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臨床心理学を学ぶ「その 5」：実行する①
一個人を支援するアフローチに注目して

I.はじめに

本紀要に、公認心理帥や臨床心坪＋を目指す

学生や従事してし＼る方の知品の整罪に打するこ

とを狙って、臨I禾心理学の歴史、精神医学、発

逹心理学と教育心理学、対人支援技能、心理ア

セスメント、研究法や統計法の桔礎を取り Lけ

て報告してきた（長谷川、 2014、2015、2016、

2017、2018、2019a),

本論は、心坪療法 (psychotherapy)やカウ

ンセリング (counseIi ng)とし、った心理学的な

立場からの対人支援法に関して特に個人に向け

た支援に用しヽるアプローチを中心にまとめる

船「寸1を対象にしたモデルは、別の機会に取り上

げるf定である さて 1」本では心理療法とカウ

ンセリンクは似た意昧で用しヽられてしヽるが徹密

に[X別しておく必要があるカウンセリンクは、

精神的i建康度の裔い人を対象にしており、肯定

的なl旬に比1Tiを大きく忙1< - •方、心即療法は、
桔神的健康度の高低を問わない広範囲な適応対

俊を持っており、カウンセリングを包括する概

念である 本論では両者を総括して心FI！学的女

援法と呼称する 心理学的支援は、訓棟を受け

たdi門‘求が心理学的な理論・モデルに枯づ＼ヽた

心理療法、カウンセリングとし、 った手殷・方法

をflj ¥ヽて、個人や家族、組織 ・集団や地域に対

して支援することを指して tヽる ｀朴l百炎に来た人

をクライエント (client)、相談を引き受ける人

を骰にセラピスト (therapist)やカウンセラー

(counselor) と呼んで tヽ るか、本論ではそれそ

れクライエント (C]) とセラピスト (Th) と

＼ヽう形て表出する
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長谷川明弘

JI.代表的なモデル （理論）

個人に固けて主にHIしヽられるモデル (.fll1論）

ぱ、枯神分析 ・精神力動とし＼った個人内芥や，忍

知と行動、そして人間学・実{fをl：に収り Lけ

る 具体的には、精神分析モテル、人間学モテ

ル、認知h動モテルを中心に説明し、その他の

アフローチとして催眼法と臨1木動作法を取り I・.

げる

A)深層心理学 (depthpsychology)や精神

分析的心理学 (PsychoanalyticPsychology) 

モデル

フロイト (Freud.S. 1856-1939) は、神経

病岬学の医師としての H々の実践の中から精神

分析学を（本系化し、 20ltt紀の初めから今Hま

て心理学や精神医学たけでなく、文学や美術な

と広範囲にわた って影評をサえた (liii[TI、

1985)．フロイトによる精神分析(psychoanalysis)

の他にも、ユング Uung.C. G. 1875-1961)に

よる分析心理学 (analyticalpsychology) が精神

分析モデルに含まれる 海外では、粕神分析と

呼称する場合、フ ロイトの理溢のみを指す フ

ロイト、ユンク、ア ドラー、新フロイト派の総

称は、深料心岬学 (depthpsychology) や精神

分析的心Fl！学 （PsychoanalyticPsychology) と

呼ぶ 本論ではフロイトの理論に限定する，1

構造論 （心的装置）

フロイトぱ、 「こころーをイト (id)［ある＼ヽ

はエス (Esl:、自我 (ego)、超目我 (superego)

の3つに分げた心的装岡として説明しようとし

た ［＇月 1ぱ、フロイトが考えた心的装判を示し

た イト：よ、ラテン語で、り:ii/iで＼ヽ うと it （そ



知覚意識

無意識

イド

図 1 心的装置 (Freud,1933) 

れ）を指す。 フロイトが用＼ヽたイドとは、根源

的な精神的エネルギーの源泉のことである。イ

ドから発生する生得的に備わっているエネル

ギーはリビドー (libido) と呼ぶ。 リビドーは、

ラテン語で欲望のこと である。自我は、当初は

意識と＼ヽう意味合いが強かったのだが、次第に

現実原則 (realityprinciple) と呼ぶ現実との

適合をはかることで欲求を充たそうとする機能

を持つもの として理論が整備された。超自我は、

幼少期に養育者といった居llltJの大人による躾を

通して取り込んだ良心や道徳的規範としての機

能を持っている：

フロイトは、心的装置に、意識だけでなく、

前意識と無意識 (theunconscious)も想定した。

前意識は必要となれば思い出せる記憶内容を保

持して ＼ヽ ると ころと考え た 無意識は、必要と

なっても思＼ヽ出せない記憶内容を保持して＼ヽる

ところであり、抑圧した記憶事象を保持してい

ると仮定している 無意識は、精神分析則論に

おいて鍵となる概念である ，行動の背後にある

意識に昇らない複雑な感情や葛藤といった コン

プレックス (complex)を無意識の領域に蓄積

させて＼ヽると仮定し、その無意識に焦点を当て
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て、それを意識化することにより、絡藤を解消

しようとする。精神分析理論を実践場面に用い

た手続きとして 1’l由連想法 (freeassociation) 

が知られている 。 自巾連想法は、 C] が寝椅 f•

に横になり、頭に浮かんでくることを、そのま

ま言築にしてもらう 。

発達論

フロイトの精神分析理論を発達論として捉え

てみた場合、 リビドーが後に述べる各段階に固

定して留まった状態、つまり固着したと解釈で

きる。フロイトの理論からは、 リビドーが身体

の部位に発現する時期によって口唇期、肛門期、

男根期、潜伏期、性器期の 5つの時期に区分で

きる。ただし潜伏期は、 5、6歳から 12歳前後

に相当するものの、 リビトーの身体への発現が

ないと考えられることから、性格特徴として解

釈が出来ないc

適応論 （防衛機制）

適応論で大切な概念は、感情転移（転移；

transference)である。惑情転移は、過去に出

会った甫要な他者 （保護者や親近者など）に対

して向けられた！感情や態度を、現在の人間関係

の中に繰り返し持ち越していることを言う 。心

理学的介人の中では、 Thに転移の惑情が向け

られる。Thは、転移の向け られる対象やそ の

強さ、性質を分析することによって C]を理解

しようとする。徹底操作 (Workingthrough)は、

Thが繰り返し解釈を与え続けるこ とに よって

C]の中に洞察がたびたび起こり大きな効果を

もたらすといわれている。

さらに C]を理解する枠組みのひとつとして

防衛機制（防衛機構； defensemechanism)が

ある。これは、イ渇安や抑うつ、緊板、 葛藤、罪

悪感、恥とし＼ったイ＜快な惑情を、 Cl自身が対

処可能な水準に変容さ せる心理的作用のこ と

で、個人が適応 しようとする 仕組みの ことを指

す（表 1)



表 1：代表的な防衛機制

・抑圧 (repression):苦痛な感情や欲動、記憶 I

を意識から閉め出すこと
．逃避 (escape)は、空想、病気、現実、自己 I

へ消極的に逃れること
• 投影•投射 (pro j ection ) は、 相手へ向か う感
情や欲求を、他人が自分へ向けていると思うこ
と。

・同一視 (identification)は、相手の属性を自分
のものとして、自己の評価を高めようとするこ
と

・反動形成 (reactionformation)は、自分の本
心とは全く裏腹の言動をすること

・合理化 (rationalization)は、もっともら しい
理屈をつけて自己を正当化すること

・補償 (compensation)は、劣等感を他の分野 I
や他の方向で補うこと

・昇華 (subIi mat ion)は、抑圧された欲求や感
情が社会的に認められる価値ある活動として置
き換えて発現すること

•このほかに退行、 置き換え 、 隔離、 打 ち 消 し、
否認、自己への向けかえ、逆転、知性化などが
知られています

B)人間学 ・実存主義モデル

人間学モデルは、人間の本質的な存在や人間

が存在する意味を解明 しようと、人間の知覚な

らびに感覚や経験の世界を対象にして、意識に

純粋に現れることのみを捉えようとする現象

学 (phenomenolog~- ) と は、折学にお＼ ＼て古く

から用しヽられてきた用語であり、心理学か らぱ、

感覚や経験の世界を対象にして、日常の中や暗

黙の内に加昧された解釈と分けた上て意識に純

粋に現れることのみを現段として捉え 、人間の

木質的な（子在や人間が存在する意昧を解明 しよ

うとする立場としヽえる ．ロジャーズ (Rogers.C. 

R. 1902-1987)による米，淡者中心療法 (Client-

centered therapy)やエンカウンタークル ープ

(encounter group) だけでなく、ジ ェント リ`ン

(Gendlin. E. T. 1926-2017)によるフォーカシ

ング 指向 心坪療法（Focusi ng-orien ted 

psychotherapy)、I ーヽルス (Perls. F. S. 1893-

1970) によるケシュクルト 1点法 (Gestalt

therapy)が人間学モテルに含まれる 実(it 

義モ デルにば、 フラン クル (Frankl.¥・. E 

1905-1997)によるロコセラヒー (Logotherap>・)
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が含ま れる

人間学モテルでは、 人間心罪の全体的な理解

を強調するだけでなく、 主観的な個人経験の理

解をめざそうとする点に特徴がある。また「今、

ここ 」ての体験から自己理解を促進することを

屯視している ．人間の成長・亨福を追求し、人

間が自 己だ現を求める存在であると＼ ヽう前提が

人間学モテルにはある さら に紛争が人間の心

の延長」．に発牛すると 考えて、国際紛争の解決

に繋げようとする試みに、人間学モデルに基づ

しヽ た実践活動が行われたこ とがある ，

ロジャーズ：よ、牧帥を 目指 して 神学校へ進ん

だが、 神学校の反対側にあ った大学で心理学や

梢神医学、教育学を科目履修して、典味が牧帥

から児童相談に移ったと自覚して転身した。当

時設立さ れたばかりの児童相談所で実践活動を

行った後、大学で教鞭を執りながら実践を続け

た 当貼 t流であった指ホ的療法とは正反対の

やり方を提唱し、クライエント中心療法と呼ぶ

ようになっだエンカウンターグループの実践

を行しヽ、0-1際紛争の解決を試みようとした。ノー

ベル平和打の候補とまでHされたが、候補者が

発i<される前に逝去した ロジャースは、心理

学的支拐ては主観を重視す る•方、 研究ては吝

観的でしヽようと科学的な手法を取り人れた一面

接の音声記録を文字情報にして初めて公開した。

本論ては、ロ ジャースの自 己実現 (self-

actualization) と自己概念 (selfconcept) と建

設的な人格変化に必疫てかつ 1 • 分な条件を紹介

する

ロシャーズ (1951) は、人問としヽう生活（本

が成長や増進する （頃I{r]、つまり 自己実現する 欲

求を枯本的にも って＼ヽ る ことを11又定してしヽ る＾

ロシャースによると、 生活体は経験し、知覚し

てしヽる IIr ，がに 反応してしヽる (i (I•：てある この場

合、牛活（本にとって知党して＼ヽる IIt料は 「現実

(reality)ーとな ・)て¥'る 行動：よ、牛活体が r現

‘此と＼ヽう知覚した 1廿内の中で(I己‘K現を達成

しようとするためにと る活動である 「現実」

の中のとりわけ他者との相l1作用の粘果として



白己 (theself)が形成されて＼ヽく ロジャー

ズは、自己を、それが存在して＼ヽて機能してし、

ることについての意識であると定義し、自己概

念を、意識してしヽる r1己につしヽ ての，；忍知してし、

る事柄を組織化した形態であると定義してい

る。それ故に、人間が自発的にとる行動のほと

んどは、自己概念と令欠したものになって＼ヽる ご

ロジャーズは、 1961年の論文で、十分に機

能する人間としヽう人間観を提ぷした 人間がそ

の瞬間1リに感じる感梢の中で生きるときに、そ

の人「1身を体験して白分自身であることに気づ

き、そこで新たに体験した自己と •孜するよう

に自らの行動が変わ っていく ことを自覚する。

この一連の過程を繰り返して、 十分に機能する

人間とは、自分自身を信頼しながら、どんな方

向へも すすんでいける自由が保障されているこ

とを 191党し、進んでしヽく方向を選訳しながら、

より良い豊かで意味深い生き方を求めていく過

程にあるとしたc

1957年にロジャーズは、建設的な人格変化

(constructive personality change)が生じるの

に必要でかつ 1•分な条件を記述した 。

11) 2名の人が心理学的に接触しているこ

と。

(2) 第 1の人（クライエントと呼ぶことにす

る）は、不一致 (incongruence) の状態で、

傷つきやすく、 イヽ ・安な状態にあること

131 第 2の人（セラピストと 呼ぶことにする）

は、関係の中で自己一致しており統合して

(integrated) しヽ ること 、

14 I セラピストは、クライエントに対して無

条件の行定的配應 (unconditionalpositive 

regard)を経験する こと．

(51 セラピストは、クライエントの内的照合

枠 (internalframe of reference) を共感的

に理解する こと (empathicunderstanding) 

を経験し、この経験をクライエントに（広え

ようと心掛けること c

161 セラピストの共惑的な理解と無条件な肯
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定的配I_葱をクライエントに伝えることが最

低限でも達成されて＼ヽること 。

I記に小した必咬十分条件の中で自己一致

(congruent)、 無条件の行定的配慮

(unconditional positive regard)、共惑的に理解

すること (empathicunderstanding) がThの3

条件や態度として特に知られている（氏原、

1999)。白己一致は、 Thが純粋件 (genuine)

を持ちなが ら、わ＼ヽてくる感情のま までしヽ て、

そしてありのままの自 己と 一致している状態

で、それらが Th自身の中で統合していること

が求めら れる。 さらに無条件の打定的配咆は、

Thが価値づけをしなし rで、 C]を受容し、 Cl

を人の人間として諄ifiする姿勢が必要にな

るぐそして、共惑的な理解は、 Clが（本験した

ことを、あたかも Thの中でもInlじことが生じ

たかのように感じることであるし

ジェントリンは、ロジャーズとの共同研究の

中で、心理療法が成功する過程に生じる身体惑

覚に注目する研究からフォーカシングを提唱し

た，フォーカシング (focusing) は、問趙や状

況に関する感情を体験する際に、身1本に感じら

れるフェルトセンス (feltsense) と呼ばれる

何かに注意を向け ることを収り い千て＼ヽ く ＾

フランク ルは、ウィーンに生まれ、 1942-45

年に強制収容所での体験を記した 「夜と霧」は

|it界中で読まれている。若くしてフロイトやア

ト＇ラーと交流の機会を持ち、自らの臨床実践の

中かから「ロゴセラピー (Logotherapie)」を

提唱しだロゴセラピーは、自己を超越するこ

とと自己のイ況安や怒りから距離をii'iいて自由に

なることを H的として＼ヽ る＾その糸い果、充実感

を行て自信を回復し、 心的エ ネルキーを允填す

ることになる 咋ロゴセラピーでは、①意志の自

由、 ②意味への意志、③人生の慈昧を躾本理念

としてしヽ る J

C)認知行動モデル

認．知行動モデルは、人間を含むあらゆる生活

体 (organization) に適用できる行動の法則を



確立しようとしヽう立場から始ま った 刺激に対

応した反応、そして反応を強化する刺激とし、 つ

た迎の流れ、つまり学習の原即がこの即論の

中核に位侶づけられる 心理学における学苦

Oearning) は、辣背や経験の結県として生活

1本の行動上に比較的水続的な変化が牛じる過程

のことで、 日常生活で用しヽる学軒とは意昧が界

なっている 特定のカリスマ創始者がいないこ

とが大きな特徴である，

学料・行動理論

アイゼンク (Eysenck,H. J. 1916-97)、ウォ

ルピ (Wolpe, J 1915-98)、Iヽル (Hull, C. L. 

1884-1952)、ス キナー (Skinner.B. F. 1904-

1990)、Iゞ ンデュラ (Bandura,. .¥. 1925-）と t‘つ

た学習に関する研究者による知見を臨床場面に

適川した行動療法 （Beha1・iorTherapy)がある

古典的条件づけ、オペラント条件づけ、観察学

習（モデリング） としヽう 学習理論を店盤にして

いる。行動療法は、客観的に観察可能な行動や

症状に焦点をあててしヽる ＾行動分析、系統的脱

惑作、オペラント条件づけなどの技法が知られ

ている

古典的条件づけ (classicalconditioning) 

条件刺激を早ポした後、無条件刺激を対にし

て吊示し、条件反応を形成することでロシアの

生罪学者である Iヽフロフ（Pado,・.I. P. 1849-

1936) か提唱しだ唾液分泌、 1文肉抵抗変化、

血1ti•運動、内臓反応と＼‘ った自 i卜神経系の反 I心

や屈曲反応、眼瞼反応瞳孔の反応、膝外随反

射とし 、ったT．即的｝メ応、熱 lヽ 物に触ると手を

引っ込める方の反射的反応の学皆を説明した

レスホンデント条件づけ (respondent

conditioning) と呼ばれることがある

無条件で反射を起こす刺激を無条件刺激

（じCS : L'n Conditioned Stimulus)と呼んで、

無条件刺激によって起こる反応を無条件反応

（じCR:じnConditioned Response)と呼ふ無

条件刺激と対にして＇仕示される中性的で何もも
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たらさなし、刺激を条件刺激 (CS: Conditioned 

Stimulus) ある＼ヽは中竹刺激 (:¥S: :-leutral 

Stimulus) と呼んで、条件刺激によって起こる

反応を条件反1、心 (CR: Conditioned Response) 

と呼ぶ無条件刺激を提小した後に無条件反応

が出現して tヽ るところへ、無条件刺激を提ポし

た直後に条件刺激（中性刺激）を提／J~すると、

条件刺激だけを提示しても無条件反1、心が対と

なって粘びつtヽ て条件反応へと切り替わって学

苦が確立される ＾条件刺激を提示する際に無条

件刺激を 1ナえる T続きを強化 (reinforcement)

と呼び、条件刺激だけを反復提示して無条件刺

激を提示しなしヽでしヽくと、条件反応が牛じなく

なる手続きを消去 (extinction) と呼ぶ 条件

刺激に類似する刺激に対して条件反I心が牛じる

現象を骰化 (generalization) と呼んで、ワト

ソン (¥¥'atoson.J. B 1878-1958) が行った恐

怖条件づけ（情動条件づけ）を用＼ヽたアルバー

卜坊やの実験が知られて＼ヽる

オヘラン ト条件づけ (operantconditioning) 

スキナー (Skinner,B. F. 1904-1990) が提

唱し、化体が白発的に行った行動（オペラント

行動）に強化刺激を随（半させ、その反／心頻度や

反応を変容させる条件づけの挽作、およびその

過程を呼ぶ．［片典的条件づけが反射的な反応を

収り卜けることに対して、オペラント条件づけ

ては日発的な (emitted) 反応（＝オペラント

反I心）を取り I・.け る 道具的条件（寸け

(instrumental conditioning) と呼ばれることが

ある スキナーは、条件付けをオペラント条件

づけとレスホンデント条件づけに分類した C ス

キナーボ • J クスによる ラ ッ トの実験が h} 名で、

個（本が起こす日発的な反応であるオペラント反

応が生じる粕度を取り上げる スキナーポ、Jク

ス内に設けられたレ／ i-にネスミが触れる頻度

をオヘラント反恥として＼ヽた この場介にオヘ

ラント反応を附やす手統きを強化と呼び、オベ

ラント反応が牛じたときにりえる強化［・（怖化

刺激）を1|:．の強化 fと呼んで、オベラント反1、心



を増加させる。強化子にはエサなどが用いられ

る。 一方で、オペラント反応の頻度を減少させ

る為には、負の強化子を与える。負の強化子に

は電気ショック などが用いられる。反応形成

(shaping) は、目標行動までの行動系列を小さ

な行動単位に分けて徐々に形成していくことを

指すc 類似する刺激に対しても、同じようなオ

ペラント反応を示す場合を般化と呼ぶ。オペラ

ント反応に強化子が随伴されなしヽと、条件づけ

前の反応水準に戻ることを消去と呼ぶ。

古典的条件づけでは、生体が環境に誘発され

て生じる行動原理が説明されている。 一方でオ

ペラント条件づけは、生体から環境に働きかけ

て生じる行動原理の説明がなされている。

モデリング (modeling)・観察学ff!/(observational 

learning) 

他人の行動を観察し、それを模倣すること（代

理経験）による学習をバンデューラ (Bandura,

A. 1925-) が提唱した。社会技能訓練で用いら

れる。

認知埋論

ベック (Beck,A. T. 1921-）による認知療法

(Cognitive Therapy)、エリス (Ellis,A. 1913-

2007) による理性感情行動根法 (Rational

Emotive Behavior Therapy) がよ って立つ理論

である (Freeman,1989 ; Ellis et al., 1987)。

固りの世界を人がどのようにみるか、どう構

造づけるかという枠組みで認知の甚礎となる法

則 (rules)や信念 (beleifs)やスキーマ (schema)

に人間の感情や行動がどのように影評されてい

るのかという前提を持っている。認知を修正す

ることで行動が改普したり、悩みやイ渇安が解哨

されたりすると考える。

エリスは理性感情心理療法 (REBT;Rational

Emotive Behavior Therapy)を提唱した C 信念、

つまり受け取り方（認知）が惑梢を規定して個

人を苦しめているので信念を変えれば苦しみJi

が変わり、行動が変わると仮定した，イラショ
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ナル（非罪性的）ビリーフ (Irrationalbelief ; 

iB) とは合理性や現実性に乏しい受け取り方を

指し、絶対的（独断的）な特徴を持つ。「ねば

ならない」「すべきである」という形で表現さ

れる。うつ状態、不安、罪の意識、怒りと行っ

たネガティブ感情を引き起こし目標を追求する

ことや達成することを妨げる。iBを再構築す

ることで最も長続きする変化が生じる。ラショ

ナル （理性的）ビ リーフ (Rationalbeleif ; 

rB) とは過度に苦しめることがない受け取り

方のこと。本質的な意味を持つ個人にとって重

要な事柄への評価をともなった認知。顔望、好

み、好きか嫌いかという形で表現される。rB

は自己治療を導くものと仮定している。iBは

自滅的な結果に繋がるものとして仮定している c

認知行動理論

1970年以降は、行動療法と認知療法を総称

し て 認 知 行 動 療 法 (CognitiveBehavior 

Therapy) と呼ぶようになってきた。認知行動

療法は、客観的に観察可能な行動や症状に焦点

をあてている。系統的脱惑作法、曝露反応妨害

法、行動分析、セルフモニタリング、思考中断

法といった技法が知られている c 認知行動理論

は、技法として手続きが明確に示されている点

に特徴がある。1940年代にウォルピ (WolpeJ. 

1915-1997) によって考案された系統的脱惑作

法（ウォルピ、 1982) は、認知行動理論に甚

づいた心理学的支援の中でも代表的な技法とい

われて＼ヽ る （山 h 2007)。

D) その他のモデル

本項では、個人を支援するその他のモデルを

紹介する。催眠 (hypnosis) の歴史は、臨9禾心

理学の歴史の中でも心理学的支援の進展と捐な

る点があることを既に報内した（長谷 川、

2015、20196)。催眠は、一方の人が注意深く

観察しながら言使だけでなく非言語を川いて提

ポされた暗示・合図に対してもう 一方の人から

引き出された心理•生理的な反応や機能や能力



が引き出された状態である催眼には、公話と

信頼捌係（ラホール）が必須である 催眼の即

論的す場にもよるが、 fli：眠と¥)う状態があると

しヽう立場からは、変性意識状態 (alteredstate 

of consciousness) と＼ヽ う、意識が II常と （よ変

わった状態のことで、中．観的に意識が変化した

ことを体験してし、るそ の中の I、ランス

(trance) と＼ヽう注意が特定の対象に一定の時

間だけ 1句かった状態が催眠の中で確認てきる

（長谷川、 20196) 催眠現象 (hypnotic

phenomena)には、感覚 (sensory) が変わった

り、自動反応 (automaticbehal'ior)が生じたり 、

時間的枠組み (timeperception)が変わったり 、

記憶機能 (memory functions ) と 心理学的•生

理学的な変化を引き起こす：これら の特徴から

催眠が、医学、教育、産業など蝠広tヽ 分野で活

用できる心理学的支援払である ：

臨床動作法（ClinicalDohsa-hou)は、 成瀬

悟策 (1924-2019)を中心に して催眠から開発

された（成瀬、 1995、2014)、． 成瀬 (1995)は、

動作とは身体が動くことではなく、 1ーから だ」

を動かそうとする心理過程であると定義した．

「からだ」を動かそうとする予期イメージ（意図）

に則して 「からだ」を動かそうとする努力の木

に、身体運動が生じるという 一連の心理的な過

程を動作と考えた（図 2)こ臨床動作法：よ、動

竹という心理活動を tたる道具として心理治療

ないし広く心理臨床 一般の援助をしようとする

セラピストの活動と定義して＼ るヽ 臨床動作法

では動作課題を提示して、その課題を達成する

中で体験する心理的変化を取り上げて＼ヽ く

意図一努カー身体運動

図 2 動作図式 （成瀬、 1995)

皿おわりに一継続した研鑽に向けて

1952年に発表されたアイゼンク (E,・senrk.H. 

J. 1916-1997)による心理療法の効果研究に関
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する論文が衝撃を与えた その後、心理療法の

効果が検，；寸され、心理療法は有効であることが

確認された (Lambert.2004),これまで様々な

理論が提唱されてきたが、理論モデルによる効

来の優劣ぱ認められなかった (Lamberteta!, 

2004) -このことは、人間が 1つの理論モテル

で説明できるような単純な存在ではないことの

現れと理解でき、多面的な観点から人を理解す

る姿勢が求められることを教えてくれる また

心坪療法の理論の枠を超えた共通因子があると

考えられて＼ヽ る (Rosenzweig,1936), Wampold 

(2001)によれば、クライエントの要因が 87%

であり、 番 ，n要な因子であることが分かって

しヽる

心理学的支援を学ぶ場合、理論の影蒋が大き

くなしヽ ことを念頭にお＼ヽたドで幅広tヽ 対人支援

某礎技能の背得から入り、続いて理論面の知識

を学び、セラピストとして各種技法を洗棟して

しヽくと＼ヽう学び方が望まし＼ヽであろう （大谷、

2004 ；長谷川、 2014)

現在では、心理学的支援法の学習者のために、

それぞれのモデルの特徴をまとめた教科書も編

艇されて tヽる (¥" an den Bos ら 、 200 1 、乾 • 宮

田（編）、2009),

最後になるが、心理学的支援法は、理論的な

知識1(Jiのfll！解の深まりと実践を通じた学びそし

て適切なスー／←ービション (supenision)によっ

て習門されて＼ヽ く スーハービジョンは、経験

豊かなスーハーバイサーが経験の浅いスーパー

ハイジーに対して助言や指導をすることで技能

の向 tを図る/iJf修・裾成形態のことである。次

にスーハーピジョンの種類をまとめた。引き続

き研用を梢んで＼ ＼く上での参考として頂ければ

炉ヽである

1)個人スーパービジョン

スー Iーヽ Iヽイサーとスー I ーヽ／ ìイジーが

対で行われるスー Iヽーピジョンを指し

て＼ヽる 時間を掛けて検討が行われ、スー

ハーバイジーの個人的な問粗や課題を取り



上げて深く掘り下げることが可能となる ，

2)集団 （グループ） スーパービジョン

-•人のスーパーバイザーに対して複数の

スーパーバイジーを対象にして行われる

スーパービジョンを指して＼ヽる 。 参加者間

で様々な意見交換を交えて検討ができる

が、課題を深く掘り 1‘”げられなし＼

3)ピアスーパービジョン

同僚や仲間間で行われるスーパービジョ

ンで、相互がそれぞれの役割を担う形で行

われる。機会が持ちやすく話がしやすい環

境で行いやすいものの、検討が深まらない

恐れがある 。

4)ライブスーパービジョン

面接が進行する中でスーパーバイザーが

同席して、その場で行われるスーパービ

ジョンの形式を指す＾
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