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掘り下げ方の例 

 

例 1）自殺は悪いことだ 

 

問：自殺は本当に悪いことなのでしょうか？（思っていることを疑ってみる） 

悪くないとしたら、どんどん自殺する人が増えるんじゃないかと思う 

 

問：どうして自殺する人が増えると思いますか？（なぜそう思うの？） 

なんでだろう？ 

気軽に自殺する人が増える？ 

みんな自殺したいと思っている？ 

生きるのがしんどい辛いと思っている人が多い？ 

 

問：どうして気軽に自殺する人が増えると思っているの？（さらに掘り下げる） 

みんな自殺したいと思っているのかな？ 

 

問：どうしてみんな自殺したいと思っていると思うの？（もっと掘り下げる） 

生きるのがしんどいと思っているからかな？ 

 

問：どうして生きるのがしんどいと思っていると思うの？（掘り下げる） 

生きているとしんどいこと辛いことがあるから 

 

問：どうして生きているとしんどいことや辛いことがあると思っているの？（掘り下げる） 

生きるってしんどいこと、辛いことなんじゃないの？ 

楽しいばっかりではない、しんどいこと辛いこともある 

 

問：どうして生きるってしんどいこと辛いことと思っているの？ 

生きるって楽しいこと嬉しいことになったらどうなるの？ 

（掘り下げ、逆のことが起こっていたらどうなるのか聞いてみる） 

 

生きるってしんどい辛いって思い込んでいたかもしれない 

私の人生がしんどいことと辛いことが多かったから 

生きることが楽しいと嬉しいばかりになったらバカみたいな気がする 
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アドバイス 

生きるの定義や観点がズレている 

「生きる」の定義と観点を宇宙のものに入れ替える 

楽しい、嬉しいの定義、観点もズレている可能性がある 

これも宇宙の定義、観点と入れ替える 

 

問：ここで確認します 

最初はみんな自殺したがる 

自殺が悪くないとしたら、自殺する人が増えると言っていましたが、今のそんな気がしますか？ 

(思考を変えたら最初の問題をどんな風に捉えるようになったか？変化を確認する) 

みんな自殺に興味がない感じがします 

それより生きている方が楽しくて自殺なんて頭に浮かばない気がします 

 

問：では自殺は悪いことだと思いますか？(元の思考に対してどう思うか確認する問題じゃなくなっ

ていたら OK) 

今は自殺という現象があるというくらいになりました。 

良い悪いという観点はなくなりました 

 

 

 

例 2）私は見捨てられる 

 

問：どうして親に見捨てられると思っているの？（なぜそう思うのか？） 

そういうことがありましたか？ 

実際は見捨てられていないけど、見捨てられるんじゃないかとビクビクするときがある 

 

問：それはどういうどきですか？（さらに詳しく） 

期待に応えられなかったとき、相手の望みを叶えなかった時に嫌われたんじゃないかと思ってしま

う 

 

問：あなたは期待に応えてもらえなかった時、自分の望みを叶えてもらえなかったら相手を嫌いに

なりますか？（自分に置き換えてみてどうか） 

嫌いまではいかないけど、どうして期待に応えてくれないのよ、望みを叶えてくれないの！とちょっ

と腹が立つ感じがします 

 

問：どうして腹が立ちますか？（なぜそう思うのか？） 
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望みを叶えてくれないから 

 

問：望みを叶えてもらえなかったらあなたは腹を立てるのですね？（確認） 

はい 

 

問：望みを叶えてくれないからと腹を立てる大人を見たときにあなたはどう思いますか？ 

（そんな大人を見るとどう思うか？客観視してもらう） 

子供だな自分で自分の望み叶えればいいじゃないと思います 

 

問：それは子供思考だと思いますよね？（確認） 

はい 

 

問：では、自分で自分の望み叶えられるよね 

自分でやってねと言われるとどんな気持ちになりますか？（望みの自分になるとどうなるのか？イ

メージしてもらう） 

えっ！私がやるの・・・私一人でやるの・・・ 

そんな気持ちになります 

 

問：自分 1 人でできないという感じですか？（望みの自分になることを止めている理由を探す） 

自分 1 人でやるのが心細いという感じです 

誰か私と一緒にやって欲しいと思ってしまいます 

 

問：1 人で何でもできる人になるとどんな気持ちですか？（望みの自分になったら？どうなるかイメ

ージしてもらう） 

自信が持てて、そんな人になりたいと思います 

 

問：そんな人になったとします。周りはあなたにどんなふうに接してきますか？（なりたい自分にな

ったとき周りはどんなふうに自分に接してくるか？家族、同僚、仲間、世間など身近なところから外

へとどんなことが起こりそうかイメージしてもらいましょう） 

何でも頼んできそう、あれもこれもやってと言われそうです。 

 

問：それはあなたにとって嬉しいことですか？（あなたにとってそれはどうなのか？確認） 

嬉しくないことです。自分でやってよって思います。 

 

問：あなたの依存心の投影だとわかりますか？ 

あなたにあれもこれもやって欲しいという気持ちがあるんです。 
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あれもこれもやってと言う人はどうして自分でやらないで人に頼むんでしょうか？（自分の子供思

考を明確にして理解してもらい子供思考でいたい理由をきく） 

タダやって欲しい甘えたいんだと思います。 

 

問：どうして甘えたいのでしょう？（さらに掘り下げる） 

甘えると可愛がられる、好かれる、かわいいと思ってもらえる 

と思っているからです 

 

問：そんな気持ちはあなたにありますか？（あなたはどうなのか？確認する） 

あります、甘えることが良いことと思っているところがあります 

 

問：甘えることが良いことと思うのはなぜですか？（さらに詳しく聞く） 

甘えると相手が喜ぶからです 

 

問：あなたは甘えられると嬉しいですか？（さらに詳しく） 

嬉しいです。頼りにされている気がします 

 

アドバイス 

甘えられると頼りにされている気がして自己価値が上がっているんですね 

この場合は自己価値を上げるために甘える依存する人を創り出してしまいます。 

頼りにされることの定義と観点を宇宙のものと入れ替えましょう 

甘えるの定義と観点も宇宙のものと入れ替えましょう 

 

問：可愛がられたい、かわいいと思われたいという気持ちはありますか？（今までに出てきた言葉

を逃さず丁寧に見ていく） 

あります 

 

問：甘えたり、かわいいそぶりを見せないと可愛がられないと思いますか？ 

何もそぶりをしなければ可愛がってもらえない感じはありますか？（さらに詳しくきく） 

そうですね 

 

問：何も可愛いそぶりをしない人をあなたはかわいがったりしませんか？（あなたはそういう行動を

するか？確認） 

確かに、かわいいそぶりをしない人には普通にしか接しません。 

すり寄ってきた人には良くしてあげようと思います。 
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問：すり寄ってきた人にだけ良くしてあげて、そうではない人には特に何もしないのですね？（確

認） 

はい、そうです 

 

問：あなたがすり寄るとしたらそれはなぜですか？（さらに詳しく） 

いつも気にかけてもらいたいからです 

 

問：どうしていつも気にかけてもらいたいですか？（さらに掘り下げる） 

気にかけてもらえないことは興味がない感じがして寂しいです 

いつも気にかけてもらいたいです 

 

問：いつも気にかけてもらいたいという大人がいます（客観的に見てもらう） 

あなたにはどう見えますか？ 

子供っぽく見えます 

 

問：そうですね。自立した大人だったらどんな態度をとるべきですか？（どうあるのがベストなの

か？考えてもらう） 

気にかけて欲しいとかそんなこといちいち気にしていない、やるべきことを淡々とこなす 

責任を持って仕事をしているイメージです 

 

問：あなたはそんな大人になることに対してはどうですか？ 

なってもいいですか？なりたくないですか？（自分で選択してもらう） 

子供ではなく大人の自分になりたいです 

 

アドバイス 

いつも気にかけて欲しいという子供の心を手放しました 

気にかけてもらえなくてもいいです 

気にかけてもらう必要はなくなりました 

やるべきことをこなす大人の私になっても安心安全です 

やるべきことをこなす大人の私になってもいいです 

やるべきことをこなす大人の私とはどんな感じかしっています 

やるべきことをこなす大人の私にすでなっています 

 

問：先ほどはかわいがってもらいたい、かわいいと思われたいとおっしゃっていましたが、今はどう

ですか？（今までの問題がどのような感覚で捉えられているか変化を確認する） 

別にかわいがってもらわなくてもいいです。 
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大人として関われる感じがします。 

 

問：先ほどは 1 人で何でもできるようになることに心細さがありましたが、今はどうですか？ 

（今までの問題がどのような感覚で捉えられているか変化を確認する） 

 

別に心細さはないです。 

普通に自分のことは自分できる感じがします。 

 

問：最初は望みを叶えてもらえなかったら腹が立つとおっしゃっていましたが、今はどうですか？ 

（今までの問題がどのような感覚で捉えられているか変化を確認する） 

別に腹も立ちませんし、自分で自分のことはやりますという感覚です。 

 

問：親に見捨てられるという感覚はどうですか？まだありますか？ 

（今までの問題がどのような感覚で捉えられているか変化を確認する） 

いえ、なくなりました。 

 

 

 

例 3)私は傷つけられる 

 

問：どういうときに傷つけられたと感じますか？（具体的にしていく） 

子供の頃、母親に暴言を吐かれた 

 

問：どんな暴言でしたか？（さらに細かく聞く） 

お前はバカだ、生きる価値もない 

そんな感じのことを言われた 

 

問：どうしてお前はバカだ、生きる価値もないと言われたと思いますか？(この人の思い込みを引き

出していく) 

わかりませんが、私のことが嫌いだったのだと思います 

私を見てよくイライラしていました 

 

問：お母さんはあなたのことが嫌いでバカだ生きる価値もないと言ったと思いますか？（思い込み

を引き出す） 

はい、私が何をするもの遅いので、のろい、とろいとよく怒っていました。 
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問：ではお母さんはあなたが嫌いなのではなくて、何をするのも遅いことにイライラして怒っていた

のではないですか？（存在の否定なのか、行動を否定されたのか確認する） 

そうですね、早くして！お母さんの用事が終わらない！どうしてそんなにのろいの！と言っていま

した。 

 

問：あなたは動作が遅いことは悪いことだと思っていますか？（この人はこの出来事をどのように

捉えているのか確認する） 

自分では遅いつもりはないんです。ちゃんとしているつもりなんです。 

 

問：でもお母さんは用事が終わらないと怒っていますよね。あなたはお母さんの用事のことを頭に

おきながら行動したり、お母さんへの気配りや配慮はしていますか？（この場合、親からみると全

然できていないのだが、本人の子供思考が強いと自分のことを客観的に見れていないことが多く

自分が正しい、ちゃんとしていたと思いがち。子供思考の方が視野が狭く親のことが見えていな

い、気配り、思いやり、配慮がないのが子供思考） 

全然考えてません、自分の事しか考えていませんでした 

 

問：あなたは自分ではちゃんとしているつもりとおっしゃっていましたが、マイペースで自分のこと

だけをしているのではありませんか？（子供思考であると本人に認識してもらう） 

そうですね。ついつい周りのこと忘れちゃって・・・ 

いつも母と姉で用事も済んでしまって自分がしなくていいことが多いです。 

 

問：大人の女性としてどういう風に振舞うのがベストだと思いますか？（大人思考に気づいてもら

う） 

周りの人へ気配りができて、相手に配慮できる行動ができるといいと思います。 

 

問：できそうですか？（思考ブロックがあるか確認する） 

苦手かもしれません。 

 

問：周りに気配りをする、配慮するってどんなイメージですか？（本人の定義を確認する） 

いつも周りを見ていて、自分のことができない感じがします。 

 

問：周りを見ると自分のことができないのはどうしてですか？（さらに詳細に聞く） 

周りのことを見ることで精いっぱいな感じです。余裕がないです。 

 

問：余裕があれば自分のこともできそうですか？（何がブロックになっているのか聞きだす） 

余裕があっても、私の頭が悪いからできないという感じがします。 
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問：ではあなたは自分は頭が悪いと思っていますか？（思い込みの確認） 

思っています。よく母にも言われました。勉強も苦手でした。 

 

問：では頭がいい人のイメージはどんな感じですか？（定義を確認） 

何でもできる、スマート、かっこいいという感じです 

 

問：あなたはそういう頭のいい人になれたらどうですか？（ブロックがあるか確認） 

なれたらいいなと思います、でも無理だという感覚があります 

 

問：頭のいい人にはなるのは無理だと思っているんですね？（さらにブロックを確認） 

では頭のいい人になることができる力があったとしたら頭のいい人になりたいですか？ 

なりたくないですね 

 

問：頭のいい人になりたくない理由はなんですか？（ブロックを確認） 

しんどそう、なんでもやらされる、押し付けられる 

 

問：では、あなたは頭のいい人には何でも頼んだり、押し付けたりしますか？（自分がしていること

を認識してもらう） 

してます。姉がそうです。 

姉が頭がいいので、母になんでもやらされて、私も何でもお姉ちゃんやってと押し付けてます。 

 

問：あなたがお姉さんに押し付ける理由はなんですか？（ブロックを確認） 

私がやるよりお姉ちゃんにやってもらった方が確かなのと、どうせみんなお姉ちゃんの意見を通す

んでしょって思いもあります。 

 

問：では、あなたは自分よりお姉さんを信頼しているんですね。 

そうです。私の方が劣ってるって思ってます。 

 

問：あなたの方がお姉さんより優れていたらどうですか？（ブロックを確認） 

それはやっぱり嫌です。大変だし、しんどいです。 

姉のようにはできません。 

 

アドバイス 

ここでは頭のいい、優れたお姉さんにみんな依存しています。 

お母さんもご本人も自分でできることはやればいいのですが、お姉さんに依存して頼んで押し付

けているんですね。 
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なので、自分も頭がよく優れた何でもできる人になると押し付けられるから頭の悪い劣った自分で

いるほうが安全だという思考になっています。 

 

問：大人としてどう振舞うのがベストですか？（大人思考を認識してもらう） 

姉にやってもらうのではなくて自分のことは自分でやる人になればいいと思います。 

 

アドバイス 

あなたも頭のいい優れた人になって何でも自分でできる人になるといいですね。 

しんどいこと大変なことも率先してする自分になると、エネルギーが出せて豊かになっていけま

す。 

 

頭がいい、優れた人の定義、観点を宇宙のものと入れ替え 

頭がいい人になっても安心安全、優れた人になっても安心安全 

頭がいい人になってもいい、優れた人になってもいい 

頭がいい人とはどんな感じか、優れた人とはどんな感じか 

頭がいい人になることができる、優れた人になることができる 

もう頭のいい私になっています、もう優れた私になっています 

しんどいことも大変なことも進んでやる自分になっても安心安全 

しんどいことも大変なこととも進んでやる自分になってもいい 

しんどいことも大変なこととも進んでやるとはどんな感じか 

しんどいことも大変なこととも進んでやることができます 

もうしんどいことも大変なこととも進んでやる自分です 

 

これらの宇宙エネルギーを入れます 

 

問：頭がいい人、優れた人になることへの抵抗はありますか？（ブロックが外れたか確認） 

ないです 

 

問：自分のことを頭が悪いとかのろまだと思いますか？（ブロックが外れたか確認） 

思いません 

 

問：母親に暴言を吐かれたり、怒られたことへはどんなイメージになりましたか？（ブロックが外れ

たか確認） 

気にならなくなりました。 

 

例 4）私は愛されたい 
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問：あなたが愛されたいとおもっているのはどうしてですか？愛されなかったのですか？（掘り下

げる） 

父からは愛されてなかったと思います 

 

問：そう思うのはなぜですか？（具体的にする） 

まったく遊んでもらってない、相手をしてもらったことがないからです 

 

問：遊んでもらってないと愛されてないことになるんですね？（定義の確認） 

相手をしてもらえないと愛されてないことになるんですね？ 

はい、愛していてかわいいから相手をしたり遊んだりするものではないですか？ 

 

問：愛の定義で変わってくるのですが、あなたの愛の定義はどうでしょう？ 

あなたが愛されていると思うのはどんな時ですか？（定義の確認） 

相手をしてもらったり、かまってもらったり、遊んでもらったり、一緒に何かをすることに愛されてい

ると感じます。 

 

アドバイス 

母親の愛と父親の愛の違いを理解するといいですね。 

母親の愛は子供の身の回りの世話だったり、自分で何でもできるようにサポートすること、自立で

きるように育てることですね。 

父親の愛は、家族の安全、養っていくこと、社会を教えること、どうやって生きていくか教えること

こういったことなんですね。 

 

べったり子供と一緒にいる父親はいい親でしょうか？子供とべったり一緒にいるということはお仕

事に熱心ではないということです。そんな父親は社会では出世していかないのですね。 

出世しないということは社会貢献度が低い、社会にとって喜ばれる存在になっていないということ

です。当然豊かさからは離れていきます。 

 

なので、愛の定義が相手してもらうこと、かまってもらうこと、遊んでもらうこと、一緒に何かをする

ことになると出世しない稼がないパートナーを創造することになります。 

 

子供の愛ではなく大人の愛に定義を変えていきましょう。 

愛とは責任とること、信じることだったりしますね。 

 

そう考えるとあなたのお父さんはまじめに働いていたんじゃないですか？きちんと養ってくれてい
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たんじゃないですか？それはあなたを守ってくれていたということです。 

男らしい頼れるお父さんだと思いますよ。 

 

父の愛の定義、観点を宇宙のものに入れ替えましょう。 

母の愛の定義、観点を宇宙のものに入れ替えましょう。 

私は父親から愛されていたと理解してもいい 

私は父親から愛されていたとはどんな感じか知っています 

私は父親から愛されていました 

私は父親に愛されていたといつも感じています 

私は父の自慢の娘です 

私は父に守られていたと理解してもいいです 

私は父に守られていました 

 

問：父親に対する気持ちは今はどうですか？愛されていなかったと思いますか？(変化を確認) 

今はとても愛されていたんだなと思えます 

 

 

 

例 5）成功したい 

 

問：どうして成功したいのですか？（掘り下げる） 

お金持ちになりたいからです 

 

問：どうしてお金持ちになりたいのですか？（さらに掘り下げる） 

お金がたくさんほしいからです 

 

問：どうしてお金がたくさん欲しいのですか？（掘り下げる） 

安心したいからです 

 

問：どうして安心したいのですか？（掘り下げる） 

今、安心じゃないからですね 

 

問：具体的に安心じゃないという状況を教えてもらえますか？（具体的に聞く） 

お金の心配があるからです 

 

問：どういう心配ですか？（具体的に聞く） 
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お金がないわけじゃないですけど、いつも不安がつきまとうというか・・・ 

 

問：漠然と不安なのですか？（何をどう思っているのか明確にする） 

そうですね 

 

問：その漠然としたお金の不安がなくなったらどうなりそうですか？（望んだ状態になったらどうな

るかイメージしてもらう） 

気持ちが軽やかになる、何かから解放された感じがします 

 

問：そうなるとさらにどんな生活を送ってそうですか？（さらにどういう生活、どんな人生になってい

るかイメージしてもらう） 

漠然とした不安がなくなると一瞬解放されるんですが、また不安というか、その漠然とした不安が

なくなったことの不安があって、漠然とした不安を持っている方が安心な感じがあります 

 

問：不安を持っているほうが安心な感じですか？（ブロックを明確にする） 

お金の漠然とした不安を持っていることで地に足がついているような感じです 

 

問：それがなくなったら地に足がついていない感じがするんですか？（ブロックを明確にする） 

そうです、それで不安になります 

 

アドバイス 

漠然としたお金の不安＝地に足が付くになっているので 

繋がりを切り離します。 

漠然としたお金の不安がなくても地に足を付けることができますという宇宙エネルギーも入れま

す。 

 

問：これで今漠然としたお金の不安がなくなったところをイメージしてみてください。まだ不安が出

てきますか？（変化を確認する） 

それは大丈夫です。 

でもまだスッキリしません。 

 

問：どんな感じがありますか？（何がスッキリしないか明確にする） 

お金のことを思うと重たい気持ちになります。 

 

アドバイス 

お金の定義、観点を宇宙の定義、観点に入れ替えましょう。 
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問：お金のイメージはどうなりましたか？（変化を確認する） 

全然軽いものになりました 

 

問：お金に対して安心感はありますか？（変化を確認する） 

はい、あります 

 

問：お金持ちになりたいとおっしゃてましたが、どうですか？（変化を確認する） 

あまり執着心がなくなりました 

 

問：成功したいという気持ちはどうですか？（変化を確認する） 

それも薄れました 

 

問：これからどうなりたいですか？（改めて何を望むか明確にする） 

楽しいことをしたいと思います。 

また考えてみたいと思います。 


