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                   I.  は じ め に

昔々、まだ科学が今ほど進歩していな

かった頃、占星術は古代からの経験を

集積した原則に基づく研究分野として

尊重され、未来だけでなく魂をより深

く洞察しようとする学究者に活⽤され

ていました。けれども、啓蒙の時代が

到来し、物質的世界に関する⼈間の知

識が増すにつれ、占星術は象徴的宇宙

図などと共に時代遅れとなり、無知で

騙され易かった時代を反映する迷信の

たわ⾔と⾒なされるようになってしま

いました。ところが、様々な中傷にも

拘らず、驚くべきことに占星術は断固

として、地球⽔平説や悪魔の術や錬⾦

術と同じ道を辿ろうとはしませんでし

た。ずんずん解き明かされた⼼理や⼈

間の内的性質にまつわる知識を取り⼊

れ現代に再導⼊され、徐々に⼈気を博

して知識⼈の敬意も取り戻しました。

何世紀にもわたり抑圧や嘲笑の的とな

っても的確に進歩できたのです。そし

て今⽇は占星学として、⾃⼰理解を深

めたい現代⼈に価値ある貢献を⾏える

に⾄っています。

このホロスコープ分析は、占星学およ

び⼼理学の洞察を最新のコンピュータ

技術と組み合わせて得られた結果で

す。独⾃の⽅法で個⼈に焦点を絞り、

⾃⼰認識を⾼めることを目的とした⼈

物描写をお届けするよう努めていま

す。将来を占う占星術ではなく⼼理占
星学です。コンピュータ解釈の範囲な

がらも、できる限り詳細で深いレベル

に⾄るよう配慮されています。経験豊

かな⼈間の占星家を超えるコンピュー

タは存在しません。それでも、あなた

の内部で作⽤する複雑な⼒関係の深遠

で微妙な分析・解釈に驚いて頂けるも

のと⾃負しております。

かつてシェークスピアは「すべてこの

世は⼀つの舞台で、男も⼥も皆役者に

過ぎない」と書きました。ある意味に

おいて、出⽣ホロスコープは個⼈劇に

喩えられるでしょう。あなたの⼈⽣と

いう旅の中核にあり、舞台装置や登場

⼈物や筋書きが揃っています。この劇

の⽐喩を思い出しつつ、ご⾃分の占星

学描写を読み進められれば、出⽣図に

映し出された運命の真の意味を理解す

るのに役⽴つかもしれません。運命は

既にでたらめに並べられた⼀連の出来

事としてあなたに埋め込まれているわ

けではなく、あなたの深層にある欲求

や葛藤や切望を代表する性質を担う登

場⼈物の配役に左右されます。誰も⾃

分以外の⼈間にはなれません。けれど

も、些細な⼀時的な出来事でも、重⼤

な変化をもたらす出来事でも、すべて

の⼈⽣経験は何らかの側⾯で個⼈の性

格を反映しています。

                            - - -

                II.  ⼼ 理 タ イ プ

あなたの出⽣ホロスコープに描き出さ

れた⼀連の豊かな個⼈的特性は、⼈々

に共通して⾒受けられる⼀種の気質的

偏りという背景に照らして配列されて

います。この偏りは「⼼理タイプ」と

呼べるようなもので、⼈⽣で遭遇する

状況にどう反応するか、その典型的な

特⾊を⽰しています。⼈⽣を完全完璧

な状態で始められる⼈はいませんが、

挑戦や葛藤や問題に対処するのに役⽴

つ強みである、よく順応した内的性質

は誰にでも備わっています。また同様

に、すべての⼈々に弱みとなる領域も
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あり、軽視され未開発のまま放置され

問題となり得る内的特性が含まれてい

ます。

⼼理タイプは⼀⽣を通して静的で変化

しないわけではありません。私達の内

部には、無意識とか⾃⼰とか⼼と呼べ

る何かが存在し、無視されたり過⼩評

価されている内的特性や特質すべてを

⼈⽣に統合し、均衡や完璧に⾄るべく

奮闘しています。⼈⽣の重要な分岐点

で、意識的な「私」よりも、そうした

無意識の側⾯が奥深く賢明な中核でで

もあるかのように、私達を葛藤に引き

込み、弱い領域を伸ばしてもっと⼈間

として完成に近づくよう促して来るこ

とがあります。以下に述べる項目で

は、あなたの⼼理タイプに沿って、こ

うした内的な動きをバランスがとれた

⼈⽣展開へどう結びつけられるかにつ

いて提案もしています。いずれ⼈⽣は

私達に挑戦をもたらすでしょう。しか

し、もし適切に対処できれば、然程⼤

きな問題とならず、より甲斐ある結果

となるはずです。

客観的な⽂明⼈

あなたは客観的で明晰でパワフルな頭
脳の持ち主で、⾃分が関わるあらゆる
側⾯で真実および⾸尾⼀貫性を尊重し
ています。混沌より理性、個⼈的反応
より原則を常に優先させます。けれど
も、あなたの内部には少なからぬ葛藤
があり、合理的で超然とした精神と熱
烈で時には圧倒的な感情の板挟みにな
っています。⾔い換えると、あなたに
は「頭の中で過ごす」傾向が⾒られ、
その⽅が洗練されておりより安全で「
妥当」に思えます。ところが、理性が
こう感じる「べき」と命じても、⼼は
頻繁に異議を唱えるので、あなたは混
乱させられ、何となく「間違った」「

利⼰的な」反応をしたのではないかと
罪悪感を覚えてしまいます。従来型の
いわゆる知識⼈とは限りませんが、あ
なたは⽣まれながらに理路整然として
頭の回転が速く、様々な事実や考えを
客観的に公平に評価・⽐較検討・分析
する素晴らしい能⼒を有しています。
これ故、倫理的で偏⾒が無く思索的で
他者の観点もよく配慮するという評判
を得ているでしょう。また、卓越した
⽴案者でもあり、理性的な鋭い洞察⼒
で混沌とした状況に秩序をもたらせま
す。ただ、⾃分の本当の気持ちについ
ては、他者に知られたくないし、⾃分
⾃⾝からすら隠そうとしています。実
は本⼼は全く異なり、もっと主観的な
⼈⽣観や他者に対するイメージが隠さ
れているのです。実はこのなおざりに
されている感情には普段信頼している
頭脳よりもっと純粋な鋭い直観が備わ
っています。

客観性が強い感情的欲求と衝突

時々知的才能をあまりにも⾼く評価し
過ぎて、その結果⾃らの感情を裏切
り、⾃分個⼈だけでなく他者の健全な
欲求との連結感もなくしてしまうおそ
れがあります。⼀般的パターンに注目
しているので、⾃分本来の欲求は状況
によって異なるという事実を⾒落とし
がちです。あなたの感情気質は熱烈で
未熟で極めて敏感です。その所為で、
定期的に気が滅⼊ったり、思わず発作
的に苛⽴ったり腹⽴たしく感じたり、
分析や説明ができない感傷的な気分や
孤独に陥ったりしてしまいます。ま
た、もうひとつ、非常に恐れている⼼
の領域に関わる次元も⾒過ごしていそ
うです。つまり、あるがままに任せ、
もっと無限の愛や安らぎの世界を体験
したいという神秘的な憧れを否定しよ
うとしています。個⼈的な愛や不思議
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な憧憬は相互に密接してあなたの内部
に潜んでいます。もしパワフルな知⼒
と⼈間らしさに対する広い寛容⼼との
バランスを調整する勇気を⾒出せれ
ば、親しい⼈間関係がもっと深い奥義
に⾄る扉を開けてくれるでしょう。個
⼈的な愛だけでなく、⼈類や⼈⽣その
ものを愛する⼼が⽣まれます。あなた
は注意深く⾃⼰管理して公平で寛⼤な
パーソナリティを築き上げ、他者の⾒
解を理解して合わせようとしていま
す。ただ、こうした外観は非常に壊れ
易く、⾃分の本当の感情が奥底で煮え
たぎっているのに、そうした表⾯を取
り繕うには相当なエネルギーを費やさ
ねばなりません。あなたの感情⾯に対
する評価はかなり歪んでいて否定的で
すが、理想や完璧さに反する内的要素
に対する厳しい⾃⼰評価はおそらく両
親の価値観の反映でしょう。他者に⾃
分の強く深い感情や繊細さを⾒せて体
験して貰えれば、⻑期的に⾒てずっと
幸せで満たされた気分が味わえるはず
です。

⾃分の気持ちともっと上⼿に付き合え
るようになる為の創造的な⼿段の⼀つ
として考えられるのは、無難な経路を
通して感情を表現するのにもっと時間
やゆとりを取ることです。例えば、著
作活動や、気分や感情をイメージした
絵画や陶芸、或いは⾳楽や舞踏はどう
でしょう。⾃⼰の理解を深めるだけで
観客の得にならないこうした個⼈的な
気晴らしは、⾃分について知る助けと
なるだけでなく、感情が思考と同様に
⼤切で正当だとわかるきっかけになり
ます。ノーと思うならノーと⾔うよう
⼼掛けてください。「当然〜」「〜す
べき」という命令で⼼の欲求を過酷に
抑圧しても、いつも礼儀正しく分別あ
る⼈間でなければならないことに対す
る怒りや憤慨感が溜まるだけです。ま

ず何より第⼀に、⾃分を愛し思いやれ
るようになるべきでしょう。そうでな
いと、⼈道主義的・⺠主的な理想は実
際の⽣活に基づかないものになりま
す。常にできる限り幅広く明確な⾒地
から物事を理解しようとしている類い
稀な才能を使えば⾃らの個⼈的ジレン
マにある意味や価値も認識でき、それ
が他者や⼀般的⼈間の条件にも通じる
とわかるでしょう。怖がらずに⾃らの
⼼と向き合えるようになれば、あなた
には他者に貢献できる素晴らしい才能
が備わっているのです。

現実性と明晰な頭脳

並外れた知的才能と現実性や事実およ
び世のあり⽅を公正に評価できる能⼒
をあなたは併せ持っています。知性だ
けが抽象理論や哲学の領域に⾶び去っ
てしまうことなく、現実にしっかりと
根差して、各概念はありのままの⼈⽣
で吟味されています。磨きのかかった
組織⼒や良識、注意深く秩序⽴てら
れ、おそらく科学的訓練も受けた知
性、更に達成可能な目標に焦点を当て
知的エネルギーを集約する能⼒もあ
り、常に何らかの成果を得られます。
実際的な理想主義者と⾔えるでしょ
う。そのお蔭で、とても精⼒的・効果
的に新しい⽅法や作業にとりかかれま
す。研究調査やコンピュータープログ
ラミング、社会学か医学、その他主要
原理を把握しアイデアを具体的な世の
中の限界に合わせて関連付ける能⼒が
活かせる分野で活躍が期待されます。

けれども、⼈⽣最⼤のジレンマとして
厄介な感情の世界が残されています。
常識や現実性が合理性を重んじる強い
傾向と重なっているので、内的世界を
重視するなんて殆ど我慢ならないかも
しれません。⾒たり触れたり分析した
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りできないものの価値を認めるには抵
抗感があり、⾃分の感情は、その強さ
故に怖いからだけでなく管理統制でき
ないが為に、無視しようとしている可
能性があります。⼼を真剣に捉えよう
としていないだけでなく、⼈⽣に想像
の余地も⼗分に認めていないので、折
角の素晴らしい知的世界もどこか不⽑
で無意味に感じ始めるようになりかね
ません。⾃らの混乱した無意識の感情
ともっと良好な関係を築くには、⾃分
の想像という陽気な⼦供っぽい次元に
視野を広げ、厄介な気分や感情を意義
あるイメージに明確化してみると良さ
そうです。夜⾒る夢の世界は内的⽣活
への実りある魅⼒的な⽅向を⽰してく
れるかもしれません。地⾯ばかり⾒て
いないでたまには視線を上げれば、「
内界」も「外界」と同様に実在し、「
主観性」にも「客観性」と同等の価値
があると気づくはず。もし⼦供の如く
遊べるようになれば、あなたが愛する
事実や思考という明⽩な領域と共に、
難題だらけでも絶対甲斐がある⼈間の
⼼という領域も楽しめるでしょう。

                            - - -

                    III.  光 と 影

⼈間の性質は⽣来⼆元的で、⾃⼰には

基本的両極として意識と無意識がある

というのは、深層⼼理学研究で得られ

た最も重要な洞察のひとつです。⾃ら

よく知っている⼈物である「私」は、

⾃分と認識できる慣れたやり⽅で、考

え、感じ、⾏動します。ところが、も

う⼀⽅の隠れた⼈物である「影」は、

パーソナリティの⼀⾯であるにも拘ら

ず、殆ど受け⼊れられず活かされてい

ません。それで⼈⽣途中でもっと価値

を認めるように主張し始め、同時にそ

れまで独り善がりだった⾃⼰イメージ

は混乱させられます。あなたの内部に

ある意識と無意識は絶えず相互に流動

的に揺らぎ、⼈⽣の異なるステージで

変化し、遭遇する苦難や挑戦によって

変容します。以下で取り上げる、内的

ドラマの主な登場⼈物の間にある緊張

関係は⼈⽣に変動・目的・葛藤・成⻑

をもたらすエネルギー源です。更に、

主⼈公の肩を持ったり対⽴したりする

脇役についても、ホロスコープに明確

に表れている場合には説明を加えま

す。脇役もあなたというユニークな個

⼈を作り上げるのに⼀役買っているの

です。こうして舞台では光と影が複雑

に交錯し、個⼈の運命とは実のところ

何を意味するのかを物語ろうとしてい

ます。

尊い理想に貢献する願いが第⼀

実際的な⼈間でありながらも、あなた
は⼈⽣の第⼀目標を物質的現実に据え
て満⾜しているわけではありません。
あらゆる努⼒の根源には⾼尚な本質と
みなすものに貢献したいという思いが
あります。かと⾔って、神秘的な感覚
だけでは不⼗分で、献⾝は実質的な奉
仕という形を取るべきと考えていま
す。⾃分の⼈⽣には何らかの目的があ
るとずっと気づいているのですが、そ
の定義にはどういうわけか後⼀歩の所
で⾏き着けないようです。それで、⾒
つけ難い扉を開いて⾃分が何の為に尽
くそうとしているのかその聖なる計画
を明かしてくれる道理、⾃分に重くの
しかかりながらも委託された内的義務
を果たす場となっている⾁体から解放
してくれる教えを、あくまで実直に探
し続けています。あなたは全⽣命体と
の⼀体感を主観的に経験して満⾜する
ような精神的タイプでも、⽇曜⽇に教
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会に⾏く宗教的タイプでもありませ
ん。ただ、相⼿が⼈間であろうと或い
はいかなる聖なる存在であっても、⾃
分の愛情や思い⼊れは⾏動や労働を通
して最も適切に表現できるので、信念
の為には実⾏あるのみ。善⾏は内的価
値を⽰す真なる証明です。たとえそれ
故に⽣得的性格に含まれる強い世俗性
や利⼰的感覚と絶えず戦わねばならな
いとしても、⾃分が善とみなす事柄に
は極めて断固たる態度で臨んでいま
す。

別世界への憧憬と世俗への愛着との
葛藤

⾃分の五感と物質的現実を越えたもっ
と意義深い本質に対する直観との間に
⽣じる葛藤をあなたは内部に抱えてい
ます。実際的な⼈間で、世間⼀般の責
務は⼏帳⾯過ぎる程にきちんと果たす
傾向があり、おそらく⽐較的若い間は
⼤部分の時間をむしろ伝統的な価値観
に従って費やし、⼤⽅の場合、家族を
持ち⼦供を育てたり、ごく普通に就職
して⽣得的な粘り強さや⾃制⼼や組織
⼒を活かし、きっと順調に暮らして来
たことでしょう。ただ、単に世俗的職
務に埋もれているだけでは何か無意味
で空虚な感覚が、過去のある時点か
ら、それとも今後未来のある時点か
ら、広がり始めます。つまり、あなた
のスピリチュアル探究は⼈⽣初頭から
活性化されているわけでなく、何らか
の啓⽰を受けたかのように、ある時点
からその後の将来に最重要目標と位置
付けられるようになるのです。目に⾒
える現実の世界は象徴であり、個⼈を
越えた本質的実在の実験場で、その超
越界を体験すべく⾃分はずっと努⼒を
重ね少なからぬ実務能⼒を献じて来た
のだ、とまるでそれまで内密にされて

いた情報を突如発⾒したかの如き感覚
に目覚めます。

瞑想やヨガや祈祷・崇拝の儀式など⼀
定した修業を好む傾向があり、これは
別世界を目指し努⼒するに当たっても
何か安定した組織体系を必要と感じる
反映でしょう。グルや精神的指導者に
は著しく影響され易いようです。⼀⽅
では直接体験を通して⼀番会得し易
く、また⼀⽅、⾃らの個⼈的直観ビジ
ョンには⾃信が⾜りず誰か精神的権威
に少なくとも暫くは傾倒しがちなの
で、幾つかの学派や秘伝法を経由して
道を開こうと試みるでしょう。けれど
もおそらく⾼尚な憧れの成就に⾄る鍵
のひとつは⾃⾝の内的な声へのもっと
強い信頼にあるかもしれません。結局
それこそが探求をひらめかせた原点で
あり、聖なる存在の働きを誰よりも深
く洞察できるはずです。あなたは妙な
混合体で、⽣まれながらに精神的切望
感を抱きつつも、既に歩んで来た道か
ら完全に外れないよう保守伝統的な価
値観も保持しています。

物質世界を超えるあこがれ

あなたにはある種の寄る辺なさや哀愁
が漂っています。かつての故郷をもう
⼀度⾒つけ出したい、どこか別な場
所、時代、次元に戻りたいと切望して
いるようです。今いる現実世界から常
に⼀歩はみ出して、はっきり⾔葉にで
きない何かに⽚目を向けてしまってい
る。⾔い表すのは難しいけれども、他
者に何か意義ある奉仕をしたいという
衝動を引き起こす源のようなものを⾒
ているのです。あなたが抱える喪失感
の原因はある程度幼少期の体験にある
ようです。両親の⼀⽅または両⽅が負
っていた解決できない悲しみや犠牲に
触れ、⼈⽣とは幸福の場ではなく、そ
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の本当の意義はどこか別な所にあると
感じつつ育ったのかもしれません。他
者の不幸に極度に敏感で、⾃⼰犠牲的
傾向があり、故に⾃⼰を滅却できる聖
なる世界への憧れと結びつき易くなっ
ています。より⾼尚な意識状態へ到達
するには「⾃我を犠牲にすべき」と信
じ、超現実界の意向に沿うよう努⼒す
る内に⾃分の感情や⾃⼰価値の重要性
を過⼩評価してしまいがち。⾃分⾃⾝
の存在に対し必ずしも⼗分な正当性を
⾒い出せないと、とりわけ他の精神的
権威に影響を受けてしまうので、もっ
と識別⼒を培い、⾃⼰放棄を好む傾向
は押さえるよう⼼掛ける必要がありそ
うです。「⾃我」に価値があるとまず
⾃分が信じられなければ、⼀体他に誰
がそう信じてくれるでしょう。

⼈⽣の善や意義を信じ快活に⽴ち直
れる

⽣来実際的でありながら天性の哲学者
でもあるあなたには若々しく戯れる魂
が宿っていて、⼈⽣は解読さえできれ
ば知的な意義に満ちており、たとえ最
も困難な状況においても、そこには成
⻑する為の教訓や激励がたくさん含ま
れていると確信しています。「ここか
ら何か学べるに違いない」と頻繁に思
うでしょう。あなたの信念には何か妙
につむじ曲がりな特質があり、困難で
あればあるほど⾃分にふさわしいとい
う思いが深まり、まるで最⾼のものを
受け取る運命ながらその発⾒には⼤変
な苦労が伴うとわきまえているかのよ
うです。現実主義と目の前にあるもの
を本質的に善とみなす信念が内部でユ
ニークに混じり合っています。前者故
にあらゆる制限や困難に耐えることが
でき、後者故に問題をチャンスに変
え、難関にも楽観的に朗らかに挑める
のです。⼈間性に関しては思慮分別が

⼗分にあり、よい助⾔を与えるのを好
みますが、逆に、⼤概は⾃分の⽅がよ
くわかっているので、他⼈の助⾔を聞
き⼊れるのは苦⼿。世俗的に⼤成功を
収める能⼒はあるものの、元々幸運に
恵まれプレッシャーを嫌う所為もあ
り、また、物質的成功は究極的に探し
求めている本質ではないので、おそら
くあまり気にかけていないでしょう。
更に、絶えず活発で探究⼼旺盛に何に
でも疑問を投げかけ続けている為、学
位の如何に拘らず随分博学である可能
性が⾼そうです。あなたにとって⼈
⽣、特に⼈間の信念や願望の世界は、
ひたすら興味深く考察に値する対象で
しょう。

精神的貢献に憧れ他者に奉仕

あなたには時折不可思議な受動性が漂
い、⾁体に宿って世俗的責任は注意深
く遂⾏しているものの、どういうわけ
か実際この世には住んでいないという
印象を放つことがあります。というの
も、⽣得的な世俗性や実際性にも拘ら
ず、この世を去って別なもっと⾼次の
或いは深遠な場所に引き揚げたいとい
う抵抗し難い切望の虜になり、パーソ
ナリティの実体がどこかに⽔没してし
まったかのように散漫で接し難くなっ
てしまうのです。⼀⽅で⾃制⼼もう⼀
⽅に偉⼤な想像⼒という貴重な才能の
組み合わせに恵まれているので、無形
の憧憬を絵画や陶芸や⾳楽などの芸術
形態を通して表現できるかもしれませ
ん。内的経験を精神的か芸術的かどち
らの⽅法で形式化しても、そこにはパ
ーソナリティに含まれる妙に抽象的な
特質が現れるでしょう。ずっと家に帰
りたがっている、あなたの故郷はどこ
か具象的現実ではない所にあるようで
す。けれども、だからと⾔って実務的
でもあるのでこの世を完全に無視する
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には⾄らず、何かと他者の世話をする
仕事を引き受ける傾向があります。奉
仕というのはあなたにとって愛を表現
するのに⾃然な⼿段。けれども、かな
り控え目で、⾃分の尽⼒に⾒合う報酬
を求めないことが多いようです。

孤独な⼦供時代を過ごし、家族背景に
何かあなたを圧倒するような困難な暗
流があり、その為に混乱して不安な状
態に置かれた経験があるのかもしれま
せん。周囲の状況や⼈々の暗黙の感情
や願いにとても敏感で、例えば⼀都市
という⼤きな集団にある精神風潮にす
ら反応してしまう為、今でも時折困惑
し⼼細くなるようです。⽣まれながら
に無意識界に通じており、⾃⼰を滅却
できる聖なる源への憧れもあるので、
対外能⼒はあっても世捨て⼈のように
妙な⼆重⽣活を送る結果にもなり得ま
す。時に当惑させられる外的世界をう
まく処理する為には⼈⽣のより深い意
義から⽀援を得ることがあなたには不
可⽋なので、繊細で想像⼒豊かな才能
を活かし⾃らの感覚を芸術的に表現で
きれば⼤きな助けとなるでしょう。

強い情熱に対する不安から⾼尚な本
質を求める

内的源泉への貢献により物質的現実か
ら⾝を引くか或いは物質界を超越した
いと思う理由は、スピリチュアルな世
界への憧憬だけでなく、何かを非常に
恐れているからでもあるようです。そ
の何かというのはあなたに内在するも
の。本能的性質に暗い未開発の次元が
あり、そこに含まれる性的・感情的欲
求や⽀配・統治権⼒を獲得したい衝動
が強過ぎて⼿に負えなく感じられるの
です。⼦供時代の経験を通して精⼒的
な本能的欲求が否定されもっと密かな
破壊的な形で表⾯化するあまり快適と

は⾔い難い側⾯を知ってしまった為
に、挫折感や疎外感や無⼒感を恐れて
います。故に本能領域は時折すべて有
害に思われ、⾃⾝の世俗的な性質にあ
る活⼒や潜在⼒は必ずしも評価してい
ません。

つまりあなたの精神的傾倒には⼆重の
目的が含まれており、⼈⽣の最⾼の価
値を具現化する聖なる源に触れるとい
う本当に純粋な願いを実現すると共
に、認識しているよりも困難であった
幼少期や殆ど対処できそうにない⼈間
関係にまつわる次元にあなたを引き戻
しそうな暗く脅迫的な感情や欲求から
の逃避を⼿助けする⼿段でもあるので
す。ただ、あなたの⾝体や本能の⼒は
非常に強く、そうした低俗と決めつけ
ている領域を完全には越えられないの
で、遅かれ早かれ直⾯せざる得ないで
しょう。しかし、実はこの領域にも、
理解する気になれば、豊富な同情⼼や
内的活⼒を提供できる⽴派な素質が備
わっています。

荒れ狂う感情や本能的欲求からの逃
避

精神界への憧れは極めて重要ですが、
それと同時にあなたは⼤変世俗的な感
覚の持ち主でもあり、強い欲求や著し
く頑固な側⾯もあって、如何なる状況
でも目的達成を妨害されると⼤いに憤
りを覚えます。いずれにしても殆ど物
質を重視せず容易に放棄できる弱々し
いタイプではないので、理想主義を⾃
分の動物的な性質から逃避するのに利
⽤しないよう気をつける必要があるで
しょう。あなたにはすべてが⼤切で、
とりわけ親密な⼈間関係やそこに含ま
れる官能の活⼒は⽋かせません。精神
体験の器としては、様々な深遠なる学
派や宗派が探求している⾁体から離脱
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した状態が主流ですが、それと同様
に、五感も有効ではないかと考えてみ
ると良さそうです。あなたの⾃⼰実現
への道のりでは⾝体的感覚と⾃然な神
秘主義がバランスよく混ざり統合され
なければなりません。欲望が赴くまま
に暮らした結果その⼒に押し流されて
しまって後悔することになるのを密か
に恐れているので、⾃分の欲望の⼤半
は犠牲にすべきと信じる傾向がありま
す。けれども、⼒尽くで⾃⼰放棄して
も究極的な満⾜感は得られないでしょ
う。本能的気質にある精⼒は抑制して
も感情や⾁体を深い疲労困憊状態に追
い込み、意気消沈した否定的な感覚が
増⼤し、⾼尚な意識状態に⾄ろうとす
る意欲が損なわれるだけです。ありの
ままの⾃分でいるよう⼼掛け、⾝体が
活発で活⼒漲るあなた個⼈に適切な道
を進む勇気を持ちましょう。

この世を超越したい気質と世俗性と
の緊張関係

このようにあなたの複雑な性質には、
豊かで活気ある官能的⽣活への欲求
と、物質界における何らかの奉仕活動
を通して⽴証したい聖なる世界への強
い憧れという、極端な⼆側⾯が組み込
まれています。多様な⽅法を試みてこ
れら⼆極を統合すべく努⼒しています
が、結局個⼈的な幸福感や快適さを代
償として相当差し出さない限り、どち
らも犠牲にせずには済まないようで
す。伝統や組織体系を重んじるので、
⾃分が従うべき道をはっきり⽰してく
れそうな精神的権威者や観念論に引か
れがちで、そのこと⾃体に問題は無
く、⼤概は相性の良い指導者や流派が
適宜⾒つかるでしょう。しかし、そう
した教義を正に⽂字通りに解釈する
と、きっと厳し過ぎる抑制に反発して
⽣活にもっと余裕が欲しいと願う⾃分

の本能と衝突することになります。お
⾦で⼿に⼊る美しい品や快適さといっ
た物質的な事柄を愛でる気持ちは必ず
しも⼀⾝を捧げようとする精神⽣活と
排他的関係にはありません。ただ、個
性として⾃⾝にある明らかな⽭盾を受
け⼊れ、精神的憧憬および官能・感情
的活⼒の両⽅に適切な独⾃のライフス
タイルを築く必要があるでしょう。

影に隠れる⾃⼰拡⼤願望

他者への⽀援を通して⾼尚な本質と感
じるものに仕える強い義務感や願望と
は対照的な願いを抱くもう⼀⼈の登場
⼈物があなたの内的精神ドラマには潜
んでおり、⾃ら信じる崇⾼な原則に従
って⽣きる為に意識的な価値観や⾏動
から除外しなければならなかったあら
ゆる気質を担っています。この影側の
主な特質は著しく⾃⼰中⼼的という点
で、⾃⼰顕⽰欲も強く、他者の目に映
る⾃⼰像を相当気にしています。従っ
てこの隠れた側⾯はあなたが憧れるも
っと純化された価値観とは⽭盾を来し
ますが、それでも影には莫⼤な⽣き⽣
きとした活⼒やエネルギーがあるの
で、⽇常⽣活の枠組み内に取り⼊れる
⽅法を⾒出す価値は⼗分あるでしょ
う。諺に「よく学びよく遊べ」とあり
ますが、どうもあなたは真⾯目な良い
⼦過ぎて、⾃発性やユーモア感覚を犠
牲にしがちです。この結構⾃惚れが強
い影を抑制し過ぎると、外側からつき
まとわれ、影の特質を具現化したよう
な⼈々に不思議と繰り返し出会うよう
になります。更に、他者を助けようと
しても、⾃分⾃⾝のパーソナリティに
含まれる重要な様相を否定し⾃らを救
おうとしていない為に、何か妬ましく
腹⽴たしい憂鬱感に悩まされ、信念を
貫く意欲を削がれることにもなりかね
ません。
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影にある観衆に賞賛されたい気持ち

いくら⾼尚な本質を重視しても、奉仕
活動が功を成しその副産物として多数
の⼈に称賛されるのを好む気持ちが排
除されるわけではありません。聖なる
お告げを受ける類いまれな器となる密
かな空想を抱いているので、あなたに
は相当俳優の気質が備わっています。
古代ギリシャの役者達が⾃らをディオ
ニュソス神に仕える聖なる意図を伝え
る⼈的経路と⾒なしていたように、あ
なたも⾃分が超現実界を明⽰する超個
⼈的意志を告げる⼈間であると考えて
いるようです。普段は幾分謙虚過ぎて
⾃⼰卑下や過⼩評価に⾄りがちで、意
識的パーソナリティにこうした⾃⼰肥
⼤や膨張は全く現れないのですが、影
はまるで⿎吹する聖なる⼦とか、⾼貴
な⾝分に伴う義務を果たさねばならな
い⼀般⼤衆より上位にある独特な優れ
た予⾒者のように振る舞っています。

⼀番創造的に活かせれば、影は⼈を引
き付けるカリスマ性をパーソナリティ
に加えてくれるので、確かにどこか異
なるまばゆいばかりの活⼒があなたの
周囲に漂い、⼈々の信頼を容易に引き
寄せられるようになります。けれど
も、熱烈な称賛に対する内的欲求や観
客を好む気持ちを率直に認めておくこ
とは重要ですし、更に、実際に果たし
た尽⼒に対し適宜⽀払いを要求できる
ようになる必要もありそうです。そう
でないと、無意識的に救い主の如き役
割を担いかねません。そうすると、影
は密かに現れて、あなたが定義する聖
なる存在との深遠な関わりを隠れた野
⼼や他者への影響⼒といった難癖で陰
鬱に曇らせてしまいます。惨めな謙遜
を要求しない精神道を追求すれば、他
者の権威とかち合わず、⼤いに個性的
なスタイルを表現できるので幸福感を

掴み易いでしょう。しかし、もしごく
狭い表⽴たない道を辿ったり、⾃分の
内的な声以外の権威者の独裁に屈して
しまうと、他者への妬みや嫉妬感が内
部で無意識的に働き、欲求不満に陥っ
た影を魅⼒に⽋ける策略的なやり⽅で
権⼒獲得を目指すよう追いやることに
なるでしょう。

精神的理想と共に個⼈的価値も⼤切
に

このように、⾼潔さや他者への強い義
務感と対照を成して、あなたのパーソ
ナリティの影側は注目や賞賛や他者へ
の影響⼒を切望しています。実は個⼈
よりもっと包括的な規模で他者からの
愛を求めていると換⾔できるでしょ
う。あなたには激しく情熱的な気質が
あるのですが、そうした感情は利⼰的
だと信じ、他者に受け⼊れられず究極
的には天意にも沿わないだろうと恐れ
て、抑圧しようと最善を尽くしていま
す。そうすると、影にまつわる最⼤の
危険性は妬みの問題で、⽣きたいよう
に⽣きる勇気が⾃分にはないのに他者
がそうできると腹が⽴つでしょう。こ
うした問題に対する反応には幾つか考
えられますが、⼀番典型的なのは妬み
を翻していつも劣等感に陥り⾃⼰価値
を過⼩評価するようになるパターン。
或いは、世間の目に利⼰的と映っても
気にせず⼈目を引く⼈々を⾃分より精
神的に劣り卑⼩だと非難・否定するの
もよくあるケースです。あなたに必要
なのはどこか⽣活の中で⾃分を幾分誇
⽰できる場、注目され褒められる欲求
を罪悪感を抱かずに表出できる場でし
ょう。影を意識的に取り⼊れられれ
ば、あなたが熱望する崇⾼な目的を損
なうどころか助けにもなり得ます。⾃
分がより幸せならその分もっと純粋に
寛⼤になれ、惜しみなく⾃発的に⾃分
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⾃⾝を捧げられるようになるでしょ
う。

もう⼀組の重要な登場⼈物

これまで描写した登場⼈物は内的ドラ

マの主なテーマである基本的対⽴を⽰

す特性でした。この他にあなたの出⽣

図にはもう⼀組、⼈⽣途上で認識され

得る相反する表象が現れています。次

章ではそれらについて⼿短に述べてお

きます。

完全無⽋への憧れ

アイデア・物・⼈間関係、すべてにお
ける美・秩序・完璧さが、あなたの⼈
⽣には不可⽋です。趣味良く清くきち
んとした環境や、同じく趣味良く清く
きちんとした友⼈・恋⼈・パートナー
を切望しています。悪趣味で野蛮でい
い加減な物事はことごとく嫌悪感や恐
怖⼼につながるので、もしすべてが思
い通りに⾏くなら、⼈⽣そのものが趣
味良く清くきちんと進むよう願いたい
ところ。プラトンによれば、宇宙の９
５％は理性に司られ、⾯倒な扱い難い
５％はカオス（混沌）の⽀配下にあり
ます。この残り５％にはいくら努⼒し
ても意地悪く忍び寄られがちですが、
遭遇すると背を向けて無視するか、或
いは、根絶計画に着⼿するかのどちら
かでしょう。

美しい哲学や美しい⼈々に惹かれる傾
向があり、究極的秩序や改善の潜在的
可能性を信じざるを得ません。もしあ
なたが芸術家なら⾃分の創作のどれに
も満⾜できず、完全無⽋の内的ビジョ
ンを万事抜かりなく反映させようと奮
闘し続けるでしょう。創作活動が第⼀
懸念でなく、数字や技術や調査に関わ

っても、あなたの⼿にかかればいずれ
も創造的業務となり、何事も芸術家の
目を通して観察し、もし誰かが５％を
⼀掃できれば「こうなるはず」とか「
そうあるべき」と⼼に描くイメージに
⾃動的に照らし合わせて⼈⽣を評価し
ています。

深く暗い場所には住みつくのはご免被
りたく、未開の粗末な物事には、表⾯
的な粗雑さの中にも独特な美的形式が
認められる官能的遭遇とならない限
り、腹⽴たしさを覚えます。傲慢なタ
イプではありませんが他者に⽀配され
るのは好まず、また、地下室へのドア
を突き破り秩序ある⽣活をかき乱そう
とする⾃⾝の破壊的な感情に制圧され
たくもありません。いつの⽇か⾒過ご
している５％に関わる⼈⽣の難題を突
きつけられ、暗さや無秩序が理解⼒や
純化する努⼒を蝕もうとするかもしれ
ません。というのも、あなたの内的世
界では秩序や美が圧倒的に優勢であり
ながらも、あらゆる⽣物体と同様にあ
なたも⾃然の⼀部で動物の⼀種です。
しかし、そうした困難な問題に直⾯し
ても、理性に対する確固たる信念を保
ち、健全さや調和の究極的勝利を信じ
て対処して⾏くでしょう。

影に潜む情熱や本能的欲求

微妙で繊細で美的センスに秀でた性質
とは対照を成す隠れた側⾯があなたに
はあり、そこには ⽣活様式における美
や調和や秩序を守る為に意識的な価値
観や⾏為からは除外したもっと荒々し
い特質すべてが押し込まれています。
影側は通常のあなたよりずっと粗雑
で、⽣々しい情熱や攻撃性や活⼒に満
ちています。普段は粗悪・醜悪なもの
は何でも忌み嫌い、極めてスタイルの
良い知的な⼈⽣アプローチを取ってい
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るので、このような影側を取り⼊れる
のは⼤変困難でしょう。しかしあなた
も含めて誰も完璧ではなく、場合によ
っては醜いとか価値がないと⾒なして
いる物事にも実は是非とも必要な特質
が含まれているかもしれません。壊れ
易く別世界的な感覚故に不⾜しがちな
頑強さや回復⼒を影側は提供してくれ
ます。

もしこの隠れた側⾯が⽇常⽣活にもっ
と⾃由に出⼊りするのを許せば、⾃ら
の楽しみがぐんと増すことに気づくで
しょう。更に重要なのは、どうもぎこ
ちなく感じる性的表現や⾝体価値に関
わる領域でも⾃信が⽣まれるであろう
点です。いつもあなたは精神を清め美
化していますが、動物的な側⾯にもそ
れなりの美や価値があると⾒出す必要
がありそうです。⼤理⽯の台座に佇む
かのようにいつもきちんと振る舞うと
⼤変退屈で且つ骨が折れ、また、活発
な精神を決まった幾何学模様にはめ込
んで⾏くのもくたびれる作業でしょ
う。ゆっくりくつろいで⽋点も含めて
⾃分⾃⾝や他者や⼈⽣を楽しむ為の鍵
を握っているのがあなたの影です。

                            - - -

                  IV.  家 族 背 景

家族神話と⼼理遺伝

あなたは個⼈であっても、家族背景か

ら浮かび上がった存在です。家族とい

うのはまるで⽣きている組織体で、そ

こには代々に渡って受け継がれている

何らかの特質が備わっています。ある

種独特な⼼理⼒学が働く感情風⼟があ

り、個⼈は⼦供時代にまずその⼟壌に

発⽣期の個性を根付かせます。従っ

て、家族背景の⼼理⼟壌から得た内的

パターンや神話や⼈⽣に臨む姿勢をあ

なたは継承しているのです。⾔い換え

れば、劇のたとえに戻ると、あなたの

内的ドラマの登場⼈物はそれぞれにユ

ニークながらも、何らかの家系遺伝的

特質も携えています。

占星学では⾝体に関わる遺伝的特徴は

わかりません。けれども、⾚⽑や⻘い

目などと同様に家族代々に引き継がれ

て来た⼼理的な遺伝特性については随

分多くを語れます。⼼理遺伝というの

は深く根差した姿勢・態度で、多くの

場合、家族の個々のメンバーが気づい

ていない隠された無意識のレベルで作

⽤します。家族神話というのは顔形な

ど目に⾒える特徴と全く同じほど確か

に世襲されます。例えば「この家系の

男性は皆、⾃⼒でたたき上げて成功し

た」とか「この家系の⼥性は皆、夫に

失望させられた」といった具合です。

こうした話はわざわざ⾔葉にする必要

なく、或いは、認識される必要すらな

く、代々無意識の内に様々な微妙な非

⾔語的⼿段で伝えられて⾏きます。従

って「成功する男性」家系に⽣まれた

男の⼦は特別な期待を担っており、⾃

分⾃⾝の性質や内的特質に沿ってその

期待に応えるようになります。もしあ

る⼥の⼦が「失意の⼥性」家系に⽣ま

れると恋愛関係の決まったパターンを

受け継ぎ、その内的脚本を認識せずに

いると、⼈⽣のもっと後になってから

影響が出てきます。

あなたの家族背景は⼈⽣物語を構成す

る⼀部で、出⽣ホロスコープに反映さ

れています。それ故、占星学はこの⼈

⽣領域に関して相当役⽴つ洞察をもた

らせます。というのも、⾃⾝の性質と

家系遺伝との相互作⽤に関する認識度
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によって、⼈⽣における⾃由選択の幅

は異なって来るのです。ホロスコープ

に表れている両親というのは、実際の

⼈間ではなく、特別なテーマや⼀定の

態度を具現化した象徴イメージです。

そうした親の表象が⽰しているのは、

⽗⺟が個⼈的にあなたにどう⾒える

か、パターンとしてあなたの精神にど

う作⽤するか、あなた⾃⾝の内的ドラ

マを展開するに当たってどのような⽀

援或いは葛藤をもたらすか、といった

内容です。家族背景の影響を決して過

⼩評価すべきではありません。それは

過去ではなく、私達それぞれに内在す

る⽣きた現実です。詩⼈ライナー・マ

リア リルケがかつて書いた通りでしょ

う：運命が幼い頃を凝縮したもの以
上であると決して信じてはならな

い。

⼥性のチャートに表れた⽗親像

「⽗」は現実の⼈物像というだけでは

ありません。内的パターンやあなたが

⼈⽣と如何に関わって⾏くかの⾒通し

を⽰す象徴です。つまり、出⽣ホロス

コープに表れた⽗のイメージは次の３

項目についての描写と考えられます。

まず第⼀に、⽗もしくは幼少期に⽗の

役割を果たした⼈物との関係におい

て、あなたが最も強く影響を受けた体

験に含まれる特質の主観的⼼象。

第⼆に、あなたにとって男性とは何か

を表す象徴。⽗は⼈⽣で最初に出会う

男性である為、あなたが男性のパート

ナーに何を求めるかや⼀般的に男性と

どう関わるかだけでなく、どのように

⾃らの男性性或いはパーソナリティに

含まれる目的志向的な側⾯を表現する

かにも、強い無意識的影響⼒を持って

います。

第三に、あなたの内的⽗性の表象：ど

のように⾃分の⼈⽣を秩序⽴て組織化

するか、どのように目標を⽴て追求す

るか、どのように意志を表⽰し管理す

るか、そして、どのように倫理基準や

理想を形式化するか、といった内容を

表します。

⽗の⼼理的不在が寂しさや困惑に通
じる

あなたの出⽣ホロスコープに描き出さ
れた主観的⽗親像は不可思議で複雑で
す。実際⽗が不在だったか、或いは、
そのパーソナリティにある内向性・弱
さ・打ち解け難さ・不幸感といった気
質を感じ取り、本⼼や本質にあまり接
近できなかった為か、しっかり⽀えて
くれる⽗を知らずじまいとなったよう
です。ある意味で⽗との純粋に密接な
関係を断念しなければならなかった故
に、あなたの中には何処か持てなかっ
たものへの寂し気な憧れがあり、⼼理
的に不在だった親を神秘的な⼈物に理
想化する傾向が強く⾒受けられます。
そしてその⼈物に近づけないのは⾃分
の所為だと思うようになっています。
こうした幼少期における⽗との関係か
ら⾃⼰価値が内的に混乱し、⼤⼈にな
ってからも密かに他者を⾃⼰価値の判
定者と⾒なしがちです。

⽗の代理⼈への憧憬

残念ながらあなたの⽗体験は期待はず
れだったので、多くの特質は⾃らの⼈
⽣体験を通して獲得しなければなりま
せん。幼少期の喪失が⽰す最重要ポイ
ントは、如何に⾃分が⾃分の⽗となる
か学ぶこと。つまり、⾃分の潜在性を
活性化し才能にふさわしい何かを達成
するのに必要な野⼼や意志や決断⼒を
供給する内的源泉を⾒出さねばなりま
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せん。しかし、⼈⽣初期に強く堅固な
⽗性原理のモデルを体験しなかったの
で、誰か若しくは何か⽗の代役がひょ
っとして天空から降りて来て⾃分の目
標を達成する⼒や刺激を与えてくれな
いかという願いに流されがちで、そう
した傾向と絶えず戦うことになりま
す。⽗親像はあなた⾃⾝の資質で⽴ち
向かうべき挑戦を課しているので、⽗
の代理⼈を求めてもきっとがっかりさ
せられるばかりです。課題と取り組む
内に、深く根差した哀愁感や失望感を
進んで放棄し、⾃分をある意味では⾒
捨てた半聖⼈的⼈物というより、神経
質で誤りを犯しがちな⼈間として⽗を
認識できるようになるでしょう。

そうなれば、⽗イメージの創造的な次
元があなたの内部でどんどん役割を増
すようになり、幼少期の⽗体験にあっ
た失望感と均衡をはかるべく多くの扉
を開いてくれます。⾝体的または感情
的に不在の⽗があなたの内部に⽣じさ
せた憧れは実は⾃分が⽣きる基礎とな
る精神的価値観を求める願望です。理
想化した個⼈的⽗親像の背後には聖な
る⽗の存在が窺われます。従って、あ
なたの犠牲は深遠な⾔葉では「神聖
化」を意味する創造的なもので、神秘
的な近寄り難い⽗を通してあなたは超
越界への深い感性を受け継いだので
す。⼈⽣が進むにつれ、結局⾃分が求
める⽗に⼿が届くとわかるかもしれま
せん。無限に尽きない⾃らの想像およ
び精神⽣活や活⼒の中に⾒出せそうで
す。

⼥性のチャートに表れた⺟親像

⽗と同様、⺟も現実の⼈物像というだ

けではありません。⼈⽣の根本的原理

を表す象徴であり、内的パターンやあ

なたが⼈⽣と如何に関わって⾏くかの

⾒通しを⽰しています。つまり、出⽣

図に描き出された⺟の表象には次の３

項目が含まれています。第⼀に、⺟と

の関係であなたが最も強く影響を受け

た体験の特質に関する主観的描写。こ

の内の多くにあなたは既に気づいてい

るでしょうけれども、中には驚くよう

な内容があるかもしれません。という

のも、⺟親の外的⾏為だけでなく、内

的⼈⽣も反映しているからです。表現

されないままの側⾯はそれだけに⼤き

な影響を及ぼす可能性があります。第

⼆として、出⽣図に表れた⺟のイメー

ジはあなたにとって⼥性とは何かを象

徴しています。どのように⾃分の⼥性

性に関わるか、そして他の⼥性をどう

捉えるか。第三にはあなたの「⺟性」

に関わる特性を⽰しており、⾃他を育

み世話する能⼒、安全性に対する感覚

や⼈⽣の本質的情け深さへの信頼感、

時や状況と共に流れる能⼒、⼈⽣がも

たらす機会を何時まで待ち何時受容す

るか直観的に知る叡智についての描写

です。

強い感情的欲求

あなたの出⽣ホロスコープに描き出さ
れた主観的⺟親像は広範囲に渡ってパ
ワフルです。あなたが⼦供の頃、⺟は
たとえ表向きは従順でも、⼼理的には
両親の内でより⼤きな影響⼒を持って
いました。その⼒は感情レベルに根差
すもので、何か⾏動するよりも、しな
い・⾔わないことで全体のムードを司
り、幼少期の⼼理環境を左右していた
ようです。⾏動上は抑制していても、
⼼の奥底ではおそらくかなり情熱的で
感情的欲求の強い⼥性です。極めて忠
実であり得ると同時に、もし切望する
感情の糧が得られないとひどく腹を⽴
てることもあったと推測されます。
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不幸感・欲求不満・苛⽴ち

⺟親像は深い豊かな気持ちを表してお
り、極めて創造的です。また、失望し
ても⾃⼰犠牲を払い我慢強く耐える能
⼒も備えています。そうした特性はあ
なたの中にもあり、⼤きな内的活⼒や
勇気の源となっています。ただ問題
は、⺟は感情的欲求が満たされず随分
不幸せで、内部にかなりの憤慨感や憂
鬱や絶望感すら抱えていたようです。
こうした気持ちは覆い隠されていれば
いるほど、あなたに深い影響を及ぼし
たと考えられます。それで、とりわけ
親密な関係では、愛や⼈⽣に対する何
となくではあっても相当強い不信感を
持つようになったかもしれません。

おそらく⺟の結婚⽣活は期待はずれ
で、それを感じ取ったあなたは、誰か
と重要な感情のやり取りがあれば、⾃
分か相⼿のどちらに悲しみや寂しさや
失望感が伴うと、知らず知らず予測し
てしまうようです。⺟にあった暗い次
元をもっと正直に共感を持って⾒極め
るべきでしょう。そうでないと、あな
たの恋愛関係に同様な⾟辣さを持ち込
んでしまいかねません。正当な理由な
く腹が⽴ったり不満を抱きがちになる
ことが時々あるようですが、それと同
時に相⼿と深く関わるのは避けていま
す。というのも、深⼊りすると⺟のよ
うになるか、或いは、無意識の内に⺟
が⾃らの⼈⽣に意味を⾒出すのに家族
メンバーを糧にしていた如くパートナ
ーに⾃分が呑み込まれてしまうのでは
ないかと恐れているのです。

深い感情が必ずしも苦悩や欲求不満に
つながるわけではありません。⾃ら不
幸な状況に留まる選択をしたとあるレ
ベルで⺟本⼈には⼀番よくわかってい
たと認識できれば、あなた⾃⾝のパワ

フルな感情的欲求を信頼できるように
なるはずです。あなたの感受性が強い
性質は災いではなく恵みであり、誰か
に頼れるようになると早々不幸に陥り
ません。⺟の有⼒なイメージと⾃らの
⼈⽣体験を切り離して捉えられれば、
⼼の強さや他者の苦悩への深い共感と
いった⺟から受け継いだ特質の肯定的
な次元を引き出せるでしょう。

あなたの出⽣ホロスコープには更に別
なイメージが描き出されており、前述
の優勢な⺟体験とは幾分対⽴する要素
が含まれています。

罠に落ちた精神に隠された起爆性

⼦供時代あなたは⺟を感情的で依頼⼼
が強い平凡な⼥性と意識上捉えていた
かもしれません。しかし実はかなり異
なる影の側⾯があったようです。パワ
フルで独創的な⾃⽴した精神の持ち主
で、多⽅⾯で時代を先取りしていまし
た。おそらく多過ぎる様々な家庭内の
束縛から開放されて非凡なアイデアを
活かせる創造的な表現⼿段や仕事を必
要としていたでしょう。けれども、本
⼈の⼦供時代に端を発する価値観によ
り、独⽴⼼を発揮するのは利⼰的で悪
い事と思い込み、そうした⾃らの側⾯
は中々受け⼊れ難かったようです。そ
れで影側は抑制していたと考えられま
す。けれども、無意識の内にあなたは
そうした中で⽣じた緊張感や起爆性や
苛⽴ち、そして⺟を内側から苦しめた
罠に落ちる恐れも受け継いでいます。

⾃⽴⼼と感情的欲求のバランス

こうした⺟の側⾯をはっきり認識して
おく必要があるでしょう。というの
も、あなたにも強い意志や独⽴独歩の
精神が宿っているので、安定性や良好
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な⼈間関係を望む願いと上⼿にバラン
スをとって創造的に活かさなければな
りません。⺟のダイナミックな無意識
⾯を体験して、あなたにはある種の内
的不安感が残されたようです。これが
⼤⼈になってからは突如訪れる変化や
破滅への恐怖⼼に移⾏したかもしれま
せん。⺟のように罠に陥りたくないと
思い、極端に⾃⽴を守ろうとしている
可能性もあります。それらは⼦供時代
に蔓延していた抑圧された緊張感の名
残です。⺟の複雑な性格に正直に向き
合うよう⼼掛けてください。⺟の内部
にあった⻲裂を理解できれば、⾃⼰も
よりよく理解できるはずです。そうす
れば、深い感情の触れ合いへの欲求に
⽀障を来すことなく、独⾃の創意に富
んだ⾃由を愛する資質を創造的に表現
する適切な⽴場を⾒出せるでしょう。

あなたの出⽣ホロスコープにはもう⼀
つ別なイメージが描き出されており、
最初に述べた優勢な⺟体験とは幾分対
⽴する要素が含まれています。

娘を通して⽣きる⺟親

如何に受け⾝的とか未熟に⾒えたとし
ても、⺟はおそらくあなたが実感した
よりずっと強い⼈物でした。少なから
ぬ創造性や個性の持ち主であったの
に、残念ながらその才能を⼗分には活
かせなかったようです。それ故、⾃分
が⼿に⼊れ損ねた成功や⼈⽣の意味を
⼦供に託すようになり、あなたは⺟に
とってのすべてと相成ったのです。⽣
きられなかった⼈⽣の代わりを⽣きる
器となるよう期待されるまでになって
います。このように密接に⺟に結び付
けられているという側⾯をしっかり認
識しておくべきでしょう。あなたの才
能や野望はあなた⾃⾝の価値観やタイ
ミングに従って活かされるべきです。

⺟の⼈⽣の請負⼈として価値ある存在
であろうとすると、世間の目から⾒て
成功を収めるべく強制的に駆り⽴てら
れてしまうおそれがあります。

活かされなかった創造性

まだ⼗分に開発していないかもしれま
せんが、あなたは⺟から際⽴った個性
や創造性を受け継いでいます。こうし
た才能は⾃らの極めてユニークな⽅法
で活かすべきでしょう。無意識に同化
してしまっている⺟の目標とは⼀線を
引くよう⼼掛けてください。そうでな
いと、他者の目に認められることを重
視し過ぎるようになりかねません。⼀
体化現象は⼈⽣初期の名残で、当時は
あなたの存在は⺟の延⻑線上にあり、
唯⼀最⾼の創造物であるあなたに⺟は
⾃ら活かせない創造衝動を集中させた
のです。いつの間にか半聖⼈になるよ
う願われていたのですが、あなたには
普通な⼈間である権利があります。⾃
分⾃⾝の野望こそ追求するに価値ある
もので、⺟を初めとする他者の要求に
合わせて⾃分のアイデンティティを埋
没させるのは無駄に他なりません。

両親の結婚

出⽣図に描き出された両親の関係はあ

なた⾃⾝の男⼥関係の内⾯モデルとし

て重要な象徴です。あなたは両親から

ある⼀定の⼼理パターンを遺伝したの

と同様に、恋愛やパートナーシップや

感情的かかわり合いなどに関する⼀揃

いの⼼構えも受け継いでいます。更

に、両親の結婚ホロスコープにはあな

たに内在する男性的・⼥性的側⾯のダ

イナミックスも象徴として表れていま

す。つまり、パーソナリティに含まれ

る能動的・知的・精神的次元と受動

的・直観的・感情的次元との関係がわ
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かります。このように両親の結婚シン

ボルは、恋愛関係の内的イメージの描

写であると共に、あなたのパーソナリ

ティにある両極を統合する潜在的可能

性も⽰しているのです。

従ってあなたの両親の結婚について以

下に述べる内容は、あなたが⼤⼈の恋

愛関係や⾃分の複合的な内的性質を扱

う際に取る姿勢を表す主観的イメージ

で、無意識ですらあり得ると理解して

ください。両親本⼈についての判断で

はありません。⼈間関係パターンにど

ういう傾向が⾒られるかについての話

で、ある程度は⼦供時代の両親に実際

当てはまるかもしれませんが、それよ

りも、実はあなた⾃⾝の内的ドラマの

様相です。

若々しいビジョン 対 しきたり尊重

あなたの両親の関係には、深層におけ
る⾃由と責任との間に⽣じる衝突とい
う叙述が最もよく当てはまるでしょ
う。出⽣図に表れた⽗親像は永遠の若
さという特性を体現しており、⺟はも
っと保守的で実際的でおそらく⾃⼰犠
牲的な⼈物です。よって、必ずしも表
⾯化しなくても、両者間には何らかの
対⽴があったと考えられ、その葛藤が
今はあなたの内部に⽣じています。⽗
に似た部分は「現実」世界における物
質的・感情的責任に束縛されるのを嫌
がって、⽗と同様に、余り多くの要求
を突きつけられると、密かに他所に⾏
けたら良いのにと願っています。この
側⾯では⼈⽣は未知の潜在性に満ちて
いて、強固過ぎる社会組織は⾝体的・
感情的・知的な⾶躍を目指す意気揚々
たる精神の放棄や妥協を意味します。
けれども⺟に似た部分は、忍耐や勤勉
や⾃⼰犠牲への報いである安全性や世
間体や永続性の保証を求めています。

冒険と安全を組み合わせるチャレン
ジ

両親は⾃分達の間にある価値観の衝突
を解決できず、あなたは絶えず安全を
求める⼈と⾃由を求める⼈との統合が
如何に困難かを⾒つつ成⻑したようで
す。更に、そうした対⽴の中で知らず
知らずどちらか⼀⽅の肩を持ち、それ
故に⾃分の⼈間関係や内的⽣活でバラ
ンスを保つのに問題を抱えるようにな
ったおそれもあります。⽗側に付く
と、他⼈との密接な関係に強く束縛さ
れたり、⾃分の創造的アイデアを表現
するにしても具体的になり過ぎれば、
罠にはまったとか窒息するような気分
になりがちでしょう。逆に⺟側に付く
と、周囲に「正常」を象徴する慣例が
ないと恐怖⼼や不安や孤⽴感を抱きが
ちとなります。けれども、実はあなた
はこの両⽅の特質を持ち合わせている
わけですから、⾃分の内部で想像や冒
険の精神と忠実さや深く関わる能⼒を
組み合わせて、⼆極を創造的に統合で
きるはずです。両親が実際互いにどう
振る舞っていたかに拘らず、どちらか
⼀⽅に味⽅するのは⽌めて、両⽅の⾒
解がおのずと正当であると理解できれ
ば、両親のイメージを内部に組み込む
微妙な作業を進められるでしょう。実
のところ両者はあなたの創造的な潜在
能⼒とそれを世俗的な現実にしっかり
定着させる才能を表しているのです。

                            - - -
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              V.  恋 愛 パ タ ー ン

⼈間の様々な体験の中で、恋愛ほど神

秘的で価値があると同時に多くのスト

レスをもたらすものはありません。占

星学も⼼理学も、恋愛に関する出来事

は、始まり・満ち⼲や衝突・終結、い

ずれにおいても偶然ではないと⽰唆し

ています。しかし、結婚の吉凶どちら

に運命付けられているかとか、相⼿に

は蟹座か射⼿座のどちらを選ぶべきか

といったことを占星学では告げられま

せん。それよりも、出⽣ホロスコープ

の描写はあなたの内部がどうなってい

るかを表し、それであなたが他者との

関係にどのようなパターンや欲求や衝

動を持ち込む傾向があるかがわかりま

す。あなたは別⼈になれませんし、出

⽣ホロスコープを注⽂して新しい性格

セットを頼むわけにも⾏きません。け

れども、意識の程度は変えられます。

そして、常に⾃由に問題を⾒つめ直

し、相⼿ではなく⾃分に責任がある欲

求を処理し、喜びや苦しみ両⽅に創造

的に対応して⾏けます。

以下では、親密な⼈間関係におけるあ

なたの態度や欲求や典型的なパターン

について叙述します。⼈⽣のパートナ

ーとの交際であなたが配慮すべき観点

からの描写です。けれども、同性の誰

かと親密な関係になる場合にも、同様

の態度や欲求やパターンが当てはまり

ます。性的嗜好がどうであれ、あなた

⾃⾝であることに変わりありません。

いずれにしても、究極的に恋愛⽣活の

成り⾏きに影響を及ぼすのはあなたの

内的気質です。

精神的憧憬と個⼈的欲求が衝突

あなた⾃⾝の性格は逆説的で、神秘的
な憧憬と物質的安定性への欲求に⼆分

されているので、⼈間関係もかなり複
雑になり得ます。⼈⽣初期段階では、
⽐較的従来型のパートナー関係に⾏き
着く可能性が⾼く、相⼿は安全や居⼼
地よい家や家族⽣活といった願いを分
かち合えるタイプ。こうしたパートナ
ーとの関係を築き持続させる内に、あ
なたの内部に多くの変化が⽣じて来る
と、深いジレンマに直⾯するかもしれ
ません。超個⼈的な領域に焦点を向け
るようになると、その分パートナーを
背後に残してしまう気がするのです。
⼈⽣の後半になって精神領域への関⼼
が発展すると、⾃分を理解せず引き⽌
めようとする役割をパートナーに押し
付けてしまうリスクが出てきます。実
は引き⽌めているのは⾃⾝の⽣得的な
葛藤で、あなたの内部にある声が保守
伝統的であればある程、地上を去って
天上を目指すのは厄介に思われるでし
ょう。内的な旅は独りで続ける⽅が適
切かもしれません。だからと⾔って⼈
間関係が「不適切」とか、⽌めた⽅が
いいという意味ではありません。⾃⾝
の不確かな気持ちをパートナーに投影
して、相⼿が否定的な反応を⽰すよう
になるのは、あなたが探究しようとし
ている目に⾒えない世界に無理解だか
らではなく、あなたの伝え⽅に敵意が
含まれる為に反発を感じるからでしょ
う。相⼿があなたを閉め出すのではな
く、きっとあなたの⽅が相⼿を閉め出
そうとしているのです。精神道は安定
した⼈間関係と必ずしも⼆者択⼀を要
求せず、また、物質にこだわるパート
ナーと排他的でもありません。結局の
ところ、あなたは両⽅を、つまり多く
を求めているわけです。求めるものは
⼿に⼊るかもしれませんが、必ずしも
⾃分と全く同じペースで同じ道を歩く
よう皆に期待するわけには⾏かないで
しょう。
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パートナーを精神指導者に代えない
ように

もう⼀つ築き易いパートナー関係は、
結婚⽣活や⻑期に渡る恋愛関係に終⽌
符を打ったことがある場合により多く
発⽣しそうなパターンです。あなたが
求めているのは聖なる世界ですが、⾃
分⾃⾝はむしろ世俗的で具象的な⽅法
で⼈⽣を眺めて切り開いて⾏くタイプ
なので、恋⼈に聖界を投影し、⾃分が
開拓したいと努⼒している精神的な特
質を具現化したような捉え処のない謎
に包まれた相⼿に惹かれがち。そうし
た場合には、愛を神秘的な憧れと混合
し、パートナーを天上への鍵を握る精
神的指導者に置き代えないよう気をつ
けなければなりません。⾃分で神と定
義したものとの関係は究極的には独り
で⾒出すべきもののはず。パートナー
が道を照らし啓⽰を与えてくれると期
待すれば非常にがっかりせざる得ない
かもしれません。確かに精神的・創造
的な関⼼を持つ相⼿はあなたの良い同
伴者になり、夢や憧れを共有できる可
能性が⾼く、相⼿はあなたの⽣まれな
がらの実⽤性から利益を得られるでし
ょう。しかし、実際の相⼿と⾃分の精
神的規範像は切り離して考えるべきで
す。⼆者は同⼀ではありません。

愛を信頼できない

恋愛にはロマンティックなイメージを
思い描いているようですが、影にはか
なり葛藤があり、拒絶されるのを密か
に強く恐れているようです。感情的か
物質的か或いは⾔葉でも、何らかの保
証がない限り、相⼿の愛を⼗分に信頼
できず、幸せになれると信じられない
のです。こうした恐れの原因を考える
と幾分は⼦供時代の経験や価値観に発

端がありますが、具体的な証拠が無け
れば愛は信頼できないとあなた⾃⾝が
如何に深く思い込んでいるかはっきり
認識していない可能性もあります。そ
れで、無意識の内に物質的欲求は満た
されても感情的に失望させられるので
はないかと推測しているのです。⾊々
な⼈⽣段階であなたが取り得る典型的
な⾏動パターンには⼆種類あります。
⼀つには、⾃分より弱いか、少なくと
も財政的・知的・社会的・創造的、何
らかの側⾯で⾃分より劣る相⼿と付き
合うケース。⼤概そうした関係におい
ては、⾃分が相⼿を必要とするより相
⼿が⾃分を必要とするので、無難であ
っても本命ではなく、いずれがっかり
するでしょう。こうしたパターンで結
婚すると、⽣涯続いたとしても、深く
測り難いレベルで本当の結婚に⾄らな
いままかもしれません。もう⼀つの典
型的なパターンは、絶対獲得できない
相⼿に恋するケースです。あなたの責
任ではないにしても、相⼿が既婚者だ
ったり、遠くに住んでいたり、感情的
に深⼊りできない⼈だったり。⾃分の
不安を直視して、過去が未来で繰り返
されるとは限らないと理解すれば有益
でしょう。以前に⼗分愛されなかった
ことがあっても、それ故にあなたが愛
されない⼈間というわけではありませ
ん。

意外性が必要

あなたは恋愛⽣活で持続性や安全性を
望んでいるようですが、それとはまっ
たく逆の状況を⽣み出す相当突⾶な気
質を持っています。⾒かけ程には家庭
的でなく⼀夫⼀婦制を重んじておら
ず、普段求め得る以上の変化や⾃由を
必要としています。ひょっとすると⾃
らの願望に気づいていないかもしれま
せん。けれども、そうした⾃⽴したい
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側⾯を直視して幾分でも活かさない
と、無意識の内に⾃由や変化を具現化
したような相⼿を選んでしまい、嫌で
も私的空間を要求されそうです。ゆと
りや⾃由を求めるからと⾔って必ずし
も多くの愛⼈が要るというわけではあ
りません。それよりも、あなた⾃⾝の
興味関⼼や活動や友⼈関係が必要とい
うことを意味しています。更に、結婚
したり⻑く同棲したいなら、少し意外
な⽣活⽅式も考えられます。例えば、
個室を持つとか、家を半々に使うと
か、時々家庭から離れて旅に出ると
か。要するに、あなたの個⼈⽣活には
意外性が必要という点を⾃覚して、無
難な範囲で要求する⽅が妥当でしょ
う。抑制しているとその内に相⼿が思
いがけない⾏動を取るようになり、あ
なたの意に反して崩壊を受け⼊れざる
を得なくなります。内在する移ろい易
い気質を恐れないように。半世紀前に
社会的規範であった典型的な家族制度
には合わないとしても、安定した良好
な関係と相反するものではありませ
ん。

愛の奥底に潜む暗流

あなたの個⼈⽣活では、⾃分では管理
できないようなこと、深い悲しみや挫
折感をもたらすようなことが起こるよ
うです。抗えない死別や別離を経験し
たり、思った以上に気難しく厄介な⼈
々と関わったりしがちでしょう。そう
いう折に重要なのは、あなた⾃⾝の恋
愛に対する欲求が複雑だと理解してお
くことです。時には恋愛関係を過度に
無邪気に或いは軽く⾒ているようで
す。しかし⼀⽅では、⼀般的な定義に
はないような愛がもたらす奥深さや変
化を経験したいと願っています。それ
故、⼈⽣で悪戦苦闘して来なければな
らなかったような深みある⼈々や、表

⾯的な恋愛関係の裏で作⽤する暗流を
探るよう仕向ける挑発的な⼈々に、我
知らず惹かれてしまいます。要約すれ
ば、愛の無意識次元をもっと悟るべき
でしょう。ロシア⼩説やギリシャ悲劇
の題材となるような、憎しみや独占
欲、妬みや愛する者を⽀配したい願望
といった、暗く原始的な感情が詰まっ
た次元。⼈間の⼼にある、そうした原
始的な様相は病的ではありません。で
すが、決して永遠の幸せを紡ぐお伽話
や、⼈間が抱く情熱の卑しい側⾯を考
慮に⼊れない⾼潔な社会理想に含まれ
るものでもありません。あなたの感情
には淵があり、いつも⽴派で親切で伝
統的で利他的な愛を貫くわけには⾏か
ないのです。⾃らの変化に富んだ様相
に直⾯し表せないと、⾃分の代わりに
そう振る舞っている⼈々を無意識の内
に選び、その⼈々に苦悩させられる結
果となりかねません。愛の定義や⼈⽣
で築く⼈間関係について、もっと鋭敏
なセンスを磨くよう⼼掛けてくださ
い。あなたが必要とする恋愛関係の⼿
本は⼥性誌にも政治⼩冊⼦にも載って
いません。

                            - - -

               VI.  統 合 へ の 道

ここまで読んで来られたように、あな

たの出⽣ホロスコープには⼈⽣の多く

の側⾯が深く詳細に描かれています。

出⽣図から数歩退いて、顕微鏡でなく

望遠鏡の機能を利⽤し、劇の全体像を

眺めてみることもできます。どうすれ

ば意識的に努⼒して、⾃分に内在する

異なる要素を更に⾼いレベルの調和へ

と導き、如何に⼼理学ではエゴと呼ば
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れる「私」にあるパーソナリティの中

核を強められるか、以下で幾分提案し

ておきたいと思います。⾃由意志で別

⼈にはなれません。しかし、しっかり

とホロスコープの真ん中に⽴ち、⾃ら

の精神に含まれる異なる様相との絆を

感じ取ることは可能です。そうすれ

ば、むやみに彷徨い、無能と感じた

り、衝突し合う流れや⾃分の内部およ

び外界から発せられる衝動の犠牲にな

らずに済むでしょう。ある⼆⼈の天体

配置が似通っていても、⼀⼈は荒れた

海に投げ出され⽅向を決められない⼩

⾈のように内的悪魔に翻弄され、もう

⼀⼈は確固たる現実的な⼈間として移

り変わる海洋の流れの中でも聡明に航

海して⾏けるのです。

⾼い専門的目標が必要

世の中に⾃分の痕跡を残すチャレンジ
に⽴ち向かってのみ、⼈⽣で達成感が
得られます。あなたが抱いている⼤き
な野望は強⼒な駆動⼒で、成功を目指
して才能を最⼤限に活⽤する道案内と
なるでしょう。⾃分が⽣まれ出た背景
より上昇し、たとえ⼤々的でなくても
⾃分の知り合いの中で尊敬され⼀目置
かれるような不朽の貢献ができたと感
じられなければなりません。家族や友
⼈よりは⼤きな周囲からの承認を得た
いという強い願望は、成功したパート
ナーの影に隠れたり、世間のお墨付き
など気にしないといった振りをして
も、消滅しません。実際気になるので
す。⾃分の個性的な才能を表現するこ
とで集団に役⽴っているという実感が
あなたには必要です。

この世には何か⼤切な意味深い目的が
あり、それに⾃分も貢献して少なくと
も⼩さな⽚隅だけでも改善できるとい
う強い信念をあなたは抱いており、そ

の信念は嘘偽りないものです。⾃分の
野望を怖がってはいけません。賞賛さ
れる願いには確かに幾分⾃分本位な要
素も含まれていますが、それは世界を
より良い場にしたいという純粋に⼈道
主義的な関⼼と相反しません。⾃⼰中
⼼性はあなたを動かすのに必要な⼀因
と考えられます。世の承認そのものを
求めているわけでは決してないはずで
す。ただ、究極的に他者が恩恵を得ら
れると思えば、認められようとするか
もしれません。そして実際その通りに
なるでしょう。

脚光を浴びる場を提供してくれる適性
を伸ばすのにエネルギーをできるだけ
多く注げば、ユニークな運命に対する
内的感覚を満たせます。⾃⼰陶酔の為
に世間で認められたくて特別な運命を
空想しているだけだと論じることもで
きましょう。しかし、本当に世の中で
果たすべき使命が実際あなたに授けら
れているのかもしれません。それが何
かを⾒つけ出しその責任を全うするま
で、⾃分の⼈⽣に意味や目的があると
実感できないでしょう。

⾃⼰表現に⾃信を強める

⾃⼰を磨く努⼒をすれば必ず勇気が湧
き⾃尊⼼が⾼まる⼈⽣領域がありま
す。つまり、あなたの最⼤の⼼配の種
であり且つ逆説的に最⼤の潜在的可能
性でもある分野です。何をするにして
もあなたは⾃分のビジョンや流儀や趣
味を通すべきです。⾔い換えれば、⾃
⼰全体を表出する勇気を⾒出すことが
重要で、⽣来の内気さや、からかわれ
たり嘲笑されたりすることに対する恐
れや、他者と⽐べて⾃分には⾯⽩く創
造的な意⾒がないという根深い思い込
みを直視しなければなりません。⼼配
や不安の真っ只中でも、できる限りそ

22PHJ  as.6212.502-1



⼼理占星学分析
Liz Greene によって書かれました Rowling Joanne K. の場合

うした努⼒を続ければ、たとえ最初の
内はうまく⾏かなくても、試みる毎に
⾃信や⾃⼰に対する信念がぐんぐん⾼
まると気づくでしょう。

要するに、個性を表現すれば否定され
たり嘲笑されたりするのではないかと
いう⼤きな不安は、そこから才能を発
揮して求める世の承認を⼿に⼊れる揺
るぎない⼟台となり得ます。というの
は、他者からの借り物や無難な話より
本当に⾃らの意⾒を呈するリスクを負
ってみると、結局は失望や⼀般の批判
は乗り越えられるとわかるはずです。
そうして、⾃らのビジョンに誠実であ
る時にのみ、溌剌として達成感を味わ
え、⼈⽣にある意味や価値を実感でき
ると気づくでしょう。
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このホロスコープ分析に使⽤されている占星学上のデータ：

⽒名：Rowling Joanne K. (⼥性)

⽣まれ：1965年7⽉31⽇ 現地時間:11:45 分析⼿法：Liz Greene
誕⽣地：Yate, ENG (UK) 世界時：10:45 ハウス分割法：プラシーダス
経度：2w25 緯度：51n32 恒星時：07:10:43 2023年5⽉8⽇

天体位置

天体 星座 天体 運動⽅向

A 太陽 獅⼦座 8e00'17 第10室 順⾏
B ⽉ ⼄⼥座 19f41'32 第11室の終わり 順⾏
C ⽔星 獅⼦座 29e59'48 第11室 順⾏
D ⾦星 ⼄⼥座 7f02'44 第11室 順⾏
E ⽕星 天秤座 17g44'19 第1室 順⾏
F ⽊星 双⼦座 22c20'45 第9室 順⾏
G ⼟星 ⿂座 16l20'24 第5室 逆⾏
H 天王星 ⼄⼥座 12f54'40 第11室 順⾏
I 海王星 蠍座 17h13'59 第2室 留（順⾏）
J 冥王星 ⼄⼥座 14f46'12 第11室 順⾏
K 平均⽉節 双⼦座 10c46'42 第9室 逆⾏
ハウスの最後にある惑星は、次のハウスで解釈されます。

ハウスカスプ

上昇点（Asc） 天秤座 12g27'23 下降点（Dsc） 牡⽺座 12a27'23
第2室 蠍座 7h45'19 第8室 牡⽜座 7b45'19
第3室 射⼿座 9i16'00 第9室 双⼦座 9c16'00
反中天（IC） ⼭⽺座 16j18'05 中天（MC） 蟹座 16d18'05
第5室 ⽔瓶座 21k33'04 第11室 獅⼦座 21e33'04
第5室 ⿂座 20l09'43 第12室 ⼄⼥座 20f09'43

メジャーアスペクト

太陽 ｽｸｴｱ 海王星 9°14 ⽕星 ﾄﾗｲﾝ 平均⽉節 6°58
太陽 ｾｸｽﾀｲﾙ 平均⽉節 2°45 ⽊星 ｽｸｴｱ ⼟星 6°00
⽉ ｽｸｴｱ ⽊星 2°38 ⽊星 ｽｸｴｱ 天王星 9°25
⽉ ｵﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ⼟星 3°20 ⽊星 ｽｸｴｱ 冥王星 7°34
⽉ ｺﾝｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 天王星 6°47 ⼟星 ｵﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 天王星 3°25
⽉ ｾｸｽﾀｲﾙ 海王星 2°27 ⼟星 ﾄﾗｲﾝ 海王星 0°53
⽉ ｺﾝｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 冥王星 4°55 ⼟星 ｵﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 冥王星 1°33
⽉ ｽｸｴｱ 平均⽉節 8°55 ⼟星 ｽｸｴｱ 平均⽉節 5°33
⽔星 ｺﾝｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ⾦星 7°03 天王星 ｾｸｽﾀｲﾙ 海王星 4°19
⾦星 ｵﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ⼟星 9°17 天王星 ｺﾝｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 冥王星 1°52
⾦星 ｺﾝｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 天王星 5°52 天王星 ｽｸｴｱ 平均⽉節 2°08
⾦星 ｺﾝｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 冥王星 7°43 海王星 ｾｸｽﾀｲﾙ 冥王星 2°28
⾦星 ｽｸｴｱ 平均⽉節 3°43 冥王星 ｽｸｴｱ 平均⽉節 4°00
⽕星 ﾄﾗｲﾝ ⽊星 4°35 ⽕星 ｺﾝｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 上昇点 5°17
数字はオーブ（正確なアスペクト角度からの許容誤差）を⽰しています。
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