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四柱推命理論による相性の鑑定

丁 辛(偏財) 丁(比肩) 乙

酉 亥 巳 巳

市川海老蔵 さんの命式 小林麻央 さんの命式

丁(食神)

未

壬(印綬)

戌

空亡:辰:巳 空亡:寅:卯

■日主の天干同士で、精神的な相性を鑑定します。
あなたは、真っ暗闇の中で明かりを照らすような情熱と善悪を

分別する力をもった丁ですが、少し繊細な面があります。一方相
手の乙も、慎重で他人からの影響を受けやすいのですが、お互い
似たところがあり、お互いを理解するのは早いでしょう。

協力し合いながら、物事を堅実に前に進めていくことができる
相性となります。

■月柱の天干の通変星で、行動特性の相性を鑑定します。
偏財→食神
■基本
あなたは、何事もバランスよくこなしながら、同時に自分の興味の
ある事を手に入れたいという心です。相手は純粋で無邪気。自分の
感性に忠実です。自由を好み、楽しいことを追い求めたい心です。
■詳細
あなたの理想やいくつもの夢に耳を傾け、少々の無理にも快く応え
てくれる相手です。相手のマイペースな行動にイライラすることは
ありますが、あなたを理解し支持してくれる組み合わせです。
■アドバイス
変化の早いあなたの行動やプランについていけない相手に、プレッ
シャーをかけすぎないよう、心に余裕を持って接しましょう。
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長生 胎 帝旺 沐浴 養 墓

戊：要領型

→ 陽的性格陰的性格 ←

十干の精神性格図（対象位置にあるものが最良） 通変星による行動図（隣り合う位置が最良）

→ 左脳的行動右脳的行動 ←

でしゃばり

精神 行動

偏財：納得支配型で投機的
正財：納得支配型で堅実的

偏官：組織型で管理的
正官：組織型で自制的

偏印：好奇心型で行動的

印綬：好奇心型で学者的

比肩：人指向で温和型
劫財：人指向で競争型

傷官：開放型で鋭敏
食神：開放型

丁：丁寧型

丙：華美型

乙：慎重型

甲：プライド型

癸：保守型

壬：戦略思考型

辛：固執型

庚：感覚暴走型

己：愛情型



■現在、異性が感じているあなたの魅力とは？

【相手からみた相性は食神】

今現在、あの人が感じるあなたの魅力とは、誰に対しても優しく、暖かく、接して

あげられるところです。これまでは、過去の経験や過去の出来事で傷ついたものを必

死になって癒そうと努力してきたようですが、全ての過去を捨て去り、さっぱりとし

た雰囲気に変化しました。不思議なもので、人と接して穏やかに語り合うのが楽しい

と感じるようになってきていて、そこが魅力なのです。もしかしたら、今でも家族や

友人や会社の中での人間関係で苦労しているのかもしれませんが、どんなことがあっ

ても、一人で孤独に生きていくよりかは幸せだと思えるようになり、そこが異性を刺

激しているようです。人から傷つけられることを恐れない強さが芽生えたようです。

■あの人からもっと愛されるためには、どうすればいいか？

【丁】

あの人から深く愛さることが幸せだと思っているかもしれませんが、実は、多くの

異性を愛するパワーがあなたには眠っていることをご存知でしょうか。あの人から愛

されることを大人しく待っているよりも、自分から進んで異性を愛するほうが、あな

たは幸せになることができるのです。では、どういう異性を愛したいと思うのかを説

明しましょう。あなたは、穏やかで人のことを悪く言わず、人と口論することを避け

る性質を持っていますが、それとは正反対のケンカが好きで、闘争的で、勝ち負けを

常に意識している勝負師的な異性に惹かれやすい傾向があります。そして、その闘争

的な異性は、いつも忙しく動いていることがおおく、ゆったりと時間を過ごすことを

知りません。つまり、お茶を飲みながら、ゆったりとした時間を過ごすこともときに

は必要であることを教えてあげることが、相手に新鮮な感覚を与えることができるの

です。

気をつけることは一つだけです。相手が自分の思うとおりに行動しないからといっ

て、それを叱らないことです。たとえ肉体関係をもったとしても、相手を束縛しよう

とすると嫌がられます。

■二人の愛を継続して長続きさせるための秘策とは？

【丁】

さて、どんな人でも、好きで好きでたまらないという情感に一時的に舞い上がるこ

とはありますが、それが十年も継続しないことは、あなたの周囲を観察してもう分

かっていますね。いろいろやってあげたのに、相手が思い通りの反応をしてくれな

かった。自分だけを見つめてくれなかった。こんな思いになるときが必ず訪れます。

すると、好きという感情が裏返って憎いという感情に変容してしまいますね。善悪を

判断できるあなたなら、もうお分かりですね。好きという感情と憎いという感情は同

じ歯車でそれが回転しているだけなのです。

では、どうすれば愛が長続きするのでしょう。思い出してください。あなたが愛し

たいと思った異性は、あなたと正反対の闘争好きで勝ち負けにこだわるタイプだった

ということを。穏やかな知性で、分かろうとするのが元々無理なのです。だから、分

からなくても、信頼して認めてあげることが、あなたの進化した形の愛なのです。

あの人が感じているあなたの魅力は？
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■出会った当初 あの人は、あなたにどんな印象を抱いていたのか？

【相手からみた相性は食神】

あなた達が出会った最初の頃、あの人はあなたのことを、自分の部下や後輩のよう

に、色々と面倒をみてあげたい異性だと映っていたようです。年齢とは無関係に世話

しがいのある部分を見出し、献身的にあれこれ面倒を見てあげることで、自分自身も

癒されていると感じていたようです。

つまり、あなたに対して、性的な魅力を感じるとか、激しい情緒的な好きとか嫌い

という感情はあまりなく、ただ一緒にいたいという親しみやすさのようなものを感じ

ているようです。あなたの方から見た場合、理解できないと思える言動も、実は、あ

の人が出会った瞬間から、長年の親友のように思ったがための結果かもしれないので

す。あの人は、あなたに対して、たとえ他に交際している異性がいたとしても、交際

したい相手だと直観したようです。

■交際を続けていくと、あなた達の関係は、どのように変化していくのか？

【食神】

あなたがあの人を強く愛した分だけ、あの人は生きる自信がわいてきます。ただ、

ここで注意して欲しいのはあなたが主体的に相手を愛する行動をするのが先というこ

とであり、あなたが受身の状態でいて愛されることを待つということではありませ

ん。あの人が楽しみたいことを、あなたが協力してあげると、あの人は元気になって

くるのです。

セックスに関しても、それは同じであり、あなたのほうが積極的にならなければな

らないのです。ああして欲しい、こうして欲しい、ここを触って欲しいというように

要求することが、相手を愛することになるのです。

さて、そういう緊張感あふれる期間を経たあと、だんだんと気持ちが落ち着いてく

ると、本来のあなた達の相性に変化していきます。それは、家族のような感覚で、仕

事から疲れて帰ってきたら、一杯やりながら、食事を一緒にしたい、ということで

す。

■最終的に、あの人は今後二人の関係をどうしていきたいと思っているのか？

【食神】

あの人自身の正直な気持ちとしては、今後の二人について、急いで結論を出さなけ

ればならないとは思っていません。むしろ明確な答えを持たないまま、のびのびとし

ていたい、というのが正直なところかもしれません。それでも何となく、家族の一員

のように、いつでも一緒に食事が出来る状態となって、その後の段階を目指したいの

がホンネのようです。あなたとしては、結局自分がどのように扱われるのか不安があ

るのかもしれません。

もし、結婚という形でその不安がなくなると思うなら、正直に、あなたのほうから

結婚を持ち出すべきです。それをはぐらかすようであれば、あなたのほうから、別れ

る勇気を持つことです。

また、相手に自分以外に深い仲にある異性がいるとか、経済的に不安定という心配

があって、もし結婚という形をとれば、それが直るという期待をもっているのなら、

それは幻想です。二人の将来を、あの人に託すという発想はやめて、あなたのほうが

主導権を握ったほうが幸せをつかめます。

あの人が心に秘めていて、あなたに言えなかった想い
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■あの人が天から与えられている仕事運

【食神】

今現在、あなたも、あの人の所属する会社も、会社が所属する国も、大きな時代の

変化に飲み込まれていることは、もう気がついていますね。そういった変化の真只中

では、これまでうまくいっていた人が下降し、虎視眈々と次を狙っていた人が上昇し

ていきます。あの人も、時代の波に乗れば、お金持ちになるチャンスはいくらでもあ

るわけです。

さて、あの人が天から与えられている特徴で、他人が真似できない仕事運は、周囲

に対する細かい気配りとサービス精神の旺盛さです。自分の力を少しでも社会に奉仕

するような仕事をしていくと才能を発揮できます。つまり、工場で働くような職種よ

りも人と接する職種の方が、持てる力をフルに発揮できるタイプです。人間関係がう

まくつくれる人が求められる時代です。ですから、サラリーマンとして勤めていて、

上司から厳しく管理されるのが気に入らない、もっと顧客の立場で仕事をしたいとい

う不満があるのなら、独立したほうが才能を発揮できます。安定した収入にしがみつ

いていては、個性が発揮できません。

■あの人がこれから経済的に困窮しないために注意すべき内容は

【食神】

あの人の天賦の才能が、ちょっとした周囲の人達の見方の変化で、落とし穴にもな

るということを、サポート役のあなたは知っておく必要があります。それは、あの人

自身の長所の行きすぎがそうなるので、自分では気がつかずにいることが多いからで

す。あの人は、考え方がゆるゆるしているため、周囲の人達から、少し生活全体が

ルーズに流れすぎている、と思われています。さらに、自己流の気の使い方をして、

やたらに人をおだてたり、お腹がすいていないのにお菓子を配ったり、考え事をして

いるのに話しかけてきたり、少しおせっかいな人だと思われていそうです。自分のこ

とは自分で分かっているという傲慢な気持ちがあると、適切なアドバイスをしてくれ

る友人を失い、仕事上の大きな落とし穴にはまる可能性が高くなり、経済的にも困窮

する可能性があります。

■あの人が成功するために、必要とされるパートナーはどんなタイプか？

【食神】

天から与えられたあの人の仕事運を成功に導くためには、やはりパートナーが必要

です。あの人が受け入れやすいパートナーは、飲食が好きで、食べ歩きや飲み歩きが

好きな人です。その相手は、同性でも異性でも目上でも目下でもかまわないのです

が、居酒屋で飲食をしながら、なんでも話し合えることが非常に重要です。さらに、

あの人のどちらかというと、遊びを優先しがちな部分を叱ってあげて、計画的にお金

を使うことをアドバイスできる人なら、最高のパートナーです。あの人が本当に成功

したいのなら、またはどこに流されていくのか分からない人生は嫌だと切望している

のなら、そういう特徴をもった異性を、嫌いでも好きになることができます。

あの人は社会で成功していけるのかいけないのか
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■あの人は今あなた以外の女性とつきあう気持ちはどのくらいあるのか？

【あの人の今年の運は偏財】

もしかしたら、あなたは、あの人が他の異性にもチョッカイを出しているかもしれ

ないと不安な気持ちになっているのでしょうか。ここで、重要なことを言いますが、

男性は、いつの世も、女性から愛されることを生きる第一の目的にしている生き物だ

ということです。間違わないで欲しいのは、幼い男の子が母親の乳房を一生懸命に求

めるように、大人になっても男性は、女性から愛されることを常に希望しているとい

うことです。つまり、あなた以外の女性からも、愛されることを常に望んでいるわけ

です。

さて、こういう男性の生理を知った上で、あの人の今現在の心理を占ってみましょ

う。あの人は、過去も、これからも、チャンスがあれば新しい恋愛に入っていこうと

する気持ちがあり、その動機は、いろいろな異性を研究して味わってみたいという性

的なものです。したがって、交際をしたいと思っている異性はいると考えたほうが良

さそうです。

■あの人は、心の中であなたと付き合う意志はどのくらいある？

【あの人からみた相性は食神】

さて、そういうあの人の心理を知った上で、あなたが決断すべきことは、あの人か

ら愛されることを待っていてはいけないということです。愛されるのを希望している

のは、あなたではなく、甘えん坊のあの人なのですから、今から発想を変えて生きま

しょう。あの人を良く知った上で、あの人が心のなかでどのくらい付き合う意思があ

るのか、それを占っていきましょう。

あの人の気持ちの中で、本格的にあなたと付き合おうとする熱意は、他の異性より

も強いと考えても良いでしょう。ただし、あの人の求めている恋とは、幼ななじみの

ような気軽な感覚で付き合えるもので、あなたが希望している恋の種類とは異なるか

もしれません。

■あなたにもできるあの人にとって特別な人になる方法

【食神】

さて、あの人の恋の傾向を占ってきましたが、さらに、極めつけのテクニックを教

えましょう。それは、男性は女性の肉体の研究にはやがて飽きるものですが、心の研

究には飽きないという法則を応用したものです。一生涯にわたって、浮気をしない男

性というのは天然記念物の生き物を探すようなもので、現実的ではありません。だか

ら、あなた以外の女性と、あの人が関係をもったとしても、それであの人が奪われた

と思ってはいけません。どうせ、男性も女性も、肉体の味には飽きるのですから、精

神的な味のあるほうに戻ってきます。

重要なことは、あなたが、あの人なしでも楽しく生きられる精神に進化するという

ことなのです。あなた自身は、異性におとなしく従うよりも、常に楽しいことを求め

て活動していく生活スタイルのほうが輝くのです。そういう生き方こそ、今日も明日

もずっと、継続して自分の精神を高めるテクニックなのです。つまり、恋の主導権を

あの人に渡すのではなく、あなたに移動させるのです。

彼はあなた以外の女性とつきあう気持ちはあるのか
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■あの人は、最近、あなたのことをどう思っているのか?

【あの人からみた相性は食神】

あの人はあなたに対し、日常における世話や面倒を見ることが楽しい異性だと思っ

ていましたが、最近は、なにからなにまで考えてあげないといけないという部分に疲

れてきて、恋愛の相手としては飽きてきたようです。

つまり、家庭的な愛情を求めていたのですが、あなたの要求をなんでも満たしてあ

げようとするあまり、男と女の駆け引きや緊張感というものが薄れてきているので

す。特にあなたのほうが、ファッションにあまり気を使わなくなるとか、ちょっと太

りだすとか、だらしなく甘えるといった面を見せた場合、恋愛としての緊張感は失わ

れます。あなたといると癒される効果はあるのですが、愛する気持ちはアットホーム

的なものに変化し、男と女のスリリングな緊張は失われていくのです。

■二人の状況は、なぜ、こんなふうになってしまったのか？

【食神】

恋の最初の頃というのは、相手の欠点をカバーすることが楽しく思えたものです。

しかし、交際を深めるにつれて、そういった情緒は徐々に薄れてしまうのは避けよう

がありません。そういう点で、今現在の二人の状況は、必ずしも楽観できるとはいえ

ませんが、だからといって、あなたが一方的に相手の気を引こうとして相手の言いな

りになることはかえって二人の将来を暗くするだけです。

なぜならば、自分の思い通りに動いてくれる異性というのは、最初のうちは快楽を

感じるものですが、時間が経過するとそれは苦痛に変化するからです。重要な点は、

あなたの人生を相手に依存しないことです。あの人と縁が切れたとしても、あなた自

身が誰にも甘えずに自立した人生を歩んでいくことが、あの人の気持ちをスッキリし

てあげられるただ一つの方法です。

■結局、あの人をどこまで信じてもいいですか?

【食神】

次に、あなたが気持ちを切り替えてあの人に依存しないでも楽しく生きていくとい

うふうになった場合のことを説明します。もし、あの人が、あなたを自立した大人の

異性として認めはじめ、これまでのように細かいことに口出しすることをやめ、あな

た自身の考え方や感じ方を尊重するように変化していけば、あなたはあの人を信じる

ことができるでしょう。

しかし、あの人が、相変わらず、あなたに対して、細かいことまで指示したり、あ

なたの考え方を修正しようとしたり、あなたの肉体の変化にまで口出しするようであ

れば、あなたはあの人を信じることはできません。そのときは、あなたのほうから、

距離を置き、新しい出会いを求めるべきです。あの人のほうから、距離を置くことは

ありえません。

次に、あなたのほうが気持ちを切り替えることができなくて、あの人のことばかり

で頭が一杯になるなどして情緒が不安定になったり、あの人に自分の人生を預けてし

まった場合のことを説明します。残念ながら、神があなたに与えた自由に生きる権利

を放棄してしまったのですから、これから、ますます、不自由で悩みが多い人生が

待っていることでしょう。

あの人は、最近、あなたのことをどう思っているのか?
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■あなたの女力をアップする方法は？

【偏財】

あなたが女性としての魅力をアップしたいと思った場合、あなたの誰に対しても優

しい仕草がポイントになります。おそらくは、あなた自身が思っている自分の魅力と

は違うと思われるでしょう。しかし、心の中はどうであれ、仕事上の人間関係で疲れ

た男性の愚痴を嫌な顔をせず、聞くその瞬間に、男性は、あなたの女らしい魅力を発

見するのです。つまり、人の話を聞いてあげるという姿勢でいることが、最終的に

は、あなたの魅力のアップになるのです。

■あなたの精神を清める方法は？

【偏財】

あなたの精神を清めようと思うなら、あなたの精神は何を希望しているのかを知る

ことが大切です。実は、あなたの精神は、自分とは違う世界で生きている人との交流

を望んでいます。今の環境で落ち着いて生活することが、あなたの精神の望みではな

いのです。常に自分の周囲で起こっている出来事を観察し、オモシロそうな人だと

思ったら、積極的に交友関係を広げていくことで、精神が満たされ、心が美しくなっ

てきます。

■あの人を男らしくする方法は？

【あなたからみた相性は偏印】

女性は、妊娠・出産・子育てをしている期間は無防備になりますから、あの人には

男らしくなってもらわないと女性のあなたが困ることになります。それで、あの人を

強くする方法は、一つです。あなたから愛されているという実感を持たせながらも、

お金があればもっと夢が近づくことをしっかりと納得させることです。そのために、

もしも、男性が頼りにならない場合は、経済力のある別の男性を頼らざるを得ないと

告白することです。

■あの人が男らしくなったら、どのような特徴が出てくるのか？

【乙】

あの人が成長して男らしくなった場合、最初に現れる特徴は、表面上は柔和であり

ながらも考えぬいた結果の信念を変えないで生きていこうとする姿勢です。もしかし

たら、理屈は言いすぎると感じられるかもしれませんが、それは、成長に向かってい

る証拠です。次に、周囲の人に新しい何かを与えようとする意識が芽生えてきます。

そして、多少融通がきかずに頑固になるかもしれませんが、それも、自分の考えを実

際に試そうとしている証拠ですから、慌てず、あたたかく見守っていくことです。

あなたの女力 彼の男力のアップをするには？

市川海老蔵 1977/12/6 と 小林麻央 1982/7/21
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太陽が示す２人の基本的相性

太陽というのは人間の基本的な生命力をあらわし、人間の根本的な心理に影響

をあたえるものです。ホロスコープでお互いの太陽がどの星座にはいっている

のかを診断し、その結果、基本的な相性がどうなのか？をここでは占います。

■市川海老蔵さんは、どのような生き方をするように宿命づけられているの

か？

市川海老蔵さんは、いて座ですから、いろいろと試みることが大好きです。好

奇心や探求心が、動機となって、行動を開始するユニークな男性です。そし

て、好奇心という楽しさに運命をまかせることが出来る冒険心と奔放さがあり

ます。それは、信頼できる親のもとで、心配する親の心をよそに、気ままに自

由に楽しく飛び回る無邪気な子供のようです。率直な好奇心から湧き出るパ

ワーは、時としてわがままになり、自分でコントロールすることができず、誰

かにブレーキをかけてもらわなければならない時がでてきます。しかし、それ

で懲りる市川海老蔵さんではありません。一見、でたらめに見える行動は、一

般的な常識では計れないというだけで、本領を発揮するのはこれからです。市

川海老蔵さんが目指すとことは、普通の人では、気がつかないようなものなの

ですから、周囲に理解を求めるのは無駄かもしれません。面倒な手順を踏むよ

りも、とにかく実行して、一足飛びに行ったほうが、成功しやすいタイプなの

です。「日常生活は面倒くさいことだらけ」と思っているかもしれませんが、

これは仕方ありません。

■小林麻央さんは、どのような生き方をするように宿命づけられているのか？

小林麻央さんは、天候の定まりにくい季節に生まれた、かに座の女性です。

しっとり落ち着いたように見えますが、急激にハートが熱くなる気性も持って

いて、定まりにくいのです。その、落ち着きと激情ぶりの両面が混在している

ことが、小林麻央さんの素敵な感受性となっています。外界の刺激に敏感に反

応する小林麻央さんは、天候によって気分も変わるほど、心の感性が非常に率

直な女性なのです。夏が到来する前に生まれた小林麻央さんは、厳しい夏に疲

労しないように、人々をいたわることで、自分自身が、発展していく宿命を

もっています。小林麻央さんが、困っている人を見かけたら、「大丈夫」「気

をつけてね」「力になってあげるから」といった言葉をかけてあげましょう。

声をかけられた人は、小林麻央さんの素敵な母性に感動し、一人立ちをしてい

こうという自信をもつようになるでしょう。それによって、小林麻央さん自身

も安心感を得ることができます。人の面倒を見たり、世話を焼いたりして、

人々に自信と安らぎを与え、不安という悪魔を遠ざけることが小林麻央さんの

使命なのです。「母性」を追求する小林麻央さんには、１つだけ注意点があり

ます。小林麻央さん本来の優しさを発揮しつづけるためには、仕事に情熱を傾

け過ぎないことです。自分の家族や、同僚、友達、所属するグループや、ペッ

トなどを、普段の生活で、いたわりをもって接する必要があるのです。

■２人の基本的な相性はどうなのか？

あなたたち２人は、５つ離れた星座に太陽がありますから、お互いを補い合う

という関係ではないようです。つまり、一言でいえば、『服従愛』といえま

す。一方が、献身的に面倒を見るという関係になりやすい相性です。しかし、

この関係は、恋の魔力に憑かれて、これが本当の恋と錯覚しやすい関係なので

す。ですから、好きなら一切見返りは求めない精神で、尽くす覚悟が必要で

太陽というのは人間の基本的な生命力をあらわし、人間の根本的な心理に影響

をあたえるものです。ホロスコープでお互いの太陽がどの星座にはいっている

のかを診断し、その結果、基本的な相性がどうなのか？をここでは占います。

■市川海老蔵さんは、どのような生き方をするように宿命づけられているの

か？

市川海老蔵さんは、いて座ですから、いろいろと試みることが大好きです。好

奇心や探求心が、動機となって、行動を開始するユニークな男性です。そし

て、好奇心という楽しさに運命をまかせることが出来る冒険心と奔放さがあり

ます。それは、信頼できる親のもとで、心配する親の心をよそに、気ままに自

由に楽しく飛び回る無邪気な子供のようです。率直な好奇心から湧き出るパ

ワーは、時としてわがままになり、自分でコントロールすることができず、誰

かにブレーキをかけてもらわなければならない時がでてきます。しかし、それ

で懲りる市川海老蔵さんではありません。一見、でたらめに見える行動は、一

般的な常識では計れないというだけで、本領を発揮するのはこれからです。市

川海老蔵さんが目指すとことは、普通の人では、気がつかないようなものなの

ですから、周囲に理解を求めるのは無駄かもしれません。面倒な手順を踏むよ

りも、とにかく実行して、一足飛びに行ったほうが、成功しやすいタイプなの

です。「日常生活は面倒くさいことだらけ」と思っているかもしれませんが、

これは仕方ありません。

■小林麻央さんは、どのような生き方をするように宿命づけられているのか？

小林麻央さんは、天候の定まりにくい季節に生まれた、かに座の女性です。

しっとり落ち着いたように見えますが、急激にハートが熱くなる気性も持って

いて、定まりにくいのです。その、落ち着きと激情ぶりの両面が混在している

ことが、小林麻央さんの素敵な感受性となっています。外界の刺激に敏感に反

応する小林麻央さんは、天候によって気分も変わるほど、心の感性が非常に率

直な女性なのです。夏が到来する前に生まれた小林麻央さんは、厳しい夏に疲

労しないように、人々をいたわることで、自分自身が、発展していく宿命を

もっています。小林麻央さんが、困っている人を見かけたら、「大丈夫」「気

をつけてね」「力になってあげるから」といった言葉をかけてあげましょう。

声をかけられた人は、小林麻央さんの素敵な母性に感動し、一人立ちをしてい

こうという自信をもつようになるでしょう。それによって、小林麻央さん自身

も安心感を得ることができます。人の面倒を見たり、世話を焼いたりして、

人々に自信と安らぎを与え、不安という悪魔を遠ざけることが小林麻央さんの

使命なのです。「母性」を追求する小林麻央さんには、１つだけ注意点があり

ます。小林麻央さん本来の優しさを発揮しつづけるためには、仕事に情熱を傾

け過ぎないことです。自分の家族や、同僚、友達、所属するグループや、ペッ

トなどを、普段の生活で、いたわりをもって接する必要があるのです。

■２人の基本的な相性はどうなのか？

あなたたち２人は、５つ離れた星座に太陽がありますから、お互いを補い合う

という関係ではないようです。つまり、一言でいえば、『服従愛』といえま

す。一方が、献身的に面倒を見るという関係になりやすい相性です。しかし、

この関係は、恋の魔力に憑かれて、これが本当の恋と錯覚しやすい関係なので

す。ですから、好きなら一切見返りは求めない精神で、尽くす覚悟が必要で

す。お互い、相手に理想を求めたり、気に入られようとしても、お節介としか

市川海老蔵様 1977年12月6日 12時0分 東京都



受けとめられないことが多くあるでしょう。お互いの本心が、見えないので、

腹の探り合いをして、神経過敏になっていまい、相手を信じ切ることができず

に、苦しむことになるかもしれません。市川海老蔵さんが、愛の僕としてひた

すら使えるか、または逆に、主導権を握って相手を尽くさせるかのどちらかで

す。主従関係をハッキリさせ、一方が相手を独占するという形にしたほうが上

手くいくカップルです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



二人の心と体と行動の相性

四柱推命でいう心とは十干のことです。そして、性的な部分とは十二運星のこ

とです。そして、価値観と行動は通変星のことです。二人の日干と、日支の十

二運星と、月上の通変星から、相性を占います。次に、家庭をスタートさせた

あとに、一緒にいてどういう気持ちになるかというのは、ホロスコープで二人

の月のアスペクトを見て占います。家庭をスタートさせる前の段階での愛情の

相性という面では、二人の金星のアスペクトを見て占います。肉体的な相性と

いう面では、二人の火星の距離を見て占います。人生の最後の局面での生命力

の相性という面では、二人の太陽のアスペクトを見て占います。最後に、宿曜

経で月による人柄の相性を占います。

■十干で見る二人の心の相性

市川海老蔵さんは、真っ暗闇の中で明かりを照らすような情熱と善悪を分別す

る力をもった灯火の「丁」ですが、少し繊細な面があります。一方小林麻央さ

んの草花の「乙」も、慎重で他人からの影響を受けやすいのですが、お互い似

たところがあり、お互いを理解するのは早いでしょう。協力し合いながら、物

事を堅実に前に進めていくことができる関係となります。家庭を作るという観

点から言えば、２人とも、強引に万難を排して物事を推し進めていく精神はな

いので、この点が欠点となりますが、相性は良い方です。

■十二運星で見る二人の性的な相性

市川海老蔵さんの十二運星は死で小林麻央さんの十二運星は病です。市川海老

蔵さんは、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

係なく接します。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

度には差がないのが特徴です。しかし、逆に強烈に迫られると、たいていは付

き合ってしまうタイプです。小林麻央さんは、異性に対し、細かく気を使い、

直感鋭く、相手のウソや真心のないアプローチや下心のある誘いを嫌うのが特

徴です。反面、神経質で、口うるさく、嫉妬深いという欠点もあります。お互

いに、心の躍動感に欠けるタイプですから、あまり良い相性とは言えません。

■通変星で見る二人の行動、価値観の相性

市川海老蔵さんの通変星は偏財で小林麻央さんの通変星は食神です。市川海老

蔵さんは、何事もバランスよくこなしながら、同時に市川海老蔵さんの興味の

ある事を手に入れたいという心です。小林麻央さんは純粋で無邪気。市川海老

蔵さんの感性に忠実です。自由を好み、楽しいことを追い求めたい心です。市

川海老蔵さんの理想やいくつもの夢に耳を傾け、少々の無理にも快く応えてく

れる小林麻央さんです。小林麻央さんのマイペースな行動にイライラすること

はありますが、市川海老蔵さんを理解し支持してくれる組み合わせです。変化

の早い市川海老蔵さんの行動やプランについていけない小林麻央さんに、プ

レッシャーをかけすぎないよう、心に余裕を持って接しましょう。

■二人の月の距離から家庭をもったあとの心理的な相性を占う

二人の月は、約７２度の距離がありますから、お互いの異なりを徐々に認め

合っていける関係です。すれ違いもあり、理解しあうのが困難で、摩擦が生じ

やすいのですが、なんとか関係は継続していけます。とくに、同じ業種で仕事

をしているとか、同じ趣味ともっているとか、共通点があると、調和すること

ができます。２人が交際を続けていくと、お金の問題や友人関係で、ぶつかり

四柱推命でいう心とは十干のことです。そして、性的な部分とは十二運星のこ

とです。そして、価値観と行動は通変星のことです。二人の日干と、日支の十

二運星と、月上の通変星から、相性を占います。次に、家庭をスタートさせた

あとに、一緒にいてどういう気持ちになるかというのは、ホロスコープで二人

の月のアスペクトを見て占います。家庭をスタートさせる前の段階での愛情の

相性という面では、二人の金星のアスペクトを見て占います。肉体的な相性と

いう面では、二人の火星の距離を見て占います。人生の最後の局面での生命力

の相性という面では、二人の太陽のアスペクトを見て占います。最後に、宿曜

経で月による人柄の相性を占います。

■十干で見る二人の心の相性

市川海老蔵さんは、真っ暗闇の中で明かりを照らすような情熱と善悪を分別す

る力をもった灯火の「丁」ですが、少し繊細な面があります。一方小林麻央さ

んの草花の「乙」も、慎重で他人からの影響を受けやすいのですが、お互い似

たところがあり、お互いを理解するのは早いでしょう。協力し合いながら、物

事を堅実に前に進めていくことができる関係となります。家庭を作るという観

点から言えば、２人とも、強引に万難を排して物事を推し進めていく精神はな

いので、この点が欠点となりますが、相性は良い方です。

■十二運星で見る二人の性的な相性

市川海老蔵さんの十二運星は死で小林麻央さんの十二運星は病です。市川海老

蔵さんは、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

係なく接します。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

度には差がないのが特徴です。しかし、逆に強烈に迫られると、たいていは付

き合ってしまうタイプです。小林麻央さんは、異性に対し、細かく気を使い、

直感鋭く、相手のウソや真心のないアプローチや下心のある誘いを嫌うのが特

徴です。反面、神経質で、口うるさく、嫉妬深いという欠点もあります。お互

いに、心の躍動感に欠けるタイプですから、あまり良い相性とは言えません。

■通変星で見る二人の行動、価値観の相性

市川海老蔵さんの通変星は偏財で小林麻央さんの通変星は食神です。市川海老

蔵さんは、何事もバランスよくこなしながら、同時に市川海老蔵さんの興味の

ある事を手に入れたいという心です。小林麻央さんは純粋で無邪気。市川海老

蔵さんの感性に忠実です。自由を好み、楽しいことを追い求めたい心です。市

川海老蔵さんの理想やいくつもの夢に耳を傾け、少々の無理にも快く応えてく

れる小林麻央さんです。小林麻央さんのマイペースな行動にイライラすること

はありますが、市川海老蔵さんを理解し支持してくれる組み合わせです。変化

の早い市川海老蔵さんの行動やプランについていけない小林麻央さんに、プ

レッシャーをかけすぎないよう、心に余裕を持って接しましょう。

■二人の月の距離から家庭をもったあとの心理的な相性を占う

二人の月は、約７２度の距離がありますから、お互いの異なりを徐々に認め

合っていける関係です。すれ違いもあり、理解しあうのが困難で、摩擦が生じ

やすいのですが、なんとか関係は継続していけます。とくに、同じ業種で仕事

をしているとか、同じ趣味ともっているとか、共通点があると、調和すること

ができます。２人が交際を続けていくと、お金の問題や友人関係で、ぶつかり

あうことが多くなりますが、引き際をわきまえてきると、火花が散ることはあ
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りません。ですから、普通の平凡な婚約・結婚をするようも共同で商売をする

などのほうがうまくいきます。

■二人の金星の距離から家庭生活を始める前の愛情の相性を占う

二人の金星は１５０度離れています。お互いの考え方や、趣味や、お金の使い

方などに、微妙な違いがあることを改めて感じさせられることが多い関係で

す。しかし、二人の間の愛情そのものは、むしろ強まっていく傾向があります

が、愛情のトラブルをかかえたものになります。

■二人の火星の距離から肉体面の相性を占う

二人の火星は、約７２度離れています。お互いの肉体の感じるポイントが次々

に開発され、感度の良い体に生まれ変わっていくような関係です。これまで秘

められていた肉体の何かが、肉体の触れ合いによって開花するようです。

■二人の太陽の距離から人生における最終的な生命力の相性を占う

二人の太陽は、１３５度離れています。生命力という面では、きわめて緊張感

のある関係で、ちょっとしたきっかけでケンカになるような雰囲気です。それ

でいながら惹かれ合うので、共感したり、反発したりを繰り返しながら何十年

もかけてお互いの関係を築いていきます。

■宿曜経による相性占い

あなたがた２人は、お互いに親しみを感じ、栄えるという関係ですから、成長

しあう関係のはずです。ですから、お互いに共存共栄ができて、発展して当然

という意識をもって、この出会いに感謝しなければなりません。性格が合うと

か合わないといった次元の低いものではなく、もっと大きな天の願いが、この

２人は託されていると思って良いでしょう。ノーベル物理学賞を受賞した湯川

秀樹と朝永振一郎のように、新しい分野を切り開いて多くの人に感銘を与え、

社会や地域に貢献するカップルであり盟友です。あなたがた２人だけがうまく

いけば良いというレベルを超越して人から目標とされるようなカップルを目指

すべきです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



どうすれば、小林麻央さんと上手くやっていけるのか？

愛する気持ちは人一倍強いのに、会うといつも喧嘩ばかりしてしまうのは、愛

情の表現の仕方がまずいからです。他人と同じようなやり方、雑誌に書いてあ

るようなやり方が、二人に合っているとは限らないのです。そこで、あの人と

もっと上手くやっていく秘訣は、二人の金星のアスペクトから占います。うま

くやっていけたつもりでも、やっぱり浮気の心配はつきものです。そこで、あ

の人が、絶対に浮気をしない方法については、四柱推命の肉体を表す日支の通

変星をみて占うのがもっとも的中します。最後に、あの人が、もっとあなたを

愛するようになる秘訣に関しては、ホロスコープのロマンスを表す第５ハウス

の星座を、もともと支配している星をみて占います。

■小林麻央さんと喧嘩しないようにするための秘訣は？

金星のアスペクトは１５０度ですから、もともと二人の間は、奉仕する側と奉

仕される側、支配する側と支配される側という立場が明確になりやすい傾向が

あります。ですから、小林麻央さんと極力喧嘩しないようにするためには、常

に小林麻央さんの健康状態や仕事に対して、注意を払ってやることが第一で

す。つまり、二人の相性は、上司と部下のように、上下関係がある方が上手く

やっていける暗示があり、五分五分の関係にしようとすると危機が訪れやすい

傾向があります。したがって、二人が仲良くし続ける秘訣は、市川海老蔵さん

の方が、小林麻央さんの趣味や意向にすべて従う形で物事を進めることです。

■小林麻央さんが、浮気しないようにするための秘訣は？

小林麻央さんの日支蔵干の通変星は傷官です。小林麻央さんが浮気しないよう

にするためには、日頃から、小林麻央さんの欠点や弱点を責めないようにする

ことが何よりも大切です。人のことを痛烈に避難するのが得意が小林麻央さん

ですが、自分が責められるのは、苦手なのが小林麻央さんなのです。ですか

ら、小林麻央さんに浮気的な気持ちが生じやすいのは、自分自身が深く傷つい

たと感じているときに限られます。結局、小林麻央さんが浮気しないようにす

るための最大の秘策は、多少の欠点や弱点には目を瞑って、小林麻央さん独自

の能力や優れた長所・性質に目を向けるようにしていくことといえるようで

す。

■小林麻央さんが、もっと市川海老蔵さんを愛するようになる秘訣は？

小林麻央さんのロマンス感覚は冥王星の影響を受けています。ですから、小林

麻央さんが今よりも、もっと市川海老蔵さんを愛するようになるためには、小

林麻央さんがコンプレックスと感じている部分を愛してあげることが必要で

す。小林麻央さんが何より惹かれるのは、市川海老蔵さんの不可思議な性質や

行動の部分で、古いものを大切にするところにも魅力を感じやすい特徴があり

ます。最終的に小林麻央さんが一番求めているのは、パワーが与えられる恋愛

であり、愛されるための秘訣は、短所も長所も含めて、丸ごと愛してあげる事

といえそうです。

市川海老蔵様 1977年12月6日 12時0分 東京都

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



市川海老蔵さんの今の本当の気持ちは？

あなたの中で、時々市川海老蔵さんに対して無性に「本当の気持ちを教えて」

と言いたくなる時はないでしょうか？覗いてはならない秘密の鍵穴の向こう

に、市川海老蔵さんの本当の心が隠されているかもしれません。市川海老蔵さ

んが、あなたと付き合っている本当の理由は、あの人を支配している星をホロ

スコープでみて占います。次に、あなた以外に、今好きな人がいるかどうか

は、四柱推命の今年の年運の蔵干をみて占います。昨年まで、良かったから今

年も、それが続くとは限りません。分かれようと思うときの状況は、改革と変

化とつかさどる天王星の入っている星座の影響をみることで占います。

■市川海老蔵さんがあなたと付き合い続けている本当の理由は？

市川海老蔵さんの支配星は太陽です。周りからの評判や、見た目の良さ、悪

さ、を気にするところがあり、そういう点から言って、あなたと付き合い続け

ることは、市川海老蔵さんの自負心や虚栄心を大いに満たすことにつながって

いるようです。もしも、あなたと付き合い続けていくことが、市川海老蔵さん

の評判を落とし、格好の悪さとなっていくようならば、去っていくに違いない

からです。つまり、あなたという人物は、人前に出しても恥ずかしくない条件

を備えている、と市川海老蔵さんは、とらえているのです。あなたの適度に自

己を表現する能力や、感情的なしこりをのこさない純粋さが気に入っているの

です。

■今現在、市川海老蔵さんには、あなた以外に好きな異性がいるか？

市川海老蔵さんの今年の異性運は食傷です。市川海老蔵さんは今、あなたとの

将来について、楽しく予想することはあっても、それ以外の異性を思い浮かべ

るようなことはほとんどありません。もし、あなた以外に好きな異性が現れる

とすれば、無意識に尽くしてしまうような、手の掛かる年下の異性に違いあり

ません。そういう相手でも現れない限り、市川海老蔵さんの心の中に、あなた

以外の異性が入り込む余地はなく、たとえ一緒に居られる時間が少なくても、

ずっとあなたのことだけ見つめ続けているのです。

■市川海老蔵さんが、あなたと別れようと思うのはどういうときか？

市川海老蔵さんの天王星は、さそり座にあります。つまり、市川海老蔵さん

が、本能的にあなたと別れようと思うときは、二人のセックスの呼吸が微妙に

ずれて、悦びの一致点を見出すことが出来ない、と感じたときです。セックス

の呼吸がパーフェクトに一致していれば、別れようという気持ちは起きませ

ん。最初は一致しているかに思えたセックスが、微妙にずれ始め、深い悦びの

タイミングを失い始めると、二人の心にもズレが生まれ、離れ離れの白けた空

気が漂ってきます。もうひとつ、あなたの家族の誰かが、借金で苦しむなどの

経済的問題をかかえていることが分かった場合も、市川海老蔵さんは、離れて

行きたくなってしまいます。借金は、入ってくるお金以上に、無駄にお金を使

わない限り発生しないものという考えを市川海老蔵さんはもっているからで

す。

市川海老蔵様 1977年12月6日 12時0分 東京都

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



小林麻央さんの今の本当の気持ちは？

あなたの中で、時々小林麻央さんに対して無性に「本当の気持ちを教えて」と

言いたくなる時はないでしょうか？覗いてはならない秘密の鍵穴の向こうに、

小林麻央さんの本当の心が隠されているかもしれません。小林麻央さんが、あ

なたと付き合っている本当の理由は、あの人を支配している星をホロスコープ

でみて占います。次に、あなた以外に、今好きな人がいるかどうかは、四柱推

命の今年の年運の蔵干をみて占います。昨年まで、良かったから今年も、それ

が続くとは限りません。分かれようと思うときの状況は、改革と変化とつかさ

どる天王星の入っている星座の影響をみることで占います。

■小林麻央さんがあなたと付き合い続けている本当の理由は？

小林麻央さんの支配星は太陽です。周りからの評判や、見た目の良さ、悪さ、

を気にするところがあり、そういう点から言って、あなたと付き合い続けるこ

とは、小林麻央さんの自負心や虚栄心を大いに満たすことにつながっているよ

うです。もしも、あなたと付き合い続けていくことが、小林麻央さんの評判を

落とし、格好の悪さとなっていくようならば、去っていくに違いないからで

す。つまり、あなたという人物は、人前に出しても恥ずかしくない条件を備え

ている、と小林麻央さんは、とらえているのです。あなたの適度に自己を表現

する能力や、感情的なしこりをのこさない純粋さが気に入っているのです。

■今現在、小林麻央さんには、あなた以外に好きな異性がいるか？

小林麻央さんの今年の異性運は財星です。小林麻央さんは今、あなた以外にも

好きな異性はいる、と思われます。そして、それを無理に隠そうとはしていま

せん。仮に、他に好きな異性がいたとしても、あなたを中心に生活しているこ

とは間違いがなく、他の異性のほうにウエイトが置かれているとは思われませ

ん。しかも、好きな異性だから直ちに付き合うと考えているわけではなく、

ちょっとした浮気っぽさと好奇心が、他の異性に目を向ける要素を作っている

だけです。

■小林麻央さんが、あなたと別れようと思うのはどういうときか？

小林麻央さんの天王星は、いて座にあります。つまり、小林麻央さんが、本能

的にあなたと別れようと思うときは、二人の抱いている信仰や思想が明らかに

異なっている、と感じたときです。単に、家系的な宗教が違うと言うことより

も、より根本的な生きていくうえでの指針が異なっている、と感じられるよう

な信仰・思想に対しての考え方の違いが重要なのです。それが、一緒に宗教的

な聖地を訪れたときに鮮明になると、後戻りできない別れの序曲が聴こえ始め

るようです。または、小林麻央さんがもっている高度な知性や人生観を、あな

たがまったく理解しないときも、別れのスタートになります。

小林麻央様 1982年7月21日 12時0分 新潟県

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



あなたは協調型の草花の「乙」で、相手の「丁」は、善悪をきっちりと分別する
情熱タイプですが、猪突猛進ということはありません。ですから、お互いに引くべ
きところは、引くことができる精神を持っていますので、理解しあうのは早いでし
ょう。しかし、この組み合わせでは、お互いに大胆な決断力に欠けるという欠点が
あるため、家庭を作るという精神的な面での相性は、そんなに良いとはいえません
。あなたの場合は、もう少し大胆な、ピンと来たら即実行！という位の人が良いで
しょう。

■青年期の干配合による相性

■中年期の干配合による相性
あなたは、真っ暗闇の中で明かりを照らすような情熱と善悪を分別する力をもっ
た灯火の「丁」ですが、少し繊細な面があります。一方相手の貴金属の「辛」はコ
ツコツと物事をすすめ、傷つきやすく、執着心がある方です。ですから、あなたが
、相手のそういった繊細な部分をサポートしていく分には良い関係になります。家
庭を作るという観点から言えば、お互いに繊細で相手の心情を理解し合えるのです
が、大胆に物事を勇気を持って進めていくという気力には欠ける家庭となってしま
います。総合すると、悪くはない相性です。

あなたは、大河の「壬」ですから、何よりも先を読み、戦略的に思考し、計算し
て今を生きる孤独な勝負師タイプです。つまり、環境によって常に自分の生きる方
向を軌道修正できるタイプです。一方相手の灯火の「丁」は、あまり先読みをする
ことなく、真っ暗闇の中で、善悪をしっかりと分別する情熱家ですので、お互いに
１８０度異なる精神の持ち主です。ですから、お互いを認め合うことができれば、
最高のパートナーとなり得ます。家庭を作るという観点から言えば、何かと計画を
練るあなたと、その場の直感で判断する相手は、お互いに補完しあうものが多く、
良い相性です。

■老年期の干配合による相性

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

小林麻央 1982/7/21

四柱推命による相性診断

青年期の理想的干配合図 中年期の理想的干配合図 老年期の理想的干配合図

市川海老蔵 1977/12/6

実際の日干配合・・乙-丁 実際の月干配合・・丁-辛 実際の年干配合・・壬-丁



あなたは、異性に対し、細かく気を使い、直感鋭く、相手のウソや真心のないア
プローチや下心のある誘いを嫌うのが特徴です。反面、神経質で、口うるさく、嫉
妬深いという欠点もあります。相手は、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、関係なく接します。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差がないのが特徴です。しかし、逆に強烈に迫られると
、たいていは付き合ってしまうタイプ。お互いに少し、開放的で躍動する心情に欠
けていますので、あまり良い相性とは言えません。

■性的相性

■行動相性

あなたは純粋で無邪気。自分の感性に忠実でおしゃべりです。自由を好み、楽し
いことを追い求めたい心です。相手は何事に対しても、商売感覚で判断し、いろい
ろな人から常に知識を吸収し、人を喜ばせたいという心です。実利的であり、納得
できる計画を立てる事が好きな相手に、一歩譲ってリードを任すことの出来るあな
たとは、お互い無理することなく、自然な形で楽しみながら行動できるとても気の
合う、仲の良い組み合わせになります。自分の納得するような方法でやってみたい
という欲望のある相手は、思ったように行動しないと短気を起こします。時には、
あなたのピンとくる感性からの助言が必要です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

小林麻央 1982/7/21

四柱推命による相性診断

十二運星の理想的配合図 通変星の理想的配合図

市川海老蔵 1977/12/6

実際の十二運星配合・・ 病 と 死 実際の通変星配合・・ 食神 と 偏財

丁乙丁壬

亥巳未戌

(病) (死)

戌酉亥巳

庚丁辛丁





■相性占いの鑑定内容についてのアドバイス page1

「私と夫の相性はどれぐらい良いのでしょうか」「つき合っているＡ

さんと私は結婚後も順調でしょうか」「細かく話してみると、合わない

ところが見えてくるのですが、大丈夫でしょうか」等々、相性に関する

相談はケースバイケースで様々です。

相性といっても、単に生年月日や名前、手相、顔相だけで決まるもの

ではありません。以前、このブログに血液型相性占いを説明した時の通

りです。その人の生まれ育ち、家庭環境から来る価値観の違い、育った

風土、どのような教育を受けてきたか、どんな先生や兄弟姉妹の影響を

受けて育ってきたか、職業、思想、その他多くの要素を加味し、生まれ

た後の家庭環境や本人の努力によって性格も価値観も変化していきま

す。

どれくらい徹底的に調べ上げた上での素晴らしい相性があったとして

も、あくまで人間関係を築いていく上でのスタートラインに過ぎませ

ん。ベストカップルの相性が最高の幸福を得られると確約されたものと

は限らないのです。

一番無難な相性は、同じような家庭環境、生まれ育ち、教育レベル、

家族関係、共通の趣味を持ち、同職に就いている者同士でしょう。いわ

ゆる「似たもの夫婦」です。まるで実の兄弟姉妹のような仲の良さにな

るでしょう。しかし、だからといって、すべてうまくいくかというと、

長い夫婦生活では、逆に価値観の違いがないことが面白みのなさ、魅力

のなさに変わることもあります。生まれてくる子供も、親よりもはるか

に優秀な子供が生まれてくるかどうか、むしろ、親に非常に似たような

子供が生まれることが多いのではないでしょうか。

逆に、まったく対照的な生まれ育ちの夫婦の場合、最初は価値観を合

わせることに苦労し、ギャップを埋めるまでかなりの年数を経る覚悟を

しなければなりません。時間がたつうちに、お互いが対極同士であるこ

とを知り、見方、考え方が対照的であることが、お互いを補える関係だ

と気づけば、努力を積み重ねれば、それは素晴らしいベストカップルに

変わっていきます。生まれてくる子供も非常にユニークでバラエティに

富むのではないでしょうか。同族同士の結婚よりも、遠う国籍や人種同

mitoma
秘密ボーダー



■相性占いの鑑定内容についてのアドバイス page2

士の結婚の方が苦労は人一倍多い分、理解し合った後の家族の絆や子供

の優秀さは計り知れないものがあるはずです。色でいえば、モノトーン

とレインボーカラーぐらいの差があるはずです。

本当に素晴らしい相性とは、ギャップが大きければ大きいほど、相手

に合わせ、相手に近づこうと努力し、お互いの信頼関係を地道に築いて

いく努力の賜物（たまもの）です。その最も肝心なポイントを忘れて、

相性を良くするためのノウハウだけを知っただけでは深い付き合いにな

った場合、意味がなくなります。

もちろん、相性を参考にするのは構いませんが、行き過ぎると、相性

に必要以上に固執し、この人は自分にとって相性が合う人、合わない人

と事前に先入観を持って接することになりかねず、逆に相性を知らない

方が謙虚な努力で相手に合わせる努力を惜しまないことで良好な人間関

係を築き上げることができるでしょう。

何よりも、その場、その時に出会う一人ひとりを大切にし、そのご縁

を貴重な出会いとして受け止め、「人の和」を大切に広げていくことで

相手に合わせる努力を積み重ねることが肝要です。それこそが、結果的

に本人を大きく成長させ、相手を信じて互いに研磨しあう計り知れない

幸せをもたらすことになるでしょう。

四柱推命では通変星による相性、十二運星による相性（動物占いとま

ったく同じ論理）、日柱の干支による相性など多方面を総合して相性を

占います。たとえば、十二支の中にも、仲良しの関係である三合（さん

ごう）・支合（しごう）、仲が良くない関係の刑（けい）・冲（ちゅ

う）・破（は）・害（がい）があります。

十二支の中で三合の関係にあるのは、「申子辰（さるねたつ）」「寅

午戌（とらまいぬ）」「巳酉丑（みどりうし）」「亥卯未（いうひつ

じ）」で三者同士はそれぞれ相性がとても良いとされています。これを

グループ分けなど職場で利用すると大いに参考になります。 相性とは

相手に合わせる努力度で決まる－これがポイントです。

スターフォーチュン 深川 宝琉

mitoma
秘密ボーダー


