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現在の心配事すべてを鑑定

名前 Mr. XYZ（男性）
誕生時間 19**年**月**日
誕生時間 **:**:00 AM
誕生時間  Tokyo

ここにご依頼の「現在の心配事すべてを鑑定レポート」をお届けいたします。
あなたの出生図を分析する機会をいただきましたこと感謝いたします。鑑定予測の精
度は頂戴したあなたの誕生時間の正確さに依存します。インド占星術では運命の 75%は
惑星によって制御されており、残りの 25%が自由意志、つまりあなたの努力（行為）に
よって制御されていると考えています。あなたの人生で起こるべくすべての障害を克
服されますことを祈っています。

サトラジット・ムジャンダール（Satrajit Majumdar）
最高経営責任者、インド占星術鑑定士
サイバーアストロ
2011 年 9 月 26 日

あなたの出生図

2



  12 黄道十二宮（獣帯 12 星座）

黄 道 十 二 宮 （ 獣 帯
12 星座）  

星座番号　 星座の支配星

牡牛座 1 火星 (Ma)
牡牛座  2 金星 (Ve)
双子座 3 水星 (Me)
蟹座 4 月 (Mo)
獅子座 5 太陽 (Su)
乙女座 6 水星 (Me)
射手座 7 金星 (Ve)
蠍座 8 火星 (Ma)
射手座 9 木星 (Ju)
山羊座  10 土星 (Sa)
水瓶座 11 土星 (Sa)
魚座 12 木星 (Ju)

注意： 影の惑星である 2 つの惑星を次のように使用しています。ラーフ（Ra）とケートゥ
（Ke）

惑星表

惑星名 位置している星座名
太陽 牡牛座
月 射手座
火星 魚座
水星 牡牛座
木星 水瓶座
金星 牡牛座
土星 山羊座
ラーフ 蟹座
ケートゥ 山羊座

出生日時と場所に基づく惑星とアセンダント（上昇宮）

あなたのアセンダント（上昇宮） 蠍座
あなたの月の星座（出世時に月が在住していた星座） 射手座
あなたの太陽の星座（出世時に太陽が在住していた星座） 牡牛座
西洋占星術における太陽の星座 牡牛座
あなたの星宿（出世時に月が在住していた星宿） スヴァーティー（第 1 段階）
退行の惑星 ® なし
太陽に燃焼された惑星 © なし
減衰の星座 (deb.) なし
高揚の惑星 (exal.) なし
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出世図のハウスの概要

これは北インド式の出世図です。

ハウスの位置は固定されておりハウス番号はローマ数字で表示されます。第 1 室はアセン
ダント（上昇宮）で一番上に位置しています。ハウスの位置は反時計回りに移動していきま
す。出生図において数字の表記はそれぞれ星座の番号を示しています。
（注：星座名と星座番号は黄道十二宮（獣帯 12 星座）の表をご確認できます）

ハウス表

ハウス
（室）

位置している星座名 ハウスの表自体（象意）

1 蠍座 生活全般
2 射手座 財産 
3 山羊座 弟妹と友人
4 水瓶座 家庭の団欒、母、不動産、自動車
5 魚座 子供、教育、恋愛
6 牡牛座 病気、敵
7 牡牛座 配偶者、パートナー、旅行、ビジネス
8 双子座 寿命、死
9 蟹座 幸福、名声、宗教
10 獅子座 職業（仕事）
11 乙女座 収入、兄姉
12 射手座 出費、外国旅行、救世

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
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ネルギーの強化をとても重要と考えています。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。

出生図における惑星の星位（強度）

惑星 シャッドバル (SB)
（最高値は 2.0*）

ヴィムショパカバル (BB)
（最高値は 20**）

太陽 1.05 6
月 1.24 9

火星 1.46 18
水星 0.95 9
木星 1.28 14
金星 1.61 13
土星 0.99 12

ラーフ ---- 9
ケートゥ ----- 7

凡例

*シャッドバル (SB)の惑星の平均強度は 1.0
最大強度は +2
最小強度は -2

**ヴィムショパカバル (BB)の惑星の平均強度は 10
強度が 10 以上であれば、その惑星は生活に有益な影響をもたらします
強度が 10 以下であれば、その惑星は生活に悪益な影響をもたらします

出生図における各ハウスの重要性と状態

5



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の計測方法を採用しています。

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。

ハウスの強度

ハウス番号 ハウスの強度 * アシュタカヴァルガ測定法によるハウスの強度
(AB)**

1 6.47 29
2 8.36 32
3 4.81 32
4 6.30 26
5 8.22 37
6 7.40 26
7 11.5 20
8 7.35 22
9 8.02 25
10 7.91 30
11 7.46 32
12 9.82 26

* ハウスの平均強度は 8.0 ハウスの強度が 8.0、あるいは 8.0 以上であれば、それはハウス
の状態が優れていることを意味します ハウスの強度が 8.0 以下であれば、それはハウスの
状態が劣っていることを意味します

** AB の強度が 28 以上の場合は、ハウスの機能も影響も優れていることを意味します

A. 出生図における最も優れた惑星:

出生図において火星と木星が最も優勢であると言えます。火星はアセンダント（上昇宮）と
第 6 室の支配星であり第 5 室に在住（位置）しています。第 5 室は使命の結果を追求する
ハウスという意味です。木星は第 2 室と第 5 室の支配星であり、第 4 室に在住（位置）し
ています。第 4 室は解放の成長を追及するハウスという意味です。火星と木星はどちらもあ
なたの人生の目標を達成するために大変協力的な惑星と言えます。

B. 出生図における最も課題のあること:

出生図において水星とラーフが最も課題のある惑星であると言えます。水星は第 8 室と第
11 室の支配星であり、第 7 室に在住（位置）しています。水星はその強度が弱く、そのた
めにあなたの明快さと集中力（焦点）を欠きます。ラーフは第 9 室に在住（位置）してい
ます。このラーフと水星の組み合わせにより、あなたは忍耐力が弱く、貪欲、衝動的であり、
また目標を達成するためには近回りを試みる性質と言えます。

C. 出生図における現在の惑星時期

ヴィムショタリ・ダシャー

インド占星術によると個人の理論上の寿命は 120年と解釈されます。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）
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に分割されて運用されます。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。

この惑星計測システムはインド占星術特有のものであり、期間の分析法と呼ばれています 。
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（現象化
す）るかどうかを判断します。

移動速度の遅い惑星に関する現在のトランジット（惑星通過）の影響

土星のトランジット（惑星通過）

土星は 2011年 11 月までの 2年半と 2012年 5 月から 8 月までの間、第 11 室のおとめ座を通
過します。第 11 室は収入と願望達成のハウスです。土星のトランジット（惑星通過）は収
入に関する事柄を支援します。土星のトランジット（惑星通過）はお金、願望の達成、財産
と家庭の幸福にとって大変有益な影響を与えます。

木星のトランジット（惑星通過）

木星は 2011年 5 月から 2012年 5 月までの 1年間、ドゥシュタナ・ハウス（最悪のハウス）
の一つである第 6 室を通過します。 この期間はビジネスにおける何らかの補強の見通しを
迫られる時期になります。

ラーフのトランジット（惑星通過）
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ラーフは 2011年 6 月から 2012年 12 月までアセンダント（第 1 室）を通過します。この期間
は特に自信を強化すべき時期で、物事を誰かに頼るのではなく、自分で遂行することを余
儀なくされる時期といえます。つまり競合先、あるいは敵対する者と競合、あるいは競争が
生じることを意味しており、それに対して勝利することを示唆しています。

ケートゥのトランジット（惑星通過）

ケートゥは 2012年 12 月まで第 7 室を通過します。 これは公私において日常接する人と間に
矛盾、あるいは行き違いが生じることを示唆しています。

人生の 4 つの目的

インドの思想体系であるヴェーダによると人生の 4つの正当な目的と目標は、ダルマ
(Darma)、アルタ(Arta)、カーマ(Karma)、モクシャ(Moksya)といわれます。

1) 「ダルマ」とは「法と秩序の原理」を意味していて、人生における名誉と名声
を得るための必要性について明らかにします。現代社会的な意味に置き換える
とすると、これは「法則」、あるいは「使命」と呼ぶことができます。それは
つまり「職業」を意味します。つまり私たちは一人ひとりが、自分が誰なのか
何ができるのかに関係なく仕事を通じて社会貢献することで使命と責任を果た
すことができるものであると認識する必要があります。単細胞生物のアメーバ
から高等生物である人間にいたる地球上のあらゆる生物は何かしら生産活動を
し、種を保存しなければならないことはすなわち「法則」なのです。

2) 「アルタ」とは果たさなければならない日常の義務と責任の中で特に財産、あ
るいはお金を稼ぐという「目標を達成」することを意味しています。私たちは
日常の義務と責任を果たすためにお金を稼がなければなりません。ちょうど動
物が目覚めると空腹を満たすために狩りに出かけるように、人間も生活のため
に働きに出かけなければなりません。

3) 「カーマ」とは文字どおりには「願望」を意味していて、人生における感情と
感覚を満たすための必要性について明らかにします。これを「楽しみ」と呼ん
でいます。人生においてなすべきことはすべて楽しみであるべきであり、他人
や自身の苦痛の種であってはなりません。「願望」なくしてあらゆる行動も努
力もありません。すべての動物はセックス、食事、そして生存のための欲求を
持っています。人間はさらに高次元の複雑な欲求を持っています。

4) 「モクシャ」とは解放、または自由を意味していて、ダルマ、アルタ、カーマ
の 3つ超えて精神的発達を成し遂げることにあります。私たちは自分だけのた
めのを超えて他のための自分を追及しなければなりません。

人生の 4 つの目的 における 3 つの段階（過程）

自然界のあらゆる現象は次の 3つの段階（過程）を経て現象化します。第 1段階は
「種」です。第 2段階は「成長」です。種は成長に必要な環境が整えばやがて芽を出
し成長します。第 3の段階は「果実」です。植物の最終の結果として花と果実の中に
種を身ごもる最後の段階です。

花と果実から新たな種が形成され、次の生命の輪廻が始まります。これが私たちの人
生とカルマ（因果応報）の輪廻転生の実相であり、多くの転生を繰り返した後に到達
する最後の解放まで続きます。
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出生図から読み取るあなたの運命づけられた人生の台本

興味深いことは私たち一人ひとりが人生のそれぞれの目的に対して何時、何を行うの
かを決定付けられている、いわゆる神に運命付けられた「人生の台本」に沿って人生
を生きているということです。もちろん人生の目的への追求は同時進行的に行われて
います。しかし私たち一人ひとりは出世図の中に霊的に配置された惑星配置に隠され
たそれぞれ違う人生の台本を持っており、占星術士はその分析によってそれが意味す
ることを理解するのです。重要なことは人生の台本を発見してあげることなのです。

惑星はその宇宙のドラマの中である人の人生の台本に沿って影響を与え、批判をした
りします。惑星はときに賞を与え、罪を与え、またその人にブレーキをかけたりもし
ます。インド占星術を介して私たちが得られることは自分の人生の変数をよりよく理
解できることです。その理解は最終的なものと思ってはいけません、なぜなら惑星は
その人の過去生のカルマ（行為とその反作用）に基づいてある傾向を現すからです。
今生（現在生）におけるよい行為によって過去のカルマは大きく変更することができ
ます。つまり現在のカルマによって過去生のカルマを拡大させることも縮小させるこ
ともできるのです。

あなたのご質問に対する回答

ご質問 1  

私の個人資産について相談します。現在●億円近くある私の個人資産が将来増えていくの
か、維持できるのか、減るのかを教えてください。私は日々経済の勉強に対したゆまぬ努
力を続けています。しかし、経済不況や国家破産の不安の他、日々世界的に明るくないニ
ュースばかり耳にします。このような世界経済状況の中、私は資産を維持することができる
のか心配に思っています。

回答 1

あなたの出生図において、第 2 室が財産（富）を象意しています。このハウスはいて座で、
両性（柔軟）の特徴を持ち、木星によって支配されています。木星は第 4 室に在住（位
置）し、みずがめ座で土星によって支配されています。 みずがめ座は不動（固定）という
特徴を持ちます。以上のことから、あなたの財産（富）は不動（固定）であり、主に土地
や建物のような不動産資産、あるいは金貨か金地金などの固定物から構成されていること
を示唆しています。 

第 2 室の強度を見るとかなり良好で、その測定法の一つであるアシュタカヴァルガの数値
は 32 であり、平均の 28 を超えていることから、あなたは通常の平均的豊かさより上位に位
置しており、あなたが固定資産の多くを維持することができることを示唆しています。あな
たの収入がそのことを証明していると思われます。

占星術的に言えば、富のハウスである第 2 室が両性（柔軟）であることは、資産の価値が
変動することを意味しています。資産価値が変動するということは経済上の自然性質とも言
えることで、市場の条件と世界的な経済状況に応じて随時変動することです。しかしながら 、
固定資産、および不動産資産というものは増加傾向を持ってはいますが、それは恒久的に
は同じ価値であるといえます。固定資産、および不動産資産の増加と減少は、株式や通貨
などの他の不動産の資産とは異なり、比較的、狭帯域内で変動するものです。

しかし、他の可動資産への投資やさらなる投資のための住宅ローンなどによる資金調達な
どは注意すべきことです。そうでなければ近年、アメリカ経済で起こったような経済の暴落
によって資産が焦げ付くことが十分にありえます。
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ところで過去 2年半の間、土星はトランジット（惑星通過）のためにあなたに困難さをもた
らして来ましたが、次の 2年半はわずかに改善される可能性があります。あなたの困難が
ほぼ解消されるのは、2013年 6 月以降であり、2025年までの 12年間は資産の維持・運用
は期待できる期間となります。

ご質問 2 

私が独立し、会社を経営して十年以上が過ぎました。会社存続の為に全力を注いでいます
が、現在赤字が数年続いています。私の会社が将来どうなるのか、どのくらいもつのかを
知りたいと思います。

回答 2

質問 1 の回答で申し上げたように、次の 2年から 3年はまだ十分に注意が必要です。それ
以降に初めて投資や取り組みが肯定的な傾向を増しながら着実なものとなると思われます
それはゆっくり着実に向かっていくと思われます。

3年以降は非常に有利な位相を楽しむことが出来ることを示唆しています。そのときまでは
特別なこと、あるいは新しい挑戦などは避けたほうがよいと思われます。それらは思惑通り
の結果が伴わないからです。

あなたは現在 7年半の土星のトランジット期間の中の最初の 2年半を通過しているところで
す。それは 2011年の 11 月まで続きます。

最終的には 2017年 10 月 26日まで続きます。これが終了する期間までは特に慎重かつ慎重
でなければならず、投資の問題と金融投資に関しては 2018年以降に積極的に行うようにし
て下さい。

別の言い方をすれば、それらは 2017年 4 月 7日まで続く、水星/金星/金星という惑星時期
の終了を待って開始することが有利と言えます。 

実際に 2017年 4 月、つまり水星/金星/太陽という惑星時期が始まる頃に新しいジョイントベ
ンチャーの提案が予想外の方面から来ると思われます。

それが結実するのは 2020年 6 月から 2021年 11 月までの水星/月という惑星時期の間である
と思われます。

ご質問 3 

私の使命というものをよりよく理解するためにこの人生における使命、あるいは責任を教え
て下さい。この件についてアドヴァイスがいただけたら幸いです。

回答 3 

あなたのアセンダント（上昇宮）はさそり座で火星に支配されています。火星はうお座であ
る第 5 室に在住（位置）しています。 うお座は水元素で両性（柔軟）の特質を持ち、木
星に支配されています。

第 5 室はあなたの人生において使命の結果を追求する意味を持っています。アシュタカヴァ
ルガ計測法において 12 室の中で最も高得点を得ています。
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インド占星術では人生は 4 つの目的の追求に分類されると考えています。それらは以下の
通りです。

1) 使命（ダルマ）の追求は、第 1 室、5 室、9 室を考慮します。
2) 財（アルタ）の追求は、第 2 室、6 室、10 室を考慮します。
3) 楽しみ（カーマ）の追求は、第 3 室、7 室、11 室を考慮します。
4) 解放（モクシャ）の追求は、第 4 室、8 室、12 室を考慮します。

出生図から読み取るあなたの運命づけられた人生の台本

1）使命（ダルマ）の合計 = 91
2）財（アルタ）の 合計 = 88
3）楽しみ（カーマ）の合計 = 84
4）解放（モクシャ）の合計 = 74

従って、出生図から読み取るあなたの運命づけられた人生の台本からあなたにとって最も
重要な人生の目的追求は使命（ダルマ）と言えます。これはあなたが多くの時間、努力、
エネルギー、そして資産、あるいは財産を高い志を実現するために投入されてきたことを
示しています。高い志とはあなた個人の必要、欲求、感覚を楽しませるためではなく、社
会の人々のためであるということです。

従ってあなたがどのようなビジネスや投資にかかわらず、それらは社会の多くの人々の利益
をもたらすような高い志に向かっていることを示唆しています。

ご質問 4  

私は残りの一生お金に困らず、あるいは資産を失うことなしに生活していくことができるので
しょうか。私は資産を失うことを心配しています。具体的に教えて頂けましたらと思います。

回答 4
 
出生図によると、あなたは今日まで社会的な必要性を満たすことができないような貧困や
資金不足をほとんど経験されることはなかったと思われます。しかしさそり座が上昇宮であ
るため、絶えず心の中に不安と恐れがぬぐえない状態であると推察いたします。このことが
あなたの繰り返し生じる自問自答の原因となっています。

既にご説明した通り、不動産に関する資産価値の変動は経済の法則と市場経済に依存する
ものです。あなたの恐れと心配は、まるでサソリに噛まれた犠牲者を心配するように、単に
あなたの資産に執着しているだけのことのように思えます。従ってあなたが資産を残すこと 、
また長期的な利益と成長のための建設的な資産運用のためにあなたの思いどおりにするこ
とは不可能と言えます。

あなたが一つの長期的な目標に焦点を当てることなく、ただ多くの方向性を検討しているだ
けのように思えます。その結果、何も達成できないか、あるいはあなたが所有する巨大資
産のために、訪れるチャンスを結合、あるいは統合することが出来ていないように思われま
す。

その結果、あなたは具体的な結果を達成することなく、資源や努力だけでなく、あなたの
資産も無駄に費やすことになります。あなたが短期的な利得獲得と十分でない長期展望、
あるいは継続的で長期的な利益構造を作ることができる十分な資産の最適な投資方法を見
出せないはざまで混乱しているように思えます。あなたの今のアプローチの仕方は、あまり
に貪欲で性急、あるいはあまりにも臆病と保守的な感じに思えます。
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ご質問 5

現在私の経営している会社では、経済情報のビジネスを展開しています。これは、将来成
功するでしょうか。ビジネスの方向性に間違いがないのか、確認をしたいと思います。

回答

第 10 室は職業とビジネスの方向性についての情報を与えてくれるハウスです。あなたの出
生図において第 10 室はしし座で太陽によって支配されています。太陽は第 7 室のおうし座
に在住（位置）しており、 金星と水星が同室に在住（位置）しています。そのことからあ
なたがどのような職業を選択されたとしても、あなたがその組織のボスであり、戦略的方向
性を組織に与えることを示しています。同時にあなたがビジネスにおいて日常業務に自ら携
わらない方がよいことも示しています。

理想的な状態を言えば、あなたは戦略的提携者と独立採算で自分のビジネスを行う他の起
業家とのパートナーシップによるさまざまな分野のさまざまな事業をコントロールする持株
会社、あるいは信託会社を構築されるべきです。

信用会社の所有者、または持株会社を持つということは、あなたは個々の企業のためにあ
なたの莫大な個人資産を投資し、彼らに資金を与え、代わりに経営リスクをを取らせること
で保証を提供するということです。

適切なパートナーと適切なビジネスを選択できるあなたの能力はあなたの成功の秘訣と言
えます。ですからビジネスや経済情報を提供するあなたの会社についてのご質問は順調に
進展するでしょう。何故ならこれは日常業務に自ら携わる起業家とその能力には依存しない
問題であるからです。

ご質問 6 

私は晩年どのような人生を歩むのでしょうか。それについて何か視覚的なイメージと充足し
た人生を送るためのアドヴァイスをお願いします。

回答      6     

平和、満足、達成感は、既にお伝えしたようにあなたが運命付けられたあなたの人生の台
本に沿って生きるかどうかにかかっています。人生におけるそれぞれ 4 つの目標の追求の
得点の比率に沿って、あなたがどれだけの時間、エネルギー、資産、熱意を投入したか
に比例して満足と幸福が得られます。

ご質問 7  

質問 2 で申し上げたように会社の赤字経営が続いております。これから先もう一度、会社の
売上が以前のように増大し、資金潤沢になる時期が戻ることを期待しています。もしあれ
ばその時期も教えて下さい。

回答 7 

これは質問 1 と同様の質問です。既にその回答の中であなたの今後 10年から 15年先の最
良の時期について述べました。
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ご質問 8 

健康について相談いたします。大きな病気になることなく、ずっと生涯現役で経営・仕事を
続けていくことができますか？

回答 8

アセンダント（上昇宮）と第 1 室とその支配星の星位（強度）を検討することによって基本
的な体質と健康が判定できます。それによると、第 1 室の強度は比較的良いことが分かり
ます。また近未来において重篤な病気の影は見当たりません。

2013年 5 月 23日から 2030年 5 月 23日までの 17年間、水星の第 1 惑星時期が始まります。

続いて 2030年 5 月 24日から 2037年 5 月 23日まで 7年間のケートゥの第 1 惑星時期が始ま
ります。2021年 9 月 22日から 2022年 11 月 19日までの水星/火星の惑星時期において、重
篤な病気に遭遇する可能性があります。しかしあなたはその病気から回復することが出来る
でしょう。何故なら火星はアセンダント（上昇宮）、つまり第 1 室と第 6 室の両方の支配星
です。しかも大変強い強度を持っているからです。 その時期は一時的にビジネスに携われ
ない時期となりますが、しかしあなたは回復後には再びビジネスの手綱を引くことになりま
す。

またあなたの寿命に関しては、あなたは 75歳を生き抜く「中程度の寿命」と言えます。 あ
なたの旅立ちのときは、第 1 惑星時期がケートゥの最後の時期、つまり 2036年 5 月 26日か
ら 2037年 5 月 23日まで続くケートゥ/水星の惑星時期のときであると予測されます。

なぜなら水星は第 8 室と第 11 室の支配星であり、第 7 室に在住（位置）しています。 あ
なたの出生図において水星は最も致命的な惑星であるからです。

ご質問 9 

新たなジャンルのビジネスについて相談いたします。新しいジャンルにチャレンジするべきで
しょうか、しないほうがよいのでしょうか。それはどの程度成功するのでしょうか？

回答 9 

この質問への答えは、すでに最初の質問への回答でお答えしています。 あなたのご質問
の内容が具体的であれば、具体的な回答を差し上げることができます。

ご質問 10 

私の夢は将来実現するでしょうか。私の夢は自社ビルを建てることです。もしするとすれば
その時期はいつごろか教えて下さい。

回答 10

自社ビルを建設すると言う夢は近く実現しそうです。その最適の時期は土星 /木星の惑星時
期であると言えます。詳しく言えば 2012年 11 月 11日から 2013年 1 月 4日までの土星/木星/
火星の惑星時期です。何故なら木星は第 2 室と第 5 室の支配星で第 4 室に在住（位置）し
ています。同時に第 4 室は土星によって支配されているからです。 
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インド占星術処方箋

第 8 室と第 11 室の支配星である水星のエネルギーを強化することをインド占星術処方箋と
して宝石療法をお勧めします。

水星のエネルギーを強化するための処方箋として 5-7 カラット（1 カラットは 200mg）のエメ
ラルド を身につけることをお勧めします。それは金の台座で指輪を作り、それを右手の子
指（第 5指）に 身に着けるようにします。 水曜日の朝に身に着けることをお勧めいたしま
す。

また火星のエネルギーを強化するための処方箋として 7-9 カラット（1 カラットは 200mg）の
赤珊瑚（Red Coral）をお勧めします。

7-9 カラット（1 カラットは 200mg）の赤珊瑚（Red Coral）を金台座で指輪を作り、それを右
手の薬指（第 4指）に 身に着けるようにします。 指輪は火曜日の朝に身に着けることをお
勧めいたします。

またハヌマーン・カバチ というペンダントを身に着けることをお勧めします。これは土星の
サディ・サティと呼ばれる災害、事故、病気などの不運に見舞われる時期から身を守るた
めの護符のことです。（土星の 7年と半年間に渡るトランジット）

神のご加護によりあなたに平和と繁栄と幸福がありますように！
 
サトラジット・ムジャンダール（Satrajit Majumdar）
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「 現在の心配ごとすべてを鑑定  」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 9月 30日（金）
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