
自閉症スペクトラム障害（Autism spectrum
 

disorder：ASD）に対する社会的な認知が高まる

につれ，その適正な見立ての重要性が高まってい

る。その鑑別のため，多様な質問紙法や面接法が

開発されてきたが，心理検査として広く普及して

いるロールシャッハ・テストもまた，その可能性

を検証してきた。ロールシャッハ・テストは，被

検者のパーソナリティや精神状態を知るためのさ

まざまな変数があるが，そもそもロールシャッ

ハ・テストは「精神疾患の分類と診断の手引」，す

なわちDSM（American Psychiatric Associa-

tion,2013）等の診断カテゴリーに対応することを

前提として作られてはいない。ASDに限らず，

DSM 等の診断カテゴリーに沿った単一変数の構

築については，包括システムのExnerは否定的な

見解を示している（Exner,2002）。

Holaday, Moak, & Shipley（2001）は，単一

の変数ではなく，既存の複数の変数からASDに

対する鑑別力を検討した。彼らはDSM―Ⅳに基

づいてアスペルガー症候群と診断された24名か

ら得た９つのロールシャッハ変数について，コン

トロール群等と比較検討した。その結果から得ら

れた，(a)COP＝0，(b)CDI＞3，(c)H＜2，(d)M＜

2，(e)EA＜4，(f)WSumC：その年代の期待値の半

分，(g)T＝0の７つを鑑別の指標として示した。今

日，診断カテゴリーへの適用にあたっては，単一

の変数より複数の変数を用いて総合的に判断する

方法の有用性は一定の評価を得ているが，あくま

でガイドラインとしての位置づけとなっている。

本邦におけるロールシャッハ法のASDへの適

用に関する研究は，当初，事例研究を中心にさま

ざまな特徴が報告された（e.g., 石坂・村澤・松村・

神尾・十一，1997；石井・岸本，1997）。Ｐ反応の

少なさ，形態水準の低いＭ反応といったあたりが

報告として多かったが，全体的に共通性は乏しい

ものであった。しかし，その後の研究の積み重ね

から，辻井・内田（1999）や明翫（2012）は，(a)

反応数の少なさ，(b)形態反応の多さ，(c)人間運

動反応や動物運動反応の少なさ，(d)色彩反応の

少なさ，(e)形態水準の著しい低さ，(f)反応内容の

幼さ，(g)反応の幅の狭さ，(h)平凡反応の少なさ

といったASDの特徴を指摘している。これらは

上述のHolday et al.と異なり各変数の具体的な

数値を示しておらず，特徴という形で提示してい

る。その理由として，ASDの変数上の特徴が他の

疾患や障害，例えば統合失調症，の特徴と重なる

部分が多いことが指摘されていることが挙げられ

よう。複数の変数を用い診断の弁別的妥当性を高

めたとしても，画一的な数値で区切ることによる

誤差が含まれてしまう。現状としては，鑑別過誤

の防止，柔軟な鑑別のため特徴という形に収めて

いると言えよう。

これまでの研究から，数量的指標から見立てる

ことの可能性と限界が明らかになってきた。同時

に，数量的指標以外の部分にASDの反応様式が

出やすいこともわかってきた。例えば，内田・明

翫・辻井（2012）は，ロールシャッハ・テストに

おける質疑段階は被検者と検査者の対人相互交渉

であり，ASDの社会性の障害が反映されると考

え，ASD被検者の質疑段階で観察されたコミュニ

ケーション上の問題を分類した。その結果，(a)説

明を拒否すること（rejection of explanation），
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(b)反応の確信・実感を主張すること（assertion of
 

belief），(c)反応の知覚理由ではなく反応概念を

説明すること（concept description），(d)説明し

ているうちに反応概念がズレてしまうこと

（Knowledge slip），(e)不釣り合いな認知（unbal-

anced blends）の５つの特徴が抽出された。統合

失調症群と比較した結果，これらの特徴はASD

独自のコミュニケーションスタイルであり，鑑別

に有用な知見であることを示した。ASDの見立て

において，ロールシャッハ・テストの持ち味を生

かすには，通常の量的な分析や継起分析に加え，

「１つ１つの反応の産出過程を詳細に検討するア

プローチ」が必要であろう（明翫，2012）。量的質

的を含めた多彩なデータの具体的な活用方法に関

する研究は，今後その重要性を増してゆくものと

考えられる。

上で述べたASDのコミュニケーションスタイ

ル研究は，主に被検者の質疑段階のプロトコルを

検討した結果の知見である。ただそれは，個々の

反応の集積から得られた反応様式の傾向と言える

ものであり，すべての反応に例外なく当てはまる

わけではない。例えば，ASDと診断された人が，

すべての反応において(a)説明を拒否するコミュ

ニケーションスタイルではないことは容易に想像

される。ASDの反応様式の表れやすさ，あるいは

表れにくさといったものは，産出する個々の反応

によって当然異なる。これまでの研究成果を踏ま

え，ロールシャッハ法におけるASDの特徴は，ど

の反応に，どのように表れるのかという問いを立

て，これまでと違った形で精緻にアプローチをし

てゆくことが必要になってきている。

どの反応にという点については，Holday et al.

（2001）や辻井・内田（1999）や明翫（2012）等

の多くの研究においてASDの特徴的な反応とし

て挙げられている人間運動反応（human move-

ment response：Ｍ反応）は注目に値する。Ｍ反応

とは，「人が踊っている」等，図版の中に人間ある

いは人間類似のものが何らかの動作や姿勢を示す

と判断されたものである（片口，1987）。形態反応

や色彩反応は図版の属性であるが，Ｍ反応は被検

者によって図版に与えられる特異な属性であり，

ロールシャッハ・テストが考案されて以来，重要

視されてきた反応である。その主要な解釈仮説は，

知能の高さ，内向性，創造性，共感性や協調性，

対人的な欲求や姿勢などを反映しているとされる

（岡堂，1994）。こうした仮説で述べられているこ

とは，社会性や認識の発達に生の困難をもつASD

の特性と重なる部分が多く，関連を検討する価値

があると考えられる。先行研究では，ASDはＭ反

応の少ないことが指摘されているが，Ｍ反応を産

出しないわけではない。少ないということは反応

産出過程に何らかの障害があることが推察され

る。そうした過程を経て産出された反応は，性質

上，何らかのASDの特徴を帯びたものになると

考えられる。

どのようにという点については，反応産出過程

を検討することの必要性が指摘されているが（明

翫，2012），プロトコルの検討はそれに適うと言え

よう。ロールシャッハのプロトコルの主な用途は，

一般的にはコーディングあるいはスコアリングす

るための基礎データと考えられている。しかし，

プロトコル，特に質疑段階におけるプロトコルは，

テストの中で得られる，被検者の反応産出過程を

追行することのできるもっとも詳細なデータでも

ある。ASDらしさを捉えるにあたり，プロトコル

を吟味することは有効的なアプローチと考えられ

る。

以上から本研究では，ASDのＭ反応のロール

シャッハ・プロトコルを詳細に検討し，ASDを見

立てるにあたり有用な知見を得ることを目的とす

る。

方 法

調査時期および場所 平成22年（Ｘ年）10月に

発達障害専門の療育機関で実施した。

調査協力者 発達障害専門の療育機関に通う自

閉症スペクトラム障害圏 の男子中学生３名（平均

年齢14.3歳，SD＝1.2歳）を対象に調査を行っ

た。

手続き 本研究におけるロールシャッハ法は包

括システムに基づき実施した。コーディングに関

しては，調査協力者の年齢と文化を考慮して森

田・松本（2009）に準拠して行った。調査終了後

には，研究協力への謝礼として調査協力者の保護

者に３千円を渡した。

コーディングは筆者ら２名に加え，包括システ

ムによるロールシャッハ・テストを日常的業務と

する臨床心理士１名で行った。その臨床心理士に

対しては，調査協力者の情報は伏せた状態で依頼

した。３名が個別にコーディングを行い，その後，
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それぞれの評定をチェックし合い，不一致のあっ

たものについては３者が協議の上もっとも適切な

コードが採択された。その結果，人間運動反応（Ｍ

反応）とコーディングされたプロトコルを分析対

象とした。

倫理的配慮 調査を受ける児童および保護者に

対し，調査協力が任意であることや調査が辛く

なった場合などには途中で中止してよいこと，参

加するか否かによる不利益は一切ないこと，匿名

化され個人が特定されることはないことを説明

し，書面にて同意のサインを得た後に実施した。

また，調査協力者の成育環境や知能検査等の情報

についても，その扱いについて説明し，承諾の上，

提供を受けた。

事例の概要とテスト結果

事例Ａ

事例Ａの協力者（以下Ａ）は，中学２年生（13

歳）の男子児童であり，通常学級に通っている。

就学前に広汎性発達障害の診断を受けており，障

害者手帳を取得している。３歳頃より週１回程度，

民間の支援機関にて療育を受けている。家族構成

は，父，母，Ａ（同胞２名の第１子，長男），妹で

ある。X－1年６ヵ月のWISC―Ⅲの結果では，

VIQ＝89，PIQ＝89，FIQ＝88，VC＝88，PO＝89，

FD＝85，PS＝100であり，総合的にみて知的な遅

れはなかった。本調査のロールシャッハ・テスト

における構造分析の主要なデータをTable1に，

Ｍ反応とコードされたプロトコル をTable 2に

示す。

事例Ｂ

事例Ｂの協力者（以下Ｂ）は，中学３年生（15

歳）の男子児童であり，通級指導教室制度を活用

している。幼少期の検診や小児科受診において言

葉の遅れや自閉傾向を指摘され親はさまざまな支

援機関を活用している。11歳の時に高機能自閉

症・アスペルガー症候群の診断を受け，障害者手

帳を取得した。家族構成は，父，母，Ｂである。

X－3年のWISC―Ⅲの結果では，VIQ＝92，

PIQ＝104，FIQ＝98，VC＝91，PO＝103，FD＝

97，PS＝114であり，総合的にみて知的な遅れは

なかった。本調査のロールシャッハ・テストにお

ける構造分析の主要なデータをTable3に，Ｍ反

応とコードされたプロトコルをTable4に示す。

事例Ｃ

事例Ｃの協力者（以下Ｃ）は，中学３年生（15

歳）の男子児童であり，通常学級に通っている。

１歳児検診や３歳児検診，幼稚園の保育士等から
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発達の遅れが指摘されていた。明確な診断は受け

ていなかったが，小児科医からはASD傾向を指

摘されていた。また，療育の専門機関ではASDと

見立てられており，幼児期より週１回程度，支援・

療育を受けている。家族構成は，父，母，Ｃ（同

胞２人の長男），弟，祖母の５人である。X－2年

６ヵ月のWISC―Ⅲの結果では，VIQ＝115，

PIQ＝89，FIQ＝103，VC＝117，PO＝93，FD＝

94，PS＝75であり，下位検査間にややばらつきが

みられるが，総合的にみて知的な遅れはなかった。

本調査のロールシャッハ・テストにおける構造分

析の主要なデータをTable5に，Ｍ反応とコード

されたプロトコルをTable6に示す。

考 察

プロトコル

形態の優位性 協力者３名が産出した８つのＭ

反応のプロトコルから２つの特徴が抽出された。

１つ目は「Ｍ反応における形態の優位性」である。

Ａは第Ⅶ図版の自由反応段階で「アリがキスして

いるように見える」，質問段階で「ここが頭で，胴

体が３個あります。（Q）ここに口があります。（Q）

ここに頭があって，腹で，胸があるからです」と

反応している。Ｍ反応は図版の中に人間，人間類
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似のものの動きを見る反応であるが，「キスをして

いる」という運動については明確化されず，形態

についての説明が展開されている。Ａの第Ⅶ図版

「ウサギのキス」，第Ⅹ図版「バッタを刺す武士」，

Ｂの第Ⅲ図版「何かする人」，Ｃの第Ⅶ図版「ふり

向いて向き合う若い女の人」，第Ⅹ図版「棒を持っ

た鳥」といった他の反応も各プロトコルから同様

のことが言える。言葉上，これらはＭ反応がコー

ドされるが，実質的には形態の要素が優位な反応

と言える。ASDの形態反応の多さは指摘されてき

たことではあるが（e.g., 辻井・内田，1999），それ

はＭ反応におけるプロトコルの内実においても窺

うことができる。

不自然な対象関係 ２つ目は「不自然な対象関

係」である。一般的に，反応は，相手を（検査者）

を意識し，「形態」「色」「内容」「運動」「対象関係」

等について現実性を踏まえつつ，さまざまな要素

間の統合性を検証し，不自然さを減じた形で産出

される。このプロセスは，認知的な発達や社会的

対人的な成熟が進むにつれ洗練されてゆく。協力

者のＭ反応を見ると，Ａの第Ⅹ図版「バッタが武

士に刀で刺されて死んでいる」，Ｂの第Ⅶ図版「手

が何かを抱きかかえている」等に対象関係の「不

自然な対象関係」が観察された。
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こうした不自然さの発生機序の基盤には，先に

述べた「形態の優位性」とASDの臨床的特徴の１

つでもある「こだわり」があると仮定すると理解

しやすい。着目した「形態」に触発されて「運動」

および「関係性」の要素が生じ，それらの知覚に

対する現実検討が十分に行われないまま維持さ

れ，素直に反応を産出していると考えられる。結

果として反応に不自然さが残り，反応全体として

統合性が低下してしまっている。例えば，Ｂの第

Ⅷ図版の「何かを抱きかかえる手」は，まず「抱

える手」の「形態」と「運動」を知覚し，それを

保持しつつ「抱える」という運動により「何か」

という対象と関わろうとする。「何か」には投影が

なされないが，そのまま「抱える手」と「何か」

をまとめ，反応を形成している。また，「抱える」

「手」「何か」等といった知覚した要素やまとめる

ことへの「こだわり」が不自然さを維持している。

ロールシャッハ反応は，知覚した要素にこだわり，

無理にまとめようとすればするほど統合性を高め

るのは困難となる。特にＭ反応は，人間関係や自

己の多様な諸側面を含んでおり，統合による困難

が生じやすいと言える。被検者の知覚した要素へ

の「こだわり」の結果，反応に不自然性が含まれ

て表れたと考えられる。

認識・知能の発達

Ｍの反応数，特に形態水準が良好なＭと知能の

高さには相関があるという仮説があり，それを支

持する研究は多い（e.g., Armitage, Greenberg,
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pearl,Berger,& Daston，1955；田中，1958；片

口，1987）。本研究の調査協力者３名のＭ反応数は

２または３であり，Holaday et al.や他の先行研

究結果と同様にその産出量は少なかった。また，

形態水準にplus（＋）はなく，unusual（u）やminus

（―）が中心であった。切り取ったデータではあ

るが解釈仮説に準ずれば，知的には低いと解釈さ

れる。しかし，協力者３名は，WISC―Ⅲの結果か

ら知的な発達に遅れがない児童であった。この結

果から，知的障害を伴わないASDの場合，Ｍ反応

の量，質の乏しさと知能の低さの関連性は薄くな

ることが示唆された。ASDの特徴として，こうし

た解釈仮説との矛盾が見出された。臨床実践にお

いては，テストバッテリーで知能検査等を組み合

わせ，その結果を総合的に捉えてゆく必要がある

と考えられる。

まとめ

本研究では，ASD児童３名のＭ反応とコードさ

れたロールシャッハ・プロトコルを検討し，その

特徴に関する知見を得ることを目的とした。その

結果，「形態の優位性」「不自然な対象関係」「知能

に関する解釈仮説との矛盾」が見出され，ASDの

臨床的特徴を踏まえ，その産出過程について考察

を加えた。プロトコルデータの検討は，被検者の

特徴を捉える上で有効的な手段となり得る。量的

指標と合わせて，プロトコルを分析することによ

り，見立ての妥当性の向上につながると考えられ

る。今後，多様なプロトコルデータの報告が望ま

れる。
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１ 本研究にご理解，ご協力いただきました児童，保

護者の皆様に厚く御礼申し上げます。また，調査を

ご支援し，子どもたちとの関わり方をご指導くださ

いました，こばと治療教育センターの遠藤敏子先生

をはじめスタッフの方々に心から感謝いたします。

２ 調査当時はDSM―5公刊以前であり，診断名と

して自閉症スペクトラム障害は用いられてはいな

かった。調査協力者の内２名は，医療機関よりDSM

―ⅣあるいはDSM―Ⅳ―TRに基づいた診断（広

汎性発達障害，高機能自閉症）を受けていた。いず

れもDSM―5においては自閉症スペクトラム障害

に包括されている。DSM―5による診断名が社会的

に使用されている現状を踏まえ，本研究では旧診断

名を自閉症スペクトラム障害に対応して扱う。

３ 本研究における３つの事例のプロトコルは，その

本質を損なわない範囲で要約，修正した。
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