
 ⾒⽅マニュアルＡ  例：木村拓哉さん（1972.11.13 生まれ） 

 
㋐ 算命学とは？ 

算命学は、生まれた日が持っているエネルギーによって、その日に生まれた人も影響
されてしまうという考え方をします。 

 
㋑ 「命式」とは？ 

1972.11.13 に生まれた人は、男も女も関係なく、このような１５マスの「命式」を持
ちます 
。この命式は、「本質」「エネルギー」「これから起こること」、「結婚運」、「子ども運」
など、運命や宿命がすべて凝縮された、いわば、「人生の設計図」ということになりま
す。 

 
㋒ 日干支 

木村さんをもっとも強く表しているのが、この水色の、「日干支」、「にっかんし（日干
支）」、「戊申（ぼどのさる）」になります。 

 
㋓ 本人をイメージすると… 

日干支は、５つの自然の性質に置き換えることができ、イメージ化することができま
す。この「戊申」をイメージすると、「山岳」「鉄鉱石」になりまして、「ゆったりと頼
もしい」「たくましくて潔い」そんな雰囲気を持った方になります。木村さんは、周り
の人から「信用」され、「闘争心」を持ってお仕事をされている、まさに木村さんを表
しているのではないでしょうか？ 

 
㋔ 本質から見た人間関係 

どんな人間関係が作られるか？を見ていくと、木村さんは、「ぼどのさる」、ぼ「ど」
ですので、「土性」の方になります。性質から見て、土が固まって金属になったり、火
が燃え尽きて土になるということで、「火性」や「金性」の方とは、意識しないでいら
れる「楽な関係」が作られます。 
 
一方で、どうしても意識してしまう、そのような関係もあります。土性から見ます
と、木の根っこで侵食されてしまったり、水を埋めてしまったりということで、「木
性」や「水性」の方とは、どうしても意識してしまう、「疲れる関係」になります。 
 
この「疲れる関係」とは、「鍛えてくれる」、自分を高めてくれる「大切な人」と見る
ことができますので、そういった人を避けるのではなく、自分にとって「ありがたい
存在」としてみる必要があります。 
 



もし、自分に対していつも厳しい上司がいれば、この疲れる関係になっていたりしま
す。「ありがたい」と思うことで、新たな見方、付き合い方ができるようになります。 
元 SMAP のメンバーの方との関係を見てみます。 
 

 
木村さんは、土性です。 
 
中居くん、くさなぎくん、森くんは、「金性」ですので、「土性」から生み出されます
ので、意識しないでいられる、楽な関係になっています。吾朗ちゃんと、慎吾くんは
同じ「土性」ですので、なんでも言い合える対等な関係になっています。 
 
ですので、ＳＭＡＰは、「土性」３人、「金性」３人で作られた、「×」が１つもないグ
ループだったということです。 
 
奥さんの工藤さんは「木性」ですので、工藤さんが「鍛える」「抑えつける」という関
係になりますが、この「木性」から見た「土性」には、特別な意味があり、異性とし
てどうしても意識してしまう、相手になっています。後ほど、「㉗結婚」の項目で説明
しますが、この「×」は、工藤さんから見ては「○」という見方ができます。 

 
㋕ 三業干支、通常異常干支、暗号異常干支 

「③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。 
 
※ 詳しくは、ネットなどでご覧ください。 
※ 「相性診断」の鑑定書、仕事運や５年運などの「個別鑑定」では、具体的な影響な

どを説明しています。 
 

㋖ ８個の星 
算命学では、他人から見てもわからない、「性格」や「行動」などを、命式から作られ
る点線の中の「８コの星」によって読み取ることができます。 
 

㋗ 「本質」を表す真ん中の星 
真ん中の「車騎星」は、木村さんの本質を表していて、「短気で、行動力のある人」と
いうことが分かります。 
 
■ 星別の主な有名人 

    

■ 貫索星（頑固・マイペース）
神木隆之介さん、高橋海人さん、紗栄子さん、山下美月さん

■ 石門星（和合・協調性）
藤森慎吾さん、北村匠海さん、ローラさん、柏木由紀さん

■ 鳳閣星（のんびり・素直）
相葉雅紀さん、田中圭さん、広瀬すずさん、永野芽郁さん

■ 調舒星（孤独・デリケート）
賀来賢人さん、菅田将暉さん、有村架純さん、浜辺美波さん
※カッコいい俳優多い
妻夫木聡さん、永山瑛太さん、松田龍平さん、松山ケンイチさん、
東出昌大さん、岡田将生さん、竹内涼真さん

■ 禄存星（奉仕・愛情）
滝沢秀明さん、永瀬廉さん、倖田來未さん、土屋太鳳さん

■ 司禄星（堅実・蓄積）
ムロツヨシさん、大⾕翔平さん、上⼾彩さん、上⽩石萌⾳さん

■ 車騎星（短気・行動力）
武井壮さん、Takaさん、川口春奈さん、藤田ニコルさん

■ 牽牛星（名誉・プライド）
福士蒼汰さん、中島健人さん、山田優さん、剛力彩芽さん

■ 龍高星（改革・創造力）
中田敦彦さん、田中将大さん、伊藤沙莉さん、平手友梨奈さん

■ 玉堂星（古典・保守的）
向井理さん、松丸亮吾さん、ブルゾンちえみさん、今田美桜さん



㋘ ８コの星でわかる、後天的なパワー 
８コの星の【右上】、【右下】、【左下】の３つの星を見ることで、「初年期〜20 才」「中
年期 20〜60 才」「晩年期 60 才〜」の３つの年代の後天的（生まれた後からのもの）な
パワーが分かります。 
 
その点数は、それぞれ３つの年代が、人間の一生におけるステージ（胎児〜あの世の
１２区分）のどんな状態であるかを見ていくことになります。 
 
木村さんの３つの年代 
・初年期（〜20 才）：天報星（胎児）３点 

→人生が定まりにくい。多才な面を持ち。才能を発揮する。 
・中年期（20〜60 才）：天馳星（あの世）１点  

→ 人生のブレが大きい。冒険運はあるが、実行は危険。夫婦仲に注意が必要。 
・晩年期（60 才〜）：天胡星（病人）４点 

→趣味的な世界に進み、大成する。 
 
「胎児」「あの世」「病人」など、言葉的にはどういうこと？と思われるかもしれませ
んが、これらには下のようなイメージがあります。 

 
天報星 ３ 胎児 多芸多才・変転・変化 
天印星 ６ 赤子 無心・ユーモア・人気 
天貴星 ９ 幼児 好奇心・プライド・おしゃれ 
天恍星 ７ 少年 夢・ロマン・芸能 
天南星 10 ⻘年 反骨精神・冒険・前進 
天禄星 11 壮年 用心深さ・堅実・安定 
天将星 12 頭領 自我心・強引・自信 
天堂星 ８ 老人 冷静・沈着・自制心 
天胡星 ４ 病人 霊感・直感力・美意識 
天極星 ２ 死人 お人好し・純粋・哲学 
天庫星 ５ 墓に入る 探求心・凝り性・集中力 
天馳星 １ あの世 瞬発力・多忙・喧噪 
 

若いころに妙に落ち着いていたり（初年期に天堂星「老人」など）、年をとってもいつ
までも若々しかったり（晩年期に天南星「⻘年」）する人がいるのは、これらの星の影
響であったりします。年齢不相応の「星」を持つことで、それが魅力的に見えたりす
ることもあるわけです。 
 
木村さんの中年期は、「天馳星」。「瞬発力」「忙しい」星を持っているので、20〜60 才
において、このような行動をしやすいということが分かります。 
 



㋙ 8 コの星の方向の意味 
８コの星のうち、真ん中を「自分」とし、上下左右の４つの星は、上が「父親」「上
司」、下が「子ども」「部下」、左側が「配偶者・弟妹」、右側が「⺟親・兄姉」「友人・
恋人・仕事相手」を意味しています。 
 

㋚ ８コの星から見た人間関係 
真ん中（車騎星）を木村さんとして、「上下左右」の星を見ることで、人間関係を知る
ことができます。先ほど⑤は、その人の本質による関係性を見ましたが、これは、「上
司」や「部下」など、立場から見た人間関係を知ることができます。 
 
この５つの星を、先ほどの５つの性質（水、木、火、土、金）に置き換えることで、
「意識しない、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。これを前もって知っておくことで、自分の周りにいる人と、「どういう関係にな
りやすいか？」ということを意識しながら、最適なお付き合いをすることが可能にな
ります。 
 
これを見ると、上（父親、上司、目上）からは●（つまり、支えられている）、右（⺟
親、友人、恋人など）からも●。一方、配偶者に対しては「×」（鍛えている）、子ど
も、部下後輩からは「×」（鍛えられている）関係になっています。 
 
これらは、すべて木村さんの星であり、自分がそのような関係性を作り上げている
と、考えることができます。 
 
木村さんように、「●」が２つ、「×」が２つある方は、とてもバランスがとれている
という見方をします。 
 
例えば、４方向すべてが「●」の人は、どこを見ても意識しないでいられる、とても
楽な人間関係ができるわけですが、その反面、「成⻑できない人」になってしまいま
す。その逆で、４方向すべて「×or＝」の場合は、どこを見ても息が抜けない、つま
り、だれにも頼れないために、「強く生きていける人」になります。 

 
㋛ 木村さんはこんな人 

命式をみて、もっとも強く、木村さんを表しているのが、水色の「戊申（ぼどのさ
る）」（＝日干支、にっかんし）です。この日干支は、還暦６０年と同じ、６０種類あ
ります。 
 
この「戊申」は、統計的にこのような本質をお持ちということです。 
・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 
 
頭の回転が良く、クール、権力者にべったり付くわけでもない、など、まさに木村さ
んだなと感じられます。「平和主義」で、「トラブルから守る」、そんな人ですので、Ｓ
ＭＡＰの解散は、残念で仕方がなかった、ではないでしょうか？ 

 
㋜ 日干支と中心星が同じ有名人 

同じ、日干支と中心星、「戊申」「車騎星」を持っている同性の有名人は、EXILE の小
林直⼰さん、梅沢富美男さんが、いらっしゃいます。 
※日干支が 60 種類、中心星が 10 種類なので、600 分の 1 のマッチング確率です。 
※有名人データ：男 3400 人、女 2558 人 

 
㋝ 生涯不変のエネルギー 

算命学では、時間と空間の接点が「運命」という考え方をし、その運命のエネルギー
を数値化したものがこの項目になります。 
 
命式㋑の２行目が「時間」を表し（地支）、それ以外が「空間」を表しています。です
ので、この３つの「時間」（木村さん → 申・亥・子）と、その他すべての「空間」を
掛け合わせた数の「運命」を、生まれながらに持っていることになります。 
 
木村さんは、１行目と３〜５行目に、あわせて９個の「空間」があるので、３つの
「時間」と掛け合わせて、３×９、合計２７個の運命があり、その合計値が「総エネ
ルギー」になります。 
 
木村さんのエネルギー（バイタリティ）は「１９９」です。２００〜２５０が標準と
され、２５０以上のパワーを持つ人は、政治家や、大企業のトップに向いているとさ
れています。 
 
少し難しくなりましたが、点数の出し方など、さらに詳しい説明は、サイト「あなた
とは.com」の「無意識のエネルギー」をご覧ください。 
 

㋞ 生き方のヒント 
「総エネルギー」や、性質に振り分けた「エネルギー」の配分によって、どんな生き
方が向いているのかなどの「適性」を見ることができます。 
 
「総エネルギー」を合計する前のそれぞれ（時間×空間）は、「土性」「木性」「火性」
「水性」「金性」のいずれかの性質に置き換えることができます。そして、それぞれの
性質の合計が、木村さんの「土性」を中心として書かれています。 



タテ方向（火性 → 土性 → 金性）が、鑑定書右上㋔の「意識しない、楽な関係」、つま
り、良好な関係「支えられる」「支える」を意味し、ヨコ方向（木性 → 土性 → 水性）
が、「意識する、疲れる関係」、つまり、「鍛えられる」「鍛える」関係を意味する性質
が配置されています。 
 
木村さんの日干支（にっかんし）、「戊申」は「土性」になります。この「土性」を中
心を含めた、５方向（土・火・金・木・水性）の点数の合計が「１９９」になりま
す。 
 
そして、この５方向のうち、右側（東方）が一番大きい数字１２１点になっていま
す。これは、「⻘龍型」といって、「損得でものを考える、つまり商人気質で、チャレ
ンジ精神のある少しわんぱくな生き方」が向いているとされます。 

 
㋟ 天中殺とは？ 

算命学は、持って生まれた「宿命」、それと、生まれてから後天的に起こる「運命」を
見ていくものです。この「運命」は、空間と、時間の接点であると定義しています。 
 
「時間」だけでは運命は生じませんし、「空間」だけの運命、というのもありえない、
ということです。 

○ 空間は、10 種類＝甲乙丙丁戊⼰庚⾟壬癸、 
○ 時間は、12 種類＝子丑寅卯⾠⺒午未申⾣戌亥 

この２つの組み合わせによって、「運命」が生じる、ということになります。 
 
天中殺を図で説明させていただきますと、このようになります↓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



天中殺は、この組み合わせによる、「２つの差」、「空間」が存在しない期間のことを言
います。「時間」しか存在しない、“真っ暗”な期間とも言えます。 
 
そんな中で、手探りでアレコレとやってみても、いい結果は生まれません…。これ
が、天中殺の期間の状態ということです。 
 
木村さんは、「寅卯天中殺」になります。 
寅卯天中殺の特徴は、 
・仕事で関わる人、友人、恋人、⺟親などとのコミュニケーションが下手 
・中年以降からどんどん運が良くなる大器晩成型 
となっています。 
 
確かに、木村さんの友人というとあまり思い浮かばないかもしれませんが、ドラマの
お仕事でも中心的な存在でしたし、若いときから大成されていましたので、こちらの
特徴には該当しないということです。 
 
統計的に、このような傾向があるということになります。 

 
㋠ 運気（天中殺） 

先ほどの図のように、「空間」が存在しない期間になります。木村さんは、「寅卯天中
殺」ですので、「寅年」「ウサギ年」の 2022 年、2023 年がその期間ということになり
ます。１２年に２年間、順番で回ってくるものです。 
 
算命学の１年は、節分、立春が区切りになりますので、今年 2022 年の２月４日から、
2024 年２月３日までがその期間になります。この期間には、何か新しいことに挑戦し
たり、結婚や、出産、引っ越し、就職、天職などのタイミングとしては、避けるべき
時期になります。 
 
この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可能になります。 
 
たとえば、この天中殺に就職や転職をすると、最初はガマンできても、天中殺が明け
る頃「この会社に合わない…」と感じるようになります。そんなはずはないと、頑張
れば頑張るほど「酸欠状態」になり、運気がさらに下がってしまうというものになり
ます。 
 
※ 詳しい説明は、「あなたとは.com」の「天中殺、やっていいこと、悪いこと」をご覧ください。 
 
それと、「月」の天中殺というものもあって、木村さんは毎年の２,３月がそれにあたり
ます。この月も、何か新たなことを始めるなども避けたほうがよい時期になります。 



㋡ 宿命天中殺とは？ 
先ほど㋠は、１２年に２年、必ず回ってくる年の天中殺でしたが、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。 
 
木村さんは、どれにも該当していません。このようにどれも該当しない方もいれば、
すべて該当するような方もいます。 
 
たとえば、俳優の山崎育三郎さんは、ここに挙げた６個の宿命天中殺の内、「日座天中
殺」以外が該当しています。 
 
・親兄弟の力が借りられない 
・両親の力を借りられない 
・悪く作用すると、社会に背を向けてしまう 
・両親から「変わった子」に見られる → 養子に出されたり、跡継ぎには不向きとなる 
・宿命天中殺は、「生年天中殺」と「生月天中殺」の両方を持っている人になります
が、自分一人しか頼れない 
 
そして、元乃木坂 46 の松村沙友理さんは、すべてに該当しています。このように、多
く当てはまっているような宿命をお持ちの方は、かなり葛藤の多い人生を歩まれてい
ると見ることができます。 

 
㋢ 大運天中殺とは？ 

天中殺のグラフ㋠を見てわかるように、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、２０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
の終わり頃に訪れる運気の下降するタイミングに対して、事前準備や適切な対処をす
ることができます。若くしてトップスターに駆け上がる芸能人の方など、この上昇気
流にのっていることがよくあります。 
 
木村さんは、2000〜2019 年の２０年間がこの期間になっていました。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。 

 
㋣ 「これから起こること」 

算命学では、１年ごとの運勢を見ていくことができます。 
 
左上に、木村さんの命式があります。 
・日干支（にっかんし）が「戊申」ぼどのさる 
・月干支（げっかんし）が「⾟亥」しんきんのい 
・年干支（ねんかんし）が「壬子」じんすいのね 
になっていますが、それぞれによって、 
・「パートナー、財産」 
・「メンタル、家系、土台（住居など）」 
・「社会全般（仕事、人間関係）」 
の運勢を見ることができます。 
 
例えば、2022 年の「パートナー、財産」の運勢はどうか？を見る場合、日柱の「戊
申」㋤に対して 2022 年の干支「壬寅」㋥がどのような影響を及ぼすか？という見方を
していきます。 
※算命学の１年は、立春 2/4〜翌年の 2/3 を指します。 
 
そうすると、「▲対冲」「×生貴刑」「▲天剋地冲」㋦とありますので、ちょっと良くな
いことが起こりそう、起きている、ということが分かると思います。 
 
内容を見ていきますと、次ページ㋧ 
【対冲】 
◆プライベートで、「別れ」など問題が起こりやすい＝離婚すべきとき 
◆財産・資産も、離れていく 
【生貴刑】 
◆イライラしやすい時期＝失言や誤解が原因でトラブル 
◆子供との関係が悪化しやすい→まずは、落ち着く。言動に責任を持ち、正しく伝え
る努力して◎ 
【天剋地冲】 
◆人生の曲がり角＝「びっくりするような変化」が起こる 
◆自分の身の回りの断捨離、リセットをしたくなる→今までのこだわりを”ゼロ”にす
るようなとき 
 



2022 年は天中殺㋨の１年目でもあるので、パートナーや財産については、特に注意す
べき１年になりそう、ということが、事前に意識しておけるというメリットがありま
す。 
 
つぎに、2022 年の「メンタル、家系、土台」については、「○支合」㋩が出ていま
す。これは、次ページ㋪ 

・落ち着いて物事に取り組める 
・すべてに対して自信を持って行える 
 
最後に 2022 年の「社会全般（仕事など）」は、「空白」㋫になっています。この「空
白」は前年の運勢を、「継続」と見ますので、2021 年の「○支合」㋬を見ていきま
す。次ページ㋭ 

・好きなことを始めたくなる 
・まじめに行動すれば、運気も高まり、信頼を得やすい 
・身の丈に合った目的を持ち、努力すれば成功 
 
まとめますと、 
【パートナー・財産】の運勢は、 
・今年は注意。来年 2023 年から好転 
【メンタル・家系・土台】は、 
・2024 年いっぱい、好調が続きます。メンタル的には、とても安定されている時期に
なりそうです。 
【社会全般（仕事や人間関係）】は、 
・今年 2022 年は良好、来年 2023 年「×旺気刑」なので、「ケンカや言い合いが起こ
りやすい」ということで注意。来年を乗り切って、好転と見ることができます。 
 
2022,2023 年の、今年来年は天中殺ですので、もともと注意すべき年になります。 
 
この天中殺が明けた 2024 年は、すべての面において「好調期」㋮になりますので、大
きな飛躍の年にするために、今年、来年は、体調をしっかり整え、新たな挑戦への準
備期間とするような２年間になると思います。 
 
算命学は、このように、人生が昇ったり下がったりすることを事前に教えてくれるも
のです。もちろん必ずこのようになる、というものではありませんが、もし、本当に
こんな状況に陥った時の心構えや、事前準備ができるということが、大きな利点であ
ると思っています。備えあれば憂いなし、ということです。 

 
 

 

 



㋯ 「注意すべき 10 年間」とは？ 
算命学では、火性、水性、木性、金性、土性、それぞれの方の、おおよそ１０才ごと
のエネルギーの使い方が、決まっています。 
 
木村さんは「土性」の８才運になります。８才から１８才、１８才から２８才、、、 
 
このようなエネルギー配分になっています。１旬目から徐々に上昇し、５旬目がピー
クになっています。６旬目でガクっと下がりますので、ここが、人生において一番注
意すべき１０年間ということになります。 
 
それまで、難なくできていたことが、できなくなったりするので、「そんなはずはな
い」「もっとできるはずだ」とつい頑張ってしまうと、心や体が疲れてしまう、という
ことです。 
 
木村さんは、５８才からの１０年間が、その期間になるということです。 

 
㋰ 仕事（天職・適職） 

ここでは、今の仕事や、これから就こうとしている仕事が、天職なのか？または、社
会にマッチした適職なのか？そんなことを知ることができます。 
 
天職、適職については、８コの星１ページ目㋖を見ていきます。 
 
真ん中の星「車騎星」が「本質」を表し、「木村さん本人」を表しています。 
 
木村さん（車騎星）からみて下の星「調舒星」が、「子ども」や「部下」の方から見
た、木村さんを表しています。つまり、木村さんが「調舒星」のように振舞っている
と、子どもや部下の方から見て、星のとおりに振舞っている＝「イキイキしている」
ように見えることから、「天職」を知ることができます。 
 
同じように、右側の星「司禄星」が、社会全般から見た木村さんを表しています。つ
まり、社会にマッチしている星が「司禄星」であり、稼げる仕事＝適職を知ることが
できます。 
 
「調舒星」「司禄星」、それぞれどんな仕事が向いているのかを見ていきます。「調舒
星」は、「個人の表現力が活かせる仕事」を指しているので、木村さんはまさに天職に
就かれていると思われます。同じく、「司禄星」は「必要とされている」と自覚できる
仕事を指しています。 
 
このように、自分が持っている星から、天職や、向いている仕事、適職を知ることが
できます。 



㋱ 結婚できる人数 
命式１ページ㋑を見ることによって、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、家庭を持つか持たないか？など、人生の重要な判断の
参考にしたりします。 
 
木村さんは「戊申（ぼどのさる）」であり、「土性」の方になります。５つの性質の関
係性㋔からみて、「土性」の方は、木の根っこで侵食されてしまったり、水を埋めてし
まう関係性から、「木性」と「水性」は、どうしても意識してしまう、疲れる関係で
す。 
 
しかし、男女の仲は、一般の人間関係とは異なり、究極の意識する相手が「気になる
相手」になりますので、本来、疲れる関係である「木性」と「水性」の異性が、宿命
としての結婚相手の対象になってきます。 
 
木村さんは、土性の「陽」なので、関係性で言うと、木村さんが「鍛える、抑えつけ
る」相手である「水性」の方が結婚の対象となり、木村さんの「陽」と結びつきやす
い「水性」の「陰」、つまり、「癸（き、みずのと）」が結婚相手になります。一方で、
その同性、「水性」の「陽」、「壬」が、結婚に至らない結びつきの強い人、「内縁の
妻」などになってきます。 
 
そこで、木村さんの生まれ持った命式の中に、この「癸」と「壬」が何人いるかを見
ていくと、「癸」が１個、「壬」が３個なので、木村さんは、結婚する人が「１人」、籍
は入れないですが強く結びつく人が「３人」ということになります。 
 

 
㋲ 運命の人と出会う場所 

㋱の「癸」と「壬」がある位置によって、どこで出会うのか？ということがわかりま
す。 
 
命式の「日干支にっかんし」の列にあれば、「恋愛」で結びつく相手。 
「月干支げっかんし」なら、幼なじみだったり、親のすすめ、兄弟の紹介。 
「年干支ねんかんし」なら、職場や、社会生活のなかで出会った人になります。 
 
木村さんは、籍を入れるような結婚相手が、職場で「１人」。奥さんの工藤静香さんを
示していると見ることができます。 
 
いっぽう、籍をいれないような相手は、それぞれの列にありますので、それぞれ「１
人」ずつということになります。気が多いということではなく、生まれながらに、と
てもモテる、異性をどうしても惹きつけてしまう、そんな人と見ることができます。 
 



ちなみに、奥さまの工藤静香さんをみると、結婚する相手「０人」、籍を入れないよう
な相手が「２人」になっています。 

 
 
奥さんは、日干支にっかんしが「甲子こうぼくのね」木性の方になります。 

  
 
「甲」は、木性の「陽」なので、関係性で言うと、鍛える、抑えつける相手である
「土性」の方が結婚の対象となり、結婚相手は「０」となっていますが、「土性」がど
うしても気になってしまう相手ということがわかります。工藤静香さんが「土性」で
ある木村さんを引き寄せた？引き寄せられた？と見えてくるわけです。 
 
このように、宿命として結婚するような相手がいるのか？どこで出会えるのか？とい
うことが、命式に表れているのです。 

 
㋳ 恋愛指数 

命式１ページ㋑の一番左上が木村さん本人です。そして、２つ下、この位置が「配偶
者」の定位置になります。そして、真ん中の列が、「身内・家系」を表しています。 
 

 
 

奥さま 



この３つを見て、まず本人から配偶者に向かっていくこの「戊申」が「出会った瞬間
の感情」を表しています。 
 
つぎに、２段階目が配偶者側から見て、本人に向かっていく、同じく「戊申」が、「恋
愛中の感情」を表しています。 
 
最後は、配偶者から家系に向かっていく「戊亥」が、「結婚後の感情」を表していま
す。 
 
それぞれ、最高点は１２点になります。 
 
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
冷めてしまう人とも言えますし、相手さえいれば他は何も望まない人、ということが
分かります。 
 
もう１つ例を挙げると、出会い４点、恋愛中３点、結婚後１２点だったとすると、出
会った瞬間も、恋愛中もそんなに相手に対して「熱く」ならない人ですが、結婚とな
ると相手のことはもちろん、相手のすべて（家系など）で判断する人になる、という
ことが分かります。この場合、相手が自分以外のことを重要視することから、ないが
しろにされる（軽く扱われる、冷たくされる）可能性があるということです。 
 
木村さんの点数は、４、４、１点。 
 
最高が１２点ですので、どの段階においても、クールな様子が見えてきます。 

 
奥さまは、７、１１、６点です。どの段階においても、木村さんを上回っています。
付き合う相手としては、この点数が少ないほど、価値観が合うことになりますので、
やや奥さま側からの熱が高い、という見方ができます。 

 
㋴ 良縁に恵まれない人 

算命学では、どうしても結婚しても「幸せになれない人」という人を見ることができ
ます。 
 
・異国の花嫁・花婿である「丁亥ていかのい」 
・蔑みの花嫁・花婿「⾟⺒しんきんのみ」、 
・戦場の花嫁・花婿「壬午じんすいのうま」「⼰亥きどのい」、この４種類です。 

奥さま 



異国…は、外国人の嫁・婿が来てしまったかのように、理解されない現象が起こりま
す。 
蔑み…は、相手の家系に、バカにされてしまうようなことが起こります。 
戦場…は、相手の家系と争いが起こるということです。 
 
結婚は２人の相性を見ればそれで問題ありません。これに該当する方にとって大切な
のは「相手の家系に近づかないこと」です。「とにかく離れる」ということです。 
 
木村さんご夫妻は、ともにこれに該当はしていません。 

 
㋵ 結婚のタイミング 

大運、１００年に１度回ってくる１０年間になりますが、その１０年間に結婚相手で
ある、「癸」が回ってくる年と、年運、１０年に１度回ってくる１年間に、同じく、
「癸」が回ってくる年を見ます。 
 
すると、木村さんは、１８才から２７才がどうしても付き合いたいＡ、結婚したい１
０年間であり、２１才、３１才、４１才、５１才が結婚したいＢ、そのような気持ち
になる年ということです。 
付き合っている人がいなければ、その年に、付き合い始めたり、付き合っている人が
いれば、どうしても結婚したくなるような年になります。 
 

 

   
 

木村さんと、奥さまの熱愛発覚は１９９９年１２月Ｃ、木村さんが結婚したくなるよ
うな、大運１８〜２７才の最後の年に当たる、２７才の時でした、そして、２８才な
りたての、2000 年 11 月 23 日に結婚発表Ｄされました。妊娠４か月ということでした

奥さま 



ので、この１８才から始まった大運の期間中に交際が始まり、突然の発表にいたった
と思われます。 
 
奥さま側から見ると、大運は３〜１２才Ｅ。これは関係ありませんので、年運で結婚
相手である、「⼰」が回ってくる、１９、２９、３９、４９才Ｆを見ていきます。 
 
熱愛発覚時が、２９才、まさに結婚したいと思うタイミングの年Ｃで、翌年、結婚Ｄ

ということになりました。 
 
この結婚相手である「干」が回ってくる年は、今まで気にしていなかった人や、嫌い
だった人まで受け入れてしまう、異性に対して、とてもオープンになる年ということ
です。これがいつ回ってくるのかを意識していれば、それに向けた準備ができます
し、相手のそれを知ることで、アプローチをかけるきっかけにもなると思います。 

 
㋶ 子ども運 

命式１ページ㋑を見ると、「子を授かるエネルギー」がわかり、子どもができやすい体
質なのか、お子さんが生まれた後、なつく子どもになるのかなどを知ることができま
す。 
 
木村さんは「土性」の方ですので、木村さんにとっての正妻は「水性」の方になりま
す。赤ちゃんは女性から生まれますので、５つの性質の関係性１ページ㋔からみて、
「水性」から生み出される「木性」が、お子さんにあたります。 
 
「木性」は「乙」「甲」ですので、これが、木村さんの命式の中に何人いるかを見てい
きますと、「甲」が１ですので、正妻の「陰」と「甲」の「陽」を掛けると、（−）×
（＋）で（−）、つまり、女の子 1 人、授かるエネルギーを持っているということが分
かります。 

 
 
おなじく、奥さま工藤静香さんは、ご自分の「木性」から生み出される「火性」がお
子さんにあたります。 
 
「火性」は「丙」「丁」ですので、これが、奥さまの命式の中に何人いるかを見ていき
ますと、「丁」が１ですので、ご自分の「陽」と「丁」の「陰」を掛けると、（＋）×

奥さま 



（−）で（−）、つまり、こちらも女の子を授かるエネルギーを、１人持っているとい
うことが分かります。 
 
木村さん夫婦は、二人とも、「女の子を１人授かる」という宿命を持っていますが、実
際には、この宿命の数を超えて、女のお子さんが２人いらっしゃいます。これは、お
二人の相性の良さや、今まで努力して築かれてきた経済的成功などの環境によって、
このような素晴らしい運命がもたらされたと考えられます。 
 

㋷ 相性一覧 
これは、ご自分の中心星（８コの星の真ん中）と天中殺と、相手が持っている「中心
星・天中殺」とどのような相性なのか？を見ることができます。 
 
木村さんは、「車騎星」「寅卯天中殺」です。奥さまは、中心星が「石門星」、天中殺が
「戌亥」なので、 
 
■車騎星 → 石門星 
→ 何となく、木村さんが主導権を握る関係。ワガママを通していると、嫌われてしま
うかも。相手が本音を自由に言えるきっかけを、作ることができれば〇。 
 
■寅卯 → 戌亥 
→ あなたの落ちた運気を一気にアップさせてくれる相手ですが、残念ながら一度だ
け。恋愛も同様に、人がうらやむほどの関係になったとしても、パッと別れてしまい
やすい２人。これまでの相手の人生（運気）を狂わせてしまうので、結婚相手には不
向き。 
 
これがすべてではありませんが、このように、相手との相性を確認しておくのも大切
なことです。ちなみに、「車騎星」には「⽟堂星」、「寅卯天中殺」には「⾠⺒天中殺」
がピッタリ。 
 
木村さんにとって、ピッタリな有名人はこんな方々です。㋸ 

 

 
 
説明は以上になります。 
 
 
 

対面占い師 Kei 


