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ていっちゃうんですよね。初心者向けにもっと簡単なクラスができないかどうか思案中です。
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　チャクラについての動画を yotube に公開しています。興味のある方はご

覧ください。ジェフさんとの対談形式の勉強会です。一般向けに、分かり

やすいものをと思って撮っているんですが、やっぱりだんだん難しくなっ

今月の



思想は高潔に、生活は簡素に
「思想は高潔に、生活は簡素に（Plain Living and High 
Thinking）」というワーズワースの言葉がある。
それはむしろ、脳が高い思考に従事しているとき、しばし
ば生活上の細

こまごま

々とした事柄に脳が配慮できなくなってしま
うので、高い思考に日常的に従事し続けるためには、生活
をできるだけ簡素にせざるを得なくなってしまう、という
ことなのではないだろうか。
人類が進化して、ますます高い思考に従事する人が増える
これからの新しい時代には、簡素な生活を基調とした制度
やインフラ整備が、ますます重要になってくるに違いない。

白人種の優越性とは
大航海時代以来の白人種の有色人種に対する振舞いを見る
限り、白人種の有色人種に勝っている点があったとすれば、
それはまさしく、その野蛮さと、邪悪さと、貪欲さにおい
てではなかったろうか。

理論と実践
実践とはシンプルなものだが、理論は自ずと複雑化する。
故に、実践を主

しゅ

とせんと欲するならば、理論は常にシンプ
ルなものを選んだほうが良い。

商業主義の終焉と新しい経済の予兆
消費が拡大し続けなければ成り立たない経済システムとい
うのは、地球環境的にも、人間の生き方としても、すでに
限界に達しているというのに、政府もマスコミも一般大衆
でさえ、現在の商業主義の経済システムに対する疑いを微
塵も持っていないように見える。消費が拡大し、景気が良
くなることが、経済の健全化につながると誰もが信じて疑
わないのである。
そうしたなかで、他の世代と比較して、20 代の若者の平
均消費性向が異常に落ち込んでいることの理由について、
誰も明確な説明を与えられないでいる。

それというのも、人間の幸福というのは、消費が拡大し、
景気が良くなることによって実現するのだと、古い世代の
人々が信じて疑っていないからである。
20 代の若者にとって、消費が美徳であるという価値観は、
根本的に色あせたものになっているということに、早く気
づいたほうが良いのではないだろうか。
新しい世代のための経済システムは、すべての人に必要な
ものが充分に行き渡る知足と充足の経済システムでなけれ
ばならない。それこそが、心理的にも、社会的にも、環境
的にも、真の安心と安全と幸福と豊かさを人間にもたらす
経済システムなのであるから。
消費拡大の方策を必死で模索するよりも、そのような新し
い経済システムの構築にこそ、人間は今こそ知恵を絞るべ
きなのではないだろうか。

「頭が良い」とは
「頭が良い」というのは、単に沢山のことを「知っている」
とか「記憶力に優れている」ということなのか？　はたま
た、「考える力がある」ということなのか？　それらすべ
てがそろっていれば、真に「頭が良い」ということなのか？
そのような能力によって得られる知識のことを「アパラ・
ヴィッディヤー」という。

パラ・ヴィッディヤー
繰り返し聞くことや読むこと、そして、それについて繰り
返し考えることの必要な知識というのは、単にそれを「知っ
ている」とか、「記憶している」というのではいみのない
知識である。
そのような性質の知識のことを「パラ・ヴィッディヤー」
という。

サット・チット・アーナンダ
「アーナンダ」はふつう、「至福」とか「歓喜」とかと訳される。
「アーナンダ」を「気づきの連続の状態」とイメージすれば、
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より理解しやすいかもしれない。
永遠なる存在者（サット）である私（アートマー）は常に
気づき（チット）の状態にあるが故に永遠の途切れること
のない歓喜と至福（アーナンダ）の状態にあるということ
である。

変化の時代を生きる
歴史学者の磯田道史氏をして「千年くらいで起こる変化が
ほんの一世代くらいで起こっている」と言わしめるほどの
変化の時代の只中に生きる私たちは、そのことをどれほど
自覚できているだろうか？　私たちは、この変化に、果た
してついていけるのだろうか？

変革の時代
神智学徒ないし秘教徒であることを隠して、その時代の芸
術、文化、教育、ないしは政治や経済や科学の発展に寄与し、
貢献する者こそ、真の神智学徒ないしは秘教徒と言えるの
かもしれない。神智学は顕教的な「宗教」ではないし、本来、
秘められたものであるから。
19 世紀末から 20 世紀前半にかけての歴史を観ても、その
ような真の神智学徒や秘教徒が数多く存在していたことが
わかる。
一方で、神智学を「宗教」のようにとらえて組織化しよう
とするところには、似

え せ

非神智学徒や似非秘教徒がたくさん
集まってきて、実におかしなことになってしまっている。
20 世紀末から 21 世紀前半を生きる今の私たちは、百年前
の変革の時代よりもさらに大きな、すなわち千年から一万
年規模の変革を目の当たりにしようとしている。
そのような変革の時代の只中で、神智学や秘教を標榜する
グループに属する私たちの役割とは何なのか、私たちは何
をしなければならないのか、ということを、もう一度よく
よく考えなおしてみる必要があるのではないだろうか。

ディスカバリー
自分で探さなければ「発見」はない。
つまり、独学しなければ「発見」はない、ということである。

真の幸福を得るための社会
本当に必要なものを手に入れられない人がごまんといる一
方で、四六時中、必要のないものをなんとか数多く買わせ
ようとしたり、必要のないものばかりを山ほど買わせられ
ようとするようなコマーシャリズムの社会において、人間
は真の幸福が得られるはずがあるだろうか？

物質面では基本的に必要なものがすべての人に行き渡り、
精神面では本当に必要なものは何なのかを見極められるよ
うな社会にシフトしないかぎり、人間が真の幸福を得るこ
とは決してないのだということに、もっと多くの人が気づ
かなければならない。

死刑制度のある国
日本人は「悪い奴なら殺してもよい」とふつうに考えてい
る。
死刑制度のある国にふつうに暮らしている私たち日本人
は、外国からはそのように見られているのである。

社会のしくみを変えるには
社会のしくみをつくっているのは政府ではなく私たちの意
識であることに気づかなければならない。
故に、社会のしくみを変えようと思うならば、先ずは私た
ちの意識を変えようとしなければならないのである。

無限（アナンタ）
「無限」ということは、その果てに到達することも、その
果てが認識されることもない、ということである。

神秘主義と正統派の宗教
自分の裡に神を経験したり、神と直接対話したり、自ら神
と合一したりしようとする東洋の哲学ではあたりまえのこ
とを西洋では、「神秘主義（ミスティシズム）」といって正
統派の宗教と区別する。また、一神教の正統派においてそ
れは「異端」とされ、そのようなことにかかわりをもつ者
は火刑に処せられるのがふつうであった。すなわち、彼ら
からすれば、インドのヨーガやヴェーダーンタの哲学など
は、邪悪な宗教の極みということになる。
一神教の正統派の神は、人間から最も遠い「天国」に居て、
祭司の仲介なしには決して人間とかかわりをもたぬ存在と
されているのである。

つながり
人とつながることを選ぶのか、神とつながることを選ぶの
か、どちらが至福につながるのか、よく考えてみたほうが
よい。

つづく
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永遠の賞罰と涅槃について

【問】　著名な東洋学者によれば、涅槃は無に帰すことと同
じ意味ですが、涅槃を天国や極楽と同じように言ってお
られるのは、とてもおかしいです。

【答】　涅槃は人格我と分化した物質に関して、文字通りに、
無に帰すととればよいですが、他のものに関してはそう
ではありません。輪廻および人間の三位一体に関する私
達の考え方は、初期のキリスト教の多くの著述家達にも
支持されていました。多くの誤解は、新訳聖書の翻訳者
と昔の哲学論説で魂と霊を混同してきたことからくるの
です。仏陀やプロティノスやその他多くのイニシエート
達が自分の魂の全面的な消滅を渇望したと今も非難され
ていますが、その理由の一つも魂と霊についてのこの誤
解です。つまり「神に帰入する」とか「普遍魂との再統合」
ということは、近代的な考えによると、無に帰すという
ことになります。もちろん、人格魂は自分のより純粋な
本質と不死の霊とを永久につなぐことができるようにな
るまでには、分解して分子とならなければなりません。
しかし、天国の基礎を作った『使徒行伝』や使徒書簡の
翻訳者達および、つまりダーンマ・チャツカ・パーヴァー
タ・ナースッタ（転法輪経）の近代の解説者達は、キリ
スト教の偉大な使徒パウロの意味も、インドの偉大な改
革者仏陀の言われた意味も、めちゃくちゃにしてしまい
ました。キリスト教の翻訳者達はプシュキコスすなわち

「魂の」という言葉をうやむやにしたので、聖書の読者

達は誰もこの言葉は魂と関係があるとは思いません。こ
のように、魂と霊とが混同されているので、読者達はこ
の問題については曲解されたことしか知り得ません。他
方、仏陀の教えの解説者達は仏教の四種の禅定の意味と
目的を理解していません。「生命と運動を与え、光の性
質をもつ霊を虚無にしてしまうことができますか？」と
ピタゴラス派の哲学者達はたずねます。また、「理性的
能力の一つである記憶力をもつ獣の敏感な霊でさえ、死
んで無となれますか？」とオカルティスト達はたずねま
す。仏教哲学では「無に帰す」とは、どんな形体または
形体の幻で現れようと、質料の分散という意味でしかあ
りません。なぜなら、形体のあるものはみな一時的なも
ので、本当は幻影です。永遠から考えると、最も長い期
間でも一瞬のようなものだからです。形体についても同
じことが言えます。形体を見たことを自覚せぬうちに、
稲光の閃きのように過ぎ去ってしまいます。霊的実在が
物質、すなわち質料と形体のあらゆる分子から永久に離
れ去り、再び霊の息になってしまう時にのみ、永遠不変
の涅槃に入ります。涅槃は生命の周期と同じ長さ、つま
り本当に一つの永遠期の間、続くものです。それから霊
の中に存在するその息は全ですから、無でもあります。
形体として、幻影として、輪廓としてもはや存在してい
ません。その純粋霊は有性そのものとなったからです。
霊のことを魂と言った場合、「魂が宇宙的本質に帰入す
る」という言葉は「結合する」という意味です。それは
決して「無に帰す」という意味ではありません。「無に
帰す」ということは永遠の分離ということだからです。

【問】　でも、言われることを聞いていると、あなたも「無
に帰す」という教義を教える者として非難されるべきだ
と思われます。あなたは今も人間の魂は最初の元素に戻
ると言われました。

【答】　しかし、私が魂という言葉のいろいろな意味の違い
を話し、霊という言葉が今まで漠然と訳されてきたこと
を話したのを、あなたは忘れています。私達は動物魂、

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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人間魂、霊的魂と言いその区別をします。例えば、プラ
トンは私達がブッディと言っているものを理性的魂と言
い、それに霊的という形容詞をつけています。しかし、
私達が輪廻する自我、すなわちマナスと言っているもの
を彼は霊またはヌースと言っています。私達は独立して
いては何の条件もない「霊」という言葉をアートマンに
だけ用いています。ピタゴラスは自我、すなわちヌース
は神と共に永遠であると言い、魂だけが神聖で優れた状
態に達するために様々な段階を経験するが、テュモスは
地に戻り、低級マナスであるプレーンさえも除去される
と言って、私達の昔からの教義を繰り返します。プラト
ンはまた、魂（ブッディ）を「自らを動かすことのでき
る運動」と定義しています。彼は「魂はすべてのものの
中でいちばん古いもので、運動の始まりである」と『法
律』の一〇巻でつけ加えています。このように、プラト
ンはアートマン・ブッディを魂と言い、マナスを霊と言っ
ていますが、私達はそうは言いません。

　魂は物体よりも先にあったものであるが、物体のほうは
第二番目のもの、より後のものであり、従って、魂が支
配し、物体は支配されるのが自然の理にかなっている。
……

動いているものにはすべて魂が宿っていて、これを統轄し
ているのだとすると、魂は天をも統轄していると言わざ
るを得ない。……

では、魂は、天や地や海にあるものすべてを、自分自身の
もつ運動によって導いているのです。つまり、それらの
運動には、意欲、考察、配慮、計画、正しい判断や間違っ
た判断、悦びや苦しみ、大胆や恐れ、憎しみや愛という
名前がつけられているのですが、そういった運動やまた
これらと同類のものか、あるいは第一次的な運動である
ものすべてによって、魂は万物を導いているわけです。
……魂は、これらの運動変化をすべて用いるので　　す
が、なおその上に、「知性」の助けをも得るなら、万物
を正しくまた幸福に導くことになるし、他方、無知を仲　
間にした場合は、万物をそれとは反対の状態にしてしま
う。（岩波書店刊『法律』一〇巻八九六～八九七Ｂ）

　プラトンの文章には仏教の経典にあるように、否定語で
描かれたものが本質的実在として扱われています。「無
に帰すこと」は同じ解釈となります。積極的な状態は本
質的なものではあるが、現象というものではありません。
仏教的に言うと、霊が涅槃に入ると、客観的な存在でな

くなり、主観的なものとして持続します。客観的なマイ
ンドには、これは絶対「無」になって行くことです。主
観的なマインドには、「無物」すなわち感覚に示される
ものは何もないという状態です。ですから仏教の涅槃と
は、魂ではなく霊における個人的不死という意味です。
というのは、魂は「すべてのものの中でいちばん古いも
の」であり、質料が無限であるとは言え、やはり、他の
すべての神々と同じく、形体や個性をもつものとして有
限な発散です。

【問】　まだよく分かりません。何か例をあげて説明して下
さい。

【答】　もちろん、これはたいへん難しいことで、特にキリ
スト教会の伝統的な考えの中で育った人にとっては理解
しにくいでしょう。その上、もう一つお話ししなければ
なりません。人間のあらゆる本質の機能とその本質の死
後のあらゆる状態をよく研究しなければ、私達の東洋哲
学を理解することは難しいでしょう。

人間の様々な本質について

【問】　あなたの言われる「内なる人間」の構造について、
いろいろと聞きましたが、私にはさっぱり分かりません。

【答】　もちろん、これはとても難しく、あなたが言われる
ように、私達が「本質」と言っている本当の自我の様々
な面を正しく理解し、区別しようとすると困難でしょう。
様々な東洋思想の学派によるこれら本質の数え方がたい
へん違うので、一層難しいのです。しかし、その底には
同じ根本的な教えがあります。

【問】　例えば、ヴェーダーンタ派のことですか？　ヴェー
ダーンタ派はあなた方の七本質を五つに分けているので
はありませんか？

【答】　そうです。私はそのことを博学なヴェーダーンタ
学者と議論しようとは思いませんが、彼等は明らかな理
由があってそのような分け方を用いるのだろうと、私個
人は思っています。ヴェーダーンタ派にとっては、人間
というものはいくつかの精神的な要素からなった霊的複
合体にすぎず、その見解では肉体はとるに足らぬ幻影で
しかありません。このような分け方をする哲学はヴェー
ダーンタだけではありません。老子は『道徳経』に五つ
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の本質しかあげていません。老子はヴェーダーンタのよ
うに二つの本質、すなわち霊（アートマン）と肉体とを
省き、しかも、肉体のことを死骸と言っています。それ
からターラカ・ラージャ・ヨーガ派があります。この教
えには三つの本質しかありません。しかし実際には、彼
等のいう目覚めた意識状態のストゥラ・ウパーディ、す
なわち肉体、夢を見ている状態のスークシュマ・ウパー
ディ、つまりスヴァプナという睡眠の状態の肉体、それ
に一つの化身から他の化身に移って行くカーラナ・ウ
パーディ、すなわちコーザル体にすべて二つの面がある
ので、全部で六つとなります。これに人間の中の不死の
要素であるアートマン、すなわち非人格的で神聖な原理
を加えると、同じように七つになります（もっと明白な
説明は『シークレット・ドクトリン』（邦訳）宇宙発生
論《上》の三九八頁参照）。様々な哲学派の人達は自分
達の分類法を支持すればよいし、私達は私達の分類法を
支持します。

【問】　ターラカ・ラージャ・ヨーガの分類法は神秘的キリ
スト教が肉体、魂、霊に分けるのとほとんど同じだと思
いますが？

【答】　全く同じです。私達は肉体を生気のある複体の媒体
と容易に考えることができ、複体を生気すなわちプラー
ナの媒体と考え、カーマ・ルーパすなわち動物魂を高級
マインドと低級マインドの媒体とし、これで六本質とし
て、それに唯一不死の霊を全体の上に加えることができ
ます。オカルティズムでは、私達の意識状態に質的な変
化が起こるごとに、人間に新しい面が加わります。もし
その新しい面が持続し、生きて活動している自我の一部
になると、その特別の状態の人間と、他の状態の同じ人
間とを区別する特別な名称をつけねばなりませんし、現
につけています。

【問】　理解できないのはそこです。
【答】　人間はどんな意識状態で働こうと、自分の知的、霊

的状態に厳密に従って働くという、大体の意味を理解し
さえすれば、かえって非常にやさしいと思います。けれ
ども、今は唯物主義の時代なので、私達が説明すればす
るほど、人々は私達の言うことが理解できないようです。
人間というこの世の存在を三つの主な部分に分けてごら
んなさい。人間を全く動物的な存在にしてしまわない限
り、三つより少なくすることはできません。人間の客観
的な体を取り上げ、次に動物の本能の要素より少ししか
高くない「考える本質」すなわち生命力のある意識的魂、
そして人間を動物よりも計り知れぬほど彼方の高い所に

置くもの、すなわち人間の理性的魂または「霊」を取り
上げなさい。この三つの代表的な実在を取り上げ、その
三グループをオカルトの教えに従って細分すればどうな
りますか？

　まず、絶対者という意味での霊、従って不可分の全、す
なわちアートマンです。これは哲学的には位置を決める
ことも、制限することもできず、ただ永遠の中に存在す
るもので、しかも、質料の宇宙の最も小さい数学的点の
中にさえなくてはならないものであって、本当は人間の
本質と言うべきものではありません。むしろ、せいぜい、
形而上学的な立場から人間モナドとその媒体である人間
が一生ごとに占める空間の点です。その点は人間自身と
同じように想像上のもので、実際は幻影、すなわちマー
ヤーです。けれども、人生という幻覚の間は、他の人格
我にとってと同じように、私達自身にとって自分は現実
です。たとえ誰も私達のことを考えなくても、少なくと
も想像力で私達自身のことを考えなければなりません。
オカルティズムの研究を始めようとし、また、人間の神
秘のイロハを解こうとする人間の知性にもっと分かりや
すくするため、オカルティズムはこの第七本質を第六
本質の総合体と言い、その媒体として霊的魂、すなわち
ブッディをつけているのです。さて、霊的魂は神秘を秘
めています。その神秘は絶対に取り消さぬ誓いを立てた
弟子を除いては、または少なくとも、安心して任せられ
る弟子達以外は決して誰にも教えられません。もちろん、
その神秘を教えることができれば、混乱は少なくなるで
しょう。しかし、これは複体を意識的に、思いのまま投
射する能力と直接関係があり、人間を見えなくする「ギュ
ケスの魔法の指輪」のように、この賜物は一般の人々に、
特にその能力をもっている人自身に災いを招くようにな
るので、その神秘は注意深く守らねばなりません。

　しかし諸本質について話を続けましょう。この神聖な魂
すなわちブッディは霊の媒体です。ブッディと霊は一体
として、非人格的で何ら属性のない（もちろん、この物
質界で）二つの霊的「本質」となります。次に、人間魂
であるマナス、すなわちメンス（ラテン語で精神、心）
に進みますが、人間の知性には控え目に言っても二重性
があるということはみな同意するでしょう。例えば、高
尚な心の持ち主は低級な心の持ち主になることはあり得
ません。極めて知性的で霊的な心の人は、動物的な心の
人とはいかなくても、鈍感で物質的な怠け者とは雲泥の
差があります。

【問】　それなら、なぜ人間を二つの本質、というよりは二
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つの面で表してはいけないのですか？
【答】　人間には誰にもこの二つの本質があり、一方はも

う一方よりも活動的です。または一方が強くて優勢なた
め、他の成長が阻まれ、いわば麻輝してしまっていま
す。この二つは私達がマナスの二つの本質または二つの
面と言っているもの、つまり、高級マナスと低級マナス
です。高級マナスとは霊的魂（ブッディ）に向かって引
かれる、思考力と意識力のある自我です。低級マナスと
は、マナスの本能的本質で人間の中の動物的欲望と情欲
の座であるカーマに引きつけられます。このように、私
達は四つの本質の正当性を証明しました。あとの三つに
関して、一番目は私達が変幻自在魂または可塑性魂とい
うことにした複体で、これは二番目の生命本質の媒体で
す。三番目は肉体です。もちろん、生理学者も生物学者
もこのような本質は認めないでしょうし、その意味を理
解することもできません。彼等の中の誰もが現在、変幻
自在の複体の肉体的媒体である牌臓の機能も、前述の欲
望の座である人間の右側のある器官の機能も理解してい
ないのは、おそらくこのためです。また、少量の砂を含
む角質の内分沁腺と言っている松果腺についても何も知
りません。松果腺は本当に、人間の最高で最も神聖な意
識の座そのものであり、すべてを包含する全知で霊的な
心の座です。以上のことでお分かりのように、私達はこ
れら七つの本質を作り上げたのではないし、哲学の世界
での新しいものでもないことを私達は容易に証明するこ
とができます。

【問】　あなたのお考えでは輪廻するものとは何ですか？
【答】　マナスの座である人間の中の永久本質、すなわち思

考力ある、霊的な自我のことです。個性ある人間または
神聖な人間は、アートマンでもないし、二重のモナドと
考えられているアートマン・ブッディでもなく、マナス
です。なぜなら、アートマンはあまねく行き渡る「全」

であり、その媒体であるブッディと結合した時のみ、人
間の高級我となります。ブッディがアートマンを個性（す
なわち神聖な人間）に結びつけます。アートマンを地球
に住むすべての人格につなぐのはブッディ・マナスで、
それはコーザル体（第五本質と第六本質の結合したもの）
と言われるもので、意識です。従って、魂とは総称的な
言葉であって、人間には魂の三つの面があります。すな
わち、この世のものである動物魂、第二は人間魂、第三
が霊的魂です。厳密に言うと、これらの三魂は、三つの
面のある一つの魂です。魂の第一の面は死後、何も残り
ません。第二の面（ヌースすなわちマナス）はもし汚さ
れぬままであったなら、その神聖なエッセンスだけは残
ります。第三は不死である上、高級マナスを同化するこ
とにより、自らの神聖さを意識するものとなります。し
かし、これを明白にするためには、まず初めに輪廻につ
いてご説明しなければなりません。

【問】　あなたの敵が最も激しく反対するのはその輪廻の教
えなのですから、説明して下さいますか？

【答】　心霊主義者達のことを言っておられるのは分かって
います。『光』誌の中には彼等が骨を折って書いた、ば
かばかしい反対論がたくさん出ています。その中のある
者はたいへん鈍感で悪質なので、どんなことも言うで
しょう。その中の一人は最近、シネット氏の講演から二
つのことを取り上げて反駁し、『光』誌へ手紙の形で厳
しく論議しています。彼は次の二つの言葉に重大な矛盾
があると思っています。つまり、「生まれ変わりが予定
よりも早く起こるのは、カルマ上の複雑な原因があるか
もしれない」と「進化をつかさどる神聖な正義の至高の
働きには偶然ということはない」とは相容れないと言っ
ています。こんなお偉い思想家は、子供の頭の上に落ち
てくる石を人が妨げようとして手を差し伸べれば、重力
の法則に矛盾すると、きっと咎

とが

めることでしょう！

『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。
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神智学の教えでは記憶とは？

【問】　輪廻のような考えに、合理的な証拠をあげて説明す
るのは、あなた方にはいちばん難しいことでしょう。こ
れまで、私の疑念をぐらつかせる確実で根拠のある証拠
を、ただ一つでもあげることのできた神智学徒はいませ
んでした。まず第一に、誰一人として自分が前生で生き
ていたこと、まして、自分が誰であったかを記憶してい
ないという事実は、この輪廻説に反しています。

【答】　あなたの議論は、私達一人ひとりは前生の記憶をな
くしていることに関する、古い反対論と同じだと思いま
す。

　記憶の喪失が私達の理論を無効にすると思いますか？　
そんなことはありません。とにかくそんな反対論は結論
にはなり得ません。

【問】　あなたの説をお聞きしたいと思います。
【答】　私の説は簡単なものです。第一に近世の最高の心理

学者達は「心」の性質を世間に説明することが全くでき
ないこと、第二に彼等は心の可能性ともっと高い精神状
態を全く知らないことを考慮に入れるなら、この反対論
は間接証拠から引き出された推測的な結論に基づいてい
ることを、あなたは認めざるを得ません。ところであな
たのお考えでは「記憶」（memory）とはどんなもので
すか？

【問】　私の考えは一般に考えられている通りです。つまり、
前に考えたこと、したこと、起こったことについての知
識を覚えておき、それを保持する心の能力です。

【答】　その上、一般に認められている記憶の三種類は、そ
れぞれたいへん違うということをあなたの定義につけ
加えて下さい。一般にいう記憶力（memory）には、
記 憶（remembrance）、 想 起（recollection）、 回 想

（reminiscence）があります。これらの違いを考えたこ
とがありますか？　記憶力とは一般的な名称であること
を覚えておいて下さい。

【問】　しかし、それはみな、同義語でしかありません。

第八章

輪廻について

【答】　決してそうではありません。いずれにせよ、哲学的
には違います。記憶力とは考える力をもつもの、動物に
さえもある、生まれながらの能力で、主に客観的なもの
や私達の五官の働きで起こされた考えの連想によって、
過去の印象を再現する能力にしかすぎません。記憶力は
全く私達の肉体の脳の健全で正常な機能によるもので
す。記憶と想起は記憶力の属性であり、補助物です。し
かし、回想は全く違います。近代心理学者は回想を記憶
と想起の中間の何か、すなわち「過去の出来事を思い出
す意識的過程であるが、想起の場合のように特定のもの
を様々な方面から十分に示すのではないもの」と定義し
ています。ロックは「想起」と「記憶」について次のよ
うに言っています。「あるものが外的な感覚に捉えられ
ていなくても、そのものの概念が再び起こる場合、それ
は記憶である。もし心が概念を探し求め、苦痛と努力で
それをもう一度見つけて、見えるようにするなら、想起
である」。しかしロックでさえ回想には明白な定義をし
ていません。なぜなら、回想は私達の肉体的記憶力の能
力や属性ではなく、私達の肉体の脳とは別の直感的知覚
だからです。つまり、私達の霊的自我にいつもある知識
によって呼び起こされる、「異常」と考えられているヴィ
ジョンをすべて含む知覚です。そのヴィジョンには天才
によって暗示された画像から、熱病や狂気のうわ言に至
るまで様々なものがあって、それは科学では私達の空想
の中にしか存在しないものと分類されます。しかし、オ
カルティズムと神智学は回想を全く別の見方で考えてい
ます。私達にとって記憶力は肉体的であり消えやすいも
ので、脳の生理学的状態によるものです。これは記憶術
の教師達の根本的な主張であり、近代の心理学の研究も
この主張を支持します。けれども、私達は回想を魂の記
憶と言っています。理解してもしなくても、自分が以前
に生きていたこと、そして再び生きなければならぬこと
をほとんどすべての人に確信させるのは、この記憶です。
ワーズワースが次のように言っている通りです。

我等の誕生はひと時の眠りと忘却にすぎず、
我等と共に生まるる魂、我等の生命 ( いのち ) の星は
　いづこにか沈みて、
　はるか彼方より来たる。（『霊魂不滅の頌』より）

【問】　この種の記憶力に、つまり、あなた自身の説の通り、
詩や異常な空想にあなた方の教えの基礎があるとすれ
ば、ごくわずかな人にしか納得されないと思います。
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【答】　私は空想だとは思いません。一般に心理学者と科学
者達はこのような回想を幻覚や空想と思っていると言っ
ただけです。もちろん、そんな学者らしい結論を出すの
は勝手ですが。とにかく、このような過去のヴィジョン
や時の回廊の彼方を振り返って垣間見ることは、私達の
通常な日常生活の経験や肉体的記憶力と比べて異常であ
るということを、私達は否定しません。だが、私達はＷ・
ナイト教授の次の言葉に賛成します。「前生で行なった
行為の記憶がないことは、私達が前生で生きてこなかっ
たということの決定的な論証にはなり得ない」。そして
輪廻説を否定する公平な心の持ち主はみな、プラトン哲
学についてのバトラー氏の講演の中で言われていること
に賛成するに違いありません。つまり、「前生を全く途
方もないことと私達が感じるのは、唯物的、または半唯
物的偏見にその原因がある」。その上、オリュンピオド
ロスが言っているように、記憶力は単なる空想で、いち
ばん当てにならないものであるということを私達は主張
します（＊）。アンモニオス・サッカスは、予言または
未来を覗き込むことに全く反対する人間の能力は記憶力
だけであると断言しました。その上、記憶力と心、す
なわち思いとは別のものであることを覚えておきましょ
う。記憶力は記録機械で、たいへん狂いやすい登録機で
すが、思いは永遠に消えないものです。肉眼に見えない
からと言って、あるものや人々の存在を私達は信じない
でしょうか？　ジュリアス＝シーザーに会った過去の人
達の共通の証言は、彼がかつて生きていたということの
十分な保証ではないでしょうか？　なぜ、大衆がもって
いるサイキック感覚を同じような証拠として考慮に入れ
ないのでしょうか？

＊　プラトン著の『パエドン』の注釈で、オリュンピオ
ドロスは次のように言っている。「空想は私達の知的概
念にとって妨げである。従って私達が神の霊感を受け
て興奮している時、もし、空想が入ってくると、その
感動的エネルギーはとまってしまう。なぜなら、感動

（enthusiasm）と恍惚（ecstacy）とは互いに相反するか
らである。魂は空想がなくてもエネルギーを得ることが
できるかどうかと聞かれれば、私達は、普遍的概念を認
識するという魂の能力はエネルギーを得ることができる
ことを証明すると答える。従って、魂は空想とは関係の
ない認識をもっている。しかし同時に、空想はちょうど、
嵐が海を帆走する人の跡を追うように、魂のエネルギー
に随行するものである」

【問】　しかし、そのような区別を大部分の人々が受け入
れるには、あまりにも細かすぎるとお思いになりません
か？

【答】　むしろ、唯物主義者の大部分にはと言うべきでしょ
う。その人達には、私は次のように言いたいと思います。
普通の人生という短い間でも記憶というものは、とても
薄弱で生涯の出来事を全部記録することはできません。
最も重要な出来事でさえも、何か関連した思いによって
目覚めさせられるか、または何か別のつながりによって
呼び起こされないと、私達の記憶の中に眠っていること
が度々です。特にこれは老人に多く、年をとった人達は
いつも思い出す力の弱さに悩んでいます。従って、人間
の肉体的、霊的本質について私達が知っていることを思
い出すなら、私達の記憶力が前生やその前のいくつもの
生涯を記録できなかったことは驚くに足らず、かえって、
もし覚えていたら驚くべきことです。

なぜ過去世を記憶していないのか？

【問】　あなたは七つの本質の概要を教えて下さいました
が、このような本質があるのになぜ前生の記憶を完全に
失くしてしまうのですか？

【答】　簡単なことです。私達が物質的と言っている諸本質
は、別の名称（＊）で呼ばれても、いずれも科学に否定
されてはいません。これらの本質は死後、その構成要素
に分解され、記憶力は脳と共に崩壊しています。消失し
た人格我のこの消失した記憶力は、自我の次の輪廻では
何も覚えていることはできませんし、記録することもで
きません。輪廻すると、この自我は新しい体、新しい脳、
新しい記憶力を得るというわけです。ですからこの新し
い記憶力に、自分が記録していなかった事を覚えている
ように期待するのは、人殺しの着たことのないシャツを
顕微鏡で調べて、彼が着ていたものにだけ見つかるはず
の血痕を探すのと同じように無理なことです。私達が調
べねばならないのは、きれいなシャツではなく、犯罪が
行なわれた時に着ていたものです。もしそのシャツが焼
かれてなくなってしまったら、どうして手に入れること
ができましょう。



9

＊　すなわち、肉体、生気、情欲とその他の動物的本能、
それにすべての人間がもっているアストラル幽体であ
る。アストラル幽体は思いすなわち私達の心の目で知覚
できることも、客観的に、物質体から離れて見えること
もある。これらの諸本質を私達はそれぞれ、ストゥラ・
シャリーラ、プラーナ、カーマ・ルーパ、リンガ・シャ
リラと言っている。

【問】　しかし、犯罪が犯された事や、「きれいなシャツを
着た人間」が前に生きていたことを、あなたはどうして
確かめることができるのですか？

【答】　物質的な過程では確かめられませんし、もう存在し
てない証拠に頼るわけにもいきません。しかし、状況証
拠のようなものがあります。私達の賢明な法律は状況証
拠を認め、実際にそれを信頼しすぎるほどです。輪廻と
過去世の事実の確証を得るには、消えやすい記憶力では
なく、本当の永久自我と自分自身を調和させなければな
りません。

【問】　人々は自分の知らないこと、見たこともないことを
どうして信じることができますか？　まして、そのよう
なものと調和することができましょうか？

【答】　もしも人々が、特に最も博学な人達が重力、エーテ
ル、エネルギー、その他の見たこともない科学の何やか
や、抽象的なことや、「作業仮説」を信じるならば、同
じ道理で、はるかに論理的で重要な「作業仮説」である
人間の永久自我の存在を、なぜ信じられないことがあり
ましょう？

【問】　結局、この神秘的で永遠の本質とは何ですか？　誰
にでも分かるように説明して下さい。

【答】　輪廻する自我は人格我ではなく、個別的で不死の
「私」です。言い換えれば、アートマン・ブッティすな
わちモナドの媒体です。これはデヴァチャンで報われ、
この世で罰せられ、結局、生まれ変わるたびごとの五
蘊
ごうん

という属性の反映だけがそれに所属します（＊）。

＊　仏教では五蘊すなわち五つの属性が教えられている。
つまり、「ルーパ（色、形体、体）すなわち物質的特性、
ヴェーダナー（受） すなわち感覚、サンナー（想）すな
わち抽象的概念、サンカーラ（行）すなわち精神的な傾
向、ヴィンナーナ（識）すなわち知力という五つである。
私達はこれらの五穏より形成されており、存在を意識し、
周囲の世界と通じ合う」

【問】　五蘊とは何ですか？
【答】　今、言った通り、記憶力などの「属性」です。そ

のすべてはかすかな香りだけを残して枯れて行く花のよ
うなものです。この問題に直接触れているＨ・Ｓ・オル
コットの『仏教問答』（＊）からの一節を引用しましょう。
次のようにこの問題を説明しています。「老人は肉体的、
精神的に変わってしまっても、自分の若い頃の出来事を
覚えている。ではなぜ、過去の幾生もの思い出を前生か
ら今生へ持って来られないのだろうか？　そのわけは、
記憶力が五蘊の中に含まれているからである。五蘊は新
しい生まれ変わりごとに変わるので、記憶すなわちその
生涯の記録が出来上がるのである。だが、すべての過去
生の記録や思い出は残存しているに違いない。シッダー
ルタ王子は仏陀となられた時、ご自分の前生を全て次々
と見られたからである。ジャーナ（禅定）状態に達した
人は誰でも、自分の前生を全部回顧して辿ることができ
る」。これは次のことを証明します。すなわち、人格我
の不朽の特性、例えば、愛、美徳、慈善心のようなものは、
不死の自我に結合し、言わば、かつて生きた人の神聖な
面の不変のイメージを自我に写し出します。その人の物
質的五蘊は最も著しいカルマ的結果を生み出すものです
が、これは稲光のように消えやすいもので、新しい人格
我の新しい脳に印象をつけることはできません。印象は
つけられなくても、輪廻する自我の自意識を損なうこと
は決してありません。

＊　神智学協会の創立者で、会長であるＨ・Ｓ・オルコッ
トによる。その内容は南方仏教の法蔵と一致していると、
シュリーパダ寺とガレ地方の高僧であり、コロンボの
ヴィジョーダヤ大学の学長であるスマンガラが確認して
いる。

【問】　魂と自我は同一であるとあなたはおっしゃいます
が、生まれ変わりごとに生き残るのは、「魂の記憶」だ
けで、人格我は何も残さないとおっしゃるのですか？

【答】　少し違います。全くの唯物論者で霊的光線が差し入
る隙間さえない性質の人ならそうですが、そうでない限
り、人格我も何か残すに違いありません。人格我は輪廻
する永久我すなわち霊的自我（＊）に永遠の印象を残す
からです（九章の「死後と出生後の意識について」参照）。
五蘊をもつ人格我は新しい誕生ごとにいつも変わってい
ます。前に述べたように、人格我は一夜のために、俳優（ま
ことの自我　Ego）が演じる役割にしかすぎません。私



達が過去の幾多の生涯の物質界での記憶を保持していな
いのはこのためです。しかし、まことの自我は幾多の生
涯を生き抜き、しかもそれらすべてを知っています。

＊　または人格我に対して霊的我。学徒はこの霊的自我
（Ego）を、アートマンであり、内なる神であり、宇宙霊
と切り離せぬ高級我（Higher Self）と混同してはならない。

【問】　では本当の人間、すなわち霊的人間が自分の新しい
人格である「私」に前生についてのこの知識を印象づけ
ないのはどうしてですか？

【答】　貧しい百姓屋で召し使いの少女達がトランス状態
か夢遊病の状態で、ヘブライ語を話したり、ヴァイオリ
ンを弾くような、正常な状態ではできないことをするこ
とができたのはなぜでしょうか？　今の心理学者ではな
く、古い学派の本当の心理学者はみな、霊的自我は人格
自我が麻痺した時にしか活動できないと言います。人間
の中の霊的「私」は全知で、すべての知識を内に、生ま
れながらにもっています。ですが、人格我は自分の環境
の産物であり、肉体的記憶力の奴隷です。もし、霊的自
我が途切れとぎれでなく、妨害されずに自らを顕現させ
ることができるならば、もうこの世に人間はなくなり、
私達はみな、神になるでしょう。

【問】　それでもやはり例外はあって、前生のことを覚えて
いる人がいるはずです。

【答】　あります。しかし、その人達の言うことを誰が信じ
ますか？　そのように敏感の人達は一般に、幻覚を見る
ヒステリーだの、気のふれた狂信者だの、ペテン師だの
と、近代唯物論者は考えます。唯物論者にはこの問題に
ついての本、特に神智学協会員のＥ・Ｄ・ウォーカーの『輪
廻――忘れられた真理の研究』を読ませ、この有能な著
者がやっかいなこの問題に関係のある様々な証拠を進め
ているのを見てください。魂について人々に話すと、次
のような質問を受けます。「魂とは何ですか？」「あなた
は魂が存在することを証明したことがありますか？」も
ちろん、唯物論者達と議論しても無駄です。しかし、私
は唯物論者にさえ聞いてみたいです。「あなたは赤ん坊
の時、どうだったか、何をしたか覚えていますか？　生
まれてから一年半や二年の間のあなたの生活、思い、行
ないについての思い出が少しはありますか？　生きて

いたということさえ覚えていますか？　覚えていないで
しょう。それならなぜ、同じ道理で、赤ん坊だったこと
を否定しないのですか？」輪廻する自我、つまり個性は
デヴァチャンにいる間は過去の地上生活、すなわち人格
我の経験のエッセンスを保有しているだけで、肉体経験
全体は潜在の状態に入り、要するに、霊的な公式に変わ
るということも言い足しましょう。さらに生まれ変わり
の二生の間の期間が千年から千五百年であり、その間、
肉体意識は働くための器官を持っていないので、全く無
活動であり、従って存在してないということを思い出す
と、純粋に肉体的な記憶の中には、前生を思い出すもの
は何もないという理由が明らかになります。

【問】　あなたは今、霊的自我は全知だと言われました。で
は、あなたの言われるデヴァチャンの間、人間の誇りと
する全知はどこにあるのですか？

【答】　その間それは潜在し、可能性となっています。なぜ
なら、まず第一に、ブッディ・マナスの複合体である霊
的自我は高級我ではありません。高級我は宇宙魂、すな
わち宇宙マインドと一体なので、それだけは全知です。
第二に、デヴァチャンは別れてきたばかりの地上生活の
理想化された連続であり、応報の調整期間であり、人生
で受けた不当な虐待や苦しみに対する償いの期間だから
です。デヴァチャンでは潜在的に全知であるにすぎませ
ん。自我が宇宙マインド・魂に没入する涅槃に入ってい
る時だけは実際に全知です。しかし、ある異常な状態と
体内での生理的変化により、物質の束縛から自我が解放
されると、地上生活の間、再び準全知になります。前記
の夢遊病者達、つまり、ヘブライ語を話す貧しい召し使
いやヴァイオリンを弾く女中などの話はこの適切な例と
なります。この二つのケースについての医学的説明には
真実がないと言うわけではありません。何年か前に、一
方の少女は主人である牧師が大声でヘブライ語を読んで
いるのを聞いたことがありましたし、もう一人の少女は
音楽家がヴァイオリンを弾いているのを農場で聞きまし
た。しかし、宇宙マインドと同じ性質なので全知である
高級我が吹き込まれていなかったなら、二人ともそんな
に完全にすることはできなかったでしょう。ある場合は、
五蘊に高級な本質が作用し活動させますが、またある場
合には、人格我が麻痺し個性が顕現するためです。二つ
の場合を混同しないで下さい。

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



自然界に７つの力、あるいは７つの力の中心が見つかる。
全てのものはその数に反応するようである。例えば、音や
音楽の世界には七重の音階があり、色のスペクトラムも七
つに分かれる。…

インドの思想体系において［７つではなくて］５つのタッ
トヴァだけが教える理由は様々ある。上にその一つは述べ
てある。もう一つの理由は、人類は第五根本人種しか達し
ていないので、（科学には確認できるところ）五感しか持
たず、残りの２つの感覚はまだ人間に潜在しており、その
実在を裏付ける証明は、唯物論者には受け入れない現象的
なものに過ぎないからである。肉体の五感は５つの低い方
のタットヴァに相応すると言われているが、一方、人間に
まだ開発していない２つの感覚とその力すなわちタット
ヴァは、バラモン達に忘れられ、科学にまだ認められてい
ない。その２つは非常に主観的であり、そして高い方が極
めて神聖なものなので、最高のオカルト科学によって、ま
たその科学を通してのみ認めることができる。この２つの
タットヴァと感覚（第六感と第七感）は、アートマンの光
を孕んでいる人間本質の最高のもの、すなわちブッディと
オーラの鞘に相応するということを容易に理解することが
できる。オカルトの修行によって自分の中の第六感と第七
感を開発しなければ、その相応を正しく理解することがで
きないであろう。……

故に、ヒンズー教の思想、サンスクリット語の文献、プ
ラーナ典の哲学などは５つのタットヴァのみについて話し
ているが、オカルティズムは７つのタットヴァの名を述べ、
それが自然界のあらゆる７つ組に相応すると教える。タッ
トヴァの順序は、大宇宙と小宇宙の諸力の順と同じである。
秘教が教える７つのタットヴァは次の通りである。

（１）アーディ・タットヴァは、あまねく行き渡る根源
的な力である。顕現の始め、すなわち創造期が始まる時、
全ての基礎である永遠不変のサットから発するものであ
る。これは各々の天体、人間、動物、物を取り巻くオーラ
の鞘、すなわち「梵天の卵」に相応する。霊と質料、力と
物質などすべてのものを潜在的に包容する媒体である。秘
教の宇宙発生論で顕現せぬ第一ロゴスから発すると言われ
る力は、アーディ・タットヴァである。
（２）アヌパパーダカ・タットヴァ（注）は存在の世界

の最初の分化であり（最初の世界は理念的なものである）、
変形という方法によって自分よりも高いものから生じるも
のである。オカルティストの考えでは、この力は第２ロゴ
スから発する。

注。アヌパパーダカ（パリ語でオパパーティカ）は「親
無し」という意味である。すなわち、父も母もなく、変形
によって自分自身から生じること。例えば、ブラフマー神
はヴィシュヌの臍から伸びる蓮（宇宙の象徴）から出てく
るが、ヴィシュヌは果てしない永遠の空間を象徴し、ブ
ラフマーは宇宙とロゴスのシンボルである。仏教の神話で
ブッダもハスの花から生まれる。
（３）アカーシャー・タットヴァ。顕教的な哲学と宗教

はここから出発する。そこでアカーシャー・タットヴァが
「エーテリック・フォース」「エーテル」として解説される。
従って、「最高位の」の神とされるユピテルが「アイテル
の父親」と呼ばれた。 かつてインドの最高神であったイン
ドラはウラノス等々のように天上のエーテルの広がりを象
徴した。バイブルの神は聖霊と呼ばれたが、そのギリシャ
語のプネウマは希薄にされた風または空気である。オカル
ティストは第３ロゴスから発するこの力を、すでに顕現し
た宇宙の中の想像力と呼ぶ。
（４）ヴァーユ・タットヴァ（空気の力）は、質料が気

体として存在する空気の段階である。
（５）タイジャサ・タットヴァ（「光り輝く」という意味

のテージャスから由来する）は、私たちの大気の段階であ

チャクラについて②

編：ジェフ・クラーク
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る。
（６）アーパス・タットヴァは水のような液体の質料と

力である。
（７）プリティヴィー・タットヴァは、この世の個体的

質料であり、地上界の最も低い段階の精神または力である。
これらのタットヴァはすべて人間の本質および人間の中

の７つの感覚能力と力に相応する。私たちの中に発生させ
られた、または引き起こされたタットヴァ（力）に従って、
私たちの体は行動する。

これから私が述べることは特に、「ヨーガの坐法」によっ
て心霊能力を開発したいと思う会員達のために言われてい
る。すでに言っていることからわかるように、ラージャ・
ヨーガで進歩することが目的であれば、公開された残存の
作品は少しも役に立たないのである。いい場合は、ハタ・
ヨーガのヒントを与えるかもしないが、ハタ・ヨーガはせ
いぜい霊媒性質を起こすことしかできなく、結核にかかる
原因となる危険性もある。いわゆる「瞑想」をして、「呼
吸の科学」を身につけようとする方々は『自然界の精妙な
諸力（Nature’s Finer Forces）』を注意深く読んでみたら、
この危険な知識は５つのタットヴァによってのみ体得され
るということがわかる。というのも、顕教的なヨーガ哲学
とハタ・ヨーガの実践において、アーカーシャ・タットヴァ
が人間の肉体の頭脳に結びつかれ、テージャス・タットヴァ
が肩に、ヴァーユ・タットヴァが（宇宙と人間をいわば創
造するすべての男根神の座である）臍に、アーパス・タッ
トヴァが膝に、プリティヴィー・タットヴァが足に結び付
けられるからである。このようにして、より高い２つのタッ
トヴァとそれに相応することが無視され締め出されてい
る。しかし、その２つのタットヴァがラージャ・ヨーガの
主な原因なので、それが無視されるなら、最高の性質の霊
的・知的な現象はどれも行われない。心理学的・生理学的
な性質だけが開発されるので、物理的な現象以上のものは
得られない。……

湿気を伴う息、火を伴う息、風を伴う息などという５つ
の呼吸の知識には、二重の意味と二重の応用がある。タン
トラ派はそれを文字通りに受け入れ、生命に必要な肺の
呼吸を整えることとして解釈する。しかし、古代のラー
ジャ・ヨーガ派の解釈によれば、それは心と意志の呼吸を
示し、それによってのみ最高の神通力、第三の目の機能、
ラージャ・ヨーガの真の霊能力を獲得することができる。
この２つの道の相違は巨大なものである。上に説明したよ
うに前者は５つの低い方のタットヴァだけを使う。後者は

最初のところ、精神と意志の発達のために最高の３つだけ
を使い、その３つを完全に我が物にしてから他の４つを使
い始める。つまり、タントラ派が使っている５つの中に一
つ（アーカーシャ・タットヴァ）しか使わない。『自然界
の精妙な諸力』で明快に言われているように、「諸タット
ヴァはスヴァラの変更である。」スヴァラは全ての音の根
源であり、ピタゴラス派が言っている「天球の音楽」の基
礎である。現代の意味の「霊（spirit）」でいえば、スヴァ
ラは霊の中の霊である。正しい翻訳で表現されているよう
に、それは「生命の波の流れ」であり、唯一の生命の発散
である。『シークレット・ドクトリン』上巻に出てくる「大
いなる息」はアートマンである。その語源は「永久運動」
を意味する。私たち［オカルティスト］の学派に属する禁
欲主義の弟子は、自分の精神的な発達のために宇宙の進化
過程を綿密に研究し、すなわち一般概念から個々の事実へ
と進んでいくが、ハタ・ヨーギはそれをひっくり返して自
分の（生命の）息を抑えるために瞑想に座る。もしインド
の哲学が教えるように宇宙の進化の初めに「スヴァラは自
らをアーカーシャという形態に投げ込んだ」のだとすれば、
そしてその後ヴァーユ（空気）、アグニ（火）、アーパス（水）、
プリティヴィー（固体の物質）になったなら、感覚を超え
たより高いタットヴァから始まるのは道理である。質料の
世界ではラージャ・ヨーギはスクシュマ（精妙な物質）よ
り低い段階に降りてこないが、ハタ・ヨーギは物質界にだ
け自分の能力を育て使用する。これを証明する一つの例を
あげよう。タントラ派は３つのナーディ（スシュムナ、イ
ダー、ピンガラー）が脊髄にあると言い、その中心の線は
スシュムナであり、右半と左半はそれぞれイダーとピンガ
ラであるとし、同じ区分を心臓にも当てはめる。一方、現
代のインドのヨーギたちとあまり関係していない古代イン
ドのラージャ・ヨーギたちのトランスヒマラヤの学派によ
れば、３つのナーディの首座であるスシュムナを脊髄の中
の管に置き、イダーとピンガラをその左側と右側に置く。
スシュムナはブラフマダンダである。脊髄に管は２つある
が、現代の生理学は脾臓と松果腺の機能をよく理解してい
ないように、スシュムナの管について知らない。イダーと
ピンガラは、人間性のファの嬰と変にすぎない。第四の音
としてファは諸本質の七重の調和において主音であり音階
の真ん中の調性である。ファが正しく鳴らされると、それ
は両側の歩哨を呼び起こし、すなわち精神的なマナスと肉
体的なカーマを起こし、より高いものでより低いものを克
服する。しかしこの結果は、呼吸法の科学や実践によって
ではなく、意志の力を働かせることによって得なければな

12



らないのである。脊髄の横断面を見たら、影の部分は管を
横切ることに気がつくであろう。管の一側は意志の命令を
伝え、片側は、足など下半身を活気づけるプラーナではな
くて、三昧などの状態の間中にジーヴァの命の流れを送る。

ハタ・ヨーガとラージャ・ヨーガの両方の体系を勉強す
れば、透徹もない相違があることが分かるであろう。前者
は完全に心理学的・生理学的なものであり、後者は純粋に
心理学的・霊的（psycho-spiritual）なものである。タン
トラ派の人たちは目に見える、よく知られている６つの神
経叢よりも高いものに触れないようであり、その主要なも
のであるムーラダーラ・チャクラ（仙骨神経叢）を非常に
重要視するということで分かるように、彼らの努力は霊能
力の獲得を狙う物質的で利己的な傾向がある。彼らの「５
つの息」と「５つのタットヴァ」は、主に前立腺神経叢、
上腹部神経叢、心臓神経叢、及び喉頭神経叢に関心がある。
アグネーヤの神経叢をほとんど無視するばかりか、総合力
のある咽頭神経叢について全く知らないのである。しかし、
もっと古い派に従う私たちの場合は違う。私たちは、咽頭
の中にあり脳の直下にある器官、すなわち西洋の解剖学者
が脳下垂体と呼ぶ器官を服従させることから始める。客観
的に存在する頭蓋の様々な器官は主観的なタットヴァ原理
に相応するが、脳下垂体と第三の眼（松果腺）の関係はマ
ナスとブッディの関係に相応する。第三の眼を目覚めさせ
て機能を起こすことは、血管が発達しているあのつまらな
い、ちっぽけな脳下垂体の役割であるが、この場合も生理
学はその器官について何も知らない。一つの器官は意志を
活気づけるものであり、片方は透視力を呼び起こすのであ
る。

秘教部門の学徒の中で、医師と生理学者などは他の方よ
りも以下の解説をよく理解できるであろう。……この２つ
の重要な器官について権威者の書物から次のことしか集め
ることができない。
（１）「コナリウム」とも言われる松果腺は、約６～８ミ

リの長さと２ミリの幅の楕円形の濃い赤灰色の器官であ
り、第三脳室の尾側に繋がっている。基部でそれを付着す
る２つの細い膸帯は、分岐して視床（すなわち後大脳の神
経節）へと延びる。いちばん優れた生理学者たちによれば、
それらの神経節は身体の末梢部分から来る最も微妙な感覚
刺激を受けて濃縮するものである。（オカルティズムによ
ると、より高い宇宙の諸世界につながる接触点であるオー
リック・エッグの外縁からその刺激が来る。）生理学研究
者はさらに言う、「視床の２つの帯は曲がり、互いに寄り
合い、中線で一体となり、結局、松果腺の２つの脳脚にな

る。」
（２）Hypophysis Cerebri とも言われる脳下垂体は約

１３ミリの幅、６ミリの長さ、６ミリの高さの硬い器官で
ある。豆のような形をする前部は、より丸い形をする後部
と一体となっている。研究者によると、その構成部分は松
果腺のとほぼ同じものだが、脳下垂体と松果腺を繋げるも
のは何もない。オカルティストはこの主張に同意すること
ができない。解剖学上、純粋に物質的な繋がりがあること
を知っているからである。解剖する人たちは死体を扱って
いる。彼らも認めるように、身体の様々な組織と器官の中
で脳はいちばん早く変質する。実は、死後２、３分のうち
に分解が始まる。脳の全体を拡張させ、頭蓋腔を満たし、
全ての器官を活気付けた脈打つ生命が消えたら、脳組織は
縮み、ペーストのような状態になるので、かつて開いてい
た通路は閉じてしまう。しかし、縮む時に組織が収縮して
諸部分が混ざり合ってしまうからと言って、死の前に脳下
垂体と松果腺の間に繋がりが何もないとは限らない。実際
は、オーエン教授が指摘した通り、人間の胎児やある魚の
頭蓋には溝や管のような具体的な繋がりもある。内観する
アデプトは普通の状態の人間に目を向けると、両方の内分
泌腺の中には金色の光で輝くオーラが脈打つことが見え
る。それは心臓の鼓動と同じく、絶えずに一生続くもので
ある。しかし、透視能力を開発しようという異常の状態の
下で、この動きは激しくなって、オーラの波動が強くなり、
鼓動したり揺れ動いたりする作用が増える。脳下垂体の弧
はますます松果腺の方へと上向きになり、最終的に、電流
が固体に当たるようにその流れは松果腺に当たる。すると、
休止状態の松果腺は目が覚め、その全ては純粋なアーカー
シャの火で輝き始める。物質界でこの心理学的かつ生理学
的な過程を受けるこの２つの器官はそれぞれ、マナスと
ブッディという形而上学的な概念の具体的な象徴である。
物質界で意識するためにブッディはより分化した火である
マナスを必要とする。第六感はひとたび第七感を目覚めさ
せたら、そこから放出される光は数々の無限の広がりを照
らす。短い時間に人間は全知となる。過去と未来、時間と
空間は消え去り、その人にとって「現在」になってしまう。
その人がアデプトなら、そのように獲得された知識は肉体
の記憶に残り、黒魔術を行うという犯罪を犯さない限り、
何もかもそれを拭い去ることができない。その人は単なる
チェーラ（弟子）なら、心理全体の一部だけは記憶に印象
が残るであろう。完全に秘伝を受けたアデプトになるため
にそのような弟子は、肉体的・精神的な不純がいささかも
つかないようにしながら、数年も同じ過程を過ごさなけれ
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ばならない。
グプタ・ヴィドゥヤーすなわちオカルトの知識の最上の

成功は、そのような透視能力の閃きに頼り、また、人間の
場合にはそれらの閃きは、取るに足らない、ほとんど気づ
かない、頭蓋腔の中の異常生成物——『記述生理学』の著
者の言う「灰色の砂に覆われた２つの角状のイボ」——に
頼っているということはほとんど理解できないほど奇妙な
事実である。しかし、この砂を軽視してはならない。誠に、
松果腺の内的な独立した作用の標識構造であるこの砂のお
かげで、生理学者はそれを全く役に立たない萎縮した器官
のカテゴリーに入れなくなった。つまり、その砂がなけれ
ば、現代の和たちたちには知られていない人類進化のある
時代に、今は完全に変わった肉体構造の遺物として松果腺
が見なされたであろう。この「砂」は極めて神秘的なもの
であり、全ての唯物論者の研究を挫折させる。若い人の場
合だけにこの内分泌線の前部の表面にある腔において、ま
た年多い人の場合にはその内部に「直径が１ミリを超えな
い、半透明な、光沢のある、硬い黄色っぽい物質がある。
まさにそれは acervulus cerebri—脳の砂である。

生理学研究者によると、この砂は腺そのものの結石であ
る。そうではないかもしれない、と私たちは答えよう。松
果腺は東洋のオカルティストがデヴァクシャすなわち「神
の眼」「第三の眼」と呼ぶものである。今日に至るまでそ
れは人脳の中の霊性の最も優れた器官であり、天才の座で
あり、その使い方がわかる者にとって真理に至る全ての道
を開く、神秘の浄化された意志が唱える「開けごま」の呪
文である。秘教科学によると、マナスすなわち「知性とし
ての自我（Mind Ego）は、６か７歳までは子供との一体
化が完成されない。教会法や国法の下で、その歳まで子供
は行為に対する責任を問われない。（注）マナスはその年
齢に初めて身体と一体になり、その中の囚人になる。さて、
ドイツの著名な解剖学者のウェンゲル博士は数千人の身体
を調べて不思議なことを観察した。ごく少数の例外を除い
て、「砂」と言われるこの金色の結石は７歳になった子供
の場合だけに見つかり、６歳未満の子供の頭にないという
ことである。愚か者の頭の中に結石が少なくて、生まれな
がらの知的障害者には全くない。モルガニ氏とグレディン
グ氏とグンズ氏はその時代の賢者であったし、今も賢者と
考えられるであろう。なぜなら、生理学者の中に彼らだけ
は松果腺の結石が精神と関係があることを認めているから
である。小さい子供、非常に歳をとった人、そして知的障
害者に結石がないという事実を考察すれば、必ず結石が精
神と関係があると結論に至るしかない。

オカルティズムは次のように問う。鉱物の原子や植物の
原子を含めてすべての原子は結晶化した霊、すなわち普遍
的な魂であるアーカーシャの結石に過ぎないのだとすれ
ば、松果腺の結石を分析して動物性の物質と石灰のリン酸
塩と炭酸塩からなっていることがわかるからと言って、結
石は精神的電気（mental electricity）が周囲の物質に作用
する結果であるという主張をなぜ反対しなければならない
のか、と。

７つのチャクラは頭の中にある。これらのマスター・チャ
クラは身体の７つの主な神経叢（７つがあるから）と、生
理学が名前を与え用としないより小さな４２のチャクラを
支配して管理している。顕微鏡は客観的な世界においてそ
れらの中枢を発見したことがないが、それはどうというこ
とがない。「運動神経」と肉体・精神のあらゆる感覚を伝
える「感覚神経」の相違をどの顕微鏡も見つけたことがな
いし、これから見つけることがなかろうが、生理学の論理
だけでその相違があることを示すであろう。そしてこの文
脈の「神経叢 (plexus)」は西洋人の心にとって解剖学の言
う plexus とズレがあると思われたら、その代わりにチャ
クラ、パドマ（ハスの花）、車輪、ハスの花の芯と花弁な
ど呼んでいい。生理学は不完全ではあるが、体の外部・内
部に様々な７つ組みがあることを示してくれる。頭の七つ
の孔、脳の基部にある７つの「器官」、７つの神経叢（咽
頭神経叢、喉頭神経叢、海綿神経叢、心臓神経叢、上腹部
神経叢、下腹部神経叢、仙骨神経叢）などの例がある。

時が来ると、秘教部門の部員はマスター・チャクラにつ
いて細かいことを教えられて、その使い方も教えられるで
あろう。その時まで、もっと優しい科目を学ばなければな
らないのである。タットヴァの行動の中心である７つの中
枢（seven plexuses）がロゴスの７つの光線が振動する中
心であるかと聞かれたら、私は肯定的に答えるが、実際は
ロゴスの７光線は原子一つ一つに振動していると付け加え
よう。

フォハットの息子たちは運動・音・熱・光・凝集力・電
気（または電気的流体）・神経の力（または磁気）と一般
的に呼ばれている諸力の擬人化したものであると『シーク
レット・ドクトリン』でほとんど明らかにされている。し
かし、学徒はこの真理を知っているからと言って、宇宙レ
ベールのクンダリニーと生体のクンダリニーと、言い換え
れば電気流体と神経の力との波動を合わせて調和させるこ
とができるとは限らない。しかし、そのように調和させな
ければ、学徒は自分の死滅をもたらすになるに違いない。
一つの力は約１秒３０フィート（27.4 メートル）の速さで
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動き、片方は１秒１１万５千リーグ（6.39 億メートル）の
速度である。パラシャクティ、ジュニャーナシャクティ等々
と呼ばれる７つのシャクティは、フォーハットの息子たち
と同じ意味であり、その女性的局面である。今の段階では、
それらの名前を西洋人の学徒に教えたら、ただ混乱をおこ
すだけだろうから、上に英語に直したその同義語を覚えて
おけば良い。７つの力それぞれは七重なので、その総計は
４９である。

音は、当然呼び起こすことができる聴覚的な印象の他に
光と色の印象も起こすことができるか否かという問題を、
現在、科学は討議にかけているが、オカルト科学は遠い昔
にその問題を解決した。物体の各々の衝撃や振動は空気の
中に一定の振動を生み出して、耳に作用できる音を起こす
物理的粒子の衝突を起こすが、同時にその音に相応する閃
きを生み、その光はある特定の色を帯びる。秘められた諸

力の領域では、可聴音は主観的な色に過ぎず、可視色は聞
こえない音に過ぎないのである。そして両方は、かつて物
理学者は「エーテル」と呼んだが今は様々の名前を持って
いる潜在的な実体から生じる。私たちオカルティストはそ
れを、目に見えぬ可塑性の空間と言う。これは逆説的な仮
説に思われるかもしれないが、裏付ける事実が十分ある。
例えば、全く耳の聞こえない人でも音を聞き分ける可能性
がある。音が耳の聞こえない患者の心によって受け入れら
れ、色彩のある印象という形で心を通して視覚の器官に伝
えられたケースがいくつも医学資料に記録されている。半
音階の中間音がかつて色で書かれたという事実は、古代の
オカルトの教えが無意識のうちに記憶されていたことを示
す。すなわち、色と音は、自然界の最初の分化した実体

（substance）の、私たちの世界で互いに相応する７つの局
面の２つのものである、という教えである。
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秘教の原理とタットヴァ（力）とその相応

タットヴァ

（a）アーディ

（b）アヌパパーダカ

（c）アラヤ、即ち
　　アーカーシャ

（d）ヴァーユ

（e）テージャス

（f）アーパス

（g）プリティヴィー

質料の状態

根源的霊的質料
アーカーシャ
エーテルの本質の基礎

霊的エッセンス、霊
原初の海、深淵

空間のエーテル、
アーカーシャの第三の分化、
蒸気の臨界状態

水の臨界状態

粗大な水のエッセンス
氷に相応する

粗大なエーテル
液体の空気

個体と臨界状態

体の部分

全身を包み浸透
する。内浸透・
外浸透の相互発散

第三の目
松果腺

頭

喉から臍まで

肩と腕から
腿まで

腿から膝まで

膝と足

色

人間の中
の全色
青

黄色

紺色

緑色

赤

紫色

橙色
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