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D23：面接の重要事項 

ｽｺｱ 119 年 3 4 5 5 8 8 10 10 11 14 15 15 16 16 16 17 

比率 1.19 No 37 50 70 71 29 60 26 62 83 78 59 61 72 77 79 56 

ﾗﾝｸ A 小問 all all all all all all all all all all all all all all all all 

  18 19 20 20 21 22 22 22 22        

43 90 20 28 38 47 60 92 93        

all all all all all all all AB ABC        

H23 年度版：ｽｺｱ=大問 5 点、小問 1 点の合計／比率=ｽｺｱ/（試験期間（20 年）*5 点=100）→ﾗﾝｸ：0.8 以上 A,0.3 未満 C 

【参考資料】 

・心理臨床大辞典：p209～243、ｐ1290～1293（創造性）、ｐ1050（自我機能） 

2012.4.24 改定 谷口臨床心理研究所分室：http://www.geocities.jp/hideki280918/ 

 

ここでは、心理臨床大辞典の心理療法における諸問題に記載されている項目の中から、重要概念として、転移･逆

転移、共感、対決･直面、治療同盟、行動化、洞察、終結を取り上げますが、実際に試験問題で取り上げられている

のは、転移・逆転移と行動化がほとんどです。抵抗が、遅刻や中断の問題として取り上げられていますが、これについ

ては、問題の解釈で記述します。治療構造論は面接構造などで基本概念をまとめているので省略しています。危機

介入は、Eその他で倫理の問題と一緒にまとめます。なお、防衛機制については、他でまとめて取り上げていないの

で、ここで、まとめておきます。 

内容は、心理療法共通の課題として記述されていますが、もともとの資料が精神分析寄りの視点で記述されている

ため、そういう色合いが濃厚にでてしまっています。従って、ｶｳﾝｾﾗｰ(Co)／ｸﾗｲｴﾝﾄ(Cl)と記述することに違和感を覚

えるところがありますので、注意して読んでみてください。 

 

1.転移、逆転移 

転移 4-50,5-70,19-90Aとは、Freud,Sが発見した、治療関係においてｸﾗｲｴﾝﾄからｶｳﾝｾﾗｰに向けられる感情のことであ

り、ｸﾗｲｴﾝﾄが面接の場でｶｳﾝｾﾗｰを相手として、発達初期の未解決の情緒的体験を再演 4-50AC,5-70A，16-77aする行為で

す。転移には、ｶｳﾝｾﾗｰに対して好意的な感情を投影する陽性転移と、否定的、攻撃的な感情を投影する陰性転移

がありますが、何れにしても防衛的な側面があり、治療抵抗としての一面があります。このような転移から、ｶｳﾝｾﾗｰは、

実際には知りえないｸﾗｲｴﾝﾄの幼児期の葛藤を当事者として体験できることになりますが、ｶｳﾝｾﾗｰは、主観による

解釈ではなく、ｸﾗｲｴﾝﾄの心理構造の全体が自然に見えてくるのを待つ態度 5-70Bが重要です。 

治療場面でｶｳﾝｾﾗｰが中立性 15-61c,16-77dを維持していれば、そのような過去の再体験における問題は、そのまま、ｸﾗ

ｲｴﾝﾄに跳ね返っていき、ｸﾗｲｴﾝﾄは過去の葛藤に現在の自我で直面することになります。ここでいう中立性とは、心理

臨床大辞典(p229)によれば、「ｸﾗｲｴﾝﾄが作り出す世界に巻き込まれ、参加し、ｸﾗｲｴﾝﾄから様々に見られることを可能

にする治療者の態度。」で、「ｸﾗｲｴﾝﾄの内的世界をそのまま治療の場に成立させるという意味で受容であり、中立性

である」とあります。 

このような転移により治療場面に再現された神経症を転移神経症と言い、これを通して、過去に原因がある神経症

の治療を現在の場面で扱うことが出来るようになると考えます。 

このような考え方は、精神分析に端を発する考え方ですが、面談によるｾﾗﾋﾟｰでは、言い方は代わっても、ほぼ同様

なことが生じていると思います。 

 

面接場面でのｸﾗｲｴﾝﾄの感情反応である転移に対して、ｸﾗｲｴﾝﾄに対して引き起こされるｶｳﾝｾﾗｰ側の感情反応を

逆転移 5-71A,15-61A,16-77b,22-92ABといいます。自我心理学では無意識的な情緒反応だけを対象とし、対象関係論では全

ての情緒反応を含めて考えるようですが、私としては、後者の方がしっくりきます。 

逆転移には、ｶｳﾝｾﾗｰ側の内的な問題が投影 16-77bされていて、それがｺﾝﾄﾛｰﾙ出来ないと、治療の阻害因子とな

ります。例えば、ｸﾗｲｴﾝﾄの問題の本質を見失ったり、ｸﾗｲｴﾝﾄと過剰に同一化して、押し流されてしまったり、あるいは、

自分の問題に触れるのを避けて防衛的になったりします。従って、逆転移を観察し、逆転移から患者の転移を判別で

きる観察自我が重要となり、そのためにも、教育分析による自己分析が重要となります。ｶｳﾝｾﾗｰが逆転移を自覚しｺ

http://www.geocities.jp/hideki280918/
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ﾝﾄﾛｰﾙできていれば、ｶｳﾝｾﾗｰは逆転移からｸﾗｲｴﾝﾄの痛みを実感 16-77cdできます。ｶｳﾝｾﾗｰのｸﾗｲｴﾝﾄに対する深い

共感とは、投影性同一視である逆転移が昇華したものともいえます。 

なお、境界例のｸﾗｲｴﾝﾄの場合、転移が未分化で、陰性、陽性転移が繰り返され、無意識的に投影性同一視によ

りｶｳﾝｾﾗｰを支配しようとするため、ｶｳﾝｾﾗｰは逆転移を起こしやすい状況に立たされます。従って、ｶｳﾝｾﾗｰは、他

のｸﾗｲｴﾝﾄ以上に、自分の情緒反応に耐え、自分自身をｸﾗｲｴﾝﾄを理解する道具として利用する必要があります。 

 

2.共感 

ｶｳﾝｾﾗｰがｸﾗｲｴﾝﾄを理解する場合、客観的事実と理論的枠組みにより外部からｸﾗｲｴﾝﾄを知的に理解する側面

がありますが、ｸﾗｲｴﾝﾄの内的状況（感情的、情緒的）をｶｳﾝｾﾗｰが自身の内的な体験を通して理解することが共感

といえます。これは、逆転移で記述したように、ｶｳﾝｾﾗｰがｸﾗｲｴﾝﾄを理解しようとする主体的な関わりの中で生じるも

のであり、ｸﾗｲｴﾝﾄの感情がそのまま伝わるものではありません。日本人の場合、ｶｳﾝｾﾗｰとｸﾗｲｴﾝﾄの独自性、他者

性が維持しにくく、同情になってしまうと有益ではありません。このような場合は、ｶｳﾝｾﾗｰが逆転移をｺﾝﾄﾛｰﾙできなく

なっているともいえます。 

 

3.対決、直面 

対決、直面（confrontation)とは、心の中の受け入れ難い思いに、正面から立ち向かうことにより、統合へと向かうﾌﾟ

ﾛｾｽに積極的･主体的に関わっていこうとする意志や態度を言います。言い方を変えれば、ｶｳﾝｾﾗｰとｸﾗｲｴﾝﾄが二

人の間の葛藤に全人的に対面することであるともいえます。従って、ｶｳﾝｾﾗｰがｸﾗｲｴﾝﾄに対決を迫る場合もあれば、

ｸﾗｲｴﾝﾄがｶｳﾝｾﾗｰに対決を迫る場合もあります。 

よく、ｶｳﾝｾﾗｰは対決を避けるように誤解される事がありますが、決定的な場面で真摯に対決に踏み込める事が、

ｶｳﾝｾﾗｰとしての重要な資質ではないかと思います。このような、実存的な対決を経ることで、ｶｳﾝｾﾗｰとｸﾗｲｴﾝﾄの親

密性と関わりが深まっていき、それが、ｸﾗｲｴﾝﾄが内的ﾌﾟﾛｾｽを進展させることを支えていきます。 

なお、精神分析などでは、技法としての対決が、「特定の現象に注意を向けさせ、それが今後さらに理解を深めな

くてはならない問題であることを指摘すること。」として定義されていますが、ここには、ｸﾗｲｴﾝﾄのみが自己の問題に対

決することを目指され、ｶｳﾝｾﾗｰの内的対決やｸﾗｲｴﾝﾄ－ｶｳﾝｾﾗｰ間の実存的対決は重視されていません。 

 

4.治療同盟 

治療同盟とは、ｶｳﾝｾﾗｰ－ｸﾗｲｴﾝﾄ関係の中で、治療という共通の目的のために両者が手を結んでいる部分を指

す構成概念であり、ｶｳﾝｾﾗｰとｸﾗｲｴﾝﾄの相互の観察自我が含まれる「ﾘｱﾙ」な関係をいいます。｢ﾘｱﾙ」とは、表面的

な適応で済まさない「生なましさ」を感じられる状態を言っていると思います。 

元々は、精神分析の自由連想法を続けていく契約を、転移･逆転移の混沌とした状態に巻き込まれず履行してい

く部分を示していて、作業同盟という用語ものこういうことを示していますが、現在の日本においては、古典的な意味

の治療同盟が最初から形成されにくく、作業同盟が出来る状態に行き着くまでに結ばれるｶｳﾝｾﾗｰ同盟と考える方が

理解しやすいようです。 

擬同盟とは、治療的観点から見て、お互いの不合理な満足を含む大きな偏りが認められる同盟関係をいい、見掛

けは治療同盟が結ばれているようで、実際には、双方が「ﾘｱﾙ」な状態ではないものをいいます。ｶｳﾝｾﾗｰとｸﾗｲｴﾝﾄの

主たる防衛が合致する場合には「防衛の共有」が生じ、特定のﾃｰﾏや感情を回避したりして、一定の膠着状態が生

じます。そこでは、ｸﾗｲｴﾝﾄは「役割を演じる」ことで扱う情緒体験を部分人格のﾚﾍﾞﾙに限局してしまいます。このような

状態では、両者の人間的繋がりが深まっていかない感覚があり、面接は進んでいるのに、ｸﾗｲｴﾝﾄには何の治療的

変化ももたらされません。典型的な例を、以下に挙げます。 

 

・ｻﾄﾞ･ﾏｿﾞ的擬同盟：ｶｳﾝｾﾗｰの露悪的なﾏｿﾞﾋｽﾞﾑや暴露的ｻﾃﾞｨｽﾞﾑに裏打ちされた内向性がｸﾗｲｴﾝﾄと共鳴し

て関係を支配します。 

・自己愛的擬同盟：ｶｳﾝｾﾗｰとｸﾗｲｴﾝﾄが互いに力量や技能を賞賛しあうなどしますが、実は、お互いを自己の

延長としてしか見ていません。 

・融合的擬同盟：精神病圏のｸﾗｲｴﾝﾄと共生的な関係が膠着する状態。ｶｳﾝｾﾗｰがこの関係に気づくと「健康

への逃避」という形でそこから逃れようとしますが、その場合、ｸﾗｲｴﾝﾄは「精神病への逃避」を起こさざ
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るを得ず、事態の収拾がつかなくなります。 

 

5.行動化 

行動化 14-78,15-59A,16-72とは、言語化を基礎とする心理治療において、記憶や態度、葛藤が言葉によらず、行動で表

現されることをいい、狭義には、精神分析における治療状況に対する反応に用いられますが、広義 16-72Aには、治療

関係と関係なく、葛藤を外在化する行動一般に拡張された概念として用いられます。Zeligs,M.A は、治療室で起こ

る行動化を acting in14-78Bと呼んで区別し、それ以降、acting out20-28Aは、治療室外で起こる行動化を指すようになって

います。 

ｴﾝｱｸﾄﾒﾝﾄ(enactment)とは、近年、精神分析で注目される概念で、非言語的な活動を通して、ｸﾗｲｴﾝﾄの転移が

演じだされることを言い、行動以外に姿勢や動作、および、言語的活動の行為的側面も含む概念で、対人関係学派

（新ﾌﾛｲﾄ派）の精神分析で重要な意味を持ちますが、ｹﾞｼｭﾀﾙﾄ療法や動作法などにおける身体への葛藤や緊張の

反映の理解とよく似ているように思います。 

境界例、精神病、非行などの心理療法適用の境界線上の問題 14-78Cにおいて、非常に早期の体験や外傷的体験

の影響を扱う場合には、言語化が困難であり、行動化が解釈の貴重な材料となります。また、青年期患者 14-78Cの治

療の場合、言語や自我が未成熟であることから、青年期特有の治療を阻害する多様な現象が生じますが、その意味

を解釈し、患者が目を背けている感情に直面化させていくことが必要となります。 

なお、ｸﾗｲｴﾝﾄの行動化は、ｶｳﾝｾﾗｰの逆転移による行動化を生みやすいので、注意が必要といわれます。 

 

6.洞察 

洞察 16-79とは、心理療法において、ｸﾗｲｴﾝﾄ（広義にはｶｳﾝｾﾗｰも含む）が、自分自身や現実に気づき、理解しなお

すことをいい、単なる知的洞察と、治療に重要な、生き生きとした情緒的体験を伴う情緒的洞察があります。 

知的洞察は、抵抗や知性化の一種ですが、ｸﾗｲｴﾝﾄの自我を支えていることがあるので、抵抗として性急な分析を

することは危険であり、その洞察を尊重しながら、背後にある深い問題の存在を忘れないようにすることが必要です。 

情緒的洞察とは、体験的洞察とか「ｱﾊ体験」などともいわれ、宗教における悟りにも通じるもので、これを経験する

ことが、恐らく全ての心理療法に共通する最も重要な体験だと思います。しかし、一方では妄信的確信にも通じてい

るので、情緒的洞察の経験から性急に現実問題の解決に向かうのではなく、その洞察に対して、冷静で知的な検証

を行う姿勢が求められます。 

Rogers,C は、洞察の 3つの要素として、次の項目を挙げています。 

①新しい関係やｹﾞｼｭﾀﾙﾄ（全体的関係の形態）の認知。 

②自己の受容：自分の経験の統合に繋がります。 

③創造的意志：より満足できるような目標の積極的選択。 

Wallas,Gは、創造的思考の過程の研究において、洞察に至る前のｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ（孵化）の時期 8-29a,16-79Cの存在を

指摘しています。この段階では、何かが無意識のうちに進行していて、それが熟したあるときに、突然意識の前面に

浮かび上がってきて、「わかった！」という体験をします。 

 

7.終結 3-37,22-60 

終結は非常に難しい問題で、結局、はっきりした基準はないものと思います。 

わたしは、ｸﾗｲｴﾝﾄ自身が終わると決め、ｶｳﾝｾﾗｰがそれに同意出来る時が終結の時なのかなと思っています。 

以下には、資料にある記述の中のﾋﾝﾄをまとめてみました。 

 

＊心理療法は、「程のよさ」を求めて、「きりのない作業をすること」。 

＊「治そうと焦らないこと」が治すための秘訣、ｶｳﾝｾﾗｰは終結を焦らないこと、逆に、終結を引き伸ばそうとしな

いこと。 

＊ｸﾗｲｴﾝﾄが「人生を治療より楽しむことのできる能力」を得ること。ｶｳﾝｾﾗｰは、ｸﾗｲｴﾝﾄの態度や話題、服装な

どに日常の匂いが感じられるとき、終結の兆しを感じる。 

＊心の中に生き続けるｶｳﾝｾﾗｰこそ、ｸﾗｲｴﾝﾄが獲得した心の鏡なのかもしれない。 
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8.防衛機制 

防衛機制とは、不快な感情体験を弱めたり避けたりして、心理的な安定を保つために無意識的に用いられる手段

をいい、それ自体は正常な心理的作用ですが、特定のものが常習的に柔軟性を欠いて用いられると問題を生じま

す。 

防衛機制には多様なものが提唱されていますが、下表には、その代表的なものをまとめます。表のうち網掛けの項

目は、Freud,A が「自我と防衛」で分類した 10 種類の防衛機制です。ただし、Freud,A が 10 種類の防衛機制に記載

している「逆転」は、意味がよくわからないので、記載から省いています。防衛機制は、人によって取り上げるものがま

ちまちで、ﾕﾝｸﾞ心理学の元型と同じように、わかるようでわからない所がある概念です。 

 

防衛機制 機制の内容 備考（F:Freud,Sが関

係を指摘） 

抑圧 10-26B,22-47A 現実と相容れないものを無意識に押し込める。 

＊転換：抑圧された衝動や葛藤が身体症状化。 

F:ﾋｽﾃﾘｰ 11-83A 

否認 17-56A、22-47C 認めたくない外的現実を、知覚していながら否認する。  

退行 現在より未発達な段階へと逆戻りする。  

反動形成 10-26C,22-47B 受け入れがたい欲望や思いを「裏返し」にする。  

置き換え 10-26C そのままでは危機的なものを別のものに置換。 F:強迫神経症 11-83B 

隔離 10-26A 認めたくないものを（心の中で）隔離する。  

打消し 22-47D 意識したくない行為や思いを帳消しにしようとする。 強迫神経症 

取り入れ 丸呑みする。 F:抑うつ 

同一視 一定の対象と自己を同一とみなす。 

投影 20-28D 受け入れがたいものを相手に押し付け（位置づけ）る。 F:恐怖症、妄想症 

昇華 文化的、社会的に受け入れやすいものへの置換。  

自身への向け換え 相手に対する攻撃を自分への攻撃に転化し罪悪感を処理。  

知性化 20-28C 非合理的、情緒的なものを知的に割り切ろうとする。  

合理化 非合理的、情緒的なものに社会的に承認されそうな理由付けを

行う。 

 

 

 


