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『ADOS-2 日本語版』正誤表 
2019年 11月 1日 

 
「ADOS-2 日本語版 プロトコル冊子」（全 5 種類：乳幼児モジュール、モジュール１、２、３、４）および

「ADOS-2 日本語版 マニュアル」につきまして、一部記載の誤りと記述の不足がございました。下記の通

り訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。 

＊訂正内容については、心理検査の性質に配慮した記載を行っておりますことをご了承ください。 

 

■プロトコル冊子 

更新年月日 モジュール名 訂正箇所 誤 正 

2019.11.01 モジュール 4 p.18 B-8. 1=責任感の欠如を表す例

を１～２つ示す場合があ

る。 

1=責任感の欠如を表す例

を１つだけ示す場合もあ

る。 

2017.09.07 モジュール 2 p.13 A-6. 1=…（略）…規準を満たす

ほどの柔軟性がなく頻度

も低い…（略）。 

1=…（略）…規準を満たす

ほどの柔軟性に欠ける…

（略）。 

 

2017.03.16 

 
乳幼児モジュール p.12 A-8. 0=3 つ以上の異なる種類

の身ぶり…（略）…を自発

的に用いる。少なくとも１

つの種類の身ぶりについ

ては，…（略）。 

 

2=１つの種類の身ぶりだ

け，…（略）。  

0=3 つ以上の異なる身ぶ

り…（略）…を自発的に用

いる。少なくとも１つの身

ぶりについては，…（略）。 

（「種類の」を削除） 

 

2=１つの身ぶりだけ，…

（略）。 

（「種類の」を削除） 

モジュール 1 p.12 A-8. 0=2 つ以上の異なる種類

の身ぶり…（略）…を自発

的に用いる。少なくとも１

つの種類の身ぶりについ

ては，…（略）。 

 

1=（例：１つの種類だけ，

あるいは，各種類について

１回だけ用いる）。 

0=2 つ以上の異なる身ぶ

り…（略）…を自発的に用

いる。少なくとも１つの身

ぶりについては，…（略）。 

（「種類の」を削除） 

 

1=（例：１つの身ぶりだ

け，あるいは，各身ぶりに

ついて１回だけ用いる）。 

（「種類」を「身ぶり」に変

更） 

2016.10.12 
★英語原版の 

改訂による 
 

乳幼児モジュール p.9 A-1. （説明） 

ここでの評定は，常同的な

ものである場合もあるが，

エコラリアではない意味

のある単語や単語らしき

ものにのみ適用される。 

 

4=単語や単語らしきもの

の自発的な使用はない。 

 

評定は，エコラリアではな

い単語あるいは意味をも

って用いられている単語

らしきものにのみ適用さ

れる。 

 

4=単語あるいは意味をも

って用いられている単語

らしきものは聞かれない。 

モジュール 1 p.9 A-1. 
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乳幼児モジュール p.18 B-17.  2=子どもの興味を…（略）

…参加する，あるいは，…

（略）…のみ参加する。 

2=子どもの興味を…（略）

…参加する。 

（以下，削除） モジュール 1 p.18 B-15.  

更新年月日 モジュール名 訂正箇所 誤 正 

2016.08.09 

 

乳幼児モジュール p.20 D-3.  （説明） 

上半身の動きを含まない

限り，身体のロッキング

は含めない。 

 

身体のロッキングは，胴体

だけでなく他の身体部位

の動きを伴わない限り評

定しない。 

モジュール 1 p.20 D-2.  

モジュール 2 p.20 D-2.  

モジュール 3 p.20 D-2.  

モジュール 4 p.20 D-2.  

モジュール 3 p.23  

「対人的感情」

の（B-2） 

他者に向けた顔の表情 検査者に向けた顔の表情 

■マニュアル 

更新年月日 刷 数 訂正箇所 誤 正 

2017.09.07 

 

第 1 刷 

(2015 年 8月 24 日発行) 

 

p.63 

左段上から 18 行 

検査用具：…（略）…小

さい皿[2 枚×2 組]）。 

（文末に追加） 

年齢に適した検査用具を

用いるうえで，必要があ

れば，（モジュール２あ

るいはモジュール３の）

【ごっこ遊び】あるいは

モジュール３の【休憩】

で指定されている検査用

具を使用してもよい。 

 

2017.03.16 
 

p.115  A-8. 0=2 つ以上の異なる種類

の身ぶり…（略）…を自発

的に用いる。少なくとも

１つの種類の身ぶりにつ

いては，…（略）。 

 

1=（例：１つの種類だけ，

あるいは，各種類につい

て１回だけ用いる）。 

0=2 つ以上の異なる身ぶ

り…（略）…を自発的に用

いる。少なくとも１つの

身ぶりについては，…

（略）。 

（「種類の」を削除） 

 

1=（例：１つの身ぶりだ

け，あるいは，各身ぶりに

ついて１回だけ用いる）。 

（「種類」を「身ぶり」に

変更） 

p.224 

左段下から 11 行 
シェープソーター 型はめ玩具 

p.255  

A-8. 

0=3 つ以上の異なる種類

の身ぶり…（略）…を自発

的に用いる。少なくとも

１つの種類の身ぶりにつ

いては，…（略）。 

 

0=3 つ以上の異なる身ぶ

り…（略）…を自発的に用

いる。少なくとも１つの

身ぶりについては，…

（略）。 

（「種類の」を削除） 

p.269 

p.281 

p.294 
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p.308 
2=１つの種類の身ぶりだ

け，…（略）。  

 

2=１つの身ぶりだけ，…

（略）。 

（「種類の」を削除） 

 

p.320 

更新年月日 刷数 訂正箇所 誤 正 

2016.10.12 

★英語原版の 

改訂による 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 刷 

(2015 年 8月 24 日発行) 

 

p.24 左段 7 行 

  

 

モジュールＴでは道具的

身ぶりとして認められる

が， 

モジュールＴとモジュー

ル 1 では道具的身ぶりと

して認められるが， 

 

p.112 A-1. 

 

（説明） 

ここでの評定は，常同的

なものである場合もある

が，エコラリアではない

意味のある単語や単語ら

しきものにのみ適用され

る。 

 

4=単語や単語らしきもの

の自発的な使用はない。 

 

 

評定は，エコラリアでは

ない単語あるいは意味を

もって用いられている単

語らしきものにのみ適用

される。 

 

4=単語あるいは意味をも

って用いられている単語

らしきものは聞かれな

い。 

p.121 B-15. 2=子どもの興味を…（略）

…参加する，あるいは，…

（略）…のみ参加する。 

2=子どもの興味を…（略）

…参加する。 

（以下，削除） 

p.137   

右段下から 13 行 

 

右段下から 6 行 

      

右段下から 5 行 

 

右段下から 3 行 

 

６点となった。合計得点

は 22 点で， 

 

22 点 

 

比較得点は 7 で， 

 

中度の 

8 点となった。合計得点

は 24 点で， 

 

24 点 

 

比較得点は 9 で， 

 

重度の 

p.138  (D-1) 

 

以下，p.137 の 

訂正に伴い変更 

 

 

0 

 

6 

 

22 

 

7 

 

中度 

 

2 

 

8 

 

24 

 

9 

 

重度 

p.139     

右段下から 5 行 

中度 重度 

p.254   

A-1. 

（説明） 

ここでの評定は，常同的

なものである場合もある

が，エコラリアではない

意味のある単語や単語ら

評定は，エコラリアでは

ない単語あるいは意味を

もって用いられている単

語らしきものにのみ適用

される。 

p.268 

p.280 
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p.293 しきものにのみ適用され

る。 

 

4=単語や単語らしきもの

の自発的な使用はない。 

 

 

4=単語あるいは意味をも

って用いられている単語

らしきものは聞かれな

い。 

 

 

p.307 

p.319 

更新年月日  訂正箇所 誤 正 

2016.10.12 

★英語原版の 

改訂による 

第 1 刷 

(2015 年 8月 24 日発行) 

 

p.258   

B-17. 

2=子どもの興味を…（略）

…参加する，あるいは，…

(略)…のみ参加する。 

2=子どもの興味を…（略）

…参加する。 

（以下，削除） 
p.272 

p.284 

p.297 

p.311 

p.323 

2016.08.09 p.50 表３  

 

13. ものを用いたルーテ

ィンに対する期待反応 

13. ものを用いたルーテ

ィンの期待反応 

p.123 D-2. 

 

 

（説明） 

上半身の動きを含まない

限り，身体のロッキング

は含めない。 

 

身体のロッキングは，胴

体だけでなく他の身体部

位の動きを伴わない限り

評定しない。 

 

p.144  

「対人的感情」の

（B-2） 

他者に向けた顔の表情 検査者に向けた顔の表情 

p.259   

D-3. 

（説明） 

上半身の動きを含まない

限り，身体のロッキング

は含めない。 

 

身体のロッキングは，胴

体だけでなく他の身体部

位の動きを伴わない限り

評定しない。 

p.273 

p.285 

p.298 

p.312 

p.324 
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