
M a r c h & A p r i l

2018 年 7・8月号　神智学協会ニッポン・ロッジ会報誌　vol.38

T O P I C S

APHORISM

神智学の鍵

黄金の門をくぐって



するかもしれません。あるいは、阿弥陀如来やブッダのような仏教的な人物像を思い浮かべる人も

いるでしょう。また、これらの神々は、魔法のような力で人を幸せにしたり、宇宙や地球を創造し

たり、時には雷を落としたりもするというのが一般的なイメージではないでしょうか。

　しかし、神智学においてこういった人間的神様像は否定されます。今回掲載した『神智学の鍵』

でブラヴァツキーが述べている通り、神を絶対的な存在と定義するなら、これらの人間的神様像を

神とすることは合理性に欠けてしまいます。なぜ限定的な人間の姿をとるのか、性別があるのか、

何かを哀れんだり、怒ったりするのか。絶対者が何か物質的な形をとったり、考えたり、感情的になっ

たりするのか、絶対的な存在であれば相対的な反応をするはずがないというのです。また、考えた

り行為することがないならば、神自らが宇宙を創造することもありえないといえます。

　シークレット・ドクトリンにおいても、宇宙の創造や破壊は創造主の手によるものではなく、宇

宙の周期的な状態変化のようなものであると言われています。ここまで徹底的に神のイメージを裏

切る神智学は、なんと無神論的であることでしょう。

会長　岡本

APHORISM

神智学の鍵

黄金の門をくぐって

テオソフィア 7・8 月号　vol.38 神智学協会ニッポン ･ ロッジ会報誌

ひとこと

1

4

10

　神智学の神について。神ってなんですか？、と聞かれたらどんなものを

想像されるでしょうか？　杖を持った白髪のおじいさんのような姿を連想

する人もいるかもしれませんし、光輝くキリストのような青年をイメージ

今月の



教えの実践 : シュラヴァナ・マナナ・ニディディヤーサナ＊

聞くことはもちろん大切だが、それについて自身で繰り返
し考え続けることがもっと大切である。そして、それがや
がては自身の直接の経験となることがもっともっと大切で
ある。

＊シュラヴァナ（聴聞）・マナナ（思惟）・ニディディヤー
サナ（瞑想）は、ヴェーダーンタ派における瞑想の実践の
三段階。三つ目のニディディヤーサナは、アートマ・サー
クシャート・カーラ（自身で直接経験すること）と解される。
ヴェーダーンタ派の三つの基本教典（プラスターナ・トラ
ヤ）とされるウパニシャッド、『ブラフマ・スートラ』、『バ
ガヴァッド・ギーター』は、それぞれシュルティ（聞かれ
たもの / 天啓）、ユクティ（論理）、アヌブーティー（経験
/ 瞑想）の書とされ、先の瞑想の三段階に対応すると考え
られる。

意識的であること
意識的であることは、常に変化に気づいていること、そし
て、変化に応じて常に自分を更新し続けるということでも
ある。つまりは、自分自身のあり方に常に不満足であり続
けることでもある。

めいそう
多くの人の場合、「瞑想」と「迷想」と「迷走」は、ほと
んど同義語と言っても良いのではないだろうか。

高学歴の若者はなぜ洗脳されやすいのか？
高学歴の若者ほど洗脳されやすいのは当然である。
彼らは、その洗脳されやすい特質によってこそ高学歴を勝
ち得たのであり、国家に都合よく洗脳しやすい優秀な

4 4 4

人材
を選別し養成するのが公教育の目的であるのだから。

「絶対性」とは
「絶対性」とは、「今」この瞬間にだけ在るものである。

10人の少年のたとえ
10 人の少年たちが川を泳いで渡り終えたとき、10 人全員
がそろっていることを確認するため、その場にいる少年の
人数を数えると、どの少年が数えても 9 人しかいないので、
1 人足りないといって騒ぎになった話。どの少年も自分自
身を 10 人目として数えるのを忘れていたわけだが、この
話は、過去と未来についてはさんざん想いをめぐらすが、
今この瞬間の自分自身の存在にだけは誰もが気づかないこ
とのたとえと解釈してもよいのではないだろうか。＊

＊このたとえ話は、ヴェーダーンタ派の有名なたとえ話
で、本来は、自分自身を数え忘れた少年に別の少年が「君
が 10 番目だ」と告げる話になっている。「君が１０番目だ」
というのは「汝がそれ（ブラフマン / アートマン）である」
と解釈され、誰もがブラフマン / アートマンである自分自
身の存在を忘れていることのたとえとされているが、私は
ここで、このたとえの変奏として、より実践的にブラフマ
ン / アートマンを自覚するためには「今この瞬間の
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自分自
身の存在」に気づくことが鍵であることを示してみたので
ある。

シェア・インターナショナルの問題
ベンジャミン・クレームの亡きあと、シェア・インターナ
ショナルにかかわる世界中の協働者が、ベンジャミン・ク
レーム一人の妄想に踊らされたのではないことを証明する
には、一体どうしたらよいのだろうか？　もちろん、多く
の協働者たちは、「そんなことを証明する必要などない」「私
たちはただ働くだけだ」、と主張するのであろうが。

ヨーガ（１）
超人になることよりも、常人になることのほうが大切で
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ある。＊

＊凡夫と常人の違いは何であろうか？　肉体や精神面にお
いて不健康や不健全さがないのが「常人」であり、不健康
や不健全さを山ほど抱えているのが凡夫であると、ここで
は定義しておきたい。

ヨーガ（２）
日本の気候もだんだんとインドっぽくなってきているの
で、かつてインド人であった魂も、どんどん日本に生まれ
変わってくるのかも！？

既知という愚
「私はそれについて既に知っている」というのは、それに
ついてのより深い理解や、それについてのより多面的な理
解を阻む思考である。

民主主義に対する疑問
民主主義が多数決の原理によって動かされているとするな
らば、民主主義の制度は必然的に少数派の意見を排除する
のであり、真実がいつも少数派の意見の中にあるとするな
らば、真実はいつも民主主義の制度によって、その国から
排除されるということになる。

精妙な認識
「今」のこの瞬間をとらえることの精妙さは、自己自身（アー
トマン）をとらえることの精妙さと似ている。

食レポ―言葉の限界
食べたものの味を言葉で完全に言い表すことができるだろ
うか？
・・・言葉の限界とは、そのようなものである。

女性の社会進出を促す方法
女性に養われる男性を「ヒモ」といって蔑視する文化が完
全に無くなるまでは、真の男女平等社会は実現しないであ
ろう。
結婚することでむしろ女性がキャリアをまっとうできると
当り前に思える社会の仕組みと雰囲気をつくることが、女
性の社会進出を促す最も早い道なのではないだろうか。

少なくとも男性の人口の半数が専業で家事労働をするよう
な社会が実現するまでは、真の男女平等社会は実現しない
であろう。
そもそもの問題（１）
いったいぜんたい他者の問題に口出しできるほど、自分は
自分の問題に取り組んだり、自分の問題を解決したりでき
ているのだろうか？　自分の問題を解決せずに、世界の問
題を解決したりできるだろうか？

セレンディピティ＊

セレンディピティはいつも想定外である。
だから、いつでも想定外のことが起こることを想定して、
用意しておかなければならないのである。

＊「セレンディピティ」とは、何かを探したり探求したり
しているときに、もともと探していたものとは違う別の価
値ある何かに偶然出会ったり、予想外の大発見をしたりす
ること。また、そのような幸運や偶然を引きつけたり、そ
れに気づいたりする能力のこと。そのような内容を示す語
として、ホラス・ウォーポールという 18 世紀のイギリス
の作家によって造語された。彼が子供の頃に読んだ『セレ
ンディップの三人の王子』というペルシアの童話がもとに
なっているという。ちなみに「セレンディップ」とはペル
シア語で現在のスリランカを指す名称である。

近代の物質科学が目指したこと
むかし、物

もの

とは得体の知れぬ
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ものであった。故に、それは
「もののけ」や「ブータ」＊のたぐいであったのだ。それ故、
近代科学は、それらの化けの皮を剥がそうと躍起になり、
しかもそれらを意のままに従わせようと、努力してきたの
である。

＊インドで「ブータ」といえば「お化け」のことであるが、
この語は同時に地・水・火・風などの物質元素を指す語で
もあった。ヨーロッパにおいても、近代以前は、これらの
四大元素（エレメンタル）は四大精霊ととらえられ、怖れ
られていたのである。

ブラフマ・ローカ
ブラフマ・ローカにおいてはブラフマー御自身から直接教
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えを受けるという。
「ブラフマー」とは「宇宙的知性」のことである。＊

＊インドの象徴学において「ブラフマー」は、ミクロコス
モスである人間個人の知性に照応するマクロコスモスたる
大宇宙の知性を象徴する神格である。

そもそもの問題（２）
「自分はいま何をしなければならないのか」
「自分は何をしたいのか」
というマントラを日々唱えつづけること。
それが「そもそもの問題」に対するひとつの答である。

つづく

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

『オカルト化学』

　

著：C.W. リードビーター
　　アニー・ベサント
訳：STO 斎藤潤翻訳事務所

電子書籍 Kindle 版　1000円
OCCURT  CEMISTRY

【本書について】
3 次元世界の探求のみの現代物理学とは違い、神の創造された世界から見て、３次元物
質世界と４次元以降の霊的世界を探求＆研究した神智学が、H.P. ブラヴァツキーのよっ
て 1800 年代に始まりました。本書は、19 世紀最大のオカルティスト、H.P. ブラヴァ
ツキーの最愛の弟子リード・ビーターおよび、アニー・ベサントによる化学構造物の霊
的透視研究の報告書です。現代物理学を超越して物質の正体に肉薄し、究極の物理的原
子（アヌ）を解明しており、例えば水素は 18 個のアヌ、金は 3546 個のアヌによって
構成されていることが判明しており、18 で割ると現代物理学の周期律表にも合致して
います。霊的物理学に興味のある方は必読の書籍です。

単行本　3400円

『神智学の鍵』

　

著：H・P・ブラヴァツキー
訳：田中 恵美子 定価 1000 円

電子書籍 Kindle 版

【本書について】
本書は、H・P・ブラヴァツキーによって1889年に出版されました。それは、大著『シークレット・
ドクトリン』の翌年のことであり、たいへん難しい神智学の内容を入門者向けに解説するこ
とと、当時様々な批判にさらされていた神智学協会と彼女自身の風評に反論するために書か
れました。ブラヴァツキー自身の手による神智学入門書です。



祈りは自信をなくす

【問】　しかし、キリスト自身、祈られましたし、祈りをお
勧めになったではありませんか？

【答】　そう記録されていますが、そのような祈りこそ、今、
言った「隠れたる所においでになる父」との霊交のこと
です。そうでなくて、もしイエスを宇宙神と同じものと
考えると、イエスすなわち「神御自身」が自分自身に向
かって祈り、その神の意志と自分自身の意志を別のもの
にしてしまったことになってしまい、とてもばからしい
不合理です！

【問】　もう一つ議論したいことがあります。それに、これ
はキリスト教徒達がよく言うことです。「私は自分の力
では煩悩や短所に勝てないと思うが、イエス・キリスト
に祈ると、力を与えて下さり、キリストの力で打ち勝て
るように感じる」と彼等は言います。

【答】　そうでしょうとも。もし「イエス・キリスト」が神
であって、祈っている人とは独立した別のものであると
すれば、もちろん、そのような「全能の神」にはすべて
のことができるはずです。しかしそれなら、そのように
して達成した克服のどこにメリットがあり、正義があり
ましょう？　このにせ克服者は祈っただけなのに、なぜ、
報いが得られるのでしょうか？　ただの人間のあなたで
さえ、自分が雇った労働者がリンゴの木の下に座って、
自分がすべき仕事をあなたがしてくれるようにと、いつ
も祈ってばかりおり、彼の仕事をほとんど全部あなたが
してしまったとすれば、その人に一日分の賃金を払うで

しょうか？　全人生を道徳的怠惰の中で過ごし、自分の
いちばんつらい仕事と義務を、神であれ人間であれ、別
の者にしてもらうというこの考え方は、私達には最もい
やなものです。それは人間の品性をいちばん落とすもの
だからです。

【問】　もしかしてそうかもしれませんが、人生の戦いの中
で人格的救世主に助けを求め、力を乞うという考え方は、
近代キリスト教の基本的なものです。そして主観的にこ
のような信仰が効果的であることは確かです。つまり、
信じる人達は助けられ、力が与えられるのを感じている
のは確かです。

【答】　偉大な「否定派」＊であるクリスチャンサイエンス
やメンタルサイエンスの信者達のある者も、時には病気
が治ることは確かです。もちろん、催眠術や暗示、霊媒
でさえも、同じ成功率で、あるいはもっと高い率で病気
を治すこともあります。あなたは成功する場合だけを考
えてつじつまを合わせていますが、その十倍も失敗があ
ることはどう思うのですか？　狂信的なキリスト教徒達
の盲信にもかかわらず失敗があるという事実を否定する
つもりではないでしょう？

＊　クリスチャンサイエンスなどの「否定派」とは、治療
師達の新しい派で、霊は苦しみもしないし、病気にもな
らないから、もし患者が自分の否定するものは何も存在
しないと信じるならば、霊以外一切の存在を否定するこ
とにより、あらゆる病気は治ると主張する。新しい種類
の自己催眠術である。

【問】　しかし、完全に成功した場合のことをあなたはどう
説明なさるのですか？　神智学徒は自分の煩悩や利己主
義を制御する力をどこに求めるのですか？

【答】　自分の高級我、神聖な霊、自分の中の神に、また自
分のカルマに求めます。木はその果実によって知られ、
原因の性質は結果で知られるということを何回繰り返さ

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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なければならないのでしょう？　神やキリストの助けで
欲望に打ち勝ち、良くなるとあなたは言われます。では
おたずねしましょう。罪を犯さない、徳のある、潔白な
人達はキリスト教と仏教、すなわちキリスト教の国々と
異教徒の国々と、どちらに多くいると思いますか？　統
計はその答えを示し、私達の主張を確認しています。セ
イロンとインドの去年の国勢調査によると、キリスト教
徒、回教徒、ヒンズー教徒、欧亜混血、仏教徒達の犯し
た犯罪の比較表により、各々から無作為抽出法で二百万
人ずつとり、数年の軽犯罪を網羅してみると、仏教徒の
犯した犯罪を四とするとキリスト教徒の犯した罪の割合
は一五にもなります（『ルシファー』一八八八年四月号
二巻一四七頁の論文「仏教に関するキリスト教徒の講
演」参照）。いかなる知名な東洋学者も歴史学者も、ま
た、ビガンデット司教やフック神父からウイリアム・ハ
ンター、その他の公平な役人に至るまでの仏教国の旅行
者も、キリスト教徒にではなく、仏教徒に美徳の栄誉を
必ず与えます。けれども、仏教徒（少なくとも本当の仏
教徒であるタイ仏教の信者）は神もこの世以外の未来の
報償も信じていません。そのような仏教徒は僧も俗も祈
りません。「祈りましょう」と言われたら、一体「誰に、
何を祈るのか？」と不思議に思って聞くことでしょう。

【問】　では仏教徒は本当に無神論者です。
【答】　全くその通りです。しかし、彼等は世界中でいちば

ん美徳を愛し、美徳を守る人達です。仏教は次のように
教えます。他の人々の宗教を尊敬し、自分自身の宗教に
忠実であれ、と。しかし、教会キリスト教は他の国民の
神々をすべて悪魔として非難し、非キリスト教徒は永遠
の地獄に行くと宣言しています。

【問】　仏教の僧侶団も同じことをするのではないですか？
【答】　決してしません。僧侶は『法句』にある次の賢明な

訓戒をたいへんよく守っています。彼等は「学問のある
者でも、ない者でも、自分のことを偉く思って他人をさ
げすむ者は、燭台を持った盲人のようなもので、自分の
目をくらまして、他人を照らす」ということを知ってい
るからです。

人間の魂の源について

【問】　霊や魂が人間に与えられていることはどう説明なさ
いますか？　霊はどこから来たのでしょうか？

【答】　普遍的な宇宙魂からです。人格神によって与えら
れたのではないことは確かです。くらげの中の水分はど
こから来るのでしょう？　くらげを取り巻く大海からで
す。その大海の中でくらげは生き、呼吸し、存在してい
ます。そして溶ければ大海に戻ります。

【問】　それでは、魂は神によって人間に与えられ、息のよ
うに吹き込まれたという教えを拒否されるのですか？

【答】　拒否せねばなりません。『創世紀』二章七節に述べ
られている「魂」は、私達の言う自然の法則、不変の法
則である神が、あらゆる動物、あらゆる人間に与えて下
さる「生きた魂」すなわち生命のある動物魂ネフェシュ
です。これは決して考える魂、すなわちマインドではあ
りません。まして不死の霊ではありません。

【問】　では他の言い方をしましょう。人間に理性的人間魂
と不死の霊を与えるのは神ですか？

【答】　私はまた、あなたの質問の仕方に反対しなければ
なりません。私達は人格神を信じていませんのに、どう
して神が人間に何かを与えるなどと信じることができま
しょう？　しかし、議論の便宜上、新しく生まれてくる
赤ん坊一人ひとりに、新しい魂をつくるという危険をは
らむ仕事を神がなさると仮定しましょう。そのような神
に智慧や先見の明があるとは、とても考えられません。
そのような神を慈悲、正義、公正、全知であるという主
張と、私達のこの仮定とが互いに一致できないことや、
その他の様々な矛盾などは、神学の独断を刻一刻と難破
させる破壊的な暗礁となります。

【問】　何のことを言っていらっしゃるのですか？　どんな
矛盾ですか？

【答】　ある時、有名な説教師であるセイロン仏教僧侶が、
私の前で、キリスト教の宣教師に答えられないような議
論を吹きかけた時のことを思い出します。その宣教師は
決して無知ではなく、前もって公開の討論のために準備
していなかったわけでもありませんでした。その討論は
コロンボ近くで行なわれ、宣教師は僧侶メガッティヴァ
ティに、キリスト教の神が「異教徒」に受け入れられな
い理由を聞かせて欲しいと挑戦しました。それで宣教師
はいつものように、いつまでも記憶に残るその議論に負
けました。

【問】　どんなふうに負けたのでしょうか？
【答】　それはこういうことでした。仏僧は神父にまず次の

ようにたずねました。つまり、キリスト教の神はモーセ
に十戒を与えましたが、それは人間にだけ守らせ、神自
身は破るためであったのかどうかということでした。宣
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教師はその推論を憤慨して否定しました。すると相手は
言いました。「神は十戒には何の例外もつけず、また、
いかなる魂も神の意志がなければ生まれないとあなたは
言われました。さて、神はとりわけ姦淫を禁ずると言わ
れながら、その同じ口で、生まれる赤ん坊をつくるのは
神であり、赤ん坊に魂を与えるのも神であると言われま
す。では犯罪や姦淫で生まれた何百万の子供達は、あな
たの神の仕わざだと理解すればよいのですか？　また、
あなたの神は自分の法律を破ることを禁じたり、罰した
りしながら、毎日、毎時、まさにそのような子供の魂を
つくられると理解すればよいのですか？　最も単純な論
理によれば、あなたの神はその罪の共犯者です。神の助
けと介入がなければ、情欲によるこのような子供達が生
まれることはあり得ないからです。罪を犯した両親だけ
でなく、罪のない赤ん坊まで神自身のしたことのために
罰せられるなら、いったい正義はあるでしょうか？　そ
れでもあなたは神に罪はないと言われるのですか？」宣
教師は時計を見て、突然、遅くなったのでこれ以上議論
はできないと言いました。

【問】　そのような説明できない問題はすべて神秘であり、
私達の宗教では神の神秘を詮索することは禁じられてい
るのを、あなたは忘れていらっしゃいます。

【答】　いいえ、忘れてはいません。しかし、そんな不可能
なことを否定するだけです。また、私達が信じているこ
とをあなたにも同じように信じてもらいたいとも思いま
せん。私達はあなたの質問に答えるだけです。しかし、
あなたの言われる「神秘」には、私達は別の名を付けて
います。

以上のことについての仏教の教え

【問】　仏教は魂についてどう教えるのですか？
【答】　それは顕教的な一般人向きの仏教か、秘教的な仏教

かどうかで違います。顕教的な教えは『仏教問答』に次
のように説明してあります。「その考えによると、魂と
は虚偽の概念を表現するのに無知な者達が使う言葉であ
る。もしすべてのものが変化するなら、人間も変化する
し、人間の物質的な部分はすべて変化せねばならない。
変化するものには永久性はない。だから変化するものに
不死の存続はあり得ない」。これは簡単で明確であるよ
うに思えます。

　しかし、引き続く一つひとつの再生の新しい人格我は前
生の五

ご う ん

蘊すなわち属性の集合体であると考え、さらにこ
の新しい五蘊の集合体も新しい人間で、以前の人間は何
も残っていないのではないかと疑問をもつと、次のよう
に書かれています。「ある意味では新しい人間だが、あ
る意味ではそうでない。この人生の間中、五蘊は絶えず
変化しているが、人格に関しては、四〇歳の人Ａ氏は
一八歳の青年Ａ君と同一人物である。しかし、体の絶え
間ない消耗と回復にまた、心と性格の変化によってこの
人は別のものでもある。しかし人間は年をとると、生涯
の各段階での自分の思いと行為の結果として賞罰を受け
取る。だから再生した新しいものは同じ人格我ではない
が、前と同じ個性であり、それは変わった形体、すなわ
ち五蘊の新しい集合体をもっているにすぎず、前生での
行為と思いの結果を適当に刈り入れているのである」。
これは難解な形而上学であって、明らかに魂の存在に対
する不信を表しているものではありません。

【問】　『エソテリック・ブッディズム』にはこのようなこ
とは何か言われていませんか？

【 答 】　 あ り ま す。 こ の 教 え は 秘 教 的 な 智 慧 の 教 え
（Budhism）、すなわち秘密の智慧と顕教的仏教、すなわ
ち釈迦の宗教哲学の両方にあるからです。

【問】　しかし、たいていの仏教徒は魂の不死性を信じてい
ない、と私達ははっきり教えられています。

【答】　もし、あなたが魂という言葉で、人格我または、生
命魂のネフェシュのことを言っておられるなら、私達
だって信じません。しかし、博学な仏教徒はみな、個性
すなわち神聖な自我を信じています。そう信じない仏教
徒達は判断が間違っています。そのような人達はこの点
で間違っていますが、それはちょうど、永遠の断罪や地
獄の火についての後世の福音書の編者＝神学者の改ざん
をイエスの言葉と思い違いをしているキリスト教徒のよ
うです。仏陀もキリストも自分では何も書きませんでし
たが、二人共たとえ話で話したり「隠語」を使いました。
それは、あらゆる本当の秘伝を受けた人達がしてきたこ
とで、これからも長いことそうでしょう。両方の宗教の
聖典はこのような形而上学の問題は極めて慎重に扱って
いますし、仏教の記録もキリスト教の記録もあまりにも
顕教的になったので汚され、その文字通りの意味による
解釈は両方の場合とも、はるかに的が外れています。

【問】　仏陀の教えもキリストの教えも、今まで正しく理解
されていなかったとおっしゃるのですか？

【答】　その通りです。仏教もキリスト教も同じ目的で説か
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れました。二人の改革者は共に熱心な博愛主義者で、実
践的な愛他主義者でした。そして、最も高尚な紛れもな
い社会主義、すなわちあくまでも自己犠牲をすることを
説かれました。「私に人の不幸と苦しみを救うことがで
きるならば、全世界の罪を我が身に受けよう」さらに「私
に救える者は一人も泣かせないようにしよう！」と墓場
に捨てられたぼろ布をまとった乞食王子の釈迦は叫ばれ
ました。「すべて重荷を負うて苦労している者は、わた
しのもとにきなさい。あなたがたを休ませてあげよう」

（『マタイによる福音書』一一章二八節）という言葉は、
枕する所もなかった「悲哀の人」イエスの貧しい者達へ
の訴えです。二人の教えることは人類に対する無限の愛
であり、慈悲であり、許しであり、自己放棄であり、惑
わされた大衆への憐れみです。共に富に対しては同じ軽
蔑を示し、自分と他人の所有権の区別をしません。二人
の望みは、万人にイニシエーションの神聖な秘儀を漏

も

ら
さずに、人生の重荷が重すぎる無知な人達や道を誤った
人達に十分な希望を与え、いちばん苦しい時に人々を支
えることができる真理を暗示することでした。しかし、
二人の改革者達の目的は後世の信者達の過度の熱意に
よって阻まれました。大師匠達の言葉は誤解され、誤っ
て説明されました。その結果をご覧なさい！

【問】　しかし、東洋学者達や仏陀の僧侶達がみんなそう言
うならば、仏陀は魂の不死性を否定されたに違いありま
せん。

【答】　阿羅漢達は大師匠である釈迦の方針に従うことから
始めましたが、あとの僧侶達は、キリスト教の司祭もそ
うでしたが、イニシエーションは授けられませんでした。
それで少しずつ偉大な秘教的真理は仏教とキリスト教か
らほとんど失われてしまいました。その証拠の一つは、
セイロンに存在している二つの宗派の中のシャム派は死
を個人と人格の絶滅であると見なしますが、他は神智学
と同じように涅槃を説明します。

【問】　それならなぜ、仏教とキリスト教は、こんなに正反
対の信仰を代表しているのですか？

【答】　二人が教えを説かれた時の状況が同じではなかった
からです。インドではバラモンが自分達の優れた知識を
とられまいと用心し、バラモン階級以外にはその知識を
知らせず、何百万もの人々を偶像礼拝と物神崇拝に近い
迷信に追い込んだからです。仏陀はその時までも、その
後もほとんど現れたことのないような無知から生ずる無
数の不健全な空想と狂信的な迷信に、致命的な打撃を加
えなければなりませんでした。神々に懇願したのに聞か

れもせず、注意も向けられなかった人々、そして絶望の
中で生き、死んで行く人々のために、そうした無知な信
心よりも哲学的無神論のほうがましです。仏陀は真理を
教える前にまず、この迷信の濁流を阻止して、誤りを根
絶せねばなりませんでした。ちょうどイエスが弟子達に、
天国の奥義は無知な大衆のものではなく、選ばれた人だ
けのものだと気づかせて「たとえで多くの事を語り給う」

（『マタイによる福音書』　一三章三節と一一節）と同じ
理由で仏陀はすべてを教えることができず、結局、た
いへん用心してあまりにも多くのことを秘密にされまし
た。仏陀は僧侶ヴァツチャゴッタに、人間の中に自我が
あるかどうかを話すことさえ断わりました。答えをしつ
こくせがまれると、「気高いお方は沈黙を守られた」＊の
です。

＊　仏陀は、イニシエーションを受けた弟子アーナンダが
この沈黙の理由をたずねた時、単純明快な答えをされた。
オルデンペルグはその対話を《サンユッタ・ニカーヤ》
から次のように訳している。

　「アーナンダよ、もし放浪僧ヴァツチャゴッタが《自我
はあるのですか？》とわたしにたずねた時、《ある》と
答えたなら、永続性を信じている出家達やバラモン達の
学説を確認したことになっただろう。放浪僧ヴァツチャ
ゴッタが《自我はないのですか？》とたずねた時、わた
しが《ない》と答えたならば、自我の絶滅を信じる者達
の学説を確認することになっただろう。ヴァツチャゴッ
タが《自我はあるのですか？》とたずねた時に、《ある》
と答えたならば、あらゆる存在（dhamma）は無我で
あるという知識を彼の中に起こすという点でわたしの目
的にかなっただろうか？　また、もしわたしが《自我は
ない》と答えたならば、彼をますます当惑させて、《私
の自我は前にはあったのではないか？　だが今はもうな
い！》と思わせるにすぎない」

　これによると、ゴータマ仏陀が大衆を一層混乱させない
ように、こうした難しい形而上学的な教えを言わずにお
かれたことが分かる。仏陀が言われたことは、一時的な
人格我と、不滅の自我すなわち人間の霊的「私」にその
光を放つ高級我との違いを指摘された。

【問】　これはゴータマ仏陀のことですが、福音書とはどん
な関係があるのですか？

【答】　歴史を読んで、よく考えてごらんなさい。四福音書
に書いてある出来事が起こったと言われている時代には
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文明世界全体で同じような知識的動揺が起こっていまし
た。ただ東洋と西洋では反対の結果が出ていました。古
い神々は死に絶えつつあり、一方、教養のある階級はパ
レスチナでは不信心なサドカイ派の轍

てつ

を踏んで、唯物的
否定論と単に文字通りに解釈されたモーセの教えに押し
流され、ローマでは道徳頑廃に陥っていました。いちば
ん低い貧しい階級は魔法や他国の神々を追い求めたり、
または偽善者やパリサイ人になりました。霊的改革の時
が再び来ました。目には目を歯には歯をという、また血
を流し動物を生

いけにえ

贄にする血なまぐさい律法をもっている
残酷で、人間と同じ形をした、嫉妬深いユダヤの人格神
は、二次的な地位に下げられ、慈悲深い「隠れた所にお
いでになる父」に取り替えなければなりませんでした。

「隠れた所においでになる父」は宇宙外の神としてでは
なく、貧しい者にも富む者にもハートと魂に宿る、肉体
人間の神聖な救世主として示さなければなりませんでし
た。パレスチナでも、犬に神聖なことを教え豚に真珠を
投げて、啓示を与える者も啓示されたことも足の下に踏
みつけられるといけないので、イニシエーションの秘密
を漏らすことはできませんでした。イエスは歴史で言わ
れているよりも長く生きたかどうかはともかくとして、
仏陀と同じように生と死の秘儀をはっきりと明かすこと
を差し控えられました。二人とも秘密を漏らさなかった
ので、一方では南方仏教の滅魂論となり、他方ではキリ
スト教会の三つの衝突し合う分派となり、英国の新教だ
けでも三百余の宗派が出来ました。

一切のものの統一

【問】　神、魂、人間は、これこれではないというあなたの
ご意見は伺いましたが、神智学によると、神などのこと
はどう教えられているのですか？

【答】　その三つのものは宇宙と宇宙の中のすべてのもの
と同じように、その起源、その永遠性では、前にお話し
した未知の神の本質である絶対的統一体と一体です。私
達神智学徒は宇宙創造ということは信じません。宇宙は
周期的に、連続的に、極めて長い持続期間を経て、周期
的に主観状態から客観状態になって現れると信じていま
す。

【問】　そのことをもっと詳しく説明して下さいますか？
【答】　正確に理解する一助として、まず太陽年を例として

取り上げ、次に太陽年を昼夜の二つに分けてごらんなさ
い。北極では昼と夜とが六か月ずつです。もしできるな
ら、三六五日の太陽年の代わりに、「永遠」を想像して
ごらんなさい。太陽を宇宙と思い、六か月ずつの北極の
昼夜をそれぞれ、一八二日ではなく一八二無限年ずつの
昼夜と思いましょう。毎朝、太陽が私達にとって正反対
の主観的な空間から、客観的な水平線に上ってくるよう
に、宇宙は顕現世界とは正反対の主観世界から、客観の
世界に周期的に出現します。これが「生命の周期」です。
太陽が水平線に沈んで見えなくなるように、宇宙も「宇
宙の夜」になると、周期的に消えて見えなくなります。
インドはこのような交替を「梵の昼夜」またはマンヴァ
ンタラの時とプララヤ（崩壊）の時と言っています。西
洋人は宇宙の昼と夜と言ってもよいのです。夜の間には
万物はただ一つとなります（All is in All）。原子はみな
同質のものに溶け込むのです。

進化と幻影

【問】　その度ごとに誰が宇宙を創造するのですか？
【答】　誰も創造などしません。科学はその経過を進化と

言います。キリスト教以前の哲学者達と東洋人は発散
（emanation）と言いました。私達、オカルティストと
神智学徒は、無限空間の深みに周期的に自らを反映させ
る唯一の普遍的、永遠の実在をこの過程に認めます。こ
の反映はあなた方が客観的物質宇宙と考えるものです
が、私達は一時的な幻影にすぎないと思っています。永
遠なものだけが真実です。

【問】　その分だとあなたも私も幻影ですね。
【答】　移り変わる人格我として、すなわち、今日はＡ、明

日はＢである者としては幻影です。北極の光、ぱっと閃
くオーロラは、あなたが見ている間は本ものに見えても、

第六章

自然と人間に関する神智学の教え
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「実在するもの」と言えるでしょうか？　きっと言えな
いでしょう。もし、オーロラを作り出す原因が不変で永
遠であるなら、その原因こそ実在するものであり、目で
見える光は移ろい行く幻影にしかすぎません。

【問】　どうして宇宙という幻影が生じるか、どうしてすで
にある無意識なものから、これから出てくるべき意識が
現れるのか、これでは全く分かりません。

【答】　無意識なものとおっしゃるのは、私達の有限な意識
にだけ無意識なのです。『ヨハネによる福音書』一章五
節の「光はやみの中に輝いている。そしてやみはこれに
勝たなかった」は「暗黒である絶対光は、幻影的物質光
である暗黒中に輝いている。暗黒はこれを理解しなかっ
た」と言い換えることができます。この絶対光は絶対不
変の法則でもあります。放射（radiation）によろうと発
散（emanation）によろうと、宇宙は同質の主観状態か
ら顕現の第一界へと移ります。顕現の世界には七界ある
とされています。界を追うごとに宇宙はだんだんと濃密
になり、物質的になり、最終的に私達のいる世界に達す
るのです。物質宇宙では、科学によって物質構造がほぼ
知られ理解されている唯一の世界は、この惑星体系、す
なわち太陽系であり、それは一つの独特なものと言われ
ています。

【問】　独特なものとはどういうことですか？
【答】　それはこういうわけです。つまり、基本的な法則と

自然の法則の普遍的活動は一定不変ですが、私達の太陽
系は宇宙の何百万もの他の同じような太陽系のように、
また、私達の地球にも、他のすべてのものと違ったそれ
自体の顕現の計画のようなものがあります。私達人間は、
他の惑星にも住んでいる者がいると言い、もしそれが人
間であるなら、つまり思考力のある者なら、その人達は
私達のようなものに違いないと想像しています。詩人や
画家や彫刻家は、天使でさえ美しい人間の姿に翼をつけ
たものと表現します。これはすべて間違いで幻想です。
なぜなら、この小さな地球上だけでも、植物群、動物群、
人類には多種多様なものがあるとすれば、つまり、海藻
からレバノンの杉に至るまで、また、くらげから象に至
るまで、ブッシュマンや黒人からベルベデーレのアポロ
像のように美しい人間まで種々なものがあるならば、宇
宙や惑星の状態が変わると全く違った植物群、動物群、
人類が生じるに違いないからです。同じ法則で、太陽系
のすべての惑星を含む私達のこの世界でも、全く違った
ものや生き物が作られるでしょう。では、他の太陽系の
外部的な自然界はどんなに違っていることでしょう。物

質科学がしているように、他の星々や世界を私達自身の
尺度で判断することは何と愚かなことでしょう！

【問】　どんな材料があってそう断定なさるのですか？
【答】　一般の科学が決して証拠とは認めないもの、つまり、

この事実を立証してきた無数の透視者達が積み重ねてき
た証拠によります。盲目的な肉体に拘束されない物質的
および霊的感覚によるこの人達のヴィジョン、すなわち、
本当の探検は一つひとつ詳しくチェックされ、他のもの
と比較され、またそれらの性質は研究者のふるいにかけ
られました。満場一致で、集団全体の経験によって確認
されなかったものは排除されました。様々な時代に、違っ
た風土で、無数の絶え間ない観察を通して常に一層の確
証が得られたものだけが、公式な真理として記録されま
した。サイキック・霊的科学の学者や学徒が用いた方法
は、おそらくお分かりと思いますが、自然科学者や物質
科学者のとる方法と変わりはありません。ただ私達の研
究分野は二つの違った界層にあり、私達の研究用具は人
間の手で作られるものではありません。おそらくこのた
め、私達の用具のほうが信頼が置けます。化学者や博物
学者の使う蒸溜器や顕微鏡は故障するかもしれません。
天文学者の望遠鏡や測時学の器具は役に立たなくなるか
もしれません。しかし、私達の記録器械は天候や自然力
の影響を受けることはありません。

【問】　それであなた方はそれに対して絶対の信仰をもって
いらっしゃるのですか？

【答】　信仰という言葉は神智学の辞書にはありません。そ
の代わりに観察と経験に基づいた知識があるのです。し
かしながら、神智学と物質科学は次のような違いがあり
ます。つまり、物質科学の観察と経験は、それらを考え
つく科学者の数ほど多くの仮説を立てさせますが、私達
の言う知識は否定できなくなった、絶対的に論証された
事実だけを知識体系に加えることを認めます。私達は一
つの問題に対して二つの信念や二つの仮説はありませ
ん。

【問】　そんな論拠であなた方は『エソテリック・ブッディ
ズム』の中のおかしな学説を認めるようになったのです
か？

【答】　その通りです。そのような学説は細かい所では少し
間違っているかもしれませんし、在俗学徒による説明は
不完全なものかもしれません。しかし、それらの理論は
自然界の事実を表し、どんな科学的仮説よりも真実に近
いと思います。
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４章 苦痛の意義

IV 

このことを考察する上で、すべての非常に苦しむ人たち
が学ぶ、ある確かな教訓が、私たちにとって大いに役に立
つだろう。激しい苦痛の中で、苦痛とその正反対の喜びと
を区別できない地点に達する。それは本当であるが、その
遠くにある地点の苦しみを受ける精神力や英雄的資質は、
少しの人たちしか持っていない。他の道によってそこに到
達するのは難しい。選ばれた少数の人だけが、正反対の側
へ旅することを可能とする喜びというものを受容する、巨
人のような力を持つ。しかしほとんどの人は、楽しんで、
そして喜びの奴隷となるのがやっとだ。けれども人は、紛
れもなく自分の中に、大いなる道程に必要となる英雄的資
質を持っている。そうでなければ、どうして責め苦のさ中
に、受難者たちが微笑んだであろうか。そうでなければ、
どうして喜びのために生きる大罪人が、ついに彼自身の内
部に神の啓示を感じられるであろうか。

これらの事例の両方とも、道を見いだすことから可能性
が生じたのである。しかし多くの場合、その可能性は突然
の驚きにバランスを失い、台無しになる。受難者は苦しみ
への愛着を身につけて、英雄の受難という概念の中で生き
る。罪人は美徳の概念で盲目となり、美徳を目標として、
ねらいとして、その中に神があるものとして、崇める。と
ころが、それが神であり得るのは、美徳と同様に悪徳も包
含する、果てしない全体の一部分としてだけである。一つ
である無限のものを、分割することができようか？ 海か
ら一杯の水を汲んで、その水は海に含まれていたと明言す
るのと同じくらい、あらゆる対象を神のものとするのは筋
が通ったことだ。海を分けることはできない。塩水は偉大
な海の一部であり、そうでなければならない。でもだから
と言って、君は大海を手に持ってはいない。人々はカップ
の中に無限性を入れる個人的な力、神聖な概念を教義の中

に入れる個人的な力を、熱心に望む。彼らがそれを所有し
ているとうぬぼれるためにである。これらは、立ち上がっ
て黄金の門へ近づいて行くことができない人たちにすぎな
い。人生の大いなる息が彼らを混乱させるのだ。彼らはそ
の門がとても偉大であることを知る恐怖に打撃を受ける。
偶像崇拝者は心の中に偶像を据え、いつもその像の前にろ
うそくを輝かせる。たとえその偶像を崇拝しおじぎをする
としても、偶像はその人自身であり、その人はその概念を
喜ぶ。どれほど多くの、有徳な、宗教的人々の中に、この
同じ状態が存在することか。魂の休息の中で、家の守り神
の前にランプの火は燃えている。家の守り神とはつまり、
その崇拝者が所有し、そして依存していることである。人々
はこれらのドグマ、これらの道徳律、これらの原理、彼ら
の家の守り神であり個人的な偶像である信仰のあり方に、
甚だしく固執する。偶像は、無限の神だけを敬って絶え間
なく炎を燃やすよう言い、そして君を見捨てるのだ。君の
抗議を軽蔑するそれらの態度がどんなものであろうと、そ
れはずきずきと痛む空虚感を残す。なぜならば、人の気高
い魂、私たち皆の内に潜む王が、家を守る偶像は、いつ何
どきでも倒され破壊されるかもしれないとよくわかってい
るからである。それは偶像の中に終極はなく、どんな本当
の、そして完全な人生もないということだ。さらに彼は、
保有しているものは不変な人生の法則によってのみ一時的
に保持することができるということも忘れて、自分の所有
に満足している。彼は無限が彼の唯一の家であることを忘
れている──偶像だけが彼の唯一の神であり得る。そのこ
とで彼は住むところのないように感じる。だが彼自身の特
別な偶像に捧げる犠牲の中で、つかの間の休息所がある。
そしてこのために彼は情熱的にそれにしがみついている。

ゆっくりとでも大きな孤独に向き合う勇気を持っている
人はほとんどいない。その大きな孤独は彼ら自身の外部に
あり、彼らの思い描く人物にしがみつく間はそこにあるは
ずである。しがみつく「私」は彼らの世界の中心、すべて
の人生の原因である。神への憧れの中に、彼らは一者の存

黄金の門をくぐって

著：Ｍ・Ｃ（メイベル・コリンズ）　　訳：星野未来
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在の理由を見つける。感覚─肉体への情欲と、楽しむ世界
への願望の中に、彼らにとっての宇宙の原因がある。これ
らの信仰は表面の下のたいへん深くに隠されているかもし
れず、実際にはほとんど接近できない。彼らがそこにいる
という事実に、自分自身をまっすぐ立たせている理由があ
る。その人にとって自分自身は無限であり神である。彼は
カップの中に大海を持っている。この妄想により彼は人生
を喜びに変え、苦しさを嬉しさにするエゴイズムを育てる。
この深いエゴイズムが、喜びと苦痛の存在する真の原因で
あり、おおもとである。人がこれら二つの間で動揺してい
ない限り、そして自分が存在するという感覚を思い出さな
い限り、彼はそれを忘れるだろう。そしてこの事実には、「な
ぜ人間は自分の不快感のために苦痛を引き起こすのか？」
という質問に対する答え全体がある。 　不思議な、そして
神秘的な事実が今のところまだ解明されていない。そして
自分自身をだましている人間は、ただ自然界の意味を逆に
くみ取り、生命の意味に死という言葉をあてがっている。
その人は本当に自分の中に無限のものを持っており、大海
は実際にカップの中にあり、それは否定できない真実であ
る。しかしそれは、カップが全く存在しない物であるとい
う理由でのみ、真実である。カップは単に無限の体験であ
り、永続性を持たず、いかなる場合にもすぐに粉々に打ち
砕かれる。それはその人の人格の、四方の壁に狭く囲まれ
た室内のための現実性および永続性を要求することであっ
て、その人は長期にわたる一連の不運な出来事に自分を追
い込むという大間違いを犯し、彼の好きな形の感覚の存在
を絶えず強める。喜びと苦痛は、彼がその一部であり住み
かとする大海よりも、自分にとって現実のものとなる。彼
は永遠に彼が感じるこれらの壁に痛ましくぶつかり続け、
彼の小さな自我は選んだ牢獄の中で揺れ動く。

前進する強さが、自分の道を選んだ人に最初に必要なも
のである。これはどこにあるだろうか？ 見回すと、他の人
たちがどこで自分の強さを獲得しているかを知るのは難し
くない。その源は、深い信念である。この大いなる道徳力は、

たとえ彼がひ弱であろうと、行って征服することを可能に
する、人間の自然な生命の中で生まれる。何を征服するの
だろうか？ 大陸ではなく、世界でもなく、彼自身をである。
この最高の勝利によって、全体への入口が得られる。全体
とはつまり、征服され、努力によって得られるだろうもの
すべてがすぐに、彼のものではなく彼自身になる場所であ
る。

甲冑を身に着けて戦闘へ出発すること、戦いに急ぐあま
り死の危険を冒すことは、容易なことだ。世界の騒音の真
ん中でじっとしていること、体の動揺の中で平静を保つこ
と、感覚と欲望の千の叫び声に囲まれて沈黙を保つこと、
それからすべての甲冑をはぎ取り、急ぎも興奮もせずに致
命的な自我の蛇を捕え、それを殺すことは、容易なことで
はない。けれどもそれは為さねばならないことである。そ
してそれは、敵が沈黙に困惑させられる平衡の時にだけ、
為され得る。

しかし、この最高の瞬間には、戦場に必要な英雄がいな
いというような強さが必要である。偉大な戦士は、自分の
動機の正しさと、やり方の公正さについての深い信念で満
たされていなければならない。自分自身と戦って、その戦
いに勝つ人は、次のことを知っている時にだけ勝つことが
できる。つまり、その戦いで彼はする価値のある一つのこ
とをしていて、それをすることで彼は彼に仕える者として
天国と地獄を獲得しているということを。そうだ、彼はそ
の両方の上に立つ。彼は末長く約束された報酬として喜び
のやって来る天国を必要としない。彼は罪を罰する苦しみ
が待ち構えている地獄を恐れない。彼は打ち勝ち、自分自
身の中にいる蛇を、これを最後と殺したのだ。絶えること
のない接触の欲望と、永遠に続く喜びと苦痛の探求により
あちこちへ向かう蛇を。未来についてどう考えようとも、
ひとたび本当に勝利した彼は二度と震えたり、歓喜を増大
させたりすることはあり得ない。彼の存在の唯一の証明と
思えた、燃え立つような感覚は、もはや彼のものではない。
それならば彼はどうやって自分が生きているとわかるのだ
ろうか？ 論証によってのみ、わかるのである。だがそれに
ついて論証することに、彼はそもそも関心がない。それゆ
えに彼にとって平和がある。そしてその平和の中に、自分
が切望した力を見つけるだろう。その次に彼は、山々を動
かせるあの信仰とは何であるかを知るだろう。
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Ⅱ
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　宗教はさまざまな非常に単純な理由から、人が道を進
むのを妨げ、前進の妨害となる。第一にそれは善と悪を区
別するという致命的な間違いをする。自然界はこのような
区別をしない。そして我々に宗教を尊重させる道徳的・社
会的法則は、一時的なものとして、私たち自身の特別な様
式と存在の形態のようなものと同じように、蟻や蜂の道徳
的、社会的法則も同様に、宗教を尊重させるのだ。私たち
はこれらのことが最終的なように見える状態から抜け出
し、そして永久にこれらを忘れてしまう。このことを見つ
けるのはたやすい。なぜかと言うと、広く考える習慣のあ
る人や知性のある人は、他の人々の間に住む時、自分の生
活の基準をいくらか変える必要かある。これらの他の人々
は、その人々の間にいるよそ者から見ると、彼ら自身の深
く根づいた宗教と遺伝的な確信を持っており、よそ者であ
る彼はそれらに背くことはできない。心があわれなほど狭
く、思考力がないのでない限り、彼にはその人々の法則の
形式が自分のと同じくらい良いものだとわかる。それなら
ば、行動を徐々にそのルールに合わせることに甘んじる以
外、どうすることができようか。さらに、その人々の間に
何年も住まうならば、違いという鋭い刃は磨耗し、どこま
でが彼らの信仰でどこからが自分の信仰か、彼はついには
忘れてしまう。しかし誰をも害さず、公正さを保ったなら
ば、彼の側の人々は彼が悪いことをしたなどと言えようか。

私は法と秩序を非難しているのではないし、これらのこ
とを軽率に嫌悪して言うのではない。法と秩序はそれらが
あるべき場所で、蜜蜂の巣の生活を支配する法体系がその
成功した行動にあるのと同じくらい重要であり、必要であ
る。指摘したいことは、法と秩序そのものは非常に一時的
で不十分なものだということだ。人の魂はつかの間の住居
であるこの世を去り、法と秩序の概念は付き従って行かな
い。もし魂が強ければ、すべての人が死ぬことによって自
分を見守っていたのが誰なのか知るのと同じように、死は
真の存在と本当の人生を手に入れるエクスタシーとなる。
もし魂が弱いと、気を失って消えて行き、新たな人生の最
初の流入によって圧倒されてしまう。

私は明言しすぎるだろうか？ そう言うのは、今この時に
活動的な人生を生きている人たちだけ、死んだ人と死にか
けている人をそばで見ていなかった人たちだけ、戦場を歩
かず臨終で苦しむ人の顔をのぞき込んだことのない人たち
だけであろう。強い人は自分の体から喜んで出て行く。

なぜそうなのか？ 彼はもう抑制されず、躊躇して震える
ようになったからである。死の不思議な瞬間に、彼は与え
られた解放を持っていた。そして突然の歓喜の情熱で、そ
れが解放であると悟る。かつて、彼はこれを確信していた
が、自分自身と自分の体を支配する力を持っていただろう
から、世界を支配する人、偉大な聖者だったであろう。平
凡な人生の鎖からのその解放は、死によるのと同じくらい
容易に人生の間に得られる。人に、別の人の体か、もしく
は千人もの人々の体を見るのと同じ感情で自分の体を見る
のを可能とするためには、十分に深い信念が必要なだけで
ある。戦場を考えてみると、すべての苦しめる人の苦しみ
を理解することは不可能である。ならばなぜ、君自身の苦
痛を他の人の苦痛よりももっと強くするのか？ 全体を集
めて、それを個人の人生より広い視点から見よ。すると君
自身の肉体の傷は、君の限界の弱みであると実際に感じる。
霊的に成長した人は、他の人の痛みを自分のもののように
はっきりと感じ、そう望む強さがあれば自分自身の痛みは
少しも感じない。真剣に霊的な状態を調べたすべての人
が、これは事実であると知っており、霊的な成長に従って
多かれ少なかれ見られることだ。多くの場合、霊的な人は
他の人の痛みより自分自身の痛みのほうを、より強く、よ
り意識的に感じている。しかし、それはおそらく成長が見
られるまで、ある地点に達するまでのことである。それは、
深い平穏と活気ある活動の意識の境界へと人を運ぶ力であ
る。それは、人をそれ以上先へ運ぶことはできない。だが
もしその人がその境界に到達したならば、自分自身の自我
のつまらない支配から自由になる。それは最初の大きな解
放である。見よ、私たちの狭く限られた経験と同情から来
る苦しみを。私たちは完全に独立して、単独の一個人で、
世界の中でごく小さな存在だ。どんな幸運を期待できよう
か。世界の偉大な人生が突入し、私たちは各瞬間に危険に
さらされている。それは私たちを圧倒するか、完全に破壊
しさえするだろう。それに対する防衛策はない。それに対
抗する軍隊を設置することはできない。この人生で一人一
人が他のすべての人と戦い、同じ軍旗の下に二人の人が団
結し得ないからだ。毎時、戦うこの恐ろしい危険から逃れ
る道がただ一つだけある。体の向きを変え、諸エネルギー
に対抗するのではなく、それらと一つになれ。母なる自然
と一つになり、彼女の道を楽々と進め。植物が雨と風に面
するのと同じように、人生の出来事に憤慨したり抗ったり
するな。すると突然、驚いたことに君は、取っておいて大
いなる戦いで使うための力と時間を持っていることに気が
つくだろう。誰もが戦わなければならない不可避の戦闘で、



である。その戦闘は、内なる戦いであり、自分自身を征服
する戦いだ。

ある人は、それは自分自身を破壊することだと言うかも
しれない。なぜか？ なぜならば、素晴らしい生きる現実性
を最初に味わった時から、彼はますます個別の自我を忘れ
てゆくからである。もう彼は自分自身のために戦ったり、
自分自身のために他者の力に抗して闘争したりしない。も
う自分自身を守ったり助長したりしない。しかし彼が幸福
に対しこのように無関心である時、個別の自我は、人跡未
踏の森林の木や、大草原の草と同じように、より強く丈夫
に成長する。彼はそうであるかどうかには無関心である。
唯一そうである場合に、彼はすぐれた道具を手元に用意し
ている。そして彼の無関心の完全さに比例して、彼の個人
的な自我は強く美しい。これは容易に見られる。庭園の花
は完全に放置されたなら、それ自身の単なるまがいものに
劣化してしまう。植物は最高の極みにまで栽培されなけれ
ばならず、庭師の全技能によって恩恵を受けなければなら
ない。そうでなければ、それは全く粗野で、野生で、大地
と空からのみ養われるのである。誰が中間的状態を気にか
けるであろうか。すべての薔薇のつぼみに病害のある放置
された薔薇園に、どんな価値や強みがあろうか。病気にか
かった、または矮小な花は、気まぐれな条件の変化に起因
することが確実であり、これまで不自然な生活の中で植物
にとって神意であった人間が、放ったらかしにした結果で
ある。けれども、吹きさらしの平原にひなぎくの大きく育
つ場所があり、その中に、このような手入れされないひな
ぎくが生じるのを月が見ている。だから、最大限にまで手
入れをし栽培せよ。君の庭園の土地をわずかでも手入れし
忘れるな。そこに育つ最小の植物も忘れるな。愚かな見せ
かけをしようとしたり、君が忘れる準備のできている気ま
ぐれな思いによって愚かな間違いをするな。さらに、植物
をその場しのぎの世話のひどい結果にさらすな。今日、水
やりをされて明日は忘れられる植物は、だんだん小さくな
るか枯れるに違いない。植物は助けを求めていないが自然
界そのものがその強さを直ちに測り、死んで再形成された
り、枝が空をふさぐ大きな木に成長したりする。しかし、
狂信家やある哲学者たちのように、間違ってはならない。
君自身のどの部分も、それが君自身であると知っている間
は、見捨てておろそかにするな。その土地が庭師のもので
あるうちは、植物を育てるのは庭師の仕事である。しかし
ある日、別の国か死そのものに召され、その時彼はもう庭
師ではなく、仕事は終わっており、そのような種類の義務

はもう全くない。それから彼の好きな植物はだめになって
死に、繊細な植物は地と一つになる。けれどもすぐに、熱
心な自然は自らのために場所を求め、そこを生い茂る草や
巨大な雑草で覆ったり、若木を育てて枝が地面を日陰にす
るほど大きくする。忠告しよう。君が完全に亡くなり、自
然へと戻り、野の花が生え風の吹き抜ける平原となるまで、
君の庭園を極限まで世話せよ。そして君がその道を通り抜
ければ、何が起こったとしても、君を悲しませることも怒
らせることもない。君はこう言うことができるだろう、「私
は岩場です。私は大木です。私は強いひなぎくです」。そ
の場所はかつて君の薔薇の木が成長した所で、そこに花が
咲いているかどうかには君は無感心である。君が自分の薔
薇の世話を怠る前に、いくつかの目的で星を勉強すること
を学んだに違いない。そしてその花々の放つ香りで大気を
満たすことを怠ったのだ。君は道のない大気を通して君の
道を知らねばならない。その道は、そこから清いエーテル
へと通じている。君は黄金の門の掛け金を外す準備ができ
ていなければならない。

私は言う。養え、そして何も無視するな。ただ覚えてお
け、世話をし水やりをする間ずっと、君は母なる自然の仕
事をあつかましくも奪っているのだ。彼女の仕事を奪って
しまったため、彼女が君を罰する力がない時点に達するま
で君はその仕事を遂行しなければならない。その時点で君
は彼女を恐れず、彼女のものであったものを勇敢な様子で
彼女へ返すことができる。偉大な母である彼女は袖で隠し
て笑い、笑いながらひそかに君を見ており、もし君が彼女
にそのすきを与え、怠け者になり、いい加減さを増すなら
ば、無慈悲にも君の仕事全体をゴミの中へ捨てる用意がで
きている。子供は人間の父親であるという意味で、怠け者
は狂人の父親である。母なる自然は巨大な手をその人の上
に置き、構造全体を壊した。庭師とその薔薇の木は同じよ
うに破壊され、母なる自然の動きが作りだした大嵐に襲わ
れる。彼らは上に積もった砂が払われるまで無力であり、
疲れ果てた荒野に埋められている。この砂漠の一点から彼
女（自然）は創造をするだろう。そして思い切って彼女に
面と向かう人の灰を使用するだろう、その人の植物の枯れ
た葉とは無関係に。彼女（自然）は彼の体、魂、霊をすべ
て同じように要求する。
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強い人、未知の道を見つけることを決意した人は、一歩
一歩に最大の注意を払う。彼は無駄な言葉を発しない。思
慮のない行動をしない。どんなに地味であろうと、または
どんなに面倒であろうと、義務や役目を怠らない。しかし、
それも彼の内なる目と手と足が、彼の中で生まれている場
合のことである。その道を行きたいという彼の情熱的で絶
え間ない願望のために、精妙な器官だけが彼を導ける。彼
は物質界を学び、使い方を知っている。しだいに彼の力
は他界して行き、そして霊的世界を知る。でもこの世を学
び、その使い方を彼は知らねばならないし、よく知らない
不慣れなものをつかむまで、よく知っている人生を手放す
ことはしない。彼が霊的器官によりこのような力を身につ
け、その器官が最初に肉体の肺を使い始める時、大いなる
冒険の時が始まる。ほんの少ししか必要としないが、それ
で十分だ！ だが人間は、幼い子供がそうであるように、肉
体のすべての部分となるべき霊的体を必要とする。人間は、
幼い子供を新しい人生の素晴らしさへと駆り立てるのと同
じ、深くて揺るぎない信念を必要とする。それらの条件が
得られれば、彼は自ら新たな環境の中で生き、新しい太陽
を見上げるだろう。でもその次に、新しい体は忘れずに新
しい経験を古い経験に照らし合わせるだろう。彼はまだ呼
吸しているが、違うふうにである。彼は肺に空気を吸い込
み、太陽から生命を吸収する。霊的世界に彼は生まれ、今、
霊的な空気と光に生かされている。彼の目的地はここでは
ない。これはただの、物質生活の精妙な再演にすぎない。
同様の法則に従って、彼はそこを通過しなければならない。
勉強し、学び、成長し、征服しなければならない。その間、
彼の目的地は大気もなければ太陽や月もない場所であるこ
とを忘れてはいけない。

この進歩の道筋で、その人自身が進まされていたり場所
を変えていると思ってはならない。そうではない。進歩の
過程の最も真実な例解は、外皮や皮膚の断面図である。人
は、自分の教訓を完全に学んでしまうと、物質的人生を捨
て去る。自分の教訓を完全に学んでしまうと、霊的人生を
捨て去る。自分の教訓を完全に学んでしまうと、瞑想的な
人生あるいは崇拝の人生を捨て去る。

すべてのものをついには捨て去って、彼は大いなる寺院
に入る。そこで崇拝者の足から靴が脱ぎ捨てられると、自
我や感覚の記憶が外に残される。その寺院は彼自身の純粋
な神性のある場所であり、すべての苦闘を通して彼に生命

を吹き込んだ中央の炎が、どんなにおぼろであろうとある
場所だ。そしてこの崇高な住まいを見つけて、彼はそこが
天国であると確信している。彼はまだ、あらゆる知識と力
でいっぱいである。外的な人間つまり崇拝し、行動し、生
きている化身は、自然と手を携えてそれ自身の道を行き、
この世の野蛮な成長の素晴らしい強さを見せ、知識を含む
その本能によって照らされる。それというのも、その人は
最も奥の聖域、まことの寺院で、母なる自然ご自身の精妙
な本質を見つけたのだ。もはやそれらの間に、何の相違も、
中途半端なやり方も存在し得ない。そして今、行動と力の
時が来る。最も奥の聖域で、すべてが見出されるべきであ
る。神とその被造物、それらを食らう悪魔、人々の中の愛
されている人たち、嫌われている人たちが。それらの間に
違いはもはや存在しない。それから人間の魂は、強さと大
胆不敵さから笑い、自分の行動が必要とされる世界へと出
て行く。そしてこれらの行動を起こすのに、不安、心配、
恐怖、後悔、喜びは伴わない。

この状態はその人がまだ肉体の中に生きている間にあり
得る。生きている間、それを達成しているからである。生
きているということだけが、物質界の神と真実の中で行動
を起こすことができる。

感覚の対象に囲まれている人生は、崇高な魂にとっては
永久に外的な状態である。それが力強い人生、成就の人生
になるのは、聖域に座す王冠を戴いた無感覚な神によって
活気づけられる時だけだ。

この状態を獲得することは、きわめて望ましい。なぜな
ら、この状態に入った瞬間からもう悩み、不安、疑念や躊
躇がないからだ。偉大な芸術家が大胆不敵に絵を描いて、
後悔するようなミスを犯すことがないのと同じように、内
なる自我を形作った人は自分の人生を扱う。

だがそれは、ある状態に入った時にである。私たちが知
りたいと切に思い山々の方を見るのは、入り口の様式と門
への道を見るためである。門は、重い鉄の閂が掛けられた
あの「黄金の門」である。その入り口への道で人はめまい
を覚え、気分が悪くなる。道がないように見え、永久に終
わったかのようで、道は恐ろしい断崖に沿っており、深い
海の中へと消えて行く。

ひとたびそこを渡って道が見出されれば、その困難さは
素晴らしい様を呈するはずだ。とても偉大なありさまを。
消えて行くその道が急に進路を変え、断崖の際の線は足を
置くに十分な幅となり、非常に危険に見える深い海の向こ
う側が、いつでも浅瀬で船の渡し場となる 。同じように、
それは人間性の深遠な経験すべてに起こる。最初の悲しみ
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が心をバラバラに引き裂くと、その道は終わったように思
えて、空が闇に変わる。それなのに、手探りで魂が進むに
つれて、困難で見たところ絶望的な道の曲がり角は過ぎ去
る。

たくさんの異なる形や人間の拷問もそうである。時に、
長い期間または一生を通して、存在の道は絶え間なく打ち
勝ちがたい妨害と思われるものに阻止される。悲嘆、痛み、
苦悩、最愛のものや価値あるものすべてを失うことは、怖
がる魂の面前で起こり、つねに魂を妨害する。誰が妨害物
をそこへ置いたのだろう？ その説明は狂信家が劇で縮小
して描写している。つまり、神が悪魔に、究極の善のため
に神の被造物たちをひどく苦しめさせるのだ！ そんな究
極の善がいつ達成するであろう。この描写に含まれる概念
は、終わり、目標を前提としている。そんなものは、何も
ない。私たちの誰もがそれに問題なく同意することができ
る。人間の観察、理性、思考、知力、本能が人生の謎の把
握に達することができる限り、得られたすべてのデータが、
道は無限であり、永遠が明滅することはあり得ず、怠けて
いる魂によって永遠が百万年に変えられることはあり得な
いことを示している。

個別に、あるいは全体として人間を調べると、人には明
らかに二重の本質がある。私は大まかに言って、さまざま
の哲学の学派がその理論に従って、人を分断し、さらに細
別することを、よく認識している。私が言っているのはつ
まり、二つの感情の激流が人の性質に押し寄せ、二つの大
きなエネルギーが人の人生を導くということである。一つ
は人を動物にし、もう一つは人を神にする。地上の野獣は、
神の力を動物の力に服従させる人間ほどには残忍ではな
い。これは方向の問題だ。なぜなら二重の性質の力全部が
同時に一方向に使われるのである。純粋で単純な動物は本
能だけに従い、自分の喜ぶ好みを満たす以上のことを望ま
ない。そして喜びや苦しみを自分にもたらす者でない限り、
他の存在のことはほとんど考えない。動物は、残酷な抽象
的愛や、自分たち自身の満足がある人間の堕落の傾向につ
いて何も知らない。したがって、獣になる人は自然の獣の
百万倍の生命をつかみ、純粋な動物には十分に無垢な楽し
みであるものが、随意の道徳基準に妨げられずにその人の
悪徳となる。その喜びは習慣的に満たされているからだ。
さらに、彼は自分の存在の神聖な力をすべてこの方向に変
え、魂を感覚の奴隷にすることによって堕落させる。損な
われて偽装された神は獣性に仕え、獣性を養う。

だから、状況を変えることができないかどうか、熟考せ
よ。人間はこの異様な光景が見られる国の王である。彼は

獣性に神の場所を奪い取ることを許す。なぜなら、当座は
その獣性は気まぐれな国王の夢想を最も喜ばせるからであ
る。これは必ずしも長く持ちこたえられるとは限らない。
どうして長く続くであろう。変化と、喜びと苦痛の間の揺
れ動きと、長く続く喜ばしい肉体的生活への望みのせいで、
激しい苦しみが動物的習慣に来るまでの間のことである。
そして彼の奉仕能力の中の神は、肉体的生活を喜びの強烈
さ、つまり珍しい、官能的な、美の喜びでいっぱいにする
ことによって、このすべてに一千倍の苦しみを加える。苦
痛はとても強烈なため、人はどこでそれが終わり、いつ喜
びが始まるかわからない。神が仕える限り、獣性の生命は
長くなり、ますます価値が高まる。だが王に宮殿の外観を
変える決心をさせよ。そして獣性を強制的に権威の座から
追放し、神を神の場所に戻らせよ。

ああ、宮殿に訪れる深い平和！ すべてが本当に変わる。
もう個人的な切望や情欲の熱狂もなく、何の反抗も苦悩も
なく、喜びへの渇望や苦痛への恐れもない。それは嵐の海
に訪れる大いなる静けさのようだ。それは焼けつく地面に
降る、夏の優しい雨のようだ。それは見知らぬ森の、滅入
るような乾燥した迷路のさなかにある深い淵のようだ。

しかし、さらにそれ以上のことがある。人間は中に神が
あるので動物以上であるだけでなく、人間の中には動物が
あるので神以上のものなのである。

一度獣性を下位であるその正当な場所へ押しやると、君
はこれまであるとは思わず知りもしなかった偉大な力を
持っていることがわかる。しもべとしての神は獣性の喜び
に千倍を加える。しもべとしての獣性は神の力に千倍を加
える。そしてそれが結合して、人の中でこれら二つの力が
正しい関係になると、人は強い王として立ち、手を上げて
黄金の門の閂を持ち上げることができる。これらの力が不
適当な関係であれば、王は快楽にふける王位について、力
がなく、その威厳は無駄になる。神性のない動物性は、少
なくとも平和は知っており、悪徳と絶望によってかき乱さ
れることはない。

それが秘伝のすべてである。それが人を強く、パワフル
にし、その手に天と地をつかむことを可能にする。それを
たやすくやり遂げられると思うな。宗教家や有徳の人がそ
うするのだという考えにだまされるな！ そうではない。そ
の人たちは規範、ルーティン、決まりを満たすこと以上の
ことはせず、それにより獣性を抑えているのだ。神はある
方法でその人たちに仕えることを強要されており、信仰お
よび宗教的ファンタジーによって、そして高潔さの喜びを
作る個人的自尊心の高慢な感覚によって、その人たちを喜

15



ばせる。これらの特殊で聖者の列に加えられる悪習は、た
いへん低く卑しいので、純粋な動物にはあり得ない。純粋
な動物をインスパイアするのは唯一、自然界そのものであ
り、常に始まりとして新しい。堕落した人間の中の神は、
その作り出すものの忌わしい力が言いようのないほどひど
いものである。

高められた人間の中の獣性は、その偉大な奉仕する力と
強さにおいて、想像を絶するものである。

君は忘れている。自分の動物的自我を生き続けさせてい
る君は、ただ単にそれを抑えて自分の内部にある程度に
保っただけで、それは大きな力なのであり、君が生きてい
る世界の動物生命の一部分を成す、ということを。それに
よって君は人々を動かすことができ、君の強さに応じて多
かれ少なかれ世界そのものに影響を与えることができる。
その人の正しい場所をお与えになった神は、この並外れた
被造物をとても鼓舞し導くだろう。とても教育して成長さ
せるだろう。その種の行動と認識を強要するだろう。その
種のとはつまり、君の中で目覚めた力を認識した時に、君
が震えるだろうものだ。すると君自身の中の獣性は、世界
の動物の間で王となるだろう。

これが、自然界を自分たちに仕えさせ、自分たちの便宜
のために毎日奇跡を起こした太古の魔術師たちの秘伝であ

る。これが、リットン閣下が我々に前もって示した、来る
べき人種の秘密である。

しかし、この力は神に主権を与えることによってのみ獲
得することができる。神は君の獣性の支配者を君自身の上
にして、決して他人を支配することはない。

世界のハートと人間のハートの中に秘められ、隠された
のは、すべての生命と未来と過去を照らす光である。それ
を探そうではないか？ 確かに、人によってはそうすべき
だ。そしておそらくその人たちは、この貧弱な思考の断片
に必要なものを付け加えるだろう。

結び

『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）



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。

◦ 神智学協会ニッポン・ロッジの会員は、会報誌「テオソフィア」の配布を受けます。（海外の方は E メール版）

神智学協会ニッポン・ロッジ　支援基金

神智学協会ニッポン・ロッジでは、神智学の教えを普及するために会の活動を支援することを目的として、神智学協会ニッ

ポン・ロッジ支援基金を設立し皆様からの寄付を募っております。

支援基金：一口　1,000 円

納入方法：銀行振り込み

納入口座：ゆうちょ銀行　００八支店

普通　9893687　神智学協会ニッポンロッジ

ゆうちょ銀行からの専用振替口座

記号：10070

番号：98936871

　　　神智学協会ニッポンロッジ

会報誌について

神智学協会ニッポン・ロッジ会報誌「テオソフィア」は 2 ヶ月ごと、年 6 回発行されます。会報誌についてのお問い合わせは、

メール又はお手紙にてお願いいたします。　[ E メール ]　info@theosophy.jp

[ 住所 ]　〒 289-0617 千葉県香取郡東庄町羽計 2565-7 神智学協会ニッポン・ロッジ　[ 編集部 ]　當麻・岡本

©　神智学協会ニッポン・ロッジ　2016　Printed in Japan
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