
1 

 

 

 

 

 

自閉症スペクトラム児における「不適応」の実態と 

関連要因の解明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 

平成２５年度博士課程研究プロジェクト 

研究成果報告書 

 

 

 



2 

 

 

目次 

 

 

はしがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

研究組織, 交付決定額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

自閉症スペクトラム障害児における不適応とその関連要因 

～CBCL による評価の試みと関連要因の探索～・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

自閉症スペクトラム障害児の認知制御における内言の役割 

 ～二重課題パラダイムによるハノイの塔課題の成績から～・・・・・・・・・・・１０ 

 

定型成人における認知プランニングの遂行特性について 

～二重課題パラダイムによるハノイの塔課題の成績から～・・・・・・・・・・・１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

はしがき 

 

 自閉症スペクトラムあるいは自閉症スペクトラム障害(ASD)は、社会性・コミュニケーシ

ョン・イマジネーションの３領域における質的障害によって定義される発達障害である。

その定義からも明らかであるように、ASD 児は社会的場面における対人行動に困難を示す

ことが多く、時に学校生活などでも周りの子どもや大人との間に軋轢が生じ、場合によっ

てはいじめやからかいの対象となることや、不登校や抑うつなどの精神科的問題を示すこ

とがある。だが我が国において、こうした ASD 児における「不適応」の実態と、その関連

要因について調べた研究は驚くほど少ない。こうした問題の背景を踏まえ、本プロジェク

トでは自閉症スペクトラム児における「不適応」の実態について調べ、その関連要因を特

に心理機能の個人差から明らかにすることを試みた。 

 この研究報告書は、こうした本プロジェクトの研究成果をまとめたものである。２年間

を通して、いくつかの興味深い知見を得ることができたが、当初の目的を達成したとは言

い難い。だが、このプロジェクトで行った一連の研究が、我が国における ASD 児の不適応

についてのパイオニアワークの一つである事に変わりはなく、今後の研究の礎となるべく、

あえてここに公表する次第である。 

 

２０１５年４月 

 

研究組織を代表して 

上越教育大学    池田吉史 

茨城キリスト教大学 平田正吾 
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自閉症スペクトラム障害児における不適応とその関連要因 

～CBCLによる評価の試みと関連要因の探索～ 

 

 

平田正吾 1) 池田吉史 2) 原田晋吾 3) 土岐玲奈 3) 奥住秀之 4) 国分充 4) 

1)茨城キリスト教大学, 2)上越教育大学, 3)東京学芸大学大学院, 4)東京学芸大学 

 

Ⅰ はじめに 

 自閉症スペクトラム障害(以下、ASD)は、いわゆる「３つ組の障害」によって特徴づけら

れる発達障害であるが、その定義からも明らかであるように、ASD 児は社会的場面におけ

る対人行動に困難を示すことが多く、時に学校生活などで周りの子どもや大人との間に軋

轢が生じ、場合によってはいじめやからかいの対象となることや、不登校や抑うつなどの

精神科的問題を示すことは、臨床的に広く知られている。だが、我が国において、こうし

た ASD 児における「不適応」の実態について調べた研究は驚くほど少なく、また児におけ

る不適応の個人差が、どのような要因に規定されているのかという点については、ほとん

ど調べられていない。 

子どもの不適応は、その原因を「周囲の環境」と「子ども自身」のいずれにも求めるべ

きものであるように思われる。こうした前提のもと、現在我々は ASD 児における心理特性

の個人差を取り上げ、本要因が彼らの不適応の実態と、どの程度関連しているのか明らか

にするための研究を行っている。これは ASD 児における不適応の個人差に対する児本人の

心理機能の寄与の程度を明らかにすることで、逆説的ではあるが ASD 児の不適応に対する

環境要因の寄与の程度も推定することができるのではないかと考えたからである。 

本稿は、こうした研究プロジェクトの一環であり、ASD 児における不適応の実態につい

て、児の保護者に国際的によく知られた Child Behavior Checklist(CBCL)を実施することから

評価すると共に、その CBCL 得点の個人差に対する児の基本的属性の影響について検討し

たものである。本稿で取り上げる属性は、児の暦年齢と知的機能の程度、社会性障害の重

症度に加え、気質(temperament)の個人差である。Rothbart MK(Rothbart, 2012)によると、気質

とは「情動、活動、注意の各領域における反応性と自己制御の個人差であり、生物学的基

盤をもつもの」と定義される。近年、ASD 児の行動特性の個人差について、こうした気質

の個人差との関連から検討する研究が少なからず見られる(例えば、De Pauw et al, 2011)。だ

が、同様の試みは我が国では見られず、本研究で試行的に取り上げることにした。 



6 

 

 

Ⅱ 方法 

１ 対象児  

重篤な知的障害のない ASD 児 28 名(男 24 名, 女４名. 暦年齢:11.5±2.3 歳, 知能指

数:93.9±17.1)。これらの者達は、全員が医療機関から高機能自閉症やアスペルガー症候群な

どの自閉症圏の障害があると診断を受けている。また、対象者全員がウェクスラー式知能

検査で全 IQ が 70 以上となっている。 

 

２ 尺度 

以下の尺度を、対象児の母親に実施した。 

１）Child Behavior Checklist(CBCL)  

 本尺度の日本語版である「子どもの行動チェックリスト（親用）」（スペクトラム出版社）

を実施した。本尺度は、対象児の行動的問題の頻度について回答するもので、全 118 項目か

ら成る。本研究では、外向尺度得点と内向尺度得点、及びこれら２領域を併せた総得点を

算出し、日本語版標準化データに基づき、各得点をＴ得点に換算した。本得点が高くなる

ほど、対象児の行動的問題が重篤となると見る。 

 

２）Early Temperament Questionnaire-Revised (EATQ-R)  

本尺度は Rothbart MK によって開発されたもので、対象児の行動特徴についての全 62 項

目の質問に回答するものである。本研究では、気質の基本的３因子とされる「積極性」と

「ネガティブな反応性」、「エフォートフルコントロール」の得点を算出した。英語原版を

２名の大学院生がそれぞれ日本語に訳し、その内容を照合して、質問項目の文章を決定し

た。各得点が強くなるほど、その特性が強くなると見る。なお、本尺度の原版は、Bowdoin 

College のホームページより使用規約に同意した上でダウンロードした。 

 

３）Social Responsiveness Scale (SRS)  

本尺度は、児の社会性障害の重症度を数量的に評価するものとして世界的に使用されて

いる。Western Psychological Service が著作権を有する SRS 日本語版を実施した。この質問紙

は、対人的気づき、対人認知、対人コミュニケーション、対人的動機づけ、自閉的常同症

の全５領域の合計 65 項目から構成されており、これら各領域の得点と尺度全体の全得点を

算出することができる。各質問項目は、対象児の行動特性について４件法で回答を求める
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もので、その回答をマニュアルにしたがい得点に換算した。この得点が高くなるほど、児

の社会性障害が強くなると解釈する。本尺度の使用許可は、WPS 社より得た。 

 

３ 手続き 

 本研究に対する倫理的承認は、東京学芸大学研究倫理委員会から得ている。測定への参

加同意は、対象児の両親から得ており、子どもに検査への参加は義務づけていない。本研

究の目的を説明し、参加を自発的かつ好意的に同意した者のみ対象とした。 

 

Ⅲ 結果と考察 

１ CBCL得点 

 日本語版 CBCL マニュアルにしたがい、対象児における行動的問題が臨床域水準である

のか判定した。表１は、その結果を示したものである。 

 

表１ CBCL における各カテゴリの人数 

 臨床域 正常域 

総得点 24 4 

外向尺度 15 13 

内向尺度 22 6 

 

 表より、本研究で対象とした ASD 児においては、総得点で見た場合には、その大半で行

動的問題が臨床域にあると判定され、特に不安や抑うつなどの内向尺度的問題を示す者が

多いことが明らかとなった。 

 

２ CBCL得点に対する関連要因 

 ASD 児における CBCL 得点の個人差の関連要因を探索するため、CBCL 各得点を従属変

数として、以下の手続きで階層的重回帰分析を行った。すなわち、第Ⅰステップで対象児

の暦年齢(CA)と知能指数(IQ)、第Ⅱステップで EATQ-R「エフォートフルコントロール(EC)」

得点、第Ⅲステップで EATQ-R「積極性(Su)」と「ネガティブな反応性(NA)」得点、第Ⅳス

テップで SRS 全得点を投入した。表２（次項）は、CBCL 総得点を従属変数とした重回帰

分析の結果を示したものである。 
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表２ CBCL 総得点に対する各要因の関連 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

 標準化偏回帰係数 

CA -.14 .01 -.01 -.02 

IQ .06 .33* .19 .20 

EC  -.82* -.68* -.67* 

Su   .06 .07 

NA    .26  .25 

SRS     .04 

R  .16  .79* .80* .80* 

R
2
  .02  .61 .64 .64 

⊿R
2
   .58*  .04 .00 

*: p <.05 

 

表２より第Ⅱステップから、重相関係数が有意となっており、決定係数の増分は EC を投

入した際に最も大きくなっていることが分かる。また、最終的な標準化偏回帰係数を見る

と、EC についての係数が有意となっており、EC 得点の低い児ほど CBCL 得点は高くなる、

すなわち行動的問題が重篤となる傾向にある。SRS 得点は、いずれの従属変数とも関連し

ていなかった(独立変数間の内部相関を見たところ、SRS と EC 及び NA の間に、中程度の

相関が認められた)。外向尺度と内向尺度が従属変数の場合も、ほぼ同様の結果が得られた。 

以上、CBCL による評価の結果、ASD 児の多くで不適応が認められることが明らかとな

った。本研究においては、ASD 児の不適応に対する重要な要因として、児本人のエフォー

トフルコントロールの個人差が見出された。この結果は、ASD 児における不適応を「行動

の意識的制御」の問題として捉えられる可能性を示している。今後は、児本人に実施した

EATQ-R の各得点や他のパーソナリティ尺度の結果などと併せつつ、この点について更に検

討していく。 

 

文献  

1) Rothbart, MK. (2012). Becoming Who We Are: Temperament and Personality in Development. v 

The Guilford Press. 
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2) De Pauw, SS., Mervielde, I., Van Leeuwen KG., & De Clercq, BJ. (2011). How temperament and 

personality contribute to the maladjustment of children with autism. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 41, 196-212. 

 

付記 

 本研究の一部は、日本 LD 学会第 23 回大会(2014 年９月, 大坂)で発表した。なお本研究

の一部は、日本学術振興会科学研究費(特別研究員奨励費, 平田正吾)に拠った。 
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自閉症スペクトラム障害児の認知制御における内言の役割 

～二重課題パラダイムによるハノイの塔課題の成績から～ 

 

 

平田正吾 1) 奥住秀之 2) 北島善夫 3) 国分充 2) 

1)茨城キリスト教大学, 2)東京学芸大学, 3)千葉大学 

 

Ⅰ はじめに 

自閉症スペクトラム障害(ASD)は、社会性障害を本態とする発達障害であるが、認知や運

動などの他領域にも制約が認められることが多い。近年、認知制御における言語の役割が

注目されているが、ASD 児においては認知制御における内言使用が制約されている可能性

が指摘されている。また近年、平田ら(2014)は ASD 児における不適応の個人差に対して、

よく知られた気質特性の一つであるエフォートフルコントロールが強く関連していること

を見出し、「行動の意識的制御」の問題として ASD 児の不適応を捉えられる可能性を指摘

している。行動の意識的制御に対する内言の重要性は、よく知られた Luria AR 以来、しば

しば指摘されている。しかし、ASD 児の心理活動における内言の役割について実際に調べ、

児の行動特徴や不適応との関連について調べた研究は、我が国においては極めて少ない。

本稿は、こうした研究の第一段階として、ASD 児の認知制御における内言の役割を実験心

理学的手法により明らかにしようとするものである。 

認知制御における内言使用については、その背景機構として Baddeley のワーキングメモ

リモデルにおける音韻ループが想定されている。ASD 児が認知制御において内言をさほど

使用していないのであれば、認知課題遂行時に構音抑制を用いて児の音韻ループに負荷を

与えても、その成績はさほど低下しないのではないかと考えられる。この点について検討

するため、本研究では ASD 児に対して、以下の３条件でハノイの塔(ToH)課題を実施し、そ

の成績の差異について検討する。すなわち、１）構音抑制条件、２）運動条件、３）統制

条件の３条件である。構音抑制条件は１音節語を復唱しつつ ToH 課題を遂行するものであ

り、運動条件は非利き手でタッピングを行いつつ利き手で ToH 課題を遂行するものである。

統制条件では、通常の標準的な手続きで ToH 課題を遂行する。本研究で ToH 課題を用いる

理由は、本課題がいわゆる前頭葉機能を評価する課題として代表的なものであり、児の認

知制御能力を総合的に評価するのに適していると考えたからである。 
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Ⅱ 方法 

１ 対象児  

重篤な知的障害のない ASD 児 15 名(男 13 名, 女２名. 暦年齢:11.0±1.9 歳, 知能指

数:98.0±16.2)。これらの者達は、全員が医療機関から高機能自閉症やアスペルガー症候群な

どの自閉症圏の障害があると診断を受けている。また、対象者全員がウェクスラー式知能

検査で全 IQ が 70 以上となっている。 

 

２ ToH課題 

本課題は３本のペグのいずれかに挿してある大きさの異なるディスクを１回に１枚ずつ

動かして別のペグに移し替え、初期状態を目標状態にできるだけ少ない回数で変換するよ

う求められるものである。３から４枚のディスクを、①一度に移動できるのは１枚のディ

スクのみ、②ディスクはいつでも木の棒にささっていなければいけない、③小さいディス

クの上に大きなディスクを乗せてはいけない、というルールに基づいて目標の状態に移動

させていく。本研究では、３回の移動で遂行できる３ステップ問題から、少なくとも９回

の移動を要する９ステップ問題までの全７問を、各ステップで３種類ずつ用意した。その

後、同一ステップ内の３問を、以下の３条件にカウンターバランスを取りながら割り当て、

３ステップ条件から順に実施した。 

構音抑制条件では電子メトロノームによって提示される 60bpm の音に合わせて「あ」と

言いつつ、ToH 課題を行う。運動条件では 60bpm の音に合わせて非利き手で机を叩きつつ、

ToH 課題を行う。統制条件では、通常の方法で ToH 課題を行う。構音抑制条件や運動条件

で、発話やタッピングが提示音と明らかに同期していない場合や実施していない場合には、

実験者がその旨を伝え、正しく反応するよう促した。各課題におけるディスクの目標状態

までの移動回数と所要時間(秒)を記録した。なお、課題の遂行が困難であると対象児が判断

した場合には、そこでその課題を中断し、次の課題を実施した。本研究では、必要最少の

移動数で初期状態から目標状態に変換できた場合を課題通過とし、各条件で通過すること

ができた最大のステップ(最大到達ステップ)を対象児の成績とした。 

 

３ 手続き 

 本研究に対する倫理的承認は、東京学芸大学研究倫理委員会から得ている。測定への参

加同意は、対象児の両親から得ており、子どもに検査への参加は義務づけていない。本研

究の目的を説明し、参加を自発的かつ好意的に同意した者のみ対象とした。 
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Ⅲ 結果と考察 

 図１は、ASD 児における各条件の成績の平均値と標準偏差を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ ASD 児における ToH 課題各条件の成績 

 

図１より、ASD 児は構音抑制条件と運動条件のいずれの条件でも、統制条件より ToH 課

題の成績は低くなっていたがその差は小さく、３条件間に統計的に有意な差は認められな

かった。この結果は、ASD 児が認知制御において内言をさほど使用していないのではない

かという冒頭の予想を概ね支持するものである。更に、構音抑制条件と同様の二重課題を

行った運動条件でも ToH 課題の成績がさほど低下していなかったことは、ASD 児における

注意制御の良好さを示唆しているようにも思われる。統制群を設けて同様の測定を行い、

本研究の結果をより確かなものにする必要がある。 

だが、各条件の成績を個別に見ると、ASD 児においては構音抑制条件や運動条件で成績

が低下している者も存在しており、二重課題が ToH 課題に及ぼす影響に個人差が認められ

るようにも思われる。この点についても今後分析していき、児のエフォートフルコントロ

ールの個人差や不適応との関連について検討していく。 

 

文献 

1)平田正吾, 池田吉史, 原田晋吾, 土岐玲奈, 奥住秀之, 国分充. (2014. 自閉症スペクトラム

障害児における不適応とその関連要因～CBCL による評価の試みと関連要因の探索～. 

日本 LD 学会第 23 回研究大会, ポスター発表 
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付記 

 本研究の一部は、日本神経心理学会第 38 回学術集会(2014 年９月, 山形)で発表した。な

お本研究の一部は、日本学術振興会科学研究費(特別研究員奨励費, 平田正吾)に拠った。 
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定型成人における認知プランニングの遂行特性について 

～二重課題パラダイムによるハノイの塔課題の成績から～ 

 

 

平田正吾 1) 池田吉史 2)奥住秀之 3) 国分充 3) 

1)茨城キリスト教大学, 2)上越教育大学, 3)東京学芸大学 

 

Ⅰ はじめに 

自閉症スペクトラム障害(ASD)は、社会性の障害やイマジネーションの障害によって特徴

づけられる発達障害であるが、認知や運動などの他領域にも制約が認められることが多い。

近年、複雑な認知活動における言語の役割が注目されているが、ASD 児ではこうした認知

制御における内言使用が制約されている可能性が指摘されている(Wallace et al, 2009)。内言

とは発話を伴わない内的な言語活動であり、その背景機構として Baddeley のワーキングメ

モリモデルにおける音韻ループが想定されている。音韻ループは発話ベースの音響的情報

の一時的保持を担うシステムであり、認知課題を行う際に課題とは関係のない発話を行わ

せ、音韻ループの関与を阻害させる実験手法を構音抑制と呼ぶ(Baddeley, 2007)。ASD 児が

認知制御において内言をさほど使用していないのであれば、認知課題遂行時にこの構音抑

制を用いて児の音韻ループに負荷を与えても、その成績はさほど低下しない可能性がある。 

この点について検討するため、平田ら(2014)は認知制御の中でも ASD で問題の指摘され

る事が多い認知プラニングを取り上げ、以下の３条件でよく知られたハノイの塔(ToH)課題

を実施した。すなわち、１）構音抑制条件、２）運動条件、３）統制条件の３条件である。

構音抑制条件では１音節語を復唱しつつ ToH 課題を遂行する。運動条件は構音抑制による

効果と二重課題による効果を区別するために実施するもので、非利き手でタッピングを行

いつつ利き手で ToH 課題を遂行する。統制条件では通常の標準的な手続きで ToH 課題を遂

行する。重篤な知的障害のない ASD 児 15 名を対象とした測定の結果、ASD 児は構音抑制

条件と運動条件のいずれの条件でも、統制条件より ToH 課題の成績が低くなっていたがそ

の差は小さく、３条件間で統計的な有意差は認められなかった。この結果は、ASD 児が認

知制御において内言をさほど使用していないのではないかという先の予想を支持するもの

である。しかし、この研究では適切な統制群を設けておらず、この結果が ASD 特異的なも

のであるのか明らかでない。また、そもそも定型発達の成人が ToH 課題の遂行時に内言を

使用しているのかということについても、未だ十分に検討されていない。ToH 課題の標準

的な遂行特性を知ることは、ASD や他の発達障害における認知プランニングの特性を解明
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する上でも重要であろう。 

こうした問題の背景を踏まえ本研究では、定型発達の成人に対して平田ら(2014)と同様の

二重課題パラダイムによる ToH 課題を行い、その成績の特徴について検討する。更に、本

研究では対象者の自閉症特性の程度についての評価も行い、ToH 課題の成績との関連につ

いても検討する。これは定型発達の成人で ToH 課題に対する各条件の効果の個人差が認め

られた場合に、自閉症特性の強い者では ASD 児と同様の成績の傾向を示す可能性も考えら

れるからである。 

 

Ⅱ 方法 

１ 対象者 

都内の大学に通う学生 146 名（男 37 名, 女 109 名）である。その平均暦年齢は平均 21±3.9

歳であった。 

 

２ 課題 

１）ToH課題 

本課題は３本のペグのいずれかに挿してある大きさの異なるディスクを１回に１枚ずつ

動かして別のペグに移し替え、初期状態を目標状態にできるだけ少ない回数で変換するよ

う求められるものである。３から４枚のディスクを、①一度に移動できるのは１枚のディ

スクのみ、②ディスクはいつでも木の棒にささっていなければいけない、③小さいディス

クの上に大きなディスクを乗せてはいけない、というルールに基づいて目標の状態に移動

させていく。本研究では、３回の移動で遂行できる３ステップ問題から、少なくとも９回

の移動を要する９ステップ問題までの全７問を、各ステップで３種類ずつ用意した。その

後、同一ステップ内の３問を、平田ら(2014)と同様の３条件にカウンターバランスを取りな

がら割り当て、３ステップ条件から順に実施した。 

構音抑制条件では電子メトロノームによって提示される 60bpm の音に合わせて「あ」と

言いつつ、ToH 課題を行う。運動条件では 60bpm の音に合わせて非利き手で机を叩きつつ、

ToH 課題を行う。統制条件では、通常の方法で ToH 課題を行う。構音抑制条件や運動条件

で、発話やタッピングが提示音と明らかに同期していない場合や実施していない場合には、

実験者がその旨を伝え、正しく反応するよう促した。各課題におけるディスクの目標状態

までの移動回数と所要時間(秒)を記録した。なお、課題の遂行が困難であると対象者が判断

した場合には、そこでその課題を中断し、次の課題を実施した。本研究では、必要最少の



16 

 

移動数で初期状態から目標状態に変換できた場合を課題通過とし、各条件で通過すること

ができた課題数(通過課題数)を対象者の成績とした。 

 

２）自閉症スペクトラム指数(AQ)  

Baron-Cohen et al.(2001)により開発されたチェックリストを用いた。項目は５０項目であ

り、自閉症の症状を特徴づける五つの領域（社会的スキル、注意の切り替え、細部への注

意、コミュニケーション、想像力）について各 10 問ずつの計 50 問で構成されている。AQ

の取りうる範囲は 10-50 点であり、これらの得点が大きくなるほど自閉症特性が高くなると

みる。 

 

３ 手続き 

 本研究に対する倫理的承認は、東京学芸大学研究倫理委員会から得ている。測定の前に

本研究の目的を説明し、参加を自発的かつ好意的に同意した者のみ対象とした。 

 

Ⅲ 結果 

 本報告では、全ての課題を中断することなく遂行できた者 74 名についての結果を報告す

る。各条件における通過課題数の平均値を見ると(表１)、その値はどれも 4.6 近傍にあり、

明確な違いが認められなかった。しかし、散布図を作成して各条件における成績の分布を

見たところ、統制条件と各二重課題条件の成績が近い者もいれば、大きく乖離している者

もいることが分かり、条件の効果に個人差があることが明らかとなった。 

こうした条件の効果の違いに基づく対象者の類型化が可能であるか検討するため、各条

件の課題通過数を変数としてクラスタ分析を行った。Ward 法によって作成されたデンドロ

グラムを見たところ、本研究の対象者は３つのクラスタに分類することが適当であるよう

に判断された。表１（次項）は、このようにして見出された対象者３群における ToH 課題

各条件の課題通過数の平均値と標準偏差を示したものである。 
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表１ 各クラスタの ToH 課題各条件における課題通過数 

  条件 

 
人数 構音抑制 運動 統制 

１ 低下群 28 2.9±0.7 3.9±1.2 4.1±1.3 

２ 等水準群 25 6.0±0.7 5.9±1.1 6.0±0.7 

３ 上昇群 21 5.6±0.7 4.1±1.0 3.3±0.9 

全体 74 4.7±1.6 4.6±1.4 4.5±1.6 

 

表１より、最も人数が多かったクラスタは、構音抑制条件の成績が他の２条件より低く

なっていることから「低下群」と命名する。次に人数の多かったクラスタは、条件間の成

績差が認められないことから「等水準群」と命名する。最後のクラスタは、運動条件や特

に構音抑制条件で、統制条件より成績が高くなっていることから「上昇群」と命名する。

このように定型発達の成人における ToH 課題の遂行様相は一様でなく、構音抑制の効果と

いう観点から３群に区別することが可能であることが明らかとなった。 

 続いて表２は、各クラスタにおける AQ の平均値と標準偏差を示したものである。 

 

表２ 各群の AQ 

 
AQ 

１ 低下群 16.6±6.7 

２ 等水準群 18.3±6.7 

３ 上昇群 16.6±7.1 

全体 17.2±6.8 

 

表２より、「等水準群」の AQ が他の２群より高くなっていたが、その差は統計的に有意

ではなかった。 

 

Ⅳ 考察 

測定の結果、定型発達の成人における ToH 課題の遂行様相は、構音抑制の効果という観

点から３群への類型化が可能であることが明らかとなった。この内、構音抑制によって成

績が特異的に低下する群(低下群)は、認知プランニングにおいて内言を使用している者達で

あると考えられる。これとは対照的に、構音抑制条件や運動条件で成績が上昇する群(上昇
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群)の者達の特性は未だ不明であるが、記憶研究においては課題の難度が高くなるほど、成

績が上昇する現象も指摘されており(McDaniel et al, 1986)、定型発達の成人では課題の難度

を高くすることが必ずしも成績低下と結びつくわけではないと言える。 

本研究で実施した３条件の成績が等しかった等水準群は、平田ら(2014)で報告された ASD

群と同様の特徴を示す者達であり、ToH 課題に対する構音抑制の効果の弱さは、ASD 特異

的な現象でないと言える。ただし、本群の AQ は３群の中で最も高くなっており、本群の特

徴が自閉症特性と関連する可能性は否定しきれない。AQ の下位領域との関連について今後、

検討していく。また、本研究の対象者は女性が多くなっていた。AQ は一般的に男性の方が

高くなることが指摘されており、男性に対して更に測定を行うことで、各群の特徴がより

明確となる可能性もある。各群の特徴が ToH 課題以外の認知課題でも現れるのかという点

と併せて、今後更に検討していく。 
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