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思っています。登録方法は神智学協会HP（http://theosophy.jp）の入会申し込みから申請していた

だけると会員ページの閲覧が可能になります。神智学協会以外の方とも対談したり、いろいろなテー

マで動画を撮っていこうと思いますので、お楽しみに。何か扱ってほしいテーマがありましたらぜ

ひご連絡ください。

　神智学をはじめ、スピリチュアルを学ぶ人にとって、やはりいろんな人の話を聞いたり、実際に

対話したりということがとても大事な気がします。ある人は、１冊や２冊の本を読んでその気になっ

てしまったり、神秘体験をすると自分に何か特別な力があると錯覚してしまったり、そういうケー

スを大変よく見かけます。ですので、そういったことも含め、吟味して、比較して、それがどの程

度実証できるものなのか、哲学的に考えて矛盾はないだろうか、まずはよく検証しなければならな

いと思います。

　そういった意味もあって、動画だとお伝えしやすいのかなと思っている今日このごろです。

会長　岡本
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　新年度の初めの会報誌となりますが、皆様いかがおすごしでしょうか。

今年度はいろいろ動画を撮ることを目標にしたいと思っています。紙面で

はなかなかお伝えできないこともありますので、ぜひご覧いただければと

今月の



真理の伝統
真理が変わらないものだとするならば、人間にできること
は、変わらない真理をその時代その時代に即したコトバで
表現し直すことだけなのではないだろうか。

あなたの宗教は何ですか？（１）
「あなたの宗教は何ですか？」という質問は、「あなたはど
ういう偏見や執着をお持ちですか？」という質問に等しい
のではないだろうか。（欧米社会では必ずこの質問がなさ
れるという。）
何かの宗教に帰属する意識を持つということは、それ以外
のものとは分離しているという意識を持つことであり、そ
こから「異教徒」や「異端」などという概念も生まれ、「異
教徒や異端者は敵だ」などという考えも生じてきたりする
のである。

あなたの宗教は何ですか？（２）
「あなたの宗教は何ですか？」と訊

き

かなければ、その人が
何者であるのか分からないというのが欧米人なのではない
だろうか。
もともと他民族、多言語、多文化社会であったヨーロッパ
においては、宗教だけがこれらの人々を統合する共通のア
イデンティティとなり得たからである。

スピリチュアルな生活
無心に何かを行なうことはスピリチュアルである。
スピリチュアルな生活とは、そのようなものである。

アートマ・ヴィディヤーとブラフマ・ヴィディヤー
すべての外的なもの、形式的なものは、変わりゆくものな
ので、変わらないものを探求しようというのが、インドの
ヴェーダーンタ派の教えである。

憲法論議
戦争したいのか、したくないのか、ではなく、日本が侵略
されたり、日本の存立が脅かされたりすることがないよう
にするためには、今後の日本がどうあるべきか、どうした
ら日本国民の平和と安全と自由が守られるのか、という視
点に立って議論されなければならない。
私達の子や孫の世代になって、日本人の主権が失われ、言
論や信教の自由も奪われ、私達の子供達や孫達が、独立や
民主化の運動に身を投じて逮捕されたり、拷問を受けたり、
あるいは難民生活を余儀なくされたり、収容所に入れられ
たりすることがないようにするために、日本の安全保障は
どうあるべきか、国際関係の中で、今後日本はどのような
立場で、どのように振舞うべきか、などの視点に立って議
論されなければならないのではないだろうか。
それこそが、今後私達日本人が戦争をしないためにはどう
したら良いのか、という議論に真につながっていくのでは
ないだろうか。

インスタ映え
映像というのは幻影のように消え去っていくものである。

唯識派は外界が実在しないと考えるという誤解
外界が無いというのではなく、分割が無いということ。＊

たとえば、国境や国と国との対立などは、人の思考によっ
て構築（仮構）されたものであって実在ではないが、それ
はそれとして実際に機能する（クリティヤ・クリヤー）の
だというのが唯識派の見解である。
そして、仏陀の境地に到達すれば、誰もが分割の無い（真
実在である）あるがまま
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の世界を認識しつつ智慧とともに
この世界を自在に生きることができるようになるのだ、と
いうのが唯識派の教えである。
故に、彼らはまた、（自ら仏陀となるための）実際的なヨー
ガを実修するヨーガチャーラ派（瑜伽行派）とも呼ばれる
のである。

APHORISM（第 19 回）

高橋 直継
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＊唯識派の主張する「唯識無境」というのは、外界の事物
（境）が実在しないということであって、外界や物自体が
実在しないというのではないということ。

言葉によって仮構される＊リアリティ
言葉にしたとたんにそのものは消え、言葉によって（心の
中に）そのものが再現される。

「唯識」といわれる所
ゆ え ん

以である。

＊唯識派（ヨーガチャーラ派）の用語で「パリカルピタ」
は「仮構された」とも訳される。ブラヴァツキーも『シー
クレット・ドクトリン』の第一巻スタンザⅠ ¬- ９で「パ
リカルピタ」について論じている。（宇宙ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ刊『シー
クレット・ドクトリン　宇宙発生論＜上＞』p.107）

広告だらけの煩わしい世界
商業主義（コマーシャリズム）に疑いもなく支配された世
界に住む私達は、個人情報を含めたありとあらゆる媒体が
金で買われてしまい、気付けば広告だらけの世界にがんじ
がらめになって生きざるを得なくなってしまっている。
これこそまさに煩悩
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の極みといっても良いのではないだろ
うか。
そろそろ私達は、疑いもなく商業主義を肯定する社会に疑
念を持ったほうが良いのではないだろうか。

止観＊と弛緩
ギューッと絞って、パッと離せば、解放される。
ヨーガの行法とは、そのようなものである。
つまり、より良く解放されるためには、先ずは、より良く
集中することが大切である。
これは、デフォルト・モード・ネットワーク＊＊をより良く
起動させるための有効な手段でもある。

＊「止・観」は「シャマタ・ヴィパッシュヤナー」の漢訳
語である。「止（シャマタ）」とは、心のはたらきを静め、
あることに一点集中すること。「観（ヴィパッシュヤナー）」
とは、静まって集中した心に対象をありありと映し出すこ
と、である。ヨーガチャーラ派では、この「止・観」こそ
がヨーガの行の根幹であり、ヨーガチャーラ派の根本経典
である『解

げ じ ん

深密経』の第六章「分別瑜伽品」において、そ
の内容が詳細に説かれている。（参考、服部正明著『認識
と超越 < 唯識 >』p.63）
＊＊デフォルト・モード・ネットワークとは、何もしない

でぼんやりしているときに脳内のあちらこちらの複数の領
域が関係して形成される脳神経活動のネットワークのこと
で、このとき何かを意識的行なっているときの脳内のエネ
ルギー消費量の約２０倍のエネルギーが消費されていると
いう。つまり、私達の脳は、何かをしているときよりも何
もしないでぼんやりしているときのほうが約 20 倍もよく
活動していることになる。このとき脳は、一種の調律のよ
うな活動をしているのだという説もあり、デフォルト・モー
ド・ネットワークの積極的な活用により創造的形成力（い
ままでなかったものをつくりだす力）をととのえるための
このような理論を私は脳神経活動の「調弦理論
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」と呼びた
い。創造的な「ひらめき」や「直観」を紡

つむ

ぎだすには、こ
のような脳神経活動の調律
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がとても重要な前提となるから
であり、それはすなわち、良い音楽を奏でるには、楽器が
いつも必ずよく調律されていなければならないのと同じこ
とと言える。

ヴァーサナー
カルマが物質界で実現する機会が近づいていることを示す
予感のことをヴァーサナー（匂い）と呼ぶのは、「匂い」
が「地」のエレメントに対応するタンマートラ（微細元素）
だからではないだろうか。つまり、潜在するカルマが（「水」
のエレメントで象徴される）アストラル界から、（「地」の
エレメントで象徴される）物質界のレベルまで降りて来た、
あるいは凝結しつつあることを示す象徴として、ヴァーサ
ナーという語が使われているのではないだろうか。

神智学の鍵
『ヴェールをとったイシス』から『シークレット・ドクト
リン』にいたるまで、ブラヴァツキーの諸著作の主要な目
的のひとつは、ピュタゴラスからプラトン、新プラトン派
にいたる西洋の古典哲学が、古代インドの哲学の諸体系を
その源泉としていることを証明することであり、それらの
中にちりばめられた秘教的寓意と象徴を解く鍵は、東洋の
ヒンドゥー教や仏教の聖典によって提供されることを証明
することであった。そして、ヒンドゥー教や仏教の聖典が
提供するその解釈の鍵は、同時に世界のあらゆる民族の諸
聖典の寓意と象徴を解く唯一共通の鍵であることを証明す
ることであった。＊

だとするならば、ヒンドゥー教や仏教の聖典に直接アクセ
スできる立場にある現代の私達日本人にとって「神智学の
鍵」を手に入れる最良の手段は、直接これらの聖典から学
ぶことなのではないだろうか。それには、ブラヴァツキー
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が提供してくれた神智学の諸著作の助けを借りることが、
もちろん有効なことではあるのだが。

＊文芸社刊『シークレット・ドクトリン第三巻（上）』の
序論（p.25）で、ブラヴァツキーは次のように述べている。

「本巻中の主要なポイントのひとつは、古代のアーリア・
ギリシアその他の著名な哲学者たち、並びに世界諸聖典の
作品のなかに、強固な秘教的寓意と象徴主義が存在する事
実を示すことである。今一つの目的は、東洋のヒンドゥー・
仏教的なオカルティズム聖典によって提供された解釈の鍵
は、各民族に唯一共通のであったに違いない、という点を
証明することである。」このブラヴァツキーの姿勢は、最
初の著書である『ヴェールをとったイシス』の頃から一貫
して貫かれている。

知識の光への憎悪
霊性のヒエラルキアを認めない物質主義者（共産主義者）
たちは、すべての人間を平等に
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物質の底辺に押しとどめよ
うとする。
それはしばしば知識人に対するあからさまな憎悪、迫害、
虐殺、そしてそれが極まったときには、毛沢東やレーニン
が行なったような知識人の大量処刑というかたちとなって
あらわれたりもする。
しかも、すべての労働者の平等を目指したはずの共産国が、
一部の特権階級を除くすべての労働者を平等に
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社会の底辺
に押しとどめる結果になってしまっているというのも、彼
らの本性を考えれば、あるいみ必然的なことと言えるのか
もしれない。

尊敬
私は、自分に出来ないことが出来る人を尊敬する。
ということは、誰もが必ず何か私には決して出来ないこと
を行なっているので、私には、誰もが尊敬の対象となり得
るのである。

本当の教養とは
アカデミックな表現は、しばしば教養のないことにコンプ
レックスを感じている人々の反感や怒りを呼び起こす。（故
に、古代においては知識は無知な大衆に対して常に秘密に
されなければならなかった。）

しかし、教養のあるなしにかかわらず、常に学ぼうという
姿勢のある人には、好感をもって受け入れられる。
そして、本当に教養のある人というのは、自分が無智であ
ることを知る者のことである。
また、専門分野が細分化された現代においては、学者であっ
ても自分の専門分野のこと以外については驚くほど無知で
あることのほうが多いというのも事実である。
そのため、通常「学者」と呼ばれる人々は、それを読み解
くのに分野を超えた教養を必要とするブラヴァツキーの著
作に近づくことさえできないか、近づきもしないで憶測だ
けで不当に批判したりするのである。
統合の時代（アクエリアス時代）の幕開けを示すために書
かれたブラヴァツキーの著作を真に読み解くには、分野を
超えた教養と、それを統合する真の教養とが必要とされる
のである。

アートマ・サークシャート・カーラ＊

真実を知る最短の道は、自分自身で直
じか

に観ることである。

＊「アートマ・サークシャート・カーラ」とは、「自分自
身で直にそのものに直面し、直知し、直覚し、直証すること」
である。「サークシャート」という語のさまざまな訳語に
共通するのは「直」という語であることに注目したい。

勘ぐり
自分がいつも無意識に悪意をもって人と接しているから人
も必ずそうであるに違いないと思うのが勘ぐりである。
所
しょせん

詮、自分の尺度でしか人やものを観ることが出来ないと
いうのが凡

ぼ ん ぷ

夫の証
あかし

でもある。

神のなさることは、すべて時にかなって美しい
神さまのなさることが、すべて時にかなって美しい（コヘ
レト 3:11）とするならば、神的な生き方とは、いつでも、
時にかなった美しいことを為す（ニシュカーマ・カルマ）
＊ということなのではないだろうか。

＊ある大学教授がラマナ・マハリシに「ニシュカーマ・カ
ルマ（意図なき行為）」について質問すると、マハリシは
沈黙したまま丘のほうへと歩きだした。その教授と数名の
者達が後をついて行くと、マハリシは道に落ちていたトゲ

神智学協会オフィシャルＨＰ　　　　   　www.theosophyjp.net



だらけの棒きれを拾い、そこに座り込んで実に 6 時間もか
けて、トゲのすべてを取り除き、節々もなめらかにし、最
後にザラザラした葉で棒全体を磨きあげた。磨きあげられ
た棒の見事な仕上がりに皆が驚いていると、マハリシはそ
の棒を持って再び歩き出し、そこに突然現われた一人の羊
飼いの少年に黙って棒を手渡し、そのまま少年の前を通り
過ぎて行った。その時、その少年は、羊を追うための大切
な棒をなくして途方に暮れていたのだった。教授はこの時、
これが自分の質問に対する答なのだと理解した。（おおえ
まさのり訳編『南インドの瞑想　ラマナ・マハリシとの対
話』p.165 より文章に手を加えて抜粋）

衒学者
衒
げんがく

学者とは、実は、思考の整理されていない人達のことで
ある。自分がちゃんとわかっていないから、小難しい言い
回しによって人をも煙

けむ

に巻こうとするのである。

私がAPHORISMで試みていること
思考の流れの刹那滅＊的記録は、思考の波の「見える化」
の作業でもある。

＊刹
せ つ な め つ

那滅とは、刹那消滅のことであり、すべては刹那（一
瞬）毎

ごと

に生じては消えることを示す仏教用語。仏教はそれ

によって、永続的な実体などというものは一切存在しない
と主張する。
ニッティヤ・アニッティヤ・ヴィヴェーカ（１）
永遠性のあるものと、そうでないものが目の前に置かれた
とき、永遠性のあるものを選択するのが、ニッティヤ・ア
ニッティヤ・ヴィヴェーカ＊である。

＊「ニッティヤ」とは「永遠性のあるもの」、「アニッティヤ」
とは『永遠性のないもの」、そして「ヴィヴェーカ」とは「識
別能力」の意である。

ニッティヤ・アニッティヤ・ヴィヴェーカ（２）
永遠でないもの、無常なるものをすべてヤジュニャの火に
焼
く

べることによってアムリタ（不死）を得る。＊

＊「無常」のサンスクリット原語は「アニッティヤ」すな
わち「ニッティヤ（常）」に否定辞の「ア」を付けたかた
ちである。同様に、「アムリタ」とは、「ムリットゥユ（死）」
に否定辞の「ア」を付けたかたちである。そして「ヤジュ
ニャ」とは、ホーマ（護摩）に代表される犠牲の祭祀のこ
とである。

（つづく）

詳しくは UTYU PUBLISHING のＨＰで　www.utyu-publishing.com

『オカルト化学』
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います。霊的物理学に興味のある方は必読の書籍です。
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神と祈りについていて

【問】　あなたは神を信じていらっしゃいますか？
【答】　それはあなたのおっしゃる「神」の意味によります。
【問】　キリスト教の神、イエスの父で創造主のこと、つま

りモーセが聖書で言っている神のことです。
【答】　そのような神は、私達は信じません。人間の巨大な

影にしかすぎず、おまけに、あまりよくない人間の影であ
る人格神や、人間と同形の超宇宙的な神の概念には、私
達は反対します・神学の神には数え切れぬ矛盾と、論理
的に不可能な所があると私達は主張し、それを証明しま
す。ですから私達はそのような神とは関係はありません。

【問】　もしよかったら、理由をおっしゃって下さい。
【答】　いろいろありますので、すべてここで扱うわけには

いきません。しかし、少しお話ししましょう。信者達は
あなた方の神を、無限、絶対であると言っていませんか？

【問】　そうだと思います。
【答】　では、もし、無限で、特に絶対的であるならば、ど

うして神が形体を持ち、ものの創造主であり得ましょう
か？

形体には制限があり、当然、始まりも終わりもありま
す。創造するためには、神は考えたり計画したりしなけ
ればなりません・絶対なる者が考えるということが、ど
うしてあり得ましょうか？　つまり、限定され、有限で、
条件付けられているものに、絶対者はどんな関係がもて
るというのでしょうか？　これは哲学的な、論理的な不
条理です。ヘブライ語のカバラでさえ、このような考え
方を拒否し、唯一なるもの、即ち絶対的で神聖な本質を

アイン・ソフという無限な統一体としています。創造す
るためには、創造主は積極的にならなければなりません。
絶対者にはこれは不可能なので、無限の本質は間接的な
方法で進化（創造ではなく）の原因となるようにしなけ
ればなりませんでした。間接的な方法とは、セフィロト
がアイン・ソフ自体から発散するということです。これ
はもう一つの不条理で、カバラの翻訳者達に責任があり
ます。

＊　アイン・ソフ、無終、無際限、自然の中にあり自然と
共にあるもの、有る非存在、だが一つの存在（a Being）
ではない。

＊＊　活動しない永遠の本質がどうして発散することがで
きようか？　ヴェーダーンタのパラブラフマンはこのよ
うなことは何もしない。カルデアのカバラのアインーソ
フもしない。すべてのマハーマンヴァンタラ（大宇宙顕
現期）、即ち生命の新しい周期の始まりに、常に隠され
ており、理解できない一つの本質から活動力、創造力（ロ
ゴス）を発散させるのは、永遠で周期的な法則である。

【問】　カバラ学徒でありながら、エホバ即ちテトラグラマ
トンを信じている人達はどうでしょうか？

【答】　その人達が信じる、信じないは自明の事実には少し
も影響を与えないので、自分の好きなものを信じるのは
自由です。イエズス会士達は２＋ 2 は必ずしも４ではな
いし、神の意志だったら２× ２＝５になるのだと言って
います。

　彼等の脆弁を受け入れますか？
【問】　ではあなたは無神論者ですか？
【答】　私達の知る所ではそうではありません・ただ、神人

同形の神を信じないという意味では、無神論者です。私
達は普遍的な本質、万物の聖なる根源を信じます。即ち
そこからあらゆるものが出て行き、存在の大周期の終わ
りにすべてのものが吸収される大起源を信じます。

神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子
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【問】　それは古い古い汎神論の主張です。もしあなた方が
汎神論者ならば、自然神論者ではあり得ませんし、自然
神論者でないなら、無神論者でなければなりません。

【答】　　必ずしもそうではありません。沁弗素という言葉
はいろいろに誤用された言葉の一つで、本来の意味は盲
目的な偏見と一方的な見方で歪められてきました。あな
たが汎神論というこの複合語のキリスト教徒の語源学を
受け入れ、それが「すべて」という意味のパンと、「神」
という意味のテオスから出来ていることを認め、これは
自然界の石や木は一つの神であるという意味だと考えた
ならば、もちろん、あなたの言われることが正しいでしょ
う。つまり、そういう意味の汎神論者は拝物主義者でも
あります。しかし、私達のように、秘教的に汎神論とい
う言葉の語源を

　探るなら、あなたの主張は無意味になります。
【問】　あなたは汎神論という言葉をどう定義なさるのです

か？
【答】　今度はあなたに質問させて下さい。パン即ち自然と

いう言葉をあなたはどう理解していらっしゃいますか？
【問】　自然というものは私達の周りに存在しているものの

総計であり、物質の世界、万物、または宇宙での原因と
結果の集合体だと思います。

【答】　だから、自然は既知の原因と結果の擬人化された総
計と秩序であり、知性のある創性主または創造主達と全
く関係のないあらゆる有限な作用やエネルギーの総計と
考えますか？　またひょっとして、百科辞典にあるよう
に「二つの別個の力として考える」のでしょう？

【問】　ええ、そうです。
【答】　私達ははかない幻影と言っているこの客観的、物質

的自然を考慮に入れません。自然（nature）はラテン語
の natura（成る）から来たもので、その語源は nasci（生む）
ですが、私達はその意味でもパンという言葉を解釈しま
せん。私達が神を自然と同一視し、従って自然と神は同
じくらい古いものであると言うのは、永遠で創造されて
ない自然のことを言っているのであって、あなたが言わ
れる、かすめて行く影や実在しない有限なものの集合体
ではありません。目に見える空を「神のみくら」と言い、
このちっぽけな地球を神の足台と言うことは讃美歌作者
に任せます。

私達の神は天国にも特定の木や建物や山にもいませ
ん。目に見える宇宙、目に見えない宇宙のあらゆる原子
の中のどこにも居られ、目に見えぬあらゆる原子、分割
できるあらゆる分子の中に、上に、周りにおられます。

なぜなら、それは上昇的進化と下降的進化（evolution 
and involution）の神秘的な力であり、遍在、全能、全
知でさえある創造的潜在力だからです。

【問】　待って下さい！　全知というのは考えるものの特権
です。あなたは絶対者には思いの力はないと言われまし
た。

【答】　絶対者には考える力がないと主張します。思いは制
限され、条件付けられたものだからです。しかし、哲学
では絶対的無意識は絶対的意識でもあること、さもなけ
れば絶対ではないということを、あなたは忘れているよ
うです。

【問】　では、あなたの言われる絶対者は考えるのですか？
【答】　いいえ。それは考えません。絶対者は絶対思考その

ものであるからです。また、同じ理由で絶対者は一つの
存在（a Being）ではなく絶対存在であり、有性（Be-ness）
なので、存在もしないのです。『ケテルーマルクト』と
いう本の中のソロモンーペン＝イェフタ＝ガビロールの
すばらしいカバラの詩を読みなさい。そうすれば分かる
でしょう。

御身はあらゆる数の根源なる一なり。
されど計数要素としての一には非ず。
単一性は増加、変化、形体を許さぬ故なり。
御身は一にして、最も賢き者は御身の単一性の秘密に消
え失せん。
彼等は単一を知らざればなり。　御身は一にして、御身
の単一性は減ぜらるることなく、拡大さるることなく、
変化さるることを得じ。　御身は一にして、我が思いは
御身を制限し、定義すること能わず。
御身はあれど、一存在の如くには非ず。
死すべき者等の理解と想像は御身の存在に達することを
得ず、御身に対して、どこに、いかにして、何故にを決
定するを得ざればなり。……

つまり、私達の神は永遠で絶えず進化をしていますが、
創造していない、宇宙の建設者です。宇宙目体は自身の
エッセンスから展開しているのであって、創られたので
はありません。象徴的に言えば、私達の神は円周のない
球体であって、存在しているあらゆるもの、即ち考える
ことのできるすべての属性を包括する一つの絶えず活動
している属性をもっているもので、それ自身です。それ
は唯一の法則であって、絶対的なのでけっして顕現せぬ
法則の中に、顕現した永遠不変の諸法則への衝動を与え
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ます。絶対法則は顕現期に「常になりつつあるもの」です。
【問】　かつて、あなた方の会員の一人が、宇宙神は至る所

で存在するから、純潔なものの中にも、不潔なものの中
にもある。従って、私の煙草の灰のすべての原子の中に
もあると言いました。これは単なる冒涜ではありません
か？

【答】　単純な論理は冒涜とは考えることはできないので、
そうは思いません。もし、宇宙の中の一つの数学的な点
や、考え得る空間を占めている物質の一分子から、「遍
在する宇宙原理」を取り除いたとすると、その原理を無
限と言えるでしょうか？

祈りは必要か？

【問】　あなた方は祈りがよいと信じていますか？　また、
祈ることがありますか？

【答】　いいえ。私達はしゃべらずに行動します。
【問】　あなた方は絶対原理にも祈りを捧げないのですか？
【答】　なぜ絶対原理に祈る必要がありますか？　純粋な抽

象へ言葉の祈りをして時間をつぶす余裕が私達にあるは
ずはありません。「不可知なもの」は、その部分が互い
に関係し合っているとは言え、有限な関係に関しては非
存在です。目に見える宇宙の存在や現象は、互いに作用
し合っている形体やその法則によるのであって、祈りに
よるものではありません。

【問】　あなたは祈りの効果を全然信じないのですか？
【答】　ある決まった言葉を心にもなく繰り返す祈りの効果

は信じません。ユダヤ人が始め、パリサイ人が普及した、
未知の神を受け取り人とした口先の祈願という意味の祈
りなら、効果はないと思います。

【問】　他の祈りがあるのですか？
【答】　ありますとも。私達はそれを「意志の祈り」と言っ

ています。それは祈願というよりは内的命令です。
【問】　それでは誰に祈られるのですか？
【答】　「天にまします我等の父」にです。秘教的な意味で。
【問】　それは神学でいう神と違うのですか？
【答】　全く違います。オカルティストや神智学徒は隠れた

る所におられる父に祈りを捧げます。『マタイによる福
音書』六章六節を読んで理解してごらんなさい。宇宙外、
従って有限な神に祈るのではありません。「父」とは人
間自身の中に潜むのです。

【問】　ではあなたは人間を一柱の神にするのですか？
【答】　一柱の神ではなく「神」と言って下さい。私達の

言う意味で、内なる人間は私達に知覚し得る唯一の神で
す。そうではありませんか？　神は普遍的に行き渡っ
た、無限の原理であるとするならば、人間だけが神を通
し、神により、神の中に浸されないわけがあるでしょう
か？　自分のハートと霊的意識の中で、私達が知覚する
神性エッセンスを「天にまします父」と言います。それ
は、人間が肉体の頭脳やその空想で作るような神に、自
分の形を与える神人同形論的概念とは何の関係もない神
性エッセンスです。「あなた方は神の宮であって、神の
御霊が自分のうちに宿っているのを知らないのか」（＊）。
私達の中の本質に人間の形を与えて考えてはいけませ
ん。もし、神智学徒が人間的真理ではなく、神聖な真理
を奉じようと思うなら、「隠れた所にまします」この神は、
有限な人間にも無限なエッセッスにも耳を傾けると言わ
ないようにしましょう。万物は一体だから、神は人間や
無限なエッセンスとは別のものではありません。また、
祈りは祈願であるとも言わないようにしましょう。祈り
はむしろ神秘であり、しかも条件付けられてない絶対霊
により同化できない、有限で条件付けられている思いや
欲求が、霊的意志及び意志そのものに変質されるオカル
ト過程です。このような過程は「霊的変質」と言われて
います。私達の燃えるような熱望は祈りを、いわば鉛を
金に変質する「哲人の石」に変えます。唯一の同質のエッ
センスである、私達の「意志の祈り」は、私達の願いに従っ
て結果を生み出す活動的、創造的子不ルギーとなります。

＊　『コリント人への第一の手紙』三章十六節。神智学の
文献の中に、人間の中のクリストス原理について矛盾す
る言葉がよく出てくる。ある人はこれを第六本質（ブッ
ディ）と言い、他の者は第七本質（アートマ）という。
キリスト教徒の神智学徒がこのような表現を用いたいと
思うなら、昔の「智慧の宗教」のシンボルの類推学に従
うことで、表現を哲学的に正しくしなければならない。
クリストスは三高級本質の一つであるだけでなく、三位
一体と見なされたその三つ全体であると私達は言う。こ
の三位一体は聖霊・父・子であり、抽象的霊・分化した霊・
具体化した霊に相当する。クリシュナとキリストとは三
面で現れる、哲学的に同じ本質である。『バガヴァッド・
ギーター』に、クリシュナは自分自身をアートマ、抽象
的霊、クシェートラジュニヤ、化身する高級自我、普遍
我と言っている。これらの名称はすべて、宇宙から人間
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に移して考えた場合、アートマ、ブッディ・マナスに当
たる。『アヌギークー』という本は同じ教えで満たされ
ている。

【問】　祈りは物質的な結果をもたらすオカルト過程だと
おっしゃるのですか？

【答】　そうです。意志は生きた力となります。しかし、低
級な人格我即ち肉体人間の欲望を粉砕せずに、アートマ・
ブッディの光の浸み込んでいる霊的高級自我に、「私の
思いのままにではなく、み心のままになさって下さい」
などと呼びかけず、利己的で不浄の目的で意志の力の波
を送り出すオカルティストや神智学徒には災いが来るで
しょう。これは黒魔術であり、忌まわしい行為で、精神
的な魔法だからです。不幸なことに、これはすべてキリ
スト教徒の政治家や軍人のお気に入りで、特に軍人が互
いに殺し合うために軍隊を送り出す時にはこのような祈
りをします。両軍とも、戦いの前にはそれぞれ、敵の喉
笛をかき切るための助けを乞い、同じ「万軍の主」であ
る神様に祈りを捧げて、このような魔法に耽ります。

【問】　ペリシテ人を打ち破り、シリヤ人やモアブ人を殺
すのを手伝って下さるようダビデが万軍の主に祈ります
と、「主はダビデにすべての行く所で勝利を与えられま
した」（『サムエル記下』八章）。祈りについては私達は
聖書にある通りにします。

【答】　もちろん、そうでしょう。しかし、あなた方はご自
分のことを、イスラエル人またはユダヤ教徒ではなく、
キリスト教徒とおっしゃるのが好きですのに、なぜ、キ
リストの言われることのほうに従わないのですか？　キ
リストは「昔の人々」の法律つまりモーセの律法に従わ
ぬよう、はっきりとあなた方に命ぜられ、キリストが話
される通りに行なうように命じて、剣で殺す人は剣で殺
されると警告されています。キリストは一つの祈りを教
えて下さいました。あなた方はそれを口先で唱え、自慢
しますが、本当のオカルティストでなければその祈りは
理解できません。あなた方キリスト教徒は「わたしたち
に負債のある者を許しましたように、わたしたちの負債
をおゆるし下さい」（『マタイによる福音書』六章二一
節）と祈ります。その言葉を文字通りに解釈しているの
に、あなた方はけっして「負債のある者」を許しはしま
せん。またキリストは、敵を愛し、憎む者に親切にしな
さいと言われました。敵を殺し、敵に打ち勝つ勝利のた
めに「父」に祈れと教えたのは、確実に「ナザレの柔和
な予言者」のイエスではありません！　これがあなたの

言われる「祈り」を私達が拒否する理由です。
【問】　あらゆる国々、国民が神や神々に祈り、礼拝してき

たという事実をあなたはどう説明なさるのですか？　あ
る人達は悪魔や有害な霊をあがめ、機嫌をとってきまし
たが、これこそ、祈りの効果があるという信仰の普遍性
を証明しています。

【答】　祈りには、キリスト教徒が言っている以外に、いく
つかの意味があるという事実で、それは説明できます。
祈りは祈願や懇願だけではなく、昔は神を呼んだりまじ
ないの意味のほうがずっと多かったのです。マントラ即
ちインド人のリズム的に唱える祈りにはまさしくそのよ
うな意味があります。バラモン達は自分達は普通のデー
ヴァ達、即ち「神、」よりも身分が高いとしているから
です。祈りは祝福でもありますが、お互いの破滅を同時
に祈る二つの軍隊のように、呪いでもあります。大多数
の人々がたいへん利己的で、食べるために働かずに「日々
の糧」が与えられるように求め、他人ではなく自分だけ
を「試みに会わせないで悪しき者からお救い下さい」と
神に乞います。だがその結果、今言ったような祈りは二
重に有害です。（a）人間の自信をなくします。（b）生ま
れつきすでにもっているよりも、ずっとひどい自己本位
を人間の中に育て上げます。私達は「隠れた所においで
になる」私達の父と一体になって働き、霊交することが
よいと信じます。そして、高級魂が自分の源と中心に引
きつけられ、普遍的な本質と融合する恍惚の至福という
まれにしか起こらない瞬間、即ち、生きている間には三
昧と言われ、死後には涅槃と言われる状態があると信じ
ます。神、や聖者や天使など、創造された有限な存在に
は祈りません。それは偶像礼拝だと思うからです。以上、
説明した理由で私達は絶対者に祈ることはできません。
だから私達は実りのない、役に立たぬ祈りをせずに、価
値のある、よい事を生み出す行ないをしようとしている
のです。

【問】　キリスト教徒はそれを高慢と冒涜というでしょう。
本当にそうではないでしょうか？

【答】　全く違います。たとえ、制限のないものと制限され
たものとの間に何か関係があったとしても、絶対者＝無
限者が身をかがめて、愚かで利己的な祈りに耳を傾ける
と信じ、悪魔のような高慢さを表すのは、反対にキリス
ト教徒達です。また、全知全能の神は、口で唱えられる
祈りがなければ自分がせねばならぬことが分からないと
教えて、冒涜するのも彼等です。秘教的に理解すると、
これは仏陀もイエスも確証されました。仏陀は言われま
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す。「力なき神、に何も求めるな――祈るな！　むしろ
働け。暗黒は明るくならない。沈黙から何も求めるな。
沈黙は語ることも聞くこともできないからだ」。イエス
はお勧めになります。「わたしの名［クリストスの名］
によって願うことは、なんでもかなえてあげよう」（『ヨ
ハネによる福音書』一四章コニ節）。もちろん、文字通
り受け取るならば、この引用文は私達の議論している所
と反対になります。しかし、私達にとって、「クリストス」

『睡蓮の牧歌』

　

著：メイベル・コリンズ
訳：星野 未来 定価 333 円

電子書籍 Kindle 版

【本書について】
神智学の世界でも有名なメイベル・コリンズによる物語。いにしえのエジプトで主人公
センサが体験したこと。「この物語は恐らく実話であろう」（T・スバ・ラウ）と言われ
ています。欲望のむなしさ、魂の悲劇。

『睡蓮の牧歌 解説』

　

著：Ｔ・スバ・ラウ
訳：星野 未来 定価 166 円

電子書籍 Kindle 版

【本書について】
『睡蓮の牧歌』（メイベル・コリンズ著）の隠された意味や意義の一部を、インド人の神
智学徒・スバ・ラウが解き明かします。「この物語は非常に高尚な教訓を教える」（本文より）
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４章 苦痛の意義

Ⅰ 

深く生命の本質をのぞくと、その本質から人の人生を暗
くしようと苦痛がやって来る。苦痛という名の魔女は、い
つでも入口のところにいて、彼女の背後には絶望が立って
いる。

このやつれた姿の二人は何者で、なぜ私たちを絶えず
追って来ることを許されたのだろう？

それを許したのは私たち自身だ。私たちが体に行動する
ことを許可したり指示したりするのと同じように、あの魔
女たちに絶えず追って来るよう指示したのだ。しかも、無
意識に。だが科学的な実験と調査により、私たちは肉体の
生活についていろいろなことを知り、そして霊的生活に関
しても似た方法を用いて多くの成果を得られるかのように
思っている。

苦痛が生じ、弱まり、粉々に砕け、滅する。十分に離れ
た見地から見ると、苦痛は薬に、ナイフに、武器に、毒に、
代わるがわる変わって見えてくる。それは道具である。ど
うやら使われるものであるようだ。知りたいのは、それを
使う者は誰かということだ。私たち自身の中のどの部分が、
休息することを嫌って、この道具があるかと尋ね求めるの
だろうか？

薬は医者に使われ、ナイフは外科医に使われる。しかし
破壊の兵器は敵、憎む者によって使われる。

それならば、魂の利益のためにそれを使うか、あるいは
使うことを望むだけでなく、自分自身の中で争い、内なる
至聖所の中で戦いをするためにそれを使うのだろうか？ど
うもそのようだ。人間の意思は苦痛を見てリラックスして
しまったら、苦痛の存在する状態において、生命を維持で
きなくなるであろうからだ。どうして人は自分自身を傷つ
けることを望むのだろうか？

その問いに対する答えは、一目でわかるだろう。その人
はおもに喜びを欲し、戦いの場でもその喜びを意欲的に保
ち続けようとするのだが、そこではその喜びが、彼の所有
の苦痛と戦い、常に喜びが、勝って彼を喜びの待つ家に連
れ帰りたいと望んでいるのだ。これは人の永遠の性質とし
て、その人の状態を成す。彼自身は、苦痛は喜びと相互に
統治する支配者であることと、戦いをしても絶対に勝てな
いだろうことを、心の中では知っているのである。表面的
な観察者は、人は避けられないことを甘んじて受けるもの
だ、という結論を下す。しかしそれは議論するに値しない
間違った考えだ。もう少し真剣に考えると、人間は自分の
建設的（ポジティブ）な性質を修練せずに存在することは
全くできないとわかる。このポジティブな性質の修練をし
て生きることは、人が選んだ状態なのだという仮定は、筋
が通っている。

なるほど、それなら人が苦痛を望むということを議論す
るために聞くが、なぜ人は自分自身を悩ませる何かを望む
のだろうか？

人の本質とその傾向について注意深く考察したならば、
成長していくはっきりとした二つの方向があるのがわかる
だろう。人は木のように地中に根を伸ばし、同時に天に向
かって若い枝を伸ばす。個人の中心の点から外へ向かうこ
れらの二つの道筋は、自分にとってはっきりしており、明
確でわかりやすい。あの人は良くこの人は悪い、と人は言
う。しかし類推や観察や経験によれば、人は一本の直線
のようなものではない。その人が、またはその人の人生
が、あるいは進歩向上が、成長が、または何と呼ぼうとも
それが、ただ一つのまっすぐの道だけを辿ることによるふ
りをするのは、狂信者である。巨大な難問の問いかけ全体

黄金の門をくぐって
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が、たいへんたやすく解明されるだろう。しかし伝道師が
断言するほど、落ちぶれることはたやすいことではない。
落ちぶれ駄目になることは、黄金の門に至る道を見つける
のと同じくらい困難なタスクなのだ！ 人は感覚の海—
つまり楽しみ—に自分を難破させるかもしれず、その人
の全性質の品性を落とすかもしれない。—だが完全な悪
魔になるほど落ちてはいない。まだ神の光の火花がその人
の中にあるからである。彼は破滅に至る広い道を行こうと
決め、勇ましくその道に入り、全速力で進む。だがすぐに
ある考えがふと浮かんでギクッとし、足を止められる。そ
のある考えとは、彼自身の性向であり、あまたあるエネル
ギーの発散の中の、彼の自我の中心から来る放射物である。
それが奇妙に発達して、健常な行動の邪魔をする時、彼の
肉体と同様に彼は苦しむ。自分が苦痛を作り出し、自分で
作ったものと戦うこととなった。まるで、この激論を交わ
す戦いが、肉体の痛みに効かない塗り薬を塗っているかの
ように見える。もし、ふだん心を占めているよりも高い見
地から人間を考えたなら、それとは違うふうに見える。人
が、願望に従って外界に現れた形をまとった、強力な意識
とみなされるなら、肉体の痛みはそれらの願望の形が損な
われたことに起因するのは明らかとなる。たぶん人のこの
概念は、根拠がなさすぎるし、証拠の入手できない未知の
場所へメンタルが飛び込むには大きすぎて無理だというこ
とが、多くの心（マインド）にとってはっきりしてくるだ
ろう。しかし心がこの見地から人生を観察するのに慣れて
くると、すぐに他のどんな見方にも満足できなくなる。純
粋に物質主義的な観察者にはどうしようもないほど絡まっ
てしまったように見える存在という名の糸は、もつれをほ
どかれまっすぐになる。その結果、新たな理解が全世界に
光明を投ずる。苦痛と喜びとを意のままに負わせる勝手気
ままで無慈悲な創造主は、人生の舞台から姿を消す。それ
でよいのだ。そんな創造主は本当に無用な登場人物であり、
さらに言えば周りから独断家に支えてもらわなければ舞台
の上を役者の歩き方で歩くことすらできない、ただのワラ
細工の人形なのだから。確かにこの世のある町か別の町に
住むのと同じ原理に基づいて、人はこの世に生まれる。そ
のように多すぎるくらい言われているとすれば、なぜ自分
はそうではないのか尋ねても差し支えがなかろう。物質主
義者は賛成にも反対にも心を動かされないし、そのどちら
も法廷では重要ではない。しかし私は議論の利益となるよ
うに、このことを断言する—真剣に考えてみるために懐
疑論者の正式な説に、たった一度でも戻ってみる人は誰も
いなかったと。そうすることは、再び乳児の産着を着るよ

うなことらしい。
では、議論を進める上で、人は自分自身の創造主である

強力な意識であり、自分自身の中に潜在的にすべての生命
があり、最高の目標さえもあるということを認めて、彼自
身が彼の苦しみをもたらすと考えよう。

苦痛が不均衡な成長の結果であり、奇形な発達の結果で
あり、さまざまの点で欠陥のある前進の結果であるならば、
人はそのことから教訓を学び、成長のために（幸福と）同
程度に苦痛を受け取るべきではないだろうか。

私には、この問いに対する答えがまるで、それこそが人
類の学んでいる真の教訓であるように思われる。たぶん、
人を無秩序の中の偶然の産物とみなすにせよ、または天国
か地獄へ急ぐ暴君の馬車の、冷酷な車輪に縛りつけられた
魂とみなすにせよ、その声明はありきたりな思考からして
みれば大胆すぎるように見えるだろう。だがこのような考
え方は結局、最終的な決定者は両親であり、実際に両親こ
そが自分の世界の神か悪魔だと思っている子供と同じ考え
方である。子供は育つにつれ、それは単純に成人かどうか
の問題であることと、自分も他の人と同じ生物の中の王で
あることを知って、この考えを捨てる。

それが人類である。己れの世界の王様、己れの運命の決
定者である。そしてそれを否定する人はいない。神意と運
命こそが決定者だと言う人は、立ち止まってよく考えたこ
とがないのだ。

逃れられぬものである運命は、実に人類のために、そし
て個性のために存在する。しかし、誰が自分自身に救われ
ることを運命づけることができるのか？ 運命づけられた
ことに喜んだり苦しめられたりする人間以外に、運命を定
める者の存在がいるという手がかりは、天にも地にもない。
私たちは自分自身の性質をほんの少ししか知らない。私た
ちは自分の神聖な役割にまるで気づかない。だからどのく
らい多く、あるいはどのくらい少なく、自分に運命を負わ
せているのかを知ることはまだできない。だが、ともか
くこのことは知っている—証明できる知覚の及ぶ範囲に
は、運命を定める者の存在の手がかりは見つかっていない
ことを。しかし、もし周りの人生にほんの少しでも注意を
向け、人が自分の未来のために行動するのを見るならば、
私たちはすぐにこのパワーに、効力のある現実の力として
気づく。たとえ私たちの見える範囲が非常に限られていて
も、それは目に見える。

全くの俗人は、人生に関して事実上、明らかに最良の観
察者であり思想家である。なぜなら、いかなる先入観によっ
ても盲目にされていないからである。その人は、種をまい
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た人が刈り取るであろうことを常に発見し信じるだろう。
そしてよく考えると次のことはとても明白な事実である。
より広い目で見てみると、あらゆる人生を含め人類に、わ
ざとつきまとうように見える恐ろしいネメシス（訳注 : 因
果応報の女神）は、喜びのただ中に厳然と苦痛をもたらす。
偉大なギリシアの詩人たちは、この苦痛の出現をはっきり
と見て、その観察を記録したものを、より若くより見る目
のない、ひどい観察者である私たちにくれた。西洋のいた
る所で育った物質主義の人間が、年上の詩人—昔の詩人
の手助けなしで、人生にこの厳しい要素があることを、お
のずと悟ったとは考えられない。ちなみに、このことから
古典の研究のある明確な価値に気づくかもしれない—素
晴らしい古代人たちが詩に表した、人生についての偉大な
概念と事実は、彼らの文学から完全には失われていないだ
ろうことを。確かに、世界は再び栄え、過去と比べてより
偉大な思考とより深い発見が、未来の全盛期の人たちの栄
光となるであろう。だが、遠い未来の時代が来るまでは、
私たちの失う宝物はあまりに高価すぎて値がつけられない
だろう。

一見したところ明確にこの概念のあり方を否定するよう
に見える、この問題点の一局面がある。それは、明らかに
純粋に肉体が口のきけない存在たち、つまり幼い子供、白
痴、動物たちの苦しみであり、その存在たちが苦しみを切
り抜けるために、いかなる種類の知識でもそれから得られ
る力を、必死で求めることである。

これに関し心の中に起こるであろう窮境は、肉体と魂の
分離という擁護の余地のない概念から生じる。体と頭は二
人組の相棒であり、互いに影響し合い手を取り合ってとも
に生きるということが、物質的な人生だけを見る人たち（お
よび特に肉体を診る医者）のすべてに、真実と思われてい
る。彼らはそれ以上、根拠を確かめようとはしないため、
何も知ることがない。頭と体は明らかに、手や足と同じよ
うな装置にすぎないことを忘れている。これらの構造のす
べてを使うことの裏に、内的人間つまり魂がある。そして
このことは、私たちが知るすべての存在に関して本当であ
るのと同じように、人間自身に関してもどうやら本当らし
い。存在するものの魂のものさし上に、因果律が終わるま
たは終わることのできる一点を見つけることはできない。
なまくらな牡蠣にはその不活発な人生を過ごすことを選ば
せる何かがあるはずである。つまり背後にある魂以外には
何も、牡蠣にそうさせることはできない。いったいそれ以
外にどこで、どうしていられるだろうか？ 何らかの名で呼
ばれる、とてもあり得ない創造主が介入しない限り、そう

である。
それはなぜかと言うと、人は責任を受け入れるか負うこ

とに対し、とても怠惰でやる気がないために、このその場
しのぎのはかない創造主を頼るからである。それは確かに
はかない創造主だ。私たちの間に居場所を見出す特別な頭
脳の働きがある間だけしか、居続けることができないから
だ。人がこの偽の精神生活から落後する時、必然的に魔法
のランプもそれから呪文で呼び出した援助という快い幻影
も共に後に残される。それは、他の感覚には全く似ていな
い、むき出しのままの感覚であるに違いない。同様に、肉
と血と権力という非現実的な幽霊を受け入れず拒むこと
で、この嫌な経験から自分自身を救えるようである。人は
創造主の両肩に、自分が罪を犯す可能性と救われる可能性
の両方への義務を負わせたがるが、それを負うべきは自分
の真の生命、真の意識だ。このように自分自身を満足させ
るのは、お粗末な創造主だし、その人は操り人形の世界に
喜び、糸で引っ張られて楽しんでいるのだ。このようなこ
とを楽しめるとしたら、その人はまだ子供のままであるに
違いない。なんと言っても、それはその通りである。私た
ちの内なる神は子供のままであって、その高い地位を認知
することを拒むのである。もし本当に人の魂が、肉体に従っ
て成長の法則、衰弱の法則、再生の法則に支配されている
ならば、盲目的であっても不思議ではない。しかし明らか
にそうではない。人の魂は、形態や体を与える生命の指示
下にあり、魂そのものはこれらの事に影響されない。—
清らかで純粋な炎がともされる所ならどこででも燃える生
命の、指示下にである。魂は時間により変化したり影響さ
れることはあり得ず、成長と衰退の道理上、先輩である。
魂は神の唯一の玉座である原初の場所にある。その場所は
存在の中心点であり、そこには人間の心臓のまん中にある
のと同じ生命の恒久不変の地点がある。対等な成長—最
初は認識され、それから放射状に広がる多くの経験の線の
対等な成長—により、人間はついに黄金の門へ到達し、
掛け金を外すことができるようになる。進歩の過程とは、
自分自身の中の神を徐々に認識することだ。神性が意識的
にその正しい栄光へと戻った時、ゴールに到達したのであ
る。



Ⅲ

 人の魂にとって何よりもまず必要なのは、本当の人生を
見つけるための大きな努力に従事することであるが、その
ことは子供が最初に体の機能を欲するのと同じである。子
供は立つことができなければならない。魂の中の立ち上が
る力、平衡の力、集中の力、直立の力は、際立った特質で
あることは明白だ。この特質を最も容易に示す言葉は「自
信」である。

 人生とその変化のただ中で、じっと動かぬままでいるこ
と、そして選んだ地点にしっかりと立っていることは、自
分自身と自分の運命に自信がある人にのみ、成し遂げられ
る偉業だ。さもなければ人生のせき立てるやり方が、人々
の氾濫の急襲が、思考の大洪水が、その人を必然的に運び
去り、偉大な事業を始めることが可能な意識の置き場所を
失ってしまうだろう。このことは意識的に為さ「なければ
ならない」し、外部からの圧力なしで為さねばならない、
生まれたばかりの人間の行為なのだ。この世の偉大な人た
ちはみな、この自信を持っており、全世界の中の堅固な地
点にしっかりと立った。この場所は必然的に人それぞれに
違っている。それぞれがそれぞれの地と天を見つけなけれ
ばならない。

 私たちには苦痛を和らげたいという本能的な願望があ
るが、他のあらゆることと同様、外面的に働きかける。単
純に苦痛を軽減し、さらにそれを続け、最初に選んだ要塞
から追い払うと、勢いを増した苦痛がまたどこか別の場所
に現れるのだ。物質界のレベルで、根気強く効果的に努力
し、ようやく苦痛を追い払ったとしても、誰にも触れるこ
とのできない精神や感情のレベルに再び現れる。そのこと
は、感覚のさまざまな段階を結びつける人たちと、付加的
な啓示により人生を見る人たちには、たいへんたやすく見
て取れる。人々は習慣的に、これらの感情のさまざまな形
体を、現に別々のものとみなす。ところが実は明らかに、
それらは一つの中心、人格の一点の、異なる側面にすぎな
い。もしその中心に現れるもの、つまり生命の源が、ある
妨害となる行為を求め、そしてその結果、苦痛が生じたと
すると、そのようにして要塞から追いやられた力は別の要
塞を見つけ出す。それを追い出すことはできない。さらに、
感動や苦しみを引き起こす人間生活のすべての融合は、感
動そのもの・苦しみそのものの目的と使用のためにあるだ
けでなく、楽しみのためにも存在する。両方とも人の中に
住まうことであり、両方とも現れる権利を要求する。すば
らしくデリケートな人体の骨格のメカニズムは、最もかす

かな接触に反応するために作り上げられている。人間関係
の並外れた複雑さは、人を進化させる。言ってみれば、そ
れはこれら二人の敵対者の魂の満足のためなのだ。

 苦痛と喜びとは、はっきり違った別々のものであり、
ちょうど二つの性別と同じである。そして結合し、二つが
一つになる中で、歓喜と深い感情と深遠な平穏が得られる。
そこにあるのは男性でも女性でもなく、苦痛でも喜びでも
なく、人の内なる際立った神であり、それから人生は本当
のものになる。

 このような方法でその事について述べると、安全柵の向
こうから反駁されていない自らの主張を述べる、多すぎる
数の独断主義者たちに花を添えてしまうかもしれない。け
れどもそれは、科学者の新しい方向への努力の記録が独断
主義であるときのみ、独断主義である。もし黄金の門の存
在が真実であると証明できず、ただの風変わりな夢想家の
幻想ではないと証明できないならば、それらについて語る
ことに少しも価値はない。一九世紀に厳しい現実や、既存
の基準に合った議論だけが人の心に訴えられた。そして多
くのことが、より良くなった。私たちが前に向かって進む
人生が、だんだん真の、現実のものになっていかないのな
ら、人生に価値はなく、それを追い求めるのは時間のむだ
である。現実性は人の最高に必要なものであり、すべての
危難に際して、どんな代償を払ってでも必要とするもので
ある。そうあらしめよ。そうする人の正当性を疑う者はい
ない。ならば、現実性を探しに行こう。
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大昔から黄道がいくつかの宮（sign）に分れてきた。黄
道帯の分け方は世界中に広がり、多くの国々の占星術の一
部となっている。古物研究家はそれぞれ異なる国を「黄道
の宮」という概念の発祥地にしている。ある研究者による
と、当初は十の宮しか存在しなかったが、十の宮の一つが
二つに分かれたので十一宮となった。その後、黄道の分け
方の秘教的な意味を深めると同時に秘伝を受けてない一般
大衆からその意味を徹底的に隠すためにさらにもう一つの
宮が付け加えられた、と言われている。その分け方の根拠
にある本当の哲学的概念はおそらく、もともとある一国の
ものであり、後に他の国々の言語に訳されたのであろう。
しかし、この論文の主な目的は、黄道十二宮の発明の名誉
をどの国に与えるべきであるかということを確認するので
はなく、その真の哲学的な意味をある程度示し、明かされ
ていない残りの意味の探し方をほのめかすことである。と
言っても、黄道の宮の発明が、多くの哲学的な深みのある

神話と寓話と同じく、古代インドに由来するという結論を
出すのは無理もなかろう。

十二宮の起源、すなわち黄道帯とその宮の哲学的な概念
はいったい何であろう？　様々な宮はただ星座の形を示し
ているだけであろうか、それともベールの裏に本当の意味
を隠しているマスクであろうか。星座の形だけを示すとい
う説明は、二つの理由で全く成立しないものである。
（１）古代インドの天文学の書物や暦書を調べればすぐ

分かるように、昔のインド人は春分点歳差を知り、黄道帯
の様々な分け方の星座の位置が固定していないということ
を十分に理解していた。従って黄道帯の分け方に関して、
移動しつつある恒星の集まりを一定した形に割り当てたは
ずがない。しかし、歳差運動のために恒星の位置が変化し
ているにもかかわらず、宮の名前が変わっていない。従っ
て、宮に与えられた名がその中の星々の形態とはいっさい
関係がないと考えれば良いのである。

黄道十二宮（その１）

著：スバ・ラウ　　　訳：ジェフ・クラーク
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 宮の名前 顕教的・文字通りの意味 

1  メーシャ Mêsha  牡羊座、白羊宮、♈︎ 
2  リシャバ Rishabha  牡牛座、金牛宮、♉︎ 

3  ミトゥナ Mithuna  双子座、双児宮、♊︎ （陰陽） 
4  カルカタカ Karkataka  蟹座、巨蟹宮、♋︎ 

5  シンハ Simha  獅子座、獅子宮、♌︎ 

6  カンヤー Kanyâ  乙女座、処女宮、♍︎ （編注参照） 

7  トゥラー Tulâ  てんびん座、天秤宮、♎︎ 

8  ヴィルシュチカ Vrschika  さそり座、天蠍宮、♏︎ 

9  ダヌス Dhanus  射手座、人馬宮、♐︎ 
10  マカラ Makara  ワニ座［山羊座］、磨羯宮、♑︎ 

11  クンバ Kumbha  水瓶座、宝瓶宮、♒︎ 

12  ミーナ Mîna  魚座、双魚宮、♓︎ 

秘伝を受けた者だけは十二宮を知っていた時に、処女宮と天蠍宮は一つの宮であ

り、その後は（秘伝を受けない者にとって）人馬宮であった。十二宮の中心点ま

たは接続点には、今は天秤宮と処女宮と言われている神秘的な宮が入っていた

が、一般人には知られなかったのである。［ザ・ゼオソフィスト誌の編集者（＝

HPB）による編注。編注は全て HPBによる。］  

初めて黄道帯が宮に分かれて以来、星座の形態はその名で示される動物や爬虫類

や物に少しも似て来なかった。諸々の星座の形を調べさえすればこの事実を確認

することができる。想像力が働かない限り、星空の紺色の天蓋を見つめる人がそ

こでワニ（編注）やカニなどを見ないであろう。（編注。10番目の宮は古代西
洋の天文学者によって決して「ワニ座」と呼ばれたことがなく、むしろ角のある

「ヤギ」と描かれ「カプリコーヌス」と呼ばれた。） 

十二宮それぞれの名前の由来は星座とは一切関係がないなら、私たちは別の起源

を探し求めなければならない。故に、私は十二宮を包む神秘の一部を解きながら、

それを生み出した古代インドの哲学の壮大な概念を部分的に伝えたいと思う。 

十二宮には２つ以上の意味がある。ある観点から見れば、十二宮は、五つの元素

（五大）のある現在の物理的宇宙が現象として現れるまでの様々な段階を象徴す

る。『ベールをとったイシス』という素晴らしい作品の作家が下巻で述べている

ように、十二宮の基にある哲学を全体として理解するために、「7回、鍵をまわ
さなければならない」のである。しかし、ここで私は１回だけ鍵をまわし、世界

創造の「第一章」だけを伝えよう。幸いに、古代アーリア人の哲学者がそれぞれ

の宮につけたサンスクリット語の名前の中にその神秘を理解する解決法が含まれ

図１



（２）サンスクリット語で書いた古代の作家が十二宮に
与えた名前とその顕教的な意味すなわち文字通りの意味は
図１のとおりである。 

秘伝を受けた者だけは十二宮を知っていた時に、処女宮
と天蠍宮は一つの宮であり、その後は（秘伝を受けない者
にとって）人馬宮であった。十二宮の中心点または接続
点には、今は天秤宮と処女宮と言われている神秘的な宮が
入っていたが、一般人には知られなかったのである。［ザ・
ゼオソフィスト誌の編集者（＝ HPB）による編注。編注は
全て HPB による。］ 

初めて黄道帯が宮に分かれて以来、星座の形態はその
名で示される動物や爬虫類や物に少しも似て来なかった。
諸々の星座の形を調べさえすればこの事実を確認すること
ができる。想像力が働かない限り、星空の紺色の天蓋を見
つめる人がそこでワニ（編注）やカニなどを見ないであろ
う。（編注。10 番目の宮は古代西洋の天文学者によって決
して「ワニ座」と呼ばれたことがなく、むしろ角のある「ヤ
ギ」と描かれ「カプリコーヌス」と呼ばれた。）

十二宮それぞれの名前の由来は星座とは一切関係がない
なら、私たちは別の起源を探し求めなければならない。故
に、私は十二宮を包む神秘の一部を解きながら、それを生
み出した古代インドの哲学の壮大な概念を部分的に伝えた
いと思う。

十二宮には２つ以上の意味がある。ある観点から見れば、
十二宮は、五つの元素（五大）のある現在の物理的宇宙が
現象として現れるまでの様々な段階を象徴する。『ベール
をとったイシス』という素晴らしい作品の作家が下巻で述
べているように、十二宮の基にある哲学を全体として理解
するために、「7 回、鍵をまわさなければならない」のである。
しかし、ここで私は１回だけ鍵をまわし、世界創造の「第
一章」だけを伝えよう。幸いに、古代アーリア人の哲学者
がそれぞれの宮につけたサンスクリット語の名前の中にそ
の神秘を理解する解決法が含まれている。マントラやタン
トラについての古代の文書［編注。呪文や魔術についての
作品］をある程度勉強してきた読者は、次のことに気づい
たであろう。はっきり言われていないルールや一般的に知
られている方法によって、サンスクリット語の単語は、文
字通りの意味と全く違う秘密の意味を伝えることになる。
古代アーリア人の神話やたとえ話のサンスクリット用語の
深い意味を探し出すために、以下のルールは探究者のため
になるであろう。

１. 用語の同意語の他の意味を調べること。
２. 用語を構成する文字の数字的な値を、古代タントラ

派の文書に書いてある方法に従って求めること。
３. もし用語と特別な関係のある神話・たとえ話がある

とすれば、それをよく調べること。
４. 用語を構成する音節の順序を変え、新しくできた音

節の組み合わせの意味を考察すること。
これから以上のルールを十二宮の名前に当てはめよう。
１）メーシャ。この一つの同意語は「アジャ」である。「ア

ジャ」は文字通り「生まれることのないもの」であり、ウ
パニシャッドの一部には永遠なるブラフマンが「アジャ」
と言われている。故に、第一宮はパラブラフマンという自
在する、永遠なる、自給自足の原因を示すことになってい
る。

２）リシャバ。ウパニシャッドとヴェーダの何箇所に置
いて「リシャバ」はプラナヴァすなわちアウムを示す。注
釈書のいくつかの箇所でシャンカラーチャリアはそのよう
に「リシャバ」を解釈する。 

３）ミトゥナ。これは「双子」という意味なので、明ら
かに最初の両性具有者であるアルダナーリーシュヴァラを
示す。これは両性的なセフィラ＋アダム・カドモンと同じ
である。（訳注：アルダナーリーシュヴァラはシーヴァ神
の一つの形で半女半男である。「セフィラ」はカバラの女
性原理の「シェキナ」の間違いか。）

４）カルカタカ。マントラについての古代文書によく出
てくる方法によって単語の音節はそれに相応する数に変え
られる。その方法をカルカタカに応用すると、//// という
数になる。明らかにこれを神聖なテトラグラム（４字から
なる語）を示すことになる。すなわちこの宮は、パラブラ
フマターラカム及び、その４つのマートラ（訳注：母、母
音 =A+U+M+ ビンデゥー）に相応する４つの個別の実在
に分解されたプラナヴァ（アウム）、４つの状態（アヴァ
スタ）すなわちジャグラタ（覚醒）・スヴァプナ（夢を見
る）・スシュプティ（夢のない深い睡眠）・トゥリヤ（最後
の段階すなわち涅槃）という潜在状態、ヴァイシュヴァナ
ラ（訳注：普遍的・万民共通の）・タイジャサ（燃えている、
輝いている）・プラジュニャー（智慧）・イーシュヴァラ（至
高の神）というプラフマーの４つの状態（これらはブラフ
マー・ヴィシュヌ・マヘーシュヴァラ・サダーシヴァ（永
遠のシヴァ）という神々によって象徴される）、ストゥー
ラム（巨大・粗大な）・スクシュマム（精妙な）・ビージャ
ム（種・原因）・サークシ（目撃している）というパラブ
ラフマンの４つの局面、パラー・パシャンティ・マディヤ
マ・ヴァイカリーという聖なる言葉の４つの段階及び状態、
またナーダ・ビンドゥ・シャクティ・カラという四つ組を

15



表している。この宮によって最初の４つ組が完成される。
５）シンハ。この一語の中で世界ほど大きなオカルト的

な意味が秘められている。その全てを明かすことは決して
賢明ではないので、この論文はその総括的な意味に触れる
ことにとどまる。
「パンチャシヤ」と「ハリ」はシンハの同意語である。

シンハは第五宮なので、「５つの先のある」という意味の
「パンチャシヤ」との繋がりが明らかであり、イーシャー
ナ・アゴーラ・タトプルシャ・ヴァーマデーヴァ・サディ
ヨージャータという５ブラフマン及び五仏を象徴するため
に使われていることがわかる。「ハリ」という同意語でわ
かるように、シンハはジーヴァートマーすなわちプラティ
ヤガートマーという意味である。（訳注）（『シュカラハシヤ・
ウパニシャッド』は、古代のアーリア人の哲学者たちはナー
ラーヤナをジーヴァートマーと見なしたことを示す。（編
注。それは動物と植物の身体に生気を与える生命原理とい
うその最も低くて物質的な状態においてである。）ヴィシュ
ヌ派は認めないかもしれないが、私は不二一元論者とし
て、無知（アグニャーナ）すなわち無明（アヴィディヤー）
に作られた虚構の特徴を取り去りさえすればジーヴァー
トマーは本質的にパラマートマーと同じであると考えてい
る。）（訳注１。『パンチャブラフマ・ウパニシャッド』で
５つのブラフマン（実在）は五大と５つの方向に結び付け
られる。例えば、イーシャーナは空と北方に相応し、超越
的な智慧を象徴する。五仏すなわち五智如来（大日・不空
成就・阿弥陀・宝生・阿閦）も五大と方向に相応する。ハ
リは至高の神ヴィシュヌの別名で、ナーラーヤナとも呼ば
れる。ジーヴァートマーは「生きている魂」であるが、古
代インドの哲学には生き物のジーヴァートマー、言い換え
ればその内なる自我であるプラティヤガートマーが宇宙の
我・魂（アートマン）と本質的に同じであるという思想の
流れが強い。スバ・ラオは個々の魂の本質と宇宙の魂（ロ
ゴス）の本質の同一性を認めるばかりか、その本質が、宇
宙と魂を超越する絶対者パラマートマーと同じであること
を主張する。不二一元論アドヴァイタ派の立場である。）

メーシャから数えて５番目の宮はジーヴァートマーに適
切な場所である。なぜなら、インドの占星術によると、５
番目の宮はプトラスターナすなわち「息子の宿」だからで
ある。シンハはジーヴァートマー、いわばパラマートマー
の息子を象徴している。（宣教師たちにはこの解釈が好ま
れないだろうが、シンハは聖油を塗られた純粋な霊、す
なわち真のキリストを象徴する、と付け加えよう。（編注。
宣教師はそれに気に入らなくても正しい解釈である。小宇

宙である人間の中のジーヴァートマーは、大宇宙に生命を
与える同じ霊的本質である。二つのジーヴァートマーの
分化、あるいはむしろその相異は、同一の力の２つの状態
に現れているということだけである。従って、この「パ
ラマートマーの息子」は、原因なる父の永遠の相関関係

（correlation）である。プルシャは「黄金の卵」のブラフ
マーとして自らを顕現させ、ヴィラードジャすなわち宇宙
になる。私たちは全て「水の中よりアディティから生まれ
る」（「マルトたちの賛美歌」10 巻 63.2) 。「有は無から生
まれた」（『リグ・ヴェーダ』10 巻 166）。（訳注。黙示録
５章５節で神の息子である救世主イエス・キリストが「ユ
ダ族の獅子」と呼ばれる。５つのものを等辺の十字形にま
とめることができる。十字の縦の辺を「精神」、横の辺を「物
質」と考えれば、５番目の宮が無形の世界と 7 重の有形の
世界とを結びつける接続点である。）

最後に付け加えたいことが１つある。この宮を十分に理
解しなければ、次の３つの宮の正しい順序と完全な意味を
理解することができないであろう。シンハの中にただ潜在
する要素と存在達は、次の３つの宮の中にはっきりした個
別の存在となる。それらの存在が一つの存在の中に一体と
なると、現象的宇宙が滅び、純粋霊が認識されるようにな
るが、その分離はそれと正反対な結果をもたらす。すなわ
ち、それは物質界における地縛の存在をもたらし、無明（ア
ヴィディヤー）と幻影（マーヤー）のいわば画廊のまぼろ
しを見せてしまう。シンハの正確な綴り方が正しく理解さ
れたら、次の３つの宮の順序が正しくないことが分かるで
あろう。カンヤー（処女宮）とヴィルシュチカ（天蠍宮）
は１つの宮になるべきである。そしてトゥラーという宮が
本当に必要であるとすれば、それはカンヤーとヴィルシュ
チカが一緒になった宮の次に来るべきである。しかし、トゥ
ラーをその間に入れてカンヤーとヴィルシュチカを分ける
ことになった。この３つの宮の意味を調べることによって、
それを２つに分ける理由がわかってくるであろう。
（つづく）
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神智学協会ニッポン・ロッジ　勉強会のお知らせ

神智学協会ニッポンロッジでは、「神智学研究会」として毎月 1 ～ 2 回、神智学書籍の解説や講義、意見交換等を行って

おります。神智学の知恵を深めていただくためにもぜひご参加ください。日時はホームページ（http://www.theosophyjp.

net/）にてお知らせしております。また、神智学の教えを広めるため、各地で勉強会を開催していただける方を募集して

おります。ご興味ある方は、神智学協会ニッポン・ロッジまでご連絡ください。

関東地区
【日程】　HP（www.theosophyjp.net/) にてお知らせします。

【時間】　10 時 ～ 12 時

【場所】　東京芸術劇場　会議室　

　　　　東京都豊島区西池袋 1-8-1　JR 池袋駅西口より徒歩３分

【費用】　会員 1,000 円　非会員 2000 円

四国地区
【日程】　毎月 1 ～２回

【場所】　ＨＰにてご確認ください。

【費用】　無料

神智学協会ニッポン・ロッジ　ご案内

神智学協会ニッポン・ロッジは、世界各地に支部を置き活動している神智学協会（The Theosophical Society）国際本部インド・

アディヤールの日本支部です。神智学協会ニッポン・ロッジは、神智学協会の目的の遂行と神智学協会が提唱する神智学

の教えの普及活動を行っています。

神智学協会の目的

1）人種、信条、性別、階級、皮膚の色の相違にとらわれることなく、人類愛の中核となること。

2）比較宗教、比較哲学、比較科学の研究を促進すること。

3）未だ解明されない自然の法則と人間に潜在する能力を調査研究すること。

◦ 神智学協会ニッポン・ロッジの会員は、神智学協会国際本部（インド・アディヤール）の会員名簿に登録されます。

◦ 神智学協会ニッポン・ロッジの会員制度は 1 年ごとの会費納入（年会費 5,000 円）による更新制となります。
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