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学習のポイント

自然界には法則が存在している
ことを、基礎的な学問である十
干、十二支、十大主星、十二大
従星の概要から学び、それぞれ
の性質やその特徴、また五行で
分けられる自然界のカテゴリー
などに着目して、この章では自
然界の法則について、理論的に
分類を理解できるように学習を
進めていきましょう。
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• 極微論と陰占と陽占
陰陽五行論における宿命の星算出は、五行の相生相剋が根源です。
五行論こそ宇宙の法則から生まれているのです。陰陽五行論で使用する星の数は全部で30個
です。

一個人に表出される星・・・最低8個～最高100個程度

最低8個の星の星配列、配置場所によって意味合いが異なることで、十臆七千二百八十万種類
となり、男女差を合わせると、十臆七千二百八十万の倍の数になります。「陰の宿命=極微論」
「陽の宿命=極大論」となり、「十干と十二支のみ=陰占」、「星算出=陽占」で構成されています。つ
まり、陰陽五行論=陰と陽の２つで構成されているのです。

東洋の占いはすべて五行説に基づいていまして、「陰陽五行説」を使用し、天空の星々を使用し
なくても五行論の範囲で占いができています。それだけに西洋のように科学的な天文星座と直結
したような占星術は少ないのです。東洋の占いの中で実際の天空の星を使用していくのは、紫微
占星術（北斗七星占星術）、宿曜術（古くから日本にある仏教の星占）等と限られています。

陰陽五行論は干支暦によって成立した時間・空間分類に人間が本来所有している本能分類を重
ねることによって人間が内側に持っている気（エネルギー）を肉眼で見える地上の五元素に置き
換える技法として成立しました。そして陰陽五行論は、五行説に天空の星を結びつけることに
なったのです。ここに陰陽五行論の最大の特色（理論構成の心臓部）といえる理論が存在してい
るのです。この理論が極微論と呼ばれるもので、陰陽五行論に限らず東洋人の運命感を理解す
る上で、大きな役割を果たすのです。

極微論は極大論と一体となって初めて真価が現れ、運命学として使用する価値が生まれるので
す。極微論のみであれば運命学より思想・哲学的世界に入って行ってしまいます。人間の宿命を
表と裏の部分から論じたものが極微論と極大論なのです。陰の宿命が極微論であり、陽の宿命
が極大論です。陰陽五行論では極微論に支えられている十干十二支のみを陰占と呼び、星算出
によってできる宿命を陽占と呼んでいます。このように陰陽五行論は陰、陽ふたつの宿命で構成
されているのです。
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• 干支算出
干支とは特別なものではなく五行の理論に支えられた一種の符号です。五行の理論とはすでに
勉強しましたように複雑なものではなく大自然（宇宙=神と捉えている）を当たり前に分類しただけ
なのです。

大自然の究極（特色を代表して）の姿なり、事象を符号化したものです。
年月日という暦上の時点を表現するための符号です。

例えば、太陽暦で1975年5月15日と表現しても、太陰暦で昭和50年4月5日と表現しても同じであ
り、それを干支暦で表現しますと、乙卯年・辛巳月・辛酉日となるのです。

現代では太陽暦が一般化していますので、出産日も太陽暦で表記するのが当たり前になってい
ます。そこで干支の算出をする際には、干支暦に当てはめる必要があるのです。

干支表出にはまずその年の干支を知る必要があります。

まずは干支早見表を使って、年干支を出します。

例えば昭和61年は、干支早見表で確認しますと『丙寅年』となります。

ここで注意しなければならないことは、年の始まりを「立春」としていることです。
干支暦作成の場合は、丙寅年（昭和61年）であれば、2月4日からが丙寅年になるということです。
つまり2月3日までは前年となり、乙丑年となるのです。丙寅年は、翌年の2月3日まで続いていき、
翌年の2月4日立春からは丁卯年になるので注意が必要です。

次に月干支を出します。月の干支は年の干支から成立していますので年干支に着目して、干支
早見表を使って確認しますと、丙寅年の5月であれば、『癸巳月』となります。

さらに月干支を細かく説明いたしますと、月の切り替わりについては、干支早見表に記されてい
る節入日を基準として切り替わります。例えば昭和61年5月3日の例となりますと、干支暦では丙
寅年の5月は、節入日が6日となりますので、太陽暦では5月生まれだとしても、3日は節入日前と
なりますので、前月の4月である『壬辰月』となり、4月の干支を使用することになるのです。

次に日干支を出します。毎日の干支は六十干支の繰り返しですので、干支早見表では毎月の初
めの1日目の干支だけが表示されています。これは「1日干支の番号」です。この場合は、太陽暦
の月初めの1日に合わせて表記していますので、昭和61年5月3日の場合は、5月の欄の1日干支
の干支番号を確認することになります。5月1日の干支番号は、『42番』ということになります。5月
1日が42番干支となりますので、3日は44番干支ということになります。干支番号が分かりましたら、
天中殺早見表に書かれている干支番号から該当する番号の干支を探します。

44番干支は『丁未』となるので、日干支は『丁未』となります。
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干支早見表 例：昭和61年5月3日の場合の月干支は、『壬辰』

5月は節入日の6日か

ら始まるので、前月の
4月の干支が該当する
ことになる。
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42番という意味なので、
5月3日の干支番号は
44番となる。



• 極微極大論
極微論が云わんとしていることは、人間は天命を受け、天の意志をこの地上の世界で再現する
のが役目であるということです。生きることは役目そのものであり、死は役目の終了を意味します。
天命において政（まつりごと）をせよと命じられたら、いつの間にか政治家を志し、自分の意志を
政治に参加させるとしています。しかし、政治家になった人は、自分自身の意志と努力で政治家
になったと言うでしょう。ですが政治家になるだけの人間関係なり、縁そのものは天の意志が手
伝って生まれているのです。もちろん、天の意志（天命で政に参加せよと命じていない場合）に反
し政治家になった場合は、いかに努力しようと苦労しようと神が味方しないのですから、成功は望
めないことになります。人間は生まれる瞬間まで運命をさかのぼって考えますと、生まれることそ
のものが天命でもあるのです。人間に生まれたからには何らかの役目を背負って生まれてきて
いますが、自分自身その役目を知っている人はほとんどいません。しかし、人間にはいつのころ
からか自分の心の世界で芽生えさせた生きる目的があります。それが芸術家・文学者・冒険家・
事業家であるかもしれません。人間の心の中で形成された生きる目的、生きるための夢、人生観
はどこで出来上がったのでしょうか。心の奥に秘められていた人生観や生きる目的等は、なぜ、
どのようにして形成されていったのかが解りませんし、説明もできないでしょう。人間の心の深部
は理屈や言葉で言い表すことができない世界でもあります。今日的に解釈しますと、心の形成は
両親の影響・おかれた環境となりますが、両親や生まれた時の環境そのものは自分では選ぶこ
とができません。そこで極微論では人間の心の形成の根源を天の意志「天命」として扱っている
のです。人間は天命によってすべての行動や思索が支えられています。水星の神より天命を受
ければ、河川工事・ダム建設・港湾事業等に才能が出たりと、この世において水に関することが
役目（仕事）になっていくのです。天命が直接に人間の行動なり思索を支配するのかと云います
と、そこには独特の考え方が介在しています。極微論では例えて言いますと、天空に輝く太陽は
地上のすべての者に広く平等にいきわたるものとしています。この太陽の力を個人のものだけに
し、太陽エネルギーをある一点に置き換えたとしますと・・その方法は、レンズを使用し太陽エネ
ルギーを自分だけのものとし、火力を創り出すと考えてください。極微論はこのレンズの役目こそ
人間個人の役目であると考えたのです。例えば火の神様の天命を受けたものは火の神のご加
護を一身に集め、地上にあって発電所・火山の研究等をし、火力を創り出したり改良したり生涯
火の神のご加護（恩恵）を発揮する役目と考えているのです。極微論を正しく言いますと、天命が
人間個人に伝わるところまでを極微の世界、人間が天命を受け、現実の世に行動として再現す
るまでを極大の世界としています。この極微論も陰陽五行論の中の宿命論の一つです。陰陽五
行論には、陽占（星算出）と陰占（干支算出）の二つがあり、陰占は極微論を立証し陽占は極大
論を立証するものでもあります。

宇宙（天命）からのエネルギーを人間個人が受け止め、そのエネルギーを人間個人が持つ五大
本能を通じ現実の世に再現するまでの工程理論が「極微極大論」なのです。この理論では人間
がレンズの役目を果たすのです。人間=レンズであり、レンズ構成をしている物質に当たるものが

人間の五大本能になるのです。ここに本能相互の摩擦・働きの強弱・軋轢等で生じる異質のエネ
ルギーが存在します。これが人間の感情という名のエネルギーなのです。人間の感情や心の動
きは天命ではなく、天命（宿命的エネルギー）を消化するために生じてしまう二次的なエネルギー
なのです。しかし、二次的エネルギーが本能（一次エネルギー）のエネルギーを上回る時に天命
を消化できず、天から与えられたエネルギーを無駄に消耗してしまうものがいるということも極微
論では論じています。これは二次的エネルギーが過剰となり、レンズが熱を通す力がなくなってし
まい、レンズ自体が熱を持ち壊れてしまうのと同じであり、人間で考えますと一次的エネルギーで
ある本能が二次的なエネルギーである感情的なものに壊されてしまうのですから、自殺者等の
行為がこの理論に当てはまります。

心とは「五大本能のエネルギーとその動きによって生じる二次的なエネルギーを包括したもの」で
あり感情とは「本能の働きによって生じる二次的なエネルギーのみ」です。



• 星の算出と役目
それでは私たちが生きる目的とは一体何なのでしょうか。この役目を探し出すのが星の算出にな
るのです。時間と空間の分類によって、与えられた生年月日の範囲（干支世界）を見つけ出しま
した。個人の与えられた範囲は天からの気（エネルギー）です。しかしこれは人間をレンズに例え
るならば、太陽の明かりがレンズに届くまでで、そこを通過して何の用に変化していくかはまだ解
らないのです。干支表出の段階では五行論によって宇宙空間のエネルギーを五分類して、さらに
それを陰陽に分類して十方世界をつくりだし、干支暦の理法と直結させることによってその時々
の空間エネルギーを干支暦の中に保存することが可能となったのです。その時々の時間・空間
エネルギーを即座に肉眼で見える地上の存在物に置き換え、いつまでも観察ができるようになっ
たのです。宇宙空間に存在する無形のエネルギーは肉眼ではみることができません。しかし、そ
れを見えるようにしておかなければ、人間が何のような形で宇宙（空間）のエネルギーによって動
かされているかを判断できなくなります。空間エネルギーは全く無形のものです。もしそのエネル
ギーが人間の運命を支配するとしても、地上の五元素に置き換えて仮定した状態でのみ判別が
やっとできる程度となります。理論が成立し仮定をしたとしても、立証しなくては単なる理屈に終
わってしまう、そこで極微の世界、陰陽五行論的には干支の世界を人間の行動や思考方法まで
拡大して立証していかなければならなかったのです。干支で占いが成立しても、肉眼では見えな
い物を立証することはできなかったのです。しかし、人間の行動や事象は目で見えます。そこで
初めて極微論が立証され、同じように極大の世界（星算出）が極微論によっても立証されることに
なるのです。そのためにも干支に対して星の算出（十大主星・十二大従星）が必要になるのです。
そして人間の行動や思考法のパターンを天空の星々に当てはめておけば、いつでもその星を取
り出すことによって、人間個人の行動の内側や思索の根源をつかみ出すことが可能になるので
す。

極微論：陰占=五行の性質

人間の本能：五徳本能

人間の行動と感情：陽占

木性

守備本能

守りの行動



（極微世界：天命）宇宙空間のエネルギー

（天命の種類）甲・乙 丙・丁 戊・己 庚・辛 壬・癸

（本能）守備本能 伝達本能 引力本能 攻撃本能 習得本能

（陰占）生日干

（極大世界：現実世界の行動）
貫索・石門・鳳閣・調舒・禄存・司禄・車騎・牽牛・龍高・玉堂

• 十大主星の算出
十大主星算出は、生年月日より算出された日干（生日の干=中心核）がポイントになります。広大

な空間から投影される無形のエネルギーが暦によって現された人間の本能（干支表示）に映し出
され、さらにそれが生日というパイプラインを通過し、極大世界である十大主星の世界を創り出し
ているのです。

当然のこととして宇宙からのエネルギーは本能に投影された段階で質や量に変化をきたし、また、
生日の干支のパイプラインを通過する段階で、また、その質を変化させます。生日を脱却し、極
大世界（人間社会）へ突入してくるときは全く異質のものへと変化しているのです。

宇宙空間から発した無限のエネルギーは、人間の体内を通過することによって種々の質に変化
したエネルギーになるということなのです。例えばここにガスライターとガスボンベがあるとします。
ガスボンベの中のガスが冲空間エネルギーに相当し、ボンベの中では液体の姿で存在していま
す。この液体ガスはライターの中に入る時に気体に変化し、ライター内部許容量だけ入り込みま
す。さらにライター内では元の液体の姿に戻ります。このライター本体の姿そのものが人間本能
なのです。ライター内のガスは再び気体に変化し、小さなノズルを通って外側に放出されます。こ
の時に発火石によって炎となるのですが、暦で表出した生日の日干がちょうどライターノズルの
役目を果たしているのです。それによって生じる五行の相生相剋が発火石なのです。

液体から気体へ、また、気体から液体へ、さらに炎へと変化する液体ガスと同じように宇宙空間
エネルギーも一度本能と云う容器内に蓄積されていくのです。もしこの安全弁（ノズル）が存在し
ないで蓄積されたエネルギーが一気に流出したら、極大の世界（十大主星）への爆発現象を起こ
し、全てを包括している肉体の方が破壊されてしまいます。それでは困りますので「生日干=安全
弁=心」を作り上げているのです。星の算出は、宇宙空間エネルギーと本能エネルギーが一体と

なって日干という放射口へ出口を求めて集中してくるのです。星の算出は、人間のカラダを小宇
宙と考えるところから表出されたひとつひとつの星を人体に当てはめる技法を使用しているので
す。



星の算出は、次のようにして行います。

①日干から十大星早見表を見て陰占の①の十干で表出される星が、陽占の①に現れる星となる。

②日干から十大星早見表を見て陰占の②の十干で表出される星が、陽占の②に現れる星となる。

③日干から十大星早見表を見て陰占の③の十干で表出される星が、陽占の③に現れる星となる。

④日干から十大星早見表を見て陰占の④の十干で表出される星が、陽占の④に現れる星となる。

⑤日干から十大星早見表を見て陰占の⑤の十干で表出される星が、陽占の⑤に現れる星となる。

例えば丙子日生まれの人で、生年干が甲であれば①に龍高星が現れ、宇宙からの無限のエネ
ルギーは甲（木性）という守備本能に入り蓄積され、そこから丙（火性）という伝達本能を通り、龍
高星という星に変化して表出されるのです。この場合この人は、丙（伝達本能）が全エネルギー
の中心となり、放射口の役割となるのです。本能の五行は極微世界である為、全て干支によって
表すことが約束事です。しかし極大世界（再現された現実世界）においては、全て星（十大主星・
十二大従星）によって表していきます。また、極微の世界にも五行論が生かされているように極
大の世界におきましてもそれぞれの五行が付されています。ここで注意しなければならないのは、
宇宙空間エネルギーが甲（守備本能）に入って木性になっても、丙（伝達本能）を通過すれば龍
高星（陽の水性）に変化することです。同じエネルギーから生まれたものであっても、極微の世界
から極大の世界へ移行する間に質が変化するということです。そこで極微世界の五行（干支世界
の五行）と極大世界の五行（十大主星世界の五行）とは同一視してはいけないのです。そこで詳
しく解説いたしますと、同じ五行であっても甲から生まれた龍高星と丙から生まれた龍高星は違
いがあるということなのです。龍高星自体にも10種類の内容があり、十大主星それぞれに10種
類の意味があり、十大主星が全部で100種類の意味合いとなるのです。例えば、昭和50年7月30

日生まれの人の場合は、次のようになります。干支表出しますと、乙卯年・癸未月・丁丑日となり
ます。①に表出される星は龍高星、②に表出される星は車騎星となります。この日に生まれた人
は、放浪性と冒険を車騎星の行動力・短気さによって実行する人になるでしょう。遥かなロマンに
支えられ、日常の安住を嫌い、時には祖国を離れ闘争と冒険の旅に出る事でしょう。男の子であ
れば楽しくもあり、頼もしくも思えるでしょうが、女の子であれば心配の種が尽きないかもしれませ
ん。しかしこれが宿命であり神から与えられた役目なのです。運命学を学ぶ者は、与えられた役
目（宿命）から逃げようとはせず、それをいかに利用し、より良い人生行程を創り出すかを考えな
ければなりません。それが人間の努力となるのです。宿命から逃げたり逆らったりすることは運
命学では努力とは言いません。自己の役目からの逃避、あるいは役目の放棄になってしまうの
です。

日
干 ２ １

３

５ ４

１

２

３ ４５

十干

十干



• 十大主星の世界
宿命の星算出は宇宙空間に存在する十方世界エネルギーが人間の五大本能それぞれに降下
することになりますので、10×5=50種類の減少が人間（本能）を通して再現されることになります。

この工程は天からのタテ行程であり、再現されたヨコ関係、つまり相互関係は考慮していません。
タテ関係で生まれた50種類の現象は、ヨコ関係や相互の関係によって、また新しい現象が表出さ
れるので、その種類は50種類の50乗という膨大な数になっていきます。この方法では大変に複

雑であり、実占に使用するには逆に不便となります。そこで陰陽五行論では現実の社会における
現象をこの世の十方世界とし、人間が体現する種々の事象を極微論に基づき10種類に分類して

いるのです。十大主星の世界をこれからそれぞれ細かく見ていくことにします。十大主星はこの
世における人間の所有する精神構造として使用していってください。そのために十大主星を性格
判別に使用している占いもあるのです。

壬 甲 辛

己

己癸

丁

乙

玉
堂

鳳
閣

牽
牛

司
禄

石
門

丁
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• 十大主星の世界
貫索星（かんさくせい）世界 守備本能の陽

貫索星には、頑固・自我心・独立等の意味が現れます。

その根源にあるのは、人間の守備本能になります。

元来人間の守備本能は平和の象徴とも言えます。

人間社会で平和を築き上げようとしますと、個人的に作り出す場合と、集団で創り出していく場合
の二つに大別されます。

個人で作る平和が陽の守備本能、集団でつくる平和が陰の守備本能になります。

貫索星の場合は、陽の守備本能となります。

個人で平和を創り出すには、性格の中に頑固さや自我心などの存在がなければ不可能でしょう。
もし自然の力に負け、住居を捨て、他の道へ転身するとなればそれは守備力ではなく攻撃に変
化したのです。自我心・頑固と言うと、なんだか平和な人ではないようですが、個人的に平和を作
るには絶対に必要なものです。

守備本能から生まれた貫索星はどのような困難・苦難に遭遇しましても自分の意志を決して曲げ
ることがありません。

その頑固さが時には協調性に欠けた奇人変人を創り出していきます。

また、頑固さや自我心による平和建設は長い時間がかかります。

自我心である貫索星は決して急がず遅くもならずに常に自分のペースを守ります。

人生を陸上競技で例えるならば、貫索星は長距離ランナーです。

仮に短距離ランナーの真似ができても才能は所有しておらず、自分が苦しくなるだけです。

【思考法】

積み重ね、垂直思考の形。

広く浅く考えられず、一つの物事に対し時間をかけ、ゆっくり突き詰めていきます。

当然要領が悪く、一度決定したことは変更しない人になり、同時に人間関係におきましても一度
信用すると生涯その姿勢を保ち続けます。幼少期においては学業等の伸びが実に遅く、後年高
校・大学で力が発揮できるようになります。世の中の動乱に際しては、頑迷さとなって欠点が目立
ちます。ひとつの世界を長く保つ者は頑固者であり貫索星世界のそのものです。

石門星（せきもんせい）世界 守備本能―陰

個人の守備本能を陽、集団の守備本能を陰としましたが、石門星を理解するには集団と個人の
大別理論を理解しなければなりません。

人によっては集団を陽、個人を陰とするでしょうが、この場合は集団を陽としています。

人間は夫婦という最小集団から生まれます。

社会（仕事の世界・現実の世）にあっては、個人が集団を創り出しているのです。

一人一人の個人の安定のために集団を作り、個人の利益を創り出しているのです。

時には個人が集団に追従しているような錯覚を起こしますが、その根底にあるのは個人の利益
に他なりません。例えば小さい獲物は一人でも取れますが、大きな獲物は皆で力を合わせなくて
は取れません。これは個人の目的から出ていることであり、あくまでも個人が主であり、陽として
いるのです。
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石門星は守備本能の陰、集団本能を通して再現されるエネルギーです。

そのために横社会的感覚を持ち、集団に組やすい生活が内蔵されています。

協調性・社会性・和合性・政治力・説得力・宗教性等が生まれます。

横社会の感覚から社会性もあり自己を見失わない交流を保つことができます。

しかし縦社会の中では、その持ち味が発揮されないことが欠点となります。

石門星は和合性・協調性は存在していますが、従順さがあるわけではありません。

常に対等の関係において和合していくのです。

上下関係で和合するのでも上下関係によって追従していくわけでもないのです。

組織（集団）には和合しますが、上司に従うことができない、石門星独自の性情が現れていきま
す。友人と語らい共同事業を始めたり、政治に参加し対等な立場では見事に能力を発揮していき
ますが、一個人の枠に従うことは実に下手なのです。

【思考法】

垂直思考と水平思考の両面所有で、やや水平思考が勝っています。

集団に和するために自分自身のスピードを集団に合わせることができます。

ものの考え方も集団を念頭に置くため、全体的な観察力と思考力が存在しています。

視野が広くなり、その広さが政治力・宗教性等になります。

力の強弱、役目に上下捉われることなく平等の思想に支えられ、現実的な思考法を所有していま
す。

空想の世界や夢やロマンの世界には、縁が薄くなります。

鳳閣星（ほうかくせい）世界 伝達本能―陽

人間の伝承欲望を支配しているエネルギーこそが伝達本能です。

そしてその伝達本能から生まれた物事こそ巨大文明に他ならないのです。

鳳閣星はこの伝達の陽の本能に当たります。

人間にとって最小であり、最大の伝承こそ子孫の存続です

そのため鳳閣星世界には「子供の星」という意味が第一番にあるのです。

鳳閣星世界は子孫繁栄の国であり、縦社会における交流は見事なバランスを成し、性情は温順
で、その質は柔軟な内に理性を持ちます。

元来精神世界における「喜び」を以てひとつの財産と成す気質があるため、人生を急がずのんび
りとした歩調を変えることがありません。

「無欲は大欲に等しい」の言葉通り実質的な利益意識が薄く、貧なることを苦とは思わず、どの星
世界よりも精神的な安住の場を創り出す才能があります。

どんなに細かいものにもどんなにつまらないものにも、心を惹かれ興味を持っていき、内面の神
経を繊細なものがあります。

鳳閣星世界を一言で言い表しますと「自然主義」の世界と言えるでしょう。

自然速度と歩調を共にする、そこに鳳閣星の哲学があり、信条が存在しているのです。

とにかく遊ぶことが好きですが、現代人が考える遊びとは大分違いまして、楽を買い求めるので
はなく、楽を創り出していくのです。

また、創意工夫は常に日常生活に密着しています。

人が知らない話を知らしめたり、他人の夢を作り上げたり、その才能は多種多様です。
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このような性情が現代のマスコミ世界に生かされ、才能となって開花していくことになります。しか
し鳳閣星世界は知らしめるだけに留まらず、複雑なものをまとめ上げていく能力もあり、一目で解
るように整理整頓をする才能もあるのです。職業で言いますと、会計士・税理士・経理士等になり
ます。ただし、同じ数字を扱っても数学や物理の才能はないのです。

陰陽五行論の古文書に「不信神者の悟りを鳳閣星世界とする」とあります。

生まれながらにして自然界に即し、あるがままに生きるということです。

また、この星は十方世界で最も長寿と言われている世界です。

【思考法】

柔軟性は十大主星中最高です。

その時々の状態・環境に合わせ、言うならば自然志向とも言えます。

10年・20年と長期計画は苦手ですが、未来に不安を持ちません。

青年期の思考法が晩年期になっても続くことになり、高齢になればなるほど青年期のような若い
考え方が現れ、時として若者の好む処となります。

又、若年期に老成の一面も持っています。

思考法の中核が家庭生活に立脚し、家庭を通し物事を観察する。

老年になって孤独の状態に置かれたとき、すでに家庭の枠もとれており、未来に対し不安を抱か
ない性格が、逆に青年期に戻り、若者のような思考を創り出すのです。

調舒星(ちょうじょせい)世界 伝達本能―陰

伝達本能の陰の世界です。

鳳閣星が行動を伴い、楽しみながらエネルギー発揮したのと比較し、孤独的かつ間接的で常に
懐疑的な世界を創り出します。

そのために芸術の世界とされ、生涯を通じ自分自身との戦いから逃れることができません。

神経は繊細で、十大主星中最大、内面外面共鋭い針のような精神状態を作り出しています。繊
細さが更に完全なもの、完璧なものへの憧憬となり、自分の置かれている環境さえも己の手で完
全なものへ成そうと努力をしていきます。

調舒星の才能が発揮される世界として音楽があります。音楽は無形でありますが、一瞬のうちに
環境を変えてしまいます。音楽だけに頼らず無からの発想を得意としますが、無は夢を作りロマ
ンを作り上げていきます。故に空想家であり、夢多い人を創り出し、歴史上の人物にもこの星を
所有し、大発明家、大発見者等になった人が多いのです。

無からの発想は文学にも発揮されていきますが、惜しむらくは体力に難点があり、そのため短い
文章にはいいものが生まれますが、長い文章には魅力が薄らいでしまいます。

この世界を理解しようとするには、理解する側にも相当の観察力が必要とされます。

幼少期にあって自分を生み育ててくれた両親にすら完全を望み、それがなされない時には敵対
すら辞さないのです。「反発・反抗」の心はどの星世界よりも激しく、反抗する敵がいない場合は、
自分自身にも反発・反抗していき、時には死をも辞さない、このような星が人生の究極に追いつ
められると善・悪を問わずありとあらゆる行動ができます。その裏側を支えているのは自分自身
への反抗であり、死を恐れることのない独自の思想でもあります。

「罪を憎んで人を憎まず」の言葉がありますが、この世界は罪を許すことができても人を許すこと
ができません。ある面では恐ろしい星ですが、このような反骨精神が開拓者・冒険者にはなくて
はならない物でもあり、また、情愛におきましてもこれほど温かい星はありません。人を助けると
いうことに対しても、衆生を救う宗教家・聖職者にもこの星世界エネルギーを受けている者が多い
のも事実です。陰陽五行論の古言に『北海の太陽』という言葉がありますが、調舒星の本質をよ
く表しています。
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【思考法】

思想は常に反体制に味方します。

人を憎み、社会を憎み、その中から反動的に向上心を創り出していきます。

憎しみの世界を通り越したときは、実に見事な救済心を形成します。

憎しみの世界から出発し愛の世界へ到達し、愛から始まって憎しみで終わる。

思考の形は球面体であり、一種の全体思考、一つの物事を周囲全体から均等に観察していきま
す。

一つの考えから即座にどの方向へでも移動できる柔軟な考え方をするのが特色です。

そのため調舒星世界は、現時点から次の瞬間どの方向に進むのか全く見当がつきません。

その状態が時として一貫性がない思索の様に誤解されやすい欠点があります。

夢・ロマンの中に思考の根源があり、今日・明日を考えることは苦手ですが、100年・200年後の
ために今日を生きることができるのです。

禄存星（ろくぞんせい）世界 引力本能―陽

集団生活をしている動物たちは全て引力本能を所有しています。

引力本能があるから集団を維持していけるものでもあります。

引力の陽本能から生まれたエネルギーが禄存星世界となります。

引力本能は魅力の本能とも表現でき、他人に好かれたり人を引き付ける魅力となっています。禄
存星世界は周りの者を全て引き寄せたい、人に好かれたい、愛されたい、愛されたいがゆえにさ
らに自分も愛を傾ける。このように引力・魅力の世界であり、換言すれば愛情の世界でもあるの
です。我々の生存している地球も種々の本能を所有しています。風を起こし、雨を降らせ、大河を
作る等、すべて地球自身の本能なのです。その地球の本能の一つに引力も存在しています。人
間を一つの大地、一つの宇宙（星）と考えれば、人間の引力は愛情世界なのです。どのような立
派な人間でもその内に愛情を持たなければ、人間としての魅力が生まれてはきません。禄存星
世界、人間にとってみれば愛情一色に塗りつぶされる世界です。人生行程は波乱がなく、常に相
手の立場に立って物事の観察ができ、貧しき者には宝を与え、寒き者には衣を与えるといった、
その時々、その場における愛情奉仕がこの世界なのです。その日その時が最も大切であり、目
前の現象が満たされれば瞬間（その時の）において最高の満足なのです。禄存星は愛情奉仕と
いう名の最も現実的な世界です。日々の生活における逞しさはどの星よりも強く、先見の明はな
くとも、足元は常に明るい。人間がこの世に生まれ、最初に受ける愛は両親の愛でしょう。父親の
愛を陽の愛、母親の愛を陰の愛と区別し、禄存星は父性愛とします。さらに妾の愛を陽の愛、妻
の愛を陰の愛とし、禄存星の愛を妾の愛情とします。（内を陰・外を陽とする理）禄存星の愛情は、
衆に及ぼす処から、家庭内で使用する愛情の形と社会で使用する愛情が同一で区別がないの
です。そのため、家庭外に女性ができても正妻と同じように扱い、長い間の妻妾動向が可能とな
り、内外が同一時点から発せられていますので、この星世界の者に浮気の罪悪を問うのは無理
なのです。又、別の意味で人間の引力本能には経済力があり、人間社会における経済力は一種
の魅力であり、大衆を引き付ける道具でもあります。禄存星世界は魅力に関するすべての物事
を支配する世界ですから、当然、財力の意味合いも所有しています。経済力に関しても陽の財力
であり、仕事上の金（外側の世界）です。そこで回転材という意味がつき、事業家・実業家・商人
等には必要な星世界です。現実主義である為、時代の変動により財を成したり、また、失ったりも
します。財力は時代の流れとともに歩み、愛情と財力の二つが禄存星世界とも言えます。また、
愛情奉仕の意味から、医学・薬学の星ともされています。しかし、現実への奉仕であり、神や仏等
への無形の奉仕ではありません
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【思考法】

現実主義であり、思考は瞬間のみであって過去も未来もありません。未来へのロマンがなく過去
への悔いもなく、瞬間思考が特色です。

目前に迫った苦難や困難に対する才能は見事なものがあり、その瞬間における頭の回転は実に
敏速です。

司禄星（しろくせい） 引力本能―陰

引力本能の陰エネルギーから生じられた司禄星は、人間の最小引力範囲である家庭の星世界
です。互いが引き合ってできる最小集団が家庭の姿になっていくのです。又、家庭を蓄積とも表
現していますが、経済力の蓄積もありますし、精神の蓄積、愛情の蓄積も含めて表現しています。
現代的感覚で受け止めれば「すべてを育てる」と解釈されると良いでしょう。

経済力、愛情、精神、家庭は種々の有形・無形の事象を育てていく世界のあのです。換言すれ
ば、陰の引力とは事象を育てる世界であり、育てられたものは蓄積されたものです。

司禄星世界は育てることに才能を持っていますが、教育者・宗教家が行う処の教育ではありませ
ん。そのために、あえて蓄積と表現しているのであって、教養も地位もない一人の母親が子供の
成長だけを望んで、悲しみ、怒り、笑う、その日々の積み重ねの姿そのものなのです。司禄星に
は玉堂星の理論・龍高星のロマン、車騎星の行動も立ち入り不可能な崇高な世界なのです。理
屈もなく毎日を精いっぱい生きる一人の女性の姿なのです。

世の中で最もささやかな、そして最も大切な世界が司禄星です。

毎日の生活を決して急ぎもせず、怠けもせず、それがいつの日にか大きなエネルギーとなり、ど
んな人生の嵐になっても崩れることのない世界を築き上げていくのです。

司禄星の星意には、家庭・真面目・蓄積・妻・女性の本道・庶民性・平凡・財力等、すべてこの世
に必要ないものばかりであり、また、一朝にしてはできないものばかりです。仕事の世界にあって
も、特別な才能が現れるわけでもなく、積み重ねられた実績と信用が信愛を築いていきます。し
かし、人生のスピードが遅く、時にはのろまな人、気が利かない人との苦情を受けやすいのが特
色でもあります。

別名金銭の星とされ、特別に目的がなくとも金銭の蓄積を怠ることがなく、同じペースで財力を残
していきます。又、いつの日にかその財力が不運を切り抜ける力となるのです。

幾人かの子供が生まれれば、どの子にも同じように気を使い、等しい愛情配分をしていきます。

情愛はこまやかで行動は鈍い、先見の明はなく、その時々の工夫上手、また、収入に合わせた
日常生活に無理がなく、決して自分の枠を超えることがなく、一見自分の範囲固執が、自我心・
強情・頑固な人物に見えることもあります。しかしこの場合の頑固さは、自分の枠を超えられない
頑固さなのです。表面消極的で自分から決して攻撃に転じることはありませんが、外敵に対し身
を守る力は見事な強靭さがあります。司禄星を「人間社会における標準的世界」と考えてください。

【思考法】

ものの考え方は体験思考とも言え、理論的に追及する思考はありません。

積み重ね思考で長い年月を経過し、円錐形の思想世界を作り上げます。人生の途中からものの
考え方を変化させることができず、もし変化させる場合は10～20年とかかります。常識的であり

宗教を好んでも政治は好まず、夢や空想での思考ができず、現実生活に密着した理論であれば
理解の早い星です。全体的視野は少なく、地域的視野の中に一種の良さがあり、また、子供を育
てるとき、積み重ねのできる思考であるため、子供の成長と共に観察力も成長していきます。玉
堂星の子育てとは大差があり、玉堂星は城中の母、司禄星は在野の母です
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車騎星（しゃきせい） 攻撃本能―陽

人間には自分自身を守ろうとする守備本能に対し、正反対の何かに向かって攻撃しようとする本
能も存在しています。本能はいずれも人間が生きるために備わっていますので、生きるための攻
撃本能と言えます。車騎星は陽エネルギーです。貫索星・石門星の項と同じように陽エネルギー
を個人的と解釈してください。『最大の攻撃は最大の防御なり』との言葉がありますが、攻撃力の
車騎星には頑固さはありません。短気さとスピードを所有しています。天から与えられた強い肉
体が最大の武器となります。人間が一度攻撃の世界へ向かうとき、その状態こそ車騎星の世界
なのです。人生のスタートは早く、何事に対しても迅速さを旨とし、精神・肉体共にキビキビとした
折り目正しい一面があります。

人間社会の役割にあてはめれば軍人等の武官に相当し、性格は直情、表裏の使い分けができ
ません。短気な面と一本気で正直な人生を渡り、肉体の強靭さが労働に適し、身体を動かして働
くことを厭いません。特に肉体を錬磨することには神経を使います。

何かに向かい常に緊張状態を保ち、精神的のんびりしたり遊び等は堕落の状態であると解する
特色があります。但し、緊張状態が長時間続かず、長い人生を走っては休み、また、走っては休
んでいきます。

世の中が動乱になると攻撃力とスピードによっていち早く活路を探し出し、大衆を救います。

世の中が平和になると一種の乱暴者にもなりかねません。

また、陽の攻撃力は個人の戦いで集団の中には入りにくくなります。

武官に相当しても大軍を率いる武官ではなく、ゲリラ活動が得意な武官となります。

文明が消えた世界にあって、生活能力、生きる力量が最も強い星が車騎星でもあるのです。

【思考法】

物事を深く考えず、その時々の感情によって行動することになります。

思考範囲が狭いことが特色となり、水平思考・垂直思考のどちらでもなく一種の感情思考とでも
表現できます。目前の物事に対してのみ思考するため、行動に移行することが早く、思考と行動
が一体となっています。人を疑うことを知らず、すべての学びは思考力ではなく、体得の積み重
ねとなります。天は思考力を与えなかった代わりに暗記力を与えています。

車騎星は体験的に一度覚えたことは生涯忘れることがありません。
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牽牛星（けんぎゅうせい）世界 攻撃本能―陰

陰の攻撃本能を通して再現される世界が牽牛星の世界です。

集団(陰)による攻撃であるため「勇気」と表現しています。

牽牛星世界は良く表現すれば出処進退を弁え、悪く表現すれば「逃げ上手」と言える性情です。

牽牛星は文官の星とも表現できる世界ですが、陰の集団エネルギーを通過してくる世界である
為、一種体制側の世界となってしまいます。

10～20人の集団を率いて厳しい冬山登山をするとします。

守備本能世界は最初から危険なことはしないでしょうが、陰の世界とはいえ牽牛星は攻撃本能
ですから、前進し登山に挑戦していきます。

集団で和を保ち、個人の主義・主張よりも集団の目的を優先させます。

ある意味では実に大きな視野を持ち、一個人には冷たい面があります。

もし、登頂に際し退院の和が崩れたり何らかの危険が存在すれば、直ちに目先の目的を放棄し
ます。

この時には頑固さもなく、車騎星のような無鉄砲さもありません。

牽牛星は小の虫を殺しても大の虫を生かす本能が常に働いています。

他の人から見れば小心者・神経質ともみられるでしょうが、攻撃力（前進力）は所有しているので
す。

そのため、この星世界は役人の星とも言われ、体制と共に歩んでいきます。

組織の中に入れば反発や反抗を起こすことなく組織の力を自分の力として集団エネルギーを活
用します。

悪く表現すれば、「虎の威を借る狐」となりますが、相当に理知的であり、知略に長けたエネル
ギーです。

牽牛星は実を捨てて名を惜しむというより名を惜しむことが実であると言った処があり、攻撃本能
はエネルギー発揮後の結果として優越感・自負心・自尊心・プライド等が現れます。

経済力や才能に関係なく、自分自身のプライドを大切にする性情となります。

危険に出会ったこの星が直ぐに逃げ出すのを見て自尊心がないと見えるかもしれませんが、牽
牛星は失敗することを恐れることよりも、責任感という自負心を築けられることをより強く恐れる
のです。

それは社会に対してというより自分自身に対してなのです。責任感はどの星よりも強いが、役目
も目的も与えられないと、時として車騎星以上の無鉄砲さが顔を出します。

しかし、目前に危険があった場合、何十年延びようが一時期の目的なり我欲を諦められるのです。

攻撃エネルギーを所有しながら、自制心によって感情をコントロールするところからあえて「勇気」
と表現しています。

【思考法】

水平思考が強く、物事の観察力は広い。

特別に教育を受けなくても常識が備わり、考え方は一般的です。

専門的な思考・思索の持ち合わせはありませんが、記憶力・暗記力は優れています。

そこで常識的思考を根底に、法律学・語学等に才能を発揮します。

また、古典的な思考法を得手とするため、時代の急変にはついていけませんが、その時代の体
制の名誉・名声を受けることができるのは、経済的な実を捨てても人生を旨く生きていけるからで
す。
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龍高星（りゅうこうせい）世界 習得本能―陽

人間には考える力があると同時に、学び取る力もあります。

我々の知恵と文化は過去から学び、現代に、そして未来へと伝達されなければならず、それが人
間として生まれた役割であるとも言えます。

人間の知恵の根源を訪ねますと本能に源流を見ることができます。

生まれたばかりの赤子が誰に教えられることもなく父を欲し静かに眠る、これこそが本能そのも
のです。

龍高星世界は習得の本能を通過してきた理性・知性世界です。

知徳の世界は陰の習得本能を伝統で現わし、陽の習得本能を改革で現わしています。

陽の龍高星エネルギーの知識欲は食欲で激しく、伝統的なものより常に新しいものを追い求め、
いつもその時代の最大の知識の冒険者です。

この冒険によって考え出された智慧が人々に受け継がれ、いつの日か伝統と言う名の知恵に変
化していくのです。

体制を嫌い、夢と冒険のこの世界は決して楽しい人生肯定ばかりでなく、夢のために全エネル
ギーを消耗してみたり、人生行程と共に精神面も常に放浪の旅です。

どんなに辛くても、悲しくても、黙して語らずその忍耐力と努力は十方世界中最高です。

この世界は地位も財産も通用しません。

一つの夢とロマンに支えられた自然界との戦いです。

時には動物と戯れ遊び、動物たちのよき友となるが、一度その方向を転ずれば生きるものをも殺
し、美しきものをも破壊してしまいます。

そのエネルギー発揮は、常人の範囲ではありません。

改革の精神は医学の世界にあっては外科医となり、たとえ肉体を切り刻んでも人命を救う、古き
ものの後に新しい創意を凝らし、破壊と創造の両面を所有し、改革の知恵は新しい時代・新しい
世界を創り出す最大の冒険者です。

性情は、言葉少なく実行を尊び、その世界は質素だが、色彩の世界を創り出せば原色を駆使し、
内面の激しさを実現していきます。形に捉われることなく、習慣に捉われることなく、自分の危険
は自分自身で守り、楽しきことは心の世界である。

生地・生家に縛られることなく、故郷は国境を越えた世界であり、広大な宇宙（自然界）です。

十方世界で最も暗く地味な世界と、最もきらびやかで華やかな世界が同居している不思議な世
界なのです。

【思考法】

立体思考と言えるものを所有しています。

幾通りもある考え方で、表裏・上下・左右側面等・四通り・五通りの考え方を本能的に所有してい
ます。

目的が定まらない時は不安定で主義主張のない無為無策の思考となり、人を疑えばどの星世界
より疑い深くなり、状態は陰気で暗くなります。

しかし、観察力・洞察力は鋭く、表面に現れない部分までを捉え得る。

その反面、捉えどころのない人間性を形成します。

龍高星の思考法は時代の流れによって変化していき、体制（その時代の平均的思考）とは逆を
進むのが常で、真価は100～200年後に評価される思考であると言えます。
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玉堂星（ぎょくどうせい）世界 習得本能―陰

玉堂星世界は習得本能の陰エネルギ―から発せられます。

先人達の知恵を受け継ぎ、また、子供たちに知らしめていきます。

地味ではありますが、実に価値のある役割となります。

龍高星とは違いまして、物静かで高貴な世界でもあり、在野を好まず豪を好みません。

体を持って得ることがなく、頭の中で理解し、頭の中で模索します。

創造エネルギーは龍高星に勝るとも劣らない力量を所有していますが、体制からはみ出すことな
く環境におとなしく追従していき、どんな世界範囲であろうが自分なりの力量を消化していく、一種
の悟りともいえる性情を所有しています。

玉堂星世界には争いがなく、スピードは遅く、人生の長丁場に強く、物事に対して相当の貪欲さ
を発揮しますが、師弟の礼節を踏み外すこともなく温順と従順を旨とします。

その為、伝統を守る意識が強く、時代の変化（流行）に乗ることができません。

理論的な性情が理屈のみで物事を捉え、単なる理屈屋さんに終わる危険も有しています。

しかし批判力と観察力は他の星世界をはるかに凌ぎますが、実力と理論が全く別世界から現れ
ることになるのです。

周りの者に与える思想的影響は大きく、人生を変化させてしまう程のエネルギーがあります。

肉親愛に熱く、親・兄弟想いの性情は見事な慈愛といえます。

しかし、他人との間はいかに親しい間柄であっても、ある一定の間隔を保ちながら長く交際してい
きます。

身内に対して逆に深く入り過ぎ、自分のことより身内のことが心の全部を占める状態があります。
そのことが時には自分自身の人生を踏み外してしまうことにもなります。

それは、自分自身と身内との間に客観性を失くしてしまうためでもあります。

この世界は学問世界によって自己形成が成され、学ぶことによってのみ視野が広げられます。し
かし、営々と文化を伝える役目では実に比類なき力量を発揮し続けていきます。

【思考法】

垂直思考の典型で、観察力の鋭さは見事なものがあります。

しかし、龍高星のような多面的な思考はありません。

学術に対して理学・数学・語学等に才能が発揮され、平均した学力（習得能力）が現れます。

体制に従うため、自己の気質に合わないことであっても、すべてを吸収する能力を有しています。

また、古典を好む処から古典文学に興味を持ち、古い物事を纏める力量は相当なものです。

但し、空想力に乏しく架空の夢を作ることができません。

想像力がありましても、夢・ロマンとは趣を異にし、龍高星と比較して女性的でもあり、現実的な
星です。

玉堂星から生まれた創造物や思索は、未来を待たずともその時々に活用できます。

決して時代の枠を乗り越えることがない思考です。



• 気図法の定位置にあると陽転しやすい。

• 現実星
貫索星、石門星、禄存星、司禄星、車騎星、牽牛星

• 精神星
龍高星、玉堂星、鳳閣星、調舒星

• 純星
禄存星・司禄星・鳳閣星・玉堂星・牽牛星
（負けやすい、影響を受けやすい）

• 濁星
車騎星・龍高星・調舒星・貫索星・石門星
（強い、病気をもらわない）

十大主星のまとめ

龍高星
玉堂星

鳳閣星
調舒星

貫索星
石門星

禄存星
司禄星

車騎星
牽牛星

目上・親

目下・子供

公的、仕事
友人知人自分自身

配偶者
パートナー



• 十二大従星概論
運命学の世界においては、人間が一個の宇宙体であり一つの星です。

人間=小宇宙（神=自然の支配する大宇宙に対して）論の立場をとっているのです。人間における
運命の星、それこそ小宇宙論を証明する者であります。

陰陽五行論で表現する『星』とは、広大無辺の宇宙空間エネルギーなのです。空間エネルギー
は無形エネルギーであるため、見ることも知ることも触れることも困難であり、今日まで主として
占いの世界でしか使用していません。占いの世界では無形エネルギーを運命の力ということで世
間に知らしめています。実際に天空の星々は、季節の変化を知らせ、暦を作り、人間の多くの社
会生活を支配しているのですから、人間の運命をも支配し、創り出していると云っても過言ではな
いでしょう。

陰陽五行論は「星」と云う物体に空間エネルギーを付加し利用しています。その一端を担うもの
が、宇宙エネルギー（十方世界）から生まれた十大主星でした。十大主星は宇宙空間エネルギー
を分類し、人間社会におけるところの現実の現象を明らかにしたものでした。換言すれば、十大
主星は空間（精神性）の星といえます。陰陽五行論における星の構成は、二つの流れが存在して
います。それは「空間」から生まれたものと「時間」から生まれたものです。これから進めていきま
す十二大従星は、空間の星（十大主星）に対し、時間の星となります。

ここに花が咲いているとしましょう。「花が咲く」という状態は、空間現象です。しかし一本の樹木
に種々な現象を起こさせているのは、春夏秋冬の季節という時間なのです。一日を見ても、朝日
が射し明るくなり、やがて陽は中央に昇り夕日となって西方に没する。

この現象を時間と空間に大別すると、陽が昇り、中央に向かい、西に沈むという状態は時間現象
であり、朝明るく、昼暑く、夜暗いという状態は空間現象です。広義に解釈すれば「時間とは動で
あり、空間とは静である」と云えます。これを人間の運命に当てはめますと、例えば、自我心・努
力・財運を有した人間が若年において立派な実業家になったとしましょう。自我心・努力・財運等
は、天から与えられた空間エネルギーであり、若年期における成功は時間現象なのです。自我・
努力・財運という空間現象が、若年という時間現象と一体となって初めて「立派」とか「成功者」と
かの社会的評価を受けるのです。もし、80歳で成功したとしたら、80歳そのものが時間現象であ
るから、空間現象の価値はあまりなく、社会的には80年間も頑張ったのだから当然と評価される

ことでしょう。そのように空間現象の価値は時間によって違ってくるのです。若年の成功は「成功」
そのものが評価され、晩年の成功は人生の「努力」であると評価されます。同じ成功者（成功とは
空間現象）であっても、時間によって評価が違ってしまいます。ゆえに陰陽五行論では「人間の価
値は時代（時間）と社会（空間）が決定する」と云っています。

十二大従性理論の中には「旺相休囚死説」というものがあります。これは「宇宙進退気説」「地上
進退気説」「位相説」等が含まれています。

時空間

旺相休囚死論

十二大従星理論

十二大従星算出

原理

立証
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時空間から生まれた「旺相休囚死説」は、太陽の運行法則がその原点になっています。太陽が
根源ということは、一年を通じての季節の循環が原理の根源なのです。それぞれの季節には、そ
れぞれの季節なりの特色があります。春になれば樹木が最もその力量を発揮し、夏になれば太
陽の光が最も力量を発揮します。このように、その季節にあって最も力を所有している元素を
持って旺と名付け、力の位を与えました。これが「旺相休囚死説」の力関係となっています。

旺相休囚死説は、宇宙空間エネルギーの強弱を論じた学説ですが、換言すれば、空間現象の
支配権は時間という力が持っているということになるのです。旺相休囚死説は、地上の五元素に
基づき、五段階の力関係となっています。五元素は空間エネルギーであり、全て対等の力関係で
す。しかし、時間が加わることによって力関係に強弱が生まれるのです。そこで、人間個人の所
有している空間エネルギーが、どの時間範囲において最大の力量を発揮するかを判断する必要
が生まれたのです。そのために、十二大従星が必要となり、「旺相休囚死説」の理論理解が必要
だったのです。

五行の旺相休囚死循環は、二十四節季法則をもって自然界が人間の肉眼に映してくれるもので
あると考えました。旺相休囚死は、季節内において最も力量を有しているものを以て「旺」と定め
る。次に力をもっているものが「相」であり、以下「休」「囚」「死」と続いて行ったのです。旺相休囚
死を人間の実生活に当てはめると良く理解できます。父親が「旺の位でAランク」、次代を担う息
子達が「相の位でBランク」、現在全盛期の父親にかつて位を譲った祖父・祖母達が「休の位でC
ランク」、孫たちが「囚の位でDランク」、死地に向かう曽祖父母の位置が「死の位のEランク」とな

ります。自然界の旺相休囚死はそのまま人間界の旺相休囚死なのです。自然の盛衰も、一族五
代の盛衰も何ら変わる事がありません。ここで当然のこととして人間個人の一生にも旺相休囚死
の説論をそのまま当てはめることにします。人間の一生も、人間個人に与えられた時間範囲です。
時間を力量分類である旺相休囚死では区分できないのです。それは時間を空間で切るのと同じ
ことになり、できません。人間の一生は、時間現象、旺相休囚死は空間現象なのです。そこで、時
間現象を時間によって区切る技法を使用します。時間の単位は、すでに天の十二次で作り出さ
れ、十二進法が成立しています。そのために、人間の一生という時間現象を、十二区分という時
間区分で分類することが可能となるのです。それでは何のような分類で十二区分したかと云いま
すと、まず、有意識と無意識のふたつに大別、そして十二の区分けを下記の様にしていきました。

無意識世界

胎児の時（前世の世界）

赤子の時

死人の時

墓の中（入墓の時）

あの世（死後の世界）

有意識世界

幼少期

青少年

青年期

壮年期

頭領期

老年期

病人期



人間の一生工程を、無意識・有意識の合計12種類に区分しました。この方法は、時間を時間単

位で分類することで、ひとつの時間範囲の中に一つの空間現象が生まれることになるのです。区
分されたひとつの範囲は、空間現象に変化したのですから、当然、旺相休囚死の空間現象と結
びつけが簡単にできることになります。時間と時間は重ならないが、空間と時間は常に重なり融
合するのです。そこで、人生上において最も人間が力を有する壮年期から頭領期を旺の位として、
順番に符合させていったのです。
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旺

•天南星 10

•天禄星 11

•天将星 12

相

•天貴星 9

•天恍星 7

休

•天堂星 8

•天胡星 4

囚

•天報星 3

•天印星 6

死

•天極星 2

•天庫星 5

•天馳星 1

•

天
馳
星
１

彼
岸

•

天
庫
星
５

入
墓

•

天
極
星
２

死
人

•

天
胡
星
４

病
人

•

天
堂
星
８

老
人

•

天
将
星
12

頭
領

•

天
禄
星
11

中
年

•

天
南
星
10

若
者

•
天
恍
星
７

子
供

•
天
貴
星
９

幼
児

•

天
印
星
６

赤
子

•

天
報
星
３

胎
児

前世 現世 死後

身強の星

•天南星 10

•天禄星 11

•天将星 12

身中の星

•天貴星 9

•天恍星 7

•天印星 6

身弱の星

•天堂星 8

•天胡星 4

最身弱の星

•天極星 2

•天庫星 5

•天馳星 1

•天報星 3
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天報星世界

前世とこの世の中間期、生命形成期の世界です。

天報星世界には、人間の意識や自覚は全く存在していません。
この世において何のような「宿命」を与えられるかも解らない状態です。
そのため、この星世界は「変転」「変化」「無の形成」等の意味が付けられました。

天報星が、変転・変化の現象を激しくする原因は、無の形成にあります。

元来この時間世界は、自覚も意識もなく、全くの無の状態を作り出すことが可能なのです。

それだけに、何のような精神状態をも受け入れることができます。

天報星世界は、時間観念が薄いが、一度心に決めた事は必ず実行します。

但し、明日になるか、数年後になるかは未定です。無の世界は空間のみの世界です。

それだけ、仕事でも、勉強でも、無尽蔵に詰め込むことが可能です。

そして、実に多芸多才の世界でもあります。一人で二つ三つの仕事を十分に消化することもでき
ます。しかし現象が長時間続かず、短時間に区切れるのもその特徴です。

天報星世界は、無の空間が最大特色ですから、この世界程幼少期の環境に影響される世界も
少なくないのです。子供の時に子供らしく育てられると、成人後のエネルギー発揮はほとんどでき
なくなります。無の世界ですから、受け入れ口は広く、習うものが少なければ逆に散じてしまい、
空想と夢の世界をさまようだけになってしまうのです。無の世界は多分に漢学的であり、理論が
通じない一面を持っています。で消える事ならば、一芸一業の中で、最大の空間現象を追い求め
て行けば衆人の及ばぬところとなります。

「有限の肉体に無限の精神」を所有したところに、最大の苦しみと最大の可能性を秘めた世界な
のです。

天印星世界

天報星世界と同様、内面における意識や思考力の所有はありませんが、この世界は赤ん坊の世
界なのです。

子供の誕生によって「喜びや悲しみ」が生まれるのは、本人ではなく親の方です。そのために天
印星世界は「無心」「無力の力量」「甘受」等の現象表現がなされているのです。表現の根底に
なっている者は、最大の受け身であり有形世界の無なのです。

この世界は本人が自覚しないまま人の運命を変化させる珍しさがあり、成人していけば人と人の
間に和を作り、また、甘受という意味合いからも、どの人間とも上手に交際できる受け身の社交
性を持っています。人生行程には、争いごとの少ないことを特色とし、そのために人生行程でも
恩威浮き沈みが少ないのです。

十二大従星には、長男・長女の星とされている者が三個あります。（天貴星・天庫星・天印星）正
当な長子の星は天庫星ですが、天印星の場合は少々変わっていまして、長子に生まれた場合は
長男の役目を果たさず、次男・三男に生まれると立派に長男的な役目を果たすようになります。

元来長男、また、家督を継ぐ者は、自分では選ぶことのできない天命的なものですが、天印星の
場合、有形世界の無形（意識世界）であるため、天命的部分も人為的に作り出せる可能性が生
まれます。そのために幼少期において養子に出る場合もあり、結婚によって養子的立場に置か
れる場合も生じるのです。天印星における長男の役目は、広義に解釈しなければならず、内（生
家）と外（他家）のいずれかの家において、長男の役目を果たす世界なのです。受け身の世界は
常に現実の身を歩みます。過去を思うことも、未来にロマンを求めることもなく、自然のままに人
生を渡っていきます。



25

天貴星世界

陰陽五行論ではここを入魂の場所としています。

「三つ子の魂百までも」というたとえがありますように、この世界から形成された意識がそれ以後
死の世界まで続くことになります。一人前の人間意識の芽生えです。

この頃になりますと、自負心・自意識・プライド等、人間性を確立するために必要な心理状態が作
り出されていきます。天貴星の時代は、人間として生きる為の術を全て学び取ろうとする習得本
能が最も力を出してくるときです。

天貴星は学び取る世界でもあり、純粋な吸収力の世界を創り出しています。この星世界に生ま
れた者は、正直で実直な人生行程をたどります。他人を疑うことを知らず、周りの者が間違った
事象を伝承すればそのまま記憶し、受け入れていきます。また逆の立場に立つと余人深く綿密な
下調べの上、物事を教えていくようになります。自分の頭の中で良く消化できた事柄のみをゆっく
りとしたペースで他人に伝えて行きます。そのような状態が、この星世界が学者の星・教授職の
星と云われる所以です。積み重ねの記憶修正があり探求心も相当に強いが、一定年齢以上にな
ると思考上昇ができにくくなります。つまり習得能力に限界があり、中年以上になって学んだもの
が晩年になって成功の道を作ることが困難なのです。ただし、中年期の勉学意欲は通常人をは
るかに凌ぎます。前記の天印星にありましたように、長男・長女の星という意味も含まれています
が、この世における長男・長女の星であっても、必ずしも長男・長女に生まれるとは限りませんが、
80%が長男か末っ子となっています。この星に生を受けた者は、その真面目さにおいて多分に古

典的であり、伝統を重んじていき、それだけに古いものが好きです。そのため流行に乗りにくく、
古めかしい性情は自分の内面表現が旨くはありません。吸収していくことは上手でも、放出する
ことが下手であり、それが時には引っ込み思案になったりします。他人に対して教え上手なのは、
その裏で自分自身の主観を導入しない見事さが存在しているのです。そのために知識を伝達す
ることは上手であっても、自己の内面を開くことが下手なのです。温順な人となりは、人生の蓄積
を常に欠かさず、高齢になっても内面の精神錬磨を心がけ、人生の週末に至るまで学び取ろうと
するエネルギーがあるのです。しかし、内面を大切にするが故に、金銭物質的なものを軽んじる
ことがあり、心は常に高く、精神の貴人たるを失わない星なのです。

天恍星世界

子供と大人の谷間にあって、精神の内面は激しく揺れ動くときです。この時代に人生観を形成し
ていき、以降の人生を支配するようになるといっても過言ではないでしょう。

時には社会への反抗を試みたり、両親に反発・反抗心を起こします。それでいて何かを学び取り、
環境との和合を計ろうとします。周りの者から見たら実に生意気な若者に見えるでしょう。

天恍星世界は「模索」「迷い」の世界です。夢が夢を呼ぶ世界です。また、この世には、世の中の
常識・約束事が全く通用しない状態が生まれ、社会の通例として挨拶を交わしてもこの星世界に
は通用しません。天恍星世界があいさつをすれば、常識や習慣によって行ったのではなく、自分
自身が心から挨拶をしたくなっただけなのです。良く表現すれば正直な世界であり、悪く表現す
ればわがままな世界です。青年期に現れる人間の姿が、そのまま天恍星世界の意味になってい
るのです。陰陽五行論ではこの時代を人間の「巣立ち」の時として扱っています。そのことが「生
地・生家を離れる星」とされ、精神的試練はほかのどの星世界よりも遥かに大きなものがあるの
です。しかし逆に考えますと、精神的な苦労に強いのもこの星の特徴です。この様に苦労が多い
人生を進んでも、表面からは解らないのです。重荷がどんなに多くとも、夢とロマンの性情が自分
自身をロマンの中で労わることができるのです。換言すれば、苦労だと考える前に非現実的な世
界へ自分自身の思索を持っていくことができるのです。思考転換が速く、現実的な面での思考力
が最も少ないのです。生地・生家を離れる意味から、孤独を暗示しています。しかし、孤独から生
まれる寂しがり屋の性情を常に明るさときらびやかさで隠しているのです。そのことが「暗中の
明」を創り出しています。そこで「芸能の星」とされているのです。
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芸の上手下手は別問題として、常に周りの人を明るくするムードを天性に所有しているのです。
また、宗教家に多いのも「流浪の星」で「暗中の明」がなせる業です。

この星世界は、天貴星と正反対の習得本能を所有しています。常に学ぼうとする気質がありなが
ら、積み重ねではなく平面的に記憶していきます。そのため、多く学び、多く忘れるのです。また、
一定の若さを保つ星とされていますが、50、60の年齢になっても、40、50代の若さを保つことがで

きます。しかし、若い時には実際の年齢以上に見られることも特色のひとつです。夢とロマンに支
えられ、何かに恋し憧れながら、流浪の旅を続ける天恍星世界。孤独でわがままで寂しがり屋の
世界です。天恍星世界は古来より「無冠の大夫」と云われているのです。

天南星世界

人生の最前線である青年期、それが天南星世界です。この時代には確固たる自負心と自我心に
支えられ、人生にある種の疑問を持ったとしましても、すでに反抗心等（天恍星の世界）に見られ
る模索の時代は終わっています。

人生における目的と希望は、青春に与えられた一つの特権でもあります。世の中が平和になると、
明るさと躍動は青年の顔に表れ、一度動乱の世の中になれば、戦場に真っ先に向かい、犠牲者
となっていきます。ひとつひとつの国の原動力が青年たちなのです。そこには冒険もあり危険も
あるが、目的のある冒険こそ青年のなせる業なのです。天南星世界は「反骨精神」「冒険」「希
望」「目的」等の意味がありますが、それらはすべて「青春」の一言から生まれています。この星
世界に生まれた者は少なからず若い世代において人生の目的を形成していきますが、目的を急
ぐあまり手段に粗野な一面を生み出す恐れがあり、時として社会に対し無礼な行動が顔を出しま
すが、その内側は一本気な直情に由来しているのです。一つのことに全精力を一身に傾けるが、
同時に複数の目的を持つことができません。この星世界が同時に複数の目的を所有した場合、
神は味方してくれません。現実的な有形の世界なのです。それだけに進む速度も早く、エネル
ギー消耗も大きいのです。また、古いものを廃す、独創的な思考力を所有、それだけに手厳しい
批判力となって現れます。目上・目下を問わず、自分の考えを相手に押し付けていくのが性情の
特色でもあります。天南星世界は、天性に強烈なエネルギーを与えられているのではなく、若さ
による強烈なエネルギーを所有しているのです。それだけに、若い時代にどれだけ錬磨されるか
によって後年の人生が決定されるのです。若いだけに、強烈な個性の持ち主が排出されることも
特色です。この星が暗示する時間世界は、人生行程の前進力に当たっているため、何事に関し
ても前進させることが役目となります。そのため、何事に関しても新しい仕事、発展を目的とした
仕事等に特にその力量を発揮させていきます。しかし、守りの状態や安定の時は、一種の苦痛
の世界に変化します。いずれにしても、ひとつの組織・集団になくてはならない強力な推進力とな
る星世界です。

さらに特色のひとつとして仕事と財力が一致しないこともあり、仕事に関しては大きな冒険を試み
ますが、その時々の経済感覚が薄いのです。つまり仕事が目的、経済は手段に過ぎなくなる時
があるのです。しかし、経済（目的を経済とすると）だけを考えると、経済に全精力を賭け、仕事だ
けを考えると仕事に全精力を賭けます。そのために、経済を取って仕事を放りだしたり、仕事を成
功させ経済で崩れたりします。青春の中に無限の可能性を秘めている若いエネルギー、常に前
進し、新しい世界を創り出す無鉄砲な冒険者の世界なのです。
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天禄星世界

人間社会に仲間入りして四十数年の歳月が経過した世界、それが天禄星世界なのです。種々の
体験と、人生における知恵を根底において、じっくりと未来を見つめる重厚な思案、そこに天禄星
の重みが存在しているのです。

壮年期の知恵と落ち着きと力強さが天禄星世界に「安定」「用心深さ」「堅実」「観察力」等を与え
ています。人間社会にあっては中堅の地位を保ち、冒険に走らず守備力は堅く、外から見ると用
心深く小心者にも見えます。しかし、安定を第一に考える受け身なのであって、内実は決して小
心者ではなく、周囲とのバランスをうまく取りながら行動を起こし、争いが闘争に至れば説得を旨
とする。そのような用心深い全体思考が、のんびりとした人物に見えたり、発展性のない「事なか
れ主義」に映ったりするのです。

天恍星・天報星のように直感に頼ることがなく、常に過去の流れに立脚しています。天南星のよ
うな新鮮さや独創的なものの存在もありません。天禄星の観察力・批判力は的確で柔らかい、そ
の批判力も現在を大切に取り扱う処に特色があるのです。あえて心理状態を掘り下げれば、理
論的な用心深さであって、知識に拠所を求めた安定であると表現しても良いでしょう。

性格は、時には理屈屋さん的に見えたりしますが、理論や体験を根底に所有しているため、たと
え自分の専門外の事柄であっても見事な批判力と観察力を発揮します。そのため、この星世界
は若年においてエネルギーを発揮することが少なく、常に根底となる知識と経験が身につかなけ
れば人生行程を進めなくなり、そのことからも転職する場合においても未経験の世界を職場にす
ることがなく、また、安定を第一に考える性格が、目上・目下のタテ関係を大切にしていきます。
人生の速度は実にのんびりと遅い進み方ですが、人生行程において一落千丈的な下降線をた
どる不運はありません。天禄星は温厚とは云えども現実的な世界であり、形のないものを空想し
たり、夢・ロマンの所有はありません。望むものはすべて現実の生活に結び付いたものだけです。

天禄星にはもうひとつ特殊な才能と役割が存在しています。それは薬学の世界を支配する星で
もあるのです。科学・薬学・医学等の世界においての才能発揮は素晴らしいものがあります。ま
た、もうひとつは、これだけ力量の強いエネルギーを持っていましても、役割としては補佐役の世
界なのです。

人間社会の中間にあって平和の担い手がここにあります。無形のものに捉われることなく、最大
の知的な現実派、それが天禄星世界なのです。

天将星世界
人間の一生の中で最高に力を発揮する時代、それが天将星世界です。青春期の不安定も壮年
期の保守性もこの世界には通用しません。

去る者を嫌い、寄るものを好む、頭領の器は平穏を嫌い、常に大衆をわが手中に収めようとしま
す。内側が平和であれば、外側に動乱を求め、外側が平和であれば内側で傲慢さを発揮し、周り
を震撼せしめます。ここに帝王の星の異名を持つ所以が存在するのです。性情は別としましても、
大局的な温かさがあります。そのために家庭内の細かい事象に対しては極端な冷たさに誤解さ
れやすいのです。天将星は中身に持っているエネルギーが何の星よりも大きく、それだけに成人
していない子供のころは、エネルギー消耗が不完全となってしまいます。結果的に肉体を破壊す
ることとなり、病気という形でエネルギー消耗をしていきますが、成人してからは対社会的エネル
ギー消耗が激しくなると同時に肉体の方も普通以上の頑強さを見せます。天将星は帝王の星で
現わされるがごとく、自分自身が頭領の器なのです。実生活において頭領の役目を果たさないと、
この星世界の良さは全く現れません。天将星が他の星世界と異なるところは、自分より役目・立
場において上の者がいる場合はエネルギーの消化ができないのです。天将星はエネルギーが
完全に燃焼された場合と燃焼されない場合とでは、天と地ほどの現象の差が生まれるのです。
古来より「帝王は天下を制すか落ち武者になるか」のどちらかと云われています。まさに天将星
世界に与えられている道は、広大なこの世に天下を取るか、あるいは、落ち武者かのどちらかに
なるのです。
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皇帝の位にある者、平凡な家庭、平和な家庭、ささやかで微笑ましい親子の愛等は望む資格が
ありません。天将星が与えられたライセンスは、極論しますと、自分の信念と理念を打ちかざし、
万民を率いて新しい世界を切り開いていくことだけにあります。この世界に生まれた者が、平凡な
生活で時を過ごせば、不満が高まっていくでしょう。しかし、帝王の力量が消えるわけではなく、
「仮令不完全燃焼」であっても王たる性情は常に現れます。義理・人情に厚く、時として利になら
ない仕事に最大のエネルギーを向けたり、人に欺かれても人を恨まず、他人から攻撃されても騒
ぐこともなく動じません。精神（現実に対する）の強さは見事であるが、反面子供のような無邪気さ
と寂しがりやの性情を持ち、誰かが側についていないと満足を覚えないのです。それだけに自分
から離れようとする者を憎しみ、離したがらず、寄ってくる者には良かれ悪かれ集まるという事に
喜びを感じるのです。天将星の質は、初代の質とされ、人の後を受け継ぐ天命はありません。そ
のためこの世界は、創始者・初代・帝王等の意味が付されているのです。しかし「人の高みに
登った者は孤独の罰を受ける」の言葉通り、功成れば成る程孤独になっていく世界なのです。

天将星世界は、悲しいことに八十・九十歳の高齢になっても、内面のエネルギーを常に発揮して
いなければ安住が保てません。皇帝は死に至るまでその役目に徹するものなのです。

天堂星世界
功なり名を遂げた者たちが一歩退いて次代に位を譲る世界、これが天堂星です。世間ではこの
世代を老人・ご隠居等と呼び、役目も終わり余生を楽しむ一種の悟りであり、諦めの世界でもあ
ります。

静かな中に鍛えられた理性と知性を持ち、自ら行動を起こすことがなく、外から見ますと「引っ込
み思案」にもみえ、多くを語らない特色を持ちます。しかし、秘密主義でもなく無関心なのでもなく、
そこに存在するものは強靭な自制心による出処進退のわきまえなのです。天将星を通過した世
界ですので、中身のエネルギーは相当に剛強なものを所有しています。そのために「静かなる自
我」とも評される世界なのです。この世界には甘えがなく、常に自分一人で物事の遂行を計りま
す。派手なことを嫌い、なおかつ、世の中の交流も静かに長く続かせようと考えます。行動は、無
言のまま突然実行する時には無愛想な人となりを作り、理解してもらうまでに相当の時間を要し
ますが、一度理解者ができますと、その交流は生涯続くことが特色です。元来天堂星は言葉が
通じず、表現力を必要とする世界での才能発揮はほとんどできません。その性格が、人間以外を
対象とした対話になりやすく、音楽を聴く、絵画を楽しむ、鳥や犬と戯れ盆栽と話をする等、そこ
に自分の世界を創り出していきます。ただし、天堂星世界そのものに芸術の才能があるわけでは
なく、無言の世界に自分を置き換えることが可能なのです。人間社会にあって、年齢差が大きい
人との交際が上手にでき、大人になっても三つ四つの子供とも遊べ、七十、八十歳の老人とも話
し合えます。それは無意識の中に心の世界を相手の年齢に置き換えられるからなのです。その
ために、人生の悟りを語るような老いた面と、無邪気な子供のような面を所有しています。それで
いて人生の進む具合は実に粘り強く、常に一定の速度で変化させることがありません。大衆の中
に入っても自分からの発言は避け、促されて発言する場合には、内容的にも状況的にも、全体
的バランスに沿った意見を出します。全体的バランスは一流一派に押し流されることがなく、天禄
星が知的理論によるバランスであったのに対し、天堂星は精神理論によるバランスなのです。外
側よりも内側を大切にするのです。それだけに名誉・名声・地位に捉われることなくすべての事象
の前に立った時は内容を第一と考えます。外面からは地味な人に見えます。この性情は若年期
において、よほど団体生活をさせなければ、利己主義に陥りやすく、教養の積み重ねが必要な世
界です。天堂星には「有中の無」という表現が慣例となっていますが、身は有意識の中にあって
精神的なものを求める習性が眠っているのです。
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天胡星世界
人生の峠を何度も越え、やがて老境という国に入ります。肉体の方は弱まり病に侵され、心は時
として空しく過去へ未来へと飛び回る世界、それが天胡星世界です。

天胡星世界は有意識世界にあってすでに無意識世界に近く、そのことが現実性を根底においた
感覚世界となっていきます。肉体は現実にあり、心は精神的に生きようとする、そこに生まれる苦
しみは現実の世界から逃げようとして逃げきれず、また、現実に引き戻されることにあります。

夢と現実の間をさまよう天胡星の世界は、自分自身で自己を苛めることによってエネルギー消化
が果たせます。しかし、苛めると表現しても一次元的（肉体を肉体で苛める意味）ではなく、二次
元的（肉体が精神を苛める）な心理構成となっています。そこに天胡星の特色があり、そのエネ
ルギーは時として死を賭けた発揮方法になります。そのため、天胡星世界に生を受けた者が人
生の究極に追い込まれることは周りの者たちにとって、大変に危険な状態を作り出します。天胡
星は死ぬことによって永遠に生きようとするのです。この世界の心理作用と思考方法は、従星中
最高の複雑さを有していますが、行動そのものは直線的な簡素さになります。実にロマンチスト
であり、美意識が強く、現実の世の中すべての事象を美の中に包み込もうとします。自分自身の
死さえも美でなければ満足しないのです。人生において疑うことがなく、利害の世界を好まない、
故に芸術世界・宗教世界等の精神世界を作り出そうとします。また、身を痛めるほどのエネル
ギーが存在しているため、研ぎ澄まされた神経の張りを持っているが、神経と肉体のバランスが
取れない状態が肉体的な弱さを作り出しています。その質は、感受性の強さ、直観力の鋭さを
持っています。しかし、現実に立脚した直観力であり、霊感等と呼ばれる無限の世界ではありま
せん。天胡星の直観力は、起こりうる現象をいち早く予測し、予言することが可能ですが、時間的
予測ができず、明日のことも十年後のことも同時に予測してしまいます。遊芸を好み、芸術に親し
む世界ですが、集団で楽しむことが少なく、多くは孤独の中に楽しみを見出します。完全を好み、
夢の実現に全精力を消耗するが、その根底にあるものは無への憧れなのです。

天極星世界
人生ドラマのラストシーンである死の世界、これが天極星世界です。この瞬間において人間はす
べての役割から解放されて無で表現される自由が与えられます。

天極星は肉体も精神もすべて無です。時間はすでになく、あるのは無限に広がる空間だけなの
です。今上の世界は善と悪、男と女、美と醜、明と暗等あらゆる事象が相対構成を作り出してい
ますが、天極性の世界は、無の世界であり、相対構成を一次元に変化させる力を持っています。
そしてこの世界は、広大無辺に広がる無世界への出発点にあるという事なのです。死の世界（あ
の世）に立脚してみれば、初めて生まれ出たのです。そこに天極星世界の特色が存在している
のです。この世界に生まれた者は、人生における発想と思考内容が常に一次元的思考ができる
能力を有するのです。他人との交際においても、利をもたらす人であれ、損をもたらす人であれ、
同じ精力を消耗し、差をつけない交流を続けていき、時には「お人よし」「信念のない人」等に受け
取られます。しかし、その純粋さは他の十二大従星が及ぶところではないのです。何しろこの星
世界には相対構成がないため、全も悪もない、それ故、いつまでもその時々の環境に合わせて
行動も思考も変化させられる才能を持っています。悪の世界に入れば見事な悪役を演じ、善の
世界に入れば見事な善人を演じることが出来るのです。しかし、ここが悪、ここが善という自覚が
全くないのです。自然のままに生き、水の流れの如く生き、自ら逆らうことがないのです。天南星
世界・天将星世界などの激しい人たちと交流しても何ら衝突することもない、迎合するのでもなく
追従するのでもない、ただ当然に過ごすだけです。そのために、天性に悟りの境地が存在してい
ます。この星世界が教養を積み重ねると、時代の流れを問わず、学術・技術の世界での特殊な
地位を作り出します。古今東西偉大な宗教家や学者がこの星世界に生まれていることは自然の
悟りがなせるものです。宗教に関係なく無の感性が良く、未来を予測する。この星世界の感性は、
無限の広がりを持つために、現実・立場を全く意識しないのです。
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それは一瞬にして宇宙空間を走る光にも似ていますが、研ぎ澄まされた神経は天胡星の有意識
感性とは比較にならないほど、現実性を超越しています。それが時として、霊感作用となり霊界と
の交信もなしうる能力となるのです。

元来天極性が持っている意味合いには、技術・霊感・哲学・宗教性・技術的学問・医学等が入り
ますが、どれを捉えても一業一分野にのみ利をもたらすものではなく、老人から子供まで男女を
問わず恩恵を受けられる分野の専門家としての特色が強いのです。しかし、それは奉仕の精神
から生まれるのではありません。もし、ここに毒薬を発明したとします。その毒薬によって人殺し
がされたとしても、天極星世界には罪悪を感じる部分は存在していないのです。ただ毒薬が完成
したという喜びに浸ってしまうのです。そのことの良し悪しは問題ではないのです。天極星は無の
世界から発せられた夢をひとつの形に作り上げることによって喜びを感じ、それを目的にする天
性が奉仕的現象の裏側に秘められている世界なのです。

天庫星世界
人間の人生行程は、死んで全てが終わりではなく、帰る可くして土に帰す、人間は大地の中で永
遠の眠りにつき、霊魂と肉体の接点であった生の世界に別れを告げます。「肉体は西へ」「霊魂
は北へ」それぞれが無の世界に向かって進み始める出発点の世界、それが天庫星世界なので
す。

天庫星は西と北ふたつの道を所有していながら、現実の世界よりも精神の世界をひた走ります。
それでいて一つの道だけを選ぶことが役割でもあるのです。心情は陰か陽、右か左、白か黒など
どちらかに方向を定めなければ収まらない中間のない世界なのです。さらに、一定の方向を走り
続けますと、無の空間を走る世界だけに留まるところがなく、蛇行することもなく、ただ一直線に
進み、その正直さと一本気はさわやかなまでに頑固でもあります。一つの目的に向かって進む姿
はどんな難関であっても貫き通すのですが、それが「凝り性」の性情となり、学問にしろ、仕事にし
ろ、時には遊びにしろ気が済むまで実行速度を落とすことがないのです。この性格が「学者の星」
「歴史の星」「探求者の星」と言い表される所以なのです。この星世界が何らかの事象により一度
方向を転じなければならなくなった時の悔いと怒りは何物にも変え難いものがあります。方向を
転じた自分自身に腹が立つのです。天庫星世界は周りの人に寛大であっても、自分自身には実
に厳しい、ここが無意識の最も利点とするところです。特に現実世界から精神的なものを学び取
る術は、どの十二大従星よりも素晴らしいものがあります。しかし、一点に向け放出するエネル
ギーは融通の利かない頑固さにさえ見られます。そのため、天稟の仁徳を備えながら環境との
和合ができにくい苦しさを自らが作りだします。自分の人生を反省し、さらに反省以前に戻ってし
まう、それほど方向を転じることが出来ないのです。どんなに苦しくても、認められなくても、自分
自身の目的に向かって進んでいるときは実に見事な忍耐力です。この星世界は、自分で決定し
たことは例え地獄の道であっても快く進んでいきますが、他人から与えられた道はどんなにすば
らしい道であろうが天国へ通じる道であろうが嫌なのです。この世界は古いものが好きで、思考
方法も古典的です。時には探求心の強さから、有史以前に遡ってしまうこともあります。天庫星世
界は、他人の感情を押し付けられることを最も嫌う星なのです。しかし、自分の感覚によって他人
の感情をくみ取ることは好きです。天庫星の特色は自分から進むことを好んでも、与えられること
は好まないところにあります。

天馳星世界

人間のエネルギーは死によって宇宙空間に飛び散っていき、空間世界に突入したエネルギーが
行き着く世界はすでに空間ではなく、大宇宙における極（大宇宙の中心的な場所=唯一神）の世

界です。一種の点のようなものであって、大宇宙の中心にあり、時間も空間も存在しない世界で
す。
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天馳星世界は、極宇宙からエネルギーが発せられ、十二大従星の中で時間も空間も持ち合わせ
ていない世界は天馳星をおいてほかに存在しません。これが、人間社会にあっては時間も空間
も存在しないが故に、最も現実的な世界となってしまうのです。天馳星世界には過去も未来もなく、
現在だけなのです。時間・空間がないのですから、幅も奥行きもなく空間の広がりはすべてなく、
一点に集まっているのでもない、そのために、ある瞬間における力量は時間と距離を除けば天将
星と云えども勝ることは至難の業となります。強いて例えれば、大竜巻の荒れ狂う瞬間のエネル
ギーとでも言えます。それらがひとつひとつ別個になっていて、時間的連結があり得ない世界で
す。それだけに実に多忙な世界であり、休息の時がない世界なのです。同時に幾種類もの仕事
をしたり、役割を与えられても見事に消化していきます。いずれにしましてものんびりとした速度
は表れてきません。精神的なものを重んじるわけでもなく、知識を自己の支えとするのでもなく、
全て感情によって動き、感情と行動が常に一体となって回転していくのです。そのスピードは、他
の者たちをはるかに凌ぎ、歩調を合わせることはできません。それはまた、単独行動に走ること
になり、孤独の人生を休むことなく走らなくてはなりません。しかし、天馳星が精神的に孤独を感
じることはほとんどないのです。天馳星は成功や蓄積を目的にして人生を進むのではなく、ただ
黙々とその場その場の役割を果たしていくのです。感性は相当に強い星ですが持続力がないた
め、一種の「閃き」となるだけです。また人情に流されることはないのですが、決して冷たい人とな
りではありません。目前に不運な人がいたら助け、感謝されることも望まず、助ける役目が済ん
だら静かにその場を去り、元の仕事を続けます。天馳星は天将星と同じようなエネルギー（時間
的なものを除いて）を天性に有しています。そのため、エネルギー消耗が少なすぎれば肉体が破
壊され病弱となります。日々に過ごす時間は実に多忙な世界であり、精神は常に平常であり、喧
騒の中で休息がなくとも一定の精神状態を保ち得るのです。この世界に付されている意味合い
は「多忙」「喧騒」「速度」「瞬間の大器」「市井の聖人」等です。名誉・財力に捉われないため、働
き者でありながら肉親・家族の不満を買うものが多くなります。天馳星世界は、無の美しさが支配
する世界であり、死期に際してもこれほど静かな最期を迎える星も少ないのです。天馳星世界は、
それ自身が喜びを求めることのない世界です。人間に与えられた役割に実に忠実な世界なので
す。そこに他の十二大従星世界に見られない極の星の特色が存在しているのです。

天報星、天印星
天貴星（天恍星）

天南星、天禄星、
天将星（天恍星）

天堂星、天胡星
天極星、天庫星、天馳星

初年期：生～社会出るまで

中年期：社会に出る頃晩年期：リタイア後

十二大従星の定位置


