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【要約】本研究は発達障害の研究を通して, 私たちの身体イメージを再考することを目的としている. 
発達障害―主に自閉症スペクトラム―は対人相互的反応に問題を抱えている. 一方で定型発達―健常―
は, 新生児のときより周囲の成人との関係を通して, 成人の属する社会で共有される意味によって世界
を分節化し知覚している. それとは異なり発達障害の知覚は, 対人相互的に決定づけられる事無く, 原
初的知覚を基盤に発達しているのではないだろうか. 筆者は福祉施設で実施されている舞踊家と発達障
害の人とのダンスセッションを通して, 原初的知覚による身体的コミュニケーションを調査し対人相互
的反応によって形作られない身体イメージを模索している.  

 
【キーワード】発達障害, コミュニケーションメディア環境, 模倣, 身体イメージ 
 

1. 研究の目的	 

本研究は発達障害―主に自閉症スペクトラム―の研究を通して私たちの身体イメージを考察すること

を狙いとしている.	 自閉症は“対人相互的反応”に問題を抱える障害である.	 対人相互的反応は社会性

の根底をなす能力で,	 模倣の能力の発達が深く関係している．定型発達では,	 新生児模倣やミラーニュ

ーロンシステムの研究事例から,	 模倣の能力の一部は生得的であると考えられる.	 一方,	 自閉症は模

倣が困難で,	 そのために自己の身体イメージが安定せず感覚の統合などに問題を抱えている.	 しかし,	 

自閉症は,	 対人相互的反応に依存しない模倣を発達させることで独自の身体イメージを獲得している

可能性があるのではないか.	 本研究では自閉症の芸術的活動の調査を通して,	 これまでとは異なる身

体イメージのモデル構築を目指す.	 	 

	 

2. 研究の背景	 

筆者は 2007 年から愛知県の大型児童福祉施設（愛知県児童総合センター）を中心に,	 愛知県内で児童

向けにコンピュータによるメディアテクノロジーとの 初の出会いを身体的な経験にするための装置

開発を実施してきた.[図 1-2]	 
 

      
 
 
 
 

図１ 実物の色を読み取り空中での描 
画に使えるクレヨンを模した装置 

図２ 無線を用いて離れた演奏者同士が 
合奏できるカスタネットを模した装置 
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筆者は児童館などにおける上記の活動を日常的な児童の教育や遊びの活動に使う研究を進めるため, 愛知県
内の複数の幼稚園に対して聞き取り調査を実施したところ, コンピューターメディアを使った新しい試みが
必要になるのは問題を抱える児童たちではないかという意見を幼稚園スタッフたちから聞いた.この問題を
抱える児童たちとは, 広く発達障害と呼ばれていることがわかった.以降, 発達障害の身体的経験を研究して
いる. 
 

3. 発達障害の身体と模倣	 

自閉症児の中には,	 他者に「バイバイ」と手を振るとき,	 手のひらを内側に向ける児童がいることが報

告されている(1).	 この状況を当事者が表現した文章がある.	 	 

	 

小さい頃「バイバイして」と言われても,	 僕は自分の方に手のひらを向けて振っていました.	 体操やダ

ンスなども,	 どんなに簡単な振り付けもできませんでした.	 それは,	 真似をすることが難しかったか

らです.	 とにかく自分の体の部分がよく分かっていないので,	 自分の目で見て確かめられる部分を動

かすことが,	 僕たちの 初にできる模倣なのです.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （「自閉症の僕が跳びはねる理由」東田直樹	 下線は筆者	 ）	 

	 

上記の文章には,	 自閉症児が抱える対人相互的反応の問題がよくあらわれていると筆者は考える.	 感

覚の統合がうまくいかず視覚に頼りがちで,	 そのため自然な身体的反応による他者とのコミュニケー

ションができず,	 たいへんもどかしい思いを抱えていることが想像される.	 このような自閉症の模倣

の困難を考察するうえで筆者は,	 自閉症の感覚と身体の発達段階における困難に着目して研究を進め

ている.	 これは,	 現代のコミュニケーションメディア環境が,	 私たちの感覚と身体をあるときは拡張

し,	 またあるときは切断させる状況を加速させていると考えるからである.	 	 
 

4. 原初的知覚の世界像	 

3.1	 原初的知覚について	 

自閉症の感覚と身体の発達段階における困難について,	 新生児期より発達していく身体感覚の分節化

における自閉症の問題を通して考察を進めたい.	 新生児から乳児の間は諸感覚が成人のそれとは異な

り,	 発達の初期段階にある.	 諸感覚は成人のようにはっきりと分化しておらず,	 環境から諸感覚を通

して伝わるエネルギーは脳全体に混じり合いながら伝えられる(2).	 このような混沌とした状態にある

新生児−乳児に対して,	 それを取り巻く成人（特に養育者）は,	 自分たち成人の世界の捉え方でもって

接していく.	 この触れ合いによって,	 混沌とした世界を生きる新生児−乳児は世界を捉え分け,	 成人と

共有できる意味によって世界を分節化していく.	 例えば,	 空腹や排泄,	 暑さ寒さなどの身体感覚も新

生児−乳児にとっては未分化な感覚として捉えられているだろうが,	 成人が関わっていくことで感覚を

成人と共有可能なように分化させていく.	 しかし,	 自閉症では,	 この初期の段階で発達のつまずきが

存在する.	 養育者との接触に問題を抱える自閉症では,	 世界をうまく分節化できないのであろう.	 世

界に対して定型発達が共有しているような意味による分節化が困難な発達障害の知覚体験を小林隆児

は「原初的知覚」と呼んでいる.	 原初的知覚は,	 しかし,	 定型発達にとっては,	 まったく体験不可能な

未知な知覚なのであろうか.	 おそらく,	 そうではない.	 新生児−乳児の未分化な感覚や,	 世界を分節化

して捉えていない知覚は,	 私たちの子ども時代から成人したその後まで,	 意識にのぼることは無くと

も大きな影響を与えている.	 小林隆児は原初的知覚を,	 発達的視点によるコミュニケーション構造に

おいて,	 人間が生まれて 初に経験する対人関係の基盤であるとし,	 その後,	 生涯にわたって発達に

影響を与え続けるとした	 (3).	 それでは,	 原初的知覚とは,	 どのような体験を与える知覚なのであろ

うか.	 	 

4.2 原初的知覚の体験	 

原初的知覚がもたらす体験を想像するための手がかりを当事者研究に求めてみたい.	 	 
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生まれて初めて見た夢を,	 わたしは今でも覚えている-少なくとも記憶の一番底にある夢を,	 覚えてい

る.	 あたりは一面真っ白の世界.	 何ひとつなく,	 どこまでも果てしなく白い世界.	 そこをわたしが歩

いている.	 そしてわたしのまわりにだけは,	 明るいパステルカラーの丸がそこら中にいくつも浮かん

で,	 色とりどりにきらめいている.	 そのきらめきの中を,	 わたしは通ってゆく.	 きらめきもわたしの

中を通ってゆく.	 うれしくて,	 声を上げて笑いたくなるような夢だった.	 	 

（「自閉症だったわたしへ」ドナ・ウィリアムズ）	 

	 

その瞬間, 僕は自分の体が生まれる前の小さな分子になって, 自然の中にとけていくような感覚に襲わ
れます. とてもいい気持ちで, 自分が人だということも, 障害者だということも忘れてしまうのです.  

（「自閉症の僕が跳びはねる理由」東田直樹）	 

	 

上記の文章は,	 原初的知覚体験の中でも,	 特に発達の初期段階を思わせるものではないだろうか.	 自

分をとりまく世界との分ち難い一体感,	 その感覚が当事者にとっての幸福感を感じさせる表現で書か

れていることにも注目したい.	 	 

4.3 原初的知覚の世界におけるコミュニケーション	 

原初的知覚の世界におけるコミュニケーションの特徴とは,	 どのようなものであろうか.	 小林隆児は,	 

その特徴を「身体の動きと知覚と情動が渾然一体となって体験されるところにその特徴がある」とし,	 

自分と他人の区別がはっきりしないという.	 共振現象のような共感のありようが原初的知覚の世界で

のコミュニケーションなのであろう.	 	 

	 

5. 発達障害と舞踏家	 

本研究では,	 福祉施設（財団法人たんぽぽの家アートセンターHANA）で実施されているダンスワークシ

ョップに参加する自閉症の成人男性 A 氏と舞踊家（ジャワ舞踊）とのダンスセッションを対象に調査を

進めている.	 ダンスは即興で,	 A 氏は舞踊家の身体動作を模倣しダンスを成立させている.	 ここでは或

る日のダンスセッションをもとにA氏の模倣についての考察を述べたい.	 ダンスセッションの始まりは,	 

多くの場合舞踊家がA氏に注意を向け,	 その身体の一部に触れるところからはじまる.	 この日は床に敷

かれたマットの上に双方が寝転び,	 足や手など身体の一部が触れ合う状態が続けられる.	 A 氏と舞踊家

双方の,押したり引いたりする力加減が絶妙なのであろう,	 とても自然に身体の一部が触れ合っている

状態が続く.	 二人が寝転んだ状態で足の裏を触れ合わせる状態になる[図 3].	 	 	 

	 

 
図 3	 足の裏を触れ合わせて身体の動作を真似し合う	 

 
この状態では,	 双方の押し合う力によって互いの身体の間で平衡状態が生まれているように感じられ

た.	 しばらくお互いが押し合う状態が続いた後,	 舞踊家が身体をひねり始める.	 ひねる動作が足の裏

から伝わったのだろうかA氏も身体をひねりはじめる.	 そこからは,	 身体の一部を触れ合わせながらお

互いの身体の模倣が続いていく[図 4,図 5]	 
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図 4	 身体の一部を触れ合わせながら起き上がる	 

	 

	 
図 5	 起き上がったあとも身体は触れ合わせ続けている	 

	 

その後,	 身体を触れ合わせながら舞踊家が A 氏と共にガラスの引き戸へと近づき,	 	 舞踊家だけが屋外

に出て行き,	 ガラスを挟んで A 氏と向かい合う状態となった.	 A 氏は 初とまどった様子であったが,	 

すぐにもとの動きに戻り,	 舞踊家の身体の真似を始めた.	 しかし,	 舞踊家が窓から離れたり近づいた

りするなど大きな動きになると混乱が生じたのか鏡に向かうかのようなA師の模倣に変化が起こり,	 舞

踊家の身体の左右の関係に正確な模倣となった.	 [図 6]	 

 

 
図 6	 ガラス越しの模倣 
 
こうした変化がどうして起きたのだろうか.	 A氏が混乱したのであろうことは間違いないと思われるが,	 

ガラスを挟むことでお互いに触れ合うことができなくなり,	 A 氏が舞踊家を感じていた感覚が突然切り

替わったことの影響もあるのではないか.	 その後,	 A 氏と手の甲を合わせるようにして室内に戻った舞

踊家は,	 触れていた手を離し,	 少しずつA氏と距離を取った.	 その後,	 手拍子を打ちながら舞踊家は	 A

氏と身体の動きを合わせていき,	 お互いに離れた位置で,	 その身体の動きを模倣するような状態にな

った.	 [図 7]	 
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図 7	 離れた位置でお互いを模倣する	 

	 

初は簡単な動きであったが,	 徐々に複雑な動きになる.	 両手,	 両足が異なる動きを始める.	 お互い

の響き合うような動きが繰り返される.	 そのとき,	 突然に舞踊家の動きが止まった.	 どうやら舞踊家

のコンタクトレンズが目から外れ床面に落ちたようだ.	 その瞬間に A 氏の動きが止まる.	 A 氏は,	 これ

までも動きの変化や,	 複雑な動きなどによって,	 少し動きに迷いが生じていることがあったが,	 そん

なときでも意識の流れは連続しており,	 常に舞踊家とつながっているような印象があった.	 しかし,	 

このときばかりは意識が途切れてしまったように見えた.	 おそらくA氏は,	 動きに迷いがあっても,	 舞

踊家との間で意識がつながっている間は,	 連続した流れの中に居られたのであろう.	 しかし,	 舞踊家

の意識が A 氏から外れた瞬間,	 A 氏の意識の行き場所がなくなったのではないだろうか.	 その後,	 舞踊

家がコンタクトレンズを無事に見つけ,	 自然にお互いの関係は再開された.	 その後,	 舞踊家はコンタ

クトレンズを使い,	 それを舌の上に乗せるような動きをする.	 A 氏もそれを真似る.	 そのとき,	 舞踊家

が自分の指を喉の奥にグイッと突っ込むような素振りを見せ吐きそうな表情を見せる.	 A 氏はギョッと

した表情を見せ,	 舞踊家の吐きそうな表情を真似るも,	 模倣する動きを止めた.	 その後,	 舞踊家が別

の動きに移り,	 A 氏もまた,	 もとのように舞踊家を真似はじめた.	 やがて舞踊家と A 氏とのダンスセッ

ションは自然に終了した.	 舞踊家が,	 他の人とのセッションに入り,	 A 氏に向けていた注意を逸らした

ためである.	 その後,	 A 氏は寝転がったまま,	 くつろいだように見える状態になった.	 私の目には,	 A

氏が他の参加者にあまり関心を持っていないように見えた.	 寝転んだ A 氏は目を閉じた	 まま頭の後ろ

に手を組み,	 他の参加者のセッションを見るでもなくじっと動かずに居た.	 [図 8]	 

 

 
図 8	 床に寝転んで動かない	 

	 

興味深い出来事があった .	 スタッフ（ B さん）の身体が偶然に A 氏の足先に触れた

ときのことだ .	 足 先に他者の身体が触れた瞬間 ,	 そ れに A 氏は反応し身体を動か

した .	 [図 9]	 

	 

	 
図 9	 他者に反応する	 	 
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そ して ,	 B さ んを避けるように A 氏は身体を動かしはじめた .	 [図 10]	 

	 

	 
図 10	 他者を避けるかのように見える	 

	 

しかし,	 B さんを避けているように見えた A 氏のその後の行動を見ていると,	 違う見方が可能であるこ

とに気づいた.	 A氏は,	 さらに身体を動かし続け,	 ちょうど Bさんと点対称になる位置で静止したのだ.	 

[図 11]  
 

 
図 11	 他者と対称になる 	 
 
舞踊家以外の他の参加者とは,	 当初はコミュニケーションをもたないように見えたA氏は,	 参加者の空

間的位置や姿勢などを模倣していることが調査からあきらかになった.	 A 氏の模倣は,	 舞踊家だけでは

なく,	 ダンスの場そのものへ向けられた模倣と捉えられるのではないか.舞踊家と参加者が創り出すダ

ンスの場には大きな流れやリズムが感じられる.	 A 氏の模倣は対人相互的反応のみによるのではなく,	 

こうした流れやリズムそのものへの模倣も含むのではないだろうか.	 	 
 

6. 発達障害と身体イメージについての考察	 

自閉症の A 氏と舞踊家の模倣を中心としたダンスセッションを通して, 以下のような特徴が見られる事がわ
かった. 
 
・身体の一部を接触させた関係性構築	 

・注意のフォーカスに対応した身体行為	 

・周期性を持った自他の融合と分離	 

・自他の関係における意識と感覚の調和	 

・空間における自他の心地よい定位 
 
ここで, 自己の身体イメージの形成に必要な要素を考えてみたい.もっとも早い段階での自己の身体イメージ
獲得への模索は, 胎内でのダブルタッチ（自分の身体部位同士を触れ合わせる体験）であろう.触覚や体性感
覚を通して自己の身体イメージを探索する行為がこのときから始まるのではないか.その後, 新生児期におい
ても長い時間をダブルタッチに費やしていることが知られている.更にこの時期には新生児模倣と呼ばれる
他者との相互のやり取りを通して外界を探索する行為も始まる.この時期から触覚や体性感覚に加えて視覚
や聴覚も自己の身体イメージ形成に関わってくると考えられる.以降, 定型発達の児童は様々な感覚を用いて, 
自己の身体イメージを作り上げていることが考えられる.この時期の典型的な子どもの絵に頭足人間という
表現がある.[図 12] 
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図 12 各国の児童が描いた頭足人間 
 
頭足人間は３才前後の児童が自発的に描きはじめることで知られている.その特徴は頭から直接手足が出て
いることである.児童心理学者のジャクリーン・Ｊ・グッドナウは実験により子どもは自身が認識できた
ものを付け加えていく傾向があるとした.またこの時期の児童は自分の母親など他者も同じように頭足

人間として描画することから,	 段階を追って自他の身体の各部を理解するのだと考えられる.やがて児

童が自分の全体像を理解するまでにはメタ認知的視点が必要であり,	 養育者含む周囲の人間との関係

性が重要な位置を占めるだろう.一方の自閉症スペクトラムの児童では人物像があらわれること自体が

少なく,	 手や足の部分だけ,	 あるいは人形やアニメなど架空のキャラクターが描かれることが多い.ま

た人物に関係のない物質的な対象を自己と同化していることも多い.後藤らは,	 自閉症児の描画研究の

中で,	 こうした物質と自己の同化の状態から,	 その物質のイメージを対象化し,	 自己と分離すること

で自己を確認でき,	 自己喪失を回避する力になるという(後藤,木村（2009）).後藤らは,	 自閉症児の関

係性構築について以下のように記述している.	 

	 

子どもは,真に発達を支えてくれる相手をよく見極めている.自分の世界の中でつながることの出来る

相手を,この子たちは人に気づかれにくい心の奥では求め続けているように見える.そして,人とのつな

がりを感じ始めたときに,子どもの中で関係性イメージが生まれてくるものであろう.	 子ども同士の関

係で言えば,ともに身体が弾み,同じリズム感で楽しい気分を共有できる仲間が,	 隣に感じられたとき

に,他者存在が子どもの中に発生し,関係性イメージへと展開していく.	 	 
 
ここで,	 もう一度自閉症の A 氏と舞踊家のダンスセッションに戻って考察を進めてみたい.このダンス

セッションは,	 お互いの動きを模倣する事によって展開している.その導入においてお互いの身体に接

触し続けるという段階があり,	 やがて分離して,	 お互いに向けられた注意を手がかりにダンスセッシ

ョンが続けられるのであった.お互いの身体を動きの中で触れ合い,	 分離した後も注意を続けてあらゆ

る感覚を研ぎすませて感じ合う,	 こうした関係から起ちあがる身体イメージは,	 定型発達の人にとっ

ても今後重要性を増すのではないか.なぜならば,	 近年の情報技術の発展によって,	 他者を全身で感じ

る機会は減少し,	 定型発達児童が描く頭足人間のように頭に目や鼻という象徴が書き足され,	 理解が

進む事で全身像が形作られるといった他者の言語的理解が加速度的に進む事が予想できるからだ.触覚

や体性感覚,	 そして全感覚を総動員して注意して自他の身体を動的にイメージし続けることの困難は,	 

決して自閉症 A さんだけの困難ではないのではないかと考える.	 
 

7. まとめ	 

「かなり遠い過去においては,	 天空の出来事も,	 模倣することができるとみなされていた出来事に数

えられていたということだ.	 舞踏や他の礼拝的な催しにおいては,	 そのような模倣を生み出したり,	 

そのような類似性を操ったりすることもありえた.	 （ヴァルター・ベンヤミン（1933））」とヴァルタ

ー・ベンヤミンは模倣の能力を語っている.	 自閉症の身体イメージは定型発達のそれと異なることは明

らかであろう.	 しかし,	 現在の健常と呼ばれるコンディションの身体イメージを成立させている模倣

の能力は,	 ヴァルター・ベンヤミンが指摘するように,	 人間が本来持ち得た能力には及ばないのではな

いか.	 自閉症の身体イメージへの考察を通して,	 人間の模倣の能力のうち対人相互的反応による発達

以外の要因への研究を深め,	 そのパターンを知る事で,	 現代の多様なコミュニケーションメディア環

境が見落としている要素をあきらかにし,	 そうした環境における身体イメージを再考したい.	 	 
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注	 
(1) 杉山登志郎(2000)	 『発達障害の豊かな世界』日本評論社,p.36 では,	 定型発達の児童がなぜ「バイバイ」を正しく相
手に向けた形で模倣できるのかという問題を,	 自他の体験の重なり合いを親との一体感の中で得ているからだとしてい

る． 
(2) ダフニ&チャールズ・マウラ(1992)「赤ちゃんには世界がどう見えるか」草思社,pp.87-92で紹介されているロバート・
ホフマンの新生児の視覚刺激にたいする反応の研究によると視覚刺激の入力は時間の経過に伴い大脳皮質全体に波のよ

うに広がっている.  
(3)小林隆児(2013)「原初的知覚世界と関係発達の基盤」『発達障害と感覚・知覚の世界』日本評論社, pp.150-151による
とアタッチメント研究や, 虐待研究からの知見からも, 原初的知覚が発達に与える影響は大きいという. 
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