スターフォーチュン
TEL 090-3416-6230
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◇ハウス区分
プレシーダス式

⑳ 1

◇アスペクト度数の出現数
(1)0度 : 4
(2)30度 : 4
(3)135度 : 3
(4)90度 : 3

◇アスペクト数の多い惑星
(1)海王星 : 5
(2)天王星 : 5
(3)土星 : 4
(4)月 : 4

◇２７宿 ：斗宿

石川遼 様のホロスコープ
1991/09/17

(著作)

12時 00分生れ

スターフォーチュン

深川宝琉

出生ｴﾘｱ:浦和

TEL 090-3416-6230

石川遼 様の出生図詳細資料
1991/09/17 12時 00分生れ 時差 +19分
[地方恒星時

: 12 時 04 分]

男

出生ｴﾘｱ:浦和

[ハウス]

[星座名]

[度数]

[惑星名]

[星座名]

[度数]

①第1ハウス

射手座

14度

〇太陽

乙女座

23度45分

②第2ハウス

山羊座

18度

〇月

山羊座

6度52分

③第3ハウス

水瓶座

25度

〇水星

乙女座

9度4分

④第4ハウス

牡羊座

1度

〇金星

獅子座

21度12分

⑤第5ハウス

牡牛座

0度

〇火星

天秤座

9度57分

⑥第6ハウス

牡牛座

24度

〇木星

乙女座

0度55分

⑦第7ハウス

双子座

14度

〇土星

水瓶座

0度28分

⑧第8ハウス

かに座

18度

〇天王星

山羊座

9度50分

⑨第9ハウス

獅子座

25度

〇海王星

山羊座

14度1分

⑩第10ハウス

天秤座

1度

〇冥王星

さそり座

18度15分

⑪第11ハウス

さそり座

0度

〇ドラゴンヘッド 山羊座

⑫第12ハウス

さそり座

24度

15度23分

[アスペクト表]
・ソフトアスペクトは(S)で表示
・ハードアスペクトは(H)で表示
118(S)
・その他は作用なしアスペクト
136(H)
88(H) 30(S)

150(H)
3(H)

121(S)

91(H)
143(S)

133(H)

87(H)
144(S)

4(H)
72(S)

134(H)

6(H)
46(H)

30(S) 120(S)

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

1(H)

57(S)

30(S)

31(S)
47(H)

TEL 090-3416-6230

あなたを支配している惑星の真実
石川遼 1991/09/17

海王星
あなたが太陽系の星（月・太陽・金星・水星・火星・木星・土星・天王星・海王星・
冥王星）の中で、もっともアスペクトの種類が多くて、強く影響を受けているものは、
海王星という星です。ですから、海王星という星の実体と性質を知ることで、あなたの
もっとも重要な宿命的なものが分かるのです。それでは、具体的に説明してみましょ
う。

■宇宙の中の海王星
海王星は天王星よりもやや小さな惑星です。その内部構造は、最上層がヘリウムとメ
タンを含む液体水素層、その下が窒素・酸素・水素の化合物からなる液体層、さらにそ
の下は地球の核に似た成分となっています。その大気中には霧状の粒子があるものと推
定されています。また、見かけ上は青く見えます。
したがって占星学上でも、海王星は何よりも『液体』や『不透明な事』や『流動性のあ
るもの』を象徴しています。見かけ上の海王星は、動きが遅く、黄道上の１つの星座を
通過するのに約１４年もかかります。１２星座を１週するためには１６４年余りもかか
るのです。
これら動きの遅い天王星・海王星・冥王星を合わせて『土星外惑星(トランスサタニア
ン)』と呼びます。肉眼観察では見ることができないように、外見だけからでは窺い知る
ことのできない、われわれの潜在意識下にアスペクトの種類が多くて、強く影響・作用
しているものと思われます。海王星は１８４５年、フランスの天文学者ルベリエと、イ
ギリスの数学者アダムスが、それぞれ似たような理由からその存在性を予告していまし
た。それが実際Ｊ・Ｇ・ガレに発見されたのは翌年９月のことでした。
■古代国家と海王星
神話上では、エジプトではヌン、テフネトなどと呼ばれ、バビロニアではエア、エン
キなどと呼ばれ、ギリシャではポセイドン、ネプトゥヌス、ソフィアなどと呼ばれ、中
国では天王星と同じく『緯星』として扱われます。
海王星のアスペクトが最も多い人は、男女とも髪を長めにしている場合が多く、情緒
性と直観力に優れ、ムードや雰囲気に弱く、芸術や神秘に反応しやすく、自己犠牲的な
人生を歩みやすい傾向を持ちます。
数秘学上では、海王星には『７』が当てはめられ、天空３６０度を割り切ることので
きないただひとつの数なので、不安定な生活、謎に巻き込まれやすい人生、物事を曖昧
なままにしやすい傾向を暗示しています。
数字としての『７』が重要な役割を果たすものに『ハーモニクス占星学』がありま
す。ナチス・ドイツのヒトラー総統の暗殺未遂事件を予言したことで知られる占星家
カール・クラフトが創案し、イギリスの占星学協会会長だったジョン・アディが完成さ
せたホロスコープの分割解読法です。分割数として重要なのは『５』、『７』、
『８』、『９』の４種類ですが、その中でもハーモニクスの『７』だけは、『１』(出生
天宮図)での惑星同士のアスペクトがそのまま表出されるため貴重なのです。『７』に
は、幻想・願望・理想がアスペクト化されます。
黄道１２星座上では『うお座』の支配星として、元々は木星の『夜の家』だったとこ
ろを与えられています。
また、海王星の記号は、神話上のポセイドンが海の守護神であるところから『魚を獲
る矛の形』が採用されます。
■結論
最後に具体的に、海王星の性質を説明してみましょう。支配星の海王星が幸運に作用
すれば、誰に対しても優しく、純粋で、涙脆く、幼い頃からの夢が現実のものとなるシ
ンデレラ型の人生を歩みますが、不運に作用すれば酒や麻薬や異性に溺れ、破滅型の人
生です。しかし、いづれにしても、一つのことに集中してものごとを成し遂げていくと
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたを支配している惑星の真実

いう人生ではなく、海に向かって無制限、無秩序に石を投げるような、思いつきで行動
をする人生となることは間違いありません。つまり、計画というものがなく、ほとんど
勘で行動してしまいます。
海王星は、このように枠にとらわれないで無限の可能性を、検索することができ、天
王星は、その可能性を現状を打破するために、選択することができるような働きをしま
すが、冥王星は、その是非を問うために、神々の世界との通信を意味します。このよう
に、冥王星と海王星と天王星は３つを一緒に覚えておくと良いでしょう。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたを支配している星座の真実
石川遼 1991/09/17

おとめ座
さて、見かけ上は、太陽が１年で天球を１周していて、その道を黄道といいます。そ
の黄経（太陽が１年で１周する黄道上の位置）１５０度〜１８０度までが『おとめ座』
の領域です。東洋的に表現すれば、処女宮といいます。
毎年、太陽が『おとめ座』の黄経（太陽が１年で１周する黄道上の位置）を通過する
のは８月２４日から９月２２日ごろになります。節気上では『処暑』から『秋分』まで
の期間です。ＮＨＫのニュースでは、必ず「今日は処暑・・・」といった解説が、され
ますが、そんなとき、処暑だから今日から、自分自身の『おとめ座』がスタートすると
いうように頭を回転させましょう。
この頃は、夏が終わりつつあり、農作物が収穫を迎えようとしています。こういった
収穫というのは、完成された姿です。この完成したいという気持ちが、『おとめ座』の
一番重要な意味を暗示しているのです。
次に、密教占星学でいう、２７宿も、実は、１２星座を細かく分類したものなので、
２７宿を知ることが、『おとめ座』の理解を深めることになります。
『おとめ座』では『翼（よく）宿が４分の３・軫（しん）宿・角（かく）宿が２分の
１』が含まれます。
・翼（よく）宿は、自尊心が強く、正義に生き、自分は、一般の大衆的な人とは異なる
という雰囲気がある人です。
・軫（しん）宿は、見かけは女性的で、柔軟ですが、自分の聖域としていることには、
他人の侵入を許さぬ精神をもっています。
・角（かく）宿は、人と調子を合わせるのが得意で人あたりが良く、善良な心をもって
いるため、好かれる人です。
このように、３つの宿星とも、女性的な清い精神を持っているということが特徴で
す。
『おとめ座』のキーワードは『私は分析する 』で、全ての物事を慎重に細分化させな
がら、その本質を見極めたいと願うようです。なぜ、分析して本質を見極めようとする
のかといえば、物質と精神を融合させた考え方ができるからなのです。つまり、物質
は、そのままでは、益にならず、心の力によって、はじめて有益な物へと変化すること
ができるということを、生まれながらに知っているからです。すなわち、他の人から見
れば、実現できそうもないレベルの高いことを求めたり、実現させようとする習性に
なっていくわけです。注意しなければいけないことは、ただ１つだけです。頭の中で、
自分は何をすべきなのかを、自問自答しすぎることです。あまりにも、集中すると、自
閉症的になってしまうこともあります。
社会とのかかわりあいでは、統計・分析・批評を必要とするような仕事、重要な人物
を補佐したり、物事を管理したりするような職業が向いています。
実際、わたくしが、知る限り、『おとめ座』に支配されている方は、挑戦的なビジネ
スマンが多いようです。ソフトバンクのＣＥＯの孫氏、初めて大リーガーになった野茂
投手など、がそうです。しかし、実力が挑戦したいという気持ちにともなわない場合
は、心が不安定になる人が多いようです。
方位的には『西南西』に位置し、場所としては、農耕地帯、山坂のない平地、団地、
職場、借家、動物の飼育場、貸室、ペットショップ、ロッカールーム、物置、保健室、
資料室、薬局、書類ケース、作業部屋などを象徴します。 幸運をもたらす花は、すず
らんであり、カトレアは不幸を招きます。病気・怪我は、十二指腸潰瘍、腹膜炎、腸閉
塞、下痢、便秘、栄養障害、腸捻転、大腸癌、虫垂炎、肝炎、脾臓疾患などに注意が必
要です。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉
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ここまで、解説してくると、かなり『おとめ座』に対する理解が深まったのではない
でしょうか。
最後に、この現実的な『おとめ座』と一緒にまとめて、覚えたほうが良い星座を２つ
紹介しましょう。『おうし座』と『やぎ座』も、現実的な大地のような感覚を持ち、決
して幻想に浮かれることはない特徴をもっています。ですから、大地のような感じをう
けますので、３つの星座を『地』の性質をもった星座といわれるのです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたを支配しているアスペクトの真実
石川遼 1991/09/17

０度
■アスペクトが０度とは
惑星と惑星とが、地球上の一視点から見てオーブ(許容度)内で同一位置にある場合、
『アスペクト０度』としての作用が働きます。東洋名としては『会合』です。惑星が同
じ位置にあるということは、四柱推命でいうと、『比肩（劫財） 』という通変星と同じ
ような作用をしていると思っても間違いはありません。実際、通変星という言葉は、星
（この場合は、十干）が通じて変わるという意味ですから、星と星の２つが作用した結
果どのように変じるかということを意味しています。
ですから、『通変星の思想とアスペクトの思想は根底の部分で同じである』、と考え
ると理解しやすいでしょう。
ホロスコープの全体に様々な整数をかけていく、高調波ホロスコープ（ハーモニクス
占星学）では『１』に対応し、天球３６０度を１で割ったときに出てくる角度が０度で
す。占星学の歴史がスタートして、惑星同士の作用として、最初に注目されたのが『ア
スペクト０度』の作用ですから、そのくらい作用が大きいと理解してください。
■実際の宇宙ではどういうことか
太陽と月(太陰)とが０度であれば『新月』となり、夜空に月は見えません。新月は、
時として太陽の姿をすっぽりと覆い隠して皆既日食を作り出します。太陽がしだいに欠
けていくと同時に、周囲がみるみる暗くなっていき、真昼の闇を作り出し、完全に光が
失われる神秘的な現象です。
■性質はどのようになるか
ホロスコープで０度アスペクトが多ければ、一見おとなしそうに見えても信念や自己
主張が強く、妙な存在感があり、常にマイペースを崩さず、周囲への影響力も大きいこ
とでしょう。運気の波が激しく、その時々によって吉凶が極端に分かれてしまう傾向も
見受けられます。何事も独立独歩で成功していくタイプです。このように、アスペクト
０度では良い場合と悪い場合が極端に分かれるのですが、これは、四柱推命とまったく
同じです。
つまり、四柱推命でも、『比肩、劫財』は西洋占星学のアスペクト０度とまったく同
じような意味をもっていますが、長所が作用すれば、自己主張が強く、独立心が強く、
人ができないことをどんどんやっていく人となります。しかし、短所が作用すれば、他
人の意見を受け容れず、自己中心的な人となり、人から嫌われやすくなるというふうに
もなります。
アスペクト０度だから、吉であるとか、凶であるとか、という白黒ハッキリしなけれ
ばならないという診断の仕方は、大変危険ですので、そういう診断はしないことです。
適職としては、競争の激しい業界での起業、独自の人生を歩む作家・シナリオライ
ター、最先端のテクノロジーをおかける学者・研究者、人から命令されなくて済む独立
型農業、実利的な夜の商売、即刻利益を生み出す商品の営業などが向いています。
■実例
０度アスペクトの実例を示せば、現天皇陛下はＡＳＣ(アセンダント)と太陽が０度で
すから、自分自身が最も生命力のある太陽であることを示しており、さらに、ＭＣ（南
中）と木星が０度ですから、社会生活が木星という発展の星が支配しています。つま
り、天皇として理想的な星の配置です。
皇室関係では、秋篠宮紀子様は太陽、水星、天王星、冥王星の４星が０度で重なり合
い、『ステリウム（大会合）』と呼ばれる惑星集中型の星の配置です。太陽の生命力、
水星の知性、天王星の革新性、冥王星の神々しさが同居し融合しているわけですから、
非常に個性的になるのも当然なのです。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉
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このようなステリウム・タイプのホロスコープの持ち主は、例外なく個性的な人たち
に多いものです。社会的な注目を一身に集める一時期があるのも特徴です。女優の斉藤
由貴さんは、秋篠宮様とわずか１日違いの生まれなので完全に同一のステリウム（大会
合）です。芥川賞作家の中上健二氏と、１９８５年に『ロス疑惑事件』で世間の注目を
集めた三浦良枝さんは、いづれも、太陽、水星、冥王星の３つの星が０度で重なり合っ
ています。つまり、生命力と知性とサイキック的な能力が融合している性質となりま
す。芸能人の浜崎あゆみさんは太陽、月、水星の３星がアスペクト０度で重なってお
り、生命力と女性特有の情緒と知性が融合しています。恋人として、報じられている、
長瀬智也さんは太陽、金星、天王星の３星がアスペクト０度で重なっており、生命力と
芸術性と革新性が融合しています。強烈な個性を持った人は、同じく強烈な個性の人に
惹かれていくということでしょうか。
次に、単独のアスペクトで注目したいのは、月と冥王星の０度アスペクトです。つま
り、気まぐれな感情と、サイキック的なカリスマ性が同居しているとどうなるかという
ことです。１９９６年４月に逮捕されたアメリカの爆弾魔セオドア・ガジンスキーがそ
うです。彼は１６歳でハーバード大学に進学し、２０歳で卒業し、別な大学の助教授に
なった数学者です。ところが、２７歳になって突然大学を離れ、荒野に移住し、やがて
大学と航空会社ばかりを狙う爆弾魔に豹変したのです。また、漫画家で鉄腕アトムの生
みの親である手塚治虫氏等がいます。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉
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あなたの社会運のすべて 〜個性・仕事・お金〜
石川遼 1991/09/17

■あなたに秘められた本質的なエネルギーとは？
太陽がおとめ座のあなたに与えられているもっとも強いエネルギーは、職場や世の
中で発生する事件や出来事に敏感に反応し、真実を分析 するという部分です。今現在
の不備な点を発見したのなら、隠れている根本的な誤りを予想しながら解決策を探し
出すことができます。たとえば、世の中で食べ物の安全性が問題になっているのな
ら、食だけではなく環境という広い観点から情報を集めます。その結果、テレビや新
聞や偉い人が言っているといった外部の情報をうのみにしない才能が育ち、やがて花
開くことになります。常に批判的で分析的でいることで、眠ったままになっている個
性が活動し始めます。

■あなたの職場運、仕事運はどうか？（複式占星学）
おとめ座からみて第１０番目のふたご座で示されているあなたの社会運は、情報が
交錯し、人の動き、モノの流通が激しい環境で仕事をすると、上昇してくることが暗
示されています。ただし、人並み以上の勉強と研究が必要です。あなたの秘めている
社会的な活躍の可能性は、いろいろな人から実際の情報を集めたり、過去のデータを
分析することでもたらされるに違いありません。あなたの心情的な幸せ感という観点
から見た場合、社会的に活躍することは、人脈を広げ、周囲から信頼と尊敬を集める
ので、プラスに働くといえます。

■あなたはお金を獲得することができるか？（複式占星学）
おとめ座からみて第２番目のてんびん座で示されているあなたのお金に対する欲求
は、そんなに強いほうではありません。むしろ、お金とか物質を失うよりも、人から
嫌われたりすることのほうが辛いと感じます。お金を求めることで、愛する人が誰も
いなくなるとか、誰からも愛されなくなるなら、お金はいらないというのが本能の欲
求です。豊かで楽しい人間関係 を作っていくことで、結果的に、実力のある目上から
引き立てをうけて、実力以上の収入を得る結果をもたらすことができそうです。ただ
し、入ってきたお金は楽しいことに使ってしまいそうです。

■家庭と仕事のバランスはどうか？（複式占星学）
おとめ座からみて第４番目のいて座で示されているあなたの家庭に対する思いは、
情熱的でもなく、かといって、弱いわけでもありません。一人前の大人に成長して、
社会的に安定した収入が得られるようになったら、安定した生活設計をするために、
結婚はするべきだという考えです。子供をつくり、マイホームを買って、普通の家庭
生活をすることで初めて社会人として認められるとも思っています。ですから、結婚
か仕事かという発想をすることはなく、どちらも、両立させなければならないという信
念をもっています。

■木星と土星の角度から判断する社会生活で、あなたが陥りがちな罠とは？
あなたの場合、木星と土星の位置が４つ空いた星座 にあるので、仕事がやっと慣れて
きて、今の職場環境ではとくに緊張しなくても何でもできるようになった頃に、社会
生活上のトラブルを経験します。慣れないうちは、小さな仕事でもあっても緊張し
て、人間関係でも競いあうようなことがあったはずですが、慣れ親しんでしまうと、
取引先や同僚との人間関係がなれあいになってしまって、結果として大きなミスを誘
発しやすいからです。常に、競い合えるライバルを持つことが、落とし穴にはまりこ
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたの社会運のすべて 〜個性・仕事・お金〜
石川遼 1991/09/17
まないコツです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

引き寄せの法則１（前世と現世の関係・愛を引き寄せる）
石川遼 1991/09/17

■宇宙からの恵みを引き寄せるためには
宇宙からの恵みをあなたに引き寄せるためには、前世で、どんな人生を送ってきた
かを最初に知らなければなりません。あなたの場合、生まれた時の太陽がおとめ座に
ありますので、そこから推測するわけです。
つまり、前世でのあなたは、同情心のとても厚い人でした。困っている人の気持に
サッと共感して、何とか助けてあげようとする優しさのある人でしたが、自分の力量
の及ばない悩みも引き受けてしまうなど、感情に流されてしまうことがあったようで
す。その結果、ズルズルといつまでも他人の悩みに付き合わされたり、あなた自身が
被害者意識を持ってしまうなど、悲観的になりやすい傾向もあったようです。
そういう感情に左右される生き方は、面白くないということを悟ったため、今度
は、冷静に物事を分析することを学ぶために、あなたは生まれ変わってくる必要が
あったのです。

■現世であなたに与えられた性質とは？
このような生まれ変わりの理由があるために、あなたは、注意深く正確な分析力
を、おとめ座から与えられて生まれてきました。精神的な癒しを求めるよりも、自分
に与えられた責任を果たすことに全精力を注ぎ、特に目の前にある細かい問題をあや
ふやにしてしまうようなことは出来ない、生真面目な性質を授けられたのです。現世
ではその細やかな注意力をどんどん伸ばすべきなのです。
どんな小さな事でもないがしろにしないで、完璧に物事を処理することであなたの
魂は浄化され、成長し、宇宙からの恵みを引き寄せるエネルギーが高まってくるので
す。
もし、あなたが友人や親族が遭遇している問題に巻き込まれたとき、感情的になっ
て対処するようであれば、宇宙からの恵みを受けとることはできません。

■あなたらしい愛を引き寄せるためには
太陽がおとめ座にあるときに生まれたあなたが愛を引き寄せるためには、おとめ座
らしく生きることが大切です。あなたは、異性の言葉や行動を細かく分析して、その
人の性格や特徴を理解できる素質を持っています。そんなあなたの細やかな観察力を
生かして、気になる異性のサポート役を買ってでるといいでしょう。つまり、あなた
が、陰にまわって面倒なことを引き受けてあげたり、うっかりミスを未然に防いであ
げるなど、小まめなフォローをしてあげて、異性にさりげなく存在感をアピールする
といいのです。多少、相手がうるさく思うくらいに、細かくチェックしても問題はあ
りません。
それよりも、もしあなたが相手の欠点やミスに気が付いていながら、それを指摘し
ていないで黙っていると、あなたは愛を引き寄せることができません。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

引き寄せの法則２（お金・全てを引き寄せる）
石川遼 1991/09/17
■お金を引き寄せるためには
太陽がおとめ座にあるときに生まれたあなたが、お金を引きよせるためには、おと
め座らしくお金だけを求めないことが重要です。
つまり、あなたがお金を引き寄せるきっかけとなる大事なポイントは、お金が欲し
いとか、贅沢をしたいといったことをすっかり忘れて、「何が何でもこれをやり遂げ
なければ！」といった、自分の使命を見つけることです。
やるべきことがはっきりして、その目標に向かって無心に頑張っているとき、あな
たのお金の引き寄せ力が最大限に高まります。
あなたの細やかな観察眼をもっともっと磨くことによって、あなたの緻密さを必要
とする人が周りに集まり、あなたでなければできない使命を与えられるはずです。
あなたがお金を意識しなくとも、誰かに必要とされればされるほど、お金を引き寄
せる力が強まってくる人なのです。

■全てを引き寄せ、奇跡を起こすためには
あなたは、異性が困っている問題を冷静に分析して助けてあげることで、欲しかっ
た愛を手にいれることでしょう。また、与えられた仕事をミスなくやり遂げること
で、必要なお金も手に入れることができるでしょう。しかしこれは、おとめ座から与
えられた最初の段階の成功に過ぎません。この段階で満足していては奇跡は起きませ
ん。
最初の成功の段階では、どんなにややこしく見える仕事でも、正確に分析して、上
手に仕上げることで、あなたの存在は欠かすことのできないものとなるでしょう。そ
してそういう自分の分析能力に対し、自信を持つことができるはずです。次の段階で
は、行動力はあるけれど、分析力のないリーダー格の人間を育てることがあなたの使
命になります。人を育てていくことで、今まで考えられなかった奇跡があなたの周り
で起こるでしょう。それは、あなたが宇宙の力を引き寄せるから起こる奇跡なので
す。
そのためには、「木を見て森を見ず」という言葉があるように、あなたには、
「森」全体を把握する高い視点と視野が必要です。そのためには、くもりや歪みのな
い目で人を見極める洞察力にくわえて、清濁併せ呑むような心の広さを持てるよう、
努力しなければなりません。
どんな細部なことも見逃さないあなたの分析力は素晴らしいのですが、判断したあ
と具体的な成果を出すには、目立ちたがり屋で、強いエゴを持つ、エネルギーの大き
い人の協力が必要になります。つまり、あなたから見れば、欠点が多いかもしれない
人を、サポートしてみるといいのです。１人でも、未開拓の分野に踏み込んでいける
リーダーを育てることができたとき、宇宙からの恵みを全てあなたが引き寄せること
ができ、やがて奇跡のようなことが起こるのです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたの結婚に対するあこがれと現実
石川遼 1991/09/17

■結婚を意識すれば何が変化するか？
あなたの場合、生まれたときの太陽がおとめ座にあり、複式占星学で診断すると、
そこから第７番目のうお座が結婚運を示しています。ですから、あなたが結婚を意識
すれば、住居や職場が変化しやすい運へと変わっていきます。ただし、それは、あな
たが自分の理想を追い求めた結果であることを自覚することが大切です。職場の異
動、社会的地位の変動など予期しないことも起こるかもしれませんが、その変化の波
の中に、将来への希望を見出すことができます。良い結婚運を呼び寄せようと思え
ば、あなたより、少しだけ高い理想を掲げている異性と結婚生活をしている様子をイ
メージすると良いでしょう。
あなたが実際には、結婚しない人生を択んだ場合でも、異性との出会いや触れ合い
によって、あなたは大きな影響を受け、人生は大きく変わります。ですから、正式な
結婚という形をとらない場合でも、異性との触れ合いを大切にしていけば、一人では
成し遂げることができない理想を達成することができます。ただし、相手を次々と変
えるのは、理想も次々と変えることになることを覚えておきましょう。

■結婚を本気で意識したいが、それを邪魔するあなた自身の問題は何か？
あなたの場合、結婚への障害を示す土星がみずがめ座に入っていますから、結婚と
いうものを、今までの生活を大きく変えて、新しい人生を作るものと潜在意識で考え
ています。つまり、親や周囲から本当の意味で独立して、社会人として、一人前の大
人として認められるための儀式と思っています。したがって、異性と衣食住をともに
するという結婚の現実が、目の前に迫ってきたとき、自分自身が本当に周囲や親から
認められる大人になっているだろうかと、不安をかかえてしまうのです。
さらに結婚に対するふんぎりがつかないとしたら、それは、社会が大きく変化して
いっているのに、自分がそれに対応できておらず、このままでは、将来が立ち行かな
くなるという不安を感じているからです。また、あなたの周囲を見渡しても、結婚し
たばかりに、世の中の流れに流されるままになっている人が多いことが、結婚を遅ら
せる原因になっているようです。

■結婚したいのに相手が離れていくとしたら、それはあなたの何が原因か？
あなたの場合、生まれたときの太陽がおとめ座にあり、複式占星学で診断すると、
そこから第３番目のさそり座が意思の伝達・コミュニケーションを示しています。つ
まり、あなたは、表面的には笑顔を絶やさないかもしれませんが、心に一度火がつい
たなら、一途にやっていく集中力があります。その強い意志の力で人と接していくの
ですが、その長所が、相手が離れていく原因にもなります。相手が、もっと自分を自
由にして欲しい、あまり束縛しないで欲しい、自分の考えを認めて欲しいと思ったと
しても、あなたは、聞く耳を持たない恐れがあります。
相手が、素直に感情的に爆発して、あなたを非難するようであれば、２人の心はま
だ完全には離れていません。問題は、相手が癒してくれる異性を別に求めたほうが良
いと思ったときです。それくらい、あなたの強い集中力には、人はついていけないと
いうことを忘れないでください。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたを楽しくさせてくれる異性との出会い
石川遼 1991/09/17

■あなたを楽しくさせてくれる異性とはどういうときに出会うのか？
あなたが生まれたときは、太陽がおとめ座にありました。複式占星学で診断する
と、そのおとめ座から数えて第５番目の星座、つまり、やぎ座の特徴があなたを楽し
くさせてくれる異性との出会いの内容を示しています。
その異性との出会いは、あなたが仕事で失敗をしたとき、身内の不幸に遭遇したと
き、お金を騙し取られたとき、など困難と闘っているときに訪れます。心の傷を癒す
ために、出かけた旅先などで出会い、出会った瞬間は運命の出会いとは気が付きませ
んが、妙に心が慰められるような感じがしたら、それが運命のしるしです。

■あなたが引き寄せる楽しい異性とは？
異性を惹きつけるエネルギーをもつ金星がしし座にありますから、しし座の特徴が
出会う異性のタイプを示しています。
あなたが引き寄せる形で出会うその相手は、どことなく人目につく華やかさがあ
り、装いが普通の人とは違うスマートさがあります。また、明るく前向きな性質で
す。その相手の長所は、子供のような素直な感性をいつまでも、持ち続けていること
です。全ての物事に対して前向きです。あまりに、物静か過ぎる異性は、あなたを楽
しくさせてくれる相手ではありません。

■あなたが口説くと予想される楽しい異性とは？
異性に積極的なエネルギーをもつ火星がてんびん座にありますから、てんびん座の
特徴がその異性のタイプを示しています。
あなたが口説くと予想される形で出会うその相手は、自分が人に対してしてあげた
分だけ、人からもらうことを信条としていて、周囲に惑わされず、自分のペースで
やっていく人です。決して、自分勝手ということではなく、悠々として大らかです。
その相手の長所は、知性的で礼儀正しく、敵を作らないというところです。他人に甘
えるばかりの異性や、逆にお節介すぎる異性は、あなたがアプローチする相手ではあ
りません。

■あなたが惹きつけるのか？それともあなたが口説くのか？
これまで金星は異性を 惹きつけるパワーを示し、火星は逆に異性を支配するパワーを示
すと説明してきました。さて、あなたの場合、金星と火星のどちらを使ったほうがうまく
いくのかをこれから診断していきます。

あなたの場合、生まれたときの太陽がおとめ座にありますから、あなたは、たとえ
恋こがれる異性が目の前にいても自分からは、なかなか告白できません。ですから、
あなたの魅力で異性を惹きつけるしかありません。ところが、恋だけでは、幸せにな
れないという現実を理解しているため、異性から好意を寄せられてもすぐには受け入
れられません。結局、結婚まで決意できる相手かどうかのほうが問題ですから、結婚
まで決意できそうな相手なら、自分からアプローチすることも考えましょう。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたの今年の結婚運 〜昨年と今年の違い〜
石川遼 1991/09/17

■昨年までと今年は何が違うか？
生まれたときの太陽の星座を１番目とすると、今年の木星の星座は、６番目に位置
することになりますから、ここから、今年度の１年間にわたって木星があなたに与え
る影響を推測することができます。占星学では、６番目のキーワードは、「健康」で
す。
つまり、今までと違って今年のあなたは自分の身体や健康に対して、やや神経質な
ほどに気を使うようになり、スポーツセンターに通ったりマッサージを受けたり、健
康食品やサプリメントを求めたりするでしょう食事に対しても、好き嫌いやこだわり
が激しくなり近くのお店にはない食材を追い求めたりします。出会いを求めて、夜の
繁華街に出かけたり、パーティに参加したりする必要はありません。職場内や仕事上
で知り合った異性と親しくなったり、ただの友人だった異性に、いつの間にか恋愛感
情が芽生えたり、自分でも驚くほど自然に交際がスタートしたりするかもしれないの
です。

■今年、結婚のチャンスははたしてやってくるか？
占星学では、結婚生活を意味するのは、生まれたときの月の星座です。今年の幸運
は、今年の木星の位置が示しています。あなたの場合は、生まれたときの月の星座
と、今年の木星の星座が隣同士にあります。キーワードは、「規律よりも欲求を満た
せ」です。
つまり、今年のうちに結婚するチャンスはあるのですが、周りに知らせない密やか
な入籍、あるいは同棲からのスタートとなる可能性が強く、順序を踏まない結婚生活
となりやすいようです。新しい出会いは、秘密の悦びを与えてくれるものとなりやす
く、欲情に溺れがちです。すでに相手がいる場合は、経済的な状況が結婚への扉を開
くかどうかの決断を与えそうです。お見合いや縁談は、相手の経済的な状況や、生活
環境をある程度許せるのならまとまりそうです。

■結婚のチャンスがやってきたら、どのように対応すると良いか？
今年のうちに結婚のチャンスがやってきた場合、形式的な結納や結婚式の手続きへ
のこだわりは捨てても良いでしょう。あなた自身の価値観に素直に従って、行動した
ほうが、結婚の運をつかみやすいときだからです。ちょっとしたボランティアや募金
活動、社会活動に協力すると、結婚が具体化しそうです。身近な人で入院している人
がいたら花束を持って見舞ってあげましょう。銀行や郵便局に出向いて、結婚式を意
識した預貯金を開始するのも大切な条件です。相手が驚きそうな楽しいプレゼントを
用意し、優しい笑顔と共に差し出すことを忘れないでください。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたの今年の結婚運 〜昨年と今年の違い〜
石川遼 1991/09/17

■今年と来年は何が違うか？
生まれたときの太陽の星座を１番目とすると、来年の木星の星座は、７番目に位置
することになりますから、ここから、来年度の１年間にわたって木星があなたに与え
る影響を推測することができます。占星学では、７番目のキーワードは、「協力関
係」です。
つまり、今までと違って来年のあなたは結婚というものを本気になって考えるよう
になり相手が人生上のパートナーとして相応しいかどうかを選別しはじめるようにな
ります。社会生活においても、現在の職場や仕事が本当に一生を託すのに相応しいも
のなのか考えることが多くなります。今までピンと感じる出会いの乏しかったあなた
にも、相応しいパートナーや親友が出現してくる可能性が強くごく自然に交際がはじ
まり、縁が深められるはずです。

■来年、結婚のチャンスははたしてやってくるか？
占星学では、結婚生活を意味するのは、生まれたときの月の星座です。来年の幸運
は、来年の木星の位置が示しています。あなたの場合は、生まれたときの月の星座
と、来年の木星の星座が１つの星座分空いて離れています。キーワードは、「周囲に
人達との人間関係」です。
つまり、来年のうちに結婚するチャンスは十分ありますが、対人関係がスムーズで
あることが条件です。特に身内・親戚や同僚・仲間たちとの関係が重要です。これら
の人たちとの交流が活発なら、結婚へのスタートは切られています。新しい出会いは
友情から入っていく形であり、すでに相手がいる場合は、仲間たちから強引にすすめ
られて結婚を決断しそうです。お見合いや縁談は、親戚からもたらされた話であれば
まとまりそうです。

■結婚のチャンスがやってきたら、どのように対応すると良いか？
来年のうちに結婚のチャンスがやってきた場合、これまで以上に、相手とのコミュ
ニケーションを大切にし、たとえ、直接会えないときでも電話やメールを最大限に活
用すべきです。なかなか上手く気持ちを伝えられないときも、メールを用いれば理解
してもらえます。本を読んだり、インターネットを使うのではなく、仲間や先輩たち
から、結婚に対しての予備知識を直接仕入れておきましょう。人と接することで得ら
れる情報のほうが、この時期は確かだからです。普段よりも交際範囲を広げて、周り
の人たちとのかかわりを嫌がらない社交性が、結婚の幸運を呼び込むコツとなりま
す。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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[人生目的と個性]

●太陽 が乙女座に存在しているので次のように解釈します。
○控え目で抒情的な人生観があります。
○身だしなみや健康法に個性が表れます。
○分析、批評しているときに輝いて見えます。
○潔癖観の強さが際立つ行動をとります。
○弟一線から遠のくことによって人生が大きく傾いてゆきます。

[私生活と肉体]

●月 が山羊座に存在しているので次のように解釈します。
○自分自身に責任や義務を課した生活を目指します。
○理性で抑制された感情を持っています。
○集団生活に向くタイプです。
○仕事を趣味とする傾向があります。
○社会的肩書きは変化しやすく、安定したものとはなりえません。
●２７宿の位置（斗）：じっくりと運を勝ち取る名誉の星という特徴があります。

[ｴﾈﾙｷﾞｰとﾄﾗﾌﾞﾙ]

●火星 が天秤座に存在しているので次のように解釈します。
○自分のことよりも相手や周りに対してエネルギーをそそぎます。
○腰をいためやすいです。
○身近な人達に合わせるかのような性行動をとります。
○裁判や訴訟事件に巻き込まれやすいです。

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼 様の人生リズムの診断
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■ここでは、７,８年で変化する「天王星」による大きな変化リズムと１,２年で変化する「木星」による小さな変化リズムを見ま
す。
―――――――――――――――――――――大リズム(大運)――――――――――――――――――――
□10才から 11 才の時、「天王星」は第2 ハウスを通過中です。
・金銭や財産、所得など自分が獲得するお金に関して１度は大きな変化を経験するでしょう。
□12才から 19 才の時、「天王星」は第3 ハウスを通過中です。
・兄弟・親戚との付き合い、知識と情報伝達、短期間の旅行に関して１度は大きな変化を経験するでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●10才の時、「木星」は第 6 ハウスを通過中です。
・健康問題、病気、職場の環境、雇用問題、衛生面に関係する出来事が起こります。
●11才の時、「木星」は第 7 ハウスを通過中です。
・パートナー、結婚、支援者、共同事業、訴訟問題に関係する出来事が起こります。
●12才の時、「木星」は第 8 ハウスを通過中です。
・死と性、配偶者の財産、保険金、税金、大手術に関係する出来事が起こります。
●13才の時、「木星」は第 9 ハウスを通過中です。
・高度な学問・宗教、長期旅行、海外との付き合いに関係する出来事が起こります。
●14才の時、「木星」は第 10 ハウスを通過中です。
・職業・地位・名声・肩書きなど社会生活全般に関係する出来事が起こります。
●15才の時、「木星」は第 11 ハウスを通過中です。
・本人の願望・理想・目標、事業資金、交友関係、共同生活に関係する出来事が起こります。
●16才の時、「木星」は第 12 ハウスを通過中です。
・束縛・障害・迫害、入院生活、霊的な出来事に関係する出来事が起こります。
●17才の時、「木星」は第 1 ハウスを通過中です。
・ライフスタイル・行動様式・体力や肉体・体質に関係する出来事が起こります。
●18才の時、「木星」は第 2 ハウスを通過中です。
・金銭や財産、所得など自分が獲得するお金に関係する出来事が起こります。
●19才の時、「木星」は第 3 ハウスを通過中です。
・兄弟・親戚との付き合い、知識と情報伝達、短期間の旅行に関係する出来事が起こります。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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●１日１年法 による診断
◆年齢毎に 0-180-90-120-150-60-45-135-30-72-144度の順で説明をします。（作用が強い順）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 11 才
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
●進行(P)の金星と出生(N)の火星が45度のアスペクトを形成。
○情熱的な様相を示していますが、この時期の出会いは良くありません。
○他人と共同で仕事をやってもこの時期、感情的にうまくいきません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 12 才
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
●進行(P)の金星と出生(N)の火星が45度のアスペクトを形成。
○情熱的な様相を示していますが、この時期の出会いは良くありません。
○他人と共同で仕事をやってもこの時期、感情的にうまくいきません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 13 才
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
●進行(P)の太陽と出生(N)の金星が45度のアスペクトを形成。
○遊びや贅沢のためにお金を無駄に浪費しやすい時期です。
○異性に関しても、だらしなくなる時ですので節操をしっかり保ちましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 14 才
●進行(P)の太陽と出生(N)の月が90度のアスペクトを形成。
○不幸な時期で、仕事のトラブルや商売の失敗など色々あります。
○自分の目的に対し、目上の人から妨害されたりします。
○結婚は、この時期不幸な出会いになります。
○家庭でもトラブルが発生し、心が痛む事がらが多いでしょう。
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
●進行(P)の月と出生(N)の水星が60度のアスペクトを形成。
○忙しく飛び回る時で精神にも張り合いが出て活気があります。
○頭脳を使う仕事をしている人は判断力が冴えて能力発揮の時期です。
○この時期に担当した業務は１２０％の成果を出すよう努力すべきです。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230
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○新しい取り引きや、企画など積極的に何でもやる時期です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 15 才
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
●進行(P)の水星と出生(N)の金星が45度のアスペクトを形成。
○趣味や遊びといった娯楽に気持ちが傾く時期です。
○財布の紐をしっかりとしめて、余分な出費を押さえましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 16 才
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
●進行(P)の月と出生(N)の月が150度のアスペクトを形成。
○何事につけても不安定と、混乱を伴う時期です。
○職場や家庭、近所付き合いにおいてもゴタゴタが発生しやすい。
○いつもよりも、慎重に目配り、気配りをする生活が大切です。
●進行(P)の太陽と出生(N)の水星が30度のアスペクトを形成。
○知識欲や研究心が高まり、勉強や教育に大変高い関心を持つようになります。
○年配の方は、若い方と交流をすることによって精神的に恩恵を受けます。
○文筆活動、出版、論文書きなど精神的な探求をすると成功する時です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 17 才
●進行(P)の月と出生(N)の金星が0度のアスペクトを形成。
○心情的には安定し、精神的な幸福度が増す事柄があります。
○婚約・結婚が決まったり、趣味による友人との出会いがあります。
○仕事においても、人間関係は良好で堅い仕事から十分な実利があります。
○気分的にも少しゆとりができる頃ですので、人生を楽しみましょう。
●進行(P)の太陽と出生(N)の火星が0度のアスペクトを形成。
○エネルギーが充満し、勇気と活動力が増し、周囲からの注目も集まりやすい時期です。
○他人から束縛されるのを拒み、独立と自由を求め新しい事業、企画に１００％投入する時期です。
○一方で、短気になりやすく、闘争、暴走、ケンカが発生します。
○女性は、異性となかば強引に結ばれる時期ですが、結果は良くありません。
○発熱や炎症、細菌性の感染症になりやすい時期ですので注意が必要。
●進行(P)の水星と出生(N)の火星が0度のアスペクトを形成。
○頭脳がどんどん働き、仕事に集中力が発揮でき、技術や技能がどんどん向上します。
○自分の理念を正しく表現できますが、自分に自信がありすぎるとトラブル発生の原因となります。
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
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○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
●進行(P)の太陽と出生(N)の天王星が90度のアスペクトを形成。
○他人から非難されたり、陥れられたり、地位と信頼が失墜やすい時期です。
○争い、裁判、など突然に災難や損失が降りかかってくる時期です。
○女性は、家庭の危機（夫との死別・不幸な結婚）が起こってきやすい。
●進行(P)の水星と出生(N)の天王星が90度のアスペクトを形成。
○これまでの伝統や習慣を破って、新しい挑戦をする時です。
○しかし、あまりに過激になりすぎてミスしやすくなります。
●進行(P)の火星と出生(N)の金星が60度のアスペクトを形成。
○情熱的な様相を示し、感情的にもなっていて、異性にも敏感になります。
○自分１人でやるのではなく、他人と共同でやることがこの時期重要です。
○友好的にやっていくならば、ちょっとした冒険的な支出も良いでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 18 才
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 19 才
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●年齢 : 20 才
●進行(P)の天王星と出生(N)の火星が90度のアスペクトを形成。
○社会に対しどちらかといえば、恨みを持ちやすい時期です。
○従って、家庭や会社においても反抗的になりやすく急激に破局を迎えやすい。
○過労やストレスをうまく解消することが重要な時期です。
●進行(P)の金星と出生(N)の土星が150度のアスペクトを形成。
○年配の方との関係で、感情のもつれ、失敗、トラブルが発生します。
○異性との関係も、悪くなりますが、自分の心情はどうあれ相手に尽くすことが愛を永遠にする秘訣です。
●進行(P)の月と出生(N)の冥王星が45度のアスペクトを形成。
○頭脳が冴えますが、その才能がなかなか認められない時期です。
○試験や昇進に関しても、つまらないことで失敗しやすい。
○上司や役員に色々と意見をしたり提言してもうまくいきません。
○人から要求されるまでは、自分から動くことを控える時期です。
○金銭や、利益という事柄に関しては、トラブルが発生しやすい。
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■アスペクトの詳細診断
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆アスペクト度数の出現頻度が高い順に３種類説明しますので、運勢の特徴をここで理解して下さい。
(1)0度の出現頻度は 4 回です。
○我が道を行くタイプです。そのため周囲の組織や人に強い影響を及ぼしやすい。
無から有を起こす行動力がありますが、反面、頑固な面もあります。
(2)30度の出現頻度は 4 回です。
○甘えん坊のようです。
周囲の人の支援や愛情に恵まれ、金銭的な援助を得やすい傾向があります。
(3)135度の出現頻度は 3 回です。
○健康面に不安がありそうです。また、金銭トラブルが発生しやすい傾向です。
仕事面においては、指導力があり、事務処理能力には優れています。
◆アスペクトの惑星の出現頻度が高い順に３惑星説明しますので、ここで貴方に作用する惑星を理解して下さい。
(1)海王星 のアスペクト作用数は 5 回です。
○海王星（ＮＥＰＴＵＮＥ）
・夢想・直感・理想主義を司る惑星です。
・慈善や奉仕・自己犠牲の精神にも関係します。
・海王星は物質的分野では力を持ちませんが、純粋な精神分野に生きる人に対しては霊感の恵みを与えます。
・海王星は「美しい幻」のようなもので、手にとって見ることは出来ないけれど、大きな価値あるものを教えてくれる惑星と考え
るとわかりやすいでしょう。
◎長所は詩的情緒や献身的行為となって人生に潤いと慰めをもたらします。
×短所は現実から逃避したり、人生を混乱に導く効果を生じます。
(2)天王星 のアスペクト作用数は 5 回です。
○天王星（ＵＲＡＮＵＳ）
・飛躍・改革・分裂・創造性を司る惑星です。
・科学的センスや発明の才能・革新思想にも関係します。
・「伝統破りの星」とも言われ、古い体制や因襲を打破して新しい可能性を開く惑星です。
◎長所は先見性やオリジナリテイを必要とする分野で思いがけない境地が開けたり、新時代の注目を華やかに集める職業
ですばらしい業績を残せます。
×短所は異常性や反逆性が現れ、突然の運命の逆転や孤立を招きます。
(3)土星 のアスペクト作用数は 4 回です。
○土星（ＳＡＴＵＲＮ）
・制限・束縛・困難・不運を司る惑星です。
・土星は暗く重たく陰気な凶星で、関係するすべての事柄に長期の忍耐と努力が必要です。
・しかし、土星の与える試練は自己完成に役立ちます。
・現世を生き抜く経験的知恵や宿命の力に対する敬虔な信仰心などは、土星からの贈り物です。
◎長所は時間をかけて物事を完成させる堅実で慎重な人になりますし、晩年の成功と安泰が期待できます。
×孤独や貧苦に悩んだり、不満と失意の多い人生を歩みます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆次に、0-180-90-120-150-60-45-135-30-72-144度の順で詳細を説明をします。（作用が強い順）
●月と天王星が アスペクト0度(3)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○平凡な生活を嫌う傾向があります。
○個性の強い流行に敏感な性質や体質を備えている場合が多いです。
○共通意識を持つ人々との連帯感は強いようです。
○不規則な生活や家族と離れて生活することになりやすいです。
○感情の切り替えが上手いです。
○独自の生活方針を持っています。
［詳細］
○人気運があり、一躍脚光を浴びることもあるが、反面社会の常識に反して非難を浴びることもあります。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼 様のＡＩ的アスペクト診断
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●月と火星が アスペクト90度(88)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○勝気で負けず嫌いの性格を持っています。
○行動力があって常にファイトに満ちています。
○事故やトラブルに巻き込まれやすく、家庭的な安らぎを得られにくいタイプです。
○病気には強いですがケガをしやすいです。
○火と刃物に注意が必要です。
○性急に事を進めて敵を作る結果になりやすいです。
●金星と冥王星が アスペクト90度(87)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○愛憎の念の強い性質で、激しい愛情と同時に憎しみや怨念を抱くようなことになりやすい。
○性愛に対する欲望の強い人が多いです。
○いったん別れた筈の相手と再縁したり、結婚に失敗して別な相手と再婚するケースも多い。
○過去のある相手とも結ばれやすい傾向があります。
［詳細］
○不倫しやすいです。
●火星と天王星が アスペクト90度(91)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○勝気で向こう意気の強い精力的な人になります。
○最新のメカに強い人物である場合も多いです。
○大胆な行動力や決断力を持っていて、突差の処置や対処に優れています。
○平凡なセックスを嫌う傾向があります。
○競争に強いタイプです。
○スリリングな世界に自ら飛び込んで行くような傾向があります。
●月と水星が アスペクト120度(118)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○日常的な事に対して鋭敏で、精神活動の活発な性格となります。
○多忙で変化の多い生活が向いています。
○反応が早いのが特徴です。
○直感力に優れていますが、移り気でひとつの物事に対してじっくりと取り組むのが苦手です。
○学生や知識人との接触が多く、理知的な生活を好みます。
［詳細］
○電話や手紙による幸運が期待できます。
●水星と天王星が アスペクト120度(121)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○独創力に優れ、先見の明があり、シャープな頭脳と行動力を示す人物が多いです。
○斬新な企画や推理で周囲の意表をつきます。
○時代が味方しているときには称賛を浴び、時を失っているときには非難や中傷を浴びます。
○新しいものを扱う分野が向いています。
［詳細］
○発想のユニークさで注目を浴びます。
●月と金星が アスペクト135度(136)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○親切で優しい人柄の性格です。
○人と争い合うことを好まないタイプです。
○穏やかで社交性もあり、協調性にも恵まれています。
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○甘えん坊で努力を嫌う傾向があります。
○美しいものに囲まれた生活を願う気持ちが強いようです。
○男女にかかわらず生活の中で女性の接触が多くなる傾向を持っています。

●水星と火星が アスペクト30度(30)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○事務処理能力に優れています。
○的確に話したり、書いたり、計算したりと手際がよくむだがありません。
○仕事や勉学に対しても呼吸が早く、スピーデイーにこなします。
○機械とか器具とかを扱う技術的な分野も向いています。
○理論闘争に強いところがあります。
●金星と海王星が アスペクト144度(143)を形成していますので下記のような意味があります。
［概要］
○ロマンチストで夢みがちな愛情観を持ち、優しさとひたむきさを人との交際に求めるのが常です。
○色彩感覚の発達した人が多いようです。
○純芸術に対して特別の才能の持ち主もいますが、理想を追いすぎるためにプランだけで、終わることも多い。
○婚約が流れてしまいやすい傾向があります。
■サビアンシンボルの診断
・太陽が 乙女座の24度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
一通りの人生経験を終えた様に、達観しているところがある人です。よりシンプルに生きることが何よりと、最低限必要なも
のしか手元に置かない主義の人です。
・月が 山羊座の7度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
組織が抱えるひずみに危機感を覚え、体制に立ち向かって行く勇気がある人です。胸騒ぎや、虫の知らせを感じることが
あり、隠れた本質を見抜きます。
・水星が 乙女座の10度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
眠れる潜在能力を引き出すために、思い切った行動をする人です。九死に一生を得るような恐ろしい体験をする場合もあ
ります。
・金星が 獅子座の22度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
妄想や欲望に取り付かれた人を、正常に引き戻す役割がある人です。自らの過去の経験を元に、再生、方向転換など、復
活に役立てたいと思っています。
・火星が 天秤座の10度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
苦労や困難に直面している自分を、客観視できる人です。感情的になって、自分を見失ってしまうことにならないように、
冷静にいつも、いようとしています。
・木星が 乙女座の1度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
現実的に物事を捉え、細かいところに関心が向かいます。森を見ずに木を見るタイプで、全体の把握よりも、一点を掘り下
げる作業が得意な人です。
・土星が 水瓶座の1度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
定着を嫌う人です。住居でも職場でも一箇所に留まってしまうと、発展性が薄れると感じ、自由に行動できる身軽な状態
を、常に確保しておきたいタイプです。
・天王星が 山羊座の10度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
今いる環境が色あせてきて、未知の世界へ踏み出そうとしています。過去にしがみつくことはせず、どんどん新しいことに
挑戦して、人生を広げてゆく人です。
・海王星が 山羊座の15度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
学力重視の教育に疑問を持ち、のびのびと子供を育てたいと思う人です。好奇心や遊び心で、一心に何かに熱中する子
供をみて、自分も多くを学ぶようになります。
・冥王星が さそり座の19度にありますのビアンシンボルは次のようになります。
聞き上手で、相手の言うことに相槌を打ったり反復したりして、会話を楽しむ人です。深く考えずに口にする言葉に、重要
な意味を含ませます。

石川遼 様の大分類(１)診断
1991/09/17 12時 00分生れ
●ハードアスペクトが多い場合は？

アスペクトの分類

・人生を戦いの場として生きる傾向があります。
・実務的、合理的に行動し、物事を処理します。
・営業マン・販売・自営・創業者などが適職。

ﾊｰﾄﾞ 54%

●ソフトアスペクトが多い場合は？
・調和的に人生を生きる傾向があります。
・夢を大切にし、精神的なものを重要視します。
ｿﾌﾄ 46%

・技術者・事務・企画・芸術的自由な発想。

社会生活の分類

●仕事優先型とは？
・南半球(上部)に惑星が多い場合は仕事優先型になりま
す。
・社会的意識が強く公的な目標を優先します。

仕事 55%

・企業戦士・モーレツ社員・看護婦・ボランテイア活動

●家庭優先型とは？
・北半球(下部)に位置する惑星が多い場合は家庭優先型
家庭 45%

になります。
・個人の生活を優先し、社会よりもプライベートを大切にし
ます。
・趣味を優先できるのんびりとした職業が適職。

人生傾向の分類

●信念型
・東半球(左側)に位置する惑星が多い場合は、信念型に
なります。
・信念をもってコツコツと努力をします。

信念 73%

・他人に影響されず他人に影響を与えるタイプです。

●感覚型
感覚 27%

・西半球(右側)に位置する惑星が多い場合は、感覚型に
なります。
・感受性で生きていきますが、他人に影響されやすいのが
特徴です。
・大衆相手の肩の凝らないビジネスが得意です。

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼 様の大分類(２)診断
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●精神・創造性とは？

能力の４分類

人生の理想に向かって旺盛な欲望と向上心を持って自分を燃焼さ
せていきます。情熱家でリーダの資質。

10 %

精神・創造性

●堅実・実利とは？

60 %

堅実・実利

用心深く、堅実で休みなく努力をして確かな実績をあげていきま
す。非現実的なものへの理解は不得意。

20 %

知識・理性

●知識・理性とは？
知的で研究熱心です。物事に対しては淡白で話し好きで議論好き
です。さわやかで幅広い交際。

10 %

感受性・直感
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●感受性・直感とは？
情緒豊かで感受性に富み、自分の本心をなかなか他人に見せませ
ん。サービス精神が豊か。

若い時期に成功・晩年に成功

●晩年型
・ホロスコープの右上と左下に惑星が固まっていれば、晩年型に

27 %

早期型

なります。
・つまり、貴方の場合は、若い時期は苦労し、人生の成功は晩年

73 %

晩年型
0
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にあります。
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●作用が強い３惑星
●アスペクトの数が多い惑星が、強く作用している惑星と判断しますので下

①海王星 ②天王星 ③土星

記のようになります。
●海王星が最もアスペクトの作用が強いので、海王星で特徴診断します。
○夢と理想を追いかけていくロマンテイスト。
○人よりも名誉心が強く名誉を得ることができるが、人生は不安定。
●天王星が最もアスペクトの作用が強いので、天王星で特徴診断します。
○独立心・自立心がある。
○人と変わった発想や考え方をするので、孤立しやすい。

●作用が弱い３惑星
●最も作用が強い星座

①太陽 ②火星 ③水星

●作用が強いアスペクト

0度-4

乙女座

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090-3416-6230

30度-4
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ホロスコープの基礎知識
■牡羊座の解説
○支配星は火星
○キーワードは

我れ有り（主張）

・牡羊座は真の開拓者であり、先導者です。
・新しい時代を創造する神聖な花火にも例えられます。
・人々を新天地へ導く指導性が豊かな星座です。
・イエスキリストは、自らを「良き羊飼い」と称しています。
■牡牛座の解説
○支配星は金星
○キーワードは

私は持つ（所有）

・牡牛座は、大地に眠る富の生産者であり、「地上の富の管理人」に例えられます。
・神話では、大地母神イシュタルと関係が深いようです。
■双子座の解説
○支配星は水星
○キーワードは

私は考える（思考）

・ギリシアでは双児神デイオスクロイは航海の守護者として広く祭られ、船霊、あるいは幽霊火と
して、船を導く恵み深い神霊とされています。
・「知識の伝達者」として知性と実行力を合わせ持つ星座です。
■かに座の解説
○支配星は月
○キーワードは

私は感じる（感心）

・ギリシア神話では結婚の神聖と家庭婦人の権利を守る神后ヘラの使い獣とされています。
・外敵の侵入を許さない強い防衛本能と身を楯にしてでも我が子を守ろうとする母性愛が、この星
座の特性です。
■獅子座の解説
○支配星は太陽
○キーワードは

私は志す（意志）

・獅子座は「王者の星」であり、この星の下に生まれる者に名誉と富貴と権力を授けると言われま
す。
・神意によって授けられた王の権威のもと、正々堂々とした王道精神に生きることが獅子座の本領
と言えます。
■乙女座の解説
○支配星は水星
○キーワードは

私は調べる（分析）

・収穫の女神デメテルとも言われる星座です。
・デメテル神は本来は生き物のために食糧を生産する大地の保育機能を備えたやさしい母性神で、
最初に人間に農耕の技術と収穫の祭りを教えたのは彼女と伝えられています。
・身を捧げて他人のために役立とうとする、援助と奉仕の精神が乙女座の特性です。

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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■天秤座の解説
○支配星は金星
○キーワードは 私は計る（比較）
・正義の女神アストレイアが携える「正義の秤」とも言われます。
・この女神は大地が耕さずとも実り、戦いも苦しみもなかった「黄金時代」に人間の守護者として
地上に住んでいたが、後に人間の堕落を悲しんで天に去ったと伝えられています。
・秋霜のような冷厳さの中にも慈悲と正義への誓いを秘めた星座です。
■さそり座の解説
○支配星は冥王星
○キーワードは 私は求める（欲望）
・冬の枯死に備えて植物の種子を大地の懐深く蔵する星座です。
・自然界の生命の輪廻転生の秘義を司る星座です。
・極限状態に置かれても生存への確固たる意志を失うことなく、破壊の中から新たな秩序を打ち立
てて倒れたものを再建する使命を持っています。
■射手座の解説
○支配星は木星
○キーワードは 私は分かる（理解）
・ギリシア神話の馬人ケイローンは、姿は異様でも医術に長じ教育者としての資質に優れ、数多く
ギリシアの若き英雄を育てたと伝えられています。
・半人半馬の射手座の姿は、高貴な人間性と荒々しい獣性を合わせ持つ人間の二元性を象徴してい
ます
・高遠な哲理の中に、通俗と野性の本能を同居させているのが射手座の性格の特徴です。
■山羊座の解説
○支配星は土星
○キーワードは 私は使う（使役）
・山羊座は「現世」の象徴であるとともに「最後の足場」を意味します。
・同時に、それは人生で登りつめた最頂点を暗示しています。
・「草を食べながら地面に目を向けたまま山頂に到達する」のが山羊の天性であり、厳しい現実感
覚に裏付けられての「地上の王国」の建設が、山羊座の使命であると言えます。
■水瓶座の解説
○支配星は天王星
○キーワードは 私は知る（認識）
・ギリシア神話では水瓶をかつぐゼウス神のガニュメーデです。
・水瓶の中味は香り高い神酒とも「英知の水」とも言われ、天才創造の星座です。
・大いなる天空を把握するための広い視野と高度の知識が、水瓶座の天性と言えます。
■うお座の解説
○支配星は海王星
○キーワードは 私は信じる（信仰）
・神の愛アフロデイアと性愛の嵐神テイフォンに追われて魚に変身し水中に逃れた時の姿とされま
す。
・海のように未知の才能と可能性を限りなく秘めた星座です。

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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■太陽の解説
○太陽（ＳＵＮ）
・生命と活力の源泉であり、本人の精神を支配し基本的性格を決定します。
・太陽が与える贈り物は、人間としての尊厳と気高さです。
・太陽はどこに位置を占めても名誉と誇りをもたらし、支配する能力を授けます。
◎長所は雅量のある高潔な人柄となり、人生に栄光と成功を招きます。
×短所は高慢・横暴・我がままです。
■月の解説
○月（ＭＯＯＮ）
・反射と反応の機能を持つ惑星として感受性を司ります。
・本人の気分と感情を支配し気質を決定します。
・月は、子供時代の家庭環境や幼児体験と深く関係があります。
◎長所は順応性のあるソフトな性格となります。
×短所は対人関係や人生の諸状況に対する適応性が失われます。
■水星の解説
○水星（ＭＥＲＣＵＲＹ）
・知性を司る惑星であり、思考力・知覚力・学習能力・言語能力・コミュニケーションなど一切の
精神的能力を支配します。
・本人の知的適性や職業的有能さは、水星によって決まると言って良い程です。
◎長所は学問や技術の進歩が早く、有能で生活力も旺盛です。
×短所は機転や融通性に欠ける面があります。
■金星の解説
○金星（ＶＥＮＵＳ）
・愛と美の司神として、愛欲と美的感覚・芸術的才能を与える惑星です。
・異性を惹きつける魅力や、本人が愛したり賛美する対象を示します。
・親和力・協調性・バランス感覚など平和と和合への願いを暗示します。
・金星はロマンスやレジャーなど愛情生活や社交生活も司り、人生の一切の喜びと快楽の源泉です
。
◎長所は幸福な人間関係や社交的・芸術的な楽しみが多く、精神的に満たされた人生を送ります。
×短所は男女のモラルに乱れを生じたり、怠惰で遊び好きな面が出てきます。

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉
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■火星の解説
○火星（ＭＡＲＳ）
・勇気・闘志・情熱・活動力・肉体的エネルギーを司る惑星です。
・性衝動をも表し、配偶者を勝ち取るための闘争をします。
・事故・負傷・戦争・暴力・などの凶事も火星が司るところです。
・火星は、どこに位置を占めても紛争を表面化し、出費や労力を必要とする問題を作り出します。
・同時に、その問題に立ち向かう意志力と処理能力を授けます。
◎長所は新しい計画や事業に積極的に取り組むファイトのある人となります。
×短所は不和や争いを招いたり、攻撃性や侵略性を発揮しがちな面が出てきます。
■木星の解説
○木星（ＪＵＰＩＴＥＲ）
・成功・発展・拡大・保存を司る惑星です。
・木星は最大の吉星であり、幸運のありかを示し、精神的分野・物質的分野、どちらにも保護と恩
恵を授けます。
・木星は正義と道徳を尊ぶ精神と、正しい社会的見通し、高度の学問や宗教への指向性を与えます
。
◎長所は陽気で快活な人となり、ビジネスチャンスに恵まれてスケールの大きな人生を歩みます。
×短所はすべてが過剰となりやすく、過度の楽観による損出や贅沢・不節制を招きます。
■土星の解説
○土星（ＳＡＴＵＲＮ）
・制限・束縛・困難・不運を司る惑星です。
・土星は暗く重たく陰気な凶星で、関係するすべての事柄に長期の忍耐と努力が必要です。
・しかし、土星の与える試練は自己完成に役立ちます。
・現世を生き抜く経験的知恵や宿命の力に対する敬虔な信仰心などは、土星からの贈り物です。
◎長所は時間をかけて物事を完成させる堅実で慎重な人になりますし、晩年の成功と安泰が期待で
きます。
×孤独や貧苦に悩んだり、不満と失意の多い人生を歩みます。
■天王星の解説
○天王星（ＵＲＡＮＵＳ）
・飛躍・改革・分裂・創造性を司る惑星です。
・科学的センスや発明の才能・革新思想にも関係します。
・「伝統破りの星」とも言われ、古い体制や因襲を打破して新しい可能性を開く惑星です。
◎長所は先見性やオリジナリテイを必要とする分野で思いがけない境地が開けたり、新時代の注目
を華やかに集める職業ですばらしい業績を残せます。
×短所は異常性や反逆性が現れ、突然の運命の逆転や孤立を招きます。

(著作)

スターフォーチュン
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■海王星の解説
○海王星（ＮＥＰＴＵＮＥ）
・夢想・直感・理想主義を司る惑星です。
・慈善や奉仕・自己犠牲の精神にも関係します。
・海王星は物質的分野では力を持ちませんが、純粋な精神分野に生きる人に対しては霊感の恵みを
与えます。
・海王星は「美しい幻」のようなもので、手にとって見ることは出来ないけれど、大きな価値ある
ものを教えてくれる惑星と考えるとわかりやすいでしょう。
◎長所は詩的情緒や献身的行為となって人生に潤いと慰めをもたらします。
×短所は現実から逃避したり、人生を混乱に導く効果を生じます。
■冥王星の解説
○冥王星（ＰＬＵＴＯ）
・破壊と再建・始めと終わり・絶対権力・極限状態・強制的変化を司る惑星です。
・冥王星は潜在している事柄を支配し、無から有を生む力もありますが、空想的な面はなく割合い
現実的で、金権主義や政治的パワーと結びついて巨財を築いたりします。
◎長所は思いがけない時に意外な力量を発揮したり、人格や境遇が一変するような特異な発展を遂
げることが可能となります。
×短所は不可抗力的な事件によって得たものをすべて失うことになります。
■ドラゴンヘッドの解説
○竜の頭「ドラゴン・ヘッド」
・社会との交流や他人と結合しようとする願望を表します。
・人物としては、狭い範囲の社会で親密な関係を持つ人々を暗示します。

(著作)

スターフォーチュン
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恒星占星学の説明
【 恒星が出生図の太陽・月・ASC・MC とオーブ１度以内にある時強い作用をします。】
①-アルフェラト

牡羊座 14.14

芸術的霊感、名誉、独立、啓示による人生変更を意味します。
②-アルゴル

牡牛座 26.7

暴力や災害、親に束縛、首と喉に欠点を意味します。
③-アルキオン

牡牛座 29.56

悲哀と放浪、涙しやすい、虚しさを埋める必要を意味します。
④-アルデバラン

双子座 9.44

強い指導力やカリスマ、精力家、権力を意味します。
⑤-カペラ

双子座 21.48

名誉や信頼、財産、自己顕示欲を意味します。
⑥-ベテルギウス

双子座 28.42

研究熱心で社会的野望、真理の研究を意味します。
⑦-シリウス

かに座 14.1

攻撃的でプライド高く目標が大きい、独自の判断力を意味します。
⑧-ポルックス

かに座 23.10

強い生命力と大胆な行動、勝負強いを意味します。
⑨-プロキオン

かに座 25.44

忠実、復讐心、良い目上運、悪い目下運、成功と失脚を意味します。
⑩-レグルス

獅子座 29.46

若くして成功、理想主義者、強い使命感を意味します。
⑪-デネボラ

乙女座 21.34

強い精神力、批判能力、ヒステリック、支配的を意味します。
⑫-スピカ

天秤座 23.47

名誉運、名声運、管理能力、教育分野を意味します。
⑬-アクルックス

さそり座 11.49

霊的な物事に関心、存在感、強運を意味します。
⑭-アジェナ

さそり座 23.44

愛情のスキャンダル、健康、道徳心、多情を意味します。
⑮-アンタレス

射手座 9.42

戦闘的、頑固、冒険、犠牲的、視力障害を意味します。
⑯-ベガ

山羊座 15.15

芸術的才能、悲恋、寛容で奉仕的を意味します。
⑰-アルタイル

水瓶座 1.43

波乱の人生、衝動的、知的分野、名誉心を意味します。
⑱-フォーマルハウト

うお座 3.47

知的分野での成功、信仰心、影響力を意味します。
⑲-マーカブ

うお座 23.26

病気、試練、束縛、危険予知能力を意味します。
⑳-シャート

うお座 29.19

不吉な現象、災害、拘留、死、宗教、神秘を意味します。

(著作)
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石川遼様と上田桃子様の相性診断
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1991/09/17 12時 00分生れ
●●[上田桃子さんに対する対応・アプローチの仕方]
○家庭的で感情のこもった暖かいアプローチ・対応をされることを好みます。
○従って、ハイキングなど家族ぐるみの付き合いや、誘いをされたりすることを喜びます。
○野望を抱き、目標に対し万難を排し努力する仕事熱心な男性が好みです。
●●[相性診断（作用の強い順に文書が並んでいます）]
●石川遼の「太陽」と上田桃子の「木星」が 180度(178)のアスペクトを形成していますので下記の意味になります。
［概要］
○一方が方向性を示し、一方がそれを実現するといった相性です。
○男女間では、結婚まで発展する相性です。
○同性間においては、長い間付き合えるビジネスパートナーや友人となります。
●石川遼の「土星」と上田桃子の「金星」が 180度(179)のアスペクトを形成していますので下記の意味になります。
［概要］
○一方が勤勉で堅実、もう一方が愛情といった関係になります。
○従って、ビジネスでは、情緒や精神面が重要視される奉仕的な分野で効果を発揮する関係です。
●石川遼の「海王星」と上田桃子の「水星」が 180度(179)のアスペクトを形成していますので下記の意味になります。
［概要］
○一方が知性、一方が直感力・創造的センスといったビジネスの関係になります。
○従って、企画、新商品開発、芸術、芸能、文化といった分野では良好な関係になります。
●石川遼の「太陽」と上田桃子の「太陽」が 90度(90)のアスペクトを形成していますので下記の意味になります。
［概要］
○男女間では愛情と社会面での両面で結びつきがありますが、従属関係としては良い相性です。
○しかしお互いに仕事を持つなど社会的な地位が同じであれば、良くありません。
●石川遼の「太陽」と上田桃子の「火星」が 120度(119)のアスペクトを形成していますので下記の意味になります。
［概要］
○人生の方向性である太陽に、火星のもつエネルギーが注ぎ込む相性です。
○男女の場合は、お互いが行動的であり、夫婦というよりビジネスパートナー的関係です。
○同性同士の場合は、目的が同じであれば、お互いに勇気や刺激を与えられます。
●石川遼の「金星」と上田桃子の「月」が 30度(28)のアスペクトを形成していますので下記の意味になります。
［概要］
○男女間においては、愛情面と肉体面そして生活面での結びつきがあります。
○どちらかというと金銭関係でつながったところがあります。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉
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出会いから墓場まで２人の相性のすべて
石川遼 1991/09/17 と 上田桃子 1986/6/15

■出会ってから初期の頃の二人の相性
出生時における女性の金星が入っている星座と、男性の火星が入っている星座は、
２つの星座をおいて離れていて、一言でいえば、『尊重愛』といえます。
つまり、２人が出会って、最初のころは、自分とは、全く異なったタイプだという
気持ちがお互いにあります。出会った瞬間に強烈に惹かれあうということはありませ
ん。今までに出会ったことのない異色の異性だと意識しながらも、自分とは縁があり
そうにないというところからスタートするかもしれません。しかし、顔を合わせる回
数が増え、話しをしていくうちに、異性として刺激されるなにかを感じ始めます。そ
して、理性では抑えきれない感情が高まり、不安を抱きながらも、特別な異性だと認
識するようになります。

■プラトニックラブから肉体関係に発展した場合の相性
１度肉体関係をもったあと、男性は、女性の肉体を愛し、女性は男性の全てを深く
愛するように変化していきますが、その変化のあり方が、２人の相性となるわけで
す。占星学では、肉体関係はお互いの火星で見ます。出生時における女性の火星が
入っている星座と、男性の火星が入っている星座が２つの星座をおいて離れていま
す。
つまり、２人の相性は、交際が進むにつれて、お互いの求めているものが異なって
きます。片方は、精神的な触れあいを重視しているかと思えば、片方は、肉体的な触
れあいを重視しているというように、お互いのリズムが合いません。リズムが合わな
いときに、無理にセックスの行為に及んでも、一体感としてのオーガズムを得ること
ができず、ますます、２人の距離が大きくなっていきます。ですから、男女の身体の
違い、リズムの違いを最初から認め合い、相手に合わせる努力をする必要がありま
す。

■肉体関係をもって、３年経過したあとの相性
初めて肉体関係をもって、３年が経過すると、２人の相性は、生活面での相性へと
変化してきます。その衣食住という日常生活におけるお互いの価値観が、次の段階の
相性を決定するわけです。占星学では、家庭生活の相性はお互いの月で見ます。出生
時における女性の月が入っている星座と、男性の月が入っている星座が３つの星座を
おいて離れています。
つまり、２人が一緒に暮らした場合でも、その生活の感覚、物事の見方などには共
通性があり、相手の考え方を尊重し合うような間柄です。お互いに、家庭を良くして
いこうという気持ちがあり、奉仕しあえるカップルに進化していける相性です。この
組み合わせの場合、子供が一人誕生して、子育てを協力して行うことによって、本当
の意味でお互いの必要性を認め合うことができます。

■最終的に魂と魂の相性はどうなるのか？
男女の愛は、肉体的な魅力や姿形を無視しては成立しません。しかし、同じ屋根の
下で１０年以上暮らすと、お互いの姿形は、どういうものであれ、慣れてきます。そ
して、それからが、本当の意味で魂と魂との相性に変化していくわけです。占星学で
は、魂の相性はお互いの太陽で見ます。出生時における女性の太陽が入っている星座
と、男性の太陽が入っている星座が２つの星座をおいて離れています。
つまり、２人の魂は、もともと距離が離れていて、水と油で溶け合うことは難しい
関係です。お互いに、相手の、心の奥深いところは理解できないという関係です。し
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉
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出会いから墓場まで２人の相性のすべて
石川遼 1991/09/17 と 上田桃子 1986/6/15
かし、人生上の困難を共同で乗り越えていくうちに、自分とは異なる相手の個性をそ
のまま、素晴らしいものとして認め合うという関係に変化していきます。違いを高い
知性で融合すると、違いを楽しめるようになってきて、社会がどんなに変化しようと
も、比較的楽に対応できることを学びます。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉
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あの人が結婚を考えはじめるきっかけは？
石川遼 1991/09/17

■あの人が、結婚を具体的に考えはじめるきっかけ
複式占星学で診断すると、生まれたときの太陽の星座（おとめ座）から数えて第４
番目のいて座があの人の家庭運を示しています。つまり、あの人は、同窓会などに出
席したときに、結婚を現実のものとして受け入れ始めると示されています。久しぶり
で古い友人たちと会って話すと内容は、結婚のことになるからです。昔の同窓生達の
多くも、結婚して落ち着いた雰囲気に変わっているのを見て、いやでも結婚を意識さ
せられるからです。あの人は、結婚を意識し始めると、自分自身の両親の現状の生活
状況が気になります。また、職場の目上や上司達の住居の状況などにも関心を持ち始
めます。
だからといって、すぐに結婚を現実のものと考えるようにはなりません。今後、あ
の人が、結婚を現実のものとして実現していくには、多くの人と知り合う機会が必要
と思われます。自宅と会社の往復だけでは、異性と心をひとつにして感動を共有する
ことの喜びを味わうことはできません。結婚を司る神からのメッセージは「多くの異
性と積極的に出会い、楽しみなさい」です。結婚という峠を越えるには、社交性を身
につけていくことが必要です。

■結婚生活を円満にするために、あなたが許すべき相手の欠点
あの人が生まれつきもっている欠点や不得意な部分は、土星が入っているみずがめ
座で示されています。つまり、あの人は、気軽に友達や人の輪に入っていくというこ
とが得意ではないようですが、それを攻めるのではなく、許すべき特徴だと理解する
ことです。なんとなく気のあう人と巡り合えたと思っても、自分から積極的に、交友
を深めていかないので、あなたが、あの人に代わって、社交上手になる必要がありま
す。どんな人に対しても、心を開き、すんなりと溶け込んでいく、あなたの姿を見る
うちに、あの人も徐々に変化していきます。

■あの人があなたの愛によって成長するとどう変化するか？
あの人が本来生まれ持った生命のエネルギーは太陽の入っているおとめ座で示され
ています。つまり、あの人は、理知的で、細かい気配りが得意で、物事をうまく、進
めていくことができます。しかし、心の中は、いつも失敗してはいけないと思ってい
るので、自分に厳しく鞭打って、神経をすり減らして毎日を送っているわけです。で
すから、あなたから見ると、どうでもいいことにこだわり、いつもイライラしている
ように感じることもあります。しかし、あなたの愛によって、物事を分析しすぎると
人を愛する心情が失われることに気がつきます。やがて、人のために自分の分析力を
使うように変化していきます。

■あの人からプロポーズされても受け入れてはいけない状況とは？
もしも、あの人が世間で話題になっているテレビをそのまま解説してみせたり、ま
た、うれしいことや悲しいことなどがあった場合に、感情を表に出しすぎているよう
であれば、あの人は「ものごとを分析したい」というおとめ座の個性を捨てている可
能性があります。
そんな状態からは、どんなにあなたが愛情を投入したとしても、あの人が変化する
ことはありません。たとえ、あの人からプロポーズをされたとしても、あなたは、そ
れを受け入れるべきではありません。自分を信じられないあの人を救えるのはあの人
だけなのですから。あなたにできることは、あの人が、世の中で話題になっている出
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あの人が結婚を考えはじめるきっかけは？
石川遼 1991/09/17
来事を冷静に分析したいという欲求が出てくるまで見守ることだけです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼 様のインド占星学鑑定書
1991/09/17 12 時 00 分 生 れ
【マハーダシャー、アンタル・ダシャーシステムによる生涯リズム】

【 あ な た の 恋 愛 ・ 結 婚 運 全 般 を 診 断 し ま す 。】
■あなたの結婚相手はどんな人？
男性の場合は、愛は獲得するものですから金星の入っている星座をみます。あなたがまだ
出会っていない結婚相手は、かに座と示されています。つまり、人を安心させる穏やかな
風貌をしていて、利益に心を奪われず、心変わりの少ない性質を持っているようです。そ
の 相 手 の 長 所 は 、一 度 決 め た ら や り ぬ く 根 性 は あ り ま す が 、人 と の 協 調 性 も あ る こ と で す 。
■どういう出会いの仕方になるか？
出会いの仕方を示す、第５ハウスの支配星は木星です。ですから、あなたと結婚する異性
との出会いは、あなたの収入がアップしたり、職位があがって、豊かな気持ちになった状
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況で訪れます。おおらかな気持ちで、家族や世話になった友人へのプレゼントを買いに出
掛 け た と き な ど で す 。出 会 っ た 瞬 間 は 、運 命 の 出 会 い だ と 気 が つ か な い か も し れ ま せ ん が 、
妙に心がときめいたら、それが運命の記しです。ただし、身分や生まれ育った環境が違い
すぎる場合は、運命の相手ではありませんので、注意してださい。
■結婚すれば、どういう生活になるか？
結婚生活を示す、第７ハウスの支配星は金星です。ですから、あなたは、結婚すれば、人
を惹きつける魅力が増し、人気運がアップします。いつの間にか、異性の心を喜ばせるセ
ンスが身につき、パーティーや宴会などに呼ばれる機会も多くなっていきます。良い運を
呼び寄せようと思えば、あなたよりも、少しだけ異性にもてる魅力を備えている相手を求
めるべきなのです。
■結婚しなければ、どういう生活になるか？
あなたが結婚しない人生を択んだ場合でも、第７ハウスが異性運を暗示していますから、
異性との恋愛は、あなたの人生には、必要不可欠なものです。正式な結婚という形をとら
ない場合でも、異性との触れ合いを大切にしていけば、あなたの愛を捧げる相手は出現し
ます。そして、捧げる愛が大きいほど、あなたは、魅力的になっていきます。
■結婚に向かうとき、むかうべきでないとき
結婚に向かうべき時期と、結婚を避ける時期というのは、一人一人皆、異なるものです。
困難を示す土星がはいっている星座の支配星は土星ですから、あなたの場合、結婚を避け
る時期は、上司や目上から納得できない扱いを受けて、嫌な思いをしているときや、苦労
を耐え忍んでいるときです。そして、結婚に向かうべき時期というのは、逆に、上司や目
上から引き立てを受け、社会的な地位が向上したり、社交的に活動して人脈を広げていっ
ているときです。
■結婚までに変えないといけない部分
人は誰でも欠点をもっていますが、弱点をしめす土星が第３ハウスにはいっています。つ
まり、あなたの場合は、相手の状況を見ながら臨機応変に対応していくのが得意ではない
ようです。特に、身近にいる人に対して、自己の主張を先にするあまり、誤解がおきやす
いようです。結婚するまでに、誤解されることなく、他人とのコミュニケーションができ
る癖を身につけておきましょう。

以上が恋愛・結婚運の全般の診断となりますが、インド占星学でいう支配星には、２段階
あるということを理解してください。その星座に惑星がはいっている場合は、その惑星が
支配星になります。惑星がはいっていない場合は、もともとの星座の住人である惑星が支
配星となります。たとえば、しし座は太陽。かに座は月。おとめ座とふたご座は、水星と
いうようにです。診断のとき、星座と惑星という区分を厳密にしないのがインド占星学の
特徴です。
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【 あ な た の 社 会 運 全 般 を 診 断 し ま す 。】
■あなたが、生まれながらにもっている才能とは？
あなたに与えられているもっとも本質的で強い才能は、木星です。つまり、良い先輩や指
導者に恵まれることです。正しく指導を受ければ、後輩や部下に対しても、正しい指導を
することができ、信頼を勝ち取ることができます。その結果、投資・企画・営業など、ど
んな分野であったとしても、正しい道筋を示すことができるはずです。一方で、娯楽、快
楽と欲望を満たすだけの遊びは、あなたにとっては無意味であり、それに時間を割くべき
ではありません。
■あなたの職場運・仕事運はどうか？
職場運を示す第１０ハウスをみると、水星が支配しています。ですから、あなたは、深い
技術の取得、または、未来を予知する情報戦略で可能性があります。ただし、人並み以上
の研究と集中力、そして何よりも本質的な情報を選択できる心眼を持つことが必要です。
あなたは、過去のデータを鋭く分析することが得意ですので、やがてカリスマ的になる可
能性もあります。
■あなたの仕事状況と経済的状況は安定しているか？
仕事や収入の安定度を示す第２ハウスを見ると、月が支配しています。つまり、変化に富
ん で い て 、安 定 し て い ま せ ん 。時 代 の 波 に よ っ て 、良 く な っ た り 、悪 く な っ た り 、し ま す 。
収入の面でも、私生活の在り方しだいで、ゆとりが生れたり、厳しい状況となったりしま
す。そして、経済的安定を左右するのは、あなたの交際関係です。
■あなたの金銭運・収入運はどうか？
金銭運を示す第１１ハウスをみると、太陽が支配していますから、地位とか名誉を得た結
果のことであるようです。生まれた家系・家柄や学歴を越えて、大きな財産を獲得できる
運があります。しかし、社会的な正義を守るということと、精神的な成長を伴うという２
つが条件となります。
■あなたのなかで、家庭と仕事のバランスはどうか？
あなたの家庭に対する思いを、第４ハウスで見ると、土星が支配しているので、強くはあ
りません。結婚生活は、忍耐が必要で生活に追われてしまうというイメージがあります。
しかし、計算づくで考える傾向があるので、結婚したほうが得と考えれば、家庭を優先し
ま す 。仕 事 を し て い た ほ う が 、得 と 考 え た 場 合 に は 、仕 事 の ほ う を 優 先 し ま す 。い っ た ん 、
優先したものは、途中であきらめることなく、大切にしていきます。
■社会生活で、あなたが陥りがちな罠とは？
社会生活をする上で、あなたが陥りがちな落とし穴を、金星と土星のハウスの距離でみる
と１８０度です。ですから、世の中や会社内の流れに乗り切れないところから、落とし穴
がスタートします。なにかにつけて、周囲から冷たく扱われる立場に自分を追い込んでし
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まう傾向があります。大きな流れには、逆わずに、素直に乗るということが、落とし穴に
はまりこまないコツです。
■あなたを襲う困難は、どういう形でおとづれるか？
あ な た の 場 合 、土 星 が 第 ３ ハ ウ ス に あ り ま す 。つ ま り 、も と も と 、職 場 の 人 間 関 係 な ど で 、
うまくいかない傾向があり、精神的に安定しないときがあります。他人に対し、冷たくな
ったり、口数が少なくなったり、考え込んでしまったりするのは、そのせいです。
以上が社会運の全般の診断となりますが、インド占星学でいう支配星には、２段階あると
いうことを理解してください。その星座に惑星がはいっている場合は、その惑星が支配星
になります。惑星がはいっていない場合は、もともとの星座の住人である惑星が支配星と
なります。たとえば、しし座は太陽。かに座は月。おとめ座とふたご座は、水星というよ
うにです。診断のとき、星座と惑星という区分を厳密にしないのがインド占星学の特徴で
す。

（著作）

スターフォーチュン
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深 川宝琉

電 話 090-3416-6230

サイドリアル方式での惑星位置
1984/10/13〜ケートゥ/ケートゥ 149日間
1985/3/11〜ケートゥ/金星 426日間
13.14
射手
月
1986/5/11〜ケートゥ/太陽 128日間
1986/9/16〜ケートゥ/月 213日間
15.26
獅子
水星
1987/4/17〜ケートゥ/火星 149日間
5
8
7
6
27.34
かに
金星
1987/9/13〜ケートゥ/ラーフ 383日間
1988/9/30〜ケートゥ/木星 341日間
創造と学習・知能・判断・子供 病気・事故・争い・競争・職業
結婚・配偶者・社会・対人関係 寿命・生命・突発出来事・災難
16.19
乙女
火星
(法則規範のダルマハウス)
・秘密(解脱のハウス)
(欲望のカーマハウス)
(収入のアルタハウス)
1989/9/6〜ケートゥ/土星 405日間
7.17
獅子
木星
1990/10/16〜ケートゥ/水星 362日間
1991/10/13〜金星/金星 1217日間
石川遼 様のインド占星学
6.50
山羊
土星
1995/2/11〜金星/太陽 365日間
1991/09/17 12時 00分生れ 男
21.45
射手
ラーフ
1996/2/11〜金星/月 608日間
21.45
双子
ケートゥ
1997/10/11〜金星/火星 426日間
4
9
1998/12/11〜金星/ラーフ 1095日間
2009/02/13 のトランジット
20.22
さそり
ＡＳＣ
2001/12/10〜金星/木星 973日間
土地・不動産・家・乗り物・旅
幸運・宗教・教育者・父親(法・
行(解脱のハウス)
･規範のダルマハウス)
2004/8/9〜金星/土星 1156日間
0.23
水瓶
太陽
ダシャーシステムのナクシャトラ 2007/10/9〜金星/水星 1034日間
12.47
乙女
月
2010/8/8〜金星/ケートゥ 426日間
4.4
山羊
水星
ムーラ
2011/10/13〜太陽/太陽 110日間
13.15
うお
金星
支配星 : ケートゥ 99 %
2012/1/31〜太陽/月 182日間
12.16
山羊
火星
2012/7/31〜太陽/火星 128日間
15.2
山羊
木星
2012/12/6〜太陽/ラーフ 328日間
3
10
2013/10/30〜太陽/木星 292日間
26.18
獅子
土星
欲望・勇気・強さ・短距離移動
職業・地位・名誉・影響力・父
2014/8/18〜太陽/土星 347日間
(欲望のカーマハウス)
親(収入のアルタハウス)
2015/7/31〜太陽/水星 310日間
2016/6/5〜太陽/ケートゥ 128日間
2016/10/11〜太陽/金星 365日間
星座の
2017/10/13〜月/月 304日間
支配星
2018/8/13〜月/火星 213日間
2019/3/14〜月/ラーフ 548日間
2
1
12
11
2020/9/12〜月/木星 487日間
2022/1/12〜月/土星 578日間
家庭・収入・言葉・飲食・口(・
自分自身・身体・容貌・頭(法・ 損失・解脱・放棄・逮捕・病院
収入・利益・成功・行動・友人
茁・ﾌアルタハウス)
･規範のダルマハウス)
(解脱のアルタハウス)
(欲望のカーマハウス)
2023/8/13〜月/水星 517日間
2025/1/11〜月/ケートゥ 213日間
2025/8/12〜月/金星 608日間
ヴァルガシステムによる惑星の星座への影響度
2027/4/12〜月/太陽 182日間
26 31 32 35
3 3 4 6
6 6 6 6
1 3 3 5
5 6 4 3
4 4 5 4
5 3 6 6
2 6 4 5
2027/10/13〜火星/火星 149日間
24 全惑星 30 2028/3/10〜火星/ラーフ 383日間
3
4
2
3
3
4
4
5
4
7
5
3
3
4
28
24 2029/3/28〜火星/木星 341日間
4
2
2
5
5
2
4
5
5
5
3
3
5
2
26 26 29 26 2030/3/4〜火星/土星 405日間
3 3 2 2
6 5 4 5
3 3 4 3
4 5 4 3
3 3 5 5
2 6 4 3
5 1 6 5
2031/4/13〜火星/水星 362日間
惑星を通し絡み合っているハウス
惑星の活性度点数
2032/4/9〜火星/ケートゥ 149日間
2032/9/5〜火星/金星 426日間
ﾑﾙﾁｭﾊﾞｰｷﾞｬ
アスペクト
同宮(ｺﾝｼﾞｬｸｼｮﾝ)
在住ﾊｳｽ 星座交換
支配ﾊｳｽ
星座相性 ﾊｳｽ相性 合計点
2033/11/5〜火星/太陽 128日間
無し
5
61
10
11
10
5点
3点
2点
2034/3/13〜火星/月 213日間
2034/10/13〜ラーフ/ラーフ 986日間
害あり
8
0
0
2
9
4点
2点
2点
2037/6/25〜ラーフ/木星 876日間
無し
4
52
11
10
8 11
6点
4点
2点
2039/11/18〜ラーフ/土星 1040日間
無し
3
0
0
9
7 12
6点
5点
1点
2042/9/23〜ラーフ/水星 931日間
2045/4/11〜ラーフ/ケートゥ 383日間
無し
526
10
0
11
6 1
4点
3点
1点
2046/4/29〜ラーフ/金星 1095日間
無し
426
8 11
0
10
5 2
7点
4点
3点
2049/4/28〜ラーフ/太陽 328日間
2050/3/22〜ラーフ/月 548日間
無し
9 5 12
0
0
3
4 3
7点
3点
4点
2051/9/21〜ラーフ/火星 383日間
2052/10/13〜木星/木星 779日間
2054/12/1〜木星/土星 925日間
マハープルシャヨーガ（惑星の人格強調）
ラージャヨーガ（成功と名誉）
ダーナヨーガ（富と貴）
2057/6/13〜木星/水星 827日間
有無
惑星の人格が強調されるパターン
有無
成功と名誉が約束されるパターン
有無
富貴が約束されるパターン
2059/9/18〜木星/ケートゥ 341日間
2060/8/24〜木星/金星 973日間
無し
火星と星座の相性が良くケンドラにある
0
１室と４室が絡んでいる
1
２室と１室が絡んでいる
2063/4/24〜木星/太陽 292日間
無し
水星と星座の相性が良くケンドラにある
2
１室と５室が絡んでいる
3
２室と５室が絡んでいる
2064/2/10〜木星/月 487日間
2065/6/11〜木星/火星 341日間
無し
木星と星座の相性が良くケンドラにある
0
１室と７室が絡んでいる
1
２室と９室が絡んでいる
2066/5/18〜木星/ラーフ 876日間
無し
金星と星座の相性が良くケンドラにある
0
１室と９室が絡んでいる
2
１１室と１室が絡んでいる
2068/10/13〜土星/土星 1098日間
2071/10/16〜土星/水星 982日間
無し
土星と星座の相性が良くケンドラにある
2
１室と１０室が絡んでいる
4
１１室と５室が絡んでいる
2074/6/24〜土星/ケートゥ 405日間
3
４室と５室が絡んでいる
0
１１室と９室が絡んでいる
2075/8/3〜土星/金星 1156日間
※ケンドラとは１・４・７・１０ハウスのこと
1
４室と９室が絡んでいる
無し
月と火星が星座を交換している
2078/10/2〜土星/太陽 347日間
火星は勇気と冒険心を与える。
2079/9/14〜土星/月 578日間
0
７室と５室が絡んでいる
無し
月と火星が同じ室にある
水星は学識と知性を与える。
2081/4/14〜土星/火星 405日間
木星は気品と社会性を与える。
1
７室と９室が絡んでいる
月と火星が180度アスペクトしている 無し
2082/5/24〜土星/ラーフ 1040日間
金星は魅力と快楽を与える。
2085/3/29〜土星/木星 925日間
4
１０室と５室が絡んでいる
無し
２室で惑星が集中している
2087/10/13〜水星/水星 879日間
土星は大衆人気と指導性を与える。
0
１０室と９室が絡んでいる
無し
６室で惑星が集中している
2090/3/10〜水星/ケートゥ 362日間
2091/3/7〜水星/金星 1034日間
2094/1/4〜水星/太陽 310日間
メモ
2094/11/10〜水星/月 517日間
2096/4/10〜水星/火星 362日間
2097/4/7〜水星/ラーフ 931日間
2099/10/25〜水星/木星 827日間
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉
TEL 090-3416-6230
2102/1/30〜水星/土星 982日間

太陽

乙女

0.7
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【七星と七星の角度（アスペクト）から推命する技法で診断】
○太陽と土星が会の関係-何事も慎重で楽観することがありませんので、愉快ではありませんが失敗もしません。
○太陰と水星が会の関係-戦略的な頭脳で、直感も加わって、時代を読みながら人生を生きていきます。
○太陰と火星が刑の関係-情緒が豊かではありますが、人に対し攻撃的で威圧的ですので、人気運がありません。
○太陰と木星が会の関係-人から好かれる性格ですので、困難な時には目上からの援助があります。
○水星と木星が合の関係-戦略的な頭脳と行動力で、判断に誤りがなく、社会的な成功と発展をします。
【十二宮と七星の角度（アスペクト）から推命する技法で診断】
『注意』矛盾する文章内容が出てくる場合があります。その場合は、上に位置する文章を優先します。
○命宮と太陽が刑の関係-勢いと迫力はありますが、実績と内容が伴わない傾向があります。
○命宮と金星が会の関係-情緒が豊かで愛情がありますので、異性にも人気があり、それで成功します。
○身宮と太陰が刑の関係-感情的な部分が災いして、人を恨んだり恨まれたりとしやすい傾向です。
○身宮と火星が冲の関係-考えるよりも実行する方で、その結果災いを招いてしまう傾向です。
○財帛宮と太陽が会の関係-お金が入ってくる実力と力を持っていて大財を成すことができます。
○兄弟宮と金星が冲の関係-異性の同僚や友人から、憎まれたり、憎んだりして良くありません。
○田宅宮と太陽が冲の関係-迫力とパワーで事業を営み、それが災いとなって不動産を失います。
○男女宮と金星が会の関係-愛情が豊かな異性と出会い、生涯引き立てを受けることがあります。
○奴僕宮と太陽が会の関係-目下や部下に対し、迫力と権力で接する傾向があります。
○奴僕宮と金星が刑の関係-異性の部下や目下から、情緒問題でトラブルに発展します。
○夫妻宮と太陽が刑の関係-夫婦の仲があまり良くありませんが、その原因は夫の方にあります。
○遷移宮と金星が合の関係-無理なく事業を展開し、富を得ることができます。
○官禄宮と太陽が合の関係-持ち前のパワーを発揮して、社会的地位と名誉に恵まれます。
○父母宮と金星が刑の関係-父母から大変愛情をかけられますが、それが行き過ぎて我侭になる可能性があります。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

伝統的マヤ農耕暦での診断結果
男相：8

1991/9/17生まれ

集合意識：ものごとの結実

女相：20

14
十二

3

白い魔法使い

混乱した状態
を安定させる
度量を持つ

青い夜

科学では計り知れない
不思議な力を重視する

物質面と精神面の両方
の豊かさを目指す

行動様式
神秘関係：7

顕在意識

類似関係：5
反対関係：4 案内役：18
誕生日
2004/9/17
d1
2005/9/17
2006/9/17
2007/9/17
2008/9/17

暦
3
108
213
58
164

紋章
3
8
13
18
4

潜在意識

キン 194

誕生日から１年継続するエネルギー
物質面と精神面の両方の豊かさを目指す
形を整え調和の美をつくる。熟成させる
人の成長を助けることが自分の喜びとなる
目に見えない永遠性を重視するが現実も尊ぶ
新しいアイデアに目覚め開花させる

誕生日
2009/9/17
d01
2010/9/17
2011/9/17
2012/9/17
2013/9/17

暦
9
114
219
65
170

紋章
9
14
19
5
10

誕生日から１年継続するエネルギー
新しい流れを作り出す。その前の浄化
科学では計り知れない不思議な力を重視する
嵐のような変化のパワーと温かさ
失われた真実を発見する情熱と本能
宇宙の意思に誠実で忠実に生きていく

■エネルギーの診断
マヤ暦では、あなたの番号は<194>となります。太陽の紋章は、<14>で白い魔法使いとなり、顕在意識は『科学では計り知
れない不思議な力を重視する』となります。この太陽の紋章の潜在意識は、<3>で青い夜となり、『物質面と精神面の両方の
豊かさを目指す』となります。
この顕在意識と潜在意識を結合すると、『物質面と精神面の両方によって高い精神世界を目指す』となりこれがあなたの生
き方です。
宇宙の１３あるパルスのなかで、あなたのパルスは<十二>です。つまり行動様式は、『混乱した状態を安定させる度量を持
つ』となります。
宇宙エネルギーは＜起＞＜承＞＜転＞＜結＞＜調整＞の５分類に分かれ、あなたの場合は『ものごとの結末を迎える段
階のグループ』に属します。
次にあなたの男性的な心情部分（太陽の紋章から６を引いたもの）と女性的な心情部分（太陽の紋章に６を足したもの）に
ついて説明します。
男性的な部分の太陽の紋章は、『<8>黄色い星』で、『お祭り騒ぎが好きで、喜びを熟成させる』となります。女性的な部分
の太陽の紋章は、『<20>黄色い太陽』で、『すべてを知る威厳を持ちながらも角をたてない円満さ』となります。
■伝統的マヤ農耕暦の周期は不定です
ドリームスペル暦では４年周期でリズムは定期的に循環します。
しかし、伝統的マヤ農耕暦の周期は４年ではありません。
■人間関係
類似の関係：一緒にすごしても違和感のない自然な人間関係の人の太陽の紋章の番号は、『5 赤い蛇』で、『失われた真
実を発見する情熱と本能』という意味があり、あなたの太陽の紋章と合計すると１９になります。
神秘の関係：前世からの因縁など神秘的なつながりがある関係の人の太陽の紋章の番号は、『7 青い手』で、『根本を理
解し把握するまで思索する』という意味があり、あなたの太陽の紋章と合計すると２１になります。
反対の関係：性格や考え方が反対の関係の人の太陽の紋章の番号は、『4 黄色い種』で、『新しいアイデアに目覚め開花
させる』という意味があり、あなたの太陽の紋章との差が１０になり、魅力的に感じてしまいます。
案内人の関係：あなたの人生において案内役を演じるの人の太陽の紋章の番号は、『18 白い鏡』で、『目に見えない永遠
性を重視するが現実も尊ぶ』という意味があります。

伝統的マヤ農耕暦での２６０日周期表カレンダー

2009年9月9日から260日間

赤い竜

1一
9/9

21 八
9/29

41 二
10/19

61 九
11/8

81 三
11/28

101 十
12/18

121 四
1/7

141 十一 161 五
1/27
2/16

181 十二 201 六
3/8
3/28

221 十三 241 七
4/17
5/7

白い風

2二
9/10

22 九
9/30

42 三
10/20

62 十
11/9

82 四
11/29

102 十一 122 五
12/19
1/8

142 十二 162 六
1/28
2/17

182 十三 202 七
3/9
3/29

222 一
4/18

242 八
5/8

青い夜

3三
9/11

23 十
10/1

43 四
10/21

63 十一
11/10

83 五
11/30

103 十二 123 六
12/20
1/9

143 十三 163 七
1/29
2/18

183 一
3/10

203 八
3/30

223 二
4/19

243 九
5/9

黄色い種

4四
9/12

24 十一
10/2

44 五
10/22

64 十二
11/11

84 六
12/1

104 十三 124 七
12/21
1/10

144 一
1/30

164 八
2/19

184 二
3/11

204 九
3/31

224 三
4/20

244 十
5/10

赤い蛇

5五
9/13

25 十二
10/3

45 六
10/23

65 十三
11/12

85 七
12/2

105 一
12/22

125 八
1/11

145 二
1/31

165 九
2/20

185 三
3/12

205 十
4/1

225 四
4/21

245 十一
5/11

26 十三
10/4

46 七
10/24

66 一
11/13

86 八
12/3

106 二
12/23

126 九
1/12

146 三
2/1

166 十
2/21

186 四
3/13

206 十一 226 五
4/2
4/22

246 十二
5/12

白い世界の橋渡し 6 六

9/14
青い手

7七
9/15

27 一
10/5

47 八
10/25

67 二
11/14

87 九
12/4

107 三
12/24

127 十
1/13

147 四
2/2

167 十一 187 五
2/22
3/14

207 十二 227 六
4/3
4/23

247 十三
5/13

黄色い星

8八
9/16

28 二
10/6

48 九
10/26

68 三
11/15

88 十
12/5

108 四
12/25

128 十一 148 五
1/14
2/3

168 十二 188 六
2/23
3/15

208 十三 228 七
4/4
4/24

248 一
5/14

赤い月

9九
9/17

29 三
10/7

49 十
10/27

69 四
11/16

89 十一
12/6

109 五
12/26

129 十二 149 六
1/15
2/4

169 十三 189 七
2/24
3/16

209 一
4/5

229 八
4/25

249 二
5/15

白い犬

10 十
9/18

30 四
10/8

50 十一
10/28

70 五
11/17

90 十二
12/7

110 六
12/27

130 十三 150 七
1/16
2/5

170 一
2/25

190 八
3/17

210 二
4/6

230 九
4/26

250 三
5/16

青い猿

11 十一
9/19

31 五
10/9

51 十二
10/29

71 六
11/18

91 十三
12/8

111 七
12/28

131 一
1/17

151 八
2/6

171 二
2/26

191 九
3/18

211 三
4/7

231 十
4/27

251 四
5/17

黄色い人

12 十二
9/20

32 六
10/10

52 十三
10/30

72 七
11/19

92 一
12/9

112 八
12/29

132 二
1/18

152 九
2/7

172 三
2/27

192 十
3/19

212 四
4/8

232 十一 252 五
4/28
5/18

赤い空歩く人

13 十三
9/21

33 七
10/11

53 一
10/31

73 八
11/20

93 二
12/10

113 九
12/30

133 三
1/19

153 十
2/8

173 四
2/28

193 十一 213 五
3/20
4/9

233 十二 253 六
4/29
5/19

白い魔法使い

14 一
9/22

34 八
10/12

54 二
11/1

74 九
11/21

94 三
12/11

114 十
12/31

134 四
1/20

154 十一 174 五
2/9
3/1

194 十二 214 六
3/21
4/10

234 十三 254 七
4/30
5/20

青い鷲

15 二
9/23

35 九
10/13

55 三
11/2

75 十
11/22

95 四
12/12

115 十一 135 五
10/1/1
1/21

155 十二 175 六
2/10
3/2

195 十三 215 七
3/22
4/11

235 一
5/1

255 八
5/21

黄色い戦士

16 三
9/24

36 十
10/14

56 四
11/3

76 十一
11/23

96 五
12/13

116 十二 136 六
1/2
1/22

156 十三 176 七
2/11
3/3

196 一
3/23

216 八
4/12

236 二
5/2

256 九
5/22

赤い地球

17 四
9/25

37 十一
10/15

57 五
11/4

77 十二
11/24

97 六
12/14

117 十三 137 七
1/3
1/23

157 一
2/12

177 八
3/4

197 二
3/24

217 九
4/13

237 三
5/3

257 十
5/23

白い鏡

18 五
9/26

38 十二
10/16

58 六
11/5

78 十三
11/25

98 七
12/15

118 一
1/4

138 八
1/24

158 二
2/13

178 九
3/5

198 三
3/25

218 十
4/14

238 四
5/4

258 十一
5/24

青い嵐

19 六
9/27

39 十三
10/17

59 七
11/6

79 一
11/26

99 八
12/16

119 二
1/5

139 九
1/25

159 三
2/14

179 十
3/6

199 四
3/26

219 十一 239 五
4/15
5/5

259 十二
5/25

黄色い太陽

20 七
9/28

40 一
10/18

60 八
11/7

80 二
11/27

100 九
12/17

120 三
1/6

140 十
1/26

160 四
2/15

180 十一 200 五
3/7
3/27

220 十二 240 六
4/16
5/6

260 十三
5/26

