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概要： 自分が自閉症スペクトラム(Autism Spectrum Disorder :ASD)であることを確認することは、医師
の診断無しにできない。軽度の症状であれば日常生活に支障は無いものの、人と自分が違うことに苦労し
ている人々が多く存在する。簡単に ASD の程度を知り、個人の負担を軽くできないか。これが本研究の動
機である。このために本研究では、定型者における ASD 傾向の程度と、身体所有感強度の関係を実験的に
評価した。特に、身体所有感に関して内部と外部の両者から分析するために、ラバーハンド錯覚と内受容
感覚を用いた。ラバーハンド錯覚では、VR の映像から身体所有感の転位を誘導し、所有感強度の評価には
皮膚コンダクタンス反応を用いた。ASD 傾向の評価は、自閉症スペクトラム指数を計るテスト(AQ テスト)
を採用した。身体所有感の転移強度と ASD 傾向の間に相関は認められなかったが、所有感は操作感がなく
ても実現可能で、そのことは逆に身体所有感の非合理性を示し、定型者における所有感と、ASD における所
有感が合理性に根拠づけられたものか否かという違いを持つ可能性が示唆された。
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1. はじめに
自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム (Autism Spectrum
Disorder: ASD)とはコミュニケーションの困
難さと反復行動によって特徴付けられる神経
発達症の分類である。それは誤信念課題に正
解できず、心の理論を持っていないなど、定型
者とは大きな違いを有するものと考えられる
一方、その程度は連続的に変化し、定型者の中
にもコミュニケーション障害に悩むものは数
多い。
今回の研究では、相関があると言われてい
る身体所有感の強度を内部と外部の両者から
分析し、定型者に置ける ASD 傾向と相関があ
るのか否かを評価した。身体所有感とは、提示
された身体を自分のものと感じる感覚である。
視覚や触覚に訴える形で身体を提示する外的
手 段 が 、 ラ バ ー ハ ン ド 錯 覚 (Rubber Hand
Illusion/RHI)を誘導する実験系であり、身体
所有感強度との高い相関から内的手段と考え
られる測定法が、内受容感覚テストである。こ
こでは、この両者と自閉症傾向の程度との関
係が実験的に評価された。
2. 実験概要
実験は 2 種類行われた。図 1 は実験 1 の RHI
実験の様子である。ヘッドマウントディスプ
レイに予め撮影した手の動画を流し、映像と
同じタイミングで実際の手に触覚刺激を与え
所有感の転位を誘導した。このとき、ゆっくり

図 1 筆による触覚刺激の様⼦(正⾯から)
と手が開閉する運動の映像、素早く手が開閉
する運動の映像、そのまま動かない映像の 3 種
類のうちのいずれかが 30s 流れ、その後手首
にナイフが当たる映像が流れた。手を動かす
映像を与えることは、あえて身体操作感を消
失させ、非合理的な形で強い身体所有感を生
み出す目的で設定された。なお実験 1 の中で、
3 種類の映像を用いた試行を 2 回ずつ、計 6 回
各被験者に与えられた。また、今回の研究では
皮膚コンダクタンス反応(Skin Conductance
Response/SCR)を用いて身体所有感を評価し
た。映像の手が動く試行を event1、ナイフが
当たる映像を event2 とし、映像内で、手が動
かい試行を control、遅く動く試行を slow、速
く動く試行を fast とし、各試行の SCR 最大値
と最小値の差を示した。

3.結果 1.ラバーハンド錯覚
(図 2,3)がその結果である。event1 において
は control と slow、control と fast に有意差
が見られ（図 2）、event2 においては fast の 1
回目と 2 回目に有意差が認められた（図 3）。
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図 4.内感安定度と SCR（event1,1 回目）
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実験 2 は内受容感覚を評価する実験である。
決まった時間(25s、35s、45s、100s の 4 通り)
の間、被験者は空で自分の心拍を数え、その心
拍数を報告した。実験 2 の終了後、被験者自身
の自閉傾向を自閉症スペクトラム指数
(Autism-Spectrum Quotient/AQ )を計るテス
ト*1 を用いて調べた。
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図 5.内感安定度と SCR（event1,2 回目）

図 2. SCR の条件間での差（event1）

図 3. SCR の条件間での差（event2）

4. 結果 2.身体所有感と ASD 傾向の相関
内受容感覚と AQ スコアの相関については、
内受容感覚スコア平均と AQ スコアに関して相
関はみられなかった。また定型者は長時間条
件での内受容感覚が落ち、ASD 者は落ちないと
いう傾向を持つため、25s 及び 100s 条件の内
受容感覚スコア差（これをこの論文では内感
安定度と呼ぶ）と AQ スコアも評価したが、同
様に相関は認められなかった。
更に、内感安定度と event1 の slow との相
関を調べた(図 4,5)。１回目は負の相関（図 4）、
２回目は正の相関（図 5）が認められた。

5. 考察
強度の ASD 者は、非合理的判断のもとで身
体所有感を獲得できないと考えられ、操作感
を根拠に所有感を獲得する傾向が強いと仮定
できる。これを定型者に敷衍し、ASD 傾向が強
い者は、操作感が落ちるとき所有感も落ちる
という仮説を構築できる。しかし実験結果か
ら、定型者にあって一般に、操作感が失われて
も（手が動いても）所有感の転移が認められた。
また、AQ スコアとの相関も認められず、定型
者内における軽度 ASD 傾向では、所有感に関
する合理性根拠の有無に違いがなかった。ま
た、内受容感覚と AQ テストの結果から、定型
者内で、内受容感覚が ASD 傾向を調べるのに
は適さないことを示すと言える。また、SCR と
内感安定度の相関を見ると、不安定な人ほど
映像の手が動くことに気づきにくく、安定
な人はすぐ気づいて驚き、すぐに慣れてし
まうことがわかる。このことは、所有感に対
する合理的・非合理的判断との関係を示唆
するものである。
注
*1 Temple Grandin, Richard Panek(2013). The
Autistic Brain. Mariner Books. (.中尾ゆかり（訳）
(2014)．⾃閉症の脳を読み解く.NHK 出版)

