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Agenda for today

 What is MI?

 Self-evaluation 

 Client self-exploration scale

 Deepening reflections 

 Focusing the conversation

What MI is NOT:

MI is not based on the transtheoretical
model

MI is not a way of tricking people into 
doing what they don’t want to do

MI is not a technique

MI is not a decisional balance

MI does not require assessment 
feedback

What MI is NOT:

MI is not a form of cognitive behavior 
therapy

MI is not client centered counseling

MI is not easy

MI is not what you were already 
doing

MI is not a panacea

http://www.deniseernst.com
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What makes it MI?

 MI is a conversation ABOUT CHANGE

Usually but not necessarily about behavior change, 

change can be broadly defined

What makes it MI?

 MI has a particular PURPOSE

The purpose of MI is to strengthen personal motivation 

for and commitment to a specific goal or targeted 

change 

MI can be used all the way through the change process 

whenever motivation or commitment are the issue

What makes it MI?

 MI is COLLABORATIVE

A Person-centered partnership built on acceptance 

and compassion with the client’s needs front and 

center

What makes it MI?

 MI HONORS AUTONOMY and self-determination

People make their own choices

MI builds a sense of personal ownership of and 

responsibility for one’s choices
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What makes it MI?

 MI is EVOCATIVE

MI evokes the person’s own motivations and reasons 

for change

MI evokes and facilitates the person’s own self-

exploration of their goals, values, and meaning

What makes it MI?

 MI uses SPECIFIC SKILLS

MI applies specific helping skills in particular 
prescribed ways e.g., differential use of OARS

MI delivers information, advice, and professional 
opinions in a particular manner

MI sees empathy as a skill that can be taught and 
measured and is essential to the process

What makes it MI?

 MI is GOAL-ORIENTED; MI moves toward a 

particular change goal

 Not merely exploring ambivalence

 MI seeks to resolve ambivalence in the direction of 

change

 Sometimes MI involves creating ambivalence

MI is directional, focused, and actively guides but..

is not directive.

What makes it MI?

 MI attends to specific forms of SPEECH; MI is 

attuned to and guided by particular aspects of 

client language

 Elicits and strengthens client change talk

 This is rather unique to MI

 DARN-CAT and beyond

 Seeks to normalize, soften, and reduce the power of 

sustain talk; not seen as resistance or lack of motivation
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What makes it MI?

MI RESPONDS TO CHANGE TALK  in 
specific ways

 Seeks elaboration; Tell me 
more? Why is that important?

 Affirms; sees the strength; 
links with values

 Reflects (complex, deepening, 
and forward moving 
reflections)

 Summaries (reflections of 
deeper meaning and used to 
end summary)

MI RESPONDS TO  SUSTAIN Talk in 
specific ways

 Does not ignore

 Does not seek elaboration

 Usually doesn’t affirm

 Reflects (more often 
simple, more surface level 
reflections)

 Summaries (simple 
reflections and not at the 
end of the summary)

What makes it MI?

 MI RESPONDS TO Discord in the relationship   

specific ways

 Nonconfrontational-avoids argument

 Does not resist resistance

 With empathy

 Seeks to repair and preserve the relationship

 Dancing; coming alongside, joining up

 Creating your own sample

 Listening to your sample for review

 Developing your learning plan and 

focusing your attention
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The Self-Exploration Scale

 1.  No personally relevant material is revealed or 
discussed by the client during the session. If the client 
brings up personally relevant material, the clinician 
dismisses it or responds only minimally

 3.  The client does volunteer or elaborate on some 
personally relevant material beyond that directly asked 
for by the counselor, but does not readily explore it 
further. 

 5.  The client engages in active intrapersonal exploration, 
openly exploring values, problems, feelings, relationships, 
fears, turmoil, life-choices, and perceptions. Clients may 
experience a shift in self-perception.

Personally relevant material may include 

expression or exploration of the following: 

 Personal problems 

 Self-descriptions that reveal the self to the counselor, 
expressions of the internal world  

 Personally private material which when revealed tends 
to make the client more vulnerable or could be 
personally damaging 

 Personal values, life choices 

 Expression of feelings 

 Personal roles, perception of one’s relationship to others 

 Perception of self worth 

Sustained reflective listening practice

 From your handout on page 3, choose your top 3 

values at this time;

 Work in pairs, each person will have 20 minutes;

 “Client” talk about your values- give your partner 

the opportunity to listen…..

 “Clinician” uses only reflections (with the exception 

of the 3 questions given on your handout)  for the 

entire interaction- no hurry, do-overs ok, take your 

time to really reflect on what the client is offering.

Complexifying Reflections

 Levels of reflection

 Simple reflection, usually repeating or slightly 

rephrasing what the client has said.  No added 

meaning.

 Complex reflections; add meaning; go beyond the 

words, clinician is “making guesses” about what is 

underneath the surface, deepens the conversation, may 

move it forward, encourages further self-exploration by 

the client.



2017/3/22

6

Complexifying reflections

 I have to say that I really like wine.  Everything 

goes down easier after a couple of glasses.  I 

have a very stressful life with a job and 

teenagers, and a sick father-in-law to take care 

of. Wine gives me a little pleasure and time for 

myself.  My doctor did tell me that it might be 

part of the problem I am having with sleep.  But 

I’m not sure about that. I can’t see giving it up..  

I have to say that I really like wine.  Everything goes 

down easier after a couple of glasses.  I have a very 

stressful life, with a job, and teenagers, and a sick 

father-in-law to take care of. Wine gives me a little 

pleasure and time for myself.  My doctor did tell me that 

it might be part of the problem I am having with sleep.  

But I’m not sure about that. I can’t see giving it up..  

 Simple reflections

 You really enjoy your wine.

 Drinking helps you take time for yourself.

 You are having problems with your sleep.

I have to say that I really like wine.  Everything goes 

down easier after a couple of glasses.  I have a very 

stressful life, with a job, and teenagers, and a sick 

father-in-law to take care of. Wine gives me a little 

pleasure and time for myself.  My doctor did tell me 

that it might be part of the problem I am having with 

sleep.  But I’m not sure about that. I can’t see giving it 

up..  

 Complex reflections

 Reflecting feeling

 You feel calm and relaxed when you drink

 You are concerned about your sleep

 You life leaves you feeling pretty stressed out

I have to say that I really like wine.  Everything goes 

down easier after a couple of glasses.  I have a very 

stressful life, with a job, and teenagers, and a sick 

father-in-law to take care of. Wine gives me a little 

pleasure and time for myself.  My doctor did tell me that 

it might be part of the problem I am having with sleep.  

But I’m not sure about that. I can’t see giving it up..  

 Complex reflections

 Reflecting ambivalence

 Your doctor thinks cutting back on the wine might help 

with your sleep but you aren’t that concerned about it. 

 On the one hand drinking helps you with your stress and 

on the other hand, it might be contributing to your sleep 

problems.
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I have to say that I really like wine.  Everything goes down 

easier after a couple of glasses.  I have a very stressful life, 

with a job, and teenagers, and a sick father-in-law to take 

care of. Wine gives me a little pleasure and time for myself.  

My doctor did tell me that it might be part of the problem I am 

having with sleep.  But I’m not sure about that. I can’t see giving 

it up..  

 Complex reflections

 Reflecting underlying meaning

 You’re really concerned that if you were to cut back on 
the wine that the stress would get the better of you.

 You have a lot on your plate and the drinking is one of 
the few bright spots.

 The doctor has got you thinking about how drinking 
might be impacting your life.

I have to say that I really like wine.  Everything goes down easier after 

a couple of glasses.  I have a very stressful life, with a job, and 

teenagers, and a sick father-in-law to take care of. Wine gives me a 

little pleasure and time for myself.  My doctor did tell me that it might 

be part of the problem I am having with sleep.  But I’m not sure about 

that. I can’t see giving it up..  

 Complex reflections

 Reflecting values and goals

 You take your responsibilities very seriously and want 

to be sure you are up to the task.

 You care deeply about taking care of your family and 

still want a little time to yourself.

I have to say that I really like wine.  Everything goes down easier after 

a couple of glasses.  I have a very stressful life, with a job, and 

teenagers, and a sick father-in-law to take care of. Wine gives me a 

little pleasure and time for myself.  My doctor did tell me that it might 

be part of the problem I am having with sleep.  But I’m not sure about 

that. I can’t see giving it up..  

 Complex reflections

 Continuing the paragraph

 You’d think about changing your drinking if you thought 

it was interfering with your sleep

 You would need to be convinced that it was a problem 

for you to do something different

I have to say that I really like wine.  Everything goes down easier after 

a couple of glasses.  I have a very stressful life, with a job, and 

teenagers, and a sick father-in-law to take care of. Wine gives me a 

little pleasure and time for myself.  My doctor did tell me that it might 

be part of the problem I am having with sleep.  But I’m not sure about 

that. I can’t see giving it up..  

 Complex reflections

 Reflecting change talk

 You’re concerned about your sleep

 Your doctor thinks it might be good for you to cut down 

on the drinking.
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YOUR TURN TO 

COMPLEXIFY! Be prepared to 

provide a summary!

Dr. Clark’s referral

4 FUNDAMENTAL PROCESSES IN 

MI

1. Engaging – The Relational Foundation

2. Focusing – Strategic Centering

Agenda mapping

1. Identify talk topics - theirs

ask-listen-log

2. Identify talk topics – yours

permission-raise

3. Summarise and Prioritise

4. Agree order

NOTE: Return to this as needed

shared focus

boys

panic
alcohol
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今日のアジェンダ

 MIとは何か？

 自己評価

 クライエント自己探索スケール

 聞き返しを深める

 会話にフォーカスする

MIではないもの:

MI は超理論モデル（transtheoretical
model）に基づいてはいない

MI は人が望まない方向へ導くトリッ
クではない

MI はテクニックではない

MI は決断分析ではない

MI はアセスメントによるフィードバッ
クを必要としない

What MI is NOT:

MIはCBTの一部ではない

MI はクライエント中心療法ではない

MI は簡単ではない

MI はすでにあなたが行っているも
のではない

MI は万能ではない

http://www.deniseernst.com
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何がMIをMIらしくさせるのか？

 MI は変化に関する会話である

変化は広範に定義されており

必ずしもというわけではないが通常は

行動変容のことを指す

何がMIをMIらしくさせるのか？

 MI は特定の目的を持つ

MIの目的は個人の動機と、目標とする変化や特定の
ゴールへ向かうコミットメントを強化することである

MI は動機やコミットメントが問題となるような

変化に関する全過程において使用可能である

何がMIをMIらしくさせるのか？

 MIは協働的である

クライエントのニーズを前面にかつ中心に据えな

がら、受容と思いやりの上に築かれたクライエント
中心的なパートナーシップであるr

何がMIをMIらしくさせるのか？

 MIは自律性と自己決定を尊重する

自分のことを決められるのは本人だけである

MIは自己を所有する感覚と自分が選んだことに対する
責任感を育む
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何がMIをMIらしくさせるのか？

 MIは喚起的である

MIはクライエント自身の動機と変化する理由を引
き出す

MIはクライエント自身が自分のゴールや価値観、

意味について自己探索することを引き出し、手助
けする

何がMIをMIらしくさせるのか？

 MIでは特定のスキルを用いる

MIでは特定の援助スキルを決まったやり方で使用す
る （例 OARSの使い分けなど）

MIは情報や助言、専門家の意見を特有の方法で伝え
る

MIは、共感を教授可能かつ測定可能なスキルであり、
面接のプロセスにおいて必須であるとみなす

何がMIをMIらしくさせるのか？

 MIはゴール指向的である; MIは特定の行動変容
のゴールに向かう

単に両価性を探索するわけではない

変化する方向に向けて両価性の解消を探る

時には、両価性を作り出すこともある

MIは指向的であり、フォーカスが決まっており、積極的
に誘導する、が、しかし・・・

指示的ではない

何がMIをMIらしくさせるのか？

 MIでは特定の会話を注意深く聞く;MIはクライエン

ト言語の特定の側面に波長を合わされ誘導され
る

クライエントのチェンジトークを引き出し強化する

これがMIのユニークなところである

 DARN−CATとその先

維持トークの力をノーマライズ（異常ではなく普通に
誰にでもあることとみなす）和らげ,減らす; 抵抗・やる
気なしとはみなさない
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何がMIをMIらしくさせるのか？

MIはチェンジトークに特定の方法で応答
する

 詳細を聞き出そうとする; 
もっと教えてください?な
ぜそんなに大切なのです
か?

 是認;強みをみつける; 価
値観と結びつける

 聞き返し (複雑な,深める, 
話を前に進める聞き返し)

 サマライズ(より深い意味
の聞き返し・サマライズの
最後におく）

MIは維持トークに特定の方法で応答
する

 無視しない

 詳細を聞かない

 通常は是認しない

 聞き返し (単純な聞き返
しのほうが多い, より表面
的な水準での聞き返し)

 サマライズ (単純な聞き
返し・サマライズの最後
にはおかない)

何がMIをMIらしくさせるのか？

 MIは関係性における不協和に特定の方法で応答す
る

直面化せず議論を避ける

抵抗には抵抗しない

共感を示す

修復または関係維持を模索する

ダンスする;寄り添う, 付き合う

 自分自身の面接例(サンプル)を録音し
てみよう

 その面接例を聞いて、見直してみよう

 自分自身の学習プランを立て、フォー
カスを当てるべき注意点を考えよう
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自己探索尺度

 1.セッション中、クライエントから個人に関する内容が開
示されたり、取り上げられたりすることがない。臨床家
が個人的な内容を取り上げた場合、クライエントは無視
するか、最低限の反応しかしない。

 3.クライエントはカウンセラーから直接聞かれた個人的
内容を自ら提供したり、詳細を述べたりするが、それ以
上探索することはない。

 5.クライエントは積極的に個人内の探索に取り組み、価
値観や課題、感情、人間関係、不安、動揺、人生上の
決断、認識について率直に探索している。クライエント
は自己認識について変化を経験するかもしれない

個人的に重要な話題には次のような事項の表
現または探索が含まれることが多い：

 個人的な問題

 カウンセラーに対する自己開示となるような自己描写、
心の内の表現

 もし表沙汰になったとしたらクライエントが窮地に陥っ
たり、個人的なダメージを受けたりするようなプライバ
シーに触れる話題

 個人的価値観、人生の選択
 感情の表出
 個人的に果たす役割、他者との関係性の認識
 自己価値の認識

聞き返しを維持するエクササイズ

 配布資料のページ3,“Exploring Personal Values

 自分の価値観を探る“を開き、大切な価値トップ3を選
んでください

 二人ペアになって、それぞれが20分間を使って;

 “クライエント” は自分自身の価値について話し、相方
に聞いてもらうようにしてください…..

 “カウンセラー” は面接全体を通じて聞き返しのみを
使ってください。ただし、資料の次のページにあるQ1
から3の質問は例外です。3つの質問はしてください。
急がず、なるほど・ふんふんなどの肯きを使いすぎず、
クライエントが真に言わんとしていること を返していき
ましょう

聞き返しを複雑化する

 聞き返しのレベル

単純な聞き返し, 通常はクライエントが話したことをリ

ピートしたり、すこし言い換えること。意味を付け加え
ることをしない。

複雑な聞き返し; 意味を付け加える; 出てきた言葉以
上のものを捉える, カウンセラーは“想像するに○○
なのかな”と表に出てこない、水面下にあるものを捉

えて、会話を深め、先に進め、クライエントがさらなる
自己探索に進むことを促す.
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聞き返しを複雑化する

 正直言って、私は本当にワインが好きなんで
す。2,3杯のむと何もかもすっきりするんです。

仕事や十代の子供たちから受けるストレスが
大変ですし、義父の看病もしなければなりませ
ん。ワインがあれば、ちょっとは楽しめるし、自
分の時間もとれます。主治医はワインのせい
で睡眠の問題があるのだろうと言います。でも、
本当にそうかどうか？ワインを諦めるなんて考
えられません..  

正直言って、私は本当にワインが好きなんです。2,3杯の
むと何もかもすっきりするんです。仕事や十代の子供た
ちから受けるストレスが大変ですし、義父の看病もしなけ
ればなりません。ワインがあれば、ちょっとは楽しめるし、
自分の時間もとれます。主治医はワインのせいで睡眠の
問題があるのだろうと言います。でも、本当にそうかどう
か？ワインを諦めるなんて考えられません.. 

 単純な聞き返し

ワインを本当に楽しんでおられる

飲むことで自分自身の時間が取れている

睡眠の問題を抱えている

 複雑な聞き返し
感情を聞き返す

飲んだときには気持ちも落ち着いて、リラックスできる

今晩も眠れるかなと気にしておられる

日々の生活のストレスに参っている

正直言って、私は本当にワインが好きなんです。2,3
杯のむと何もかもすっきりするんです。仕事や十代の
子供たちから受けるストレスが大変ですし、義父の看
病もしなければなりません。ワインがあれば、ちょっと
は楽しめるし、自分の時間もとれます。主治医はワイ
ンのせいで睡眠の問題があるのだろうと言います。で
も、本当にそうかどうか？ワインを諦めるなんて考え
られません.. 

 複雑な聞き返し

両価性を聞き返す

主治医がワインを減らせばよく眠れると言っているけ
れど、 あなたとしてはそれは気にしていない

飲むことでストレスが和らぐのだが、その一方で、不
眠の問題も生じている

正直言って、私は本当にワインが好きなんです。2,3
杯のむと何もかもすっきりするんです。仕事や十代の
子供たちから受けるストレスが大変ですし、義父の看
病もしなければなりません。ワインがあれば、ちょっと
は楽しめるし、自分の時間もとれます。主治医はワイ
ンのせいで睡眠の問題があるのだろうと言います。で
も、本当にそうかどうか？ワインを諦めるなんて考え
られません.. 
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 複雑な聞き返し
隠れた問題を聞き返す

ワインを減らすことでストレスが増して、自分がだめに
なるのかなと心配している.

しなければならないことが山積みで、気晴らしになる
としたら飲むことぐらいしかない

主治医が話したことで、飲むことで生活にどんな影響
がきているのか、考えるようになったんですね。

正直言って、私は本当にワインが好きなんです。2,3
杯のむと何もかもすっきりするんです。仕事や十代の
子供たちから受けるストレスが大変ですし、義父の看
病もしなければなりません。ワインがあれば、ちょっと
は楽しめるし、自分の時間もとれます。主治医はワイ
ンのせいで睡眠の問題があるのだろうと言います。で
も、本当にそうかどうか？ワインを諦めるなんて考え
られません.. 

 複雑な聞き返し

価値観とゴールを聞き返す

自分の責任に逃げずに向き合っていて、日々の仕事
もきちんとやりこなそうとしている.

家族の世話をすることを本当に大切に考えているの
だけど、自分自身の時間もちょっとは欲しい

正直言って、私は本当にワインが好きなんです。2,3
杯のむと何もかもすっきりするんです。仕事や十代の
子供たちから受けるストレスが大変ですし、義父の看
病もしなければなりません。ワインがあれば、ちょっと
は楽しめるし、自分の時間もとれます。主治医はワイ
ンのせいで睡眠の問題があるのだろうと言います。で
も、本当にそうかどうか？ワインを諦めるなんて考え
られません.. 

 複雑な聞き返し

パラグラフを続ける

もし眠りの妨げになっているなと思えるなら、ワインを
止めるのも考えるわけですね

何か別のことをするとしたら、ワインならワインが問題
だとはっきり自分で納得できてから

正直言って、私は本当にワインが好きなんです。2,3
杯のむと何もかもすっきりするんです。仕事や十代の
子供たちから受けるストレスが大変ですし、義父の看
病もしなければなりません。ワインがあれば、ちょっと
は楽しめるし、自分の時間もとれます。主治医はワイ
ンのせいで睡眠の問題があるのだろうと言います。で
も、本当にそうかどうか？ワインを諦めるなんて考え
られません.. 

 複雑な聞き返し

チェンジトークを聞き返す

睡眠のことで悩んでいる

主治医からお酒を減らしたら、良くなるだろと聞かれ
たんですね

正直言って、私は本当にワインが好きなんです。2,3
杯のむと何もかもすっきりするんです。仕事や十代の
子供たちから受けるストレスが大変ですし、義父の看
病もしなければなりません。ワインがあれば、ちょっと
は楽しめるし、自分の時間もとれます。主治医はワイ
ンのせいで睡眠の問題があるのだろうと言います。で
も、本当にそうかどうか？ワインを諦めるなんて考え
られません.. 
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今度はあなたが
複雑化する番です サマライズする準備

を忘れずに!

クラーク先生からの紹介

MIの基本的なプロセス

1. 関わり –関係性の基本

2. フォーカス –戦略的に中心に置く

アジェンダ・マッピング話題地図

1. 話のトピックを特定する –
相手方の

質問-聞く-記録

2. 話のトピックを特定する –
自分の

許可を得て-取り上げる

3. サマライズと重要性順序づけ

4. 順序について同意をとる

注意: 必要に応じて頭に戻る

shared focus

boys

panic
alcohol


