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はじめに 

 こんにちは！

風水探偵団の斉藤（Ｍr.リュウ）です。

このレポートを手にしたあなたは、きっと風水にとても興味ある人ですよね。

  私が風水に興味をもったのは、７年ぐらい前でしょうか。その頃は、ホントに、「風水？なにそれ？」と

いった感じでした。そんな私が風水を知りたい！と思ったきっかけは、荒俣　宏氏の著書「風水先生̶地相

占術の驚異」を読んだのがきっかけでした。とても、刺激を受け、ある意味ショック状態でした。

  そんなきっかけから、風水への探求脳にスイッチが入ったんです。

当時は、「風水」という単語で、洋書、原書、ネット検察と手当たり次第に調べました。でも、日本では本

場の風水情報が少ないなあという印象でした。そこで、2000年にそれまで集めた海外の情報や面白いネタ

を公開するために「風水探偵団」というHPをつくりました。

　その頃からの、掲示板、メールのやりとりをいつかまとめようと思っていました。また、「ぜひ、質問集

をつくってください」という要望もありました。自分でも驚くほど膨大な量になっていたので、まとめる作

業はかなり大変でした。そして、ようやく実現しました。それが、この特別レポートです。

　このレポートは、内容、言葉使い、やりとりに加筆修正など一切行っていません。ですから、ありのまま

の私と相談者のやりとりが公開されています。ただし、相談者の個人情報に関係するものは一部省略してい

ます。

　Ｍr.リュウと相談者の一問一答です。　ぜひお楽しみください！

きっと、ここにあなたの知りたい風水があるはず！
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----------1　質問----------

　水晶は効果がないのでしょうか？

こんにちは　Drコパのコーナー　読ませていただきました。

Drコパさんの　本だけでなく色々な　風水のHPに　本に　殺気がたまりやすいところに水晶をおくと、　

いいと書いてあるのですが、これは効かないんでしょうか。　それと、観葉植物もよく本に乗ってますが

これもそうなんでしょうか？教えてください

【Ｍr.リュウの回答】

　水晶を置くことを勧めるのは、気学風水などで多く見受けられます。

私の持っている洋書によると、水晶は、伝統的な風水では活用していないとありました。

また、本場の風水師もそれらを使わないようです。又、殺気の方位に置くというのが、どのような風水理論

からくるのかわかりません。香港では、水晶は五行理論から素材で考えると「土」となり、外観からは

「水」となるため、いろいろ議論されているようです。観葉植物などは「木」の要素が強いので、部屋の中

で壁の角に当たる部分においたり、飛星派などで風水分析した場合に、五行理論から風水対策として活用し

たりします。

部屋のインテリアとして水晶、観葉植物を活用することは非常にいいことだと思います。

あくまで、風水分析における風水対策上から、水晶が必要とされることは少ないということです。ですか

ら、水晶、観葉植物そのものの効用は（気を集める性質、マイナスイオン発生など）、また別の話になると

思います。

----------2　質問----------

　質問なのですが室内に４，５個ドライフラワーを飾っているのですが、風水的にあまり良くないと聞いた

ことがあるのですがどうなのでしょう。飾ってもいい方位とかあるのでしょうか。

【Ｍr.リュウの回答】

　他サイトの掲示板でドライフラワーは風水によくないようなコメントも何件かみられました。中国風水で

　風水問答集・特別無料レポート

3
Copyrights c2005 S&Y  All rights reserved



は、ドライフラワーが風水に悪いとはどこにもないと思われますが。

　風水として悪いとされているのは、外観色彩が理にかなっていないものや尖角衝射の威嚇、殺気となるも

のです。私の考えとしては、室内で置く方位としては凶方位に配置します。

　通常は気を旺盛にする観葉植物を吉方位に置きますから、加工されたドライフラワーは気の衰えさせる方

位に置いたら凶を鎮めるとされます。そうすれば、風水理論的は合っているような気がします。

　一番いいのは自分の五感で、しっくりくるような心地よいものが感じた場所へ配置するのいいかと思いま

す。巷の風水では清掃や盛り塩から様々な室内グッズやカーテン、下着、ぬいぐるみなどを風水で善し悪し

をしていますが非常に疑問を感じます。あくまでオリジナルの解釈、応用であり風水原則にはありません。

----------3　質問----------

　気になることが。こんにちは、初めまして。初心者なので、よくわからないのでアドバイスお願いしま

す。テレビでポスターや写真、ぬいぐるみなどはあまり家に置くとよくないと言っていました。

最近我が家はフィギャーやキャラクタードール類の物を集め始めているので、それも良くないのかなと不安

になりました。そういう物はどのような位置でおけば大丈夫なのでしょうか？

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！さっそくですが、「テレビでポスターや写真、ぬいぐるみなどはあまり家に置くとよくな

い」ということですが、それは風水判断の意見として取り上げられたのでしょうか？。私は、まったく問題

ないと思います。ただ、机やベッドの正面にポスターやぬいぐるみがあると、心理的に気になるということ

はあるかもしれませんが。でも逆に、安らぐ人もいると思いますので、何ともいえないですよね。

　趣味で自分の好きなものを集め、部屋に置いてある充実感、喜びといったような精神的安定感は大切だと

思います。むしろ、私なら、写真立ての素材、ポスターの色、ぬいぐるみの形、種類を自分の命卦の五行と

相性の良いものを選びましょうというプラス指向のアドバイスします。

----------4　質問----------
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まったく、一体？？？色々な、風水書を読んでみても、こんらがるばかりで

こちらのHPを読ませていただきながら、またこんがらがり・・・

一体風水って何なのでしょう？易や陰陽道、家相、占い、気との違いを説明していただいているのに、読む

ほどにわからなくなってしまって。。すいません。ほんと初心者なもので・・・

はっきりとした線引きはあるのでしょうか？また、これが風水だ！と私などにでも理解できるような、書物

やお勧めなどありましたらお教えください。

【Ｍr.リュウの回答】

　確かに風水という言葉だけで、いろんな情報を知ろうとすると混乱するかもしれません。

簡単に書きますと、風水は、「ワザ」のことです。そのワザに対して「~風水」といった説明をつけた本が

あればいいのですが、書店の占いコーナーなどに置かれている本ではほとんどありません。

　この「ワザ」を大きく分けると（種類は多くありますが）、巒頭派（形勢派）風水、八宅派風水、玄空派

（飛星派）風水、三合派風水があります。これらを単独あるいは組み合わせて使っているのが本来の「風

水」ということです。ところが、マスコミに登場する自称風水師の方々は、なぜか、これらの原理、理論の

説明のないまま、家相、占い、気学などに「風水」という言葉を使っているケースが多いのです。そんな事

情ですから、当然、初心者や素人の方には混乱が生じているといえます。

----------5　質問----------

　偶然このホームページにたどりつきました。今までＤｒコパの風水を信じていろいろと家の中のカラーを

決めていました。私の家は玄関が北東で鬼門といわれています。裏鬼門がキッチンになるのですが、Ｄｒコ

パの本に書いてあるように玄関はすべて白色で統一していますが、これは間違いなのでしょうか。また、こ

ういった方角によってのカラーの効果はどうなのでしょうか。

【Ｍr.リュウの回答】

　伝統的な風水では、鬼門、裏鬼門を特別に考慮することはありません。風水の流派によって、住宅の玄関

の向きや住む人の出生年などによって、そのカラーの使い方、又、もし玄関が凶であればその祓う方法など
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も違ってきます。Ｄｒコパ氏の風水については、オリジナル占いとの認識を持っておりますので、具体的な

コメントはできません。

----------6　質問----------

　初めまして、最近独り暮らしを始めて風水が気になりはじめましたが、良く分からないので教えて下さい

本名星と本命掛の違いと本名星の表の見方が良くわかりませんので教えて下さい　宜しくです。

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！一人暮らしを始めると、いろいろと自分を見つめることや規則正しい生活の難しさなんか感

じるようになりますよね。さっそっくですが、本名星？（本命星ですか）というのは、日本の「気学」など

で使われている「九星」のことを言っているのでしょうか？（一白水星　二黒土星　三碧木星　四緑木星　

五黄土星　六白金星　七赤金星　八白土星九紫火星。）

　★この本命星というのは、日本の「気学」などの占術で使われるものですよね。生まれ年が同じなら男女

の本命星も同じになっています。また、男女の相性や個人の運勢を判断するのに使うようです。

また「気学」に関する占術は詳しくないので、これ以上のご説明ができませんのでご了解ください。

　本命卦というのは、中国の風水判断で使うもので、生まれ年が同じでも男女の命卦は違ってきます。

そして、その人の吉凶の方向を示すものです。ですからあくまでも「個人の方向の適合を判断する尺度」に

使います。

----------7　質問----------

　私の家の道路向かいに大きな街灯があります。とても気になりますが。大丈夫でしょうか？　又、風水で

隣の敷地と関係を断ち切るような方法などあったら教えてください。

【Ｍr.リュウの回答】
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こんにちは！さっそくですが、「家の道路向かいに大きな街灯」は玄関の正面にあるのでしょうか。また

は、窓から見える位置にあるのでしょうか。風水では、家の前に大きな木や電柱があるのを凶としますが。

あくまで、その凶となるものが、玄関の前方にある場合や窓など開口部から見えるような状況にあるかどう

かによって判断します。

もしそのような場合の対処方法としては、

●玄関に置いて凶を解消する風水グッズ（八卦鏡、吊り羅盤など）がありますが、派手でケバケバしいもの

が多くいのでうまく玄関とマッチするかどうか。

私が利用している下記風水グッズ店をご紹介します。もしグッズをお考えなら、問い合わせしてみてくださ

い。

天宝堂

http://www.tenpodo.com/

●敷地状況からもし玄関の前に余裕があるよであれば、簡単な塀や遮蔽する仕切壁をつくることもありま

す。１階・２階の窓から見える場合は、部屋を使用するときはなるべくカーテンなどをひいておきます。

また、「風水で隣の敷地と関係を断ち切るような方法」といったものはないと思います。

----------8　質問----------

はじめまして。風水が大ブームの頃には目もくれていませんでしたが、ここ最近なぜがとっても気になるの

です。でも全くの初心者が何からどう入っていけばよいのかわかりません。ネットや本屋へ行けば情報が多

すぎて混乱するばかり。Dr.コパさんの情報はただ単に作られた占いなのですか？？トイレに盛り塩

を・・って書かれていたのでさっそく実践してみましたが、それもおまじないにすぎないのですか？？全く

風水で商売なんてやめてほしいです・・とりとめもない事を書いてすみません。

【Ｍr.リュウの回答】

　＊実際に「風水」の情報が氾濫しており、混乱されている方が多いと思います。日本だけではなくて、海

外でも同じ状態です。風水初心者の方から、直接メールをいただくことが多いですが、いままでDr.コパさ

んしか知らなかったので、HPを見てビックリしたといった感想がほとんどです。

　＊Dr.コパさんの「風水」に関する情報は、伝統的な古典風水と比較すると、内容のほとんどがオリジナ

ル占いと考えていいかと思います。
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　＊トイレに盛り塩は、風水とは直接関係がないと思われます。逆に不吉とされる場合もあります。（常に

塩を置く場所は、神仏に関係する場所となるので、むやみに置いてはならないという考えがあります。）

ただし、Dr.コパさんの占いから考慮されたものですので、肯定も否定もできないことですから、コメント

ができません。また、塩の効能などの話題は風水とは違った扱いとなります。

　＊海外でも「ニューエイジ風水」といいまして、心理学やカラー、信仰、霊感などを織り交ぜたものが氾

濫しております。海外の伝統的な風水をあつかっているサイトでは、その「ニューエイジ風水」と「古典的

な正統風水」の違いを説明して注意を呼びかけています。日本ではそのようなサイトが少なく、お金儲け商

売として「風水」という言葉を使っている人が多く、それに「伝統的な風水」の普及に力を入れている人も

少ないようです。

　なぜかというと、風水研究１５年以上という方からメールをいただいたことがありますが、その方のコメ

ントでは「日本では、本場の風水のワザなどを紹介したり、正当な術を公開すると、さっそく信奉者や小手

先の技術で金を儲けようとするエセ占術家に術を盗まれてしまいます。」ということです。

　マスコミに登場する風水師の面々を見てみると、本当にそのように思ってしまいます。本格的な風水を説

明している人は見たことがありません。そのもっともらしい説明態度と勇気に驚いてしまいます。日本で

は、一般の方がその風水の実態に気づくのはまだまだ先のようです。それでは、失礼致します。

----------9　質問----------

　私は教員をしています。本校では総合的な学習といって自分で好きなテーマを一年間追究する授業を行っ

ています。生徒で「風水」に興味を持ってせっせと「Ｄｒ．コパの・・・」という本で「黄色い財布の実

験」「ピンクの学用品で彼をゲット実験」なんてのをやっている女子がいます。「風水は科学だよ」という

先生の助言にも耳を貸しません。どのようなアプローチをしていったら良いでしょうか。

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！教員をなさっているということですが、いろいろ大変なんでしょうね。ご苦労様です。

「自分で好きなテーマを一年間追究する授業」というのは、生徒たちの知的探求心を育てようということで

しょうか。ン~　！一般の方が「風水」というと、ほとんど「Ｄｒ．コパさんの風水」となってしまうんで
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ね。風水=「Ｄｒ．コパさんの風水」という先入観を持っている若い生徒の方には、本場の中国風水との違

いを理解してもらえないかもしれませんね。

　ましてや、本格的な風水の話をすると「難しくなりそうでイヤ」といったことが多く、手っ取り早くて、

楽しく簡単な占い風水の方になってしまいますから。そうですねえ。アプローチとして、思いつくまま勝手

に書かせてもらいます。

　★テーマである「Ｄｒ．コパ風水」は、あくまでも個人がつくった「占い」であるということをまず認識

してもらう必要があると思います。

そしてオリジナル「占い」というものは、個人で楽しむものであること。

占いの実験には公平さに欠ける事が多いことと客観的なデータ（たとえば、黄色い財布以外のどの色の財布

を何種類で何人の人にどのように使ってもらったらよいかといった細かいこと）を得ることができないこ

と。

ですから、そのような占い実験を一年間追求してもまったく学習の意味をなさないこと。などを説明してみ

てはどうでしょか。

　★また、最近は風水という言葉を使えば売れるというこで、いろんな占いをする人もいます。

ですから風水と思いこんでいることが、実はカラー心理学についての内容だったりします。

「黄色い財布の実験」「ピンクの学用品で彼をゲット実験」といった内容を違った視点からみるのはどうで

しょうか。たとえば黄色、ピンクとは人間心理にどのうような影響を起こすのか？カラーと環境や人間との

関係を追求していく楽しさを知った方がより勉強になると思います。カラーも占いではなく科学的な面から

テーマを絞って学習することを指導してみてはどうですか。

以上ですが、あまりお役に立てそうもない内容となってしまいました。

----------10　質問----------

　お水取りが今ブームになっているようですが 暦で吉方位を探すときに何か注意をすることはありますか 

時間も選んで行っているようですが 皆さん時間はどのように出しているのでしょうか。 また宝くじを買う

方向で 吉方位で買う方と 事故に遭うような物だから凶方位に行って買うという方がいるのですがどちらが

良いのでしょうか教えて下さい。
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【Ｍr.リュウの回答】

「お水取り」とうのは、気学の占術ではないでしょうか？風水を一言で語ってしまうと矛盾してしまいま

す。いろいろな占術の分野まで含めてしまいますので、誤解が生じてしまっているようです。厳密には、

「動」（宝くじを買う方位、引越、旅行など）に関連する方位の吉凶は、「風水」といわれる占術では行わ

ないと思います。

----------11　質問----------

　家の中心にトイレって・・・？

新築一戸建てに入居してまだ８ヶ月。その間に３人目を出産して幸せなはずなのに里帰り中にだんな様は半

端じゃなくパブ通いしてて、そのことで帰ってきて１ヶ月以上もたつのに前のように仲良くできません。前

と性格なども変わってしまったようで恐いのです。思えば引っ越ししてきてからケンカが多くなりました。

原因はいろいろあるのでしょうが、一番気になっているのは家の中央にトイレがきていることです。やっぱ

りこれって悪いのでしょうか・・・。悪ければどうすれば少しでも良くなるのかだれか教えて下さい。風水

は全くの素人です。

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！さっそくですが、風水では、家の中心を非常に重視します。ですから、中心にトイレがある

のは凶相となります。

建築上の問題と風水解釈を説明します。

●建築上の問題

現代のトイレは設備や衛生面でよくなってますが、問題として２点あげられます。

１　住空間として、トイレが真ん中にあると無駄な動きが多くなり、間取りプランが不自然になるケースが

多いことです。本来は家の中心は居間が一番よいとされてます。

２　また、給排水管が家の床下を通ることになり、将来の故障や修理の際にかなり面倒になります。

　特に配管の亀裂や腐食、詰まりなどの問題が生じる家の中心から悪い臭気を出すことになります。

●風水解釈（五行による）

トイレは「水」気の多い場所です。家の中心は五行では「土」、人体では心臓となり重要な部分です。

東北・西南も五行では「土」となり嫌われています。土は水を汚します。相性が悪く不吉であるとされま
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す。

●私の知りうるアドバイス

トイレだけに限れば、清潔を保つ、通気をよくすることはもちろんですが、凶相を鎮めるサボテン類を置く

ことです。住宅における吉凶は、総合的な風水判断方法で吉凶を改善していくことになります。

ですから、家の中心にトイレがあるからといってすべてが凶相の家ということでもありません。

----------12　質問----------

　お財布の色はなにがいいですか？お正月にお財布を新調しようと思っていますが、何色がいいのか決めか

ねています。私は艮の女性です。よい色は茶色のようですが、茶色のお財布がいいのでしょうか？それとも

やっぱり黄色？？私は少し浪費癖があると思うので、来年は引き締めたいと思っています。アドバイスをお

願いします。

【Ｍr.リュウの回答】

こんにちは！

風水（陽宅）は、本来は住宅の吉凶を判断するものです。ですからはっきり言いまして財布に関しては、特

別な意味がないんですよ。

　ただ、私も自分の命卦の吉色を意識してインテリアなどに活用してます。まえちゃんも「艮土命」の吉色

（黄色、茶色系）で選んだ方が気分がよいと思います。赤色も「土」を旺盛にする色となっていますので、

うまく配色されたものを選んでみてはどうですか。

----------13　質問----------

　玄関や入り口が凶方位の場合、どうすれば改善ができるのでしょうか？仕方ないのでしょうか？それとも

何か改善策はありますか？それと、鏡台などは、どの位置に置くのが正解ですか？

よろしければ解答をお待ちしております。よろしくお願い致します。
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【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！

玄関や出入り口は移動や改築が難しいので、できることは限られますよね。

●玄関が凶方位にある場合

改善策としては、玄関マットの色や出入り口ドアの色を使って凶相を祓うことがあります。

色については、各方位と個人の五行から判断して決めます。

●鏡台に関しては

どの位置に置くのが正解かというよりも、風水上の注意点をとりあげます。

１：自分のベッドの正面、側面（特に頭、足下へ向かう）に向かって置かない。

２：出入り口を開けたら正面に鏡台があるものよくありません。

３：鏡は常に見える状態にしないで、カバーをしておくこと。

４：自分の命卦の凶方に置く。

----------14　質問----------

　助けてください。学校で、「南に赤いグッズを置くと良いといわれているが、それはなぜか」

という質問がだされました。それについてレポートをかかなければならないのですが、調べても答えがみつ

からず、大変困っています。どうか、教えてください。

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！さっそくですが、

「南に赤いグッズを置くと良いといわれているが、それはなぜか」

という質問で、「~良いといわているが、」という発言が、どの本に書かれてあったのか又はどなたが発言

したかわからないと返答できないと思いますが？

ところで、各方位には象徴や人体・色といった意味があります。

南の方位は

●正午にあたり、力と恵みにあふれ、名誉と地位の輝きなどを象徴します。
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●時間では、午前１１時~午後１時、午の刻です。

●一年では夏です。

●人体では目、心臓、血圧を表します。

●色では赤です。

●五行の元素では「火」です。

●八卦では「離」となります。

　以上簡単に書きましたが、ここで南は「赤」を象徴しますので、質問ではそのことを言いたかったので

しょうか。ただ、「南に赤いグッズを置くと良い」とうのは聞いたことがありません。風水では安易に南に

「赤」を置くと凶になることもあります。各住宅・住む人・建築年・玄関方位によって、「赤」の使い方が

まったく違ってきます。

こんな返事をいただきました

質問の返答、ありがとうございました。

返答を読んだ後、課題の質問をもう1度見直してみたところ、やっぱり少し間違って私が解釈してしまって

いたようです。正しい課題の内容は、「ある風水グッズは、赤色のグッズを部屋の南側に置くように指示さ

れている。それはなぜか。」という内容でした。「~良いといわれている」とは書かれていず、

私が勝手にうろおぼえで解釈してしまっていたようです。ごめんなさい。

----------15　質問----------

（１）風水グッズは厳密には風水師が気を入れてないとたいした効果がないとききましたが・・・（２）盛

塩を自宅で置いているんですが、自分でするときのやり方・注意などありますか？（３）家の吉凶方角につ

いてですが、当然家全体の中心からみて、というのは分かりますが、例えば、部屋単位でみると言うのはど

うでしょう？よくないですか？家はどちらかというと、縦長の家なので、寝室もリビングも例えば北という

感じになるので、各部屋単位でと思ったんですが・・・手の空いたときにでも、返信して頂けたらと思いま

す。よろしくお願いします。失礼します。

【Ｍr.リュウの回答】

（１）「風水師が気を入れないと効果がない風水グッズ」というのは、私は聞いたことがありません。風水
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師は、霊能者、超能力者、気功師といった人物ではありませんから。また、そのようにして販売されている

商品は、いかがわしいものが多いのではないでしょうか。確かに、八卦鏡やお札のようなものに書かれた、

「文字の効能」を評価することはありますが、「気を入れたもの」と風水的な効果とは、ほとんど関係ない

と思います。

（２）この「盛塩」については、私自身まったく利用していませんので、何ともいえません。また、正統派

の風水では、活用することもないと思います。本来、「塩」を置くということは、「神聖な場所のお清め」

として利用するもののようです。ですから、神仏の棚の前、地鎮祭の行事といったことに活用されます。

日常の生活空間に常に置くのは、逆に不吉とされるのですが。なぜか、「盛り塩」ブームとなってしまった

ようですね。

（３）はい、部屋単位でみてもいいと思います。家全体から方位をみるときは、太極（たいきょく）からみ

るといいますが部屋という小空間からみるときは、小太極からみるといいます。

----------16　質問----------

壁の色なんですが。こんにちは！こちらのHPはとっても勉強になって大好きなHPです。

私はアメリカに住んでいるんですが、こっちで買った風水の本（著者はSimoｎBrown)にそって、

リビング（北側にあります）の壁の色を赤かえび茶色にしようと言うことになったんですが、私の本命卦は

兌で赤系の色は良くなんですよね？

私は一日家に居て、殆どはリビングで過ごします。ちょっと不安に思ったので、質問させて頂きました。

ちなみに旦那の本命卦は坤です。よろしくお願いします！

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！風水探偵団に遊びにきて頂いてありがとうございます。また、HPを気に入っていただき、

うれしいかぎりです。さっそくですが、私もSimon Brownの「Feng Shui for Business」を一冊持ってます。

なぜ一冊かというと、その内容から日本の「気学風水」と似ているようで、本来の伝統的な風水ではありま

せんでした。なので、その後この方の本は購入していないのです。

　その他の本を読んでいないので何とも言えないのですが、八方位も４５度の区分ではなくて、東西南北を

３０度としていました。これでは、正統な風水がみれません。

　あくまで、私の見解ですが、Simon Brown氏の風水には疑問を感じます。
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どのような理論で「北」の壁色が赤色又はえび茶色になったかわかりませんが。

風水の五行の理論では、「赤色系」を風水調整の為に使うのは、非常に慎重になります。

風水から考慮したとしても、くつろぐ場所である居間に「赤色系」は適さないと思います。

ですから八宅派の考えで、さまんさ様の本命卦である「兌金命」の吉色「乳白色系、又はあまり白いのも落

ち着かないので、旺盛にする黄色系の色（アイボリー系）を配色したもの」がよいと思います。

旦那様が「坤土命」であれば、吉色が黄色となりますので、バランスが取れます。

以上簡単なアドバイスです。

----------17　質問----------

　はじめまして、どうもお邪魔いたしますー。

突然ですが質問させてください！！

雑誌で（確かブルータス）、畳の上に・絨毯などをひいて部屋を洋風にするのは風水学的にいってかなり

やってはいけないこと、とありました。私の部屋は、畳の痛みをごまかすために上にゴザをひいています。

和風っちゃあ和風なんですが、何であっても畳の上に敷くのは悪いことなのでしょうか？アジアな布とか

も？

【Ｍr.リュウの回答】

畳の上に絨毯やゴザをひくことが風水的に悪いというのは聞いたことがありません。

その雑誌には何か理由が書かれていたのでしょうか？私は、まったく問題ないと思いますが。風水とは関係

ないですが、只、畳の上に絨毯を置くと湿気や通気が悪くなり、ダニ・カビなどが発生しやすい原因になり

ますので、通気性の良い素材がいいと思います。最近は、「風水」と言う言葉を使って、カラーについて、

様々なグッズの配置・選択に対してもっともらしく説明されているものが多いですが、ほとんど風水とは無

関係なことが多いです。

----------18　質問----------

玄関の正面について。家の玄関の真前に小さな石仏（お地蔵さん）が玄関のほうを向いてあります。石仏は

敷地内にありますが、玄関からは４メートルくらいはなれています。家のお地蔵さんとしておがんでいます
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が、玄関の真正面にお地蔵さんが向かい合っているのは風水的にはよくないと本に書いてありました。こう

いう場合、どうすればいいのでしょうか？　

【Ｍr.リュウの回答】

　風水では、玄関前の岩、石などがある場合は、あくまでも視覚的に見えない状態をつくることで、解決策

とすることもありますので、植樹や小さな塀、フェンスなどで玄関正面から見えない状態をつくってはどう

でしょうか。

----------19　質問----------

　家相と風水。

初めまして。最近風水のサイトをよく見るようになりました。このサイトで風水と日本の家相の比較文章を

読みましたが、家相と風水は一体どちらが正しい（当たっている）のでしょうか？私は、歴史が古く理論が

しっかりしているからといって信じる気もないし、新しいものだからといって排斥する気もありません。占

術である以上当たっているかどうかが一番（唯一）大事だと思うのですが、比較検討されたことがあれば、

どちらがより住んでいる方の生活状況に近いのか教えて頂けないでしょうか？

因みに私は最近風水に興味を持ったばかりでよく解らないのです。二つを理論ではなく実占して比較検討し

ているサイトも見当たりません。いい加減なものだなと思ってしまうのは私だけでしょうか・・・。

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！

家相の比較のコーナーで結論を述べていますが、私は２つは占術において別物という考えを持っています。

ですから、風水と家相を同じ土俵の上で、「どちらが正しいか当たるか」といった評価はできないと思いま

す。頭が痛い症状を治そうとする場合に、「薬」「指圧」「鍼」「お灸」などその治療法とそれに伴う副作

用は個人によって違い、又、その効き目も別々ということになると思います。

　家相は、巫術的、迷信的な部分を除いて考えると、日本独自の気候、風土、建築様式などから生まれた知

恵が多く含んでいます。これについては、「家相の科学」清家　清氏の本が非常に参考になります。。但

し、どちらにもいえることですが、方位の吉凶の解釈だけで間取りをつくると、とんでもない家ができてし
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まいます。

　家相と風水の比較を詳細に行っている鮑 黎明 氏は、「家相は部分観の寄せ集めから全体感の吉凶を扱っ

ている」と述べています。これは確かに事実だと思います。表現が難しいですが、日本ではハードの面（日

当たり、間取り等）は家相を参考にし、ソフト（方位、向きなど）の面は風水を参考にすれば、調和のとれ

た住宅環境ができあがるのではないかと思います。

----------20　質問----------

　初めて質問させていただきます。

大学で建築の勉強してるんですけどドラゴンゲートって山と山の谷間から竜がおりてきて

そこに建物があったら風水的に良くないって聞いたんですが本当ですか？あと設計課題の土地の北側と西側

に小川が流れているんですけど土地を掘ってその川より低くしようとしてるんですけど

どうですか？？風水での「水」とか「川」のとらえ方を教えてもらいたいんですが。

【Ｍr.リュウの回答】

こんにちは！

風水観点から地理、地脈などを語るには、簡単ではありません。なかなか焦点を絞ったお答えができないの

で。このような話をご存じですか。第二次世界大戦中に日本の陸軍の命令を受けた学者楢崎氏という方が、

中国に渡って実験溶鉱炉をつくりました。ところが、同じ材料、同じ工程で鉄をつくっているのに、場所に

よってその質が大きく違いました。

　これはどうゆうことかと調べると、環境条件の微妙な違いがわかったのです。それは、山の高い部分（高

位線）と山の高い部分の交差する地点が非常によい材料が取れ。山の低い部分（低位線・谷）と山の低い部

分の交差する地点が悪い材料が取れることを発見したのです。この話からも、谷間における場所は風水的に

よくないとも言えるのではないでしょうか。現在はこの研究が進んで、住宅を建てる際の磁場測定の段階ま

で発展しています。

「水」「川」のとらえ方もどの方面の解釈から説明したらよいのか範囲が広くて難しいです。
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風水では、水や川を非常に重視しています。先ほどのような好適地に生気豊かな、曲がりくねった川が流れ

ていると「得水局」といいまして、非常によい風水環境が整います。特に水の流れ向きは、西から東に流れ

るのを最もすぐれているとする考えがあります。これは、風水の土地選定において西北が高く東南が低いと

いう地形特徴から生み出されたものです。

以上ですが、まとまりのないお答えとなってしまいました。

----------21　質問----------

 はじめまして。

私もコパさんがきっかけで風水を知ったのですが、本命卦の事を知らずびっくりしました。調べてみると西

四命（乾）の離宅の部屋で、吉方位にトイレ、お風呂、キッチンがありベッドなど配置しずらい間取りです

（涙）

本命卦で南が絶命なのですが、そこに換気扇（キッチンのものではなく、別に換気扇がついているんです）

とストーブ（北海道なので）がついています。動かせないものです。これってかなり悪い気がするのです

が・・。このように自分と相性の悪い部屋に住んでしまい、引っ越しもすぐ出来ない

ような場合の対策など載せていただけないでしょうか。

簡単なアドバイスなどいただけると嬉しいのですが・・。

よろしくお願いします。

【Ｍr.リュウの回答】

 八宅派風水においては、個人の吉凶方位の活用方法にある程度限られたものとなってしまいます。

ですから、間取りが決まっている部屋で、その方法にこだわってしまうと、非常に窮屈な配置になったりし

てしまうことがあります。私は、模様替えの際は、あまり吉方位にこだわらずに、部屋のレイアウトのバラ

ンスを優先して、おこなった方がよいと思います。

　風水で対策や調整を考慮するには、玄空派風水といいまして、又、別の風水術によって考慮されることが

多いのです。その方法では、部屋の各方位の良い気、悪い気の場所がわかるのですが、手軽に理解できない

ので、やや勉強が必要です。また、その解説本は日本では出版されていません。
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　八宅派風水では、吉方位に「動」の要素の強いもの（電化製品、パソコンなど）凶の方位に「静」の要素

が強いもの（収納棚、押入など）を配置することが原則となり、それ以上の風水調整は特別な方法がありま

せん。できる範囲で、配置計画をしてみてはどうでしょうか。

----------22　質問----------

　不安なんですが・・・お尋ねしたいのですが、

私は辰年なので観音様の乗った龍と金色の龍２体をリビングに飾って有りました、

最近風水に興味を持ち、日本人の書いた「････」を読んだら南に龍を飾り毎日水を供えると良いと有りまし

たので移動しました、その後３週間の間に飼っていた魚が４匹死に、次に子供の可愛がっていた鳥が犬に襲

われ死に、今７年以上病気もしなかった猫がヒドイ下痢に襲われ、私も体調を崩しています、この２体を移

動した事が原因でしょうか？　あと初心者用のお勧めの風水本はありますか？

【Ｍr.リュウの回答】

　病気や不運な出来事と風水的な因果関係については、何ともいえません。

さっそくですが、

私が持っている資料で、龍の置き場所についは下記の事が書かれていました。

水槽の上や水が左右にあるところに置く。

家の旺気、生気方に置く。

海や川に向けて置く。なるべく近くにあること。

寝室に向けるのは良くない。

室内や屋外に水がない場合は、北は「水」気が盛んなので、水を好む龍には最適な方位である。

乾燥を恐れるのでやはり南は適さない。

数に決まりはないが、一、二あるいは九がよい。

以上ですが、やはり、南に龍を置くのは最も悪いような気がします。

北の方位が一番安全なのではないでしょうか。

　初心者用のおすすめ風水本ですか。

どの程度、風水にかかわりたいかによりますが。

日本で出版されているものでは、すすんでおすすめできるものがありません。
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なぜかと言えば、風水分析された、いわゆる「答え」が書かれた本は、信用できないものが多いからです。

ましてやその理論。公式を書いた本は皆無です。

最近も書店で「風水」と名の付く本を、手当たり次第に立ち読みをしてきましたが。ほとんど、「家相」で

す。マスコミやテレビに登場する著名な占い師の面々は、「風水」ができますといって登場し、小遣い稼ぎ

をしているように見えるんですが。(=^.^=)

こんな返事をもらいました

こんにちは、

嘘のようですが、猫の下痢、吐き気等配置換えして翌日から直りました！

今日もすごく元気です（^o^）驚いています、ありがとうございました。

本ですが、やはりそうでしたか・・・、

（私の感想では特に「Ｄ･･･」と言うのはどうかと思いました）

あの此方で何冊か購入予定の本があります、

お礼に送りたいと思いますが、如何でしょうか？

----------23　質問----------

　お願いします。いろいろな本を読んで勉強しているんですが、人に質問されて明確に答える事ができな

かったので、ご教授願いたいと思います。家相や風水やインテリア風水はやる事がとても似ているような気

がして、説明するときに明確な定義がないため、説明がうまくできません。この３つの定義をわかりやすく

お願いします。

【Ｍr.リュウの回答】

こんにちは！

家相、風水、インテリア風水の３つの定義をわかりやすく説明するのは難しいですね。。

ところで、「インテリ風水」って？

家相と風水の違いについての見解は「トホホ風水鑑定団」のコーナーで扱ってますので、参考にしてくださ

い。

私が家相等や風水について説明するときに、例え話としてすることがあります。
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■「風水」　純中国製

まず、中国に「風水魚」（風水の古典書、原典）がいました。その料理方法や食べ方は、何種類かあります

が、理論や公式は決まっていました。その人体への効果は、頭からしっぽまで丸ごと考慮しないと効果はな

いと言われていました。それを料理できるのは経験と理論を積んだ調理師（風水師）でした。

■「家相」　中国製の加工品

日本は、昔、この「風水魚」の料理方法と食べ方を断片的に学びました。

その調理の仕方は当時、秘伝でした。そこで日本の調理師は、料理方法や食べ方については、詳しくしりま

せんでしたので、一般の人々には、その刺身（切り身）に独自に味付けして「家相魚」（家相・気学風水）

として売りました。それによって、「風水魚」の効果はまったくなくなりました。

■「インテリ風水？」　中国製のオリジナル品

風水魚ブームとなり、いままでの調理師（占い師。自称風水師）は、「風水魚」そのものに対して知識が薄

かったのに、その「家相魚」にさらに色付け、形を変え、味付けして名前を「風水魚」もどきにして、売り

込みました。それが、大ヒットしました。一般の人は、そのことを知らずに、効果があると信じ買いまし

た。この時点で、本来の料理方法、食べ方がまったく違ったものとなりました。

ということで、定義になっていませんでしたね。

----------24　質問----------

　はじめまして　家を新築するにあたり勉強中です

本当にいろいろ勉強になります教えていただきたいのですが。現在建築中なのですが　親の敷地に家をたて

てますこれは　凶みたいですね　それと　排水も　家の南西です

玄関や　窓の寸法が　ほとんどが　吉寸ではなくショックをうけたのですが

なにか　よい解決方は　ないものでしょうか。不安で　なにやら　引っ越したとたん　害がおよぶのではと

心配です。

【Ｍr.リュウの回答】

こんにちは！

さっそくですが、
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１　親の敷地に家を建てるのが、凶というのは家相でしょうか？風水では、土地が陰の気（お墓、ゴミ捨て

場、沼地などの跡地）が多い場所は凶相となりますが、親の敷地ということでは凶とならないと思います。

２　家の南西に排水も凶というのは、家相ですよね。台所をその方位に置くと大凶ということになってま

す。これは、昔、南西は気温があがりすぎるので、冷蔵庫などない時代なので食物が腐ってしまうというこ

と、夏は南方から風が来るので台所、排水を風上に置くと臭気が家中に入ってくるということなどからの解

釈だと思います。現代の排水設備、台所設備から考慮すればそれほど神経質になる必要もないと思います。

３　玄関、窓の寸法については、厳密に吉凶を判断した住宅はほとんどありませんので、あまりショックを

受けなくてもよいと思います。

４　住宅全体の総合的な風水分析をしないと、解決法や風水上の問題が明確になりませんので何ともいえま

せん。本来は現地判断が必要ですが、平面図や写真の資料から、探偵団が開設した「風水デザイン研究室」

で風水分析を実施しています。どうしてもご心配であれば、有料ですがご検討ください。

http://www2.odn.ne.jp/fengshui/01.28.html

----------25　質問----------

　こんにちは

階段のことについて教えてほしいのですが

玄関を　はいると　すぐ　階段がみえるのですが,現在　壁でかくそうか　どうか悩んでます.

階段の　角がみえるといけないと本でよんだのですが,壁をすると　圧迫感があるし　どのようにすればい

いか教えてください！

【Ｍr.リュウの回答】

こんにちは！

階段は、玄関の正面又はホールから見て、直接登り部分が向き合うようになっている場合はよくないです

が、それ以外は、玄関から階段の側面や角が見えても問題ないです。
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----------26　質問----------

　初めまして。まったくの初心者ですが、最近、知り合いで風水のご利益で仕事が見つかったという人がい

たので、私もあやかりたいと思いこちらを訪れました。健康に対しても効果があるそうなのですが、子宝に

恵まれるようになるポイントがあればどなたか教えてください。

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！さっそくですが、中国では家の存続のために子供を授かることに関しても非常に重視してい

ます。伝統的な風水の考え方では、毎月の九星の出現による方位から判断するものがありますが、決定的な

風水説は見あたりません。ただし、月の変化を気にしないで判断する方法もあります。

古典の説明、理論は省きますが、寝室の出入り口の方位によって、枕の頭を向ける方向を決めているようで

す。

■出入り口が向いている方位（入り口に立って正面の方向）

西の場合-----東に布団配置、枕を向ける

西北の場合---西南、東南に布団配置、枕を向ける

北の場合-----東北に布団配置、枕を向ける

東北の場合---西南に布団配置、枕を向ける

東の場合-----東南、西北に布団配置、枕を向ける

東南の場合---西に布団配置、枕を向ける

南の場合-----北に布団配置、枕を向ける

西南の場合---西南に布団配置、枕を向ける

■出産のタブー

太歳（たいさい）の方位というものがあります。この方位は毎年変化します。

注意の必要な方位で、ほとんど凶となり移転、増改築などにも影響するものです。風水暦にのってますか

ら、みてください。
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----------27　質問----------

　このＨＰを参考にさせてもらってますが、一つ疑問があります。

僕の家は南に向いていて、坎宅だと思うのですが、「住宅、部屋の『気』の場所を利用する。」というコー

ナーで調べると北と南西が吉なのに対して、「建物（住宅、アパート等）とあなたの相性をみましょう」と

いうコーナーでは坎宅は北、東、東南、南が吉で、南西は絶命になっているのですがこれはどちらの坎宅を

参考にすればよろしいのでしょうか？

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！早速ですが、風水には様々な流派があり方位判断の吉凶が違ってくることもあります。むし

ろ、お話のように吉と凶がまったく逆になったりすることも多いです。

HPにある「住宅、部屋の『気』の場所を利用する。」というコーナーの風水は、実は「紫白三元法」「九

宮飛泊法」と呼ばれている流派の判断方法からみたものの一部です。命卦からみる方法は「八宅法」といい

ます。この２つで見た場合には、吉凶が違ってくるケースが多いです。ここからは、風水師やアドバイザー

の方によって意見が分かれると思います。

　私が載せているコメントは「自分の本命卦の吉方位と生気、旺気がかさなると大吉となる場所です。」

とさせていただいています。ですから、一番良いのは吉が重なった方位を活用することです。ただそうもい

かないと思います。私の意見としては、両方の大凶と考えられる方位（絶命・殺気）は寝室に利用しないと

いう考えを持っています。

----------28　質問----------

こんにちは。また疑問に思ったことが出てきたので、質問させていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

１，風水では観葉植物を使うことが多いですが、「観葉植物を財方の方位に置くと良い」 と言うもの以外

でも、風水で有効に使う方法などはあるのでしょうか？

２，風水では、鉢などに植えてある花などの植物は、観葉植物と同じような使い方をしても良いのでしょう

か？

３，観葉植物や鏡などのアイテム以外で、何か物を使って調節する方法などはあるのでしょうか？
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簡単な質問ですが、よろしくお願いいたします。

【Ｍr.リュウの回答】

こんにちは！

１　観葉植物は、部屋の中で角になる場所に置く方法もあります。

２　同じような使い方をしても問題ないと思います。

３　風水流派によって、方位の凶を緩和させるために、五行理論から風水対策・調整に木、火、土、金、水

の元素と思われる人工物（風鈴、振り子付き時計、花瓶、水槽など）を利用するケースがあります。

----------29　質問----------

はじめまして。いつも拝見させていただいております。

最近、艮命の私にとって良い南西部屋（兌宅部屋）に移動しました。

しかし、この部屋は何とも狭い･･･家具を置いてみるとベットを置く場所が無く^^;

久しく床に布団を敷いて寝る事にしました。なかなかいいものです^^

そこで、寝る時の頭の向きで悩んでいるのですが、頭の近くに窓があるといけないと聞き、今は窓の無い北

に北枕で寝ています。南側と西側に窓があり、西側はベランダで頭が窓に向いてしまいます。

寝る時だけ衝立てを置くなど、何かカバーする方法はあるでしょうか？何かあれば教えていただきたいと思

います。よろしくお願いします。

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！いつも見ていただきありがとうございます。

寝室において「頭の近くに窓があるといけない」とうのは、あくまで開口部が表しの状態の場合と考えま

す。就寝の際に窓にカーテンや仕切りをつくることでカバーできると思われます。

----------30　質問----------
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　家を新築するにあたって家族の健康幸せを願い、家族３人の花文字を書いて頂いたの

ですが、方角やどこに飾れば良いのか教えて戴けませんでしょうか？

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！

花文字というのは、「押し花による文字」なんでしょうか？絵のような感じなんでしょうねえ。お話のよう

うに、鑑賞して楽しむものであれば、風水を意識した方位を気にせずに家族団欒できる場所が一番だと思い

ます。

----------31　質問----------

　はじめまして。このサイトに出会えることが出来てとてもうれしく思っています。私はこれまで気学風水

という本を参考に良い方角を見つけ旅行に行くという方法（祐気取り）を行ってきました。その本は東西南

北が30°で表されていましたので，あまり信用できる本ではないということがわかりました。実際良い方

角へ旅行したりすることが運気を高めるために有効なのか，もし有効であればその方角を調べる方法など教

えて頂けると幸いです。

【Ｍr.リュウの回答】

こんにちは！

早速ですが、旅行や引越など「動の方位」に関係する中国占術では、「奇門遁甲」が一番活用されていると

思います。私自身、旅行や行動に関して「占う」ことがまったくないので、この占術に関しては詳しくあり

ません。もし興味があるようでしたら、信頼のおける中国占術紹介をしている「黒門の中国占術の部屋」へ

訪ねてみてください。http://www2s.biglobe.ne.jp/?kokumon/index.html

----------32　質問----------

　はじめまして。‘風水‘で検索して気になってクリックしました。
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風水で検索するとものすごい数が出てきて驚きです。どのサイトも信用できそうで胡散臭そうで困ってしま

います。実は、今の世の不況の波をモロにかぶっているわけで、そこで少しでもよくしたいって思うのは自

然ですよね。ところがモノを買うのとは違って、目に見えないじゃないですか？鑑定してもらって良い結果

になったならいいけど、変わらなかったりわるくなったりしたら最悪、何か自分が悪いみたいに言われた

り・・。それって詐欺師ジャンって思うんですよ。それに結構なお金を盗るし。良い方向に改善されればお

金だってある程度払うんとちゃいますか？

そこで後払い制のところってないのでしょうかね。大体相場ってどのくらいなんでしょうか？あくまでも適

性価格では？あと、こう言う所は、駄目って言うのも教えて頂きたいとかように思うこの頃です。よろしく

お願い致します。

【掲示板に参加された方の回答】

　私はまだ鑑定の依頼はしてませんが、Ｍｙ先生のところは確か、個人宅で２時間で５万円と聞いてます。

で、お支払い額により、何ヶ月かのアフターフォロー付です。

以前に鑑定に伺ったところ、２時間弱で鑑定と風水処理が済んでお勘定（？）となった時、依頼主さんが５

０万円を差し出してきたのを先生は、「払いすぎです！」と丁重に５万円だけいただいて帰ってきたそうで

す。なんでも、依頼主さんは以前、家相屋に依頼したとき５０万円請求されたそうで、２時間５０万円が相

場だと思い込んでいたそうです。先生は、「家相屋って、ぼったくりな商売」とつくづく思ったそうです。

１ヶ月に１回、風水を習いに行ってますので、家の図面でいろいろな風水処理のシュミレーションなども

やってます。それは１回３５００円です。（３時間ほど遊びます）私は先生のことを、日本一良心的な風水

師だと思ってます。

----------33　質問----------

　方位を見るにあたって 方位ごと等分するものと ３０度と６０度に分けて見るものがありますが どちらが

信頼できるものなのでしょうか 基本的な質問ですみません 。初心者なもので・・・。

【Ｍr.リュウの回答】

　こんにちは！日本の家相や気学では、ほとんど30度/60度の方位区分となっています。実際の風水の原

典・古典では八方位を45度で均等に分けてあります。ですから、「風水」で方位をみるときは、後者の方
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位区分を活用すべきだと思います。

----------34　質問----------

　はじめまして 実は我が家の玄関を開けると前のビルの角がこちらを向いているのです。 風水の本には絶

対に良くないと書いてはあっても どうしたらよいのか対処方法が書いてありません。 引っ越しも出来ず

困っています 。また家の中も 壁の角が多いためどのようにしたらよいのか教えて頂けたらと思います。 よ

ろしくお願いします

【Ｍr.リュウの回答】

　殺気を避ける方法で最も一般的な策は、その対象物を視界から見えない状態にすることです。現地状況が

わかりませんので、なんともいえないのでそれ以上のコメントができません。家の中では、角のある部分に

観葉植物など配置することが多いです。

----------35　質問----------

　狭い土地のため新築なんですが、下水管が床下を通る設計になってしまいました。玄関下には通りません

がトイレの下水管が居間の床下をとおります。防音シートを巻きつけるとかで流れる音は聞こえないとのこ

とですが、やはり　良くないのでしょうか？

【Ｍr.リュウの回答】

　下水管が、居間の床下を通っても、風水上は特別大きな問題となることはないと思います。居間や居住空

間の床下の配管を避けるのは、詰まりや亀裂といった何らかの問題が将来的に生じたときに、床を剥いだり

といった大がかりな工事になるケースもあるからです。メンテナンスがしやすい状態であれば、良いのでは

ないでしょうか。
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----------36　質問----------

　生年月日で、男女別になるのはどうしてでしょうか？

家（角地）の庭の南側と、玄関（東南）入り口ですが、何度木を植えても枯れてしまいます。"気”が悪い

のでしょうか？その対処方があるなら、教えて頂けたらと思います。

【Ｍr.リュウの回答】

　風水の基本的な原則には、陰陽理論があります。自然界はすべて陰陽のバランスによって成り立っている

という考えです。男性が陽、女性が陰となります。ですから、人間の「気」の吸収（生年月日）は男女違

い、その運行は反対になっているのです。最先端の「気」の研究においても、気の流れが男女違うというこ

とがわかってきています。

　樹木が育たないケースでは、ほとんどが土壌の栄養素が少ないことや適切な場所でない所（日照から見た

方位）に樹木選定をしてしまった場合などが多いです。基本的には樹木購入先のお店にご相談された方がよ

いと思います。又、「気」を限定的に地磁場の一種と考えてみると、その「気」=地磁場の乱れによって樹

木が育ちにくい土壌となっている場合もあります。このような土地についての科学的な対処方法（炭素埋

設）などについては下記のサイトを参考にしてみてください。

http://www.tanmai.co.jp/

----------37　質問----------

　風水で個人の将来を予測できますか？よく、香港とかで、風水の先生にみてもらって自分の過去~未来を

一冊の本にしてもらったという話を聞いたことがありますが、実際に風水でそういうことは可能なのでしょ

うか？それとも、そういうのは四柱推命なんでしょうか？本当に素人みたいな質問でごめんなさい。

【Ｍr.リュウの回答】

 　風水の先生は、風水術以外にも中国占術（四柱推命、奇門遁甲など）を研究・マスターされている人が

多いです。私は好きではないのですが、このように他の占術と合わせて使う流派もあります。ダウンジング

を使っている人もいたりビックリです。風水術では、人の運気を「自分の過去~未来を一冊の本」にするこ
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とはないと思いますので、「風水先生」でもあり、「他の占術の先生」でもある方が作られたのではないで

しょうか。一般的には、人の運気を看るときは、お話のように「四柱推命」が多いので、たぶんそうかもし

れませんね。信頼のおける先生であれば、占術方法を明確にして行うと思いますので、その本を見ればわか

るかと思いますが。

熱い問答バトルは正規版へつづく.........................。
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最後に

　どうもお疲れさまでした。問答集は、どうでしたか？　アッという間に読んでしまったでしょうか。それ

とも、ジックリと考えることもあったでしょうか。

　この限定版では、正規版から一部抜粋して37の質問を紹介させていただきました。正規版では、全部で

質問数が120件というすごいボリュームです。その内容は、ちょっと過激なものや風水テクニック、具体的

なワザの話など盛りだくさんです。

　私が７年間の情報収集、研究によって得た風水エキス満載の「実践ノウハウテキスト」に、「風水問答

集・正規版」が付いています。

 あなたが、これから本格的な風水をもっと知りたい、日常に活かしたいと思っているなら、ぜひ購入をご

検討ください。

　　　　「本場の風水を100倍活用して幸運をつかむ方法」実践編　

e-Book POF版　（ダウンロード版）

　　　　販売価格　5,000円　

　　　　　「風水問答集特別レポート　正規版」付き

　

ダウロードできない方のために、ＣＤ版もご用意しました。

　　　販売価格　6,000円

　　

Mr.リュウ
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