
納得・支配型－堅実（正財）
　生涯に渡って耳元でささやく行動の方向性は、納得・支配型です。つまり、何事
も納得しなければ、前には進まないタイプですので、目上や親族関係者からは、大
変に信頼できる人と見られます。危なっかしいことはせず、誠実にコツコツと責任
をもって与えられたことをやってくれます。反面、ユニークなアイデアを発案した
り、殻を打ち破るような行為をしないので面白みは感じられませんが、それが特徴
なのです。良い環境と良い目上に恵まれて、初めて才能発揮できます。この行動特
性は、なかなか表に出てくることがないので、自分でも気が付かない程度のもので
すが、生涯に渡って作用します。

■生涯変わらぬ潜在行動

■会社の中での行動特性

心の開放型－鋭敏（傷官）
　心の開放型の能力ですが、どちらかというと自分の鋭敏な才能を開放させたい、
そして人がやらないことをやってみたいという能力です。実際、トップレベルの生
意気な技術者や個性的経営者に多いタイプです。弁舌も巧みで最初に会った人を信
用させることが得意です。人を馬鹿にしたりするような言葉が出るようであれば、
自分が一番だという心があります。しかし自分の能力を開花させるために努力は惜
しみませんので、今の複雑な世の中では一芸に秀でた才能を発揮しやすいタイプと
言えましょう。早くどの分野で生きていくのかを決めることです。

人指向型-独立（比肩）
　普段の生活で、異性だからと言って、特別な扱いや考えをしないタイプです。つ
まり、友人のように気楽に付き合っていくのが得意です。しかし相手に合わせると
いうのではなく、あくまでも自分のペースで、そして自分の考え通りにやっていき
たいというタイプですから、摩擦や考えの相違が多いのは避けられません。配偶者
以外にも異性の友人は多い方ですが、あくまでも幅広い人脈の一部と考えています
。

■配偶者への行動特性

人指向型-独立（比肩）
　子供は、自分が養い、育て、躾けをし、管理するものですが、この人の場合は、
そういった支配的な考えがあまりなく、自分の仲間、友人、競争相手といった感覚
で接していく傾向があります。ですから、子供から嫌われることはあまりありませ
ん。しかし、しっかりと２０年計画をもって、新生児の段階から成人するまでの間
、細かく子供を教育していくという行動は不得手です。また意外に、子供の心情を
深く理解することも得意ではなく、強引に自分の考えを押し付けたりすることもあ
ります。

■子供への行動特性
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・青年期は　戊　要領型
  本質が山岳の人は何と言っても荒々しい山岳の如くタフで逆境に強く、少々のこ
とでは根をあげない性格です。要領は比較的良く、環境にあわせて自分を順応させ
ていくため、周囲から信頼性を勝ち取ることができます。その信頼性の内容も、即
断即決といった行動の敏捷さで実績を上げたものではなく、一度決定したことは、
最後まで辛抱強くやりぬく頑固さの実績ある信頼です。ですから、組織間の調整役
なども上手ですし、どんな職種であっても対応できる性格です。反面、単調な生活
では、我慢できなくなって新天地を求める傾向です。欠点は、要領良くやろうと考
えすぎて、強情になりやすい傾向があります。プロ野球の工藤公康投手がこの要領
型の代表例です。

■青年期の性情（独身時）

■中年期の性情（社会のしがらみができた時）

・中高年期は　辛　繊細型
　中高年の本質が宝石の人は、この時期、美しい宝石の如く、繊細で上品ですが、
見た目以上に心が傷つきやすい期間になるでしょう。そして、何かに関心をもって
しまうと、「細かいこだわり」がどこまでもでてきて、こんなにもこだわらなくて
もいいのにと周囲が驚く位です。また、先輩や友達そしてマスメデイアなどの影響
も意外と受けやすいのです。繊細な神経が生かせる環境を自分で見つけて、そこに
身をおくのも重要なことです。大胆な発想や行動が要求される荒っぽい仕事は、こ
の時期、向いていません。少々疑い深くなりますが、慎重に行動するということで
す。

・老年期は　癸　頑固型
　老年期の本質が雨の人は、この時期、雨露のように、色々なことに対し面倒見が
良く沈着冷静に行動する人になるでしょう。急激な変化を好まず、どんな事故や事
件に対しても決して慌てることがありません。言いかえれば、住所や仕事を頻繁に
変えるといったことは好みません。 着実に、物事を進めていくことができる時期で
す。奉仕的性格で、いつもにこやかな感じをうけますが、その背後では冷静な計算
がいつもあります。短所は、冷静さが行き過ぎると冷淡な行動をとる傾向があると
いうことです。

■老年期の性情（リタイヤ後の人生の時）

・戊　要領型
　要領よく、効率的にやることばかり考えていますので、いつも思考しています。
その結果、こだわらなくても良いことに、こだわってしまい、重要な本質を見逃し
てしまうこともあります。やらなくても良いような努力をしてみたり、不要な全集
をつい買ってしまうような、自分勝手なこだわりの精神です。もともと、長時間の
思考は得意な方ですが、思考することよりも、行動してみて周囲の反応を見るとい
った姿勢の方が精神の健康を得られます。甘味のある和菓子、洋菓子が健康食。甘
いものそれ自体は、代謝の過程でエネルギーとなるものですから、肉体的疲労が溜
まった場合などには、適量取ると良いでしょう。

■健康維持のためには
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冠帯
　正義感と責任感が比較的強く、異性に対しても堂々と対等につきあう傾向があり
ます。堂々と対等なレベルでつきあえないような異性には関心を持ちません。逆に
、自分より立場や社会的地位が弱い異性の場合は、自分がボスになったような感じ
で、徹底してサポートしたくなります。欠点は、異性に対し、少々堅苦しいことと
、見下すような気持ちがあるため、素直に謝れないことです。異性に対しては、気
品良く接し、オシャレですので、第一印象で嫌われることはないでしょう。貞操観
念はある方ですから、結婚後は比較的異性に関しては、浮ついた心を持ちません。

■青年期の性行動

■中年期の性行動

止（死）
　異性であろうと、同性であろうと、上下関係にある人だろうと、関係なく人間と
してえこひいきなく、自然に接することができます。つまり、好きな異性であろう
と関心のない異性であろうと態度には大差がないのです。概して、面倒味が良く、
困った人を見れば、何かと助けてあげたくなります。しかし、逆に異性から強烈に
迫られると、断ることができずに、たいていは付き合ってしまうタイプです。ベッ
ドの中でも、自分から要求することは少なく、相手の要求にこたえるだけの保守的
な行動を好みます。ですから、配偶者を、計画的にそして積極的に裏切るような行
動は滅多にしません。
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絶
　人が真似できない「ひらめき」と「アイデア」を備ていますので、なかなか他人
や異性から理解できない部分があります。自分のピンと来たものを理解し、よきパ
ートナーになってくれる異性でないと、どんなお金持ち、地位のある人でも全く関
心を示しません。ですから堅実に計画的に異性と付き合うというよりは、一時の恋
愛的な心情で関係を持ってしまったということもあります。ベッドの中でも、日に
よって態度が異なります。猛烈に燃えたり、クールであったり、拒絶したりと相手
が振り回されてしまい、悩むこともあります。このように、考えや行動が極端に変
化することが、欠点です。

■老年期の性行動



　あなたは、異性に対し、自分を飾り、良く見せようとし、スマートに付き合うこ
とが得意です。その反面、相手を心から喜ばせることは不得意で、自分の面子や格
好を気にし過ぎる傾向もあります。ベッドの上でも、少々堅苦しく無我夢中になる
という情に欠けます。相手は、異性に対し、いつも何か新鮮でないと気がすまない
気性です。だから異性関係も、マンネリはダメです。自分が尽くした内容以上の喜
びを相手が返してくれないと不満が溜まります。最悪、どんどん異性を渡り歩くこ
ともあります。あなたが、相手の欲求や我が侭に、振り回されるという関係になり
、あまり良い相性ではありません。

■性的相性

■行動相性

　あなたは鋭敏で自分の考えやアイデアなど、心の中に生まれたものを吐き出すか
のように、才能を表現したい心です。相手は、何事も商売感覚で理解し、いろいろ
な人から常に知識を吸収し、人を喜ばせることが楽しいという活動的な心です。あ
なたが細かい技術的な面でのコンサルタント的な役割をすることで、相手の才能が
開花し物心両面に成長しあえる関係です。あなたの面倒見の良さが、相手の我侭を
誘発し、自分で試行錯誤をして苦労をするという成長を阻害することもあります。
お節介は慎み、ある程度は放っておきましょう。
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十二運星の理想的配合図 通変星の理想的配合図

SK 1959/12/26

実際の十二運星配合・・ 冠帯 と 胎 実際の通変星配合・・ 傷官 と 偏財

戊戊辛癸

午辰酉亥

(冠帯) (胎)

午午子亥

丙壬丙己



・ロマンを夢見て結婚する時のリズム
　グラフの上の方は、別名「好奇心運」ともいいます。つまり、メリットがあるか
どうかはともかく、右脳的、宗教的な発想で、ピンときて、ユニークで面白いもの
であったら、飛びついてしまい、行動する時期です。この時期は、普段は思いもつ
かないような出会いがある時期です。つまり、通常の生活では、出会うことがない
ような人と出会い、そして、自分とは異質の相手に、ロマンを感じ、好奇心を感じ
、そしてそのまま夢見心地で結婚まで至ることが多いのです。結婚してみて、金銭
的な問題、生活設計の問題など現実の問題が出てくるので要注意です。

 グラフの上であればあるほど、このリズムのエネルギー指数が高いということです。
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 ロマンを夢見て結婚する時のリズム

性情：山岳型

四柱推命のリズムは、印→比劫→食傷→財→官　と順番に変わっていきますが、
どれが良いとか悪いといった理論はありません。それぞれの運のリズムにあっ
た出会いと結婚の仕方があるので、自分にあったものを選べば良いのです。



房宿 （ぼうしゅく）
　この宿に生まれし人、威徳を有し、男女を足し、銭財を豊かにす。快活にして、
一族を超越して家風を栄えしむも末を遂げざるなり。事を成すに疾速、その為に崖
より落つる如き病の危険あり。
富貴星とも言い、財を無理なく築き、大衆の望むものを直感的に見抜く力がありま
す。しかし、事を急ぐあまり、敵を作り災難に会うことも多い傾向です。事業家や
政治家を目指す星です。

■自分の２７宿

■相手の２７宿
箕宿（きしゅく）
　この宿に生まれし人、江山を遊び渉り、利潤を経営し、辛苦に耐ゆ。婦人を愛し
て病多く、酒を愛す。大人を恐れず我意強きため目上に憎まる事あり。大酒大食を
慎むべし。
弓宮の主星で、ヤクザな狩人です。見るからに狩人のような荒々しい行動特性で、
狙った獲物はどんな知略を練っても必ず落とします。しかし、一度諦めるとカラリ
としていて、次の獲物を狙います。見栄も名誉も欲せず、移動しながら商売するの
が好きです。

安・壊の関係のアドバイス
　一方は安全と感じ、一方は破壊されたと感じる、つまり、勝ち負けという意識に
なってしまう関係ですから、安・壊と言います。田中角栄と福田赳夫は、角福戦争
と言われたくらいライバルとして戦ったきたのですが、こういった関係なのです。
なぜ、戦争になるかと言えば、お互いの価値観が１８０度異なるからです。意見が
違って当然、発想が違って当然なのです。しかし異性間では、その違いが魅力とい
う感情に変化し、くっつき合うことが多いのです。ですから、お互いに議論しない
こと、自分の意見を理解させようとしないこと、相手を異性人のように考え、その
個性を別世界のものとして認め合うことによって一体となれば、大発展するのです
。

■２７宿の相性関係

宿曜経による相性診断

安・壊の関係
　この関係は、加害者と被害者というべき、ちょっと変わった関係です。良い悪い
は別として、とにかくお互いに引かれ合ってしまい、支配する側と支配される側が
明確になってしまう関係です。家庭を持って、新婚時代は、熱々のようですが、何
年かすると、支配する側は、面倒を見ないといけないという気持ちになり、支配さ
れる側は、何から何まで面倒を見てくれて安心してしまうといった関係になります
。ケンカになった場合は、破壊的なケンカにまで発展しやすいので、正面から向き
合ってケンカすべきではありません。

■２７宿からみたアドバイス
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冠帯の欠点
　自分の欠点をうまく隠しながら、常に格好良く自分を飾り、スマートに行動した
い心情があります。しかし、この欠点が現れれば、内容が伴わないのに、メンツや
プライドばかり気になってしまい、単なるお調子者となってしまいます。また、メ
ンツを保つために、ハッタリをかまして、攻撃的に攻めていくのですが、あきらめ
も早く、継続してコツコツとやっていくという行動が不得意です。また、肩書きや
家柄や学歴に異常にこだわるようになり、肩書きをお金で買うような行動にも発展
します。形や表面よりも、内容を重視する癖をつければ開運します。

■あなたの欠点

■相手の性情面の欠点
胎の欠点
　自分の分を守り、用心深く準備をしてから行動しますので失敗することはあまり
ありません。何事も独自のやり方でやらないと気が済みません。欠点が現れると、
自分の思うようにならないので、いつも不平不満が多く、愚痴っぽくなります。自
分のペースにこだわり過ぎるため、上司や目上から見て、使いにくいタイプと評価
されやすいのです。丁寧な言葉使いが苦手ですので、自分の考えを正確に相手に伝
えることがあまり得意ではありません。何事も、急ぎすぎないで、じっくり構えて
余裕を持てば開運します。

■家庭安泰の法則
○妻の収入は、夫の収入以下の方が良い。もし妻の収入が上なら、夫は男としての
プライドが立たない。天運は神→夫→妻の順に流れる。
○妻が夫を養う場合、夫がいないと生きていけないという演技をすること。
○夫婦の行為も、夫が上、妻が下が基本。夫の征服欲を満足させること。
○子供の前で、妻が夫を賛美することで、子供は親を尊敬する。
○夫は仕事が忙しい場合、なるべく自宅に持ち帰って仕事をすること。夫の存在自
体が、家庭に重要なのである。
○精神的には、女の方が強くタフである。男は、弱い生き物。自分が必要とされな
いことが分かると生きていけない。

■相手の能力の欠点

四柱推命による幸福な結婚への道標

納得・支配型（偏財）
　人の心の欲求を把握するのが得意です。生活の全てがそういった市場が求めてい
るものは何なのか？を観察する目になっていると言っても良いでしょう。何事に対
しても正義感あふれるビジネス感覚をもって、軽快に対処していくのが得意です。
しかし、欠点が現れると、利用価値のないものや自分が納得しないものに対しては
、徹底して無視します。また、現実に合うものであれば、何でも良いという感覚で
すので、変わり身が早いのです。そのため、いつも忙しく、夢やロカンがないとい
う欠点が出ます。ゆとりと余裕を持って、過去を振り返らずに、のんびりと行動す
れば開運します。
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・周囲から急かされて結婚になる時
　グラフの上の時期は、別名「独立運」とも言います。つまり、とにかく活力がみ
なぎる時ですから、他人との競争や、他社との戦いにファイトを燃やせる時です。
つまり、同僚や友人が結婚していくと、自分だけが取り残された気持ちになってし
まい、焦ってとにかく、結婚を急いでしまう時です。また、上司や親戚などが、縁
談を持ってきてくれれば、これ幸いと、その縁談に飛びついて、周囲の言うままに
、結婚にゴールインしてしまう時です。そして、この時期に結婚すると、家庭生活
を出発してみて、こんなはずではなかったと思うことがあるのです。

 グラフの上であればあるほど、このリズムのエネルギー指数が高いということです。
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 周囲から急かされて結婚する時のリズム

性情：山岳型

四柱推命のリズムは、印→比劫→食傷→財→官　と順番に変わっていきますが、
どれが良いとか悪いといった理論はありません。それぞれの運のリズムにあっ
た出会いと結婚の仕方があるので、自分にあったものを選べば良いのです。


