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地域援助における受理面接の構造
──伝統的心理療法との比較を通して──

元永拓郎
 

A structure of ‘intake interview’ in community mental health 
service compared with psychotherapy

Takuro Motonaga 

Summary

This study compares a structure of ‘intake interview’ in community mental 

health service with that in psychotherapy.  There are some common elements 

between them.  But I focus a different structure of ‘intake interview’ in 

community compared with that in psychotherapy.

Main complaint of client is very important both in community service and 

in psychotherapy.  Main complaint is structured in client life history through 

intake interview.  In psychotherapy intake interview, plan of therapy is 

considered and structured.  On the other hand, plan of solution against main 

complaint and role of the service is considered in community intake interview.

The community service also suggests or proposes other services to the client 

with his/her collaboration.  It is a process of formulation of support system.  

The community service is structured in his/her life through the process.

1．はじめに

　臨床心理学的面接は、伝統的には、私設開業の相談室における 1 対 1 の面接を想定し理論的

検討がなされている。しかし、現代社会における臨床心理学的面接は、医療、学校、職場、司

法・矯正といった何らかの組織の中で設定されることが多い。このような場の構造に留意した

面接のあり方の議論が必要であるが、面接技法や心理アセスメントにいまだ重きが置かれる傾
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向にある。

　特に受理面接については、心理療法（サイコセラピー）を念頭においた受理面接とそうでな

い 1 回で終わりえる心理相談とでは、性格が大きく異なるものとなる。1 回で終了する可能性

のある心理相談においては、伝統的な受理面接の要素に加えて何らかの介入が必要となるが、

それらを相談の構造という視点から整理した研究は少ない。

　そこで本論文では、相談の行われている場の構造に着目し、その構造に注意深く配慮した受

理面接のあり方について若干の議論を行いたい。伝統的な心理療法と、生活の場（学校や職場

などの地域）での地域援助における個別相談における相談構造を比較し、特に受理面接の構造

や性質について議論したい。

　地域（生活の場）において、臨床心理学的活動が多様な展開をみせている。臨床心理学にお

いては、地域援助として位置づけられる場合もある。ここでいう地域とは、地域ご近所といっ

た場所を指すことにとどまらず、人の集まりという意のコミュニティを示すことは言うまでも

ない。そのようなコミュニティとしては、学校、職場、司法・矯正なども含まれ、地域におけ

る子育て、高齢者福祉、障害者社会復帰などの活動とともに、多くの実践が行われている。

　このような地域での活動は、その場の特徴や臨床心理スタッフに与えられる役割などにより、

多彩な展開をみせる。しかし、それらを大きく整理するならば、①個別相談、②コンサルテー

ション、③心理教育、④危機介入、⑤システムオーガナイゼイション、といった 5 つに分類す

ることが可能であろう。これらは、1）直接アプローチ、2）間接アプローチ、3）集団アプロー

チ、4）緊急アプローチ、5）組織アプローチ、と表現することも可能である。

　臨床心理学的援助は、伝統的には①個別相談「1）直接アプローチ」を得意としている。そ

の中でも心理療法（サイコセラピー）と心理アセスメントが、援助の二本柱と言ってよいであ

ろう。特に、心理療法は数多くの療法が開発され効果を挙げている。しかし、伝統的な心理療

法をそのまま地域援助において展開しようとすると不都合が生じやすい。なぜならば、「心理

療法＝個別相談」ではないからである。地域援助における個別相談は、心理療法の枠組みで展

開すると大きな障害が生じる場合がある。たとえば学校における相談構造は、治療構造とは異

なった展開となる（元永 ,2003）。心理療法の英知は充分に取り入れながらも、コミュニティの

観点からの検討が求められる。

2．受理面接の伝統的構造

　面接の構造については、フロイト、Ekstein（1952）の言及があり、小此木（1960）が「治療構造」

として発展させた。ここでいう治療構造は、「治療者と患者の交流を規定するさまざまな要因

と条件が構造化されたもの」と定義されている。同じ時期に、土居（1961）は、「（精神療法に

は）有形無形な規則が存在しており、その規則によってこそ精神療法の実際の進行が可能にな



53

元永：地域援助における受理面接の構造

る」と指摘し、その規則を構造と呼んだ。

　有形無形という表現にあるように、構造には、面接場所、時間、料金、面接頻度、何を行うか（対

話、描画、プレイ・・）、カウンセラーは誰かなどの「有形」なものもあれば、目標（ゴール）、

情報をどこまで集めるか、話し合う課題、関係のあり方といった「無形」のものもある。どの

ような構造がクライエントにとって最も好ましいかを考えることが面接にとって重要である。

　そして、最も好ましい構造を見立てることとその構造を契約という形で合意するプロセスが、

伝統的な受理面接で求められる作業ということができる。つまり受理面接では、治療構造を形

成するために必要な情報収集と見立てを行いつつ、当面必須となる治療構造についてクライエ

ントと話し合い合意した上で契約することになる。本格的な心理療法が導入される前の予備的

面接として位置づけされるのである。

　よって、受理面接の構造として、面接場所、時間、料金、面接頻度（複数回にわたる場合）

といった、最低限の有形の構造（それがないと物理的に面接が成立しない要因）が規定される。

そして、受理面接が終了したのちに改めて契約がなされ介入のための面接が構造化されること

になる。そして、受理面接後の介入のための面接こそが、伝統的な治療構造を有するものとな

る。もちろん、受理面接後に、本格的な心理療法は導入しないとして契約を行わないという場

合もありえる。

3．地域援助における受理面接の構造

　一方、地域援助における受理面接はどのような構造を持つのであろうか。佐々木（2002）は、

図 1 に示すように（一部著者改変）、第 1 段階：受容と共感、第 2 段階：問題点の共有と明確化、

第 3 段階：方向性の検討、の 3 段階を受理面接の構造として示した。第 1 段階は、図に示すよ

うにこれまでの経緯を充分に聴く段階であり、第 2 段階は、相談の主目的に添った形で問題点

を整理し共有を進め明確にすることになる。そして第 3 段階で、どのような支援の方向がある

かを、さまざまな社会資源の活用も頭に入れながら、クライエントと一緒に考えていくという

形となる。

第 1 段階　受容と共感　　　　　　＊問題に対応してきた苦労話を聴く
　　　　　　　↓
第 2 段階　問題点の共有と明確化　＊相談の主目的に添って問題点を整理する
　　　　　　　↓
第 3 段階　方向性の検討　　　　　＊社会資源を念頭に置きながら一緒に考える

　　　図 1　地域援助における受理面接の構造（佐々木（2002）を改変）

　一方、熊倉（2002）は、対人援助に共通する面接の前後を含む流れとして、図 2 に示すように、
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生活史から問題解決までのプロセスをモデル化し、点線で囲んだ部分を面接経過として注目し

た。そして、「見立て」を真の来談理由を想定した仮説的ストーリーとして考え、面接経過の中で、

方針によってストーリーが変化しまた新たな「見立て」が形成されるといった円環的プロセス

を指摘した。

 　　面接経過　

生活史→来談理由→　「見立て」→方針→新しいストーリー形成→　問題解決

図 2　対人援助に共通する面接経過を含む流れ（熊倉（2002）より）

　
　このような円環的プロセスにおいては当然のことであるが、面接 1 回の中で何らかのストー

リーの変化がクライエントに見られることもあるし、継続した面接の積み重ねの中で新しいス

トーリーが形成されることもある。面接の 1 回のみでの完結的性質と継続面接の積み重ねの中

での完結的性質の 2 つが交わりあった展開となる。このような考えは、1 回の受理面接で終了

する可能性や断続的に継続する可能性もある地域援助の個別相談において、実践的なモデルと

言える。

　

4．受理面接構造の新しい視点

　

　ところで、佐々木（2002）と熊倉（2002）のモデルの両方を組み合わせ整理したのが、図 3

である。佐々木の言う第 1 ～ 3 段階に加え、第 0 段階として面接前の状況を設定した。また第

5 段階として面接終了後の本人の状態にふれた。これらは図 1 の第 1 ～ 3 段階に面接経過以外

の要素を付加したということで、特に異論はないであろう。注目すべきは、第 4 段階で「心理
　

第 0 段階　（来談前）　　　　　　　　　生活史
　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓
第 1 段階　受容と共感　　　　　　　　来談理由
　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓
第 2 段階　問題点の共有と明確化　　　見立て
　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓
第 3 段階　方向性の検討　　　　　　　方　針
　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓
第 4 段階　心理的変化　　　　　　　　新しいストーリー形成
　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓
第 5 段階　新しい展開　　　　　　　　問題解決

図 3　地域援助における受理面接とその前後の構造

↑
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的変化」に該当する項目を挙げた点である。これは熊倉（2002）の指摘する「新しいストーリー

形成」に該当するが、クライエントが「少し見通しがみえてきました」とにっこりしたといっ

た類のものである。これは佐々木のいう第 3 段階に当然含まれているものであるが、あえて本

人の状態の変化を記載するという意味で第 4 段階として示した。

　ところで、この図 3 を構造という観点からみた時にある点に気づく。それは、本人の生活史

そのものが、一種の構造を有していると考えられる点である。生活史には、家族がいて、本人

の生活の場があり、経済的な基盤があり、人的なネットワークがある。本人が形作ってきた生

活史がそれらの構造の中で展開されていると言えるだろう。そして、悩みはこのような構造の

中で発生し、構造そのものを変化させることもある。このような生活史を形作る構造のダイナ

ミックな展開を把握することが、ストーリーを読むという作業になるのであろう。たとえば図

4 には生活史に出てくる人の人的ネットワークの構造の例を示した。家族や友人、学校や職場

に関係する人との出会いとつながりによって、その人の人生が構造化されていると言うことが

できるであろう。

家族　　　　仕事の先輩　　　　仕事の上司

親戚　　  　　　本人　　　　　学校の先生

幼なじみ　  　　友人　　　　　学校の先輩・後輩

図 4　本人の生活における人の構造

　さて、このような構造において、本人が悩みを持ち相談室に来談したとしよう。相談室では、

悩みが語られるとともにその悩みの背景も語られる。図 3 に立ち戻るならば、受容と共感を大

切にしながら、生活史や来談理由を聴き、問題点の共有や明確化がなされる。これらの作業は、

悩みが本人の今の生活やこれまでの生活史の中でどういう位置にあるのかを、構造化していく

プロセスと考えることもできよう。そして、悩みが相談室に持ち込まれるまでのストーリーを

仮説的に見立てる中で、本人の人生の中での悩みの構造化が行われることになる。本人の生活

における悩みの構造を示すならばたとえば図 5 のようになろう。もし仕事が忙しくてつらいと

いうことであるのならば、仕事の上司との関係の中で悩みが展開している可能性もある。それ

らを整理する作業においては、悩みを仕事の上司との関係の中で構造化することが焦点のひと

つとなると考えられる。

　このように、受理面接にとって大切なことのひとつは、悩みの構造化ということもできる。

なお、ここで言う構造化とは、本人の意識の中で構造が認識されるプロセスであり、その構造
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がカウンセラーとの相互作用の中でみえてくるプロセスでもある。その悩みによって、自分は

どんな人生上の課題にぶつかっているのか、これまでの似たような悩みとはどこが共通でどこ

が異なっているのか、この悩みの解決とはどのような姿なのか、といったことも、悩みの構造

化の例として挙げることができよう。図 6 には、悩みが受理面接においてカウンセラーに語ら

れる構造について簡単に示した。悩みが本人とカウンセラーとをひき合わせ、本人の人生の中

でカウンセラーがどう構造化されるかが重要なところである。

家族　　　　仕事の先輩　　　　仕事の上司

　　　　　　　　　　　　悩み　　　　　　　　　　カウンセラー

親戚　　　　　　本人　　　　　学校の先生

幼なじみ　　　　友人　　　　　学校の先輩・後輩

図 6　カウンセラーも含めた構造

　もしこの図において、カウンセラー自身が伝統的心理面接の中で構造化されているのであれ

ば、本人とカウンセラーとの間の治療構造が本人の人生に対して重要な影響を及ぼす可能性が

ある。カウンセラーがクリニックの予診として本人の悩みを聴くとするならば、医学的治療の

構造が本人の人生にとって重要な役割をはたすこともあり得るであろう。

　それでは、地域援助においてカウンセラーはどのように構造化されるのであろうか。それを

考えるためには、カウンセラーがどのような役割を本人から期待されているのか整理すること

が重要となる。つまり、相談室の役割を明確にする作業が大切となる。受理面接において、本

人が何に悩んでいるかを把握するのみならず、相談室に何を期待しているのかを充分に理解す

家族　　　　  仕事の先輩　　　　仕事の上司

　　　　　　　　　　　　   悩み

親戚　　　　　　本人　　　　　 学校の先生

幼なじみ　　　　友人　　　　　 学校の先輩・後輩

図 5　本人の生活における悩みの構造
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ることが大切であると言われるが、これは視点を変えるならば、クライエントにとってのカウ

ンセラーの適切な構造化が重要であるということができよう。

　クライエントにとってのカウンセラーの適切な構造化は、本人の意識の中での作業であるが、

それは面接契約といった形で明確にされ象徴的に示されることになる。つまり、面接時間や料

金、面接頻度により、クライエントはカウンセラーが自分の人生においてどのような位置を占

めるかを考え意識するようになる。また、カウンセラーをどう構造化するか、さまざまなストー

リーがクライエントの頭の中をめぐりそして何らかのストーリーが形成されることになるであ

ろう。カウンセラーに極度に依存したストーリー、逆にカウンセラーに距離をおいて表面的に

かかわるストーリー、もっと距離を近づけたいが、一方で近づきたくない思いもあり揺れてし

まうストーリーなど、クライエントとカウンセラーとの相互作用の中で、新しいストーリーが

形作られることになる。この新しいストーリーがよい方向にいくようにカウンセラーがかかわ

ることが、どのような心理面接でも必要となるが、特に受理面接ではその変化の範囲が大きい

と言うことができるのかもしれない。

　地域援助における受理面接においては、この新しいストーリーがカウンセラーのみならず社

会資源との関係の中で考えられ方向性が検討されることが重要となる。それを強調して示した

のが図 7 である。地域援助においては、カウンセラーのみが援助を行うことを前提としない。

相談室への本人の期待を把握しつつ、どのような援助体制を形成することが、その人にとって

好ましいのかを考えることにある。その作業は、援助のフォーメーションを作るプロセスと表

現することもできる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医（人事）

家族　　　　仕事の先輩　　　　仕事の上司

　　　　　　　　　　　　悩み　　　　　　　　　　カウンセラー

親戚　　　　　　本人　　　　　学校の先生　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリニック

幼なじみ　　　　友人　　　　　学校の先輩・後輩

図 7　カウンセラーも含めた構造

　図 7 でいうならば、本人の悩みに対して、医療が何らかの力になるのであれば、クリニック

を紹介し受診してもらうことも選択肢のひとつとなるし、産業医に残業と過労ということで相談

にのってもらい上司に働きかけることが有効な場合もあろう。カウンセラーが直接上司と話し

合うことが効果的かもしれない。これらの作業は本人との信頼関係の中で行われることになる。
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　そしてこれらの作業こそが、本人の人生の中でカウンセラーがどう構造化されるかのプロセ

スそのものであることがわかる。そして、クライエントの問題解決にとって好ましい生活の中

の構造のあり方を、カウンセラーはクライエントと共同で考え働きかけていく役割を担うこと

になる。つまり、受理面接の重要な作業は、どのような生活上の構造の変化が、悩みの解決に

とって意味があるかを見立てるプロセスと言うことができよう。

5．受理面接と他の地域援助活動との関連

　ここまで、本人自身が悩みを相談室に持ち込んだ場合を例にとって、その構造を整理したが、

地域援助においては、本人以外が相談を持ち込むコンサルテーションや、カウンセラーが集団

に対して働きかける心理教育、緊急に相談が持ち込まれる緊急対応など、さまざまな形がある。

これらの活動と受理面接との関係はまた別の機会に述べたいが、ひとつだけ強調するならば、

それぞれの活動に受理面接の段階が想定されるということである。つまり、コンサルテーショ

ンにおいても受理面接があり、そこで悩んでいることの構造化や相談室の役割の明確化（相談

室の構造化）が行われることになる。緊急対応においては、時間が切迫する中で困難な作業と

なるが、やはり緊急な事態の構造化と相談室の役割、そして何より緊急対応体制の整備（構造

化）が重要となる。

　心理教育においては受理面接がないように一見思えるが、心理教育を計画する段階で必ずど

のような悩みが学校内にあるのか、メンタルヘルスに関する関心はどこにあるのか、といった

質問を関係者に投げかけ、対象集団のニーズのアセスメントを行っているはずである。この集

団ニーズのアセスメントこそが、集団における悩みの構造の把握プロセスである。そして、ど

のような心理教育を行うかは、そのまま相談室の役割形成につながり、その組織の中での相談

室の構造化につながるであろう。
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