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　新年度となり、働く毎日に何かしら変化が

おありの方も多いかと思います。今回は、職

場でも活用できる人間関係の心理学について

少し解説させていただきます。

Ⅰ．人と人との間で
　　−自分の特徴を知る−　

　「人間関係はベクトルだ」

　筆者がそう思ったのはもう30年も前のこと

でした。医学部に入学してまもなく、心理学

の講義で自我状態（自分らしさを構成する要

素）について学びました。池見酉次郎先生の

ご著書「心療内科」を読む中で、人が人と向

かい合い、言葉を交わす、その場面では二人

それぞれの自我状態が、目線や態度、言葉遣

いを決めることを理解しました。一方で、ベ

クトルとは方向と量をもつ矢印だということ

は数学で習って知っていました。人と人との

間で、目線や態度が相手に対してどんな向き

（方向）を持ち、親しいのか、よそよそしい

のかといった間柄がどんな距離（量）で隔た

っているのか。そんなことを考えてみると、

人間関係は互いのベクトルが行き交ってでき

た「場」のようなものだと思ったのです。

　そもそも人の自我状態とは、次の３つ、

‘親’的な P（parent）、‘子供’のようなC

（child）、‘大人’らしいA（adult）に分け

られます。 P はさらに、厳しくて批判的

な CP（critical parent） と 優 し く 保 護 的

な NP（nurturing parent）に分かれ、Cは

自由気ままな FC（free child）と‘おりこう

さん’的に適応する AC（adaptive child）

に分けることができます。（次図参照）

　たとえば、お母さんが、転んで泣いている

幼児に、「あらあら、大丈夫かしら」と手を

差し伸べる時、お母さんの自我状態は NP で

あって、子供は痛いままに泣く FC であるわ

けです。もしも、お母さんが「それくらいの

ことで泣くもんじゃないわよ！」と叱責する

時には、親の心は CP で、それに対して子供

は AC を働かせて泣きやむのか、FC のまま
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駄々をこねるかのどちらかでしょう。この二

つの場面で、母と子のそれぞれの目線や距離

はどんなふうにあるのか、想像できると思い

ます。年齢も背丈も違うから、上下＝縦（に

近い斜め）のベクトルが必然的に存在します。

そこに、優しさが漂う時には、親は子供の目

線と同じ高さまで降りていき、手を取るほど

に近づくでしょう。一方、厳しさがその関係

を支配する時には、お互いのベクトルがしば

らくそのままで膠着することも想像できます。

　さて、社会の人間関係にも、このような自

我状態のベクトルが行き交っていることがお

わかりかと思います。それが、客観的に人間

関係を理解する（交流分析という）ための第

一歩なのです。

Ⅱ．自我状態のバランスを知る
　　−エゴグラムで把握−

　それでは、まず自分の特徴（自我状態）に

ついて、エゴグラムというもので把握してみ

ましょう。

～自分を知るための エゴグラムとは？～

　ここでは、自分の中の CP・NP・A・FC・

AC 各要素のバランスについて把握します。

1 　それぞれの項目について、普段の自分に

あてはまるかどうかを選択しながら、項目

別に点数を出してください。

注意： 出来るだけ△は使わないようにしまし

ょう。（結果が曖昧になりやすいので、

出来れば○か×で答えてください）

2　点数が出たらグラフにしてみましょう。

CP

１ ．間違ったことに対しては、ハッキリ間違

いだと言います。

２．時間を守らないことは嫌いです。

３．規則やルールを守ります。

４．人や自分をとがめます。

５ ．“～すべきである”、“～ねばならない”

と思います。

６ ．決めたことは最期まで守らないと気がす

みません。

７ ．借りたお金を期限までに返さないと気に

なります。

８．約束を破ることはありません。

９．不正なことは嫌いです。

10．無責任な人を見ると許せません

NP

１．思いやりがあります。

２．人をほめるのが上手です。

３．人の話をよく聞いてあげます。

４．人の気持ちを考えます。

５ ．ちょっとした贈り物でもしたいほうです。

６．人の失敗には寛大です。

７．世話好きです。

８．自分から暖かく挨拶します。

９ ．困っている人をみるとなんとかしてあげ

ます。

10．子供や目下の人を可愛がります。

A

１．何でも、何が中心問題か考え直します。

２．物事を分析して、事実に基づいて考えます。

３．“なぜ”そうなのか理由を検討します。

４．情緒的というより理論的です。
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５．新聞の社会面などには関心があります。

６．結末を予測して、準備します。

７．物事を冷静に判断します。

８．わからない時はわかるまで追求します。

９．仕事や生活の予定を記録します。

10 ．他の人ならどうするだろうかと客観視し

ます。

FＣ

１．してみたいことがいっぱいあります。

２．気分転換が上手です。

３．よく笑います。

４．好奇心が強い方です。

５．物事を明るく考えます。

６．茶目っ気があります。

７．新しいことが好きです。

８ ．将来の夢や楽しいことを空想するのが好

きです。

９．趣味が豊かです。

10 ．“すごい”“わあー”“へえー”等の感嘆

詞をよく使います。

AC

１ ．人の気持ちが気になって合わせてしまう

ことが多い。

２ ．人前に出るより、後ろに引っ込んでしま

います。

３．よく後悔します。

４．相手の顔色をうかがいます。

５ ．不愉快なことがあっても口に出さず、押

さえてしまいます。

６．人によく思われようと振る舞います。

７．協調性があります。

８．遠慮がちです。

９．周囲の人の意見に振り回されます。

10．自分が悪くもないのに、すぐ謝ります。

それぞれの要素の合計点数をプロットし、

自分の エゴグラムを形作りましょう。

Ⅲ．あなたはどのタイプ？
　　−エゴグラムのタイプと傾向−
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各タイプの特徴：

◇M型 明朗型　（アイドル）自他肯定型

ガキ大将タイプ。親分肌、姉御肌。

Aが極端に低いと感情に振り回される。

規則遵守や協調性に気をつけていましょう。 

◇ N型　献身型　（ナイチンゲール）自己否

定他者肯定型

おふくろタイプ。物事を黙々と処理し、NO

と言えない方。無批判で従順。人の世話をや

くが自分は楽しめないことも。利用されやす

い方？と気をつけていましょう。

◇ への字型　円満型　（アベレージ）自他肯

定型

日本人に多いタイプ。NP が高ければ世話焼

き、Aが高ければコンピュータータイプ。敵

は少ない。テストが正直なら、いわゆる「い

い人」。

◇ 右下がり型　頑固型　（ボス）　自己肯定他

者否定型

頑固おやじタイプ。真面目。仕事熱心。

世話もやく。若いには少ない？古風な日本人

男性。人生を楽しめない。愉しむことを意識

していきましょう。

◇V型　葛藤型　（ハムレット）　自他否定型

NP が低いと かんしゃくもち。Aが低いと

問題解決能力が低い。

FC が低いと感情を抑圧。イライラ。忍の一

字。

体の緊張や胃腸の調子など、気をつけていま

しょう。

◇W型　苦悩型　（ウェルテル）自他否定型

厭世タイプ。憂鬱な時に出やすい型。

CP とAと AC の高低さがあると葛藤状態で

苦しい。

本人の怒りが自分に向いてしまう。時には人

に頼ってみましょう。

 

◇ 逆N型　自己主張型　（ドナルドダック）

自己肯定他者否定型

自己中心タイプ。周囲への気配り不足？

対人関係でトラブルを起こしやすい。何より

も自分が大事。

職場では、報・連・相に気をつけていましょう。

Ⅳ ．自分に足りない自我状態を高める
言葉

① CP が足りない（他の要素より極端に低い）

場合

～するべきだ

～しなければならない

私の意見は～です

② NP が足りない場合

あなたの気持はよくわかります

たいへんでしたね

つらかったでしょうね

③Aが足りない場合

問題点は何ですか

もう一度説明して下さい。その点がわかりか

ねます

そうだとすれば、今は何をするのが賢明でし

ょうか



建設荷役車両 （ 25 ） 第 38 巻 223 号（2016. 5）

199

④ FC が足りない場合

おはよう！　おいしい！

きれい！

すごーい！

⑤ AC が足りない場合 

こんなことを話していいでしょうか

すみません、きっと私が悪いのです

あなたがどう感じているのか、とても気にな

ります

Ⅴ．人と人とのベクトルを観察してみる

　前段では、母親と転んで泣いている子供と

のやりとりを例に挙げて、親子のそれぞれの

自我状態と行き交うベクトル（交流様式）に

ついてお話しました。

①包容か叱責か

　転んで泣いている子供をやさしく包容する

のか、場合によっては、子供返り（退行）を

叱るのか、その両者ではお互いの自我状態は

異なっていることを前回に解説しました。も

っとも、CP（批判的な親のような自我状態）

が悪玉とは限りません。子供が泣きやみ、自

力で立ち上がるのを待つのであれば、それも

親心だと思います。FC（自由な子供のよう

な自我状態）も人には適度に必要で、あまり

に自制しすぎる‘おりこうさん’だとストレ

スを溜め込んでしまいます。

　職場での過剰適応は、疲労やストレスを溜

め込み、うつ病すら招くことがあります。ま

た、人が‘今、ここ’の状況でどう振舞うべ

きか、どの自我状態のスイッチを ON にし

て行動するか？　それを合理的に決めるのは

A（大人の自我状態）です。一日のパフォー

マンスを保とうとする自我状態です。この言

わば合理的なAは、時に理詰めでありすぎた

り、冷たい横顔も見せることもあります。け

れども、状況に応じて、自分の感情よりも冷

静なやりとり（会議などでの意見や情報の交

換など）を行いたい時には、人はAを働かせ

ています。

②上司と部下の自我状態

　さて、社会の人間関係では、各々の自我状

態が行き交っています。どの自我状態から、

相手にどんなベクトルを向けているのか？　

その構造を知り、対人関係上のやりとりを分

析することを交流パターン分析といいます。

前述の母と子の例からおわかりかと思います

が、職場における上司と部下の間にもお互い

の自我状態が、いろんなベクトルで行き交っ

ているはずです。たとえば、上司が部下を叱

る、怒る、ほめる、指導する、諭す…そんな

場合に上司がどんな自我状態でいるのか、そ

れに対して、部下はどの自我状態を働かせて

反応するのか、とても多様です。言うまでも

ありませんが、叱ると怒るの違いは大きく、

言わば CP と FC の違いでしょうか。部下の

行動や態度を厳しく正さなければならない場

合には CP が主役で、ただ、声を荒げて駄々

をこねる上司は FC ムキ出しな訳です。

　たいてい、上司の言葉を受けた部下が、上

司の‘親心’を受けとめれば、叱られても反

省ができるかもしれない。しかし、上司の

CP が誰から観てもハラスメントである場合

（この場合は FC 優位）や、部下側が FC 優

位で、組織への帰属意識や配慮が薄い場合に
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は、せっかくの親心（CP と NP（保護的な

親の自我状態））が伝わらないかもしれませ

ん。指導や教育・育成が難しい訳はここにあ

ると思います。

　上司も部下も、日頃からあいさつを交わ

し、コミュニケーションを取り合って、組織

内の共通な目標を持ち、じょうずに親子、師

弟、仲間のような交流パターンを保っていた

いものです。

Ⅵ．相手もいろいろ、交流もいろいろ

　前回は、上司と部下の自我状態について触

れましたが、社会の人間関係には多種多様な

交流パターンがあります。今回は、人同士、

互いに発するベクトルが、平行に行きかう場

合（相補的交流）と交差した膠着状態（交叉

的交流）について説明します。

　上段の相補的な交流では、お互いが平行な

ベクトルです。図中①の場合は、互いに私情

を交えず意見や情報を交換する。会議や契

約、申し送りなどは、こんな大人の場所と言

えます。②では、親しい二人がはしゃいで、

気のおけない場がある。③は、物を教えたり

指導する側と、それを受けて素直に習う側に

成り立つような交流です。一方、相手に対す

る配慮が欠けて、「場」の空気が読めず、相

手に対して一方的なベクトルを向ける場合に

は、交流はうまくいきません。ベクトルは刃

（やいば）のように交叉したままです。（下段

の図参照）④の片思いでは、自分の一次的な

希求を相手に差し向けても、その気のない相

手からは拒否的なベクトルしか返って来ませ

ん。⑤は喧嘩です。喧嘩は、たいてい主導権

争いです。相手を批判し、自身が優勢に勝と

うとする。冷静さに欠けているのでAが駆使

されていません。関係が一旦決裂し、その後

修復できるには、あらためてAやCによる相

補的な関係の成立が必要となります。しか

し、それはとても難しいことで、時間も運も

必要ですから、職場での人間関係上の決定的

な破綻は、自分のためにも組織のためにも避

けるべきでしょう。

　さて、相補的交流（上段の図）の③を振り

返ってみます。あらためて、そこにある「場」

は、とても美しく見えるのです。互いを慮る

（おもんばかる）交流パターンとして、教育

や指導、トレーニングに相応しいものです。

昨今、ここから逸脱してゆくことが、嘆かわ

しい事件やハラスメント、独善他罰などを招

いているのではないでしょうか。映画や小説
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等、文化的にも、研鑽や躾（しつけ）といっ

たものの持つ美しさに心を回帰させる時、人

は感動するものだと思います。

Ⅶ．人間関係で悩む前に

①−ホンネとタテマエは、あるものだ−

　さて、人間関係のベクトルについて、ここ

まで解説して来ました。対面している二人の

間で、自我から出たベクトルが交叉し、互い

に譲らない膠着した関係は、誰も望まないこ

とは言うまでもありません。互いの配慮があ

り相補的な関係は、親睦や理想的な師弟関係

に代表され、私たちが美しさや感動すら覚え

るものだとお話してきました。けれども、交

叉か相補か、そう簡単には割り切れないのが

人間関係なのです。

②けんかにも、いろいろある

　唐突かもしれませんが、国と国との戦争、

企業間の競争、夫婦喧嘩、これらはどれも争

いであることに違いありません。けれども、

それぞれの争いのゴールは全て相異っていま

す。戦争では占領や壊滅、企業間では成功、

そして、夫婦喧嘩のゴールの多くは、和解に

あるのだと思います。夫婦だけでなく、壊滅

などを目的としていない喧嘩をするのは、親

子、恋人同士、友人間、上司と部下、仲間た

ちです。表は争いであっても、本音は「もっ

とうまくやりたい」という願いを抱えながら

の喧嘩だってあるわけです。（次図の⑥参照）

　世の中では、この裏面的交流が実に多く、

その客観的な把握には、相補、交叉的交流よ

りも深い‘ヨミ’が要ります。その分、誤

解、齟齬を生じやすいのですが、現実に社交

辞令やサービス、遠慮といったものが社会に

必要である所以なのだとうなづけます。ま

た、職場内でのいわゆるホウ・レン・ソウ

（報告・連絡・相談）がうまくできていれば、

この裏面的交流から起こる不要な誤解を避け

ることもできるだろうと思います。

　人間関係という「場」を構成する自我状態

とそれらの放つベクトルについて概説してき

ました。ここまで読み進まれた方は、自分と

他人との間柄について、今までより客観的に

観察することが出来るでしょう。交流（パタ

ーン）分析について、専門家をめざすのでな

ければ、これくらい知っておけば充分かもし

れません。職場やプライベートでの人間関係

のヨミに、少しでも役立ていただければ幸い

です。
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第 24 回日本産業ストレス学会 
産業現場におけるメンタルヘルス対策の新展開      

―ストレスチェック制度と不調者対応の接点を探る― 

 

2016 年 11 月 25 日（金）～26 日（土） 

学術総合センター・一橋講堂 （東京都千代田区一ツ橋２丁目１−２） 

会長 

神 山  昭 男 （医社）桜メデイスン理事長、（一社）東京精神神経科診療所協会会長 

小 山  文 彦 （独）労働者健康福祉機構本部研究ディレクター、東京労災病院勤労者ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研究センター長・両立支援部長 

 

☆特別講演 

「仕事脳と社会脳と」（仮題）養 老 孟 司 先生（東京大学名誉教授） 

 

☆教育講演（予定） 

佐 々 木 正 人 先生（東京大学教授） 

松 平 浩 先生（東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター）ほか 

 

☆シンポジウム・ワークショップ予定演題 

産業現場におけるメンタルヘルス対策の新展開、 

ストレスチェック制度における面接指導・事業場内外の連携（仮）、これからの健康経営（仮）、 

発達障害と職場における配慮（仮）、睡眠とメンタルヘルス（仮）、治療と仕事の両立支援（仮）

働く女性のメンタルヘルス（仮）ほか 

 

☆特別企画、基調講演、一般口演、共催セミナー 

   

演題募集・事前参加登録： ともに ２０１６年６月１日より開始 
  

参加費：（事前登録 早割 ）学会員 6,000 円、非学会員  9,000 円、学生 2,000 円 

（当日登録）学会員 9,000 円、非学会員 12,000 円、学生 4,000 円 

 

公式サイト：http://k-con.co.jp/24jajsr.html  

 

【お問合せ先：運営事務局】 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-27-2 山本ビル 2 階 株式会社ケイ・コンベンション内 担当：市川 晃 

電話：03-5367-2382  FAX：03-5367-2187  E-mail: sangyo-stress24@k-con.co.jp 

 

会 告 ※筆者 小山文彦 先生が主催されます。


