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研究成果の概要（和文）：統合失調症と自閉症スペクトラム障害は、社会適応に困難を持つ点で共通性がある。
社会的行為である対人的相互作用において両者の言語行動に統計的な有意差が見られるかどうかを明らかにする
ための研究の一環として、本研究では、1)統合失調症者及び健常者の話し言葉のコーパスを構築、2)特定精神疾
患と正常な言語行動の比較尺度として、選択体系機能言語学の理論的枠組みによる語彙-文法資源の選択網のマ
ッピング、3)構築されたコーパスより、統合失調症者と健常者が選択する語彙ー文法資源を計量し、統合失調者
の言語資源選択の逸脱度を算出し、統合失調症者の言語行動の予想選択網のマッピング、を行った。

研究成果の概要（英文）：A point of commonality between schizophrenia and ASD is that individuals 
afflicted with either disorder have difficulty with social adaptability.  The lack of ability to 
adapt socially is revealed by an individual’s linguistic behavior; that is, whether or not such 
behavior facilitates positive interpersonal　interaction. The current study focused on the spoken 
language of schizophrenics. One goal of the study was to identify statistically significant 
linguistic differences of schizophrenics with non-schizophrenics. Such differences, if found, could 
be useful for drawing up diagnostic guidelines. Toward this end, three methods were undertaken: (1)
constructing corpus of the spoken language used by both groups, (2)mapping the system network of 
Japanese in the theoretical framework of SFL for use as a comparative rating scale between the two 
groups, and (3)mapping the system network of schizophrenia based on (1) and (2) after compiling and 
comparing statistical data of the two groups.

研究分野： 言語学

キーワード： 統合失調症　コーパス　談話分析　SFL　選択体系機能言語学　ASD　自閉症スペクトラム障害　言語ア
ルゴリズム

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 統合失調症と自閉症スペクトラム障害の
臨床知見としての共通点 
統合失調症と自閉症スペクトラム障害

（Autism Spectrum Disorder, 以後 ASD）は、
それぞれが異なる症候と臨床経過を持つ精
神疾患と先天的発達障害である。しかし、両
者は社会適応に困難を持つ点において共通
性を有している。 

ASD には、社会的コミュニケーション及び
対人的相互反応における持続的障害が見ら
れるが、統合失調症もまた同様に他者との関
係構築に困難が指摘される社会性障害が見
られる。こうした共通点から、つい最近まで
誤診が少なからず見られた。結果、ASD 者が、
統語失調症と診断され、不必要な投薬を受け
る例が少なくなかった。しかし近年、ASD 児
/者の数の急速な増加に伴い、ASD の研究の
進歩とともに、誤診率は低くなってきている。 
 
(2) 認知機能と言語行動 
 社会適応に困難を持つ原因として、統合失
調症・ASD の言語行動の両者に、ワーキング
メモリ―、注意、エピソード記憶、また情動
的表情認知、心の理論、共感といった認知機
能に低下がみられるといった研究が増えて
きて、共通した認知機能障害が内在すること
が報告されてきている。 
社会適応を維持していくには、対人的コミ

ュニケーションが欠かせない。対人的コミュ
ニケーションには、言語が主要手段となる。
言語使用には、認知機能が反映されるが、上
述の認知機能不全が統合失調症・ASD 両者の
言語使用に反映され、それが語用障害として
発現するということである。多くのコミュニ
ケーション障害は、特定の認知・言語機構に
おける機能不全からきているのであり、相互
作用の相手との間に生じる語用障害は、認知
的、記号的、感覚運動性機構上の機能不全の
帰結であると捉えられる。 
認知は神経学上の、あるいは脳機能上の産

物として発現するわけであり、当然、語用障
害が、神経学との関連で議論される場合が多
い こ と は 自 明 で あ る 。 そ の た め
「neuropragmatics」という用語がしばしば用
いられる。語用障害は、同時に認知、言語、
社会、行動学の観点からも論じられるが、こ
れらの観点はすべて密接に関連し合ってい
るのであり、よって語用障害は、学際的な視
点から論じられなければならない現象であ
る。 
脳機能が認知を反映し、認知は言語に表出

する。言語表出は、文化・社会のコンテクス
トと切り離して考えることはできない。そし
てこれらのすべてが、システムネットワーク
(system network:言語選択網)における言語資
源の選択となって表出されるわけである。よ
って、その選択に、定型発達あるいは正常者
のそれと有意に違いが見られた場合、語用障
害と判断されると捉えられるべきである。 

(3) 脳機脳の解明 
近年、fMRI などを用いた機能画像法をは

じめとする脳神経科学の発展によって、統合
失調症や ASD の脳内言語処理機能について、
解明が試みられている。解明にあたっては、
事前研究として異なるレベルでの言語機能
を系統的に検討することが、必須要件である。 
 
(4) アングロサクソン言語文化中心主義 
国際レベルで発表される統合失調症の言

語行動の研究は、英語話者に関するものが圧
倒的に大きな割合を占める。統合失調症の言
語行動に関する先行研究は、英語話者を対象
にした観察結果が圧倒的に多く、それがあた
かも普遍的な現象であるかのように扱われ
ている。しかしそもそも、それぞれの言語は、
社会文化的コンテクストを反映して成り立
っているので、英語話者の言語行動には、必
然アングロサクソンの社会文化が反映され
る。統合失調症の言語行動の逸脱を考える時、
言語によって逸脱現象が隠れたり、逆に明ら
かになったりするため、異文化語用論的な違
いを明らかにして、その中で共通するものを
普遍現象とすべきという立脚点が臨床上、重
要な現象の見落としを防ぐ。よって、英語以
外の言語話者に英語話者とは異なる言語行
動が観察されることは全くありうることで
ある。多様な言語データから観察点を求める
ことが必要である。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、以下を主目的として実施された。 
 
(1) 統合失調症とASD両者とも社会性に障害
がみられるという共通した知見があるが、両
者はその他の症状において明確に異なる特
徴をもつ。本研究では、社会的行為である対
人的相互作用において、その言語表出におい
て違いが見られるかどうかを明らかにする
ことを目的として、2 者のうち、統合失調症
に焦点を置いて、コーパス化された統合失調
症の精緻な言語行動の分析を基に、その言語
行動の明確化をはかり、臨床場面で診断の一
助として寄与する。 
 
(2) 患者の言語行動の精緻なマッピングは、
fMRI などを用いた脳機能画像法をはじめと
する脳神経科学による脳内言語処理機能の
解明のための必須要件である。本研究では、
こうした脳機能の解明のための実験設計に
供せるような言語行動の精緻なマッピング
を実現する。 
 
(3) 特定精神疾患の言語行動を研究すること
で、正常者または定型発達者の言語行動が明
らかになる。これを認知・言語両側面から定
義づける。 
 
 上述 3 つの目的は以下の手段を実行するこ
とによって実現された。 



 
①日本語話者である統合失調症者及び健常
者の話し言葉のコーパスを構築する。 
 
②特定精神疾患と正常な言語行動の比較尺
度として、選択体系機能言語学 (Systemic 
Functional Linguistics: 以後、SFL)の理論的枠
組みによる日本語の語彙-文法資源のシステ
ムネットワーク(system network:言語選択網)
をマッピングするが、本研究では、統合失調
症の社会性障害の側面に着目して、対人的メ
タ機能のシステムネットワークの構築を行
う。 
 
③②でマッピングされた日本語の語彙₋文法
資源のシステムネットワークに基づき、①で
構築されたコーパスより、統合失調症者と健
常者が選択する語彙₋文法資源を計量し、統
合失調者の言語資源選択の逸脱度を、コント
ロール・グループである健常者との比較によ
って数値化する。得られた数値に基づき、統
合失調症者の言語行動の予想選択網をマッ
ピングし、統合失調症の言語アルゴリズムと
してまとめる。 
 
④統合失調症者の言語行動の予想選択網の
マッピングを、ASD 者のそれと対照させ、両
者の違いを定義する。但し、ASD の予想選択
網のマッピングは、別の研究枠で現在推進中
である。そちらの研究の結果を待って、対照
研究としてまとめる。 
 
３．研究の方法 
【データ収集】 
 統合失調症者は慢性の患者と寛解期の患
者、それに健常者の計 3 群がデータ収集の対
象者である。まず、以下のパイロット・スタ
ディを行い、収集データとする最終タスクを
決定した。 
 
［タスクの考案とそのパイロット・スタディ
の実施］ 
統合失調症者 10 例、健常者 10 例を対象に、

タスク 8 案について、慢性患者と寛解期の患
者 2 群に対しパイロット・スタディを実施し、
その結果に検討と修正をはかった上で、最終
タスクを決めた。タスクは、ASD 者との比較
対照のために ASD 者に与えたものと同じタ
スクを用いることを原則としたが、ASD 者に
は問題とならなかった複数のタスクが、慢性
患者には集中力・理解力の面で実施が難しい
ことがパイロット・スタディでわかり、これ
ら実施不能のタスクは、慢性患者に限り除外
することにした。以下、最終タスクである。 
 
1)面接者によるインタビュー2 種（質問項目
を課して自由に発話させる）： 
①SCI-PANSS（Positive and Negative Symptom 
Scale）。国際的に用いられている統合失調症
の陽/陰性症状の既成の評価尺度（質問項目

179） 
②質問 50 項目（ライフ・ヒストリーに関す
る口頭作文など） 
 
2)文字のない絵本を物語らせる。 
 
3)風景の絵カード（5 枚）を見せて、見える
もの、感想等を思いつくままに面接者との対
話の中で自由に語らせる。 
 
4)単数から複数の人物が何かに従事している
写真を見せて、そこで進行している事態と人
物の心的状況を語らせる(10-15 枚)。 
＊物理的な因果関係と人物の意図の推論が
どの程度なされるか、また人物の感情の推論
について言及するかどうかを見る。登場人物
の心的状態を推測する必要のある心の理論
物語と、記述された情報に推論を要するが、
登場人物の心的状態を推論する必要のない
事実の記述物語での比較を行うことが目的
である。 
 
5)歯の磨き方を説明させる。 
＊ADOS1の中にある査定項目の 1 つで、日常
の決まり事となって一連の行動について、報
告・説明ができるかどうかをみる。 
 
6)対話のロールプレイの空欄を埋めさせる。 
＊語用的状況を適切に捉えられるか、また、
思考の逸脱がみられるかどうかをみる。 
 
【収集サンプル数】 
設定したタスクを統合失調症者 50 名及び

健常者 50 名に課し、その話し言葉を録音し
た。→両群合わせてのべ 600 例の音声ファイ
ルを収集した。得られた音声データを逐語記
録化し、コーパス化するにあたっては、固有
名詞や個人が特定できる情報は、記号化、ま
たは削除した。 
 
【SFL の理論的枠組みによるコーパス内蔵辞
書の作成】(ASD 者のコーパスと共通) 

Halliday の SFL は、機能主義（functionalism
に立つもので、発話・文を一方向からではな
く、重層的に分析する理論である。これはメ
タ機能を通して可能となる。以下が SFL の 3 
メタ機能の定義と作成した辞書の言語資源
である。 
1)観念構成的メタ機能：言語による対人的相
互作用において、話し手の外的内的世界の経
験を解釈・表出する機能を担う意味選択網で、
言語による相互作用によって作り出される
現実に対する解釈のことを言う。 
作成辞書：過程構成・起動的解釈による過程 
 
                                                  
1 Autism Diagnostic Observation Schedule。診断の金字塔
とされる診断補助ツール。臨床用使用と研究用使用の資
格があり、研究使用の資格を有さないと、研究論文等へ
の記載は許されない。代表加藤は、両者の資格を取得し
ている。 



2)対人的メタ機能：対人的相互作用における
話し手の発話役割、心的姿勢を表出する機能
を担う意味選択網である。言語を通して、相
互作用者は、提言と命題、態度、位置あるい
は地位、関与が交渉される交換（exchange）
を行う。 
作成辞書：モダリティ・態度評価・程度評価・
オノマトペ 
 
3)テクスト形成的メタ機能：言語行動をテク
ストとして成り立たせるための組織化要素
の機能を担う意味選択網で、テクスト全体の
首尾一貫性を構成するための仕組みを扱う。 
分析手法：辞書ではなく、CBAP 2 (Clause 
Boundaries Annotation Program)を用いて分析
を行った。 
 その他、SFL のメタ機能とは関係しない表
象構造の辞書を作成した。 
 
【データのコーパス化】 
 データベースとして、Systemic Functional 
Linguistics(SFL)の理論的枠組みからの情報が
タグ付けされている。このコーパスは、従来
のコーパスと異なり、意味付与(システムネッ
トワークのマッピングに必要な情報のタグ
付け)がなされている辞書により意味付与さ
れた事項を反映させて、最終的なトランスク
リプトをコーパス化した。 
 
４．研究成果 
(1) アノテーション技術の向上 
 プログラミングの試行錯誤により、複雑な
アノテーション技術の開発を実現した。 
本コーパスは、従来のコーパスと異なり、

SFL の理論的枠組みによる意味付与(システ
ムネットワークのマッピングに必要な情報
のタグ付け)がなされた特殊なコーパスであ
る（従来のコーパスは、形態素解析による単
純な分析結果のみが付与されたテクストの
集まりである）。この方式を実現するには、
高度のプログラミング技術が求められる。そ
のため、SFL の理論的枠組みに沿って作成し
た辞書を組み込み、現れた結果のタグ付けを
行う際に、技術的問題が生じた。意味レベル
の情報タグの付与システムによるタグ付け
の精度が想定した範囲よりかなり低い結果
となったことである。システム修正及びシス
テム構築者と改善の可能性に関して継続的
に検討を重ねた結果、タグ付け、修正作業、
テクストの情報更新と格納を一貫したシス
テムの中で効率よく行うためのシステムの
再構築が実現される見通しとなった。この技
術は、既存のコーパスにない新規なものであ
る。 
 
(2) 日本語のシステムネットワークの作成 
ある意味を示したい場合に、語彙-文法資源

にいくつか選択肢があり、人は発話の瞬時瞬

                                                  
2日本語節境界検出プログラム（丸山岳彦, 2004） 

時に言語資源の選択網から選択していくわ
けであるが、SFL では、これを選択体系
（choice system）として、理論の中核として
いる。つまり、交替可能ないくつかの選択網
の中から、いずれかを選んで言語表現が形成
されるわけで、選択体系とはその選択項の集
合のことを言い、SFL ではこれをシステムネ
ットワークと呼ぶ。 
英語話者のシステムネットワークは先行

研究ですでに構築されているが、日本語につ
いては、新たに構築しなければならない。本
研究では、日本語の言語体系を網羅するシス
テムワークのマッピングとして、先ずは、対
人的メタ機能のマッピングを行った。構築さ
れたシステムネットワークを、正常者と特定
精神疾患の言語行動の比較尺度とした。 

 
(3) 言語分析 
 言語分析計量データより、以下のことが明
らかになり、それに認知的視点からの分析を
加味して、言語行動を定義した。 
【対人的メタ機能からの分析】 
① モダリティ：話し手の対人的心的距離観 / 
話し手の経験世界の解釈の確信度 / 対人的
相互作用における話し手の社会性 
② 評価表現：話し手の評価言語の使用から、
事象の認知・評価の偏向あるいは特徴 / 抽象
語の理解度の低下 / 情動的共感の欠損と偏
向 
③ 交渉詞：話し手の対人的交渉性の特徴と
社会性 
【観念構成的メタ機能からの分析】 
④ 過程構成：患者の経験世界の解釈・構築
の偏向 / 起動的解釈からみた話し手の経験
世界の解釈の視点の傾向性。 
【テクスト構成的メタ機能からの分析 
⑤ 節構造：統語構造と統語能力。正常者と
の比較のみならず、慢性患者と寛解期の患者
の比較において統語能力の低下の段階が観
察された。 
 
(4) 統合失調症の言語アルゴリズムの構築 
統合失調症の語用障害は、システムネット

ワークからの選択の逸脱性に表出する。 
コーパスによって得られた計量データよ

り、SFL の理論的枠組みによる語彙-文法資源
のシステムネットワーク（選択網）を基盤と
して、統合失調症者が選択する各語彙-文法資
源の逸脱度をコントロール・グループである
健常者との比較によって測定し、最終的に統
合失調者の予想選択網をマッピングする。 
統合失調症者には決して選択しない回路

があるなど、有意に逸脱した言語資源の選択
が見られることが確かめられた。本研究では、
対人的メタ機能に関する語彙-文法資源につ
いての予想選択網をマッピングしたが、他 2
つのメタ機能についての予想選択網ととも
に、今後、臨床家にも容易に把握できるよう
な可視化方法を考える。また、この予想選択
網は、脳機能解析のための実験構築に大きく



貢献するものと予想される。 
 

 なお、本コーパスは、モニターコーパスと
して、データ収集を継続し、コーパスに組み
込む作業が、引き続き継続されている。標本
数を可能な限り大きくするためである。 
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