
天占易学
天命波動チェックツール

使用説明書

Ｖｅｒ．１．０．１．０

天命波動チェックツールは、歴史波動研究会の承認のもと、ご提供しております。



１．ツール起動直後の画面表示

グループ
操作部

個人情報
パネル

主な機能
・個人情報パネルの追加
・グループの登録／読込
・パネルの操作
・画面印刷

主な機能
・個人情報の登録／読込
・基本波動点の表示
・天命波動グラフ表示
・出来事の入力／表示



２．個人情報パネルの概要

個人情報
入力部

生年月日
情報パネル

・生年月日を入力して
「基本波動点を表示」
ボタンをクリックすると、
天命波動グラフおよび
各種情報が表示されます。

・九星（節気基準）
・干支（節気基準）
・月齢
・節気／太陽星座／月星座

天命波動
文字情報

・基本波動点（外面／内面）
・上下の人との関係
・表示年度の単年度運
およびステップ

天命波動
グラフ（全体）

・天命波動（全体：外面／内面）
・表示年度のプラス域／マイナス域
・表示年度の単年度運
・出来事メモ

天命波動
グラフ（拡大）

・天命波動を拡大表示します。
左右にスクロールさせることで、
好きな年代のステップ・単年度運を
確認することができます。

パネル
操作部



３．個人情報パネルの詳細

お名前
入力部

・保存されている個人情報を
選択するための画面を開きます。

・入力した個人情報を保存する
ための画面を開きます。

・基本波動点の計算方法
（節気の決定方法）を選択します。
・標準 ： 天占易学の標準による節気
・厳密 ： 天文計算による節気
・厳密（時刻） ： 天文計算による節気

＋出生時刻を考慮した月齢
（７．暦情報もご参照ください）

・生年月の暦情報を表示します。

保存
ボタン

３－１．個人情報入力部

お名前ボタン
（個人情報選択）

生年月日
入力部

時刻リセット
ボタン

暦情報
ボタン

基本波動点
表示ボタン

ロック解除
ボタン

・生年月日を入力します。
カレンダーから
日付を選択して
入力できます。

・お名前を入力します。

・入力された生年月日
（＋出生時刻）と計算方法を
もとに、基本波動点を計算し、
グラフを表示します。
このボタンを押すと
入力項目がロックされます。

・入力ロックを
解除して、
入力項目を
編集できるように
します。

計算方法
選択

・入力した時刻を
０時０分０秒に
リセットします。

時刻入力部



３．個人情報パネルの詳細

・外面波動・内面波動の基本波動点と、
基本波動点が表す十二支を表示します。
差は、外面と内面との距離を表します。
（外：外面先行、内：内面先行）

・天命波動グラフ拡大表示域の中心に表示して
いる年の情報を表します。
左から、年齢（誕生日後）、単年度運、
外面・内面のステップ（十二支）となります。

・個人情報をもとに算出した
月齢（正午基準）を表示します。
通常の月齢の他に
・朔望基準（新月が１）
・満月基準（満月が１）
の月齢も表示します。こちらは、
出生日時を入力した場合、
時間を考慮して計算されます。

３－２．天命波動文字情報・生年月日情報パネル

基本波動点

月齢
・個人情報をもとに算出した、
二十四節気・太陽星座・月星座を表示します。
境界日（その日に節気・星座が変わる）の場合は、
背景色が黄色になります。

・個人情報・計算方法をもとに算出した年・月・日の六十干支を
表示します。
六十干支の後ろの数字は甲子を１とした時の番号を表します。

九星
・個人情報・計算方法を
もとに算出した、
年・月・日の九星を
表示します。

干支（六十干支）

天文情報

関係

表示年情報

３－２－１．天命波動文字情報

３－２－２．生年月日情報パネル

・上下に表示されている人との
関係を表示します。
左が上の人、右が下の人になります。



３．個人情報パネルの詳細

・その年のプラス域の月、
マイナス域の月をグラフ表示します。

・上にその年の単年度運を、
下に生年の単年度運を
表示します。

・チェックを入れると
内面波動が表示されます。
チェックを外すと、
非表示になります。

単年度運
グラフ

３－３．天命波動グラフ（全体）

その年の
プラス域・マイナス域

出来事メモ

・天命波動グラフの拡大表示域に表示されている
範囲を枠で表します。
拡大表示域に連動して枠が移動します。

・入力した個人情報（生年月日）を
もとに１２０年間の天命波動を
表示します。
グラフ中にある赤丸は、現時点の
ステップを表します。
中心線の上部にある数字が
外面波動のステップを表します。
内面波動表示のチェックを入れると
内面波動のグラフとともに、
中心線の下部に内面波動の
ステップが表示されます。

内面波動表示

・その年に起きた
出来事などをメモする
ことができます。 天命波動グラフ

（全体）

天命波動グラフ
拡大表示枠



３．個人情報パネルの詳細

・上の大きな数字は
内面波動のステップを、
下の小さな数字は
そのステップの何年目に
なるかを表します。

３－４．天命波動グラフ（拡大）・パネル操作部

外面波動

・天命波動グラフの表示範囲を変更します。
表示範囲を変更すると、全体図の
拡大表示枠が連動して移動します。

・そのステップでの年齢を表します。
グラフ中にある赤丸は、現時点のステップを
表します。誕生日が来るまでは、
前年のステップに赤丸が表示されます。

内面波動

・単年度運の中心に来る
数字を表示します。

年齢

スクロールバー

西暦

・そのステップでの西暦を表します。

・上の大きな数字は
内面波動のステップを、
下の小さな数字は
そのステップの何年目に
なるかを表します。

単年度運

連動スクロール 縮小／再表示ボタン

・チェックの入っているパネルの
グラフ移動が連動するように

なります。

上下移動ボタン

パネル削除ボタン

・このパネルを画面から削除します。

・このパネルを上下に移動します。

・表示部分を文字情報部分のみに縮小したり、
元の表示に戻したりします。



４．グループ操作部の詳細

・グループ情報を保存する
ための画面を表示します。

パネルを追加
ボタン

・現在の西暦年月の暦情報を表示します。保存
ボタン

・保存したグループ情報を読み
込むための画面を表示します。

・新しい個人情報パネルを
画面に追加します。
パネルは一番下に追加
されますので、スクロール
させたり、パネルを縮小
させたりして見えるように
することができます。

グループ名
ボタン

画面印刷
ボタン

設定
ボタン

・画面を、A4サイズで
印刷します。

・すべてのパネルを
画面から削除します。

・すべてのパネルの連動スクロールを
設定または解除します。・本ツールの

機能設定画面を
表示します。

すべて連動／連動解除
ボタン

すべて削除
ボタン

暦情報
ボタン

すべて縮小／再表示
ボタン

・すべてのパネルを縮小表示したり、
通常表示に戻したりします。



５．保存機能

保存ボタン

・保存した情報の表示順に
関係します。
よみがなを入力しないと
保存できません。

よみがな

・新規登録時

・変更前の情報が
表示されています。

変更前情報

５－１．個人情報保存

・更新時

よみがなよみがな よみがなメモ
・メモを入力します。
入力は任意ですので
未入力でも構いません。

よみがな
公開情報として
保存する

・入力した内容を保存します。
よみがなが入力されている
必要があります。

・チェックを入れると、他の利用者にも
利用可能な情報として保存されます。
非公開情報として保存すると、
公開情報に変更することはできません。

上書き保存ボタン

キャンセルボタン

別の情報として
保存ボタン

・保存のための入力を中止して
元の画面に戻ります。

・元の保存内容を、入力した
内容で上書きして保存します。

・元の保存情報jは残したまま
新しい情報として保存します。



５．保存機能

保存ボタン

・グループのカテゴリーを
選択します。
公開情報と非公開情報
では、カテゴリーが
異なります。

よみがな

・新規登録時

・変更前の情報が
表示されています。

変更前情報

５－２．グループ情報保存

・更新時

カテゴリー よみがなメモ
・メモを入力します。

よみがな
公開情報として
保存する

・入力した内容を保存します。
登録者が１名以上チェック
されている必要があります。

・チェックを入れると、他の利用者にも
利用可能な情報として保存されます。
非公開情報として保存すると、
公開情報に戻すことはできません。

上書き保存ボタン

キャンセルボタン

別の情報として
保存ボタン

・保存のための入力を中止して
元の画面に戻ります。

・元の保存内容を、入力した
内容で上書きして保存します。

・元の保存情報jは残したまま
新しい情報として保存します。

登録者リスト登録者リスト
・登録者を一覧表示します。
チェックを外すとグループ
から除外されます。



６．出来事メモ機能

・出来事メモ欄を閉じます。

メモ入力後

閉じる
ボタン

・西暦年を一覧表示します。
メモを入力したい年を選択
します。メモを入力すると、
右図のように、年の右側に
＊が表示されます。

出来事メモ機能は、
その年に起きた出来事と、
単年度運やステップとの
関係を記録するためなどに
ご利用いただけます。

西暦年表

開く
ボタン

・メモを入力します。
最大１０００文字まで入力
することができます。
メモを入力すると、ロック状態が
解除され、個人情報入力部の
保存ボタンが押下できるように
なります。

・入力したメモの内容を、
個人情報とともに保存します。保存ボタン

メモ入力欄

自動保存

・自動保存にチェックを入れると、
更新ボタンが使用不可となり、
メモを自動で一時保存します。
初期状態ではチェックが入って
います。
メモをパソコン上に保存する
ためには、個人情報入力部の
保存ボタンを 押下します。

・出来事メモ欄を開きます。

開く閉じる

・自動保存のチェックを外すと
このボタンを押した時に
メモを一時保存します。

更新ボタン

・今回の入力を破棄して、
入力前のメモ内容に
戻します。

戻すボタン



７．暦情報
７－１．計算方法・基本操作
太陽星座・二十四節気・月星座・月齢（朔望・満月）は、天文計算より導いています。
基本波動点は、年の九星と月の九星から導かれます。このツールでは、月の九星を求める方法として、
天占易学標準の方法（標準）と、天文計算による方法（厳密）を選択できるようになっています。
月の九星は、二十四節気の変わり目で切り替わりますので、標準と厳密で、１日の差異が出ることがあります。
このツールで使用している天文計算方法は、「こよみのページ」サイト（http://koyomi8.com）にて使用されている
計算方法を、管理者の許可をいただいて利用しております。
そのため、西暦１８７０年から２１００年までが、計算誤差の許容範囲となります。
暦情報画面では、西暦１１００年から２１００年まで指定することができますが、
１８７０年以前はあくまでご参考とお考えください。



７．暦情報

天占易学のテキストでは、立春として一般的な、２月４日（うるう年の場合は２月５日）を年の変わり目としていますが、
天文計算では、その年により立春の日付が変わります。例えば、２０１６年の場合、立春は２月４日でした。
他の月も、天文計算（厳密計算）では、月の切り替え日が毎年変化します。
誕生日が、この境目の日付に当たる場合は、計算方法によって基本波動点が変わるため、その人の性格などを
考慮して基本波動点を判断することが必要となるかもしれません。

７－２．計算方法の違いによる差異の例

・標準計算
うるう年なので、２月４日
までが前年となります。

・厳密計算
立春が２月４日なので、
２月３日までが前年と
なります。



８．設定機能

・変更を、ＰＣ内に保存し、
表示を変更します。

資格コード入力欄

適用
ボタン

・外面波動／内面波動の
配色パターンを、
パターン１・２・３の
中から選択します。
初期設定はパターン１と
なっています。
変更後、適用ボタンを
クリックすると、表示に
反映されます。

背景色選択

・メールにてお知らせする、４桁の英数字の
コードを入力します。

・変更を保存せずに、
元の画面に戻ります。

キャンセル
ボタン

登録／再設定ボタン ・資格コード入力後、登録ボタンをクリック
すると、入力欄が変更不可になり、対応する
資格名称が表示され、ボタンの表示が
「再設定」に切り替わります。
再設定ボタンをクリックすると、入力欄が
変更可能になり、新しい資格コードを入力
することができるようになります。
登録ボタンをクリックしただけでは、ＰＣに
保存されませんので、必ず適用ボタンを
クリックするようにしてください。

資格名称表示欄
・入力した資格コードに対応した
資格名称が表示されます。
将来の機能拡張にて、
資格に応じた追加機能が
利用できるようになる予定です。


