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概要

言語

テーブルごとで作業

報告者

番号を引く

休憩/昼食

教えるためのモデリング？

完璧を目指すのではなく、技術の向上

トレーニング後…



エクササイズ: 適所の尺度化 - MI
ワークシート参照

現在、私の仕事でＭＩを使用することはどれだけ重要であるか
?
1 から 10までの尺度（スケール）

1 = 重要ではない

10 = 非常に重要である

番号（数字）に印をつけてください。

質問に答えてください。

各テーブルで自分の尺度数と回答について話し合いましょう



エクササイズ: 泥沼 & 氷河
各テーブル（グループ）内で実施

各自の背景（事情）の中で直面する困難場面につ
いて話してみましょう:

各自のクライアント

各自の所属先及び面接場面

日本の文化

5つの共通するテーマを探しましょうーこれらを書き

記しておいてください

各共通するテーマを反映したクライエントの発言を
書いてみてください

これらについて報告する報告者を決めてください



動機づけ面接の定義

一般向け–「動機づけ面接は何のためにあるのですか? 」
動機づけ面接は、人が自分自身のやる気及び変化への動機を
強化するための協働的な会話スタイルです



変化の準備性



変化のプロセスにおいて、両価性はど
のように組み込まれるのか?

変化のプロセス中にずっと起こる

現状及び変化によるコストと利益を反映

心地悪いものである

慢性化する可能性がある



現実として…
あなたがもっと健康的になるためにできることを考えてみ
てください

Adapted exercise courtesy of Allan Zuckoff



動機づけ面接の定義

臨床家向け – なぜ私は動機づけ面接を使用するのか? 
動機づけ面接は変化における両価性という日常的によくあ
る問題を扱う、来談者中心のカウンセリング方法 です。



エクササイズ – ジレンマ…
少し、想像してみよう…

個人的なジレンマのために身動き（判断）ができなくなって

いる

論理的に考え抜こうとしてみた

友達という選択肢はない

あなたには自由裁量が必要である

援助者にどのような資質（能力）を求めますか?

Exercise Courtesy of Jeff Allison



MIのスピリット



チェンジトーク

４つの構成要素

変化する方向に向かうような陳述、言動

典型的な臨床家の発言ではない

ある行動又は行動群に特定される

現在形

目標? このトークを引き出して、強化する

MIにおける方向性を示す要素



準備チェンジトーク

変化の願望、能力、理由、必要性
このような問題が起きる前の状態になれればいいのに
もし私が決断すればうまくいくかもしれない…
このことについてずっと心配しなくてもよくなればいいのに

また気分が良くなりたい

クライアントが変化について考慮していることを示してい
る

程度（度合）には幅がある

変化への確認 I



実行言語

実行言語は、変化を予測する

３つのタイプ
変化の表明

変化の活性化

変化の段階を踏む

もう鬱になるのはこりごりだ

違うことをする準備ができている

予約をしました

変化への確認 II



チェンジトークと維持トーク



動機づけ面接の定義

臨床家向け – どのように動機づけ面接は機能するのか? 
動機づけ面接とは…

変化の言動に特に注目した協働的で目標指向的要素をもっ
た面接スタイル

思いやりと受容の環境の中で、個人の変化への理由を引き
出し、それを探究しながらある特定の目標に対する個人の動
機や決意を強化するようにデザインされている



ＭＩとはどんな感じ?
デモンストレーション/ビデオ



動機づけ面接の方法

間違い指摘反射

中核的な技術

意図的で指示的である

4つのプロセス



エクササイズ – あなたの物語を伝える

絵を描いてください

何か誇らしかったもの・こと

人として一番良い状態にいた時のこと

必ずしも達成したことでなくてもいい

謙遜について一言

ペアになって、指示を待ってください
Based on activity by Elaine Christensen



エクササイズ – あなたの物語を語る

配布資料を完成してください

あなたのパートナーの話の中に含まれている強みを３つ特定して

ください

潜在的なものでも明白なものでも可

具体的な事例を含めましょう（あなたは…をして勇気をしめしまし

た）

頼まれたらこのフィードバックを共有してください

あなたのテーブルで何が起こったのか話し合いましょう



是認

なぜ是認後にはチェンジトークと維持トークのオッズ比が
変わるのか? 
一部のクライアントはやる気をなくしている

各自の強みとなる資源に導く

ポジティブな感情を生み出す



是認

誠実かつ本心を伝える

部分的な成功（よいこと）がないかどうか探る

抵抗を是認に再構成する（好ましくない言動にも受容的
に対応する）

「私は」ではなく、「あなたは」と始まる陳述をする

「何を」及び「どのようにして」というファローアップ質問は
役に立つかもしれない



関わる –
関係性の基礎

役立つつながり及び作業関係を築くためのプロセス

関わる



関わる vs. 関わらない

関わりを妨げる初期のワナ
アセスメントのワナ

専門家のワナ

早すぎる焦点化のワナ

レッテル張りのワナ

悪者探しのワナ

おしゃべりのワナ



関わる vs. 関わらない

関わるvs関わらないことに影響する要因
欲望または目標 – あなたはここに来るのに何を期待していまし
たか?
重要性 – あなたが探しているものはどのくらい重要ですか?
ポジティブ性– 歓迎され、価値を認められ、尊敬されていると感

じましたか？

予想 – 何が起こると思ったのですか?
希望 –これはあなたを手助けしてくれると思いますか

中核的な技術に頼りなさい



聞き返し

それは何か?
表面下にもぐる…



聞き返し

聞き返しの二つのレベル

単純
• 内容は発言した内容とかけ離れない

• 簡単ではない

複雑（深い）
• 発言の内容以上のことを聞く

• 新しい視点を提供

• クライアントの理解を変容するかもしれない



単純な聞き返し – 椅子取りゲーム

繰り返し – 話し手の発言の一部を繰り返す

あなたの名前の由来について教えてください？

言い直す – 聞き手は（発言された内容）からかけ離れず

、同義語やフレーズを入れ違える

あなたが一番 初に見て良く覚えている映画は何で
すか、そしてどうしてですか？



複雑な聞き返し

言われていないことを推測

意味を推察した大幅な言い換え

土曜日（又は休みの日）には何をするのがお好きで
すか?

感情の聞き返し

感情の側面を強調

もし大学（又は青年期）をやり直すことができたら、何
を変えますか?



複雑な聞き返し

パラグラフを続ける (少し先に進む) 
会話の合理的な延長

今後10年の間にあなたは何をしたいと思い、計画し
ていますか?

隠喩（メタフォー）

話し手の経験を整理するイメージ

あなたの健康と満足できる生活状態を支えるあなた
の人生の次のステップとは何ですか？



役立つ質問
–質問を生産的にする

開かれた質問 vs. 閉じた質問の利益

クライアントを理解するのに役立つ

先に進み始めさせてくれる

方向を選択する



エクササイズ –スクリプトの展開

テーブル – 配布資料

質問がクライエントにどのように影響するか見てみよう:
臨床家の質問は青色

クライエントの反応は色分けされている
緑色 – チェンジトーク

茶色 – 中立なトーク

赤 – 維持トーク又は不協和

臨床家の質問はクライエントの発言につながる



サマライズ（要約）

聞き返しの特別な形

要約の種類:
集めのサマライズ – 短く、話を前に進める(チェンジト
ーク)
つなぎのサマライズ – 以前得た情報に新しい情報を
追加する(両価性)
転換のサマライズ – フォーカスを変更することを知ら
せる (方向を変える)



何が大事なのか見極める

他者を理解する上での鍵

価値と目標を探る

形式張らずにさりげなく価値観インタビュー

本式に価値観カード並べ替え

整合性 – 価値観及び行動に一貫性

中核となる価値観と行動の不一致は強力な動機づけと
なる

方法ではなく、目標としての直面化



エクササイズ: 螺旋状に進める

個人的かつ現実のトピックを選びましょう

関わることに取り組みましょう

中核的な技術を使いましょう

価値について質問しましょう

「あなたは変わろうと考えているのですね。。。少しそのこ
とについて話していただけないでしょうか」というフレーズ
で始める

まだ焦点化はしない



絞る – 戦略的な方向性

関わる

絞る



絞る

特定の進む方向性を維持し、発展させる

クライエントにとって何が重要なのかを発見する

強い願望は多様で変動する

展開及び前へ進めるプロセス



絞る
焦点化する3つの情報源:

クライアント、場の設定（背景）、臨床家（臨床的専門性）

焦点化の3つの方法:
指示する、追従する、ガイドする

３つの焦点化シナリオ
シナリオ 1. 「私たちがどこに向かっているのかわかっている。焦
点は明確だ。」

シナリオ 2.「いくつかの選択肢があるので、私たちは決断しなく
てはならない。」

シナリオ 3.「焦点が不明瞭なので、私達は探究しなくてはならな
い。」



絞る – 水平線を探る

話題マッピング

テクニック
構成する – 何をしようとしているのか明確にする

選択肢を考慮

ズームする – 仮説から暫定へ移動

視覚的補助資料を使用

話題マッピングを使用する状況とは?



エクササイズ: 吹き出しを埋める

話題マッピングを導入するためにあなたがクライエントに
言う言葉を書きましょう

あなたの臨床場面でよく起こる話題で吹き出しを埋めて
いきましょう

資料（紙）を他の人と共有してフィードバックをもらってく
ださい



情報交換

主要ポイント

アドバイスを与えるのではなく、変化を促すことが目
標である

情報を提供するー強要してはならない

選択肢を提供するのであれば、メニューを使用しまし
ょう

事実を述べる

クライエントが意味を推察できるようにする



情報交換

アドバイスを与えるのではなく、変化を促すのが目標

なぜワナになるかもしれないのか?
私は専門家

私は問題に関する情報を集めています

私は知識のギャップを是正する

恐い情報は役立つ

はっきりと何をすべきなのか彼らに教えればいい。o



情報交換

アドバイスを与えるのではなく、変化を促すことが目標

なぜ、これらは役に立つかもしれないか?
私は専門性があるし、クライアントもクライアント自身について専
門家である

私はクライアントが欲しがって、必要とする情報が何か探る

クライアントの強みと必要性に対して情報を適合させる

クライアントは私にどのような情報が有益なのか伝えることがで
きる

クライアントのニーズと強みを支持するアドバイスは有益な場合
があるl



情報交換 –
引き出す-提供する-引き出す

引き出す:
許可を得る

必要としている情報、不足している情報を明確にする

情報提供する:
優先順位を決める、明確に、少量に

自主性を支援

人の反応を指示しない

アドバイスを提供する場合はメニューを使用する

引き出す:
クライアントの解釈、理解、反応について聞く



エクササイズ:螺旋状に進める

前と同じトピックを使いましょう

絞ることに取り組みましょう

中核的な技術を使用しましょう

話題マッピングをやってみましょう – あなたが話せる話

題を提案してみましょう

情報交換をしましょう

喚起させることは気にしなくていいです – しかし、チェン

ジトークが出てきたら反応しましょう



喚起する – 変化のための準備

関わる

絞る

喚起する



チェンジトーク、維持トーク及び不協和



喚起する

会話の道筋を認識して作りあげる

道筋が方向性を定める

しかし会話は相互に影響を与える

経験を整理する

共有された現実を作り上げる？



チェンジトークへの反応

開かれた質問 – 以下について聞く:
より詳細な情報

どのような方法で

具体的な事例

是認 – その人の変化を成し遂げるための言動や能力

について肯定的に発言する

聞き返し– 変化の要素に注目する

要約 –チェンジトークの花束を集める



維持トークと不協和に対応する

プレッシャーの下での両価性は不協和につながる

無視をしてはならないが、強化したり、関与したりしない

以下についての反応は一緒である

聞き返し – 単純、増幅、両面

フォーカスをずらす

個人の選択を強調する



エクササイズ – 分岐するスクリプト

分岐するスクリプト-小さなグループ

グループとして会話の内容を決めましょう

冒頭の陳述を書きましょう

次に会話の道筋を埋めていきましょう
どの技術も使用可能 (例：質問、聞き返し、等）

クライエントの反応によって色分けされています
緑色 – チェンジトーク

茶色 – 中立トーク

赤色 – 維持トーク又は不協和

斜め又は下に進む– 好きなようにどうぞ!



チェンジトークを引き出す他の方法

喚起的質問

決断分析

極端を利用する

過去を振り返る

未来を展望する

準備の尺度

未来の目標

その他の懸念

フィードバックを試す



喚起的質問

これらの質問は直接チェンジトークを尋ねる

どのようにこれはあなたに関係がありますか?
変化をすることを決めたのならば、何があなたにそう
できると思わせるのですか？



決断分析
その行動のポジティブ及びネガティブな側面について話
してもらいましょう.  
このような状況では言葉は重要である.  
ロルニックは「いいもの」、「あまりいいものではないもの」
を使用.

現状の良い点（ポジティブ）はどのようなものがありま
すか?  
あまりいいものではないもの（ネガティブなこと）とはど
んなものですか？

早い時期に現状について使う？



極端を利用する

行動が変わらない場合のクライアントの恐れを特定する

その他のネガティブな結果について話しやすくなるかもし
れない

一番心配なことは何ですか?
起こり得る一番ひどいことは何ですか?

ポジティブな方向性でも使用可能



過去を振り返る

問題が発生する前の状況を思い出す

現状と比較する

ものごとがうまくいっていた時期を思い出せますか？
何が変わりましたか？

10年前のあなたと今日のあなたの違いはなんですか
?



未来を展望する

クライアントに変化後の状況についてどうなっていると思
うのか聞いてみる

変わることを決断したならば、未来への希望はどのよ
うなことが考えられますか?
どのようになればいいと思いますか?
どのように今と違っていたらいいと思いますか?
もし今晩奇跡が起こったならば…



目標を探る

行動が価値観や目標とどのように適合するのか探る

あなたが も重要だと考えている事柄は何ですか？飲
酒はこれとどのようにしっくりきますか？

大人になったらどのような人（親、パートナー）になりた
いと思いましたか?

価値観カード並べ替えを実施



変化の準備性尺度

準備性の評価とチェンジトークの引き出しを同時に行う

形式張らずにさりげなく実施できる

調べることと同様にフォーム（型）も重要

デモンストレーション（見本）



その他の懸念

他人がその状況についてどう考えるのかを問う

命令されている又は「強制」されている人たちに役立つ

青年期の若者に役立つ

簡単な質問

他の人はこのことについて何て言っていましたか?
なぜあなたのパートナーはあなたがここにいるべきだ
と思っているのですか?



フィードバックを試す

評価からフィードバックを提供

標準化されたもの又はクライアントの目標、価値観、見
解に基づく

個別化– グループに基づく情報ではない

クライアントが意味を解釈

ＭＩのテストのほとんどはフィードバックの要素が含まれ
ている



エクササイズ: 螺旋状に進める

EARSを使用
開かれた又は喚起的質問

是認

聞き返し

サマライズ（要約）

その他のスキル
決断分析

極端を利用する

過去を振り返る

未来を展望する

準備性尺度

未来の目標

その他の懸念



計画する– 変化への架け橋

関わる

絞る

喚起する

計画する



準備性の兆候

チェンジトークの増加 (やったほうがいいのかもしれない
…)

段階を踏む

維持トークの減少

決心

想像する (何が必要なのか？）

変化に対する質問 (どのようすればいいのか…)



計画の段階

総括/移行するサマライズ（要約）

要となる質問

目標設定

変化の計画を交渉する

要となる質問



変化計画の作成

もしクライアントが準備できていれば、開かれた質問から始める
.  

何を変えたいと思っていますか？

何をしようと考えてみましたか? 

以前にどうすればうまくいきましたか?

懸念がある場合、直接的に伝えるーしかし強要しない

他者の成功事例の形で選択肢を提供

障害及びスケジュールを特定することを手助けする

要となる質問をする



エクササイズ: 螺旋状に進める

前のパートナーと組みましょう

要約から始めてください

要となる質問をしてください– これはあなたをどういう状態に

しますか

話し手のリードに追随する

準備ができていなければ、土台作りをする

準備ができていれば、目標について聞き、計画を立てる



チーム練習

泥沼と氷河のワークシートを参照してください

グループの中の1名がクライアントになります

一人の人は関わることに取り組みます

その他の人はコンサルタントとして演じます

関わりを持てたら、絞りに移ってください

喚起まで続けてください – もし適当であれば



実証に基づく実務 (EBPs)の導入

効果に関する研究結果は以下のことを示している…
現実社会においては適度の効果

.00 効果サイズ（ＥＳ）程低い結果もある

これは EBPが機能しないということなのか?



後に

尺度ＭＩシートを再度見てください

線の下にある二つの質問に答えてください

あなたが一歩前に進もうとした努力の中で何が起こり
ましたか?
あなたにとって次は何がおきますか?

同じテーブルの人達と話し合ってみてください



Resources

Rosengren, D.B. (2009). Building Motivational Interviewing 
Skills: A Practitioner’s Workbook.  New York: Guilford 
Press.
Arkowitz, H. Westra, H. Miller, W.R., & Rollnick, S. (2008). 
Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological 
Problems.  Guilford: New York.
Miller, W.R., & Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing 
(3rd Edition): Helping People Change. Guilford: New York.
Wagner, C.C., & Ingersoll, K. S. (2013). Motivational 
Interviewing in Groups. Guilford: New York. 
MINT Website: www.motivationalinterviewing.org
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