといけない』といった強迫的な説教になってしまう

可能性」があると指摘している（木谷，2014a）。滝吉（2015）は，多数派の一般的と言われる

自己・他者理解の仕方を当事者に求め，適合しない言動を本人の障害特性による能力不足に起因

させることになり，「今ここにいるASD当事者の自己理解のあり方や存在の価値を認めようと

していないようにも感じられる」という。また吉田（2014）は，自身の支援があくまでも外から

の観察に基づく点に言及し，「彼らが自分の言葉で自分の体験を整理できれば，本当はそれが

一番正確な自己理解だろう。（しかしそれは非常に困難なことである）。自分の行っている支援

の意味を吟味し続けられなければ，自閉症スペクトラムの自己理解支援は，定型発達モデルの

押し付けになってしまう危険性があることを，支援者は自覚する必要がある。」と述べている。

　以上は強制しては良くないが自己理解支援は必要という立場から支援の在り方を問い，支援者

が認識した問題状況を障害特性として説明することで，当事者の体験や理解の仕方を抑圧するよ

うな“説得的自己理解”支援に陥ることを危惧する指摘である。筆者も支援の場面では当事者

が社会適応するには，自分の特性について知っておく必要があると実感する一方で，説得的支

援になり多様性の軽視につながらないかと自らの支援を反省し葛藤することがある。このような
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ジレンマが生じる背景には，①障害という事象がどのように生起するかという問題すなわち社

会モデルが提唱されてもなお障害を個人に帰属して捉えがちな社会のまなざしと，②障害特性

に焦点化して個人を要素に分解する還元主義に陥り，一人のトータルな個人の「自己」すなわち

アイデンティティとして捉える視点が置き去りになる問題があると考えられる。以上２点の整理

が重要であるが，本稿では後者の検討にしぼり，そもそも自己理解がどのように捉えられてきた

かを整理していく。

４．自己理解はどのように捉えられてきたか

　子どもと成人の自己理解の発達的変化を調査したDamon & Hart（1988）は，自己に関する

用語が曖昧で区別なく使用されてきたとして，自己理解（self-understanding）とは自己定義

したり他人と自分を区別する際に人々が用いる自分に関する思考や行動についての概念システム

であり，主体的自己（知るものとしての自己）と客体的自己（知られるものとしての自己）の

両方についての自己に関する知識であると定義した。またDamon & Hart（1988）は，従来の

研究が子どもの自己理解の質的変化を明らかにできていない点を指摘し，自己理解の発達段階

を把握するための自己理解発達モデルを作成した。同自己理解発達モデルをもとにわが国でも

幼児期から青年期に渡る自己理解の発達的特徴が検討されている（佐久間・遠藤・無藤，2000，

滝吉・田中，2009b）。以上の一連の自己理解研究では，自己理解は他の自己概念を含む広範

かつ時間的変化を伴う自己に関する情報の総体として考えられ，構成要素に分類し尺度を用いる

ことで集団的な発達的特徴の把握が試みられている。

　自閉症スペクトラム者の自己理解については，自己に対する価値付けや自尊心等の評価的側面

を量的に検討した研究と，自己に対する理解という認識的側面を言語表現から質的に検討した

研究が行われてきた（滝吉，2014）。前者の研究では自己評価に関する「典型発達者」との比較

が行われ，後者の研究ではDamon & Hart（1988）の自己理解発達モデルをもとにした一連

の研究が行われており（滝吉，2014），後者の一連の研究については篠田・石井（2008），滝吉

（2014）が詳しい。滝吉（2014）は，後者の研究が明らかにしたASD者の自己理解の特徴として，

自己言及が自己と他者の双方向ではなく一方向になりがちであること，否定的な自己言及になり

がちであること，年齢による変化や支援利用による影響があることを整理した。以上の研究は

尺度を用いることにより集団的で一時的な自己理解の様相を明らかにし，定型発達者との相違を

検討することに寄与にしたが，個人の時間的変化や特徴を捉えきれない限界がある。

　一方，自閉症スペクトラム者の自己理解プロセスを明らかにすることを目的とした質的研究

も徐々に取り組まれている。山下・渡邉・井手野（2017）は８名の高機能自閉症スペクトラム

障害者へのインタビューをもとに質的分析を行った。結果からは，当事者が障害理解を経て肯定的

自己理解に至る過程で，家族や支援者，友人等という周囲の重要な他者とかかわる中で自己肯

定感を育むことが重要であると明らかになった。また，高岡（2017）は25名の高機能自閉症スペ

クトラム障害者へのインタビューを行った。分析結果をもとに高岡（2017）は，自己理解の促進

には「他者参照能力」を高めて自他の言動の違いを理解し自分の特徴への気づきを促すことが

重要だが，「他者参照能力」の向上を妨げる社会不安の程度をアセスメントし，不安軽減を支援
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する必要があると指摘している。以上は当事者の語った内容からカテゴリーや概念を立ち上げ，

その関連性を記述することで自己理解プロセスの一端と肯定的自己理解には他者との信頼関係

が重要であることを明らかにした。しかし，両者は障害特性によって生じた困難な場面や問題，

それに対する周囲の反応に関する経験を問うインタビューであり，障害特性に関する認識に限

定した自己理解になる可能性がある。

５．自己理解はどのように捉えることができるのか

（１）当事者の語りという可能性

　トータルな個人としての自己理解の体験を明らかにしたり，当事者視点から自己理解の意味

を問うことはどのように可能になるだろうか。近年，障害をもつ当事者の語りが重要視される

ようになり，自閉症スペクトラム者の障害の体験をテーマとした先行研究が取り組まれ始めて

いる。当事者の主観的な「体験としてのASD」に着目した木谷（2017）は，語られたライフ

ストーリーをもとにASD当事者固有の身体性を通じた自己感覚の立ち上がり，ピアとの応答的

関係を通じた自己意識形成の意義，中年期のアイデンティティ確立にまつわる社会との関係性で

生じる苦悩を明らかにしている。また，平野（2011・2014）は成人期以降に診断を受けた４名

の自閉症スペクトラム者から，障害者手帳を取得し使用しながら生活する体験についてインタ

ビューを行った。協力者は診断によって安堵感を得た一方で，将来の自立の見通しを持てない新た

な不安に直面し，紆余曲折の中で自分の特性を見つめ直したり，障害者手帳の取得や障害者とし

て働くことを選択していく過程が明らかになった。それは納得の過程であり，自分と社会に折

り合いをつけるという一つの自己理解の形とも考えられる。また，語り全体を通して診断や障害

者手帳取得の前後で一貫した個人の価値観や信念が表現されており，語り直しにより障害をも

つ体験に新たな意味づけがなされる可能性が示唆された。

　語りを通じて時間的に異なる複数の出来事が結びつけられ，意味づけられる営みの重要性は

臨床において認識され，ナラティヴアプローチとして広まりつつある。慢性疾患についてKleinman

（1988／1996）は，患者は症状や能力低下に伴う生活のしづらさや苦悩，悲しみ等，それぞれに

固有の意味を持つ「病い（illness）」を経験しており，治療者の医学モデルにもとづく「疾患

（disease）」概念とは異なるため，患者と治療者の双方の説明モデルに齟齬が生じると述べた。

その齟齬から生じる問題の解消のためには，語ることで明らかになっていく患者の病いの経験

を治療者が十分に聴き取り理解する必要があると指摘している。また，ナラティヴは語り手と聞き

手との応答関係において物語が生成されるため，他者の存在を必要とする。聞き手がいること

で語り手はエンパワメントされ，自分を客観視し体験を対象化することが可能になり，自己の回

復や生きにくさの軽減につながる（森岡，2015）。こうしたナラティヴという視点は，当事者にとっ

て自己は既知の物語ではなく，専門家の説明モデルでもなく，当事者と専門家との応答的関係

によって新たな自己の物語が生成される動的可能性を提供するものと言える。語りは当事者視

点から自己理解を検討することに役立ちうるが，森岡（2015）は臨床場面においてナラティヴ

を解釈する際に，語りが「『今，ここで，誰に』という文脈の中で出来事が選択され，筋立て

られる」ため，どのような文脈で意味が生成されているかについて，対話を重ねることを通じて



51自閉症スペクトラム者が自己理解することの当事者的意義

理解する必要性を指摘している。つまり，研究としてナラティヴから当事者の自己理解の在り様

を検討する場合，対話場面から離れて研究者が当事者の語りを分析し再解釈することで，当事

者の経験が脱文脈化されないよう工夫する必要があるだろう。

（２）当事者自身が研究する当事者研究という可能性

　自己の新しい探求方法として当事者自身が自らの経験を研究するという当事者研究が徐々に

注目されるようになっている。当事者が自分自身あるいは当事者同士で経験を探究する営みで

あり，浦河べてるの家を始めとして精神障害当事者や発達障害当事者の実践が知られている。

石原（2013）によると，当事者研究は①医学的な概念を排除せずに自己を独自の言葉で再定義

する点，②当事者同士または健常者との差異への気づきが自己理解を促す点，③解釈を行う主体

が専門家ではなく当事者である点，④専門家に対しても開かれている点が特徴と言える。当事者

は自分の体験にもっともよくアクセスできる点で体験についてはよく知っているが，その体験

を解釈し意味づける点ではよく知っている訳ではないと言われる（綾屋・熊谷，2016）。そこ

で綾屋・熊谷（2016）は，仲間と共にコミュニティで共有された社会制度や信念，価値観等の構成

的体制を参照しながら個人の体験的な日常実践に意味や解釈を与え，さらに必要に応じて構成

的体制を変更する相互循環が当事者研究であると述べている。当事者研究は，専門家によって生

み出された既存の枠組みに当てはめることも個別な文脈を捨象することもなく，応答的に体験

に対して新たな意味を与えうる実践であると言える。

　熊谷（2017）は，当事者研究の「新しい言葉や知識を発見する側面（discovery）」は学術研究

と共通性をもち，「なんらかの生きやすさがもたらされる側面（recovery）」は対人援助実践と

共通性をもつと指摘した。しかし「発見に先立って，どのような状態が当事者にとってrecovery

と呼ぶのにふさわしいのかという点で，従来の学術研究は限界を迎えて」いる。そこで当事者

視点を取り入れるために，当事者研究との協働の形として公的サービスの創出に市民が参画する

「共同創造（co-production）」を学術領域に応用することを模索しているという。また石原（2017）

は，フィンランド発祥の治療ミーティングであるオープン・ダイアローグは当事者のニーズや語

りを重視する点で当事者研究と類似するが，治療的アプローチとしての実践であること，当事

者，家族，治療者という立場の異なる参加者のポリフォニー（多声性）によりダイアローグが

実現され，参加者の視点の違いが大切にされることを相違として指摘している。オープン・ダ

イアローグと当事者研究との交流も行われ始め，双方が触発されて発展することが期待されて

いる。

（３）当事者性を乗り越える自己理解は如何にして可能か

　以上のように，当事者研究は障害や慢性疾患をもつ本人が自らの生きにくさや体験の意味を

本人あるいは同様の体験をもつ仲間で明らかにしていく実践であり，本人や体験を共有する仲間

とは異なる家族や治療者等が参加する実践がオープン・ダイアローグであると整理できる。両者

は立場の違いつまり当事者か否かによって区別される。しかしこの当事者性の問題について鯨岡

（2016）は，上記のような当事者研究の定義は狭義であり，「障碍や慢性疾患やマイノリティの

立場を生きる当事者と共に生きる人たち（支援や医療の従事者たち）もまた，『共にその接面を

生きる当事者』，『共に接面を通して関係発達を生きる当事者』であるとみなせば，彼らが共に

生きる接面の当事者として自分の体験を生き生きと綴ったものは（あるいは生き生きと語った
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ものは），広い意味での当事者研究と呼べるのではないでしょうか。」と述べている。生きにくさ

をもつ本人とのかかわりをもつ者の生きにくさや苦しみに着目し，「関係発達を生きる当事者」

と定義する鯨岡の観点に立つと，オープン・ダイアローグも広義の当事者研究として考えること

ができる。その際に重要な視点となるのが「接面」であるが，それは人と人との単なる接点では

ない。鯨岡（2016）は，「『接面』とは，人と人とが関わる中で，一方が相手に（あるいは双方が

相手に）気持ちを向けたときに，双方のあいだに生まれる独特の雰囲気をもった場である」と

定義した。そして相手に向ける気持ちとは，たとえば大人が子どもに対してあるいは看護者が

患者に対して相手の幸せを願いニーズを受けとめようとする「根源的配慮性」と，子どもが大人

に対してあるいは患者が看護者に対して抱く「存在承認欲求」という２つの「根源的欲求」で

あると説明した。このような情動が行き交う場を捉える必要性を訴える鯨岡（2016）は，次の

関係発達論の考え方を基軸とする「『接面』の人間学」を提唱している。すなわち「①人間を

常に周囲との関係の中で時間軸に沿って変容する存在として考えること，②人間を二つの根源的

欲求（自己充実欲求と繋合希求欲求）をもち，その充足され方によって両義的な二面（『私』と

『私たち』）二重（正と負）の心をもった一個の主体として考えること，③人間関係を常に②の

両義的な心をもった主体相互の関係（相互主体的関係）として考えること，④ある人の生き様

を描き出すとき，外部観察的ではなく，描き出す相手と共にかたちづくる接面の，その一方の

当事者の立場で描き出すこと（関与観察とエピソード記述）」の４点である。この考え方を踏ま

えると，自己という意味は単独では存在しえず，人は他の人との関係性の中すなわち「接面」

に体験的な自己を見出すことができ，それは「接面」ごとに変化しうるのではないかと考えら

れる。

　木村（2009）は「関係としての自己」の中で，「自己とはこのようにして，自己と世界との

あいだ―現在の事物的世界とのあいだだけでなく，当面の他者とのあいだ，所属集団とのあい

だ，過去や未来の世界とのあいだなどを含む―の，そしてなによりも自己と自己とのあいだの

関係そのもののことである。」と述べ，クオリアである限り自己は，「そのつど新たに私と世界

との界面現象として成立する現象的意識」であるとした。前述の鯨岡（2016）の「接面」は木村

（2009）の「あいだ」と同義であり，そこで経験される「界面現象」である間主観的体験が自己

であると解釈できる。

（４）「接面」で開かれる自己理解の可能性

　前述の平野（2011・2014）では，発達障害当事者から障害者手帳を取得し使用しながら生活す

るという体験をインタビューする中で，協力者からアイデンティティにかかわるエピソードが

具体的に語られた。たとえば，援護制度により恩恵があるとしても一緒にいる人との関係性に

よっては障害者手帳の提示が憚られる思いがあること，援護制度を利用したことで他の重度の障

害者と自分の障害の程度を比較して障害と名乗ることに戸惑いが生じたこと，精神障害者という名

称がつく手帳に違和感を覚えつつも就労の際に便宜的なものとして説明せざるを得なかったこ

となどである。平野（2011・2014）では詳細に言及していないが，こうした経験は必ずしも予め

協力者に自覚されていたものではなく，当初は当事者にとって障害者手帳について語ることは難

しいことと自覚されていた。なぜなら，協力者は働くための支援を利用したり，交通費助成など

の経済的援護制度を利用する際に障害者手帳を活用するが，それ以外の場面では障害者手帳や障

害そのものを意識する場面が少ないからである。
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　たとえばある協力者はインタビュー依頼を受けた際に，「『どう感じるか？』と問われること

自体が謎。手帳に対して何か感じるのがふつうなのか？私にとっては『年金手帳についてどう

感じるか？』『通帳についてどう感じるか？』と問われてるのと同じくらい謎なこと。どうして

訊かれるのか。正直，とくに何も感じない。」と述べていた。しかし，インタビューが進むに

つれて，当初は障害者手帳と結びつかなかった手帳を使う場面での違和感や障害者として定義

しがたい自己を語るに至っている。インタビュー後には，障害者手帳をテーマに語ることを通じ

て，診断されて以降，自分が何者であるかを探して戸惑いながら奔走していた過去を思い出せた

ことを次のように述べている。

　　「なんかそういう問いかけも時には，必要で，なんかちょっと立ち止まるきっかけというか。

なんか，ある意味，惰性で発達障害をやってたりする部分もあったりするから。惰性って

いうのもなんか変なんですけど。なんか情報収集に，いそしんで，なんか，自分にあては

まる，あてはまらないだとか，知識欲を満たすだとか，そういうので喜んでいたりとかする

けど。じゃあ，私にとっての発達障害って何？とか，障害って何？とか，手帳って何？と

かって，自分でもあんまり，うーん。普段は考えてないし。でも，取得した時はいろいろ

と考えていたんだと思うけど。それがなんかいつの間にか記憶が薄くなってしまってて。

掘り起こすのも悪くはないのかなって思って。」

　　「そうですね。なんかこう，平板化した思いだったのかなとか。でも，いろいろな思いは

ずっとあったなあって。取りたいっていう思いだったりとか，期待だったりとか，取れな

かったっていう失望だったりだとか。なんか支援に対する思いだとか。そういうこと熱く

思っていた時期もあったなあとか，なんか動き回ってた時期もあったなあとか。それなりに

自分動いてきてたんだなあとか，頑張ってきてたんだなあと，ちょっとああーっていうのは

思ったりもしましたね。」

（平野，2011）

　インタビューでは，単に障害者手帳を取得した経緯やどのように手帳を日常生活で使っている

のかという話がなされたのではなく，障害者手帳をメタファーとして過去から現在に向かって

語ることにより，結果的に障害や自分自身との向きあいの歴史にたどり着くことになった。それ

は人生の途中で発達障害と診断され，スティグマが伴うであろう障害者手帳を取得し活用する

とはどのような体験なのか，当事者の思いを理解したいという調査者である筆者の素朴な希求と

それに応えようという協力者の思いが作り出す「接面」あるいは「あいだ」が可能にした語り

であったのではないかと考えられる。

　以上では，鯨岡（2016）の「接面」や木村（2009）の「あいだ」という新たなパラダイムに

より狭義な当事者性の問題を乗り越え，かかわり合う者同士の中に成り立つ自己理解の可能性を

見出すことができた。それは本論が目指すトータルな個人としての自己を描き出すうえで重要な

視点となる。しかし，立場の異なる者同士の「接面」や「あいだ」をどのように具体的に描き

出せるのかについては明確化できておらず，今後の検討課題である。



54

６．結語

　合理的配慮を謳う障害者権利条約は，障害当事者がスローガンとする「“Nothing About Us 

Without Us”（私たちのことを，私たち抜きに決めないで）」という自己決定の権利を求める声

に応えるものである。その意味で合理的配慮は“当事者は自分自身や自分に必要な支援を一番

良く知っている”という認識を出発点とする。しかし，当事者が自らの体験を解釈しニーズを明確

化しきれているわけではないとも考えられている（綾屋・熊谷，2016）。当事者研究に対する関

心の高まりは，体験を共有できる仲間と共に体験に新たな意味を立ち上げていくことへの当事

者ニーズの現れとして認識できる。一方で自己理解支援の現状は，障害特性ばかりが焦点化さ

れたり，問題が本人に帰属されかねない等の懸念があり，当事者の体験に如何に寄り添い共有す

るかという課題が存在する。この問題に対してナラティヴアプローチや当事者研究，オープン・

ダイアローグは，応答的な語りにより新たな活路を見出しつつある。特に当事者研究は，当事者

自身が研究者であり研究対象でもあるという性格から，病気や障害を治療対象とする「治療の

論理」からも社会制度の変革を目指す「運動の論理」からも自由な「研究の論理」を立ち上げる

可能性が示唆されている（綾屋・熊谷，2016）。また，立場の違いの問題すなわち当事者性の

問題は「関係発達を生きる当事者」（鯨岡，2016）と広義に捉え，かかわり合う者同士のあいだ

に成立する体験として自己を捉えるという新たなパラダイムを用いることで，立場の異なる者同

士の自己理解の可能性を示唆することができた。

　本稿では自己理解支援の課題と当事者にとっての意味ある自己理解の在り方を検討し，様々

な自己理解支援や当事者による新しい自己理解の形を整理してきた。語りの視点からは新しい

自己物語を紡ぐ実践が生きにくさの軽減につながる可能性を示唆できたが，多様な自己理解の

局面があるなかで，自閉症スペクトラム者が自己理解することの当事者的意義を十分に明らかに

できたわけではない。また，かかわり合う者同士のあいだの「接面」で成り立つ自己理解の可能

性を指摘したが，具体的にはどのような共同作業として自己理解が紡がれるのかについても十

分に明らかにできたわけではない。これらの点についてはさらに質的検討を進める必要があると

考えられる。さらに本稿では，要素分解せずに社会で生きるトータルな個人の「自己」を捉える

視点から検討を行ってきたが，当事者のアイデンティティに影響を及ぼす他者のまなざし，すな

わち障害を個人に帰属しがちな環境側の障害観の問題についても検討していくことが必要であ

る。
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The importance of self-understanding for individuals with Autism 

Spectrum Disorder

: issues and prospects for self-understanding support
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Abstract

Recently, increasing emphasis has been given to self-understanding support for people with 

autistic spectrum disorder(ASD). However, the meaning and support method of self-

understanding for people with ASD has not been clarified. The purpose of this paper is to 

summarize the problem of self-understanding support through literature review. An analysis of 

current research indicates that self-understanding support has the problem as follows: 1) self-

understanding has multiple definitions, 2) the support tends to focus on disorder, and 3) causes 

of the difficulties between an individual and the environment are narrowly defined and often out 

of context. We find that it is important to understand the problem from the point of view of 

human self as wholes. In the narrative approach and Tojisha Kenkyu, it is suggested that 

responsive narratives lead to self-recovery and decreasing difficulties of living. We find that self-

understanding can be developed among people who have different experiences. However, further 

qualitative examination is needed to clarify the meaning of self-understanding for people with 

ASD and how communication can support the development of self-understanding among people at 

different levels.


