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相性診断技法相性診断技法相性診断技法相性診断技法

四柱推命

紫微斗数推命

宿曜経

結婚運・恋愛運結婚運・恋愛運結婚運・恋愛運結婚運・恋愛運
の鑑定方法の鑑定方法の鑑定方法の鑑定方法
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配偶者の位置はどこか？配偶者の位置はどこか？配偶者の位置はどこか？配偶者の位置はどこか？

長生長生墓沐浴

寅寅戌卯

壬壬戊乙 日支が配偶者の位置

つまり、本人の肉体の位置が配偶者
ということです。本人と配偶者の関
係は日干と日支との関係でみます。

１．日干と日支との関係で、十二運星を出す。

本人の行動の癖、習慣的なものが、十二運星ですが、それが、結婚生活でどのよ
うな影響を及ぼすかを見ます。

２．日干と日支の蔵干の関係で、通変星を出す。

配偶者がどういう人なのか？ 配偶者にどのように接するのか？ をみます。

蔵干は、余気 中気 正気 と３つありますが、どれを採用するのか？ は、優先順
位があります。
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日支の蔵干の優先順位日支の蔵干の優先順位日支の蔵干の優先順位日支の蔵干の優先順位

長生長生墓沐浴

寅寅戌

辛丁戊
傷官・印綬・比肩比肩比肩比肩

卯

壬壬戊乙

１．天に透干している蔵干を、第一番目に採用する。戊を採用。

２．もし、天に透干していなければ、正気を採用する。この場合でも、戊を採用。

■どういう関係か？

本人と配偶者の関係は、比肩となります。つまり、長所は、ベタベタせずに、お互いに
干渉しあうことを嫌い、自由で、独立した関係となります。短所は、冷たい関係となり、
夫婦一体という感覚には、なれません。
この長所が、でるか、短所がでるかは、日支が喜ぶ神か、忌む神かで決定されます。
従殺格とすれば、土は、忌む五行なので、短所がでやすくなります。

従殺格

喜神：木・水

忌神：火・土・金
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結婚生活と社会生活のバランス結婚生活と社会生活のバランス結婚生活と社会生活のバランス結婚生活と社会生活のバランス

� 日支が配偶者の位置です。

� その日支の蔵干が天干の月柱、年柱にある場
合は、結婚生活と社会生活は、密接に関わり合
いがあります。

� 喜ぶ神か、忌む神かで、象意が異なります。

○配偶者のおかげで、仕事がうまくいった。

○配偶者のおかげで、財産ができた。
×配偶者のおかげで、仕事がうまくいかない。
×配偶者のおかげで、財産を失った。
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結婚生活と社会生活のバランス結婚生活と社会生活のバランス結婚生活と社会生活のバランス結婚生活と社会生活のバランス

� 日支が配偶者の位置です。

� その日支の蔵干が天干の月柱、年柱にない場
合は、結婚生活と社会生活は、あまり関係があ
りません。

� 喜ぶ神か、忌む神かで、象意が異なります。
○配偶者がダメでも、社会生活には、まったく影
響を与えない。
○結婚に失敗しても、人生に与える影響は、小さ
い。
×配偶者が良い場合でも、社会生活や仕事に
は、影響を与えない。

6

日支通変星が比劫の場合日支通変星が比劫の場合日支通変星が比劫の場合日支通変星が比劫の場合

○配偶者を上とか下とかという上下関係ではみな
い。

○友好的で、お互いに適度な距離を置く友人とし
て、つきあう。

○競い合うように、刺激しあう。

×お互いに何をしようが、無関心で、夫婦の一体
感はない。

×内助の功は期待できない。威張ってばかりいる
が、決断力と独立心に欠ける配偶者。

まとめると、友人としての、配偶者となります。
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日支通変星が食傷の場合日支通変星が食傷の場合日支通変星が食傷の場合日支通変星が食傷の場合

○配偶者が自分に甘えてきて、かわいく思える。

○親が子供を可愛がるのと同じような愛情を配偶
者に抱く。

○配偶者が財の源となって、財が増える。

×配偶者が無理な要求ばかりをしてくる。

×配偶者が無駄な買い物、無駄な習い事、無駄な
事業を始めたりする。

×配偶者が、自分だけ、目立てば良いと思ってい
る。

まとめると、子供としての配偶者です。
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日支通変星が財星の場合日支通変星が財星の場合日支通変星が財星の場合日支通変星が財星の場合

○配偶者を自分の子分として支配できる。

○配偶者を服従させる喜びを味わえる。

○配偶者が金銭感覚に優れており、商売の手伝いをしてく
れる。

×配偶者がいつも不平不満を言っている。

×配偶者が苦労を分かってくれない、愛してくれないと愚
痴っぽい。

×配偶者がお金に関心があるが、家庭のために、お金は
使わないで、自分のためだけにお金を使う。

まとめると、部下という立場の配偶者です。
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日支通変星が官星の場合日支通変星が官星の場合日支通変星が官星の場合日支通変星が官星の場合

○配偶者が自分を正しく管理してくれる。

○配偶者が自分を教育し、かまってくれる。

○配偶者のほうが人間として上で尊敬できる。

×配偶者が細かく口だしをして自分を管理する。

×主導権は配偶者にあり、自分はいいなりになる。

×気位が高く、社会的地位や、収入を他と比較し
て、無理を言う。

まとめると、先生・恩師としての配偶者。
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日支通変星が印星の場合日支通変星が印星の場合日支通変星が印星の場合日支通変星が印星の場合

○配偶者が愛情豊かに細かく世話をしてくれる。

○配偶者に知恵があり、楽しい人生を送れる。

○配偶者に人気があり、その恩恵を受けることが
できる。

×配偶者がお節介で、してほしくないサービスをし
てくれる。おしつけがましい。

×配偶者が自分の思い通りにやらないと、気がす
まない。相手の意見を聞かないで、勝手にやる。

まとめると、母親としての立場にある配偶者。
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家庭運の良い配偶者を選ぶには家庭運の良い配偶者を選ぶには家庭運の良い配偶者を選ぶには家庭運の良い配偶者を選ぶには

� 日支が喜ぶ神の命式の異性を選ぶ。
この場合は相性の良い悪いは、言わない。
（例）この女性の日支は、戊の土行ですから、忌む神
となります。比肩の欠点がでますので、夫婦一体感
を味わうことはできません。ですから、相手は、日支
が喜ぶ神の異性が良いわけです。

長生長生墓沐浴

寅寅戌
辛丁戊

傷官・印綬・比肩比肩比肩比肩

卯

壬壬戊乙
従殺格

喜神：木・水

忌神：火・土・金
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夫婦バランスの良い配偶者を選ぶ夫婦バランスの良い配偶者を選ぶ夫婦バランスの良い配偶者を選ぶ夫婦バランスの良い配偶者を選ぶ
にはにはにはには

� 自分の命式の喜ぶ神が、相手にある異性を選ぶ。

この女性の場合は、木と水が喜ぶ神なので、命式に木
行か水行があって、さらに、五行的にも強い異性が良い。

� 性格の相性などは、ここでも言いません。夫婦一体と
なった場合に、片寄りがないということです。
共同生活者として、良いと理解してください。

長生長生墓沐浴

寅寅戌
辛丁戊

傷官・印綬・比肩比肩比肩比肩

卯

壬壬戊乙
従殺格

喜神：木・水

忌神：火・土・金
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どういうタイプの配偶者をどういうタイプの配偶者をどういうタイプの配偶者をどういうタイプの配偶者を
選ぶべきか？選ぶべきか？選ぶべきか？選ぶべきか？

長生長生墓沐浴

寅寅戌
（比肩）

卯

壬壬戊乙

配偶者に対し、日支の通変星のように接してしま
います。これは、癖であり、変わるものではありま
せん。
ですから、その通変星のように接することができる
ようなタイプを、配偶者として選べば良いわけです。

（例）
比肩のように接すること
ができる配偶者を選ぶべ
きです。
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どういう妻を選ぶべきかどういう妻を選ぶべきかどういう妻を選ぶべきかどういう妻を選ぶべきか

母親のように自分を援助し支援してくれる女性。
自分のことを信じてくれる女性。

日支が
印星

自分のことをしっかりと、管理してくれる実力の
ある女性。行動力があり押しが強い女性。

日支が
官星

自分の部下のように服従させることができる女
性。口答えをしない女性。

日支が
財星

娘のように可愛がることができる女性。夫を頼っ
て甘えてくれる女性。

日支が
食傷

夫を束縛しない女性。夫を頼り過ぎない女性。
経済的に自立している女性。

日支が
比劫

支支支支

年月日時
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どういう夫を選ぶべきかどういう夫を選ぶべきかどういう夫を選ぶべきかどういう夫を選ぶべきか

支支支支

年月日時

親のように自分を援助し支援してくれる男性。自分
のことを信じてくれる男性。

日支が
印星

自分のことをしっかりと、管理してくれる実力のある
男性。行動力があり押しが強い男性。

日支が
官星

自分の部下のように服従させることができる男性。
口答えをしない男性。

日支が
財星

息子のように可愛がることができる男性。妻を頼っ
て甘えてくれる可愛い男性。

日支が
食傷

妻を束縛しない男性。妻を頼り過ぎない男性。
経済的に自立し、決断力のある男性。

日支が
比劫
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十二運星で結婚生活の内容を見ます十二運星で結婚生活の内容を見ます十二運星で結婚生活の内容を見ます十二運星で結婚生活の内容を見ます

長生長生墓沐浴

寅寅戌卯

壬壬戊乙

墓は、堅実で浮ついたことを嫌います。お金の感覚は厳しく、無駄な出費を嫌います。
ですから、結婚生活においては、無駄がありません。コツコツと努力しながら、お金を蓄
えていきます。もし、配偶者が、無駄な出費をするようであれば、それを、たしなめます。

欠点は、使うべきところにも、お金を使えず、たとえば、自宅を購入するとか、自動車を
購入するとか、というときにも、思い切って、良いものを購入するということができません。
また、配偶者の趣味にお金がかかる場合は、それも、よく思わず、それがもとで、夫婦
ケンカになったりします。

この女性の場合、夫の趣味が釣りで、毎月数万円を釣りに使っています。手取り収入
の１０％以上を趣味に使っていて、納得できないようです。結局、夫の保険を全部解約
し、外資系の安い保険に切り替えることで、毎月の出費を減らしました。

本人の行動特性が十二運星です。そ
れが、結婚生活にどのように影響する
か？を見るわけです。
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十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活

いつも、希望をもって、若々しく活動することが好きで
すから、家庭生活にも、飽きがきません。反面、甘った
れで、配偶者に頼り過ぎ、配偶者が疲れて果ててしま
うことがあります。

長生
ちょう
せい

人当たりがよく、人から嫌われることがありません。面
倒見も良いほうです。異性からみれば、保護されたい
と思いますが、反面、お節介焼きなので、自由はあま
りないかもしれません。

養
よう

現状をいつも改革して新しいことをやりたいと思ってい
ます。古い習慣を嫌い、どんどん、今を変えていきま
す。異性から見れば、それが魅力ですが、落ち着いた
家庭生活とか、安定という面では、不足しています。

胎
たい
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十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活

現実にあった行動をするため、無理をせず着実に
発展していきます。反面、厳格ということですから、
配偶者に対し、細かく注文をするので、家庭の雰囲
気がピリピリしていることが多くなります。

建禄
けん
ろく

見た目の外観は非常に立派に振る舞うことができ
ますから、おしゃれで、品位のある家庭を築くことが
できます。反面、自分を飾ることにお金を使いすぎ
て、身分相応の暮らしができないこともあります。

冠帯
かん
たい

いつまでも、新しい感性と感覚をもっていて、生きる
ことに飽きることがありません。反面、楽しみだけを
求めて生きやすく、浮気をしやすく、また、お金を浪
費し、現実の生活が成り立たないこともあります。

沐浴
もく
よく
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十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活

敏感に世の中の動きなどを察知しますので、変化
に対応できます。機敏に変化する反面、家庭生活
はいつも、心配事が多く、言うことが、ころころと変
わり、落ち着きがなくなります。

病

びょ
う

いつも過去の経験をもとにして判断するので、冷静
で無茶をすることがありません。家庭生活には落ち
つきがあります。反面、発展性がなく、夫婦の関係
もなんとなく、冷めた感じになってしまいやすい。

衰
すい

力づよく、悠々として生活するので配偶者に安心感
を与えます。反面、配偶者に対し、高圧的になるこ
とがあります。また、細かいとこには気がつきませ
んので、収支面の管理がおろそかになります。

帝旺
てい
おう
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十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活十二運星が示す結婚生活

隠し事がなく、あけっぴろげです。また、夢を追いか
け、時代の流れに臨機応変に乗っていきます。反
面、自分の好きなことをするためなら家庭を犠牲に
することもあり、家庭生活は不安定になりがちです。

絶

ぜつ

無駄な出費を嫌い倹約を心がけますので、家庭生
活は収支面では安定しています。反面、楽しみのた
めに、お金を使うことができないので、貯めるだけで、
家庭生活には潤いや夢がたりません。

墓

ぼ

堅実と忍耐が得意で、嫌な仕事でも我慢してやって
いくので、家庭に責任をもちます。反面、現状を変
えていこうということがなく、いつまでも、昔のやり方
でやろうとするので、面白みがありません。

死

し



21

価値観の同じ異性を選ぶには価値観の同じ異性を選ぶには価値観の同じ異性を選ぶには価値観の同じ異性を選ぶには

年支月支日支時支

年干月干日干時干 年干の通変星、月干の通変
星が、相剋の関係にないこと。

比劫

食傷

財官

印

たとえば、

比劫の通変星は、
財星と官星と相剋
の関係にある。

→価値観が合わな
い異性となります。
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価値観の異なりは辛いものです価値観の異なりは辛いものです価値観の異なりは辛いものです価値観の異なりは辛いものです

比劫

食傷

財官

印

比劫

食傷

財官

印
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価値観の異なりは辛いものです価値観の異なりは辛いものです価値観の異なりは辛いものです価値観の異なりは辛いものです

比劫

食傷

財官

印

比劫

食傷

財官

印
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行動を補う異性を選ぶには行動を補う異性を選ぶには行動を補う異性を選ぶには行動を補う異性を選ぶには

年支月支日支時支

年干月干日干時干 日支の１２運星の対局にある
異性が、行動を補ってくれま
す。

たとえば、日支が、長生の人であれば、
その対局にある、病、衰、死（止）の人
が、補い合います。

長生の調子にのりやすい欠点を、補っ
てくれるからです。
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行動を補う異性行動を補う異性行動を補う異性行動を補う異性

日支が沐浴の人は、
気移りしやすく、考え
る前に行動するので、
止、病、墓が補佐が
必要です。

日支が冠帯の人は、
カッコをつけたいので、
お金を無駄にします。
墓、止、絶の補佐が
必要です。

日支が建禄の人は、
現実主義過ぎて、潤
いが欠けます。絶、墓、
胎の補佐が必要です。
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行動を補う異性行動を補う異性行動を補う異性行動を補う異性

日支が帝旺の人は、
のんびりして、悠々と
し過ぎています。胎、
絶、養の補佐が必要
です。

日支が衰の人は、過
去の経験にこだわり
すぎ、新しいことに取
り組むのが苦手です。
養、胎、長生の補佐
が必要です。

日支が病の人は、神
経質で、心配し過ぎて
疲れます。長生、沐浴、
養の補佐が必要です。
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行動を補う異性行動を補う異性行動を補う異性行動を補う異性

日支が止の人は、自
己の意見にこだわり
過ぎて、柔軟性があり
ません。沐浴、冠帯、
長生の補佐が必要で
す。

日支が絶の人は、夢
を追いかけ過ぎて現
実性に欠けます。建
禄、帝旺、冠帯の補
佐が必要です。

日支が墓の人は、コ
ツコツ過ぎて、発展性
と大胆さに欠けます。
冠帯、建禄、沐浴の
補佐が必要です。
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行動を補う異性行動を補う異性行動を補う異性行動を補う異性

日支が養の人は、だ
れにでも良い顔をし
過ぎ、考えが安易で
す。衰、帝旺、病の補
佐が必要です。

日支が胎の人は、新
しいことに取り組み過
ぎて、余裕がありませ
ん。帝旺、衰、建禄の
補佐が必要です。
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精神の補佐をしてくれる異性を選ぶ精神の補佐をしてくれる異性を選ぶ精神の補佐をしてくれる異性を選ぶ精神の補佐をしてくれる異性を選ぶ
場合は干合干を使う場合は干合干を使う場合は干合干を使う場合は干合干を使う

� 乙と庚
乙の臆病さを、庚の暴走気味の
強さが補佐してくれます。

� 丙と辛
丙のおおざっぱさを、辛の繊細さ
が補佐してくれます。

� 丁と壬
丁の情熱さを、壬の冷静さと知性
が補佐してくれます。

� 戊と癸
戊の頑固さを、癸の変幻自在な
知性が補佐してくれます。

日干が甲の人は、プ
ライドにこだわります
が、その欠点を、情
感的な己の異性が
補佐してくれます。
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一緒に悩んでくれる異性を選ぶに一緒に悩んでくれる異性を選ぶに一緒に悩んでくれる異性を選ぶに一緒に悩んでくれる異性を選ぶに
は喜忌が同じ人を選ぶは喜忌が同じ人を選ぶは喜忌が同じ人を選ぶは喜忌が同じ人を選ぶ

×

辛

2011

○

壬

2012

×

庚

2010

癸己戊丁丙

○××××

20132009200820072006

� 命式の喜ぶ神が同じ五行であれば、年運の吉・凶のリズム
が同じになります。つまり、自分が落ち込むときには、相手も
落ち込みますから、一緒に悩んでくれます。

寅寅戌卯

壬壬戊乙 従殺格
・水と木が喜ぶ神
・火・土・金が忌む神

この女性の場合、２
００６年から２０１
０年までは、凶運で
す。

ですから、同じよう
に、水と木が喜ぶ神
の異性なら、凶運を
共感することができ
ます。
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いわゆる相性が悪くない異性を選いわゆる相性が悪くない異性を選いわゆる相性が悪くない異性を選いわゆる相性が悪くない異性を選
ぶ場合は宿曜盤を使うぶ場合は宿曜盤を使うぶ場合は宿曜盤を使うぶ場合は宿曜盤を使う

� 栄と親
助け合う最高の関係

� 衰と友

似たもの同士で、友人・恋
人の関係

� 危と成
お互いの違いに惹かれあう
関係

� 業と胎と命
前世からの因縁

� 安と壊
片方が支配する関係

新四柱推命プロ版Ver7.0の宿曜盤図
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宿曜盤の理解宿曜盤の理解宿曜盤の理解宿曜盤の理解

� ２８通りの宿を記憶する
のは大変ですが、４分類
で覚えると良い。

� 北は玄武
規律優先

� 南は朱雀
楽しみ優先

� 東は青龍
社会優先

� 西は白虎
自己主張優先

星平会海プロ版の宿曜盤図



33

どういう異性を好きになりやすいか？どういう異性を好きになりやすいか？どういう異性を好きになりやすいか？どういう異性を好きになりやすいか？はははは
紫微斗数推紫微斗数推紫微斗数推紫微斗数推命の夫妻宮でみる命の夫妻宮でみる命の夫妻宮でみる命の夫妻宮でみる

� 紫微星：地位がある人、気品のある人が好き。
� 天機星：頭脳的で理論武装する知的な人が好き。
� 太陽星：だれに対しても態度が変わらない人が好き。
� 武曲星・七殺星：武道派・行動派・荒っぽい人が好き。
� 天同星・天相星：やさしくて話しを聞いてくれる人が好き。
� 太陰星：やさしくて物腰の柔らかい人が好き。
� 廉貞星：感情的にならず冷静沈着でワル賢い人が好き。
� 天府星：上品で穏やかで周囲から慕われる人が好き。
� 貪狼星・破軍星：欲しいものは徹底して手にいれる人が
好き。

� 巨門星：細やかな神経をもっていている人が好き。
� 羊刃・蛇羅星：ヤクザっぽい人が好き。
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夫妻宮に入っている異性を好きになっ夫妻宮に入っている異性を好きになっ夫妻宮に入っている異性を好きになっ夫妻宮に入っている異性を好きになっ
た場合、結婚して良いのかどうか？た場合、結婚して良いのかどうか？た場合、結婚して良いのかどうか？た場合、結婚して良いのかどうか？

� 紫微星：結婚して良い。

� 天機星：経済力があれば結婚しても良い。

� 太陽星：結婚して良い。

� 武曲星・七殺星：家庭より仕事を優先する人で満足する
なら結婚して良い。

� 天同星・天相星：結婚して良いが経済力は期待できない。

� 太陰星：結婚して良いが経済力は期待できない。

� 廉貞星：なるべくならしないほうが良い。

� 天府星：結婚して良い。

� 貪狼星・破軍星：なるべくならしないほうが良い。

� 巨門星：なるべくならしないほうが良い。

� 羊刃・蛇羅星：なるべくならしないほうが良い。
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夫妻宮に破軍星がある男性の事例夫妻宮に破軍星がある男性の事例夫妻宮に破軍星がある男性の事例夫妻宮に破軍星がある男性の事例

破軍星のような女性が
好きということです。実
際、自営業を営む女性、
キャリアウーマンで男
に負けていない女性、
ミス何とかというものを
勝ち取った女性、こう
いった女性とばかり、
交際し、３度結婚しまし
たが、３度離婚してい
ます。
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まとめまとめまとめまとめ
� 精神の相性は日主の干でみる。
→干合の関係が最良

� 価値観の相性は、通変星でみる。
→価値観を共有すると疲れない。

� 行動の相性は、十二運星でみる。
→補い合う関係であること

� 悪い相性は、宿曜盤でみる。
→壊の関係は避けること

� 惹かれやすい異性は、紫微斗数推命でみる。
→キツイ星が夫妻宮に入っていると注意


