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ダシャーシステム 

ダシャーシステムというのは細かな計算によって導き出されるある一定の周期のことで、その周期を使

って、人生の浮き沈み、成功の時期、カルマの発芽する時期など、人生に何が起こるかを予測すること

が可能になります。 
 
ヴィムショッタリダシャー 

 
ダシャーシステムは多くの種類がありますが、その中で最も多く活用されており、予測の信頼性が高い

ものに、ヴィムショッタリダシャーというものがあります。 
ヴィムショッタリダシャーとは、サンスクリット語で、“１２０年”というような意味です。言葉自体

にはたいして深い意味はありませんが、１２０年の周期を繰り返します。 
細かい説明に入る前にヴィムショッタリダシャーの本質を一言で言えば、月の度数の中に今生で経験し

なければならないカルマが隠されているということです。 
 
これについては月は過去世と関係しているとする秘教文献もあります。 
 
（略）月の影響には、その人の過去が示されている。それは、その人が働くときに受ける限界と障害を

要約している。したがって、物質のタマスの様相、つまり「抑止し」、――もし過度に影響を受けるこ

とを許せば――怠惰を生み出すものを具体的に表わしていると見なしてもよいであろう。人がまとう体

の中に過去の経験の秘密が隠されている。月の影響下にあるすべての形態は――それは、私たちが適切

な表現に到達するために利用しなければならないものであるが――それ自体、これまでのすべての過去

の産物であり、それらを統合したものである。この複雑な科学について何も知らない人々が理解できる

よう簡単に概説することで、占星学に関して現在真理であるものについて述べることができるかどうか

やってみよう。誕生月は機会の日を示している。扉は開かれている。 
魂がどの月に転生へと入るかは、その前の人生周期の時に魂が肉体を脱した月がいつかによって決ま

る。例えば、もし獅子座が支配する月に死亡したならば、魂は同じ宮の時に転生へと戻り、以前離した

ところで経験の糸を拾い上げ、地上生活を離れたときと同じタイプのエネルギーと固有の装備を身につ

け、さらに思考と意識的な観察を獲得して、再出発するのである。その生涯の間に操作すべきエネルギ

ーの特質とフォースの性質がこのようにして魂に示される。（略） 
月の影響は主として物質的である。このようにして、魂の牢獄が示される。遭遇することになる障害が

このように保管されているのである。 
つまり、その人をゴールに導く宮のフォースとエネルギーの特質を限定する肉体もしくは諸体のタイプ

が示されているのである。月の主方を通して、そして、月の主方が幾時代にもわたる過去の経験の結果

として彼に与えてきたものを通して、彼は自分自身を物質界に表現しなければならないのである。（略） 
「ホワイトマジック」アリスベイリー著 AABライブラリー p.144 ― p.145 より 
 
黄道１２星座は太陽が通り道である黄道を１２区分にした１２の宮ですが、それ以外に月の通り道であ

る白道を２７の部屋に区分したものをナクシャトラといいます。これは宿曜占星術では月宿と呼ばれま

す。 
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ナクシャトラの名前と、星座に占める範囲、そして支配星と期間を記した表が以下になります。 
 
 ナクシャトラ名 範囲 支配星 期間(年) 
1 アシュヴィニー 牡羊 00°00’ －  牡羊 13°20’ ケートゥ 7 
2 バラニー 牡羊 13°20’ －  牡羊 16°40’ 金星 20 
3 クリティッカー 牡羊 16°40’ － 牡牛 10°00’ 太陽 6 
4 ローヒニー 牡牛 10°00’ － 牡牛 23°20’ 月 10 
5 ムリガシラー 牡牛 23°20’ － 双子 06°40’ 火星 7 
6 アールドラー 双子 06°40’ － 双子 20°00’ ラーフ 18 
7 プナルヴァス 双子 20°00’ － 蟹   03°20’ 木星 16 
8 プシュヤ 蟹   03°20’ － 蟹   16°40’ 土星 19 
9 アーシュレーシャ 蟹   16°40’ － 蟹   30°00’ 水星 17 
10 マガー 獅子 00°00’ －  獅子 13°20’ ケートゥ 7 
11 Pパールグニー 獅子 13°20’ －  獅子 16°40’ 金星 20 
12 Uパールグニー 獅子 16°40’ － 乙女 10°00’ 太陽 6 
13 ハスタ 乙女 10°00’ － 乙女 23°20’ 月 10 
14 チトラー 乙女 23°20’ － 天秤 06°40’ 火星 7 
15 スヴァーティー 天秤 06°40’ － 天秤 20°00’ ラーフ 18 
16 ヴィシャーカー 天秤 20°00’ － 蠍   03°20’ 木星 16 
17 アヌラーダ 蠍   03°20’ － 蠍   16°40’ 土星 19 
18 ジェーシュタ 蠍   16°40’ － 蠍   30°00’ 水星 17 
19 ムーラ 射手 00°00’ －  射手 13°20’ ケートゥ 7 
20 Pアシャダー 射手 13°20’ －  射手 16°40’ 金星 20 
21 Uアシャダー 射手 16°40’ － 山羊 10°00’ 太陽 6 
22 シュラヴァナ 山羊 10°00’ － 山羊 23°20’ 月 10 
23 ダニシュター 山羊 23°20’ － 水瓶 06°40’ 火星 7 
24 シャタビシャー 水瓶 06°40’ － 水瓶 20°00’ ラーフ 18 
25 Pパードラパダー 水瓶 20°00’ － 魚   03°20’ 木星 16 
26 Uパードラパダー 魚   03°20’ － 魚   16°40’ 土星 19 
27 レヴァーティー 魚   16°40’ － 魚   30°00’ 水星 17 
 
このうち、支配星と支配星の期間というものが重要で、これがヴィムショッタリダシャーの理論の中心

的な要素です。 
例えばラシチャート上で、ある惑星Ａが、牡羊 00°00’ ～ 牡羊 13°20’の間に在住しているとすると、
その範囲はアシュビニーであるため、支配星はケートゥになります。この惑星Ａはケートゥの影響下に

入ることになります。そうすると、実際にラシチャート上で、ケートゥの状態はどうであるかを調べる

ことが重要になって来ます。ケートゥが強いか弱いか、吉星からのアスペクトなどの絡みがあるか、あ

るいは凶星によって傷つけられているかで、この惑星Ａが受けるケートゥの影響の内容や質を決めます。 
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この観点はチャート解釈の上級レベルで用います。 
惑星が在住するナクシャトラの支配星がどのような状態にあるかを調べることによって惑星の強さや

吉凶などを解釈します。 
 
上記の観点は全ての惑星に関して当てはまります。 
 
例えば水星がプナルヴァスに在住すると木星の影響を受けることになります。 
アールドラーに在住すると、水星はラーフの影響を受けます。 
ムリガシラーに在住すると、火星の影響を受けます。 
 
私の経験では、水星がプナルヴァスに在住して木星の影響を受ける場合、占星術への興味や宗教的、精

神的な事柄など古くから伝わる既存の伝統的知識に興味を持つことになります。ムリガシラーで火星の

影響を受ける場合、好奇心旺盛で技術やビジネスなど実業に関係する分野のことについて知識欲旺盛に

なると考えられます。アールドラーでラーフの影響を受ける場合、非伝統的で革新的な思想に影響され

ると考えられます。（ex.アリスベイリー） 
 
惑星がどのナクシャトラに在住してどの惑星の支配星を受けるか、そして、その支配星がどんな状態に

あるかという観点は、チャート解釈の基本レベルでは使わないものの、チャートの解釈上重要な観点と

なります。 
一方、ここでヴィムショッタリダシャーに関連させる場合には、出生の月が在住するナクシャトラの支

配星に注目します。 
 
出生の月が在住するナクシャトラの支配星は出生した時に影響を与える惑星を表します。 
その時、そのチャートの持ち主は、マハダシャーが○○（惑星名）期にあると呼び、実際、人生はマハ

ダシャーの支配星の状態に条件づけられます。マハというのは“偉大なる”という意味であり、最大の

という意味であり、最も大きいレベルを表わします。 
第１レベルであるマハダシャーの支配星の期間のそれぞれが、さらに次の第２レベルのアンタルダシャ

ーの期間によって分割されます。そしてさらにアンタルダシャーはそれぞれプラティアンタルダシャー

によって、さらに細かい期間に分割されます。通常、ダシャーは第３レベルぐらいまでが最も良く使わ

れ、第５レベルぐらいまで使われることもあります。ソフトウェアでサポートしているのも第５レベル

までが多いようです。 
 
第１レベル 第２レベル 第３レベル 第４レベル 第５レベル 

マハダシャー アンタルダシャー プラティアンタル

ダシャー 

スクーシュマダシ

ャー 

プラーナダシャ

ー 
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