
アスペルガー症候群 



ハンス・アスペルガー
（Hans Asperger）	

�  オーストリア・ウィーン生まれの小児科医  

�  Die“Autistischen Psychopathen”im 
Kindesalter 
「小児期の自閉的精神病質」 

  



Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten.          117；pp76−136，1944	
	

　Die “Autistischen Psychopathen” im Kindesalter	
	
                            　　　　　　　　　　　  Hans Asperger	
	
　　　　　　　　　　「小児期の自閉的精神病質」　　松沢病院長　　詫摩武元　訳	
　　　　　　　　　　「児童青年精神医学とその近接領域　34（2）,(3)；180−197（1993）」	
	
　　　　　　　　　       問題提起	
	
　   諸物の構造を知得，整理することは科学の最終目標の−つである。境界さだかな
らず，互に移行する諸対蹠に満たされた生命現象の全貌の中にあって，思考する人
間は個々の現象を命名して他の諸現象を識別し，連関，類似及び対蹠を確立し，要
するに諸物を排列し体系を附与することによって，確りした立脚点を見出そうと努め
ている。この作業が認識の本質的前提である。	
　  人間に関する学も相似た道を歩むべきであったろう。しかしこれ以上に困難な道
はない。誰しもただ一度だけの，反復のきかない，不可分の個体（In−Dividuum）であ
り，従って究極的には他者と比較は不可能である。どんな性格にも，見掛け上互に矛
盾する諸特徴が含まれている。他ならぬ対蹠と緊張から生命は生きているのである。	



ローナ・ウィング　Lorna Wing 
•  “Asperger's syndrome: a clinical account”. Psychol Med 

(1981) 
ハンス・アスペルガーの研究成果を広く普及させるきっかけとなった論文であり、
またアスペルガー症候群という用語を初めて導入した。	
	
	

	
	

以下は私が30年前に、児童精神グループの研究会でアスペルガ－症例を発表するときに、翻訳して添付したものです。	



言葉の開始は正常か、それより早いか、歩行は少し遅れることがある。	

文法のマスターは、すぐにできるが、一人称、二人称、三人称の間の

区別が難しく、自分の事をyouとかhe(she)で話すことがよく見られる。

イントネーションにも特徴が見られ、抑揚がなく単調であったり、文語

調だったり、尻上がりにトーンが上がったり、鼻にかかったりなど、不

自然で滑稽に思える（この点はPick‘s diseaseに似ている）。即ち他人に通じよ

うが通じまいが、無頓着の様に映る。他人に聴く気があるかないか、

他人が話しに乗ろうが乗るまいか、そんなにあけすけに喋ったら、馬

鹿にされはしないかなどは、彼らにはどうでもよいのであろう。時々、

言語の句をステレオタイプに繰り返すことがある。	

　　言葉に独特な創造的関係をもち(言語生成)、独自の体験、観察を

独自の言語形式で表現する、微妙な言語的ジョークは理解できない。	

(1)　Speech 

	

⇨基本は間主観性の発達の遅れと思われる	



(2)　Nonverbal-communication	

特に眼差しは、自閉症に特徴的である。空に走り遠くに外れてしまっ

て、特に会話の際、相手の視線と合わず自分の内心や、表現の中

に示される相手の心(情動)に細かく反応し、応答することがない。 
 
表情、身振りは張りがなく空虚で、怒りとか悲しみなどの様な強烈な

感情以外の細かな顔の表情は乏しい。	

⇨基本は間主観性の発達障害	



(3)　Social interaction	

この疾患の最も明らかな特徴は、双方向性のsocial-interaction（社会的相互

作用）が欠けているということです。(Hans Asperger氏は、「この疾患の基本的障害は

外界との連携の狭窄にある。」と述べている)	

これは社会的接触から引き籠っているからではなく、社会における行動を支

配している規則を理解したり、使用することができないことによる。 
	

これらの規則というのは、書かれても述べられてもいなく、複雑で常に変化し、

人の話し方、身振り、姿勢、動作、眼差し、衣服の着方、人との接し方など多

くの日常的振舞いを支配している。即ち、この子達は、自然に無意識的に大

人の仕草をまねて身につけることができない。	

　　彼らの社会的行動は原始的であり、かつ特異である。彼らはこれらの困

難を気付いており、さらにはそれを乗り越えようと努力さえしているのかも知

れないが、しかし、それは、不適切な方法であり、それ故、うまくいったという

サインは得られない。	



彼らは、どの様に他人の要求と人格にあわせたアプローチを展開する

かという直観的な知見に欠けている。	

それ故最初の社会、即ち家庭においていざこざが目立つ。家族の中で

教育的影響を与えるものは生き生きとした親と子の感情的交流である

が、この子達には、その感情が了解できず、むしろこれに背を向けるこ

とさえある。	

　	



(4) 学校生活	

彼らの精神症状が明らかになるのは小学校に入学した時である。	

即ち、家庭に比べ学校では規則・規範の要求は、はるかに強いため、

彼らが教師の授業とかクラスの諸活動を無視して、自分の衝動に従

い、自分の興味で動くという傾向が教育の場で問題となる。	

 　　また彼らの、社会性やコミュニケーションはこの欠陥、また不器

用さや話し方の奇妙さ、そして特異な能力など全体的な風変りさに

他の人達は敏感に反応し、虐め・からかいの対象になる。その結果、

不安と恐怖が出現する。そして、大人になるに従って批評・批難に対

して過敏になる。	

彼らは脆く傷つきやすく、そして哀れで、子どもっぽいという印象を人

に与える。そのことをある人は、痛ましいと思うであろうし、またある

人は、それに苛立つであろう。	



(5)　性	

小児期から思春期を通じ、性的に冷たく無関心で、欲動的に弱く（？）、

その後も健康で力強い性生活に入らない。しかし、大多数で早期に性的

異常が目立つ。それは早期に出現し、強く反復され、頑固で治療に抵抗

する自慰である。	

　一般に自慰に伴う羞恥と罪悪感が欠けている。また、比較的若い子に

同性愛的行動が見られる。恋愛において正常であろうと望むが、いかに

自分の興味があることを示すか、そして社会的に受け入れられるやり方

でパートナーを魅惑するか、ということが理解できない。	

　　それで他の人に女性と話す際のルールのリストを頼んだり、本を読ん

で秘策を見つけようと努力する。	

もしも彼が強い性欲をもっていたら、彼は全く見知らぬ人とか、彼よりず

一つと若い人とか、年寄りに近づき、キスをするかも知れない。その結果、

警察の世話になったり、または、引き籠って一人になることで、問題を処

理することがある。（：外向感覚型）（女性の場合妊娠の問題がある）	



(6)感覚	

味覚、触覚の領域で強い好悪を示す。	
	

　　[精神病的な自閉症は基本的に知覚表象の疾患である 
              「Autistic Barriers in Neurotic Patients」 (Frances Tustin)]	



全体の動きがぎごちなく協調運動に問題があり、姿勢・歩行が奇妙

に見える。90%において協調運動の技術を要求するゲームは下手

で、また書字や絵も下手である。嘔幹や四肢のステレオタイプな運

動も認められる。 	

(7)　Motor-Coordination	



(8)　Skill and interest	

この児達は、非常にすぐれた記憶力をもっており、1つか2っの領

域において著しい興味をもつ。天文学、地質学、地理学、考古学、

蒸気機関車の歴史、王室の系図学など。	

 彼らは相手が聞いていようがいまいが、没頭している。そのことに

ついて、こと細かく話しつづけるが、彼らが学んだ事実の意味はほ

とんど理解できない。さらに彼らは、チェスのような機械的な記憶を

必要とするボードゲームにすぐれた力を発揮する。	



(9) Repetitive activities and 
resistance to change 	

この児達は、物を回転させそれをじ一っと止まるまで見るのが好

きで、その程度は正常児よりはるかに強い。	

またある特定のものに対する執着・親しみが強く、親しみのある

場所から離れる時の悲しみは大きい。 	



彼らの知的機能の特徴は3つある。	

　　第1は彼の周囲に対する態度と同じく、他人から学ぶことができない。この

ことは小学校入学時に、明らかになる。彼らは、教師から教育を受け入れるこ

とが出来ないので、自分自身の方法に従う。彼の知性に従って自分固有の

解決を見いだす。 

	

　　第2には、我々が“センス”と呼んでいる知性の原料を彼らは所有していな

い。例えば、彼らの“space sense”の欠陥は、球技に参加するのを困難にす

る。(同時認知、全体認知の障害ともいわれている。)：サッカーなど 
	

　　第3には、むしろ非日常的な、限られた興味のあるパターン(即ち家系学と

か天文学など)を心にとめる傾向性に関係する。	

その様なtopicは、一般に他の子ども達にはアピールしないし、むしろ対等な

関係の障害となる。 	

(10) 知的機能(Krevelen) 
	



F.Tustin フランセス・タスティン	

『Autistic Barriers in Neurotic Patient』 
　　　　　（神経症患者における自閉障壁）	

	
Thoughts on psychogenic autism with special reference to a paper 
by Melanie Klein 

                         『メラニー・クラインの論文に関する心因性自閉症についての意見』	



自閉的な子供の機能は対象の感覚を捜し求める感覚優位の世界です	

彼は人に対して人として反応はしていない、大部分は彼らが生みだした感覚に	

基づいて反応している。	

	

彼は回りの世界と模倣的な融合の状態に居る	

　：彼は彼自身の身体のパーツの輪郭という点から、対象と関係させます。 	

　：戸棚と整理だんすは、胃と『同等視されます』（シーガルの言葉で）	

　：物の開口部は、口と同等視されます：鉛筆削りが子供にとって容赦のない　 

　　刺すような口と同等であるとしばしば感じられる	

 	

正常な発達においては、重要なゲシュタルト（形態）に関する触覚と視覚の認識の

統合が幼児の人生の最初の数日に起こるが、彼らは触覚と視力の正常な統合が

停止させられ、平坦なそして触覚優位な世界に生きています。	

【＊無様式知覚 amodal perception －乳児は知覚的に単一の世界を体験し、	

一つの知覚様式で受診された情報を別の知覚様式へと変換できる生得的な	

能力を持つ】Stern「乳児の対人世界」より。例：数字に色がついている	

	

経験は表面的で、制限されて、関心を内部にもちません	



精神病的な自閉症は基本的に知覚表象の疾患である。基本的な形は感覚の集まりで

ある。人の心の形を作る素因は逸脱し不毛な道を進んでいく。	

	

自閉状態にある患者は自分が生み出した、触った感覚の未分割の世界に捕らわれて

いる。	

	

かれらは見られたり触られたり統御されることが出来ないために、精神的な経験はこれ

らの子供達の視野の外にある。それ故、記憶、思考、空想、想像そして遊びは彼らの

可能性の範囲内にはない。象徴的な表象活動は彼らには不可能である。	

	

目は非常に怖いものであるに違いない。彼らにとって“するどいまなざし”“差し貫く眼

差し”“悩殺的な眼差し”は会話にふさわしい姿ではない。	

	

彼らは眼差しによって殺される、そして彼らは見つめることを避ける。	



彼らは限界を設定している父親が鍛錬する権威を拒否する。	

　　　　（エディプスの父親殺しができない）	

彼らは内部と外部を区別しない、そして表面と外面の立場によって生きている。	

　　　　（：感覚型（ユング））	

彼らには自分自身の内面に気付くことはない。	

　　　　（感覚の対極にある直観の発達の遅れ（ユング））	

	

そのような患者の残酷さの潜在力はしばしば見逃される：この残酷さの潜在力は、

しばしば翻って自分自身に向かう。彼等は自分自身を切ったり傷つけたりする、ま

たは、最悪の場合、自分自身を殺す。（慢性的な抑うつ）	

	

セラピストの皮膚（まるでそれが母の皮膚であるように）の中に生きるようであること

に依存しています。（付着同一性（Donald Meltzer））	



	

二つのアスペルガー	
　　　　　　　　　　　　：ユングのタイプ論より	
	



ユングはタイプを大きく４つに分けます。	
思考型、感情型、感覚型、直観型、さらに、それぞれ内向と外向型に分けます。	
臨床の利用においてタイプ論の最も重要な点は、反対側のタイプが弱いということで
す。アスペルガー、即ち感覚型を知るには、反対極の直感型の理解が重要となります。
思考型は情緒的な揺らぎを起こし易いなど。	
	



 

1. 外向感覚型 
 

ピノキオがこのタイプの物語 

ヴルフェンの『人生底抜け享樂案内』 

 

   

心理の根本態度が外向的である場合には、 

感覚は主として客体によって規定せられている 



彼にとって感覚は生命の具体的発現であり、充実した現実の生命を意味しているのであるから。

彼の意識的な意図および彼の倫理の目標は具体的な享受である。	

	

リアリスト。このタイプに属する人間は、その一生を通じて、具体的客体を素材とする現實経験を

集積してゆくが、タイプとして純粋であればあるほど、この経験を利用するということは少なくなる。	

	

彼の体験は、そもそも「経験」と呼ばれるに値するものにならず仕舞いになることもある。	

	

彼にとっては、感覚こそが万物の本質であり目的であって、具体的で現実的なものに勝るもの

はない。感覚に隷属。	

	

自分の手で触れることの出來る現実さえあれば満足する。この点では彼は恐ろしく軽信である。

たとえば彼は、心理的原因による症候を何の躊躇もなく低気圧の結果だときめこんでしまうことも

あるだろう。＜心身症、心気症か＞	

	

彼にとっては、自分の内部からくるものはすべて病的で軽蔑すべきものである。	

心理的葛藤云々などという事柄は、彼にとっては病的なたわごととしか思われないのである。	

 	



感覚が優位を占めて、そのために感覚の主体が感覚の影に隠れてしまうようになればなるほ
ど、このタイプの持つ不愉快きも増してゆく。そしてここに、粗野な享樂主義者か、しからずん
ば極端な耽美主義者が誕生する。	
 	
	
そのさい客体は、欠くべからざるものであると同時に、それ自身としての価値の独自性を奪わ
れている。もはや感覚のための契機としての利用価値しか認められない客体は、徹底した暴
行と搾取とにゆだねられる。	
 	
抑圧されていた直観が、客体への投影という形で現われてくる。	
	
奔放きわまりない推測が生れ、性的な対象が問題となっている場合には、嫉妬からくる様々
の空想や不安などが大きな役割を演ずる。事態が更に悪化すると、ありとあらゆる種類の恐
怖症—強迫症候—が現われる。	
 	
神経症候が特に強迫的性格を帯びているということは、感覚一本槍の根本態度を持った
人々の意識面の道徳的自由奔放さに対する、無意識の側からの反応を意味する。	
 	



2. 内向感覚型 

　 

　　　　　　 

ゲゲゲの鬼太郎がこのタイプか？ 

　　　　　　　　　　　　　 

外向的感覚タイプを決定するものが客体からの働きかけの強さのいかんであったのに対して、
内向的感覚タイプを方向づけるものは、感覚のうち客体からの刺激によって主観のなかに触
発せられた部分の強度のいかんである。 

  
 

もしもこのタイプの人間が、自分の感覚の強度に相応した表現能力と表現意欲とを備えている
としたら、創造的な芸術家である。 

  



この型の人間は第三者の眼には、平静・受動性ないし理性的な自己抑制といった特色を持って

いるもののように映ずることもある。 

事物の表面だけしか見ない人の判断を誤まらせるこのような特色は、この型の人間と客体とのあ

いだに関係がないことからきている 

  
第三者が見ると、あたかも客体からの働きかけは主体のところまで達していないかのような印象

を受けるのである。 

  

無意識から出た主観的内容が主体と客体とのあいだに介入して、客体からの働きかけを途中で

横取りしてしまうという点から言えば、この印象は正しい。 

  
無意識の勢力がふだんよりほんのわずかでも増大すると、感覚のなかに含まれている主観的要

素の活動が活溌化し、そのため客体からの働きかけがほとんどすっかり蔽い隠されてしまう。＜

Tustinのカプセル化＞ 

  

  

その結果、現実を正しく理解することが出来なくなる。 

そして、もちろん病的な場合だけに限ることではあるけれども、それが昂じてくると、その人間は

もはや現実と主観的知覚との区別がつかなくなってしまう。 



その為、客体のありのままの現実は十分目に入っているにもかかわらず、思考・感情および 
行動が主観的知覚によって非常な影響を蒙ることがあり得る。 

  
特殊の事情、たとえば客体からの働きかけが異常に強いとかあるいはそれが無意識像と 
ぴったり一致するとかいった事情——があるために客体からの働きかけが直接主体にまで 
達したような場合には、このタイプの正常な人間も、自分の無意識の元型にしたがって 
行動することを除儀なくされる。 

 

その場合の行動は、客観的現実の尺度に照して考えた場合には錯覚めいたものであり、 
したがって、第三者には非常に奇異な感じを輿える。 

  
そしてここに、このタイプが現実離れした主観的なものであるということがいっぺんに暴露 
されてしまう。 

 

けれども、客体からの働きかけが完全に主体にまで到達しない場合、主体はそれをいつも 
鎮静と均衡のみをこととするところの、あまり興味のなさそうな好意的中立の態度で迎える。 

  
他人に対して全く無害な場合のこの型の人間は、他人の攻勢や支配欲の犠牲になり易い。 
通例彼らは、他人の頤使に甘んずるくせに、飛んでもないところで反抗心や頑固さを発揮 
してその腹癒せをする。 

　　　　　　　　頤使（いし）：あごで指図して人を使うこと 



思考および感情の両機能が比較的無意識であるこの型の人間は、自分が受けた印象を表現

するにも、原始的な手段をある程度持っているだけであり、思考および感情が意識的である場

合にも、必要最小限度のごくありふれた平凡な表現手段しか持っていない。 

  

それゆえこの型の人間の思考と感情とは、意識的機能としては、主観的知覚をうまく再現する

のにぜんぜん不適当なのである。 
 
したがってこのタイプの人間は、自分でも自分がわからずに首をかしげているのと同様、第三

者としてもいちじるしく理解が困難なのがふつうである。 

  

彼は漸次客体の現実から遠ざかり、もっぱら意識を原始的な現実に都合のよい方向に向わせ

るところの、主観的知覚だけに頼るようになる。 
 
彼自身は、比較判断の能力を欠いているためこの事実に全く気がつかないけれども、実際の

彼は神話的世界に住んでいるも同然であって、この世界においては、人間・動物・織道・建物・

山・河などのすべては、彼の眼に慈愛深い神々とも、また意地の悪い悪霊とも映ずるのである。 

＜ゲゲゲの鬼太郎、アニミズム＞＜仙人型アスペルガー＞ 

 
ふつうには彼は、閉鎖的な自分の世界に満足し、無意識のうちに原始的な態度で平凡な現実

世界と接触することに甘んずる。 

　 



外向的かつ原始的な性格を持った機能である直観が抑圧されているというのが、この型の 
人間の無意識の主な特色である。 

  

外向的直観の特色が、客観的現実のあらゆる可能性に対する「よくきく鼻」ともいうべき 
あの勘のよさに存するのに対して、無意識的・原始的直観は、現実の背景をなしている 
あらゆる曖昧なもの、暗いもの、汚いもの、危険なものを嗅ぎ出す能力を持っている。 

  
このような直観は、客体が持っている現実の意識的意図などには目もくれず、そのような 
意図の背後にある原始的な前段階が持っている、ありとあらゆる可能性を嗅ぎつけようとする。 

  
したがって、この種の直観には、非常に危険で破壊的なところがあり、これが、意識の面 
での好意的な無邪気さとのあいだに際立った対照を示していることも多い。 

 
＊Tustin: Barrier 12章 





　　　　　　　　　　　　　アスペルガーの特徴	
　	

1.  大人の持つアクがない。純真な子供のこころが見える。 
　　　　　　　　　ç超自我形成の発達が遅れる	

　　　	

2.　異性を愛する情熱が弱いーーーー同性愛になることも　 
　　　　　　　　　çエディプスの親殺しの失敗	

　　　私の女性患者さん：“同じ部屋に男が二人いる感じがする、 
　　　　と同棲中の彼に言われた“、と。	

　　　　　　　　　	

3.　どこかに強迫的なこだわりがある	

　　　　　　　　強迫神経症の中にアスペルガーが多いのでは	

 	

4.　生気がみえるー脳の病気ではないので。知的な顔	

　　　　　　　　　　　　統合失調症との違い	

	



5.　傷つき易いーーPTSD,　心因è解離、多重人格	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　imaginary companion (I.C)	
 	
6.　　　　　　　　その傷、憎悪の解消が難しい	
　　　　　　　　　　　　　　　　ñ　　　　　　　　	
　　　　　　その理由の一つは、夢の象徴化機能が未熟	
　　　　　　　　　　　　　　　　↕ 	
　　　それは、間主観性の成立の発達障害：他者の成立：共感性	
　　　　　　　　　　　　　　　　ñ　	
　　　　感覚世界に生きるから皮膚の一つ奥に入らない 
            　⇔感覚の対極にある直感が難しい　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　ê　	
　　　   幼児期のeye contact：目の奥の世界。心の論理	
　　　　　        目はブッラクホール：野性的な感覚？	
　　　　　　　　　　　　　　　　ê	
　　　　　　常識の獲得も未熟、コミュニケーションが不得手	
             　　　　　　　　　　 î	
　　　          　　　　　　　　　　 対人関係が苦手　　　 	



心の三角構造	エディプス・コンプレックス：	

異性の親への性衝動・独占欲	

と	

同性の親への嫉妬・敵対心 	

無明の父を殺し、煩悩の母を害す	

他のタイプからみると超自我の発達障害ともみえる	



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オイディプス神話	
	

テーバイの王ライオスは、自分が子供を産むと、その子に殺されるという神託を受けて

いた。ところが、酔って妻のイオカステと交わって、息子が生まれてしまう。神託をおそれ

たライオスは、家来にその子を捨てにいかせるが、結局その子の命は救われ、別の国

の王に育てられる。	

その子オイディプスのほうは、成長したのち、仲間の子供から、「お前は捨て子だ」と言

われ、それを気にして神託を聞きにいく。そこで、『お前は父を殺し、母を妻とするだろう』 

と聞かされる。	

結局それを聞いて、自分の地元に帰らずさまよっているときに、喧嘩をして殺した相手が

実の父ライオスであった。	

その後、テーバイの町を荒らす怪物スフィンクスの出す難問を解いて、スフィンクスは自

殺し、オイディ プスはテーバイの王として迎えられ、イオカステと結婚する。	

	

ところがオイディプスは、後にライオスとイオカステが自分の両親だとつきとめ、結局、自

分で目をつぶし、放浪の旅に出て一生を終えるという悲劇としてこの神話は終わる。	



解離なのか	


