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多理論統合モデル（ＴＴＭ）にもとづく効果的なストレス

マネジメント行動変容ステージ別ワークブックβ版：準備期＊，＊＊
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要 約

多理論統合モデル（transtheoreticalmodel,ＴＴＭ）にもとづくインターネットによるストレスマネ
ジメント行動変容の介入効果を高めるために，対象者が自ら効果的なストレスマネジメント行動に取

り組めるように，セルフヘルプ型ワークブックβ版(改訂版）を開発した。これまで,行動変容ステー
ジの前熟考期と熟考期に属する人たちがこれらのワークブックを有効的に活用するために，具体的な

プログラムを紹介しながらシリーズで解説を行ってきた。今回は，準備期に属する人たちを対象にし
て，ワークブックを用いながら効果的な行動変容に取り組むためのセルフヘルプ学習のプログラムを
具体的に説明する。

キーワード：効果的なストレスマネジメント行動変容ワークブックβ版，多理論統合モデル（TTM)，
行動変容ステージ別個別最適化アプローチ，準備期，セルフヘルプ学習

ち（津田・都・松田・外川・江田，2012）に焦点化し

は じ め に

たプログラムをステップごとに具体的に解説した。

本誌前号(No.１１）と前々号(No.１０）において，「毎

今回は，効果的なストレスマネジメント行動に対し

日をイキイキ暮らすために多理論統合モデル（TTM）

て関心があり，１ヶ月以内に行動変容を起こそうと考

によるひとりでできるストレスマネジメント行動ワー

えている「準備期」の人たちを対象にした個別最適化

クブック」（日本ＴＴＭ研究会編，2008）の改訂版（β
版）について，ＴＴＭにおける行動変容ステージの中

したワークブックのプログラムについて具体的に紹介
する。

で，少なくともここ６ヶ月以内には効果的なストレス
マネジメント行動変容に取り組む意思のない「前熟考

まもなく（1ケ月以内)，ストレスマネジメント行

期」の人たち（津田・堀内・金・都・外川・江田・松

動に取り組みもうとしているあなたへ…

田,2011）と近い将来(6ヶ月以内)にストレスマネジメ
ント行動に取り組もうと考えている「熟考期」の人た

「準備ステージ」
具体的な行動には移っていないけれど，まもなく
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(１ケ月以内に）ストレスマネジメント行動を始めてみ

ない理由」（すなわち，デメリット，cons）を挙げてく

ようと思っているあなたは，「準備ステージ」にいると

ださい。ストレスマネジメントをしない理由（デメ

いえます。あなたはすでに，ストレスをコントロール

リット）１つにつきストレスマネジメント行動を始

するメリットが，デメリットよりも勝っていることが

める理由（メリット）を２つ以上挙げることが大事で

分かっているはずです。しかしまだ，本当に自分の力

す
。

で上手に行動できるという確信を持てていないのかも
しれません。

効果的なストレスマネジメント行動をする理由を，
できる限りたくさん探してみてください。ストレスマ

この準備ステージに属している，あなたのような人

ネジメントの実践に成功している人を対象とした研究

が，上手にストレスをコントロールする上で，科学的

によれば，ストレスをコントロールしない言い訳の数

に有効性が証明されている方法（堀内，２０１１；津田・

より，ストレスをコントロールする理由を多く挙げる

外川・堀内・金・都，2012）をここでは学びます。

ことが効果的なストレスマネジメント行動変容にとっ

では，いくつかの方法を紹介します。その中で，自

て重要であることが分かっています（Evers，

分に合いそうなどれか１つから少しずつ始めても良い

Prochaska，Johnson，Maurieuo，Padula，＆Prochas‐

ですし，すぐにすべての方法を試しながら，実行して

k
a
,
2
0
0
6
)
。

もかまいません。

たくさんの「効果的なストレスマネジメント行動に

取り組む理由」を挙げてみましょう。「前熟考ステー

1．Ｓｔｅｐｌストレスマネジメント行動に「取り組む
理由」と「取り組まない理由」をそれぞれ具体的に

ジStepl‑lを参考にしてください（津田他，２０１１，１２１
頁)。

洗い出してみよう

「取り組まない理由１つにつき,取り組む理由を２

ワーク１

以下のリストの空欄（図１）に，自分が思うそれぞれ

つ以上リストするのがポイントです」

まずは，下の空欄に「ストレスを効果的にマネジメ

の理由を自由に書いてみてください。

ントする理由」（すなわち，メリット，pros）をできる
だけ多く挙げてみてください。例えば

ストレスをマ

2．Ｓｔｅｐ２ストレスマネジメント行動にはどんな
ものがある？

ネジメントできるようになれば，「より健康に感じる

「大切なことは，いつでもどこでもできる「簡単なこ

だろう！」「集中力が増すだろうｌ」「私と一緒にいて
人は楽しいだろう！」…などなど，様々な理由を挙げ

と』から始めること！」
ストレスマネジメント行動を行う決意を固めたら，

てみましょう。
次に「効果的なストレスマネジメントに取り組ま

早速，それを実践するための運動やリラクセーション

ストレスマネジメント行動に取り組まない理由ストレスマネジメント行動に取り組む理由

図１ストレスマネジメント行動のメリットとデメリット
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などのターゲット行動を決めましょう。運動はとても

リラクセーション

効果的なストレスマネジメントになります。また，運

リラクセーションは，いつでもどこでもできる副作

動することが自信につながり，今まで以上に活動的に

用のない理想的なストレスマネジメントのテクニック

なります。あなたが"これをしよう，'と決めた行動が

です。様々なリラクセーション法がありますので，自

"ターゲット行動"です。実践するのに取り組みやすい

分に合った方法を見つけることができるでしょう。以

ものであれば（図２)．何でもかまいません。

下に方法論の一例を挙げておきます。
ぜんしんてききんしかんほう

①漸進的筋弛緩法
･散歩

｡筋トレ

･水泳

･ダンス

利き手からはじめて，身体の各部位（腕→顔→首→
肩→お腹→足）の筋肉を系統的に緊張させたり緩めた

･自転車

･階段を登る

･ストレッチ

｡楽しいことをなんでもいいからする

りします。約１０秒間緊張を維持した後に緩めます。
これにより，緊張状態とリラックスした状態の違いが

わかるようになります。

図２運動の種類（例）

*瑞息や糖尿病、心臓病などの持病がある人は、運動前に羊治疾
に事前に相談してから始めましょう。
もし主治医から許可が出たら、１日２０分まで徐々に運動量を

②自律訓練法
腕からはじめて，身体の各部が重く温かくなるのを

増やしていきましょう。

楽しい行動
ひとりで･･･

他の人と…
・電話でのおしゃべり

･好きな音楽を聴く

・仲間との交友。仲間と散歩

浴槽にゆっくりつかる
ガーデニング

●

得意な 行 動
ひとりで…

他の人と…
・子供にサッカーを教える

･車いじり

・友だちの相談にのる

料理

・ボードゲームをする

･絵や工芸

意義のある行動
ひとりで･･･

他の人と…
ボランティア活動

・日記をつけてみる

・お寺や神社などお参りに行く

。近所の人にあいさつする

。自然のなかを散歩

．近所の空きカン拾いなど、清掃をする

図３ストレスマネジメント行動の例
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想像します。左右の手足の重感と温感に順次，意識を
集中します。

3．Ｓｔｅｐ３ターゲット行動を決めよう

③イメージ

「まず，自分が取り組むターゲット行動を決めると

心穏やかな景色や場所を想像します。五感の全ての

ころから始めましょう」

感覚を使い，その景色や場所の音，光景，感じに集中
します。

上手くストレスとつきあうために，日常的に実行で
きる具体的な行動を考えてみよう。

④カウントダウン・リラクセーション

ターゲット行動とは，ストレスマネジメントのため

１０から１まで１つの数字ごとに息を吐きながら数

に．実際に日常で行う具体的な行動のことです。どの

えて，１に近づくにつれリラックスしていくのを感じ

ような行動をすれば良いのかは，あなた自身で自由に

ます。イメージを使ってカウントダウンしながら階段

選択できます。たとえば,あなたにとって楽しい行動，

を下りていき，最下段では穏やかでリラックスした気

得意な行動，生活に役立つ行動など，どのような行動

分の自分を想像してもいいでしょう。

でもよいのです。

もちろん，その行動によってイライラしたり落ち込
さらに，楽しい行動，得意な行動，意義のある行動

んだりすることが生じるようでは，ストレスマネジメ

(図3）も，いつでもどこでもできるストレスマネジメ

ントには不向きです。日常生活の中で，あなたが無理

ント行動としてとてもいい方法です。１回に２０分程

なく行えて、しかもリラックスできるような行動を選

度行うと効果的です。

択することが望ましいでしょう。図４を利用して，あ
なたに向いているターゲット行動を探してみましよ

ワーク１

う
。

それぞれの項目の空欄（図3）に，自分にあてはまる
ことを書き込んでみましょう。

図５を参考にして，あなたが取り組むべきターゲッ
ト行動を空欄に書いてみましょう。

体を動かすのが好きだ

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
シ
忙しくて落ち着く暇がない

最近、運動できていない

ﾑ
／
､
､
､
､
､
､
△
運動・発散タイプ

ﾑ
／
､
､
､
､
､
､
､
△

運動。発散タイプ

リラックスタイプ

趣味・芸術タイプ

運動することでストレス

日々の生活廷追われてい

自分の趣味に没頭したり、

(有酸素運動）
運動することでストレス

をコントロールすること

をコントロールすること

て落ち着くことが出来て 新たな趣味を見つけるこ

ができそうです。まとま

ができそうです。すでに

いないようです。ストレ とでストレスと.l･手<つ

って体を動かすことが少

運動する機会のあるあな

スをコントロールするた

ないあなたはまず、通勤

たは辰れを機に、水泳や

めにもまず、短時間でも 音楽や読書が好きなら、

や通学のついで仁出来る

サイクリング、ジョギン

静かで落ち請ける時間を 作品のリストを作って趣

ウォ・・キングや朝のスト

グなど現私の健康的な活

作ってみましょう。アロ

レッチなどを行うi当とが

動を習慣化させましょう。 マや膜想、自律訓練法な 画や習字など何か新しい

よいかも知れません。

ど手軽にできるリラック

きあっていけそうです。

味をさらに深めたり、絵

趣味を開拓してみること

ス法が効率的廷ストレス もあなたの４．:活寮より良
をマネジメントする鍵か

くするものになるかもし

も知れません

れません。

図４あなたに向いているターゲット行動は？
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ターゲット行動

→運動。発散タイプ
（有酸素運動）

①

ストレッチ

(
２
）

ョガ

③

リラックス体操
散歩

4．Ｓｔｅｐ４「新しい自分の姿」を想像してみよう

ジョッギング
ランニング

「自分の理想をイメージすることで，前向きな気持
ちに！」

登山

ワーク！

水泳

これから将来のことをイメージするエクササイズを

サイクリング

行います。下記の文章を読みながら，今から６ヶ月後
ラジオ体操

の自分の姿を思い描いてみてください（図６)。

ダンス
ドライ.ブ

ワーク１

次に「生まれ変わった自分」になったつもりで，次

ツーリング
友達と出かける

の質問に答えてください（図７)。

おしゃべり
部屋の模様替えをする

→趣味。芸術タイプ
音楽を聴く

ワーク！

生まれ変わった自分になったつもりで，以下の文章

の空欄を埋めてください（図８)。
ワーク！

カラオケで歌う

読書

上手にストレスマネジメント行動を実施できている

自分を，さらにイメージしてみましょう。
さて，あなたの生活はどのように変わるでしょう

絵画

楽器を弾く

か？

また，あなたは自分をどのように捉えているでしょ

映画を観る
美術館へ行く
習い事をはじめる

うか？

早速考えて，次の空欄（図9）に，自分なりの答えを
書き込んでください。

旅行に行く
ゲームをする

5。Ｓｔｅｐ５ストレスマネジメント行動を始める決
意表明をしよう

スポーツ観戦をする

「明確な意思表示が決意を強化！」

何かに成功するには，それに真剣に取り組み，自分

→リラックスタイプ

はできるという信念を持つことが大事ということを，

唄想
静かな時間を過ごす
リラクセーション

ァロマセラピー

もう皆さん知っていますよね。その信念に加えて，明
確な行動計画を立てることで，ストレスマネジメント
への決意をさらに強化することができるのです。以下
にその方法を挙げてみます。

お風呂に入る
図５ターゲット行動の例
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○

○

画
︶

あなたはこれまで、効果的にストレスマネジメント行動に取り組
んできました。

／

あなたの身体が、より健康的になり、活動力も増したことを実感

しています。ストレスマネジメント行動を実践しているおかげで、
健康状態を保つことが出来ています。自信が生まれ、理

性的になり、

イライラも減りました。このような健康行動を行えている向分を誇
らしく思っています。

そして、あなたは、同僚、家族、友人、子供たちにとって、これ
までより良い手本であることを知っているのです。

図６将来をイメージする

「生まれ変わった自分」を想像してみましょう
あなたの健康的な生活に含まれるイメージとしては、他にどんなものがありますか？
他にどんなことが変わるでしょうか？
例：せかせかすることがなくなり、まわりの人に対してやさしくなる。

今、自分を見てどう感じるでしょうか？

他の人に自分についてどう説明するでしょうか？

どのように自分の新しい健康的なライフスタイルを楽しんでいるでしょうか？

効果的にストレスをマネジメントすることで一番良いことは何でしょうか？

図７生まれ変わった自分の姿を思い描こう
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1）開始日を決める
①

次のようなことが役立つとされています。

といった健康的な
生活を送っています。以前に比べて、

①翌月の終わりまでに始める
②自分にとって調整可能な日を選ぶ

というような変化がありました。

③あまりストレスの多くない日を選ぶ

②昔の自分が、今の自分を見たら

④忘れないように開始日を貼っておく
だと感じると思います。

③今の健康的な自分を人に話すときに

2）人に自分の決意を伝える

「運動を始める」「早起きする」など，何か今までと

という風に説明します。

違うことに取り組む決心をしたけれど，やり始めてう

④私は、新しい健康的なライフスタイルを楽しんでい

まくいくまでは誰にも言わないと決めたことはありま
ます。効果的にストレスをマネジメントすることで

せんでしたか？それが挫折しても，自分以外の誰にも
知られることはなかったわけです。自分の内だけに秘

一 番 良 い こ と は だ

めておくよりも,人に話した方が決意は固くなります。

と感じています。

そのために効果的なストレスマネジメント行動を
図８生まれ変わった自分

開始する決意をできるだけ大勢の人に話してみましょ

う。話してしまった手前，嘘つきとならないよう決意

結果、どのように変わるでしょうか？

どのような状況で、どのようなストレス

その時、あなたは自分のことを
マネジメント行動を実施しますか？

どのように捉えるでしょうか？

、

／
【
例
】
アルバイト先で失敗した。

／

l
l

↓

失敗の原因を考え、今後のプラン

〉

同じ失敗は繰り返さない。

失敗によって強くなった｡成長した。

Ｌｌ

を考えた

、

、

【例】

ノ

ノ

それでは以下に、あなた自身のことを書いてみましょう
／

、

／

、

l
l
、

ノ

、

ノ

／

、

／

、

、

ノ

I
l
l
、

ノ

図９生活や自分自身の捉え方の変化をイメージしよう
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を守り続けようとします。そして，その人たちからサ

①気にかかっていることを人に話す

ポートや励ましをもらえるかもしれません。

②気を紛らわせてくれるよう頼む
③一緒にいて欲しいと告げる
④楽しんでやれる活動を一緒にして欲しいと頼む

ワーク！

あなたがストレスマネジメント行動を始める日と，

それを伝える相手を以下に書いてみましょう（図１０)。

遠慮せずに誰かに働きかけましょう。友だちに電話

したり，恋人に会って話したりするなど他の人からの
3）行動計画を立てる

サポートは困難な時期を乗り越えるための大きな助け

どのストレスマネジメント・アプローチでも，すべ

となります。次のような人にサポートを求めることが

ての人に一様に効果があるわけではありません。継続

できます。

できる計画を立てるために，最初に挙げた３つのター

①家族

ゲット行動を検討して，自分に一番合った方法を選び

②友だち，恋人

ましょう。

③同僚

④サークル仲間
4）心配や懸念を友だちに話し，始めてみましよう

⑤専門家（ソーシャルワーカー／カウンセラー）

一緒にいて楽しく，しかも話ができる人がいること
は，ストレスマネジメントのためには大きな助けとな

ワーク１

ります。次のようなことを実践してみましょう。

宣言カードを作成して持ち歩きましょう

効果的なストレスマネジメント行動変容を開始する日
） 年 （ ） 月 （ ） 日

開始日を伝える相手

自分の署名
図１０ストレスマネジメント行動の開始日と伝える相手

効果的なストレスマネジメント

迂成I:のあなたはどんな人？

行動変容に

〔 〕

取り組む宣言カード

氏名

応援してくれる人のサイン

より素敵なイキイキとした私になることを

誓 いま す
す！

図１１宣言カード

−２９−
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図１１のカードに記入し，はさみでカードの部分を

1）時間管理を上手に

前もって計画を立てる，大きな仕事を小さな単位に

切り取って２つ折りにしましょう。
お財布や定期入れ，筆箱などよく持ち歩くものの中

分ける，計画的に物事を進める，そして可能であれば

に入れておいて，ときどき眺め，やる気を維持させる

負荷を軽減してくれる人に仕事を任せるなど，あなた
の時間を上手に管理することで,ストレスは防げます。

よう心がけましょう。

2）切り替え上手になろう

悪い状況であっても，ユーモアを見出すようにしま

6．Ｓｔｅｐ６今までの習慣を「健康行動」に代えよう

しょう。ストレスの多い出来事を深刻に捉えないよう

「サボりたいと思った時の対処法」
人は誰でも，日課の運動やリラクセーション，いろ

に，自分に言い聞かせます。自分では変えられないこ

んな健康行動をサボりたいと思う誘惑に負けそうにな

とは受容します。プラス思考の人間になりましょう。

る時があります。そんな時，あなたはどうしますか？

3）「ノー」と言える強さを身につけよう

しかるべき時には「ノー」と言い,そう言ってよかっ

テレビを見たり，人と会わないようにしたり，お酒を

たと思いましょう。自分では処理できないものは抱え

飲んだりしますか？

誘惑に負けない代替となる建設的な行動がなけれ

ば，悪い習慣を代えることは難しいものです。ストレ

込まないようにします。
4）コミュニケーション力を高めよう

スマネジメント行動を続けるのが難しい状況の中，ス

率直に，直接的に，穏やかに自分の要求を他の人に

トレスマネジメント行動を維持する最も良い方法の一

伝えるようになりましょう。そうすれば，人はあなた

つは，今までの習慣に代わる新しい健康的な行動をす

の要求をより理解するようになります。

ることです。

5）「問題」についての情報収集を行う

ワーク！

ような問題が今後起こる可能性があるか，先を見越す

問題に関する情報を収集しましょう。もしくはどの

下の表（図１２）を見て，あなたが今，変えようとし
ている今までの習慣を探し，あなたに最適な新しい健

ようにしましょう。
6）「問題」を先送りしない

康行動を考え，空欄に書き込んでみてください。一つ

問題が何かをはっきりさせ，可能な解決方法を考え

だけでなく，いくつ挙げてもかまいません。選択肢が

てみましょう。最も適切な解決策を選択し，その解決

多ければ多いほど今までの習'慣に戻りたいという誘

策を試してみて，効果があるかどうかを確かめてみま

惑に負ける可能性は低くなるでしょう。

しょう。

7．Ｓｔｅｐ７ストレスを予防し，減らしていくテク

8．Ｓｔｅｐ８「仲間リスト」をつくろう！
「挫折を防いでくれる「仲間』の存在」

ニック

「6つの方法でストレスから身を守ろう」

ストレスマネジメントを行おうとする時，あなたを

以下の方法で．嫌な出来事を予防または軽くするこ
とができます。

サポートしたり，励ましたりしてくれる人々にも，参
加の準備をしてもらうことは効果的です。

誘惑

新しい健康行動

運動を休む

一日の早い時間に運動をする

お酒に依存.する

食べ過ぎる
リラクセーションの時間を取らない
糖分の多い間食をする
ストレスマネジメント行動を中止する
図１２今までの習慣と新しい健康行動

−３０−
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サポートを得る一つの方法は｢仲間をつくる」こと！

ましよう（図１４)｡

１人よりも２人のほうが心強いですよね。同じく行
動変容を望んでいる友人，同僚，家族と仲間になれば，

第３章のまとめ

効果的なストレスマネジメント行動の変容はずっと簡

ストレスマネジメント行動を始める準備が整いまし

単になります。経験を話したり互いに励ましあったり
することで，どちらもゴールにより近づくことができ

た。

「準備ステージ」でのおさらいです。以下の９つの

るのです。

あなたを励ましてくれたり，健康行動を始める手助
けをしてくれたり，ストレスマネジメントをしたいと

ことを学んだあなたには，いよいよ「効果的なストレ
スマネジメント行動」を始める用意ができました。

思った理由を思い出させてくれたり，健康行動を用い

1．ターゲット行動を決める。

ることについての良い情報をくれたりするのは誰です

2．ストレスマネジメント行動を行っている自分をイ
メージする。

か？

3．ストレスマネジメント行動をスタートする日を決

それはたとえば，こんな人たちです。

める。

●よく話を聞いてくれる人●時間を割いてくれる人

4．ストレスマネジメント行動をスタートすることを

●協力的な人●効果的なストレスマネジメントを実

宣言する。
5．ストレスマネジメント行動の変容計画を立てる。

践している人

6．効果的なストレスマネジメント行動を知る。

7．今までの習慣に代わって，望ましい新しい健康的

ワーク１

仲間が見つかったら，「仲間リスト」（図13）に，記
入していきましょう。目標は３人以上！その際，具体

な行動を始める。

8．ストレスを予防する，あるいは減らすテクニック
を知る。

的にどのようなサポートをしてくれるかも，あわせて
書いておきましょう。

9．仲間からのサポートを得る。

くサポートしてもらう方法がわからない人へ＞

ワーク！

ここまで学んでみて，少しでも良い変化があったと

人に手伝ってもらいたいことの内容がより具体的で

あればあるほど，サポートする側の対処も容易になり

感じたら．以下に記しておきましょう

ます。何が援助となるか，あるいは，ならないかを伝
えてみてください。

あなたは，ストレスをコントロールしようという努
力について友だちや家族↑同僚のサポートの方法をま
だ全部は検討していないかもしれません。次の例を参

それでは，いよいよ行動を始めましょう

考にして，自分に必要なサポートか否かを検討してみ

名 前 サ ポ ー ト の 内 容
あきらさん

話を聞いてもらう

図'１３仲間リスト

−３１−

多理論統合モデル（TTM）にもとづく効果的なストレスマネジメント行動変容ステージ別ワークブックβ版：準備期

｡ストレスマネジメント行動を始める日にあなたと一緒にいてくれる

｡あなたと一緒に健康行動を実行する
．うまくできたときには、ほめてごぼうびをくれる
｡あなたが話したいときには聴いてくれる

.絶対できるよと勇気づけてくれる
｡的確なアドバイスをくれる

｡ストレスマネジメント行動を続けるように、あなたを励ましてくれる
．進み具合を気にかけてくれる

"不健康行動を思い出させるような人やものを避ける助けをしてくれる
｡健康的な方法でストレスをコントロールする理由を思い出させてくれる
｡ストレスマネジメント行動を優先させる援助をしてくれる

･メールや携帯電話であなたの様子を毎日尋ねてくれる
｡あなたが決心したことを思い出させてくれる
．不健康行動の誘いについて、あなたが断ることを理解してくれる

※いろいろな人が、それぞれ異なるサポートをしてくれるということも覚えておきましょう。
図１４サポートの具体例

津田彰・堀内聡・金ウイ淵・都科・外川あゆみ・
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Abstract

WedevelopedworkboolLβversionforthetranstheoreticalmodel(TTM)−basedeffectivestressmanagement
behavioraimedatenhancingthestageofstressmanagementbehaviorefficientlyusingtheintemet(expertsystem)．
WeexplainedaconcreteprogramofworkboolLβversionfortheTTM‑basedstressmanagementbehaviorwhich
wastargetedtotheprecontemplationandcontemplationstagesinprevlousreportsofthisjoumal・Inthepresent

teclmicalreport，wedelmeateshowparticipantsbelongedtothepreparatlonstagecanutilizeaprogramof
workboolLβversionfbrtheTTM‑basedstressmanagementbehavioreffectively．

Keywords：workboolLβversionfOreffectivestressmanagementbehavior，transtheoreticalmodel（ＴＴＭ)，
tailoredstage‑matchedapproach,preparatlonstage,self‑helpleammg
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