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学習のポイント

人間も自然界も別々ではありま
せん。人間も自然界が創り上げ
た作品のひとつとして意識する
ことが大切です。

自然界を自分自身に取り入れる
には、自然化のことを様々な角
度から分析して、よく知らなけれ
ばなりません。この章では、自
然界の分類について、学びを進
めていきましょう。
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第二章
日常の中の陰陽五行論

• 自然界の分類
自然界が創り出している作品は常に能動的であり、静止することがありません。人間も自然も
別々ではありません。人間も自然界が創り上げた作品のひとつです。その人間だけを自然界の
中から取り上げてみましても、男女の差があったり、人種の違いがあったり、世界を大きく分けて
みても黒人・白人・黄色人等が存在しています。自然界は人間に対して、良い悪いは別としまし
ても色分けをしています。人間は自然界が作り出したものを人間生活の中に取り入れ活用してい
ますが、現代社会におきましては自然とは大きく離れ、人間が自由に作り出す色が数多くあり、
それが流行のカラー・流行のファッションとなって人間界の個性が形作られている一面もあります。
このような時代にこそ大自然に還り、自然界そのものが教えてくれる色（個人の本物の個性に結
び付く色）を作り上げることが大切になります。自然の法則に合っている個性とは、自然と融合し
ていく個性です。もっと大きく表現しますと、天の気・地の気を取り入れた大宇宙と一体の個性で
す。自然界を自分自身に取り入れるには、自然界のことをもっとよく知らなければなりません。そ
こで、自然界をさらに様々な角度から分析していくことにしたのが古代東洋人です。地球が公転
することにより四季（春夏秋冬）が存在し、私たちにその四季を知らせてくれるために暦がありま
す。暦は私たちの祖先が残してくれたものであり、この暦の原理を知ることが天・地・大自然の法
則を知る上で大変に役に立つのです。一般の社会で暦は大きく二種類に分けられます。一つは
天象の予測所としての純理学的なもの、もうひとつは私たちが日常生活で使用するところの「暦」
（日めくり的な約束事）です。この「暦」が大変深みのある学術的世界から生まれ人間生活に密着
し、今日の姿になっているのです。暦そのものは天体の動きから生まれたものですから、実は人
間が支配されているのは天体（宇宙の法則で動いているもの）そのものに他なりません。天体=
宇宙の法則=自然界なのです。このように天体は「暦」を仲介として人間生活の中に深く入り込ん
でいるのです。暦には色彩があり、香りがあり、平面があり、立体があるのです。出産祝い、誕生
祝、入学祝い、就職祝い、結婚式等の祝いにごとに対し贈り物等をするときに、紅白の色彩を使
用することがあります。逆に不幸なことに対しましては白黒の色彩を使用します。冠婚葬祭に関
する色彩感覚も「暦術思考」であり暦が教えてくれるものなのです。人間の勝手で天の動きを無
視して暦を作れば、天の動きと地上の動きにずれが生まれ、今年の季節と来年の季節、さらに
何年か後の季節が同じではなくなり、全く役に立たない暦となってしまいます。天の動きを無視し
て作り上げた暦は、地球の公転である一年365日の一回転を無視することと同じことです。天上
だけ、地上だけの暦を作り上げていくと大局的に見た場合は、様々な部分で不便を感じていきま
す。そこで天上と地上の接点を探し、天上界と地上界の誤差を測定して、その接点を春分、秋分、
冬至、夏至の四基点として、陰陽五行論では『四正』と呼んでいます。春の中心点は三月、秋の
中心点は九月で、春の仲春に対して秋の仲秋といいます。冬至は夜が最長の季節であり、夏至
は昼が最長です。冬至には人々が寒さの中に集まって冬至カボチャ、冬至ぜんざいを作り、一陽
来復の歓びを形にします。一陽来復の語源は、太陽の回転を基にして、冬至から夏至までを陽
気、夏至から冬至までを陰気と分類しているところから生まれています。一日に昼（陽）と夜（陰）
があるように、一年にも昼と夜なり、陰と陽に当たる分類をしているのです。古代人がつかんだ天
空と地上におけるポイントは、一年では四か所のみとなります。この四か所が各季節の中心を成
し「一年十二か月、四季節」を作り上げているのです。
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それでは、季節というものを他の表現で行った場合はどうなるのでしょうか。次に色の分類をして
いきましょう。

先ず各季節に色を当てはめる前に、各季節における主役に着目していきます。

春は樹木・草木が主役的存在であり青緑色となります。そこで春を「青色」としています。

夏は太陽そのものが主役でしょう。太陽は火、火の色は赤。そこで夏の色は「赤色」にしたのです。

秋は山野、草原の樹木、草木も枯れ、空気は澄み、遠山も近く見える頃となり、年を通じ自然界
がその身体を洗い流すさま、自然界が無に帰る時として色彩中の無色という意味で「白色」としま
した。

冬はやや特殊な状態が自然界で見られ、春・夏・秋は天・地が和合し、天も血もほぼ同じ状態で
すが、冬には「天気上昇・地気下降」と言われる気象現象となり、低く垂れこめた雲を境にし地上
世界は雨・雪・吹雪・霜等によって閉じ塞がれ、雲の上では実にさわやかなカラッとした上天気が
続いているのです。このように天と地の状態が全く異なる特色を持っているのが冬という季節な
のです。このことを陰陽五行論では「明無くして彩無し」という言葉で後世に残しており、そのため
に暗、つまり「黒色」を冬に配したのです。

以後、この四色配分は種々の分野において利用されて活用されているのです。

このような部分に古代東洋人の思想の根源が隠れているのです。

季節に対し配色が終わり、さらに色彩に対し方向を加える作業をしました。

磁場を科学的に発見していない古代人は、季節を主にして天体事物の位置を頼りに方向探知を
していき、彼らは季節により風の方向が変化することを観察したのです。

東方からの風が暦上の春から吹き始め、夏には南風に変化し、秋には西風になり、冬になると寒
い北風が吹きます。

春風を「こち」といい、寒い冬を耐え忍んだ人々が待ちます。

南風は酷暑の疲れを優しくねぎらってくれる肌に心地よい風、西風は地上の万物静寂に帰す、俗
にいう「野分け」のことであり、現代では偏西風とも言い、別名貿易風（安土桃山時代に御朱印船
を仕立てて南方の国々へ船出し、翌年南風に乗って帰ってきたことから名づけられた）とも言いま
す。北風は木枯らしと言い「冬将軍」とも言われています。このように季節・色・方向と分類作業が
続けられていき、ひとつひとつまとめられたものが、種々の事象や実生活に活用されるようになっ
たのです。

このような分類結果を、仏教家、儒教家、道教家、医学者、軍学者、兵法家（現代の法律家）が
様々な形で利用してきたのです。
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• 十干の世界
「五行論」は、「陰陽論」が参加し活用範囲が広がります。十二支成立後に十二次が創り出され、
天空の気を地上に下ろし、天・地が同じ時間条件となります。しかし五行分類は空間分類ですの
で、天・地は結ぶものではなく条件が異なっています。そこで天空の五行と地上の五行を作り、天
地併せて十方世界を作ったのです。

木星は天にあり地で木質、火星は天にあり地で火質、土星は天にあり地で土質、金星は天にあ
り地で金質、水星は天にあり地で水質、このように天空の五星と地上の五行（質）に陰陽分類を
付けたのです。そして十種の世界に十二支と同様にある符号を与えたのです。それが、甲・乙・
丙・丁・・・（十干記号）となっているのです。十干は十二支と同じく、陰陽分類が加わっていますの
で、甲と記した場合は甲木性（陽）となり「きのえ」と呼ばれますが、陰陽五行論では「こうぼく」と
呼びます。十方世界（空間分類）は宇宙全てを現し、仏教で云われるところの十方世界の言葉が
生まれ、数学の世界では十進法が生まれています。十干、十二支はその成立当初から暦術とし
て今日までしようされています。今日使用している十干、十二支にはこのような意味合いが隠さ
れているのです。十干、十二支組み合わせ符号は時間と空間の一体符号（神羅万象この世全
て）と考えてください。時間も空間も符号化していますので、簡単に結合させられます。12種の時
間符号と10種の空間符号で、組み合わせが120種類できますが、ここでは60種類の組み合わせ

のみを使用していきます。十二支のスタートは、回転運動をしている時間（太陽の冬至点を捉え
た）の『子』をはじめとし、十干のスタートは『甲』をはじめとし、結合させていきます。これを六十花
甲子（六十干支表）と云います。

人類は五大陸、五海洋を所要する地上世界に生まれ、肉体は五体六根（五臓六腑）です。

地上の事物は皆同じであり、また、この六十干支表が基本となって還暦という言葉も生まれ、六
十年経つと暦が戻ることを祝う（生きているうちに悟りを開く人）思考となりました。冬至点の一陽
来復も還暦等も皆、宇宙の法則から生まれている習慣なのです。
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五元素 十干 読み方 干の質 自然界の現象 器

木性
甲 コウボク 陽木 樹木・巨木・大木 直

乙 オツボク 陰木 草木・藤・苔・つた 曲

火性
丙 ヘイカ 陽火 太陽 明暖

丁 テイカ 陰火 梵火・灯火・ろうそく 孤明

土性
戊 ボド 陽土 山岳・山 不動

己 キド 陰土 平地・田園・草原・牧場 広平

金性
庚 コウキン 陽金 鉄剛金・岩石・刀 鋭剛

辛 シンキン 陰金 宝石・小石・砂利 柔鋭

水性
壬 ジンスイ 陽水 海・大湖・大河 動流

癸 キスイ 陰水 小川・雨・雲・霧 暗流

十干の方艦図



• 十二支の世界
十干なり本能なりは空間分類ですから、根底には同質なものがありますので、比較的簡単です
が、もう一度宇宙ということを考えてください。宇宙とは時間と空間が常に一体となったものです。

人間小宇宙なのであれば、時間分類であるところの十二支とも結びつけなくてはなりません。た
だし、十二支と本能を結合することはできません。まだ本能と云えるものは人間の体内にあり、十
干と結合させることによって初めて人間の肉体を離れ、宇宙空間と一体となります。そして肉体
から離れ、一度空間に位置したものと十二支とを結びつけていくのです。人間の体内の本能と時
間は決して直接は結び付かず、一度空間に出すことで結合作用ができるとしています。

十干と十二支の結合は大自然が味方してくれる（方法を教えてくれる）ところをもって、その気の
立地（安定して存在している場）であると考えたのです。また、土性だけは常に中央定位置とし、
四季節を包括していると考えました。一年十二か月季節の内、各季節の終わりに土用月を設け
ています。十干・十二支が結合することになりますが、陽干と陽支、陰干と陰支の結びつきの約
束事を守って結合し、この作用の上からは甲と寅が共通の要素を所有することになります。

甲=守備本能=陽、寅=守備『本能=陽、以下の方鑑図のような結びつきとなります。十二支による
鑑定には、この組み合わせを使用していくことになります。

『寅年生まれは守備本能を所有し、守りは堅く、独立独歩の気風となり、人生の速度は遅くなる』
等の答えが出ることになります。

この十干十二支の意味をさらに細かく、方向、季節、五行、色彩、明暗、湿乾、寒暖等を加えてい
きます。すると人間の本能を一度空間に取り出したので、地上の物事、天空の物事、宇宙に関す
るありとあらゆる物事を全て結びつけることが可能となっているのです。そして初めて、人間も含
めて時間・空間が一体となった世界が見えることになるのです。

ここに東洋陰の思考の素晴らしさが現れ、十二次（地上）、十二位（天空）、十干十二支、五行、
本能、色彩、音律その他諸々を包括し「天地人三歳」が体となった方艦図（神羅万象この世のす
べて）が成立することになります。このような原理から様々なものが生まれ、東洋の思想学、占い、
家相、手相、人相等の根源を成しています。

人類の宿命は自然界から与えられています。地球上に住む私たちは、地球が存在している宇宙
（大自然でもあり神でもある）で通用する感覚を持つことが必要条件となります。地上だけの観察
では宇宙と一体になれず、宇宙の根本から与えられた大きな宿命を理解することができなくなり
ます。その大きな宿命を理解することができれば、人間個人の宿命も理解することができるはず
です。歳星（木星）は12年周期で元の位置に戻ってきます。そこで解りやすくその通り道を12区分
することにしました。すると現在という経過年数を12年周期で知ることができるようになりました。

また、他の惑星と云われている星、太陽、月等もすべて同じ道を経過しています。そこでその道を
黄道と名付け、木星の運行を基準にして12区分したのです。

今日一日、一月、一年等の暦は、人間が制作した暦ではありますが、全て天体の動きと同じ周期
となっています。また、同じ周期になっているからこそ暦として今日に役に立っているのでしょう。1
年を12ヶ月、1日を12刻（現代では24時間）としていますが、これらも木星の12年周期が基になっ
ています。天の黄道12区分を黄道12次と云います。天上世界を観察し、12区分しましたので、次

に地上の分類を進めていきました。天上（宇宙における天）を分類しましたので、地上（宇宙にお
ける地）を同じように分類していかなければ意味のないことになります。そこで天空の12次をその
まま地上に降ろし、地上の12区分作業をしたのです。天の12次に対し、地の12次を12位と名付け

ました。ところが、天上区分と地上区分を全く同じ法則で分類しましたので、別々の名称では不便
なことがままあります。そのために、今日使用されている簡略符号が考えられ、十二支符号の誕
生となりました。『十二支』は別名「十二兄弟」とも云い、天を父、地を母と想定した場合と同じく、
十二次を兄、十二位を弟とみて、十二兄弟を記すようになりました。十二支は「子、丑、寅、卯、
辰・・・」ですが、これらの文字は符号であると同時に数字の役割もし、また、時間の通過点を現し
ているのです。
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十二支の方艦図
黄道
十二次

地上の
十二位

簡略符号

十二支
読み方 性質 方向 季節 月

娵訾 大淵献 亥 い 水性

北

初冬 11月

玄枵 因敦 子 ね 水性 真冬 12月

星紀 赤奮若 丑 うし 土性 晩冬 1月

析木 摂提格 寅 とら 木性

東

初春 2月

大火 単閼 卯 う 木性
旺春
（仲春）

3月

寿星 執徐 辰 たつ 土性 晩春 4月

鶉尾 大荒落 巳 み 火性

南

初夏 5月

鶉火 敦祥 午 うま 火性 真夏 6月

鶉首 協洽 未 ひつじ 土性 晩夏 7月

実沈 涒灘 申 さる 金性

西

初秋 8月

大梁 作畫 酉 とり 金性
旺秋
（仲秋）

9月

降婁 淹茂 戌 いぬ 土性 晩秋 10月

春分点秋分点

夏至

冬至
寅

卯

辰

未
午

巳

申

酉

戌

亥
子

丑

水性

木性

火性

金性 土性

表鬼門

裏鬼門

玄枵
星紀

析木

大火

寿星

鶉尾

鶉火
鶉首

実沈

大梁

降婁

娵訾
土性

土性

木性

火性

金性

土性

水性



十二支の方艦図

春秋

夏

冬
寅

卯

辰

未
午

巳

申

酉

戌

亥
子

丑

癸

甲

丁

庚 戊

己

己

乙

丙

辛

戊

壬

• 子
質は水性、北方の陽水、色は黒、風は北風

行動と智慧の一体によって人生の進み方が上手い。蓄積と放出を繰り返し、人生の波は相当に
荒く、若年と晩年に発福し、中年に落ち込みがあります。子縁良好、子縁無しのどちらかが財に恵
まれます。干は壬が支配、自然界にあって海湖の水とします。（一般的な解釈のみです。）

• 丑
質は土性、北方の土星のため湿土とします。色は黄色、暦上の土用のため風は起きません。

性情は表面の柔で内面の剛と自我が蓄積されています。人生の速度は遅く、中年に至り発福。干
は己が支配、自然界にあって田園の土とします。平和主義で動乱を好まず、動乱期にあっても自
己を見失わない。

• 寅
質は木性、東方の剛木、色は青、風は東風。

性情は守り型で内側に気負いあり、与えられたものの活用、運用の才があり、それを土台として
人生形成をしていきます。干は甲が支配、自然界にあって樹木（大局的な情愛の豊かさを示す）と
します。

• 卯
質は木性、東方の柔木、色は青、風は東風。

性情は協調・調和の質あり、組織をもって美とします。動乱期のアウトロー、平和期の体制者とな
り政治・経済の頭角を現します。干は乙が支配、自然界にあって草木とします。
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• 辰
質は土性、東方の土用、天に配して銀河の河口を成す。

性情は内面の燃える情熱を外面に発揮できず、心の争いを起こし内面と外面の不均衡が極盛と
極衰の谷間に存在し、一代において栄華を築くか貧を作るかのどちらかを招きます。干は戊が支
配、自然界にあって山岳とします。

• 巳
質は火性、南方の陰火、色は赤、風は南風。
芸術に才能を発揮し特殊な創作能力を所有し、直感と理論の間で精神の不安定を作ります。

大衆の中にあって孤独、孤独の中に前進力を秘める。外面の明、内面の暗で感受性の強さが六
親の薄縁を作ります。干は丁が支配、自然界にあって灯火とします（一般的な解釈のみです）

• 午
質は火性、南方の陽火、色は赤、風は南風。

性情は烈をもって旨とするが、内面は明、外面も明で気が相当に激しく直情の性格が人生の壁を
大きくすることになるが、人間性の豊かさと正直さで敵を作ることが少なくなります。干は丙が支配、
自然界にあって太陽とします。（一般的な解釈のみです）

• 未
質は土性、南方の土用、色は黄色、風は無風。

性情は三伏の寒が生まれるところでもあり、外面の陰・内面の陽、忍耐の強さと強情が若年・中年
期に運をつかみやすいが、多芸多才で一芸に秀でるものなし、財運の豊かさは男女問わずありま
すが、女性の場合結婚し家庭人となるのが遅れぎみとなります。干は己が支配、自然界にあって
田園とします。

• 申
質は金性、西方の剛金、色は白、風は西風。

性情は動乱にあって名をあげ、闘争の中で成長していく人となります。多芸の才があり実行も可
能ですが、人生が多岐に流れまとまり悪くなります。行動は早く、行動と共に思考があり、情は薄く
私情に流されることのない人です。干は庚が支配、自然界にあって鉄剛金とします。

• 酉
質は金性、西方の柔金、色は白、風は西風。

人に例えて文官を成し、直情の性格が名を惜しむ人を作り、実より名を取り時としては国土が生ま
れたりする。幼少期に人生の方向が定まらず、貧に育って名を挙げ、富に育てば名を成すことが
ありません。干は辛が支配、自然界にあって宝石とします。

戌
質は土性、西方の土用、色は黄色、風は無風。

蓄積の才能豊かなものがあり、戌そのものが商人の神とし小財は常に回り、万人に交換を持たれ
時には養子・養女の宿星となります。一種のユーモアに富み、社交におきまして人の和を保つ才
能にも恵まれています。干は戊が支配、自然界にあって山岳とします。

• 亥
質は水性、北方の陰水、色は黒、風は北風。

冬水は常に一陽来復を願い、粘り強さと苦難・困難に強い。性情は外面の明・内面の暗、家庭に
あって中心の明るさを形成し孤独に弱い人です。干は癸が支配、自然界にあって雨・露とします。
（一般的な解釈のみです）
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• 干支暦
暦は自然観測から人間が作り出したものです。暦そのものは天・地のどこにも描かれているような
ものではなく、先人たちが長い努力と試行錯誤の上に作り出したものです。西洋の暦は時間分類
に重点を置き、さらに綿密なものへ進み天文学から数学へと発達していきました。東洋の暦は精
密化よりも実践的な方向へ歩んでいき、暦が一種の思想との混合となっていきました。特に干支
暦の思索の基になっているのは、時間と空間の分類が生まれたことに由来します。
五行の空間は天の十二次を回って、60年一周期となっていますが、干支暦成立当初は木性が玄
枵（子）に入った年を起点としました。そこで甲子(空間が天の木星・時間が北方）を第一番目として

います。以前にも説明いたしましたが、東洋の占いは歳星（木星）を起点にして何年生まれ（子・
丑・寅・・・）と占い、西洋では生まれ月（太陽の運行）によって占っています。

西洋人は太陽に着目し、東洋人は木星に着目しました。太陽暦と干支暦の違いはありますが、両
者共に天体の動きであることは事実で方法は違っても人間の運命に対する答えは、同じであるは
ずです。
干支暦は第一に回りくる年を60分類し、次に月の方を60ヶ月分類しました。1年が12ヶ月だから12

種類であるという今までの固定観念で捉えないでください。年に対し、月の方の変化は太陽によっ
て解る仕組みとなっていまして、1年の中の季節も太陽の動きによって定まるのです。

月の基本が太陽であれば当然符号は丙（十干符号）となり、季節の出発点春季を第一番目の季
節と定め、二月を60ヶ月の出発点としました。二月は寅月であり、太陽（丙）が寅（析木）に入った
時を丙寅と記し、60ヶ月の始まり符号としたのです。60年の符号、60ヶ月の符号が出来上がった

段階で組み合わせれば、年も月も同時に使用することが可能となり、この方法を進めていけば十
干が空間分類、十二支が時間分類であったのですから暦術の中に空間と時間を同時に折り込む
ことができるのです。干支暦の最大特徴は時間と空間を同時に使用した部分にあります。
例えば、太陽暦の1975年4月は太陰暦では昭和50年3月です。

しかし、干支暦を使用しますと『乙卯年・庚辰月』となり、つまり太陽暦と太陰暦を同時に使用した
ことになるのです。
干支暦は六十進法を基に出来上がっていますので、60ヶ月が過ぎますと、また同じ干支の月に戻
ります。そこで年の干支と月の干支を組み合わせてみますと、年の60年（720ヶ月）に対し、月の方
は60年に12回転します。ところが時間の分類は12種類で空間の分類は10種類です。しかし一年
は12ヶ月ですので、12ヶ月と60ヶ月と10種類の空間を結びつけるためには60ヶ月が2回転しなけ
れば12ヶ月と10種類の空間が一致しないのです。この思想法は東洋独自のもので、干支暦の思
想部分を抜き出しますと異質の時間と時間は絶対に重なることがなく、例えば3時間と3分は重な
ることがなく3時間の中に3分は含まれているものなのだという考え方です。ですから、3時間と3分
が対等に同じ範囲で重なることはないということなのです。太陽暦の方では今年の4月も来年の4
月もまったく区別がなく、当然のこととして毎日の区別もありません。今年の4月1日も来年の4月1
日も同じで、4月1日だけを見たらいつのことだか全く解らないでしょう。 ところが干支暦になります
と、今年の4月と来年の4月では明確に分かれています。それは一年という時間の中に月が包括さ

れているのではなく、空間という範囲を媒体として年と月が同格の立場で重なる仕組みとなってい
るからなのです。時間と時間は重ならず、しかし、空間と空間は共に重なり立体を作るのです。例
えば夜という空間と、暗いという色彩空間は重なるのです。しかし、12時間と3時間を重ねようとす
ると9時間という時間範囲が残ってしまい重なりません、重ならないということは対等でない、同格

ではないということにもなります。干支暦は十干という空間を媒体において年と月、月と日、共に時
間同士が重なり三重の塔のような仕組みとなっていまして、空間は時間と違って無限に広がり、ま
た、無限に縮小されるのです。この方法は年、月、日それぞれが対等で確立された世界が出来上
がっていることでもあり、1975年5月14日という時間の範囲は来年も同じ時間範囲が回ってくると

捉えているのが太陽暦であり、太陽暦を干支暦に置き換えますと『乙卯年・辛巳月・庚申日』となり、
独立した三つの時間と空間が一同に会しているのと同じことになり、このような組み合わせが再び
揃うのが約5000年先の未来となるのが干支暦なのです。
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• 宿命と空間
干支暦によって干支表出された十干十二支が太陽暦のその日に与えられました。この干支暦による
符号はその日一日に与えられた時間空間範囲となります、この暦は個人が勝手に作ったものでもひとり
だけのものでもありません。暦上の時間と空間の約束事です。単なる約束事ではなく、ある一定の時間
と空間範囲を捉えたものであり、時間と空間を固定したものととらえても良いのです。固定された「時間
空間範囲」(人間の誕生日)即宿命となります。何故星占いが生年月日を基にして人の運命をみていくの

でしょうか。人間はもちろん、他の動物たちにも生年月日があり、この世に生まれて生年月日のないもの
は何一つありません。しかし、生年月日即人間、あるいは動物ではないのです。人間には運命なり宿命
の存在があるらしいと解っても肉眼では見ることができませんので、生年月日を基にして人間を大自然
の中に溶け込ませ、大自然の中から逆に眺めようとしているのです。そこで人間が所有している(与えら
れた)最小空間範囲を利用していくことにしました。干支は年と月と日が互いに独立していて、決して包

括され合う関係ではありません。しかし一日の中の時間は一日という空間を小さく分類しているだけで一
日という範囲に包括されています。一日という単位は干支暦におきまして年、あるいは月が無くても独立
して存在できる単位なのです。しかし時間は、一日の単位を抜きにしては独立して存続することができま
せん。また、天空におきましても時間(一日の中の細分化)と宇宙の接点はありません。一日という単位

には地球が一自転をするという宇宙との接点があります。大自然に対し個人の与えられた『時間空間』
は一日という接点において通じ合っているのです。そこで最小空間範囲が一日であるということは、人間
の運命、つまり人間に与えられた空間を求める方法は生年月日を用いればいいことになります。
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日本に生まれたのであれば、好むと好まざるとに関わらず日本国の運命に左右されます。日本国の
運命に左右されるからこそ日本人（日本に住んでいる外国人を含む）とも言えます。しかし、日本に生ま
れた以上、日本国を大いに利用することで運命が良くなるのではないでしょうか。

ここに昭和61年11月15日生まれの人がいるとします。干支表示は丙寅年・己亥月・癸亥日という空間の

国に生まれたと同じことです。そこでこの国を知り、この国を利用することがこの人の運命をよくすること
ではないかと考えてみてください。その国の環境は、その人に与えられたものです。何のようにその環境
を使うも個人の自由なのです。ただし、この人は何のような生き方を選んでいっても与えられた国（特定
の空間範囲）の影響を強く受ける事だけは確実です。生年月日はその日に生まれた個人の宿命ではあ
りません。個人が持って生まれた「時間空間」の宿命なのです。時空間の宿命を土台として即人間個人
の宿命に結びつけるには、極微論と極大論の力を借りなければなりません。

（生年月日=空間と時間の宿命） + (極微論と極大論) = 人間個人の宿命

このような理論の合体より生年月日から空間と時間を探し、さらに別個の理論を付け加えることによって、
人間個人の宿命判別がなされていくのです。そして、生年月日からその日が所有する時間と空間が判
別できたのです。十干十二支は大自然のありとあらゆるものを分類し、人間が持っているところの本能
までも分類し、「天地人」が一体となった符号でもあるのです。そこでこの十干十二支配列を目に見える
形に置き換えることも可能となっていくのです。

昭和61年11月15日生まれの人の場合、目に見えない国はどのようなものでしょうか？

干支の世界は、丙寅年・己亥月・癸亥日です。これをひとつひとつ目に見える形にしていきますと、太
陽・樹木・田園・雨露ということになります。しかしいくら太陽が出ていても季節は初冬（11月）であり、雨

露（多く出ている）が強く、これでは全く太陽の光も熱も地上の世界に届かないかもしれない・・・地上の
世界は樹木があるので果樹園かもしれない・・
これがこの人の生まれた国なのです。この人（ひとつの国家と考える）の持つ資源でもあります。

陰陽五行論の思考法はこのように目に見えない物を地上の事物の姿を借りて、肉眼で見ようとしている
のです。この国をどのように利用しようともその人個人の自由なのです。バランスが取れている国を与え
られていれば努力が不必要かもしれません。しかし、前記のような寒いところに雨（雪と考えても良い）
が多く降ればどうしても努力が必要となります。ほんの一時の晴れ間の太陽を本当に大切にし、太陽の
ありがたみ、恩恵を感じ取る人間になるかもしれません。実際にこの世で大成している人物は、バランス
を崩している人に多いことも事実です。資源が枯れているような国を与えられ（バランスの悪い国）努力
することで大成し、豊富な資源に恵まれている人は、その恵まれた資源を活用していくだけで大成する
要素があるのです。空間の内なる世界は、個人の生きていく先々について回ります。どこの国（ヨーロッ
パ・アメリカ・アフリカ等）に行っても変化することがありません。

これまでは地上の五元素を借りてみることをしてきましたが、これを実際の人間に戻してみます。丙寅・
己亥・癸亥を人間の本能分類してみますと、さらに良く解るようになります。

「丙=陽の礼徳」「寅=陽の仁徳」「己=陰の信徳」「亥=陰の智徳」「癸=陰の智徳」となります。これを五元
素と結び付けてみますと、「丙=文明の太陽」「寅=独立の樹」「亥=伝統の恵み（雨）」となり、換言すれば

この人の資源、また、無形の財産は、たっぷりとした養分を蓄積した果樹園に、十分の雨露を受け（多す
ぎ）、文明の恩恵にあずかっている状態ということなのです。
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