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中国心理職国家資格化背景　　　　	Ⅰ
▼　心理職に関連する職業はどんな職業があるか	

中国において、登録している職業は全部で1979個（2012年）ある。	
そのうち、心理とかかわりがある職業	
①衛生専門技術人員	
　　　　→西洋医学医師	
　　　　　　→精神科医師、心理医師（心理治療師）	
　　　　※医師資格、薬の処方可	
	

②心理咨询师（心理カウンセラー）	
　　※日本の「臨床心理士」に相当する	
　　　中国で心理職の国家資格化	

　　　　　　　　　　　　　　　　　は「心理咨询师」を指している。	

資格試験に合格した人に全国統一した資格証明書を発行。	  
「中华人民共和国职业资格证书」（中華人民共和国職業資格証書）	  
→カウンセリング活動を許可する	  
→人力资源和社会保障部が認定　	



中国心理職国家資格化背景　　　　	Ⅰ
▼　歴史の歩み	

※イメージ図	



中国心理職国家資格化背景　　　　	Ⅰ

心理職が職業化になった三つの動き：	  
	  
①2002年、労働と社会保障部→「心理カウンセラー国家
資格」の試実施、2003年第一回目の全国試験を行った；	  
	  
②2002年、衛生部と人事部→医療機関で心理治療に携わ
る人に対し、資格試験の規定を定め、2002年10月第一回目の
全国試験を行った；	  
	  
③2007年2月、中国心理学会→臨床とカウンセリング認定機
構と専門家の登録システム	  



現状‐①なるために　	Ⅱ
▼心理咨詢師（以下カウンセラーと称す）受験資格	
 
一、カウンセラー三级	
1、心理学、教育学、医学大学学部卒、またはそれ以上の学歴 
2、心理学、教育学、医学の短期大学卒、カウンセラー三級研修を受け、所定学習単位取得、かつ学習証書があ
る者。 
3、他の専門の学部卒、またはそれ以上の学歴、カウンセラー三級研修を受け、規定学習単位取得、かつ学習証
書がある者。	
上記いずれかに該当する者	
 
二、カウンセラー二級 
1、心理学、教育学、医学専門、博士学位を有する者。 
2、心理学、教育学、医学の修士学位を有する者。カウンセラー二級研修を受け、所定学習単位を取得、かつ学習
証書がある者。 
3、カウンセラー三級資格を持ち、連続した臨床活動経験3年以上、カウンセラー二級研修を受け、所定学習単位
を取得、かつ学習証書がある者。	
4、心理学、教育学、医学の中級以上専門技術資格を有する者、カウンセラー二級研修を受け、所定学習単位を
取得、かつ学習証書がある者、臨床活動経験3年以上。 
上記いずれかに該当する者	
 
三、カウンセラー一级 
1、心理学、教育学、医学の博士学位を有する者。カウンセラー一級研修を受け、所定学習単位を取得、かつ学習
証書がある者、連続した臨床活動経験3年以上。 
2、修士学位をもちカウンセラー二級資格を有する者。連続した臨床活動経験3年以上、カウンセラー一級研修を
受け、所定学習単位を取得、かつ学習証書がある者。 
3、心理学、教育学、医学の上級以上専門技術資格を有する者、 カウンセラー一級研修を受け、所定学習単位を
取得、かつ学習証書がある者、臨床活動経験3年以上。	



現状‐①なるために　	Ⅱ

▼研修教材は国が統一（※上海のみ特例）	
▼全国各地に認定研修機構、研修学費3000～5000元（5万～8万円）	
▼試験時間：年に二回、毎年5月、11月第三の土曜日	
▼2014年から、非医学、非教育学、非心理学専門の者は四級から受験	
▼年齢：二級は27歳以上、三級は24歳以上。	
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異常心理学
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心理カウンセリング技能

②
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現状‐①なるために　	Ⅱ
▼受験内容	

職業 レベル 検定内容 形式 問題数 点数 重み

職業倫理 25 10%

基礎理論 100 90%

技能マークシート 100 100 80%

事例回答 4 100 20%

職業倫理 25 10%

理論知識 100 90%

技能マークシート 100 100 60%

事例回答 8 100 40%

総合 小論文 100 100%

マークシート 125

専門能力

心
理
咨
詢
師

三級

マークシート 125

専門能力

二級

▼合格基準	
　・各科目100点満点の60点が合格点	
　・すべての科目が60点以上であれば資格証明書発行	
　・合格した科目の有効期限は2年間	



現状‐①なるために　	Ⅱ
▼合格率‐おおよそ60％	
　　　　　公的機関の統計はあまり見かけない	
　　　　　研修機構は宣伝のため、合格率の集計はバラバラ	
	
▼受験者数は、2007年の７万人から、2013年の34万までに上った	



現状‐②なった後に	Ⅲ

分野 対象 仕事内容

大学の学生相談

心理学教師

心理学専門学部卒業生 小中学校のスクールカウンセラー

公務員（政府機関、教育行政、司法など）

コミュニティ

人材紹介

人事労務

コンサルティング

EAP

総合病院心理科

メンタルヘルスクリニック

専属カウンセラー

契約カウンセラー

その他 資格持ち フリーカウンセラー、心理学講師など

カウンセリングルーム 資格持ち

臨床心理学、医学心理学
専門の大学院卒業生

医療

心理学専門大学院卒業生

心理学専門大学院卒業生

心理学専門学部、大学院
卒業生

教育

行政

企業

▼活躍分野とその内容	



現状‐③職業として	Ⅳ

▼今全国資格を持っている心理カウンセラーは約６０万人（詳細の統計がない）、そのう
ち三分の一未満しか職業としていない。	
	
▼カウンセリング費用	
　一時間100～1,000元（1,600円～16,000円）、	
　平均一時間200元（3,300円）	
	
▼地域差と知名度差	
　　北京、上海の業界規定は300～800元（5,000～13,000円）	
　　知名度が高い専門家1,000～2,000元（16,000～32,000円）	



国家資格以外の諸心理職資格　　　　	Ⅴ
中国心理学会：認定カウンセラー	
全国心理学応用能力レベル試験（全国心理学应用能力等级考试项目，Psychological 
Examination of Professional Competence，略称PEPC）	
	

	
	
専門レベル
4～9	
	
	

	
基礎レベル
1～3	
	

	
	
	
専門人材	
の育成	
	

	
基礎	
養成	
	

	
心理学基礎知識及び実践スキル養成	

健康とカ
ウンセリ
ング	

発達と教
育心理	

企業と組
織心理	

【特徴】	
・継続学習　→　三年更新	
・専門性高い　→　選抜、試験の合格、領域の限定	
・上級カウンセラー　→　レベル分け	
・SV制度の充実　	



国家資格以外の諸心理職資格　　　　	Ⅴ

国家卫生和计划生育委员会（旧人事部、衛生部）：心理治療師	
▼資格内容：	
専門技術職業中級（※キャリア段位）資格	
試験合格した者は、「心理治療師」の資格	
医療現場で、心理治療の仕事を許可	
	
▼受験者資格：	
医療機関で初級資格として仕事経験5年以上	
専門は医学、心理学、そのほかも可	
	
▼試験内容：	
①心理治療師基礎知識、②心理治療師専門知識、③心理治療に関連する他の専門知識、
④心理治療の実践能力検定	
	
▼受験は年に一回	
	
▼活躍場所：	
医療機関	
薬の処方ができます	
	



いくつかの課題	Ⅵ

「心理カウンセリング業界は低コスト、高利益、ローリスクと
誤った認識をした人々が、この専門性がきわめて高く、専門
リスクがきわめて高い業界に勝手に入り込み、この行為こ
そ非常に危険である」（張厚粲教授）	
	
	
「中国は、業界基準を作らなければなりません。また、規範
になるフォローアップと監督体制は急務とすべきだ」（中国
心理学会理事長、張侃教授）	

スタートが遅れていたものの、　著しく発展	
政府や公共機関の支持	
→今後が期待できそう	



いくつかの課題	Ⅵ
▼ニーズに応えられない	
	
中国において、メンタルヘルスケアのニーズ	

13億の人口の中、精神疾患や心理障害を持っている人は1600万人以上	
1.5億の青少年の中、ストレスや情緒不安は約3000万人以上	
1.9億人は、生涯カウンセリングや心理治療が必要とされている	
毎年、自殺者28.7万人、200万人の自殺未遂	
	
中国の精神疾患の経済負担は2020年で疾病負担総額の4分の1に上る予想	
↓	
・正規大学院以上レベルの心理専門家は10％しか占めていない、	
さらに、そのうち、80％は研究活動、20％は臨床活動	
	
・１００万人不足している	
	
	



いくつかの課題	Ⅵ
▼受験資格に必須な研修教育のレベル：	
専門に問わず、短大卒学歴以上であれば、どなたも研修受ける資格がある。	
ただ、規定上の720学習時間は、実際のところに、70～250時間しかない。	
5月の試験に向かって、3月～5月の週末のみ短期間研修	
↓	
合格したとしても、実際に臨床活動ができない	
	
▼研修内容は理論のみ	
カリキュラムは職業倫理、基礎理論、アセスメントとカウンセリングスキルとしっかり組んで
いるが、	
実践の訓練が全くない、理論の勉強から臨床を担う橋渡のプロセスがなかった	
↓	
一部合格者は、クライエントの前に、信頼関係の構築もできず、カウンセラーとしての機能
が果たせないことが現状	
	
▼就職難	
ニーズがあるにもかかわらず、カウンセラーのレベルがバラバラのため、不信感とマイナ
ス影響が広がり	
カウンセリング業界が混乱している	



いくつかの課題	Ⅵ
▼今後	
	
・業界基準を国家資格基準に反映	
	
・国家資格の難易度	
	
・継続教育	
	
・スーパービジョンの体制作り	
	
・地域のバランス	
	
	



いくつかの課題‐おまけ	Ⅵ
▼2014年8月17日	
中国心理学会の「１８７９プロジェクト」がキックオフ	
（中国カウンセラー継続教育基準建設プロジェクト）	
	
中国国内外からのトップ専門家により、上級レベルのカウンセラー
を育成、業界の専門性を高める	
	
台湾の臨床家による台湾の成功体験を導入	
	
	
	



ご清聴ありがとうございました	


