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ワークショップに際して

 個人情報は口外しない（この場で忘れて帰る）

 立場の違い、意見の違いを認める

 携帯電話はマナーモード （会場内での操作は控える）

 動機づけ面接（Motivational Interviewing：MI）のワーク
ショップは英会話の学習に近い
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興味をもつことからはじめよう

全員で

お互いの職種を

ヒントに

想像してみよう

ここにいる人は、
今日、

なぜ、ここにきたの
だろう？
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動機づけ面接とは

 行動療法の専門家であるミラー（ニューメキシコ大学）と
ロルニック（カーディフ大学）が開発した対人援助理論

 受容的応答を旨とする来談者中心療法と特定の変化に指向
させる目標指向的要素を併せ持った面接スタイル

 トレーナーネットワーク（MINT）が詳細な研修プログラム
を開発・公開
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行動変容に関する従来の見解

 心臓発作のリスクを説明すれば、タバコをやめ、食事を変
え、運動を増やし、薬を飲むようになるだろう

 腎不全、失明、四肢切断など、重篤な糖尿病合併症の話で
説得すれば、さすがに血糖コントロールするようになるだ
ろう

 二日酔い、人間関係の崩壊、自動車事故、会社を解雇、
さすがに断酒するだろう
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エクササイズ 指示的アプローチ

 準備：自分自身の生活で変えたいけど変えられない課題を１つ決める

食事 間食 アルコール タバコ 運動 仕事 勉強 片付けなど（重くない話題）

 2人1組：来談者役、面接者役 （あとで交代）

 手順

1. 来談者役は課題を面接者に伝える 例「私が変えたいのは、毎日間食してしまうことです」

2. 面接者は、話し手の課題について、自分の知識と経験を総動員して、次の４つを順番に行いながら、一
生懸命に変化への説得をする

3. ①：変わらなければどんな不利益があるかを具体的に警告する 例：「今のままだとＯＯになってしま
いますよ」

4. ②：変われたときの利益を３つ以上挙げて理論的に説得する 例：「間食をやめたら、ＡはＢになるし、
ＣはＤになるし、ＥはＦになるんですよ」

5. ③：変わるための具体的な方法を提案する 例：「そのためには、○○するのがいいですよ」

6. ④：変わることを熱意をこめて命令する 例：「あなたにとって大切なことです。必ず○○して間食を
やめてくださいね」

7. ３分たったら終了して役割交代

8. ２分間の振り返り どんなことが印象に残ったか

■来談者が変わることを拒否するなら、変わることを決意するまで、面接者は３～6を強く繰り返してく
ださい。来談者の反論をさえぎってもかまいません。

☆これは動機づけ面接ではありません 6

動機づけ面接で利用する人の一般的性質
 両価性（ambivalence)

1. 自滅的行動に対する「変わりたい」と「変わりたくない」の綱引き

2. 「動機の欠如と見える状態」＝「両方向の動機の拮抗」

 心理的防衛

1. 人は、行動の選択を制限されるような強い説得を受けると、説得に対する反論
を行う

2. この自らの反論によって、説得とは反対の方向に動機づけられる

 宣言による自己動機づけ（チェンジトーク）

1. 人は、変わることを意識する自分の言葉によって、変化へ動機づけられる

 正したい反射（righting reflex)

1. 人は相手が間違ったことを言うと反射的に正したくなる

2. 矛盾が見えるように相手の言葉を返していくと、相手は自分の矛盾を正したく
なる
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チェンジトークとは

変化に関する発言である

ある特定の行動と結び付
けられている
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両価性（ambivalence）

現状維持の
自己動機づけ

心理的防衛

変わりたい変わりたくない 変わりたい

変わり
ません

変わり
なさい
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ＭＩの

精神

協働

受容

喚起

思い

やり

・内発的な動機を
引き出す

・絶対的価値
・是認
・正確な共感
・自立性の尊重

・来談者の
福祉向上を最優先

する

・２人の専門家

Partnership

Evocation

Compassion

Acceptance

10

来談者中心のケア
1.我々のサービスは（ ）の利益のためにあり、来
談者が優先権を持っている。その逆はありえない。

2.変化とは、究極的には（ ）による変化である。面接
は変化の（ ）を促進しているに過ぎない。

3.来談者は（ ）の専門家である。来談者以上に
（ ）を知るものはいない

4.面接者が変化を起こす必要はない。面接者は（ ）で起
こすことはできない

5.面接者がすべての良案を思いつく必要はない。面接者は常
に（ ）をもっているとは限らない。実はそれは
チャンスである。

6.人はみんな、その人自身の（ ）、 （ ）、
（ ）、を持っている。それらは変化を活性化するため
の原動力である。

来談者

自己
自然経過

来談者自身
来談者自身

長所

最良の物

1人

資源

動機
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来談者中心のケア
7.よって、変化には専門家同士としての（ ）関係が
大切である

8.変化のために何が必要か、どう実行するかについて、来談
者自身がもっている（ ）を理解することが重要である

9.変化とは（ ）ではない。変化が起きたら面接者の
勝ちというようなものではない。変化に関する会話とはまる
で（ ）のように感じるものであり、相撲のようなも
のではない

10.動機とは外から与えられるようなものではなく、
（ ）である。それはいつもそこにあり、呼び
起こすものである

視点

協働

力勝負

ダンス

引き出すもの
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動機づけ面接を体感してみよう
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ＭＩの基本原理

来談者中心的要素 目標指向的要素

・望ましい・望ましくないと
いう面接者の意見を棚上げし
て来談者の言動を聞きうける
・来談者の状況だけでなく、
要望、感情、価値観を正確に
理解し、明確な言葉で共有す
る

・来談者の言動を方向付ける
（断酒・禁煙・服薬管理な
ど）
①来談者自身が話す
②面接者が決める

共感

選択的強化

正したい反射
の誘導 14

OARS

 開かれた質問（Open question）取捨選択の形式でない質問

 是認（Affirming）特定の目標に向かっての建設的な態度や
行動のフィードバック

 聞き返し（Reflection）来談者の言動をそのまま、または
面接者が理解した内容で返す

 要約（Summarizing）来談者が発言した内容を集めて提示
する
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開かれた質問（Open question）
 来談者が論点を自由に選べる質問

例題：週何回お酒を飲みますか？

閉じた質問（Closed question）

 はい・いいえで答えられる質問

 面接者が論点を選んだ質問

注：最初にすることは情報収集でなく、来談者との「関わ
り」連続質問は避ける

答え：あなたのお酒の飲み方についてお話し下さい

16

開かれた質問
まずはこの３つ

というのは？

もう少し詳しく教えてください

他には？
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開かれた質問を使って、
ここまでの感想を聞いてみよう

というのは？

もう少し詳しく教えてください

他には？
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動機づけ面接における２種類の是認

 行動としての是認（Affirming）

来談者の建設的な態度や行動のフィードバック

 スピリットとしての是認（Affirmation）

欠点や問題点を探して指摘することより、来談者の強みや努
力を探して気づかせることに重点を置く態度

Affirmingだけでなく、OARSすべてに盛り込むことができる
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是認のコツは目標を下げること

酒とは縁を切りたいと思うんですが、半
月も続きません断酒しろ

お酒のことについ
て考え始めればOK

お酒のことについて考えているんですね

目標

目標
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是認エクササイズ：目標を下げてみよう

アルコールのこと？お前らなんか呼んだ
覚えはないぞ

健康のために真剣
に話を聞くのが当

たり前

顔を見せてくれてありがとうございます

目標

目標
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聞き返し（Reflection)（語尾を下げる）
来談者の言動をそのまま、または面接者が理解した内容で返すこと

例文：お酒をやめるのは難しいと思います

ー単純な聞き返し：来談者の言動とほぼ同じ

繰り返し(Repeating):お酒をやめるのは難しい

ー複雑な聞き返し：面接者の解釈を加える

意訳(Paraphrasing)：断酒をはじめても、まわりに流されてしまうような気がする

両価性のある聞き返し（Double-sided-reflection):難しいと思うときがある一方で
気になるときもある

感情の聞き返し（Reflection of feeling):お酒をやめることが不安なんですね

☆簡潔で分かりやすい聞き返し：なるべく肯定文
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語尾を下げる練習

 目的：語尾を下げる練習

 方法：２人組になって

 手順：

A：青ですか？

B：青ですね

A：青ですか？

B：青ということ

A：青ですか？

B：青だと

これを三回繰り返したら交代
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感情の聞き返しエクササイズ①
感情を引き受けよう

喜び

不安悲しい

怒り

24

感情を分類しよう

エピソード

①アルコール依存症で入院、退院後もう酒を飲めないんだと
伝えたら飲み友達からメールの返信がなかった酒が飲めない
俺なんて相手にしたくないんだよなと考えた

②Ｂ男さんは、パソコンが故障してカスタマーセンターに電
話をしたら、なかなかつながらずにどうなっているんだと考
えた

③Ｃ子さん、明日から新しい職場に出勤になります。新しい
職場になじめるかと考えた

④Ｄ子さん、頑張って作った作品が賞をもらった

25

感情の聞き返しエクササイズ②

１．2人組になって、話し手・聞き手を決める

２．話し手は４つの感情のうちの一つを選んでエピ
ソードを作り聞き手に話す

３．聞き手は４つの箱に分類をして

喜び 悲しい 怒り 不安 のどれに分類されてい
るかを複雑な聞き返しで話し手に伝える

４．話し手は「はい」や「いいえ」で答える
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感情の聞き返しエクササイズ③

１．２人組になって、話し手・聞き手を決める

２．話し手は４つの感情のうちの一つを選んでエピ
ソードを作り聞き手に話す

３．聞き手は４つの箱に分類をして

喜び 悲しい 怒り 不安 のどれに分類されてい
るかを複雑な聞き返しで話し手に伝える

４．話し手は補足説明等自由に答える

５．その後、開かれた質問、単純な聞き返しを使い、
感情を明らかにしていく
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要約（Summarizing）
1.ここまでの話題を集める

 「他には…」などの言葉を用いて話題の継続を促す

 「そうすると、会社は首だ、妻から離婚だと脅かされた、娘からも拒
否をされている、いつまでもお酒を飲んでいる場合じゃないというこ
とですね。他には…」

2.以前の話題と現在の話題を繋ぐ

 両価的状態を「一方」「また」などで並列する

 ×「けれど」「しかし」

 後半は標的行動に向かう内容にする

 「あなたはこのまま飲みたいし、今は具合の悪いところもないと思っ
ておられる。一方で最近何となく自分の飲み方がおかしいなぁと思わ
れているんですね」

3.新しい話題に移行する

 「そうすると今の状態は、ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤということですよ
ね。じゃあ、どうなったらいいと思います？」 28

目標指向的要素

選択的強化
正したい反射
の誘導

変化を指向する言動
（チェンジトーク）の増加
宣言による自己動機づけ

29

チェンジトークとは

変化に関する発言である

ある特定の行動と結び付
けられている

30

来談者発言が選択的に強化された一例

来談者：実はお酒は好きなんですけど、家族が飲むのを嫌っているんで、
外では飲むんですけど、自宅に帰ったら飲まないんですよ。

面接者：へえ、じゃあ、例えばご家族と旅行に行って一緒にいると飲まな
い可能性があると。

来談者：ええ、ですから禁酒一週間、禁酒って言うか飲まないことが一週
間。あんまり強く禁酒とは思っていないですけど、実際に飲まない期間が
一週間、今度も一週間ぐらい旅行に行くんですけど、きっと今度も飲まな
いでしょうね

面接者：ああ～そうすると、なんかのきっかけがあって家族と一緒にいる

時間があると、それからは飲まなくなることがあるってことですね

来談者：ありますね。例えばのはなしですけど、自営業で妻と一緒に仕事
をするようになって家にずっといたら、普通に飲まなくなってしまうで
しょうね。で、とくに気にならないでしょうね。

31



9

チェンジトークの強化（１）

酒とは縁を切りたいと思うんですが、半
月も続きません

半月も続きませ
ん

酒とは縁を切り
たいと思う

酒とは縁を切りたいと思っているんですね

32

チェンジトークの強化（2）

たばこを結婚するときに本当にやめよう
と思ったんですが、続かなかったんです

続かなかったん
です

たばこを結婚する時
に本当にやめようと

思った

たばこを結婚する時には本当にやめようと思ったんですね
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チェンジトークの強化 EARS
「お酒をやめないと大変なことになります」

 開かれた質問による詳細や例示（Elaboration/Examples）

「といいますと？」「もう少し詳しく教えて下さい？」

 是認（Affirming）

大きなうなづき、注目

「なるほど」「ご家族のことを気にしておられるのですね」

 聞き返し（Reflecting）

チェンジトーク成分を選択的に繰り返し、言い換え、意味の明確化

現状の不利益は変化の利益に変換「もし止められたら○○なのになぁ」

 要約（Summarizing）

二面性を持った要約（後半が行動変容）

チェンジトークだけで構成した要約
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３つの開かれた質問を使った
チェンジトークの強化エクササイズ

動機づけ面接はやりたい、でも難しそう
ですね

難しいなと
思う 動機づけ面接は

やりたい

動機づけ面接はやりたいんですね
①というのは？
②もう少し詳しく教えて下さい
③他には？

35
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人の変化を援助する方法

• 消去する
応答しない

• 両面性の聞き返し
前半に返す

• 増幅した聞き返し
強めに返す

• 単純な聞き返し
深めない

チェンジトーク維持トーク

• 強化する
弱めに返す
深める

• 両面性の聞き返し
後半に返す

• リフレーミング
チェンジトークの要素を
見出す

共感を表現する

MIの精神

協働 思いやり
受容 喚起

聞き返し/要約
是認
開かれた質問

両価性のバランス
を変える
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近隣、近日、学習会

参加方法等詳細は

動機づけ面接ファシリテーターネットワーク

ＭＩＮＦ：http://infominf.wix.com/minf

（全国のワークショップ情報あり）

のトップページにあります、ワークショップ
スケジュールでお確かめください
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参考・引用資料

 しぶや動機づけ面接研究会 ワークショップ配布資料

 W.Rミラー、S.ロルニック「動機づけ面接法 基礎・実践編」星和書店

 D.Bローゼングレン「動機づけ面接を身につける」星和書店

 横浜MI研究会 ゆるーい思春期ネットワーク MI集中講座 配布資料

 動機づけ面接ファシリテーターネットワーク ＭＩＮＦ：
http://infominf.wix.com/minf

 寛容と連携の日本動機づけ面接学会
http://gadjasmine.wixsite.com/jasmine

 動機づけ面接ラボラトリOARS東京ワークショップ配布資料

 医療スタッフのための動機づけ面接法 逆引きMI学習帳 医歯薬出版株式会社

継続して研修をご希望の方は上記ホームページを参照してください

※上記資料を引用、または参考に作成しております
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