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企業家のためのビジネス成功レポート

名前 XYZ
誕生時間 Mm/dd/yyyy
誕生時間 12:00:00 AM
誕生時間 City of Birth, Country of Birth

はじめに

まずあなたの基本的なビジネスは農産物の商品取引であり、主にコーヒーを取り扱っておられます。重

要な貿易の中継地であるシンガポールをベースに商品取引を行っておられます。主な課題としてはあ

なたが売り手、あるいは買い手として第一取引先となるためには銀行からの信用状、あるいは信用手

形を得なければならず、それが巨大な運転資金、あるいは十分な資金を必要とする商品先物取引と

いうことです。商品先物取引それ自体が多くの競合先があり、また利益率は比較的低いと言えます。

ですからあなたが第一取引先となるためには、現金の流動性の弱点は常にあなたの商売の課題となる

でしょう。

その代替案として第二取引先としての立場を受け入れることと取引相手の料金に満足する必要があり、

また取引を支援してくれる金融支援者と積極的に利益を共有する必要があると思われます。買い手が

あなたの信用状（信用手形）を完全に受け入れている場合でも最近の銀行は融資にとても慎重な態度

を持っています。また買い手、あるいは売り手になり得る主要な取引先によって短期徴収される場合も

考えられますのであなたは常に危険性（リスク）を抱えていると言えます。以上のような制限や制約の

中で、私はあなたの出世図を分析して今後 1 年と 2 年間のあなたのビジネスの機会と課題が生じる期

間を割り出すつもりでいます。

出生図に基づく完全なレポートこれはあなたが会社の最高経営責任者（CEO）のみならず、ビジネス

の事実上の運営者であることが前提になります。
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A）基本的な占星術変数

あなたの誕生図

出生チャートの重要な変数

あなたの上昇宮：おとめ座

太陽の星座：いて座

月の星座：おとめ座

高揚の惑星：なし

減衰の星座：なし

退行の惑星：火星、木星と土星

出生図における各惑星の状況

出生図内の惑星の状況に基づいて、9 つのすべての惑星の出生時における約束（出生時の惑星の配

置）を出生図に表示しました。人生のさまざまな局面（テーマ）において、惑星の持つ意味はしばし

ば多くの矛盾が見受けられます。同じ惑星であってもその配置のために人生のある局面においてはに

友好的であるにもかかわらず、別の局面ではその支配星のために逆に敵対的であることがあります。一

つの惑星は、人生のある特定の局面では友好的であり大成功を約束できると言えるのに、同時に、別
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の惑星がその局面において最も不吉であり失敗を約束できるというようなことがしばしば生じます。

通常、そのような相反する影響は、お互いの影響を相殺、あるいは中和するものではありません。そ

の正と負（肯定的と否定的）の両方の影響は人生に両方の影響を与えるものなのです。

それぞれ正と負（肯定的と否定的）の影響がどの程度個人の人生に影響するかは惑星の強度（強

さ）に依存しています。つまり、その影響が吉か凶（幸運か不吉）を判断するには出生図における各

惑星の星位（強度）にかかわっています。

そのための分析計算はとても複雑なプロセスを経て行われるものです。それは出生図のみではなく、

出生図から派生した分割図も分析します。占星術士は、各惑星が人のさまざまな局面においてどの程

度個人の正と負（肯定的と否定的）に影響を与えるかを最終的な結論を出す前に、出生チャートの各

惑星のすべての惑星について量的、および質的な分析検討を行なわなければなりません。それ以外

に占星術士のキャリア経験もまた最終的結論を導き出すために重要な条件となります。

下記の惑星表は、あなたの出生図におけるそれぞれの惑星の強度（強さ）と特性を示し、また占星

術士による惑星の評価を表示したものです。

惑星表

惑星 星 位
（ 星 座
の 位 置
に 基 づ
く）

支 配 星
（室）

機能的な吉
星/ 凶星

ハ ウ ス
の 位 置
（室）

惑星の生来的な強さ 占星術による
最終判定

シ ャ ド
バ ル
（SB）

ヴィムシ
ョパカバ
ル（BB）

アシュタカ
ヴ ァ ル ガ
（AB）

太陽 中 立 惑
星

12 中立惑星 4 0.91 11 5 良いが、力が弱
く効果が少な
い

月 最 も 友
好惑星

11 凶星の（不
吉な）

1 1.20 15 6 優れている

火星 敵 対 惑
星

3と8 最も不吉な 9 1.18 7 6 課題のある

水星 敵 対 惑
星

1と5 吉 星 （ 吉
な）

4 1.05 9 6 まあまあよい

木星 中 立 惑
星

4と7 凶星の（不
吉な）

12 1.07 10 5 OK

金星 定 座
（ 自 分
の 星
座）

2と9 吉 星 （ 吉
な）

2 1.29 16 6 優れている

土星 中 立 惑
星

5と6 中立惑星 9 0.86 11 1 最も課題のあ
る

ラーフ 中 立 惑
星

--- 凶星の（不
吉な）

11 ---- 11 ---- 普通

ケート
ゥ

中 立 惑
星

--- 中立惑星 5 ---- 12 ---- 課題のある

4



惑星の表における出生状況の概要

A) 星位（惑星の強さ）

星位（惑星の強さ）とは、出生チャートにおけるそれぞれの惑星が配置されている星座との関係によ

って決まります。その強さはそれぞれの惑星時期（第 1/第 2/第 3時期）の際にそのような結果となって

現象化するのかを判断するものとなります。星位（惑星の強さ）が強ければおおむねよい結果を生じ

ます。星位（惑星の強さ）が弱ければおおむね悪い結果を生じます。惑星が機能的吉星、凶星にか

かわらず、いくつかの測定方法による強い、弱いの結果にかかわらず、下記に示した 8段階の惑星の

星位（強度）の順序で、惑星時期（ダシャー）の第 2 と第 3の惑星時期中における肯定的（良好）

な事象を現象化させます。

1. 高揚の星座：最高

2. ムーラトリコーナの星座：とても良い

3. 自室の星座（定座）：良い

4. 大友好の星座：一般的に良い

5. 友好星座：普通（可も無く不可も無く）

6. 敵対の星座：普通（どちらかと言うと凶星）

7. 大敵対の星座：一般的に凶星

8. 減衰の星座：最低

B) 支配星とその機能

 出生チャートにおける上昇宮（第 1室）の違いによる各惑星の支配星は、人生における色々な局面に

対応する惑星の象意（意味）の吉度を示しています。吉度とはつまり吉と凶、中立、そして大吉と大

凶などを言います。

C) 惑星とその象意（意味）の強度の計測方法

1. シャドバル（SB） 

これは惑星の強度を計測する絶対的な測定単位で、機能的強弱、あるいは星位（惑星の強さ）に関

係なく私たちの生活におけるその影響度の単位を意味しています。シャドバル数値の低い友好的な惑

星はその効果的な影響を強めるために宝石療法によってエネルギーを強化されなければなりません。

シャドバル数値の高い敵対的な惑星は、宝石療法によってエネルギーを強化してはなりません。なぜ

ならばその悪影響をさらに強めることになるからです。その代わりの処方箋として惑星の数秘図形ペン

ダント（ヤントラ）、あるいは祈祷（ヤッギャ）と聖言（マントラ）などによっエネルギーを調和（緩

和）しなければなりません。占星術士は処方箋を推奨することにより、エネルギーの強化をとても重要
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と考えています。シャドバルの最小値は 1.0 です。シャドバルの最大値は 2.5 です。 

2. ヴィムショパカバル（BB） 

ヴィムショパカバルは出生図から派生した 16の分割図におけるすべての惑星の星位（惑星の強さ）を

計測したものです。それぞれの分割図は人生のおける特定の分野（テーマ）を象徴しています。例え

ば、ナヴァムシャ（9 分割図）は配偶者と結婚生活を象徴しています。またダサムシャ（10 分割図）

は職業と仕事を象徴しています。ヴィムショパカバルの最大値は 20 です。これは人生におけるあらゆ

る分野（テーマ）において惑星の影響が有益であることを意味しています。ヴィムショパカバルの数値

が 10 の場合は平均的と言えます。これは人生におけるあらゆる分野（テーマ）において惑星の影響

が中立的であることを意味しています。ヴィムショパカバルの数値が 10 以下の場合には、人生におけ

るあらゆる分野（テーマ）において惑星の影響が敵対的、あるいは悪影響であることを意味しています。

3. アシュタカヴァルガ（AB: 生来的な強さ）

アシュタカヴァルガとは惑星がトランジット（通過）する際に本来の肯定的と否定的な他の惑星との関

係において、肯定的な結果のみを提供する惑星の可能性を計測するものです。アシュタカヴァルガの

最大値は 8 です。これは惑星がトランジット（通過）の際に最も良い結果をもたらします。土星と火星

の場合は、もしアシュタカヴァルガの数値が 3以上であれば、一般に肯定的な結果を与えることを意

味します。残りの 5つの惑星（ラーフとケートゥを除く）の場合は、アシュタカヴァルガの数値が 5以

上である場合において肯定的な結果を与えることを意味しています。

担当の占星術士は以上のすべての項目を検討した上で最終的な評価を判定します。その評価とは以

下のとおりです。

1. 最も優れている

2. かなり良い

3. とても良い

4. まあまあよい

5. ふつう

6. 課題のある

7. 最も課題のある
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出生図における各ハウスの重要性と状態

出生図を説明するためにまず各ハウスの意味をご説明します。各ハウスにはそれぞれ人生の分野（テ

ーマ）に対応した意味を持っています。ハウスは惑星があるハウスに在住（位置）することによって最

も強い影響を受けます。続いてハウスを支配している支配星（惑星）によって強い影響を受けます。

続いてハウスにアスペクト（影響を与える）する惑星によって強い影響を受けます。各ハウスが惑星に

よってどの程度影響を受けているかを評価するために 2 つの計測方法を採用しています。以下に 2 つの

表を用意しました。表 1 はどのハウスが人生の分野（テーマ）に対応した意味を持っているのか、ま

たは基本的な惑星の象意、表示体（カーラカ）を示しています。

表 2 は各ハウスの強度（影響力）と惑星による配置、支配星、アスペクト（影響を与える）による影響

度を示したものです。そして占星術士による各ハウスの吉凶度数が 7段階の評価によって示されていま

す。

ハウス表 1

ハウス番号 星座番
号

星座名 基本的な惑
星の象意

基本的なハウスの象意

1 6 乙女座 太陽 身体、外観、気質、行動、一般的な幸福

2 7 射手座 木星

収入、不動産、蓄財、一般的な家庭の幸せ、飲食物、会話、精神的な知識、貴金

属と宝石、集中力、真実性など

3 8 蠍座 火星 決意、勇気、体力、兄弟、友人、隣人、芸術、ダンス、演劇、音楽、声、歌、記憶、通
信など

4 9 射手座 月 感情、母親、家庭、感情、一般的な幸福、学術教育、知識、固定資産、趣味、余暇
の時間、快適さ、家、ボート、車など 

5 10 山羊座 木星 知性、子孫、妊娠、教育、精神性の関する教育や権威への傾倒  

6 11 水瓶座 土星、火星 公務や防衛、健康、急性疾患、競争、競合相手、反対、訴訟、敵、脅迫、異性から
の災害等

7 12 魚座 木星 結婚、不倫、同棲、恋愛、配偶者の寿命、取引先、貿易、外国の居住地など

8 1 牡牛座 土星 原因不明の病気、慢性病、長寿、隠されたもの、スキャンダルな行為、恥ずべ
き行動、恥ずかしさ、内気、非難、未知のまたは神秘的な事柄の知識への欲
望、浪費、宝くじ・遺言・遺産・保険金請求などの不労所得

9 2 牡牛座 木星、太陽 幸運、知識、神、教祖、哲学、宗教、父、父親、上司、倫理、法律、ダルマ（正しい
行い）、長距離の旅行、精神的な知識と実践など
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10 3 双子座 水星、木星 仕事、人生の目的、職業、名声、父親の名声や地位、父親の健康と長寿、正義
の行動、深い同情など

11 4 蟹座 太陽 機会、現金流動、利益、夢や欲望の充足、希望、友人、兄姉、影響力のある友人

12 5 獅子座 木星、土星 解放、啓発、性的快楽、拘禁、閉鎖（病院、刑務所、長期的な調停等により）、
巡礼、外国の土地への旅、支出、減少など

ハウス表 2

ハ ウ ス 番
号

惑星の配置 支配星（室） 影響を与えてい
る惑星

ハウスの強度 
(AB 測定法に
よる) X

ハ ウ ス の 強 度 
(BB 測定法によ
る) Y

占星術士の評価

1 上昇宮、月 水星 ケートゥ 28 7.98 まあまあよい

2 金星 金星 ---- 29 8.35 まあまあよい

3 ----- 火星 火星、土星、ラー
フ

27 5.57 課題のある

4 太陽、水星 木星 火星、木星 27 8.44 OK

5 ケートゥ 土星 ラーフ 23 5.78 最も課題のある

6 ---- 土星 木星、土星 35 4.68 OK

7 ---- 木星 月、ラーフ 29 7.23 OK

8 --- 火星 木星、金星 19 7.07 最も課題のある

9 火星、土星 金星 ケートゥ 27 6.24 普通

10 ---- 水星 太陽、水星 32 6.86 まあまあよい

11 ラーフ 月 土星、ケートゥ 34 7.66 最も優れている

12 木星 太陽 火星 27 5.58 普通

凡例

アシュタカヴァルガ（AB）の数値が 28以上の場合、そのハウスとハウスの意味するテーマは繁栄を

意味します。数値が高ければ高いほど良い結果を生じます。アシュタカヴァルガ（AB）の数値が 28

以下の場合、そのハウスとハウスの意味するテーマは困難を意味します。数値が低ければ低いほど困

難と障害を生じます。

ハウスの強度計測法 B（バーヴァバル）による数値が 7.5以上の場合、そのハウスとハウスの意味す

るテーマは繁栄を意味します。 

数値が高ければ高いほど良い結果を生じます。数値が低ければ低いほど困難と障害を生じます。最

後に占星術市の評価として各ハウスの吉凶度数が 7段階の評価が示されています。
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B）ビジネス成功のためのあなたの基本能力を査定

私たちはあなたの出生図の 7つの惑星状態によって決定される成功のための 7本の柱を設定しました。

以下に出生図から測定される 7つの変数、あるいは 7つの核となる潜在能力のそれぞれの割合を算出

しました。

あなたは新しい事業を開始する予定がありますか？何時その事業が軌道に乗るのか知りたいですか？一

般にビジネス規模の大小に関係なく、例えば人材、資金、資材や機械などのさまざまなビジネス資源

を集約して、それらの資源を最大限活用することによってユニークな製品やサービスを提供することは

その人の能力と言えます。成功するビジネスの定義とは経済的に富を生成してくれる自律的な生産シス

テムを持つことだと言えます。私たちが設定した以下の 7本の柱はビジネスの成功のため不可欠なもの

です。ビジネスの運転者である人にそれら 7つの能力において十分な量の資質があるかどうかを検証

する必要があります。

1. 指導力と統率力

2. 人気とブランドの価値を創造する能力

3. 着目点と成果をもたらす能力

4. 販売や取引の能力

5. 戦略と計画能力

6. 創造と革新能力

7. 規律と責任能力

あなたがビジネスの所有者、最高経営責任者（CEO）、または指揮者、あるいは他のいくつかの役職

であるかもしれませんが、あなたに不可欠なのは、あなたがそのビジネスの運転者であるということで

す。しかし、あなたがどの程度、ビジネスを運転（実行）するための互換性を持っているかどうかは、

以下の 7つの柱の分析によって、あなたのビジネスマン、あるいはプロフェッショナルとしての強みと弱

みを判断することができます。ビジネスの運転者が 7つの柱においてそれぞれの高得点を得る必要は

ありません。例えば低い得点の柱は、あなたと成功の間の障壁を発見するのに役立ちます。またに検

討すべき領域に向かって検討を促すことにつながります。

各項目で 50％以上を獲得した場合、あなたは遅かれ早かれいずれビジネスに成功する視点を得ること

ができます。利用可能なすべて資材によって自律的な富の生産システムを構築するために、あるいは

順調に稼動するビジネス獲得ためには、あなたが「起業家の品質」という魔法の X 要素を持っている

必要があります。起業家というものは適切な時に、適切な場所で可能なビジネスチャンスを判断する魔

法の力を持っている人と言えます。事業は失敗する可能性もありますが、成功するためには決してあき

らめないことです。そして最後には金塊を掘り当てるのです。
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この計測法ではあなたの出生図のすべての惑星の星位（強度）を元にそれぞれの柱における潜在的

能力の割合が表示されます。それぞれの最高値は 100%で、最低値は 0%です。しかしながら最高値と

最低値のどちらも表示されることは不可能です。

あなたの 7つの値の平均値は 62%です。

その結果、あなたがビジネスで成功の良い見通しを持っていると言えます。 . あなたにとって最適な時

期を選択することが最も大切なことです。つまりあなたの知識や技術や潜在能力的には、あなたが選

択した方向性で間違いがないことを示しています。最適な時期とチャンスを待津古とが大切です。慌て

て行った決定はその夢を台無しにする可能性があります。あなたが新しいビジネスを計画している場合、

戦略次第で成功の可能性を秘めています。

肯定的な側面

あなたにとって水星はあらゆる意味での会話（言葉）、コミュニケーション（通信）、取引を象意（意

味）しています。そして水星の強度が高いということは、あなたが高い営業力と説得力を持っているこ

とを示しています。これはあなたがビジネスで成功を達成するために必要であるとともに、製品やサー

ビスの効果的な流通戦略を立案する能力があることをを示しています。

肯定的な側面

あなたの太陽の強度は低いと言えます。これはあなたが指導力に欠けていることを示していますが、そ

れに代わる能力を持ち合わせています。このようなケースではあなたは最高経営責任者という立場で

他の専門家を協力する必要があると言えます。

あなたの月は人間関係、交流、コミュニケーションを象意しています。残念ながら月の強度は低いと言
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えます。これはあなたの個人的な人気、あるいはブランド価値が十分に得られない可能性を示していま

す。従って、ビジネスにおいてとりわけ銀行や他の潜在的な金融投資家や保証等を利用してあなたの

信頼性を高めることのできる専門家との協力を構築するべきです。

あなたの火星は力、強さ、勇気、そして攻撃性、また自己防衛力等を象意（意味）しています。残念

ながらあなたの火星の強度は低いと言えます。これはあなたの個人的な生活やビジネスにおいてその

時々に達成のための何をしなければならないかという焦点力、あるいは集中が弱いことを示しています。

従って、ビジネスの日常業務に必要以上に関与しない方がよいことを示しています。その代わりにそれ

らの業務に長けた人々に業務を任せる必要があると言えます。

さらに言えば、あなたは来る物が何であれ、それに対して何か別の方法で試作したり、時間と努力を

費やす傾向があります。この傾向は実際にビジネスの主要な目標を達成しなければならないという努

力を希釈、つまり効果を減少させてしまいます。例えて言えば、コーヒー製品と同時に栄養補助食品

の製造を行っているような具合です。よってそのような意識的な努力をするだけでなく、何があなたの

商取引における基本の技術や能力であるのかを決定する、また不要な取引は中止する必要があります。

あなたの潜在的な能力について言及するならば、行動力の速さを持っていると言えます。一般に製造

ビジネスというのは、長期的な視点、忍耐と集中を必要とするものです。どちらのビジネスにおいても

その収益モデルは同じかもしれませんが、営業当日の終わりにあなたへの利益配当が確定するもので

す。

ビジネスを成功に導くための主たる動機

第 1室と職業のハウスである第 10室の支配星は どちらも水星です。水星は木星が支配星である射手

座の第 4室に配置（在住）しています。 水星と木星は互いに敵対関係にあります。そのことはあなた

のビジネスを持つに至ったその主たる動機は持続的可能なビジネス企業を構築するということではなく 、

あなた自身およびあなたの家族のために快適な生活の物質的な快適さと豪華さを得るためであったこと

を示しています。

出生図におけるあなたの基本的な強みと弱み

次にあなたの基本的な強みとあなたの人格の弱さを分析します。これはビジネスの成功のためにはどち

らか一方は支援的に働き、他方は克服しなければならないという課題となるものです。

あなたの強み

出世図におけるあなたの主たる強みは水星と言えます。あなたは物の売買商取引においてとても優れ
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た能力を持っています。つまり優れた販売能力を持っていると言えます。

あなたの弱み

あなたの主たる弱点は 12室に位置している木星の影響力に原因があります。 それはあなたが実際に

は既に市場価値が少ない、あるいは価値がほとんどないものに対して、それを客観的に確認すること

なく自分の考えに基づいて機会を追いかけるという傾向があります。それは例えて言うと、その事実を

見ようとしないか、あるいはまるで死んだ馬（既に価値の喪失したもの）を追いかけるような無駄な努

力とエネルギーの浪費をするようなものです。

起業家のための魔法の X 要素

起業家にとってすべてはタイミングと正しいチャンスを識別することだと言えます。起業家が成功できる

のは、明確なチャンスを識別することができること、そして市場価値が高い（熱い）ビジネスチャンを

発見し、それにを実行に移すことができるからです。 特に第 5室においてそのような潜在的能力を判定

することができます。残念なことに第 5室にはケートゥが在住し、その支配星が土星であり、最も課題

のあるハウスと言えます。 あなたの出生図においては二つの惑星（ケートゥと土星）はどちらも課題の

ある惑星です。あなたの課題は例えて言えば、鉄が熱い時に鉄を打つタイミングを決断できるようにす

ることです。そうしないとあなたは時々チャンスを見逃し、最適の時に決断できないことになります。

出生図における財産の優位性

第 2室は財産（富）のハウスで、その支配星は金星です。金星は 第 2室 （自室）に在住（配置）し、

十分な惑星の強さがあると言えます。金星はまた運命のハウスである第 9室の支配星です。 これらの

惑星の配置は財産（富)を形成するのに最も理想的な配置と言えます。

また収入と達成のハウスである第 11室 もまたよく配置されていると言えます。これはさらにあなたが高

い収入を獲得するだけでなく純資産を増加、蓄積するであろうことを示しています。

出生図における財産獲得の課題

ラーフは入と達成のハウスである第 11室に在住（位置）しています。ですから影の惑星であるラーフ

の特性によって収入は浮き沈みや変動が予想されます。しかしこれ自体が商品取引事業の典型的な特

徴でもあります。従って、あなたは現金と利益を得る時と利益を失う時を繰り返す可能性を示していま

す。 
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出生図におけるあなたに最適なビジネスの考察

水星は職業のハウスである第 10室の支配星です。水星はナヴァーンシャ（9 分割図）において火星が

支配星のさそり座に在住（位置）しています。同時に月から数えて第 10室の支配星も水星です。また

ダサムシャ（10 分割図） において、第 10室の支配星は太陽で、ラーフが同室に在住（位置）してい

ます。 そしてダサムシャ（10 分割図） において、さそり座の支配星は火星です。 これらの水星、火

星、太陽とラーフのすべてを持って、あなたに最適のビジネスは何かを考慮します。ただ太陽は出生

図において大変力が弱いため除外して考慮します。特に火星と水星の両方が考慮の対象となります。

水星は貿易取引を象意しています。火星は工場や機械、土地と農産物を象意しています。またラーフ

はビジネスにおいて投機的性質を象意しています。出世図において火星と水星はともに十分な強さがあ

ります。

上記のことから、現在のあなたが目指すビジネスは占星術的に十分な適合性があると言えます。

あなたの現在のビジネスの占星術の意義と妥当性

あなたのビジネスがあなたに十分な適合性があることは既に確証されていると申し上げました。

あなたのビジネスを開始するタイミングを決定するために今後 5 年間の占星術認証

惑星時期システムの原則

惑星時期（ダシャー）とはインド占星術において、人生における惑星の影響を判断するためのインド占

星術特有の判定システムです。それは惑星の影響が人生という時間の推移と段階（レベル）において

どのように作用するのかを最も正確に判定できるシステムなのです。

この惑星時期システムに利用されているものは、ヴィムショタリ・ダシャーと呼ばれるもので、人の生

涯を理論上 120 年として計算するものです。このシステムでは誕生時の月の緯度によって最初の基点が

決定され、それを元にして順次規則的な順番が決まります。これには 7つの惑星と 2 つの影の惑星を

加えた 9 つの惑星によって惑星時期が決定されます。人生の寿命は第 1 惑星時期（メイン期間）の中

に第 2 惑星時期（サブ期間）と第 3惑星時期（サブサブ期間）に分割されて運用されます。惑星の影

響は主に第 1 惑星時期と第 2 惑星時期の期間に最もその影響を発揮（現実化）します。トランジット

（惑星通過）の影響と第 1 惑星時期と第 2 惑星時期との間での関係を考慮することによってその惑星

の影響が優勢か劣勢（肯定的か否定的）に現れる（現象化）かどうかを判断します。
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惑星時期（ダシャー）の計算

ヴィムショタリ・ダシャー・システム：：第 1 惑星時期

惑星時期（ダシャー）の計算

ヴィムショタリ・ダシャー・システム：第 2 惑星時期
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惑星時期（ダシャー）システムは出生図における占星術な判断を行う主要な技術の一つです。例え

ば、個々の人生において大きな成長が期待できるかどうか、または停滞、あるいは後退しているかど

うかを判断します。惑星時期（ダシャー）システムによって次の5年間を分析します。

出生図においてあなたは 1998年 2月 19日から19年間続く土星の第 1惑星時期に入ります。それは

2017年 2月 19日まで続きます。土星は第 5室と第 6室の支配星であり、運命のハウスである第 9室

に在住（位置）しています。また出生図において土星は逆行（退行）しています。実際に物質的な

発展と繁栄のためには出生図において土星が逆行（退行）している方が良いと言えます。出生図に

おいて土星は太陽から数えて第 6室に在住（位置）しています。第 6室は あなたの人生において

財産（富）の種子を追求する時期という意味を持ちます。あなたの人生において土星の第 1惑星時

期というのは生活に必要な財産（富）の追求のための種子を収集する意味を持ちます。しかしなが

ら人生の旅というのはいつも順調には行かないものです。その旅には幾多の障害、困難が待ち受け

ているものです。しかし最終的にあなたは土星の影響によってそれら障害や困難を克服し、先へと

旅を進めることが出来きると思われます。

あなたは土星の第 1惑星時期の中で 2010年 8月 24日から2011年 10月 3日まで火星の第 2惑星時

期を通過します。 火星は月から数えて第 9室に在住（位置）しています。土星/火星（第 1/第 2）

の惑星時期はあなたの人生において職業（使命・責任）の種子を追求する時期という意味を持ち

ます。つまりあなたはこの火星の第 2惑星時期に、ビジネスモデルにおいて新しい戦略と新たな多

様化を考慮する必要性があると言えます。また新たなビジネスメンター（精神的指導者）、あるい

は投資家を探す必要があるかもしれません。

それは 2014年 8月 9日までく土星/ラーフ（第 1/第 2）惑星時期の間だと思われます。 ラーフは月

から数えて第 11室に在住（位置）しています。 この第 11室 はあなたの人生において願望の結果

を追求するという意味を持ちます。既に述べたとおり、土星/火星（第 1/第 2）の惑星時期は、あな

たの人生において努力の結果と新たな取り組みのための報酬を受け取る時期という意味を持ちま

す。

やがて2017年 2月 19日まで続く土星/木星（第 1/第 2）の惑星時期が来ます。 この時期は土星の

第 1惑星時期の最後の第 2惑星時期となります。出生図において木星は月から数えて第 12室に在住

（位置）しています。この第 12室は一般的に出費、あるいは失う、また物質的な物への追求から離

欲することを意味しています。それはまたあなたのビジネスと職業において良くも悪くもクライマ

ックス（頂点）に達すること、またビジネスの終焉を意味しています。
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次の5年間におけるトランジット（惑星通過）の影響

木星のトランジット

木星は現在、パートナーのハウスである第 7室のうお座を通過しています。これは 2011年の 5月まで続

きます。それは新規顧客や新しい出会いにとって最もよい時期であると言えます。しかし 2011年 5月以

降、第 8室のおひつじ座に移動し、2012年 5月まで次の 1年間かけて通過していきます。この時期は主要

なお取引での損失だけでなく、取引先によって裏切られることが示唆される大変課題のある時期と言え

ます。

この時期は特に慎重にする必要があり、また能力以上の無理をしてはいけません。このような時期

は 12年ごとに繰り返します。

前回は土星の第 1惑星時期の始まりである1998年から1999年にかけてその時期が来ています。一

般にその時期は重い責任や債務に苦しむことが多々あります。その時期起こったことを思い出し、

今と比較してみて下さい。次の4年間の後、木星は再びあなたにとって有利な影響を与えるように

なり、困難な状況から回復できるようになります。しかし今回の木星のトランジット（通過）時期

においてはあなたは少なくとも予備知識を得ていますので、不測の事態に直面する準備をしておく

必要があります。

土星のトランジット

現在、土星は第 1室のおとめ座をトランジット（通過）しています。これは 2012年 4月 4日まで続

きます。あなたにとって土星は最も有益な惑星です。これはあなたの人生で 30年毎に巡ってきます。

あなたにとってこの最もよい土星のトランジット（通過）は前述した最も悪い木星のトランジッ

ト（通過）からあなたを保護してくれています。この後、土星は富（財産）のハウスである第 2室

のいて座をトランジット（通過）します。この2014年 10月 25日まで続く土星の通過はあなたにと

って大変有効です。 その後続いて、土星は 2017年 1月 25日まで第 3室のさそり座を通過していき

ます。その2年半のトランジットの間は土星に強度が若干弱まりますが、大きく悪影響する琴はあ

りません。

ラーフとケートゥのトランジット

ラーフとケートゥは 2011年 5月 4日までそれぞれ第 4室と第 10室を通過します。 ケートゥの第 10

室へのトランジット（惑星通過）は、職業のハウスへ肯定的な影響を与えるとは言えず、何らかの

混乱が生じる可能性があります。それはビジネスにおいて何らかの不測の問題や障害、例えば銀行

16



の信用保証を開設するような場合に取引銀行やそれらの上級銀行からの認証が遅れたりする可能

性が考えられますので、あらかじめそれを想定して備えをした方がよいと思われます。そしてその

次のトランジット（惑星通過）は、2013年 1月 20日までそれぞれ第 3室と第 9室を通過します。 

ラーフの影響のためその時期はさらに大きなリスクと損失をもたらすことが懸念されます。従って

下記のダシャーの予測とカルマ指数表をもとにその時期の行動を計画することをお勧めします。

続く次のトランジット（惑星通過）は、2014年 7月 14日までそれぞれ第 2室と第 8室を通過しま

す。この時期は金融面において最も深刻な変動と浮き沈みが顕著になる時期です。従って下記のダ

シャーの予測とカルマ指数表をもとに何時適切な行動を開始すればよいかを参考にして下さい。

カルマ指数表をもとに判断する次の 5年間における私生活とビジネスライフを成功させる

ための行動指針

この指数表はあなたの出生図のそれぞれの惑星のトランジット（惑星通過）を計算して、それぞれ

人生のさまざまな局面に対してどのような影響を与えるかを検討したものです。これは各期間の定

量的な結果を表示しています。

開 始 時
期

終 了 時
期

精神  財産 努力 幸福 創造 病気 パ ー ト
ナー

予 期 し
な い 獲
得 と 損
失

運命 職業 願望 離欲 カルマ

2011 年
10 月 1

日

2011 年
3 月 31

日

361 1014 683 1304 572 1038 902 977 1059 275 796 775 1421

2011 年
4 月 1 日

2011 年
9 月 30

日

322 27 519 -193 120 819 -217 12 305 161 362 271 627

2011 年
10 月 1

日

2011 年
3 月 31

日

420 34 -65 -445 -236 44 -505 -309 -100 343 12 -249 320

2011 年
4 月 1 日

2011 年
9 月 30

日

320 518 308 147 256 991 24 164 551 148 502 328 871
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2011 年
10 月 1

日

2011 年
3 月 31

日

533 211 593 380 -61 63 4 398 283 566 189 169 816

2011 年
4 月 1 日

2011 年
9 月 30

日

531 387 251 565 223 565 365 272 417 537 485 338 948

2011 年
10 月 1

日

2011 年
3 月 31

日

478 374 -268 298 9 65 202 -19 107 476 249 -37 585

2011 年
4 月 1 日

2011 年
9 月 30

日

538 462 -192 735 63 -139 577 252 182 578 313 129 720

2011 年
10 月 1

日

2011 年
3 月 31

日

396 740 -103 1204 -107 -1068 998 809 202 294 142 71 598

2011 年
4 月 1 日

2011 年
9 月 30

日

469 639 -407 1004 -315 -1471 765 565 -70 464 -78 -167 399

Best >= 100 Mixed < 100 And >=30 Average < 30 And >= 5 Worst < 5

カルマ指数表の解説

精神指数

この指数は命の原動力である「魂」の状態を示す指標です。これは内面的な自己と外面的な自己の健

康度を示すもので、いかに精神的、肉体的な潜在能力を持っているかどうかを示しています。これは

内面的な精神と外面的な肉体の健康度を示すものです。つまり物質として投影された自分自身を示

すものであり、肉体的な特徴だけでなく、心の投影としての目に見える行動や態度を意味していま

す。

財産指数

この指数は物質的な富と財産を獲得する能力を示す指標です。これは自分自身の努力で収入を得る

能力と収入と支出を管理して継続的な富を維持する能力があるかどうかを示しています。富や財産
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というものは家族や社会の繁栄のために利用することが出来るものですから、この指標は家族や血

縁家族にとっての物質的繁栄を意味しています。

努力指数

この指数は基本的な生命エネルギーを象徴しており、潜在的な勇気と努力をいかに効果的に利用す

ることができるかどうかを示す指標です。これは原動力となる馬力と集中力を意味しており、運命

付けられた職業（使命・責任））の達成にいかに利用することが出来るのかどうかを示していま

す。通常、兄弟や友人は支援の手を差し伸べてくれるものですので、この指標はまた兄弟や友人との

関係と繁栄も示しています。この指標は自分の意思を表現する能力や効果的な交渉をする能力など

も意味しています。

幸福指数

これは人生の喜びを感じるための基本的な感情を示す指数です。この指標は肉体と感情的な安心度

を意味するとともに心の平和と休息とリラックス度を示すものです。物質的なレベルでは、人間と

して心地よい住居、移動、快適な製品などを備えている必要があります。感情的なレベルにおいては

特に母親、家族、居住地など生活におけるあらゆる快適度を計る物差しと言えます。

創造指数

新しいものや考えを生み出す潜在的能力の指標です。これは知識、カルマ（過去から受け継いだ責

任や使命）、願望や努力などを活用して創造できる能力を示しています。これは個々の知的レベル

を示しているとも言えます。これは青年期においては教育や学術的な達成を計る物差しとなります。

この指標は子孫という意味では愛としての意味となります。つまり欲望と官能的な喜びはその愛の

結合によって子供が誕生することがその例を示しています。従ってこの指標は幸福と子孫繁栄を計

る物差しとなります。また愛情と恋愛の指標としての物差しとなります。これは短期的な愛情関係

の行方を計るときにも利用します。ただし結婚相手との長期的な関係は次の「パートナー指数」によ

って計ります。

病気指数

これは人生における障害に対する占星術的な兆候を示す指標です。Disease（病気）という言葉は

人生の Ease（安楽）を妨げるという意味です。それは身体の安楽を妨げ、その否定的な価値は

Illness「疾患」として現れるものです。それはあなたの職業（使命・責任）を妨げる要因になり、こ
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の負の価値は敵意、障害、訴訟、および借金として現れるでしょう。通常それは人生における反対、困

難、障害を象意しています。肯定的な価値はその人の「カルマ（作用と反作用の自然法則）」が障害

なく、そしてしかもそれらは何とか克服できる範囲の障害でとして遂行できる形で現れます。

パートナー指数

これは人生を共にする結婚パートナー、あるいは配偶者の幸福と二人の関係を示す指標です。人生

において最も大切な相手は人生を共にするパートナーですのでこれをパートナー指数を名づけま

した。またこれはビジネスにおける交渉事や取引の成功と失敗を計る指標でもあります。またビジ

ネスの協力者と取引先との関係を示す物差しでもあります。また短期の旅行をも意味しています。

この指標の肯定的な場合にはその旅行が成功裏に終了することを意味し、否定的な場合にはその旅

行が問題と困難を生じることを意味しています。

予期しない獲得と損失の指数

これは予期せぬ幸運と不運を示す指標です。通常、突然の贈り物とは肯定的な意味で使われますが、

ここでは突然の獲得と損失の両方の意味を持っています。それような出来事は予期できないこと、

突然に起こること、そして事前に避けることの出来ないことと考えています。この指標が肯定的な

場合には予期しない相続、ギャンブルによる獲得、投機と宝くじのような予想外の金銭的な利益を

意味します。また収益が見込まれる予期しない新たなビジネスチャンスとコンタクトがあることを

意味しています。この指標が否定的な場合には災害、事故、投機やギャンブル、あるいは生命の損失

を意味しています。すでに述べたとおり、これらは過去のカルマと運命の結果であり、この指標はお

そらく私たち自身の努力によって変えることのできない指標の一つです。この指標と後に出てくる

病気の指標との違いはそれは予期できるものであり突然ではないことですが、この指標は予期でき

ない突然のことになります。しかしながら不測の事態が生じたときの影響を最小限に抑えるために

自分の努力によって危機管理計画を作ることができます。

運命指数

これは「運命」を計る指標です。これはその人の最も重点を置く価値感、原理原則、理想だけでなく精

神的、倫理的な特質を示しています。これはあなたがこの人生で受け取ることの出来る名誉、威信、

認識とその受け入れを意味しています。この指標がある時期において肯定的に上昇推移する場合、

運命は好転していることを示し、いかなる努力に対しても良好な結果が得られることを意味してい

ます。この指標がある時期において否定的に下降推移する場合、運命は暗転していることを示し、い

かなる努力に対してより多くの追加的で創造的なエネルギーを投入しなければその結果が得るこ
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とが難しいことを意味しています。

職業指数（使命・責任）

この指数はいかに運命付けられた職業、あるいは仕事、つまり使命と責任に対する行動とその結果

がどの程度達成出来るかを示す指標です。これは職業的な成功と失敗、社会的な地位、権力とその影

響力を示しています。また先の「幸福の指数」が母親のそれを示すように、この指数は父親の幸福度

を示しています。またこれは政府との関係、上司や権限を持っている人との関係性を意味していま

す。

願望指数 

この指数は願望がどの程度達成できるかを示す指標です。これは自身の努力、創造性、職業的使命を

通じて達成される実際の物質的利益や収入を示しています。この指標が肯定的に上昇している場合

には投下した努力以上のよい結果が得られることを意味しています。反対に、この指標が否定的に

下降している場合には投下した努力が報われない結果となることを意味しています。

離欲指数（出費と失効）

この指標は所有する物質的な資産やその他の潜在的能力（資源）がいかに出費、あるいは失効する

かどうかを示す指標です。これは所有する物質的な資産の流出、支出、損失を示しています。この指

標が肯定的な場合には、慈善などの崇高な大儀のための支出、あるいは有益な投資としての支出で

あることを意味しています。今日の世界経済下においては、この指標が肯定的な場合には、成功可能

で収益性のある外国との対外関係とベンチャービジネスをも意味しています。この指標が否定的な

場合には、自分の感覚と物質的な欲求の満足のために投資と支出をすることを意味します。

今後5年間の運命指標に対するコメント

2010年 10月から2011年 3月 31日までの間は最も優れている時期だと言えます。実際、この時期は

今後 5年間のあなたのビジネスにとって最高の 6ヶ月間となります例えば木星がトランジット

（通過）する 2010年 11月 18日までに取引銀行や投資家から有利な協力が得られることを示して

います。2010年 7月 23日には木星は逆行（退行）した状態でトランジット（通過）します。それま

ではビジネスにおいて予想外の問題や障害を経験するかもしれません。
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前述したように、あなたは 2011年 5月から2012年 4月までの間、木星の最も課題のあるトランジッ

ト（惑星通過）となるためにこの時期は特に慎重に行動する必要があります。例えばビジネスが下

降することを想定して出費を抑える必要があります。

しかし 2012年 4月 1日以降は、ビジネスは上昇に転じることが示唆されます。その傾向は 2013年 9

月 30日まで続くと思われます。それ以降はビジネスは多少の下降はあっても大きく下降しない思

われます。しかし、2015年 4月 1日から2015年 9月 30日までの間、再びとても注意を要する時期が

巡ってきますので慎重に行動して下さい。  

今後5年間のビジネスの成功にとって最も有利で幸運の期間

1. 2010年 10月 1日から2011年 3月 31日までの期間

2. 2012年 4月 1日から2013年 9月 30までの期間

今後5年間のビジネスの成功にとって最も不利で凶運の期間

1. 2011年 10月 1日から2013年 3月 31日までの期間

2. 2015年 4月 1日から2015年 9月 30日までの期間

今後5年間の成長戦略

工場設備と機械関係の事業を強化、統合を検討し、顧客のための新たな価値を追加する方法を考え

るべきだと思います。このことはビジネスにより高い安定性を与え、より多くの定期収入を創造す

ることにつながります。ただ手数料を得る代行業者ではなく、技術支援パートナーとなることを試

行するべきだと思います。売却選択肢を提供するのではなく、リース（賃貸）選択肢を提供するこ

とを試行するべきです。取引銀行は、現行の投機的な商品取引のビジネスモデルに対する規制の多

い信用状（信用手形）を提供するよりも、そのようなビジネスモデルに対してより有利な条件を提

供する可能性があると思われます。従ってあなたは現行のビジネスモデルへの依存度を段階的に軽

減して行く必要があると思われます。

今後5年間の成長戦略を完成し開始するための最適な時期

2010年 11月 18日から2011年 3月 14日までの間に実施して下さい。
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今後5年間の生き残り戦略

現行の投機的な商品取引のビジネスモデルからの収益のみに依存するのではなく、技術的なコンサ

ルタント事業からの収益モデルを増加させることをお勧めします。

今後5年間の資金調達の原資

出世図の分析によるとあなたの資金調達の原資は融資による借り入れによると言えます。運転資金、

ならびに資本金を調達する場合に有利時期は以下の通りです。この時期において資本増強と資金不

足の解消を行って下さい。

1. 2010年 10月 1日から2011年 3月 31日までの期間

2. 2012年 9月 30日から2012年 4月 1日までの期間

今後5年間の採用と人材戦略

あなたのビジネスに最適なサイズの人材戦略を考慮すべきです。あなたのビジネスで工場と機械関

係の事業に従事している人員は約 160 名と推測しますが、年間売上高、12,000,000 ルピー（約

18,500,000円）のビジネス規模においては少し人員過剰のように思われます。何故なら年間売上高

のほとんどの収入源は現行の投機的商品取引のビジネスモデルからです。通常このビジネスモデル

では収益性と利益率はとても低いからです。そこでビジネスに貢献しているそれぞれの従業員一人

当たりの生産性を調べる必要があります。その最適な時期としては、希望退職などを伴う従業員の

リストラ戦略は今すぐ開始すべきです。そしてその実施は 2012年 9月 30日までに段階的に行われ

るべきだと考えます。

今後5年間のインフラ（基盤設備）投資

インフラへの投資への最適時期は以下の期間中に示しています。

1. 2010年 10月 1日から2011年 3月 31日までの期間

2. 2014年 10月 1日から2015年 9月 30日までの期間  

今後5年間の戦略的提携およびパートナーシップ

新しい戦略的提携とパートナーシップを形成するために優れた期間は以下の通りです。 
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1. 2010年 10月 1日から2011年 3月 31日までの期間

2. 2014年 10月 21日から2015年 3月 31日までの期間

今後5年間の新規株式公開の可能性

今後 5年間の新規株式公開の可能性はほとんどないと思われます。

あなたの質問に対する回答

前述とおり、あなたが現行の投機的な商品取引のビジネスモデルに完全に依存している限り、絶え

ず流動的危機、あるいは予測不能なリスクが存在します。あなたの他のビジネスは離陸して、一番上

の行だけでなく、ボトムラインの両方に寄与していない限り、あまり人手の負債は、流動性クランチ

を作成するためにバインドされています。

インド占星術処方箋

1. 水星のエネルギーを強化するために宝石療法をお勧めいたします。あなたは水星のエネルギーを

強めるための処方箋として5 - 7カラット（1カラットは 200mg）の エネラルドを 金の台座で指

輪を作り、水曜日に右手の子指（第 5指）に 身に着けるようにします。

2. 土星のエネルギーを強化するために宝石療法をお勧めいたします。出生図において土星が弱いこ

とを示しています。あなたは土星のエネルギーを強めるための処方箋として 3カラット（1カラッ

トは 200mg）の ブルー・サファイアを 金、あるいは銀の台座で指輪を作り、それを右手の小指に 

指輪は土曜日の朝に身に着けることをお勧めいたします。

敬具

サトラジット・ムジャンダール（Satrajit Majumdar）

最高経営責任者、インド占星術士
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Mr. Satrajit Majumdar - Astrologer and CEO

サタジット・ムジャンダール氏（ CEO 兼鑑定士）は、サイバーアストロ

（Cyberastro Limited）の創設者であり、最高経営責任者である。1997年以来、サ

イバーアストロは、全世界 192ヵ国に350万人以上の会員を持つインド占星術専門

サービスの企業となった。彼は大学で電気工学とマーケティングを専攻し、その後、

IT業界において30年のキャリアを積む。元々趣味で始めたインド占星術だったが、

その魅力に取りつかれ、伝統的なインド占星術と最新の IT技術の融合によって専

用の WEB ソフトウエアとシステムを構築し、サイバーアストロ（ Cyberastro 

Limited）を企業化した。そして 2008年にはインド占星術サービス企業として世界初の国際基準 ISO-

9001-2000 を取得している。最高経営責任者として経営の舵取りをしながら、出張対面鑑定の

AstroCounselingを担当している。

このたびはインド占星術鑑定サービス「企業家のためのビジネスの成功レポート」をご注文いただきま

してまことにありがとうございました。この鑑定レポートはご質問いただきましたご回答となります。

基本的にはこの回答を電話か対面にて日本語で説明をさせていただきましてから、この鑑定レポートを

メール添付か郵送にて納品させていただきます。どうぞよろしくご査収下さい。またインド占星術処方

箋 （Astrological Remedy）に関するお問合せは下記までご連絡下さい。今後とも VedaLife（ヴェーダ

ライフ）のサービスをよろしくお願い申し上げます。

2011年 10月 13日（木）
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