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2015 日本語 TNT に向けて 
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MI は“動機づけ面接”というのは JAMI の会員ならご存じでしょう。協会認定資格を取ろうと 

いう方ならば OARS と DARN-C についても具体的に説明できるでしょう。では，TNT や MINT に 

ついてはどうでしょうか？MINT Endorsed TNT となると？が普通でしょう。 

 

TNT は Training of New Trainers(新トレーナーになるためのトレーニング)の略です。 

MI の創始者であるミラーとロールニックが MI の普及のためには，自分たちだけでトレーニングをや 

っていたのではとても間に合わない，トレーニングを他の人に提供できるトレーナーを育てようと考 

えて 1993 年から始めました。2 人が米国・英国に別れていることから，米国とヨーロッパで毎年，交互に行うようにな

りました。2014 年 2 月の第 2回 JAMI 大会のワークショップ講師を務めてくれたデイビッド・ローゼングレンは第 1回目

の TNT の参加者の一人です。 

 

MINT は Motivational Interviewing Network of Trainers(動機づけ面接トレーナー・ネットワーク)の略です。TNT に参

加し，トレーナーの仕事をするようになった人たちが，自分たちの経験を分かちあい，さらにスキルを伸ばしていける場

所として 1997 年に創設されました。ローゼングレンは MINT 設立時からの運営メンバーのひとりでした。2008 年に法人

化され，現在では個人に頼らず組織として成長できるような体制が整っています。原井も 2012 年 11 月から選挙で選ばれ

た理事のひとりになっています。今は，35 ヶ国，1100 人を越えるメンバーを抱えた国際的な組織に成長しました。 

 

MINT にはいくつかの理念がありますが，その中でも大切なものの一つが MI を欧米以外の地域にも広げていくことです。

ミラーやロルニックをはじめ，多くの MINT のメンバーがアジアやアフリカなどでもワークショップを行っています。し

かし，単なるワークショップだけでは広がりは個人に留まります。海の中にボールを投げ込むようなものです。最初は浮

かんでいて波紋も広がりますが，しばらくすると沈んでしまって跡形もなく消えてしまいます。上から投げ込まれたボー

ルではなく，下から自分で広がり，大きくなっていく西之島付近に新たに現れた新島のようなものにならなければなりま

せん。日本で日本語での TNT が行うことがそのための大きなステップになります。 

 

来年、2015 年 5 月 3～6日，ミラーを招いて TNT を行うことになりました。9～12 日に韓国で行う TNT ともつながった一

連の行事です。日本語で日本人トレーナーを中心に行いますが，内容は MINT とミラーの監督を受けるものです。新島が

できるのは良いのですが，海外とかけ離れた鎖国状態では MI とは言えません。主トレーナーは磯村毅先生を予定してい

ます。彼は今年のアトランタでの TNT を研修を兼ねてファシリテーターとして参加する予定です。こうやって MINT に承

認され，MINT への参加資格が生じるような TNT を MINT Endorsed TNT と呼びます。参加者側にも運営側にも種々の厳し

い基準が課せられますが，これを満たすことで MI の品質保証とクライエントの福祉の向上につながっていくはずです。 

この TNT は JAMI が運営母体となって行います。JAMI の事業の柱のひとつである資格認定の基準は TNT への参加にも役立

つように，ミラーやロルニックが提案したものに基づいて作られています。私は JAMI の代表理事として，また MINT の理

事のひとりとして，そして一日本人としても，世界に胸が張れるような TNT と MI の発展を実現したい，と考えています。

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

事務局からのお知らせ＞＞＞ 協会ＨＰでの論文等掲載について

ＭＩに関する論文、雑誌等への寄稿などがございましたら、協会の会員サイトでもご案内していくことを予定しております。 

お持ちの方は、協会へご連絡ください。 

Ｅｍａｉｌ ＞＞ infos@motivationalinterview.jp 
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【大会後記】 

第 2 回日本動機づけ面接協会年次大会 

及び Rosengren 博士のワークショップを終えて 

 

第２回日本動機づけ面接協会年次大会 大会長 山田 英治（千葉家庭裁判所） 

 

はじめに 

 年次大会は 2014 年 1 月 31 日、Rosengren 博士のワークショップは 2月 1日及び同２日の２日間で、国立オリンピック

記念青少年総合センターにおいて開催されました。年次大会のテーマを「実践と訓練の質の向上と普及」として開催いた

しました。ワークショップの準備に手間取り、開催準備、当日運営に関する調整事項等が開催時期の直前に集中するなど

課題が山積みでしたが、会員、協会理事及び事務局、チェンジ・トーク・ジャパンのスタッフや通訳者など多くの方々の

多大なご協力をいただいたことにより、年次大会は平日の開催にもかかわらず、多くの方にお集りいただき、また、基調

講演、一般演題、シンポジウムともに充実した内容で、盛会のうちに終了することができました。ここに改めて厚く御礼

を申し上げます。大会終了後、本体会の準備及び当日運営等について、振り返り、書き記したいと思います。 

 

講演 

 基調講演として、Rosengren 博士に面接者の感じ方や考え方がクライアントに与える影響についてポジティブ心理学の

知見も交えてお話いただきました。毎日できる比較的負担の少ない方法で「希望を鍛え上げる」ことが可能であることを、

日常生活の具体例を豊富に交えてご説明いただきました。また、面接者自身が希望を鍛え上げることで、面接者はクライ

アントが変わることができると実感し、クライアントの行動変容に影響を与えることについてもお話しいただきました。 

 

一般演題 

 当初、４題程度を予定していたところ、７題の演題登録があり、全ての方にご発表いただきました。限られた時間内で

簡にして要を得た口頭発表をしていただき、それぞれのご発表をまだまだお聞きしたいと思うような内容でした。一般演

題の内容を、動機づけ面接の理論、応用、評価、学習に区分して、ご発表いただきました。 

 動機づけ面接に関わる理論として、帝京平成大学大学院の金築優先生から知覚制御理論とこの理論的観点から両価性を

とらえ、両価性を解消するメカニズムや価値との関係をご説明いただきました。 

 一宮温泉病院の松尾邦功先生からは、動機づけを学ぶ際に、動機づけ面接の全体像をとらえるためのイメージ図が学習

意欲に及ぼす影響についてお話いただきました。 

 続いて、動機づけ面接の応用として、徳島大学大学院の境泉洋先生からは、コミュニティ強化と家族訓練（CRAFT）の

紹介と動機づけ面接との関係等についてお話いただきました。 

 協会理事で名古屋メンタルクリニックの岡嶋美代先生からは、他者への共感を苦手とする自閉症スペクトラムの相談者

に動機づけ面接の共感の技術をコミュニケーション訓練として教示している応用例をご紹介いただきました。 

 動機づけ面接の評価について、東京大学医学系研究科の大坪陽子先生から、海外で次々と開発されている実践を客観的

に評価、記述するための標準化された尺度について、その特色を踏まえて整理した結果をお話いただきました。 

 動機づけ面接の学習について、イムス板橋リハビリテーション病院の鬼澤重光先生から、標準的な２〜３日のワークシ

ョップを２時間、全９回に分割してシリーズ化するための工夫と課題についてご紹介いただきました。 

 武蔵大学学生支援センターの瀬在泉先生から，動機づけ面接学習者がワークショップで副講師やファシリテーターを経

験することによって、動機づけ面接を学習することの重要度を上げ、自信を増す効果も見られることについてお話いただ

きました。 

 短期間にご準備いただき、示唆に富み充実した内容をお話いただいた発表者の方々には、心から感謝申し上げます。 



 

シンポジウム 

 「動機づけ面接（MI）を身につけるために必要だったことは？」と題して、学習者がどのように動機づけ面接を学べば

よいのかについて、それぞれの演者が初心者の頃の工夫について紹介し、質疑応答していただきました。 

 協会代表理事で名古屋メンタルクリニックの原井宏明先生からは、実証に基づく医療を行いながら、動機づけ面接と出

会い、Miller 博士や MINT にガイドされて、現状に至ったプロセスをお話いただきました。 

 ゆるーい思春期ネットワークの磯村毅先生からは、初学者のうちから研修を企画し、スクリプトを用いて、面接者の反

応箇所を隠し、自分で考えて言ってみるという練習の工夫をご紹介いただきました。 

 苓北クリニックの倉本剛史先生からは、熊本県天草地域で動機づけ面接を応用した地域医療の実際や、自己トレーニン

グや仲間とのトレーニング等、地域で学び続けるための工夫についてお話いただきました。 

 それぞれの方が、置かれた状況でできることから着実にトレーニングを継続し、また、個人や仲間でトレーニングを継

続するための重ねてこられた具体的な工夫をお話いただき、大変参考になり、興味深いお話でした。 

 指定討論者の Rosengren 博士からは、ワークショップでよく用いられるバッティング練習を開発したお話から、自分自

身にあったトレーニングのやり方を見つけることの大切さを示していただきました。また、安心できる雰囲気の中で他者

からのフィーバックやコーチングを受けることの重要性についても触れていただきました。 

 

Rosengren 博士 ２日間ワークショップ 

 第１回大会後に行われた Miller 博士の２日間ワークショップに続き、今回は Rosengren 博士の２日間初級編ワークシ

ョップを開催しました。今回は、最初からグループでの活動を予定し、各グループにファシリテーターが加わり、進める

という方法で行いました。１２０名が１４グループに分かれてグループ討議やエクササイズに取り組みました。各グルー

プで白熱した意見交換や気づきの共有があり、最後に、参加者に修了書が手渡されました。 

 Rosengren 博士の確かな技術や知識に根ざされたユーモアに富む進行、内容を忠実に再現しようとされた通訳者の方々、

参加された方々の知恵や意欲、ファシリテーターの技術や熱意が相乗効果を起こし、大変盛会なうちに終えることができ

ました。 

 

懇親会 

 懇親会は、国立オリンピック記念青少年総合センター内、大会会場となった国際交流棟の隣にあり新宿副都心を展望で

きるレストランで開催いたしました。当日にご出席いただけることになった方々もおられ、当初の予定よりも多くの方に

ご参加いただき、いろいろな場で動機づけ面接が活用されている実情を直接お聞かせいただけるなど、貴重な機会になり

ました。また、新たな出会いがたくさんあり、今後のつながりや日本中で地域毎に勉強会を立ち上げるといった新たな展

開に話は広がりました。また、お互いに離れていても、協会のサイト等を「出会った系サイト」として活用し、更に情報

及び意見交換できる可能性も話題に出ました。 

 

おわりに 

 年次大会及びワークショップの３日間は天候にも恵まれ、気温も高めになり、過ごしやすい日和となりました。

Rosengren 博士が散歩中に一休みしようと腰掛けたところ、水たまりの上に座ってしまいズボンが濡れたものの、すぐに

乾くに違いないと楽観的になれたというお話が天候とともに思い出されます。その後，東京は２週間続けて大雪となり、

交通機関が乱れたこともあり、天候に恵まれたことは本当によかったと思っています。 

 最後になりましたが、大会で発表してくださった皆様、ワークショップにご参加いただいた皆様、そして、準備段階か

ら当日の運営まで細やかに対応していただいた事務局やスタッフの皆様、本当にありがとうございました。いずれも皆様

の積極的なご協力のおかげをもちまして、盛会に終えられましたこと、改めて心からの感謝を申し上げます。 

 

事務局からのお知らせ＞＞＞ 第 2 回「動機づけ面接」資格 2 級 認定試験のお知らせ 
下記のとおり、「動機づけ面接」資格 2 級 認定試験を実施いたしますのでお知らせいたします。 

認定試験は面談方式です。また、面接官の人数に限りがございますため、定員制となりますので予めご了承ください。 

■受験申請受付開始（1次募集）：2014 年 3 月 1日～ 

■受験申請期日：定員数に達し次第、受付終了 

■受験申請結果通知：2014 年 3 月下旬～ 随時  ※受験対象者の方には、Ｅメールにて受験料振込手続等のご案内をいたします。 

■認定試験：2014 年 4 月 13 日（日）10 時～18 時（所要時間：約 30 分）  

■試験会場：名古屋市内       

■検定方法：１対１のリアルプレイ形式とし、一人１０分話すことを前提とする。 

※評価シート（JAMI コーディング）を基準とし、審査します。                   

■受験料： 20000 円 

★詳細は協会ＨＰにてご確認ください。>> http://www.motivationalinterview.jp 

http://www.motivationalinterview.jp/


 

日常で使える動機づけ面接 No2 

理事 岡嶋美代 （なごやメンタルクリニック） 
  
 東京には 45 年ぶりという大雪が降りました。名古屋は 5センチほどの積雪でしたが，自然と縁遠い生活をしている私

のようなものにとっては無理やり自然の中へ引っ張りこまれた感じで，それはそれで滅多にない日常を楽しむことができ

ました。無理やり押し付けられると，反作用で拒否しやすいものですが，無理やりであっても，受け入れられることがあ

るのは不思議ですね。一般に，日常というのは常に同じことが続くことを良しとします。いつもとは違う食べ物が食卓に

並び，いつもとは違う行動を家族がすると不穏な気持ちにさせられるものです。 

   

母：何？どうしたの，そんなに残しちゃって。 

子：うん，おなか一杯だから。 

母：ご飯の前に何か食べたんでしょ。 

子： そうじゃないけど。 

母：じゃあ，おなかが 痛いんじゃないの。 

子：少し・・・（と言うしかない） 

母：やっぱり！お腹が痛いなら痛いと最初から言えばいいのに。残すから心配するじゃない。 

子：わかった（残すときには，おなかが痛いっていえばいいんだ）。 

母：（お腹が痛いって・・・，大丈夫かしら） 

  

お腹をめぐる攻防とは，どこの家庭でもあるいは学校の給食でもこんなふうではないでしょうか。このお母さんは，子

どもの気持ちを想像して聞き返しています。なのに，うまくかみ合っているようには聞こえません。このような会話を動

機づけ面接スピリットが使えているかどうかで検証してみましょう。 

お母さんは「何？どうしたの？」と最初から畳みかけて質問を二つ続けた形になっています。その上，「そんなに残し

ちゃって」と評価を許可もなくやってしまっています。「協働的で，受容的で，共感的で，喚起的であれ」とうたうスピ

リットからすれば，真逆のような最初の一言が，会話全体の緊張感を生んでしまっています。お母さん，どうしちゃった

のでしょうね。 

 

母：いつもの味じゃないってバレたか(笑) 

子：やっぱり，そうなんだ。ちょっと苦手，こんな味。 

母：いつもの味が好きなんだね。毎日作っていると， 

なんか変わったことがしたくなるのよ，たまにはね。 

子：いつも美味しいのを作ってくれてありがとう。 

母：ああ・・そう言われちゃうと，同じものばかり作ってしまいそう，悔しい！(笑) 

子：お母さんのそういうところ，いいね！ 

 

 不安な気持ちを表に出さず，言いにくいことには，笑いをとることを混ぜてみましょう。と，動機づけ面接で言ってい

るわけではありませんが，「気付いた」→「バレた」などという増幅した聞き返しによってコミカルな雰囲気が出せたと

したら，次の言葉が言いやすくなります。重圧を感じさせないコミュニケーションは，自由度が高く受容的になります。

この会話の最後に「たまにはお母さんの悪趣味に付き合ってあげようかな」などという言葉が続いていくかもしれません。 

 
 

事務局からのお知らせ＞＞＞ 会員更新手続きのご案内 
当協会の 2013 年度個人会員有効期限は 2014 年 3 月末日までとなっております。個人会員の更新には、年会費として 一般 

10,000 円、 学生 7,000 円 のお振込みが必要となりますので、ご了承ください。 

お手続きに関する詳細は、協会ＨＰにてご確認ください。>> http://www.motivationalinterview.jp

 

 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------- 
一般社団法人日本動機づけ面接協会 事務局        
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