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何か特別なことが起こらないだろうかと待ち続けました。そして、その結果悟ったことといえば、

そういった努力が全くむなしいものであり、かえって自分の心を乱していたということに気づいた

ことだけでした。

　その後、神智学をはじめ様々な宗教や哲学書を読みあさり、色々な勉強会へ顔を出して学んでい

くうちに、自分の中の平安に気づかせてくれ、怒りや悲しみ、憎しみを追い払ってくれたのは、そ

うした中で得た小さな気づきの積み重ねによって築き上げられた智慧でした。

　世間が 15年遅れているとは言いませんが、いつかそういった智慧が求められる時代がくるだろ

うと思うのです。

会長　岡本
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　最近、瞑想ブームと言われ、マインドフルネスや瞑想会などが盛んです。

15年ほど前でしょうか、私も瞑想の魅力にひかれ、ろうそくを見つめなが

ら何時間も座ったり、座禅を組んでじーっとまぶたの裏を見つめながら、

今月の



競争に勝つという理念の終焉
人類は、生き残るためには競争に勝たなければならないと
いう時代から、生き残るためには競争を止めなければ
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なら
ないという時代に、すでに移行したのだということに早く
気づかなければならない。

行動規範
敵、味方ではなく、真実に基づいて判断し、行動するのが
神智学徒である。

アバターとは
アバターとは、自分が本当は誰であるかを忘れることなく
意識的にその世界に降りて行き、その役になりきり、遊

リーラ―

戯
を終えたら再びもとの場所と姿に意識的に戻ることのでき
る者のことである。仮想空間のアバターをそのように理解
すれば、インド神話のアヴァターラがどのような存在であ
るかを理解することができる。われわれもまた、本来その
ようであるべきなのだということも。

ヴェーダーンタ的な教えの必要
神智学やアリス・ベイリーの教えをサーンキヤ的なものと
理解するならば、ヴェーダーンタ的な教えも必要だという
ことが理解できるであろう。サーンキヤやヨーガの哲学は、
理論としては必要であるが、それが自己の経験とならなけ
ればいみがないということである。

地獄の存在証明
「針の筵

むしろ

」という表現がある。
これは人の心的経験を表す言葉であるが、肉体を失い、心
だけが残るとするならば、その心的経験だけが残るという
ことになる。
心の苦しみというのが外界の状況とは無関係に自らの無智
と煩悩により生じるものだとするならば、そのような無智
と煩悩と執着がある限り、肉体を失ったとしても、心の苦

しみは続くことになるのである。
しかも、肉体が失われれば、外界とのかかわりにより、無
知と煩悩を取り払ったり、心を変えたりする機会も失うの
で、その苦しみも長く続くことになるのである。

知識と智慧の時代の到来
情報が誰にでも簡単に手に入る時代。
それをどれだけ深く理解し、自分のものにするかが問われ
る時代となるであろう。

仏教を信じる？
「仏教を信じる」とは、本来、不適切な表現である。
仏教は信じるものではなく理解するべき
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ものであるから。

宗教という名の区別
そもそも、リシ（聖仙）とはブッダ（覚者）のことである
のだから、仏教とヒンドゥー教を分ける必要があるのだろ
うか。

悪魔が聖典を引用する
心の浄化されていない者が聖典を不用意に学ぶと、その者
の心の中に棲む悪魔が聖典を引用するようになる。

神智学
神智学は宗教ではないので、それを信じる必要はない。
それを足がかりにして、一歩でも真実に近づければよいの
である。

存在を生み出す概念化の力
「概念化」とは、言葉によってそれを実体化する営みである。
それは言語化することであり、言語化されたものは基本的
にすべて存在する
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というのが、サンスクリットの言語の構
造から来るヴェーダの基本的な考え方である。

APHORISM（第 21 回）

高橋 直継
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神話物語
神話物語を人間の内的な経験の物語として捉えるならば、
それを自己の経験として辿ることも可能となる。
したがって、イエスや釈尊の物語をすべての人間が辿るべ
きイニシエーションの物語として捉えるならば、その道を
自己の経験として追体験することも可能となるのである。

キリスト教信者の無邪気で身勝手な信仰
「イエスさまはわたしたちの罪のすべてを引き受けて、わ
たしたちのために十字架にかかって死んで下さった」とい
うキリスト教信者の無邪気で欺瞞的なことば。
その根底には、古代から地中海・オリエント地域に広がっ
ていた身勝手で残酷な生

いけにえ

贄の思想があり、それが今もキリ
スト教信者のこころのなかにしっかりと息づいているとい
うことなのではないだろうか。

自分自身を知る修行
釈尊のようにはあるがままを観ることのできない凡夫が他
者のなかに見るものが、概ね他者のなかに映し出された自
分自身の姿だとするならば、人というのは概ね自分のこと
しか見えていないことになる。
つまり、人というのは、釈尊のような覚者になるまでは、
ひたすら自分自身の姿を他者のなかに見せられつつ、それ
が自分だと認知できるまで、えんえんと繰り返しそれを見
せられ続けるということなのである。

アドヴァイタ
すべてはブラフマンで、他のものは無いというのが、アド
ヴァイタの思想である。

親切すぎないようにしよう
親切なのは良いが、親切すぎるのは良くない。
過ぎたるは及ばざるが如しということである。

～と思いきや
「～と思いきや」ということばが最近テレビなどでうるさ
いくらいに多用されるようになった。その背景にあるのは、
意外なことや想定外の出来事が起こるのが当り前の時代に
なったということなのではないだろうか。
大衆にそのような心理を植えつけるきっかけとなったの
は、遡るに恐らく３.11 原発事故であったに違いない。

政治的現象のなかでは、ドナルド・トランプの大統領就任
が最も意外で想定外の出来事であったろう。その他の大小
さまざまな想定外の出来事が、自然現象としても社会現象
としても、次々に連続して起こるなかで、一般大衆はその
状況に徐々に慣れつつあるということなのかもしれない。
つまり、われわれが人類史的な大きな転換点を通過しつつ
あるなかで、新しい時代を迎え入れる準備が一般大衆のな
かでも整いつつある現象として肯定的に捉えることもでき
るのかもしれない。

エネルギーは思考に従う
言語によって思考の流れは分割されたり、色づけられたり、
方向づけられたりする。
エネルギーが思考に従うならば、エネルギーはまさに言語
によってコントロールされ得るのである。

スピリチュアル・エネルギー
秘教の文献を読む限り、スピリチュアル・エネルギーとは、
少なくとも人間の思考や行動や生理現象などに影響を与え
るエネルギーのようである。
それによって人生や社会が形成されるのだとするならば、
それを制御することにより、人生や社会を方向づけたり、
変化させたりすることも可能となるということである。

毎日が特別な日
今日はどんな特別な日なんだろうと思うことが大切であ
る。これを「毎瞬」に置き換えられればもっと良い。
一瞬も同じであることのない変化する（無常の）世界をポ
ジティブに生きるための秘訣である。

ほとんどの人の信じる「愛」とは
容易に憎しみや攻撃に転化するのは「愛」ではなく「欲求」
である。それをインドのことばで「カーマ」という。
そして、インドでは「カーマ（欲求）」と「クローダ（怒り）」
はいつもセットで語られる。すなわち、「欲求」が通らな
いとき、「怒り」が生じるのである。
故に、世の中に争いや憎しみが溢

あふ

れているのは、世の中に
いわゆる
4 4 4 4

「愛」が溢れているから、と言える。
したがって、世の中にいわゆる

4 4 4 4

「愛」が溢れている限りは、
決して世の中に「平和」はあり得ない、ということになる。

（つづく）
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地球の七重の構造について

【問】　この地球はいくつかの地球からなった一連鎖の一部
分であるとおっしゃったと思いますが？

【答】　そうです。しかし、他の六つの地球は私達の地球と
同じ客観的な界層にあるのではありません。ですからそ
れらの地球は私達には見えません。

【問】　それは距離が遠いためですか？
【答】　いいえ、私達は肉眼で惑星や、とても遠くにある星

さえも見ていますから。むしろ、これら六つの地球は私
達の肉体的知覚の手段の届かぬ所、すなわち物質界の外
側にあるために見えないのです。それらの地球の物質的
密度や重さや組織が、私達の地球やその他の既知の惑星
と違うだけではなく、私達にとっては、いわば全く違っ
た空間の層にあります。私達の肉体感覚では認識したり、
感じられたりしない層です。また、層といった場合、一
つの層の上に他の層が置かれている地層のように想像し
ないで下さい。そう想像すると別のばかばかしい誤解を
することになります。私が層と言っているのは、精神的
だろうが、肉体的だろうが、日常の覚醒時の知覚には分
からない性質のもので、無限空間の一界層です。それは
私達の普通の知力と意識の外側、三次元空間の外側、私
達の時間の区分の外側にあります。空間の基本的七界（ま
たは層）それぞれには、（もちろん空間とは、全体とし
てロック氏の定義による純粋空間であって、有限な空間
ではありませんが）それ自体の客観性と主観性があり、

それ自体の時間と空間があり、それ自体の意識と諸感覚
能力があります。しかし、これはすべて近代的な考えで
訓練された人には理解し難いことでしょう。

【問】　別の感覚能力というのはどういう意味ですか？　人
間界に、あなたの言われたことを例証するものがありま
すか？　つまり、今言われた様々な感覚、空間とそれぞ
れの知覚力について、はっきりとした概念を与えるもの
がありますか？

【答】　ありません。あるとすればおそらく、それは科学
者達に反論をすすめる手頃な口実となるだけです。夢の
中では私達は別の感覚がありますね。私達は別の界で普
通に感じたり、話したり、聞いたり、見たり、働いたり
します。夢の中での意識状態の変化は、私達の考えでは
何年にもわたる一連の活動や出来事が一瞬の中に心を通
り過ぎるという事実で証明されます。夢の中での知的作
用のたいへんな速さや、他のすべての機能を全く自然に
感じることは、私達が全く別の世界にいることを示して
います。神智学の哲学は自然界に七つの基本的なエネル
ギーおよび存在の七界があると同じように、人間が生き、
考え、記憶し、自分の存在をもつことのできる七つの意
識状態があると教えます。それらの状態をここで列挙す
ることは不可能です。それを知りたいと思うなら東洋の
形而上学を研究しなければなりません。しかし、覚醒時
と夢を見ている時の二つの状態で、博学な哲学者から貧
しい教育のない未開人に至るまで、すべての普通の人は
こうした状態の違いの立派な証拠を持っています。

【問】　では、夢の状態についての生物学と生理学の有名な
説明を信じないのですか？

【答】　信じません。東洋の智慧の教えのほうがよいと思い
ますので、あなた方の心理学者の仮説さえ信じません。
コスモスには七つの存在界の七つの意識界があると信じ
ながら、私達は宇宙すなわちマクロコスモスに関しては
第四界でとどめます。それ以上は確実に知ることは不可
能だからです。しかし、ミクロコスモスすなわち小宇宙

神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子

第六章

自然と人間に関する神智学の教え
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＝人間に関しては、自由に人間の七状態、七本質を研究
します。

【問】　どのようにして七状態や七本質を説明なさるのです
か？

【答】　まず第一に、人間の中には二つの違ったものがあり
ます。つまり、霊的なものと肉体的なもの、考える人間
と考えたことをできるだけ同化し、記録する人間です。
従って人間を二つの違った性質に分けます。つまり、三
つの本質または様相で構成されている上部、すなわち霊
的存在と、四つの本質から出来ている下部、すなわち物
質的四つ組で、全部で七本質になります。

人間の七重の性質

【問】　それは私達キリスト教徒が、霊、魂、肉体と言って
いるものですか？

【答】　違います。これは古いプラトン派の分け方です。プ
ラトンはイニシエートでしたので、明かすことを禁じら
れていた細々としたことを伝えることはできませんでし
た。しかし、古代の教えに通じている人は、プラトンに
よる魂と霊の様々な組み合わせの中に、その七重の分け
方を見つけています。プラトンは人間を二つの部分から
出来ていると考えました。つまり、一つは絶対者と同じ
本質の永遠なるもの、もう一つは死すべき、朽ち果てる
べきもので、これは二流の「創造された」神々から受け
た構成部分だとしています。プラトンは、人間は次のよ
うに構成されていると示しています。⑴死すべき体、⑵
不死の本質、⑶「別の死すべき種類の魂」。これは私達
がそれぞれ肉体人間、霊的魂または霊、動物魂（知性 ( ヌー
ス ) と心霊 ( プシュケー )）と言っているものです。これ
はもう一人のイニシエートであるパウロの分け方で、彼
は腐敗すべきもの（アストラル魂またはアストラル体）
の中に蒔かれた肉体と、腐敗しない質料の中で育まれる
霊体があると言っています。ヤコブでさえこれを確認し
て次のように言っています（『ヤコブの手紙』三章一五
節）。つまり、低級魂の「知恵」は上から来たものでは
なく「地につくもの、肉に属するもの、悪魔的なもので
ある」（ギリシア語版参照）、他の智慧は天から来たもの
であると言っています。プラトンやピタゴラスも三つの

「本質」だけを論じていますが、彼等はその三つの様々
な組み合わせで七種の機能があるとしていることははっ
きりしています。神智学の教えと比べ合わせると、この
ことは全く明らかになります。この七つの面を表にして
示してみましょう。

【図】

　　さて、プラトンは何を教えているのでしょう？　彼は
内部の人間は二つの部分から成ると言っています。一つ
は不変でいつも同じものであって、神と同じ質料で作ら
れており、もう一つは死すべきもの、すなわち朽ち果て
るものです（『ティマイオス』六九Ｃ）。この二つの部分
は神智学の言う高級三つ組と低級四つ組です（表参照）。
プラトンは次のように説明しています。つまり、魂＝プ
シュケーがヌース＝神聖な霊または神聖な質料（＊＊）
と結びつくと、魂は万事、正しく適切に行ないますが、
アノイア＝愚かさすなわち非理性的な動物魂に執着する
と、万事うまく行きません。ここで、マナスつまり一般
に言う魂には二つの面があることが分かります。アノイ
アすなわちカーマ・ルーパ　（『エソテリック・ブッディ
ズム』で動物魂というもの）に執着すると、人格我に関
する限り、全くの絶滅に至ります。ヌース（アートマン・
ブッディ）につながれれば、不死不滅の自我に没入し、
かつて存在した人格我の霊的意識は不死となります。

＊　シネット氏の『エソテリック・ブッディズム』では、⑷、
⑸、⑹はそれぞれ、動物魂、人間魂、霊的魂と言われて
いるが、それも同じことである。同書では本質に番号が
つけてあるが、厳密に言えばそれは無用である。二重の
モナド（アートマン・ブッディ）だけは第六、第七とい
う最高番号として考えてもよい。他の本質はみな、その
人間の中で優勢である本質が第一であると考えるべきな
ので、一般的な番号づけの決まりはない。ある人の場合
は高級知性（マナスすなわち第五）が他のものより優勢
であり、他の人の場合には、最も獣的な本能を現し、は
ぶりを利かせているものは動物魂（カーマ・ルーパ）で
ある。

＊＊　パウロはプラトンのヌースを霊という。しかしこの
霊は質料であるので、もちろんブッディのことで、アー
トマンのことを言っているのではない。アートマンはど
んな場合でも哲学上、質料ということはできないからで
ある。私達が人間の諸本質の中にアートマンを入れるの
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は、混乱を起こさないためである。実際は、アートマン
は「人間的」ではなく普遍的、絶対的本質であって、ブッ
ディ、すなわち魂・霊はその伝え手である。

魂と霊との違い

【問】　ある降霊術師達やフランスの心霊主義者達に非難さ
れている通りに、本当にあなた方はすべての人格我の絶
滅を教えておられるのですか？

【答】　いいえ。しかし、神聖な自我の個性と人間＝動物の
人格我という二元性についての私達の教えは、「物質化
した霊」として降霊術の会に本当の不死の自我が現れる
可能性があるかという疑いをはさみます。すでに説明し
たように、私達はその可能性を否定していますので、私
達の反対者達はばかげた非難をし始めました。

【問】　プシュケーがアノイアと結びつくなら、全くの絶滅
に至るとあなたは今言われました。プラトンとあなたは
どんな意味でそう言われるのですか？

【答】　人格我の意識がそのように全滅するということは
めったに起こらない例外的なケースだと思います。一般
的でほとんど例外のない通例は、人格が自我の個性、す
なわち不死の意識に溶け込むこと、つまり、人格我の意
識が変質して神聖な変貌を受けることで、低級四つ組だ
けが全滅することです。肉体人間、一時的な人格我、肉
体の影であるアストラル体、動物的本能、それに肉体生
命が霊的魂と一緒に生き続け、永遠となるのを期待して
いるのですか？　当然、これらの本質はみな、肉体の死
と共に、あるいは死後間もなく無くなります。やがてそ
れは全く崩壊して見えなくなり、全体が消滅してしまい
ます。

【問】　ではあなたは肉体の復活も信じないのですか？
【答】　全く信じません！　古代人達の秘教哲学を信じてい

る私達が、どうして、エジプトとギリシアのグノーシス
派の顕教系統から借りた、後世のキリスト教神学の非哲
学的推論を受け入れましょうか？

【問】　エジプト人は自然霊を崇拝し、玉ねぎさえも神とし
ました。ヒンズー教徒達は今日に至るまで偶像礼拝者で
すし、ゾロアスター教徒は太陽を礼拝してきました。最
も優れたギリシアの哲学者達は夢想家であったか、唯物

主義者でした。プラトンやデモクリトスはその好例です。
そうした哲学はキリスト教神学に比べることはできませ
ん。

【答】　近代キリスト教や近代科学の問答集にはそう書い
てあるかもしれませんが、偏見のない人達はそうは思い
ません。エジプト人は「唯一なる一者」をヌートとして
崇めています。ヌートという言葉からアナクサゴラスは
ヌースという名称、あるいは彼の言葉で言えばヌ・スー
アウトクラテスを得たのです。それは「自らの力をもつ
マインドまたは霊」、アルヘテス・キネデオスすなわち
万物を最初に動かす原動力であると言っています。彼の
言うところでは、ヌースは神であり、ロゴスは神の発散
物である人間でした。ヌースは宇宙の中であろうと人間
の中であろうと霊であり、ロゴスは宇宙であろうとアス
トラル体であろうと霊の発散したものであって、肉体は
動物でしかありません。私達の外的な力は現象を感知し
ます。ヌースだけが現象の本体を認識することができま
す。死なずに生き長らえるのはロゴスすなわち本体だけ
です。その本質が不死だからです。人間の中のロゴスは
永遠の自我であって、輪廻し、永久に生き続けます。し
かし、はかない外面の影、その源に戻る神聖な発散の一
時的な衣である肉体が、最後の審判の日に腐敗せぬ状態
に高められるようなことがどうしてありましょうか？

【問】　やはりあなたは人間の霊的およびサイキック的構
造の新しい分け方を考え出したという非難を免れること
はできません。あなたはプラトンがその分け方を言って
いると信じておられますが、哲学者は誰もそんなことは
言っていませんから。

【答】　いいえ、プラトンはそれについて言っています。彼
の他に、ピタゴラス（＊）も同じ考えでした。ピタゴラ
スは魂を三つの要素すなわちヌース（霊）、プレーン（心）、
テュモス（生命、息、すなわちカバラ学のネフェシュ）
で構成されている自ら動く単元（モナド）と言っていま
す。その三つは神智学のアートマン・ブッディ（高級
霊・魂）、マナス（自我）、とマナスの低級な反映に結合
したカーマ・ルーパにそれぞれ相応しています。古代ギ
リシアの哲学者達が魂と言っているものを、私達は一般
にアートマンすなわちアガトン（善、プラトンの最高神）
の媒体として、霊または霊的魂ブッディと言います。ピ
タゴラスや他の人達がプレーンとテュモスは人間にも動
物にもあると言っている事実から見ると、この場合、マ
ナスの低級な反映（本能）とカーマ・ルーパ（動物的欲望）
という意味です。ソクラテスとプラトンがピタゴラスの
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ヒントを得て、それに従っているので、これら五つの本
質、すなわちアガトン（神すなわちアートマン）、プシュ
ケー（広い意味での魂）、ヌース（霊すなわちマインド）、
プレーン（肉体的マインド）、テュモス（カーマ・ルー
パすなわち欲望）に秘儀のエイドロンすなわち影のよう
な形体である複体および肉体を加えれば、ピタゴラスと
プラトンの考え方は共に神智学の考えと同じであること
が容易に分かるでしょう。エジプト人でさえ七重の分け
方を守っていました。死ぬ時、魂（自我）は七つの部屋
すなわち七つの本質を通らなければならないが、その七
つのあるものを残し、あるものを持って行くとエジプト
人は教えました。私達が述べる教えと古代人が述べた教
えは、たった一つのところだけが違います。要するに、
神秘の教えを漏 ( も ) らすことの罰は死であることがい
つも心に浸みついていたので、古代人は教えの大要を教
えただけですが、神智学徒は教えを詳しく説明していま
す。私達は法則の許す限り、それを世界に教えています
が、私達がいう教えにも差し控えられている大事なこと
がいくつもあります。そのようなことは秘教哲学を研究
し、沈黙の誓いを立てる人達だけが知る資格があるので
す。

＊　プルタークは次のように言っている。「プラトンとピ
タゴラスは魂を理性的（ヌース的、ノエティック）と非
理性的（アグノイア）の二つの部分に分けている。理性
的な部分は永遠であるという。なぜならば、それは神で
はなくても、永遠なる神性の所産である。しかし、理性
を剥ぎ取られた部分（アグノイア）は死滅する」（『De 
placitio philosophorum』四巻四章一七節）。近代語の「ア
グノスティック」すなわち不可知論者はアグノイアと同
じ語源をもつ「アグノシス」から来ている。この語を作っ
たハクスリー氏は、自分の偉大な知性を、なぜ、死ぬべ
き「理性を剥ぎ取られた魂」と言ったのだろうか？　こ
れは近代唯物論者の行き過ぎた謙譲のためだろうか？

ギリシアの教え

【問】　ギリシア語やラテン語、サンスクリット語やヘブラ
イ語のすばらしい学者達がいます。その人達の翻訳には

あなたの言われることの糸口は何も見つからないのはど
うしてですか？

【答】　あなたが言われる翻訳者達は博学であるにもかかわ
らず、哲学者達、特にギリシアの哲学者を神秘的な著作
家としないで、不明瞭 ( ミスティ ) な著作家にしてしまっ
たからです。一例としてプルタークを取り上げ、人間の
本質について彼が言っているところを読んでごらんなさ
い。彼が書いたことは文字通りに解釈され、形而上学的
迷信や無知の結果だとされました。適切な例をあげてみ
ましょう。プルタークは次のように言います。

　人間は複合体であるが、ただ二つの部分から出来ている
と考える人達は間違っている。なぜならば、その人達は
理解力［脳の知力］は魂［高級三つ組］の一部であると
思っているからである。だが彼等は、魂は肉体の一部で
あるとする人達（すなわち三つ組を朽ち果て死すべき四
つ組の部分と見なす人達のこと）と同じように間違って
いる。魂が肉体よりも優れ、神聖であると同様に、理解
力（ヌース）は魂に勝っているからである。さて、魂と
理　解力の結合が理性となり、魂と体［テュモス、動物
魂］とが結合すれば欲望となる。後者の結合は苦楽の始
まり、つまり苦と楽の原理であり、前者は徳と悪の始ま
り、その原理である。結合し、固く結びついてきた魂、
理解力、体という三つの部分には、地球は体を、月は魂を、
太陽は理解力を人類に与えた。（『月という天体の表面で』
二八章）

　この最後の文章は全く比喩的なので、相応に関する秘
教科学に精通していて、どの惑星がどの本質に関係があ
るのか知っている人達だけが理解できるでしょう。プル
タークは人間の本質を三つに分けて、体は物質組織と影
のようなアストラル本質と息との合成物、すなわち、「地
から出て地へ戻る」三重の低級部分としています。月か
ら出て月の影響を常に受けるのは真ん中の本質で、本能
的魂すなわち第二の部分です（＊）。そして魂のもっと
高い部分すなわち霊的魂は内にアートマンとマナスの要
素を含んでおり、プルタークはそれだけを最高神アガト
ンを表す太陽の直接の放射であるとします。これはさら
に彼の言うところにより、次のように立証されます。

　私達が死ぬと、最初の死は人間の三本質を二本質にし、
次の死でその二本質から一本質を抜き取る。最初の死は
デメテルという女神の領域と支配下にある。そのことか
らデメテルの秘教儀式につけた名称テレインは死につけ
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た名称テレンタンに似ている。以前、アテネ人は、死ん
だ人はデメテルに捧げられると言っていた。次の死は月
すなわちペルセポネの領域で行なわれる。（同書）

　これは神智学の教えと同じです。人間は、生きている間
は七重の存在であり、死後、カーマ・ローカで五つ組と
なり、デヴァチャンで自我、霊・魂、意識の三つ組とな
ります。この分離はまず、プルタークの言う「下界 ( ハ
デス ) の草地」であるカーマ・ローカで起こり、次にデヴァ
チャンで起こりますが、これは神聖な秘儀で行なわれた
ことの一部でした。その儀式の際、イニシエーションの
志願者は死の全過程と、栄光に満ちた霊すなわち意識の
復活を演じました。プルタークが次のように言うのはこ
のことです。

　最初の死は、この世のヘルメスが案内者となるが、次の
死では天上のヘルメスが案内者となる。地上の死は突然、
力ずくで魂を体から引き抜く。しかし、下界の女王プロ
セルピナは穏やかに長い間かかって魂から理解力を引き
離す（＊＊）。このため、下界の女王はモノゲネスすな
わち「一人子を生む」、あるいはむしろ「一人しか生ま
ない」と言われる。下界の女王によって離されると人間
の最もよい部分は一つだけになるからである。こうして、
二つの死は自然に起こる。魂は理解力があってもなくて
も、体から出ると、みな同じように、しばらく、地球と
月の間にある領域［カーマ・ローカ］をさまよわねばな
らぬと運命（＊＊＊）［Fatum　すなわちカルマ］が定
まっている。不正であったり、身持ちの悪かった人達は
そこで罪の罰に苦しむが、善良で徳のある人達は浄化さ
れ、体との接触伝染でかかった伝染病をすべて、あがな
いによって清めてしまうまで、空気のいちばんよい所に
とどまっている。そこは冥府の草地と言われる所で、前
もって決められた時間にそこにいなければならない。次
に、まるで放浪の巡礼から戻って来たように、または長
い追放から国に帰って来たように、主に、神聖な秘儀の
イニシエーションを受ける人達が経験するような喜びを
味わうのである。その喜びには心配、崇拝、各人の正当
で独特な希望が混じり合っている。これは涅槃の至福で
す。どんな神智学徒もデヴァチャンの精神的な喜びをこ
れより明白に、秘教的な言葉で描写することはできませ
ん。デヴァチャンにはすべての人の周りに、自分の意識
で作った楽園があります。しかし、多く神智学徒でさえ
も陥る一般的な誤りに気づかなければなりません。人間
は七重であり、次に五つ組、三つ組となると言われてい

るので、七つ、五つ、三つのもので出来ていると想像し
ないように。または、ある神智学徒がうまく表現したよ
うに、玉葱の皮のようにむけるものと思ってはいけませ
ん。すでに述べたように、死に際して消散する肉体、生命、
アストラルのエイドロンを除いた「本質」は、単に意識
の諸様相と諸状態にしかすぎません。生命の周期を生き
続ける本当の人間はただ一つであり、その形体は死すべ
きものであっても、本質的には不死です。この本当の人
間はマナスであり、マインド＝人間、具体化した意識で
す。物質がないのに働いているマインドや意識の存在を
否定する唯物論者達の意見は、この場合には価値はあり
ません。私達は彼等の議論の正当さを否定はしませんが、
聞きたいことがあります。「これまで三つしか知らなかっ
たあなた方は物質状態が全部分かったのですか？　永久
に見えず、知ることのできない絶対意識または神性と私
達が言うものは、人間の有限な概念構成には永久に理解
できないとしても、その絶対無限性において、普遍的霊
＝物質、言い換えれば普遍的物質＝霊であることをあな
た方は否定できますか？」そうすると、夢のように幻影
的な楽園にせよ、とにかく至福の状態という自分自身の
楽園を作り出す意識をもつ自我とは、顕現期に現れるこ
の霊＝物質の分裂した断片の中の最低のものの一つで
す。

＊　生命と子孫の賦与者であるエホバと月の関係と、生殖
に関しての月の影響を知っているカバラ学者達はある星
学者達と共に、この点を理解するだろう。

＊＊　プロセルピナまたはペルセポネとはこの場合、死後
のカルマのことである。そのカルマは高級な本質と低級
な本質との分離を調節すると言われている。つまり、カー
マ・ローカにしばらくとどまるネフェシュすなわち動物
生命の息と、デヴァチャンという至福の状態に入って行
く高級な複合自我とを分離させる。

＊＊＊　崩壊するまでカーマ・ローカにとどまっている低
級本質から、高級な霊的本質が分離するまで。

【問】　しかし、デヴァチャンというのは何ですか？
【答】　文字通り言えば、「神々の国」ということで、精神

的至福の状態です。哲学的には最も鮮明な夢よりもはる
かに鮮明で真実な夢に似た精神的状態です。たいていの
人々の死後の状態です。
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9

肉体人間および霊的人間

【問】　あなたが魂の不死を信じていらっしゃると聞いて嬉
しく思います。

【答】　「魂」の不死ではなく、神聖な霊が不死であること、
というよりはむしろ、輪廻する自我が不死であることを
信じています。

【問】　魂と神聖な霊と輪廻する自我とはどう違うのです
か？

【答】　神智学の哲学ではたいへん違いますが、非常に難解
深遠な問題なので、軽々しく触れることはできません。
それらの本質は別々に分析し、そのあとで一緒に考えな
ければなりません。まず霊から始めるのがよいでしょう。

　霊（イエスの言う「隠れたる父」）、すなわちアートマン
は一人の人間の個人的な特性ではなく、体も形体もない
神聖なエッセンスであって、計り知れず、目に見えず、
分割することもできません。それは仏教徒達のいう涅槃
のように、存在しないが、存在するものです。アートマ
ンは人間に影響を及ぼす（オーバーシャドーする）だけ
です。人間の中に入り、全身に行き渡るものは、霊の媒
体であり直接の発散であるブッディを通して放射された
霊の遍在する光線です。「人間の魂の理性的な部分（＊）」
は人間にすっかり入ってしまうことは決してなく、ただ
非理性的な霊的魂、すなわちブッディ（＊＊）を通して、
多少、影響を与えているだけだと、ほとんどの昔の哲学
者が言ったことの秘密の意味はこのことです。

＊　「理性的な」という言葉は一般的な意味では、永遠の
智慧から発散したもの、ということである。

＊＊　「非理性的」とは宇宙マインドの純粋な発散として、
この物質界にはそれ自体の個別的理性をもつことができ
ないという意味である。むしろ、月が太陽から光を借り、
地球から生命を借りているように、ブッディはアートマ
ンから智慧の光を受け、マナスから理性的な特性を得る。
それ自体は同質のものとして属性がない。

第七章

様々な死後の状態について

【問】　神聖な魂ではなく、「動物魂」だけが非理性的であ
るという印象を受けましたが。

【答】　未分化であるために、消極的すなわち受動的に非理
性的なものと、あまりにも活動的、積極的なので非理性
的なものとの違いをあなたは学ばなければなりません。
人間とは、化学的、物理的な力の相互作用であると共に、
霊的な力の相互作用でもあり、私達が「本質」と言って
いるものはそのような力を働かせます。

【問】　その問題については本をたくさん読みました。昔の
哲学者の考えと、中世期のカバラ学者達の考えはある点
では一致していますが、全体的にはたいへん違うと思い
ます。

【答】　中世期のカバラ学徒達と私達との最も大きな違いは
次の通りです。つまり、私達は新プラトン派および東洋
の教えと同じように、霊（アートマン）は決して実体と
して人間の中へと降りてくることはなく、ただ内なる人
間（アストラル本質の魂的および霊的な複合体）に、多
少、その輝きを注ぐだけであると思っています。しかし
カバラ学徒達は、人間の霊は光の大海と普遍霊から身を
離して、人間の魂に入り、生涯中そのアストラル・カプ
セルに閉じ込められていると主張します。キリスト教信
者のカバリスト達はみな、今も同じように主張していま
す。彼等は神人同形論や聖書の教えから解放されること
はなかなかできないからです。

【問】　あなた方はどのようにお考えになっているのです
か？

【答】　私達はアストラル・カプセルの中には、霊すなわち
アートマンの輝きがあるのを認めるだけです。人間と魂
は統一に向かって上昇することによって、不死性を勝ち
取らなければならないと私達は言います。その上昇が成
功すれば、究極的には統一体に結びつき、いわば、吸収
されてしまいます。死後の人間の個別化は霊によるので
あつて、魂や体によるものではありません。「人格」と
いう言葉を普通理解されている意昧で、私達の不死の
エッセンスに文字通り当てはめると道理に合いません。
しかし、不死のエッセンス自体は個別性をもつ私達の自
我として、はっきりしたものであり、不死永遠の別個な
存在です。子供の誕生の瞬間から、霊と人格魂とをつな
ぐ輝かしい糸が乱暴にも断ち切られ、肉体を脱した霊が
人格魂から絶縁され、人格魂が霊に少しも印象を残さず
に全滅されるのは、黒魔術師達か、救う見込みのない罪
人、つまり長い輪廻の間に次々と罪を犯してきた悪人達
の場合です。もしも、低級マナスすなわち人格中心のマ
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ナスと、個性をもつ輪廻する魂との統合が生きている間
に達成されないと、人格マナスは低級な動物と同じ運命
にあり、次第にエーテルに溶け込んで、その人格は全滅
してしまいます。しかしその時でも、自我は相変わらず
個別な存在です。例外的と言ってもよいほど無益なそ
の人生を送ったあと、霊的自我は普通の人生の後の理想
化された人格我としてのデヴァチャン状態を失い、感星
霊としてしばらく自由を楽しんでから、直ちに生まれ変
わって来ます。

【問】　『ベールをとったイシス』には、そのような感星霊
達や天使達、すなわち「異教の神々やキリスト教の天使
達」は決して地上の人間にはならないと書いてあります。

【答】　その通りです。しかし、「そのような感星霊達」で
はなく、ある種のもつと高い位の感星霊のことです。そ
の霊達はこの感星で人間になることは決してありませ
ん。なぜならば、彼等は以前の世界で解脱した霊達であっ
て、そのため、この地球で人間となることはできないか
らです。しかし、このような霊はすべて、次のもっとずっ
と高いマハーマンヴァンタラ（大顕現期）には、つまり
今の「大時代」と次の梵の夜（ブラフマー・プララヤ、
何万兆年かそこらの小周期）が終わったあとに生まれる
でしょう。東洋哲学によると、人類は人体の中に閉じ込
められているこのような「霊達」からなっているという
ことを、もちろん、あなたは聞かれたはずです。動物と
人間の違いは次の点にあります。すなわち、動物は「諸
本質」を潜在的に吹き込まれており、人間は実際に諸本
質を吹き込まれているのです（『シークレット・ドクト
リン』人類発生論のスタンザ参照）。これで違いが分か
りましたか？

【問】　はい。しかし、この限定は昔から形而上学者達の難
関でした。

【答】　そうです。仏教哲学の秘教部分はすべてこの神秘的
な教えに基づいており、極めてわずかな人達にしか理解
されず、従って最も博学な近代の学者達の多くは全くそ
れを歪めて伝えています。形而上学者達でさえ、結果と
原因をあまりにも混同しがちです。霊としての不死の生
命を勝ち得た自我は地上でのあらゆる再生の間中、その
内的我のままで変わりません。しかし、これは必ずしも、
地上に生きていた時のスミス氏やブラウン氏のままでい
なければ、その自我は個性をなくしてしまうというわけ
ではありません。ですから、アストラル魂と人間のこの
世の体は暗いあの世では純化した元素の宇宙的大海に吸
収され、そしてその人格我にはさらに高く舞い上がるだ

けの価値がなかったなら、高級自我は最後の人格我を感
じなくなるかもしれないが、それでもこの神聖な自我は
やはりいつも変わることはありません。たとえ、この神
聖な自我から発散された媒体には価値がないために、霊
から分離する瞬間にこの世で得たその経験が全く抹殺さ
れてしまったとしてもそうです。

【問】　オリゲネスやスネシオスやその他の半キリスト教徒
達や半プラトン哲学者達が教えたように、もし「霊」す
なわち魂の神聖な部分が無窮の昔から個別的なものとし
て存在してきたとすれば、また、形而上的に客観的な魂
に他ならないとすれば、永遠でなくて何でしょう？　そ
してもし人間が何をしようと自分の個性を失わないなら
ば、清い人生を送ろうと、動物的な人生を送ろうとかま
わないではありませんか？

【答】　あなたが言われたその教えは身代わりの贖罪 ( しょ
くざい ) の教えと同じぐらい有害です。もし、私達はす
べて不死であるという虚偽の観念と噴罪の教義が一緒
に、本当の意味で世界に示されていたならば、その普及
によって人類はよくなっていたでしょう。

　もう一度言いますが、ピタゴラスやプラトンやロクリス
のティマイオスや昔のアレクサンドリア学派は、人間の
高級な「諸本質」と属性は普遍的世界魂から出たものと
しており、彼等の教えによれば、世界魂はアイテル、す
なわち父なるゼウスです。従ってこれらの本質はピタゴ
ラス派のモナス、すなわち私達の言うアートマン・ブッ
ディの純粋な本質ではあり得ません。なぜならば、アニ
マ・ムンディ（世界魂）はモナスの結果、すなわち主観
的発散というよりはむしろ主観的放射にしかすぎないか
らです。人間的霊である個性、すなわち輪廻する霊的自
我も、ブッディすなわち霊的魂も先在しているものです。
しかし、人間の霊ははっきりした実在、すなわち個別化
したものとして存在していますが、魂は先在する息、す
なわち知性的統一体の知力のない（unscient）部分とし
て存在しています。両方とも、もともと永遠の光の海か
ら形成されたものですが、拝火哲学者達、すなわち中世
の神智学徒が言っているように、火の中には見える霊も
見えない霊もあります。彼等は獣魂（Anima bruta）と
神魂（Anima divina）とを区別しました。エンペドクレ
スは人間も動物もすべて、二つの魂をもっていると信じ
ていました。またアリストテレスは一つの魂を理性的魂

（ヌース）と言い、もう一つを動物魂（プシュケー）と言っ
ています。このような哲学者によると、理性的魂は世界
魂の内部から来、動物魂は外部から来ると言っています。
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【問】　魂すなわち人間の考える魂、あるいはあなたが自我
と言っているものは、物質だとおっしゃるのですか？

【答】　物質（matter）ではありませんが、疑いもなく質料
（substance）です。「根源的」という言葉を前につければ、
「物質」という言葉でもかまいません。その物質は霊と
共に永遠であって、私達の目に見え、触わることができ、
分割することができる物質ではなく、その物質の純化の
極致です。純粋霊はあと一歩で非霊、すなわち絶対的全
になります。人間はこの根源的霊＝物質から進化したも
のであり、超霊（Meta-Spirit）から濃密な物質に至るま
での諸本質の整然とした進歩の階梯であることを認めな
いならば、どうして内なる人間を不死であると思い、ま
た同時に霊的実在であり、死すべき人間であると認める
ことができましょうか？

【問】　では、なぜ、あなたは神をそのような実在と考えな
いのですか？

【答】　条件付けられていない無限なものは形をもつことが
できず、一つの存在ではあり得ないからです。とにかく
いかなる東洋哲学と言えるものでもそのような神を認め
ません。一つの「実在」は不死ですが、その究極の本質
だけが不死であって、個々の形体が不死なのではありま
せん。すなわちその周期の最後の点で、実在はその根源
的な本質に吸収され、実在という名をなくして霊となる
時に不死となります。

　実在の形体としての不死は実在の生命周期、すなわち大
顕現期に限られています。そのあと、それは宇宙霊と一
体となり、もう別個の実在ではなくなります。最後の化
身の人格中心の「私」という観念を霊的自我の中に保有
している意識の火花という意味の「人格魂」について言
えば、これはデヴァチャンの期間だけ、はっきりした記
憶として続きます。そのあとで、年末にそのある一日が
私達の記憶に残るように、その人格魂の記憶は自我の無
数の化身の連続に加えられます。あなたの神は無限であ
ると主張されますが、あなたはその無限を有限の状態に
結びつけるのですか？　アートマンによってしっかりと
結合されたものすなわちブッディ・マナスだけが不死で
す。人間の魂すなわち人格魂自体は不死永遠でもなけれ
ば、神聖でもありません。『ゾハール』の一巻 65c・66a
に次のように書いてあります。「魂がこの世に送られる
と、そこで自らを守って行くためにこの世の衣を身につ

けるのと同様に、魂は光の主からの光が発する鏡を害を
受けずに見ることができるように、光輝く衣を上の世界
で受ける」。さらに『ゾハール』は次のように教えます。
すなわち、魂が「神聖な接吻」を受けなければ、つまり
自分が出てきた質料＝霊との再統合がなかったなら、至
福の住み処に達することはできません。あらゆる魂は二
元であり、そして魂そのものは女性原理ですが、霊は男
性原理です。霊から絶縁されるほど堕落していなければ、
肉体に閉じ込められている間は、人間は三位一体です。

「災いなるかな、聖なる夫［霊］とよりも、この世の肉
体との結びつきを好む魂よ」とヘルメス学派の『鍵の書』
に書いてあります。自我の記憶の不滅のタブレットに記
録されるべきものは、人格魂には何も残らないので、本
当に災いなのです。

【問】　たとえ、神が人間に人格魂を吹き込まれないとして
も、それが神と同じ質料であると、あなた自身は言われ
ますが、それならどうしてその魂は不死になれないので
しょうか？

【答】　その質料だけでなく、物質のあらゆる原子もどん
な小さな単位も、その本質は不滅ですが、その個別的意
識は不滅ではありません。不死とは途切れることのない
意識でしかなく、人格意識は人格我自体よりも長続きす
ることはできないでしょう。すでに述べたように、人格
意識はデヴァチャンの間だけ生き延びるのであって、そ
のあとはまず個性の意識に吸収され、次に普遍意識に吸
収されます。どうしてユダヤの聖書をそんなにひどくご
ちゃ混ぜにしてしまったのか、あなた方の神学者達に聞
いてみたほうがよいでしょう。旧約聖書の最初の五書、
特に『創世記』の作者達は、神がアダムに吹き込んだネ
フェシュを不死の魂とは決して考えなかったというよい
証拠が見つかるかどうか、聖書を読んでごらんなさい。

「神は……すべての生き物（ネフェシュ）を創造して」（『創
世紀』一章二一節）のネフェシュは動物のことで、同書
二章七節には「そこで人は生きた者（ネフェシュ）と魂
となった」とあり、ここではネフェシュという言葉は、
不死の人間と死すべき獣に差別なく用いられています。

「あなた方の命、ネフェシムの血を流すものには、わた
しは必ず報復する。いかなる獣にも報復する。兄弟であ
る人にも、わたしは人の命のために、報復するであろう」

（同書九章五節）、「逃れてネフェシュを救え」（「逃れて
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自分の命を救いなさい」と訳されている同書一九章一七
節）、英語版に「彼の命を取ってはならない」（同書三七
章二一節）となっているところは、ヘブライ語のテキス
トには「彼のネフェシュを殺してはならない」となって
います。「人を打ち殺した者は必ず殺されなければなら
ない」はヘブライ語では文字通り、「人のネフェシュを
殺す」となっています（『レビ記』二四章一七節）。また
一八節には次のように書いてあります。「獣（ネフェシュ）
を殺した者は獣をもって、その獣を償わなければならな
い」。しかし、原書には、「ネフェシュもてネフェシュを
償うべし」となっています。不死のものをどうして人間
が殺すことができましょうか？　これでサドカイ人達が
魂の不死性をなぜ否定するかが分かりますし、また、と
にかくモーセ教の秘伝を受けてないユダヤ人達は魂の存
続を全く信じていないことのもう一つの証拠となりま
す。

永遠の賞罰と涅槃について

【問】　天国と地獄のキリスト教の教義、すなわち正統派の
教えている未来の賞罰をあなたが信じていらっしゃるか
どうか、うかがう必要はないと思いますが？

【答】　あなた方の問答書に書いてあるようなことは、私達
は全く否認します。とりわけ、その賞罰が永遠に続くと
いうことは受け入れません。しかし、私達は「応報の法
則」、すなわちカルマとその働きを支配する絶対的な正
義と智慧を固く信じています。ですから、永久の賞と永
久の罰という残酷で非哲学的な信仰は断固として拒絶し
ます。私達はホラティウスというローマの詩人と一緒に
次のように言います。

　私達の怒りを抑える規律を定め、
　釣り合った苦痛で過ちを罰しよう。
　犯した過ちが一鞭の罰でよい時に、
　その人の皮を剥いではならない。

　　これはすべての人々に当てはまる規則で、公平なもの
です。あなた方が智慧と愛と慈悲の権化と言われる神様
は、人間よりも智慧や愛や慈悲の属性が少ないというこ

とがあるでしょうか？
【問】　この教義を拒否される別の理由がおありですか？
【答】　私達が反対する主な理由は輪廻の事実にあります。

すでに述べたように、赤ん坊が生まれるごとにその魂が
作られるという考えには反対します。人間はすべて、他
の自我と同時代に生まれた自我の持ち主であり、その媒
体であると私達は信じています。なぜならば、すべての
自我は同じ本質で構成され、すなわち本質的には同じで、
唯一の普遍的な無限の自我からの最初の発散だからで
す。プラトンは普遍的な自我をロゴス（すなわち第二顕
現神）と言い、私達は顕現した神聖な原理であると言っ
ています。これは宇宙のマインド、または魂と同じで、
非常に多くの有神論者が信じている、人間の姿をした、
宇宙外の人格神ではありません。どうぞ、混同しないで
下さい。

【問】　しかし、顕現した原理を一たん受け入れるなら、あ
らゆる魂は以前、そのようにして創造されたのですから、
新しい人間の魂もみなその原理によって創造されると信
じても差し支えないでしょう？

【答】　差し支えがあります。非人格的なものは、好きなよ
うに創造したり、計画を立てたり、考えたりすることは
できないからです。宇宙法則は新しい周期の始めごとに、
それ自体のエッセンスを放射し、顕現させるという周期
的に顕現するものとして不変なので、人間を創造して、
何年か後には創造したことを後悔する（『創世記』六章
五節）ということは考えられません。もし、私達が神聖
な原理を少しでも信じるとすれば、それが絶対的な愛、
智慧、公平であると共に、絶対的な調和、論理、正義の
原理でなければなりません。短い一生のために一切の魂
を創造して、その魂が裕福で幸せな人の体の中で生きよ
うと、またはひどい運命に会うようなことは何もしてい
ないのに、生まれてから死ぬまで、貧しく、苦しく、み
じめで、不運な人の体の中で生きようと、お構いなしの
神は、神というよりもむしろ、無情な悪魔です（後の「自
我の賞罰について」参照）。モーセの聖書の（秘教的な
意味の）信者であるユダヤの哲学者達でさえ、決してそ
んな考えをもっていませんでしたし、彼等はそれだけで
なく、私達のように輪廻を信じていました。

【問】　その証拠の例をあげることができますか？
【答】　もちろん、できます。フィロン・ユダエオスは、『睡

眠について』に「空中は魂でいっぱいである。地球にい
ちばん近い魂達は死すべき体に結びつこうとして降りて
来て、別の体の中で生きることを望んで、この世の体に



『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。

戻る」と言っています。また『ゾハール』という本には、
魂は次のように神に自由を嘆願します。「宇宙の主よ！　
この世界で幸せです。別の世界には行きたくありません。
別の世界では私は女奴隷で、多くの汚れにさらされるで
しょう」（『ゾハール』二巻 96a）。そして運命の必然性
の教え、永遠不変の法則が神の答えの中に断言されてい
ます。

　「おのが意志に反して汝は胎児となり、おのが意志に反
して汝は生まれる」（『ミシュナー・ピルケ・アボス』四
巻二九章）。対照物として引き立て役になる闇がなけれ
ば、光は分かりません。また善も、その計り知れぬほど
貴い性質を示す悪がなければ、善ではあり得ません。同
様に、人間の徳性も誘惑の厳しい試練を経なければ、メ
リットはありません。隠れた神以外には永遠で不変なも
のはありません。有限なものは初めがあったので、また
終わりがなければならないし、いずれにしても変化しな
いままでいることはできません。有限なものは進歩する
か、退歩するか、いずれかです。そして不死性を与える
その霊との再統合を渇望する魂は、至福と永遠の休息の

唯一の場へと進み、周期的な輪廻を経て、自らを浄化せ
ねばなりません。その場を『ゾハール』は「愛の宮殿」
と言い、ヒンズー教では「モークシャ（解脱）」と言い、
グノーシス派は「永遠の光のプレローマ」と言い、仏教
では「涅槃」と言っています。このような状態はすべて
一時的であって、永久不変ではありません。

【問】　ですが、今、おっしゃった『ゾハール』の引用文に
は輪廻については何も言われていません。

【答】　自分がいる所にとどまることを許されるように願
う魂は、以前から存在していたに違いなく、その時に作
られたものではありません。しかし『ゾハール』（三巻
61C）には、もっとよい証拠があります。輪廻する自我、
すなわちすぐ前の生の人格我が全く消滅しなければなら
ない理性的魂について次のように言っています。「聖な
る者――み名の祝福されんことを――から天で離れてし
まったあらゆる魂は、生み出された時に深淵に身を投げ、
再びこの世に降りて来る時を予期しています」。「聖なる
者」とはこの場合、秘教的にアートマン、またはアート
マン・ブッディのことです。

『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。



真の科学について、すなわち既知の自然界の秘められた
面について教えるようにあなたは私たちに依頼している。
依頼することが簡単であるように、真の科学を教えること
も容易であると考えているらしい。私たちの科学のイロハ
でさえも、あなた方西洋人の一般的な科学的方法で学んだ
人に伝えることがどんなに大変な困難を伴っているかあな
たは少しも理解していないようである。一つの科学に通じ
れば通じるほど、片方を直感的に把握することができなく
なる。人の考えはいつも同じ轍（わだち）を踏むからである。
古い轍を埋めて新しいものを作る勇気がない限り、従来の
轍にはまるであろう。二、三の例を挙げさせてください。

　　精密科学に従えば、あなたは宇宙的エネルギーが１
つしかないと断言し、もし同量のものなら、行く手を遮る
薮を押し分ける旅行家に費やされるエネルギーと、振り
子を動かすために科学的実験者に費やされるエネルギーと
は、相違が少しもないと主張するであろう。一方、私たち
は大きな相違があることを知っている。前者はいたずらに
力を四散させて浪費し、後者はそれを集中させ蓄積するの
である。誤解しないでください。エネルギーの使い方の比
較的有用性についての話と思われるかもしれないが、それ
は間違いである。前者は物理的な力を投げ出すとき、精神
的原動力というより高い潜在力へとそのエネルギーを少し
も昇華させないが、後者にはまさにそのような精神的変質
が行われる。この話を「形而上学的」なものと考えないで
ください。科学に励む頭脳の最高の思考作用の結果として
精神的エネルギーの昇華した形が生じて進化する、という
概念をあなたに伝えたいと思う。そのエネルギーは宇宙的
作用において無際限の結果を生み出すことができる。一方、
自動的に働く頭脳は限られた量の物理的な力しか持たず、
その蓄えには限界があり、個人と人類にどんな利益も与え
ない。

『アグニ・ヨーガ』１４１。真の協力では、同胞一人一
人は自分のために最良の可能性が選ばれているということ
を知っておかなければならない。どんな困難に直面しても
この知識によって支えられるであろう。それは共同体の義
務であり約束である。

　　いつ自分は事に取り掛かり、いつ事を成し遂げるか
とは、一人の人間は知ることができるだろうか。肉体の中
にいる間、自分自身のことを知ることはできない。意識の
一筋は、いくつもの生涯の間中に織り上げられているので、
蓮の花の開くべき時間を決めることを忠実な同胞たちに任
せるべきである。同胞たちこそ、どんな合目的性が必要で
あるかを決めることができる。この決意において、そして
信頼の深みにおいて、カルマに対する一つの勝利がある。

訳注：「どんな合目的性が必要であるか」は、どんな目
的に合わせて進歩を調整するかということである。

「秘教部門の教え III：　原理 (principles) と局面 (aspects)
について」

純粋に秘教的な線に進んで、形而上学と哲学の観点から
言えば、一つの完全な者として人間は４つの基本原理と、
地球上にその４原理によって作られた３つの局面とから
なっている。［これまで神智学として公開された］準秘教
的な教えでは、一般大衆に分かりやすくするためにこの４
つ組と３つ組が合わせて「７つの本質」(Seven Principles)
と呼ばれてきた。

永遠なる基本原理

１）アトマーン。これはジーヴァと「唯一の生命（the 
One Life）とも言われる。これはモナドの３つ組を浸透す
る。（３つの中に１つがあり、１つの中に３つがある。）

チャクラについて

編：ジェフ・クラーク
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２）オーラの鞘（さや）。人間を囲むオーラの基礎は、
あまねく行き渡る根源的で純粋なアーカーシャであり、す
なわちありとあらゆるものの不変の根源であるジーヴァの
果てしない広がりを包む最初の膜である。

３）ブッディ。これは普遍的な霊的魂（アラヤ）の光線
である。

４）マナス、すなわち高等な自我。これはマハットから
生じる。これはプラダーナから生まれ放射する最初のもの
である。［根源的質料として］プラダーナはすべてのグナ（属
性）を潜在的に含む。宇宙的知性であるマハットの名前は

「大いなる原理」を意味する。（注１）

注１。輪廻転生する原理である私たちの自我が、『シー
クレット・ドクトリン』でマーナサプトラすなわち「マナ
スの息子」（またはマハットの息子）、言い換えれば知性と
智慧の息子と呼ばれることを忘れないでください。

基本原理によって作られた永続せぬ局面

１）プラーナ。これは生命の息であり、［ヘブライ語の］
ネフェシュと同じである。生き物が亡くなる時、そのプラー
ナは改めてジーヴァと一体となる。（注２）

注２。少なくとも地球上ではプラーナは生命の一形態に
すぎず、内から外へ進み外から内へ戻るという絶え間なく
続く周期的な運動であり、唯一の生命すなわちジーヴァの
吐き出したり吸い込んだりすることである。「唯一の生命」
とは、絶対的な知られざる神と同じことである。プラーナ
はジーヴァという抽象的な生命ではなくて、幻の世の中の
ジーヴァの局面である。『セオソフィスト』誌１８８８年
５月号４７８頁で、プラーナは「地上界の粗大な物質より
も一段上のものであり、すなわちそれと比べて少しだけ霊
妙なものである」と言われている。

２）リンガ・シャリーラ、すなわちアストラル形体。こ
れはオーリック・エッグから発散する一時的なものである。
この形体は生きている肉体の形成よりも早く生じ、死後に
その体にしがみつく。（骨格を除いて）肉体の最後の原子
が消えるときにのみ、リンガ・シャリーラは消散する。

３）低級マナス、すなわち動物魂。これはブッディ・マ
ナスの反映または影であり、ブッディとマナスの両方の潜
在的力を持っているが、カーマ的な要素に結びつきそれに

負けることが多い。

人間とは２つの局面の組み合わせの結果である。肉体的
にはアストラル形体から生じ、心理・生理学的にはカーマ・
マナスから生じるので、人間は「局面」としてさえ考えら
れず、幻と見なされる。

その性質と様々な機能を理解するために、オーリク・エッ
グを深く研究する必要がある。「黄金の胎」または「黄金
の卵」を意味するヒランヤガルバには、７つの普遍的な力
の集団的な象徴であるブラフマー（梵天）が含まれている
ように、オーリク・エッグは聖なる人間と肉体的人間の含
み、その両方と関係がある。上記の通り、そのエッセンス
においてオーリク・エッグは永遠であるが、その絶え間の
ない相関関係において一種の永久機関であり、自我がこの
地上に転生して進歩する間は働き続ける。
『シークレット・ドクトリン』で伝えられている通り、

第３根本人種の末期に人類の中に化身した自我たち、すな
わちクマーラたちは、本来この地球及びこの段階の世界の
人間自我ではないが、［単なる］動物であった人間に魂を
吹き込むことにより人間に高等な知性を与える瞬間から、
人間自我になってしまう。クマーラたちは「息」または「本
質」であり、それが「人間の魂」「マナス」「知性」と呼ば
れる。教えに曰く、「各自は光の柱」である。その乗り物
を選択したので、柱は広がり、人間という動物をアーカー
シャのオーラで取り囲んだ。そうしながら、聖なる（マナ
ス的な）本質はその人間の形体の中に住み着いた。

古代の智慧はまた教える：クマーラたちの最初の化身か
ら、自分たちのチャーヤー（影）から人間を作っていた

「月の先祖たち（Lunar Pitri）がこのオーラの本質（auric 
essence）によって吸収される。そして、自我それぞれの
化身の連続に出てくる人格我（Personality）のためにはっ
きりしたアストラル形体が作られるようになる。

従って、人間の全ての考えと言葉と行いを反映するオー
リク・エッグは：
（a）カルマの全ての記録を保存するものである。
（b）それが良かろうと悪しかろうと、人間の中のあらゆ

る能力の倉庫である。人の意志に従って、いや人のささや
かな思いにも応じて、その倉庫の中の潜在力は間も無く実
際に働く力となる。オーラという鏡で敏感な人や透視能力
者は、見せかけではなくてありのままの人を見たり感じた
りする。
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（c）人間に諸々の体を与える。オーリク・エッグが人
に与えるアストラル形体は肉体の原型である。アストラル
形体は人体と共に成長し、最初は胎児、後は子供と大人の
原型となる。［オカルト科学に熟練した］アデプトの場合、
化身している間、マーヤーヴィ・ルパという幻影体を与え
る。（これは生命の宿るアストラル体ではない。）死後、デ
ヴァチャン的存在（Devachanic Entity）といわば「お化け」
となるカーマ・ルーパすなわち欲望体を与える。

デヴァチャン的存在の場合、自我は終わったばかりの肉
体化身の「私」として至福の状態に入ることができるため
に、今や化身しなくなった人格我の思想や熱望や思考の中
の精神的な要素を（比喩的に言えば）まとわなければなら
ない。さもなければ、至福と報酬を受ける者はなんであろ
う？　決して神聖な個性である無人格の自我であるはずが

ない。むしろ、オーラの質料に印象付けられた故人の善い
カルマの記録は、亡くなった人格の精神的な要素からちょ
うどいい量だけを人間魂に備え、体から別れたのに自分が
まだその体であるとその魂に感じさせることにより、多か
れ少なかれ長い「精神的妊娠期（spiritual gestation）」の
間中に肉体化身の一生の［熱望の］結果を受けることがで
きるようにする。なぜなら、デヴァチャンは理想的な母体
の中の精神的妊娠期、その期間の終わりに自我は結果の世
界に新たに生まれる。理想的で主観的なデヴァチャンでの
誕生は、次の地上界の誕生を先立てる。地上界すなわち原
因の世界に転生することは、悪いカルマによって定められ
る。（脚注。ここで結果の世界はデヴァチャンであり、原
因の世界は地上界である。）……

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