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ライブ講師(R)実践会

第1回 経営課題解決法（算命学活用）セミナー

－ セミナーの趣旨と算命学の基本の解説 －

自分の専門性をいくら磨いても、会社の経営への付加価

値が無いと、社長はあなたにお金を出してはくれない。

お金を出す決裁者の社長に寄り添える「経営が分かる専

門家」になることが、自分の収入増のもとになる。

この「経営課題の解決」に算命学のノウハウを使う事で劇

的に説得力と効果を向上させることができる。

コロナ禍の有事は、経営課題解決の企業変革の活動に社

員の心を向けさせるチャンス！

今回、この連続セミナーの趣旨を紹介するとともに、何千

年も伝わった算命学のツールとしての活用法の一部を紹

介する。

本セミナーのアンケート：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDK2pGwL
NK52vMO0bcDJnkgsjU8mn8MIdAdl3aeq_P_Okg2Q/viewform
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（目標）

あなたの経営課題の解決に関わる専門を基に、算命学を差別化要素にして、

クライアント開拓を行い、セミナー料や顧問料で収入増を目指すこと！

（必要となる考え方）

(1) 社長は自分の困りごと解消（経営課題の解決）ならば喜んでお金を出す！

これを基礎に、帰納法的アプローチで、最小稼働での最大効果を目指す。

(2) 経営課題解決の専門家になって、その利益の一部をいただくようにする！

(3) このために、社長の思考パターンを学んで、顧客先開拓を地道に行うこと。

（本セミナーシリーズのコンセプト）

(1) ５つの主要ジャンルの経営課題の解決法をメインとして紹介することとし、

算命学は最初にツールとしての活用法を説明する。

(2) 社長の経営シーンの仮想体験で手っ取り早く経営を学べるようにする！

(3) 算命学が活用できることを、他人の資格やスキルとの差別化要素とする。

(4) 自分の過去のセミナーの内容を、経営課題解決の観点で見直しを行う。

(5) 本セミナーシリーズ終了後は、学び⇒実践⇒検証⇒共有⇒学びの繰り返し

を行うための、目標の実現向かって地道に実行するコミュニティを検討する。

経営課題解決法（算命学活用）連続セミナーの趣旨



日程とテーマ 内容の概要 仮想体験的ケーススタディと算命学の活用法

算命学の基本の解説

10月4日（月）20：30～22：00

企業の経営課題の解決に使える算命学の基本を解説
宿命表を出すWeb上のソフトの紹介
ツールとしての五行図、陽占、陰占、天中殺論、宇宙盤の概要

（注） 各経営課題解決セミナーで復習しますので忘れても
OK！

9月19日のフロントセミナーで、この内容の概要を紹介
しますので、事前の準備は不要です。
このフロントセミナーで、算命学の経営課題解決への
活用法を解説します。

第１回
経営課題解決セミナー

10月18日（月）20：30～22：00

経営管理の仕組みの整備 （各活動の評価、育成計画）

すべての経営課題の根源は、社内の経営の仕組みの不備に行
き着く。この諸悪の根源の根本を正す取り組みを解説する。

「経営の常識テスト」
「後継者よこせ」のケーススタディ

算命学の時運と六十花甲子の人事評価への活用

第２回
経営課題解決セミナー

11月1日（月）20：30～22：00

人的資源の最適配置と活性化 → 社会全体での最優先課題

企業で最も高い経費は人件費であるが、この経費の管理がす
べての企業の共通課題である。この経費の効率化に伴う利益
の向上の一部をコンサル料でいただくことを目指す。

「業績評価」の２つのケーススタディ
「待ち合わせ」のケーススタディ

算命学での相性の割り出し方の最適配置への活用
また男女の脳の構造の違いでの企業活動法を紹介。

第３回
経営課題解決セミナー

11月15日（月）20：30～22：00

営業力向上法 → 「営業の自動化設計」の本を執筆中

営業の自動化設計は、企業の共通の営業DXでの課題である。
人とＩＴの役割分担での業績向上に伴う利益の一部をコンサル
料でいただくことを目指す。

「営業活動の常識テスト」
「経営目標」のケーススタディ
「売り上げ３倍」のケーススタディ

お客の宿命に基づく算命学の活用での業績向上

第４回
経営課題解決セミナー

11月29日（月）20：30～22：00

社員の心のマネジメント法 → すべての会社の共通課題

会社の経営資源は社員の心である。心から行動が起きて、行
動が業績を生むという構図から、モチベーションの向上やリー
ダーシップなどでの、この経営資源の管理方法を解説する。

「指示待ち族」のケーススタディ
「ヤル気」のケーススタディ

社員の心の個性の把握への算命学の活用

第５回
経営課題解決セミナー

12月13日（月）20：30～22：00

企業変革の基本と進め方 → 変革の上手な進め方が重要

有事のこの時期は、コロナ禍後の経営環境を見定めた企業変
革のチャンスである。
トップダウンではない企業変革の進め方について解説する。

「企業変革の常識テスト」
「○○金属㈱の管理者」のケーススタディ

企業変革が最も必要な事業承継への算命学の活用法

経営課題解決法（算命学活用）セミナーの予定と内容案 （２週に1回のペースで実施）



講師プロフィール
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講演・研修実績

得意分野

メディア/著書

京都大学 工学部 電子工学科 修士課程卒 当時の電電公社入社
ハーバード大学ビジネススクール（ＰＭＤ）に企業派遣として留学
ＮＴＴリース㈱でベンチャーキャピタルを創業し､ベンチャー企業をコンサル支援
ＮＴＴコミュニケーションズの営業本部の金融統括SE部⾧やセールスエンジニア
リング部⾧として、営業活動の実務を担当しつつ、意識改革と事業改革を実施
中部大学経営情報学部教授に就任して、70回/年以上のセミナー講師を実施
京都大学の産官学連携の特任教授。中部大学、理科大、農工大、日大の社会人大学
院（MOT）の教授として修士論文指導等を行い、学生の会社の業績向上に寄与。
社員数、約200名のIT会社の社⾧として、会社の業績立て直しを行った。
各種業界の中小企業31社と顧問契約を結んで、企業変革と業績向上支援を行った。

商工会議所や金融機関の若手経営者の会などで、70回／年以上の研修を実施。
企業顧問として、約20社の会社で企業変革のための取り組み支援を行うとともに、
それを支える一般社員および管理職への意識改革の研修を実施している。

営業活動の効率化、管理職の管理能力向上、Webによる業績向上法とその実際
各種の企業変革、事業承継、算命学による宿命の分析法と経営活動への応用

ＭＯＴ総研のHP → http://motlab.main.jp/index.html
YouTube動画 → ファイル名「自治体の管理者活性化事例.mp4」

https://youtu.be/88a_PfQ_FZg
論文:「中小企業における民主的な企業変革方法について」

中部大学 経営情報学部論集 第26巻第1・2号 pp.1-20
著書:「利益を生み出すビジネス手法と事例１０８」 出版社:日経BP企画

ISBN 4-86130-095-9 C2034

工学博士／経営士／第三者評価員
健康経営ｴｷｽﾊﾟｰﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

日本ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ講師協会 認定講師

中部大学 経営情報学部 教授

児玉 充晴

NTTの企業変革の苦労の中で経営を習得、ハーバード大学で理論を体系化、
ＭＢＡで社会人学生の修士論文を指導、ベンチャーキャピタル設立、社員
200人の会社社⾧、31社の企業顧問を経験（副業で年収1,500万円以上）



演繹法的アプローチの問題点

資格の取得や

スキルのアップが最優先

「どこにいくらで売るか」

が後回しで、いつまで

たってもお金にならない。

【川上思考】

現状に自分の考える方法を上乗せしていく方法 （演繹法的アプローチ）

まずお金をかけてでも、自己
PRできる資格やノウハウを身
につけることが最優先！

いつまで勉強しても奥が

深くてきりがない。

いつまで勉強してもお金にな
らないし、待っていてお客が
来るわけでもないし・・・

すごい学歴や業歴の人でも、お金
を稼いでいるかどうかは別問題。
世の中に役立たないと意味がない。

「誰にいくらで買ってもらえるか」か
ら発想して、最初に身につけるノウ
ハウを設定して励んだ方が短時間
でお金になったはず。

いくら資格を取って、スキルを磨いても、それに

対してお金を出してもらう（世の中に役立つ）こ

とが出来なければ、その素晴らしい専門性は世

の中にないのと同じ！

世の中に役立っている“「人気○○先生」になっ

た人のプロセス研究”が最初の一歩になる！

まず勉強しなくちゃ！



目標から現状まで逆算する方法 （帰納法的アプローチ）

【川下思考】

帰納法的アプローチの勧め

誰がこれにいくら払って

くれるかを徹底研究

そのノウハウをどう売る

かの広報を研究して、徹

底して実行する！

売れている人の手法を研究して
売れるノウハウ、売り先、自分
の売り方の仮説を立てる！

身に付けるべき高く売れ

るノウハウを徹底研究

売り先のターゲットは明確な
ので、無駄な努力なくお金に
する活動計画が出来る。

そのすごいノウハウを持っている人
は、お金持ちになっていますか？

この業界で、世のためになっている
人（お金儲けが出来ている人）を徹
底研究することが重要！
ターゲットに向けた自己PRの手法
を学んで愚直に実践すること！

以下の３条件を基に活動計画を立てること。

(1) 自分の相性に合って動機づけできるもの

(2) 投入稼働対効果の経済価値の高いもの

(3) ターゲットが金持ちであること

自分を高める目標を設定して、そのために何を

するかのステップアップ計画を考えること。

実際に売れているノウハウを勉強するほうが手っ取り早く金になる！
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中小企業の経営者が求めている支援内容の経験上の優先順



金持ちの困りごと解決に向け

自分の専門の見直しをする！

カリキュラムを再構成する！
資格、過去の経験と学習

9

自分の専門ノウハウ

経営課題の解決法を

仮想体験（ケーススタディ）で習得

お金を出すのは
経営課題を解決したい経営者
経営課題解決へのセミナー実施

会社の利益向上に寄与して、

その利益の一部で、自分の収入増を図る！

解決力を上げる要素技術としての算命学

受講費や会費の回収を目指して、受講者を徹底フォローします！

セミナー講師からコンサルタント契約を目指す

課題解決が自分で
仮想体験できるセミナー
なので分かりやすい

セミナーからコミュニティへの目指す目標
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コミュニティの素案

第１回： 企業の経営課題の解決に使える算命学の基本を解説
第２回： 経営管理の仕組みの整備 （各活動の評価、育成計画）
第３回： 人的資源の最適配置と活性化
第４回： 営業力向上法
第５回： 社員の心のマネジメント法
第６回： 企業変革の基本と進め方

連続
セミナー 開催の途中参加ＯＫ

今後、定期的に実施

フロントセミナー

【無料実施案】
(1) 各種有料セミナーに向けた無料フロントセミナー、定例読書会
(2) フェースブックでの情報交換、コミュニティの活動での無料メール個別相談
(3) 経営課題解決に向けたセミナーのブラッシュアップのメールでの支援
(4) 公開イベント （例： 経営課題の解決法、算命学の活用、コラボの公開指導）
(5) 算命学での簡単な個人的なお困りごと相談、人生設計に関する相談

コミュニティ

学び⇒実践⇒検証⇒共有⇒学びの繰り返しを地道に行うコミュニティへ

【有料実施案】
(1) 経営課題解決法の本編となる連続セミナー
(2) 算命学も活用した具体的手法での顧客先を開拓するセミナーと実践支援
(3) 算命学を深く知って、宿命表を読み解き力を上げる連続算命学セミナー
(4) 算命学も使ったビジネスやお金に関わる高度なプライベート個別相談
(5) 著書に基づくビジネス手法のオンデマンド講義 （１時間もの３０ファイル）

会社の事業発展 ベンチャー起業プロコンサルタント

期間定額制で何度でも可能、スポット参加も可能
コミュニティの

運営委員会にて

民主的に運営

ゴールは、“年収1,000万円”



日程 概要 実習

第1回
1月15日（月） 21：00～22：30

算命学の思想と陰陽五行思想
鬼谷算命学ソフトの使い方の解説

算命学の基本の学び
主精の意味と、五行図での相性の導出

第2回
1月15日（月） 21：00～22：30

十大主星と十二大従星の意味
陽占の人体図の解説

陽占での宿命の見かた
自分とは何者？を導出して実感する

第3回
2月12日（月） 21：00～22：30

六十花甲子の解説、宇宙盤での性格と相
性

六十花甲子での人生の特徴と生き方
宇宙盤の作成、自分とは何者？を実感

第4回
2月26日（月） 21：00～22：30

天中殺論の解説、大運、年運、月運の出し
方と読み解き方

宿命表の見かた
天中殺時期の過ごし方

第5回
3月5日（月） 21：00～22：30

位相法の解説 宿命表の見かた,
位相法での家庭、自分、対外関係の把握
法の実習

第6回
3月19日（月） 21：00～22：30

十大主星の働きどころと適職占技 宿命表の見かた
陽占の深掘り

第7回
4月2日（月） 21：00～22：30

宿命天中殺、異常干支の解説
→ 変な人の根源の探究

宿命表の見かた
宿命天中殺、異常干支

第8回
4月16日（月） 21：00～22：30

数理法と八門法の解説 宿命表の見かた、数理法と八門法
自分自身を再発見

第9回
4月30日（月） 21：00～22：30

干合法と六親法の解説 宿命表の見かた
干合法と六親法

第10回
5月14日（月） 21：00～22：30

結婚占技とリクエスト講義 宿命表の見かた

今後の算命学の解説セミナーの予定表
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【算命学セミナーへの思い】

電子工学を学んだ。 → 物理法則に基づけば、その通りの結果になる。

NTTに入社した。 → 会社人生に、法則がでなさそうだが、何かありそう！

人生で予測した通りの結果になれば、うれしい！

何千年伝わったものには、時代を超えた何かがあるので、伝わったはず！

古典を勉強したら、何か法則が見つかるはず。

人を幸せにするためにコーチングなどいろいろを学んだがしっくりこない。

→ 行きついた先が算命学！ → 役に立つなら何でも使えばよい！

この算命学を、会社の経営に使えば、ずいぶん楽という実感がある！

セミナーで、この実感を、事例付きで、是非お伝えしたい！

知って怖いのではなく、「知っている」と、「知らない」では大違い。

将来の不安が楽しみに変わる。

株式投資に、算命学がずいぶん役立つことが、証明できている。

算命学の理論の正しさを、株式市場で実証実験しているだけ。

2016年に、父が亡くなったが、算命学をもとに、亡くなる日と時刻を割り出した。

大阪から妹を呼んで、家族全員、枕元に呼び寄せ、無事に看取ることができた。

孫が医師なので、最期を宣告してもらえ、最後に、最大の親孝行ができた！
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過去のセミナーでみなさんから寄せられたご要望

１ キャリコンの仕事の中で相談者が今後のキャリア人生をよ

り良いものにするために役立てたい。

算命学を学び人生が豊かになる気づきを得たいと期待感で

いっぱいです。

→ この世で果たすべきその人の持って生まれた役割と時運

について、教材にしっかり組み込みます。

この世での役割に従っていると自然体で無理がなく心地よ

いですね。

今後のセミナーで適職占技も解説するので、キャリコンとし

て、根拠を持って自信ある相談できるようになります、期待く

ださい。

２ 家庭があっての社会、仕事だと思っているので、基本であ

る家族の関係性について知りたい。

→ 今後のセミナーで相性を解説します。

３ 部下との接し方、採用する際、クライアントへの対応など、

相性や対応のポイントを知っておくことで、仕事が円滑に進

み、より良いコミュニケーションが取れるので学習したい。

→ 私も部長時代にこの学問のノウハウを使っていましたの

で、事例でご紹介します。

ディープな経営ノウハウになりますので、その内容も盛り

込みたいところですが、算命学からは外れますので、触れる

程度にさせていただき、経営課題解決法のセミナー場でご

紹介します。

４ 私はやりたい事が多く、絞れない傾向があります。

自分自身を知り、より自分を活かして、人の役にたつ方法

のヒントが見つけたいし、相談業にも活かしたいです。

→ 今後のセミナーでこの世で果たすべきその人の持って生

まれた役割と時運をしっかり解説します。

また、生き方の改善方法も六十花甲子であわせて紹介しま

す。

伴星というディープなノウハウもあるのですが、阿闍梨様

から公開は止められているので、ノウハウの教材化はせず

に、個別相談になります。

私は現在、伴星に従って非常に納得して生きています。

５ 算命学を通じて自分の宿命や人間関係を知り、相互に理解

が進み、チームづくりができれば、組織としての力も最高に

、自分も幸せに働くことが出来るので勉強したい。

→ 今回は簡単に五行図を用いたチーム作りの方法を学ん

でいただきます。

さらに、宇宙盤のノウハウを使うとより一層、毎日の付き

合い方が分かるようになります。
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算命学の対象範囲： 算命学はこんな方におすすめです
ありとあらゆる悩みに対して、解決法とともにお答えすることができます。

１ 自分自身の生き方に迷いがある方
２ 私の恋人や結婚相手はこの人で良いのかどうか迷っている方
３ 友人や恋人・結婚相手との相性やパートナーとしての信頼性を確かめたい方
４ 子育て教育に悩まれている方
５ 子供の受験関係に悩まれている方
６ 職場の人間関係をより良くしたい方
７ 職業の適性を知りたい方
８ 新規事業や転職の時期(成功するために時期)を知りたい方
９ 住居新築や移転関係で詳しく知りたい方
10 家系で抱えている大きな悩み(因縁関係)のある方
11 遺産関係での悩みを抱えている方
12 介護関係で悩みを抱えている方
13 不倫関係での悩みを抱えている方
14 人生全般の大きな流れを知りたい方
15 自分の運をもっと上げたいという方
16 一つの決断をされた後の展開について知りたい方
17 人生とは何だろう?人間とは何だろう?といった大きなテーマや悩みを抱いている人
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算命学の期待できる効果

１ 人生の宿命と運命を知り、未来のあり方を創り出せる

２ 将来の不安を取り除ける

３ 幸せになれる結婚や人生の勝負時が分かる

４ 幸せを与えてくれる

５ ツキを運んでくれる人を探し出せる

６ 人生の災いや落とし穴を見分け、事前に対処することができる

７ お金・恋・仕事運を上昇させることができる

８ 間違いの無い恋人や配偶者が得られる

９ 人間関係の充実が得られ、対処法が会得できる

10 自分や家族の才能を引き出し、進路が確定できる

11 全ての人の開運法を導き、人生の道しるべとなって幸せへと送り出せる



お悩み事の事例

（事例１）
プロジェクトを任されている42歳の新任課長です。
しかし、プロジェクトでは、人間関係が悪くて、仕事もギクシャクして
うまく行っていません。

管理職の仕事は初めてで、自分にはリーダーシップもなく人の和を
どうしたら良いか分からず、相談できる人もおらず、日々悩んでいて
夜も眠れない状態です。

（解決内容）
五行図での解析結果をもとに、人の和に基づく仕事のやり方に見
直したところ、人間関係が劇的に改善しました。

組織運営は、リーダーシップではなく知恵を習得して地道に実践す
ることにあることが分かりました。

17
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お悩み事の事例

（事例２）
50歳の忙しくしている経理部の課長です。
父親は早くになくし、いなかにいる一人住まいの高齢の母親が
弱ってきたので、介護について悩んでいます。

親は「今さら、知らない土地に行きたくない」と言っていますが、ご
近所様にも迷惑がかかっています。

自分は一人っ子で、引き取りたいがどうすればよいか？

（解決内容）
時運から見て、私も親も２年後に天中殺になることが分かりました。

今こそ決断の時期なので、思い切って母親を説得して、近くにマン
ションを借りて住まわせました。

妻とともに介護することで、安心できるようになりました。
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お悩み事の事例

（事例３）
大手メーカーで画像解析ソフトを開発する30歳の若手社員です。

元々口下手で、上司とはそりが合わず、仕事もうまく行かず、スト
レスをため込むようになりました。

妻から、産業医や心療内科の受診を言われていますが、その勇
気もなく、酒浸りで日々だらだら過ごしています。
自分はこれからどうしたらよいのか？

（解決内容）
六十花甲子と持って生まれた天中殺で、自分の宿命と生き方を
知り、過去を振り返って非常に納得できました。

スタートに良い時期なので、ジョブポスティング制度を利用して、
自分に合う社内転職をすることが出来ました。
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お悩み事の事例

（事例４）
36歳の会社勤めの主婦で、仕事の方向性について悩んでおります。

現在、大学卒業後からずっと働いてきた会社に勤めております。

社労士と中小企業診断士の資格取得をしたこともあり、また子供と
の時間をもっと大切にしたいという思いがあります。

独立開業して新たな道を探そうかと迷っております。
今後の方向性のヒントを知りたいです。

（解決内容）
今は天中殺時期なので、独立開業はダメで準備する時期と割り切る
ことにしました。
ＳＮＳ集客法や会社の経営法を学んで開業に備えることで、納得で
きました。
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算命学の発祥は、それまであった陰陽五行思想および、運命

予測の技術をまとめた、中国春秋戦国時代の鬼谷子に始まる

とされる。

算命学は、中国大陸を統一した秦の始皇帝が権力を握ると、

秦王朝内部だけの秘伝とし、宮廷の外には一切出さないように

なり、王朝お抱えの占い師達によってのみ命脈を保たれる一

子相伝の運命学となった。

そして、国が亡んでも次の王朝に受け継がれていく運命をた

どり、漢代から隋唐の時代に至って、陰陽五行説は干支五行

説として成熟していく中で、算命学は天文暦法を原理として発

展している。

日本では、平安時代に天皇家と高野山に伝えられたとされ、

最近では、第二次世界大戦後の中国で共産党革命が起こり、

伝承者であった呉仁和が、日本の長崎に亡命して伝えられた

とも言われている。

算命学について
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算命学の特徴は、単に哲学・思想学のみならず、その

思想性を立証する実証部門として運勢学（占術）を備え

ている点にある。占いは当てものではないのである。

算命学では、人間・社会・自然・宇宙といった事柄を単

に観念的に語るだけではなく、生きた現実の事柄として

も徹底的にとらえることから、自分自身の人生に関する

様々な事柄にも波及させるのである。

自分の性格・才能、日々の言動や立ち振る舞い、無

意識の行動パターン、周りに引き寄せる人間の性格や

種類、人生の目的、生き方、世の中における役割、

等々、一家や家系の流れについてや、国家や社会の盛

衰も対象になる。
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実践は理論によって支えられ、理論は実践によって

検証される。

算命学はある特定の個人による特定の思想ではなく、

「人間は自然物である」という基本認識であり、人間の

行動のすべてはここに規定される。

人は、太陽、月から影響を受けているとすると、太陽

系最大の惑星である木星や土星からも影響を受けて

いるのである。

木星の公転周期である１１．９年≒１２年周期で人間

の運勢が変化する。

土星の公転周期は、２９．５年≒３０年であり、１２年

と３０年の最小公倍数である、６０年＝還暦ということ

になる。
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算命学はもともとは占いを目的にしてできたのではなく、「人

間とは何か？」「自分はどう生きていくべきなのか？」といった、

極めて具体的かつ主体的な問いをもとにできた考えるための学

問なのである。

人間が生まれながらにして授かったエネルギー、これを宿命

という。

人間は、この宿命的に授かったエネルギーを一生背負いなが

ら生き続ける。

宿命は変えることのできないエネルギーであり、人間が生涯

所有し続けるものである。

この宿命が、個人の性格・才能・適性・行動パターン・雰囲気・

人間関係・その時々のテーマ・人生行程等々、人間の様々な要

素を構成するもととなるエネルギーということになるのだが、そ

のエネルギーをどう使うかまでは決まっていない。

宿命的に授かったエネルギーをどう使うのか、それは本人の

自由である。

宿命的に授かったエネルギーを自分の意思で行使すること、

これを運命という。

したがって、宿命は変えられないが運命は変えられる。
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宿命的に授かったエネルギーを自分の意思で行使する際、す

なわち人間が自らの運命を歩んでいく際に極めて重要となって

くるのが、自分の置かれた環境である。

環境とは、自分をとりまく様々な人間関係や社会集団、家庭・

友人・職場・業界・国家・その他身の回りにいる人間・・・等々

これら様々な要素により、自分の努力いかんにかかわらず、

自分の宿命が生きてくるかどうかが決まってくる。

ここでは、主体性の発揮による運命の行使は必要となる。

積極的にこの厳しい現実をひきうけ、あえてこの汚い世の中

にどっぷりつかってでも、自分に課せられた役割を全うするとい

う宿命を消化することが重要である。

宿命の消化をより円滑にすべく、自分を知るためや他人を知

るために、算命学を積極的に活用することが重要であり、わけ

もわからずに占い結果に従うことではない。

算命学の鑑定では、過去を振り返って、当たっていれば宿命の

消化方法は間違っていませんが、はずれていれば生き方の再

検討が必要です。
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算命学の発祥は、それまであった陰陽五行思想および、運命予測の技術をまと

めた、中国春秋戦国時代の鬼谷子に始まるとされる。

算命学は、中国大陸を統一した秦の始皇帝が権力を握ると、秦王朝内部だけの

秘伝とし、宮廷の外には一切出さないようになり、王朝お抱えの占い師達によって

のみ命脈を保たれる一子相伝の運命学となった。

そして、国が亡んでも次の王朝に受け継がれていく運命をたどり、漢代から隋唐

の時代に至って、陰陽五行説は干支五行説として成熟していく中で、算命学は天

文暦法を原理として発展している。

日本では、平安時代に天皇家と高野山に伝えられたとされ、最近では、第二次世

界大戦後の中国で共産党革命が起こり、伝承者であった呉仁和が、日本の長崎に

亡命して伝えられたとも言われている。

算命学の特徴は、単に哲学・思想学のみならず、その思想性を立証する実証部

門として運勢学（占術）を備えている点にある。占いは当てものではないのである。

算命学では、人間・社会・自然・宇宙といった事柄を単に観念的に語るだけでは

なく、生きた現実の事柄としても徹底的にとらえることから、自分自身の人生に関

する様々な事柄にも波及させるのである。

自分の性格・才能、日々の言動や立ち振る舞い、無意識の行動パターン、周りに

引き寄せる人間の性格や種類、人生の目的、生き方、世の中における役割、等々、

一家や家系の流れについてや国家や社会の盛衰も対象になる。

これらに関する具体的事実によって、理論が検証されるのである。

実践は理論によって支えられ、理論は実践によって検証される。

算命学はある特定の個人による特定の思想ではなく、「人間は自然物である」と

いう基本認識であり、人間の行動のすべてはここに規定される。

人は、太陽、月から影響を受けているとすると、太陽系最大の惑星である木星や

土星からも影響を受けているのである。

木星の公転周期である１１．９年≒１２年周期で人間の運勢が変化する。

土星の公転周期は、２９．５年≒３０年であり、１２年と３０年の最小公倍数である、

６０年＝還暦ということになる。

算命学はもともとは占いを目的にしてできたのではなく、「人間とは何か？」

「自分はどう生きていくべきなのか？」といった、極めて具体的かつ主体的な問

いをもとにできた考えるための学問なのである。

人間が生まれながらにして授かったエネルギー、これを宿命という。

人間は、この宿命的に授かったエネルギーを一生背負いながら生き続ける。

宿命は変えることのできないエネルギーであり、人間が生涯所有し続けるもの

である。

「宿命｣は変えられないものだから､変えられる｢運命｣を動かしていく必要があ

る。

例えば自分の才能や資質､寿命などが｢宿命｣に当てはまる｡

そして「環境｣とは自分の外側にあって変えられないものである。

例えばご自身が生まれた親や世代､国などがそれに当てはまる。

但し､今までの環境は変えることができないが､これからの環境を選択していく

ことは可能である。

一個人に与えられた｢宿命｣と｢環境｣は全員が違う。

重要なことは.それらに見合った｢生き方｣をすると、運命が上がるということで

ある。

算命学では､ご自身の持つ宿命をまず知ることから始まる｡

また､ご自身の持つ宿命と環境を生かすための生き方にはどのようなポイント

があるかを学んでゆくことで人生をより生き易くなってくる。

宿命を知り､環境と生き方を改良していくことで「運命は変えることができる」の

である。

宿命は先天的に与えられた才能資質である｡

宿命はご自身の持ち味であり、星そのものに良い悪いはない｡

その普遍的な宿命と、日々の生き方が絡み合い､人生の体験そのものである

運命が決まる｡

鑑定ではご自身の宿命を知り、どのようにしたら運命が向上していくのかを理

解できる。

また現在抱えている課題があれば､宿命から課題解決のヒントを得ていくこと

が出来る｡

算命学について
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算命学のビジネスへの応用法の例

（重要）
コロナ禍では直感での経営が強いられることが多い。
「直感と算命学での根拠」の組み合わせの親和性は高い。

………………………………………………………………
中小企業においては、経営者の影響がもっとも大きく表れること
になる。

経営者の大きな役割は意思決定であり、複雑化する社会におい
ては、状況分析も難しく、非常に困難を伴うようになってきている。

経営者の意思決定は、経営学の○○理論といった、事実に基づ
く冷静にかつ客観的に分析した案をもとに行われるものではなく、
経営者の理念、モラル、哲学が大きく影響し、直感に導かれるよう
な非合理的意思決定が多い。

さらに、トラブル発生時に緊急に措置をしなければいけない場合
など、合理的判断をする材料も無いままに、決断しなければいけ
ないことも多い。
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算命学のビジネスへの応用法

人知を超えて未来を予測する場合、算命学は、１つのヒントを

与えてくれる場合が多い。

リスクを負いながら事業を営む経営者にとって、自分とは何者

か？ どんな状況にあるのか？ という客観的に見た運勢を、

知っているか知っていないかでは、大きな違いになってくる。

なぜ何千年も伝わったのか？を、身をもって体験すると良い。
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算命学のビジネスへの応用法

当たることが多いため、鑑定結果を元に、将来ではなく、まずは過去を
振り返って検証してみることが重要になる。
これを元に、自分自身の将来を知れば、全く知らずに人生計画を立て
るよりは、もっと上手な人生設計が立てられるようになる。

会社の生年月日である設立日（法務局での登記日）を知れば、会社自
身が持っている運命リズムも分かるようになる。
上場会社であれば、社長の生年月日も公開されている。
会社の場合は、利益を生み出す母体として見るケースが多く、算命学
では女性として見ます。
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算命学の利用方法の例

(1) 仕事で、自分が気をつけるべき点を意識すること
で失敗などを回避する。
→ 年運・月運と、その時の支配星で割り出す。

(2) 自分と部下や上司との関係を時系列で知る。
→ 相性の位相法で、関係性の時運を知る。

(3) チーム構成の設定、人事や後継者の選定に使う。
→ 五行図、宇宙盤、位相法の３つの相性を知る方法を使う。

(4) 重要な契約日などを決める。
→ 六星占術の年運、月運、日運を参考にする。
→ 契約日を生年月日として今後の発展を知ることが可能

(5) 社員に将来設計させることで、その日暮らしから脱却する。
→ 六星占術での簡単な年運を基に人生設計をする。
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算命学の利用方法の例

(6) 株式の投資の参考にする。
（社長の生年月日と会社の登記日から割り出す）
→ 年運から天中殺などのリズムを知って投資する。

(7) 業績評価に利用する。
好調期の人には大きく設定し、不調期の人には準備運動
を評価する。
→ 年運から天中殺などのリズムを知って目標設定する。

(8) お客様の状況をもとに営業に使う。
（お客様の購入時期が重要になる住宅販売などに使う）
→ 天中殺時期を避けて、種子か再会の時に勧める。

(9) お客様の来店誘導のコミュニケーションツールにする。
（美容室やネイルサロンなど）
→ お客様との宿命表を基にいろいろな相談に乗れる。
→ タロットカードや手相も有効な手段となる。
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算命学のビジネスへの応用法

鑑定としては、算命学、手相術、タロットカードなどたくさんあるが、なぜ何千年も
伝わったのか？を場合に応じて、身をもって体験すると良い。

簡単な算命学でも当たることが多いため、鑑定結果を元に、将来ではなく、まずは
過去を振り返って検証してみることが重要になる。

これを元に、自分自身の将来を知れば、全く知らずに人生計画を立てるよりは、
もっと上手な人生設計が立てられるようになる。

また、会社の生年月日である、法務局での登記日を知れば、会社自身が持って
いる運命リズムも分かるようになる。

企業を取り巻く環境には、外部環境と内部環境がある。

企業は、外部環境に適用しながら、内部環境の経営資源である、人・物・金を組

み合わせながら営利を目的として、商材の生産と販売を継続的行う組織である。

この中でもっとも高い人件費を占める「人」が重要であり、その中でも、経営者が

中心的役割を演ずることになる。

企業の中でも特に中小企業においては、経営者の影響がもっとも大きく表れる

ことになる。

経営者の大きな役割は意思決定であり、複雑化する社会においては、状況分

析も難しく、非常に困難を伴うようになってきている。

経営者の意思決定は、経営学の○○理論といった、事実に基づく冷静にかつ

客観的に分析した案をもとに行われるものではなく、経営者の理念、モラル、哲

学が大きく影響し、直感に導かれるような非合理的意思決定が多い。

さらに、トラブル発生時に緊急に措置をしなければいけない場合など、合理的

判断をする材料も無いままに、決断しなければいけないことも多い。

その場合は、人知を超えた何か目に見えないものに支配されていることを、実

感する経営者も経験を積むほど多くなってくる。

人知を超えて未来を予測する場合、算命学は、１つのヒントを与えてくれる場合

が多い。指導的立場にある人ほど、算命学に頼るケースが多いものである。

リスクを負いながら事業を営む経営者にとって、自分とは何者か？どんな状況

にあるのか？という客観的に見た運勢を、知っているか知っていないかでは、大

きな違いになってくるものである。

どうせどうなる
か分からないの
だから…

タロット
カードで
占ってみ
よう。

事前に知って留意するのと、何も知らずに突き進むのでは大違い！

自分や会社の
将来設計をす
ると気が楽だな
あ。

時間軸

算命学の利用方法は下記の通りである。

(1) 年と月で、自分が気をつけるべき点を意識することで失敗などを回避する。

(2) 自分と部下や上司との関係を時系列で知る。

(3) チーム構成の設定や後継者の選定に使う。

(4) 重要な契約日などを決める。（どこでもよければ、良い日がベター）

(5) 社員に将来設計させることで、その日暮らしに陥らないようにする。

(6) 株式の投資の参考にする。 （社長の生年月日と登記日から割り出す）

(7) 業績評価に利用する。

（好調期の人には大きく設定し、不調期の人には準備運動を評価する。）

(8) お客様の状況をもとに営業に使う。

（お客様の購入時期が重要になる住宅販売などに使う）

(9) お客様の来店誘導に算命学を使う。（美容室やネイルサロンなど）
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http://www.webyou2.jp/3mei/sanmei.html

鬼谷算命学のサイトを使います。

拡張版で見ます。

今回使うところ

五行

宇宙盤 陽占
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「木」のグループ
「大樹（陽）」「草花（陰）」

「火」のグループ
「太陽（陽）」
「灯火（陰）

「土」のグループ
「山岳（陽）」
「大地（陰）」

「金」のグループ
「鉄（陽）」
「宝石（陰）」

「水」のグループ
「海洋（陽）」
「雨露（陰）」

陽

陽

陽

陽

陽

陰

陰

陰

陰

陰

五行の内訳
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参考： 十二支配当図

冬の草
水草の意味

根無し草なので故郷には住めない

木の陰で草

六十花甲子の基礎
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お互いに助け合い、お互いを牽制しあう構図は、チーム構成において重要で

ある。会社のチーム構成について、これを念頭に置くと失敗しにくい組織単位を

形成できる。 「知っている」と「知らない」では大違いである。

（例） 上記の児玉家の場合は、５人家族で、木・火・土・金・水のすべての要素

を持っているため、非常に仲の良い家族になっている。



39

五行図の様式

○○さん

○○さん

○○さん ○○さん

○○さん
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甲木：
まがったことの嫌いな正直な人です。
人生のペースもまた、ゆっくりとしたものでしょう。
性格は、おっとり、のんびりしているようですが、独立独歩の気概に富ん
だストレートな剛直さももっています。

周囲の人が何と言おうと、自分が納得しない限り、「我が道を行く」で、
ちょっとやそっとで主義主張を変えることはありません。
結論を出すのに手間をとっているうちにチャンスを逃すようなこともないと
はいえません。

納得のいくペースと方法で、失うことのないファイトを胸に、一途な姿勢で
着実に目的へ向かって進んでいく人です。大器晩成タイプ。

人生に、あせりは禁物です。年齢を重ねたり、立場的に力をもつようにな
ると、もともとがリーダー型のあなただけに、独断専行、ワガママになりや
すいので気をつけましょう。ぬくもりのある温かい人柄が人々を惹きつけ
るのです。

医学・宗教・学問などを通じて、人助けにつながる世界でその力量をより
強く発揮するとされています。

五行の解説



乙木：
もの柔らかな優しさの中に、したたかなシンの強さを秘めた人です。
単独ではなく、集団の中でこそ、その個性や魅力を生かしていける利点があ
るでしょう。

天性のソフトムードが親しみやすさとなり、どんなグループの中にも自然にと
け込み、どんな人とも協調し合って仲良くやっていくことができるのです。
社交性はありますが、かといって馴れ合うだけで他の人の言いなりになってし
まうような人ではありません。

ただし、内面が強いといっても、この人の強さは、受け身であり、受動的。
守り型で、攻撃的ではありません。
あなたは物事を急いではいけません。
もともと破天荒なところはない人ですが、それでも早く何事かを成就しようとす
ると、内面の不安定を生み出すばかり。

あなたは、あなたのペースでいるだけで人々を和ませ、憩わせ、楽しませ、そ
の環境や人々を豊かにする中心となる花の精なのです。

もし気をつけることがあるとしたら、草花の人は外面がもの柔らかでスローな
ため、押しの強さや進取の気概に欠けるきらいがあります。

しっかりしているのに「ハッキリしない人」だと見られるかもしれませんから「イ
エス」「ノー」は明確に出しましょう。



丙火：
あなたは、温かい心で人々を包む、楽しい人です。
現世的なこだわりや欲といったものが薄く、どこか浮世離れした鷹揚さをもって、
のんびりとしたところがあります。
あなたは、ただそこにいるだけで環境や人々に明るさをもたらしていく力を天性に
もっています。
与えることが使命のため、自分自身のエネルギーを表現することをそのまま喜び
とし、趣味が広く、人生や物事を楽しもうとする遊び心の持ち主です。
エネルギーとして、ものを温めたりとかしたり、育成したりする力が大きいため、
人々に与える影響も大きいでしょう。

その陽気な性格とあいまって、きらびやかな存在感をもつ人といえます。
そんなあなたの弱点は、恒常性、忍耐心が弱いところかもしれません。
スピードがある点は長所ですが、我慢や努力といった地道なことの積み重ねは
苦手なタチでしょう。

器としては大きく、人間性も豊かで、決して敵をつくらない、内も外も正直な性格
です。しかし、１つのことをじっくりと根気よくやり続け、コツコツと地道に関わって
いかなければならないことも人生にはあるもの。
自然体はいいのですが、深く掘り下げていく生き方も嫌わないようにしてみましょ
う。たとえば人間関係も、苦手な人を表面的にやりすごすのではなく、お互いに
理解し合えるような交わりをしてみることです。
人に求めるのではなく与えることによって自分の使命を生かせる運命が開かれ
ていきます。そのことを大切にしていつも輝きを失わない生き方をしてください。



丁火：
優しく、情熱的で、感受性の鋭い人です。

本質的に一抹の孤独感を秘めながら、外に対して明るさと熱とを
放ちつつ燃えていきます。

ホットで同時に、デリケートで傷つきやすさをもっている、と同時に
ハツラツとしていますが、もろい人です。仕事に、趣味に勉強に、
燃える対象に出合ったらひたすらまっしぐらにのめり込んでいくが、
すぐに情熱が冷めてしまい、長続きしません。

敏感で才気煥発ですが、気は短くて、結論を出す早さもベスト。
何事もスピードが身上ですから、イヤなことを耐え忍んで頑張った
り、コツコツ地味な努力をするのは至難の業です。

気持ちの変化が早く、のめり込んだり落ち込んだりと、その感情
や人生の起伏は、激しいものがあるでしょう。

直感に秀で、芸術的な才能、表現力が豊かですので、好きな道で
根気よく自己実現を心がけましょう。



戊土：
あなたは、ゆったりとして、懐の深い人です。
人に頼られることが多く、実際にとても面倒見のよい世話好きともいえ
ます。
自分の方からテキパキ行動するタイプではありません。
むしろ周囲の人が動いてくれるでしょう。
奉仕精神に富んでいますから、「ノー」とは言えずに、親切に、気前よく
できるだけのことをするのです。

非常に現実的で、計算に強く、商売向きといえます。
守り型の人ですから、安全志向で頼りになります。欲張りというわけで
はないのですが、無意識のうちにソロバンをはじいてしまうところがあ
ります。
いくら人が自然にやってくるといっても、運命は自分で関わっていくこと
によって、改善することも、切り開くこともできるもの。
人間関係も仕事も勉強も恋も、時には自分の方からも働きかけ、積極
的に動かなければ、チヤンスを逃すこともあります。

夢やロマンはあるのですが、リアリストの傾向が強いでしょう。
しっかりしてたくましい反面、あまり現実的に割り切っていくと、豊かな
世界が広がりません。どんな人にも親切で、博愛を衆に及ぼすパワー
のあるあなた。日常生活の中でも、人生の大事の時でも、どうか惜し
みなく、その大きな愛を与え、人々を守っていってください。



己土：
一見、目立たない地味なムードをもつ人ですが、実際には内面にじつ
にさまざまな才能をもっています。
あなたにも人を育てる能力があります。

人生の歩みも性格もじっくり型。動きはスローテンポですが、その天性
の忍耐強さが、じつに有効に働いて、安定した堅実な人生を築きあげ
ることになります。
最初は「縁の下の力もち」となるでしょう。

冒険は苦手、テンポの速いものに合わせることも苦手。状況や人に合
わせる臨機応変さも身にそぐいません。
むしろ不器用なまでのたくましさ、真面目さが身上です。

表面は柔らかですが、シンが強く、善良でキチンとしたところをもつ「平
和型」。
探究心や研究心が旺盛です。
しかし、自分を容易に変えないところがあり、命令や束縛は嫌います。



庚金：
あなたは、強くてたくましい意志をもった、行動力のある人です。

本当に役立つ、有益な人間となるには、多くの試練をくぐり抜ける必要
があります。ラクをしていると、ただの気が強い人です。

「苦労は買ってでもしろ」という言葉は、あなたのためにあるようなもの。
自分の使命を生かし、運命をよくする方法だと思って実行しましょう。
もちろん、元来打たれ強いタイプ。
ちょっとやそっとの困難で、音をあげることはないはずです。

気が短くて攻撃的なところがあり、ケンカっ早い人が多いものです。そ
して苦労を知らない人なら、単なる気の強い人というだけになりかねま
せんから、意識して自分自身を錬磨することが大切です。

基本的には、裏表がなくて、まっすぐでサッパリとした性分。
あまりゴチャゴチャ考えるということが苦手で、ある種の単細胞型人間
といえます。何にせよ、物事を深くじっくりと考えることが不得手。
それでいて何事も白黒をハッキリさせないと気がすまない直情径行型
です。
実際に動くことによって、自己の使命を生かす必要がある行動派です
から、逃げずに、自ら進んであなたという大器をつくりあげましょう。



辛金：
プライドが高くて、自意識、美意識の強い人です。
純粋で傷つきやすくナイーブ。
自尊心が高く、目立ちたがりなところもあります。

神経は研ぎすまされて細やかで、敏感でよく気がつくだけに短気で
す。
激しい気性と傷つきやすいもろさが同居しているうえ、人の思惑を
気にするので、内面の疲労は大きい。

もっと自分をリラックスさせて、自然体になること。
欲がなくて、時には実を捨てても名をとるタイプ。



壬水：
美しい夢と度胸のよさを合わせもつ人です。
いつも動いて１ヵ所に留まっていることが苦手な人でしょう。
基本的には、クールな知性派。

頭がよいので物事を論理的にとらえられる人ですが、それにとら
われることのない、自由奔放な改革心と、束縛やワクからはみ出
た自由な精神をよしとする行動の人。

冷静さをもって人の内奥や、物事のウラを見抜く洞察力と知恵の
持ち主です。
つねに何か目新しいものを求め、また、これと決めた目的のため
にはものすごいエネルギーを使い、忍耐力を発揮します。

創造力、芸術性も高く、それも既成の概念からはみ出した、奇抜
でユニークなものをつくり出す可能性が大です。
習得能力も高いため、もの知りの人が多い。

自分の感情をコントロールする理性的な力が強いので、内面をあ
かさない、何を考えているのか判りにくい印象を人に与えること
があるかもしれません。



癸水：
あなたは、物事を論理的にとらえる、もの静かな知性派です。
人々の心に恵みの潤いを与えることのできる優しい人です。
そのせいで、あなたに甘えたり、頼ってくる人も多いはずです。
とりわけ年下の人に慕われてあなたが世話をやいたり、アドバイスを与え
ることとなるでしょう。
慈悲の心は母性愛に通じますから、男女を問わず、人を育て、導く教育の
才能に恵まれています。
あなたは、どんな環境や、どんなタイプの人にも、とりあえず順応すること
ができるでしょう。
かといって決して弱いというわけではなく、それどころか、長い時間をかけ
て石の上に落ち続け、穴をあけるほどの強さも秘めています。

どちらかというと古風なタイプで、自分から進んでとんでもない冒険はしな
いでしょう。世間的な常識から大きくはみ出すこともしないでしょうし、正統
派の伝統あるものや、学歴・格式なども内心気にするところがあります。
また、あなたが従う人物、師や上役によって、将来の運命が大きく変化す
るのが特色ですから、思い込みや理屈ではなく、人の本質を見抜く目を育
てることが大切です。
心配性で、小さなことが気にかかって落ち込みやすいところがあります。落
ち込み防止法としては、時としてネガティブになりがちな思いを、ポジティブ
に持ち上げていく心の修行をすることです。
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五行 陰陽 十大主星 星が示す意味

木性

陽 貫索星
頑固で自我心が強く、一度決めたことを曲げられません。
独立心も旺盛で、集団行動よりも単独行動を得意ですが、集団を組むときは中心になって行動しようとします。
マイペースですが、自分を守ることには人一倍神経質だし、努力もします。

陰 石門星
社交性に富んでいて、集団の中で統率力や説得力を発揮します。
人付き合いが良いタイプですが、個人的に深入りすることは避けようとします。
また上下関係を無視して動こうとしたり、内面には反骨精神を持つ気の強い性質もあります。

火性

陽 鳳閣星
おだやかでのんびりした性格です。無理せず自然に生きようとし、環境に順応しやすいです。
しかし内面の神経は細かく、観察力があります。心の中を隠しておくのが不得手ですが、憎めない性質を持っ
ています。趣味は多く、食べるのには困ることはありません。

陰 調舒星
多情多感な性格で、本来は心がきれいなのに、そのきれいさが汚されようとすると反発します。
ロマンチックで空想力があり、一人でものを考えるのが得意であり好きです。
心理的な葛藤が大きく、神経質ですが、時として情にもろくなりやすいです。

土性

陽 禄存星
親切でやさしく、人当たりが良いため人気も得やすいです。また愛情にあふれ、他人のために奉仕の心を表し
ます。愛情を胸に溜めておけないのと同様、お金を貯めるのは不得意です。
ただし、考え方は現実的で、お金をどんどん動かし利を生もうとします。

陰 司禄星
平和を好み、堅実で家庭的な性格です。実力を発揮するのに時間がかかりますが、長期的な企画の才能が
あります。頼まれたことは嫌な顔をしないで黙々とやり、まわりの信用を得やすいです。
ただし考え方は現実的で損得の感覚に秀でます。

金性

陽 車輢星
行動力、前進力があり、考えるより先に手や足が出るタイプです。男性的な質と、闘争心を持ち、負けず嫌い
です。真面目で責任感は強く、白黒をはっきりさせたがりますが、裏を返すと正直者で、複雑にねちねち考える
ことは不得手です。

陰 牽牛星
まじめで名誉心や自尊心が強い性格です。常識を備え、規則や約束を守り、組織の中で力を発揮します。用
意周到な準備をしてコツコツ努力し、目的達成には粘り強いですが、実より名を取ろうとして自分を見失うことも
あります。

水性

陽 龍高星
好奇心が強く、改革心が強い性格です。不安定さを姿形に変えていろいろに出そうとするため、忍耐強く、創
作、創造性に富み、個性的な知恵を出します。現状にあきたらずいろいろなことをすすんで体験しようとするた
め、離別、放浪の星ともいわれます。

陰 玉堂星
知恵・学問の星です。古い伝統や知識を守り学ぶことで知性や知恵を発揮し、創造力、企画力にすぐれます。
また理屈抜きの愛情を出す星で、保守的な惰性と知性が同居しており、頭の中で理性的に解決しようとするも、
「まあ、まあ」と安易になる面もあります。

十大主星の概要のまとめ
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http://www.webyou2.jp/3mei/sanmei.html

鬼谷算命学のサイトを使います。

拡張版で見ます。

今回使うところ

陽占
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胸の星「中心星」
自分自身

伴星（晩年期の自分本来の生き方）

最終的には伴星の生き方を目指すのが今世の

「人生の目的、つまり使命」である。

この空欄（伴星欄）は、天中殺欠け現象を示す

ものであり、無意識に忘れてしまう自分の才覚

である。

65歳以上で開けることが妥当。

十大主星の位置

陽占の解説



十大主星の特徴の読み取り方

算命学では、原理原則を守りつつ、右脳を活用して想像力を膨らませる柔軟
さを持つと解釈が広がります。
例えば、貫索星の特徴のひとつに「頑固」とあります。
「頑固」とは、融通が利かないというような悪い意味にもなりますし、信念を貫
くという良い意味にもなります。
算命学は「良い」「悪い」の判断がありません。
一つの言葉の意味をあらゆる角度から解釈して、幅を広げていって下さい。

【表出する場所の意味】
表出する場所がどこであっても、本人がその特徴を持っているということは
大前提です。
そのことを踏まえた上で、本人の人間関係を見る時に、場所により以下のよ
うな読み取り方ができます。
北方（上）に出ていれば、親・目上、
南方（下）は、子供・目下、
東方（右）は、友人・兄弟、
西方（左）は、配偶者・補佐、
それぞれの人間関係が、場所に表出した星の特徴を持つ人であると、本人
の人間関係がスムーズになります。
また、中央は自分自身になるため、その特徴が本人により強く出ることにな
ります。



星の重複の意味

【同じ星を二個所有する場合】
同じ星を二個所有する場合は、より強くその星の特徴が表れます。
また、どの星を二個所有していたとしても、「貫索星」が一つ加わる
と考えて下さい。（貫索星を持っていないなくても）

【同じ星を三個所有する場合】
同じを星を三個所有する場合は、陰陽逆転現象が起きます。
「陰多くして陽となる」
「陽多くして陰となる」
と、いう原理からです。

時により、陰陽逆転した星が顔を出します。
ただし、もとの星の特徴が消えるわけではありません。
逆転した場合の星は以下の通りです。

貫索星 ⇔ 石門星
鳳閣星 ⇔ 調舒星
禄存星 ⇔ 司禄星
車騎星 ⇔ 牽牛星
龍高星 ⇔ 玉堂星



貫索星（かんさくせい）

【陰陽五行分類】 木性（陽）

【本能】 守備 本能（陽）

【特徴】
☆単独の守り ☆自我心 ☆独立心 ☆頑固
☆マイペース

【貫索星の世界】

貫索星の世界は、自分以外誰もいないような感覚です。
守備本能は個人の守りとして発揮されます。
特徴にある頑固さは、自分の意志、信念を守るために現れます。
自分のペースを乱さず、人生の進み具合はゆっくりです。
守りが強いため、激しい変化を好まず、何事も積み重ね、言わば長距離
選手のようになります。

十大主星の概要



石門星（せきもんせい）

【陰陽五行分類】 木性（陰）

【本能】 守備本能（陰）

【特徴】
☆ 集団の守り ☆ 和合協調 ☆ 社交性
☆ 内剛外柔 ☆ 仲間づくり ☆ 政治力

【石門星の世界】

石門星は、社交的な星です。守備本能は、集団の守りとなり、仲
間を守る、家族を守る…などの形で発揮されます。
石門星は政治家の星とも言われ、組織集団をつくるのが得意です。
協調性を発揮しながら周囲とうまく付き合いますが、心まで迎合す
るようなことはありません。
表面的には柔らかな印象を与える石門星ですが、内面は非常に
強いものがあります。

十大主星の概要



鳳閣星（ほうかくせい）

【陰陽五行分類】 火性（陽）

【本能】 伝達本能（陽）

【特徴】
☆ 直接伝達 ☆ 中庸 ☆ 楽天家 ☆ 自然主義
☆ 遊び ☆ グルメ

【鳳閣星の世界】

鳳閣星は、自然主義なので無理をすることか嫌いです。
大らかで、のんびり屋なところもあります。
ムードとしては明るくて、おしゃべりが好き。
未来に対する不安がない人です。
自然体も度が過ぎるのは良くないので、自分磨きも必要になりそ
うです。

十大主星の概要



調舒星（ちょうじょせい）

【陰陽五行分類】 火性（陰）

【本能】 伝達本能（陰）

【特徴】
☆ 間接伝達 ☆ 正義感 ☆ 反発・反抗 ☆ 孤独性
☆ 神経質 ☆ 芸術性

【調舒星の世界】

調舒星は、十大主星中一番扱いにくい星とも言われます。
とても繊細でストイックなのです。
周りを良く見ていて、敏感に何かを感じ取る感性の鋭さがあります。
特徴に「孤独性」とあるように、一人の時間を大事にします。
1人の時間を作れるよう、「孤独性」を保つ距離感が重要になってき
ます。

十大主星の概要



禄存星（ろくぞんせい）

【陰陽五行分類】 土性（陽）

【本能】 引力本能（陽）

【特徴】
☆ 自己顕示 ☆ 愛情奉仕 ☆ 回転財 ☆ 人の中心
☆ 物質・財運

【禄存星の世界】

禄存星は、他人の気を強引に引き寄せ、お金や物も引き寄せま
す。
引き寄せる力があるがゆえに、望まない気なども引き寄せます
ので、自分なりに浄化する力を身につける必要があります。
また、どんなに小さな集団だとしても中心や前に出て行くことで
星が輝きます。
禄存星の人が家に閉じこもっていては輝きません。
どんどん外に出て行きましょう。

十大主星の概要



司禄星（しろくせい）

【陰陽五行分類】 土性（陰）

【本能】 引力本能（陰）

【特徴】
☆ 用心深さ ☆ 収集 ☆ 整理整頓 ☆ 蓄積財
☆ 育てる ☆ 平和

【司禄星の世界】

禄存星は広範囲の愛ですが、司禄星は限定された愛です。
家族愛、身内愛がとても強い人です。
蓄積財の星ですので、お金であろうと、知識であろうと、コツコツと
積み重ねていきます。
司禄星は、日常生活範囲をきれいにしておくと運が向いてきます。
会社のデスク、自分の部屋、バッグの中などなど…整理整頓を心
がけて運の上昇に役立てて下さいね。

十大主星の概要



車騎星（しゃきせい）

【陰陽五行分類】 金性（陽）

【本能】 攻撃本能（陽）

【特徴】
☆ 単独の闘い ☆ 短気 ☆ スピード ☆ 一本気 ☆ 単純
☆ 正直

【車騎星の世界】

車騎星といえばスピードです。
言葉は悪いですが、のろまな人とは馴染めません。
短気、一途、素早い動き…それらの特徴の裏側にあるのは、不安で
す。
不安ゆえにじっとしていられず、動き回るのが車騎星です。
常に動き、休息のない人生となります。
行動することがこの星の輝きに繋がります。

十大主星の概要



牽牛星（けんぎゅうせい）

【陰陽五行分類】 金性（陰）

【本能】 攻撃本能（陰）

【特徴】
☆ 人の力を使っての攻撃 ☆ 知的な闘い ☆ 補佐役
☆ プライド
☆ 名誉・名声

【牽牛星の世界】

牽牛星と言えば自尊心です。
自分自身のプライドを大切にして下さい。
牽牛星は、プライド意識を持った上で、自分自身をわきまえて
もいます。
自分自身の立場、役目、役割に力を尽くします。
牽牛星の人がプライドを失っては、輝きも失います。
大切にしてこそ輝く個性を一般的な固定概念で消してしまって
は、運は上昇していかなのです。

十大主星の概要



龍高星（りゅうこうせい）

【陰陽五行分類】 水性（陽）

【本能】 習得本能（陽）

【特徴】
☆ 体験学 ☆ 好奇心 ☆ 放浪性 ☆ 忍耐力 ☆ 色彩感覚
☆ 創造性

【龍高星の世界】

龍高星は、不思議に興味を持ちます。
何かを知るために忍耐し、知るためにはどこへでも動いて行きます。
知り得た知識は、実生活や世渡りに活用します。
放浪性がありますので、フラッと旅に出たりするのが好きです。
とにかく体験したいのです。
多くを体験で学んでいき、博識ですので、そうそう騙されたりはしません。

十大主星の概要



玉堂星（ぎょくどうせい）

【陰陽五行分類】 水性（陰）

【本能】 習得本能（陰）

【特徴】
☆ 座して学ぶ ☆ 伝統 ☆ 教育 ☆ 文才 ☆ 常識

【玉堂星の世界】

体験学の龍高星と違い、玉堂星は座学の学びとなります。
正統な知恵、伝統から離れず学者のように学びます。
狭く、深く学ぶのが好きなので、特定の分野の専門家になったり
もします。
教育の分野にも能力発揮をする可能性がありますが、先生にな
るとしたら幼稚園児や小学低学年相手が良いでしょう。
玉堂星は、純粋な星ですので深めた知恵を悪知恵として使うと
神様が怒りますので要注意です

十大主星の概要



十大主星の概要

『石門星』を中心星にもつ人の性格 （集団の中で調和をもたらす社交人間）

あなたは、視野が広く、現実感覚にすぐれた人です。
友達が多くて、誰とでも仲良くできる協調性を十分にもっています。
ですから、学校や会社、集団や組織、グループなどの中にスンナリと入り、違和感
がありません。
人当たりはソフトで、統率力もあるので、人間関係も仕事もうまくやっていけます。

あなたはそのとっつきやすさから、時としてハ方美人に見られることもあるでしょう。
しかし、内面には大変堅固なものをガッチリと秘めている、典型的な外柔内剛です。
そのため外で人に見せる顔と家族に見せる顔が違う時もあるようです。
男女共、グループのリ－ダーとして活躍するのが合っていて、人づき合いも好きな
ので、独身時代も結婚してからも、マイホーム的な生活とは縁遠いかもしれません。

算命学では、石門星のことを「家出の星」「出家星」と呼びますが、実際に家出や出
家をするというのではなく、宗教心や信仰心をもつようになるということです。
説得力やリーダーシップがあるので、人脈はどんどん広がっていくはずです。

石門星は、政治力、実業家の意味もあるので、社会での発展性も十分にあるでしょ
う。協調性はありますが、シンから従順になるとか、追従することはないので、上下
関係には多少の難しさがあるようです。

女性は、家庭だけにおさまっていられないので、仕事をもったり、人づき合いの広さ
を保ちながら、そのエネルギーを縦横無尽に発揮していく人が多いようです。
妻や母としてのみに生きていくとしたら、内面に反発心をためることにもなりかねま
せんから、ぜひ、何か自分を生かす趣味や人間関係はつくっておいてください。

石門星を中心星とする人で、人体星座表の中にもう１つ石門星があれば、貫索星
が１つある場合と同じような性格になります。
つまり、グループや集団の中に入っても、どうも自分１人のような行動をとりやすくな
るのです。何となく、変わり者といった風に見られるでしょう。
鳳閣星があると動きが敏感になり、調舒星があるとおおらかさが加わります。
禄存星があると、たくましい行動力が出て、経済面で力量を発揮し、人と人との間に
あって和を生み出す才能も発揮します。

司禄星があると、家庭を大切にする気持ちが加わって、仕事面においては「大器晩
成」に変わります。車騎星があると、家庭は犠牲にしても仕事にエネルギーを注ぐ
性向が著しくなるでしょう。
牽牛星があると理性が働いて、事なかれ主義的な気持ちがプラスされます。
龍高星があると、金銭感覚はやや薄れて、芸術や創造的な方向へ行くでしょう。
玉堂星があると、精神的なバランスが整って穏やかさや安らかさが加わってきます。

『貫索星』を中心星にもつ人の性格 （がんこで独立心に富んだマイペース人間）

あなたは、１つのことにじっくりと時間をかけて取り組む、努力家。
人生における長距離ランナーです。要領のよさとは無縁ですが、定めた意志を貫く
ネバリ強さは抜群。強い信念を失うことなく、いったん始めたことを途中で投げ出す
ようなことは、めったにありません。
協調性に乏しく、人や集団のペースに歩調を合わせようという気持ちが希薄なので、
ハタ目には「頑固」とも「のんびり屋」とも映ることでしょう。
たとえ親でも上役でも、人から指示や命令をされることが大嫌いな性分。
ですから子供の時代は、言うことをきくようでいてちっともきかない、親にとっては扱
いにくい子だったでしょう。

社会人になってからも自我心が強く、言いなりになりそうでならないので上司にとっ
ては、やりにくい部下といえるでしょう。
しかし、放っておけば自分のペースで黙々と働きますし、元来が人をアテにしない
しっかりした、筋の通った人なので、長い間には人からの信用を得られます。

集団にくみしにくく、単独行動の中で、束縛やうるさいことを言われずに生きていき
たいタチですから、若いうちは友達関係も特別広い方ではないでしょう。
また、わざわざマメに人づき合いをするのではなく、気ままに気の合う人がいれば、
それで十分のようです。
貫索星を中心星とするあなたが本領を発揮するのは、ある程度のキャリアを積んだ
り、それなりの地位を得てからでしょう。
最初から宮仕えを避けて、独立自営やフリーランサーの立場で働く人もいます。
いずれにしても、年を重ね人を使うようになるとラクになってきます。

しかし、対人関係では、もともと心にもないお世辞を言ったり、その場しのぎのうまい
ことは言えないタイプですから、どんな人とも円満につき合えるというわけにはいき
ません。そのかわり、意気投合したり、信用し親密になった人とは生涯その友情を
大切にし続けるでしょう。
あなたは、ウサギとカメのたとえなら、言うまでもなくカメタイプ。
ウサギを見てあせったり、駆け出したりしてはいけません。
貫索星を中心星とする人にとっては、長い年月こそが人生のよき伴侶だからです。

貫索星を中心星とする人で、人体星座表の中に、もう１つ貫索星があれば、ネバリ
強さはありますが、非常に用心深く非行動的になるでしょう。石門星があれば、時代
の移り変わりに対して敏感になり、時間の使い方がどの星の人よりも巧みになりま
す。鳳閣星があると、健康面に明るさが加わり、人生をゆったりと進むようになるで
しょう。調舒星があると、自由業の世界ですばらしい発展をみる人です。
司禄星があると、裏表のない正直な人間性が表われます。龍高星があると、悟りに
近い忍酎力が加わる人となります。 67



『鳳閣星』を中心星にもつ人の性格 （のんきで人生を楽しむゆとり人間）

あなたは柔軟な思考力に恵まれた、おおらかな人です。精神的にリラックスしてい
て、生まれながらに、日々の生活の中で楽しむ術を知っています。
算命学ではこの星を、「子供星」といって、遊び・喜び・健康長寿の星としています。
あなたの人生はアクセク働くとか、カリカリ勉強をして名門校を目指すといったムリ
はしない、のんびりとしたものでしょう。
もともとあまり金銭や物質へのこだわりは強くなく、あればあったでよし、なければそ
れでもいいかといったところがあります。
それらのために刻苦勉励、コツコツ努力などはできません。

名誉欲や出世欲もあまりなく、「好みに合った生活がいい」と自然体で生きるでしょ
う。働いても働かなくても、食べることには困らないという生まれつきの宿命が、この
ような性格にしているのかもしれません。

おいしいものを食べ、料理に腕をふるい、趣味が広くて遊ぶことに楽しみを見出しま
す。ノンキなようでいて、大変すぐれた自由なアンテナを所有していますから、それ
を自分のものとしたら、表現力・伝達力の面で見事な才能を発揮します。
また、マスコミの世界に飛び込めば、柔軟で、偏りのない発想で自分を上手に生か
していくでしょう。
あなたは、そのおおらかさで、人から好かれ、トラブルの少ない平和な人生を創造
することができるでしょう。ネバリ強さがないのは玉にキズですが、それでも好きな
道を行けるのは、１つの徳といえましょう。
あなたは食物にツキのある人。味覚がすぐれているので、お料理の先生などに多
いのですが、食べすぎには注意してください。
肥満と縁のあるタイプです。特に秋（８・９・１０月）生まれの人は、若いうちから気を
つけていないと、中高年になってから困ることになります。

鳳閣星を中心星とする人で、人体星座表の中にもう１つ凰閣星があると、おおらか
さが減って、デリケートな調舒星の神経へと変わるでしょう。
調舒星があると和合性、協調性が加わり、禄存星があると、人のよさが強く出て魅
力が強まるでしょう。
司禄星があると、家庭的な星なので、家庭を第１としてネバリ強さが出てきます。
車騎星があると、あまり家庭的ではなくなりますが、財運が高まります。
牽牛星があると、そこにお天気屋さん的な性情が加わるかもしれませんが、誠実さ
も加わるでしょう。
龍高星があると、精神的な葛藤が激しく、神経の緊張も高まっていきます。
できれば、２つの星の才能を生かすべく、創造の世界、冒険の世界へと上手に転換
し、燃焼してほしいものです。人がやらないようなこと、大胆なアイデア、革新的な世
界などを実現するのはこのような天才肌の人です。
玉堂星があると、冷静と激情の両面が顔を出してきます。

『調舒星』を中心星にもつ人の性格 （デリケートでカンの鋭い芸術人間）

あなたは、鋭い感性とデリケートで傷つきやすい神経をもったロマンチストです。
この星の持ち主は、ふつうの人が考えつかないような、一風変わったユニークな発
想ができるため、時には歴史に残る発見や発明をすることもあります。
しかし基本的には、夢多い、感情の起伏が激しい芸術家・アーティストタイプで、ひ
と癖もふた癖もある少し気難しい傾向にあります。
音楽や文学の世界に入り、孤独を愛する人も多いはずです。

そのくせ、あなたは寂しがり屋。束縛されることやうるさいこと、面倒なことは嫌いな
ので、人の好き嫌いも当然激しく、対人関係では苦労もあることでしょう。
小さなことにこだわりすぎずに、気にしないでいけばいいのですが、敏感なだけに
他人に対してだけでなく、自分自身との関わりにも難しさがあるようです。

情愛は強く、涙もろいところがあるのですが、どうも自分を素直に表現できないタイ
プ。もともとひとひねりしたところがあって、反発反抗心が強く、親を手こずらせるこ
とも多い幼少期だったのではないでしょうか。

この星には「宗敦性」という意味もあるほどですから、この星の内奥には、豊かな慈
悲の心が潜んでいます。それが美点として人々や世の中で発揮されれば、人の気
持ちを繊細に汲みとることのできる聖職者ともなるでしょう。

いずれにせよ、積極的に明るい気持ちで生き、喜びや楽しみ、苦しみや悩みなどさ
まざまな体験を豊かに重ね、人間的に向上していくことが大切です。

調舒星を中心星とする人は、その主精によってそれぞれ異なる才能があります。
あなたの主精が『樹』か『花』なら、あなたは芸術的才能が豊かな人ですから、その
方面に磨きをかけることをおすすめします。
『陽』か『灯』なら、ユニークな発明発見の才能に恵まれているはずです。
『山』か『土』なら、算命学では「土金育秀」といって教育畑で大変すぐれた能力を発
揮します。
『鉄』か『宝』なら、知能指数が高いとされているので、頭脳明晰な人。
エリートコースヘの可能性がある特殊な星です。
『海』か『雨』なら、大衆性のある芸術の分野で発展できる可能性をもっています。

あなたの人体星座表の中に、もう１つ調舒星があったら、健康に十分留意してくださ
い。芸術・哲学・宗教の世界で必ず才能が発揮できます。
禄存星か司禄星があったら、現実世界での力量があります。
車騎星があると直情的な面が強まり、牽牛星があると経済感覚が衰え、龍高星が
あると海外を目指すとよいでしょう。
玉堂星があると不満が多くなるので要注意です。 68
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『禄存星』を中心星にもつ人の性格 （愛情豊かでしっかりした『現実人間』）

あなたは、大変面倒見のいい親切な人です。義理人情に厚くて、困っている人を見
殺しにすることはできません。
「ボランティアスピリット」の持ち主で、その愛情には、肉親と他の人々との分け隔て
はなく、どんな立場のどんな人にも平等に分け与えることができます。
人のために役立つということが、あなたの喜びであり、あなたの使命を果たすことに
もつながっていることでしょう。

「与える」という意味のこの星は、ただ愛情だけではなく、お金とか時間といったもの
も含みますから、「気前がいい」とか「出費がかさむ」という意味も入っています。
お金はためるより使う方が好きなタイプですが、それに見合った収入もあって、一生
を通して経済的に困窮するような苦労は少ないでしょう。

回転財という意味合いから、事業を起こしたり、商売をしたり、また金融の世界とも
縁の深いものがあり、銀行員・会計士・税理士といった職業につく人もいます。
大金を動かすことができる人ですが、基本的には安定志向が強く、たくましくて頼り
になる人です。

ただし、あなたにとって関心のあることは、日々の生活を充実させることです。
夢やロマンチックなムードといったものは薄いのですが、ゆったりおおらかな魅力で
同性はもちろん異性も惹きつけることでしょう。
根が親切なので、恋多き人生となる人も多いはず。

器用に思考を変えることはできないでしょうが、目前に迫った苦難を処理する力量
は十分にあり、家庭でも、人間関係でも平和で穏やかな状況をつくり出していく人で
す。

中心星が禄存星で、主精が『樹』の人は、現実的に人を肋ける職業につくのが天命
とされ、医師、薬剤師、薬品関係、看護師、治療師、鍼灸師などに多く見られます。

禄存星を中心星とする人で、人体星座表の中にもう１つ禄存星があったら、頑固で
真面目に人生をコツコツと歩む人となり、その信用も同時に育てていくことでしょう。
司禄星があったら、財運に強さが加わりますが、恋人星の禄存星と妻星の司禄星
の両方があることになるので算命学では「妻妾同宮」といって、男性にとっては「女
難」の意味がプラスされます。女性には必要以上に優しくしないことです。

牽牛星があったら、品格が加わり、人生のペースはゆるやかになります。
龍高星があると、非常にお人好しになりますが、本来は「愛情奉仕」の禄存星と「血
を見る度胸のよさ」の龍高星が同宮するので「外科医」が天命とされています。
玉堂星が加われば、子孫繁栄とされ、母性愛が豊かで大変穏やかになります。

『司禄星』を中心星にもつ人の性格 （家庭的で誠実な『コツコツ人間』）

あなたは、地に足のついた考え方をする、とても堅実な人です。
ふだんはどちらかというと控え目で、地味な人でしょう。しかし、イザという時には、
あわてることもなく底力のあるところを見せてくれます。
この星がある人は、日々の生活の中で、小さな努力を重ねることが自然にでき、人
生に必要なあらゆる力をつねに蓄積し続けているからです。

大きな夢や、ロマンを抱くわけではなく、人生をあわてず、急がず、その日その日を
力いっぱい、できるだけのことをしていきます。
当然、お金も無駄遣いを避けて、コツコツと蓄えていくタイプ。
かといって決してケチン坊なのではなく、生き方のどこにもムリがありません。
もちろんお金だけではなく、司禄星には、「家庭」「愛情」という意味もあります。
ですから長い時間をかけて蓄積していくものの１つに「家族への愛」があります。
子供が何人いても、どの子供にも、公平に、優しさを注いでいきます。仕事をもつ人
であれば、日頃の人間関係やキャリア、信頼なども地道に積みあげていきます。

しかし算命学では、司禄星の本来のよさが表われるまでには４０年かかるといわれ
ます。そんな星をもつ人の人生はまさしく「安全運転」で、受け身でゆっくりと進んで
いくでしょう。しかしあせることはありません。
気負いもてらいもない、細やかな優しさの蓄積が、現実的なゆるぎのない信用にな
り、安定した人生を着々と築きあげていくのですから。

司禄星を中心星とする人の主精が『樹』か『陽』か『山』だったら、長男長女の役目を
するのが宿命です。
女性は、家庭の主婦、妻として理想的な世界のつくり主です。男性であっても、あな
たは、細やかな優しさで気さくに家事などをこなす、よい夫ではないでしょうか。

司禄星を中心星とするあなたの人体星座表の中に、禄存星がある男性は、異性関
係のトラブルが起こりやすいので、誤解を招くようなことのないようにしましょう。
もう１つ司禄星があると、現実性は最も強くなり、その反動で子や孫には精神性の
強い人ができることになります。

他に、貫索星か石門星があれば、本来、行動力には乏しく守り型のあなたですが、
動き回ることが好きになるでしょう。
近所づき合いや、お友達との交際にも忙しいタイプです。
車騎星があれば、じつにたくましく、前進あるのみの行動力が加わります。
お金の使い方も大胆。牽牛星があれば保守性が強まるでしょう。
龍高星があれば、家庭のワクを超えない程度の冒険をする人です。
玉堂星があれば、企画力と現実性が１つになって、有益なアイデアマンとして能力
を発揮できるでしょう。 69
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『車騎星』を中心星にもつ人の性格 （正直でひたむきに生きる『行動人間』

あなたは、大変行動力のある、勇敢な人です。人を疑うことを知らない純粋さもあり
ますが、直情径行型の激しい気性ももっています。
正直で、１本気で、単純で、細やかな神経を遣うことは不得手です。気が短くて、何
事でもスピーディに事を運ばないと気持ちが悪いのです。白黒ハッキリしないと気
がすまず、すぐカッとするなど、気待ちを抑えたりする器用さはありません。

親しい関係になるほど、衝突することも多いでしょうが、元来竹を割ったようにサッ
パリとした気性ですから、ポンポンと言ってしまえばあとはカラリとしたものです。
感覚的に動くタイプですから、思ったことをストレートに□にしてしまった、喜怒哀楽
をあけっぴろげに表わしてしまったなど、シマッタと後悔することも度々あることで
しょう。

じっとしていられない働き者で、いつもせわしなく動いているといった人生を選択し
そうです。多少おっちょこちょいで勇み足になることがあり、用心深い人や思慮深い
人たちをハラハラさせることでしょう。
しかし、これほど無欲で、逆境を恐れぬ勇敢な星もありません。

体験を通して、実力をしっかりと身につけるタイプですが、理屈抜きにシャープな才
気が働き、男女共に活気あふれた魅力をふりまくでしょう。
男性は営業マンやスポーツ万能タイプでキビキビした「ヤリ手」。
女性なら、デリカシーに欠けるところもありますが、いわゆる気っぷのよい姐御肌。
いずれにしても損得勘定抜きのスピード人生を走る、短距離ランナーです。

苦手なことは、地道にコツコツと積み重ねることや、長時間静かに考えること。しか
し、忍耐力が養われれば、まさに「鬼に金棒」となります。

あなたの主精が『樹』か『花』なら、宗教性を内に秘めています。
『陽』か『灯』なら、現実的にたくましい人ですが、決断があまりにも早くて、ハッキリ
しているので、ホット型なのに冷たいと見られることもあります。
『山』か『土』なら、農業・牧畜・土木・植物など、自然と関わる世界が合います。
『鉄』か『宝』なら、プライドが高くて人間関係が難しくなりがちなので気をつけましょ
う。『海』か『雨』なら、世に出ないところで働くタイプ、裏方さん的な世界が合います。

車騎星を中心星とする人で、人体星座表の中に牽牛星のある女性は「官殺混雑」と
いって、男性に大変モテるタイプ。車騎星がもう１つあると神経はかえって繊細にな
ります。鳳閣星か調舒星があると１見おおらかさが出ますが、心中には神経質な面
が加わるのでストレス発散を上手にしましょう。
禄存星か司禄星が加わると、短気な車騎星にネバリ強さがプラスされ、知恵が出て
きます。龍高星か玉堂星があると、冷静沈着さが加わり見事です。

［牽牛］を中心星にもつ人の性格 （几帳面でプライドの高い『真面目人間』）

あなたは、正義感・責任感が強い人です。ハメをはずすようなことはほとんどなく、
常識や世間体、家柄や家風、社風などを気にして、みっともないことはしない優等
生タイプといえます。
礼儀・礼節もキチンと守ろうとしますから、品格と同時に、人からの信頼を得られま
す。真面目で誠実で、融通がきかないくらい自制心が働くので、時には面白味に欠
けるとか、気弱な人と見られることがあるかもしれません。

しかし、つねに自分がいる場や立場を全体的な目でとらえる冷静さは立派なもので
す。 人によっては、堅苦しい、息苦しいと思う人もいるかもしれませんが、キチンと
したあなたにしてみれば、ダラダラしたいい加減なことの方がよっぽど落ち着かない
ことでしょう。身近な家族や友達、恋人や配偶者、時には子供たちに、少し要求が
キツくて厳しくなりすぎるかもしれません。

しかし、その目的がハッキリしている限り、正しいと信じることを変更したりはしない
でしょう。身についた「勇気」が、柔軟性のある思考や行動を自然に導きます。
牽牛星は、もともと文官・お役人・公務員の星とされ、キッチリとした組織や社会、体
制の流れに自分を合わせていける人です。
自尊心の高さは１番で、実を捨てても名をとる人でしょう。

どちらにしても、古典的な考えや常識に従うタイプですから、時代の変化や新しい
思考に次々とついていくのは難しいかもしれません。
しかし、平和に安定した世界で生きていくことで、信用や名誉がつちかわれていくの
です。

ところで、中心星が牽牛星の人は、生まれた季節によって、特色が違います。
あなたが春（２月３月４月）生まれなら、大変柔軟性があって、司禄星がもつような
優しさが加わります。あなたが夏（５・６・７月）生まれなら、知的なことには違いあり
ませんが、野人的な面が強まるでしょう。
秋（８・９・１０月）生まれなら、タケダケしさが加わる性格になります。そして冬（１１・
１２、１月）生まれなら、大変聡明で、貴人の要素が強くなります。
また芸術や学問の才能が表われてきます。

中心星の牽牛星の他に、人体星座表の中にもう１つ牽牛星があると車騎星の要素
が加わり、短気さが出ます。
貫索星か石門星があると、努力家で表面は穏やかになります。
禄存星か司禄星があると、人情味が出るため、人間関係に穏やかさを増し、人生
の浮き沈みが減ります。調舒星があると運命に浮沈が強まり、凰閣星があると守り
型に変わります。龍高星があると、芸術や創造の力が加わり、玉堂星があると改革
と冒険心が加わります。 70
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『龍高星』を中心星にもつ人の性格 （自由を愛するユニークな『冒険人間』）

あなたは、奇想天外な面白い発想で、新しい時代をつくる人です。

常識や伝統に縛られることを極度に嫌い、自分の気分のおもむくままに、どこへで
も飛び出していく人。

つねに破壊と創造のエネルギーに突き動かされたあなたの行動は、じつにダイナ
ミック。度々周囲の人たちの気をもませることでしょうが刺激も与えます。

基本的には、反体制的で、個人主義者。あまり自分の本音は口にしないので、いま
ひとつ判りにくい人という印象をもつ人もいることでしょう。

しかし、大変に忍酎強く、貪欲なまでに強い「習得の本能」をもった努力家で、日頃
はそのユニークな内面から想像できない穏やかさで、苦しさやつらさは黙して語ら
ないでしょう。

伝統あるもの、体制、常識などに縛られることなく、つねに「斬新なもの」「夢」「ロマ
ン」を求めてやまない「冒険者」「放浪者」といえましょう。
実際、あなたは、束縛や規制を嫌い、自由を求める旅行好きでしょう。

また、動物や植物を愛し、大自然の中にいる時のあなたは、最もいきいきしている
ことでしょう。

地位・名誉・財などには、心を惹かれないタイプで、それよりは、いかにして思いの
ままになる、新しい人生を創造するかに強い関心があるでしょう。

こういう風ですから、男女ともに会社員などワクの中にはまることや、現世的な世渡
りは不得手。とりあえず勤め人をしていたとしても、心中密かに我が道を行く日を描
いているに違いありません。創作能力にすぐれているので、作家、色彩感覚にも独
自のものをもっているので、画家やデザイナー、イラストレーターなどの道もありま
す。龍高星の度胸のよさは十大主星中最高。
そのため、血をも恐れぬ、外科医には不可欠の星とされています。

中心星が龍高星で、主精が『樹』か『花』の人は、放浪性が強く、そのうえ、職業が
不安定で苦労をしやすいので、しっかりと好きな道で力をつけておくことです。
『陽』か『灯』の人は、芸術、創作の世界で花開く可能性があります。
『山』か『土』の人は進取の精神があり、アイデアが豊富な人。
『鉄』か『宝』の人は、修羅場も恐れぬ度胸のよさをもっている人です。
『海』か『雨』なら、頭のよい人なので、思想面を追究する人でしょう。

中心星の龍高星の他に、人体星座表の中でもう１つ龍高星があると、１生１業を旨
とすると見事な成果をあげられます。

玉堂星があると、不思議な芸術的能力が表われます。貫索星があると忍耐力の強
さが著しくなり、石門星があると表現力が出て社交家になるでしょう。
司禄星があると他人の援助に恵まれ、禄存星があるとドタン場の強さが増加します。

『玉堂星』を中心星にもつ人の性格 （家族思いで穏やかな『学究人間』）

あなたは、物事を論理的に考えようとする、もの静かで品格のある、理性の人です。
しかし、独創的な発想の飛躍といったようなこととは無縁で、夢を描き、空想の翼を
広げることは、得手とはいえないでしょう。
時代や常識、組織といったワクの中にスンナリと入って、穏やかで、ムリのない人生
を歩んでいこうとするでしょう。その歩みは、ゆったりとして優雅で、決してスピードを
出さないかわりに、長丁場には強いものがあります。

玉堂星を中心星にもつ人は、職業や生き方がどのようであっても、「学ぶ」ということ
と切り離すことはない人生になるはずです。
学ぶことによって、自分自身をつくりあげ、その視野を広げ、満ち足りていくからで
す。
そのため、何か関心をもったことを探究し、学ぶことによって吸収しようとする態度
には貪欲なものが見られます。
算命学では、玉堂星を「学問の星」としています。しかし、それはあくまでも伝統のあ
る正統な学問であり、古典や歴史といったクラシックなものです。流行の最先端や、
斬新なものとの関わりには、かえって無関心といえるでしょう。
「観察力」「批判力」にすぐれた能力を見せる、かなりの「理屈屋さん」です。

この星のもう１つの特色は、親きょうだいなど、身内に対する愛情の細やかさです。
度を越すと、身内と他の人とを区別し、身内への深い関わりのために、自分の人生
を見失う人さえいます。
女性は母性愛が強く、子供かわいさがつのるあまり、子離れがなかなかできない母
親になりやすい要素をもっているので、理性を失わないことです。

知恵、学問、母親の星である玉堂星をもつ人は、自分が学んだことを人に教え伝え
ていくという役目ももっています。
幼椎園の先生から大学教授まで、教育畑には玉堂星の人が多くいます。
男性は、どの世界にいても後輩や部下などに親切で、後進の指導に尽くすケース
が見られます。

中心星の玉堂星の他に、人体星座表の中にもう１つ玉堂星があると、現実的なたく
ましさが加わります。禄存星か司禄星があれば、世渡りが上手な、精神にも物質に
も偏らずにいいバランス感覚の人となります。

車騎星があると、長距離人生へと変化し、清濁あわせのむ交流ができる人となりま
す。石門星があると、新しい集団の創始者となる才能をもつ人です。凰閣星がある
と、教育に関してはどの星よりも特異な能力を有する補佐役となります。
玉堂星と龍高星がたくさんある人は、生みの親に加えて、育ての親の存在が大きく
あったことを示しています。 71

十大主星の概要
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宇宙盤の位置関係
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宇宙盤の作り方
① 円を描いて数字を入れる

干支ナンバーを出して書き込む

1250

29

六十花甲子の番号
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宇宙盤の記入様式
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1の緑のエリアに三角形が跨っている人は、本能レベルで安定性や保守的であるこ
と、継続することを特に大事に考えます。

継続力や計画力、安定性などが強みとなりやすいでしょう。

2のオレンジのエリアに三角形が跨っている人は、本能レベルで自由や革新、表現
や伝達・創造性を特に大事にします。

表現力や伝達力などが強みとなります。

3のピンクのエリアに三角形が跨っている人は、本能レベルで結果や収益、実行や
チャレンジを特に大事にします。

行動力や実行力、開拓力が強みとなります。

4のブルーのエリアに三角形が跨っている人は、本能レベルで知識の習得や学ぶ
こと、研究や分析を特に大事にします。

習得力や知性力、知識や知恵が強みとなります。

三角形が跨っているエリアのことは強みにもなりますが、跨っていない部分につい
ては弱みという訳ではありません。

またまたがっていないエリアの資質は全く持っていない、というわけではありません
ので注意して下さい。

三角形の面積が広い方の場合：
行動領域が広く、様々なジャンルに適性があるゼネラリストタイプ。

そのため仕事においても、色々なジャンルのことにチャレンジしたり、マルチタスクを
行っていく、複数の仕事を掛け持ちするなど幅広く活動していく可能性を秘めている
人です。

三角形が狭い人や1本線になる人：
スペシャリストタイプ。

得意なことや才能が特化しているため、尖った才能を生かして何か1つまたは2つの
ことを極めていくと良い人です。

人間関係においても、三角形の面積が広い方の場合、人脈を広げ色々な人と関
わっていくことで人生が好転しやすいです。

狭い方の場合には、例え表面的には外交的に振る舞えたとしても、本当に気が合う
人は少なく、狭く深い人間関係を築くことが合っている人です。

干支
番号

エリア
番号

エリア
の色

季節 強みと本能

1～16 1 緑 春 安定・継続・守備・保守

16～30 2 オレンジ 夏 革新・自由・創造・伝達

31～45 3 ピンク 秋
チャレンジ精神・実行力・結
果・収益

46～60 4 ブルー 冬 習得・知性・論理・研究・分析



77

エリアでわかる陥りやすい心理ブロック

どのエリアに三角形が跨っているかによって、陥りやすい心理ブロックも変わってき
ます。

１の緑のエリアに三角形が跨っている人は、安定や継続を大事にしますが、「続け
ることが偉い」と思いがちなので、物事を継続できないと自分を責めてしまったり、
安定していないと駄目だと思いがちになります。

2のオレンジのエリアに三角形が跨っている人は、自由や革新を大事にしますが、
「同じことを繰り返していては駄目」「さっさと進まなければ」という思い込みや心理ブ
ロックを持ちやすいです。

3のピンクのエリアに三角形が跨っている人は、動いて結果を出すことを重視します
ので、結果が出ないことについては厳しくなりやすいでしょう。
「動いて結果を出さなければ意味がない！」と思いやすいです。

4のブルーのエリアに三角形が跨っている人は、学ぶことやインプットを大事にしま
すし、勉強や研究が好きな方が多いですが、「しっかり下調べをしなくては」「完璧に
マスターしてからやらなくては」というように、学ぶことを重視するあまりに行動やア
ウトプットができなくなる可能性があります。（2や3のエリアにも三角形が跨っていれ
ば行動やアウトプットもしやすくなります）

………………………………………………………………
宇宙盤でわかる強みや価値観は、無意識や本能レベルで働きやすいものです。

三角形が右半分か左半分か？
また三角形が右半分に偏っている（エリア1,2のみ）場合と、左半分に偏っている場
合（エリア3,4のみ）によって、個人プレイが向くか、チームワークが向くかが分かりま
す。

両方に跨っている場合はバランス型と言えますが、右半分のみであれば社会的、
左半分のみであればより個人的な傾向があります。

三角形が上半分か下半分か
三角形の面積が上半分に偏っている人（エリア2,3）と下半分に偏っている人（エリア
1,4）の違いは、上半分はより現実的、下半分はより精神的となります。

両方に跨っている場合はバランス型となり、現実面と精神面、両方を重視できる人
です。

上半分に偏る場合には、精神面より現実面を重視する傾向があり、下半分に偏る
場合には、現実面より精神的な充足などを重視する傾向が出やすいです。

行動の動機が分かる

同じ行動をしていたとしても、「どうしてこういう行動をしているのか？」という動機は
違っていたりします。その思考の癖も分かったりします。
例えば、会社の営業の成績が良くて、表彰されたAさんとBさんがいるとします。

Aさんは第２と第３領域が広くて、Bさんは第１と第４領域が広いとします。

営業なので、もちろん第３領域に入っている人は得意な分野ですよね。
ということはAさんは営業が得意な事となります。
しっかりと営業をかけて、結果を出して、人に評価されるためにバリバリできます。

しかし、Bさんは第２領域に入っていないので、営業は苦手な分野となります。
しかし、新規で飛び込むより、今までのお客様を大切にして関係を大切にしたり
自分の行動の反省をして次に活かすこともできます。
家族を守るために頑張ることもできます。
そういう思いで営業という仕事に向き合っています。

つまり、同じ結果を出していたとしても、その結果になった、行動や、その動機が違
うのです。

１

２３

４

外向き

内向き

Aさん

Bさん
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相談事項と相談に至った経緯

【相談対象者と生年月日】

(1) これを書いている相談者と相談対象者との関係

(2) 鑑定して欲しい対象者 仮名でも構いません。
西暦でお願いします。

氏名 生年月日

【鑑定して欲しい内容】
何を鑑定して欲しいのか絞り込んで書いてください。
なぜ鑑定して欲しいのかも書いてください。

【相談に至った経緯と相談内容】 詳細に書いてください。



氏名（仮名可） ○○年 月 日 女性／男性

鑑定して欲しい対象者の分だけ
用意してください。



赤線は○○、緑線は○○

五行： ： ○○ ○○：○○
【自分なりの解釈】

宇宙盤：

相性が必要な場合の関係者の宇宙盤での解析
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鑑定結果

【鑑定結果】
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［○○星］を中心星にもつ人の性格

鑑定結果

六十花甲子
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① ここを下にスクロール

② ここをクリック

鬼谷算命学のサイトを使います。

http://www.webyou2.jp/3mei/sanmei.html
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③ 拡張版を利用しますの
で登録をお勧めします。

④ 上記を入力して
ログオンする。
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⑤ この画面が出たらここを
クリックしてデータ登録へ。
次ページへ

⑧ メンバーを選んで拡張版へGO
をクリック。
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⑥ ここへ登録をする。

⑦ 登録を押して、
戻るをクリック
前ページへ
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ご清聴ありがとうございました！

ご質問やご連絡はこちら ↓
kodama@isc.chubu.ac.jp

（遠慮は人生の大敵です）


