
 
 

  



 
 

はじめに 
 
はじめまして、占星術サロン エレオノーラの村上碧です。この度は当サロン

の西洋占星術・基礎講座をご受講いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

当講座は、「難解」と言われがちな西洋占星術をできるだけやさしく、それで

いて入門レベルだけにとどまらない内容にすることで、はじめて占星術を学ば

れる方でもすんなり初心者レベルを脱することができるよう、工夫をこらして

います。 

 

ホロスコープは一見、難しい記号や数字が描き込まれた無機質な図にしか見え

ないかもしれません。ですがホロスコープを形作るいくつかの要素についてき

ちんと学び、理解を深めると、驚くほどゆたかな色彩をおびたメッセージが、

無限に浮かび上がってきます。 

 

そしてそこから得られるインスピレーションは、一生涯にわたりあなたさまを

支えてくれることでしょう。 

 

この講座の目標＆ゴールは、そんなホロスコープを「迷いなく」読めるように

なること。 

 

そのためにわたしはこのテキストと付属のワーク、そしてサポートを通し、精

いっぱいお手伝いさせていただきたいと思っております。 

 



 
 

また開講以来、おかげさまでたくさんの方々にご受講いただいてきた本講座で

すが、これまでに得た経験とノウハウ、そして受講生さまからいただいたご意

見を生かし、2019年 6月開講分より第 3版へと増補改訂いたしました。 

 

第 3版（本書）は初版・第 2版と取り扱う項目自体は変えてはいないものの、

本文は大幅に加筆修正させていただいており、情報量およびボリュームは従来

の 2倍以上にまで充実しています。 

 

さらにパワーアップしたこの講座が、あなたさまにとってあらたな一歩となり

ますことを、心から願ってやみません。 
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■占星術を学ぶにあたってのお願い 
 

それでは早速次のページから、といきたいところなのですが…その前に占星

術を学ぶにあたって・そしてホロスコープを読むにあたって、受講生のみな

さまにとても大切なことをひとつお願いしたいと思います。 

 

それは、西洋占星術をいわゆる「運命論」だとか、「宿命論」といったものと

してとらえないでいただきたい、ということです。 

 

ホロスコープは人それぞれの出生情報…具体的には生年月日、出生地、出生

時間でその方固有のものが出ます。つまり、ホロスコープの内容は、生涯を

通して変わることがないわけです。 

 

ですが、だからといって運命が「あらかじめ」、「天から授かっているかのご

とく」「すべて決まっている」と受け止めるのは、個人的に好ましくないと思

っています。 

 

なお、こう言っては意外かもしれませんが…わたしは占星術を愛好し、学

び、ツールとして活用してはいますが、妄信はしておりません。 

 

そのため、「ホロスコープに出ている要素が実際に一から十まで体現される

（できる）はずだ」、とも考えていません。 

 

 



 
 

ですが、不思議なことにホロスコープとその持ち主、もしくはその時の空模

様と世相との間には不思議な符合が「多い」ことは長年体感しており、それ

がわたしにとっての占星術（占い）に魅せられる、単なる疑似科学と切って

捨てられない理由となっています。 

 

ですのでわたしは、ホロスコープは「持ち主とは似て非なるものであるとと

もに、持ち主のまだ見ぬ可能性を示すものである」ととらえています。 

 

この講座を終えた頃には、みなさんは一通りホロスコープを読めるようにな

っているはずです。ワークの例題だけではなく、ご家族やお友達などのホロ

スコープを読んでいくことも、これからたくさん出てくるのではないかと思

います。 

 

ですがその内容について 

 

 

・決めつけたり 

・押し付けたり 

・けなしたり 

 

 

することは、くれぐれも！なさらないようにしてください。 



 
 

わたしは「人は誰もがそれぞれに、星々からの祝福を受けて生まれている存

在である」ととらえています。が、その祝福を「どういったかたち」で受け

ているかは、当然人によってまったく違います。 

 

そういったところがホロスコープの配置の違いとして出ているだけにすぎな

いのですから、わざわざに優劣をつける、ジャッジをしようとするのはとて

もおこがましいことなのではないか…と、わたしは思っています。（この講座

を受ける方には、そのような極端なことをなさる方はいないと信じています

が…） 

 

また、これから学習していくことになる天体、サイン（これはいわゆる 12

星座のことですね）、ハウス、アスペクト…といったもろもろホロスコープの

構成要素たちにはそれぞれに・例外なく、長所と短所が両方含まれていま

す。 

 

つまり、ホロスコープには「良い」も「悪い」もないのです。 

 

ですので、ホロスコープはぜひ謙虚な気持ちで、表面的な吉凶にとらわれ

ず、その持ち主の可能性を尊重しながら読んでいってもらいたいなと、わた

しは思っています。 

 

それでは、いよいよ次のページから学習をはじめていきましょう！



 
 

第 1章 
西洋占星術と 

ホロスコープの 

全体像をつかもう 

  



 
 

■西洋占星術って？ 
 

西洋占星術とは、人がこの世に生まれた瞬間の天空の星々の配置を「ホロスコ

ープ」という図に写し取り、その人に秘められたキャラクターや資質・才能、

運勢を読み取っていく…という占術です。起源は古代バビロニアで、やがてエ

ジプト、ギリシャ、ローマを経て、さまざまな形で発展していきました。 

 

古くは国や王族などの未来を知るために使われており、リーディングのスタン

スも個人の運勢を「占断（=決めつける）」する…といったものでしたが、長い

歴史の中で衰退と復興を繰り返すなかで、「自分の運命を受け入れ、あきらめ

るためのツール」ではなく、 

 

「自己発見のためのツール」 

 

として見直されてきた流れがあります。 

 

まずはざっくりと西洋占星術のしくみを押さえ、学習することでホロスコープ

からどんなことを知ることができるようになるかを見てみましょう。 

 



 
 

■いろいろなホロスコープのバリエーションと、 

基礎講座の目標 
 

占星術といえば「ホロスコープという図を読んで性格や可能性を分析する占

い！」…といったイメージですが、ホロスコープの出し方にもいろいろなバ

リエーションがあることを事前にちょっとだけ知っておきましょう。 

 

まず、下の図はエレオノーラの三講座の内容とイメージにしたものです。 

次ページからそれぞれについてざっくり説明していきます。  

【基礎講座】 

出生図（すべての土台） 

【発展講座】 

三重円（トランジット・ 

プログレス） 

【相性講座】 

(シナストリー・ 

コンポジット） 



 
 

➀出生図（ネイタル） 

【用途】持って生まれた資質や可能性を知る 

 

一般的に「ホロスコープ」という言葉で連想されるのはこの出生図（ネイタ

ル）のことです。出生図はその名の通り、その人が生まれた日時をもとに算

出したホロスコープで、「自分の性格や素質、才能について知りたい」とい

う場合はこれを読んで分析することになります。 

 

なお、出生図は今後学習する各種技法の、すべての土台となるものです。 

 

【出生図の例】 

Aさんの出生図 

  



 
 

②三重円（トランジット・プログレス） 

【用途】出生図の持ち主の、あらゆるタイミングをはかる 

 

出生図では「資質や才能」を見ることはできますが、タイミングをはかるこ

と…たとえば「いつごろどんなチャンスがおとずれるか」や、「いつごろど

んなことに気をつければよいか」、「いつごろどんな心境になりやすいか」

といった未来の予測まではできません。 

 

そういったことができるのは発展講座で学習する「トランジット（経過）」

「プログレス（進行）」という技法ですが、その技法を用いるうえで読むこ

とになるのが三重円になります。 

 

「トランジット図」は外側から受ける影響を、「プログレス図」では内面的

な移り変わりをそれぞれ見ることができまずが、次の図のように出生図を一

番中心にすえ、その外側にプログレス図、そのまた外側にトランジット図を

重ねて作るのが三重円になります。これを読むことで、「今ホロスコープの

持ち主が、どんな心境（どんなことに関心が向いていて）で、外側からどう

いった影響を受けやすいか」を総合的に分析することができるようになりま

す。 

 

※発展講座では出生図+トランジット図、出生図+プログレス図の二重円も 

取り扱います  



 
 

【三重円の例】 

先ほどの Aさんの出生図に、プログレス図、トランジット図を順に 

重ねたもの 

  



 
 

③シナストリー・コンポジット 

【用途】人同士の相性を知る 

 

また、人同士の相性も一生涯を通しての大きな関心事ですが（恋愛、結婚で

はなく、家族関係や友人関係など、「相性」がテーマとなる場面はたくさん

ありますからね）、そういったところを探れる技法が相性講座で学ぶ「シナ

ストリー（チャート比較）」と、「コンポジット（合成）」という二つの技

法です。 

 

シナストリーは相性を見たい者同士のネイタルをそのまま重ね合わせた二重

円を、またコンポジットは相性を見たい者同士のネイタルを「合成」（アバ

ウトに説明すると、ふたつの出生図の中間値で算出されるホロスコープ）し

たものを読んでいくことになります。 

 

「シナストリー」はそれぞれの出生図をそのまま比較し、ふたりがお互いに

どのようなキャラクターの違いをもち、またどのような影響を与え合うか

を、「コンポジット」はふたりが１つのユニットとなった場合、どのような

エネルギーが新たに生まれるかを見ることができます。 

  



 
 

【シナストリーの例】 

Aさんと、そのきょうだい Bさんの出生図を重ねたもの 

  



 
 

【コンポジットの例】 

Aさんと Bさんの出生図を「合成」したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

基礎講座では、➀の出生図（ネイタル）を読めるようになることがゴールで

す！ 

 

例をご覧いただくとなんとなくわかるかと思いますが、どの技法も基本的に

は出生図をもとにしたものになっています。つまり、出生図のしくみを理解

し、読めるようになることが、今後の学習の前提条件となるのです。 

 

なので、まずはこの講座でしっかり基礎をかためよう！というわけですね。 

  



 
 

■ホロスコープってこんなもの 
 

では色々と説明する前に、あらためて実際のホロスコープを見て見ましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホロスコープは、人が生まれた瞬間、生まれた場所の上空に、天体たちがど

んなふうに散らばっていたかを地球からの視点で割りだして、図に書き写し

たものになります。 

 



 
 

前項目の通り、本来は出生図、もしくはネイタルと呼びますが、基礎講座の

段階ではホロスコープ、という呼称でいきます。 

みなさまは講座終了後、これを読めるようになっているはず、というわけで

すね＾＾（楽しみですね！） 

 

なんて脅し（？）はさておき…前ページのホロスコープを見るとなにやら、

たくさんの記号とたくさんの数字がひしめいています。 

 

こういったところで「占星術って難しそう！」と食わず嫌いされている方も

多かったりするのですが、用語を頭に入れたうえで見方を知ってしまえば何

ということはありません。あまり怖がらないでくださいね。 

 

 

それでは次のページから、さっそく各部名称(基礎用語)について学んでいき

ましょう。 

 

 

  



 
 

■ホロスコープの各部名称を知ろう 

では、こちらでホロスコープの各部名称(基礎用語)を学習しましょう。 

 

  



 
 

①天体・占星点…「その人らしさ」をつくるパーツ各種いろいろ 

太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星の 10

個の天体が、それぞれ記号で表示されています。（記号は P29参照） 

また、ノースノードやサウスノード、パート・オブ・フォーチュンなど、天

体ではありませんが、占星術上の一定の計算式で導き出される重要なポイン

ト（これを占星点といいます。あとで学習しますのでご安心を）もありま

す。 

 

 

②サイン…天体に性格を与えるエネルギー 

サインはいわゆる 12星座のことで、ホロスコープの一番外側の円に牡羊

座、牡牛座、双子座、蟹座、獅子座、乙女座、天秤座、蠍座、射手座、山羊

座、水瓶座、魚座の順番に記号が並んでいますが（記号は P30参照）、ホロ

スコープの起点であるアセンダントに何のサインが来るのかは人それぞれで

す。 

各サインとも 0～29度の 30度ずつで分割されています。 

  



 
 

③ハウス…天体のエネルギーを発揮する領域や場面 

ハウスはホロスコープに含まれている１～12までの部屋のことで、人生にお

ける 12種類の領域を示しています。なお、サインとはちがい、それぞれの

広さはきっかり 30度区切りというわけではありません（イコールハウス方

式でホロスコープを算出する場合を除く。P108参照）。そのため、各ハウス

の大きさは人によって大きかったり小さかったりしますが、ハウスの大小が

単純に吉凶に直結するわけではないので注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ハウスカスプ 

ハウスとハウスの間の区切り線のことです。第１、第 4、第 7、第 10ハウス

のカスプは「アングル（軸）」と呼ばれ、占星点としても扱われる重要な部分

です（なので見ていただくとわかる通り、これらのカスプのみちょっと太く

表示されています）。アングルについては第 3章で学習します。 



 
 

⑤サインカスプ 

サインとサインの間の区切り線のことです。 

 

 

⑥アスペクトライン 

２つの天体がホロスコープ上でつくる一定の角度各種を「アスペクト」と言

いますが、アスペクトラインはそのアスペクトができていることを視覚的に

示す線です。くわしくはアスペクトの章にて学習します。 

 

 

⑦度数 

それぞれの天体・占星点がホロスコープ上どこに存在するのかを示す数字。

詳しくは次ページ「天体の位置の読み方」で説明します。 

  



 
 

■天体の位置の読みかた 

ホロスコープ上にはご覧の通りいろいろな天体や占星点がちらばっています

が、そんな天体の住所は「サイン」と「度数」、「ハウス」で示されます。 

 

 

図の天体の記号を見ると、どれもその内側にサインの記号があり、大小の数

字がそれをはさんでいます。これが「度数」で、それぞれ大きい方が「度」、

小さい方が「分」を表しています。ですので、P22の図の太陽（ ）は、「射

手座（ ）の 10度 10分にある」と読みます。 

 

また、太陽は第 5ハウスの範囲内にありますので、図の太陽は「第５ハウス

にある（=入室している）」となるわけです。 

 

なお、同じ図の月であれば「獅子座 23度 57分・第２ハウスにある」、金星

であれば蠍座 27度 59分・第 5ハウスにある」、木星であれば「蟹座３度 43

分・第 12ハウス」にあるとなります。 

 

ちなみにホロスコープのまわりにある 12個の度数は、それぞれのハウスカ

スプが何座の何度何分にあるのかを示していますが、これに関してはハウス

の章でくわしく学習します。 

  



 
 

■ホロスコープの構成要素についてざっくり予習しよう 
 

この講座では天体、サイン（12星座）、ハウスをメインに学習していきます

が、まずはその全体像を予習的にさらっとつかみましょう。 

 

 

【天体】 「その人らしさ」をつくるパーツ各種いろいろ 

各天体はそれぞれ、「その人らしさ」をつくる一部分をになっており、それぞ

れ下記の部分を担当しています。 

 

天体名 記号 担当パーツ 

太陽  表の顔（社会的な顔） 

月  プライベートでの顔・感情のパターン 

水星  思考・学習、コミュニケーション能力 

金星  愛と魅力を表現する能力・財産を築く能力 

火星  自己主張する・勝ち取る能力 

木星  物事を拡大していく能力 

土星  自分自身を律し、抑制する能力 

天王星  独自性を打ち出す能力 

海王星  自分という枠を超える能力 

冥王星  根底から生まれ変わる能力 

 

※冥王星の記号は、占星術ソフト（とその設定）やサイトによって表示が 2

通りあります  



 
 

【サイン（12星座）】天体にキャラクターを与えるエネルギー 

各サインはそれぞれがことなるエネルギー（いわばキャラ）をもっており、

天体にそれぞれ下記のような「性格」をあたえます。 

 

 

サイン名 記号 エネルギーのイメージ 二区分 三区分 四区分 

牡羊座  元気でストレート 陽 活動 火 

牡牛座  マイペースで優美 陰 不動 地 

双子座  知的で軽やか 陽 柔軟 風 

蟹座  感受性豊かで情緒的 陰 活動 水 

獅子座  華やかでリーダー気質 陽 不動 火 

乙女座  真面目でストイック 陰 柔軟 地 

天秤座  フランクで思慮深い 陽 活動 風 

蠍座  徹底的でタフ 陰 不動 水 

射手座  自由でおおらか 陽 柔軟 火 

山羊座  リアリストで野心的 陰 活動 地 

水瓶座  ユニークで自由 陽 不動 風 

魚座  繊細で神秘的 陰 柔軟 水 

 

  



 
 

【ハウス】天体の力が生かされる領域や場面 

ハウスは人生における各種ジャンルや領域・場面を示しますが、それぞれの担

当は下記のとおりです。 

 

 

ハウス名 担当する領域 

第１ハウス セルフイメージの領域 

第２ハウス 物質・財産・愛着の領域 

第３ハウス 知識・学習・コミュニケーションの領域 

第４ハウス 家庭・基盤・プライベートの領域 

第５ハウス 娯楽・恋愛の領域 

第６ハウス 労働・奉仕と健康の領域 

第７ハウス パートナーシップ・結婚（生活）の領域 

第８ハウス 性と死・遺産・スピリチュアリティの領域 

第９ハウス 精神・価値観の領域 

第 10ハウス 社会と職業の領域 

第 11ハウス 理想と交友・ライフワークの領域 

第 12ハウス 無意識・見えざること・秘密の領域 

 

  



 
 

【ホロスコープの読みかたのイメージ】 

 

例えば P22の例でいうと、太陽が射手座（射手座 10度 10分）で、第 5ハ

ウスに入っていますね。この場合 

 

「太陽の力は射手座のエネルギーのキャラを帯び、第 5ハウスの示す領域で

特に生かされる」、と読みます。 

 

この骨組みをもとに天体・サイン・ハウスのキーワードを組み合わせると…  

 

「表の顔（太陽）は自由でおおらか（射手座）。そんな太陽の特性は、娯楽や

恋愛という領域（第 10ハウス）で、特に生かされる」 

 

と読み解けます。もう一つ例を挙げてみましょう。 

 

同じ太陽でも、獅子座で第 11ハウスに入っていたらどうでしょう？ 

 

「表の顔（太陽）は華やかでリーダー気質（獅子座）。そんな太陽の特性は、

友人との交際やグループ活動（第 11ハウス）で、特に生かされる」 

 

…というふうに読めるでしょう。先ほどとはまたちょっとちがったイメージ

になりますね。 

 



 
 

なんとなく、天体の読みについてつかんでいただけたでしょうか？ 

（今はあくまでも「なんとなく」で大丈夫ですよ！） 

ものすごくシンプルな言い方をすると…こうした作業をその人らしさのパー

ツである各天体・太陽～冥王星まで行い、総合的にまとめることで、「その人

らしさ」をつかんでいく…というイメージです。 

 

もちろんいまはざっくりとした理解でかまいません。テキストと同時進行し

ていくワークで、だんだん感覚・要領がつかめてくるようになっています。 

 

なお、市販の本や他の講座では天体から学習する場合がほとんどですが、こ

のテキストでは、効率よく知識を吸収していくために、サイン（12星座）→

ハウス→天体の順番で学習していきます。 

 

その前に、一度ワークでご自分の天体とサイン、ハウスを書き出しておきま

しょう。 

 

 

 

■ワーク１「わたしの天体のサインとハウスを書き出してみよう」 

  



 
 

第 2章 
サイン 

～天体にキャラクターを 

与えるエネルギー 

  



 
 

サインとはいわゆる「12星座」のことです。前の章で天体はその人らしさを

作るパーツであることをざっくり学びましたが、サインはそんな天体たちそ

れぞれに「キャラクター」を与えます。 

 

いわば、サインは 12種類の超個性的なエネルギー。 

 

サインは天体のエネルギーを、「どういう風に発揮するか」というところを示

すのです。 

 

例えば火星は「自己主張」を表す天体でしたが、属しているサインによっ

て、どんなふうに自己主張するか」がわかります。 

 

牡羊座のサインにあれば、「直接的な感情や体を使って戦う」かもしれませ

ん。双子座のサインにあれば「議論して戦う」のが得意でしょうし、山羊座

であれば「ルールや正論を振りかざして戦う」でしょう。 

 

ここではそれぞれのサインがどんなエネルギーを持っていて、天体にどんな

キャラクターを持たせるかを、一通り学んでいきます。 

 

学習にあたって、それぞれの星座ごとに身近にいる太陽星座（いわゆる「わ

たしは〇〇座です」の星座）が同じ人を思い浮かべると、より理解が深まり

やすいかもしれません。  



 
 

1.牡羊座（Aries）  
 

記号 
 

サインのキーワード I am (私は存在する) 

ルーラー（支配星） 火星 

二区分 陽 

三区分 活動 

四区分 火 

志向 パーソナル 

 

■牡羊座のエネルギーのテーマは「独立」「主体性」 

 

12 星座の始まりのサインである牡羊座は、生まれたばかりの赤ちゃんのよう

なエネルギー。思考と行動が直結しているので、積極的・衝動的・活動的。 

とても正直で、飾り気がありません。 

 

率直に自分の気持ちを表現し、のびのびと自分らしくふるまう…。はた目から

みるとかなりの危なっかしさかもしれませんが、牡羊座の持つひたむきで純粋

なパワーは、人間が自立する段階で欠かせないといえるものです。 

 

ですが、最初にお伝えした通り、ホロスコープの持つ各要素は長所と短所をあ



 
 

わせもっているもの。 

牡羊座のネガティブな面は、「スタンドプレーに走りがち」「直情的になりやす

い」ところです。 

 

悪意はありませんが中長期的な視点に欠けがちで、種々の影響を深く考えない

ため、結果的に空気を読まずに突拍子もないことをしたり、自己中心的になっ

てまわりの人を傷つけたり、尊大な雰囲気で和を乱したりしてしまうことがあ

ります。 

 

牡羊座のパワーは明るく強力ではありますが、あくまでも良い方向に使うこと

を心がけないと自分勝手さ、ケンカっ早さが引き出されてしまい、あらゆる場

面において衝突をおこしがちに…。 

 

このサインに入る天体は、力強さ・大胆さ、活発さなどの元気なキャラクター

を帯びますが、同時に衝動性、攻撃性や向こう見ずさが出やすいと言えるでし

ょう。 

 

 

【太陽が牡羊座の有名人】  

大泉洋、織田信成、上地雄輔、上沼恵美子、カンニング竹山、くわばたりえ 

（クワバタオハラ）、沢尻エリカ、島田紳助、千原ジュニア、博多華丸 

 

 

  



 
 

【牡羊座のキーワード集】 

 

■ポジティブ面 

明るく元気な、エネルギッシュな、先駆けとなる、無邪気な、大胆な、モチベ

ーションの高い、フロンティア精神のある、積極的な、決断力のある、リーダ

ーシップのある、勇敢な、独立心に富む、自信のある、熱心な、精力的である、

行動力・実行力のある、負けず嫌いな、直感的な、めげない、勢いのある、意

志が強い、誇り高い、冒険をいとわない 

 

 

■ネガティブ面 

攻撃的な、怒りっぽい、闘争心むきだしの、粗暴な、わがままな、自己中心的

な、衝動的な、深く考えずに手を付ける、こらえ性のない、残酷な、荒っぽい、 

ご都合主義的な、不寛容な、極端な、軽率な、長いスパンで物事を考えられな

い、傍若無人な、直情的な、えらそうな、損得の計算ができない、周りへの影

響を考えられない 

 


