
 ⾒⽅マニュアルＢ  相性診断（例：木村拓哉さん＆工藤静香さん ご夫妻） 

 
Ａ 理想のタイプは？（容姿、性格） 

 
お二人の心の奥にある、理想の配偶者像と、現実の姿とのギャップを知ることで、関係改善の
ヒントを探ります。 
 
木村さんの生まれた日は、Ｂのような「命式」を持ちます。この命式には、運命や宿命がすべ
て凝縮されており、いわば木村さんの「人生設計図」ということになります。 
 
この命式からは、外（他人）から見てもわからない、木村さんの「人間関係」「性格や行動」
などを、８コの星Ｃによって読み取ることができます。真ん中（車騎星）が木村さんであり、
左側（貫索星、人体図では右手）が「配偶者」を表す星です。 
 
つまり、ここの星を見ることで、木村さんの心の奥にある「理想の配偶者像」が分かるのです。 
 
木村さんの理想のタイプである「貫索星」は、「自分以上に頑固、意見を持っている人」Ｄと
あります。そこで、工藤さんの本質などを見ると（詳細は後ほど）、「素直でお人好し」「火と
の意見に素直に従ってしまう一面もあり」とされる方Ｅなので、木村さんのタイプの方とは、
少し違った方を選ばれているかなと思われますが、 
 
別の見方をすると、人と仲よくするような「和合・協調性」を持ちながらも、「常に相手と対
等であり、上下感覚が全くない人」Ｆ（２ページ目）でもあるので、自分の意見をしっかり主
張されるというところを見れば、木村さんにとって工藤さんは、理想のタイプであるとも言え
なくもありません。 
 
一方、工藤さんの理想のタイプは、「玉堂星」です。「知性的かつ、理屈っぽい人」Ｇがタイプ
になっています。木村さんは本質が示すように、「スピード」重視の方で、「物事を深く考えな
い」タイプかと思われますＬ（２ページ目）。 
 
テレビで拝見していても、木村さんは理屈っぽいところはなく、実に爽やかで、直感的に一瞬
一瞬で勝負するような人のように見受けられますので、工藤さんの理想である「知性的、理屈
っぽい」とは、違うタイプではないでしょうか？ 
 
ということは、工藤さんが理想のタイプとは異なる木村さんを受け入れた、つまり、木村さん



に他人には無い魅力を感じ、一緒になられたという見方ができます。 
 

Ｉ どんな方なのか？（本質） 
 
お二人の本質を知ることで、その本質を互いに理解し合えた関係を築けるか？ということを見
ていきます。 
 
お二人の本質は、２つの方法で知ることができます。 
 
１つ目は、「日干支、にっかんし」です。 
先ほどの命式Ｂの、お二人をもっとも強く表しているのが、水色の「戊申（ぼどのさる）」と、
「甲子（こうぼくのね）」です（日干支）。 
 
木村さんの「戊申」は、Ｊのような本質を持っています。 
・公平な心の持ち主。 
・現実に逆らわない行動と対応が上手＝計算高く、変わり身が早いと見られる 
・頭の回転がよく、クールな面がある。 
・強い者にも組せず、弱い者にもつかず離れずの人 
・「平和」を守り、「様々なトラブル」から守る役割をする 
 
工藤さんの「甲子」は、Ｋのような本質です。 
・理屈っぽいが、素直でお人好し＝人に好かれる 
・あきらめの境地＝悟っている人 
・自主性に欠けている（人の意見に従ってしまうことがある） 
・周りからは「明るい性格」と思われるが、常に「孤独」を感じている 
・サラリーマンには不向き＝学者のように生きるか、実業家として生きるか両極端 
 
つぎに２つ目です。 
これも先ほど出てきました８コの星Ｃを見ていきます。 
 
真ん中の星「車騎星」Ｈは、木村さんの本質を表していて、「短気・行動力」の人。個人で戦
うことを好み、スピードと強靭な肉体の持ち主であるということです。とにかく瞬間的な「強
さ」を感じる方と見ることができます。Ｌ 
 
一方、工藤さんは「石門星」をお持ちです。上下関係をあまり気にせずに、人と関わっていく
のがとても上手な方が多いのが特徴です。Ｍ 



このように、算命学では統計的に、「どんな人」なのかを知ることができますので、パートナ
ーがいる方であれば、 
 
・自分の本質を活かせる相手（受け入れてくれる相手）か？ 
また、 
・相手の本質（良い面も悪い面）を、受け入れることができるか？ 
 
２人の関係性を決めるうえで、とても重要なことだと考えられます。 
 

Ｎ 生まれ持ったリスク（先祖の影響など） 
さきほどの「日干支」は、還暦とおなじ６０種類あります。空間を表す１０種類「甲乙丙丁戊
⼰庚⾟壬癸」と、時間を表す１２種類「子丑寅卯⾠⺒午未申⾣戌亥」の組み合わせによって、
できています。 
 
そして、それらの中には、異常性が出やすい干支が「３１種類」存在します。 
◎「三業干支」20 種類：先祖６代前からの影響を受ける 
◎「通常異常干支」6 種類：他人から理解されにくいとされる 
◎「暗号異常干支」７種類：通常異常干支より強い異常性が現れる。霊感が強い。 
があります。 
 
上の３つの干支は、合計で３１種類（２０＋６＋７−２（重複））です。つまり、６０種類の
うちの約半分、２人に１人がこれらに該当するということになります。それほど、珍しいもの
でもないということだけ、お伝えさせていただきます。 
 
ここでは、これらの干支（日干支）を持つ方が、人とは違う特別な人生であるということを意
識されていますか？ということを見ていきます。 
 
【木村さん】 
これらには、該当していません。 
 
【工藤さん】 
工藤さんの「甲子」は、「三業干支」の２０種類の１つに該当しています。Ｏ 
どのような影響があるかというと、 
・平凡な結婚生活× 
・家系の最後の人になる（＝家系途切れる） 
・結婚した男性の仕事運が悪くなる（ 〃 ） 
ということになります。 



木村さんが結婚したのは、２８才（2000 年）。現在もトップスターであることからも、仕事運
が悪くなったとは言えないと思われます。また、「家系が途絶える」という面では、お二人の
娘さんがいらっしゃいますので、今後のご結婚や出産などによってどうなるか？ということに
なります。 
 
なお、この「三業干支」の影響は、先祖の行いによってもたらされることから、次のような行
いによって、災いを避けることが可能になるとされています。 
・先祖供養。工藤さんのご先祖が眠るお墓のお参りをする 
・工藤さん自身が、その影響を弾き返すほど、清く正しい生活をする 
 

Ｐ 他人から見た２人の関係性 
 
前にも出てきましたが、８コの星Ｃの真ん中（車騎星）が木村さんであり、左側（貫索星、人
体図では右手）が「配偶者」を表す星です。 
 
ご自分の星と、配偶者の星を、１枚目の５つの性質（水、木、火、土、金）Ｑに置き換えて、
「意識しないでいられる、楽な関係」か、「意識してしまう、疲れる関係」かを知ることがで
きます。それにより、潜在的な関係性を意識しながら、最適な付き合い方を探ります。 
 
これを見ると、木村さんは工藤さんを「鍛える」Ｒ、工藤さんは木村さんから「守られる、支
えられる」Ｓ、つまり、誰が見ても、木村さんが工藤さんに対して、アレコレ言ったり（鍛え
る）、ときに守ってあげるという、どんな時も「木村さん → 工藤さん」の関係に見えているの
です。 
 
工藤さんの方がやや年上ではありますが、木村さんが先頭に立つようなパートナー関係である
ことが、上手くいく秘訣ということになります。 
 

Ｔ 相性診断（100 点満点） 
 
お二人それぞれが持つ、８コの星の真ん中「中心星」Ｈと、Ｃの左上にある「天中殺」によっ
て、相性を見ることができます。これにより、さらに伸ばすべき点や、改善すべき点がわかり、
より良い関係性を目指すことができます。 
 
それぞれ、「５０点」「６０点」と普通より下の、相性と見ることができます。 
 
これらの相性によって、二人の「欠点・弱点」を認識することができ、大きなケンカや離婚な



どを回避することができます。 
 
また、相性が良過ぎると「相手のことが何でも分かってしまう」関係になってしまい、「息が
抜けない」ということにもなりかねません。相性は良過ぎず、悪すぎず、ほどほどがいいのか
もしれません。 
 

Ｕ 付き合っている時と、結婚してからの感情変化 
 
算命学では、自分の星を見ることによって、どのような人を配偶者として選ぶのか（惹きつけ
るのか）を、知ることができます。結婚後、ガラッと態度が変わってしまう人がいますが、そ
れも、自らがそのようにさせていると、見ることができます。 
 
木村さんの８コの星Ｃの、右側（恋人）の星と、左側（配偶者）の星を見ていきます。 
 
右側（恋人）：司禄星（堅実・蓄積） 
左側（配偶者）：貫索星（頑固・マイペース） 
 
これは、木村さんが選んだ人（惹きつけた人）が、どんな人なのか？が分かります。恋人とし
ては、「堅実に、コツコツとお金も知識も人脈も蓄積する人」を選び、配偶者としては、「頑固
で、マイペースな人」を選ぶということです。自然と相手がそのような人になっていくという
見方もできます。 
 
つぎに、工藤さんの星を見ていきます。 
 
右側（恋人）：牽牛星（名誉・プライド） 
左側（配偶者）：玉堂星（古典・保守的） 
 
工藤さんは、恋人としては「名誉を重んじ、プライドの高い人」を選び、配偶者としては、
「古典・保守的」な人を選ぶ、ということになります。 
 
結婚前には「あんなに優しかったのに」、結婚したとたん「亭主関白」になってしまったとか、
性格がガラッと変わってしまうことがたまにありますが、それは、自分の理想がそのようにさ
せていることがよくあります。自分の理想を事前に知っておくことはとても必要なことです。 
 
 
 



Ｖ 現実社会を生き抜く力（生涯不変の力）と、それに見合った生き方 
 
算命学には、「中庸こそ善」という考え方があります。何事もバランスがだいじということで
す。夫婦であれば、同じようなパワー（バイタリティ）を持っていた方が一般的には問題が生
じにくいとも言えるのです。 
 
このパワーバランスを知ることで、どちらか一方によって抑えつけるような関係が築かれてし
まうということを、回避することができます。 
 
木村さんのパワーは「１９９」Ｗです。２００〜２５０が標準とされていますので、標準のパ
ワーをお持ちです。一方、工藤さんのパワーは「１９７」Ｘで、こちらもほぼ標準的なパワー
をお持ちということがわかります。 
 
木村さんご夫妻は、誰もが知る「キムタク」を工藤さんがそっと支えているように感じられま
すが、もし、一般の共働きのご夫婦が、このパワーバランスで、奥さんが家事全般を担ってい
たりしたら、マズいことになります。奥さんのストレスは相当なものになってしまいます。 
 
このパワーバランスを、互いに理解していることが、とても重要になります。 
 
また、この点数の分布によって、「生き方」を知ることができるのですが、木村さんは右（東
方）が大きいため、「損得でものごとを考えるべき人。わんぱくな面も持ち味である人」Ｙに
なります。一方、工藤さんは、左（⻄方）が大きいので、「一匹狼。人から“攻撃される”こと
で頑張る人」Ｚということになります。 
 
例えば、「褒めて伸びるタイプか？」「叱って伸びるタイプか？」など、このような特性（生き
方）を知ることで、自分や相手の⻑所を伸ばすことに活⽤できます。 
 

ＡＡ 中年期、晩年期に持つパワー（12 点満点） 
 
算命学では、人生を、「初年期〜20 才」「中年期 20〜60 才」「晩年期 60 才〜」の３つの年代に
区分し、各年代の後天的（生まれた後からのもの）なパワーを知ることで、それに見合った生
き方を知ることができます。 
 
８コの星Ｃの右上、右下、左下の星を順に見ていきます。 
 
 



木村さんの３つの年代 
・初年期（〜20 才）：天報星３点 
・中年期（20〜60 才）：天馳星１点 
・晩年期（60 才〜）：天胡星４点 
 
工藤さんの３つの年代 
・初年期（〜20 才）：天印星６点 
・中年期（20〜60 才）：天堂星８点 
・晩年期（60 才〜）：天恍星７点 
 
現在の星（中年期）を見てみますと、木村さんは「天馳星１点」ＡＢです。この天馳星は、
「あの世」を表し、１２種類ある星の中で、最も「瞬間的なパワーを発揮できる星」です。
「ブレが大きい。実行危険＝慎重に行動すべき。夫婦仲注意」を示す星となっています。 
※ 詳しくは、見方マニュアルＡの ㋘をご覧ください。 
 
そして、晩年期（60 才〜）が「天胡星４点」をお持ちです。ＡＣ「霊感・直感力・美意識」
という意味の「病人」の星が巡ってきます。これは、「趣味的な世界へ進み、大成する」とい
う星です。 
 
一方、工藤さんの現在の星（中年期）を見てみますと、「天堂星８点」ＡＤです。この天堂星
は、「老人」を表し、「忍耐強い。自分を抑えて周りを立てる。女性は、常に幸せを得る。」と
なっています。 
 
晩年期（60 才〜）は「天恍星７点」ＡＥです。この天恍星は、「夢・ロマン・芸能」を意味し、
「少年」を表しています。「伝統や優雅さを理解する人になる。ラブロマンスの可能性あり」
を示しています。 
 
工藤さんの全体を見ると、 
・初年期「天印星」＝赤ちゃん＝誰にでもかわいがられる 
・中年期「天堂星」＝老人＝女性にとっては幸せな星 
・晩年期「天恍星」＝少年少女＝伝統や優雅さを理解する。異性にモテる。 
とあって、人生を通じて幸せな星をお持ちです。 
 
お互いが持つ星の特性を、いかに活かしていけるか？これも１つの人生の課題になります。 
 
 



ＡＦ 出会ったとき、結婚しようとする時期は問題ないか？（天中殺） 
 
算命学には、結婚のタイミングとして、避けるべき時期があります。それが、「天中殺」とい
われる時期になります。天中殺を意識することによって、力を蓄える時期と、攻める時期が明
確になり、メリハリのきいた人生を歩むことができます。 
 
天中殺には、「子丑」「寅卯」「⾠⺒」「午未」「申⾣」「戌亥」の６種類があり、１２年に２年間、
順番で回ってきます。 
 
天中殺の結婚・入籍は避けるべきですが、お子さんが新たに生まれなければ、問題はありませ
ん。 
 
お二人の天中殺を見ると、 
 
木村さん：2022、2023 年（まさに今）。次回は 2034、2035 年。 
工藤さん：2018、2019 年。次回は 2030、2031 年。 
 
これから結婚する、出産する、引っ越すなどおおきな人生のイベントがある方は、この「天中
殺」は要注意の期間になります。 

 
ＡＧ 持って生まれた天中殺（宿命天中殺） 
 

生まれ持った天中殺として、「宿命天中殺」というものがあります。この「宿命天中殺」は、
「親とうまくいかない」とか、「誰にも頼れない。ひとりで生きていく人」など、持って生ま
れた天中殺になります。 
 
工藤さんは、「生年天中殺」に該当しています。 
 
生年天中殺は、以下のような影響があるとされています。 
・両親の力を借りることができない＆愛を受けられない 
 → 孤独なエネルギーの持ち主 

→ 若いころに両親または片親と、生別、死別することが多い 
→ 若いうちに実家を離れても生きていける 
→ おのずと本人の「意志力」や「精神力」の鍛えられる ＝ 本人の理性と努力が試される 

 
宿命天中殺を持っている方は、これらがもたらすとされる影響を意識し、受け入れることで気



を付けるべきことなどが見えてきます。 
 
ＡＨ 大運天中殺（実力以上の力が発揮できる２０年間） 

 
さきほど、天中殺のグラフＡＦをご覧いただきましたが、人には誰しも「運気のバイオリズム」
というものがあります。しかし、人によって、その運気の上下の枠を超えて、上に飛び抜けた
り、下に下がってしまうことが起こります。 
 
それが、「大運天中殺」というものになり、自分の実力以上の力が発揮できたりする期間（２
０年間）のことをいいます。人生において、１回も来ない人もいれば、２回ある人もいます。 
 
この大運天中殺を知ることによって、人生の大きなチャンスを掴むことできたり、その終期に
訪れるにピンチなどに対して、事前準備や適切な対処をすることができます。 
 
木村さんは、2000〜2019 年の２０年間がこの期間であり、2000 年の、この期間に入る前に
は、すでに有名になっていました。 
 
夜空ノムコウ（1998 年）、らいおんハート（2000 年）など 
 
この期間にさらに昇りつめたという感じだと思います。 
 
木村さんは、2019 年から、元の人生のバイオリズムに戻ったとも考えられますが、多くの方
が応援する「キムタク」です。これまでに築き上げたポジションをしっかり守り、これからも
活躍していかれると思います。 
 
一方、工藤さんは、2013〜2032 年、まさに真っただ中にいるということになります。やる気
に満ち溢れた状態で、今、活動していることをどんどん前進させたり、新たなことに挑戦する
など、とてもいい時期にあるということです。 
 
木村さんは 2019 年に「大運天中殺」が終わりましたので、工藤さんの活動を後押しするのも
いい時期という見方ができます。 
 

ＡＩ 天職・適職（稼げる仕事） 
 
お二人には、本来、どんなお仕事が向いているのか？を知ることができます。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 詳しくは、見方マニュアルＡの ㋰をご覧ください。 
 
 

ＡＪ 今後５年間の運勢（パートナー、財運） 
〃    （メンタル、身内、生活環境） 
〃    （社会生活、仕事、人間関係） 

 
算命学では、１年ごとの運勢を見ていくことができ、今後起こりうる危険を回避することがで
きます。 
 
【見るポイント】 
・二人に「天中殺」があれば、何をするにも注意が必要な時期になります。できる限り受け身
でいること。「体力温存」「健康管理」「知識を蓄える」時期にしてください。ＡＫ 
・パートナー運の悪い時期は、いつも以上に「平和」を保つＡＬ 
・自分、相手のメンタルが落ち込みそうなときは、外出する機会を増やしたり、運動したりす
るように心掛けるＡＭ 
・仕事がうまくいかない時期もあります。パートナーとしてできることをお考えくださいＡＮ 

 
 

※ 詳しくは、見方マニュアルＡの ㋣をご覧ください。 
 



ＡＯ 持って生まれた「結婚エネルギー」 
 
お二人の命式を見ることにより、人生において、強い結びつく異性の存在を知ることができま
す。これにより、家庭を築くのか否か、人生の重要な判断の参考にすることができます。 
 

 
 
 
 
 

※ 詳しくは、見方マニュアルＡの ㋱をご覧ください。 
 
 
ＡＰ 結婚相手と出会う場所 
 

お二人の命式を見ることにより、結婚相手と出会う場所を知ることができます。これにより、
出会いのタイミングを逃さないようにしたり、思いあたる人に告白するきっかけが作れます。 
 

 
 
 
 
 

※ 詳しくは、見方マニュアルＡの ㋲をご覧ください。 
 
 
ＡＱ 恋愛指数（感情の高まり度合い） 
 

命式Ｂから、「出会った瞬間の感情」、「恋愛中の感情」、「結婚後の感情」、それぞれの度合いに
ついて最高点を１２点として、見ることができます。例えば、出会い１０点、恋愛中１１点、
結婚後３点だったとすると、結婚したとたん冷めてしまったりする人ということが分かります。 
 
 
 
 
※ 詳しくは、見方マニュアルＡの ㋳をご覧ください。 



ＡＲ 良縁に恵まれない人 
 
命式Ｂから、「日干支」の、６０種類のうち４種類の人は、そもそも結婚に向かないとされて
います。これを知ることによって、相手の家系とは距離を置くなどによって、禍を事前に回避
することができます。 
 
お二人とも、この４種類の日干支には該当しておりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＡＳ 結婚に不向きな「女性」 
 

命式Ｂの日干支の「干」が「庚」の人は、金性（金質）の陽＝カッチカチ、つまり、自分の意
思を曲げない人＝そもそも結婚に向いていない と言えます。 
 
工藤さんは、「甲」ですので該当しません。 

 
 
ＡＴ 付き合ったり、結婚しやすいタイミング 

 
算命学では、付き合ったり、結婚したりするタイミングを知ることができます。これによって、
結婚への準備、心構えなどをすることができます。 
 
 
 
 
 

 
※ 詳しくは、見方マニュアルＡの ㋵をご覧ください。 
 
 



ＡＵ 浮気体質？ 
 
算命学では、どうしてもモテてしまう人、というものが分かります。結婚後に、配偶者以外の
方とお付き合いするということは、パートナーを裏切る行為になるわけですが、宿命として持
っているもので、「自然に異性を惹きつけてしまう」という見方をします。 
 
パートナーが異性にモテる宿命にあるかを知ることで、相手の浮気を未然に防止することが可
能になります。 
 
モテる体質なのか？は、２つの方法で知ることができます。 

 
１つ目は、ＡＡの項目にありました、８コの星Ｃの右下、中年期（20〜60 才）、晩年期（60 才
〜）の星に「天恍星」があるかを見ます。この天恍星は、人間の一生でいうと「少年・少女時
代」を表しており、一番、恋愛をしたい年ごろということで「モテる」星とされています。 
 
２つ目は、結婚エネルギーを見る中で、結婚という形を取らない、結びつきの強い異性（偏
妻・偏夫）が宿命（命式）の中に何人いるかを見ます。ＡＯ 
 
木村さんには、「偏妻・偏夫」が３人、工藤さんには２人います。また、工藤さんには晩年期
に「天恍星」があります。この数字からは、モテる二人が、ともに惹かれあったという見方が
できるわけです。 
 

ＡＶ 持って生まれた「子を授かるエネルギー」 
 
こちらも命式Ｂから見ていきます。この「子を授かるエネルギー」を見ることで、子どもがで
きやすい体質なのか、お子さんが生まれた後、なつく子になるのかなどを知ることができます。 
 
 
 
 
 
 
※ 詳しくは、見方マニュアルＡの ㋶をご覧ください。 
 
説明は以上になります。 

対面占い師 Kei 


