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講師の紹介

講師　山田英治
　　　千葉家庭裁判所　主任家庭裁判所調査官　
　　　動機づけ面接トレーナー
　　２００５年、オランダ、アムステルダムでトレー
ナーのためのトレーニング（TNT)に参加。日本で
２人目の動機づけ面接トレーナーになる。司法、
ソーシャルワーク分野（CJ−MINT)における日本人
初めてのメンバー。

　　以後、年６～７回ワークショップを行ってい
る。



ソーシャルワークの手段

面接を主な手段として仕事をしている。
手段（方法）としての面接である。
動機づけ面接は、人の感じ方、考え方、行動が変わる
コミュニケーションのための道具の一つである。



司法・ソーシャルワーク分野での実践例

・学校教育場面での思春期の子供たち
・近親者間暴力（DV加害者及び被害者）
・就労支援
・児童福祉機関に関わる子供や保護者
・高齢者
・薬物使用
・少年司法及び刑事司法
　　　　　　　　（非行少年や犯罪者）



ソーシャルワークの原則とMIスピリット

バイステックの７原則とMIスピリット
１個別化の原則　
　→（MI)レッテル貼りせず、協働するパートナーとして対応する。個人の強みや内
的な動機を引き出す。

２意図的な感情表現の原則→(MI)クライアントの感情や価値を大切に扱う
３統制された情緒的関与    →(MI) 共感、間違い指摘反射の制御
４受容→ (MI)  受容　感情や価値、態度や行動を「あるがまま」に受け止める。
５非審判的態度
    →(MI) 受容と共に相手の苦痛を減らすための積極的関心、おもいやり
６自己決定→(MI) クライアントの自律を尊重する。引き出す。
７秘密保持
   →(MI)情報の扱いについて協働するパートナーとして事前に許可や承諾を求める。
ソーシャルワークの行動原則である７つの原則とMIのスピリットは関連する。



実証に基づく実務と動機づけ面接

ソーシャルワーク・・・ある社会的な権限や役割を
持って、個人の生活に介入する。

　→　倫理的な問題が伴う。
　実証に基づく実務では、クライアントの生活に介
入する際には最善の介入を行う必要があり、その
ために研究や実践に裏打ちされた実証を活用する
ことが求められている。

司法や教育場面でのMIによる介入の有効性吟味結果
は、キャンベル共同計画のサイトで公開



関わりを妨げるワナ

何かおかしいな。
直さなきゃ。

専門家レッテル悪者



人は自律を維持しようとする



両価性



ジレンマと両価性

ジレンマ
＝
特定の状況

両価性
＝
特定の状況で
の行動に
ついてどう感
じるか

私には二つの価値がある



自分の気持ちは自分が一番分かってる？！

ベム（D.J.Bem）自己知覚理論 Self-perception theory
自分の感情や態度を知るための二つの手がかり
「内的な手がかり」・・・他者から窺い知れない
「外的な手がかり」・・・外部から観察可能
　　　　　　　　（行動、表情、他者とのやりとり）
自己の心理状態を知るために
内的な手がかり＜外的な手がかり（自分の行動や周囲
の反応・状況）

から推測



変化することは、重要性、自信、優先順位の問題  
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クライアント
自身がこれら
について話す
とき、彼らは
何を聴くのか



動機づけ面接を行うためには

クライアントが定めた目標と標的行動が必要
これらがなければ、個々の技術を使っていても動機
づけ面接ではない。

不協和と
維持トークを減らす

チェンジトーク
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変化に向けて
専念するよう促す



動機づけ面接を行うためには

クライアントが定めた目標と標的行動が必要
これらがなければ、個々の技術を使っていても動機
づけ面接ではない。

不協和と
維持トークを減らす

チェンジトーク
を引き出す

変化に向けて
専念するよう促す



価値
最善の結果のために
は、来談者にとって最も
大切なことを聴くこと

感情と価値が最も貴重な情報



価値
最善の結果のために
は、来談者にとって最も
大切なことを聴くこと

感情と価値が最も貴重な情報

? ? ?

家族
尊重されること

成長の機会

リー
ダー
シッ
プ



価値
最善の結果のために
は、来談者にとって最も
大切なことを聴くこと

感情と価値が最も貴重な情報

? ? ?

家族
尊重されること

成長の機会

リー
ダー
シッ
プ

創造性



欠乏モデルと動機づけ面接

空のコップ
足りないから
注ぎ込む

教育

スキル

アドバイス

視点の付与

変化を動機づける
内的資源や強みが既にある

希望

必要性

理由

能力

過去の努力
や成功体験

もうや
ってい
ること

価値

自信



動機づけ面接と他の方法の組み合わせ

強みを活かしたアプローチ（解決指向アプローチ）
＋認知行動療法との組み合わせ
（The Strengths-and-Skills-Building Model; Jacqueline 

Corcoran, 2005)
　・面接者とクライアントとの緊張関係を緩める。
　・クライアントの目標に沿い、協働する技術を高める。
　・ソーシャルワーカーの燃え尽きや思いやりをもって接し続けようとすることで
の疲労を避ける。（Parks, 2007)

      クライアントが行動の変化を続け、目標を達成する
可能性を上げる。



司法的アプローチと対人援助アプローチ

司法的アプローチ（被害をなくし、再犯予防）
RNR (Risk needs responsivity)原則（Andrews, Bonta, & Hoge, 1990)

対人援助アプローチ
クライアントの価値を引き出し、変わりたい方向を探
り、強める。

Good Lives Model (David Prescott, Tony Ward)

クライアントの価値＝専門家が主張する刑事政策
　例：性非行・性犯罪　DV加害者・被害者



二重役割（Dual Role)

司法的役割と対人援助的役割を同時に持つこと

　司法や児童福祉に関わる強制力を持つ対人援助職の面
接は伝統的なカウンセリングスタイルとは異なる。
（Walters etc)

　　特に、強制力を持つ司法分野のワーカーはこの２重
の役割を使いこなすことで最大の効果を得ることがで
きる。MIの実証研究でもそのような結果が出てい
る。司法機関での短期間の介入が、より集中的な治療
と同等の効果を上げたという実証的な研究もある。



治療的法学という考え方

法、司法機関及び司法手続の治療的可能性に関する研究
（Wexler & Winick, the International Network on Therapeutic Jurisprudence のサイトを
参照 ）

　司法手続による治療的効果を最大にし、反治療的効果を最小限にする取り組み。
    司法手続に巻き込まれた人は心理社会的に大きな影響を受ける。
　    法の適用のみの機能を超えて、クライアントが新しい環境に適応するための強み
を活かしたアプローチや認知行動論的な介入を行う。このアプローチのためのツ
ールの一つとして動機づけ面接が用いられている。

　短期間に肯定的な結果を出す必要があるからである。

        前提として 法律や福祉制度をよく知り、活用できることが必要。



司法場面における動機づけ面接の特徴

１　二重役割を考慮すること
　　  職務として行う指示と情報提供をどのように考慮するか。
　　  質問をして情報収集し、進捗状況を確かめ、情報提供することが面接の中心に
なっている。 司法手続を伝えたり、遵守事項を破ったときの手続についての情
報を与えたり、アドバイスすることがある。 権力を背後に面接をするという刑
事司法の特徴が影響している。

　　  司法における対人援助職は対象者がどのように課題を達成するかについて彼ら
と話をするのに自由度がある。一方で、仕事に特有の手続きや裁判所からの指示
大きくそれる訳にはいかない。

          自律を阻害しない(autonomy neutral)のか、自律をよ
り少なくしているのか(lessen autonomy)　かを判断す
る必要がある。



司法場面における動機づけ面接の特徴

２　標的行動を絞ることの難しさ
        動機づけ面接は、１つの標的行動に焦点を当てた面接を想定している。

（例）面接者：そうすると奥さんを殴ったときは、飲酒して酔ってたんですね。
　　　対象者：酒なら毎日飲んでるし、時々あいつが俺を怒らすようなことを言　
うんだよ。

　ここには３つの標的行動がある。
　①飲酒　②DV（妻への暴力）③怒りのコントロール
　　  面接中にどれか一つに触れればよいのではなく、全てに触れる必要がある。い
ずれかは遵守事項（法的に決められた課題）に当たるかもしれない。一つの標的
行動に絞りにくいことがある。行動の改善につながるようなステップを踏んでい
る場合には、標的行動を少し広くとる。

　　  強制力に基づく対人援助において、MIのスピリットを示す行動として、聞き返
しと開いた質問はクライアントへの関心と尊重を示すことになる。



ソーシャルワークのスキル（システム論）

   個人（ミクロ）、メゾ（家族）、マクロ（地域）
　
　　人的、物的環境の資源を引き出し、つながりの
影響をアセスメント。日常生活で行動変容し維持
していくことの重要性。公的人的、物的手当には
予算が必要。

　　最も強力で日常的に得られる環境とは家族であ
る。この家族との協働は司法やソーシャルワーク
分野の対人援助では不可欠である。



家族の強みを活かしたアセスメント

直面している現実の問題を過小評価しない。
一方で、家族の強みを引き出し、変化の方向性を探る。家族の強みを活かすアセス
メントは次のことを含んでいる。

１　ワーカーは専門家としてよりも、協働する者としてそこにいる。
２　最も大切なのは目標の設定　直接家族の行動や変化を促すことにつながる
　　問題の背景を深く理由づけするのに時間をかけるよりも
３　問題を目標に向かう介入と意味づけを変える。そこにある両親や少年の怒りが
あることを認めて、だれかのせいにしたり、責めたりはしない。家族の変化の方
向性を一緒に探る

４　家族それぞれの生活への貢献や強みを呼び起こし、現状についての不満を達成
可能な目標に意味づけを変えて行く。同時に、家族それぞれが忘れていたり。過
小評価していた強みをその変化のための道具として認識し、用いられるように支
援する。



子どもや家族を取り巻く法律の現状

平成２４年　民法一部改正
平成２５年１月　家事事件手続法施行
決定型から提案型へ
　手続の透明性、説明責任、自己決定の重視がより
明確になった。手続の保障と共に自己決断を促す
システムやコミュニケーションが必要となってい
る。裁判所の基本的な機能は裁定機能であるが、
より提案型に近い機能が重視されてきている。



動機づけ面接アセスメントとは何か

動機づけ面接は、ソーシャルワーカーが現場のアセスメント面接に統合されている。
　目的：クライアントが直面する問題を理解し、これらの領域での変化への動機を構
築し、強めることである。動機づけ面接アセスメントの目的は、クライアントが
変化の過程に関わり、問題の再発を予防したり、状況を改善することである。

　　 アセスメントを行うソーシャルワーカーは、懸命に受容的で非審判的治療的関係
を作ろうとしたり、チェンジトークを引き出したり、維持トークや不協和を減ら
したり、クライアントの目標、価値、自己認知と取り組む課題との関連性を強
め、発展させようとする。

          一旦、変化への用意ができれば、クライアントは、現場のソーシャルワーカー
と協働して達成するための個人的な目標や方法を同定し始める。

　　　現場のアセスメントの二つの重要な側面を標的にした利点がある。
　　①ソーシャルワーカーがクライアントのニーズや準備段階を発展させるのに役立
つ管理上また臨床上必要な情報を手に入れること。

　　②クライアントが進んでオープンで率直なコミュニケーションをする結果になる
ような方法で面接を行うことである。



動機づけ面接サンドウィッチアセスメント

　クライアントが置かれた状況とクライアントの感
情や価値の理解と問題の把握→アセスメント

　短時間の動機づけ面接でアセスメントを挟むことで十分な改善とプロセスへの関
わりが強まったという実証が得られた。　

　動機づけ面接　２０分
　アセスメント　５０分　→　各機関の機能や目的　
　動機づけ面接　２０分　　　に基づいたアセスメ
　　　　　　　　　　　　　　ント
　動機づけ面接でアセスメントをサンドイッチ
　　ただし、明確に区別できないところもある。



続き

ステップ１　クライアントとの関係を築く
所要時間：２０分～３０分
面接の冒頭、面接者は関係を築き、クライアントの
問題について彼らの視点からの議論を引き出すた
めに動機づけ面接のスタイルを用いる。

　本人の視点から議論を引き出して行くことがポイ
ント。この面接にクライアントが自ら強く関わっ
ていくことが結果的に豊富な情報を交換する下地
作りをすることになる。



続き

ステップ１（続き）

　　　面接の冒頭、数分間、ソーシャルワーカーは、ラポートの構築と問題につい
て彼らの視点から議論を引き出すために動機づけ面接の技術を使う。敬意を持っ
て、親しくあいさつすること、クライアントがどのように感じて何がサービスを
要求するように促進させたのかを尋ねることがよいラポールを構築する。クライ
アントがサービスから何を得ようと思っているのかを探るのに開いた質問をする
いいタイミング。この時間の間に、面接者は、クライアントが変化の段階にどこ
にいるのか、どのような維持トークや不協和が生じそうか、変化の準備性（重要
度、自信、優先順位）はどうかといった点についてあたりをつける。



続き

ステップ２　５０～６０分
　　　　　　（不可欠な情報を集め、フィードバックを提供する。）

　　面接者は、クライアントの問題と考えうる処遇につ
いての情報を集める。

　　この問題に関する情報を要約して共有することによ
り、後でステップ３で目標を定めてチェンジトーク
引き出しやすくなる。

　　問題行動を弱めるよりも、代替行動を強められる
可能性を探り、ミクロ、メゾ、マクロの資源や強みを
活かす戦略を練る。



続き

ステップ３（２０～３０分）
（要約して、クライアントと再度つながり変化に向けてやり取りする。）

　　    ステップ２で発想していた方法でチェンジトークを
引き出し、クライアントの変化の方向をや変化の準備
性を確認する。動かすチェンジトークが出ている人と
は計画まで行う。



子育てや教育場面に役立つ二つの頭文字語

OARSとFRAMES (子どもたちへの贈り物）
O　開かれた質問（Open-ended questions) 
　　クライエントの自由な発言を引き出す
A　是認(Affirmation)

 　　行動変容に向かう言葉を選択的に強化する
R　聞き返し(Reflections)　
           相手の言葉をそのまま、または面接者の理解した内容で返す
S　要約（Summaries)　
          相手の言動や考えを選択的に、箇条書きのように並べてまとめていく。



頭文字語の続き
FRAMES
F フィードバック（Feedback）
                 明確かつ非審判的態度で現在の行動と目標との矛盾を広げる
R 責任（Responsibility)　行動の選択は個人の責任。問題行動も同様。　　
A アドバイス(Advice)新しい見方を提供したり、考慮に値する選択肢を  

提供する

M メニュー(Menu)  問題の解決行動を複数考慮する。選ぶのは本人。

E 共感（Empathy)　クライアントの視点から状況、気持ち、考えを言葉に
して表す　　

S 自己効力感(Self-efficasy)
                      クライアントの自信を高め、行動の変化を起こしやすくなる。



グループでの動機づけ面接
   司法やソーシャルワーク分野ではグループワークを
多く用いる。

       矛盾を広げて修正したり、他者のモデルをした
り、ファシリテーターのMIスタイルのコミュニケ
ーションを観察学習する機会にもなる。共感が重
要な要素。前向きで肯定的な要素に焦点化。楽天
的な雰囲気。

      グループメンバーは、彼らの希望や価値により近
い生活に改善する方法を考え始める。



思春期のグループ動機づけ面接

個人的価値並べ換え
「とても大切」のベスト３・・・家族、友人、彼氏
（彼女）

・本当は自分の気持ちや今の状態を親によく分かっ
てもらいたい、一方でいろいろ言われたくない
し、一人でできると悪態をついてしまう。親に素
直に自分の気持ちや考えを話したい。

・知り合いはたくさんいるけど、本当のことを話せ
る友達はいない。いい顔をして疲れる。気を使わ
ないでいられる友人が欲しい。



学校での面接場面
ケースワーカー：あなたにとって高校を卒業することは、０から１０でいうとど
のくらい大切？

生徒：３くらいかな

ワーカー：０でなくて３なのはどういうことで？

生徒：よく分からない。そう思っただけ。卒業のことを考えることもあるけど、
たぶんしないと思うよ。ただ、タカシとぶらぶらして、遊んでいたいだけなん
だ。

ワーカー：卒業のことを考えることもある。



面接の続き
生徒：まあ、少しね。でも、自由に好きなことやっていたいしね。

ワーカー：そうすると学校には縛り付けられている感じがして、自分の思い通り
にしたいんだね。

生徒：うん。でも。多分学校に行った方がいいのは分かってるんだ。ただ、はっ
きり決められない。

ワーカー：ふーん、たぶん学校に戻った方がいいと思っている。その理由をもう
少し話してもらえますか

生徒：学校に戻ったら卒業できるかもしれない。タカシも高校は卒業したいって
言ってた。サッカーもやり続けられる。



面接の続き
ワーカー：他には？

生徒：うーん、学校に行ってたら、将来ちゃんとした仕事につけるかもしれな
い。

ワーカー：そうすると学校に行くのは将来の仕事の見通しを持ちたいこと、サッ
カーを続けたいこと、タカシも卒業した方がいいって言ってくれること、かな。
もし、興味があればだけど、学校に戻るきっかけを作ることができるんだけど、
聞いてみる？

生徒：うん



エクササイズ：OARS＋ドラムたたき

先のスクリプトを読んで、OARSとチェンジトークを
体を使って確認してみましょう。

 O　開かれた質問（Open-ended questions) →　手を開く
 　　クライエントの自由な発言を引き出す
 A　是認(Affirmations)　→　手を叩く
 　　　行動変容に向かう言葉を選択的に強化する
 R　聞き返し(Reflections)　→　スナップ（指パッチン）
 相手の言葉をそのまま、または面接者の理解した内容で返す
 S　要約（Summaries)　→　ひざをたたく

 相手の言動や考えを選択的に、箇条書きのように並べてまとめていく。



ワークショップ参加者からのよくある質問

１　動機づけ面接をやる時間がない

        ５～１０分の短時間の面接を入れるだけでも硬
化がでるとの実証がある。

　　その効果を実感すると、「動機づけ面接をする
時間がない」から「動機づけ面接をしないでいる
時間はない」と面接者側が変化する。



よくある質問の続き
• ２　トレーニングする時間がないし、やっているこ
とが動機づけ面接になっているかどうか分からな
い。

• このトレーニングコースをどのように発展、統合していくか

• ワークショップ、本、ビデオ、テープ、ウェブサイト、リサーチ結果の確認

• トレーニング、オーディオ、ビデオチェック、コーチング、フィードバック

• 実際場面での応用、更なるトレーニング、メーリングリストでの情報交換、効
果測定

• 組織内で業務負担を増やさずに、スキルアップしていく方策の構築（OJTの構
造化



ご静聴いただきありがとうございました。

ご質問、ご連絡、ワークショップのお問い合わせ
はこちらまで・・・

　cjswmisociety@gmail.com

mailto:cjswmisociety@gmail.com
mailto:cjswmisociety@gmail.com


ご清聴ありがとうございました 

お気をつけてお帰り
ください


