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ホロスコープ 

①ジオセントリック 

 

水星：魚座 4度 12分 金星：水瓶座 1度 47分 
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②ヘリオセントリック 
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③生まれたときの水星の位置 
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④生まれたときの金星の位置 
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水星 

①あなたの水星タイプ 

あなたの水星は、魚座のイブニングスタータイプです。もともと魚座の水星はメルヘンや物語の世界と親和性が高い詩的

でスピリチュアルな世界と共振するような知性・言語能力・分析力を持っています。さらにイブニングスタータイプであ

るため、この知性に癒しという側面も加わってきます。場合によっては、医療や何らかの癒しの技法に関わることもある

でしょう。どちらかというと単なる外科的な手術や技法ではなく、精神的・心理的な癒しに関わる技法に関わることが多

いでしょう。この水星は、3ハウスに滞在しています。上記のような詩的で内省的であり、（心理的な）癒しの要素を持

つ知性・言語能力は、日常生活や日々のコミュニケーション、比較的近所の人との交流、兄弟姉妹といったテーマに関し

て強く発揮されます。3ハウスの水星は、物書きに瀕出するので、作家、ライター、ブロガー等の情報発信全般に適性と

才能があります。 

②あなたの水星の過去から未来への進化 

あなたの魂の旅路において、過去の水星の力は山羊座22度にありました。過去のあなたの天命においては、社会におけ

る実務・実業・ビジネスの分野であなたの知性が活かされてきました。きわめて実務的で感情や情緒を入れない非常にや

り手な差タイプだったかもしれません。実績を重視する水星なので、結果至上主義だったかもしれません。しかし、こう

した手堅く現実的で地に足の着いた知性を持ちつつも、非情になったりやり過ぎることなく、徳の力を発揮してあえて損

を引き受けるというような高潔さを発揮するバランス感覚も学んだようです。あなたはこうした極めて実際的でありなが

らも冷酷になり過ぎないバランス感覚のある成熟した水星力を過去に培ってきました。そして、今回の人生でもあなたの

中にはこうした合理的で現実的な水星力も備わっており、実務的な仕事をさせればある一定のレベルまで到達することも

できます。 
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しかし、そのような形での水星力の発揮はあくまで「適職」レベルのもので、今回の人生および来世にかけてあなたの水

星が目指すべき方向性は、魚座4度付近にあります。スピリチュアルで情緒的な感性や芸術的なセンス、あるいや癒し

というテーマを知的活動や仕事の中に要素として取り入れていくことで、あなたの水星力が進化していきます。 

興味深いことに、魚座4度付近は、癒しやスピリチュアルなことを経済活動の中に取り込むというテーマがあります。

高尚すぎて一部の人にしか分からないスピリチュアルや癒しではなく、多くの人が自然と日常生活に取り入れられるよう

なスピリチュアルや癒しを実現するために、経済活動にも積極的に関わっていくというテーマを持っています。よって、

過去生で培ってき山羊座的な実務能力を活かしたうえで、今回の人生（の特に後半）では癒しやスピリチュアルなことに

取り組むという流れがスムーズな水星力の進化につながるでしょう。 

なお、特筆すべきポイントとして、あなたの水星は、この「未来に水星が向かう方向性」を示すポイントと全く同じ度数

にきています。この配置の人は、今回の人生においては、若干前のめりに上記の①でお伝えしたような水星の質をどんど

ん発揮していくことが、あなたの水星力の開花と進化に直結しており、その意味では、あなたの水星力は特徴がある「強

い配置」であると言えます。 

③あなたの水星の光と闇 

あなたの水星にとって、山羊座的な水星力、実際に社会の中で生き抜くための実務的な知性を発揮することは呼吸するの

と同じくらい自然なことです。おそらく人生の前半においてはこうした合理的で手堅い水星力を発揮することが慣れてい

ると感じるでしょう。しかし、この山羊座的な水星力にまつわる闇を過去に何回か経験している可能性があります。②で

もお伝えしましたが、過去生では何回もビジネスマンや実務家・実業家として水星力を使ってきた可能性があり、その過

程で、非情な行動に出る、数字（利益）にならないことを無視する・切り捨てる、計算高く打算的に立ち回る、といった

ことをして、その結果、カルマを作ったり痛い目にあったりしてきた可能性があります。これが、あなたの水星の闇の部

分になっています。 
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今回の人生であなたの水星が、太陽の示すような光の方向へ向かうためには、魚座的な水星力を育むことが必要です。し

かも、実務的な仕事であってもその中にどこか神聖さを見出し、まるでリチュアルのように取り組む。あるいは、スピリ

チュアルなことや癒しに関わることを、一般の人が注目できるようにキャッチーな表現にして多くの人々の手にいきわた

るように工夫して流通に乗せる。こういう形で魚座的な水星力を活用するのです。 

こうすることで、あなたの水星は、山羊座的な力を闇に陥らせずに活用しつつ、魚座的な力を表現していくことができる

でしょう。 

④あなたの水星サイクル（天命・使命）に関わる度数 

あなたの水星サイクルは蠍座の11度で始まっています。 

元々の出生図では、蠍座の11度は12ハウスにあります。見えない世界や一般社会から隠されている世界への強い探求

心や調査能力を持ち、通常では出会えないようなVIP的な人、あるいは霊的存在との隠されたコネクションを持ってい

る可能性があります。霊団・霊統といったコミュニティとのつながりを持つということが天命・使命を発揮するために必

要なようです。 

なお、この蠍座11度は、元の出生図ではあなたのノード軸（ドラゴンヘッド・ドラゴンテイル）に対してスクエアとい

う配置になっています。蠍座11度が示すような霊団・霊統とのつながりは、もしかするとあなたを前半の人生で慣れ親

しんできた人間関係と切り離し、全く新しい人間関係に導く可能性もあります。 

しかし、たとえ過去の人間関係が途絶えてしまってとても心細く思えたとしても、自分が新しくつながった人間関係やコ

ミュニティから、あなたは恩恵を受け取り生きていくことができる、ということも示唆されています。良い意味でそうし

た新しいコミュニティに依存して生きるということができるようです。 
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あなたの人生で水星力を発揮して天命・使命を果たしていくために必要なのは、それまでのあなたの人生で関わってきた

人たちとのご縁を断ち切ってしまうような新しい人間関係やコミュニティとの出会いがあったとき、恐れを抱かず、委ね

て変化を受け容れることが必要になるようです。 

⑤あなたの水星の六芒星の特徴 

あなたの水星サイクルは、蠍座11度、山羊座9度、水瓶座28度、牡牛座7度、蟹座0度、獅子座17度と反時計回り

に進み、六芒星を描きます。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの6つの度数は、人生の転機となる出来事の時に刺激される（トランジットやプログレス、誰かとのシナストリ

ー）度数となります。また、ご自身の出生図の天体がこれらの度数に合になっている場合には、水星力発揮の上でその天

体がコンビネーションで働きます。 

6つの度数の中でも特に、起点である蠍座11度と、水瓶座28度、蟹座0度の３つ度数は、あなたの水星の六芒星の基

本のトーンを構成しています。 

★蠍座11度 

山羊座9度 

水瓶座28度 

牡牛座7度 

蟹座7度 

獅子座17度 
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上記の中でも水瓶座28度（29度）にはもともと火星が合となっています。あなたの水星力を発揮していく上で、水瓶座

の火星28度（29度）が示すように、急激な変容に対しての積極的な受容や、霊的な見えない集団（霊統）とのつながり

をもちながら、隠遁せず現実的な社会で活かしていくということが大切になります。また、火星の年齢域である35歳～

45歳の間の経験が、あなたの水星力の発揮と強く関わる可能性も示唆されています。 

⑥星の体内時計から見た水星の動き 

星の体内時計から見た水星の動きを出生時から100年分分析します。 

あなたの人生の中で、1983年12月9日～2005年9月17日までの間は、どちらかというと過去に水星力を使ってやっ

てきたことを取り戻し振り返るような時期に相当します。この時期、人によっては引きこもったり、どちらかというと内

面の探求に向かう傾向があります。1992年11月23日前後は、特に最も内向的な時期に相当します。 

やがて、2000年2月11日前後に仕事や天命に関するインスピレーションを受け取ったり、実際に就職したり仕事を始

めるなど社会の中で自分の水星力を活用するという変化があったかもしれません。2001年7月12日前後以降、水星は

モーニングスタータイプに変化するので徐々に内向的な時期を脱していき、2005年9月17日前後には、過去を振り返

る時期は終わります。 

1991年10月2日～2021年8月9日までは、水瓶座的な水星の力を学び取り入れる時期に相当していました。おそらく

この時期、グループ活動、ＩＴや先端技術の習得、占星術をはじめとするニューエイジ的なジャンルへの関心や関与が起

きてきた可能性が高いです。特に1992年11月23日ごろに、こうした水瓶座的な水星の力を取り入れるきっかけになる

ような出来事や出会いなどの転機があった可能性があります。また、2011年10月30日前後1年ほどの間、公私ともに

とてもドラスティックな形で仕事を変える・仕事を始める（移住を伴うような転職や独立起業）というイベントが生じた

かもしれません。 
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2021年8月9日以降、水星は再び出生時同様魚座に戻ってきますので、幼少期、特に1991年くらいまでには顕著だっ

た魚座的な水星を活かした活動・仕事を始めたり（再開したり）する可能性が高いです。しかし、2019年5月10日ご

ろから徐々に、水星はモーニングスターのエネルギーの中でも最も明るくなる時期に達しています。そのため、出生時で

示されている（本来の性格の）内向的な水星力ではなく、少し「攻め」の要素の強い水星力を発揮する時期がやってきて

います。よって、2019年5月10日ごろから、水星力は自分の内面の探求や内向的な精神生活のためではなく、対外的

に伝える・人々とコミュニケーションを取るといった積極的な実際の生活に生かしていく方向で発揮されていきます。 

また、2045年10月26日の前後1年ほどの間に、水星の活動領域が転機を迎えます。それまでは割と私的な領域やロー

カルな場所で活動していたとしても、この時期以降あなたの活動はより対外的に広がっていくことになるでしょう。 

2062年2月6日は、1992年11月23日から始まった水星サイクルの一つの結果が出てくるタイミングとなります。同

時にこの2062年2月6日前後から、水星は再びイブニングスターに変わるため、仕事やキャリアは、内向的・精神的な

活動に向けられていくでしょう。ただし、2076年以降は、あなたの生みだした水星的な活動自体が世間からの強い注目

を浴びる時期に相当します。あなた自身は引きこもるかもしれませんが、あなたが生み出した活動や作品が広く世に出て

いく可能性もあります。 

⑦その他の特徴（該当する場合のみ） 

あなたの水星は、イブニングスターとして最も光が強まる時期の水星です。同時に、逆行直前でまるで動きを止めている

かのような状況（留）にある水星です。③で既にお伝えした切り口で分析してもあなたの水星は強調された配置だと言え

ますが、とても個性的で特徴的な水星です。 

さらに、あなたにとって水星は、今世での目指すべき方向、キャリアや使命と関わるポイントを司る天体なので、「星の

体内時計」における水星の動きは、ダイレクトにあなたの職業生活や活動の変化や転機に関わってきます。 
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あなたの水星は、ICにオーブ広めの合（かつMCに広めのオポジション）、さらに10大天体だけで見ると、火星とオ

ーブが広めの合（かつ火星を経由して月ともゆるい合）、木星・土星とのバイクインタイルとなっています。少しせっか

ちで感情がストレートに（少し攻撃的に）表現してしまうタイプです。人に教えることを通じて水星の創造性を刺激する

ことができます。蠍座の小惑星ジュノーとのトライン、MC近くの小惑星ベスタとのオポジションがあります。自己主張

することが比較的得意で、しかも周りから受容してもらいやすいでしょう。一方で、物事への過集中と糸が切れたように

まったく集中できない放心を繰り返すような極端な知性の使い方をしがちです。仕事に関して非常に意欲的でストイック

ですが、家庭に関しての諸雑事に忙殺され、この２つのテーマのバランスを取ることに苦慮するかもしれません。しか

し、慣れてきたらこのエネルギーのスイッチオン・オフを自分でコントロールできるようになります。ポイントは、なる

べく親族や血族を頼るということ、依存先を増やすということです。 

また、水星のアスペクト群から分析すると、投資や資産運用的な仕事も向いていますので、職業選択や副業選択の際に考

慮すると面白いかもしれません。ただし、この投資や資産運用的な仕事は、人生の後半になってから取り組むか、副業と

して本業とは別に取り組むことが無難です。 

水星の隠されたアスペクトとして、海王星・太陽・冥王星のトラインに対して海王星と水星がオポジションになり、水星

を頂点とするカイトの配置があります。 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

J 

A 
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水星の隠されたアスペクトから分析するに、スピリチュアルな叡智の深い探求と伝達が人生の目的に深く関わってくるで

しょう。なお、水星の隠されたアスペクトは、普段の生活では必ずしも表には出てこない可能性があります。しかし、人

生の後半になると、または、霊的な成長を遂げると作用してくることがあります。 
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金星 

①あなたの金星タイプ 

あなたの金星は水瓶座のモーニングスタータイプです。水瓶座が示す常識にとらわれない愛・友愛の精神を積極的に現実

世界の中で体現・具現化しようとする外向的な傾向が強いでしょう。 

ただし、モーニングスタータイプの中でも、明けの明星が見えなくなる「消失」のタイミングの直前（太陽との外合の前

に金星が見えなくなる時期）の生まれです。よって、あなたは、過去生を通じて水瓶座の金星にまつわる能動的な行動を

体験としてを積み重ねてきた魂ですが、それらの過去生を通じて発揮・獲得してきた才能や美、豊かさを今回の人生では

いったん捨て去りその経験の中から本当に必要なもの・失われない本質を見極めて真の叡智に変えるために、あえて見え

ない世界（冥界）に入っていこうとする決意をして生まれてきたと思われます。ある意味では、水瓶座の金星的な体験に

「飽きている」魂であり、同時に新しい水瓶座の金星意識を生み出そうとしている魂であるとも言えます。 

もともとの出生図ではあなたの金星は2ハウスと3ハウスのカスプ付近にあるので、水瓶座的な感性や感覚をそのまま

才能としてお金に変えることができ、かつ、その感性や感覚を言葉の力・伝達力を通じて広く影響を与えることのできる

配置です。 

②あなたの金星の過去から未来への進化 

あなたの魂の旅路において、過去の金星の力は山羊座21度にありました。過去のあなたの天命においては、高い社会的

地位・名誉を得た立場にあり、何らかの指導的な立場に立っていた可能性が高いです。戦いの女神としてのイシュタル的

な要素が強く、国や社会やコミュニティのトップに立つことに野心があり、逆に言うとそうした観点からは役に立たない

もの、利益を生まないもの、取るに足らないものに対しては冷淡だったかもしれません。非常にプライドが高くストイッ

クで、自他ともに厳しいタイプだったように思われます。しかし、人生のどこかの時点で自分の非を認める・失敗して撤

退する等のできごとがあり、そのような屈辱的な出来事を受容するかどうかという瀬戸際に立たされ、最終的に負けを認
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めるということがあったようです。あなたはこうした現実的な権力や豊かさを自分の力で手に入れてきた自負がありなが

ら、何らかの敗北に直面したときに潔く負けを認めるという器の大きな金星力を過去に培ってきました。そして、今回の

人生でもあなたの中には、現実社会の中で権力を持ちながらも覇道的な生き方に陥らない金星力も備わっています。 

しかし、そのような形での金星力の発揮はあくまで「過去の経験」レベルのもので、今回の人生および来世にかけてあな

たの金星が目指すべき方向性は、牡羊座1度付近にあります。国の中枢やコミュニティの中心において真剣にかつ上下

関係を意識してリーダーシップを発揮するというのではなく、無邪気な子どものような童心で人々と交流し笑い合う、無

駄に思えることを楽しむという、リラックスした無邪気でお茶目な感性を発揮すること、全く新しいことにひとりで取り

組むこと、自然に触れ合うことが、あなたの金星力の進化に必要です。 

よって、過去生で培ってき山羊座的な大人の成熟した人格を保ちつつで、今回の人生（の特に後半）では、ただただ無邪

気に遊び心を持って何か新しいことを始めたり、脱力感やリラックスした在り方、自然に触れ合う機会などを意図的に作

っていくことがスムーズな金星力の進化につながるでしょう。 

③あなたの金星の光と闇 

あなたの金星にとって、水瓶座的な金星力、多くの人に平等に公正に接する愛情表現をすることは呼吸するのと同じくら

い自然なことです。おそらく人生の前半においてはこうした友愛的な金星力を発揮することが慣れていると感じるでしょ

う。しかし、この水瓶座的な金星力にまつわる闇を過去に何回か経験している可能性があります。①でもお伝えしました

が、あなたは水瓶座的な金星の体験を過去生で何度も繰り返していると思われます。たとえば、既存の社会を改革してよ

り良いものに作り替えようとしたり、何らかの思想や理念を持つグループやコミュニティ活動に携わったり、奇抜な人間

関係や愛情関係を結んでいた可能性があり、その過程で、個人的な恋愛感情や私的な感情を抑圧したり、周囲の人や仲間

にもそうした感情を抑圧する、といったことをして、その結果、カルマを作ったり痛い目にあったりしてきた可能性があ

ります。これが、あなたの金星の闇の部分になっています。 
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今回の人生であなたの金星が、太陽の示すような光の方向へ向かうためには、魚座的な金星力を育むことが必要です。主

義や思想に合わないものを弾劾して排除したり、博愛や平等を曲解して個人の感情を否定するのではなく、きわめて強い

負の感情も含めたあらゆる感情をすべてフラットに扱い、どんな感情も排除せずにただただ清濁併せ飲むというような度

量の広い愛です。特に、自分よりも弱い立場の存在、場合によっては人以外のもの（動植物や目に見えない妖精や精霊、

妖怪など）に対しても愛情を注ぐということも必要でしょう。こういう形で魚座的な金星力を活用するのです。 

こうすることで、あなたの金星は、水瓶座的な力を闇に陥らせずに活用しつつ、魚座的な力を表現していくことができる

でしょう。 

④あなたの金星（愛・人間関係）に関する重要な度数とそれぞれの意味  

あなたの金星の動きから算出した、人間関係や愛情関係で重要な度数は双子座19.55度と水瓶座15.48度です。 

希望の度数【双子座 19.55 度】 

双子座19.55度（オーブは、双子座16.55度～24.55度）に合になる天体、あるいはこの度数に天体を持つ人、天を運行

する星の動きや星の体内時計等で何らかの天体が合になるタイミングは、あなたの人生において、新しく何かをスタート

させる、喜びを感じる、希望を感じると言った人との出会いをもたらすでしょう。元の出生図ではこの度数は7ハウス

にありますので、文字通りこの度数付近に星を持つ人との出会いがあなたにとって希望を意味するものになる可能性が高

いです。 

なお、射手座19.55度（オーブは、射手座14.55度～24.55度）に合になる天体、あるいはこの度数に天体を持つ人、ト

ランジットやプログレス等で何らかの天体が合になるタイミングは、あなたの人生において、上記の双子座19.55度の度

数に関連する人間関係や出来事に困難や挑戦的な出来事をもたらす可能性があります。元の出生図では1ハウスの射手

座の海王星が射手座24度にあります。希望の度数に関連する出来事や人間関係が、自分自身のスピリチュアリティや精

神世界、芸術や夢に関わる事柄によって困難や挑戦を受ける可能性があります。 
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終決の度数【水瓶座 15.48 度】 

水瓶座15.48度（オーブは、10.48度～18.48度）に合になる天体、あるいはこの度数に天体を持つ人、トランジットや

プログレス等で何らかの天体が合になるタイミングは、あなたの人生において、既に始めたことを終わらせる、何かの責

任を取る、けじめをつける、規模を縮小させる、地に足をつける、と言った事象に結び付けられる人との出会いをもたら

すでしょう。元の出生図では、サウスノードと太陽がこの終決の度数に合となっています。今回の人生では、（場合によ

っては複数の）過去生でやってきたことの集大成を作り上げるということが人生の目的の1つになっていると思われま

す。過去生からの才能とカルマの両方からの影響が強い人生だと言えるでしょう。 

なお、獅子座15.48度（オーブは、10.48度～18.48度）に合になる天体、あるいはこの度数に天体を持つ人、トランジ

ットやプログレス等で何らかの天体が合になるタイミングは、あなたの人生において、上記の水瓶座15.48度に関連する

人間関係や出来事に困難や挑戦的な出来事をもたらす可能性があります。元の出生図ではノースノードが獅子座10度付

近にあります。終結の度数に関する人間関係や出来事が、海外や高等教育や自己表現に過度に夢中になることで困難や挑

戦を受けることがあります。 

⑤あなたの金星の五芒星の特徴 
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あなたの金星のサイクルの始まりは双子座にあります。①で解説した出生図の金星の質に加え、もともとあなたの金星の

中には双子座のモーニングスターの要素があります。 

双子座モーニングスターは、マルチタレントタイプで多芸多才であることが多く、周囲を飽きさせない迅速で変化に飛ん

だ知性を持っています。ゲームやスポーツなどでの成功が見込まれるでしょう。知識が豊富で会話やコミュニケーション

に長けている人が多いでしょう。ユーモアや機知に飛んだ知性を発揮します。女性であってもどこか少年のような爽やか

さや若々しさを保ち、いわゆる女性らしいタイプというよりは中性的な雰囲気を持ちます。最新の情報、数多くの情報、

様々な見解や意見に身をひたし、常に学び続けること、1つの意見や見解にこだわり過ぎないで次々に変化を受け容れる

ことが吉となるタイプです。座学よりも体験学習が向いているタイプです。 

このタイプの人が陥りやすいわなは、興味関心の方向が移り変わりやすい、あらゆる可能性や選択肢を試してみたいと思

うあまり何も成し遂げられないといったおそれです。 

長所を生かすためには、乙女座的な質を積極的に取り入れましょう。乙女座的な地に足のついた分析的な知識、なんでも

次々に受け入れるのではなく識別してから情報を取り入れる姿勢を持つことで、遊び心を大切にしながらも大人としての

分別を持つことで、双子座モーニングスタータイプの行動力や知的好奇心に一定の成熟が生まれます。 

短所からの影響を防ぐためには、蠍座的な質を意識することがおすすめです。人や対象と深く関わりコミットする姿勢、

物事を深めていく探求心をある程度持っておくことによって、浅く広くになりがちな人間関係や興味の方向性を絞り込む

ことで節度が生まれ、混乱したり何も成し遂げられないということを防げます。 

このタイプの人が生産的な活動をしたり良い人間関係を築くためには、牡羊座の質を意識すると良いでしょう。つまり、

自分から率先して動く、失敗を恐れずにがむしゃらに動く、実際に行動するといった姿勢です。または、こうした牡羊座

的な質を持つ人をサポートする立場に立つ、社長に対してのコンサルタント、将軍にとっての軍師のような立場に立つこ

ともキャリアやパートナーシップでおすすめの在り方になります。 
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このタイプの人が生産的な活動をしたりより良い人間関係を築くために、自分が使いこなしたり習熟しておくとよいこと

は、水瓶座的な質になります。ＩＴツールやコミュニティや団体活動に関わる事柄、交友関係に関して、自分が意のまま

に使える・上の立場から掌握できるというものを作っておくと良いでしょう。逆になってはいけません。つまり、水瓶座

的な質や物事に自分が使われないように、振り回されないようにすることが、双子座モーニングスタータイプの人にとっ

ては金星力の活性化にとって大切です。なお、元の出生図の金星は水瓶座にあり、本質的にはこの要素をもともと強く持

っていますが、⑦でも解説している通り、コミュニティ活動や団体活動はあくまで自分が主体で関われるようになるまで

は深入りしない方がいいでしょう。 

⑥星の体内時計から見た金星の動き 

星の体内時計から見た金星の動きを出生時から100年分分析します。 

1992年4月21日まではあなたの金星は外向的な要素を持っていましたが、1992年4月21日以降、内向的になるよう

なきっかけがあって、どちらかというとそれまでの転生のサイクルで得てきた体験や経験を棚卸して、本質的な叡智を獲

得するために精神性を重視するモードに入っています。このモードは2066年10月26日まで続きます。 

この時期は、イシュタルの神話で言うところの「冥界下り」の時期です。この時期、あなたは太陽の光の届かない世界で

あり星空の輝く世界に入って叡智を獲得するために金星の力を使うことが促されます。 

このように、1992年からおよそ74年の間、「冥界を体験する見えない金星」のモードになりますので、おそらくあな

たは、思春期以降一般的に金星的なテーマとして多くの人が望ましいと思う状態、ポジティブに思う事柄（美、愛、豊か

さ）に関して、それを諦めざるを得なかったり、あるいは別の視点から見つめ直すということに取り組んだりする可能性

が高いです。つまり、世間的な意味では金星に関する負の体験に向き合うことが多くなる可能性もあります。しかし、そ

れらはすべて、全く新しい金星（愛、美、豊かさ）の形を太陽系にもたらすための意味ある体験です。 



©高橋ともえ PAXLUNA       22|  

 

水星と金星の占星術 個人鑑定 SAMPLE 様 

なお、1992年4月21日前後（±1年くらい）の間に、冥界下り的なショックなできごとやトラウマになる出来事、象

徴的なイベントを体験する可能性があります。 

1996年12月29日前後には、自分の人生の方向性を決定づけるような人や物事との出会いがあったかもしれません。そ

して1998年3月8日には、水星と金星が手を結び同期する重要な時期がありました。この時期は、人生で最初に生きる

目的（太陽が示すテーマ）を具体的に実現するための何らかの手段について考えたり、進路を決定するようなことがあっ

たのではないでしょうか。 

2012年12月には、金星がホーム・基盤を表す場所に到達します。結婚や住居購入、出産など何らかの喜びに関連すう

できごとが起きた可能性が高いです。 

2030年5月1日の±1年の間は、金星に関するテーマにおいてあなたの意識が少しずつ対外的な方向へ向かっていくき

っかけになるできごと・人・ものとの出会いがあるでしょう。 

やがて2041年10月21日、イシュタルの冥界下りのハイライトである「死からの復活」に相当するターニングポイント

がやってきます。この時期の±6か月くらいの間に、今回の人生で金星のテーマに関して自分が何を獲得したのか、何の

ために今回の人生の長い冥界下りの時期があったのかを知るような重要な気づきがあるでしょう。この時期は、対外的に

何か大きくことが動くというよりは、内面の変化が主になります。 

2066年10月26日を過ぎると、イシュタルの神話で言うと、これまで冥界に下っていたイシュタルが再び地上へ帰還す

る「復活」のタイミングが来ます。冥界下りの試練に耐えて宇宙の叡智を獲得し、今や世界と他者に癒しの力を与えるこ

とのできる金星イブニングスター期がやってきます。この時期以降、あなたの活動は他者を癒したり教え導くことにシフ

トするかもしれません。あるいはあなたの活動や作品が、他者への癒しや教えにつながる可能性もあります。ただし、こ

の時期の変化はまだまだ水面下の変化です。 
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2067年11月7日、再び水星と金星が手を結ぶ時期がやってきて、あなたの人生の目的（太陽のテーマ）の具現化の手

段を再確認する時期がくるでしょう。 

2075年5月9日、あなたの金星は、いよいよ多くの人に迎え入れられやすくなり、現実世界でも出会いのチャンスが得

られるようになるでしょう。 

⑦その他の特徴（該当する場合のみ） 

元の出生図では金星のアスペクトは、アセンダントと天王星に対してはセキスタイルという創意工夫することで調和が生

まれ生産的になれる度数と、ディセンダントに対してはトラインという予定調和の度数を作っています。 

まず、人を引き付ける魅力を高めるためには、意識して水瓶座の金星の質を自分の外見と結びつける努力が必要です。も

ともとの出生図では蠍座がアセンダントなので、どちらかというと秘密主義的でシャイな雰囲気があるかもしれません。

男性なら男性らしく、女性なら女性らしく周りからは見られるタイプです。しかし中身はかなり奇抜なことにも興味を持

てる変わったタイプで中性的な質を持っているので、外見と中身のギャップを意識的に埋めるように、自分の中身を小出

しにしていくことがおすすめです。 

人間関係やパートナーシップに関しては、あなたが自分の金星の力を発揮すればするほど、自然と裕福で生活を楽しむタ

イプの人が引き寄せられてくるでしょう。もともとの出生図で見ると人間関係や対人関係の運気は良い方なのですが、出

会う人の質を変えたい場合には、上記のように自分の中身と外見のギャップを修正していくことがおすすめです。 

金星が支配する天秤座には木星、土星、冥王星があり、それらすべてが逆行中です。あなたが金星の力を自覚的に発揮す

ることが、天秤座の木星、土星、冥王星の力の健全な開花に関わっています。 あなたの木星、土星、冥王星は11ハウ

スに滞在しています。もともと水瓶座の金星なので、グループ活動やコミュニティ活動には関心がありますが、コミュニ

ティや団体活動にコミットする前に、あるいは何らかの人の役に立つ活動をする前に、自分の魅力を受け容れて自覚的に

磨くことがおすすめです。他の人とは違う自分だけにしかない個性を十二分に受け容れてそれを愛していると言えるよう
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になってから、コミュニティ活動や団体活動に関わるといいでしょう。それまでは、一人で活動しても遅くはありませ

ん。人生の後半や晩年になってからの方が、コミュニティ活動や団体活動からの利益を得られやすいでしょう。 

以上 


