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成年アスペルガー症候群被診断者自身による体験事例研究
会の発話分析から推量される定型発達（健常）者のコミュニ
ケーションに内在するイロジカル性の検討
Illogicality in Neurotypicals Communication Clarified through Talk Transcript
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1.はじめに
本研究は、アスペルガー症候群当事者（以下、
「AS
当事者」と表記する）同士がコミュニケーション・
ギャップの実体験やそれらへの対応の方略について
話し合った会話内容から、一般的発達を経た人々（以
下、これらに対し「健常者」という用語を使わず、
「定型発達者」と表記する）のコミュニケーション
の特徴を探索する試みである。
アスペルガー症候群は、広汎性発達障害の一つで、
言語発達の遅れ等の知的障害を伴わない人々に対し
診断される呼称である。
アスペルガー症候群のコミュニケーションに関わ
る特徴として、インターネット上の一般向け医療情
報や、成書で多く挙げられているものに、
 対人関係が不器用である
 相手の感情が理解できない
といったものがある。
これらの記述を始め、広く目にされるアスペルガ
ー症候群についての説明の殆どが、定型発達者の側
から観察された様相を言語化したものである点に留
意する必要がある。
例えば定型発達者に向けた AS 当事者との接し方
に関する様々なアドバイスは、コミュニケーション
トラブルの原因が AS 当事者側の障害特徴にあると
し、それへの配慮を示すものが多い。このような偏
在した原因帰属を前提とするのは、一部は事実であ
るものの、両者のコミュニケーションの在り方を、
定型発達者が検討していることでバイアスが働いて

いる要素も無視できないと著者らは考える。
本研究では、札幌市において AS 当事者同士が月
例で行っているコミュニケーションに関する体験事
例研究会の会話記録を、形態素解析などのテキスト
分析法を用い、定型発達者のコミュニケーションに
内在する、トラブル因子になる可能性のある脆弱性
について検討した。
なお、本研究は、札幌医科大学倫理委員会の承認
を得て行った。

2.AS 当事者による研究会について
2.1 会の概要
著者らの研究グループは、2010 年 9 月から、札幌
市内に在住する成年アスペルガー症候群当事者が参
加する研究会（名称「ASD 研究会」
）を運営、サポ
ートしており、現在も継続中である。
当会は月に一度、札幌医科大学を会場として開か
れている。会員として登録している AS 当事者は 7
名（35 歳以下。平均年齢 31 歳）である。会話録の
ために音声を録音しており、この音声から個人情報
を削除したデータをアスペルガーAS 当事者の社会
生活に資する研究に使用することについて、参加者
の了承を得ている。
Table 1 に、各回で話し合われるテーマの例を示す。
ここでは、2011 年度のものを記載した。

Table 1 Theme of ASD Working-group: Examples in
FY2011
他人の気持ちをどう読んでいるか
頭のスイッチ
昔はできなかった（わからなかった）けれど、今は
できる（わかる）こと
親との関係について
セルフコントロール
相手と気持ちや考えを共有すること
表情を読む

はなくて、つけられたものだから、そういう属性は
あるんだろうと思っている。黙っていても、属性が
決まることはあると思うんですよ。選べない属性を
決め付けられることで孤立することはあると思うん
ですよ。仕事していないからニートとか、家にいる
から引きこもりとか。役に立とうがたたないが存在
しているから、そういわれると辛い。その属性が違
う人たちがうまくやっていくためにはどうするかと
いうことだと思うんですよ。
「早く帰ってきてね」とかは何時に？というのがわ
からなくて困る。
用事自体が何時までかかるかがはっきりしないか
ら、
「9 時より遅くなるなら電話して」と言われる方
がらく。

集団の中の孤立
時間の感じ方

3. 発言の分析方法

親密な付き合い

本研究では、録音された 2011 年度の研究会（全
12 回、およそ 24 時間）の音声データを基にし、1
発言 1 レコードとするテキストデータ、各レコード
を形態素に分解した形態素データの二つを、目的に
応じて分析対象データとた。両データを作成する手
順を Fig. 1 に示す。

葛藤（欲求と理性）

2.2 発言レコードの例
本研究では、研究会で交わされた自由会話音声を
テキスト化して、ある参加者が話し始めて次の参加
者が返答するまでを 1 レコードとしている。
いくつかのレコードの例を Table 2 に示す。なお、
これらは独立して抽出したもので、互いに前後とは
会話の関係にない。
Table 2 Record samples (in FY2011)
知識の部分では、止めようと思わない。明らかに違
うことを言っていると、テレビを殴りたくなる。け
れど、コントロールできるようになった。経験から。
コントロールしないと、自分の精神がまずくなっち
ゃうから、コントロールできるようになった。あと
は、長男気質みたいなもの。困っている人がいると、
助けたくなっちゃう。それで相手もぎちぎちになっ
ちゃうくらいやってしまう。おせっかいも善行のう
ちと思っている。相手と話して妥協しながらやって
いけばよいのかなと思う。オタクの部分と、アカデ
ミックな部分と、長男気質の 3 つかな。
自分でどうにかできることは 1 割くらいで、残り 9
割くらいは何でも起こりうると思っている。あとは
人に感謝して、ありがとうとごめんなさいを言うく
らい。
アスペルガー症候群と言うのは、自分がつけたので

Fig. 1 Procedure of Data Extraction from Sound Data
音声のテキスト化は人間による作業で、別の解析者
による 1 回以上のスクリーニングを加えて精度を上
げた。形態素解析には、奈良先端科学技術大学院大
学情報科学研究科自然言語処理学講座によって公開
されている形態素解析器「茶筅」を用いた。
得られた形態素の統計処理には R 言語を用いた。
また、レコードの表意による取捨選択は、
Observation, Assessment, Consideration の三相につい
て情報の有無を[0, 1] でスコアリングするフラグ型
の判定法を導入し、解析者の主観を排除したレコー
ド抽出と分析をおこなった。

4. 結果と考察
アスペルガー症候群の特徴として、しばしば指摘
される「他者の感情を理解できないことが多い」
「自
分の感情を相手に伝えることが苦手である」といっ
た、感情の推論や表現に関するものがある。

Fig. 2 Using-frequency of emotional adjective: ASD
meeting, Red= emotional adjective
Fig. 2 に研究会での発言から得られた形態素のう
ち形容詞を出現数順に比較したグラフを示す。語尾
活用されているものも原形に統一して計数した。こ
のうち、赤色で示した形態素が「面白い」
「辛い」な
ど感情を表す形容詞である。元発言を参照すると、
発言者自身の感情である場合と、体験談で語る他者
の感情である場合がある。しかし感情の推論と表現
の度合いを定量化するのが目的のため、ここでは両
方の場合をとくに分別しない。
Fig. 2 によれば、発言の中に、高い頻度で感情形容
詞が含まれていることが分かる。このことから、本
研究会の AS 当事者同士の場においては、アスペル
ガー症候群の特徴とされる感情の理解や表出が苦手
という傾向は、希薄といえる。
次に「定型」を含むレコードを抽出し、さらに、3
に記したスコアリングで Assessment, Consideration の
いずれかのフラグを立てたレコードを選択し、定型
発達者についての言及として内容評価した。すなわ
ち単に何らかの言動を観察しただけではなく、それ
が意味するものの判断や、その理由の推理まで踏み
込んだレコードである。
いくつか Observation 部分を挙げる。
A)

B)

遅れたときに、甘く見ているから遅れたんだっ
ていう人がいるけれど、甘く見ているから遅れ
るっていうのは、今でも分析しても分からない
さほど痛いと感じていない傷口を見て相手が
「痛そう」と言い「痛そうだから見せないで」

C)

と要求された
定型の共感は本当に共感なんであろうか？想
像により、妄想されたものなんじゃないのか
な？

これらに共通して見られるのが、発言内に現れる定
型発達者の Pseudo-reasoning（成立し得ない理由付け
の強要）である。
人が他者の心理を推論するときに、多用する方略
には、自分の心的状態を投影する形で推論する方法
と、対象人物に関するステレオタイプを用いる方略
がある。1) いずれの場合も、様々な認知バイアスに
よる偏向が起こることが知られている。ここでもそ
れが見られ、たとえば A)では「時間を守らない人間
は、必ず、自分を甘やかす人間である」という決め
つけ、B)では、自分が同様の傷を負った時とても痛
かった経験があり、自分は標準的な人間だから目の
前の相手も同程度に痛いはずだ、というナイーブ・
リアリズム（Naïve realism）による偏りが生じている。
これらを AS 当事者は会のやり取りの中で、困惑
しながら色々な仮定や推論をして、結果たとえば「相
手を立てる」という方略を見出すなどしている。
この議論の過程を追うと、AS 当事者たちは論理的
で、適切な Reasoning の積み重ねを行っていること
が分かる。
議論の対象となるのは、定型発達者の言動に内在
する状況依存性、好悪依存性、ナイーブ・シニシズ
ム（Naive cynicism）といった、イロジカル(illogical)
な問題が多い。
この対比から、AS 当事者が直面する社会不適応状
況を議論する際には、アスペルガー症候群の障害特
徴と同時に、定型発達者が日常行っているコミュニ
ケーションの在り方も検証されることが望ましいと
いえる。

4. まとめ
成年アスペルガー症候群当事者の社会不適応状況を
改善する方法論を探るため、当事者同士の体験事例
研究会の発話データについて、形態素解析を主とす
るテキスト分析を行った。その結果、定型発達者の
側にもコミュニケーション上の非合理、不確実な面
が内在し、コミュニケーション・ギャップの一因と
なっていることが分かった。
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