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用語解説
西洋占星術界の用語は、これを把握することによって、全体的な理解が進むといって
も過言では無いほど大切なものです。別の言い方をすると、用語の定義のギャップが、
進捗度を遅らせる原因になっているとも言えます。例えば、惑星という定義を全くせずに
チャートを眺め始める人と、惑星をまず定義してから西洋占星術の勉強に入って行く人
とでは、(物事の捉え方)考え方の違いから、理解度と方向が異なってきてしまいます。
私は、占星術の理解を遅らせているものの一つに、占星術用語が外来語のまま残っ
ていることにも大きな要因があると考えています。17 世紀以降、占星術は大きな変容を
遂げました。その為に、日本に伝わっている占星術用語も占星術の源流から、かなりず
れ込んでしまっています。そこで、完全ではないにしろ、基礎的な用語をまとめてみました。
これまでに日本語で出版された西洋占星術の用語の解説は、それを説明する人達の
理解に相当の開きがあり、このままではその壁がかなり厚いまま残ってしまうという印象を
受けています。そこで、占星術の理解の助けのために、古典的な文献を参照しつつ、用
語解説として載せました。使われている占星術用語を全て私の一存で適切な日本語に
するには敷居が高すぎるため、カタカナのままのものがほとんどです。
私は、これまでに占星術を教えてきた経験から、占星術のチャートの中の中心的な要
素は三つであろうと考えています。それらは、サイン、惑星、ハウスです。判断の要になる
のは、ディグニティー、アスペクト、リセプションです。恒星は、常に判断の重要な要素に
なるわけではなく、占星術の各ジャンルによって軽くとらえられたり、非常に重要に扱われ
たりしますから、徐々に学んでいけばいい事柄だと考えて外しました。
16 世紀イタリアの占星家カルダンは、次のように述べます。
『-- 奥義の至高のものは三つ。それは、理性、知性、経験である。-判断の至高のものは四つ。すなわち、①惑星、②ハウス、③恒星、それぞれ
④互いに関係している位置等の全てである。』
訳の終節の部分にある、“互いに関係している位置等”は、リセプションをも含んだもの
とも言えます。説明の中で、さらに用語解説を必要とするよく分らない言葉が出てくるかも
しれません。それでも、それらの用語も順に読み進めてください。
ここに載せられた西洋占星術の用語は、難しいものは省いてあります。また、内容に
よっては、難しくならざるを得ない部分もあります。今後、改善すべき点はドンドン改善して
いきたく思います。
『星の階梯 I』を出版しました。そこでは、かなり分かり易く、簡単に書いたつもりですが、
それでも「ロードとは何？」、「カレントとは何？」と、質問が来ます。全文を把握すれば
解釈可能ですが、途中から拾い読みをしている人たちには意味不明な言葉となります。
それでは、と思い立ち、用語解説のページを一気に充実させるために、用語解説書とし
て PDF 形式でウェブ上に置くことにしました。
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用語解説序文
まだまだ、粗削りなままです。用語解説そのものが難しく感じる方も出てくるものと思い
ます。それはそれで、新たな説明を盛り込むチャンスだと捉え、とりあえずウェブ上に置き
ます。どしどし、要望や希望、至らない点をご指摘ください。
西洋占星術は、モダンから古典へと勢いよく回帰しています。アメリカでの動き、ヨー
ロッパでの動きがそうです。やがて、日本もその時代に入ります。それに、乗り遅れないよ
うに、いち早く英文の教科書を読み始める人たちは幸いです。ウィリアム･リリーのクリスチャ
ン･アストロロジーから入るというのも、1 つの手です。しかし、アラビアの占星術のテクストも
英訳されていますから、そちらから入った方が時間の無駄になりません。おすすめは、ベン
ジャミン・ダイクス著『Introductions To Traditional Astrology：Abū Ma’shar & alQabīsī』です。ここに書かれていない、詳しい占星術の各種の定義が書かれています。
ぜひ、新しい世界（古いものなのですが）へと参入ください。
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2022 年 9 月 9 日版
ウェブ上で上覧できるような形の PDF ファイルによる文書は、私が気付けば、生きてい
る限り、これからも変更を続けていく所存です。最終版ではありません。理解が進めば書
き換える項目もあります。
アイシー、I.C、imum caeli [ラテン語で、イーマム・カエリ]＝
ロアー・ミッド・ヘブン、Lower Mid Heaven
チャートの第 4 ハウスのカスプにあたる部分です。マニリウスの抒情詩によれば、天球
が支えられている部分、天が回転を終えて上昇に転じる地点です。そこで最終局面、切
り替え地点、大地、地の底、地下、根、ルート、転じて祖先という意味を持ちます。西洋
占星術ではそれらの意味を含んだ判断、裁判の結審等に重要なポイントとなります。結
果に関る事柄ならば、試験の結果もそうなのかというと、そうはなりません。試験は、成功
不成功に関る 10 ハウスの事柄です。決して、全ての物事での最終局面になるわけでは
ありません。
物を探している場合の一つの候補地です。それは、少しでも上を何かに覆われた「宝
の眠る大地の中」という意味から転訛されました。
アクシデンタル・ディグニティー、Accidental Dignity
アラビア時代の著作には、“アクシデンタル・ディグニティー”と呼ぶ項目は存在していま
せん。ウィリアム・リリーの『C.A』は書いています。用語“アクシデンタル”は、幾分モダンな
ものに傾いていて、本来は Configuration（コンフィギュレーション）とすべきでしょう。コン
フィギュレーションをどう訳せばいいのか、日本語には適切な訳がありません。占星術的
には、他の惑星や、位置や、様々な条件を含めた相対関係・相関関係を指しています。
（コンフィギュレーション参照）
ディグニティーとは惑星のある種の機能の高い低い、あるいは力の強さ弱さのことです。
ディグニティーには、エッセンシャル(本質的な)･ディグニティーとアクシデンタル(偶発的
な・非本質的な)・ディグニティーがあります。エッセンシャル･ディグニティーは、サイン位
置に関連するディグニティーです。アクシデンタル・ディグニティーは、当該の惑星のハウ
ス位置や、他の惑星との位置関係、恒星とのコンジャンクション等、比較的短時間で移
行する要素に左右されるディグニティーです。アクシデンタル・ディグニティーに属するも
のはとても多くあり、用語解説の中にも断り無く含まれているものもあります。
アクシデンタルなディグニティーは、一般に、惑星に何らかの力を与えてくれます。アク
シデンタルなディグニティーの方が、チャートの語る事柄をより強く表現することもあります。
また、実際に物事が動くことになります。質問の中では、アクシデンタル・ディグニティーの
方がより本質的になる場合もあります。例えば質問が、「この会社に投資をしてもいいで
すか？」 だとすると、エッセンシャル･ディグニティーが高ければ、ここ数年の経営状態の
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良さを単純に表していて、アクシデンタル・ディグニティーが高ければ、新しい技術で利益
を得ている会社かもしれません。
古典的な西洋占星術の本には、エッセンシャル・ディグニティーにも、アクシデンタル・
ディグニティーの個々の事柄についても、点数が書かれています。しかし、エッセンシャ
ル・ディグニティーの点数は足したり引いたりできる一方で、アクシデンタル・ディグニ
ティーの点数は、足すべき数字ではありません。エッセンシャル・ディグニティーの点数は、
本質的なその惑星らしさの指標ですから足せます。アクシデンタル・ディグニティーの点
数は、重要性の指針として書かれています。逆行というアクシデンタル・ディグニティーと、
ハウス位置の強弱であるアクシデンタル・ディグニティーは、意味が違うので足せないので
す。
全てのアクシデンタル・ディグニティーは、判断で使う場合もあれば、使わない場合も
あります。全てを使おうとすると、却って無理が生じます。それらは、アクシデンタルな状況
(外的要因)ごとに、物事が動こうとする場合の作動する何らかの力を個別に表現してい
ます。
アスペクト、Aspect
．．．．．．．．
サイン同士の角度による親和性を基礎としたものです。その上に、惑星同士の角度に
よる角度にしたがった結び付きの状態があり、両方をアスペクトと呼びます。アスペクトは、
サイン同士が 60 度（セクスタイルあるいはセクスタル）、90 度（クォータイルあるいはスクエ
ア）、120 度（トラインまれにトライアングル）、180 度（オポジション略してオポ）の四つがあ
り、惑星から右へのものと、左へのものを区別するなら七つです。マイナー（重要でない・
意味の無い）･アスペクトは、サイン同士という基礎を持たない、ケプラー等、後世の占星
家の発明によるもので、アスペクトとは名ばかりのもので、歴史的信憑性はありません。
コンジャンクションは、厳密にはアスペクトではありません。しかしながら、アスペクトと同じ
ように解釈してもほぼ遜色がないので、アスペクトに含めて解説してある教科書が多いこ
とも事実です。
惑星同士のアスペクトは、
①
サイン同士がアスペクトをしているのか、
②
惑星同志がアスペクトをしているのか、
③
惑星同志が実際に角度による角度に従ったアスペクト
を完成するのかどうかと、順に調べていくものです。
アスペクトは、上記の順に惑星同士の関係が深まっていきます。③の状態だけをアスペ
クトとして述べる場合もありますけれども、それは文脈から判断されます。決して、③から観
察していくのではありません。②の状態でもアスペクトです。もちろん、①の状態で既にアス
ペクトです。
時には、①惑星の入っているサイン同士が成立し、②オーブの範囲内にありながらも、
③角度に従ったアスペクトを為さない場合もあります。
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時には、①惑星の入っているサイン同士がアスペクトをしておらず、②オーブの範囲内
にあり、③角度に従ったアスペクトを為す場合もあります。
時には、①惑星の入っているサイン同士でアスペクトが成立し、②オーブの範囲内に
あり、③角度による角度に従ったアスペクトが完成する場合もあります。
♈のサインの 1 度に太陽があり、♉のサインの 28 度に火星があって、見かけ上 60 度
のセクスタイルに近くても、惑星同士がオーブの範囲内にあっても、このような場合はアス
ペクトとは呼べません。隣同士のサインはアスペクトをせず、太陽が火星から離れつつある
からです。この状態は、サイン同士でもアスペクトではありません。

アスペクトは、常に正確な角度による完成をしなければ影響力を与えないということはあ
りません。アスペクトは完成をしなくても影響力は与えます。正確なアスペクトが求められる
のは、物事の完成を期待される時だけです。
アスペクトの観察には、
① 完成していたのかどうかを調べる場合（これまではどうだったのか：セパレート）
② 完成を調べる場合（これからどうなるか：アプローチ）
③ 状態を調べる場合（これはどういう状況なのか：サイン同士のアスペクト）
の、3 つがあります。ほとんどのアスペクトは、アプローチするものに頼っています。セパレー
トするアスペクトも、参照されることが多々あります。セパレートを見つける事も判断には欠
かせません。
これまでの占星術の学習では、ほとんどの質問がアスペクトのみによって返答可能に
なっていました。しかし、アスペクトはタイミングを示すのみです。例えば質問が、「彼とデー
トができますか？」 だとして、アセンダントのロードと 7 ハウスのロードの間にアスペクトが
あったとしましょう。これは会えること、デートができることだけを示します。「彼は私を愛してく
れていますか？」の質問には、アスペクトのみでは判断できません。愛してくれているかどう
かの内容は、リセプションの判断によります。
アスペクトが物事の成就を示す場合もありますけれども、質問の種類によっては、アス
ペクトが答えを与えてくれないものもあります。上記のような、「彼は私を愛していますか？」
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用 語 解 説
等、最もよく尋ねられる質問でアスペクトが役に立ちません。「不動産業者は、高い値段
を吹きかけていますか？」 という質問でも、アスペクトは役立ちそうにありません。アスペク
トの観察を必要とする質問は、機会を得られるかどうかの場合のものです。
私たちは多くの場合、惑星同士が近付くアスペクトを探しています。問題によっては、
離れて行くアスペクト（機会を得ていた）を探すこともあります。「ペンを持って帰ったのは
誰？」 であれば、ペンを持って行った（ペンから離れた）惑星を探すことになります。
アセンダント、ASC､Ascendant
占星術ではホロスコープ（チャート）という物を用います。惑星や恒星が日々東から上
昇してくるポイントがアセンダントです。一般的なチャートでは、向かって左側の地平線の
部分です。ポイント（カスプ）そのものを指してアセンダントと呼ぶことがあります。又、第一
ハウスを指してアセンダントと呼びます。神々しい日の出は 12 ハウスの事柄ではなく、第 1
ハウスで起きることですから、第 1 ハウスは地平線からほぼ 5 度上った所（マイナス 5 度
ルール、あるいは 5 度ルール）から、そして第 2 ハウスの 5 度手前までです（この説明は
正確ではありません）。この 5 度も境界として曖昧で、時には 6 度であったり 10 度であっ
たりします。また、5 度ルールはサインの境界を越えません。アセンダントがあるサインの 3 度
だとすれば、前のサインの 28 度にはならず、サインの境界のある 0 度までだけ戻れます。
アセンダントは質問者を表す場所です。そして、ホラリー占星術ではアセンダントのカスプ
が差し込んだサインのロードを、アセンダントと共に質問者として扱います。つまり、アセンダン
トのロードと呼ぶ場合、アセンダントのカスプが差し込んだサインのロードのことを言います。
アセンダントを「1」として、ハウスには反時計回りに番号が振られています。この番号は、
アセンダントから昇る順番を待つ数字です。番号とは裏腹に、アセンダントを含むハウスの
主要な意味は、ほぼ右回りに構成されています。とてもこれは紛らわしくて、ハウスが番号
順に組み立てられていると考えてしまう人達があとを絶ちませんでした。例えば、毎日、太
陽は時計回りで進みますが、その太陽により、一日のうちで一番気温が高くなるのは、太
陽が 9 ハウスに来たときです。このことにより太陽は 9 ハウスでジョイになります。ですから、
古代の人たちは、9 ハウスに、太陽の象徴する神、未来を見通す力等を当てはめました。
ハウスがサインと同じ左回りなら、5 番目のサインが♌のサインですから、そこに太陽の
持つ意味、神、真理、未来を見通す力等が与えられていたことでしょう。与えられていま
せん。
アパジー、Apogee
惑星たちは、それぞれの周回軌道を回っていますが、地球に最も近づいたり遠ざかっ
たりします。そのうちの遠地点のことを言います。
アフリクト、Afflict
惑星が他の惑星や位置や状態によって抑圧されたり、充分な力が発揮できなくなっ
たりする状況に置かれることです。一般的には、マレフィックな惑星によるコンジャンクション
やオポジションがアフリクトと捉えられています。しかし、チャートの状況によっては、ベネ
フィックな惑星とのオポジションでも、時にはアフリクトになることがあります。
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アフリクトという概念は、惑星の位置の考慮と、リセプションによる考慮が複合されたも
のです。そうすると、どんなアスペクトでもアフリクトする側の惑星がデトリメントだったり
フォールだったりすると成り立つことがあります。アンティッションからのアフリクトもありえます。
最大のアフリクトは太陽とのコンジャンクション（コンバスト）だとされますが、これにも例外
があり、アフリクトとされない場所があります。
アプローチ、Approach ≒ アプリケーション、Application
惑星が別の惑星や特定のカスプに、アスペクトやコンジャンクションで近づいていくこと
です。例えば、月が 16 度にあって、20 度の水星にコンジャンクションで近付くなどを言い
表します。♈の 24 度にある火星が、アセンダントのカスプ♌28 度に近付いていく事も、角
度による角度に従ったアスペクトでのアプローチです。
アラビック・パーツ、Arabic Parts
パート、あるいは、ロットとも呼ばれます。アラビア人の占星家達が多くを発明したので
そう呼ばれます。実際には、占星術がギリシャで生まれた時からありました。有名なものに
P.o.F（パート・オブ・フォーチュン、フォーチュナとも呼ばれます）があります。ホラリー占
星術の恋愛のチャートでは、P.o.M（パート・オブ・マリッジ）が必ず使われます。このアラ
ビック・パーツ無しでは、恋愛のチャートの判断が付きません。その他のチャートでは、
個々に使ったり使わなかったりします。少し慣れてくると、パーツは自分で考え出すことが
できることに気が付きます。そこで、アル・ビルニという占星家は、毎日のようにパーツが作
られて困ると述べています。
アラビック･パーツは、場所の特定をするものではありません。現在のチャート作成ソフト
は、多くのパーツの位置を表示してくれますが、それとコンジャンクションする惑星だけが
意味を持つわけではありません。コンジャンクションではなく、ディスポジターがパーツの意
味を担います。つまり、パート・オブ・友情という位置が、♒のサインの 10 度にあるならば、
ディスポジターの土星と、友情のナチュラル・ルーである木星が友情を示すことになります。
それを把握してのその後は、リセプションを頼って判断をすることになります。
パートの例（ほぼ、昼と夜に計算式の一部を変える）
パート・オブ・フォーチュン
仕事のパート
生活行為（職業）のパート
喜びのパート

ASC
ASC
M.C
M.C
ASC
ASC
ASC

＋☽－☉（昼）
＋☉－☽（夜）
＋☽－☉（昼）
＋☉－☽（夜）
＋☿－♂（昼）
＋♂－☿（夜）
＋♀－7 ハウスカス

プ（昼夜同じ）

アルムーテン、Alumuten（ラテン語）
チャートのどの角度にも、その場所でもっともエッセンシャル･ディグニティーが高くなる
はずの惑星が存在します。それをアルムーテンと言います。ハウスのアルムーテンとは、ハ
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用 語 解 説
ウスのカスプが入り込んだサインのあるキーポイントにおいて、もっともエッセンシャル･ディグ
ニティーの点数が高くなるはずの惑星です。これはサイン・ロードとは限らず、複数のアル
ムーテンが存在することもあります。常ではありませんけれども、こうやって求めたアルムー
テンは、そのハウスのカスプの表示星になりうる可能性を二義的に持っています。
ハウスのロードよりも点数が高いからと言って、常にそのサインのロードの代わりをすると
いうことはありません。何故なら、サインのロードは、サインのロードとしての役割があるから
です。ドミサイルと呼ばれるように、住民登録をしている戸籍筆頭者にとっての仕事を誰か
が代わりに成り代わるということはできません。名代として行う事が時々あるというだけです。
アンギュラー・ハウス、Angular House ＝ アングル、Angle
（Angle、角［かど］）、一般的にアングルのハウスと呼ばれます。上昇点、下降点、天
頂、地底の各点を含んだ四つのハウスです。したがって、第 1 ハウス、第 7 ハウス、第 10
ハウス、第 4 ハウスの四つのことを言います。これらが大事だとされるのは、これら四つの
点で、占星術の天球儀を支えているとされるからです。ホラリー占星術の質問時に、質
問に関係のある主要な惑星の殆どがアングルにあると、とてもダイナミックに事態が進展
していきます。それは、アングルに入っているそれぞれの惑星が、強いアクシデンタル・
ディグニティーを得るからです。ホラリーでは、惑星たちが力強い作動力を得るのを確認
できます。

アングルのハウスは、チャートの時計回りの中央になります。ハウスは、サクシダント、ア
ングル、ケーダントの三つが一組で、アングルが真ん中です。10 ハウスを考えると、サクシ
ダント・ハウスは 11 ハウスで、やがて頂上に至れるという喜びに満たされています。10 ハウ
スは天頂、頂点です。力強いハウスです。力が強いということと、幸せであるということはイ
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コールではありません。ケーダント・ハウスは、そこから落ちています。だから弱いとされます。
ラテン語のケーダントは落ちる（フォール）という意味です。
アンダー・ザ・サンビーム、Under the Sun beams ＝
アンダー・ザ・レイ、Under the Ray
太陽の両側にそれぞれ 15 度ずつ拡がっているとされる太陽の影響を受ける場所で
す。サインの境界を超えて影響力が及びます。アンダー・ザ・レイは、放射熱の影響を受
けることで、同じ意味です。（参照：コンバスト）
アンティッション、Antiscion
天球上の離れた位置同士で、昼に太陽の留まる長さが同じになる場所同士です。春
と夏、秋と冬に、遠く離れて同じ昼の長さの場所があります。『星の階梯 I』 p.34 参照。
その両方に惑星があると、あるいは、片方が惑星で、片側がハウスのカスプだと、コンジャ
ンクションのように作用します。例えば、♉のサインの 5.50 度と♌のサインの 24.10 度が
それで、アンティッションと呼ばれる位置になります。♒のサインの 9.42 度と♏のサインの
20.18 度もアンッティッションの位置同士です。これらの位置に惑星がそれぞれに在れ
ば、コンジャンクションと同じ意味として捉えます。30゜= 29.60゜から引くと簡単に計算でき
ます。
春分から次第に昼の時間は長くなり始めます。夏至から次第に昼の時間の長さは短く
なります。春分から夏至までの間のある日と、夏至から秋分までの間に同じ昼の長さのあ
る日が必ずあるはずです。そのような、昼の長さが同じ日同士が、アンティッションになる
場所です。コンジャンクションも、昼の長さが同じ場所にある惑星同士のことです。
これらの黄道上にある惑星同士は、階段差で一段違い場所まで影響を与えます。
11.26 度にアンティッションの場所があれば、10 度台～12 度台にある惑星に影響を及
ぼします。ハウスに入ったアンティッションの惑星は、そのハウスにあるとして捉えます。ただ
し、リセプションは考えません。
イグザルテーション、Exaltation
エッセンシャル・ディグニティーというサイン位置に基づく惑星のディグニティーの一種
です。本当の強さというより、尊敬をされている、崇められていることによる強さと言い換える
ことができます。それは誇張された感覚です。だからといって、弱いわけではありません。充
分に強いディグニティーです。サインの中には、イグザルテーションになる惑星を持たない
サインもあります。
占星術上の意味は、王権（kingdom・キングダム）を得ている領主のことです。日本
の国に喩えるなら、サインのロードは首相であり、キングダムのロードは天皇となります。マ
ンションに喩えるなら、サインのロードは居住者で、イグザルテーションのロードはマンショ
ンのオーナーの感覚です。
イベント・チャート、Event Chart
占星術のジャンルの一つです。出来事が起こった時間に基づいて立てられたチャート
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です。出来事の推移を見るような場合に使います。例えば、病気になった時間からその病
気の推移を見ることができます。ホラリーと違うのは、時間の把握とアセンダントのロードが
当事者本人そのものになるところです。ホラリーで重病人を扱う場合、本人が問うことはま
れでカレントと当事者が違います。しかし、イベント・チャートは当事者がアセンダントになりま
す。
イレクション・チャート、Election Chart
イレクション（下記）を行って、建てるチャートのことです。
イレクション、Election
占星術のジャンルの一つです。何かを執り行おうとして、その物事を始めるのに適切な
時間を選ぶ占星術のことです。
例えば、誰かが物事を始めようとして、日や時間を選び、その事柄をスタートさせた時
点が、物事の誕生した特定の時間となります。物事の誕生チャートが出来上がると、こ
れがイベント･チャートです。その事業が結局成功するのか失敗するのか、占星術ではこ
のイベント・チャートで予見することになります。
少し別の観点に立ってみると、もし、チャートが不成功を示しているとしたら、どうして他
の良い時間を選ばなかったのでしょう。もっと適切な時間を選べたのではないでしょうか。
もっと適切なチャートになるように最良の時間を選んでしまえと。これが、イレクションの意
図であり、人々を魅了する理由です。このジャンルの占星術には、各種の目的・意図に
よって好都合な時間を選ぶルールがいろいろ含まれています。
ほとんどが、ホラリー占星術を裏から観察するような視点で良い日にちと時間が選ばれ
ます。きょう現在、一般に流布しているイレクションのやり方は、極端に単純過ぎます。惑星を
良い位置に持ってくるだけの時間の導き出し方と、イレクションはハッキリと違っています。
様々な場合に好都合な星は、ホラリーを学べば分かりますが、明らかに違っているものです。
インクリーズ、Increase（in Light or in Motion）
“光が増すこと”と、“動きが増すこと”の、2 つに使われています。光が増すこととは、太
陽とのコンジャンクションを終えてから、太陽とのオポジションになる 12 度手前までです。
光が増しつつあるのは、一般的には良い兆候とされる。
インコンジャンクト、Inconjunct
接合していないこと、接合していないと見做されること。
インターセプト、Intercepted Sign
一定のハウスの作成方式に依存すると、あるハウスの中に、サインがスッポリ埋もれてし
まい、飛ばされてしまうサインが出てきます。レギオモンタヌスでは、アセンダントが♐のサイン
の時に、必ず、♍のサインと♓のサインがインターセプトされます。特に意味はありません。
ホール・サイン・ハウス・システムにすれば、インターセプトされずに意味が読み取れます。
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エッセンシャル・ディグニティー、Essential Dignity
惑星が、各々のサイン位置で獲得したり失ったりする惑星らしさの度合いです。エッセン
シャル・ディグニティーの表から、個々の惑星の、その惑星らしさを導き出します。エッセン
シャル･ディグニティーは、合計点で比較できます。この点数が高ければ、その惑星は、そ
の惑星らしさを強く帯びることになります。さらに、ハウス位置でも高い点数となるアンギュ
ラー・ハウスに在ればアクシデンタル・ディグニティーも持つことになり、とても強い影響力を
振るうことになります。
惑星らしさの度合いは、たとえばホラリー占星術の質問で、アセンダントのロードが木
星で、その木星が高いエッセンシャル･ディグニティーを得ていたとします。アセンダントの
ロードは質問者（カレント）ですから、質問者は質問者らしく示されることになります。質問
者その人が良い人であろうとなかろうと、この時のエッセンシャル･ディグニティーは、質問
事項に対して、その人を全面的に認める形で表わされています。これは良いことです。一
般的に、これは上手に振舞える状態です。アクシデンタル・ディグニティーで得るような、
強さを帯びることもあります。
エッセンシャル･ディグニティーの表には、デビリティーになるものも書かれています。そ
れは、惑星らしさをそがれる事、失っていることです。上記の木星の例で述べると、ここで
も質問者その人が良い人であろうとなかろうと、当該の質問事項に対して認められてい
ない形です。これは良くないことです。一般的には悪く振舞ってしまう状態です。弱い場合
もあります。他に与える影響も考えられ、デトリメントやフォールというデビリティーにある惑
星は、アスペクトする惑星に対してアフリクトをすると語られます。
エッセンシャル･ディグニティーの見つけ方
（表は、https://www.horary.jp/contents/hyou2.html から、お申込み）
惑星は、置かれている場所によって様々なディグニティーを得たり失ったりします。惑
星が、どこかのサインに入っていると、惑星はその惑星らしさを発揮できたり、発揮できな
かったりします。その度合いがエッセンシャル･ディグニティーです。エッセンシャル･ディグニ
ティーは表から導き出せます。その表は完全には出所が確かではありません。しかしなが
ら、多くの先人たちに試されて、効くものが残ってきました。私は恋愛のチャートで、カレント
がサインのディグニティーを得ていたのに、トリプリシティー、ターム、フェースの合計点で
高い惑星で示された恋敵に、恋愛の相手を奪われたのを見たことがあります。
惑星がある場所に居て、そこがたまたまその惑星自身のディグニティーを得られる場
所であったなら、ディグニティーを得ることができます。
惑星は、自らのサインに入っていると「サイン（又は、ドミサイル）」というエッセンシャル･
ディグニティーを得ます。例えばチャートの中の木星が♐のサインの 15 度にあったとしま
しょう。表の♐のサインの行を探しに行きます。サイン・ロードという欄は上段の左から 2 列
目です。その 2 列目と♐のサインの行が重なったところに木星が見つかります。木星が木
星のサイン・ルーラーというディグニティーを得ます。
惑星はある場所で「イグザルテーション」というディグニティーを得ます。これは強い
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ディグニティーの一つです。それでも、どこかに尊敬されているから点数が高くなっている
面があります。ちやほやされている感じです。それをディグニティーの表から探し出すには、
例えば土星が♎のサインの 18 度にあったとします。そうしたら、♎のサインの行を探しに行
きます。イグザルテーションは表の 3 列目に当たります。この欄と♎のサインの行の交点に、
土星が書かれていて、21 と数字が見つかります。この 21 は、20 度から 20.59 度を指し
示していて、もっともイグザルテーションの効果が高い場所となっていて、イグザルテー
ション・デグリィーと呼ばれます。それ以外の度数でもイグザルテーションのディグニ
ティーを得ます。ですから、土星が♎のサインの 18 度では、土星が自らのイグザルテー
ションというディグニティーを得ることになります。
トリプリシティーのディグニティーは、昼と夜に別々の惑星になります。例えば♈のサイ
ンでは、昼のチャートなら太陽が、夜のチャートなら木星が「トリプリシティー」というディグ
ニティーを得ます。これを表から見つけるには、例えば金星が♉の 4 度にあって、それが
昼のチャートだとします。トリプリシティーの欄と♉の行の交点で昼（Ｄａｙと書かれていた
りします）の部分を見つけます。そこには金星が見つかります。ですから、この金星はトリプ
リシティーというディグニティーを得たことになります。
表を見ると、次のディグニティーは「ターム」です。惑星がそれを得る場所は不平等に
5 分割されていて、ある角度からある角度までに入っていれば、「ターム」というディグニ
ティーを得ることになります。表の見方は、例えば金星が♉の 4 度にいるとします。すると、
♉の行を探すことになります。タームの欄で 4 度に当たる部分を探します。それはタームの
欄の一番左側の列になります。そこには金星が見つかります。ですから、この金星は、
タームというディグニティーも得ています。エッセンシャル･ディグニティーの点数は足せま
すから、サインの 5 点、トリプリシティーの 3 点とタームの 2 点を足して 10 点となり、とて
も高いディグニティーを持っていることになります。ですから、金星は金星らしく振舞えるの
が分かります。
フェースは弱いディグニティーです。これは 10 度ずつ等分にされています。見つけか
たはタームと同じです。例えば水星が♉のサインの 7 度にあったとします。タームのときに
使った♉のサインの行をそのまま探しに行きます。7 度はフェースの欄の一番左側に当て
はまります。そこには水星が書かれています。したがって、ここでは水星がフェースという
ディグニティーを得ます。これ一個では、水星らしさが発揮できるというよりも、水星が引っ
込み思案でないだけましで、積極的にも振舞おうとしません。
ディグニティーの表には、デトリメントとフォールもあります。サインやイグザルテーション
と同じような方法でどんな惑星がデトリメントになるのか、今注目している惑星がデトリメン
トやフォールにならないのかを見つけに行きます。例えば、土星が♋のサインに入っていた
とします。そこでは土星はデトリメントとなります。例えば太陽が♎のサインにあったとします。
太陽は♎のサインでフォールになります。このような時の土星は、土星らしさを失い、充分
な働きをしないばかりではなく、土星の持つ嫌な面も発揮してしまいます。太陽は太陽で、
どこか見下された感じで振舞いますし、とてもいつもの太陽らしくありません。これらのディ
グニティーにも、デビリティーにも当てはまらない惑星をペレグリンと呼びます。
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（参照：ペレグリン）
エフェメリス、Ephemeris Table（占星暦）
惑星の運行表。（https://www.astro.com/swisseph/swepha_e.htm）で、手に
入る。表は、グリニッジ天文時のその日の惑星の位置が、カレンダーに基づき記載され
ています。Almanac とも呼ぶ。
エレベート、Elevated ≒ エレベーション、Elevation
惑星に与えられる言質で、地平線上にある惑星の中で、最も仰角の高い惑星のこと。
混乱の原因は、古来、マレフィックよりもルミナリーズが、より高い位置を占めていれば、マ
レフィックの影響が幾分弱められると考えられるところから来ています。
エレメント、Element

アリストテレスの四元の図

それに、火、地、風、水を加えた図

“要素”と訳しても“性質”と訳しても、占星術の他の言葉に使われてしまっているので、
訳さずに、エレメントと使うほうが適切です。ですからそのままにしておきます。エレメントは 4
つあります。火のエレメント、地のエレメント、風のエレメント、水のエレマントです。
火のエレメントは、ホットとドライに分解されます。地のエレメントは、コールドとドライに分
解されます。風のエレメントは、ホットとモイストに分解されます。水のエレメントは、コールド
とモイストに分解されます。右側の図の通りです。
♈、♌、♐のサインは火のエレメントを持ったサインなので、火のサインと呼ばれます。
♉、♍、♑は地のエレメントを持ちます。♊、♎、♒は風のエレメントのサインです。♋、♏、
♓のサインは水のエレメントのサインです。

オーブ、Orb
惑星のオーラのようなものです。オーブは惑星の回りに広がる角度で表記されます。
アラビア時代の占星家達は次のオーブの幅を述べています。土星 9 度、木星 9 度、火
星 8 度、太陽が 15 度、金星 7 度、水星、7 度、月 12 度と記しています。オーブは、
ある地点で突然無くなる類のものと考えられていません。浜辺の波のようにだんだん減衰
していきます。海と陸の境界を砂浜で観察していても見極められないように、オーブの
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端っこはとらえられません。サインを超える場合には、近づく方の惑星だけのオーブを考慮
します。オーブは惑星の持ち物です。したがってアスペクトごとに増減させる必要はありま
せん。
アスペクトに対してオーブを考慮する場合、サインを超えて判断する場合もありますし、
オーブの中に入っていても考慮をしないこともあります。同じように、タイミングを考慮する
場合には、オーブを超えても考慮が出来ることもあります。また、オーブの中に入っていて
も、それがセパレートなら、オーブを無視できる場合もあります。オーブをどう捉えるかは、
質問の「質」に関っています。これらの詳しい説明は、『星の階梯 II』までお待ちください。
オキシデンタル、Occidental
太陽に対する位置関係のことで、オリエンタルと、オキシデンタルがあります。チャート
の太陽がどこに在っても、それをアセンダントに仮に置きます。その時、地平線下になる
全ての要素はオキシデンタルにあると呼ばれます。
音を出すサイン。
♊のサイン、♍のサイン、♎のサイン、♒のサイン、そして、♐の前半が音を出すサインと
されています。これらのサインの原意には、人間と、ひいては二本足で立つ鳥が含まれて
いるからです。
オポジション、Opposition
180 度に位置するサイン位置同士を、オポジションと呼びます。アスペクトとして、オポ
ジション・アスペクトとも呼びます。丁度反対側なので、逆という意味を持ちます。また、は
かりに掛けると対等という意味にもなるので、対等とも捉えます。つまり、対等でありながら
立場が逆のもの、男と女、敵と味方等が各々アセンダントと 7 ハウスや、3 ハウスと 9 ハ
ウスを占めていれば、この関係になる位置です。
オリエンタル、Oriental
太陽に対する位置関係です。チャートの太陽をアセンダントに仮に置きます。その時、
地平線上にある全ての要素はオリエンタルにあると呼ばれます。
カーディナル、Cardinal
重要なということで、二つの意味があります。サインの概念では、♈のサイン、♋のサイン、
♎のサイン、♑のサインの四つがカーディナル・サインと呼ばれます。これらのサインは、そ
の先端が春分、夏至、秋分、冬至になっています。一般的にカーディナルと呼ばれるの
はこちらのサインの概念の方です。
ハウスの方のカーディナルは、1 ハウス、4 ハウス、7 ハウス、10 ハウス、という四つのア
ングルのハウスです。それは、占星術の天球儀をこの四つの点が支えているのでカーディ
ナル（重要な）と呼ばれます。
海王星、Neptune
占星術上の惑星ではなく、天文学の世界の惑星。占星術的な天球は、土星の外に
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恒星の天球しか認めていないからです。解釈は、恒星のようにコンジャンクションのみで判
断します。主要な 7 つの惑星で語られた解釈を補助していれば、判断に付け加えられま
す。海王星は「錯覚、策略」という意味を持つ動く恒星です。単独では意味を為しませ
ん。
（参照：天王星、冥王星）
下位の惑星、Inferior Planet
カルディアン・オーダーで、太陽より地球に近い惑星達です。金星、水星、月の三つ
です。上位の惑星が火星、木星、土星です。太陽は、上位と下位の三つずつの中間
点に位置しているので、中間者と呼ばれました。また、上下に等分の数を従えているので、
王となります。西洋占星術では、けっして太陽が中心の太陽系を想定して王と捉えてい
るわけではありません。
角度による角度に従った、degree by degree、又は、minute by minute
きっかり丁度のアスペクトを述べるときに使われる、言い回し表現。
カジミ、Cazimi
太陽の両側それぞれ［16 分以内］にある惑星が、王と一緒の椅子に座っている状
態だとして強くなれる位置です。ここはコンバストではありません。さながら、台風の目といっ
たところです。アクシデンタル・ディグニティーでは、もっとも強さを得ます。
ホラリーチャートの判断では、コンバストの惑星が、やがてカジミになるからといって良い
捉え方はできません。判断では、コンバストを超えることはできません。同様に、カジミの惑
星はやがてコンバストになるからと悲観的な見方をしません。

カスプ、Cusp
ハウスでは、ハウスの基準になる線で、境界線ではありません。1 つのハウスは、前後 2
つの境界線が存在します。チャートの中心に立って外に向かう右手が、そのハウスのカ
スプです。マイナス 5 度ルールがあったとしても、カスプの位置は大事です。5 度手前は
玄関のエントランスで、扉の所がカスプで、さながらその家のドアのような感覚です。しかし、
エントランスもその家の一部です。
サインのカスプは、明確に 30 度ごとです。同じく、チャートの中心に立って外側に向
かった右手から、そのサインの 0 度がスタートし、29.59 度まで続きます。
風のエレメント、Airy Element
ホットとモイストの元でできているエレメント。太陽が、春の気質を持つ♈、♉、♊のサイ
ンにあると、風のエレメントを受け取ると言われます。木星が風のエレメントを持つ惑星。
風のサイン、Airy Signs
ホットでモイストなエレメントを持つサインは、♊、♎、♒のサイン。風のサインは、それぞ
れ 2 本の平行線をデザインしたものですが、二重性を持つわけではありません。
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カルディアン・オーダー、Chaldean 又は Chaldaean Order
七つの惑星の並び順のことで、カレンダーの語源にもなっている、土星、木星、火星、
太陽、金星、水星、月、土星、木星、火星、太陽、金星、水星… と連綿と続いていく
並び順のことです。これは、25 番目に次の曜日を示す惑星の来る並び方です。つまり日
の出と共に 24 時間の各 1 時間を、それぞれ一個の惑星が支配をしていくと、25 番目、
25 時間目、次の日の日の出とともに、次の曜日になる並び方です。
カレント、Querent
占星家に質問をした、質問者のことです。
吉星、Benefic
参照。ベネフィック。
逆行、Retrograde ＝ Retrogration
見かけ上、惑星は逆行します。火星、木星、土星は、太陽とのオポジション周辺でそ
うなります。月と太陽は逆行しません。日々月の動く方向が順行ということになります。逆
行はその方向とは逆の方向へ惑星が進むことを指します。見かけ上起きるだけで、本当
に後ろ向きに惑星たちが進むわけではありません。
境界線、Boundary
占星術には幾つかの境界線があります。地平線、ハウスとハウスの境界線。サインと次
のサインの境界線等です。
凶星、Malefic
参照。マレフィック。
クォータイル、Quartile ＝ スクエア、Square
サイン同士が 90 度の関係にあるもの。例えば、♍のサインとクォータイルになるのは、♊
のサインと、♐のサインです。
ケーダント、Cadent House
アンギュラーと呼ばれるハウスから、右回りで落ちているハウスです。12 ハウス、3 ハウ
ス、6 ハウス、9 ハウス、の四つです。ハウスを三つに分けた場合の区分で、ケーダント、ア
ンギュラー、サクシダントとなります。ケーダント・ハウスは三つの中で、入っている惑星が
もっとも力を発揮しにくいハウスです。
汚される、Impedited
例えば、凶星から、又は、テイルによってアフリクトされることです。
夏至、Summer Solstice
♋のサイン（巨蟹宮）の始まりの部分が夏至点です。
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獣に属するサイン。Beast Signs
♈のサイン、♉のサイン、♌のサイン、♐のサイン、♑のサインの 5 つです。表示星がこ
れらのサインにあれば、何らかの意味に従って動物的な場合があります。
恒星、Fixed Stars
占星術では、恒星と惑星とのコンジャンクションを参照します。普通、両側合計で 1 度
を認めます。レグルス、スピカは片側 1 度、アルゴルは、片側 2 度の許容を認めます。
黄道帯十二サイン、Signs of Zodiac
太陽の通り道に沿って存在する 12 のサインのことです。12 のサインは、春分点を基点
として配されています。占星術では、サインに不動の神々が位置していると想定します。
（参照：サイン）
コモン・サイン、Common Sign
コモン・サインは、ミュータブル・サインの違う呼ばれ方です。季節で言うなら季節の移り
変わり、例えば春から次の夏へ移っていく、夏の気配を持つ春のサインです。
（参照：ミュータブル・サイン）
コレクション、Collection of Light
“惑星は、光を背負ったり、引き渡し（手渡し）たり、渡されたりします”。これらの働きに
よって、惑星同士を結び付けます。コレクション・オブ・ライトは、惑星が、別の二つ以上
の惑星の光を集めることです。惑星 C が、惑星 A と、惑星 B の間を取り持つことがあり
ます。惑星 A が惑星 C に行き、惑星 B も、別の方向から惑星 C に行くと、惑星 C が、
A、B 両方の惑星の光を集めることになり、コレクションが完成します。
例えば、「妊娠できますか？」 という質問で、金星と火星が結びつけば妊娠を示すと
します。この時、金星と火星の間には角度に従ったアスペクトが無く結び付けません。そ
のような場合でも第三の惑星が金星と角度による角度に従ったアスペクトをなし、その後
火星とも角度によるアスペクトをなすなら、第三の惑星が金星と火星の光を結びつること
になります。その結果、妊娠ができるという判断になります。角度差の少ない方に、リセプ
ションを必要とします。
コンジャンクション、Conjunction
アスペクトの種類に入りそうですが、コンジャンクションは惑星同士のことです。それぞ
れの惑星の入っているサインを比較することはありません。オーブを離れても同じサインの
中に在ればコンジャンクションです。したがって、隣同士のサインに在るならば、どんなに近
くてもコンジャンクションにはなりません。彼がシャワールームにいて、ドアのこちらに貴女が
居るようなものです。コンジャンクションは結合という意味の言葉から派生してきています。
部屋が違えば、どんなに近くても抱き合うことはできません。それがコンジャンクションの意
味です。つまり、アスペクトはサイン同士の関係であり、コンジャンクションは惑星同士の関
係です。男と女の星占いでは、実占に際して、アスペクトとコンジャンクションを区別する
必要が少しだけあります。惑星同士が、同一のサイン内で重なること、あるいは重なろうと
すること、あるいは重なっていた過去を持つものすべてをコンジャンクションと捉えます。サイ
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ン全体のどこにあってもコンジャンクションと言えますが、大きな影響を持つものは惑星の
お互いのオーブを足した範囲内にあるもの、これから角度に従ったコンジャンクションが完
成されるものです。
コンジャンクションの力は、アスペクトに勝っています。惑星同士が 12 度以内でアプ
ローチするコンジャンクションあれば、途中にあるアスペクトを排斥します。これは、サインを
越えても引き続きコンジャンクションの方が優位となります。惑星のオーブに依存しますか
ら、金星や水星は、7 度以上サインを越えたところにある惑星にコンジャンクションできませ
ん。12 度以内というルールは、あくまでも同一サイン内でのことです。
コンジャンクションしようとしている惑星のどちらかに、アスペクトで接合できる場合もあり
ます。この考え方が、ビシージメント（ﾋﾞシージング）となった惑星を助けます。
コンバスト、Combust
惑星が太陽の両側 8.5 度以内に在るときに、コンバストにあるといわれます。8.5 度と
いうのは、アンダー・ザ・レイ（17 度）の半分です。太陽に対して近づいていても離れて
いっていてもコンバストと呼ばれます。効果の程は近づいている方が強くなります。ホラリー
ではもっとも強いアフリクトになります。サインを超えません。古来、コンバストになっている惑
星は死にかけの人に譬えられています。（参照：アンダー・ザ・サンビーム）
コンフィギュレーション（Configurations）
惑星の様々な動作や、配置された場所、エッセンシャル・ディグニティーとの絡みまで
も含む、ある状態が保たれる配置・形状・形態・構造と考えられます。占星術的な意味
を日本語で適切に言い表せる訳語は、複合語であったとしても現時点では見つかってい
ません。アクシデンタル・ディグニティーと正確に置き換えられる単語でもありません。コン
フィギュレーションのままの方がいいのかもしれないのです。イブン・エズラの『 The
Beginning of Wisdom』を訳したメイラ・B・エプシュタイン（Meira B. Epstein）は、
Circumstances（状況・環境）と訳しています。（アクシデンタル・ディグニティー、参照）
サイン、Signs
サインは架空の天球です。黄道帯（こうどうたい）に 13 認められる恒星をつなげた視認
できる天球にある、おとめ座、へびつかい座、さそり座等のことではありません。天のハウ
スです。呼び名は時々地上のハウスと区別されずに交えて使われ、[サインも天の]ハウス
と呼んだりしたので、そのことが誤解を生んできました。♌のサイン、♏のサイン等を指します。
春分点を基点として、牡羊のサイン（♈白羊宮）、牡牛のサイン（♉金牛宮）、双子のサ
イン（♊双児宮）、蟹のサイン（♋巨蟹宮）、獅子のサイン（♌獅子宮）、乙女のサイン（♍
処女宮）、天秤のサイン（♎天秤宮）、蠍のサイン（♏天蠍宮）、射手のサイン（♐人馬
宮）、山羊のサイン（♑磨羯宮）、水瓶のサイン（♒宝瓶宮）、魚のサイン（♓双魚宮）とし
ました。男性格のサインと、女性格のサインがあります。男性格のサインはそのまま昼のサ
インです。女性格のサインは夜のサイン。♈のサインは男性格、♉のサインは女性格、以
降、順番になります。
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サインは観覧車のようにとてもゆっくり回っています。惑星たちは地上の我々を代弁する
役者としての天の舞台で演技をする者で、サインはその役者達の演技をする舞台の背
景にあたります。つまり、舞台背景がゆっくり動いている様子を想像してください。
舞台背景は、ホラリーでもネイタルでも、あるテーマにそった背景が質問ごとに描かれ
た大道具です。仕事のことなら仕事をテーマにした背景が用意され、恋愛のことなら恋
愛の園を表現した背景になります。健康のことなら、体に関する解剖学的な図が舞台背
景として描かれ、健康について何を語っているかを調べることができるようになります。サイ
ンが受け持っている背景には、始めから終わりまで関係する事柄だけが描かれます。背
景によって、我々を代弁して役を演じている惑星たちが、何を表現して演じているかが、か
なり特定できます。まぎれもなく、役者を形容しているのです。しかし、サインが役者の気持
ちを表しているのではありません。気持ちは、役者が演技力で表現します。
景色ですから、役者の語り口や身振りが無いと役者が嬉しいのか、悲しいのか、気分
を高ぶらせているのか、沈んだ気持ちを表現しているのかが分かりません。背景には、役
者の気持ちを表現することはできないのです。それが形容詞としての意味を持つと言わ
れる所以です。このように、サインは役者達（惑星）の性格を示すわけではありません。あく
までもサインは背景です。サインは、惑星の位置表示機能を持ちます。そして、名詞とし
ては体の位置や国家を示すだけで、他に名詞としての意味を持っていません。ですから、
ほとんどの場合、サインは修飾詞であり形容詞です。1029 年に書かれたアル･ビルニによ
る本には様々な名詞が出てきます。しかしながら、それらは、サインのより明確な意味を取
り出すために必要な、形容詞の出て来る原意を示しています。それらは下記のようなもの
です。
占星術上の牡羊のサイン（♈）は、羊だけを言うわけではありません。導き出される形容
詞は、ひづめの有る動物の総合されたものからその意味が出て来ています。野生の山羊、
野生の羊の類、家畜である山羊、家畜となった羊、飼い馴らされた鹿の類の性質から来
ています。
牡牛のサイン（♉）は雄牛の性質です。ここには、子牛も入りますし、像やガゼルなども
入っていて、それらの性質から形容詞が導き出されています。人々に役立つ動物の総
称として牡牛になっていて、人に役立つ性質がサインの形容詞になります。
双子のサイン（♊）は春分の頃と比べると暑さが倍加（ダブル）します。実は家庭内で
飼う動物のことから意味が導き出されていて、鳥でも人に役に立つ類のものの性質です。
角を持っていて毒蛇をけちらすようなものです。それらの性質がサインの形容詞となります。
蟹のサイン（♋）は蛇、トカゲなどの爬虫類、水陸両棲動物の全ての雰囲気を抱えて
います。砂漠に住むカブトムシのように群生するものや、有毒トカゲも入ります。それらの
動物の持つ性質から、形容されたものです。蟹が名前の由来になっているのは、ここで
太陽は前進するのをやめ、横へ動き、後ずさりをするように観察されるからです。
獅子のサイン（♌）のキャラクターは黒蛇から取られ、野生の馬なども表します。飼い
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馴らされたライオン、かぎ爪のある動物も入ります。これらの動物の持つ形容詞が♌のサ
インに当てはまっています。
乙女のサイン（♍）は、カササギのようにうるさい鳥を底辺に象徴されています。雄鶏、ヒヨ
ドリ、すずめ。これらは本当によく鳴きます。しつこさを示す蛇なども入ります。これらの小動物
の性質から形容詞が出てきています。鳥は二本足で立つのでヒューマンなサインとなります。
天秤のサイン（♎）。天秤の意味は、春分点のある♈に対して、秋分点も昼夜均分です
から、釣り合いの取れる秤をこの場所の印としています。このサインの意味は秤（はかり）か
ら汲み取られており、調和や公平を示しますが、そのロードの金星は、これらの名詞に当
たるバランスなどの酔狂な意味は持っていません。鳥や豹やイスラム伝説の魔物、ジン1。
これらが形容詞の基になっています。ヒューマン（人間的）なサインの一つです。
蠍のサイン（♏）。爬虫類と、水棲の動物達で魚類ではないもののイメージから捉えら
れています。脚の多いムカデなどや、腰のくびれた昆虫類、毒蜂や、サソリの類でどことな
く♋のサインのもの達と似ています。このサインはコールド＆モイスト、卵生の動物なので
豊穣さを示したり、黙って人を刺したりする性質がこのサインの形容詞のベースになります。
射手のサイン（♐）。半神半獣の動物のような神のようなイメージです。硬い蹄を持つ
動物や、群れを成す馬などが形容詞の中心です。半分ヒューマンで、半分淫らな動物
の性質も形容詞として与えられています。ラバやロバ。ここにも一部爬虫類や鳥のイメー
ジが入っています。
山羊のサイン（♑）は、子山羊のイメージから取られています。子羊も含んでいます。♈
のサインよりも更に弱い動物たちです。群れを作り、地を這って生きる生物も形容詞の創
出に一役かっています。バッタやイナゴの持つイメージが入ります。か弱さや、怒らすと怖
い性質ともなります。
水瓶のサイン（♒）。水瓶を持つ人ですが、二足動物、つまり鳥類、人類です。ハゲワ
シ。コンドル。鷲。ビーバー（二歩足でよく立ちます）。水辺に住む鳥達。特に黒いもの。
これらの性質から形容詞が導かれ、もっともヒューマンな性質を持つのは、二足動物に
人間が入っているからです。
魚のサイン（♓）。爬虫類、魚、肉食獣、蛇、サソリ等の住む、湿っぽい住居がその修
飾詞の基にあります。子供を多く生む性質から豊穣、ほとんどしゃべらないことから寡黙、
つがいで生息することからダブル、自らは積極的でないので不精、そのような爬虫類や
魚の性質なども形容詞を形作るために一役かっています。そして、これらのベースにあ
るものから取り出された次のような意味がサインの意味となります。
惑星の背景に広がるサインは、惑星を次の六つの方法で記述します。
1. サインは、惑星の位置を特定します。
1

人間や動物に変身する精霊；益も害もなす
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2． ある特質を持たせます。原意から出た形容詞によります。
3． 惑星の持つ基本的な惑星らしさを語ります。
4． 惑星の、他の惑星に対する態度を語ります。これはリセプションです。
5. サイン同士の様々な関係を表示します。アスペクトや、アンティッションです。
6. 肉体の器官、家の内外の場所を指し示します。
1. サインは、惑星の位置を特定します。
サインによって、惑星達は特定の時間で位置が決定されます。緯度経度を加えると、
唯一のチャートが確定します。
2． ある特質を持たせます。原意から出た形容詞によります。
背景になるサインは、入っている惑星に次のような特質を持たせます。
♈ 牡羊のサイン・・・ホットでドライ、男性格、火、早く動く、動物的、凶暴、危険。
♉ 牡牛のサイン・・・コールドでドライ、女性格、地、ゆっくり動く、動物的、凶暴。
♊ 双子のサイン・・・ホットでモイスト、男性格、風、行き来する、人間的、二重性、不
毛、騒々しい。
♋ 蟹のサイン・・・コールドでモイスト、女性格、水、早く動く、豊穣、無口。
♌ 獅子のサイン・・・ホットでドライ、男性格、火、ゆっくり、動物的、不毛、凶暴。
♍ 乙女のサイン・・・コールドでドライ、女性格、地、行き来する、人間的、二重性、
不毛、騒々しい。
♎ 天秤のサイン・・・ホットでモイスト、男性格、風、早く動く、人間的、騒々しい、危険。
♏ 蠍 のサイン・・・コールドでモイスト、女性格、水、ゆっくり、豊穣、無口、危険。
♐ 射手のサイン・・・ホットでドライ、男性格、火、行き来する、動物的、二重性、凶暴。
♑ 山羊のサイン・・・コールドでドライ、女性格、地、早く動く、動物的、凶暴、危険。
♒ 水瓶のサイン・・・ホットでモイスト、男性格、風、ゆっくり、人間的、危険。
♓ 魚のサイン・・・コールドでモイスト、女性格、水、行き来する、二重性、豊穣、無口。

これらの特質全てを用いる必要はなく、また用いようとすると却って判断に迷うことになる
ので質問に応じて操作をされます。例えば、「私は妊娠しますか？」という質問で、自分
自身を表す惑星や相手を表す惑星が豊穣とされるサインに入っていれば妊娠しやすいこ
とになります。
片や、「私たちは上手にコミュニケーションを取れますか？」という質問で、同じように
互いを示す惑星が豊穣とされるサインにあれば、そこは無口のサインにも当たりますから、
お互いに寡黙となり、話し合いが充分出来ないことを予想させます。
それぞれのサインには、サインを支配している惑星が一つずつあります。サインのロード
(又は、ルーラー)と言います。副支配星というものは存在しません。ロードとサインの対応
は、裏表紙の背に書かれています。
3． 惑星の持つ基本的なその“惑星らしさ”を語ります。
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これはエッセンシャル･ディグニティーと呼ぶものです。惑星の持つ基本的な“惑星らし
さ”を、エッセンシャル･ディグニティーとして測り、“惑星らしさ”を参照します。
4． 惑星の、他の惑星に対する態度を語ります。
これが、レシーブと、リセプションに通じていきます。
5. サイン同士の様々な関係を表示します。アスペクトや、アンティッションです。
アスペクトと、アンティッションの項目を参照してください。
6. 肉体の器官、家の内外の場所を指し示します。
惑星やハウスも解剖学的に肉体の場所を示します。サインも、その 1 つです。家の内
外の場所については、22p.に一部ありますが、ほぼ割愛しています。コースを受講ください。
サイン・ルーラー、Sign Ruler ＝ Domicile Ruler
サインのロードと同じ意味です。
サウス・ノード、South Node
ドラゴン・テイルのことです。キャラクターは☋で、入っているハウスにとって悪い影響が
及びます。重なっている惑星の影響力を良くても悪くても半減させます。
サクシダント・ハウス、Succident House
ハウスを三つ一組、サクシダント、アンギュラー、ケーダントとした場合の始めに来るの
がサクシダントです。それはアンギュラーの強さにやがて入って行くことからサクシダント（続
いて行くという意味）と呼ばれます。ケーダントは三つ組の終わりで、それはアンギュラー
（角）から落ちています。
ジオセントリック、Geocentric
地球の中心を基点とした、宇宙の位置の捉え方。大きな宇宙では、地上での地平線
も、地球中心でも、誤差をあまり論じることなく、ほぼ同じ場所となる。
シグニフィケーター、Significator
表示体・表示星の項、参照。
シニスター・アスペクト、Sinister Aspect
シニスター・アスペクトは、左へ、つまり、軽い惑星が♈のサインにあったならば、その左
側となるサインにある惑星へのアスペクトで、3 番目の♊のサインへセクスタイル、4 番目の
♋のサインへクォータイル、及び 5 番目となる♌のサインへトラインとして投げられる。
（参照：デキスター・アスペクト）
支配星、House Ruler
ハウスを司る惑星のことです。1 ハウスの支配星は土星です。2 ハウスの支配星は木星
です。（参照：アセンダント）
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支配星、Sign Lord
サインの支配星を指す場合は、ハウスのカスプが刺し込んだサインのロードのことを言
います。
秋分点、Autumnal Equinox
♎のサインの始まりの部分が秋分点です。春分点の丁度反対側になります。
春分点、Vernal Equinox
♈のサインの 0 度が春分点で、占星術でも天文学でも、基準点になっています。占
星術では黄道帯十二サインは遠い昔から不動で、従って春分点も不動で、その内側を
恒星とそれらが組み合わされた星座がゆっくり進んでいると考えています。
順行、Direct Motion
月（The Moon）を、今日、明日、明後日のように、日を追って動く様子を観察すると、
日ごとに東からの月の出が遅くなります。この動きを、セカンダリー・モーション
（secondary motion・チャート上では左回り）と呼びます。チャート上での月は、♈、♉、
♊と、サインの並び順に進みます。この動きが、順行です。全ての惑星は、普通はこの順
行で動いています。呼びます。
これとは対照的に、1 日の中で東から上昇した惑星が、西に沈んでいく動きをプライマ
リー・モーション（primary motion・チャート上では右回り）と呼びます。（参照：リトログ
レイド）
ショート・アセンション、Short Ascension
（参照：ロング・アセンション）
ジョイ、Joy
惑星はそれぞれあるハウスに入ると喜びが増します。土星は 12 ハウス、木星は 9 ハウ
ス、火星が 6 ハウス、太陽は 11 ハウス、金星が 5 ハウス、水星が 1 ハウス、月が 3 ハウ
スで、それぞれジョイになります。それぞれ自分の持ち家（ハウス）を持っていながら訪ね
て行くことの好きな家（ハウス）です。
ジョイの概念はとてもつかみにくく、微細なものです。ハウスの意味を導き出すためにはと
ても重要でありながら、判断の内容に踏み込んだものはほとんどありません。判断では無
視できる場合が多いのも事実です。
月は、9 ハウスでサインのディグニティーを得ていても、ジョイのオポジションに入ってい
るから寂しいことになりますか？ そうはなりません。月がジョイのオポジションであるよりも、
アセンダントが♑のサインで、月にとってのフォールであるほうがよほど寂しさを表します。
ジョイとは、その惑星がその場所に入っていて歓待を受ける場所です。でも、エッセン
シャル・ディグニティーのイグザルテーションほどではありません。ジョイの場所は、親しく過
ごすには快適な場所だと惑星が気の付いている所です。そこに居ることが好きなので、快
適な気持ちになります。ですから、作動させる力を少しだけ持ちます。それは、それ自身
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の性質に従って働くようです。水星は水星タイプとして物事を行うでしょうし、火星は火星
タイプとして事を運ぶでしょう。この考え方は、エッセンシャル・ディグニティーの背後にある
ものととてもよく似ています。つまり、アクシデンタル・ディグニティーに含まれながら、作動
する力を与えるよりも、何々らしさを与えます。逆位置のジョイは、何々らしさをそがれること
です。
逆位置のジョイは、デトリメントやフォールに似ています。だからといって、デトリメントや
フォールほど激しくありません。
上位の惑星、Superior Planet
太陽より遅い、火星、木星、土星の三つです。特にホラリーの判断用に区分の理由
はありません。上位の惑星と下位の惑星に分けて説明するときに便利です。（参照：下位
の惑星）
女性格の惑星
男性格の惑星、参照。
セカンダリー・モーション、Secondary Motion
チャートに向かって反時計回りの方向です。日を追って進む惑星位置の移動方向の
ことで、月を一日ごとに観察するとセカンダリー・モーションが把握できます。これは、全惑
星の順行方向です。（参照。プライマリー･モーション）
セクスタイル、Sextile
サイン同士の 60 度のアスペクトのことです。
セクト、Sect
『Tetrabiblos』 I.7 の中でプトレマイオスは水星のセクトを混乱させました。レトリウスは、
『Compendium』 2.で、昼の惑星と夜の惑星を規定しています。セクトにあることを、（in
sect）と呼び、セクトに無いことを（out of sect）と表現しています。しかし、水星に関しては、
密接に接合している惑星によって昼行性になったり、夜行性になったりすると読めます。
別の説があって、水星は、太陽に先駆けて上昇している（オリエンタル）ならば昼の惑星
で、太陽に遅れて下降する位置（オキシデンタル）にあるなら夜の惑星となります。又、セ
クトでは無い条件にある惑星を、“逆セクト（opposite sect）”と言ったり、“セクトを外れる”
（out of sect）と表したりもします。
ヘレニスティックな占星術ではセクトを非常に大切に扱っていました。ここ２０年程の間
に、今日の伝統的占星術の世界でも判断の初めに使われるようになってきています。
セクトは、昼の惑星と夜の惑星の区分です。アブー・マシャーの説明が正しく、昼の惑
星は、土星と木星と太陽。夜の惑星は、火星と金星と月です。水星は、一般的には朝
に見えれば昼行性で、夕方に見える場所にあれば夜行性となりますが、前述のように意
見の相違のあるところです。
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「セクトを得る」との言葉使いがあり、その惑星を強める条件にかなう場所にあることを
指します。1 つは、昼であれば、昼の惑星がチャートのどこにあってもセクトを得、夜であ
れば、夜の惑星が地平線の上でも下でも、セクトの惑星になります。したがって、セクトを
外れる惑星は、昼は月と金星と火星で、夜は、太陽と木星と土星が、アウト・オブ・セクト
となります。
セクトは、ベネフィックはよりベネフィックになり、マレフィックな惑星がセクトを得ているなら、
充分なマレフィックな働きをできなくなります。ベネフィックがセクトを得ていないならば、少し
ネガティブな作用を及ぼします。マレフィックがセクトを得ていなければ、よりネガティブな働
きを為します。
夜の惑星が夜に地平線上に出ていていること、昼の惑星が地平線下に沈んでいるこ
とは、ドメインを得ているという概念で、別のものです。（参照、ドメイン、Domain）
セクトのルーラー
レトリウスによれば、昼生まれの人は、太陽、土星、木星が(昼)セクトのルーラーです。
夜生まれの人は、金星、月、火星が(夜)セクトのルーラーです。水星は昼夜共通の
ルーラーと定められています。太陽は、昼のセクトのルミナリー（ライト）であり、月は、夜の
セクトのルミナリー（ライト）です。
赤道、Equator
占星術上の赤道は天の赤道です。地球の赤道面を平面的に広げていき、天球と重
なる線分が天の赤道です。
ゼニス、Zenith
天頂。M.C とは、違っています。（参照：ナディア）その地点の、地平線に対する真上。
セパレート、Separate（Separation）
分離すること。カルディアン・オーダーに基づき、軽い惑星が、角度による角度に従っ
た正確なアスペクトから離れていくことです。
接合、conjunct
コンジャンクト、conjoin（コンジョイン）、又は、contact（コンタクト）。便宜的に、コン
ジャンクションとアスペクトの両方を指す単語。惑星が、別の惑星にアプローチをしていき、
最終的に角度による角度に従ったアスペクトなり、コンジャンクションを完成させると、惑星
は接続をした、結合をした、または、接合をしたと言われます。
ソーラーリターン(チャート)、Solar Return、(略)SR
ソーラーリターンは、古くからあるレボリューション（solar revolution）のことで、
今日ではソーラーリターンと呼ばれることが多くなりました。ネイタルの太陽の位置に、そ
の年に巡ってくる同じ位置のことです。誕生日が 8 月 1 日だとしても、7 月 31 日になる
かもしれませんし 8 月 2 日になるかもしれません。ネイタルの太陽と同じ丁度の角度・分
数にピタリと重なる時間を導き出します。今日ではコンピューターがあるので、同度数を求
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めるのは難しくありません。その時のアセンダントのことを、ソーラーリターンのアセンダント、
略して SR のアセンダントと呼びます。これのみで判断できるわけではなく、プロフェクトした
チャートや、ネイタルのチャートと重ね合わせて観察します。プライマリー・ディレクションで
のバウンドのロードも重要な意義を持ちます。
ターム、Term
エッセンシャル・ディグニティー（用語解説）の一つです。サインの不等分に五分割さ
れたある範囲内を指し、そのタームに当たる場所を土星、木星、火星、金星、水星、の
うちのどれか一つが司っています。太陽と月には当てはまる場所がありません。ターム一つ
では主要なディグニティーにならず、トリプリシティーやフェースが加わると、重要なディグ
ニティーになります。タームだけでも、ディグニティーが全く無いよりもよほど良く、存在感
があります。これによって消極性が無くなりますけれども、積極性を持つには至りません。
ダブル・ボディッド・サイン、Double-Bodied Signs
二重性を備えたという意味を持つサイン達です。♊のサイン、♍のサイン、♐のサイン、♓
のサインの四つです。これらは全て、水星か木星がロードとなるサインです。ミュータブル・
サインと同じ場所です。これらのサインの中に惑星が入っている場合、その惑星には、ダ
ブル、またはミュータブルのうち、どちらかの意味合いを持つ形容詞が付加されます。しか
し、入っている惑星を何も形容しないことも多々あります。
ターンズ･チャート、チャートを回す、Turns Chart
7 ハウスは思い描いているパートナーを示すハウスです。そのパートナーのポケット・マ
ネーはその 2 番目、8 ハウスが示します。この時、所有物を示す 2 番目のハウスを 7 ハ
ウスから数え始めています。これがチャートを回して数え始めることにあたります。パート
ナーに子供がいれば、それは 7 ハウスからの 5 番目、基本になるチャートの 11 ハウスが
示すことになります。
男性格の惑星 ⇔ 女性格の惑星
アブー・マシャーの『Gr. Intr.』IV.8.1273-1310 の説明によれば、ホットが男性性を
表し、モイストが女性性を表すとします。それゆえに、太陽と火星と木星は、即座に男性
格の惑星とされました。ドライを伴わせた土星と水星は、ドライはホットが原因となって生じる
ので、男性格とされます。しかし、土星や水星は、ホットが弱いコールドなので、土星は、
男性の中でも生殖能力の無い老人に、水星は円熟をしていない少年に当てはめられまし
た。コールドでモイストな月と金星は、女性格の惑星となります。しかし、惑星たちは、その
性質を男性格から女性らしさを加えられた状態へ、あるいは、女性格から男性らしさを加え
られた状態へと変える、様々な条件が存在するとしています。それらの条件は、サインの性
質、男性性を持つクォーター（ASC－MC、そして、DESC－IC の間）にあると男性性を、
女性性を持つクォーター（MC－DESC、そして、IC－ASC の間）にあると女性性を加
味されます。更に、太陽に先駆けて上昇しているなら男性性を加味され、太陽に遅れて
下降していると女性性を加味されるとされます。更に、ハウスによって、奇数のハウスは男
性性を、偶数のハウスは女性性を表しています。サインも、男性格と女性格に分かれてい
ます。経験では、アブー・マシャーが上記の場所で述べているように、ハウスのジェンダー
が最も強い影響力を持ち、次にサインのジョンダーが持っているように思えます。
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地のエレメント、Earth Element
コールドとドライな元でできているエレメント。太陽が、秋の気質を持つ♎、♏、♐のサイ
ンにあると、地のエレメントを受け取ると言われる。
地のサイン、Earth Signs
コールドでドライなエレメントを持つサインは、♉、♍、♑のサイン。
月、The Moon
質問者の共同表示星となることがよくあります。ホラリー占星術の恋愛の質問で、相
手のサインが♋のサインでない限り、質問者の表示星です。もし質問が、自分の彼にとっ
ての問題や、旦那さんの仕事に関する問題等では 7 ハウスが相手の 1 ハウスになります。
でも、月が 7 ハウスのロードでない限り、月はあくまでも質問者（カレント）の表示星のまま
です。
基本的な性質は密度の高さです。コールドでモイストです。それは湿っぽくて成長が
早く、もっとも軽いものを示します。容器によって形を変える液体を表します。変わり身の
早さを示します。特に感情をなぞり、ホラリー占星術では感情の絡む問題では常に重要
です。鉱物では白い石を表します。金属では銀です。宝石ではムーンストーン（月長石）。
月は 3 ハウスでジョイです。早く動くので、それによって 3 ハウスに通信という意味が備
わっています。動きの速さは成長の早さにもなり、多くの成長の早い動物のナチュラル・
ルーラーです。また、居なくなった動物のナチュラル・ルーラーです。

チャート、Chart ＝ 図、Figure ＝ ホロスコープ、Horoscope
特定の時間に作られた、ホロスコープ・チャート。
ディクリーズ、Decrease（in Light or in Motion）
光を減じつつあるときと、動きが遅くなりつつあるときを指している。
ディグニティー、Ｄｅｇｎｉｔｙ。
惑星の持つ力を何らかの物指しで表現されたものです。エッセンシャル・ディグニ
ティーは、もっとも基本的な惑星の力を示すものです。アクシデンタル・ディグニティーは、
時と場合によって力や徳分を与えられるものです。
ディスポジション、Disposition
英語の意味は「配置」ですが、西洋占星術では「配置されていること」を指します。下
記のディスポジターの惑星を導き出すベースになります。惑星やパーツがあるサインに
入っていることを、“ディスポジションしている”と言います。日本語では、惑星がどこそこに
「ある」とか「いる」に含まれてしまうので、あまり使いません。
ディスポジター、Dispositor
惑星またはパーツが入っているサインのロードのことを言います。惑星やパーツが♎の
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サインに置かれていると、ディスポジターは金星です。♎のサインに入っている惑星は、金
星によって既定されます。英語の本には、時々他のディグニティーによるディスポジター
のことが書かれています。そのような場合には、イグザルテーションのディスポジターとか、
タームのディスポジターとか必ず断わり書きが付いた状態で出てきます。♎のサインのイグ
ザルテーションのディスポジターは土星です。置かれている（ディスポジションした）惑星を、
サイン側で支えている複数の惑星たちのことです。冠を付けづに使うとサインのルーラーに
なります。
ディセンダント、DESC､Descendant
アセンダントの反対側、惑星や恒星が沈む部分。言葉の使い方はアセンダントと違い、
文脈上ほとんどが西の下降点を指し示していて、第 7 ハウスを示すことはまれです。
デーカン、Decan
円弧の 10 度角のことで、そのロードがフェースとなります。どちらも同じような意味で
使われています。古典的には、特にネイタルでは、この 10 度角ごとに特別な意味が配さ
れていて、アセンダントや、アセンダントのロードが、全天 360 度、36 のデーカンのどこに
置かれているかで、意味も付されています。
ディレクション、Direction
方角、方向のことですが、占星術的な意味は、前へ、あるいは、後ろへ進めることです。
プライマリー・ディレクションは、時計回りに惑星たちを進めることで、地球軸が 1 日一回
転する 360 度の中で、１度を 1 年とする考え方です。プラシーダスがセカンダリー・ディレ
クション（プログレッション、又は、プログレス）を考案するまでは、このディレクションの考え
方しか存在しませんでした。昔の占星術師たちが遺してくれた貴重な方法です。
セカンダリー・ディレクションは、地球が 1 日に 1 回転するのを 1 年と同機をするとして、
20 日後は 20 回地球が回るので 20 年後の誕生日と同じだとする考え方です。プライマ
リー・ディレクションの方は、地球軸が 20 度動いたときのことですから考え方は全く違って
います。惑星たちの位置も相当違っています。プライマリー・ディレクションの方は、誕生
時間から、まだ 80 分しか（地球軸は、おおよそ 4 分で 1 度動くから）経っておらず、惑
星たちの位置は誕生時の位置を保っています。セカンダリー・ディレクションでの惑星たち
の位置は、土星や木星以外は、ほぼ、誕生時間とは関係の無い位置にあります。
セカンダリー・ディレクションを考案したプラシーダスは、プライマリー・ディレクションの補
助として、太陽と月だけの観察をするために使用しました。1 日と 1 年が同期する考え方
が素晴らしかったので、後世かなりもてはやされるようになりました。しかし、アセンダントが
♋のサインの人のことを考えると、表示星が月なので、もの凄く忙しい人を作り出してしまい
ます。そんな人が 12 人に 1 人になります。自分自身が♋のサインの人は、直ぐに考え方
が違うと気付きます。（月が他の惑星とヒットするたびにイベントが起きるなんて、羨ましい
限りですが、そんな人はいません）占星術は極端なことを考えてみて、それが当てはまる
のであれば法則として認められますが、当てはまらないのであれば、それは法則ではありま
せん。
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デキスター・アスペクト、Dexter Aspect
デキスター・アスペクトは、♈のサインに軽い惑星があったとして、そこから右側となるサ
インへのアスペクトで、11 番目の♐のサインへセクスタイル、10 番目の♑のサインへ
クォータイル、9 番目の♒のサインへトラインとして投げられことになります。
アスペクトの強さは、右へのアスペクト（デキスター・アスペクト）よりも、左へのアスペクト
（参照：シニスター・アスペクト）の方がより強いとも述べられています。
デトリメント、Detriment
惑星が自らのサインのオポジションのサイン位置に入っていると、一番その惑星らしさ
がそがれるのでデトリメント（力をそがれる事）になります。惑星らしさがそがれるとは、衰
弱した状態です。文脈に沿って解釈され、携帯電話がデトリメントというのは、デザインの
悪さを示すわけではなく、近くに無かったり、充電されていなかったり、きちんとボタンが押せ
なかったりして、直ぐに使えない状態を示します。
天王星、Uranus
占星術の世界の惑星ではありません。天文学上の惑星です。動く恒星として捉える方
法は残っています。天王星は「離婚、電気、エキセントリック」という意味を持ちます。例え
ば、「この離婚は成立しますか？」という質問で、チャートが離婚を示していて、火星で示
されるカレントの惑星がサインのカスプを越えてあと 2 度で天王星にコンジャンクションする
様相を見せていると、このコンジャンクションは離婚の意味を補強します。（参照：海王星）
同心円の天球図
占星術を成り立たせている天球でで、視覚的に組み立てられたものです。

地球が中心となっていて、架空であるサインの天球が一番上に置かれます。コペル
ニクスが唱えた天文学的な太陽中心の構造とまったく異質です。
冬至、Winter Solstice
♑のサイン（磨羯宮）の始まりの点に太陽が来たときに冬至です。ですから、そこを冬
至点と呼びます。季節のカーディナル･ポイントの一つです。
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ドミサイル、あるいはドミザイル、Domicile
その惑星自身が支配している自らのサインに入っていることです。オウン・サイン（自分
自身のサイン）に居るとも言います。英語のドミサイルとは本籍地のことです。惑星がサイン
のディグニティーを得る場所、つまり、月なら♋のサインがドミサイルで、木星なら♐のサイ
ンと♓のサインが木星のドミサイルです。
ドミサイルのロード、Lord of the Domicile
直訳すると、“本籍地の領主”です。“ドミサイル”とだけ呼ばれても、ロードやルーラーと
同じ意味です。
ドメイン、Domain
ドメインは、昼に、昼の惑星が地平線の上に出ているか、夜に地平線の下にあって、
同時に男性格の惑星が男性格のサインに入っていることです。夜のチャートであれば、
夜に地平線上に出ているか、昼に地平線下にあって、女性格の惑星ならば女性格のサ
インにあり、男性格の火星であれば男性格のサインに入っていることです。男性格の惑星
が男性格のサインに、女性格の惑星が女性格のサインにあることが一つの条件です。
このドメインにあると呼ばれる状態は、アラビア語のヘイズ（hayyiz）に近いもので。ここ
に混乱の原因があります。ネイタルでは極めて重要な概念ですから、セクトの概念を得るこ
とからスタートすべきです。参照すべきテクストは、一連の用語解説で出てくる『Compendium』、『Sahl’s Introductions』、『Gr. Intr.』などです。（参照、セクト）
トライン、Trine
サイン同士が 120 度離れている同士です。同じエレメントのサイン同士になります。同じ
エレメントに入っているので、そこにある惑星同士はそのことによって調和します。
ドラゴン・テイル、Dragon Tale （サウス・ノード、参照）
ドラゴン・ヘッド、Dragon Head （ノース・ノード、参照）
トランシット、Transit
角度差を求める一つの方法にもなります。任意の惑星やカスプが固定されていると仮
定して、他のカスプや惑星を動かすことです。例えば火星が 18 度にあって、水星が 12
度にあるとします。両方とも順行していたとして、水星が 18 度に達するまで火星は動かな
いとします。差を求めると 6 度となります。この 6 度は種々に解釈できます。
トランスファー・オブ・ライト、Transfers of Light
“惑星は、光を背負ったり、引き渡し（手渡し）たり、渡されたりします”。これらの働きに
よって、惑星同士を結び付けます。トランスファーには、形状が 2 つあり、便宜的に TL1
型と TL2 型に分けます。TL1 型は、惑星 A と惑星 C の間に、惑星 B があると、惑星
B が A と C 両者を結び付けると完成します。これを、トランスファー・オブ・ライトと呼びま
す。別の形のトランスファー・オブ・ライトも、『星の階梯 I』pp.169-171 に載せました。
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TL1 型は、惑星 B が惑星 A の光を背負い、惑星 B が A を、惑星 C に運ぶ形です。
TL2 型は、惑星 A が惑星 B に光を手渡し、惑星 B が A を、惑星 C に運ぶ形です。
トリプリシティー、Triplicity
各エレメントの 3 つのサイン、または、3 つの惑星を指す言葉です。
エレメントは 4 つあり、同じエレメントのサインはそれぞれ三角形を描きます。これを、トリ
プリシティーと呼びます。
ドロセウスのトリプリシティーと呼ぶものが別ンあります。当該のサインでディグニティー
を得るのは、2 つ、または、1 つだけです。例えば、火のサインのトリプリシティーの惑星は、
昼の惑星の、太陽と木星と土星ですが、ディグニティーを得るのは、太陽と木星だけで、
土星は、関与星となっています。水のサインのトリプリシティーの惑星は、夜の惑星の、月
と金星と火星です。ディグニティーを得るのは火星だけとなっていますが、金星も月も、
何らかの役割を受け持ち続けています。

ドロセウスのトリプリシティー
昼のトリプリシティーと夜のトリプリシティーがありますけれども、昼のチャートであれば、
火のトリプリシティーは、太陽、木星、土星の順になります。夜のトリプリシティーは、木星、
太陽、土星の順になります。チャートのラディカリティーの判断や、リセプションの判断等
に欠かせないものです。
ナチュラル・ルーラー、Natural Ruler
惑星そのものが持つ、元々の意味合いです。太陽が金であるとか、王であるとかの意
味合いです。西洋占星術では、ほとんどこれを第一義には使いません。
ナディア、Nadir
天底。I.C と似ていますが、違っています。地平線に対して垂直の（参照：ゼニス）の
反対側です。
ネイタル・チャート、Natal Chart
人の誕生時間に基づく出生のチャート（図）のことです。
ノース・ノード、North Node
ドラゴン・ヘッドのことです。キャラクターは☊で、入っているハウスにとって良い影響をも
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たらします。重なっている惑星の影響力を良くても悪くても倍化します。
ノード、Node
太陽以外の惑星の通り道は、太陽の通り道（黄道）との交点を持っています。これを、
全てノード、「節」と言います。しかし、月のノードだけが重要です。つまり、一般的にノー
ドは、月の通り道（白道）と太陽の通り道（黄道）の交点を指します。月が黄道よりも北に
向かう所が、ノース・ノードです。月が黄道よりも南に向かうノードが、サウス・ノードです。
パーツ、Part
アラビック・パーツ、参照。
P.o.F、パート・オブ・フォーチュン、Part of Fortune
アラビック･パーツの中で一番有名なもので、月のパートと呼ばれます。チャートの中で
［⭙］印として示されます。計算式はＡｓｃ＋月－太陽で、各ポイントは♈のサインの 0 度
を基点として計算されます。昼と夜のチャートでは計算式の月と太陽の位置を変えるとい
う意見が一般的です。が、トレミーとリリーは反転させていません。アセンダントはその人の
肉体そのものを示し、月は魂の要請による肉体を示し、太陽はその肉体に活力を与える
源泉であると占星術では捉えているので、Ｐ．ｏ．Ｆの入っている部分とそのディスポジ
ターは、生活のための必要物のもたらされる源泉を示すとされます。
バイア・コンバスタ、Via Combusta
特に感情的な問題の際に、月にだけ影響します。月が女性の月経を表し、♎のサイン
の 15 度から♏のサインの 15 度までがちょうど肉体の生理を示す場所と対応しているから
です。遠い昔、ここにあった恒星の影響によって導き出されたという考え方には根拠があり
ません。
バイオレンス（危険）なサイン、Violence Signs
土星か火星が、サインのロードになっているか、エキザルテーションのロードとなるサイ
ンです。♈のサイン、♎のサイン、♏のサイン、♑のサイン、♒のサインの 5 つです。ほとんど
使うことはありません。（参考例参照。38ｐ）
ハイレッグ、Hyleg、（ペルシャ語では、hylech。アラビア語では hīlāj）
人生の長さを決める一つの要素になる惑星。人生の長さを決めるもう一つの要素とな
る、アルココーデンと呼ばれる惑星もここから割り出します。
昼のネイタルならば、
太陽が、1、11、10、9、7 ハウスにあって、太陽の位置のリセプションのできる惑星とア
スペクトしているならば、それがハイレッグとなります。ただし、9 ハウスの場合は男性格のサ
インでなくてはいけません。ただ、太陽が 1、10、7 ハウスにあるなら、無条件でハイレッグに
なります。この場合、アルココーデンを持たない場合もあります。
上記の条件で太陽がハイレッグになれず、他の惑星もハイレッグとなれないならば、月
を観察します。
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月ならば、1、11、10、9、7、5、4 ハウスにあって、先の太陽と同じ条件ならハイレッグ
となります。ただし、11、10、5、4 ハウスの場合は女性格のサインである必要あり。
夜のネイタルならば、
夜ならば月から観察を始め、1、11、10、9、7、5、4 ハウスにあって、先の太陽と同じ
条件ならハイレッグになります。ただし、11、10、5、4 ハウスの場合は女性格のサインであ
る必要があります。そうでなければ、太陽を選び、5、4、1 ハウスに在るなら、ハイレッグとな
します。次に、誕生前が満月なら P.o.F がハイレッグに相応しいかどうかを、先の太陽を選
んだ方法に準じて選びます。そうなっていなければ、誕生前の新月か満月の位置がハイ
レッグに相応しいかどうか、太陽を選んだ方法に準じて再び選び出します。同じように 5 つ
のエッセンシャル・ディグニティーの内の 1 つとアスペクトしているなら、それがハイレッグに
なります。
潜在的なハイレッグというものもあって、それは、太陽がハイレッグでありながらアルコ
コーデンを持たない場合に、ネイタルの誕生の前に起きた朔望の角度から［潜在的な］ハ
イレッグを探し求め、その［潜在的な］ハイレッグもアルココーデンを持たないならば、ネイ
ティブは虚弱で短い時間しか生きられないであろう。
ハウス、House
西洋占星術では、12 のハウスを使います。恋愛に主に用いるのは、第 1 ハウスと第 7
ハウスです。
ハウス・カスプ、House Cusp
ハウスとハウスの境界線です。ハウス（家）の入り口のドアのようなものです。しかし、ハウ
ス（家）にはドアの他にエントランスが含まれています。小さな前庭ですが、そこもドアのあ
るその家（ハウス）のものです。
ハウス位置、House Placement
アクシデンタル・ディグニティーの一つです。一般の教科書からは欠落していますが、
決して無視することはできません。アングルに入っている惑星は、大きな作動をする力を持
ちます。サクシダント・ハウスはその次に強い力を与えます。しかしながら、8 ハウスはサクシ
ダントでありながら、弱い力しか与えません。ケーダント・ハウスは、弱い力しか与えません。
3 ハウスや 9 ハウスはケーダントでありながら、サクシダント・ハウスほどの力を与えてくれま
す。アングルは全て等しく強いと考えて差し支えありません。
8 ハウスは弱いとしても、相手の財産を狙っている場合には、アセンダントのロードが 8 ハ
ウスに入っていても弱くなりません。それは、まさに相手の財産について考えていることだから
です。
ハウスのルーラー、House Ruler
ルーラー、参照。

33

用 語 解 説
バウンド、Bound
“ひとくくりの領域”といった感覚。タームと同じ意味で使われ、タームの方は“一定期間”
のことです。
バーリング、Barring
棒（バー）を設ける、バーリングと呼ばれる行為です。閉鎖、道をふさぐ意味から来てい
ます。かつては、プロヒビション（Prohibition、禁止）と訳されたものの 1 つです。
ハルブ、Halb （ラテン語表記）
ドメインに近い概念ですが、昼の惑星が昼に地平線上にあること、夜の惑星が夜に地
平線上にあること、昼の惑星が夜に地平線下にあること、夜の惑星が昼に地平線下に
あることです。これに、男性格、女性格のサインが合えばドメイン（ヘイズ）となります。
（参照：セクト）
バーレン・サイン、Barren Signs
不妊のサイン、参照。
ビシージング、Besieged ＝ ビシージメント、Besiegement
二つの意味のある惑星に挟まれること。土星と火星に挟まれるのが一般的に悪い意
味になります。金星と木星に挟まれるのは、一般的に良い兆候になります。しかしならが、
この時、両方の惑星にディグニティーがあれば、どちらの場合も良くなり、両方の惑星に
ディグニティーがなく、デトリメントやフォールであれば悪くなります。狭いほどその効果は
高く、サインを超えても効き目があります。広く挟まれていれば、中に入っている惑星ものん
びりできます。悪くされた惑星に挟まれている惑星にとっては、別のディグニティーを持つ
惑星からアスペクトされているのも良いこととなります。
火のエレメント、Fiery Element
ホットとドライな元でできているエレメント。太陽が、夏の気質を持つ♋、♌、♍のサイ
ンにあると、火のエレメントを受け取ると言われる。太陽と火星が、火のエレメントを持つ
惑星。
火のサイン、Fiery Signs
ホットでドライなエレメントを持つサインは、♈、♌、♐のサイン。
昼のサイン。
♈のサインを筆頭に、一つ置きに、♊のサイン、♌のサイン、♎のサイン、♐のサイン、♒
のサインの六つです。同時に男性サインと呼ばれます。
昼のチャート。
太陽が地平線より上にあれば、それは占星術では昼になります。時間で規定せず、
太陽の位置で昼と夜を区別します。
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昼の惑星。
土星、木星、太陽の三つが昼の惑星です。レトリウスの『 Compendium 』や、ア
ブー・マシャーの『Gr. Intr.』IV.9.1312-1338 の説明では、惑星たちは、昼の惑星と夜
の惑星に分けられ、その根拠を、昼に、より温和で適切な働きをしてくれるものを昼の惑
星とし、夜に、より温和で適切な働きをしてくれるものを夜の惑星としています。これが、セ
クトの概念と密接に結びついていきます。
表示体・表示星、Significator
特定の惑星を総称して呼ぶ場合に使われます。表示体の中には、☊や☋、アラビッ
ク・パーツなども入ります。表示星は惑星に特定され、その中の特に月か金星を、英語
表記で Significatorix と書かれているものがあります。
ヒューマンなサイン、Human Signs
サインの形容詞の出てくる原意に鳥が含まれているサインです。鳥は二本足で立つの
でヒューマンなという形容をされます。♊のサイン、♍のサイン、♎のサイン、♐のサインの前
半、♒のサインの五つです。
ファルダール、Firdāriyyah、Fardāｒ
時間のロードの考え方の一つです。それぞれの惑星は、人生の異なった違った期間
を統治することになっています。それらの期間は更に、二次的な期間に区分されていきま
す。世界周期と呼ばれ、マンデーン占星術で使うものと、ネイタルで使うものの二つがあ
るようです。
フィクスティー、Fixity
モダンな占星術では、三区分となっているものです。フィクスティーは、固定性の度合
いともいえます。モードとも言います。カーディナル・サイン、フィクスド・サイン、ミュータブ
ル・サインのことです。カーディナルは可動性があり早い、フィクスドは永続性があり遅い、
ミュータブルは見えたり隠れたりスピードには可変性があり移り変わります。
フィクスド・サイン、Fixed Signs
それぞれの季節に、太陽がフィクスドなサインにあると、最もその季節らしさが表現さ
れます。太陽が♉のサインにあれば春らしく、♌のサインにあればもっとも夏らしくなります。
固定性（フィクスティー）が高いと考えられるのは、その季節の要素の全てが開花するか
らです。秋は♏のサイン、冬は♒のサインがフィクスド・サインです。ファーム・サイン（Farm
Sign、堅固なサイン）と呼ばれることもあります。
フォール、Fall
ディグニティーの表では弱いとされる部分です。イグザルテーションは実際よりも崇めら
れる、見かけよりも良く見られることで、フォールはちょうどその逆の意味を持ちます。実際
よりも悪く見られている、現実にはあまり悪くない側面を持ちます。フォールは何かを見
誤っていて、それが消極的に捉えられる事柄です。
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用 語 解 説
不妊のサイン、不毛のサイン、Barren Signs
太陽と水星が支配しているサイン。♊のサイン、♌のサイン、♍のサインの三つです。
「今年この野菜を植えて沢山できますか？」 などの質問時に考慮されるサインです。主
要な惑星達がこれらのサインに入っていると、野菜が豊富に育たないことを示唆します。
Compendium には、♑と♐が加えられています。
プレイマリー・ディレクション、Primary Direction
地球軸が 1 度動くと、それと同期して赤道が 1 度動きます。誕生時間のチャートから
赤道が 1 度動いたら、それを 1 年後とする考え方です。黄道が 1 度動くかどうかは分か
りません。赤道に対して黄道は傾いているからです。地球軸が 20 度動いたら、20 年後と
なります。その間に、アセンダントの下にあった惑星がアセンダントにヒット（コンジャンクショ
ン）したとします。すると、その惑星の意味するサイン、ハウス、惑星そのもののナチュラル
な意味のことが起きます。15 度動いた時にヒットしていたとすると、15 歳の時に何かが起
きていたはずです。細かく計算していくには、数学的な知識が要りますが、誕生時間が曖
昧なままですから、ほぼほぼでいいでしょう。また、20 歳を過ぎたころから、それまでに起き
たイベントで、誕生時間を修正することも可能になってきます。先に 1 度 1 年と表記しまし
たが、地球軸の 1 度が動くスピードに、3 分 59 秒から 4 分 00 秒までの間に異論があ
り、「キー」と呼ばれる時間が幾つか存在します。（参照。プライマリー・モーション）
ライト・アセンションの 1゜が、丁度 1 太陽年と等しいとするのは、古代の考え方で暗算
に便利です。しかし、地球が 1 回転（太陽がぐるっと回ってくるちょうど 1 回転）する時間
は、23 時間 56 分なので、1゜を動くには、実際には 3 分 59 秒 333 となります。これをよ
り正確にしたいと考えた占星術師たちはいろいろなキーを考案しました。ナイボッドのキー
は、太陽が正確に同じ場所に戻る時間に基づくもので、4 分で角度にして 59 秒 08 分
動くとするものです。
チコ・ブラーエのキーは、実際の誕生の日をカバーしていた太陽の平均移動距離に
基づいたものを使っています。夏と冬では、若干太陽の回転速度が違います。時々、ヨ
ハネス・ケプラーのキーとも呼ばれます。
プラシーダスのキー。生まれた日の次の 1 日の間に太陽によって移動した距離を使う
ものです。ブラーエのキーよりも、更に複雑な計算を必要とします。
プライマリー・ディレクションの本は、まるで数学者のための数学の本です。昔は、天文
学者が占星術を行っていたので理解できていたのだと思います。しかし、現代では数学の
知識を持たない人が多いので、勢い、セカンダリー・プログレッションのような当てにならな
い方法がもてはやされるようになりました。
しかし、マーティン・ガンスティン（Martin Gansten）が、『Primary Directions 』
（2009）で優しく解説してくれています。ネイタルを判断する人、ネイタルを他の人に教える
人には、絶対的に必要な手法です。なにしろ、歴代の占星家は、この技法の上で働いて
いたわけですから理解しないわけにはいきません。プライマリー・ディレクションは、他の予
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言的なテクニックと結合されて使われてこそ意味を持ちます。この考え方は、歴代の占
星術の熟達者たちの間では共通のコンセンサスでした。
プライマリー・モーション、Primary Motion
誰でも直ぐに理解できる、東から惑星たちが昇って西に沈んでいく動きのことです。プラ
イマリーは直訳すると「主要」という意味です。プライマリー・モーションとは、「主要な動き」
のことです。これは、単純な一日一回転の動きで、私たちの目に見える空の動きであり、
チャートに向かうと時計回りになります。チャートの中では、分数単位で動かすと、右回り
に動きます。占星術ではプライマリー・モーションもセカンダリー・モーションも両方使いま
す。（参照。セカンダリー・モーション）
惑星や 12 のサインは全て東の空から昇り、それがアセンダントと認識されます。もっと
も占星術的なアセンダントは、黄道（太陽の通り道）に垂線を降ろした場所になりますから、
実際には星々がまだアセンダントに達していなかったり（つまり、まだ見えない）、既に上昇
してしまっていたりもします。最高点はミッド・ヘブン（MC）にコンジャンクションする場所で
す。天頂とは違っています。南と北を結ぶ大円（子午線・Meridian）と黄道帯十二サイ
ンが交わる点を MC と呼びます。
その後、惑星たちが西へ沈んでいく場所がディセンダントとなります。地球軸（赤道）の
動きと、黄道帯が斜めであることから、2 つの動きは時間的に違っています。地球軸の 1
度の動きが、人生のおおよその 1 年間であるとしたのがプライマリー・ディレクションの考え
方です。（参照。プライマリー・ディレクション）
フラストレーション、Frustration＝ バーリング、barring
欲求不満。頓挫。二つの惑星が何らかのアスペクトを完成しようとして近づいていると
きに、遅い方の惑星が別の第三の惑星と何らかのアスペクトを完成してしまい、それに
よって期待される事象が第三の惑星によって妨害される時のことです。または、アスペクト
が完成間近の時に、近づいていた惑星が逆行や何かの原因で離れていくことを指します。
プログレス、Progress
惑星の自然な動き、あるいは、惑星の自然な動きではなく、何らかの規則に従って基
礎になるチャート上の惑星を動かしてみることです。惑星だけではなく、アセンダントや、Ｍ．
Ｃ（天頂）を動かすこともあります。
プロヒビション、Prohibition
妨害。禁止。二つの惑星が何らかのアスペクトを完成しようと近づいているときに、より
早い動きの第三の惑星が、完成に関わる二つの表示星のうちのどちらかとアスペクトを
作ってしまい、期待される事象が第三の惑星によって妨害されることを指します。
平均速度、Mean Motion
惑星は個々に早さが違います。もっとも早く動くのは月です。1 日の平均スピードは、
13 度 11 分ということになっています。これよりも相当早ければ、早く動いているとします。
これよりも相当遅ければ、遅い動きであるとします。ジョン・フローリーは 13 度 30 分より
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用 語 解 説
早ければ、早いと呼べる範疇に入り、12 度 30 分より遅ければ、遅いと言えるだろうと述
べています。
水星と、金星と、太陽は、平均速度は 1／365（日）度です。三つとも同じです。そう
でなければ、惑星は宇宙の彼方へ抜け出ていたはずです。しかし、水星と金星は逆行時
の速度も入っていますから、その分を抜くと、水星が早い惑星となります。水星が早いと
呼べるスピードは、1 度 30 分より早い時、遅いと呼べるのは、1 度 00 分より下回る時で
しょう。上記と同じく、ジョン・フローリーの見解です。
金星の 1 日のスピードは、1 度 10 分より上回っておれば早いと呼べ、0 度
よりも下回るなら遅いと言えます。

50 分

太陽はほぼ一定のスピードで動いています。太陽が少々早くても、少々遅くても、
チャートには何の影響も与えません。
火星。一日平均のスピードは 0 度 31 分です。0 度 40 分よりも早ければ、相当早い
と言えますし、0 度 30 分を下回っていれば、遅いと言えます。
木星の平均速度は一日、角度にして、5 分です。5 分より下回れば遅いと言えますし、
10 分より余計動いていれば、木星は早いと言えます。
土星の 1 日の平均速度は、角度にして 2 分です。5 分より早ければ早いと言え、2 分
より下回っていれば遅いと言えます。これらの惑星の早いとか遅いとかのスピードの幅は大
雑把なもので、一概にこれしか考える余地はないと言うことではありません。質問次第です。
ベネフィック、Benefic
日本語で吉星のことで、木星と金星がそれにあたります。木星が大きなベネフィックと
呼ばれます。
ペリジー、Perigee
惑星たちがそれぞれのサークルを回りながら、地球に近づいたり遠のいたりしますが、
最も地球に近づいた点、近地点のことです。反対は、遠地点でアパジー（Apogee）。
ペレグリン、Peregrine
エッセンシャル・ディグニティーもデビリティーも得ていない状態の惑星をペレグリンと
言います。ペレグリンの惑星は、何が良いことか、何が悪いことかの両方をわきまえていま
す。でも、ほとんど完全に自由な状態では、人は悪いことをしがちです。それがペレグリン
で、知らない町に居る旅人として古来喩えられてきました。
ボイド、Void of Course （略記、V.o.C）
主に月に対して使われる概念ですが、全ての惑星にボイドが存在します。月以外では、
近付く惑星も、近付いてくれる惑星も無い状況を指します。『愛のホラリー占星術』で詳
しく書きました。月が進んでいるサインを通る間に、他の惑星とのオーブに達せず、角度に
よる角度に従ったアスペクトが他のどの 6 つの惑星ともできない状態を指します。したがっ
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て、オーブから随分離れていながら、行く手に惑星が存在することもあります。P.o.F や他
のアラビック・パーツもボイドを妨げることはできません。これは通常、カレントが落着くか、
行動を起こすまで、いつ終わるか分からない停滞を示します。V.o.C は、何も起こらないか、
「物事がほとんど進まない」(つまり、望まれるような答えが生じない)1 つの証言です。しか
し、他の証言がそれを越えることができます。いくつかのテクストが示唆するように、それだ
けで最終的な答えとはなりません。
豊穣なサイン、Fertile Signs ＝ Fruitful Signs
♋のサイン、♏のサイン、♓のサインの三つです。全て、子沢山の動物のサインです。
ホラリー占星術、Horary Astrology
時間に基づく占星術という意味です。人に誕生時間があるように、質問にも誕生時
間があります。質問の誕生時間を使う占星術です。
ホロスコープ、Horoscope
一般には占星術用のチャートのことですが、古くは第 1 ハウスのことをホロスコープと呼
びました。太陽の昇る所という意味です。
マイナー・アスペクト、Minor Aspect
物理学者、天文学者であったケプラーによって提案された、惑星同士が角度によっ
て角度に従ったアスペクトをするとした、アスペクトの概念の③だけを取り出した正確には
アスペクトとは呼べないものです。古代の占星術の本には、アスペクトはサイン同士のこと
から考慮を始めると明確に書かれています。コンジャンクションのみが惑星同士のことです。
ケプラーは惑星の位置を楕円軌道から導き出す計算式を導き出しましたが、占星学に
は、このような重大な欠点を残しました。（参照：アスペクト）
マイナス 5 度ルール、あるいは、5 度ルール。
惑星が、ハウス・カスプの 5 度手前にあっても、当該のカスプが示すハウスに含まれる
という概念です。ハウスは突然始まるのではなく、そこには玄関の前にエントランスがあるよ
うなものです。エントランスが 0 度～15 度ほど認められます。
マレフィック、Malefic
日本語で言う凶星のことです。西洋占星術では、土星と火星です。土星の方を大き
なマレフィックと呼びます。
マンデーン占星術、Mundane Astrology
一人ひとりには遠い、この世のことを占う占星術。穀物の値段の推移（経済）が、天
候に左右されることから占う必要に迫られて考察されました。また、政治的な分野を分離
するならば、マンデーン占星術の中には２つの大きな流れがあることになります。占星術の
華と呼ばれている最も高い技術の要る占星術です。考察していくと、未だに完成していな
いジャンルであることが分かってきます。天候は確かに日常（mundane）ですけれども、
政治はちょっと違うような気がします。
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用 語 解 説
ミクスド・リセプション、Mixed Reception
サインの位置と、エキザルテーションや他の位置にお互いの支配星が入っている場合、
何らかを助け合う関係にあるとしてミクスド・リセプションしていると呼ぶことがあります。例え
ば、火星が♋のサインに入っていて、木星が♈のサインに入っているようなときです。この
場合、火星は木星をサインで支配し、木星は火星をイグザルテーションで支配している
関係になります。お互いに何かを助け合っている関係です。火星が一流のシナリオ・ライ
ターだとします。木星は一流とは言えないまでも、今流行のタッチで絵を描く技術を持って
いるとします。そこには素晴らしい作品ができあがるはずです。あるいは、いま少し勉強中
（ターム等）の木星だとしても、かなりの作品ができあがることになります。仕事は交換でき
ませんけれども、両者は助け合えます。ミクスドであっても互いにという意味ですから、
ミューチャル・リセプションの一種です。
ミッド･ヘブン、MC(Ⅿedium Caeli ［ミディアム・カエリ、ラテン語］)
チャートの第 10 ハウスのカスプに当たる部分です。占星術的には、子午線（南北を
通る線）と、黄道が交わる点です。チャート全体を見下ろす部分、あるいは全てのチャー
トの他の部分から見られる部分となるので、社会から見られる姿勢・振る舞いを示すこと
になります。したがって、社会的に認められた結婚を調べる場合には重要な地点です。
水のエレメント、Watery Element
コールドでモイストの元でできているエレメント。太陽が、冬の気質を持つ、♑、♒、♓
のサインにあると、水のエレメントを受け取ると言われます。
水のサイン、Watery Signs
コールドでモイストなエレメントを持つサインは、♋、♏、♓のサイン。
ミュータブル・サイン、Mutable Signs
サインは、季節の推移に関連させて、カーディナル・サイン、フィクスド・サイン、ミュータ
ブル・サインと分けることができます。この季節の変わり目で、次の季節に入ろうとする部分
に当たるのがミュータブル・サインです。季節の中では冬なら次の春の気配も持つサイン
ですから、二重性を持つとされます。次の季節へのステップで、移行期間を示します。春
は♊のサイン、夏は♍のサイン、秋は♐のサイン、冬は♓のサインがミュータブル･サインです。
（参照：コモン・サイン）風のサインが二重性を持つのは、間違っています。
ミューチャル・リセプション、Mutual Reception
互いが助け合える関係にあるリセプションのうち、一般には同じディグニティーで起きる
リセプションを指します。例えば、火星が♐のサインにあり、木星が♈のサインにあるようなと
きです。その場合、火星は木星を支配し、木星は火星を支配しているので、何かを助け
合えたり、支えあったりできると解釈します。火星がシナリオ・ライターだとします。彼は一流
のストーリーを提案できます。木星が一流の劇画家であったとすると、ミューチャル・リセ
プションの関係はお互いを補完し一流の劇画ができあがることになります。けっして惑星の
位置を取り替えて、仕事を取り替えることができるわけではありません。
ミュート・サイン、Mute Signs
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無音のサイン、下記参照。
無音のサイン、Mute Signs
豊穣なサインと同じものが無音のサインともなります。♋のサイン、♏のサイン、♓のサイ
ンです。
ムブタジ、Mubtazz 、Alumuten、 Victor
勝利者のことを言います。勝利者とは、なんらかの方式で最も良い、あるいは強い惑星
を指します。勝利者の選び方は様々あって、どれが正しいのか分かりません。一般的には、
最も高いエッセンシャル・ディグニティーを持つものとされます。しかし、アクシデンタル・
ディグニティーを考慮に入れるものも存在します。使い方は、勝利者と書かれるくらいで
すから、勝利に関係のある事柄に使います。
冥王星、Pluto
天文学の分野での、準惑星です。天文学でも惑星でなく、西洋占星術の惑星でも
ありません。占星術では、“惑星だと”、思い込ませる人が後を絶ちません。西洋占星術の
惑星を定義すれば、分かります。（参照：惑星）
夜のサイン。
サインは、昼のサインと夜のサインが交互になっています。男性格のサインは昼のサイン
で、女性格のサインは夜のサインです。♉のサイン、♋のサイン、♍のサイン、♏のサイン、
♑のサイン、♓のサインの六つです。これらは同時に女性格のサインです。
夜のチャート。
太陽が地平線より下にあれば、それは占星術では夜になります。時間で規定せずに、
太陽の位置で昼と夜を区別します。太陽は 2～3 度地平線に沈んでも、明るいのでそこ
も昼です。ヘイズやハルブと呼ばれる概念と、トリプリシティーが違ってきます。
夜の惑星。
火星、金星、月の三つが、夜の惑星です。太陽は明らかに昼の惑星で、月は明らか
に夜の惑星です。コールドでドライな土星が昼の惑星とされるのは、夜には過度なコール
ドが発揮されてしまうので、昼の方が温和だからとされます。同じように、ホットでドライな火
星は、昼には熱過ぎることになるので、夜に温和となり、夜の惑星として適切だとされまし
た。木星は、そのままで適切で温和な惑星なので昼の惑星とされます。
コールドでモイストな金星は、そのままで適切で温和な女性格の惑星で、夜の惑星と
されます。しかし、金星は朝に男性格のサインに入っていると、その性質をいく分、男性性
に傾けるとされていて、その理由は、男性性を持っている東の空で、太陽に先駆けて上
昇する場合には、男性性が増すからだとします。だからといって、昼の惑星になることはあ
りません。西の空は女性性を元々持つので、更に女性性が増すとされました。
アブー・マシャーは、コールドでドライな水星は、ドライは昼のホットに付き従う性質なの
で、単独では昼の惑星だと述べます。しかし、夕方に太陽に遅れて下降していくのが目に
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用 語 解 説
とまれば、それは、夜の星の意義を持つと言います。逆に、朝に見えるように上昇すれば、
昼の惑星としての意義を持つことになります。
ライト・アセンション、Right Ascension （略語、R.A）
赤道軸に沿わせて、♈のサインの 0°から測った角度です。
ラディカル・チャート、Radical Chart
チャートはアセンダントから数え始めずに、例えば 7 ハウスを基点として 1 ハウス目、2
ハウス目… と数えることがあります。ターンズ・チャートの 7 ハウスからの 2 ハウス目は 8
ハウスです。この時、7 ハウスからの 2 番目のハウスと呼ばずに、ラディカルの 8 ハウスと呼
ぶことがあり、その時は基本のチャートの番号で指し示しています。この基本になるチャー
トをラディカルと呼びます。
リセプション、Reception
あるいは、レセプション。リセプションの意味は、歓迎会です。惑星が互いに相手を尊
敬しあい、惑星同士が角度による角度に従ったアスペクトを為す約束があれば、大いに
目出度いことでしょう。
占星術のディグニティーの表を参照すると、各惑星は位置しているサインのその角度
の場所で（ディスポジションした位置で）、他の惑星から受け取られていることが見出だせ
ます。例えば♊のサインに入っている惑星は、水星によって受け取られています。その惑
星は水星によって、レシーブされていると表現されます。ディグニティーの表から見つけ出
せるこの関係は、例えば、火星が♌のサインの 15 度に入っていたら、火星は太陽にサイ
ンでレシーブされ、イグザルテーションで受けられる惑星を持たず、トリプリシティーでは昼
に太陽、夜であれば木星に受け取られます。タームでは金星に、フェースでは木星にレ
シーブされていることになります。デトリメントでは、土星から快くない受け止められ方をして
いることを表します。デトリメントとフォールは、受け取る感覚とは違っています。
これらのディグニティーの表から導き出された惑星たちは、互いに何らかの影響を及ぼ
し合います。これらの影響力を考慮して、間違いのない判断に達します。ディスポジション
は、質問の意図に従って様々に解釈されるものになります。又、チャートを読み間違える
罠も潜んでいます。例えば、10 ハウスで示される火星は、仕事にも、母親にも、恋人の
家にも、恋人の父親にもなり、あらゆるものを想定できるからです。
リトログレイド（逆行）、Retrograde、Retrogration、Reverse
逆行のことです。逆行する惑星が悪く言われるのは、この世の物事が順調に進むこと
が一般的だと言われる中で、それと違う方向に進んでいるからです。しかしながら、世の
中には逆に進んだほうが良いことも多々あります。例えば「事業がうまくいかないと悩んで
いたお父さんが居なくなったけれども、ちゃんと帰ってきますか？」という質問で、父親を表
す惑星が逆行しているのは、帰ってくる一つの表示です。また、探し物の表示星が逆行し
ているのは、同じように手元に返ってくる一つの表示です。
リリーは逆行の惑星のことをとても悪く書いていますが、片方だけの惑星が逆行をして
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いても、それは普通のことです。「彼は私のことを愛していますか？」 彼を示す惑星が
逆行して（振り返って）私に会い（コンジャンクション）に来るのは、とても良い印です。一つ
だけ懸念されるのは、両方の惑星が逆行していて、コンジャンクションなりアスペクトなりを
完成させる場合です。これは互いに後ろ向きの姿勢を持ったまま結びつくことです。
リフランネーション、Refrainatio（ラテン語からきているので、辞書にはない）
後戻り。フラストレーション（用語解説）欲求不満の一種。ある惑星が意味を持つ別
の惑星に近づいてアスペクトなりコンジャンクションなりを角度によって角度に従って完成
させようとする直前に、進行方向を変えてしまい、正確なアスペクトを成しえない時のことで
す。
リボーキング、revoking
廃止する・無効にする、又は、フラストレーション、frustration 欲求不満・達成不能。
速い惑星 A が、遅い惑星 B に、アスペクトやコンジャンクションをなすために近づいている
ときに、速い惑星 A が、惑星 B の手前で逆行してしまい、接合を完成させない。あるいは、
逆行している速い惑星 C が、遅い惑星 D の手前で、アスペクトの完成の前に、順行に
戻ってしまうこと。
ルーラー、Ruler ＝ Lord
一般的に、サインを支配する惑星のことです。ハウスの支配星もルーラーと呼ばれます
が、その場合にはハウスのルーラーと明確に記されます。サインのロードは、ハウスのカス
プが突き刺さったサインのロードで、それをハウスの支配星と呼びます。（参照：ロード）

上の図では、2 ハウスのカスプは♏のサインに突き刺さっています。従って、2 ハウスの
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用 語 解 説
ルーラーは、♏のサインのロードのことになります。♏のサインのロードは火星ですから、2
ハウスのルーラーは火星となります。別に 2 ハウスを司る惑星があり、それは木星です。
木星はハウスの意味を構築するためだけに、当てはめられています。
ルミナリーズ、Luminaries ＝ Lights
光を放つ目に見える星々は全てルミナリーですが、西洋占星術では、特に、太陽と月
をルミナリーと呼びます。2 つ合わせて呼ぶときはルミナリーズ（luminaries）と呼び、どち
らか単体なら、ルミナリーとなります。
留（りゅう）、Station
惑星が順行から逆行に移行するとき、あるいは逆行から順行に移行するときに一旦止
まって見える二十数時間から数日の間を指します。
占星術上の解釈では、惑星のスピードは行動力があることを示すので、留というのは
それが無い状態ですから、仕事のことなら停滞をしめしたり、健康に関することなら元気
の無い状態を示したり、気持ちの上では意気消沈を示したりします。順行から最初の留に
至るのを、古来、病気になり始めた人が、まさに床に伏せようとしていると表現されます。
二番目の留は、病気の人が回復して元気を取り戻そうとしていると表現されます。しかし
ながら、二番目の留も全く元気ではありません。
レッサー・ディグニティー、Lesser dignity
トリプリシティー、ターム、フェースの 3 つを、レッサー・ディグニティーと呼びます。1 つ
だけでもレシーブをしていて意味を持つこともありますが、この中の 2 カ所で同じ惑星が同
時にレシーブをすると、サインやイグザルテーションのロードがレシーブするのと同じように、
強くレシーブしていることになります。
レシーブ、Receive
受けること。ディスポジターが行う所作です。詳しくは、リセプションの項目を参照のこと。
バレーボールのように、跳ね返すことではありませｎ。
レシーバー、Receiver
受け手。ディスポジターと同じ。役割が若干違っているために、言葉使いも違っています。
ロアー・ミッド・ヘブン、IC（imum caeli［ラテン語より］）、天底。
チャートの第 4 ハウスのカスプとなる部分です。全ての天球が回転を終え上昇に転じ
る地点です。死、祖先、墓、大地等の意味があります。
ロード、Lord ＝ Ruler
各サインの、支配星のことです。（参照：ルーラー）。サイン、イグザルテーション、トリプ
リシティー（triplicity）、ターム（term）、フェイス（face）のロードがあります。冠を付けず
に使うと、サインのロードという意味になります。
ハウスのロードとは、巡ってきたサインのロードのことです。
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ロード・オブ・ザ・イヤー、Lord of the Year、(略)LOY
プロフェクションしたチャートの、その年のサインのロードのことです。この他に、ソー
ラーリターン・チャート（SR）のアセンダントのロードのことを指す場合もありますが、稀です。
一般的には、ネイタル・チャートと、プライマリー・ディレクションのチャートと、プロフェクショ
ンしたチャートと、ソーラーリターン・チャートを重ね合わせて考慮するので、プライマ
リー・ディレクションのアセンダントのロードはその時のバウンドのロードと呼び、プロフェク
ションしたチャートのサインのロードをロード・オブ・ザ・イヤーと呼び、ソーラーリターン・
チャートのアセンダントのロードは、そのまま SR の ASC のロードと記述される場合が多
いものです。
ロング/ショート・アセンション、Long/Short Ascension
上昇に時間のかかるサイン（ロング・アセンション）と、短時間で上昇するサイン（ショー
ト・アセンション）のことです。アセンダントを通過する時間が 2 時間以上かかるものを、ロン
グ・アセンションと呼びます。それぞれのサインの概略の上昇時間は、♋2 時間 19 分、
♌2 時間 28 分、♍2 時間 23 分、♎2 時間 23 分、♏2 時間 28 分、♐2 時間 19 分
のサインです。ショート・アセンションのサインは、♑1 時間 57 分、♒1 時間 30 分、♓1
時間 16 分、♈1 時間 16 分、♉1 時間 30 分、♊1 時間 57 分です。合計すると、23
時間 56 分となります。残りの 4 分で、黄道帯が 1 度ほど右回りに進みます。黄道帯を
真っ直ぐに近く昇るサインは上昇に時間がかかり、黄道帯を斜めに昇るサインが短時間
で上昇することが、その理由となります。真っ直ぐに近く上昇するロング・アセンションのサ
インを、ストレート・サイン（Straight sign）、斜めに昇ってくるサインたちを、クロックド・サイ
ン（Crooked sign）とも呼びます。
惑星、Planet
占星術を構成する主な要素の一つです。太陽は恒星、月は地球の衛星ですが、占
星術ではこれらをひっくるめて惑星と定義します。占星術的な惑星は、支配する時間、
従って曜日と、天球を割り当てられています。惑星と恒星の天球の境目は、土星の天
球です。惑星は 7 つで、それらは、土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月です。
西洋占星術上の「惑星」たちは、それぞれに天球を与えられていて、カルディアン･
オーダーという順番に並べられています。その順に、惑星時間を司る番が巡ってきます。
それによって七曜日の一日も差配されていて、七曜日のどこかを司っているのが「惑星」
です。［太陽］も［月］もこの定義上で、「惑星」となります。（参照：同心円の天球図）
天文学上の惑星の定義の中に、［太陽］や［月］は、含まれていません。
天文学上の「惑星」の定義は、2006 年 8 月に国際天文学連合によって定められた
ものです。天文学の「惑星」とは、太陽を回る天体のうち十分な質量を持っているために
丸い形をしていて、周りに比べて圧倒的に大きく成長したものを指します。冥王星はこの
定義に当てはまらないので、天文学上も惑星では無くなりました。天文学では太陽は恒
星、月は地球の衛星であり、天文学の領野にいらっしゃる方々は、決してそれらを惑星
とは言いません。
45

用 語 解 説

それなのに、西洋占星学を学んでいる我々の仲間の何人かは、西洋占星術で使う
惑星と天文学で使う惑星をごっちゃにして使っている人が、未だにいます。定義をして、
説明をしていただきたいものです。
気付いてみれば、まったく違ったジャンルの意味合いの言葉を、理由も訳も分からず
に一緒くたにしているということであり、西洋占星術上の惑星の定義に納得がいけば、使
い方が違ってくるはずです。うるさい人ほど、生活の他の分野では物事を区別しているは
ずです。天文学的な惑星の定義には、天王星と海王星が入ります。占星術では、この
二つを惑星とは呼びません。
しかし、天王星と海王星は、動く恒星のように使う方法があります。占星術的な定義
では惑星ではありませんけれども、使う方法はあるわけです。
用語解説には個別の惑星を含ませませんでした。惑星の説明は、簡単に述べてしまう
と、そのままでは誤解を生じてしまいます。惑星については、別の方向からも学んでください。
------------------------------------------------
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アスペクトと、レシーブ（例題）
好きな人との関係を観察する場合、アスペクトだけでは片手落ちだとアスペクトの項目
で述べました。何故でしょうか？ 下記のチャートは、男性からの質問です。彼（カレント）
は、付き合っていない彼女のことを尋ねています。できたチャートは、下図です。
恋愛について
2017 年 4 月 28 日 8：59（JST） 136.99E 36.72N ASC ♋ 11.19

問い合わせの内容は、「彼女とは、今以上の関係に発展しますか？」。
本人（カレント）を示す支配星は、アセンダントの♋のサインより月が導かれます。普通
は、アセンダントのロードと月で、2 個の惑星が与えられるのですが、今回は、1 個のみで
す。相手の女性は、7 ハウス、そのロードは♑のサインから土星です。土星は自己堕落
のハウスに入っていて、誘うのにはチャンスです。
互いに、相手のことをどのように思っているかを見てみます。月は、♉のサインの終わり
の方にあり、現時点では金星にレシーブされているので、恋愛感情を持っています。しか
し、サインを変えると、金星にレシーブをされなくなり、土星にトリプリシティーでレシーブさ
れます。トリプリシティー単独でレシーブされるのは、友達程度と考えてもいいでしょう。
カレントは、現在、相手のことを、思いの他好意を抱いているように示されています。しか
し、土星の方には何も見つかりません。土星は、♑のサインに入ることなく、既に逆行を始
めています。ただ、12 ハウスに入っています。
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用 語 解 説
ここには、非常に特殊なコレクションが見つかります。月が、自分の光を金星に押し付
けると、金星はそれを持って火星に届けます。土星の方は、金星に光を運ばれていて、こ
れも、火星に届けられます。金星は、4 月 15 日まで逆行をしていて、その後、順行に戻
り、土星の光を運んでいます。土星は金星を小さなレシーブで受け取っているので、金星
は土星の光を運べます。一方、月は、自分の光を金星に委ね、金星によって火星に届
けられます。
月は、トランスファーやコレクションの妨害をしないので、滅多に起きない現象を引き起
こしています。
このチャートでは、火星が光を集めます。月が金星に押し付けた光を、火星に委ねます。
一方で金星は、トランスファーで、土星からセパレートしたときに光を背負い、火星にアプ
ローチで運んでいます。金星が運んでいる土星の所へ、月が行くように思えますが、今の
所、そのような動きに名前は付いていません。そして、金星は、それぞれ別の方向からの
アスペクトによるものを、火星に届けます。アスペクトができることは、タイミングが生じることで
すが、彼女が愛を持って迎えてくれることはありません。又、カレントの彼女に対する思いも、
付き合えば変わります。
このコレクションが、火星によるものであることから、結局は終わることを示しています。古
来、火星によるトランスファーや、コレクションは、終わりが良くないとされています。その後、
カレントは彼女を誘うことに成功し、付き合ったということです。付き合い続けているという報
告ではありませんでした。
禁、無断転載（間違いがあるかもしれないので）
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