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臨床家のための質的研究（前編）： 
「方法」に走る前に身につけたい 3つの構え

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科
磯 野 　 真 穂

要旨：
　臨床家の間で質的研究への関心が高まって久しい．しかし統計的な調査に慣れ親しんだ臨床家は，質的研究を行うにあ
たってまず「やり方」を探してしまう傾向が強い．しかし質的研究は量的研究と異なり，調査現場から方法が立ち上が
る．つまり質的研究には多くの方法が存在するが，それはあくまで参考程度のものであり，必要があればそこに改編を加
えることは構わないのである．質的研究を志す際にもっとも重要なのは，研究者が現実に対しどのように向き合うのかと
いう身構えである．したがって本論考は質的研究の初心者に向け，筆者の専攻である文化人類学を元にしながら，質的研
究を実施する際に必要な次の三つの構えを紹介する．一つには上空飛行的視点ではなく，肩越しの視点を持つこと，二つ
には，管理するのではなく理解しようとする態度を持つこと，最後には，データの質的平均を導くのではなく，新たなも
のの見方を発見しようとすることである．
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An Introduction of Qualitative research for Clinicians 
̶Three attitudes that are necessary for valuable qualitative research
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Abstract:
　There is a growing interest in qualitative research among Japanese clinicians. Many of those who are interested in 
qualitative research attempt to identify the best method to guide them throughout their research. However, good quali-
tative research never arises from a method but a researcherʼs way of looking at reality. This paper, therefore, is based 
on cultural anthropology that has a long history of conducting qualitative research and illustrates three philosophical at-
titudes that leverage these clinicians for generating significant qualitative research results. These are: (i) looking at the 
reality from the perspective of informants, (ii) suspending researchersʼ ethics and their attempts to control people, such 
as patients and their families, and (iii) aiming at discovering not the average of the collected qualitative data but a new 
perspective that can only be found in the research field.
Kew words: Qualitative research, cultural anthropology

　　 人間を人間たらしめている最も大切な要素
は，人類のあらゆる文化に普遍的にみられる
特徴に最も顕著に示されるのであって，個々
の文化の特質の中にではないと考えるのは偏
見であり，そのような考え方に加担する必要
はない…もしかしたら民族の文化的特質の中

に―彼らの風変りなところにこそ―人間とは
何かを最もよく教えてくれる発見が見出され
るのかもしれない．

 クリフォード・ギアツ『文化の解釈学』1）
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1．はじめに

　 「どんな方法を使ったんですか？　M︲GTA？  
現象学？　エスノグラフィー？」

　「分析方法を教えてください」
　「どうやってやればいいんですか？」

　医療系の大学院に移って 3 年が経過する．これ
まで質的研究に関心を持つ，大学院内外の臨床
家・研究者から多くの質問を受けてきたが，その
中で群を抜いて多いのが方法に関する質問である．
　医療系の人々が集まる研究会での指導者から，
あるいは査読者からのコメントを見ていても，「方
法をもっとしっかり書きなさい」，「その方法は妥
当であるか」，「そのやり方で一般化できるのか」
など，方法に関する質問がやはり集中する．
　そのような質問や指導をする人々の話を聞いて
いると，「『正しい』方法を使えば客観的な何かが
現れてくるはずだ」という確信があるようにみえ
る．たとえば「正しい」M︲GTA（修正版グラウ
ンデッド・セオリー）を行えば対象集団に共有さ
れる理論が現れる，現象学的手法を使えば対象者
の経験の内実が現れる，「正しく」エスノグラ
フィーをやれば対象者の文化が研究者の前に現れ
る，というように．
　自然科学的な研究であれば，方法への着目は適
切といえるだろう．サンプルの集め方，解析の手
段など，方法に関わる部分に不備があれば，結果
の妥当性は必然的に低くなるからだ．
　しかし質的研究にこの原則は当てはまらない．
なぜなら質的研究でもっとも重要なのは，研究者
が現象のどこに着目し，それをどのような角度か
ら分析したかであり，どの方法を使ったかではな
いからである．方法ばかりに着目する研究者・指
導者は，質的研究の本質を外しているといえるだ
ろう．
　たとえばよくある質的研究に，慢性疾患 A の
当事者にインタビューをし，疾患 A にかかると
はどのような経験かを明らかにしようとする研究
がある．このような研究の場合，よく利用される
のは M︲GTA であり，そこから導き出される結
果は次のようなものである．

　　 疾患 A の当事者は，はじめは病気について
の戸惑いや葛藤を抱えながらも，病気を受け
入れ，病気と共に前向きに生きようという姿
勢を手に入れる．

　対象者数名にインタビューをし，共通項をまと
めた結果，このような傾向がみられたのであろ
う．しかしこれを結果として示すことにどのよう
な意義があるのだろうか．現場の医療者や当事者
は，この研究が出るまで，このようなことを考え
もしなかったのだろうか．そうであればこの研究
は意義があるが，はじめは葛藤を抱えていた患者
が次第に前を向く姿は，現場の医療者はすでに何
度も目にしているのではないだろうか．
　質的研究で見るべきところは，方法がテキスト
通りかではなく，出されている結果に読者の目を
開かせるような何かがあるかである．いくら方法
に忠実であっても上のような結果を提示しては意
味がない．
　それでは質的研究を行う上で，方法以前に必要
なものは何であろう？　私は，質的研究者に必要
なものは，次の 3 つの構えではないかと考えてい
る．

　　1．上空から肩越しへ
　　2．管理から理解へ
　　3．傾向提示から視点開発へ

　1︲2 は研究の素材となるデータとの向き合い
方，そして 3 は質的研究の目的についてである．
本稿は質的研究に関心を持つ初学者の臨床家に向
けて， この 3 つの観点から論を展開したい（図 1）．

2．上空から肩越しへ―神様ポジションを捨てよ

　まず，たとえ話から始めたい．
　街を楽しむには 2 つの方法がある．1 つは高層
ビルの屋上に立ち，上空から街の様相や人々の動
きを眺める方法，もう 1 つは，雑踏の中に降り立
ち，その街に住む人々と同じ視点から街を眺める
方法である2）＊1．
　この 2 つの方法で決定的に違う点は，観る人の
視点が，街の外にあるか，中にあるかである．前
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者は，下々の知らぬところで神々が下界を見渡す
かのごとくに，街の外から全体を俯瞰する．一
方，後者は，自らが街の一部となり，街の雑踏を
歩き，そこにいる人々と具体的にかかわりなが
ら，街を体感する．後者は前者のような神様ポジ
ションをとることはできないが，街の人々が具体
的にどのような生活をしているのかを体験できる
強みを持つ．
　本稿では，前者を上空飛行的な視点3），後者を
肩越しの視点1）と名付けたい．なぜなら前者は航
空写真のように上空から街を捉えているのに対
し，後者は，街の人々と同じ視点，つまり街の
人々の肩越しから街を観る視点をとっているから
である＊2．

医学と上空飛行的な視点
　現代医学は，上空飛行的な視点が優位の学問で
ある．たとえば医学を基礎づける学問の 1 つであ
る解剖学は，人間が自分自身を徹底的に客体化す
ることで成り立っている．街を精度のよいカメラ
で隅々まで撮影するように，人体のありようを最
先端の科学技術を使って徹底的に明らかにする．
そのまなざしは上空飛行的な視点そのものだ．
　これは分子生物学の様な超ミクロな視点をとる
学問においても変わらない．なぜならスコープが
広角かマクロかの違いだけで，スコープを当てた
部分を隅々まで見渡そうとする点では同じことを
しているからである．
　また患者に疾患名を付け，カテゴライズしてゆ

くやり方も，上空飛行的な視点の現れといえよ
う．疾患名を付けることで，その患者を集団の中
の一人とみることが可能になり，そうすること
で，その患者の予後はどうなるのか，どの治療法
が有効なのか，再発率はどのくらいなのかといっ
たことを予測することが可能になるからである．
　そしてこの予測を可能にするのがエビデンスで
ある．たとえば，エビデンスレベルがもっとも高
いとされる RCT では，参加者にわからないまま
対象者が 2 グループに分けられ，その 2 グループ
がその後どうなるのかを，研究者が神様ポジショ
ンから観察する．これも解剖学同様に上空飛行的
な視点といえよう．
　医療者にとって上空飛行的な視点は必要不可欠
なものであり，この視点を徹底させたからこそ，
現代医学は他の医療システムにはなしえない次元
で種々の疾患を完治させてきたといえる．

雑踏に降りる
　しかし質的研究を行う研究者は，高層ビルの上
から人々を見渡す神様ポジションを放棄する必要
がある．質的研究は，人々がある状況において生
きることはどのようなことなのかを具体的に把握
することから始まる研究法である．研究者自身が
街の雑踏に降り立ち，街の住人の一人として，こ
の街で過ごすことはどのようなことなのかを，か
れらの「肩越し」から体験しようとしなければ，
研究のスタートラインには立つことはできない．
　たとえば慢性疾患の当事者を対象にした研究で
あれば，その病気の予後はどうなるとか，生物学
的な機序はいかなるものであるかといった上空飛
行的な視点をいったん脇に退け，その病気になる
ということはどのようなことなのか，その病気に
なることでかれらの人生はどのように変わり，そ
れについて何をどのように感じているのかという
ことを，かれらの肩越しの視点から明らかにしよ
うとする試みが必要になる．

＊1 こちらはフランスの哲学者ミシェル・ド・セルトーの著書『日常的実践のポイエティーク』の第 7 章「都市を歩く」
を参考にした比喩である．

＊2 「上空飛行的な視点」についてはフランスの哲学者メルロ・ポンティの『知覚の現象学』，「肩越しの視点」については
アメリカの人類学者クリフォード・ギアツの『文化の解釈学』から借りた言葉である．

この論文は誰に対して書かれている？：
 ・質的研究初心者の臨床家
 ・質的研究の妥当性や客観性に疑問を感じる研究者

この論文には何が書かれている？
 ・初学者が陥りがちな質的研究に対するよくある誤解
 ・方法よりも大事な 3つの構え
 ・臨床家が質的研究に向く理由

図 1　本稿を読む前に
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　もちろんデータをまとめる際に，再び全体を俯
瞰する作業が必要になる場合もある．しかし第 1
歩が肩越しからの視点であることには変わらない．

参与観察とインタビュー
　文化人類学において，肩越しからの視点を身に
着けるための方法が参与観察とインタビューであ
る．学問そのものが質的研究といっても過言では
ない文化人類学では，参与観察とインタビューが
5 年といった期間にわたって続くことが珍しくな
い．
　長期間にわたって調査が実施されるのは，ある
時代の，ある地域において，ある属性とある状況
と共に日々生きるとはどのようなことなのかを，
研究対象者の視点から描くにはそのくらいの時間
を要するからである．
　参与観察とインタビューに決まった方法はな
い．初めて訪ねた街で暮らすことがどのようなこ
となのかを学ぶには，その街に住み，そこの住人
の暮らし方を見よう見まねで学んでゆく必要があ
るだろう．質的研究もそれと同じであり，研究者
自身が研究の現場で学びながら方法を模索してゆ
く必要がある．どのようにデータを集め，そして
分析すべきか，その方法は現場から機能的に立ち
上がるのが，質的研究の特徴といえる．
　一方，医療系の質的研究はどうであろうか．1
回あるいは 2 回のインタビューを研究対象者に行
い，そこで見られた語りの共通点をカテゴリー／
サブカテゴリーという形で表にまとめているもの
がほとんどではないだろうか．
　もしかするとそれはテキスト通りの方法で順序
立てて美しくなされたのかもしれない．しかし 1
回や 2 回のインタビューで，果たして研究者は，
研究対象者の肩越しに立つことができるのだろう
か．必ずしも 5 年といった調査期間を設ける必要
はないが，方法に走る前に，まずはそのことを自
身に問うてみる必要があろう．

3．管理から理解へ―よい，悪いを保留せよ

　よい質的研究を行うための 2 つ目の構えは，管
理から理解に視座を移動させることである．
　医療者の義務は，患者の病気をよくすること，

治癒しないまでもより過ごしやすい状況を作り出
すために患者に手を貸すことである．またそれだ
けでなく同時に多くの患者を抱える医療者は，す
べての患者に平等かつ良質の医療を提供する義務
を負う．
　この 2 つの義務を同時に遂行しようとすると
き，おのずから管理の視点があらわれる．それは
一人の患者にかかる時間をできる限り少なくしつ
つ，最大の治療効果を出すための思想と言っても
よい．
　「管理」というと抵抗を覚える読者もいるかも
しれない．しかし現場で用いられるクリニカル・
パスが，決められた時間内に良質の製品をいかに
大量に作るか，という工場の生産ラインで生まれ
た思想に基づくことを踏まえれば，管理の思想が
医療に根付いていることがわかるだろう4）．
　管理の思想は，現代医療に不可欠なものである
が，上空飛行的な視点と同じく，このような管理
の視点も質的研究のつまずきとなることに注意し
たい．なぜならこのような管理の思想は，工業製
品の品質管理と同じく，何が望ましく，何が望ま
しくないかを事前に規定しているからである．
　何がよいか，悪いかは，絶対的な基準で決めら
れるものではない．研究者のそれと対象者のそれ
に齟齬がある場合も往々にしてあるだろう．この
ため，研究者が自分の中に内面化された管理の視
点に無自覚なまま質的研究を進めると，知らず知
らずのうちに，自らが持つ「よい・悪い」のフ
レームワークの中でデータを処理してしまうこと
となる．臨床家としての自らの倫理観を相対化で
きるかどうかが質的研究の成果にかかわってくる
といえるのだ．

［事例］「よい，悪い」の問いなおし―自らの倫
理観の相対化に成功した大学院生

　例を挙げてみよう．私が大学院で行う医療人類
学の講義で，在宅で療養をする患者と入院治療を
受ける患者の視点からレポートを書いた院生がい
た．
　この院生の視点は次のようなものであった．家
にいるときは，いくら病気であっても，好きな時
間に食事を食べ，入浴をすることができる．しか
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し，いざ入院となると途端に病院が作ったスケ
ジュールに従って生活をすることが強いられる．
　病院の規則に従わない患者は行動変容が必要な
患者として病院内の医療者からは厄介者扱いされ
がちであるが，それまで一人の成熟した大人とし
て，自分のペースで生活を送っていた患者の視点
からこの状況を捉えると，ルールに簡単に従えな
いのは当然のことといえないだろうか．入院をす
るとなぜこれまでの日常はすべて奪われてしまう
のだろう．病院のスケジュールに従うことが当然
という医療者の思い込みにも，問題があるのでは
ないか．院生のレポートは，病棟の医療者の当た
り前の視点を相対化することから始まっていた．
　この院生がこのような視点をとることができた
のは，在宅と病院，その双方において勤務経験が
あったことが大きい．在宅の経験があったからこ
そ，病院で働く医療者が無自覚のうちに，何が望
ましく，何が望ましくないかを決めており，それ
に沿って患者を管理・評価しがちなことに目が向
いたのだ．

理解とは何か―リフレクシヴィティー（Reflexivity）
　理解とは，医療者が考えるベストな方向に患者
を合理的に誘導するにはどうするべきかを考える
ことではない．そうではなく「よい・悪い」ある
いは「治る・治らない」の一歩手前に立ち止ま
り，その患者が医療者から見ると不可解な行動や
言動をとるのはどうしてなのかを解釈していこう
とする試みのことである．管理から理解への視座
の移動というのは具体的にはこういうことだ．
　そして相手を理解しようとする試みは，「自分
から見るとある言動はなぜネガティブな色を帯
び，ある言動はなぜポジティブな意味合いを帯び
るのか」という自分への問いかけを否が応でも含
みこむ．
　相手を理解しようとする過程で，研究者自身が
自分自身へ問いかける内省的なプロセスを，質的
研究ではリフレクシヴィティー（reflexivity）と
呼ぶ．
　質的研究の可否は，研究者がリフレクシブな姿
勢をとれるかどうかにかかっているといっても過
言ではない．質の高い質的研究は，他者理解にと

どまらず自己理解をも喚起する．臨床家が現場で
当たり前のように抱きがちな「よい・悪い」の思
考をまず意識的に止めてみたい．

統計と管理
　統計学と管理の思想がわかちがたく結びついて
いることもここで押さえておくことにしよう．哲
学者のイアン・ハッキングは，国民国家成立の初
期のころから，統計は国民の管理のために欠かせ
ないものであったと述べる5）．

　　 国民国家は統計によって本質的に特徴づけら
れ，国民国家が自らと自らの力を定義するた
めには，統計局を必要とすることにいち早く
気づいたのはドイツの思想家と国家官僚だっ
た．（Hacking, 1999：28）

　なぜ国家は統計を必要としたのだろう．それは
大勢の人間を数字の元に一望し，人民の状態を把
握し，国家が望むべき方向に人民を動かすにはど
うしたらよいか，つまり人民を効率よく管理する
にはどうしたらよいかを思考するためである．
　平均値とばらつきを知ることは，人民のいまの
状態を把握するだけにはとどまらない．疾患名を
付けることが患者の予後の予測をいやおうなく生
むように，統計データも，国家が将来どうなる
か，人民を将来どのように動かしたら国益になる
かという未来への予測を生む．そしてその予測の
中で，あるべき国民のあり方，望ましくない国民
のあり方が規定され，望ましくない国民をいかに
あるべき姿に近づけるか，異常や逸脱をどのよう
に正常＝理想に近づけるかという画策がなされて
ゆく．統計それ自体は純粋な数学のように思える
が，それが人間の集団に応用され始めると，そこ
には管理の思想が生まれるのだ．

目指すものは管理か，理解か
　統計は，一個人のある側面を数値を用いて取り
出し，さらに個々人から取り出された数値を数式
によってまとめあげる手法である．サンプル数が
何千，何万いようとも，そこにいる人々の傾向を
シンプルな数字で表すことができるのは統計の強
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みと言えるだろう．
　しかし当然のことながら，そこであらわされた
数字は，私たち一人一人にはなりえない．私たち
一人一人は，平均から少しずつずれた存在であ
り，そのずれを標準偏差を用いて表したところ
で，そのずれが具体的にどのようなものなのかを
―それが身長や体重といった純粋に数値で示され
る指標でない限り―表すことは不可能である．
　一方質的研究がとらえようとするのは，平均値
や偏差で抽象化される人間の姿ではなく，平均値
には決してなりえない個々の人間の生の具体と，
そこから見える世界のあり様である．質的研究が
明らかにしようとするのは，なぜある人間がある
具体的な生き方をし，世界をある形で捉えている
のかという哲学的な問いの答えなのだ．
　統計をやらないと学位論文，あるいは立派な論
文として認められないとして，統計調査をやる院
生は多い．しかしそのようなテクニカルな問題の
前に，自分は集団を効率よく管理するための示唆
を研究から得たいのか，あるいは対象者の生の具
体とそこから見える世界の様相を捉えたいのかを
よく考えて研究方法を選ぶべきではないだろうか．
　量的研究と質的研究は，どちらが優れてどちら
が劣るというものではない．明らかにしようとす
ること，目指すところが本質的に異なるため，同
じ尺度の上で評価することはそもそもできないの
である．

4． 傾向提示から視点開発へ  
―常に客観性を問うことの陳腐さ

　「その結果に妥当性はあるのですか？」
　 「どうやったら客観的な分析になるのでしょう？」

　冒頭で示した質問と同じく，こちらも指導者や
査読者，そして質的研究者からよく寄せられる質
問である．
　ここで示しておきたいのは，質的研究には傾向
を提示するタイプの質的研究と，新たな視点を提
示するタイプの 2つの研究があり，質的研究の醍
醐味は後者にあること，そして後者の質的研究に
対して，上記のような問いは愚問であるというこ
とである．

　前者のタイプの質的研究は，統計調査とほぼ同
じ目的を持つといえる．ある集団においておしな
べて共有される世界観や行動パターンは何か，そ
こから外れるものはどのようなものなのかを明ら
かすることを目的とする．
　このような問いが統計調査ではなく質的研究に
おいて立てられるのは，対象者が，移民や性的少
数者など，アクセスが難しく，先行研究も乏しい
集団の時である．既存の質問紙や尺度が有効であ
るかがそもそも不明であり，質問紙を数百名に一
気に郵送するといったことも不可能であるため，
研究者がまずラポールを築き，インタビューや参
与観察をすることで，その集団の状況を明らかに
してゆく．ここで得られた結果を足掛かりに質問
紙を作り，量的研究につなげていく研究デザイン
も十分に考えられる．
　研究目的がこのようなことである場合，得られ
たデータに妥当性があるか，そしてそれが研究者
により捻じ曲げられた解釈でないかは極めて重要
であるといえる．したがって，妥当性や客観性に
関する質問に意味はあるだろう．
　しかし私がここで強調したいのは，質的研究が
このレベルにとどまった場合，質的研究は，量的
研究ありきの補助的なツールにとどまってしまう
ということ，しかし質的研究の神髄はそこにはな
いということである．

新たな視点を開拓せよ
　質的研究は 2 つ目のタイプの研究につなげてい
くことで，量的研究にはなしえない成果を発揮す
ることができる．2 つめのタイプの研究が目指す
のは，新たな視点の開発である．
　図 2を見てほしい．これは一見すると若い女性
に見えるが，視点を変えると老婆になるという有
名なだまし絵である．
　この図を使って思考実験をしてみよう．ある社
会において，この絵はずっと老婆の絵と考えられ
てきた．しかしある女性が突然，「ここをこうい
う風にみたら，これは若い女性の絵にもなる」と
言い出した．
　さてここで，「こうすると若い女性にも見え
る！」という彼女の発見に，「妥当性はあるか」，
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「客観性はあるのか」と問う意味はあるだろう
か．とらえ方を変えると見え方が変わるという発
見に対して，このような質問をすることがナンセ
ンスであることはいうまでもない．重要なのは，
彼女が新しい視点を開拓したことであり，それが
「正しい方法」に則っていたかとか，その発見の
プロセスに妥当性があるかとかは無意味な問いで
ある．
　しかし量的研究の視点で研究を評価することが
当たり前である医療系の研究においては，新しい
視点を提示しようとする質的研究に対してまで，
妥当性や客観性の有無に関する質問がなされるこ
とがままある．
　視点開発型の質的研究において，もっとも重視
されるべきポイントは，そこで提示されている見
方がオリジナルなものであり，かつ読者に世界を
見るための新しい視点を読者に提示しているかど
うかである．量的研究の評価ポイントを，視点開
発型の質的研究にそのままスライドさせることは
できないことに注意したい．

事例研究の地位の低さ
　医療系の研究では，対象者が一人の研究は事例
研究とされ，RCT に比すると，その地位は著し
く低い．

　しかしこれは，人間の一般的特徴を見出すこと
が質のよい研究であるという前提が共有されてい
るからこそ成立するランク付けといえるだろう．
なぜなら上で示したように，研究には，新たな視
点を開発することを目指す研究もあるからだ．
　この視点に立つと，対象者が 100 人の研究が一
人の研究よりも優れているという見方はそうやす
やすと成立しない．対象者が一人であったとして
も，そこで見出された新たなものの見方が，読者
の目を開かせるものであれば，その研究には価値
があるといえる．
　たとえば精神科医でもあり医療人類学者でもあ
るアーサー・クラインマンの『病いの語り』6）

は，ナラティブ・ベイスド・メディスンを学ぶ上
での基礎文献の 1 つであるが，この文献が広く世
界で読まれているのは，彼の主張が大規模臨床試
験に基づいているからではない．そうではなく病
気による人間の苦しみを「疾患」ではなく，「病
い」としてみなすというものの見方が，臨床家に
とって新しく，また有益であると判断されたから
である．
　対象者が少ないというだけで，「その結果をど
うやって一般化するのか」といった問いを投げか
ける研究者がいるが，サンプル数で是非を判断す
るその前に，その研究が目指しているところは何
なのかをまず確認する姿勢が必要であろう．「事
例」は単に一人の話にとどまらない可能性を秘め
ている．

東田直樹『飛び跳ねる思考』―原著論文以外，
読む価値がないと考えていないか？

　医療系研究者の間では，原著論文の評価は高い
が，それ以外の論文や書籍の評価は低いようであ
る．若手研究者の話を聞くと，「原著論文以外は
価値がない」といった指導をされていることもあ
り，人文・社会系の私は驚くこともあるほどだ．
　しかし原著論文以外はほんとうに見るべき価値
がないのだろうか．そのことがむしろ医療者のも
のの見方を狭めていることはないだろうか．
　そのことを示唆する事例として，東田直樹著
『自閉症の僕が飛びはねる理由―会話のできない
中学生がつづる内なる心』7）を取り上げたい．重

図 2　 老婆にも若い女性にも見えるだまし絵（W. E. 
Hill により改作された絵．1915 年出版）
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度の自閉症者である東田氏は，会話に難しさを抱
えるが，文字を使うと，考えをゆっくりながらも
表出することができる．本著は，なぜ自分が他者
からみると理解しがたい行動をとってしまうのか
を，彼がタイピングにより記したものだ．
　この本は，従来の自閉症のとらえ方を一新した
だけでなく，自閉症の子どもを持つ家族に勇気や
希望を与え，また自閉症を知らない一般の人々に
も，他者や自分，そして世界を捉えなおすための
契機を与えた書籍である．すでに世界 20 カ国以
上で翻訳されており，英国版のアマゾンではレ
ビューに 887 件，米国版では 1586 件のレビュー
が入る大ベストセラーとなった＊3．
　しかし発売当初，この書籍は日本ではほとんど
注目されていなかった．注目されるようになった
のは，自らも自閉症の息子を持つ英国人作家のデ
イヴィッド・ミッチェルと妻のケイコ・ヨシダ氏
が翻訳してからであり，それは日本での発売から
6 年後のことである8）．
　これだけの大ベストセラーとなる本が，翻訳さ
れるまでの 6 年間，なぜほとんど注目を浴びな
かったのだろう．「これは一人の例外的な自閉症
者が書いた専門的価値の低いものである」，「例外
的な一人の事例であり，信ぴょう性はない」と
いった評価は読者の中になかっただろうか．
　繰り返すが，質的研究の価値はサンプル数で
も，方法でもなく，そこに提示されている結果に
見るべき価値があるかで決定される．東田氏の著
書はもちろん研究書ではないが，質的研究を志す
者が最終的に目指すべきゴールが記されていると
いえるだろう．

総　括

　　 人間を人間たらしめている最も大切な要素
は，人類のあらゆる文化に普遍的にみられる
特徴に最も顕著に示されるのであって，個々
の文化の特質の中にではないと考えるのは偏
見であり，そのような考え方に加担する必要
はない…もしかしたら民族の文化的特質の中
に―彼らの風変りなところにこそ―人間とは

何かを最もよく教えてくれる発見が見出され
るのかもしれない．

 クリフォード・ギアツ『文化の解釈学』

　冒頭の引用をいまいちど振り返りたい．文化人
類学者のクリフォード・ギアツは，ふつうから外
れている存在の中にこそ，典型からずれた事例の
中にこそ，人間とは何かを考える鍵があると述べ
る．
　大規模臨床試験がもてはやされる現代医学の中
で彼の考えは異質かもしれない．しかし経験豊か
な臨床家であれば，自らの臨床を深化させるのは
典型例よりもそこから外れた症例であることを
日々感じているのではないだろうか．そのような
症例こそが，臨床家のものの見方に問い直しを迫
り，見るべきところはどこなのか，考えるべきと
ころはどこなのかを示してくれる羅針盤となるこ
とを知っているのではないだろうか．
　質的調査は，このようなことを直感的に感じて
いる臨床家にうってつけの方法といえる．なぜな
ら質的調査は，少数の対象者とじっくり向き合う
ことを通じて，これまでのふつうや当たり前を揺
るがす新しい知見を与えることを目的にしている
からだ．
　しかし私の目から見ると，方法に走ったばかり
に，その目的が達成されずに終わってしまった研
究がいくつも存在する．それはあたかも最高の素
材を手にしていながら，素材に合わないレシピを
無理やり使ったために，その味を引き出すことを
失敗した料理のようである．現場では創意工夫を
重ねながら，一人一人の患者に適した治療やケア
を探ることのできる臨床家が，研究になるとライ
ン生産のようにデータ処理をしてしまう現状は見
ていて歯がゆい．
　読者の目を開かせる質的研究は，方法論のテキ
ストからは生まれない．それは自らの視点を相対
化しながら，自らの視点を相対化できるリフレク
シブな研究者の姿勢から生まれ得る．質的研究を
行う際に，本稿で示した 3 つの構えが参考になれ
ば幸いである．

＊3 2016 年 11 月 16 日現在
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