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遊び場面における自閉症児の空間性と象徴化 

―三次元性の確立を巡って― 
 

山口 昂一 
 

 

 

 

０．はじめに 
 本研究は次元などの精神分析の概念に基づいている。自閉症の子どもの内的空間性が阻害さ

れており、三次元的な空間性を確立することが象徴化につながると議論されている。本研究で

は小学校低学年の自閉症男児の遊び場面を観察し、尺度評定および個別事例考察によりこれら

の議論を検討する。 

 

１．精神分析における自閉症理解 
精神分析において自閉症の問題は、身体的分離、次元性、象徴形成という観点から論じられ

てきた。自閉症児は身体的分離を破局的に体験していることを指摘したのは

Tustin(1972/2005)であった。自閉症児が身体的分離に気づかないために対象に対して密着して

いる状態を Meltzer(1975)は附着同一化1という概念と結びつけている。自閉症の子どもはこの

ような段階にとどまっていると考えられている。Meltzer et al.(1975)はこのような事態を次元

という概念によって理論化している。空間の概念が欠けている自閉症児においては、次元は一

次元か二次元であるとされ、それゆえに自他の区別はできないという。つまり、自閉症とは内

界を三次元的ないし四次元的空間を持ったものとして体験できないという事態であると考えら

れている。空間を体験するということは、分離を体験するということと同義であり、自閉症児

は分離に耐えられないがゆえに空間のない一次元や二次元の状態にとどまらざるを得ない。こ

のような一次元性ないし二次元性の空間性においては、内的世界や内的対象が存在しないため、

投影同一化が起こらない。Bion(1962/1999)は象徴化の基礎としてα機能を想定し、投影同一

化や母親のもの思いによってβ要素がα要素に変容するとしている。自閉症児においてはα機

能を働かせるために投影同一化を行うことが阻害されているために、象徴的な表現も出現しえ

ないと考えられる。また、象徴化能力は象徴と象徴されるものとの間の分化に基礎づけられて

おり、そのような分化は自己と対象との分離性が受け入れられることと密接に結びついている

(Segal, 1957/1993)。ゆえに、分離が生じえない自閉症においては象徴化が生じえないと考えら

れる。そのため自閉症では、Tustin(1980)が自閉対象という概念を用いて指摘したような象徴

                                                           
1第二の皮膚 (Bick, 1968/1993)の形成のような、皮膚の取入れの失敗の結果として表面的な同一

化しか可能にならないことを意味する。 
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化を妨げる対象使用が行われている。平井(2011)は、このような対象関係論の流れを踏まえて、

象徴化は遊びが子どもの心を豊かにする作用の中核を担っており、そうした機能が働いていな

い自閉症の子どもは遊びを通じて心を成長させていくという回路を十分に持っていないとして

いる。そのため、象徴化を促すことが自閉症児に対する精神分析的心理療法の目的となりうる

と指摘している。 
 

２． 自閉症児への心理療法の研究動向 
現在、心理療法の効果研究の必要性が指摘されており、精神分析においても鈴木・藤山(2008)

のようにその効果をメタ分析などの方法によって客観的に示す試みが報告され始めている。自

閉症児の精神分析的心理療法の効果を治療者に向けた視線の回数や質の違いから測るという試

みもなされている(Alvarez & Lee, 2009/2009)。自閉症児への心理力動的介入についても、治

療効果を客観的に示すことが今日的課題となっていると言える。そのような潮流の中で、対象

関係論に基づいて、自閉症の治療プロセスを整理し、さらに行動観察に基づく評定尺度を作成

することで、心理療法の効果を客観的に示そうという試みもなされている。Haag et al.(2005)
は自閉症を身体－心的発達の最初の段階が自閉症状により阻害され、落ちるおよび溶解するこ

とへの原初的不安が生じているとし、これらの不安を身体自我と時空間的組織2の発達が脆いこ

ととつながっている事態であるととらえる。また自閉症の治療過程の観察から、特に身体自我

の発達を中心として精神力動的アセスメントツールを提供することが必要であると指摘してい

る。Haag et al.(2010)は身体像の構築は時空間組織の形成と同時に起こり、それにより自己表

象や他者表象の出現が可能になるという仮定に基づいた APEC スケール3を作成している 
 

３．目的 
 本研究では、三次元的ないし四次元的に空間を体験する能力が象徴化に関わるのではないか

という仮説を検証するために、自閉症児が空間をどのように扱い体験しているかを参与観察の

結果から観察評定尺度を用いて分析する。これらの分析を通じて、三次元性の獲得の過程を考

察する。自閉症児への心理療法の適合性や治療効果を APEC スケールなどの評定尺度によって

判断できるのかについても考察を加える。 
 

４． 方法 
調査対象4：小学校 2～3 年生の男児 6 名(平均 8.6 歳)であった。知的障害の程度や診断につ

いては、母親から聴取を行った。全ての協力者において、自閉症ないし自閉症スペクトラム障

害に類する診断が医療機関ないし児童相談所等の機関で行われていた。 

                                                           
2 spatiotemporal organisation の訳。 
3 The Autism Psychodynamic Evaluation of Changes。未邦訳のため、調査に使用するに際して研究

者自ら邦訳した。 
4調査協力者の募集は親の会などを通じて行った。調査協力依頼に際して、説明書を配布し、調

査の目的と方法、学術誌等への結果の公表の可能性があること、公表に際し匿名性を保つこと

を伝え、同意書にサインしてもらった。 
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調査手続き：調査室と待合室を用意した。まず待合室に母子ともに入ってもらい、母親への

調査内容等の説明を行った。その後調査者と子どものみで調査室に向かった。観察中母親には

待合室にて自由記述式のアンケート5に記入してもらった。観察の時間は 30 分とした。主に調

査者と子どもとの 1 対 1 で行ったが、母子分離ができなかった場合、母親に調査室までついて

きてもらう、調査室内に一緒に入ってもらうなどの対応をとった。 
 調査室に入室した後、調査者は椅子に座るよう子どもに促した後、卓上時計を用いて調査の

終わる時間を説明した。その後、事前に室内に用意しておいたおもちゃ箱を出し、協力者に時

間終了まで遊びながらこの部屋で過ごすということを伝えた。調査室は机をはさんで調査者と

協力者が向き合って座るという設定をとった。子どもが立ち歩き室内を探索する場合は自由に

させた。部屋を出て行こうとした場合には、制止や声かけを行った。箱に入れたおもちゃを用

意し、これを子どもに示して遊びを観察し、場合によって一緒に遊んだ。 
 調査室内には箱庭および箱庭アイテムの棚があったが、視覚刺激を減らすために棚の前にパ

ーティションを置いた。協力者がこれに興味を示し、箱庭を用いることが可能であると調査者

が判断した場合パーティションを取り外し箱庭を導入することもあった。また、ビデオを用い

て調査場面を録画した。観察終了後子どもと待合室に戻り、母親に子どもについて 10～20 分

程度のインタビューを行った。母親への聴取の内容は、アンケートに記述された内容の詳細、

遊びの様子、障害の程度や診断を受けた時期であった。 
 おもちゃ箱の中身は、人の人形 4 体(男の子、女の子、父親、母親)、ミニカー2 台、犬の人

形 3 体(成犬 1、子犬 2)、積み木 5 つ、ハサミ 1 つ、ペン(カラーのもの複数と黒色のもの)、画

用紙、ボール 3 つ(色違い、ウレタン製)、折り紙、粘土(小麦粘土 12 色入り)であった。 
使用したスケール：小児自閉症評定尺度(以下 CARS)と APEC スケールを用いた。CARS は

TEACCH プログラムにおいて作成された自閉症スペクトラム障害(広汎性発達障害)の診断技

法である(Schopler et al., 1986/2008)。本研究では Schopler et al.(1986/2008)の邦訳版を利用

した。CARS は行動観察および親や教師といった保護者からの聴取をもととして評定される。

尺度は 15 項目からなっており、それぞれの項目ごとに異常の程度を評定する。点数は 1 点か

ら 4 点であり、点が高いほど重度であることを示している。各項目の合計点に基づいて自閉的

傾向の程度が判断される。本研究では、調査中の子どもの様子および母親へのアンケートや調

査後の聴取から、CARS 得点を評定した。評定は調査者が行った。 
APEC スケールは治療中の自閉症児・者の変化を評定するために作成された。この尺度は臨

床家によって評定され、自閉症的現象を 7 つの領域に再分類する。これらの領域は自閉性障害

の重篤度に応じて 4 つの段階に分けられる。7 つの領域とは、関係における感情表現、アイコ

ンタクト、身体像、図像表出6、空間と対象の探索、時間の知覚、言語である。4 つの段階とは、

重度自閉症状態、“第一の皮膚” (Bick, 1968/1993)の回復の段階：共生期(Mahler et al., 
1975/1981)の始まり、確立された共生期、個体化(Mahler et al., 1975/1981)である。3 つめの

                                                           
5 子どもについて、普段の様子、幼少期からの遊びの変化や様相、調査参加の感想を自由記述

で回答してもらった。 
6 対象児の描いた描画について評定する領域であるが、今回の調査では絵を描いたのは 2 名だ

けであったので、この領域については全ての協力者において評定を行わなかった。 
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段階である確立された共生期はさらに 2 つの段階に分けられる。その 1 つ目が身体自我の垂直

分裂7であり、2 つ目が下半身と肛門及び性的領域の統合を伴う身体自我の水平分裂8である。

これら 5 つの段階に分けられて、領域ごとの項目が複数用意されている。今回の調査では 5 段

階と、図像表出を除いた 6 領域の各項目(表 1 および 2)を、当てはまるか当てはまらないかで

評定した。調査者がビデオによる記録映像に基づいて評定を行った。 

 

                                                           
7 身体自我の垂直分裂は、身体自我の二面分割(Tustin, 1981)という概念を指している。 
8 Haag(1997)は以下のように述べている。「5 ヵ月児は自分の下肢をつかむようになる。この時

骨盤という水平軸を中心にして身体が結合される。自閉症の子供は、立っている時でも寝転ん

でいる時でも、まるで自分自身の蝶番が存在しているという確証を探してでもいるかのように、

体を折り曲げることがある。以前には自閉的だったり精神病的だった子どもの治療過程に、拡

張された躁的状態の時期があるが、この時期での中心的なファンタジーは専制的かつ責めさい

なむような環境にお互いを投獄することで他者を再獲得しようとするというものである(肛門

マスターベーションとの関連)。この状態は全体的な身体の分離への気付きに伴って起こってく

る抑うつ感情とともに進展してくる。下肢の獲得は、性的な肛門と性的領域の発達の附属物で

ある。躁的/メランコリックな部分としての心気症的つながりを伴う、より心理化された自我に

気が付くのは、この結節点においてなのである」(pp.389-390) 
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５．結果 
 調査対象となった 6 人の男児を、調査を実施した順に A～F とした。表 3 に性別、年齢、IQ
の値および CARS 得点を示した。 
【調査時の様子】 
 A は初対面の調査者といきなり手を繋ぎ、それを見た母親が「母親じゃなくてもだれでもい

いんです」と言ったことが特徴的であった。観察場面では粘土を半分にちぎり紙の上に載せた

り、「クイズする」と調査者に問題を出すように要求したりした。時間終了を告げると「バイバ

イしないよ」と言い、次回はいつあるのかと尋ねた。今回限りであることや約束した時間であ

ることを告げても、最初からもっと長い時間を約束していたと主張し続けた。B は粘土で人型

の像を作り、その後は人形を並べてボールを当てたり、折り紙を折ったりしていた。C はおも

ちゃ箱や箱庭の砂箱を開ける際に顔を覆い隠し、中を見ないようにしていた。調査者に対して

背を向け身体を丸めたまま数十分過ごし、時間終了が近いことを告げると床におりてカタツム

リのような姿勢になった。D は持ち込んだボールに触れたり、お菓子を口に運び続けた。E と
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F は母子分離ができず、母親とともに調査室に入った。E はパーティションの裏を見ようとし、

調査者がそれをどけると、アイテムを指して「お母さん、これなーに？」と一定の調子で繰り

返した。調査者が答えると時折その言葉を繰り返した。箱庭に戦車や戦闘車両を大量に置き、

走らせたり一列に並べたりしていた。F は箱庭に興味を示し、家や建物、交通標識を隙間なく

雑然と置いていった。特に気に入った家のアイテムを指さした後で母親を振り返ってから、ひ

ょいと手を挙げることを何度かした。 
【CARS および APEC スケールの結果】 

CARS 得点の合計得点が低かったのは A と B であった。A は 29 点、B は 28.5 点であった。

C は 46.5 点、D は最も得点の高い 50 点であった。E、F はこれら 2 人に比べて得点が低く、

それぞれ 37.5 点、39 点であった。 

 
 APEC スケールでは総得点などの算出は行われないため、各協力者の特徴を記述する。全体

的な特徴に加えて、「空間と対象の探索」と「時間の知覚」の領域については、個別にその特徴

を述べた。 
A は全体で 33 の項目に当てはまった。水平分裂の段階の項目は 10 項目(30%)で、個体化の

段階は 12 項目(36%)であった。共生期的なあり方が確立され、個体化の段階に向かっている状

態であると考えられる。言語領域は個体化段階のものが多く、言語領域で当てはまった 6 項目

中 4 項目が個体化段階のものであった。「空間と対象の探索」では“第一の皮膚”の回復の段

階から個体化まで幅広く当てはまる項目が見られた。個体化の段階における空間と対象の探索

の「ものを渡したり返してもらったりのくり返しを頼んだり探索したりする」の項目に当ては

まる行動が見られたのは A のみであった。「時間の知覚」では、空間性が三次元性にあるのに

対して、時間の知覚は“第一の皮膚”の回復の段階にあると評定された。 
B の当てはまった 44 個の項目のうち 8 つが個体化段階の項目であった。アイコンタクトの

領域で当てはまったのは 1 項目のみで、水平分割段階の「ほぼ通常の視線の交換が全般的に回

復してくる」というものであった。「空間と対象の探索」では全ての段階に当てはまる項目が見

られた。垂直分裂と水平段階のものが合わせて 5 項目当てはまり、全段階合わせて当てはまっ

た項目のうちの約 60%が共生期の項目であった。ここから、空間性は、確立された共生期の段

階が中心的であると思われる。時間の知覚は水平分裂の段階にあると評定された。 
 C は当てはまった 16 項目の内、11 項目が重度自閉症状態の段階のものであった。「空間と対

象の探索」で当てはまった 4 項目の内、3 項目が重度自閉症状態の段階のものであった。それ

以外の 1 項目とは水平分裂の段階の「空間、対象、容器の頂点や下側の部分への興味」という

項目であった。「時間の知覚」は重度自閉症段階にあると評定された。 

表3 プロフィールとCARS得点
sex age IQ CARS得点

A m 9(小3) 50 29
B m 8(小3) 83 28.5
C m 8(小2) 52 46.5
D m 9(小3) 35以下 50
E m 9(小3) 35以下 37.5
F m 9(小3) 25 39
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F は母子分離ができず、母親とともに調査室に入った。E はパーティションの裏を見ようとし、
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雑然と置いていった。特に気に入った家のアイテムを指さした後で母親を振り返ってから、ひ

ょいと手を挙げることを何度かした。 
【CARS および APEC スケールの結果】 

CARS 得点の合計得点が低かったのは A と B であった。A は 29 点、B は 28.5 点であった。

C は 46.5 点、D は最も得点の高い 50 点であった。E、F はこれら 2 人に比べて得点が低く、

それぞれ 37.5 点、39 点であった。 

 
 APEC スケールでは総得点などの算出は行われないため、各協力者の特徴を記述する。全体

的な特徴に加えて、「空間と対象の探索」と「時間の知覚」の領域については、個別にその特徴

を述べた。 
A は全体で 33 の項目に当てはまった。水平分裂の段階の項目は 10 項目(30%)で、個体化の

段階は 12 項目(36%)であった。共生期的なあり方が確立され、個体化の段階に向かっている状

態であると考えられる。言語領域は個体化段階のものが多く、言語領域で当てはまった 6 項目

中 4 項目が個体化段階のものであった。「空間と対象の探索」では“第一の皮膚”の回復の段

階から個体化まで幅広く当てはまる項目が見られた。個体化の段階における空間と対象の探索

の「ものを渡したり返してもらったりのくり返しを頼んだり探索したりする」の項目に当ては

まる行動が見られたのは A のみであった。「時間の知覚」では、空間性が三次元性にあるのに

対して、時間の知覚は“第一の皮膚”の回復の段階にあると評定された。 
B の当てはまった 44 個の項目のうち 8 つが個体化段階の項目であった。アイコンタクトの

領域で当てはまったのは 1 項目のみで、水平分割段階の「ほぼ通常の視線の交換が全般的に回

復してくる」というものであった。「空間と対象の探索」では全ての段階に当てはまる項目が見

られた。垂直分裂と水平段階のものが合わせて 5 項目当てはまり、全段階合わせて当てはまっ

た項目のうちの約 60%が共生期の項目であった。ここから、空間性は、確立された共生期の段

階が中心的であると思われる。時間の知覚は水平分裂の段階にあると評定された。 
 C は当てはまった 16 項目の内、11 項目が重度自閉症状態の段階のものであった。「空間と対

象の探索」で当てはまった 4 項目の内、3 項目が重度自閉症状態の段階のものであった。それ

以外の 1 項目とは水平分裂の段階の「空間、対象、容器の頂点や下側の部分への興味」という

項目であった。「時間の知覚」は重度自閉症段階にあると評定された。 

表3 プロフィールとCARS得点
sex age IQ CARS得点

A m 9(小3) 50 29
B m 8(小3) 83 28.5
C m 8(小2) 52 46.5
D m 9(小3) 35以下 50
E m 9(小3) 35以下 37.5
F m 9(小3) 25 39
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 D は全体で当てはまった項目が 23、その内の 62%に当たる 16 項目が重度自閉症状態のもの

であり、重度自閉症状態にあると考えられる。個体化の段階の項目では当てはまるものはなか

った。「空間と対象の探索」では重度自閉症状態の項目が 2 つ、水平分裂の段階の項目が 1 つ

当てはまった。探索的な行動はほとんど見られず、空間性は一次元的であった。自己刺激行動

に耽っており、一次元性の時間の段階であった。 
E は当てはまった項目の内、重度自閉症状態に当てはまるものが 36%あり、垂直分裂の段階

のものも 36%であった。この評定からは、共生期の確立の途上にあることが推察された。どの

領域においても、重度自閉症状態と垂直分裂の段階を中心に、偏りなく様々な段階に当てはま

る項目が存在することが特徴的であった「空間と対象の探索」では全ての段階において当ては

まる項目が見られた。 
F は個体化の段階の項目が 2 つみられたものの、ほとんどは重度自閉症状態で、全段階合わ

せて当てはまった 16 項目の内、7 項目(44%)がこの段階のものであった。“第一の皮膚”の回

復の段階で 3 項目(19%)、垂直分裂の段階で 4 項目(25%)が当てはまった。ここから、基本的に

は重度自閉症状態にあるものの、共生期に向けての萌芽的状態にあると考えられる。「空間と対

象の探索」の項目は、全段階を合わせて 6 つの項目に当てはまった。その内の 3 つ(50%)が重

度自閉症状態であり、2 つ(33%)が“第一の皮膚”の回復の段階であった。「時間の知覚」は E
と同様に垂直分裂の段階にあると評定された。 
  
６．評定尺度に基づいた発達プロセスの考察 

各指標間には共通点が見られた。IQ が 83 と最も高い B は、CARS 得点も 28.5 点と最も低く、

APEC スケールでも個体化段階の項目が 6 例中で最も多かった。知的には IQ50 であるが CARS

得点はB とほぼ同じである Aは APEC スケールでの言語領域に個体化段階のものが多く見られ

た。D は IQ35 以下、CARS 得点は 50 点と最も高く、APEC スケールにおいても重度自閉症段

階の項目がほとんどである。また、E は CARS 得点は 37.5 点であると評定された。本研究の中

では中間程度にあたる自閉傾向であり、共生期に当たる評定となった APEC スケールと一致す

る結果であると考えられる。このように指標間の特徴に一致が見られた。IQ は APEC スケール

の発達段階と概ね一致し、IQ が高いほどより高次の段階にあることが示唆される。 

 赤ん坊がボールを一方の手からもう一方へと受け渡す遊びは基本的なとり入れという意味

で重要な遊びであり、空間を移動する能力に先行しこれを支えるものであると考えられている

(Houzel ＆ Rhode, 2005)。また、Bick(1968/1993)は外界対象の取り入れによって包み込む機

能がとり入れられるまでは自己の中の空間という概念は生じえないと指摘している。このこと

から、空間的な三次元性の獲得は心的な三次元性に先行するものと思われる。ここで APEC ス

ケールの前提を踏まえて重度自閉症状態から個体化までの連続した発達のスペクトラムを想定

し、それに加えて障害の程度が重度であるほどより発達の早期段階にあると仮定することで、

協力者間の特徴の比較によって三次元性の獲得過程および象徴形成の過程を考察する。まず、

D のような知的障害も重く自閉的傾向も強い重度自閉状態においては、一次元性に留まる。次

いでEやFのように知的障害は重度であるものの自閉度は若干低い状態として共生期段階が想

定される。この段階においては、裏‐表への関心に基づく探索が行われる。しかしながら F の
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箱庭に見られるように、三次元的な広がりを持った空間は保持されず、隙間を無くす様子が見

られる。E と F において母親との共同注意行動が見られたことは特徴的である。共同注意は心

の理論の獲得の前提となると考えられている(別府, 2007)。心の理論とは内的対象の思考、つま

り内的対象の中の空間という概念があって初めて獲得されるものであり、心的な三次元性を前

提とするものであると思われる。そのため、共同注意行動が共生期において見られることは、

母親を内的にとり入れる試みであると考えられる。ただし、別府(2007)は共同注意行動そのも

のは自閉症児においても獲得されるものの、定型発達児の場合と異なり、三項関係を欠いたま

ま形式として形成されうると指摘している。そのため E と F の共同注意行動が必ずしも内的対

象のとり入れが完了したことを意味しないことに留意する必要がある。三項関係が成立してい

ないために、三次元的な空間は保持されないのではないかと思われる。C は三次元的な空間の

広がりを恐れているかのように箱の蓋を開けることを怖がり、身体を丸め調査者の視線を避け

た。母親の報告によれば C は紙を切って電車や駅を作って遊んでいるということであり、調査

中での姿と普段の姿が違うものと思われる。C にとって母親との分離は破局的体験となってい

るために空間の存在しない重度自閉状態へと退行していると考えられる。このことから、次元

性とは梯子状の発達段階ではなく、行き来するポジションである可能性が示唆される。ここま

でが空間的な三次元性が獲得されていない状態である。A は粘土を容器から出し入れする、箱

庭の箱の中の砂の色を想像するなど、三次元的に空間を体験している様子が見られる。しかし、

調査の終了という分離に対して強い不安を抱いている。それは A においては対象は内在化され

ておらず、外的対象に対して密着するあり方、附着同一化を用いているためであると思われる。

このように、空間的な三次元性が獲得されていたとしても、心的な三次元性が獲得されている

とは限らない。心的な三次元性の獲得とそれに伴う象徴化について考察するために、次項で B
の個別事例考察を行う。 
 

７．個別事例考察 
【調査時の様子】 

観察場面で B は時計を示されるとそれを見て、調査者の顔は見ないまま説明に頷いた。箱か

らまずは粘土を取り、人の像のようなものを作った。粘土の袋が開けられないと、調査者に差

し出して「開けて」と言った。袋を開けてから渡すと、調査者の顔は見ず「ありがと」と言っ

て受け取った。何度も像が倒れそうになるため、上から押して背を低くしようとした。その結

果足の部分などが段々と潰れていった。〈何作ったの?〉と言うと、首を横に振り、〈分からない?〉
と尋ねると頷いた。横に分けておいた粘土の球をぎゅうぎゅうと押して、平らになるまで潰し

た。平らになると、人形を指して「できた」と言った(写真 1)。 
家族人形、犬、積木やミニカーで輪を作り、その輪の中に子犬を 2 匹入れた。子犬を輪から

出した後で、輪になっている全ての人形をボールでなぎ倒していった。 
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り内的対象の中の空間という概念があって初めて獲得されるものであり、心的な三次元性を前

提とするものであると思われる。そのため、共同注意行動が共生期において見られることは、

母親を内的にとり入れる試みであると考えられる。ただし、別府(2007)は共同注意行動そのも
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象のとり入れが完了したことを意味しないことに留意する必要がある。三項関係が成立してい

ないために、三次元的な空間は保持されないのではないかと思われる。C は三次元的な空間の

広がりを恐れているかのように箱の蓋を開けることを怖がり、身体を丸め調査者の視線を避け

た。母親の報告によれば C は紙を切って電車や駅を作って遊んでいるということであり、調査

中での姿と普段の姿が違うものと思われる。C にとって母親との分離は破局的体験となってい

るために空間の存在しない重度自閉状態へと退行していると考えられる。このことから、次元

性とは梯子状の発達段階ではなく、行き来するポジションである可能性が示唆される。ここま

でが空間的な三次元性が獲得されていない状態である。A は粘土を容器から出し入れする、箱

庭の箱の中の砂の色を想像するなど、三次元的に空間を体験している様子が見られる。しかし、

調査の終了という分離に対して強い不安を抱いている。それは A においては対象は内在化され

ておらず、外的対象に対して密着するあり方、附着同一化を用いているためであると思われる。

このように、空間的な三次元性が獲得されていたとしても、心的な三次元性が獲得されている

とは限らない。心的な三次元性の獲得とそれに伴う象徴化について考察するために、次項で B
の個別事例考察を行う。 
 

７．個別事例考察 
【調査時の様子】 

観察場面で B は時計を示されるとそれを見て、調査者の顔は見ないまま説明に頷いた。箱か

らまずは粘土を取り、人の像のようなものを作った。粘土の袋が開けられないと、調査者に差

し出して「開けて」と言った。袋を開けてから渡すと、調査者の顔は見ず「ありがと」と言っ

て受け取った。何度も像が倒れそうになるため、上から押して背を低くしようとした。その結

果足の部分などが段々と潰れていった。〈何作ったの?〉と言うと、首を横に振り、〈分からない?〉
と尋ねると頷いた。横に分けておいた粘土の球をぎゅうぎゅうと押して、平らになるまで潰し

た。平らになると、人形を指して「できた」と言った(写真 1)。 
家族人形、犬、積木やミニカーで輪を作り、その輪の中に子犬を 2 匹入れた。子犬を輪から

出した後で、輪になっている全ての人形をボールでなぎ倒していった。 
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犬や積み木を片づけた後、男の子、お母さ

んを箱の側面に立てかけた。その肩の上に父

親人形が乗るようにして立たせた。ボールを

先ほど作った父、母、男の子のピラミッドに

倒れるまで何度もぶつけた。母親人形を箱に

立てかけて、ボールをぶつけて倒してはまた

起き上がらせてボールをぶつけるということ

を繰り返した。父親人形を空中に投げ、それ

目がけてボールを投げつけた。B の攻撃は非

常に執拗であると同時に、情緒が伴わず淡々

と行われた。調査者が眠気を感じながら観察

していると唐突にその遊びを終え、自ら希望

して折り紙で時間まで兜などいくつかの作品を作った。 
母親からの聞き取りでは誰かに見られている、笑われているという被害妄想を持って暴れる

ことがあると報告された。通級で普通学校に通っているが、学校で他の生徒に見られている時

などに、そういった状態になることが多いと述べた。他の子が笑っているのを見て、「なんで笑

っているんだ」と詰め寄ることがあった。現在、学校がストレスのもととなっており、小学校

1 年生から学校を潰したいという空想をしていて、学校をハンマーで叩きつぶす漫画を描いて

いることも述べられた。 
【考察】 
 B は外的空間を三次元的なものとして体験している。心理的意味として、母親人形や父親人

形を攻撃するところから、投影が生じているようである。そのため三次元的な内的空間が存在

していると考えられる。マンガでの空想の表現や人形を作るなどしていることから、象徴化が

生じているものと思われる。愛着関係という観点では B は母親に対して選択的に愛着を示して

おり、母親からの叱責であれば受け入れるものの、それ以外の他者ではパニックに陥ることが

報告されている。母親が内在化された対象になっているものと思われる。母親対象のとり入れ

にともなって心的な三次元性が獲得されたものと思われる。 
迫害感が強いことから、B は妄想分裂態勢(Klein, 1946/1985)に至っていると考えることがで

きる。平井(2011)は象徴化の基盤に妄想分裂態勢の理想的対象関係というつながりが強調され

た関係性があることを示唆している。共同注意や附着同一化の後に出てくる、母親対象の内在

化による心的な三次元性の獲得によって投影や投影同一化が生じ始めているが、それに伴って

自己の破壊的部分を内的対象の内部に投影し、そういった対象が迫害的な対象として恐れられ

るという事態が生じていると考えられる。こうしたプロセスを経ての妄想分裂態勢への移行が

象徴化をもたらしているものと思われる。 
自閉症児が妄想-分裂態勢に至るとしても、それが定型発達の場合と同じ事態であるかどうか

は議論の余地があるだろう。B の場合を考えると、対象は生命感のないものとして扱われてい

る点が特徴的であると思われる。妄想-分裂態勢は部分対象としての乳房との関係を中心として

おり、良い乳房-悪い乳房との投影同一化を介した混沌としたアニミズム的世界である。しかし、

写真 1 B の人間像 
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父親母親人形はともに単純な物や攻撃の的としても用いられており、生命感のなさを感じさせ

る。つまり、心的な三次元性や象徴化が獲得された後でも、生命感のなさという課題が存在し

ていると考えられる。 
 

９．おわりに 
空間性と象徴化について、本研究では空間性が三次元に至って初めて象徴化ができるように

なるという仮説を支持する結果が得られたと思われる。また、空間性が二次元性から三次元性

へと至る要因として三項関係が成立することが重要であることが示唆される。APEC スケール

や個別の事例ごとの考察を通じて、身体的ないし心理的な分離が、空間性に影響し、また象徴

化にもつながることが示されたと言えるだろう。 
他者との分離のあり方、象徴形成の程度が次元性によって異なるため、自閉症児に心理療法

を適用する際にはどの程度空間性が達成されているのかによって必要とされる介入が異なるの

ではないかと思われる。対象や空間の用い方を把握することは、このような介入の際に重要な

視座になりうると思われる。 
 本研究は調査者 1 人による評定であり協力者の数が少ないため、客観性に乏しい。また調査

時間も 30 分と短く、次元性や象徴化の体験的質を考察するには十分とは言えない。しかしな

がらこれまで主張されてきたことを臨床実践とは別に調査研究によって確かめようとし、それ

を支持する結果を得られたと言える。また、本研究においては重度の協力者と軽度の者とを比

較することによって、発達段階を推測している。しかしながら、今後は異なる年齢群の協力者

の比較や、同一の協力者の縦断的な変化を追った研究が必要となると思われる。 
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遊び場面における自閉症児の空間性と象徴化 
―三次元性の確立を巡って― 

山口 昂一 

精神分析においては、身体的分離、次元性、象徴形成といった観点から自閉症が捉えられてき

た。三次元的な内的空間が形成されることによって初めて投影同一化が可能になり、象徴化が

促進されると考えられている。この仮説を考察するために小学校低学年の自閉症児を対象に遊

び場面の観察を行った。観察場面の結果と母親からの聴取により小児自閉症評定尺度(CARS)お

よび APEC スケールを評定した。これらを比較した結果として、共同注意、母親対象の内在化、

心的三次元性の確立によって妄想分裂態勢に至り、象徴化が達成されるとの考察が得られた。

また象徴化が生じた場合でも自閉症児には生命感の欠如という課題が残ると考えられる。研究

結果から、対象や空間の用い方から次元性や象徴化のあり方を把握することが適切な介入を選

択する上で重要となることを指摘した。 

 

Spatiality and Symbolization of Children with Autism in Play: On 
Establishment of Three-Dimensionality 

YAMAGUCHI Koichi 
In psychoanalysis, children with autism have been thought of from the viewpoint of bodily separation, 

dimensionality, and symbolization. Establishment of the internal three-dimensional space enables 

projective identification and symbolization. To examine this thesis, the play of children with autism in 

lower elementary grades was observed. The CARS scale and APEC scale were rated according to the 

results of observation and interviews with their mothers. Preference of these scales indicated that 

establishment of joint attention, internalization of mother object and psychic three-dimensionality make 

it possible to enter paranoid-schizoid position. Then, symbolization would be established. Even if 

symbolization is established, children with autism still lack animism and a feeling of vitality. This study 

indicated that measurement of the dimensionality and symbolization from usage of objects and space is 

necessary to select appropriate treatment. 

 

 

キーワード： 自閉症、次元、象徴化 

Keywords: autism, dimension, symbolization 
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