
キャロットカードの使い方 
ウサギは、古より伝わる深淵で神秘的な知恵を持っ

ている。しかし、驚く事なかれ、このキャロットカー

ドは未来を占う道具ではないのだ。否、ウサギ達は昔

から自由意志を信じており、 子ウサギ達が跳ね先を自

分で決められる限りは、未来は知らない方がいいと教

えた。 

明日起こるかもしれない事の全ての可能性に対して

えこひいきせず平等に向き合うことはリスクを伴う。

私達のしたいことは何でもできる、と言うわけではな

く、状況によって断念せざるを得なかったり、また逆

に、思わぬ暁光でうまく行ってしまったりするのだ。

思わぬ暁光?それはどんなものだろう? 春の牧草地の準

備が秋に行われるように、夜にやって来た嵐が実は一

日前から山の中で始まっていたように、『今』は『未

知』の大事な準備期間なのだ。私達の回りには、抽象

的な景色が広がっている。そこに散りばめられた微か

なヒントをきちんと理解していけば、ゴールに向かう

旅はもっと早く、迷いないものになるのである。 

キャロットカードの助けで、あらゆる可能性に満ち

た「霊的草原」から「神秘の巣穴」(全ての選択肢の

源)を見つけ出し、「スピリチュアルの風」(未知の出

来事の先触れ)を嗅ぎ分ける事が出来る。ここでは三種

類の基本的なキャロット占いの方法をご紹介する。 

古き良きウサギのゲーム:
鼻ごっつん! 

ウサギ界に伝わる諺に「よく学び、よく跳ねよ」と言

うものがある。そのためウサギ達は跳ね回る(=遊ぶ)

ことも占いに興じることと同等に尊重した。 

鼻ごっつんの遊び方:まずよくきったカードを二人の

プレーヤーに等分する。各プレーヤー は、一枚のカ

ードをめくってテーブルの上に上向きに置く。これが

「鼻ごっつん」である。大きい数のカードを出したプ

レーヤーが両方のカードをとる。一人のカードが無く

なるまで鼻ごっつんを繰り返す。 

例外:このルールには例外がある。もし、一枚、もし

くは両方のカードがぞろ目の場合(1 1、22、33、44)

は、「ビンキ—」となる。この場合、各プレーヤーは

もう三枚カードを下向きにパタパタと素早く並べる。

そして、四枚目のカードを上向きに出す。この四枚目

のカードの数がより大きかったプレーヤーがビンキ—

にでた全てのカードを回収する。万が一、 四枚目に

ぞろ目がでた場合、新たなビンキーが繰り返される。

どちらかのプレーヤーが全てのカードをとるまでビン

キ—は繰り返される。 

 
#  カードの図柄  風 

10 タンポポ  報酬 

11 草露  珍品 

12 つながれた犬  気晴らし 

13 先割れ人参  神秘 

14 耳 警告 

15 素早い犬  明らかな危険 

16 フェンスの穴  希望 

17 雪の中の足跡  過去からの警鐘 

18 香しい野原  報奨金 

19 できたての巣穴  重労働 

20 空に舞う鷹  死 

21 鷹の足  大きな賭け 

22 鋤 破壊的な変化 

23 凍った小道  裏切り 

24 蹴足  勇敢 

25 芝刈り機  一時的な失明 

26 同腹  家族 

27 ウサギがいっぱい  友情/同盟 

28 機械仕掛けの罠  知恵が必要 

29 月 時の流れ 

30 小道  簡単な選択肢 

31 檻 自由の喪失 

32 ウサギの足  自立 

33 飛び跳ねウサギ  すぐに 

34 カップルウサギ  恋愛 

35 雨 必要悪 

36 虹 隠された世界 

 

右側のカードに現れる結果を得る為に今すべきこと、

を示している。忘れてならないのは、これはあなたの

草原であり、運命ではない、と言うことだ。 

# 現況 # 結果 

1 授かり物  感謝  富 

2 新しい喜び/赤
ちゃん  

今を生きる  新生活 

3 傲慢さ  新しいことに
挑戦する  

選択肢の限定 

4 不足  節約  渇望 

5 めでたし、め
でたし  

謙虚でいる  あなたが望む
べきもの 

6 謎 何かを少し変
える  

混乱 

7 富 持てるものを
使う  

富 

8 予測不可能  不明  不確か 

9 気軽な友達  ただ通り抜け
る  

一時の満足 

10 報酬  働く  正義 

12 気晴らし  気晴らしをす
る  

平均以下 

13 神秘主義/宗教  集中する  恐れ又は永遠
の報償 14 警告  しっかり見る  知恵 

15 明らかな危険  走る  継続的危険 

16 希望  決断する  あなたが望む
もの 

 

 

 

始めに 

教えを請う人が常にカードを操ること。初めて

使う時は、まず 7 回きること。 

カードの意味が不明瞭な時は、補足のため更に

二枚カードをめくること。 

カードの意味はどのような位置でも同じであ

る(上下左右が反対でも意味は同じ)。しからば  

人参は逆さになったときは大根であろうか? 

 

同じ質問を続けて何度も聞かないこと。最低

でも一日は開ける。さもなくば満足のいく回

答は得られまい。 

 

風嗅ぎ 

最もシンプルなキャロット占いの方法は「風嗅ぎ」で

ある。問いを心に定め、カードを一枚だけめくる。心

しておくべきは、ここで示されるのはウサギの知恵だ

と言うこと。「テストの出来はどうでしょうか?」な

どと聞いてはいけない。その場合、「キャロットよ、

私のテスト環境における宇宙的天気はいかがなもの

か?」と聞くがよかろう。 

#ド
の
番
号  

カードの図柄  風 

1 りんご  授かり物 

2 赤ちゃん  新しい喜び/赤ちゃん 

3 たぬき  傲慢さ 

4 枯れやぶ  不足 

5 巣穴  めでたし、めでたし 

6 蝶々  謎 

7 人参  富 

8 草を持つ人間の子ども  予測不可能 

9 牛 気軽な友達 

 

 
#  カードの図柄  風 

37 川 必要な危険 

38 転がりウサギ  楽しみ 

39 根っこ  堅実 

40 安全な巣穴  安全安心 

41 日没  危急 

42 遅い犬  ちょっとした危険 

43 雪 予期された挑戦 

44 立ちウサギ  警戒心 

45 石壁  乗り越えられない障害 

46 ぬいぐるみウサギ  偽り 

48 分厚い毛皮  投資 

49 野アザミ  充足 

50 いばら  隠匿 

51 庭に掘られたトンネル  思わぬ幸甚/チャンス 

52 ヒゲ  認識 

53 冬景色  忍耐 

54 狼 不幸な終わり   

 

霊的草原 

あなたの霊的草原を探求するには、まずカードを切

る。そして三枚めくり、左から順に列べていく。一番

左のカードは現況を表し、真ん中のカードは、 

 
# 現況 # 結果 

17 過去からの警
鐘  

学ぶ  視覚 

18 報奨金  自然に任せる  成就 

19 重労働  重労働  満足 

20 死 見直す  危険 

21 大きな賭け  我慢する  不運 

22 破壊的な変化  柔軟でいる  変化 

23 裏切り  気を付ける  落下 

24 勇敢  行動する  自信 

25 一時的な失明  歩み続ける  混沌 

26 家族  修復する  受け入れ 

27 友情/同盟  心配を誰かに
話す  

サポート 

28 知恵が必要  賢い選択をす
る  

脳の意志 

29 時の流れ  待つ  釣り合い 

30 簡単な選択肢  流れにのる  今回は行って
よし 

31 自由の喪失  自由の喪失  自由の喪失 

32 自立  信じる  強さ 

33 すぐに  素早い仕事  何かがすぐ起
こる 34 恋愛  恋愛する  恋愛 

35 必要悪  計画を立てる  新しい始まり 

36 隠された世界  望む  畏敬 

37 必要な危険  挑戦する  成長 

38 楽しみ  気晴らしをす
る  

幸福  
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# 現況 # 結果  

39 堅実  頑張り続ける  永遠  

40 安全安心  休む  平和  

41 危急  すぐ行動する  すぐに分かる  

42 ちょっとした
危険  

遅らせる  焦燥  

43 予期された挑
戦  

やり遂げる  試験  

44 警戒心  警戒する  支配  

45 乗り越えられ
ない障害  

止まる  不満足な目的  

46 偽り  時間をむだに
する  

負けたよう
に感じる勝
利 

 

47 唯一  仲介する  理解  

48 投資  投資する  数少ない生き
残り 

 

49 充足  節度を保つ  あなたが必要 
なもの 

 

50 隠匿  伏せる  誰も知らない  

51 運命/チャンス  状況を反転さ
せる  

運  

52 認識  共感する  知識  

53 忍耐  ゆっくりする  望んだより少
ない結果 

 

54 不幸な終わり  果敢に挑戦す
る  

悪いこと    

 

14 耳 教師 

15 素早い犬  敵 

16 フェンスの穴  説得しやすい人 

17 雪の中の足跡  去った人 

18 香しい野原  ソウルメート 

19 できたての巣穴  がんばり屋さん 

20 空に舞う鷹  天敵 

21 鷹の足  悲劇的な人 

22 鋤 変化に富んだ人 

23 凍った小道  信用できない人 

24 蹴足  勇敢な人 

25 芝刈り機  おかしな人 

26 同腹  家族 

27 ウサギがいっぱい  社交的な人 

28 機械仕掛けの罠  突拍子もない人 

29 月 年をとった人 

30 小道  怠け者 
31 檻 犯罪者 

32 ウサギの足  機略にとんだ人 

33 飛び跳ねウサギ  新しい人 

34 カップルウサギ  魅力的な人 

35 雨 しっかりした人 

36 虹 近寄り難い人 

37 川 魅惑的な人 

38 転がりウサギ  楽しい人 

39 根っこ  権威のある人/上司 

40 安全な巣穴  よい親/連れ合い 

 

K. Meriwether Baxter (K.メリーウエザー•バク

スター)氏は、奥様とともに米国•ウィスコンシン州

で生活。園芸にいそしみ、ウサギ達をつぶさに観察

し、また観察される日々を送っている。 

 

 

神秘の巣穴 

カードをきって、三枚めくり、縦に並べる。一番上の

カードはあなたが人生で出会う人、又はあなたの後ろ

にいる(支えていたり、過去に存在した)人物を表す。

真ん中のカードは何かを決断する際のあなたの性格

を、一番下は未知の人物/挑戦/環境を表す。 

# カードの図柄  人物 人物 

1 りんご  裕福な後継者 裕福な後継者 

2 赤ちゃん  赤ちゃん 赤ちゃん 

3 たぬき  密かに攻撃的な人 密かに攻撃的な人 

4 枯れやぶ  他人に頼ってばかりの
人 

他人に頼ってばかりの
人 5 巣穴  一番の親友 一番の親友 

6 蝶々  簡素な人 簡素な人 

7 人参  お金持ち お金持ち 

8 草を持つ人間の子ども  移り気な人 移り気な人 

9 牛 我がままな人 我がままな人 

10 タンポポ  道徳的な人 道徳的な人 

11 草露  変身する人 変身する人 

12 つながれた犬  自己破壊的な人 自己破壊的な人 

13 先割れ人参  迷信深い人 迷信深い人 

 

 
41 日没  とても年をとった人 

42 遅い犬  浅はかな人 

43 雪 遠く離れた権威 

44 立ちウサギ  思慮深い人 

45 石壁  頑固な人 

46 ぬいぐるみウサギ  中身のない人 

47 太陽  中心人物 

48 分厚い毛皮  用心深い人 

49 野アザミ  見知らぬ人 

50 いばら  同胞 

51 庭に掘られたトンネル  開けっぴろげな人 

52 ヒゲ  賢い人 

53 冬景色  競争相手 

54 狼 危険な人   

 
注意: 

あなたの運命は、遠い星ではなく、あなた自身の中に

ある。. 

カードの意味をもっと大きなサイズでご覧になりたい

方は、以下のサイトをご覧下さ www.readthecarrot.com 
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