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１.　はじめに

　これまで臨床心理学における事例研究に関しては，研究法としての視点から論じられるこ
とが多かったように思える。きわめて多くの関連要因，事実上無数に近い要因を含む事例の
全体を扱おうとする事例研究については，その普遍性に関連して，根強い批判がある（山本 
2001,山川 2012）。臨床心理学における一つないしは少数の事例に関する研究が，普遍性を持
ち得るのかという問題については，現在においても明確な答えが示されているようには思え
ない。
　しかしその一方で，事例研究をまったく抜きにした臨床心理学というものは，現在におい
ても非常に考えづらいのではないだろうか。日本の臨床心理学において事例研究が一定の役
割を占め始めたとされる1970年代半ばに，河合（1986）によって報告された，「ひとつの症状に
ついて何例かをまとめ，それについて普遍的な法則を見出すような論文よりも，ひとつの事
例の赤裸々な報告の方が，はるかに実際に「役立つ」ということ」は，現在も通用するように
思える。Ellenberger（1970）は，臨床心理学と重複する隣接領域である力動精神医学に関連し
て，「心的生活という分野はどちらの側からも接近しうるし，両者ともに正当性がある。測定，
量への還元，実験という，研究を専門とする人の正確な方法もよいが，量的なものに還元しえ
ない力動精神療法家の直接的方法もよいのである」と述べ，数量化に基づく通常の客観的科
学的手法とは別の接近法の存在を肯定している。事例研究法は，この別の接近法の中の一つ
であろう。
　では，このように臨床心理学が事例研究を必要とするとしたら，それはなぜだろうか。従
来の研究法としての検討だけでは捉え切れない意義が，事例研究法にはあると私は考える。
この点について，以下に考察してゆきたい。

臨床心理学における事例研究の役割に関する考察
渡　邊　　　誠 *

【要旨】　心理臨床家が事例研究から得ているものを明らかすることを試みた。臨床心理学的面
接は対人的相互作用の一種であり，通常認識されている以上に幅の広いものと考えられる。そ
こでは非言語的なものの占める比重が高く，また意識化，言語化の困難な側面が存在する。心
理臨床家は関与的観察を行い，被援助者の利益が最大になることを目指す。事例研究の多くが，
この複雑な過程の全体を扱おうとする。事例研究に関する先行研究は，主に研究法としての側
面に焦点を当て，事例研究により何らかの一般性を抽出することを重視するものが多い。しかし，
心理臨床家の実感からすると，事例研究の意義はそれにとどまらない。先行研究は，他の事例
へのアプローチに通じる知見の獲得，事例としての質を高める契機などの面を指摘する。筆者
はそれに加えて，個人の「絶対性」および実存的側面の実感的理解，そして臨床的姿勢や技法
の口伝的伝達機能を仮説として提示し，検討した。
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２.　対人的相互作用という場の特徴

　事例研究の中心的な対象は，対人的支援としての広義の臨床心理学的面接であろう。臨床
心理学的面接を検討する前段階として，臨床心理学的面接もその一種であると考えられる対
人的相互作用という場の，一般的特徴について考えておきたい。

　対人的相互作用は，言語的（verbal）な側面と非言語的（non-verbal）な側面とに，大きく分
けて考えることができるだろう。言語的な側面は，言語の意味的な部分を用いての相互作用
を指す。話し言葉における音調，言葉としての響きなどはここに含めず，非言語的なものに
含まれると考える。非言語的なものには，音声的（vocal）な側面，表情，身振り，しぐさ，服装
など，非常に幅広い要因が含まれる。臨床心理学的面接の場合は非言語的要素を含むものと
して，心理検査，箱庭，絵画，音楽，ダンス等の身体表現，などが用いられる場合もある。
　一般的に対人的相互作用に占める純粋に言語的な側面の比重は，非言語的な側面に較べて
非常に低いと考えられる（中井 2010）。これは対面によるコミュニケーションとメールによ
るコミュニケーションそれぞれの体験を比較してみると，容易に理解されるだろう。メールに
よるコミュニケーションにおいてトラブルが多いとされることからしても，対人的相互作用
における非言語的側面が，単に比重として大きいのみならず，情報量も多く重要であるとい
うことが言えるだろう。
　また非言語的な側面の比重が高いということは，対人的相互作用は，私たちが通常感じて
いるよりも幅の広い現象であるということを意味するように思う。平易な言い方をすれば，
人と人との知らず知らずのうちの相互の影響の与え合いは，思ったよりも大きいのではない
かということである。
　人間集団においては，それが単なる寄せ集めではなくて集団である限りは，規範（norm）と
いう暗黙のものを含む一種のルールが発生し，成員に一定の共通性が生じるという現象は，
その一つの例であろう。学風，社風，特定の文化に属する人に共通する雰囲気的なものなど
が，これに当たる。○○大学の学生や□□社の社員に特有の身のこなし，話し方，服装，思考
のパターンなどである。これは，特定の集団に所属してその中で相互交流を行う中で生じる
現象ということであり，比較的弱い対人的相互作用の場合にも生じる得る例だと思う。
　さらに強い対人的相互作用の場合は，影響はよりはっきりしたものとなる。たとえば，保
育者には声が大きく情感豊かで子ども的な要素を感じさせる人が多いこと，教師がいわゆる
世間知らずだとされること，暴力団員と間違えられる刑事がよくいるということなどは，職
業的にでも濃密な対人的相互作用を持つ相手とは似てくるということを示していよう。
　また，こういった対人的相互作用による相互の影響の与え合いは，自覚しづらい部分が多
いのが特徴の一つであると思う。○○大学の学生らしくなる，教師らしくなる，夫婦が似
通ってくるといった過程は，当事者には認識するのが難しい場合が普通ではないだろうか。

　このようにしてみると，対人的相互作用の全体は，通常認識されているよりも幅が広く，か
つ深いと言うことができるだろう。
　さらにこういった点を踏まえて，対人的相互作用には，便宜的に三つの層があると考える
ことが可能であると思う。一つめは，意識することができ言語として表現することも可能な
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部分。言語の意味的な部分でのやり取り，相互の様々な感情のうち明確に感じ取れるもの，
などである。二つめは，意識できるが言語として表現することが難しい部分である。表現が
難しいが惹きつけられる，あるいは不快感を覚える，といった状態が，例として挙げられよう
か。最後に，意識すること自体が難しい部分である。ルームメイトの女性の生理の周期が同期
化すること（中井 1991），前述した同一所属集団の成員が似通ってくるという現象，弟子の話
し方やしぐさ，服装のセンスなどまでが，いつの間にか師に似てくる場合，などであろう。

　続いて，臨床心理学的面接の場を，対人的相互作用の観点から検討したい。

３.　対人的相互作用としての臨床心理学的面接

　臨床心理学的面接も対人的相互作用の一つの形であり，前述したことが当てはまるだろう。
相互作用としての質が，一般的な対人的相互作用と基本的な部分で異なるようには思えない。

　臨床心理学的面接は，被援助者の生きる上での様々な困難の軽減，解消を目標として行わ
れる対人的相互作用の場として捉えることが可能であろう。ただし，そこでの対人的相互作
用により被援助者側が利益を受け，それが最大になるように配慮される場である，という点
が一般的日常的な対人的相互作用とは異なる。また臨床心理学的援助関係は，一方的なもの
ではなく，相互協力により被援助者の利益が最大になることを目指す場である。援助側であ
る心理臨床家はその目的のために，専門的知識と経験，技法をもちいることが求められる。
そこでは関与しながらの観察participant observation（Sullivan 1953）が必要であるとされる

（山本 2001）。まずは関与，すなわち対人的相互作用自体が重要と考えられる。観察の方の側
面は，被援助者の状態，対人的相互作用の場自体，そして援助者である心理臨床家の状態をも
対象とし，それらを一つのまとまりとして仮説的に理解（ストーリー化）し，面接の進展に応
じてそれらを更新してゆくことが必要とされる。特定の側面ではなく，対人的相互作用に関
連する要素の全体を対象とすること（藤原 2004），少なくともそれを目指す場合が多いことが
特徴である。対人的相互作用の強度の点では，臨床心理学的面接の場合，一般に強いものを
志向する傾向があろう。

４.　臨床心理学における事例研究の特徴

　臨床心理学における事例研究の特徴について，比較的代表的なものと思われる先行研究を
もとにして，検討したい。

　下山（2000）は事例研究においては，個別事例を具体的に研究しつつも，そこから一般性を
抽出することが重要であるとし，モデルや理論の生成により，個別性を越えた一般性を提示
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することの重要性を強調している。山本（2001）は「臨床の事例研究とは，臨床現場という文
脈で生起する具体的事象を，何らかの範疇との関連において，構造化された視点から記述し，
全体的に，あるいは焦点化して検討を行い，何らかの新しいアイデアを抽出するアプローチ
である。」と定義している。また，事例研究における一般化という困難な問題に関しても検討
し，（1）典型例の抽出と分析であること，（2）事例から理論モデルを組み立てること，（3）個別
事例の中にくり返されるパターンを抽出した上で，他事例における適合性を確認しつつ，理
論モデルを形成してゆくこと，（4）単一事例で抽出された仮説を他の事例における実践の中
で，累積的に検証してゆくこと，の四点を，事例研究を一般化する妥当性の理由として挙げ
ている。河合（1986）は，個人の全体性を損なうことなくその世界を探求した結果は，臨床家
が他の個人に接する時の共通のパターンないしは型を与えるものとしての普遍性を持つとし
て，「個」の明確化が普遍性を持つという逆説が事実であるとする。藤原（2004）は，事例研究
は「客観的普遍性」ではなく，個人的で主観的な心の働きに関する事実が，他の事例へのアプ
ローチに普遍的な仮説機能を持つといった意味での「主観的普遍性」を持つとしている。
　これらの論者はいずれも，事例研究の意義を，個別性を越えた一般性，新しいアイデア，共
通のパターン，普遍的な仮説機能，というように，何らかの普遍化，一般化に置いている。こ
れは研究であるからには当然とも言えよう。
　しかし，山本（2001）の指摘するように，心理臨床における事例研究は，信頼性や妥当性と
いう科学的根拠よりも，「有効性」や「実用性」が臨床的基準として優先されるという面を持
つ。河合（1986）と藤原（2004）の記述には，この視点が感じられる。この「有効性」や「実用
性」は，心理臨床実践に関連して心理臨床家は事例研究から何を受け取っているのか，という
問題につながる。これは研究としてのいわゆる質の高さとは別であると考えられる。前述し
た河合（1986）の，事例の報告の方が役に立つ，という記述は，大学院生が主に訓練的な意味
合いで書いた論文に関して寄せられた感想なのである（山川 2012）。

　これらを踏まえて，臨床心理学における事例研究の意義や役割は，研究法としての視点か
ら検討するだけでは明らかに出来ないものを含むと考えられるのではないか。では，臨床実
践に携わる心理臨床家は，事例研究から何を得ているのだろうか。

５.　心理臨床家は事例研究から何を得ているのか

5－1．先行研究
　事例研究から抽出されるものとして，前述した河合（1986）の「他の個人に接する時の共通
のパターンないしは型」と，同じく藤原（2004）の「他の事例へのアプローチに普遍的な仮説機
能」は，いずれも心理臨床実践を前提として捉えている。そういう意味では，これらは心理臨
床家が事例研究から得るものは何かという問いへの，一つの答えとなっていよう。
　また山本（2001）は，「すなわち，心理臨床実践とはクライエントの心の支援という狙いに
沿って方向づけられた臨床活動である。この実践（プラクティス）を成功裏にやり抜くために
事例の検討は欠かせない。心理アセスメントの結果や面接過程を距離をおいて対象化し，十



229臨床心理学における事例研究の役割に関する考察

分に検討しておくことは職業的な責任でもある。したがって，心理臨床の「研究」は，実践の
過程と不離不可分であり，伝統的な心理学的研究法だけでは用をなさない。」と述べている。
これはつまり，実践の質を高めるために，実践の過程を検討する必要がある，ということだろ
う。心理臨床実践の質を高める契機としての事例研究である。事例研究を行う側の視点から
述べられている。
　山川（2012）は，実践的あるいは研修的な必要性から行われるとされる事例報告と，何らか
の一般性を提示できる水準に達していることを求められる事例研究とを峻別する姿勢に疑問
を呈し，事例から臨床家が学んでいることは何なのか，という問いを投げかけている。その
上で，「事例研究はn=1で生じた事象をどのように普遍化（一般化）しうるのか，そこが研究と
しての鍵となっている。ただ，やはり研究の根本に，日々の実践で得ている学びや研修会な
どで得る学びを措定しておきたいと思う。事例研究は，その事実を基盤に積み上げていく必
要があるだろう。」と述べ，実際問題として事例研究が臨床家に多くを学ばせるものであると
いうことを，強調しているように思える。臨床家が学んでいるものが何であるかについては，
明確に示していないが，同論文の中で，事例研究である小田切（2011）に関連して，以下のよ
うな記述を行っている。「ではこの論文は事例研究としての要件を満たしていないのか。そう
ではないだろう。筆者はこの事例経過に迫力を感じた。それは個人的感覚であり研究的価値
とは異なるとする意見もあるだろうが，「事例の持つ力」を抜きに事例研究の価値を考えるこ
と自体が本末転倒であるとも言える。新しさ（ノイエス）をめぐる問題は後に取り上げるとし
て，ここでは事例研究論文として，ノイエスを提言するのではなく，事例の経過を丹念に読み
ほぐす形での研究論文が存在していることを確認しておきたい。」これは事例の持つ「迫力」

「事例の持つ力」も事例研究の価値であるとする見方である。これは日々の実践に携わる心理
臨床家の実感に馴染む指摘であると，私は思う。
　以上をまとめると，心理臨床家が事例研究から得ているものは，以下のようになるだろう。

　1）　他の事例へのアプローチと共通するパターン，型，仮説。
　2）　事例研究を行う側にとっての心理臨床実践の質を高める契機。
　3）　「事例の持つ力」

　2）はやや曖昧さを含み，3）に関してはさらに検討が必要であろう。
　しかし，心理臨床家が事例研究から得ているものは何かという問いに対する答えとしては，
私はさらに付け加えるべきものがあるように思う。以下で仮説的にそれらを提示し，検討し
てゆきたい。

5－2．心理臨床家が事例研究から得ているもの－仮説的提示
（1）他に代えられないという個人の「絶対性」
　臨床心理学が支援しようとする個々人は，最終的にはその一人一人が他に代えられないと
いう「絶対性」とでもいうべきものを持つと考えられる。これは支援の根本にある前提であろ
う。しかし，このことを実感的に理解することは，それほど容易いことではないのではない
か。事例および事例研究には，この個人の「絶対性」を非常に明確な形で伝える機能があるよ
うに思う。このことについて，山本（2001）が「一人称の事例」として挙げている手記を例に考
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えたい。
　1985年の日本航空機御巣鷹山墜落事故は，乗員乗客524名中520人が亡くなるという世界の
航空事故史に残る巨大事故であり，500㎞前後の高速度での墜落であったことから遺体の多
くは損傷が極度に酷く，遺族は苛烈な体験を強いられた。この事故は社会的な影響が非常に
大きく，世界的な注目を集めたこともあり，多くの遺族の手記が公表されている（8.12連絡会 
1987,1991,2005､ 池田 1987,1996，森下 1991，川北 1992，吉田公子 2006，美谷島 1988,2010）。
また，2005年のJR福知山線列車脱線事故も死者107名，負傷者562名を出す過酷な状況の大事
故で，遺族，被災生存者による手記が幾つも公刊されている（｢週刊文春｣ 特別取材班 2005，
吉田恭一 2006，JR福知山線脱線事故被害者有志 2007，石井 2007，山口 2007，鈴木 2008，山
下 2008，髙木他 2013）。
　これらを通読して強く感じられるのは，同じ事故による似通った状況であったとしても，
どの一つの手記も他の手記に代えられない独自の価値を持つということである。どれか一つ
を読めば他は読まなくてもよいというものではなく，いくつ読んでもその都度教えられる思
いがあり，それどころか新たに読むたびに，自分はこれまで何もわかっていなかったのだ，と
いう思いさえ禁じ得ないというのが実感である。山川（2012）の指摘する「事例の持つ力」の
端的な表れであると思う。
　これは一部には，河合（1986）の言う，「個」の明確化が普遍に至るという逆説であろう。他
に代えられない個人について学んだことが，別の，やはり他に代えられない個人の問題に通
じるということである。しかし，それに加えて，一人の人間は他に代わりがきかないのだと
いう，個人の「絶対性」自体を直截に，実感的に伝えるという働きがあるように思える。人と
しての尊厳ということにも通じようか。これは事例や事例研究の持つ特有の機能ではないか
と私は考える。

（2）実存的側面の実感的理解
　ここで言う実存的側面とは，Yalom（1995）が集団精神療法における治療因子として挙げた
実存的因子を基にした概念である。Yalomは，人生の不条理さや人間の根源的な孤独，生と死
といった根本問題に関する認識を指しているように思うが，Yalom自身の「基本的でありなが
ら覆い隠されてきた，生きることの核心」という言葉が，実存的因子についての端的な説明に
なっているように思う。
　Yalomは，末期の病に冒された人たちとの集団精神療法に関連して以下のように述べてい
る。

　相手が避けられない運命に直面しているとき，セラピストとして何ができるであろうか。私

は「そこにいる」という言葉に答えが見出せると思う。あなたにできるのは，そこにいること，

患者と一緒にいることだ。一緒にいることはすべての形式のセラピーにある，隠された主体な

のである。患者が受けたセラピーを振り返るとき，あなたの行った解釈や説明のたった一言で

さえもめったに憶えていない。しかし彼らはいつまでもあなたの存在，つまりあなたが彼らと

一緒にそこにいたということを憶えているのである。［中略］　グループを構成するのは，セラピ

ストであるあなたでも死にかけている彼らでもない。それは，死すべき運命にあるという，同じ

立場にある私たち全員なのである。
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　練達の心理療法家，精神分析医である前田（1988）は，やはり死に至る病に冒された妻と共
に過ごした日々について，以下のように述べている。

　私が「心理療法」を失い，言葉を失ってしまった夏の夕暮れ，病室で二人で黙って座っていた

時のことを思い出す。そこには時間が静止してしまったような，妙に静かな透明な空間があっ

た。その時，二人は共にいることができたように思えた。そしてベットの上で，二人で寿司を分

けて食べた。

　静謐な文体である。そして，引用するのがためらわれるほどの侵し難さ，尊厳とでもいう
べきものを感じる。Yalomの記述とそのまま呼応しあう内容である。
　心理臨床家が，苦しみに立ち向かい，それを乗り越えようとしている被援助者と共にいよ
うとする時に感じる感情，畏敬の念は，これらの記述に表現されているものと基本的に同質
ではないだろうか。河合（1986）が「逆説的表現をとるより仕方がない」とためらいがちに述
べ，藤原（2004）が難解な文章により何とか表現しようとし，山川（2012）が「迫力」「事例の持
つ力」とのみ述べてそれ以上踏み込むことをとどまったものの一端が，ここには表現されて
いるように，私には思える。こうした意味での実存的側面の実感的理解を可能にするという
機能を，事例研究は持っているのではないだろうか。

（3）心理臨床家としての姿勢や技法の口伝的伝達
　対人的相互作用としての臨床心理学的面接の場が重層的な構造を持ち，その全体が非常に
多くの要因からなることは，前に述べた。心理臨床家はそこで関与的観察を行い，被援助者
の利益が最大になること目指し，関与し合う両者とその相互作用をストーリー化によって仮
説的に理解し，それを更新しながら面接過程を進めてゆく。
　事例研究は，この非常に複雑で多くの要因を含む過程を扱うわけだが，その全体を扱うこ
とを強調する立場（河合 1986,藤原 2004）と，特定の部分を切り取って扱う場合があるとする
立場（山本 2001）があるようだ。しかし，その程度は変わっても，複雑な過程を扱うという点
では同じであるように思える。そして複雑な過程を扱う場合，直感や熟練にもとづく対処が
重要になるのではないか。そこにおける臨床的な姿勢や技法をどのようにして伝えてゆくか
は，重要な問題であろう。
　また，対人的相互作用は非言語的側面の比重が高く，それが面接過程全体に大きく影響す
ると考えられる。そのため臨床心理学的面接における非言語的側面をどのように把握して表
現するかは，事例研究を行う上での要点となるだろう。しかし実際のところ，心理臨床家の
側も非言語的な側面による相互作用に関与しているわけで，非言語的側面の意識化は難しい
と思われる。通常は，臨床家，被援助者相互のしぐさ，表情，声の調子などについて記録し，
記載せよということが言われるが，そのようにして把握できる内容は，全体の一部にならざ
るを得まい。
　非言語的な側面を多く含む複雑な過程を表現し伝達しようとする場合，口伝的な方法が適
しているのではないだろうか。口伝的な表現自体に非言語的な側面が多く含まれている。口
伝は，言語そのもののみによる表現に較べて，より全体的なものに近づく。単純に言ってし
まえば，対面の対人的相互作用を伝達するには，対面による対人的相互作用的な手法の方が
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適しているのではないかということである。
　以上は，研修会における事例報告や，研究会，学界などにおける口頭による事例研究発表に
ついての内容である。しかし，これは部分的には論文などの，書かれた言語による事例研究
の場合にもあてはまるように思う。書かれた言語にも，文体，リズム，言葉としての響き，間
合いといった非言語的側面が存在する。詩が代表的な例である。学術研究である事例研究の
場合でも，こういった文体などの非言語的なものによって表現される側面は，かなり大きい
のではないだろうか。事例研究は，臨床的姿勢や技法といったものの，口伝的伝達の機能を
担っている可能性があると考える。

６.　むすびに代えて

　臨床心理学における事例研究は，研究法としての側面から主に検討されてきた。しかし，
そういった先行研究の成果だけでは，心理臨床家が事例研究に向かう理由を充分に汲んでい
るようには思えず，何かが残ってしまうという感じがあった。それを幾分なりとも明らかに
するべくこの小論を試みたが，事例研究や事例自体が教えるものの中に非常に言語化しづら
い部分が含まれることを，あらためて認識させられた思いである。しかし，それを明確化し
てゆくことには，意義があるものと思う。とくに「事例の持つ力」と表現されるものの中身に
ついては，より明確化が試みられるべきであろう。今後の課題としたい。
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Abstract
What clinical psychologists learn from case studies?  Clinical psychological interview is a kind 

of interpersonal interaction and much more things than we usually think happen in the process. 
In interpersonal interaction, non-verbal aspects are important and some aspects are difficult 
to be conscious and verbalized. Clinical psychologists make participant observation and try to 
maximize the benefit of clients. In most case studies the researchers try to understand the case 
as a whole. Many prior researches about case study focused on the aspect of the research method, 
and consider that generalization is the most important issue. But from the clinicians’point of 
view, there is something more about what case studies convey us. Prior researches point out that 
we learn findings which can be adapted to other cases and that we can practice better through 
making case studies by ourselves. In addition, I suggest that case studies enable us to realize 
uniqueness and existential factors of individuals, and to convey clinical attitude and techniques by 
the style of case study.

A Study on the Function of Case Study in Clinical Psychology

Makoto WATANABE


