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寅卯天中殺の 2023年 

 

天中殺期間の心構え 

 

① 自分の都合でものを考えない 

② 欲張りすぎない 

③ もっともっとと利益を追い求めない 

④ 安易に人に頼らない 

⑤ 執着しない 

 

 

 

お勧めする行動 

 

① 過去を振り返り反省し、自分を見つめ直す 

② 先祖供養など命の元を大切にし、神社仏閣など、聖なる地へ行く 

③ 先人の知恵や知識を学ぶ 

④ 人の為、世の為になることをする 

⑤ 潔く手放す 
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「寅卯天中殺の性格」 

 

力強い二代目として親の夢を受け継ぐ 

 

東に位置する寅卯天中殺は、東のパワーが欠けています。「これは母親や兄弟と縁が薄い」

「友人と心を通わせにくい」ことを意味します。 

「子どものころ、母親があまり自分にかまってくれなかった」「母親とそりが合わなかった」

「友達と一緒にいてもどこか違和感を感じ、孤独感を覚えた」という人も少なくないのでは

ないでしょうか。 

しかしそれも、ものごころがつくまでの話。思春期になって独立心が芽生えると、「自分

が持っているパワーは人並みはずれて大きい。だからこそ母親とも友達とも今ひとつ嚙み合

わなかったのだ」と気づきます。 

「寅卯天中殺は、6つの天中殺のうちで最もダイナミックな思考スケールと行動パワーを

持つ」と算命学では定義します。 

この天中殺は成長して社会に出るやいなや、母親や友達をあてにせず、ひとりですっくと

立ち上がり、目標に向かって猛スピードで走り出します。その勢いと迫力は、まるで密林を

駆け抜ける虎のよう。本気になった虎は誰にも止めることはできません。 

この傾向は特に女性に顕著に表れ、「男まさり」「豪快」「女傑」という称号を授かるこ

とになります。 

男性の場合は、器の大きなリーダータイプになりますが、周囲を圧倒する迫力を放つ寅卯天

中殺の女性に比べると、柔和でソフトな印象です。 

そもそもこの天中殺は、天から「二代目を継ぎなさい」というお役目を与えられて生まれ

てきます。だからこそ、日の出のような強い前進力と大胆な行動力、ちょっとやそっとの失

敗ではへこたれないタフな精神力を与えられるわけです。 

逆にいえば、寅卯天中殺の子どもを授かる親は子ども運がいい、つまり「自分たちが運気

のいいときに生まれてきた子ども」と解釈できるのです。 

母親と少々そりが合わないとはいえ、親がスタ—トさせた有形、無形の財産を受け継いで二

倍も三倍も大きくしてくれるのは、親孝行以外の何ものでもありません。 
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パワフルに攻撃するが、守備は苦手 

 

寅卯天中殺は東方位、つまり太陽の昇る方位に位置しますから、自分で「こうする！」と

決めたらあとには引かない、意志の強さと行動力を持っています。周囲の状況を冷静に観察

しながら、小回りで迷路を走り抜ける子丑天中殺が賢いねずみなら、この天中殺は「生まれ

ながらの戦車」といっていいでしょう。 

自分の行く手に敵がいれば、火炎を上げて容赦なく蹴散らし、キャタピラで足場の悪いオ

フロードを走り抜け、障害物をなぎ倒しながら目的地に向かって進むその姿は、まさに「パ

ワフル」のひとこと。職場なら力強いリーダーとして活躍するでしょうし、自営業なら独立

独歩で道を切り開くフロントランナーに、もし主婦なら家事や育児をきっちりこなし、家庭

をしっかり守り抜く山の神になるでしょう。 

よくも悪くも度胸があり、何があっても前向きなのはいいけれど、その反面「おおざっぱ

でアバウト」「おっちよこちよい」「思考回路がシンプル」「思い込みが激しい」と噂され

ることもあります。いわゆる攻め上手の守り下手で、攻撃や前進は得意でも、守備や後退は

苦手なのです。 

算命学では、東は木性の方位。春になると木や草花が芽を出してグングン伸びていくよう

に、この天中殺も「どんどん上に伸びよう」「横にも広がって枝葉を広げよう」「美しい花

を咲かせよう」という本能があるのです。 

その本能が具体的な形になるのは、三十代から五十代の働き盛りの中年期。持ち前のパワ

ーを活かして頑張る結果、地位や名誉や財産を手にする人も少なくありません。 

ただし手に入れたものが大きければ大きいほど、天中殺に入ったときの落ち込みも大きくな

りやすいので注意が必要です。天中殺のとき以外でも、脇の甘さから得たものを失わないよ

う気をつけましよう。 

幼いころ親兄弟や友人と縁の薄かった寅卯天中殺は、西のパワーである「伴侶」や「家庭」

を本能的に追い求め、大切にします。しかしそのやり方が、相手から見ると「ひとりよがり」

「自分勝手＆自己満足」「相手の気持ちに無頓着」と受け取られることも。本人的には「ち

ゃんと考えている」のですが、元来がおおざっぱな性格のため、思いやりが今ひとつ伝わら

ないかもしれません。 
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「今までの人生を見つめ直す 2年間が始まる」 

 

2022年 2月 4日から 2024年 2月 3日までの 2年間、寅卯天中殺は天中殺期間に入ります。 

一般的に「天中殺」というと、「こわいもの、恐ろしいもの、運が悪ければ死んでしまう

もの」などとおびえる人もいますが、決してそんなことはありません。天中殺とは、過去

10年間の自分自身を見つめ直す「チャンスの 2年間」なのです。 

天中殺のときにやっていいこと、いけないことのルールをきちんと知り、明るく前向きに

生活していれば、災いが避けられるどころか、天中殺明けに一気に運気を上昇させることも

可能です。 

いうなれば、天中殺とはワンランク上の運を育てる期間。今までの生き方をふり返って反

省し、よりよい人生を送るためにはどうすればいいかをじっくり考え、次の 10年間に備え

る大切な 2年間なのです。 

この宇宙の法則を肌感覚ですんなり理解できる子丑天中殺や午未天中殺、戌亥天中殺なら、

天中殺に入るやいなや「今は内省の時期なのだな」とおとなしく過ごすことができますが、

寅卯天中殺は違います。 

「天中殺？そんなものパワーで吹き飛ばしてやる！」「気にしてたらキリがない！」、と高

笑いしながらいつも通りダイナミックに活動してしまうのが、この天中殺の性。それは、こ

の天中殺が人並みはずれた馬力を持ち、楽観的でおおざっぱな性格だから。 

寅卯天中殺は天中殺の 1年目•寅年に入っても新しい仕事を増やしたり、家を建てたり、

独立や新規開店に挑むなど、いつもと変わらないスピードと勢いで大勝負を仕掛けたがりま

す。自分では「快進撃」と思い込んでいるのですが、実は墓穴を掘っていることを忘れては

いけません。あまりにも手を広げすぎると途中でガス欠になり、道半ばで挫折してしまう恐

れがあります。 

しかしもともとパワフルな寅卯天中殺は、それでもめげずに、2年目の卯年も目的地をめ

ざして無謀に戦車を走らせようとします。しかしふと見ると、燃料タンクは空に近く、車体

のところどころには亀裂が生じ、かなり危険な状態。そこでひと休みして修理に専念すれば

いいのですが、「休んだら負け」という先入観があるため、そのまま 2年目もがむしやらに

突っ走ろうとします。 
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しかし、そうはいきません。卯年には今までのツケが出て体調を崩したり、信用を失った

り、親しい人と仲違いが生じたり、得たものをすべて手放すことになるなど、ものごとが裏

目裏目に出やすくなります。 

前へ前へ進むことだけを考えて生きるなら、輪っかの中を必死に走るハツカネズミと同じ。

私たち人間は、「より高い人間性をめざしなさい」と神仏から期待されてこの世に生を受け

ました。そのためにはどこかで古い循環を断ち切り、より高みをめざす作戦タイムが必要で

す。その節目が天中殺というわけです。 

さあ、これから自分との戦いが始まります。「安易に人に頼らず、自分を頼る」「トラブ

ルの原因をしっかり探る」「神仏に対して恥ずかしくない行動を取る」。この 3つを心に留

め置き、天が与えてくれた 2年間を有意義に過ごしてください。 
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寅卯天中殺の 2023年「あるがままを受け入れて天中殺の難を除ける」 

 

「なあんだ、天中殺なんてちっともたいしたことないじゃない」 

天中殺に入って約 1年が過ぎようとしている今、おそらく大半の寅卯天中殺はそう感じて

いることでしょう。6つの天中殺の中で、馬力・行動力ナンバーワン、ブルドーザーのごと

く障害物を蹴散らしながらパワフルに前進するのが身上のこの天中殺は、天中殺期間であろ

うがなかろうがアクセル全開でわが道を突っ走ります。 

2023年は、さらにやる気が増して勢いが加速し、あちこちから届くオファーに「やって

やろうじゃないの！」と指の骨をバキバキ鳴らしたくなることでしょう。「向かうところ敵

なし、いざ進め！」と鬨（とき）の声を上げたくなるでしょうが、ちょっと待ってください。

実はそれこそが、寅卯天中殺特有の天中殺現象なのです。 

ここで、運気サイクルを見てください。2022年寅年、2023年卯年の天中殺を越えたあと、

2024年辰年に入っていったん波が盛り上がりますね。このときは、天中殺中の努力が意外

に当たり、思わぬ収入アップが予想されるのです。 

しかし辰年後半から 2025年巳年にかけて、ジェットコースターのように波が急降下して

います。実はこのとき、今までのツケを払うことになるわけです。天中殺期間に快進撃して

いた人ほどそのツケは大きくなり、職場でミス連発、恋人や伴侶のウソが発覚、今まで味方

と思っていた仲間の裏切りなど、人間不信にもなりかねないほどの事件が多発しやすいので

す。辰年後半から巳年にかけてのこの時期を「目をふさいで千尋の谷沿いの小道を歩むがご

とし」と算命学では例えます。まさに、一歩間違えれば奈落の底に落ちるような危険な時期

といえましょう。 

この試練を通過して千尋の谷を這い上がることが、寅卯天中殺に与えられた「業（ごう）」。

しかし算命学が教える天中殺期間の過ごし方を知れば、不運を未然に防ぐことができます。

では、災いを生まない最大のコツをお教えしましょう。 

それは、自分の運命を人任せ、神さま任せにすること。「自分のやりたいようにやろう」

「自力で道を切り開こう」ではなく、自然のなりゆきに任せるのです。 

「人間の幸不幸はすべて自分の心が招く」といいます。階段から落ちてケガするのも、財

布を落とすのも、誰かと衝突してイヤな目に遭うのも、みな自分の心が引き寄せています。
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特に天中殺の 2年間は、過去 10年間に集積した厄が浮上しやすいときですから、無防備に

我を出すと、マイナスがマイナスを呼んでしまいます。 

我を出さず自然に任せることを「無我」といいます。「お金がほしい」と思えは自分の心

がお金に偏り、「お金はいらない」と思えばその反対側に偏ります。財が入れば受ければい

いし、入らなければ追わなければいい。心の軸をどちらにも傾けず、風になびくようにしな

やかに中庸を保ちながら、あるがままを受け入れる。この無我の境地こそ、寅卯天中殺が天

中殺と天中殺後を無事に過ごすための最大の秘訣なのです。 

人任せ、神さま任せにすることを覚えた寅卯天中殺は、天中殺を越えるたびに心のランク

が上がり、寅、卯、辰、巳の年の災いが徐々に薄れていきます。さなぎから美しい蝶に変身

するようなこのさまを、算命学では「羽脱運」と呼びます。天中殺 2年目のあなたの課題は、

「我で固まった殻を破る」と心してください。 
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対人運 

「自分は正しい。向こうが間違っている」と人を批判したくなりますが、それをすると長年

の人間関係も壊れます。まずは自分の心を抑え、相手の意見をしっかり聞きましょう。その

うえで、お互いに妥協できる落としどころを見つけてください。 

 

恋愛・結婚運 

頑固に我を通すと別離の恐れが。すれ違いの原因は相手より自分にあると思って、柔らかく

接しましょう。もし結婚話が出たら、式や入籍はあせらず天中殺明けまで待つことです。そ

れで破談になるようなら、そこまでの縁だったということです。 

 

家庭運 

身内があなたに対して見て見ぬふりをしていたこと、蓋をしていた不満が一気に爆発するか

もしれませんが、あわてないこと。過去を浄化するチャンスです。意地を張らず相手のいう

ことに耳を傾けて素直に反省すれば、雨降って地固まることに。 

 

金運 

天中殺期間に遺産相続や宝くじで一気に大金を得ることがありますが、手放しで喜んではい

けません。他の運で足し前している可能性があるからです。「欲張らない」「お世話になっ

た人におすそ分けする」「人の役に立つことに使う」と心がけましよう。 

 

仕事運 

手強いモンスターやボスキャラが登場しそうですが、実は彼らはトレーナー。「きらわれ役

になって自分を鍛えてくれるありがたい存在」と思って逃げないこと。きつい訓練に耐えた

あと、あなたの心の筋力は格段にアップします。 
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健康運 

生きるとは呼吸すること。長生きしたいならゆっくり呼吸しましょう。人のことでイライラ

すると呼吸が浅くなって自分が損をしますから、放っておきましよう。胸で呼吸するのでは

なく、お腹の底からゆっくり呼吸するクセをつけてください。 

 

お知らせ現象 

ものが壊れたり紛失したら要注意。たとえば子どもからもらったものをなくしたら、親子関

係のトラブルが発生するかもしれません。もしスマホが壊れたら、コミュニケーション不足

や乱暴な言葉使いで人を傷つけていないか、反省しましょう。 
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「手放すのは OK、欲を出すのは NG」 

 

天中殺だからといって「あれもできない、これもできない」と身を固くする必要はありま

せん。たとえ天中殺であっても、それを行う目的がルールに反さないものであれば、あるい

は一定の条件を満たしていれば、ダメージを受けずに済みます。 

天中殺を心豊かに過ごすために、最後に天中殺の災いのはずし方をお教えしましょう。これ

は年運天中殺に限らず、月運天中殺、日運天中殺のときにも共通ですから、すべての人が参

考にしてください。 

 

結婚 

天中殺のときの結婚は、できるだけ避けましょう。万が一決行すると最初は幸せな結婚生

活が続いても、子どもができてから運気が大きく変わりやすくなります。 

子どもを作らないとか、女の子がふたりまでというなら問題はありませんが、男の子がで

きたり、女の子だけでも子どもが 3人以上になると、出産して 6年目以降に天中殺の災いが

出る可能性があります。そこから約 14年先までは、子どものことで何かとストレスが多く

なりがちです。 

ただし「夫が単身赴任で不在がち」「夫婦が別棟で暮らす」「子どもが成長して親もとを

離れる」などの条件下なら、災いが軽減します。「子どもが巣立つまでの辛抱」と考えて、

上手に気分転換しながら過ごしてください。 

 

出産 

母親が天中殺のときに男の子を出産するなら、何の問題もありません。「難産になるので

は？」と恐れる心配もありません。ただし女の子の場合は、将来母親離れしない娘になる可

能性があります。結婚してもすぐ実家に戻っては母親に甘え、夫や夫の実家から「自立心に

欠けるのでは？」と心配されることもあります。 

もし不安なら、娘が 10代前半のうちに祖父母に預けたり、学校の寮に入れるなど自立心

が養われる環境で育てるといいでしよう。 
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父親が天中殺の場合は、女の子が生まれても問題ありません。ただし男の子が生まれた場

合は、父親よりパワーが多少小さくなる可能性があります。 

いずれにしても、心配ならお宮参りに行くといいでしょう。天と自分をつなぐパイプが太

くなり、「見守られている」と心が落ち着いて不安がなくなります。 

 

離婚 

「天中殺のときに新しいことを始めると災いが起こりやすいが、壊す場合には何の問題も

起こらない」というルールがあります。離婚は結婚生活をご破算にすることですから、何も

災いは起こりません。ただし財産分与や慰謝料など現世的な利益を求めようとすると、話が

もつれてやっかいなことになりがちです。相手と直接交渉するより、弁護士など第三者を立

てて事務的に処理したほうがいいでしょう。 

また離婚後の転居や転職も、タイミングを考えて慎重に行いましょう。 

 

再婚 

男女ともに再婚者同士の場合、両者に、またはどちらかに子どもがいるなら OKです。 

連れ子の年齢は幼いほど吉。子どもが天中殺の災いをはね除けてくれます。 

どちらかが初婚の場合は、天中殺の災いを受けて夫婦ゲンカが多くなったり、仕事に支障

が出るなど、何かとトラブルが生じやすくなります。ふたりの間に子どもができなければ、

問題は起こりません。 

 

浮気 

浮気がいいか悪いかは別として、「天中殺のときの浮気はバレやすい」という特徴があり

ます。「天中殺前から浮気しているから大丈夫」と安心してはいけません。天中殺中に発覚

して、修羅場になる恐れがあります。 

自分の行動を俯瞰し、反省して、誠意ある行動を心がけましよう。 
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試験 

本来の実力を発揮しにくくなります。天中殺の年、月、日に入学試験や資格試験、面接が

あるなら、試験当日まで十二分に勉強するのはもちろん、「事前に試験会場へのアクセスを

再確認」「必要書類をきちんとそろえておく」「当日は早めに起きて早めに家を出る」と心

がけ、アクシデントを防いでください。 

 

就職・転職 

天中殺のときに就職や転職をすると、人間関係でストレスが多くなりがちです。上司や同

僚と意見が対立したり、周囲から浮いていやけがさしてしまうのです。「辞めます！」とた

んかを切りたくなるでしょうが、次の職場に移るとさらにイヤな目に遭う確率が高くなりま

す。どうしても転職するなら、天中殺が明けてからにしましょう。 

今の職場でなんとか頑張りたいなら、受け身の姿勢を保つことです。「トップになろう」

「実力を認めてもらおう」と欲を出してはいけません。運のよさそうな上司がいたら、その

人のサブとして「従います」「尽くします」という姿勢でいれば、ダメージを受けずに済み

ます。「自分を無にして、素直な気持ちで目上の話に耳を傾ける」「自分を出さずに人を立

てる」ことで、天中殺明けから仕事運が上昇します。 

 

会社設立 

天中殺のときにスタ—トさせた事業は、なかなかうまくいきません。最初はよくてもやが

て資金繰りに困ったり、スタッフが離れていくこともあります。会社設立や独立開業は天中

殺が明けるまで待つか、すでに設立してしまった場合は天中殺明けに社名変更をして、会社

の本拠地を別の場所に移転させるといいでしょう。 

人の上に立つ人は事業を興したり拡張する前に、自分が天中殺かどうかぜひ確認してくだ

さい。トップの決断が、組織の将来や従業員たちの運気を大きく左右するからです。 

もしあなたが今年から天中殺に入る寅卯天中殺なら、やみくもに前に進まず、周囲の人たち

の意見を尊重しましょう。 
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不動産 

ものが自分から離れていく場合は、天中殺の災いは起こりません。天中殺のときでも不動

産の売却は問題ありませんが、買い手となかなか条件が合わなかったり、契約上でゴタゴタ

が生じがち。信頼できる専門家に仲介してもらいましよう。 

土地を買ったり、すでに持っている土地に家を新築したり、今の家を増改築するのは避け

ましょう。内装やインテリアを変えるくらいなら問題ありません。 

 

手術 

肉体は「神さまからの授かりもの」と考えますから、身体の悪い部分を治療することに問

題はありませんが、可能である限り、天中殺が明けるまで待ちましょう。 

ただし、美容整形は例外です。天中殺のときに「外見を美しくしよう」と手術をすると、

予後が悪かったり結果に満足できないなど、あまりいいことはありません。 

 

お墓の購入 

「天中殺の最中にお墓を建てると死期が早まるのでは？」と恐れる人がいますが、そのよう

なことはありません。神仏の領域に関することには、天中殺の災いは及ばないのです。 

ただし、お墓を購入する目的が「先祖を祀る」というより、自分の見栄やプライドを満たす

ためなら、やめたほうがいいでしょう。 

 

旅行 

国内旅行ならいいでしょう。ストレスを解消してリフレッシュするためにも、海や山、温

泉などへ行き、大自然のエネルギーをたっぷり吸収しましょう。 

海外旅行は要注意。慣れない土地へ行くとトラブルに遭う恐れがあります。どうしてもと

いう場合は安全第一を心がけ、単独ではなくグループで行動してください。 


