小特集
基礎心理学と臨床心理学の架け橋
本邦では，臨床心理分野の実践・研究の科学的基盤の弱さが指摘されており，基礎的研究と臨床の
乖離が憂慮されてきた。
“サイエンティスト−プラクティショナー（科学者でもあり実践家でもあ
る人）
”のニーズが高まるなか，基礎心理学と臨床の架け橋となる研究を紹介する。 （下津咲絵）

心理臨床家の聴き方・話し方
追手門学院大学経営学部 准教授

長岡千賀（ながおか

大阪電気通信大学情報通信工学部 教授

小森政嗣（こもり

ちか）

Profile ─長岡千賀
2004年，大阪大学大学院人間科学
研究科博士課程修了。博士（人間
科学）
。日本学術振興会特別研究
員（PD）などを経て，2013年より
現職。専門は認知心理学。

まさし）

Profile ─小森政嗣
2001年，大阪大学大学院人間科
学 研 究 科 博 士 課 程 修 了。 博 士
（人間科学）
。広島国際大学人間環
境学部助手などを経て，2003 年よ
り現職。専門は認知科学。

私たちは，カウンセリング対話

の問いに向かうのだ。認知心理学

だからだ。カウンセラーとクライ

を題材にして非言語コミュニケー

や社会心理学の理論構築に貢献す

エントがこれから長く関わってい

ションの研究を行なってきた。ま

ると考えた。

ける関係を作るべき回である初回

た，カウンセラーの熟達化につい

さまざまな分析指標と検討

面接を扱った。うまくいっている

ても研究を行なった。

まず私たちは，プロのカウンセ

カウンセリング対話とそうでない

ラーとクライエント役との間で行

カウンセリング対話，日常的な悩

のキーワードに「非言語コミュニ

われる模擬カウンセリングを録画

み相談を比較した。ユング学派の

ケーション」があげられるように

し，対話中に生起する非言語行動

心理療法のカウンセリング対話を

なったが，この研究を始めた頃は

を分析することにした。カウンセ

題材とした。

このアプローチはとても珍しがら

リング対話の中で，クライエント

とは言え，面接中の非言語行動

れた。

に直に影響するのは，カウンセ

を幅広く詳細に調べた先行研究は

ラーが表出する非言語行動や言葉

ほとんどなかった。確実に有効な

最近では科研の「臨床心理学」

融合研究のきっかけ
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専門とする吉川左紀子先生，臨床
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(a) 事例 A（カウンセリング対話）

(b) 事例 A'（悩み相談）

図 1 身体動作の同調性
（相互作用者の身体の動きが互いに同期する現象）
同調性の強さ（色）
，時間経過に伴う変化（縦方向の変化）
，およびクラ
イエントがカウンセラーに何秒遅れて動いたか（横方向の変化）
。(a) 臨
床対話，(b) 非臨床家による悩み相談の対話である。身体動作の同調性
はどちらも高いが，臨床対話では一貫してカウンセラーはクライエント
より 0.5 秒遅れて動いていることがわかる（小森・長岡 , 2010）
。
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グを扱っていること，第 2 にサン
プルサイズが小さいことだ。
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