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Agenda for the day

 The Evoking Process

 Practice with change talk

 Information exchange

 The Planning Process

 Ongoing learning plan

4 FUNDAMENTAL PROCESSES IN
MI

1. Engaging – The Relational Foundation

2. Focusing – Strategic Centering

3. Evoking – The Transition to MI

Selective eliciting

Selective responding

Selective summaries

Research evidence regarding client
language

 Client language within sessions is associated with
and can often predict outcomes such that

 Sometimes increasing change talk leads to better
outcomes; sometimes not

 More consistently, increased sustain talk leads to
poorer outcomes.

 The composite or balance of change talk and sustain
talk is positively associated with good outcomes

Research evidence regarding client
language

 MI-Consistent behaviors (open questions,
reflections, affirmations) leads to an increase in
change talk

 MI-Inconsistent behaviors (advice without
permission, confrontation, warning) lead to a

 Decrease in change talk

 Increase in sustain talk

Preparatory Change Talk
(builds on Amrhein, Miller, Yahne, Palmer, & Fulcher; 2003)

DARN

DESIRE to change (want, like, wish
. . )

ABILITY to change (can, could . . )

REASONS to change (if . . then)

NEED to change (need, have to, got
to . .)
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Mobilizing Change Talk
Reflects resolution of ambivalence

CATs

COMMITMENT (intention,
decision, promise)

ACTIVATION (willing, ready,
preparing)

TAKING STEPS

Enhancing Client Motivation

 Evocative Questions
 Elaboration
 Looking Forward
 Looking Back
 Using Extremes
 Exploring Goals and Values
 Decisional Balance
 Importance and Confidence

Global Rating: Cultivating Change Talk

1. Clinician shows no explicit attention to, or preference
for, the client’s language in favor of changing

2. Clinician sporadically attends to client language in favor
of change – frequently misses opportunities to encourage
change talk when appropriate

3. Clinician often attends to the client’s language in favor
of change, but misses several opportunities to encourage
change talk when appropriate

4. Clinician shows a marked preference for encouraging
the client’s own language in favor of the change goal

5. Clinician shows a clear and consistent effort to increase
the depth or strength of the clients language in favor of
change

Responding to Change Talk:
All EARS

 E: Elaborating: Asking for elaboration, more
detail, in what ways, an example, etc.

 A: Affirming – commenting positively on the
person’s statement

 R: Reflecting- continuing the paragraph, etc.

 S: Summarizing – collecting bouquets of change
talk

CHANGE TALK AND SUSTAIN
TALK

Opposite Sides of a Coin

Examples of Sustain Talk

Desire for status quo

 Inability to change

Reasons for sustaining status quo

Need for status quo

Commitment to status quo
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Sustain Talk
The other side of ambivalence

 I really like marijuana (D)

 I don’t see how I could give up pot (A)

 I have to smoke to be creative (R)

 I don’t think I need to quit (N)

 I intend to keep smoking and (C)

nobody can stop me

 I’m not ready to quit (A)

 I went back to smoking this week (T)

THE RIGHTING REFLEX

Avoid asking for sustain talk

 Why haven’t you made this change?

 What keeps you from changing this?

 Why don’t you want to do it?

 How is being where you are now serving
you?

 How are the people around you making it
hard?

 What makes this so difficult for you?

Global rating; Softening Sustain Talk

1. Clinician consistently responds to the client’s
language in a manner that facilitates the frequency or
depth of arguments in favor of the status quo.

2. Clinician usually chooses to explore, focus on, or
respond to the client’s language in favor of the status
quo.

3. Clinician gives preference to the client’s language in
favor of the status quo, but may show some instances
of shifting the focus away from sustain talk.

Global rating; Softening Sustain Talk

4. Clinician typically avoids an emphasis
on client language favoring the status
quo.

4. Clinician shows a marked and consistent
effort to decrease the depth, strength,
or momentum of client’s language in
favor of the status quo.

Video and Transcript

 Identify the change talk (and sustain talk)

 Using the 1-5 CCT and SST ratings, rate the sample

 Look for examples and chunks of text to support your
ratings for both global measures

 How does the counselor differentially respond to the
change talk vs the sustain talk?

 Was the counselor able to build on the change talk?
Transform it? Make it stronger?

 Were there missed opportunities to respond?

 Come up with one good example for the whole group.
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EXCHANGING
INFORMATION

What information do you exchange?

MI-Inconsistent Assumptions and
Traps (straight from the book)

 I am the expert on why and how clients should
change

 I collect information about problems

 I rectify gaps in knowledge

 Frightening information is helpful

 I just need to tell them clearly what to do

MI-Consistent Assumptions and
Practices

 I have some expertise, and the clients are the
experts on themselves

 I find out what information clients want and need

 I match information to client needs and strengths

 Clients can tell me what kind of information is
helpful

 Advice that champions client needs and autonomy
can be helpful

Giving Information: Relatively
Neutral

 The interviewer gives information, educates,
provides feedback, or expresses a professional
opinion without persuading, advising, or
warning.

 Typically, the tone of the information is
neutral, and the language used to convey
general information does not imply that it is
specifically relevant to the client or that the
client must act on it.

TO PERSUADE OR NOT TO
PERSUADE?

Neutral language; not to persuade!

 Neutral tone

 Language not given with imperative to consider

 Content not personalized or directed at the client.

“We offer classes designed to help people put
together a resume.”

“ The overall goal of this class is to help people better
manage their diabetes.”



2017/3/20

5

Persuasion: Relatively Biased

 Clinician makes overt attempts to change the
client’s opinions, attitudes, or behavior using tools
such as logic, compelling arguments, self-
disclosure, or facts (and the explicit linking of these
tools with an overt message to change).

 Persuasion is also coded if the clinician gives
biased information, advice, suggestions, tips,
opinions, or solutions to problems without an
explicit statement or strong contextual cue
emphasizing the client’s autonomy in receiving the
recommendation.

The language of persuasion

 It would be a good idea for you to take our class on
resume building.

 You really should take the class as a first step. It will
give you the information you need.

 If you do your part in the program, we’ll work to
get you in a job that fits.

 We can’t help you if you don’t complete the
assessment process.

Information that intended to
influence the client’s decisions and
choices
Your professional opinion about

the client’s situation

Your advice about which choice
to make or how to proceed

The recommendations of the
program for being successful

What else?

Persuade with Permission

 The interviewer includes an emphasis on
collaboration or autonomy support while
persuading. The permission may be explicit (such
as asking for permission prior to giving advice) or it
may be implicit (such as inviting clients to
disregard information they do not agree with, or
stating that the point being made may not apply to
the client).

Emphasize Autonomy

 These are utterances that clearly focus the
responsibility with the client for decisions about
and actions pertaining to change. They highlight
clients’ sense of control, freedom of choice,
personal autonomy, or ability or obligation to
decide about their attitudes and actions.

Seeking Collaboration

 This code is assigned when a clinician explicitly
attempts to share power or acknowledge the
expertise of the client. It can occur when the
clinician genuinely seeks consensus with the client
regarding tasks, goals or directions of the session.
Seeking collaboration may be assigned when the
clinician asks what the client thinks about
information provided. When permission to give
information or advice is sought, Seeking
Collaboration is typically assigned.
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Persuading with permission

 Asking permission
Would you like to hear about the options that are available
for you here?

 Using autonomy supportive language
I encourage you to use our program to help you with
getting a job. However, it’s really up to you how you want
to go about looking for a job.

 Seeking collaboration
You’ve been through that strengths assessment. What are
your thoughts about how you can use those strengths to
help you?

A specific strategy for educating; E-P-E

 Elicit the client’s knowledge and understanding.
What do you already know about the services we offer? What
have you heard from others?

 Provide information tailored to the client’s knowledge; offer
just enough information; use neutral, non-jargonny
language

 Elicit the client’s response, reaction, thoughts, and
impressions

What do you make of this information? How does that fit for
you? What thoughts do you have about this? (Seeking
Collaboration)

4 FUNDAMENTAL PROCESSES IN
MI

1. Engaging – The Relational Foundation

2. Focusing – Strategic Centering

3. Evoking – The Transition to MI

4. Planning – When the time is right

Signs of readiness to change
(Miller & Rollnick, 2002; Rosengren, 2009)

 Decreased discord

 Decreased discussion about the
problem/issue

 Resolve

 Change talk

 Questions about change

 Envisioning

 Experimenting

Key questions

 A way to solidify commitment to change. What is KEY
about it is the timing/when it is asked. It is asked
when the client stands at the “precipice” of change.
Answer indicates whether the client is ready to jump.

 Given what you’ve told me, what do you think you
will do next?

 Where do you think you would like to go from here?

 What’s your next step?

Planning practice
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Revisiting the Learning Plan

 One thing I learned………….

 One thing that surprised me……………….

 One thing that I relearned………………….

 One thing that I’m going to try out………………
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今日のアジェンダ

 引き出すプロセス

 チェンジトークの練習

 情報のやり取り

 プランニングのプロセス

 これからの学習計画

MIにおける4つの基本的なプロセス

1. 関わる – 関係性の基礎

2. フォーカスする – 戦略的な選択と集中

3. 引き出す – MIへの移行

選択的に引き出す

選択的に反応する

選択的にサマライズする

クライエントの言語に関する実証的エ
ビデンス

 セッション内のクライエントの言語はアウトカムと関
連する、予測することも良くある。たとえば

チェンジトークが多くなることでアウトカムが良くなるこ
とがある；そうではないこともある

維持トークが多くなることでアウトカムが悪化すること
は比較的一貫している

チェンジトークと維持トークの組み合わせ、またはバ
ランスは良いアウトカムと正の相関がある

クライエントの言語に関する実証的エ
ビデンス

 MIに準拠した行動 (開かれた質問、聞き返し, 是
認) はチェンジトークを増やす

 MI不一致行動 (許可なしのアドバイス、直面化、
警告) は

チェンジトークの減少につながる

維持トークの増加につながる

準備チェンジトーク
(Amrhein, Miller, Yahne, Palmer, & Fulcher; 2003に準じる)

DARN
DESIRE 変化の願望(○○したい,
○○が好き、○○と願う . . )

ABILITY 変化の能力(○○できる、前
はできた . . )

REASONS 変化の理由(もし○○でき
たら・・・に)

NEED 変化の必要(○○すべき、ねば
ならない、 しないとまずい . .)
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動かすチェンジトーク
両価性の解消を反映する

CATs

COMMITMENTコミットメント
(意思表明, 決断, 約束)

ACTIVATION 活性化(する気があ
る、用意できた、準備しだした)

TAKING STEPS 段階を踏む

クライエントの動機づけを強める

 喚起的な質問
 詳しく述べる
 先を見通す
 過去を振り返る
 極端な例を使う
 ゴールと価値観を探る
 決断バランス
 重要性と自信

総合評価: チェンジトーク促進

1.カウンセラーは変化に関するクライアントの言葉に関
心を示す(または選択的に応答する)様子がない
2.カウンセラーは変化に関するクライアントの言葉に散
発的に関心を示す。しかしチェンジトークを促進する機会
の多くを逃す
3.カウンセラーは変化に関するクライアントの言葉の多く
に関心を示す。しかしチェンジトークを促進する機会をい
くつか逃す
4.カウンセラーは変化に関するクライアントの言葉に一
貫して関心を示し、チェンジトークを促進しようとする
5.カウンセラーは変化に関するクライアントの言葉に顕
著な関心を示す。チェンジトークに一貫して反応し、その
深さ・強さ・勢いを促進しようとする

チェンジトークに反応する:
全身が耳(EARS)になる

 Elaborate:詳しく述べる: 詳しく話すように求める,
もっと具体的に, どのようなやり方で？, たとえ
ば？, etc.

 Affirm:是認する– 相手の発言にプラスのコメント

 Reflect:聞き返す- パラグラフを続ける、etc.

 Summarize:サマライズ– チェンジトークの花束を
作る

チェンジトークと維持トーク

コインの裏表

維持トークの例

Desire 現状維持の願望

 Inability 変化する能力不足

Reasons 現状維持を続ける理由

Need 現状維持の必要

Commitment 現状維持のコミットメント
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維持トーク
両価性の片側

 マリファナが本当に好きだ (D)

 どうしたら止められるか見当つかない (A)

 クリエイティブになれるから吸うのだ (R)

 止める必要性を感じない (N)

 私は続ける気だし、誰にも止めさせない(C)

 止めるのは私にはまだ無理 (A)

 今週からまた使い出しました (T)

間違い指摘反射

維持トークを呼び出すのを避ける

 どうして、まだ変わろうとしないのですか？

 コレを変えるのを邪魔しているのは何です
か？

 なぜ、コレをやってみたいと思わないのですか
ね?

 今の状態でいることが、どう役に立っているの
ですか?

 回りの人のせいで厳しいことになっているのは、
どのようなことですか？

 何が難しいのですか?

総合評価; 維持トーク減弱

1. カウンセラーは一貫してクライアントの維持トーク
に反応し、現状維持の議論を促進するような方
法で応じる

2. カウンセラーは概ね、クライアントの維持トークに
対して、探索したり、焦点化したりする.

3. カウンセラーは、クライアントの維持トークに重点
を置く。場合によっては維持トークから話題をそ
らす努力もいくらか行う.

総合評価; 維持トーク減弱

4. カウンセラーは概して、クライアントの
維持トークに重点を置くことを避ける.

5. カウンセラーは、クライアントの維持
トークの深さ・強さ・勢いを弱める努力
を十分に行う.

ビデオと書き起こし

 チェンジトーク (維持トークも)を見つけ出そう

 チェンジトーク促進と維持トーク減弱を1-5で評価してみよ
う

 両方の総合評価について、そう評価した理由がわかるよ
うな具体例、一連の文章をさがしてみよう

 チェンジトークと維持トークに対するカウンセラーの反応は
どのように違うだろうか?

 カウンセラーはチェンジトークを膨らませていくことができ
ているだろうか? 変化させることは? 強めることは?

 反応するチャンスがあったのに、見逃しているところは?

 グループ全体に参考になるような良い例を一つあげてみ
よう
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情報をやりとりする

どの情報をやり取りするのか？

MIに一致しない前振りと罠 (本からそ
のまま引用)

 私はですね、クライエントさんがなぜ変わるべきか、
どう変わるべきかについての専門家です

 患者さんの問題について情報を集めさせてもらって
います

 お持ちの知識の盲点を指摘しますね

 ぎょっとするような情報が役に立つのです

 何をすべきかについてはっきりとお伝えせねばなり
ません

MIに一致した前振りと実践

 この領域について私には専門的な経験と知識があり
ます。でも、ご本人のことは患者ご自身が一番ご存
知です

 クライエントさん自身がどんな情報を求めて、必要とし
ているのか、それを知りたいです

 クライエントさんのニードや強みに合わせて情報を示
します

 どんな情報が役立つのか、それを教えてくださるのは
クライエントさんです

 クライエントさんの必要性を満たし、自立を促すような
情報こそが役立つと思っています

情報提供: 相対的に中性

説得や助言、脅しをせずに、情報提供や教
育、フィードバックを行い、専門的意見を説明
する

典型的な情報提供の声のトーンは中性であ
る。一般的な情報として伝わるように言葉が
選ばれる。クライエントに特化したものであっ
たり、そうしなければならないと示唆するもの
として受け取られないような言葉が使われる。

説得すべきか、すべきでな
いか？

中性の言語を使え; 説得しないこと!

 中性のトーンで

 考慮せよと命令するような言葉は使わない

 クライエント個人に特化したり、特に向けられたような
内容にしないようにする.

“みなさんが履歴書をまとめるのをお手伝いする教室を
やっています”

“このクラス全体のゴールは、患者さんがご自身の糖尿
病を上手くコントロールできるよう、支援することです.”
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説得: 相対的に偏る

 説得力のある事例・証拠の提示や理屈、自己開示な
どをツールとして使って、カウンセラーがクライエント
の意見や態度、行動を変えようとする努力が明白で
ある (こうした説得ツールと“変われ”というメッセー
ジの間に明らかな結びつきがある)

 こうした推奨事項をどう受け止めるかについて、クライ
エントの自律性を保証する明確な発言や強い文脈上
の合図が無いままで、バイアスがかかった情報やア

ドバイス、示唆、コツ、意見、問題解決法をカウンセ
ラーが提示した場合に“説得”としてコードする

説得の言葉

 履歴書を書くために、このクラスに参加するのは
いいアイデアでしょうね。

 最初のステップとして、このクラスを是非とも取る
べきでしょう。欲しかった情報が手に入りますよ。

 このプログラムでご自身の課題をこなしていただ
ければ、こちらの方でも、あなたにぴったりのお仕
事を見つけるようにしましょう。

 アセスメントの部分が未完成のままだったら、こち
らとしてもサポートを致しかねますね。

クライエントの決断と選択に影響を与
えることを意図した情報

クライエントの状況について、カウ
ンセラー側からの専門的意見

どれを選ぶべきか、どう進むべきか
についてカウンセラーがアドバイス
する

成功するために役立つプログラム
をお勧めする

他には?

許可を得ての説得

 カウンセラーは説得しながら、自律性を強調し、サ
ポートしている。許可が明示的である場合もある
し (アドバイスを提示する前にクライエントのから
の許可を得るなど) 、暗示的であることもある (提

供された情報をクライエントが無視しても良いと
言ったり、当てはまらない場合もあると言ったりす
る).

自律性を強調する

 変化に関連した決断と行動についてのクライエン
ト自身の責任にフォーカスした発言が明確になさ

れている。自分をコントロールするのは自分だと
いう感覚、選択の自由、個人的自律性、態度と行
動を自ら選ぶ能力と責任がクライエントにあること
などを浮かび上がらせる。

協働機会の探索

 この項目はカウンセラーが、言語を用いて明示的
に、権力の共有図ったり、クライアントの専門性を
面談に反映しようと努めたりする場合に適応され
る。協働機会の探索は、カウンセラーが、クライア
ントと、課題に関すること、目標、方向づけについ
ての合意点を、真摯に探索している場合に、数え
る。本項目は、カウンセラーが提示した情報につ
いて、カウンセラーからクライアントに意見を求め
る場合にも当てはまる。情報提供やアドバイスに
当たって許可を求める行動も、本項目の典型的な
例である。
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許可を得ての説得

 許可を得る
使えそうなやり方があったら、聞いてみたいと思われます
か？

 自律性をサポートするような言葉を使う
あなたの就労に役立つ、こちらのプログラムに入られるこ
とを私としてはお勧めします。でも、就労するかどうか、そ
うするならどうやってみつけるかはご自身の判断ですね。

 協働機会の探索
強みのアセスメントをやり終えましたね。このご自身の強
みをどう使うか、役立てるかについて、何か考えられるこ
とは？

教育のための具体的な戦略; E-P-E

 クライエントの知識と理解を引き出す
こちらのプログラムについてどんなことをすでにご存知ですか？
口コミなど他からはどんなことをお聞きになりました？

 クライエントがもつ知識に合わせて情報を提供する; 必要
なだけの情報量に留める; 中性にする, 専門用語を使わな
い

 クライエントから対応と反応、思考、感想を引き出す
今の情報からどう考えますか? ご自身に合うとしたらどのように?
どんな考えが浮かんできますか? (協働機会の探索)

MIにおける4つの基本的なプロセス

1. 関わり – 関係性の基盤

2. フォーカス – 戦略的な選択と集中

3. 引き出す – MIへの移行

4. 計画する – 機が熟した時に

変化の準備性を示すサイン
(Miller & Rollnick, 2002; Rosengren, 2009)

不協和の減弱

問題/気がかりについての話し合いが減る

解消

チェンジトーク

変化についての質問

先の見通し

実験/試行する

鍵となる質問

 変化へのコミットメントを固める方法の一つ。鍵を鍵た
らしめるものは質問するタイミングである. クライエン
トが“変化の瀬戸際” に立っている時にする. それに対
する応答によって、クライエントに変わる気があるか
どうかわかる.

 今までお話し下さったことを振り返って、どうですか、
次には何をしようと思われますか?

 これからどこへ向かっていきたいと思いますか?

 次のステップにはどんなことを?

計画作りの練習
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学習計画をもう一度見直そう

 学んだことを一つ………….

 驚きを感じたことを一つ……………….

 再び学習したことを一つ………………….

 これからトライしてみようと思うことを一つ……………


