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ひとこと
今月の

　　最近、『実践的オカルティズム』を読んでいて気になったブラヴァツキーの言
葉。彼女の言葉にはいつも、はっとさせられる何かがあります。

休息の時期には忍耐強く待ち

時が来た時に懸命に活動する人は

時勢の満ち引きと調和することができる

そのような人は、自然の流れと宇宙の法則に支えられ

真理と慈悲を道しるべの星として

天の偉業をなすことができる

この法則を知らないなら

極端に熱狂したかと思えば

次の瞬間には絶望することになるだろう

こうして人は、時勢の流れの主人であるべきなのに

いつの間にかその犠牲者になってしまうのだ

『実践的オカルティズム』
H・P・ブラヴァツキー

神智学協会会長　岡本
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 神智学の要約 ３

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

（つづき）

　他の記録する界層があるとは言っても、この高い界層

はすべての感覚と経験の本当の記録である。それは「潜

在意識」と呼ばれることもある。霊性が養うことができ

るというのは用語の誤用であると神智学は言う。常に念

頭に置いておくべき本当のことは、低級な本質が開いて

いるか、たくさん穴が開いているため、霊性の光がそこ

から差し、その光が案内人と統治者になるだろうという

ことだ。霊性は、その穴から下降するという目的の手段

を持つという意味で「養われる」だけである。言い換え

ると、高級自我である真人、前にほのめかした神聖な火

花の存在は、その火花と一体となる可能性がある可視の

存在に影を投げかける（overshadows）。したがって、

より高い霊は人間の中にあるのではなく、人間より上に

あると言われている。霊は常に平和で、心配せず、喜び

に満ち、絶対的な知識でいっぱいである。霊は継続的に

神の状態に参加し、継続的にその状態そのものとなり、

「神々と結合してアムブロシアー（訳注 3）を糧にする」。

学徒の目的とは、低級な覆いを通して霊の光を輝かせる

ことである。

　このいわゆる「霊を養うこと」はより低い興味、情熱、

肉体の要求がより高い性質の欲求、熱望、興味に従属し

ているときにのみ達成可能である。そしてこれは一貫し

た努力の問題でもあり、本人が定める規律の問題でもあ

る（訳注 4）。

　この霊は、「それ」だけが確固たる知性の承認または

許可が最初に下りた時にはじめて支配者になることがで

きる。そして上に述べた状態のように、そのことに関係

する人だけでなく人類全体が、その神聖な状態に達する

ことができる前にすべての利己的な面が低級な性質から

取り除かれねばならない。最も小さな個人的か利己的な

願望でも──たとえそれが自分自身の霊的な達成への願

望であっても──残っている限り、最後まで先延ばしに

される。したがって、上述の「肉体の要求」という表現

は実際に肉体のものではない要求にも適用されるし、そ

の適当な表現はこうであろう。「個別の魂のものも含む、

個人的な本性の欲求」。

　前述の一貫した本人の努力と規律に従って体系的に訓

練されると、人は非物質的な霊的世界を明確に洞察する

力を得、そして彼らの内的な能力は、肉体の能力が推理

するのと同じくらい直ちにそして容易に真理を理解す

る。あるいは、人々の中の何人かが使っている言葉では

「彼らは考えを直接見ることができる」。それゆえ、その

ような真実に対する彼らの証言は、科学者や哲学者のそ

れぞれの分野における真実への証言と同様に信頼できる

ものである。

　この霊的訓練の過程で、そのような方々は他の人たち

には知られていない自然界のさまざまな力に対する知覚

および支配力を獲得し、そして普通は「奇跡的」と呼ば

れる仕事を行うことができる。とはいえ、それは自然の

法則の知識がたくさんあることの結果である。これらの

力が何であるかは、パタンジャリのヨガ哲学に見出せる

かもしれない。

　このような力を持つことによって証明された、超感覚

的な真実に関する彼らの証言は、あらゆる宗教的なマイ

ンドからの率直な調査を求める。

　さて次に、すでに触れた賢人たちが説いた体系つまり

宇宙発生論、この地球と他の惑星の過去と未来、四大（エ

レメンタル）・鉱物・植物・動物・人間と呼ばれる形態

を通しての生命の進化に目を向ける。

　「受身の生命であるエレメンタル」は現代科学に知ら

れていないが、時には生命の所産の精妙な物質的要因と
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して科学にアプローチされる。だがそれらは生命そのも

のの形態である。

　各カルパ（劫）または大時代は、4 つの時代（ユガ）

に分かれる。それぞれのユガは何千年も続き、それぞれ

が優勢な特色に特徴づけられている。それらはサティヤ・

ユガ（真理の時代）、トレーター・ユガ、ドヴァーパラ・

ユガ、そして今のカリ・ユガ（暗黒の時代）である。カリ・

ユガは 5 千年前に始まった。ここで言う「暗黒」とは、

物質的な暗黒ではなく、霊的のことを言う。しかしこの

時代には、すべての原因の結果が他のどの時代よりも早

くもたらされる。これは新しい真理の時代に向かって周

期の進路が廻り、「悪」の勢いが増したことによる事実

である。したがって、人類をまことに愛する人は、他の

どの時代で成し遂げたことよりももっと多くのことをカ

リ・ユガの時代に、3 回の化身で成し遂げられる。この

時代の暗黒は絶対的なものではないが、他の時代のそれ

よりも大きい。この時代の主な傾向は物質性に向かって

いる一方で、時折、倫理的あるいは科学的な進歩による

ある種の軽減が、罪悪や疾病の原因をじかに取り除くこ

とで人類の幸福に資するのである。私たちの地球は 7 つ

の惑星連鎖のうちの 1 つであり、地球だけが目に見える

階層上にあるが、他の 6 つは異なる階層にあり、それゆ

え見えない。〔太陽系の他の惑星はそれぞれが 7 つの連

鎖に属している〕。そして生命の波は私たちの地球に達

するまで、連鎖の上から下へ通過し、それから反対側の

弧を他の３つへと上昇し通過していく。それを 7 回繰り

返す。形態の進化はこの前進と一致しており、この生命

の波が鉱物と植物の形態を帯びながら進み、各球体

（globe）（訳注 5）が人間の生命の波を受け取る準備が

できるまでに至る。

　人類は一連のラウンドで、球体から球体へと移り、最

初に各球体を円を描いて回り、その中で一定の回数、肉

体化身を繰り返す。隠された惑星や球体上（訳注 5）の

人間の進化について述べることはほとんど許されていな

い。私たちはこの地球だけにかかわらねばならない。

（訳注 6）後者は、人類の波が最後にそれに到達した時（第

4ラウンド）、人間を進化させ始め、人種に分けていった。

これらの各人種は、進化を通して「選択の時」として知

られる時期に至り、自分たちの未来の運命をそれ以上分

けられない（訳注 7）と決めて、消滅し始める。人類は

さらに、大陸の沈下や自然界の大変動などのような大自

然の災害により、四散する。人類の進化と符合して、特

殊に発達した感覚が生じる。このように私たち第 5 人種

はこれまで５つの感覚を発達させた。

　賢者はさらにこう言う。この世界の事象と人々は周期

的法則に支配されており、どの周期の間も、他の周期に

関連している感覚の発達の進度や質は変えられない。こ

れらの周期的法則は時代ごとに作用する。時代が暗くな

るにつれて、その法則は優勢になり、周期だけが短くな

る。すなわち、その長さは絶対的な意味で同じであるが、

より短期間のうちに定められた限界を超える。これらの

法則は人類の進化に制限を課す。万物が上昇および下降

する周期において、アデプトたちは人類が上昇するのが

可能となる時が来るまで待たねばならない。アデプトた

ちはカルマの法則を妨げることはできないし、すべきで

ない。だから、その方々は周期の転換点が近づいている

とわかった時、霊的な意味で再び積極的に働き始める。

（つづく）

──────────

（訳注 3）アムブロシアー…ギリシア神話で神々の食べ物。

これを食べると不老不死になれ、傷に塗布すればたちま

ち治癒するとされた。

（訳注 4）this is a matter of both system and established 

law. 文脈から考えると、個人段階のことを言っているの

ではないかと思う。つまり（law とは）国などが確立し

た法律ではなくて、個人が自分のために確立した「規律」

のようなものであり、同じように system を systematic 

efforts と考えて「一貫した努力」と解釈してもいいと思

う。そこで訳は「これは一貫した努力の問題でもあり、

本人が定める規律の問題でもある」ということになる。

（ジェフ・クラーク氏）

（訳注 5）ここでは globe を「球体」と訳した。「シネッ

トは地球のチェインに属する７つの

globe と火星・水星のような惑星とを混同したので、ML

と SDはその誤りに触れた」（ジェ

フ・クラーク氏）。

（訳注 6）アグニ・ヨガでは逆に、他の天体に意識を向け

よと教え、他の惑星の人類も含めたすべての人類の進化

が大切だと教えられている。ここでそのようにジャッジ

が言うのは時代の違いだろうか。ジェフ・クラーク氏は

その通り（時代のせい）であるとし、「ジャッジがこれ

を書いた時に飛行機さえも存在しなかったので、他の惑

星に行くことが想像しにくかっただろう」と述べた。

（訳注 7）individual（それ以上分けられない）とは、人

種に分けて行くことを進化することと捉えた上で。
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本人が定める規律の問題でもある」ということになる。

（ジェフ・クラーク氏）

（訳注 5）ここでは globe を「球体」と訳した。「シネッ

トは地球のチェインに属する７つの

globe と火星・水星のような惑星とを混同したので、ML

と SDはその誤りに触れた」（ジェ

フ・クラーク氏）。

（訳注 6）アグニ・ヨガでは逆に、他の天体に意識を向け

よと教え、他の惑星の人類も含めたすべての人類の進化

が大切だと教えられている。ここでそのようにジャッジ

が言うのは時代の違いだろうか。ジェフ・クラーク氏は

その通り（時代のせい）であるとし、「ジャッジがこれ

を書いた時に飛行機さえも存在しなかったので、他の惑

星に行くことが想像しにくかっただろう」と述べた。

（訳注 7）individual（それ以上分けられない）とは、人

種に分けて行くことを進化することと捉えた上で。

　



（つづき）

　他の記録する界層があるとは言っても、この高い界層

はすべての感覚と経験の本当の記録である。それは「潜

在意識」と呼ばれることもある。霊性が養うことができ

るというのは用語の誤用であると神智学は言う。常に念

頭に置いておくべき本当のことは、低級な本質が開いて

いるか、たくさん穴が開いているため、霊性の光がそこ

から差し、その光が案内人と統治者になるだろうという

ことだ。霊性は、その穴から下降するという目的の手段

を持つという意味で「養われる」だけである。言い換え

ると、高級自我である真人、前にほのめかした神聖な火

花の存在は、その火花と一体となる可能性がある可視の

存在に影を投げかける（overshadows）。したがって、

より高い霊は人間の中にあるのではなく、人間より上に

あると言われている。霊は常に平和で、心配せず、喜び

に満ち、絶対的な知識でいっぱいである。霊は継続的に

神の状態に参加し、継続的にその状態そのものとなり、

「神々と結合してアムブロシアー（訳注 3）を糧にする」。

学徒の目的とは、低級な覆いを通して霊の光を輝かせる

ことである。

　このいわゆる「霊を養うこと」はより低い興味、情熱、

肉体の要求がより高い性質の欲求、熱望、興味に従属し

ているときにのみ達成可能である。そしてこれは一貫し

た努力の問題でもあり、本人が定める規律の問題でもあ

る（訳注 4）。

　この霊は、「それ」だけが確固たる知性の承認または

許可が最初に下りた時にはじめて支配者になることがで

きる。そして上に述べた状態のように、そのことに関係

する人だけでなく人類全体が、その神聖な状態に達する

ことができる前にすべての利己的な面が低級な性質から

取り除かれねばならない。最も小さな個人的か利己的な

願望でも──たとえそれが自分自身の霊的な達成への願

望であっても──残っている限り、最後まで先延ばしに

される。したがって、上述の「肉体の要求」という表現

は実際に肉体のものではない要求にも適用されるし、そ

の適当な表現はこうであろう。「個別の魂のものも含む、

個人的な本性の欲求」。

　前述の一貫した本人の努力と規律に従って体系的に訓

練されると、人は非物質的な霊的世界を明確に洞察する

力を得、そして彼らの内的な能力は、肉体の能力が推理

するのと同じくらい直ちにそして容易に真理を理解す

る。あるいは、人々の中の何人かが使っている言葉では

「彼らは考えを直接見ることができる」。それゆえ、その

ような真実に対する彼らの証言は、科学者や哲学者のそ

れぞれの分野における真実への証言と同様に信頼できる

ものである。

　この霊的訓練の過程で、そのような方々は他の人たち

には知られていない自然界のさまざまな力に対する知覚

および支配力を獲得し、そして普通は「奇跡的」と呼ば

れる仕事を行うことができる。とはいえ、それは自然の

法則の知識がたくさんあることの結果である。これらの

力が何であるかは、パタンジャリのヨガ哲学に見出せる

かもしれない。

　このような力を持つことによって証明された、超感覚

的な真実に関する彼らの証言は、あらゆる宗教的なマイ

ンドからの率直な調査を求める。

　さて次に、すでに触れた賢人たちが説いた体系つまり

宇宙発生論、この地球と他の惑星の過去と未来、四大（エ

レメンタル）・鉱物・植物・動物・人間と呼ばれる形態

を通しての生命の進化に目を向ける。

　「受身の生命であるエレメンタル」は現代科学に知ら

れていないが、時には生命の所産の精妙な物質的要因と

して科学にアプローチされる。だがそれらは生命そのも

のの形態である。

　各カルパ（劫）または大時代は、4 つの時代（ユガ）

に分かれる。それぞれのユガは何千年も続き、それぞれ

が優勢な特色に特徴づけられている。それらはサティヤ・

ユガ（真理の時代）、トレーター・ユガ、ドヴァーパラ・

ユガ、そして今のカリ・ユガ（暗黒の時代）である。カリ・

ユガは 5 千年前に始まった。ここで言う「暗黒」とは、

物質的な暗黒ではなく、霊的のことを言う。しかしこの

時代には、すべての原因の結果が他のどの時代よりも早

くもたらされる。これは新しい真理の時代に向かって周

期の進路が廻り、「悪」の勢いが増したことによる事実

である。したがって、人類をまことに愛する人は、他の

どの時代で成し遂げたことよりももっと多くのことをカ

リ・ユガの時代に、3 回の化身で成し遂げられる。この

時代の暗黒は絶対的なものではないが、他の時代のそれ

よりも大きい。この時代の主な傾向は物質性に向かって

いる一方で、時折、倫理的あるいは科学的な進歩による

ある種の軽減が、罪悪や疾病の原因をじかに取り除くこ

とで人類の幸福に資するのである。私たちの地球は 7 つ

の惑星連鎖のうちの 1 つであり、地球だけが目に見える

階層上にあるが、他の 6 つは異なる階層にあり、それゆ

え見えない。〔太陽系の他の惑星はそれぞれが 7 つの連

鎖に属している〕。そして生命の波は私たちの地球に達

するまで、連鎖の上から下へ通過し、それから反対側の

弧を他の３つへと上昇し通過していく。それを 7 回繰り

返す。形態の進化はこの前進と一致しており、この生命

の波が鉱物と植物の形態を帯びながら進み、各球体

（globe）（訳注 5）が人間の生命の波を受け取る準備が

できるまでに至る。

　人類は一連のラウンドで、球体から球体へと移り、最

初に各球体を円を描いて回り、その中で一定の回数、肉

体化身を繰り返す。隠された惑星や球体上（訳注 5）の

人間の進化について述べることはほとんど許されていな

い。私たちはこの地球だけにかかわらねばならない。

（訳注 6）後者は、人類の波が最後にそれに到達した時（第

4ラウンド）、人間を進化させ始め、人種に分けていった。

これらの各人種は、進化を通して「選択の時」として知

られる時期に至り、自分たちの未来の運命をそれ以上分

けられない（訳注 7）と決めて、消滅し始める。人類は

さらに、大陸の沈下や自然界の大変動などのような大自

然の災害により、四散する。人類の進化と符合して、特

殊に発達した感覚が生じる。このように私たち第 5 人種

はこれまで５つの感覚を発達させた。

　賢者はさらにこう言う。この世界の事象と人々は周期

的法則に支配されており、どの周期の間も、他の周期に

関連している感覚の発達の進度や質は変えられない。こ

れらの周期的法則は時代ごとに作用する。時代が暗くな

るにつれて、その法則は優勢になり、周期だけが短くな

る。すなわち、その長さは絶対的な意味で同じであるが、

より短期間のうちに定められた限界を超える。これらの

法則は人類の進化に制限を課す。万物が上昇および下降

する周期において、アデプトたちは人類が上昇するのが

可能となる時が来るまで待たねばならない。アデプトた

ちはカルマの法則を妨げることはできないし、すべきで

ない。だから、その方々は周期の転換点が近づいている

とわかった時、霊的な意味で再び積極的に働き始める。

（つづく）

──────────

（訳注 3）アムブロシアー…ギリシア神話で神々の食べ物。

これを食べると不老不死になれ、傷に塗布すればたちま

ち治癒するとされた。

（訳注 4）this is a matter of both system and established 

law. 文脈から考えると、個人段階のことを言っているの

ではないかと思う。つまり（law とは）国などが確立し

た法律ではなくて、個人が自分のために確立した「規律」

のようなものであり、同じように system を systematic 

efforts と考えて「一貫した努力」と解釈してもいいと思

う。そこで訳は「これは一貫した努力の問題でもあり、

本人が定める規律の問題でもある」ということになる。

（ジェフ・クラーク氏）

（訳注 5）ここでは globe を「球体」と訳した。「シネッ

トは地球のチェインに属する７つの

globe と火星・水星のような惑星とを混同したので、ML

と SDはその誤りに触れた」（ジェ

フ・クラーク氏）。

（訳注 6）アグニ・ヨガでは逆に、他の天体に意識を向け

よと教え、他の惑星の人類も含めたすべての人類の進化

が大切だと教えられている。ここでそのようにジャッジ

が言うのは時代の違いだろうか。ジェフ・クラーク氏は

その通り（時代のせい）であるとし、「ジャッジがこれ

を書いた時に飛行機さえも存在しなかったので、他の惑

星に行くことが想像しにくかっただろう」と述べた。

（訳注 7）individual（それ以上分けられない）とは、人

種に分けて行くことを進化することと捉えた上で。

　

スマートフォンでどこからでも勉強会に参加できます

① Zoom Cloud Meetings というアプリをスマートフォ

ン（またはパソコン）にダウンロードしてください。

② 参加する予定の勉強会をご連絡ください

③ 「ミーティング ID」をご連絡します

④ 当日、オンラインで参加

当面の勉強会の予定は

7月 14 日（日）10:00 ～ 11:50

8 月 11 日（日） 〃

9月 8日（日） 〃

です。

堅苦しく考えず、神智学とつながる場として、ぜひ、人

生に神智学を取り入れるあるいは、神智学の人生を生き

るためにご利用ください。

仲間として、自己紹介などから始めます。　

Zoom Cloud Meetings で勉強会に参加

詳しくは UTYU PUBLISHING のＨＰで　www.utyu-publishing.com
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第十章　思考原理の性質について

自我の神秘

【問】　以前あなたが『仏教問答』から引用された引用文

の中に、説明していただきたい矛盾があります。記憶を

含む五蘊 ( ごうん ) は新しい化身ごとに変わると言われてい

ます。けれども五蘊から出来ていたと教えられている過

去生の反映こそ「残るに違いない」と断言されています。

残るということが私にははっきりしませんので、説明し

ていただきたいと思います。何が残るのですか？　過去

生の「反映」だけなのですか、または五蘊なのですか、

それともいつでも変わらない自我、すなわちマナスでは

ありませんか？

【答】　輪廻する本質すなわち私達が「神聖な人間」と言っ

ているものは生命周期の間中は不滅であると説明したば

かりです。思考する実在として、また精妙な形体として

さえも不滅です。「反映」とはデヴァチャンの期間のＡ

氏またはＢ夫人という前の人格我の記憶にすぎず、その

期間自我は、自分はその人格我であると思います。デヴァ

チャンはこの世の生活の継続にしかすぎず、いわば途切

れることのない連続の中で、今は過去となった人生のい

くつかの幸福の瞬間の絶頂です。自我は地上の人生の人

格意識と同一視しないならその人生は跡形もなくなって

しまいます。

【問】　それでは、自我は神聖な性質でありながら、精神

的にぼんやりした状態、または一時的な狂気の状態で、

二つの化身の間のこうした時期を過ごすということです

か？

【答】　そのように考えていただいてもかまいません。唯

一の実在以外は、全宇宙を含むいかなるものも束の間の

幻影にすぎないと信じているので、私達はデヴァチャン

を狂気と見なさず、この世の人生の当然の結果と考えま

す。人生とは何でしょう？　様々な経験、毎日変わって

行く考え方、情緒、意見の山です。若い時には私達はよ

く理想や、私達が従ったり、復活させようとする偉大な

男女に熱狂的に献身します。その二、三年後には、私達

の若い熱情の新鮮さは消え失せて落ちつき、誰よりもま

ず自分の空想を笑います。けれども私達の心の中の理想

の対象（特にそれが生きている者なら）と、自分自身の

人格とを全く同一と見た時代があり、その時には人格は

全く理想の中に没入し、なくなってしまっていました。

五〇歳の人は二〇歳の時と同じ者だと言えるでしょう

か？　内なる人間は同じですが、外側の生きている人格

我は全く変化しました。あなたはこのような人間の精神

状態の変化も狂気だというのですか？

【問】　あなたはその変化を何だとおっしゃるのですか？

　特に内なる人間の永続性と外部の人格我の消え行く性

質はどう説明なさるのですか？

【答】　私達は私達自身の理論がありますので、それを使

えば説明は難しくありません。その糸口はマインドの二

重の意識とメンタル本質の二重性にあります。霊的意識

すなわちブッディの光で照らされたマナスがあって、こ

れは抽象的なものを主観的に認識します。それから有情

の意識、すなわち肉体の脳と感覚と分かれることのでき

ない低級マナスの光があります。この意識は脳と肉体感

覚に従属しており、またそれに依存しているので、もち

ろん結局は脳と肉体感覚がなくなると共に消え失せ、死
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ななければなりません。根が永遠の生命の中にあって、

永久に生き残って行くのは、霊的意識だけです。ですか

ら、それは不死と考えることができるのです。他のもの

はみな、消えて行く幻影に属しています。

【問】　その場合、幻影とはどんなものと思いますか？

【答】　それは「高級我」についての論文の中でうまく述

べられています。シネット氏は次のように言っています。

高級自我と低級我とは考えを交換する、と私達が考えて

いる理論は、私達が生きているこの世は幻影的現象の世

界であり、これに反して自然界の中の霊的世界は、本体

の世界すなわち真実の世界であるという説とたいへんよ

くつり合っている。人間を植物にたとえれば、花がしば

らく咲き、やがて萎 (しお ) れて枯れてしまう自然界の領域

よりも、植物が新しい花を送り出すためのエネルギーを

取り戻す不滅の魂の根のある領域のほうが真実である。

普通の感覚は花だけを知覚させ、その根は私達には触れ

ることができず、見えもしない大自然の中のある状態で

存在しているとすれば、別の世界には根のようなものが

あると気づいた哲学者達は、花のことを次のように言う

傾向があろう。すなわち、花は本当の植物ではない。花

は重要なものではなく単にその時だけの幻影的現象にし

かすぎない。

　これが私の言っている意味です。人格我の生涯という

一時的で消えて行く花を咲かせるこの世は、真実の永遠

の世界ではなく、意識の根のある世界こそ本物です。根

というのは幻影を超え、永遠の中に生きています。

【問】　根が永遠の中に生きているとはどういう事です

か？

【答】　この根とは考えるもの、すなわち化身する自我の

ことです。それを私達は天使、霊、または一つの力と考

えてもいます。私達の感覚に触れるものの中でこの目に

見えない根から直接生じるもの、あるいはこの根にくっ

ついているものだけが不死の生命にあずかることができ

ます。ですから、この根が生気を吹き込んでいる人格我

のすべての高尚な思いや考えや熱望は、この根から生じ

それによって養われるので、永遠になるに違いありませ

ん。肉体意識は有情な低級本質（低級マナスの反映によっ

て照らされたカーマ・ルーパ、すなわち動物的本能）、

つまり、人間魂の性質ですから、消えてしまわなければ

なりません。肉体が熟睡したり、麻痺したりしている間

に活動するのは高級な意識です。私達の記憶は自動的な

ので、そのような活動の経験はかすかに、不正確にしか

記録されず、また、少しも印象づけることさえできない

ことが多いのです。

【問】　あなたはマナスをヌースすなわち一柱の「神」と

言われますが、化身中は肉体に征服され、枷 (かせ ) をかけ

られるほど弱いのはどうしてですか？

【答】　同じ質問をあなたに返すことができます。「あな

たが《神々の神》と思い、唯一の生きている神と考えて

いる神様が、天にいる間もこの世に化身している間も、

悪または悪魔が自分にも自分のあらゆる創造物にも勝つ

ままにするほど、弱いのはどうしてですか？」　あなた

はきっとまた答えるでしょう。「これは神秘ですし、私

達は神の神秘を詮索することは禁じられています」。し

かし私達の宗教哲学ではそれは禁じられていませんか

ら、私はあなたの質問に次のように答えます。つまり、

神がアヴァターラとして下生しない限り、神聖な本質は

動物的性質に満ちた物質によって束縛され麻輝されなが

ら現れるより仕方がありません。異質性は幻影のこの世

界では同質性より優勢であって、本質がその根本原理す

なわち本来の同質性に近ければ近いほど、その本質がこ

の世に現れることが難しくなります。霊的で神聖な能力

はどの人間の中にも潜在しています。そして人間の霊的

ヴィジョンの領域が広ければ広いほど、内なる神の力は

強くなるでしょう。しかし、その神を感じることのでき

る人達はほとんどおりません。そして神という概念はい

つも子供の頃から教え込まれた先入観によって私達の思

いの中に縛られ制限されているので、私達の哲学を理解

することは、あなた方にはたいへん難しいのです。

【問】　私達の神とは私達のこの自我のことですか？

【答】　いいえ、全然違います。「一柱の神」は普遍的な

神ではなく、神聖な火の唯一の大海からの一つの火花に

しかすぎません。内なる私達の神、すなわち「隠れたる

にいます我等の父」は、私達が高級我またはアートマン

と言っているものです。私達の生まれ変わる自我は、唯

一の未知なる本質の最初の発散のすべてと同じように、

もともとは一柱の神でした。しかし、最初から最後まで、

その周期の間中、続けて化身しなければならないので、

「物質へ降下して」からは、もう自由で幸福な神ではなく、

失ったものを取り戻す途上の哀 ( あわ ) れな巡礼者です。

『ベールをとったイシス』（英語版二巻五九三頁）が内な

る人間について言っていることを繰り返せば、もっと十

分なお答えになるでしょう。

　最も遠い昔から人類は一般に、個人的肉体人間の中に、

個人的な霊的存在物があることをいつも信じていた。こ

の内なる存在は「王冠」への近さに応じて、多かれ少な

かれ神聖視された。統一に近ければ近いほど、人間の運

命は穏やかであり、外的状態は危険ではない。この考え

は偏見でも迷信でもなく、私達は霊的で目に見えない別

の世界が近くにあることを絶えず本能的に感じている。

その世界は外部の人間の感覚には主観的であるとして

も、内なる自我には完全に客観的である。その上、昔の

人々は、行為に対する意志の作用に影響を与える外的お

よび内的条件があると信じた。彼等は宿命論に反対した。

なぜなら、宿命論は盲目的な力の盲目的な働きを意味し

ているからである。しかし古代人は運命またはカルマを

信じた。誕生から死に至るまで、すべての人間は、ちょ

うど、クモが巣を作るように自分の周りに一糸一糸運命

を織り上げて行く。そしてこの運命はある人達のいう守

護の天使か、または、我々のもっと親しいアストラルの

内なる人間どちらかに導かれている。このアストラル人

間は、肉体人間または人格我につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間を導こうとするものだが、そ

のうち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えない

その闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法

則が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に包まれると、この人は自分の作った運命の帝国

によって、全く支配されてしまう。すると、その人は運

命によって、フジツボのように霊という不動の岩にじっ

とくっつくようになるか、または、自分自身の行為が起

こした旋風によって羽毛のように吹き飛ばされてしまう

か、いずれかである。

　人間の運命はこのようなものです。つまり、人間と言

われる殻やロボット（肉体）ではなく、まことの自我の

運命です。物質の征服者となるのはまことの自我次第で

す。

マナスの複雑性

【問】　マナスの本質的な性質と肉体人間の五蘊 ( ごうん ) と

の関係について、何か私に話したいと思っていらっしゃ

るのでしょう。

【答】　マナスの本質は神秘的で変幻自在で理解を超え、

他の諸本質との相関関係はあまりはっきりしていないの

で、理解するのは難しく、説明するのはさらに難しいで

す。マナスは抽象的な「本質」であると同時に、一つの

実在でもあり、個性または自我です。マナスは一柱の「神」

でありながら、化身の無限の周期をとるように運命づけ

られています。その化身の一つひとつにマナスは責任が

あり、その一つひとつのために苦しまなければなりませ

ん。これはすべて紛らわしく、矛盾しているようにみえ

ます。けれどもこれらすべてを理解している何百人もの

人々がヨーロッパにもいます。なぜなら彼等は自我を全

体としてだけでなく、その様々な面も理解しているから

です。結局、私の言う事を理解してもらうには、まず、

手短にこの自我についての系図をあなたに説明しなけれ

ばなりません。

【問】　どうぞお願いします。

【答】　エッセンスは神聖でありながら、「一切」と一体

になるほどは清くない天上の存在または「霊」（その名

称はどうであろうと）を想像してごらんなさい。その霊

は「一切」と統一するという目的を達成するには、「一切」

にふさわしいようにその性質は浄化しなければなりませ

ん。その霊が目的を達するには、多様で分化している宇

宙にあるあらゆる経験や感情を個性的にも人格的にも、

つまり霊的にも肉体的にも、経験しなければいけません。

従って、人間界でのあらゆる経験をする前に、人間より

低いすべての界の経験をし、生命の階段を一つずつの

ぼって、だんだん高く上がって行かなければなりません。

マナスは本質的には思いそのものであって、集団的には、

マーナサプトラ達すなわち「宇宙マインドの息子等」と

言われています。この「個別化した思い」は私達神智学

徒が人間の本当の自我と言っているもので、肉と骨の容

器に閉じ込められている思考する存在です。これは確か

に物質ではなく霊的実在であって、これらの実在は、化

身して人類という動物性の物質の塊に魂を吹き込む自我

達です。このような自我をマーナサすなわち「マインド」

（心）と言います。しかし、一たび化身して媒体に閉じ

込められると、それらの本質は二重となります。つまり、

個性的実在と考えられている永遠で神聖なマインドの光

線は、二重の属性をとるようになるのです。それは、⒜

自我の本質で生得的性格である天を熱望する心すなわち

高級マナスと、⒝思考という人間の特性すなわち人間の

脳が優れているために理性化された動物的思考力です。

後者はカーマに向かう低級マナスです。高級マナスは

ブッディに向かい、低級マナスは情欲と動物的欲望の座

に下落して行きます。デヴァチャンには動物的欲望など

の余地はありませんし、一体となって精神的至福に入る

神聖な三位一体と結びつくこともできません。しかし、

親は自分の子供が責任をとれない間は子供の犯罪に責任

があるように、自我＝マナスは低級性質のあらゆる罪の

責任をとらなければなりません。

【問】　その子供というのは人格我のことですか？

【答】　そうです。ですから人格我が肉体と一緒に死ぬと

言っても、それですべてを言い尽くしたわけではありま

せん。体というものはＡ氏やＢ夫人の客観的な象徴でし

かなく、その目に見える表現である物質的な五蘊と一緒

に消滅します。しかし、生きている間にＡ氏やＢ夫人の

経験の中の霊的なものや、高尚な熱望、不滅の愛情や非

利己的な性質となったものはすべてデヴァチャンの間、

自我と結合しています。自我は今、自分は亡くなってし

まったその物質的な実在の霊的部分であると考えます。

俳優（マナス）は今、物質界の舞台で自分の演じた役割

がたいへん浸み込んでいるので、デヴァチャンでの夜の

間、その夢を見続けており、別の役を演じるための人生

の舞台に戻る時がくるまで、そのヴィジョンが続くので

す。

【問】　あなたの言うことによれば、思考する人間と同じ

くらい古いこの教えが、例えば、キリスト教の神学の中

にないというのはなぜですか？

【答】　あなたの言われることは間違っています。キリス

ト教神学にもありますが、キリスト教神学はたくさんの

他の教えを歪めたように、この教えも全く分からないも

のにしてしまっただけです。神学は自我のことを、私達

の魂を守るために神様が誕生の時に遣わして下さる天使

だと言います。神学理論によれば、哀れな、弱い「魂」

が犯した罪の責任をその「天使」に負わせないで、すべ

ての肉体の罪、心の罪のために罰せられるのは魂である

とします！　あきれ果てた神学の知的詐欺によると、決

して焼き尽くされてしまわずに（＊）物質の地獄で焼か

れる運命にあるのは、魂、すなわち物質でない神の息で

あり、神の創造物と言われているものです。一方、魂を

守るべき「天使」は自分の白い翼をたたみ、少し涙を流

してその翼をぬらすだけで無事に逃げてしまいます。こ

ういう天使がキリスト教の言う「助ける霊達」であり、

神から遣わされた「慈悲のみ使い達」です。マント司教

は天使達について次のように言っています。

　救われる者のために行ない、

　我等が罪を犯せば我等のために悲しみ、

　我等が悔い改めれば喜ぶ。

　しかし、世界中の司教がみな、魂とは何か、その働き

はどんなものかはっきりと定義するように求められたな

らば、その定義をすることはできないし、また、天使や

魂についてのキリスト教正統派の教えには少しも論理を

示すことができないのは明らかです。

＊　近代英国のある神学者の雄弁な表現によれば、魂は

「石綿のような性質」である。

　



第十章　思考原理の性質について

自我の神秘

【問】　以前あなたが『仏教問答』から引用された引用文

の中に、説明していただきたい矛盾があります。記憶を

含む五蘊 ( ごうん ) は新しい化身ごとに変わると言われてい

ます。けれども五蘊から出来ていたと教えられている過

去生の反映こそ「残るに違いない」と断言されています。

残るということが私にははっきりしませんので、説明し

ていただきたいと思います。何が残るのですか？　過去

生の「反映」だけなのですか、または五蘊なのですか、

それともいつでも変わらない自我、すなわちマナスでは

ありませんか？

【答】　輪廻する本質すなわち私達が「神聖な人間」と言っ

ているものは生命周期の間中は不滅であると説明したば

かりです。思考する実在として、また精妙な形体として

さえも不滅です。「反映」とはデヴァチャンの期間のＡ

氏またはＢ夫人という前の人格我の記憶にすぎず、その

期間自我は、自分はその人格我であると思います。デヴァ

チャンはこの世の生活の継続にしかすぎず、いわば途切

れることのない連続の中で、今は過去となった人生のい

くつかの幸福の瞬間の絶頂です。自我は地上の人生の人

格意識と同一視しないならその人生は跡形もなくなって

しまいます。

【問】　それでは、自我は神聖な性質でありながら、精神

的にぼんやりした状態、または一時的な狂気の状態で、

二つの化身の間のこうした時期を過ごすということです

か？

【答】　そのように考えていただいてもかまいません。唯

一の実在以外は、全宇宙を含むいかなるものも束の間の

幻影にすぎないと信じているので、私達はデヴァチャン

を狂気と見なさず、この世の人生の当然の結果と考えま

す。人生とは何でしょう？　様々な経験、毎日変わって

行く考え方、情緒、意見の山です。若い時には私達はよ

く理想や、私達が従ったり、復活させようとする偉大な

男女に熱狂的に献身します。その二、三年後には、私達

の若い熱情の新鮮さは消え失せて落ちつき、誰よりもま

ず自分の空想を笑います。けれども私達の心の中の理想

の対象（特にそれが生きている者なら）と、自分自身の

人格とを全く同一と見た時代があり、その時には人格は

全く理想の中に没入し、なくなってしまっていました。

五〇歳の人は二〇歳の時と同じ者だと言えるでしょう

か？　内なる人間は同じですが、外側の生きている人格

我は全く変化しました。あなたはこのような人間の精神

状態の変化も狂気だというのですか？

【問】　あなたはその変化を何だとおっしゃるのですか？

　特に内なる人間の永続性と外部の人格我の消え行く性

質はどう説明なさるのですか？

【答】　私達は私達自身の理論がありますので、それを使

えば説明は難しくありません。その糸口はマインドの二

重の意識とメンタル本質の二重性にあります。霊的意識

すなわちブッディの光で照らされたマナスがあって、こ

れは抽象的なものを主観的に認識します。それから有情

の意識、すなわち肉体の脳と感覚と分かれることのでき

ない低級マナスの光があります。この意識は脳と肉体感

覚に従属しており、またそれに依存しているので、もち

ろん結局は脳と肉体感覚がなくなると共に消え失せ、死
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ななければなりません。根が永遠の生命の中にあって、

永久に生き残って行くのは、霊的意識だけです。ですか

ら、それは不死と考えることができるのです。他のもの

はみな、消えて行く幻影に属しています。

【問】　その場合、幻影とはどんなものと思いますか？

【答】　それは「高級我」についての論文の中でうまく述

べられています。シネット氏は次のように言っています。

高級自我と低級我とは考えを交換する、と私達が考えて

いる理論は、私達が生きているこの世は幻影的現象の世

界であり、これに反して自然界の中の霊的世界は、本体

の世界すなわち真実の世界であるという説とたいへんよ

くつり合っている。人間を植物にたとえれば、花がしば

らく咲き、やがて萎 (しお ) れて枯れてしまう自然界の領域

よりも、植物が新しい花を送り出すためのエネルギーを

取り戻す不滅の魂の根のある領域のほうが真実である。

普通の感覚は花だけを知覚させ、その根は私達には触れ

ることができず、見えもしない大自然の中のある状態で

存在しているとすれば、別の世界には根のようなものが

あると気づいた哲学者達は、花のことを次のように言う

傾向があろう。すなわち、花は本当の植物ではない。花

は重要なものではなく単にその時だけの幻影的現象にし

かすぎない。

　これが私の言っている意味です。人格我の生涯という

一時的で消えて行く花を咲かせるこの世は、真実の永遠

の世界ではなく、意識の根のある世界こそ本物です。根

というのは幻影を超え、永遠の中に生きています。

【問】　根が永遠の中に生きているとはどういう事です

か？

【答】　この根とは考えるもの、すなわち化身する自我の

ことです。それを私達は天使、霊、または一つの力と考

えてもいます。私達の感覚に触れるものの中でこの目に

見えない根から直接生じるもの、あるいはこの根にくっ

ついているものだけが不死の生命にあずかることができ

ます。ですから、この根が生気を吹き込んでいる人格我

のすべての高尚な思いや考えや熱望は、この根から生じ

それによって養われるので、永遠になるに違いありませ

ん。肉体意識は有情な低級本質（低級マナスの反映によっ

て照らされたカーマ・ルーパ、すなわち動物的本能）、

つまり、人間魂の性質ですから、消えてしまわなければ

なりません。肉体が熟睡したり、麻痺したりしている間

に活動するのは高級な意識です。私達の記憶は自動的な

ので、そのような活動の経験はかすかに、不正確にしか

記録されず、また、少しも印象づけることさえできない

ことが多いのです。

【問】　あなたはマナスをヌースすなわち一柱の「神」と

言われますが、化身中は肉体に征服され、枷 (かせ ) をかけ

られるほど弱いのはどうしてですか？

【答】　同じ質問をあなたに返すことができます。「あな

たが《神々の神》と思い、唯一の生きている神と考えて

いる神様が、天にいる間もこの世に化身している間も、

悪または悪魔が自分にも自分のあらゆる創造物にも勝つ

ままにするほど、弱いのはどうしてですか？」　あなた

はきっとまた答えるでしょう。「これは神秘ですし、私

達は神の神秘を詮索することは禁じられています」。し

かし私達の宗教哲学ではそれは禁じられていませんか

ら、私はあなたの質問に次のように答えます。つまり、

神がアヴァターラとして下生しない限り、神聖な本質は

動物的性質に満ちた物質によって束縛され麻輝されなが

ら現れるより仕方がありません。異質性は幻影のこの世

界では同質性より優勢であって、本質がその根本原理す

なわち本来の同質性に近ければ近いほど、その本質がこ

の世に現れることが難しくなります。霊的で神聖な能力

はどの人間の中にも潜在しています。そして人間の霊的

ヴィジョンの領域が広ければ広いほど、内なる神の力は

強くなるでしょう。しかし、その神を感じることのでき

る人達はほとんどおりません。そして神という概念はい

つも子供の頃から教え込まれた先入観によって私達の思

いの中に縛られ制限されているので、私達の哲学を理解

することは、あなた方にはたいへん難しいのです。

【問】　私達の神とは私達のこの自我のことですか？

【答】　いいえ、全然違います。「一柱の神」は普遍的な

神ではなく、神聖な火の唯一の大海からの一つの火花に

しかすぎません。内なる私達の神、すなわち「隠れたる

にいます我等の父」は、私達が高級我またはアートマン

と言っているものです。私達の生まれ変わる自我は、唯

一の未知なる本質の最初の発散のすべてと同じように、

もともとは一柱の神でした。しかし、最初から最後まで、

その周期の間中、続けて化身しなければならないので、

「物質へ降下して」からは、もう自由で幸福な神ではなく、

失ったものを取り戻す途上の哀 ( あわ ) れな巡礼者です。

『ベールをとったイシス』（英語版二巻五九三頁）が内な

る人間について言っていることを繰り返せば、もっと十

分なお答えになるでしょう。

　最も遠い昔から人類は一般に、個人的肉体人間の中に、

個人的な霊的存在物があることをいつも信じていた。こ

の内なる存在は「王冠」への近さに応じて、多かれ少な

かれ神聖視された。統一に近ければ近いほど、人間の運

命は穏やかであり、外的状態は危険ではない。この考え

は偏見でも迷信でもなく、私達は霊的で目に見えない別

の世界が近くにあることを絶えず本能的に感じている。

その世界は外部の人間の感覚には主観的であるとして

も、内なる自我には完全に客観的である。その上、昔の

人々は、行為に対する意志の作用に影響を与える外的お

よび内的条件があると信じた。彼等は宿命論に反対した。

なぜなら、宿命論は盲目的な力の盲目的な働きを意味し

ているからである。しかし古代人は運命またはカルマを

信じた。誕生から死に至るまで、すべての人間は、ちょ

うど、クモが巣を作るように自分の周りに一糸一糸運命

を織り上げて行く。そしてこの運命はある人達のいう守

護の天使か、または、我々のもっと親しいアストラルの

内なる人間どちらかに導かれている。このアストラル人

間は、肉体人間または人格我につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間を導こうとするものだが、そ

のうち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えない

その闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法

則が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に包まれると、この人は自分の作った運命の帝国

によって、全く支配されてしまう。すると、その人は運

命によって、フジツボのように霊という不動の岩にじっ

とくっつくようになるか、または、自分自身の行為が起

こした旋風によって羽毛のように吹き飛ばされてしまう

か、いずれかである。

　人間の運命はこのようなものです。つまり、人間と言

われる殻やロボット（肉体）ではなく、まことの自我の

運命です。物質の征服者となるのはまことの自我次第で

す。

マナスの複雑性

【問】　マナスの本質的な性質と肉体人間の五蘊 ( ごうん ) と

の関係について、何か私に話したいと思っていらっしゃ

るのでしょう。

【答】　マナスの本質は神秘的で変幻自在で理解を超え、

他の諸本質との相関関係はあまりはっきりしていないの

で、理解するのは難しく、説明するのはさらに難しいで

す。マナスは抽象的な「本質」であると同時に、一つの

実在でもあり、個性または自我です。マナスは一柱の「神」

でありながら、化身の無限の周期をとるように運命づけ

られています。その化身の一つひとつにマナスは責任が

あり、その一つひとつのために苦しまなければなりませ

ん。これはすべて紛らわしく、矛盾しているようにみえ

ます。けれどもこれらすべてを理解している何百人もの

人々がヨーロッパにもいます。なぜなら彼等は自我を全

体としてだけでなく、その様々な面も理解しているから

です。結局、私の言う事を理解してもらうには、まず、

手短にこの自我についての系図をあなたに説明しなけれ

ばなりません。

【問】　どうぞお願いします。

【答】　エッセンスは神聖でありながら、「一切」と一体

になるほどは清くない天上の存在または「霊」（その名

称はどうであろうと）を想像してごらんなさい。その霊

は「一切」と統一するという目的を達成するには、「一切」

にふさわしいようにその性質は浄化しなければなりませ

ん。その霊が目的を達するには、多様で分化している宇

宙にあるあらゆる経験や感情を個性的にも人格的にも、

つまり霊的にも肉体的にも、経験しなければいけません。

従って、人間界でのあらゆる経験をする前に、人間より

低いすべての界の経験をし、生命の階段を一つずつの

ぼって、だんだん高く上がって行かなければなりません。

マナスは本質的には思いそのものであって、集団的には、

マーナサプトラ達すなわち「宇宙マインドの息子等」と

言われています。この「個別化した思い」は私達神智学

徒が人間の本当の自我と言っているもので、肉と骨の容

器に閉じ込められている思考する存在です。これは確か

に物質ではなく霊的実在であって、これらの実在は、化

身して人類という動物性の物質の塊に魂を吹き込む自我

達です。このような自我をマーナサすなわち「マインド」

（心）と言います。しかし、一たび化身して媒体に閉じ

込められると、それらの本質は二重となります。つまり、

個性的実在と考えられている永遠で神聖なマインドの光

線は、二重の属性をとるようになるのです。それは、⒜

自我の本質で生得的性格である天を熱望する心すなわち

高級マナスと、⒝思考という人間の特性すなわち人間の

脳が優れているために理性化された動物的思考力です。

後者はカーマに向かう低級マナスです。高級マナスは

ブッディに向かい、低級マナスは情欲と動物的欲望の座

に下落して行きます。デヴァチャンには動物的欲望など

の余地はありませんし、一体となって精神的至福に入る

神聖な三位一体と結びつくこともできません。しかし、

親は自分の子供が責任をとれない間は子供の犯罪に責任

があるように、自我＝マナスは低級性質のあらゆる罪の

責任をとらなければなりません。

【問】　その子供というのは人格我のことですか？

【答】　そうです。ですから人格我が肉体と一緒に死ぬと

言っても、それですべてを言い尽くしたわけではありま

せん。体というものはＡ氏やＢ夫人の客観的な象徴でし

かなく、その目に見える表現である物質的な五蘊と一緒

に消滅します。しかし、生きている間にＡ氏やＢ夫人の

経験の中の霊的なものや、高尚な熱望、不滅の愛情や非

利己的な性質となったものはすべてデヴァチャンの間、

自我と結合しています。自我は今、自分は亡くなってし

まったその物質的な実在の霊的部分であると考えます。

俳優（マナス）は今、物質界の舞台で自分の演じた役割

がたいへん浸み込んでいるので、デヴァチャンでの夜の

間、その夢を見続けており、別の役を演じるための人生

の舞台に戻る時がくるまで、そのヴィジョンが続くので

す。

【問】　あなたの言うことによれば、思考する人間と同じ

くらい古いこの教えが、例えば、キリスト教の神学の中

にないというのはなぜですか？

【答】　あなたの言われることは間違っています。キリス

ト教神学にもありますが、キリスト教神学はたくさんの

他の教えを歪めたように、この教えも全く分からないも

のにしてしまっただけです。神学は自我のことを、私達

の魂を守るために神様が誕生の時に遣わして下さる天使

だと言います。神学理論によれば、哀れな、弱い「魂」

が犯した罪の責任をその「天使」に負わせないで、すべ

ての肉体の罪、心の罪のために罰せられるのは魂である

とします！　あきれ果てた神学の知的詐欺によると、決

して焼き尽くされてしまわずに（＊）物質の地獄で焼か

れる運命にあるのは、魂、すなわち物質でない神の息で

あり、神の創造物と言われているものです。一方、魂を

守るべき「天使」は自分の白い翼をたたみ、少し涙を流

してその翼をぬらすだけで無事に逃げてしまいます。こ

ういう天使がキリスト教の言う「助ける霊達」であり、

神から遣わされた「慈悲のみ使い達」です。マント司教

は天使達について次のように言っています。

　救われる者のために行ない、

　我等が罪を犯せば我等のために悲しみ、

　我等が悔い改めれば喜ぶ。

　しかし、世界中の司教がみな、魂とは何か、その働き

はどんなものかはっきりと定義するように求められたな

らば、その定義をすることはできないし、また、天使や

魂についてのキリスト教正統派の教えには少しも論理を

示すことができないのは明らかです。

＊　近代英国のある神学者の雄弁な表現によれば、魂は

「石綿のような性質」である。

　



第十章　思考原理の性質について

自我の神秘

【問】　以前あなたが『仏教問答』から引用された引用文

の中に、説明していただきたい矛盾があります。記憶を

含む五蘊 ( ごうん ) は新しい化身ごとに変わると言われてい

ます。けれども五蘊から出来ていたと教えられている過

去生の反映こそ「残るに違いない」と断言されています。

残るということが私にははっきりしませんので、説明し

ていただきたいと思います。何が残るのですか？　過去

生の「反映」だけなのですか、または五蘊なのですか、

それともいつでも変わらない自我、すなわちマナスでは

ありませんか？

【答】　輪廻する本質すなわち私達が「神聖な人間」と言っ

ているものは生命周期の間中は不滅であると説明したば

かりです。思考する実在として、また精妙な形体として

さえも不滅です。「反映」とはデヴァチャンの期間のＡ

氏またはＢ夫人という前の人格我の記憶にすぎず、その

期間自我は、自分はその人格我であると思います。デヴァ

チャンはこの世の生活の継続にしかすぎず、いわば途切

れることのない連続の中で、今は過去となった人生のい

くつかの幸福の瞬間の絶頂です。自我は地上の人生の人

格意識と同一視しないならその人生は跡形もなくなって

しまいます。

【問】　それでは、自我は神聖な性質でありながら、精神

的にぼんやりした状態、または一時的な狂気の状態で、

二つの化身の間のこうした時期を過ごすということです

か？

【答】　そのように考えていただいてもかまいません。唯

一の実在以外は、全宇宙を含むいかなるものも束の間の

幻影にすぎないと信じているので、私達はデヴァチャン

を狂気と見なさず、この世の人生の当然の結果と考えま

す。人生とは何でしょう？　様々な経験、毎日変わって

行く考え方、情緒、意見の山です。若い時には私達はよ

く理想や、私達が従ったり、復活させようとする偉大な

男女に熱狂的に献身します。その二、三年後には、私達

の若い熱情の新鮮さは消え失せて落ちつき、誰よりもま

ず自分の空想を笑います。けれども私達の心の中の理想

の対象（特にそれが生きている者なら）と、自分自身の

人格とを全く同一と見た時代があり、その時には人格は

全く理想の中に没入し、なくなってしまっていました。

五〇歳の人は二〇歳の時と同じ者だと言えるでしょう

か？　内なる人間は同じですが、外側の生きている人格

我は全く変化しました。あなたはこのような人間の精神

状態の変化も狂気だというのですか？

【問】　あなたはその変化を何だとおっしゃるのですか？

　特に内なる人間の永続性と外部の人格我の消え行く性

質はどう説明なさるのですか？

【答】　私達は私達自身の理論がありますので、それを使

えば説明は難しくありません。その糸口はマインドの二

重の意識とメンタル本質の二重性にあります。霊的意識

すなわちブッディの光で照らされたマナスがあって、こ

れは抽象的なものを主観的に認識します。それから有情

の意識、すなわち肉体の脳と感覚と分かれることのでき

ない低級マナスの光があります。この意識は脳と肉体感

覚に従属しており、またそれに依存しているので、もち

ろん結局は脳と肉体感覚がなくなると共に消え失せ、死

ななければなりません。根が永遠の生命の中にあって、

永久に生き残って行くのは、霊的意識だけです。ですか

ら、それは不死と考えることができるのです。他のもの

はみな、消えて行く幻影に属しています。

【問】　その場合、幻影とはどんなものと思いますか？

【答】　それは「高級我」についての論文の中でうまく述

べられています。シネット氏は次のように言っています。

高級自我と低級我とは考えを交換する、と私達が考えて

いる理論は、私達が生きているこの世は幻影的現象の世

界であり、これに反して自然界の中の霊的世界は、本体

の世界すなわち真実の世界であるという説とたいへんよ

くつり合っている。人間を植物にたとえれば、花がしば

らく咲き、やがて萎 (しお ) れて枯れてしまう自然界の領域

よりも、植物が新しい花を送り出すためのエネルギーを

取り戻す不滅の魂の根のある領域のほうが真実である。

普通の感覚は花だけを知覚させ、その根は私達には触れ

ることができず、見えもしない大自然の中のある状態で

存在しているとすれば、別の世界には根のようなものが

あると気づいた哲学者達は、花のことを次のように言う

傾向があろう。すなわち、花は本当の植物ではない。花

は重要なものではなく単にその時だけの幻影的現象にし

かすぎない。

　これが私の言っている意味です。人格我の生涯という

一時的で消えて行く花を咲かせるこの世は、真実の永遠

の世界ではなく、意識の根のある世界こそ本物です。根

というのは幻影を超え、永遠の中に生きています。

【問】　根が永遠の中に生きているとはどういう事です

か？

【答】　この根とは考えるもの、すなわち化身する自我の

ことです。それを私達は天使、霊、または一つの力と考

えてもいます。私達の感覚に触れるものの中でこの目に

見えない根から直接生じるもの、あるいはこの根にくっ

ついているものだけが不死の生命にあずかることができ

ます。ですから、この根が生気を吹き込んでいる人格我

のすべての高尚な思いや考えや熱望は、この根から生じ

それによって養われるので、永遠になるに違いありませ

ん。肉体意識は有情な低級本質（低級マナスの反映によっ

て照らされたカーマ・ルーパ、すなわち動物的本能）、

つまり、人間魂の性質ですから、消えてしまわなければ

なりません。肉体が熟睡したり、麻痺したりしている間

に活動するのは高級な意識です。私達の記憶は自動的な

ので、そのような活動の経験はかすかに、不正確にしか

記録されず、また、少しも印象づけることさえできない

ことが多いのです。

【問】　あなたはマナスをヌースすなわち一柱の「神」と

言われますが、化身中は肉体に征服され、枷 (かせ ) をかけ

られるほど弱いのはどうしてですか？

【答】　同じ質問をあなたに返すことができます。「あな

たが《神々の神》と思い、唯一の生きている神と考えて

いる神様が、天にいる間もこの世に化身している間も、

悪または悪魔が自分にも自分のあらゆる創造物にも勝つ

ままにするほど、弱いのはどうしてですか？」　あなた

はきっとまた答えるでしょう。「これは神秘ですし、私

達は神の神秘を詮索することは禁じられています」。し

かし私達の宗教哲学ではそれは禁じられていませんか

ら、私はあなたの質問に次のように答えます。つまり、

神がアヴァターラとして下生しない限り、神聖な本質は

動物的性質に満ちた物質によって束縛され麻輝されなが

ら現れるより仕方がありません。異質性は幻影のこの世

界では同質性より優勢であって、本質がその根本原理す

なわち本来の同質性に近ければ近いほど、その本質がこ

の世に現れることが難しくなります。霊的で神聖な能力

はどの人間の中にも潜在しています。そして人間の霊的

ヴィジョンの領域が広ければ広いほど、内なる神の力は

強くなるでしょう。しかし、その神を感じることのでき

る人達はほとんどおりません。そして神という概念はい

つも子供の頃から教え込まれた先入観によって私達の思

いの中に縛られ制限されているので、私達の哲学を理解

することは、あなた方にはたいへん難しいのです。

【問】　私達の神とは私達のこの自我のことですか？

【答】　いいえ、全然違います。「一柱の神」は普遍的な

神ではなく、神聖な火の唯一の大海からの一つの火花に

しかすぎません。内なる私達の神、すなわち「隠れたる

にいます我等の父」は、私達が高級我またはアートマン

と言っているものです。私達の生まれ変わる自我は、唯

一の未知なる本質の最初の発散のすべてと同じように、
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もともとは一柱の神でした。しかし、最初から最後まで、

その周期の間中、続けて化身しなければならないので、

「物質へ降下して」からは、もう自由で幸福な神ではなく、

失ったものを取り戻す途上の哀 ( あわ ) れな巡礼者です。

『ベールをとったイシス』（英語版二巻五九三頁）が内な

る人間について言っていることを繰り返せば、もっと十

分なお答えになるでしょう。

　最も遠い昔から人類は一般に、個人的肉体人間の中に、

個人的な霊的存在物があることをいつも信じていた。こ

の内なる存在は「王冠」への近さに応じて、多かれ少な

かれ神聖視された。統一に近ければ近いほど、人間の運

命は穏やかであり、外的状態は危険ではない。この考え

は偏見でも迷信でもなく、私達は霊的で目に見えない別

の世界が近くにあることを絶えず本能的に感じている。

その世界は外部の人間の感覚には主観的であるとして

も、内なる自我には完全に客観的である。その上、昔の

人々は、行為に対する意志の作用に影響を与える外的お

よび内的条件があると信じた。彼等は宿命論に反対した。

なぜなら、宿命論は盲目的な力の盲目的な働きを意味し

ているからである。しかし古代人は運命またはカルマを

信じた。誕生から死に至るまで、すべての人間は、ちょ

うど、クモが巣を作るように自分の周りに一糸一糸運命

を織り上げて行く。そしてこの運命はある人達のいう守

護の天使か、または、我々のもっと親しいアストラルの

内なる人間どちらかに導かれている。このアストラル人

間は、肉体人間または人格我につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間を導こうとするものだが、そ

のうち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えない

その闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法

則が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に包まれると、この人は自分の作った運命の帝国

によって、全く支配されてしまう。すると、その人は運

命によって、フジツボのように霊という不動の岩にじっ

とくっつくようになるか、または、自分自身の行為が起

こした旋風によって羽毛のように吹き飛ばされてしまう

か、いずれかである。

　人間の運命はこのようなものです。つまり、人間と言

われる殻やロボット（肉体）ではなく、まことの自我の

運命です。物質の征服者となるのはまことの自我次第で

す。

マナスの複雑性

【問】　マナスの本質的な性質と肉体人間の五蘊 ( ごうん ) と

の関係について、何か私に話したいと思っていらっしゃ

るのでしょう。

【答】　マナスの本質は神秘的で変幻自在で理解を超え、

他の諸本質との相関関係はあまりはっきりしていないの

で、理解するのは難しく、説明するのはさらに難しいで

す。マナスは抽象的な「本質」であると同時に、一つの

実在でもあり、個性または自我です。マナスは一柱の「神」

でありながら、化身の無限の周期をとるように運命づけ

られています。その化身の一つひとつにマナスは責任が

あり、その一つひとつのために苦しまなければなりませ

ん。これはすべて紛らわしく、矛盾しているようにみえ

ます。けれどもこれらすべてを理解している何百人もの

人々がヨーロッパにもいます。なぜなら彼等は自我を全

体としてだけでなく、その様々な面も理解しているから

です。結局、私の言う事を理解してもらうには、まず、

手短にこの自我についての系図をあなたに説明しなけれ

ばなりません。

【問】　どうぞお願いします。

【答】　エッセンスは神聖でありながら、「一切」と一体

になるほどは清くない天上の存在または「霊」（その名

称はどうであろうと）を想像してごらんなさい。その霊

は「一切」と統一するという目的を達成するには、「一切」

にふさわしいようにその性質は浄化しなければなりませ

ん。その霊が目的を達するには、多様で分化している宇

宙にあるあらゆる経験や感情を個性的にも人格的にも、

つまり霊的にも肉体的にも、経験しなければいけません。

従って、人間界でのあらゆる経験をする前に、人間より

低いすべての界の経験をし、生命の階段を一つずつの

ぼって、だんだん高く上がって行かなければなりません。

マナスは本質的には思いそのものであって、集団的には、

マーナサプトラ達すなわち「宇宙マインドの息子等」と

言われています。この「個別化した思い」は私達神智学

徒が人間の本当の自我と言っているもので、肉と骨の容

器に閉じ込められている思考する存在です。これは確か

に物質ではなく霊的実在であって、これらの実在は、化

身して人類という動物性の物質の塊に魂を吹き込む自我

達です。このような自我をマーナサすなわち「マインド」

（心）と言います。しかし、一たび化身して媒体に閉じ

込められると、それらの本質は二重となります。つまり、

個性的実在と考えられている永遠で神聖なマインドの光

線は、二重の属性をとるようになるのです。それは、⒜

自我の本質で生得的性格である天を熱望する心すなわち

高級マナスと、⒝思考という人間の特性すなわち人間の

脳が優れているために理性化された動物的思考力です。

後者はカーマに向かう低級マナスです。高級マナスは

ブッディに向かい、低級マナスは情欲と動物的欲望の座

に下落して行きます。デヴァチャンには動物的欲望など

の余地はありませんし、一体となって精神的至福に入る

神聖な三位一体と結びつくこともできません。しかし、

親は自分の子供が責任をとれない間は子供の犯罪に責任

があるように、自我＝マナスは低級性質のあらゆる罪の

責任をとらなければなりません。

【問】　その子供というのは人格我のことですか？

【答】　そうです。ですから人格我が肉体と一緒に死ぬと

言っても、それですべてを言い尽くしたわけではありま

せん。体というものはＡ氏やＢ夫人の客観的な象徴でし

かなく、その目に見える表現である物質的な五蘊と一緒

に消滅します。しかし、生きている間にＡ氏やＢ夫人の

経験の中の霊的なものや、高尚な熱望、不滅の愛情や非

利己的な性質となったものはすべてデヴァチャンの間、

自我と結合しています。自我は今、自分は亡くなってし

まったその物質的な実在の霊的部分であると考えます。

俳優（マナス）は今、物質界の舞台で自分の演じた役割

がたいへん浸み込んでいるので、デヴァチャンでの夜の

間、その夢を見続けており、別の役を演じるための人生

の舞台に戻る時がくるまで、そのヴィジョンが続くので

す。

【問】　あなたの言うことによれば、思考する人間と同じ

くらい古いこの教えが、例えば、キリスト教の神学の中

にないというのはなぜですか？

【答】　あなたの言われることは間違っています。キリス

ト教神学にもありますが、キリスト教神学はたくさんの

他の教えを歪めたように、この教えも全く分からないも

のにしてしまっただけです。神学は自我のことを、私達

の魂を守るために神様が誕生の時に遣わして下さる天使

だと言います。神学理論によれば、哀れな、弱い「魂」

が犯した罪の責任をその「天使」に負わせないで、すべ

ての肉体の罪、心の罪のために罰せられるのは魂である

とします！　あきれ果てた神学の知的詐欺によると、決

して焼き尽くされてしまわずに（＊）物質の地獄で焼か

れる運命にあるのは、魂、すなわち物質でない神の息で

あり、神の創造物と言われているものです。一方、魂を

守るべき「天使」は自分の白い翼をたたみ、少し涙を流

してその翼をぬらすだけで無事に逃げてしまいます。こ

ういう天使がキリスト教の言う「助ける霊達」であり、

神から遣わされた「慈悲のみ使い達」です。マント司教

は天使達について次のように言っています。

　救われる者のために行ない、

　我等が罪を犯せば我等のために悲しみ、

　我等が悔い改めれば喜ぶ。

　しかし、世界中の司教がみな、魂とは何か、その働き

はどんなものかはっきりと定義するように求められたな

らば、その定義をすることはできないし、また、天使や

魂についてのキリスト教正統派の教えには少しも論理を

示すことができないのは明らかです。

＊　近代英国のある神学者の雄弁な表現によれば、魂は

「石綿のような性質」である。

　



第十章　思考原理の性質について

自我の神秘

【問】　以前あなたが『仏教問答』から引用された引用文

の中に、説明していただきたい矛盾があります。記憶を

含む五蘊 ( ごうん ) は新しい化身ごとに変わると言われてい

ます。けれども五蘊から出来ていたと教えられている過

去生の反映こそ「残るに違いない」と断言されています。

残るということが私にははっきりしませんので、説明し

ていただきたいと思います。何が残るのですか？　過去

生の「反映」だけなのですか、または五蘊なのですか、

それともいつでも変わらない自我、すなわちマナスでは

ありませんか？

【答】　輪廻する本質すなわち私達が「神聖な人間」と言っ

ているものは生命周期の間中は不滅であると説明したば

かりです。思考する実在として、また精妙な形体として

さえも不滅です。「反映」とはデヴァチャンの期間のＡ

氏またはＢ夫人という前の人格我の記憶にすぎず、その

期間自我は、自分はその人格我であると思います。デヴァ

チャンはこの世の生活の継続にしかすぎず、いわば途切

れることのない連続の中で、今は過去となった人生のい

くつかの幸福の瞬間の絶頂です。自我は地上の人生の人

格意識と同一視しないならその人生は跡形もなくなって

しまいます。

【問】　それでは、自我は神聖な性質でありながら、精神

的にぼんやりした状態、または一時的な狂気の状態で、

二つの化身の間のこうした時期を過ごすということです

か？

【答】　そのように考えていただいてもかまいません。唯

一の実在以外は、全宇宙を含むいかなるものも束の間の

幻影にすぎないと信じているので、私達はデヴァチャン

を狂気と見なさず、この世の人生の当然の結果と考えま

す。人生とは何でしょう？　様々な経験、毎日変わって

行く考え方、情緒、意見の山です。若い時には私達はよ

く理想や、私達が従ったり、復活させようとする偉大な

男女に熱狂的に献身します。その二、三年後には、私達

の若い熱情の新鮮さは消え失せて落ちつき、誰よりもま

ず自分の空想を笑います。けれども私達の心の中の理想

の対象（特にそれが生きている者なら）と、自分自身の

人格とを全く同一と見た時代があり、その時には人格は

全く理想の中に没入し、なくなってしまっていました。

五〇歳の人は二〇歳の時と同じ者だと言えるでしょう

か？　内なる人間は同じですが、外側の生きている人格

我は全く変化しました。あなたはこのような人間の精神

状態の変化も狂気だというのですか？

【問】　あなたはその変化を何だとおっしゃるのですか？

　特に内なる人間の永続性と外部の人格我の消え行く性

質はどう説明なさるのですか？

【答】　私達は私達自身の理論がありますので、それを使

えば説明は難しくありません。その糸口はマインドの二

重の意識とメンタル本質の二重性にあります。霊的意識

すなわちブッディの光で照らされたマナスがあって、こ

れは抽象的なものを主観的に認識します。それから有情

の意識、すなわち肉体の脳と感覚と分かれることのでき

ない低級マナスの光があります。この意識は脳と肉体感

覚に従属しており、またそれに依存しているので、もち

ろん結局は脳と肉体感覚がなくなると共に消え失せ、死

ななければなりません。根が永遠の生命の中にあって、

永久に生き残って行くのは、霊的意識だけです。ですか

ら、それは不死と考えることができるのです。他のもの

はみな、消えて行く幻影に属しています。

【問】　その場合、幻影とはどんなものと思いますか？

【答】　それは「高級我」についての論文の中でうまく述

べられています。シネット氏は次のように言っています。

高級自我と低級我とは考えを交換する、と私達が考えて

いる理論は、私達が生きているこの世は幻影的現象の世

界であり、これに反して自然界の中の霊的世界は、本体

の世界すなわち真実の世界であるという説とたいへんよ

くつり合っている。人間を植物にたとえれば、花がしば

らく咲き、やがて萎 (しお ) れて枯れてしまう自然界の領域

よりも、植物が新しい花を送り出すためのエネルギーを

取り戻す不滅の魂の根のある領域のほうが真実である。

普通の感覚は花だけを知覚させ、その根は私達には触れ

ることができず、見えもしない大自然の中のある状態で

存在しているとすれば、別の世界には根のようなものが

あると気づいた哲学者達は、花のことを次のように言う

傾向があろう。すなわち、花は本当の植物ではない。花

は重要なものではなく単にその時だけの幻影的現象にし

かすぎない。

　これが私の言っている意味です。人格我の生涯という

一時的で消えて行く花を咲かせるこの世は、真実の永遠

の世界ではなく、意識の根のある世界こそ本物です。根

というのは幻影を超え、永遠の中に生きています。

【問】　根が永遠の中に生きているとはどういう事です

か？

【答】　この根とは考えるもの、すなわち化身する自我の

ことです。それを私達は天使、霊、または一つの力と考

えてもいます。私達の感覚に触れるものの中でこの目に

見えない根から直接生じるもの、あるいはこの根にくっ

ついているものだけが不死の生命にあずかることができ

ます。ですから、この根が生気を吹き込んでいる人格我

のすべての高尚な思いや考えや熱望は、この根から生じ

それによって養われるので、永遠になるに違いありませ

ん。肉体意識は有情な低級本質（低級マナスの反映によっ

て照らされたカーマ・ルーパ、すなわち動物的本能）、

つまり、人間魂の性質ですから、消えてしまわなければ

なりません。肉体が熟睡したり、麻痺したりしている間

に活動するのは高級な意識です。私達の記憶は自動的な

ので、そのような活動の経験はかすかに、不正確にしか

記録されず、また、少しも印象づけることさえできない

ことが多いのです。

【問】　あなたはマナスをヌースすなわち一柱の「神」と

言われますが、化身中は肉体に征服され、枷 (かせ ) をかけ

られるほど弱いのはどうしてですか？

【答】　同じ質問をあなたに返すことができます。「あな

たが《神々の神》と思い、唯一の生きている神と考えて

いる神様が、天にいる間もこの世に化身している間も、

悪または悪魔が自分にも自分のあらゆる創造物にも勝つ

ままにするほど、弱いのはどうしてですか？」　あなた

はきっとまた答えるでしょう。「これは神秘ですし、私

達は神の神秘を詮索することは禁じられています」。し

かし私達の宗教哲学ではそれは禁じられていませんか

ら、私はあなたの質問に次のように答えます。つまり、

神がアヴァターラとして下生しない限り、神聖な本質は

動物的性質に満ちた物質によって束縛され麻輝されなが

ら現れるより仕方がありません。異質性は幻影のこの世

界では同質性より優勢であって、本質がその根本原理す

なわち本来の同質性に近ければ近いほど、その本質がこ

の世に現れることが難しくなります。霊的で神聖な能力

はどの人間の中にも潜在しています。そして人間の霊的

ヴィジョンの領域が広ければ広いほど、内なる神の力は

強くなるでしょう。しかし、その神を感じることのでき

る人達はほとんどおりません。そして神という概念はい

つも子供の頃から教え込まれた先入観によって私達の思

いの中に縛られ制限されているので、私達の哲学を理解

することは、あなた方にはたいへん難しいのです。

【問】　私達の神とは私達のこの自我のことですか？

【答】　いいえ、全然違います。「一柱の神」は普遍的な

神ではなく、神聖な火の唯一の大海からの一つの火花に

しかすぎません。内なる私達の神、すなわち「隠れたる

にいます我等の父」は、私達が高級我またはアートマン

と言っているものです。私達の生まれ変わる自我は、唯

一の未知なる本質の最初の発散のすべてと同じように、

もともとは一柱の神でした。しかし、最初から最後まで、

その周期の間中、続けて化身しなければならないので、

「物質へ降下して」からは、もう自由で幸福な神ではなく、

失ったものを取り戻す途上の哀 ( あわ ) れな巡礼者です。

『ベールをとったイシス』（英語版二巻五九三頁）が内な

る人間について言っていることを繰り返せば、もっと十

分なお答えになるでしょう。

　最も遠い昔から人類は一般に、個人的肉体人間の中に、

個人的な霊的存在物があることをいつも信じていた。こ

の内なる存在は「王冠」への近さに応じて、多かれ少な

かれ神聖視された。統一に近ければ近いほど、人間の運

命は穏やかであり、外的状態は危険ではない。この考え

は偏見でも迷信でもなく、私達は霊的で目に見えない別

の世界が近くにあることを絶えず本能的に感じている。

その世界は外部の人間の感覚には主観的であるとして

も、内なる自我には完全に客観的である。その上、昔の

人々は、行為に対する意志の作用に影響を与える外的お

よび内的条件があると信じた。彼等は宿命論に反対した。

なぜなら、宿命論は盲目的な力の盲目的な働きを意味し

ているからである。しかし古代人は運命またはカルマを

信じた。誕生から死に至るまで、すべての人間は、ちょ

うど、クモが巣を作るように自分の周りに一糸一糸運命

を織り上げて行く。そしてこの運命はある人達のいう守

護の天使か、または、我々のもっと親しいアストラルの

内なる人間どちらかに導かれている。このアストラル人

間は、肉体人間または人格我につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間を導こうとするものだが、そ

のうち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えない

その闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法

則が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に包まれると、この人は自分の作った運命の帝国

によって、全く支配されてしまう。すると、その人は運

命によって、フジツボのように霊という不動の岩にじっ

とくっつくようになるか、または、自分自身の行為が起

こした旋風によって羽毛のように吹き飛ばされてしまう

か、いずれかである。

　人間の運命はこのようなものです。つまり、人間と言

われる殻やロボット（肉体）ではなく、まことの自我の

運命です。物質の征服者となるのはまことの自我次第で

す。

マナスの複雑性

【問】　マナスの本質的な性質と肉体人間の五蘊 ( ごうん ) と

の関係について、何か私に話したいと思っていらっしゃ

るのでしょう。

【答】　マナスの本質は神秘的で変幻自在で理解を超え、

他の諸本質との相関関係はあまりはっきりしていないの

で、理解するのは難しく、説明するのはさらに難しいで

す。マナスは抽象的な「本質」であると同時に、一つの

実在でもあり、個性または自我です。マナスは一柱の「神」

でありながら、化身の無限の周期をとるように運命づけ

られています。その化身の一つひとつにマナスは責任が

あり、その一つひとつのために苦しまなければなりませ

ん。これはすべて紛らわしく、矛盾しているようにみえ

ます。けれどもこれらすべてを理解している何百人もの

人々がヨーロッパにもいます。なぜなら彼等は自我を全

体としてだけでなく、その様々な面も理解しているから

です。結局、私の言う事を理解してもらうには、まず、

手短にこの自我についての系図をあなたに説明しなけれ

ばなりません。

【問】　どうぞお願いします。

【答】　エッセンスは神聖でありながら、「一切」と一体

になるほどは清くない天上の存在または「霊」（その名

称はどうであろうと）を想像してごらんなさい。その霊

は「一切」と統一するという目的を達成するには、「一切」

にふさわしいようにその性質は浄化しなければなりませ

ん。その霊が目的を達するには、多様で分化している宇

宙にあるあらゆる経験や感情を個性的にも人格的にも、

つまり霊的にも肉体的にも、経験しなければいけません。

従って、人間界でのあらゆる経験をする前に、人間より

低いすべての界の経験をし、生命の階段を一つずつの
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ぼって、だんだん高く上がって行かなければなりません。

マナスは本質的には思いそのものであって、集団的には、

マーナサプトラ達すなわち「宇宙マインドの息子等」と

言われています。この「個別化した思い」は私達神智学

徒が人間の本当の自我と言っているもので、肉と骨の容

器に閉じ込められている思考する存在です。これは確か

に物質ではなく霊的実在であって、これらの実在は、化

身して人類という動物性の物質の塊に魂を吹き込む自我

達です。このような自我をマーナサすなわち「マインド」

（心）と言います。しかし、一たび化身して媒体に閉じ

込められると、それらの本質は二重となります。つまり、

個性的実在と考えられている永遠で神聖なマインドの光

線は、二重の属性をとるようになるのです。それは、⒜

自我の本質で生得的性格である天を熱望する心すなわち

高級マナスと、⒝思考という人間の特性すなわち人間の

脳が優れているために理性化された動物的思考力です。

後者はカーマに向かう低級マナスです。高級マナスは

ブッディに向かい、低級マナスは情欲と動物的欲望の座

に下落して行きます。デヴァチャンには動物的欲望など

の余地はありませんし、一体となって精神的至福に入る

神聖な三位一体と結びつくこともできません。しかし、

親は自分の子供が責任をとれない間は子供の犯罪に責任

があるように、自我＝マナスは低級性質のあらゆる罪の

責任をとらなければなりません。

【問】　その子供というのは人格我のことですか？

【答】　そうです。ですから人格我が肉体と一緒に死ぬと

言っても、それですべてを言い尽くしたわけではありま

せん。体というものはＡ氏やＢ夫人の客観的な象徴でし

かなく、その目に見える表現である物質的な五蘊と一緒

に消滅します。しかし、生きている間にＡ氏やＢ夫人の

経験の中の霊的なものや、高尚な熱望、不滅の愛情や非

利己的な性質となったものはすべてデヴァチャンの間、

自我と結合しています。自我は今、自分は亡くなってし

まったその物質的な実在の霊的部分であると考えます。

俳優（マナス）は今、物質界の舞台で自分の演じた役割

がたいへん浸み込んでいるので、デヴァチャンでの夜の

間、その夢を見続けており、別の役を演じるための人生

の舞台に戻る時がくるまで、そのヴィジョンが続くので

す。

【問】　あなたの言うことによれば、思考する人間と同じ

くらい古いこの教えが、例えば、キリスト教の神学の中

にないというのはなぜですか？

【答】　あなたの言われることは間違っています。キリス

ト教神学にもありますが、キリスト教神学はたくさんの

他の教えを歪めたように、この教えも全く分からないも

のにしてしまっただけです。神学は自我のことを、私達

の魂を守るために神様が誕生の時に遣わして下さる天使

だと言います。神学理論によれば、哀れな、弱い「魂」

が犯した罪の責任をその「天使」に負わせないで、すべ

ての肉体の罪、心の罪のために罰せられるのは魂である

とします！　あきれ果てた神学の知的詐欺によると、決

して焼き尽くされてしまわずに（＊）物質の地獄で焼か

れる運命にあるのは、魂、すなわち物質でない神の息で

あり、神の創造物と言われているものです。一方、魂を

守るべき「天使」は自分の白い翼をたたみ、少し涙を流

してその翼をぬらすだけで無事に逃げてしまいます。こ

ういう天使がキリスト教の言う「助ける霊達」であり、

神から遣わされた「慈悲のみ使い達」です。マント司教

は天使達について次のように言っています。

　救われる者のために行ない、

　我等が罪を犯せば我等のために悲しみ、

　我等が悔い改めれば喜ぶ。

　しかし、世界中の司教がみな、魂とは何か、その働き

はどんなものかはっきりと定義するように求められたな

らば、その定義をすることはできないし、また、天使や

魂についてのキリスト教正統派の教えには少しも論理を

示すことができないのは明らかです。

＊　近代英国のある神学者の雄弁な表現によれば、魂は

「石綿のような性質」である。
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二　オカルト道とオカルト技術

我、しばしば聞きしも今に至るまで信ぜざりき。

力強き魔法の呪いによりて、大自然の法則を

不正の目的に曲ぐる者ありという。

ミルトン

　今月の便りの中の数通からも、先月の論文「実践的オ

カルティズム」がある人達の心に強く印象を与えたこと

が分かる。これらの手紙は次の二つの結論を十分に証明

している。

⒜オカルティズムと魔術（Magic）はたいへん違うが、

両方の存在を信じている教養もあり思慮深い人は、近代

唯物論者が考えているよりも多い。

⒝多くの神智学徒も含めて、このように信じている者は

オカルティズムの性質につき、明白な考えをもたず、一

般に「黒魔術」を含むオカルト科学と混同している。

　オカルティズムが人間に与える諸力や、その力を得る

ために用いる様々な方法についての人々の説明は多種多

様で、全く空想的である。ある人は、オカルティズムの

名人から指導を受けさえすれば、間もなくザノーニのよ

うな高位のイニシエートになることができると思い込ん

でいる。他の人達は、スエズ運河を渡りインドに行きさ

えすれば、ロジャー・ベーコンやサン＝ジェルマン伯爵

のように傑出するようになると考える。また多くの人達

は、いつも若さを保っている伝説上の侯爵を理想とし、

彼がそのために自分の魂という代価を払ったことを忘れ

てしまう。また、三途の川の薄暗がりから、大きく開い

ている地の口を通って亡霊を光の道へと呼び出すエッド

ルの巫女の口寄せをオカルティズムと誤解して、その技

をもっているので一人前のアデプトと認められるように

と望む者は少なくない。エリファス・レーヴィが面白半

分に規則を決めつけた「儀式的魔術」は、昔のアルハッ

ト達の哲学の「想像上の双生児」のもう一つである。簡

単にいえば、オカルティズムが表れ出るプリズムは、そ

の哲学になじんでいない人々にとっては人間の空想が作

り得る限りの、色とりどりで変化きわまりないものであ

る。

　智慧と力を得たいと思う志願者達に、はっきりした真

実を告げられたなら彼等は非常に怒り出すのではないだ

ろうか？　真実を告げることは役に立つばかりでなく、

手遅れにならないうち多くの志願者を悟らせることは、

今や必要なことになっている。それはわずかな言葉で伝

えることができる。つまり、西洋には自分のことを「オ

カルティスト」と称している熱心な人が何百人もいるが、

マスターしたいと思うオカルト科学の性質についてのほ

ぼ正しい概念をもっている人は数人もいないということ

である。わずかな例外はあるが、その人達は皆、黒魔術

への高速道路上にいる。彼等がこのことに抗議する前に、

自分自身の心の混沌とした状態に秩序を取り戻させると

よい。まず、オカルティズムと様々なオカルト科学との

本当の関係及びこの二つの間の違いを学ぶべきである。

それでもまだ自分は正しいと思うなら、その時に怒りを

感じればよい。さしあたり、次のことを学ばせよう。光

まばゆい太陽がロウソクとは違うように、絶対であり原

因のない「不可知の全」の反映である人間の不変不死の

霊が死すべき肉体とは違うように、オカルティズムは魔

法や他の秘密科学とは違うということを学ばせよう。
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　高度に文明化した西洋では、近代言語が出来、思想の

目覚めと共にいろいろの言葉が作り出された。それはど

この国語でも起こる過程である。この世の財産を間断な

く追い求める西洋の利己主義の冷たい雰囲気の中で、思

想が物質主義化すればするほど、精神的なことに、議論

する前に打ち砕かれている「単なる迷信」というレッテ

ルを貼り、それを表現する新しい言葉を作る必要を感じ

なくなった。というのも、そのような新用語は、文明人

が心にいだくわけにはいかない概念にのみ当たるからで

ある。

　例えば、magic（魔法）は奇術と同義語であり、

sorcery（黒魔術）は最低な無知と同義語であって、オ

カルティズムは気のふれた中世の拝火哲学者達や、ヤコ

ブ・ベーメやサン＝マルタンの信者達の哀れな遺物にす

ぎないと考えられている。「マジック」も「ソーサリー」

も「オカルティズム」も、手品の全分野を十二分に網羅

する言葉だと考えられてきたのである。これは軽蔑の言

葉であり、普通、暗黒の中世時代とその前の異教時代の

残りかすに関してのみ使われているものである。従って、

英語にはこうした普通でない能力や、またはそのような

能力を習得する諸科学それぞれの間の違いを定義した

り、微妙な意味合いを表したりする言葉はない。しかし

東洋の言語、特にサンスクリット語には正確に表現でき

る言葉がある。「ミラクル」（奇跡）や「エンチャントメ

ント」（魔法にかけること）という言葉はこれを言う人や、

聞く人の心に、どんなことを伝えるだろうか？　（いわ

ゆる権威者の説明によれば、両方とも自然法則を破るこ

とによって不思議な現象を起こすという考えを表してい

るので、結局、同じ意味の言葉である。）キリスト教徒

はたとえ、「自然の法則を破って」はいても、モーセを

通して神がなさったことだと言われているので、彼の奇

跡を固く信じている。だが、ファラオの魔術師の行なっ

た魔法を嘲けり笑うか、悪魔のせいにする。神智学に反

対する信心深いクリスチャンはオカルティズムを悪魔に

結びつけるが、一方、彼等の不信心な敵即ち唯物論者達

はモーセや魔術師やオカルティストなどを嘲笑し、「あ

んな迷信」についてまじめに考えることを恥ずかしく思

うのである。これは、ものの違いを示す言葉がないため

に起こることである。つまり、光と影を表現し、崇高で

真実なことと不条理でばかげたこととの間に境界線を引

く言葉がないからである。ばかげたこととは、人間や神

や悪魔が「自然の法則を破ること」を教える神学の教え

であり、崇高で真実なものとは、モーセや魔術師達が自

然の法則に従って行なった科学的な「奇跡」即ち魔法で

ある。モーセや魔術師達は共に、当時の「学士院」であっ

た寺院で智慧とまことのオカルティズムを学んだのであ

る。「オカルティズム」とは、確かに誤解を招く言葉で

ある。「秘密の知識」という意味のグプタ・ヴィディヤー

という複合語の英訳である。だが、それはいったいどん

な知識なのだろうか？　サンスクリット語の用語をいく

つか調べることは、それを理解する助けとなろう。

　様々な秘教的知識や秘教的科学につけられた多くの名

称の中から四つほど調べよう。それは顕教的聖典である

『プラーナ』の中にも出ているものである。その四つと

はまず、

⑴　ヤジュニャ・ヴィディヤーは、ある宗教的祭祀、行

事を行なうことによって自然界から呼び起こすオカルト

的な力についての知識。

＊　バラモン教では次のように言う。ヤジュニャとは永

遠に存在しているものである。それは「至高の一者」か

ら出たものだからである。ヤジュニャはこの一者の中に

「無始」より潜在している。これはトライヴィディヤー、

即ち『リグ・ヴェーダ』の中にある三つの神聖科学の鍵

である。『リグ・ヴェーダ』はヤジュス即ち犠牲を捧げる

秘儀を教えるものである。「ヤジュニャは見えないもの

として常に存在している。発電機の中の電気の潜在力の

ようなものであって、適当な器具がありさえすれば引き

出されるのである。ヤジュニャは、アーハヴァニーヤ即

ち奉献物を焼き尽くす犠牲の火から展開して天まで及ぶ

と考えられている。このようにして犠牲を供える者が、

神々と霊達の世界に接触できる橋＝梯子を作り、生きて

いる間にそれを上ることもできると考えている」（マル

チン・ホーグ訳『アイタレーヤ・ブラーフマナム』より）。

「このヤジュニャは一種のアーカーシャでもある。イニ

シエーションを受けた僧侶が心の中で発音してヤジュ

ニャ呼び起こす神秘な言葉は、意志の力から刺激を受け

た『失われた言葉』である」（『ベールをとったイシス』

一巻序文

より）。

⑵　マハー・ヴィディヤーは「大いなる知識」という意

味で、カバリストの魔術やタントラ崇拝の魔術である。

最悪の魔法となることがよくある。

⑶　グヒヤ・ヴィディヤーは、音（エーテル）の中にあ

る神秘的な力についての知識である。従って、マントラ

（歌い唱えられる祈りや呪文）の中に潜む力であり、用

いられたリズムとメロディーによって変わる。言葉を換

えて言えば、大自然の力とその相互関係の知識に基づい

た魔法技術である。

⑷　アートマ・ヴィディヤーは、東洋学者達が単に「魂

の知識」や「まことの智慧」と訳している言葉だが、そ

れ以上の意味がある。

　この最後のアートマ・ヴィディヤーだけが、『道の光』

に関心をもち、智慧を身につけて無私無欲になろうとす

る神智学徒が努力すべき、唯一のオカルティズムである。

他のものはすべて、オカルト科学の分野にすぎない。そ

うした分野の技術は、鉱物、植物、動物のような、自然

界のあらゆるものの究極的なエッセンスについての知識

に基づいている。そのエッセンスが目に見えないもので

あろうと、また、科学の理解をどんなに逸脱していよう

と、物質性の領域に属するものである。アルケミー、占

星術、オカルト生理学、手相術は自然界の本当の現象を

研究するものである。そして精密科学（この逆説的な時

代では、精密ではないと分かったためにこそ「精密科学」

と呼ばれているのだろうが）はすでにこのような術の秘

密を少なからず発見している。しかし、インドでは「シ

ヴァの目」と象徴され、日本で「千里眼」と言われてい

る透視力は、メスメリズムから生まれたまがい物即ち催

眠術などではなく、オカルト技術によって得られるもの

でもない。アートマ・ヴィディヤー以外のすべてのもの

は、よかれあしかれ、いろいろな結果を得ることができ

るものであるが、アートマ・ヴィディヤーは、そのよう

な結果を高く評価はしない。アートマ・ヴィディヤーは

他の分野すべてを含んでおり、時にはその技術を応用す

ることもあるが、それは善を行なう目的のためであるか

ら、まず無用の長物やかす、利己的な動機につながる要

素を一切捨ててからのことである。

　どのような男女でも、大した準備もせずに、前記のオ

カルト技術を学ぶことができるし、しかも、何ら禁欲生

活をしなくても学べる。高い道徳的基準がなくてもすむ

ものである。もちろん、道徳的基準のない場合は、十中

九まで、やがて人並みの魔法使いとなり黒魔術へとまっ

さかさまに落ちて行く。しかし、これはおそらくその人

にとってどうでもいいことだろう。ブードゥー教の呪術

師やドゥグパの悪徳ラマ僧達は、悪魔のような技術で無

数の人を犠牲にしているが、いわば被害者達の墓の上で

お祭り騒ぎをするようなものである。実際は、生体解剖

者という温厚な紳士達や医学博士号をもつ催眠術師達も

同じ黒魔術を行なっているのだが、ブードゥー教徒や

ドゥグパ達は意識的魔術師であるのに対して、フランス

の神経病学者のシャルコー氏やリシエ氏のような方々は

無意識的な魔法使いである。どちらも、よかれあしかれ

黒魔術での努力の実りを取り入れなければならないが、

西洋の医師達が黒魔術から得られる利益や楽しみを受け

ず、罰や汚名だけを被むるのは気の毒なことだ。このよ

うな学派で実行されている催眠術や生体解剖には、ブー

ドゥー教やドゥグパがもっているような知識はないが、

全くの黒魔術なのである。精神病医のシャルコーやリシ

エの仲間が五十年の間厳しい研究や実験的観察を進めて

も、ドゥグパなどがもっているような知識を手に入れる

ことはできない。

　そこで、魔術の性質を理解してもしなくても、道楽半

分に魔術をしようとする者達や学徒を支配する規則が厳

しすぎるという理由でアートマ・ヴィディヤー即ちオカ

ルティズムを諦めた者達を、アートマ・ヴィディヤーの

ないままその運命に任せよう。そのような人達がたとえ、

そのあとの十生の間、ブードゥーの呪術師やドゥグパ達

になろうとも、それは仕方がないことである。しかし、

読者はおそらくオカルトに何としても引きつけられなが

ら、自分が熱望しているものの本当の性質を理解せず、

しかも、煩悩を捨て切れず、まして本当の無私無欲に達

していない人々はどうなるかという問題に最も興味があ

るだろう。

　このように相容れない衝動によって真二つに引き裂か

れている不幸な人々はどうすればよいのだろうか？　繰

り返す必要がないほど度々言われてきたことであり、し

かも、少し観察すれば誰でもすぐ分かるようなことだが、

オカルティズムの道に入ろうという欲求が一たび人の心

の中に目覚めると、心の平静を取り戻す見込みはなく、

世界のどこへ行ってもくつろぐ場所も、慰安の場所も見

つからなくなる。その心の持ち主は、どうすることもで

きない絶え間ない不安に取り憑かれて、荒涼とした空間

に追いやられる。このような人の心はあまりに情欲と利

己的な欲求が強すぎるため、「黄金の門」をくぐること

は許されないが、平凡な生活に落ちつくこともできない。

では、このような人は必然的に魔法や黒魔術に陥り、何

生も、恐ろしいカルマを積まなければならないのだろう

か？　この人には別の道はないのだろうか？　いや必ず

ある、と私達は答えよう。自分に達成できると思うこと

よりも高い成就を狙わず、自分には重すぎて運べないよ

うな重荷を背負わないようにすることである。マハート

マや仏陀や大聖者になろうとせずに、「魂の科学」や哲

学を学べばよい。そうすれば、超人的な力がなくても、

自分なりに人類を益することができる。アルハットがも

つような神通力を身につけるのは、その訓練に必要な恐

ろしい自己犠牲を覚悟し規則を文字通り厳密に守り、全

く正しい生活を送ることができる人達だけである。本当

のオカルティズムと神智学は、行ないにおいても、思い

においても、無条件に己れを捨てる「大放棄である」と

いうことを直ちに知り、そのことをいつも心に留めてお

くとよい。オカルティズムは愛他主義で、その実践者に

生活上の打算を許さない。オカルティズム＝愛他主義の

仕事をしようと自ら誓ったらすぐに、自分のためではな

く、世界のために生きるようになる。見習い期の最初の

頃は、いろいろのことが大目に見られる。しかし道に「受

け入れられる」や否や、弟子は低級我を消してしまわな

ければならない。そして、大自然の中で働く、単なる情

深い一兵力とならなければならない。「受け入れた」あ

とには、弟子にとって二つの極、即ち二つの道がはっき

りとしてくる。中間の道はない。弟子は、数々の肉体化

身を通し、度々デヴァチャン（天国）での休息をとらず、

マハートマ（アルハット即ち菩薩）の状態に至る「黄金

の梯子」を一生懸命に一段一段と上って行くか、さもな

くば、踏み外して間もなくまっさかさまにドゥグパ達の

道へ落ち込んで行くかである。

　このようなことはすべて、知られていないか、あるい

は、全く無視されているかである。準備段階の志願者達

の望みが静かに展開して行くが、その過程を見守ると、

その人達の心が妙な考えによってそっと占められること

に気がつく。外部からの影響力で理性がたいへん歪めら

れてしまった志願者は、自分は動物的欲望を十分昇華し

高尚にすることができるので、火のように燃え上がるそ

の激しい力を、内に向けることができると思い込んでい

る。つまり、そうしたエネルギーが拡張されるのではな

く、かえって胸に秘められてより高く神聖な目的に向け

られたなら、ついには、拡張されることなく蓄積されて

きたそれらの力のおかげで、その所有者は魂の至聖所に

入ることができるようになり、大師即ち高級我の面前に

立つことができるようになると思うのである。このよう

な目的をいだいている志願者達は自らの煩悩と戦おうと

はせず、殺そうともしない。単に意志を強く働かせて、

まるで火が薄い灰の下でくすぶるように、激しい欲望の

焔を適当に鎮め、心の中心に寄せつけないようにしてお

くのである。彼等は、捕まえた狐を放したくないので自

分のはらわたを狐に食わせたスパルタの少年と同じよう

な苦しみを、よろこんで受けるのである。おお、幻影に

だまされた、真実を見分けられない、哀れな者達よ！

　情欲を殺さず、心の中で一時的に押さえておき、その

情欲が変化して清らかなものとなることを期待するの

は、何と愚かなことであろう。それはちょうど、働いて、

汗と油で汚れた、酔払いの煙突掃除夫の一団が、真白な

亜麻布の掛かっている聖所に閉じ込められたとしたら、

その聖所を汚れた、きたないぼろの山などにせず、坊さ

んのようにその神聖な場所の支配者となり、最後にその

聖所のように清らかになって出てくるのを期待するよう

に愚かなことである。修道院の清らかな雰囲気に閉じ込

められた十二匹のスカンクが、そこから出てくる時には

修道院の線香の薫りが浸み込んでいると望むようなこと

ではないだろうか？　そんな希望は本当に妙な錯覚であ

る。そんなことがあり得るだろうか？　この問題につい

て議論しよう。

　私達人間の魂の奥の院にまします「大師」は高級我で

ある。この神聖な霊の意識は、とにかくこの世に生きて

いる人間の中に幽閉されている間、即ち、その人の生涯

中には、マナス（マインド）に基づき、マナスからだけ

出ている。そのマナスを私達は人間魂、霊の媒体を霊的

魂と言うことにしている。さて、個人的な要素をもって

いる魂、即ち人間魂は最高の形では霊的熱望や意志力や

神聖な愛の複合体である。人間魂の低級な面は、動物的

情欲と俗世的欲望から出来ている。これは人間魂が、あ

らゆる欲望と情欲の座であるその媒体と結びつくことに

より生じたものである。従って人間魂は、その理性的な

高級性質が鎮め押さえようとしている動物性質と、神聖

な霊的性質との間のつなぎ輪であり、仲介物である。人

間魂が「内なる動物」に打ち勝つ時はいつでも、霊的性

質に引かれるのである。人間魂の低級面は本能的な「動

物魂」で情欲などの激情の温床である。すでに示したよ

うに、ある無分別な狂信者達はこのような激情を抹殺せ

ずに鎮め、己れの胸の中に閉じ込めておく。狂信者達は

そうすることにより、動物的下水のどろんこの流れを、

水晶のように澄みきった命の真清水に変えようといまだ

に望んでいるのだろうか？　どこに、どんな中立地帯に、

そうした欲望が人間に何ら影響を与えることなく閉じ込

めておくことができるのだろうか？　愛と情欲の激しい

感情はまだ生きていて、自分を生み出した動物魂にその

まま住まわせてもらっている。人間魂、即ち「マインド」

の高級及び低級な部分は共に、情欲のようなものを我が

家に入らせることはないが、いわば隣に住んでいる激情

に汚染されるのを避けることはできない。水と油や不潔

な獣脂がよく混ざらないのと同様に、高級我即ち「霊」

は低級な感情を同化することはできない。従って、人間

の低級性質と高級我の間の唯一のつなぎ輪であり仲介物

であるマナスだけが唯一の受難者であって、いつまた噴

き出すか知れない情欲によって引きずり下ろされ物質の

深淵の中でびる危険に絶え間なくさらされているのであ

る。心の中で「至聖所」が準備されていても、動物的情

欲が至聖所の中にあるということだけで、人間魂の調和

が破られるのだとすれば、人間魂は最高の本質の神聖な

調和にどのようにして同調することができるのだろう

か？　魂が激情の混乱や肉体感覚から生じる現世的な欲

望及び「アストラル人間」の欲望に汚され、悩まされた

時には、どうして調和を達成し、勝利を制することがで

きるだろうか？

　この「アストラル人間」、即ち、人間にも動物にもあ

る影のような複体は、神聖な魂の仲間ではなく地上の体

の仲間である。アストラル本質は、人格我、即ちマナス

の低級意識と体とをつなぐものであり、一時的な媒体で

あって、不死の生命の媒体ではない。人間によって映さ

れた影のようなものである。つまり、奴隷のように持ち

主の衝動に従い、機械のようにその人の動きを真似る。

従って、霊に上昇しようとはせずに、物質へと傾くので

ある。激情の力が全部、断固たる意志というレトルトで

打ち砕かれ絶滅させられた時、また肉体に関わるあらゆ

る色欲や願望が死に絶えるばかりでなく、人格我を認め

ることも全くなくなり、アストラル本質がゼロにまで減

じた時にのみ、高級我との合一が行なわれる。アストラ

ル本質に反映されるものが、まだ生きてはいるかもはや

欲望や利己的な性質がなくなり、征服された低級我だけ

になると、その時には、輝かしいアウゴエイデス即ち神

聖な我は、人間存在の両極、つまり、浄化された物質か

らなる「人間」と、元より清浄な霊的魂の両方と共に意

識的に調和して振動を始めることができるのである。そ

して、とこしえに「それ」と交じり合い、没入し、一体

となった主我（Master Self）グノーシス派の神秘家達の

いう「クリストス」の面前に立つことになるのである。＊

＊　一人の人間の中に三つの自我があると解釈する人々

は、以上の説明の形而上学的な意味を取り違えている。

人間は体、魂、霊で構成されている三つ組ではあるが、

人間は一者であり、確かにその肉体ではない。肉体は、

人間の所有物であり、一時的な衣である。三つの「自我」

とは、アストラル界、知的またはサイキック界、雲界と

いう三状態での人間の三つの面である。

　それで、平常考えていることが現世的なこと、所有欲

や、権力欲、色欲、野望に堅く結びついたり、また、ど

んなに名誉なことであっても世俗的な義務に縛られてい

り、または、他の人を苦しませたりするようになるので

ある。カルマとは、静かな「命の水」に投げ込まれた重

い石である。この石は、ほとんど無限に広がって行く波

紋を立てる。このように作られた原囚は必然と結果を生

じ、公正な「応報の法則」で示されている。

　人々が、性質や重要性を理解していない行法などに飛

び込みさえしなければ、悪いカルマの多くは避けられる

だろう。自分の力や能力以上に重荷を背負うことは、誰

にも要求されていない。「生まれつきの魔術師」、つまり、

長い時代に苦しんだり失敗したりしながら、一連の生ま

れ変わりの間に経験を積み、魔術を行なう生得権をいわ

ば直接受け継いだ神秘家やオカルティストがいる。この

ような人々はいわば、耐情欲性である。この世のいかな

る「火」も、こうした人々の感覚や欲望の焔をあおり立

てることはない。彼等の魂の中には、人類の大絶叫以外

はいかなる人間の声も反響を呼び起こさない。このよう

な人達だけに、成功を確信することができる。しかし、

そのような人達はごく少数である。彼等は、個人中心の

はかない情緒という荷物を持っていないから、オカル

ティズムの狭い門をくぐって行くのである。彼等は、自

分は低級我であるという感覚を捨てて内なる「アストラ

ル動物」を麻蝉させたので、狭き「黄の門」を前にすると、

開かれる。

　前生で、また今生で犯しか罪の重荷を、まだこれから

先、数化身の間も背負って行かなければならない人達の

場合は全く違う。そのような人々はたいへん注意して前

進しなければ、叡智の黄金の門は、「滅びに至る」広い門、

広い道に変わってしまう。だから、その広い門から「入っ

て行く者が多い」のである（『マタイによる福音書』七

章二二節）。この門はまた、低級性質を抑制するアートマ・

ヴィディヤーの影響力のない、利己的な動機で行なわれ

たオカルト技術の門である。現代はカリ・ユガの時代で

ある。カリ・ユガの破壊的な影響は、東洋においてよりも、

西洋のほうが千倍も強力である。だから、周期的に回っ

てくる闘争では多くの人々が暗黒時代の勢力の餌食に

なっており、世界は今多くの妄想に耽っている。このよ

うな妄想の一つをいだいている人々は、何ら大きな犠牲

を払わず、かなり簡単に黄金の門に行き首き、オカルティ

ズムの入口をくぐることができると思い込んでいるので

ある。これは、権力欲と低級我の自己本位によって起こ

された思い違いだが、大多数の神智学徒がいだいている

夢である。だが、権力欲や自己本位のような感情をもっ

て神智学徒は憧れのゴールに至るのではない。人類のた

めにご自身を犠牲にしたと思われているイエスが言われ

た通り、永遠の「命に至る門は狭く、その道は細い」の

である。従って、「それを見い出す者は少ない」のである。

その道はたいへん細いので、予備的階段の困難のいくつ

かについてちょっと触れただけで驚いた西洋の志願者達

は引き返し、身震いしながら退却してしまう。

　そのような人達はそれ以上進まないほうがよい。弱い

がためにこれ以上のことを諦めるべきである。彼等がそ

の背を狭い門に向けている問はオカルトへの欲望に引き

ずられ、幻影の光で輝いている広くてもっと魅力のある

不思議な金の門へと一歩でも踏み出すならば、災いなる

かな！　それはドゥグパ達の状態に至る道にすぎない。

彼等は間もなく逆に迷って、地獄の「ヴィアーファタル」

に踏み込むことだろう。その「宿命の道」の人目でダン

テは次の言葉を読んだ（『神曲』地獄篇、第三歌」。

われを通る者は苦悩の市まちに至る、

われを通る者は永遠の苦患にがる、

われを通る者は絶望の民の元に至る……

　

る間は、いったいどうしてオカルティズムの狭い門に入

ることができるだろうか？　妻や家族への愛、つまり、

人間の愛情の中ではいちばん利己的な要素が少ない清浄

な愛でさえも、まことのオカルティズムの障害物である。

というのも、子供に対する母親の神聖な愛であろうと、

妻に対する夫の愛であろうと、このような感情の奥底を

分析し完全にふるいにかけてみると、前者にはまだ自己

本位な要素があるし、後者には夫婦二人を中心とするエ

ゴイズムがあるからである。母親は、愛する我が子の命

のためになら、何百、何千人もの命を一瞬のためらいも

なく犠牲にしてもいいと思うだろう。また、自分の愛す

る人の要求を満たすためなら、周囲のすべての男女の幸

福を壊してもいいと恋人や愛情の深い夫たちは思うだろ

う。愛する人のためなら他人を犠牲にするのは当然なこ

とだと言われることだろう。人間的な愛情のおきてとし

ては全くその通りだろうが、神聖な人類愛の観点から考

えるとそうではない。自分の身近な親しい人々のことを

考えて心がいっぱいになっている間、私達の心の中では、

人類の他の人々のことはどうなっているのだろうか？　

人類という「大いなる孤児」に与えるために、どの位の

愛と気遣いが残されるのだろうか？　魂が、居住権を

もっか身内や友人に全く占居されていて、どうして神の

「静かな声」が聞こえるだろうか？　そんな場合、一切

の人類のニーズが魂に印象を与えたり、速やかな返答を

受ける余裕がどれほど残されているのだろうか？　しか

し、普遍的な宇宙マインドの智慧より益を得たいと思う

者は、人種、肌の色、宗教、社会的地位の区別なく、人

類全体を愛してその智慧に達しなくてはならない。一人

ひとりの人間が、小さな自分の我を普遍的大我達の中に

没人させるのは愛他主義であり、どんな高尚な形を取ろ

うとも決してエゴイズムではないのである。本当のオカ

ルティズムの本当の学徒が、もし Theosophy 即ち神智、

神の智慧と知識を得たいと思うなら、全人類のニーズ、

人類に仕える愛他的なことに身を捧げなければならない

のである。

　求道者は世俗的な生活とオカルティズムの生活の、二

つに一つを選択しなければならない。世俗的な生活とオ

カルティズムの生活とを結びつけようとすることは無益

であり、無理なことである。なぜなら、私達は二人の主

に兼ね仕え、二人の主を共に満足させることはできない

からである。私達は自分の体と高級我に兼ね仕えること

はできないし、また家族への義務と自分の普遍的な義務

とを、いずれの権利も侵害しないで果たすことはできな

い。我が子の叫びを聞き逃して霊の「静かな声」に耳を

貸すか、または、子供達の要求ばかり聞いて人類の声に

耳を傾けないかである。結婚した人が、理論的なオカル

ト哲学ではなく、実践的なオカルティズムを追求しよう

としたら、その生活は絶え間ない激烈な闘争となること

だろう。なぜなら、そのような人はいつも、人類に対す

る無私の神聖な愛の声に従うか、個人中心の現世的な愛

の声に従うか迷うようになるからである。そして、自分

の二つの義務の中のどれか、あるいはおそらくその両方

に失敗してしまうだろう。しかも、それどころではない。

なぜなら、オカルティズムの道を行くと誓ったあとで、

現世的な愛や色欲に耽るなら、ほとんど即座にその報い

を感じるに違いないからである。つまり、個人を超えた

神聖な状態から、いやおうなしに物質の低級界へと引き

ずり下ろされてしまうのである。肉体の感覚的な欲望、

あるいは精神的な欲望を満足させることで、霊的洞察の

力を即座に失うことになる。大師の声と、情欲の声、あ

るいはドゥグパの声との区別さえできなくなるし、正道

と邪道、恒久的な道徳と単なる脆弁とを識別することも

できなくなる。迷い道の「死海のリンゴ」の神秘的な外

形は光り輝くが、唇に触れると灰となり、ハートの中で

は胆汁のように苦くなる。ついには、

深さはいよいよ深く、暗さはますます暗く、智慧は愚昧

となり、

純潔は罪と変わり、狂喜は苦悶に、希望は絶望となる。

　ひとたび考え違えて過ちを犯しても、たいていの人々

は自分の間違いを認めようとしない。それで、誤りのど

ろ沼の深みへ深みへと落ちて行く。行なわれたことが白

魔術か黒魔術かのどちらかになるかを決めるのは、主に

実践者の意図であるとはいえ、知らず知らずのうちに行

なわれた黒魔術の結果でも、行なった人にとって悪いカ

ルマを作ってしまうものである。黒魔術とは、いかなる

悪影響力をも人に及ぼし、結果としてその人が苦しんだ



二　オカルト道とオカルト技術

我、しばしば聞きしも今に至るまで信ぜざりき。

力強き魔法の呪いによりて、大自然の法則を

不正の目的に曲ぐる者ありという。

ミルトン

　今月の便りの中の数通からも、先月の論文「実践的オ

カルティズム」がある人達の心に強く印象を与えたこと

が分かる。これらの手紙は次の二つの結論を十分に証明

している。

⒜オカルティズムと魔術（Magic）はたいへん違うが、

両方の存在を信じている教養もあり思慮深い人は、近代

唯物論者が考えているよりも多い。

⒝多くの神智学徒も含めて、このように信じている者は

オカルティズムの性質につき、明白な考えをもたず、一

般に「黒魔術」を含むオカルト科学と混同している。

　オカルティズムが人間に与える諸力や、その力を得る

ために用いる様々な方法についての人々の説明は多種多

様で、全く空想的である。ある人は、オカルティズムの

名人から指導を受けさえすれば、間もなくザノーニのよ

うな高位のイニシエートになることができると思い込ん

でいる。他の人達は、スエズ運河を渡りインドに行きさ

えすれば、ロジャー・ベーコンやサン＝ジェルマン伯爵

のように傑出するようになると考える。また多くの人達

は、いつも若さを保っている伝説上の侯爵を理想とし、

彼がそのために自分の魂という代価を払ったことを忘れ

てしまう。また、三途の川の薄暗がりから、大きく開い

ている地の口を通って亡霊を光の道へと呼び出すエッド

ルの巫女の口寄せをオカルティズムと誤解して、その技

をもっているので一人前のアデプトと認められるように

と望む者は少なくない。エリファス・レーヴィが面白半

分に規則を決めつけた「儀式的魔術」は、昔のアルハッ

ト達の哲学の「想像上の双生児」のもう一つである。簡

単にいえば、オカルティズムが表れ出るプリズムは、そ

の哲学になじんでいない人々にとっては人間の空想が作

り得る限りの、色とりどりで変化きわまりないものであ

る。

　智慧と力を得たいと思う志願者達に、はっきりした真

実を告げられたなら彼等は非常に怒り出すのではないだ

ろうか？　真実を告げることは役に立つばかりでなく、

手遅れにならないうち多くの志願者を悟らせることは、

今や必要なことになっている。それはわずかな言葉で伝

えることができる。つまり、西洋には自分のことを「オ

カルティスト」と称している熱心な人が何百人もいるが、

マスターしたいと思うオカルト科学の性質についてのほ

ぼ正しい概念をもっている人は数人もいないということ

である。わずかな例外はあるが、その人達は皆、黒魔術

への高速道路上にいる。彼等がこのことに抗議する前に、

自分自身の心の混沌とした状態に秩序を取り戻させると

よい。まず、オカルティズムと様々なオカルト科学との

本当の関係及びこの二つの間の違いを学ぶべきである。

それでもまだ自分は正しいと思うなら、その時に怒りを

感じればよい。さしあたり、次のことを学ばせよう。光

まばゆい太陽がロウソクとは違うように、絶対であり原

因のない「不可知の全」の反映である人間の不変不死の

霊が死すべき肉体とは違うように、オカルティズムは魔

法や他の秘密科学とは違うということを学ばせよう。
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　高度に文明化した西洋では、近代言語が出来、思想の

目覚めと共にいろいろの言葉が作り出された。それはど

この国語でも起こる過程である。この世の財産を間断な

く追い求める西洋の利己主義の冷たい雰囲気の中で、思

想が物質主義化すればするほど、精神的なことに、議論

する前に打ち砕かれている「単なる迷信」というレッテ

ルを貼り、それを表現する新しい言葉を作る必要を感じ

なくなった。というのも、そのような新用語は、文明人

が心にいだくわけにはいかない概念にのみ当たるからで

ある。

　例えば、magic（魔法）は奇術と同義語であり、

sorcery（黒魔術）は最低な無知と同義語であって、オ

カルティズムは気のふれた中世の拝火哲学者達や、ヤコ

ブ・ベーメやサン＝マルタンの信者達の哀れな遺物にす

ぎないと考えられている。「マジック」も「ソーサリー」

も「オカルティズム」も、手品の全分野を十二分に網羅

する言葉だと考えられてきたのである。これは軽蔑の言

葉であり、普通、暗黒の中世時代とその前の異教時代の

残りかすに関してのみ使われているものである。従って、

英語にはこうした普通でない能力や、またはそのような

能力を習得する諸科学それぞれの間の違いを定義した

り、微妙な意味合いを表したりする言葉はない。しかし

東洋の言語、特にサンスクリット語には正確に表現でき

る言葉がある。「ミラクル」（奇跡）や「エンチャントメ

ント」（魔法にかけること）という言葉はこれを言う人や、

聞く人の心に、どんなことを伝えるだろうか？　（いわ

ゆる権威者の説明によれば、両方とも自然法則を破るこ

とによって不思議な現象を起こすという考えを表してい

るので、結局、同じ意味の言葉である。）キリスト教徒

はたとえ、「自然の法則を破って」はいても、モーセを

通して神がなさったことだと言われているので、彼の奇

跡を固く信じている。だが、ファラオの魔術師の行なっ

た魔法を嘲けり笑うか、悪魔のせいにする。神智学に反

対する信心深いクリスチャンはオカルティズムを悪魔に

結びつけるが、一方、彼等の不信心な敵即ち唯物論者達

はモーセや魔術師やオカルティストなどを嘲笑し、「あ

んな迷信」についてまじめに考えることを恥ずかしく思

うのである。これは、ものの違いを示す言葉がないため

に起こることである。つまり、光と影を表現し、崇高で

真実なことと不条理でばかげたこととの間に境界線を引

く言葉がないからである。ばかげたこととは、人間や神

や悪魔が「自然の法則を破ること」を教える神学の教え

であり、崇高で真実なものとは、モーセや魔術師達が自

然の法則に従って行なった科学的な「奇跡」即ち魔法で

ある。モーセや魔術師達は共に、当時の「学士院」であっ

た寺院で智慧とまことのオカルティズムを学んだのであ

る。「オカルティズム」とは、確かに誤解を招く言葉で

ある。「秘密の知識」という意味のグプタ・ヴィディヤー

という複合語の英訳である。だが、それはいったいどん

な知識なのだろうか？　サンスクリット語の用語をいく

つか調べることは、それを理解する助けとなろう。

　様々な秘教的知識や秘教的科学につけられた多くの名

称の中から四つほど調べよう。それは顕教的聖典である

『プラーナ』の中にも出ているものである。その四つと

はまず、

⑴　ヤジュニャ・ヴィディヤーは、ある宗教的祭祀、行

事を行なうことによって自然界から呼び起こすオカルト

的な力についての知識。

＊　バラモン教では次のように言う。ヤジュニャとは永

遠に存在しているものである。それは「至高の一者」か

ら出たものだからである。ヤジュニャはこの一者の中に

「無始」より潜在している。これはトライヴィディヤー、

即ち『リグ・ヴェーダ』の中にある三つの神聖科学の鍵

である。『リグ・ヴェーダ』はヤジュス即ち犠牲を捧げる

秘儀を教えるものである。「ヤジュニャは見えないもの

として常に存在している。発電機の中の電気の潜在力の

ようなものであって、適当な器具がありさえすれば引き

出されるのである。ヤジュニャは、アーハヴァニーヤ即

ち奉献物を焼き尽くす犠牲の火から展開して天まで及ぶ

と考えられている。このようにして犠牲を供える者が、

神々と霊達の世界に接触できる橋＝梯子を作り、生きて

いる間にそれを上ることもできると考えている」（マル

チン・ホーグ訳『アイタレーヤ・ブラーフマナム』より）。

「このヤジュニャは一種のアーカーシャでもある。イニ

シエーションを受けた僧侶が心の中で発音してヤジュ

ニャ呼び起こす神秘な言葉は、意志の力から刺激を受け

た『失われた言葉』である」（『ベールをとったイシス』

一巻序文

より）。

⑵　マハー・ヴィディヤーは「大いなる知識」という意

味で、カバリストの魔術やタントラ崇拝の魔術である。

最悪の魔法となることがよくある。

⑶　グヒヤ・ヴィディヤーは、音（エーテル）の中にあ

る神秘的な力についての知識である。従って、マントラ

（歌い唱えられる祈りや呪文）の中に潜む力であり、用

いられたリズムとメロディーによって変わる。言葉を換

えて言えば、大自然の力とその相互関係の知識に基づい

た魔法技術である。

⑷　アートマ・ヴィディヤーは、東洋学者達が単に「魂

の知識」や「まことの智慧」と訳している言葉だが、そ

れ以上の意味がある。

　この最後のアートマ・ヴィディヤーだけが、『道の光』

に関心をもち、智慧を身につけて無私無欲になろうとす

る神智学徒が努力すべき、唯一のオカルティズムである。

他のものはすべて、オカルト科学の分野にすぎない。そ

うした分野の技術は、鉱物、植物、動物のような、自然

界のあらゆるものの究極的なエッセンスについての知識

に基づいている。そのエッセンスが目に見えないもので

あろうと、また、科学の理解をどんなに逸脱していよう

と、物質性の領域に属するものである。アルケミー、占

星術、オカルト生理学、手相術は自然界の本当の現象を

研究するものである。そして精密科学（この逆説的な時

代では、精密ではないと分かったためにこそ「精密科学」

と呼ばれているのだろうが）はすでにこのような術の秘

密を少なからず発見している。しかし、インドでは「シ

ヴァの目」と象徴され、日本で「千里眼」と言われてい

る透視力は、メスメリズムから生まれたまがい物即ち催

眠術などではなく、オカルト技術によって得られるもの

でもない。アートマ・ヴィディヤー以外のすべてのもの

は、よかれあしかれ、いろいろな結果を得ることができ

るものであるが、アートマ・ヴィディヤーは、そのよう

な結果を高く評価はしない。アートマ・ヴィディヤーは

他の分野すべてを含んでおり、時にはその技術を応用す

ることもあるが、それは善を行なう目的のためであるか

ら、まず無用の長物やかす、利己的な動機につながる要

素を一切捨ててからのことである。

　どのような男女でも、大した準備もせずに、前記のオ

カルト技術を学ぶことができるし、しかも、何ら禁欲生

活をしなくても学べる。高い道徳的基準がなくてもすむ

ものである。もちろん、道徳的基準のない場合は、十中

九まで、やがて人並みの魔法使いとなり黒魔術へとまっ

さかさまに落ちて行く。しかし、これはおそらくその人

にとってどうでもいいことだろう。ブードゥー教の呪術

師やドゥグパの悪徳ラマ僧達は、悪魔のような技術で無

数の人を犠牲にしているが、いわば被害者達の墓の上で

お祭り騒ぎをするようなものである。実際は、生体解剖

者という温厚な紳士達や医学博士号をもつ催眠術師達も

同じ黒魔術を行なっているのだが、ブードゥー教徒や

ドゥグパ達は意識的魔術師であるのに対して、フランス

の神経病学者のシャルコー氏やリシエ氏のような方々は

無意識的な魔法使いである。どちらも、よかれあしかれ

黒魔術での努力の実りを取り入れなければならないが、

西洋の医師達が黒魔術から得られる利益や楽しみを受け

ず、罰や汚名だけを被むるのは気の毒なことだ。このよ

うな学派で実行されている催眠術や生体解剖には、ブー

ドゥー教やドゥグパがもっているような知識はないが、

全くの黒魔術なのである。精神病医のシャルコーやリシ

エの仲間が五十年の間厳しい研究や実験的観察を進めて

も、ドゥグパなどがもっているような知識を手に入れる

ことはできない。

　そこで、魔術の性質を理解してもしなくても、道楽半

分に魔術をしようとする者達や学徒を支配する規則が厳

しすぎるという理由でアートマ・ヴィディヤー即ちオカ

ルティズムを諦めた者達を、アートマ・ヴィディヤーの

ないままその運命に任せよう。そのような人達がたとえ、

そのあとの十生の間、ブードゥーの呪術師やドゥグパ達

になろうとも、それは仕方がないことである。しかし、

読者はおそらくオカルトに何としても引きつけられなが

ら、自分が熱望しているものの本当の性質を理解せず、

しかも、煩悩を捨て切れず、まして本当の無私無欲に達

していない人々はどうなるかという問題に最も興味があ

るだろう。

　このように相容れない衝動によって真二つに引き裂か

れている不幸な人々はどうすればよいのだろうか？　繰

り返す必要がないほど度々言われてきたことであり、し

かも、少し観察すれば誰でもすぐ分かるようなことだが、

オカルティズムの道に入ろうという欲求が一たび人の心

の中に目覚めると、心の平静を取り戻す見込みはなく、

世界のどこへ行ってもくつろぐ場所も、慰安の場所も見

つからなくなる。その心の持ち主は、どうすることもで

きない絶え間ない不安に取り憑かれて、荒涼とした空間

に追いやられる。このような人の心はあまりに情欲と利

己的な欲求が強すぎるため、「黄金の門」をくぐること

は許されないが、平凡な生活に落ちつくこともできない。

では、このような人は必然的に魔法や黒魔術に陥り、何

生も、恐ろしいカルマを積まなければならないのだろう

か？　この人には別の道はないのだろうか？　いや必ず

ある、と私達は答えよう。自分に達成できると思うこと

よりも高い成就を狙わず、自分には重すぎて運べないよ

うな重荷を背負わないようにすることである。マハート

マや仏陀や大聖者になろうとせずに、「魂の科学」や哲

学を学べばよい。そうすれば、超人的な力がなくても、

自分なりに人類を益することができる。アルハットがも

つような神通力を身につけるのは、その訓練に必要な恐

ろしい自己犠牲を覚悟し規則を文字通り厳密に守り、全

く正しい生活を送ることができる人達だけである。本当

のオカルティズムと神智学は、行ないにおいても、思い

においても、無条件に己れを捨てる「大放棄である」と

いうことを直ちに知り、そのことをいつも心に留めてお

くとよい。オカルティズムは愛他主義で、その実践者に

生活上の打算を許さない。オカルティズム＝愛他主義の

仕事をしようと自ら誓ったらすぐに、自分のためではな

く、世界のために生きるようになる。見習い期の最初の

頃は、いろいろのことが大目に見られる。しかし道に「受

け入れられる」や否や、弟子は低級我を消してしまわな

ければならない。そして、大自然の中で働く、単なる情

深い一兵力とならなければならない。「受け入れた」あ

とには、弟子にとって二つの極、即ち二つの道がはっき

りとしてくる。中間の道はない。弟子は、数々の肉体化

身を通し、度々デヴァチャン（天国）での休息をとらず、

マハートマ（アルハット即ち菩薩）の状態に至る「黄金

の梯子」を一生懸命に一段一段と上って行くか、さもな

くば、踏み外して間もなくまっさかさまにドゥグパ達の

道へ落ち込んで行くかである。

　このようなことはすべて、知られていないか、あるい

は、全く無視されているかである。準備段階の志願者達

の望みが静かに展開して行くが、その過程を見守ると、

その人達の心が妙な考えによってそっと占められること

に気がつく。外部からの影響力で理性がたいへん歪めら

れてしまった志願者は、自分は動物的欲望を十分昇華し

高尚にすることができるので、火のように燃え上がるそ

の激しい力を、内に向けることができると思い込んでい

る。つまり、そうしたエネルギーが拡張されるのではな

く、かえって胸に秘められてより高く神聖な目的に向け

られたなら、ついには、拡張されることなく蓄積されて

きたそれらの力のおかげで、その所有者は魂の至聖所に

入ることができるようになり、大師即ち高級我の面前に

立つことができるようになると思うのである。このよう

な目的をいだいている志願者達は自らの煩悩と戦おうと

はせず、殺そうともしない。単に意志を強く働かせて、

まるで火が薄い灰の下でくすぶるように、激しい欲望の

焔を適当に鎮め、心の中心に寄せつけないようにしてお

くのである。彼等は、捕まえた狐を放したくないので自

分のはらわたを狐に食わせたスパルタの少年と同じよう

な苦しみを、よろこんで受けるのである。おお、幻影に

だまされた、真実を見分けられない、哀れな者達よ！

　情欲を殺さず、心の中で一時的に押さえておき、その

情欲が変化して清らかなものとなることを期待するの

は、何と愚かなことであろう。それはちょうど、働いて、

汗と油で汚れた、酔払いの煙突掃除夫の一団が、真白な

亜麻布の掛かっている聖所に閉じ込められたとしたら、

その聖所を汚れた、きたないぼろの山などにせず、坊さ

んのようにその神聖な場所の支配者となり、最後にその

聖所のように清らかになって出てくるのを期待するよう

に愚かなことである。修道院の清らかな雰囲気に閉じ込

められた十二匹のスカンクが、そこから出てくる時には

修道院の線香の薫りが浸み込んでいると望むようなこと

ではないだろうか？　そんな希望は本当に妙な錯覚であ

る。そんなことがあり得るだろうか？　この問題につい

て議論しよう。

　私達人間の魂の奥の院にまします「大師」は高級我で

ある。この神聖な霊の意識は、とにかくこの世に生きて

いる人間の中に幽閉されている間、即ち、その人の生涯

中には、マナス（マインド）に基づき、マナスからだけ

出ている。そのマナスを私達は人間魂、霊の媒体を霊的

魂と言うことにしている。さて、個人的な要素をもって

いる魂、即ち人間魂は最高の形では霊的熱望や意志力や

神聖な愛の複合体である。人間魂の低級な面は、動物的

情欲と俗世的欲望から出来ている。これは人間魂が、あ

らゆる欲望と情欲の座であるその媒体と結びつくことに

より生じたものである。従って人間魂は、その理性的な

高級性質が鎮め押さえようとしている動物性質と、神聖

な霊的性質との間のつなぎ輪であり、仲介物である。人

間魂が「内なる動物」に打ち勝つ時はいつでも、霊的性

質に引かれるのである。人間魂の低級面は本能的な「動

物魂」で情欲などの激情の温床である。すでに示したよ

うに、ある無分別な狂信者達はこのような激情を抹殺せ

ずに鎮め、己れの胸の中に閉じ込めておく。狂信者達は

そうすることにより、動物的下水のどろんこの流れを、

水晶のように澄みきった命の真清水に変えようといまだ

に望んでいるのだろうか？　どこに、どんな中立地帯に、

そうした欲望が人間に何ら影響を与えることなく閉じ込

めておくことができるのだろうか？　愛と情欲の激しい

感情はまだ生きていて、自分を生み出した動物魂にその

まま住まわせてもらっている。人間魂、即ち「マインド」

の高級及び低級な部分は共に、情欲のようなものを我が

家に入らせることはないが、いわば隣に住んでいる激情

に汚染されるのを避けることはできない。水と油や不潔

な獣脂がよく混ざらないのと同様に、高級我即ち「霊」

は低級な感情を同化することはできない。従って、人間

の低級性質と高級我の間の唯一のつなぎ輪であり仲介物

であるマナスだけが唯一の受難者であって、いつまた噴

き出すか知れない情欲によって引きずり下ろされ物質の

深淵の中でびる危険に絶え間なくさらされているのであ

る。心の中で「至聖所」が準備されていても、動物的情

欲が至聖所の中にあるということだけで、人間魂の調和

が破られるのだとすれば、人間魂は最高の本質の神聖な

調和にどのようにして同調することができるのだろう

か？　魂が激情の混乱や肉体感覚から生じる現世的な欲

望及び「アストラル人間」の欲望に汚され、悩まされた

時には、どうして調和を達成し、勝利を制することがで

きるだろうか？

　この「アストラル人間」、即ち、人間にも動物にもあ

る影のような複体は、神聖な魂の仲間ではなく地上の体

の仲間である。アストラル本質は、人格我、即ちマナス

の低級意識と体とをつなぐものであり、一時的な媒体で

あって、不死の生命の媒体ではない。人間によって映さ

れた影のようなものである。つまり、奴隷のように持ち

主の衝動に従い、機械のようにその人の動きを真似る。

従って、霊に上昇しようとはせずに、物質へと傾くので

ある。激情の力が全部、断固たる意志というレトルトで

打ち砕かれ絶滅させられた時、また肉体に関わるあらゆ

る色欲や願望が死に絶えるばかりでなく、人格我を認め

ることも全くなくなり、アストラル本質がゼロにまで減

じた時にのみ、高級我との合一が行なわれる。アストラ

ル本質に反映されるものが、まだ生きてはいるかもはや

欲望や利己的な性質がなくなり、征服された低級我だけ

になると、その時には、輝かしいアウゴエイデス即ち神

聖な我は、人間存在の両極、つまり、浄化された物質か

らなる「人間」と、元より清浄な霊的魂の両方と共に意

識的に調和して振動を始めることができるのである。そ

して、とこしえに「それ」と交じり合い、没入し、一体

となった主我（Master Self）グノーシス派の神秘家達の

いう「クリストス」の面前に立つことになるのである。＊

＊　一人の人間の中に三つの自我があると解釈する人々

は、以上の説明の形而上学的な意味を取り違えている。

人間は体、魂、霊で構成されている三つ組ではあるが、

人間は一者であり、確かにその肉体ではない。肉体は、

人間の所有物であり、一時的な衣である。三つの「自我」

とは、アストラル界、知的またはサイキック界、雲界と

いう三状態での人間の三つの面である。

　それで、平常考えていることが現世的なこと、所有欲

や、権力欲、色欲、野望に堅く結びついたり、また、ど

んなに名誉なことであっても世俗的な義務に縛られてい

り、または、他の人を苦しませたりするようになるので

ある。カルマとは、静かな「命の水」に投げ込まれた重

い石である。この石は、ほとんど無限に広がって行く波

紋を立てる。このように作られた原囚は必然と結果を生

じ、公正な「応報の法則」で示されている。

　人々が、性質や重要性を理解していない行法などに飛

び込みさえしなければ、悪いカルマの多くは避けられる

だろう。自分の力や能力以上に重荷を背負うことは、誰

にも要求されていない。「生まれつきの魔術師」、つまり、

長い時代に苦しんだり失敗したりしながら、一連の生ま

れ変わりの間に経験を積み、魔術を行なう生得権をいわ

ば直接受け継いだ神秘家やオカルティストがいる。この

ような人々はいわば、耐情欲性である。この世のいかな

る「火」も、こうした人々の感覚や欲望の焔をあおり立

てることはない。彼等の魂の中には、人類の大絶叫以外

はいかなる人間の声も反響を呼び起こさない。このよう

な人達だけに、成功を確信することができる。しかし、

そのような人達はごく少数である。彼等は、個人中心の

はかない情緒という荷物を持っていないから、オカル

ティズムの狭い門をくぐって行くのである。彼等は、自

分は低級我であるという感覚を捨てて内なる「アストラ

ル動物」を麻蝉させたので、狭き「黄の門」を前にすると、

開かれる。

　前生で、また今生で犯しか罪の重荷を、まだこれから

先、数化身の間も背負って行かなければならない人達の

場合は全く違う。そのような人々はたいへん注意して前

進しなければ、叡智の黄金の門は、「滅びに至る」広い門、

広い道に変わってしまう。だから、その広い門から「入っ

て行く者が多い」のである（『マタイによる福音書』七

章二二節）。この門はまた、低級性質を抑制するアートマ・

ヴィディヤーの影響力のない、利己的な動機で行なわれ

たオカルト技術の門である。現代はカリ・ユガの時代で

ある。カリ・ユガの破壊的な影響は、東洋においてよりも、

西洋のほうが千倍も強力である。だから、周期的に回っ

てくる闘争では多くの人々が暗黒時代の勢力の餌食に

なっており、世界は今多くの妄想に耽っている。このよ

うな妄想の一つをいだいている人々は、何ら大きな犠牲

を払わず、かなり簡単に黄金の門に行き首き、オカルティ

ズムの入口をくぐることができると思い込んでいるので

ある。これは、権力欲と低級我の自己本位によって起こ

された思い違いだが、大多数の神智学徒がいだいている

夢である。だが、権力欲や自己本位のような感情をもっ

て神智学徒は憧れのゴールに至るのではない。人類のた

めにご自身を犠牲にしたと思われているイエスが言われ

た通り、永遠の「命に至る門は狭く、その道は細い」の

である。従って、「それを見い出す者は少ない」のである。

その道はたいへん細いので、予備的階段の困難のいくつ

かについてちょっと触れただけで驚いた西洋の志願者達

は引き返し、身震いしながら退却してしまう。

　そのような人達はそれ以上進まないほうがよい。弱い

がためにこれ以上のことを諦めるべきである。彼等がそ

の背を狭い門に向けている問はオカルトへの欲望に引き

ずられ、幻影の光で輝いている広くてもっと魅力のある

不思議な金の門へと一歩でも踏み出すならば、災いなる

かな！　それはドゥグパ達の状態に至る道にすぎない。

彼等は間もなく逆に迷って、地獄の「ヴィアーファタル」

に踏み込むことだろう。その「宿命の道」の人目でダン

テは次の言葉を読んだ（『神曲』地獄篇、第三歌」。

われを通る者は苦悩の市まちに至る、

われを通る者は永遠の苦患にがる、

われを通る者は絶望の民の元に至る……

　

る間は、いったいどうしてオカルティズムの狭い門に入

ることができるだろうか？　妻や家族への愛、つまり、

人間の愛情の中ではいちばん利己的な要素が少ない清浄

な愛でさえも、まことのオカルティズムの障害物である。

というのも、子供に対する母親の神聖な愛であろうと、

妻に対する夫の愛であろうと、このような感情の奥底を

分析し完全にふるいにかけてみると、前者にはまだ自己

本位な要素があるし、後者には夫婦二人を中心とするエ

ゴイズムがあるからである。母親は、愛する我が子の命

のためになら、何百、何千人もの命を一瞬のためらいも

なく犠牲にしてもいいと思うだろう。また、自分の愛す

る人の要求を満たすためなら、周囲のすべての男女の幸

福を壊してもいいと恋人や愛情の深い夫たちは思うだろ

う。愛する人のためなら他人を犠牲にするのは当然なこ

とだと言われることだろう。人間的な愛情のおきてとし

ては全くその通りだろうが、神聖な人類愛の観点から考

えるとそうではない。自分の身近な親しい人々のことを

考えて心がいっぱいになっている間、私達の心の中では、

人類の他の人々のことはどうなっているのだろうか？　

人類という「大いなる孤児」に与えるために、どの位の

愛と気遣いが残されるのだろうか？　魂が、居住権を

もっか身内や友人に全く占居されていて、どうして神の

「静かな声」が聞こえるだろうか？　そんな場合、一切

の人類のニーズが魂に印象を与えたり、速やかな返答を

受ける余裕がどれほど残されているのだろうか？　しか

し、普遍的な宇宙マインドの智慧より益を得たいと思う

者は、人種、肌の色、宗教、社会的地位の区別なく、人

類全体を愛してその智慧に達しなくてはならない。一人

ひとりの人間が、小さな自分の我を普遍的大我達の中に

没人させるのは愛他主義であり、どんな高尚な形を取ろ

うとも決してエゴイズムではないのである。本当のオカ

ルティズムの本当の学徒が、もし Theosophy 即ち神智、

神の智慧と知識を得たいと思うなら、全人類のニーズ、

人類に仕える愛他的なことに身を捧げなければならない

のである。

　求道者は世俗的な生活とオカルティズムの生活の、二

つに一つを選択しなければならない。世俗的な生活とオ

カルティズムの生活とを結びつけようとすることは無益

であり、無理なことである。なぜなら、私達は二人の主

に兼ね仕え、二人の主を共に満足させることはできない

からである。私達は自分の体と高級我に兼ね仕えること

はできないし、また家族への義務と自分の普遍的な義務

とを、いずれの権利も侵害しないで果たすことはできな

い。我が子の叫びを聞き逃して霊の「静かな声」に耳を

貸すか、または、子供達の要求ばかり聞いて人類の声に

耳を傾けないかである。結婚した人が、理論的なオカル

ト哲学ではなく、実践的なオカルティズムを追求しよう

としたら、その生活は絶え間ない激烈な闘争となること

だろう。なぜなら、そのような人はいつも、人類に対す

る無私の神聖な愛の声に従うか、個人中心の現世的な愛

の声に従うか迷うようになるからである。そして、自分

の二つの義務の中のどれか、あるいはおそらくその両方

に失敗してしまうだろう。しかも、それどころではない。

なぜなら、オカルティズムの道を行くと誓ったあとで、

現世的な愛や色欲に耽るなら、ほとんど即座にその報い

を感じるに違いないからである。つまり、個人を超えた

神聖な状態から、いやおうなしに物質の低級界へと引き

ずり下ろされてしまうのである。肉体の感覚的な欲望、

あるいは精神的な欲望を満足させることで、霊的洞察の

力を即座に失うことになる。大師の声と、情欲の声、あ

るいはドゥグパの声との区別さえできなくなるし、正道

と邪道、恒久的な道徳と単なる脆弁とを識別することも

できなくなる。迷い道の「死海のリンゴ」の神秘的な外

形は光り輝くが、唇に触れると灰となり、ハートの中で

は胆汁のように苦くなる。ついには、

深さはいよいよ深く、暗さはますます暗く、智慧は愚昧

となり、

純潔は罪と変わり、狂喜は苦悶に、希望は絶望となる。

　ひとたび考え違えて過ちを犯しても、たいていの人々

は自分の間違いを認めようとしない。それで、誤りのど

ろ沼の深みへ深みへと落ちて行く。行なわれたことが白

魔術か黒魔術かのどちらかになるかを決めるのは、主に

実践者の意図であるとはいえ、知らず知らずのうちに行

なわれた黒魔術の結果でも、行なった人にとって悪いカ

ルマを作ってしまうものである。黒魔術とは、いかなる

悪影響力をも人に及ぼし、結果としてその人が苦しんだ



二　オカルト道とオカルト技術

我、しばしば聞きしも今に至るまで信ぜざりき。

力強き魔法の呪いによりて、大自然の法則を

不正の目的に曲ぐる者ありという。

ミルトン

　今月の便りの中の数通からも、先月の論文「実践的オ

カルティズム」がある人達の心に強く印象を与えたこと

が分かる。これらの手紙は次の二つの結論を十分に証明

している。

⒜オカルティズムと魔術（Magic）はたいへん違うが、

両方の存在を信じている教養もあり思慮深い人は、近代

唯物論者が考えているよりも多い。

⒝多くの神智学徒も含めて、このように信じている者は

オカルティズムの性質につき、明白な考えをもたず、一

般に「黒魔術」を含むオカルト科学と混同している。

　オカルティズムが人間に与える諸力や、その力を得る

ために用いる様々な方法についての人々の説明は多種多

様で、全く空想的である。ある人は、オカルティズムの

名人から指導を受けさえすれば、間もなくザノーニのよ

うな高位のイニシエートになることができると思い込ん

でいる。他の人達は、スエズ運河を渡りインドに行きさ

えすれば、ロジャー・ベーコンやサン＝ジェルマン伯爵

のように傑出するようになると考える。また多くの人達

は、いつも若さを保っている伝説上の侯爵を理想とし、

彼がそのために自分の魂という代価を払ったことを忘れ

てしまう。また、三途の川の薄暗がりから、大きく開い

ている地の口を通って亡霊を光の道へと呼び出すエッド

ルの巫女の口寄せをオカルティズムと誤解して、その技

をもっているので一人前のアデプトと認められるように

と望む者は少なくない。エリファス・レーヴィが面白半

分に規則を決めつけた「儀式的魔術」は、昔のアルハッ

ト達の哲学の「想像上の双生児」のもう一つである。簡

単にいえば、オカルティズムが表れ出るプリズムは、そ

の哲学になじんでいない人々にとっては人間の空想が作

り得る限りの、色とりどりで変化きわまりないものであ

る。

　智慧と力を得たいと思う志願者達に、はっきりした真

実を告げられたなら彼等は非常に怒り出すのではないだ

ろうか？　真実を告げることは役に立つばかりでなく、

手遅れにならないうち多くの志願者を悟らせることは、

今や必要なことになっている。それはわずかな言葉で伝

えることができる。つまり、西洋には自分のことを「オ

カルティスト」と称している熱心な人が何百人もいるが、

マスターしたいと思うオカルト科学の性質についてのほ

ぼ正しい概念をもっている人は数人もいないということ

である。わずかな例外はあるが、その人達は皆、黒魔術

への高速道路上にいる。彼等がこのことに抗議する前に、

自分自身の心の混沌とした状態に秩序を取り戻させると

よい。まず、オカルティズムと様々なオカルト科学との

本当の関係及びこの二つの間の違いを学ぶべきである。

それでもまだ自分は正しいと思うなら、その時に怒りを

感じればよい。さしあたり、次のことを学ばせよう。光

まばゆい太陽がロウソクとは違うように、絶対であり原

因のない「不可知の全」の反映である人間の不変不死の

霊が死すべき肉体とは違うように、オカルティズムは魔

法や他の秘密科学とは違うということを学ばせよう。
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　高度に文明化した西洋では、近代言語が出来、思想の

目覚めと共にいろいろの言葉が作り出された。それはど

この国語でも起こる過程である。この世の財産を間断な

く追い求める西洋の利己主義の冷たい雰囲気の中で、思

想が物質主義化すればするほど、精神的なことに、議論

する前に打ち砕かれている「単なる迷信」というレッテ

ルを貼り、それを表現する新しい言葉を作る必要を感じ

なくなった。というのも、そのような新用語は、文明人

が心にいだくわけにはいかない概念にのみ当たるからで

ある。

　例えば、magic（魔法）は奇術と同義語であり、

sorcery（黒魔術）は最低な無知と同義語であって、オ

カルティズムは気のふれた中世の拝火哲学者達や、ヤコ

ブ・ベーメやサン＝マルタンの信者達の哀れな遺物にす

ぎないと考えられている。「マジック」も「ソーサリー」

も「オカルティズム」も、手品の全分野を十二分に網羅

する言葉だと考えられてきたのである。これは軽蔑の言

葉であり、普通、暗黒の中世時代とその前の異教時代の

残りかすに関してのみ使われているものである。従って、

英語にはこうした普通でない能力や、またはそのような

能力を習得する諸科学それぞれの間の違いを定義した

り、微妙な意味合いを表したりする言葉はない。しかし

東洋の言語、特にサンスクリット語には正確に表現でき

る言葉がある。「ミラクル」（奇跡）や「エンチャントメ

ント」（魔法にかけること）という言葉はこれを言う人や、

聞く人の心に、どんなことを伝えるだろうか？　（いわ

ゆる権威者の説明によれば、両方とも自然法則を破るこ

とによって不思議な現象を起こすという考えを表してい

るので、結局、同じ意味の言葉である。）キリスト教徒

はたとえ、「自然の法則を破って」はいても、モーセを

通して神がなさったことだと言われているので、彼の奇

跡を固く信じている。だが、ファラオの魔術師の行なっ

た魔法を嘲けり笑うか、悪魔のせいにする。神智学に反

対する信心深いクリスチャンはオカルティズムを悪魔に

結びつけるが、一方、彼等の不信心な敵即ち唯物論者達

はモーセや魔術師やオカルティストなどを嘲笑し、「あ

んな迷信」についてまじめに考えることを恥ずかしく思

うのである。これは、ものの違いを示す言葉がないため

に起こることである。つまり、光と影を表現し、崇高で

真実なことと不条理でばかげたこととの間に境界線を引

く言葉がないからである。ばかげたこととは、人間や神

や悪魔が「自然の法則を破ること」を教える神学の教え

であり、崇高で真実なものとは、モーセや魔術師達が自

然の法則に従って行なった科学的な「奇跡」即ち魔法で

ある。モーセや魔術師達は共に、当時の「学士院」であっ

た寺院で智慧とまことのオカルティズムを学んだのであ

る。「オカルティズム」とは、確かに誤解を招く言葉で

ある。「秘密の知識」という意味のグプタ・ヴィディヤー

という複合語の英訳である。だが、それはいったいどん

な知識なのだろうか？　サンスクリット語の用語をいく

つか調べることは、それを理解する助けとなろう。

　様々な秘教的知識や秘教的科学につけられた多くの名

称の中から四つほど調べよう。それは顕教的聖典である

『プラーナ』の中にも出ているものである。その四つと

はまず、

⑴　ヤジュニャ・ヴィディヤーは、ある宗教的祭祀、行

事を行なうことによって自然界から呼び起こすオカルト

的な力についての知識。

＊　バラモン教では次のように言う。ヤジュニャとは永

遠に存在しているものである。それは「至高の一者」か

ら出たものだからである。ヤジュニャはこの一者の中に

「無始」より潜在している。これはトライヴィディヤー、

即ち『リグ・ヴェーダ』の中にある三つの神聖科学の鍵

である。『リグ・ヴェーダ』はヤジュス即ち犠牲を捧げる

秘儀を教えるものである。「ヤジュニャは見えないもの

として常に存在している。発電機の中の電気の潜在力の

ようなものであって、適当な器具がありさえすれば引き

出されるのである。ヤジュニャは、アーハヴァニーヤ即

ち奉献物を焼き尽くす犠牲の火から展開して天まで及ぶ

と考えられている。このようにして犠牲を供える者が、

神々と霊達の世界に接触できる橋＝梯子を作り、生きて

いる間にそれを上ることもできると考えている」（マル

チン・ホーグ訳『アイタレーヤ・ブラーフマナム』より）。

「このヤジュニャは一種のアーカーシャでもある。イニ

シエーションを受けた僧侶が心の中で発音してヤジュ

ニャ呼び起こす神秘な言葉は、意志の力から刺激を受け

た『失われた言葉』である」（『ベールをとったイシス』

一巻序文

より）。

⑵　マハー・ヴィディヤーは「大いなる知識」という意

味で、カバリストの魔術やタントラ崇拝の魔術である。

最悪の魔法となることがよくある。

⑶　グヒヤ・ヴィディヤーは、音（エーテル）の中にあ

る神秘的な力についての知識である。従って、マントラ

（歌い唱えられる祈りや呪文）の中に潜む力であり、用

いられたリズムとメロディーによって変わる。言葉を換

えて言えば、大自然の力とその相互関係の知識に基づい

た魔法技術である。

⑷　アートマ・ヴィディヤーは、東洋学者達が単に「魂

の知識」や「まことの智慧」と訳している言葉だが、そ

れ以上の意味がある。

　この最後のアートマ・ヴィディヤーだけが、『道の光』

に関心をもち、智慧を身につけて無私無欲になろうとす

る神智学徒が努力すべき、唯一のオカルティズムである。

他のものはすべて、オカルト科学の分野にすぎない。そ

うした分野の技術は、鉱物、植物、動物のような、自然

界のあらゆるものの究極的なエッセンスについての知識

に基づいている。そのエッセンスが目に見えないもので

あろうと、また、科学の理解をどんなに逸脱していよう

と、物質性の領域に属するものである。アルケミー、占

星術、オカルト生理学、手相術は自然界の本当の現象を

研究するものである。そして精密科学（この逆説的な時

代では、精密ではないと分かったためにこそ「精密科学」

と呼ばれているのだろうが）はすでにこのような術の秘

密を少なからず発見している。しかし、インドでは「シ

ヴァの目」と象徴され、日本で「千里眼」と言われてい

る透視力は、メスメリズムから生まれたまがい物即ち催

眠術などではなく、オカルト技術によって得られるもの

でもない。アートマ・ヴィディヤー以外のすべてのもの

は、よかれあしかれ、いろいろな結果を得ることができ

るものであるが、アートマ・ヴィディヤーは、そのよう

な結果を高く評価はしない。アートマ・ヴィディヤーは

他の分野すべてを含んでおり、時にはその技術を応用す

ることもあるが、それは善を行なう目的のためであるか

ら、まず無用の長物やかす、利己的な動機につながる要

素を一切捨ててからのことである。

　どのような男女でも、大した準備もせずに、前記のオ

カルト技術を学ぶことができるし、しかも、何ら禁欲生

活をしなくても学べる。高い道徳的基準がなくてもすむ

ものである。もちろん、道徳的基準のない場合は、十中

九まで、やがて人並みの魔法使いとなり黒魔術へとまっ

さかさまに落ちて行く。しかし、これはおそらくその人

にとってどうでもいいことだろう。ブードゥー教の呪術

師やドゥグパの悪徳ラマ僧達は、悪魔のような技術で無

数の人を犠牲にしているが、いわば被害者達の墓の上で

お祭り騒ぎをするようなものである。実際は、生体解剖

者という温厚な紳士達や医学博士号をもつ催眠術師達も

同じ黒魔術を行なっているのだが、ブードゥー教徒や

ドゥグパ達は意識的魔術師であるのに対して、フランス

の神経病学者のシャルコー氏やリシエ氏のような方々は

無意識的な魔法使いである。どちらも、よかれあしかれ

黒魔術での努力の実りを取り入れなければならないが、

西洋の医師達が黒魔術から得られる利益や楽しみを受け

ず、罰や汚名だけを被むるのは気の毒なことだ。このよ

うな学派で実行されている催眠術や生体解剖には、ブー

ドゥー教やドゥグパがもっているような知識はないが、

全くの黒魔術なのである。精神病医のシャルコーやリシ

エの仲間が五十年の間厳しい研究や実験的観察を進めて

も、ドゥグパなどがもっているような知識を手に入れる

ことはできない。

　そこで、魔術の性質を理解してもしなくても、道楽半

分に魔術をしようとする者達や学徒を支配する規則が厳

しすぎるという理由でアートマ・ヴィディヤー即ちオカ

ルティズムを諦めた者達を、アートマ・ヴィディヤーの

ないままその運命に任せよう。そのような人達がたとえ、

そのあとの十生の間、ブードゥーの呪術師やドゥグパ達

になろうとも、それは仕方がないことである。しかし、

読者はおそらくオカルトに何としても引きつけられなが

ら、自分が熱望しているものの本当の性質を理解せず、

しかも、煩悩を捨て切れず、まして本当の無私無欲に達

していない人々はどうなるかという問題に最も興味があ

るだろう。

　このように相容れない衝動によって真二つに引き裂か

れている不幸な人々はどうすればよいのだろうか？　繰

り返す必要がないほど度々言われてきたことであり、し

かも、少し観察すれば誰でもすぐ分かるようなことだが、

オカルティズムの道に入ろうという欲求が一たび人の心

の中に目覚めると、心の平静を取り戻す見込みはなく、

世界のどこへ行ってもくつろぐ場所も、慰安の場所も見

つからなくなる。その心の持ち主は、どうすることもで

きない絶え間ない不安に取り憑かれて、荒涼とした空間

に追いやられる。このような人の心はあまりに情欲と利

己的な欲求が強すぎるため、「黄金の門」をくぐること

は許されないが、平凡な生活に落ちつくこともできない。

では、このような人は必然的に魔法や黒魔術に陥り、何

生も、恐ろしいカルマを積まなければならないのだろう

か？　この人には別の道はないのだろうか？　いや必ず

ある、と私達は答えよう。自分に達成できると思うこと

よりも高い成就を狙わず、自分には重すぎて運べないよ

うな重荷を背負わないようにすることである。マハート

マや仏陀や大聖者になろうとせずに、「魂の科学」や哲

学を学べばよい。そうすれば、超人的な力がなくても、

自分なりに人類を益することができる。アルハットがも

つような神通力を身につけるのは、その訓練に必要な恐

ろしい自己犠牲を覚悟し規則を文字通り厳密に守り、全

く正しい生活を送ることができる人達だけである。本当

のオカルティズムと神智学は、行ないにおいても、思い

においても、無条件に己れを捨てる「大放棄である」と

いうことを直ちに知り、そのことをいつも心に留めてお

くとよい。オカルティズムは愛他主義で、その実践者に

生活上の打算を許さない。オカルティズム＝愛他主義の

仕事をしようと自ら誓ったらすぐに、自分のためではな

く、世界のために生きるようになる。見習い期の最初の

頃は、いろいろのことが大目に見られる。しかし道に「受

け入れられる」や否や、弟子は低級我を消してしまわな

ければならない。そして、大自然の中で働く、単なる情

深い一兵力とならなければならない。「受け入れた」あ

とには、弟子にとって二つの極、即ち二つの道がはっき

りとしてくる。中間の道はない。弟子は、数々の肉体化

身を通し、度々デヴァチャン（天国）での休息をとらず、

マハートマ（アルハット即ち菩薩）の状態に至る「黄金

の梯子」を一生懸命に一段一段と上って行くか、さもな

くば、踏み外して間もなくまっさかさまにドゥグパ達の

道へ落ち込んで行くかである。

　このようなことはすべて、知られていないか、あるい

は、全く無視されているかである。準備段階の志願者達

の望みが静かに展開して行くが、その過程を見守ると、

その人達の心が妙な考えによってそっと占められること

に気がつく。外部からの影響力で理性がたいへん歪めら

れてしまった志願者は、自分は動物的欲望を十分昇華し

高尚にすることができるので、火のように燃え上がるそ

の激しい力を、内に向けることができると思い込んでい

る。つまり、そうしたエネルギーが拡張されるのではな

く、かえって胸に秘められてより高く神聖な目的に向け

られたなら、ついには、拡張されることなく蓄積されて

きたそれらの力のおかげで、その所有者は魂の至聖所に

入ることができるようになり、大師即ち高級我の面前に

立つことができるようになると思うのである。このよう

な目的をいだいている志願者達は自らの煩悩と戦おうと

はせず、殺そうともしない。単に意志を強く働かせて、

まるで火が薄い灰の下でくすぶるように、激しい欲望の

焔を適当に鎮め、心の中心に寄せつけないようにしてお

くのである。彼等は、捕まえた狐を放したくないので自

分のはらわたを狐に食わせたスパルタの少年と同じよう

な苦しみを、よろこんで受けるのである。おお、幻影に

だまされた、真実を見分けられない、哀れな者達よ！

　情欲を殺さず、心の中で一時的に押さえておき、その

情欲が変化して清らかなものとなることを期待するの

は、何と愚かなことであろう。それはちょうど、働いて、

汗と油で汚れた、酔払いの煙突掃除夫の一団が、真白な

亜麻布の掛かっている聖所に閉じ込められたとしたら、

その聖所を汚れた、きたないぼろの山などにせず、坊さ

んのようにその神聖な場所の支配者となり、最後にその

聖所のように清らかになって出てくるのを期待するよう

に愚かなことである。修道院の清らかな雰囲気に閉じ込

められた十二匹のスカンクが、そこから出てくる時には

修道院の線香の薫りが浸み込んでいると望むようなこと

ではないだろうか？　そんな希望は本当に妙な錯覚であ

る。そんなことがあり得るだろうか？　この問題につい

て議論しよう。

　私達人間の魂の奥の院にまします「大師」は高級我で

ある。この神聖な霊の意識は、とにかくこの世に生きて

いる人間の中に幽閉されている間、即ち、その人の生涯

中には、マナス（マインド）に基づき、マナスからだけ

出ている。そのマナスを私達は人間魂、霊の媒体を霊的

魂と言うことにしている。さて、個人的な要素をもって

いる魂、即ち人間魂は最高の形では霊的熱望や意志力や

神聖な愛の複合体である。人間魂の低級な面は、動物的

情欲と俗世的欲望から出来ている。これは人間魂が、あ

らゆる欲望と情欲の座であるその媒体と結びつくことに

より生じたものである。従って人間魂は、その理性的な

高級性質が鎮め押さえようとしている動物性質と、神聖

な霊的性質との間のつなぎ輪であり、仲介物である。人

間魂が「内なる動物」に打ち勝つ時はいつでも、霊的性

質に引かれるのである。人間魂の低級面は本能的な「動

物魂」で情欲などの激情の温床である。すでに示したよ

うに、ある無分別な狂信者達はこのような激情を抹殺せ

ずに鎮め、己れの胸の中に閉じ込めておく。狂信者達は

そうすることにより、動物的下水のどろんこの流れを、

水晶のように澄みきった命の真清水に変えようといまだ

に望んでいるのだろうか？　どこに、どんな中立地帯に、

そうした欲望が人間に何ら影響を与えることなく閉じ込

めておくことができるのだろうか？　愛と情欲の激しい

感情はまだ生きていて、自分を生み出した動物魂にその

まま住まわせてもらっている。人間魂、即ち「マインド」

の高級及び低級な部分は共に、情欲のようなものを我が

家に入らせることはないが、いわば隣に住んでいる激情

に汚染されるのを避けることはできない。水と油や不潔

な獣脂がよく混ざらないのと同様に、高級我即ち「霊」

は低級な感情を同化することはできない。従って、人間

の低級性質と高級我の間の唯一のつなぎ輪であり仲介物

であるマナスだけが唯一の受難者であって、いつまた噴

き出すか知れない情欲によって引きずり下ろされ物質の

深淵の中でびる危険に絶え間なくさらされているのであ

る。心の中で「至聖所」が準備されていても、動物的情

欲が至聖所の中にあるということだけで、人間魂の調和

が破られるのだとすれば、人間魂は最高の本質の神聖な

調和にどのようにして同調することができるのだろう

か？　魂が激情の混乱や肉体感覚から生じる現世的な欲

望及び「アストラル人間」の欲望に汚され、悩まされた

時には、どうして調和を達成し、勝利を制することがで

きるだろうか？

　この「アストラル人間」、即ち、人間にも動物にもあ

る影のような複体は、神聖な魂の仲間ではなく地上の体

の仲間である。アストラル本質は、人格我、即ちマナス

の低級意識と体とをつなぐものであり、一時的な媒体で

あって、不死の生命の媒体ではない。人間によって映さ

れた影のようなものである。つまり、奴隷のように持ち

主の衝動に従い、機械のようにその人の動きを真似る。

従って、霊に上昇しようとはせずに、物質へと傾くので

ある。激情の力が全部、断固たる意志というレトルトで

打ち砕かれ絶滅させられた時、また肉体に関わるあらゆ

る色欲や願望が死に絶えるばかりでなく、人格我を認め

ることも全くなくなり、アストラル本質がゼロにまで減

じた時にのみ、高級我との合一が行なわれる。アストラ

ル本質に反映されるものが、まだ生きてはいるかもはや

欲望や利己的な性質がなくなり、征服された低級我だけ

になると、その時には、輝かしいアウゴエイデス即ち神

聖な我は、人間存在の両極、つまり、浄化された物質か

らなる「人間」と、元より清浄な霊的魂の両方と共に意

識的に調和して振動を始めることができるのである。そ

して、とこしえに「それ」と交じり合い、没入し、一体

となった主我（Master Self）グノーシス派の神秘家達の

いう「クリストス」の面前に立つことになるのである。＊

＊　一人の人間の中に三つの自我があると解釈する人々

は、以上の説明の形而上学的な意味を取り違えている。

人間は体、魂、霊で構成されている三つ組ではあるが、

人間は一者であり、確かにその肉体ではない。肉体は、

人間の所有物であり、一時的な衣である。三つの「自我」

とは、アストラル界、知的またはサイキック界、雲界と

いう三状態での人間の三つの面である。

　それで、平常考えていることが現世的なこと、所有欲

や、権力欲、色欲、野望に堅く結びついたり、また、ど

んなに名誉なことであっても世俗的な義務に縛られてい

り、または、他の人を苦しませたりするようになるので

ある。カルマとは、静かな「命の水」に投げ込まれた重

い石である。この石は、ほとんど無限に広がって行く波

紋を立てる。このように作られた原囚は必然と結果を生

じ、公正な「応報の法則」で示されている。

　人々が、性質や重要性を理解していない行法などに飛

び込みさえしなければ、悪いカルマの多くは避けられる

だろう。自分の力や能力以上に重荷を背負うことは、誰

にも要求されていない。「生まれつきの魔術師」、つまり、

長い時代に苦しんだり失敗したりしながら、一連の生ま

れ変わりの間に経験を積み、魔術を行なう生得権をいわ

ば直接受け継いだ神秘家やオカルティストがいる。この

ような人々はいわば、耐情欲性である。この世のいかな

る「火」も、こうした人々の感覚や欲望の焔をあおり立

てることはない。彼等の魂の中には、人類の大絶叫以外

はいかなる人間の声も反響を呼び起こさない。このよう

な人達だけに、成功を確信することができる。しかし、

そのような人達はごく少数である。彼等は、個人中心の

はかない情緒という荷物を持っていないから、オカル

ティズムの狭い門をくぐって行くのである。彼等は、自

分は低級我であるという感覚を捨てて内なる「アストラ

ル動物」を麻蝉させたので、狭き「黄の門」を前にすると、

開かれる。

　前生で、また今生で犯しか罪の重荷を、まだこれから

先、数化身の間も背負って行かなければならない人達の

場合は全く違う。そのような人々はたいへん注意して前

進しなければ、叡智の黄金の門は、「滅びに至る」広い門、

広い道に変わってしまう。だから、その広い門から「入っ

て行く者が多い」のである（『マタイによる福音書』七

章二二節）。この門はまた、低級性質を抑制するアートマ・

ヴィディヤーの影響力のない、利己的な動機で行なわれ

たオカルト技術の門である。現代はカリ・ユガの時代で

ある。カリ・ユガの破壊的な影響は、東洋においてよりも、

西洋のほうが千倍も強力である。だから、周期的に回っ

てくる闘争では多くの人々が暗黒時代の勢力の餌食に

なっており、世界は今多くの妄想に耽っている。このよ

うな妄想の一つをいだいている人々は、何ら大きな犠牲

を払わず、かなり簡単に黄金の門に行き首き、オカルティ

ズムの入口をくぐることができると思い込んでいるので

ある。これは、権力欲と低級我の自己本位によって起こ

された思い違いだが、大多数の神智学徒がいだいている

夢である。だが、権力欲や自己本位のような感情をもっ

て神智学徒は憧れのゴールに至るのではない。人類のた

めにご自身を犠牲にしたと思われているイエスが言われ

た通り、永遠の「命に至る門は狭く、その道は細い」の

である。従って、「それを見い出す者は少ない」のである。

その道はたいへん細いので、予備的階段の困難のいくつ

かについてちょっと触れただけで驚いた西洋の志願者達

は引き返し、身震いしながら退却してしまう。

　そのような人達はそれ以上進まないほうがよい。弱い

がためにこれ以上のことを諦めるべきである。彼等がそ

の背を狭い門に向けている問はオカルトへの欲望に引き

ずられ、幻影の光で輝いている広くてもっと魅力のある

不思議な金の門へと一歩でも踏み出すならば、災いなる

かな！　それはドゥグパ達の状態に至る道にすぎない。

彼等は間もなく逆に迷って、地獄の「ヴィアーファタル」

に踏み込むことだろう。その「宿命の道」の人目でダン

テは次の言葉を読んだ（『神曲』地獄篇、第三歌」。

われを通る者は苦悩の市まちに至る、

われを通る者は永遠の苦患にがる、

われを通る者は絶望の民の元に至る……

　

る間は、いったいどうしてオカルティズムの狭い門に入

ることができるだろうか？　妻や家族への愛、つまり、

人間の愛情の中ではいちばん利己的な要素が少ない清浄

な愛でさえも、まことのオカルティズムの障害物である。

というのも、子供に対する母親の神聖な愛であろうと、

妻に対する夫の愛であろうと、このような感情の奥底を

分析し完全にふるいにかけてみると、前者にはまだ自己

本位な要素があるし、後者には夫婦二人を中心とするエ

ゴイズムがあるからである。母親は、愛する我が子の命

のためになら、何百、何千人もの命を一瞬のためらいも

なく犠牲にしてもいいと思うだろう。また、自分の愛す

る人の要求を満たすためなら、周囲のすべての男女の幸

福を壊してもいいと恋人や愛情の深い夫たちは思うだろ

う。愛する人のためなら他人を犠牲にするのは当然なこ

とだと言われることだろう。人間的な愛情のおきてとし

ては全くその通りだろうが、神聖な人類愛の観点から考

えるとそうではない。自分の身近な親しい人々のことを

考えて心がいっぱいになっている間、私達の心の中では、

人類の他の人々のことはどうなっているのだろうか？　

人類という「大いなる孤児」に与えるために、どの位の

愛と気遣いが残されるのだろうか？　魂が、居住権を

もっか身内や友人に全く占居されていて、どうして神の

「静かな声」が聞こえるだろうか？　そんな場合、一切

の人類のニーズが魂に印象を与えたり、速やかな返答を

受ける余裕がどれほど残されているのだろうか？　しか

し、普遍的な宇宙マインドの智慧より益を得たいと思う

者は、人種、肌の色、宗教、社会的地位の区別なく、人

類全体を愛してその智慧に達しなくてはならない。一人

ひとりの人間が、小さな自分の我を普遍的大我達の中に

没人させるのは愛他主義であり、どんな高尚な形を取ろ

うとも決してエゴイズムではないのである。本当のオカ

ルティズムの本当の学徒が、もし Theosophy 即ち神智、

神の智慧と知識を得たいと思うなら、全人類のニーズ、

人類に仕える愛他的なことに身を捧げなければならない

のである。

　求道者は世俗的な生活とオカルティズムの生活の、二

つに一つを選択しなければならない。世俗的な生活とオ

カルティズムの生活とを結びつけようとすることは無益

であり、無理なことである。なぜなら、私達は二人の主

に兼ね仕え、二人の主を共に満足させることはできない

からである。私達は自分の体と高級我に兼ね仕えること

はできないし、また家族への義務と自分の普遍的な義務

とを、いずれの権利も侵害しないで果たすことはできな

い。我が子の叫びを聞き逃して霊の「静かな声」に耳を

貸すか、または、子供達の要求ばかり聞いて人類の声に

耳を傾けないかである。結婚した人が、理論的なオカル

ト哲学ではなく、実践的なオカルティズムを追求しよう

としたら、その生活は絶え間ない激烈な闘争となること

だろう。なぜなら、そのような人はいつも、人類に対す

る無私の神聖な愛の声に従うか、個人中心の現世的な愛

の声に従うか迷うようになるからである。そして、自分

の二つの義務の中のどれか、あるいはおそらくその両方

に失敗してしまうだろう。しかも、それどころではない。

なぜなら、オカルティズムの道を行くと誓ったあとで、

現世的な愛や色欲に耽るなら、ほとんど即座にその報い

を感じるに違いないからである。つまり、個人を超えた

神聖な状態から、いやおうなしに物質の低級界へと引き

ずり下ろされてしまうのである。肉体の感覚的な欲望、

あるいは精神的な欲望を満足させることで、霊的洞察の

力を即座に失うことになる。大師の声と、情欲の声、あ

るいはドゥグパの声との区別さえできなくなるし、正道

と邪道、恒久的な道徳と単なる脆弁とを識別することも

できなくなる。迷い道の「死海のリンゴ」の神秘的な外

形は光り輝くが、唇に触れると灰となり、ハートの中で

は胆汁のように苦くなる。ついには、

深さはいよいよ深く、暗さはますます暗く、智慧は愚昧

となり、

純潔は罪と変わり、狂喜は苦悶に、希望は絶望となる。

　ひとたび考え違えて過ちを犯しても、たいていの人々

は自分の間違いを認めようとしない。それで、誤りのど

ろ沼の深みへ深みへと落ちて行く。行なわれたことが白

魔術か黒魔術かのどちらかになるかを決めるのは、主に

実践者の意図であるとはいえ、知らず知らずのうちに行

なわれた黒魔術の結果でも、行なった人にとって悪いカ

ルマを作ってしまうものである。黒魔術とは、いかなる

悪影響力をも人に及ぼし、結果としてその人が苦しんだ



二　オカルト道とオカルト技術

我、しばしば聞きしも今に至るまで信ぜざりき。

力強き魔法の呪いによりて、大自然の法則を

不正の目的に曲ぐる者ありという。

ミルトン

　今月の便りの中の数通からも、先月の論文「実践的オ

カルティズム」がある人達の心に強く印象を与えたこと

が分かる。これらの手紙は次の二つの結論を十分に証明

している。

⒜オカルティズムと魔術（Magic）はたいへん違うが、

両方の存在を信じている教養もあり思慮深い人は、近代

唯物論者が考えているよりも多い。

⒝多くの神智学徒も含めて、このように信じている者は

オカルティズムの性質につき、明白な考えをもたず、一

般に「黒魔術」を含むオカルト科学と混同している。

　オカルティズムが人間に与える諸力や、その力を得る

ために用いる様々な方法についての人々の説明は多種多

様で、全く空想的である。ある人は、オカルティズムの

名人から指導を受けさえすれば、間もなくザノーニのよ

うな高位のイニシエートになることができると思い込ん

でいる。他の人達は、スエズ運河を渡りインドに行きさ

えすれば、ロジャー・ベーコンやサン＝ジェルマン伯爵

のように傑出するようになると考える。また多くの人達

は、いつも若さを保っている伝説上の侯爵を理想とし、

彼がそのために自分の魂という代価を払ったことを忘れ

てしまう。また、三途の川の薄暗がりから、大きく開い

ている地の口を通って亡霊を光の道へと呼び出すエッド

ルの巫女の口寄せをオカルティズムと誤解して、その技

をもっているので一人前のアデプトと認められるように

と望む者は少なくない。エリファス・レーヴィが面白半

分に規則を決めつけた「儀式的魔術」は、昔のアルハッ

ト達の哲学の「想像上の双生児」のもう一つである。簡

単にいえば、オカルティズムが表れ出るプリズムは、そ

の哲学になじんでいない人々にとっては人間の空想が作

り得る限りの、色とりどりで変化きわまりないものであ

る。

　智慧と力を得たいと思う志願者達に、はっきりした真

実を告げられたなら彼等は非常に怒り出すのではないだ

ろうか？　真実を告げることは役に立つばかりでなく、

手遅れにならないうち多くの志願者を悟らせることは、

今や必要なことになっている。それはわずかな言葉で伝

えることができる。つまり、西洋には自分のことを「オ

カルティスト」と称している熱心な人が何百人もいるが、

マスターしたいと思うオカルト科学の性質についてのほ

ぼ正しい概念をもっている人は数人もいないということ

である。わずかな例外はあるが、その人達は皆、黒魔術

への高速道路上にいる。彼等がこのことに抗議する前に、

自分自身の心の混沌とした状態に秩序を取り戻させると

よい。まず、オカルティズムと様々なオカルト科学との

本当の関係及びこの二つの間の違いを学ぶべきである。

それでもまだ自分は正しいと思うなら、その時に怒りを

感じればよい。さしあたり、次のことを学ばせよう。光

まばゆい太陽がロウソクとは違うように、絶対であり原

因のない「不可知の全」の反映である人間の不変不死の

霊が死すべき肉体とは違うように、オカルティズムは魔

法や他の秘密科学とは違うということを学ばせよう。

　高度に文明化した西洋では、近代言語が出来、思想の

目覚めと共にいろいろの言葉が作り出された。それはど

この国語でも起こる過程である。この世の財産を間断な

く追い求める西洋の利己主義の冷たい雰囲気の中で、思

想が物質主義化すればするほど、精神的なことに、議論

する前に打ち砕かれている「単なる迷信」というレッテ

ルを貼り、それを表現する新しい言葉を作る必要を感じ

なくなった。というのも、そのような新用語は、文明人

が心にいだくわけにはいかない概念にのみ当たるからで

ある。

　例えば、magic（魔法）は奇術と同義語であり、

sorcery（黒魔術）は最低な無知と同義語であって、オ

カルティズムは気のふれた中世の拝火哲学者達や、ヤコ

ブ・ベーメやサン＝マルタンの信者達の哀れな遺物にす

ぎないと考えられている。「マジック」も「ソーサリー」

も「オカルティズム」も、手品の全分野を十二分に網羅

する言葉だと考えられてきたのである。これは軽蔑の言

葉であり、普通、暗黒の中世時代とその前の異教時代の

残りかすに関してのみ使われているものである。従って、

英語にはこうした普通でない能力や、またはそのような

能力を習得する諸科学それぞれの間の違いを定義した

り、微妙な意味合いを表したりする言葉はない。しかし

東洋の言語、特にサンスクリット語には正確に表現でき

る言葉がある。「ミラクル」（奇跡）や「エンチャントメ

ント」（魔法にかけること）という言葉はこれを言う人や、

聞く人の心に、どんなことを伝えるだろうか？　（いわ

ゆる権威者の説明によれば、両方とも自然法則を破るこ

とによって不思議な現象を起こすという考えを表してい

るので、結局、同じ意味の言葉である。）キリスト教徒

はたとえ、「自然の法則を破って」はいても、モーセを

通して神がなさったことだと言われているので、彼の奇

跡を固く信じている。だが、ファラオの魔術師の行なっ

た魔法を嘲けり笑うか、悪魔のせいにする。神智学に反

対する信心深いクリスチャンはオカルティズムを悪魔に

結びつけるが、一方、彼等の不信心な敵即ち唯物論者達

はモーセや魔術師やオカルティストなどを嘲笑し、「あ

んな迷信」についてまじめに考えることを恥ずかしく思

うのである。これは、ものの違いを示す言葉がないため

に起こることである。つまり、光と影を表現し、崇高で

真実なことと不条理でばかげたこととの間に境界線を引

く言葉がないからである。ばかげたこととは、人間や神

や悪魔が「自然の法則を破ること」を教える神学の教え

であり、崇高で真実なものとは、モーセや魔術師達が自

然の法則に従って行なった科学的な「奇跡」即ち魔法で

ある。モーセや魔術師達は共に、当時の「学士院」であっ

た寺院で智慧とまことのオカルティズムを学んだのであ

る。「オカルティズム」とは、確かに誤解を招く言葉で

ある。「秘密の知識」という意味のグプタ・ヴィディヤー

という複合語の英訳である。だが、それはいったいどん

な知識なのだろうか？　サンスクリット語の用語をいく

つか調べることは、それを理解する助けとなろう。

　様々な秘教的知識や秘教的科学につけられた多くの名

称の中から四つほど調べよう。それは顕教的聖典である

『プラーナ』の中にも出ているものである。その四つと

はまず、

⑴　ヤジュニャ・ヴィディヤーは、ある宗教的祭祀、行

事を行なうことによって自然界から呼び起こすオカルト

的な力についての知識。

＊　バラモン教では次のように言う。ヤジュニャとは永

遠に存在しているものである。それは「至高の一者」か

ら出たものだからである。ヤジュニャはこの一者の中に

「無始」より潜在している。これはトライヴィディヤー、

即ち『リグ・ヴェーダ』の中にある三つの神聖科学の鍵

である。『リグ・ヴェーダ』はヤジュス即ち犠牲を捧げる

秘儀を教えるものである。「ヤジュニャは見えないもの

として常に存在している。発電機の中の電気の潜在力の

ようなものであって、適当な器具がありさえすれば引き

出されるのである。ヤジュニャは、アーハヴァニーヤ即

ち奉献物を焼き尽くす犠牲の火から展開して天まで及ぶ

と考えられている。このようにして犠牲を供える者が、

神々と霊達の世界に接触できる橋＝梯子を作り、生きて

いる間にそれを上ることもできると考えている」（マル

チン・ホーグ訳『アイタレーヤ・ブラーフマナム』より）。

「このヤジュニャは一種のアーカーシャでもある。イニ

シエーションを受けた僧侶が心の中で発音してヤジュ

ニャ呼び起こす神秘な言葉は、意志の力から刺激を受け
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た『失われた言葉』である」（『ベールをとったイシス』

一巻序文

より）。

⑵　マハー・ヴィディヤーは「大いなる知識」という意

味で、カバリストの魔術やタントラ崇拝の魔術である。

最悪の魔法となることがよくある。

⑶　グヒヤ・ヴィディヤーは、音（エーテル）の中にあ

る神秘的な力についての知識である。従って、マントラ

（歌い唱えられる祈りや呪文）の中に潜む力であり、用

いられたリズムとメロディーによって変わる。言葉を換

えて言えば、大自然の力とその相互関係の知識に基づい

た魔法技術である。

⑷　アートマ・ヴィディヤーは、東洋学者達が単に「魂

の知識」や「まことの智慧」と訳している言葉だが、そ

れ以上の意味がある。

　この最後のアートマ・ヴィディヤーだけが、『道の光』

に関心をもち、智慧を身につけて無私無欲になろうとす

る神智学徒が努力すべき、唯一のオカルティズムである。

他のものはすべて、オカルト科学の分野にすぎない。そ

うした分野の技術は、鉱物、植物、動物のような、自然

界のあらゆるものの究極的なエッセンスについての知識

に基づいている。そのエッセンスが目に見えないもので

あろうと、また、科学の理解をどんなに逸脱していよう

と、物質性の領域に属するものである。アルケミー、占

星術、オカルト生理学、手相術は自然界の本当の現象を

研究するものである。そして精密科学（この逆説的な時

代では、精密ではないと分かったためにこそ「精密科学」

と呼ばれているのだろうが）はすでにこのような術の秘

密を少なからず発見している。しかし、インドでは「シ

ヴァの目」と象徴され、日本で「千里眼」と言われてい

る透視力は、メスメリズムから生まれたまがい物即ち催

眠術などではなく、オカルト技術によって得られるもの

でもない。アートマ・ヴィディヤー以外のすべてのもの

は、よかれあしかれ、いろいろな結果を得ることができ

るものであるが、アートマ・ヴィディヤーは、そのよう

な結果を高く評価はしない。アートマ・ヴィディヤーは

他の分野すべてを含んでおり、時にはその技術を応用す

ることもあるが、それは善を行なう目的のためであるか

ら、まず無用の長物やかす、利己的な動機につながる要

素を一切捨ててからのことである。

　どのような男女でも、大した準備もせずに、前記のオ

カルト技術を学ぶことができるし、しかも、何ら禁欲生

活をしなくても学べる。高い道徳的基準がなくてもすむ

ものである。もちろん、道徳的基準のない場合は、十中

九まで、やがて人並みの魔法使いとなり黒魔術へとまっ

さかさまに落ちて行く。しかし、これはおそらくその人

にとってどうでもいいことだろう。ブードゥー教の呪術

師やドゥグパの悪徳ラマ僧達は、悪魔のような技術で無

数の人を犠牲にしているが、いわば被害者達の墓の上で

お祭り騒ぎをするようなものである。実際は、生体解剖

者という温厚な紳士達や医学博士号をもつ催眠術師達も

同じ黒魔術を行なっているのだが、ブードゥー教徒や

ドゥグパ達は意識的魔術師であるのに対して、フランス

の神経病学者のシャルコー氏やリシエ氏のような方々は

無意識的な魔法使いである。どちらも、よかれあしかれ

黒魔術での努力の実りを取り入れなければならないが、

西洋の医師達が黒魔術から得られる利益や楽しみを受け

ず、罰や汚名だけを被むるのは気の毒なことだ。このよ

うな学派で実行されている催眠術や生体解剖には、ブー

ドゥー教やドゥグパがもっているような知識はないが、

全くの黒魔術なのである。精神病医のシャルコーやリシ

エの仲間が五十年の間厳しい研究や実験的観察を進めて

も、ドゥグパなどがもっているような知識を手に入れる

ことはできない。

　そこで、魔術の性質を理解してもしなくても、道楽半

分に魔術をしようとする者達や学徒を支配する規則が厳

しすぎるという理由でアートマ・ヴィディヤー即ちオカ

ルティズムを諦めた者達を、アートマ・ヴィディヤーの

ないままその運命に任せよう。そのような人達がたとえ、

そのあとの十生の間、ブードゥーの呪術師やドゥグパ達

になろうとも、それは仕方がないことである。しかし、

読者はおそらくオカルトに何としても引きつけられなが

ら、自分が熱望しているものの本当の性質を理解せず、

しかも、煩悩を捨て切れず、まして本当の無私無欲に達

していない人々はどうなるかという問題に最も興味があ

るだろう。

　このように相容れない衝動によって真二つに引き裂か

れている不幸な人々はどうすればよいのだろうか？　繰

り返す必要がないほど度々言われてきたことであり、し

かも、少し観察すれば誰でもすぐ分かるようなことだが、

オカルティズムの道に入ろうという欲求が一たび人の心

の中に目覚めると、心の平静を取り戻す見込みはなく、

世界のどこへ行ってもくつろぐ場所も、慰安の場所も見

つからなくなる。その心の持ち主は、どうすることもで

きない絶え間ない不安に取り憑かれて、荒涼とした空間

に追いやられる。このような人の心はあまりに情欲と利

己的な欲求が強すぎるため、「黄金の門」をくぐること

は許されないが、平凡な生活に落ちつくこともできない。

では、このような人は必然的に魔法や黒魔術に陥り、何

生も、恐ろしいカルマを積まなければならないのだろう

か？　この人には別の道はないのだろうか？　いや必ず

ある、と私達は答えよう。自分に達成できると思うこと

よりも高い成就を狙わず、自分には重すぎて運べないよ

うな重荷を背負わないようにすることである。マハート

マや仏陀や大聖者になろうとせずに、「魂の科学」や哲

学を学べばよい。そうすれば、超人的な力がなくても、

自分なりに人類を益することができる。アルハットがも

つような神通力を身につけるのは、その訓練に必要な恐

ろしい自己犠牲を覚悟し規則を文字通り厳密に守り、全

く正しい生活を送ることができる人達だけである。本当

のオカルティズムと神智学は、行ないにおいても、思い

においても、無条件に己れを捨てる「大放棄である」と

いうことを直ちに知り、そのことをいつも心に留めてお

くとよい。オカルティズムは愛他主義で、その実践者に

生活上の打算を許さない。オカルティズム＝愛他主義の

仕事をしようと自ら誓ったらすぐに、自分のためではな

く、世界のために生きるようになる。見習い期の最初の

頃は、いろいろのことが大目に見られる。しかし道に「受

け入れられる」や否や、弟子は低級我を消してしまわな

ければならない。そして、大自然の中で働く、単なる情

深い一兵力とならなければならない。「受け入れた」あ

とには、弟子にとって二つの極、即ち二つの道がはっき

りとしてくる。中間の道はない。弟子は、数々の肉体化

身を通し、度々デヴァチャン（天国）での休息をとらず、

マハートマ（アルハット即ち菩薩）の状態に至る「黄金

の梯子」を一生懸命に一段一段と上って行くか、さもな

くば、踏み外して間もなくまっさかさまにドゥグパ達の

道へ落ち込んで行くかである。

　このようなことはすべて、知られていないか、あるい

は、全く無視されているかである。準備段階の志願者達

の望みが静かに展開して行くが、その過程を見守ると、

その人達の心が妙な考えによってそっと占められること

に気がつく。外部からの影響力で理性がたいへん歪めら

れてしまった志願者は、自分は動物的欲望を十分昇華し

高尚にすることができるので、火のように燃え上がるそ

の激しい力を、内に向けることができると思い込んでい

る。つまり、そうしたエネルギーが拡張されるのではな

く、かえって胸に秘められてより高く神聖な目的に向け

られたなら、ついには、拡張されることなく蓄積されて

きたそれらの力のおかげで、その所有者は魂の至聖所に

入ることができるようになり、大師即ち高級我の面前に

立つことができるようになると思うのである。このよう

な目的をいだいている志願者達は自らの煩悩と戦おうと

はせず、殺そうともしない。単に意志を強く働かせて、

まるで火が薄い灰の下でくすぶるように、激しい欲望の

焔を適当に鎮め、心の中心に寄せつけないようにしてお

くのである。彼等は、捕まえた狐を放したくないので自

分のはらわたを狐に食わせたスパルタの少年と同じよう

な苦しみを、よろこんで受けるのである。おお、幻影に

だまされた、真実を見分けられない、哀れな者達よ！

　情欲を殺さず、心の中で一時的に押さえておき、その

情欲が変化して清らかなものとなることを期待するの

は、何と愚かなことであろう。それはちょうど、働いて、

汗と油で汚れた、酔払いの煙突掃除夫の一団が、真白な

亜麻布の掛かっている聖所に閉じ込められたとしたら、

その聖所を汚れた、きたないぼろの山などにせず、坊さ

んのようにその神聖な場所の支配者となり、最後にその

聖所のように清らかになって出てくるのを期待するよう

に愚かなことである。修道院の清らかな雰囲気に閉じ込

められた十二匹のスカンクが、そこから出てくる時には

修道院の線香の薫りが浸み込んでいると望むようなこと

ではないだろうか？　そんな希望は本当に妙な錯覚であ

る。そんなことがあり得るだろうか？　この問題につい

て議論しよう。

　私達人間の魂の奥の院にまします「大師」は高級我で

ある。この神聖な霊の意識は、とにかくこの世に生きて

いる人間の中に幽閉されている間、即ち、その人の生涯

中には、マナス（マインド）に基づき、マナスからだけ

出ている。そのマナスを私達は人間魂、霊の媒体を霊的

魂と言うことにしている。さて、個人的な要素をもって

いる魂、即ち人間魂は最高の形では霊的熱望や意志力や

神聖な愛の複合体である。人間魂の低級な面は、動物的

情欲と俗世的欲望から出来ている。これは人間魂が、あ

らゆる欲望と情欲の座であるその媒体と結びつくことに

より生じたものである。従って人間魂は、その理性的な

高級性質が鎮め押さえようとしている動物性質と、神聖

な霊的性質との間のつなぎ輪であり、仲介物である。人

間魂が「内なる動物」に打ち勝つ時はいつでも、霊的性

質に引かれるのである。人間魂の低級面は本能的な「動

物魂」で情欲などの激情の温床である。すでに示したよ

うに、ある無分別な狂信者達はこのような激情を抹殺せ

ずに鎮め、己れの胸の中に閉じ込めておく。狂信者達は

そうすることにより、動物的下水のどろんこの流れを、

水晶のように澄みきった命の真清水に変えようといまだ

に望んでいるのだろうか？　どこに、どんな中立地帯に、

そうした欲望が人間に何ら影響を与えることなく閉じ込

めておくことができるのだろうか？　愛と情欲の激しい

感情はまだ生きていて、自分を生み出した動物魂にその

まま住まわせてもらっている。人間魂、即ち「マインド」

の高級及び低級な部分は共に、情欲のようなものを我が

家に入らせることはないが、いわば隣に住んでいる激情

に汚染されるのを避けることはできない。水と油や不潔

な獣脂がよく混ざらないのと同様に、高級我即ち「霊」

は低級な感情を同化することはできない。従って、人間

の低級性質と高級我の間の唯一のつなぎ輪であり仲介物

であるマナスだけが唯一の受難者であって、いつまた噴

き出すか知れない情欲によって引きずり下ろされ物質の

深淵の中でびる危険に絶え間なくさらされているのであ

る。心の中で「至聖所」が準備されていても、動物的情

欲が至聖所の中にあるということだけで、人間魂の調和

が破られるのだとすれば、人間魂は最高の本質の神聖な

調和にどのようにして同調することができるのだろう

か？　魂が激情の混乱や肉体感覚から生じる現世的な欲

望及び「アストラル人間」の欲望に汚され、悩まされた

時には、どうして調和を達成し、勝利を制することがで

きるだろうか？

　この「アストラル人間」、即ち、人間にも動物にもあ

る影のような複体は、神聖な魂の仲間ではなく地上の体

の仲間である。アストラル本質は、人格我、即ちマナス

の低級意識と体とをつなぐものであり、一時的な媒体で

あって、不死の生命の媒体ではない。人間によって映さ

れた影のようなものである。つまり、奴隷のように持ち

主の衝動に従い、機械のようにその人の動きを真似る。

従って、霊に上昇しようとはせずに、物質へと傾くので

ある。激情の力が全部、断固たる意志というレトルトで

打ち砕かれ絶滅させられた時、また肉体に関わるあらゆ

る色欲や願望が死に絶えるばかりでなく、人格我を認め

ることも全くなくなり、アストラル本質がゼロにまで減

じた時にのみ、高級我との合一が行なわれる。アストラ

ル本質に反映されるものが、まだ生きてはいるかもはや

欲望や利己的な性質がなくなり、征服された低級我だけ

になると、その時には、輝かしいアウゴエイデス即ち神

聖な我は、人間存在の両極、つまり、浄化された物質か

らなる「人間」と、元より清浄な霊的魂の両方と共に意

識的に調和して振動を始めることができるのである。そ

して、とこしえに「それ」と交じり合い、没入し、一体

となった主我（Master Self）グノーシス派の神秘家達の

いう「クリストス」の面前に立つことになるのである。＊

＊　一人の人間の中に三つの自我があると解釈する人々

は、以上の説明の形而上学的な意味を取り違えている。

人間は体、魂、霊で構成されている三つ組ではあるが、

人間は一者であり、確かにその肉体ではない。肉体は、

人間の所有物であり、一時的な衣である。三つの「自我」

とは、アストラル界、知的またはサイキック界、雲界と

いう三状態での人間の三つの面である。

　それで、平常考えていることが現世的なこと、所有欲

や、権力欲、色欲、野望に堅く結びついたり、また、ど

んなに名誉なことであっても世俗的な義務に縛られてい

り、または、他の人を苦しませたりするようになるので

ある。カルマとは、静かな「命の水」に投げ込まれた重

い石である。この石は、ほとんど無限に広がって行く波

紋を立てる。このように作られた原囚は必然と結果を生

じ、公正な「応報の法則」で示されている。

　人々が、性質や重要性を理解していない行法などに飛

び込みさえしなければ、悪いカルマの多くは避けられる

だろう。自分の力や能力以上に重荷を背負うことは、誰

にも要求されていない。「生まれつきの魔術師」、つまり、

長い時代に苦しんだり失敗したりしながら、一連の生ま

れ変わりの間に経験を積み、魔術を行なう生得権をいわ

ば直接受け継いだ神秘家やオカルティストがいる。この

ような人々はいわば、耐情欲性である。この世のいかな

る「火」も、こうした人々の感覚や欲望の焔をあおり立

てることはない。彼等の魂の中には、人類の大絶叫以外

はいかなる人間の声も反響を呼び起こさない。このよう

な人達だけに、成功を確信することができる。しかし、

そのような人達はごく少数である。彼等は、個人中心の

はかない情緒という荷物を持っていないから、オカル

ティズムの狭い門をくぐって行くのである。彼等は、自

分は低級我であるという感覚を捨てて内なる「アストラ

ル動物」を麻蝉させたので、狭き「黄の門」を前にすると、

開かれる。

　前生で、また今生で犯しか罪の重荷を、まだこれから

先、数化身の間も背負って行かなければならない人達の

場合は全く違う。そのような人々はたいへん注意して前

進しなければ、叡智の黄金の門は、「滅びに至る」広い門、

広い道に変わってしまう。だから、その広い門から「入っ

て行く者が多い」のである（『マタイによる福音書』七

章二二節）。この門はまた、低級性質を抑制するアートマ・

ヴィディヤーの影響力のない、利己的な動機で行なわれ

たオカルト技術の門である。現代はカリ・ユガの時代で

ある。カリ・ユガの破壊的な影響は、東洋においてよりも、

西洋のほうが千倍も強力である。だから、周期的に回っ

てくる闘争では多くの人々が暗黒時代の勢力の餌食に

なっており、世界は今多くの妄想に耽っている。このよ

うな妄想の一つをいだいている人々は、何ら大きな犠牲

を払わず、かなり簡単に黄金の門に行き首き、オカルティ

ズムの入口をくぐることができると思い込んでいるので

ある。これは、権力欲と低級我の自己本位によって起こ

された思い違いだが、大多数の神智学徒がいだいている

夢である。だが、権力欲や自己本位のような感情をもっ

て神智学徒は憧れのゴールに至るのではない。人類のた

めにご自身を犠牲にしたと思われているイエスが言われ

た通り、永遠の「命に至る門は狭く、その道は細い」の

である。従って、「それを見い出す者は少ない」のである。

その道はたいへん細いので、予備的階段の困難のいくつ

かについてちょっと触れただけで驚いた西洋の志願者達

は引き返し、身震いしながら退却してしまう。

　そのような人達はそれ以上進まないほうがよい。弱い

がためにこれ以上のことを諦めるべきである。彼等がそ

の背を狭い門に向けている問はオカルトへの欲望に引き

ずられ、幻影の光で輝いている広くてもっと魅力のある

不思議な金の門へと一歩でも踏み出すならば、災いなる

かな！　それはドゥグパ達の状態に至る道にすぎない。

彼等は間もなく逆に迷って、地獄の「ヴィアーファタル」

に踏み込むことだろう。その「宿命の道」の人目でダン

テは次の言葉を読んだ（『神曲』地獄篇、第三歌」。

われを通る者は苦悩の市まちに至る、

われを通る者は永遠の苦患にがる、

われを通る者は絶望の民の元に至る……

　

る間は、いったいどうしてオカルティズムの狭い門に入

ることができるだろうか？　妻や家族への愛、つまり、

人間の愛情の中ではいちばん利己的な要素が少ない清浄

な愛でさえも、まことのオカルティズムの障害物である。

というのも、子供に対する母親の神聖な愛であろうと、

妻に対する夫の愛であろうと、このような感情の奥底を

分析し完全にふるいにかけてみると、前者にはまだ自己

本位な要素があるし、後者には夫婦二人を中心とするエ

ゴイズムがあるからである。母親は、愛する我が子の命

のためになら、何百、何千人もの命を一瞬のためらいも

なく犠牲にしてもいいと思うだろう。また、自分の愛す

る人の要求を満たすためなら、周囲のすべての男女の幸

福を壊してもいいと恋人や愛情の深い夫たちは思うだろ

う。愛する人のためなら他人を犠牲にするのは当然なこ

とだと言われることだろう。人間的な愛情のおきてとし

ては全くその通りだろうが、神聖な人類愛の観点から考

えるとそうではない。自分の身近な親しい人々のことを

考えて心がいっぱいになっている間、私達の心の中では、

人類の他の人々のことはどうなっているのだろうか？　

人類という「大いなる孤児」に与えるために、どの位の

愛と気遣いが残されるのだろうか？　魂が、居住権を

もっか身内や友人に全く占居されていて、どうして神の

「静かな声」が聞こえるだろうか？　そんな場合、一切

の人類のニーズが魂に印象を与えたり、速やかな返答を

受ける余裕がどれほど残されているのだろうか？　しか

し、普遍的な宇宙マインドの智慧より益を得たいと思う

者は、人種、肌の色、宗教、社会的地位の区別なく、人

類全体を愛してその智慧に達しなくてはならない。一人

ひとりの人間が、小さな自分の我を普遍的大我達の中に

没人させるのは愛他主義であり、どんな高尚な形を取ろ

うとも決してエゴイズムではないのである。本当のオカ

ルティズムの本当の学徒が、もし Theosophy 即ち神智、

神の智慧と知識を得たいと思うなら、全人類のニーズ、

人類に仕える愛他的なことに身を捧げなければならない

のである。

　求道者は世俗的な生活とオカルティズムの生活の、二

つに一つを選択しなければならない。世俗的な生活とオ

カルティズムの生活とを結びつけようとすることは無益

であり、無理なことである。なぜなら、私達は二人の主

に兼ね仕え、二人の主を共に満足させることはできない

からである。私達は自分の体と高級我に兼ね仕えること

はできないし、また家族への義務と自分の普遍的な義務

とを、いずれの権利も侵害しないで果たすことはできな

い。我が子の叫びを聞き逃して霊の「静かな声」に耳を

貸すか、または、子供達の要求ばかり聞いて人類の声に

耳を傾けないかである。結婚した人が、理論的なオカル

ト哲学ではなく、実践的なオカルティズムを追求しよう

としたら、その生活は絶え間ない激烈な闘争となること

だろう。なぜなら、そのような人はいつも、人類に対す

る無私の神聖な愛の声に従うか、個人中心の現世的な愛

の声に従うか迷うようになるからである。そして、自分

の二つの義務の中のどれか、あるいはおそらくその両方

に失敗してしまうだろう。しかも、それどころではない。

なぜなら、オカルティズムの道を行くと誓ったあとで、

現世的な愛や色欲に耽るなら、ほとんど即座にその報い

を感じるに違いないからである。つまり、個人を超えた

神聖な状態から、いやおうなしに物質の低級界へと引き

ずり下ろされてしまうのである。肉体の感覚的な欲望、

あるいは精神的な欲望を満足させることで、霊的洞察の

力を即座に失うことになる。大師の声と、情欲の声、あ

るいはドゥグパの声との区別さえできなくなるし、正道

と邪道、恒久的な道徳と単なる脆弁とを識別することも

できなくなる。迷い道の「死海のリンゴ」の神秘的な外

形は光り輝くが、唇に触れると灰となり、ハートの中で

は胆汁のように苦くなる。ついには、

深さはいよいよ深く、暗さはますます暗く、智慧は愚昧

となり、

純潔は罪と変わり、狂喜は苦悶に、希望は絶望となる。

　ひとたび考え違えて過ちを犯しても、たいていの人々

は自分の間違いを認めようとしない。それで、誤りのど

ろ沼の深みへ深みへと落ちて行く。行なわれたことが白

魔術か黒魔術かのどちらかになるかを決めるのは、主に

実践者の意図であるとはいえ、知らず知らずのうちに行

なわれた黒魔術の結果でも、行なった人にとって悪いカ

ルマを作ってしまうものである。黒魔術とは、いかなる

悪影響力をも人に及ぼし、結果としてその人が苦しんだ



二　オカルト道とオカルト技術

我、しばしば聞きしも今に至るまで信ぜざりき。

力強き魔法の呪いによりて、大自然の法則を

不正の目的に曲ぐる者ありという。

ミルトン

　今月の便りの中の数通からも、先月の論文「実践的オ

カルティズム」がある人達の心に強く印象を与えたこと

が分かる。これらの手紙は次の二つの結論を十分に証明

している。

⒜オカルティズムと魔術（Magic）はたいへん違うが、

両方の存在を信じている教養もあり思慮深い人は、近代

唯物論者が考えているよりも多い。

⒝多くの神智学徒も含めて、このように信じている者は

オカルティズムの性質につき、明白な考えをもたず、一

般に「黒魔術」を含むオカルト科学と混同している。

　オカルティズムが人間に与える諸力や、その力を得る

ために用いる様々な方法についての人々の説明は多種多

様で、全く空想的である。ある人は、オカルティズムの

名人から指導を受けさえすれば、間もなくザノーニのよ

うな高位のイニシエートになることができると思い込ん

でいる。他の人達は、スエズ運河を渡りインドに行きさ

えすれば、ロジャー・ベーコンやサン＝ジェルマン伯爵

のように傑出するようになると考える。また多くの人達

は、いつも若さを保っている伝説上の侯爵を理想とし、

彼がそのために自分の魂という代価を払ったことを忘れ

てしまう。また、三途の川の薄暗がりから、大きく開い

ている地の口を通って亡霊を光の道へと呼び出すエッド

ルの巫女の口寄せをオカルティズムと誤解して、その技

をもっているので一人前のアデプトと認められるように

と望む者は少なくない。エリファス・レーヴィが面白半

分に規則を決めつけた「儀式的魔術」は、昔のアルハッ

ト達の哲学の「想像上の双生児」のもう一つである。簡

単にいえば、オカルティズムが表れ出るプリズムは、そ

の哲学になじんでいない人々にとっては人間の空想が作

り得る限りの、色とりどりで変化きわまりないものであ

る。

　智慧と力を得たいと思う志願者達に、はっきりした真

実を告げられたなら彼等は非常に怒り出すのではないだ

ろうか？　真実を告げることは役に立つばかりでなく、

手遅れにならないうち多くの志願者を悟らせることは、

今や必要なことになっている。それはわずかな言葉で伝

えることができる。つまり、西洋には自分のことを「オ

カルティスト」と称している熱心な人が何百人もいるが、

マスターしたいと思うオカルト科学の性質についてのほ

ぼ正しい概念をもっている人は数人もいないということ

である。わずかな例外はあるが、その人達は皆、黒魔術

への高速道路上にいる。彼等がこのことに抗議する前に、

自分自身の心の混沌とした状態に秩序を取り戻させると

よい。まず、オカルティズムと様々なオカルト科学との

本当の関係及びこの二つの間の違いを学ぶべきである。

それでもまだ自分は正しいと思うなら、その時に怒りを

感じればよい。さしあたり、次のことを学ばせよう。光

まばゆい太陽がロウソクとは違うように、絶対であり原

因のない「不可知の全」の反映である人間の不変不死の

霊が死すべき肉体とは違うように、オカルティズムは魔

法や他の秘密科学とは違うということを学ばせよう。

　高度に文明化した西洋では、近代言語が出来、思想の

目覚めと共にいろいろの言葉が作り出された。それはど

この国語でも起こる過程である。この世の財産を間断な

く追い求める西洋の利己主義の冷たい雰囲気の中で、思

想が物質主義化すればするほど、精神的なことに、議論

する前に打ち砕かれている「単なる迷信」というレッテ

ルを貼り、それを表現する新しい言葉を作る必要を感じ

なくなった。というのも、そのような新用語は、文明人

が心にいだくわけにはいかない概念にのみ当たるからで

ある。

　例えば、magic（魔法）は奇術と同義語であり、

sorcery（黒魔術）は最低な無知と同義語であって、オ

カルティズムは気のふれた中世の拝火哲学者達や、ヤコ

ブ・ベーメやサン＝マルタンの信者達の哀れな遺物にす

ぎないと考えられている。「マジック」も「ソーサリー」

も「オカルティズム」も、手品の全分野を十二分に網羅

する言葉だと考えられてきたのである。これは軽蔑の言

葉であり、普通、暗黒の中世時代とその前の異教時代の

残りかすに関してのみ使われているものである。従って、

英語にはこうした普通でない能力や、またはそのような

能力を習得する諸科学それぞれの間の違いを定義した

り、微妙な意味合いを表したりする言葉はない。しかし

東洋の言語、特にサンスクリット語には正確に表現でき

る言葉がある。「ミラクル」（奇跡）や「エンチャントメ

ント」（魔法にかけること）という言葉はこれを言う人や、

聞く人の心に、どんなことを伝えるだろうか？　（いわ

ゆる権威者の説明によれば、両方とも自然法則を破るこ

とによって不思議な現象を起こすという考えを表してい

るので、結局、同じ意味の言葉である。）キリスト教徒

はたとえ、「自然の法則を破って」はいても、モーセを

通して神がなさったことだと言われているので、彼の奇

跡を固く信じている。だが、ファラオの魔術師の行なっ

た魔法を嘲けり笑うか、悪魔のせいにする。神智学に反

対する信心深いクリスチャンはオカルティズムを悪魔に

結びつけるが、一方、彼等の不信心な敵即ち唯物論者達

はモーセや魔術師やオカルティストなどを嘲笑し、「あ

んな迷信」についてまじめに考えることを恥ずかしく思

うのである。これは、ものの違いを示す言葉がないため

に起こることである。つまり、光と影を表現し、崇高で

真実なことと不条理でばかげたこととの間に境界線を引

く言葉がないからである。ばかげたこととは、人間や神

や悪魔が「自然の法則を破ること」を教える神学の教え

であり、崇高で真実なものとは、モーセや魔術師達が自

然の法則に従って行なった科学的な「奇跡」即ち魔法で

ある。モーセや魔術師達は共に、当時の「学士院」であっ

た寺院で智慧とまことのオカルティズムを学んだのであ

る。「オカルティズム」とは、確かに誤解を招く言葉で

ある。「秘密の知識」という意味のグプタ・ヴィディヤー

という複合語の英訳である。だが、それはいったいどん

な知識なのだろうか？　サンスクリット語の用語をいく

つか調べることは、それを理解する助けとなろう。

　様々な秘教的知識や秘教的科学につけられた多くの名

称の中から四つほど調べよう。それは顕教的聖典である

『プラーナ』の中にも出ているものである。その四つと

はまず、

⑴　ヤジュニャ・ヴィディヤーは、ある宗教的祭祀、行

事を行なうことによって自然界から呼び起こすオカルト

的な力についての知識。

＊　バラモン教では次のように言う。ヤジュニャとは永

遠に存在しているものである。それは「至高の一者」か

ら出たものだからである。ヤジュニャはこの一者の中に

「無始」より潜在している。これはトライヴィディヤー、

即ち『リグ・ヴェーダ』の中にある三つの神聖科学の鍵

である。『リグ・ヴェーダ』はヤジュス即ち犠牲を捧げる

秘儀を教えるものである。「ヤジュニャは見えないもの

として常に存在している。発電機の中の電気の潜在力の

ようなものであって、適当な器具がありさえすれば引き

出されるのである。ヤジュニャは、アーハヴァニーヤ即

ち奉献物を焼き尽くす犠牲の火から展開して天まで及ぶ

と考えられている。このようにして犠牲を供える者が、

神々と霊達の世界に接触できる橋＝梯子を作り、生きて

いる間にそれを上ることもできると考えている」（マル

チン・ホーグ訳『アイタレーヤ・ブラーフマナム』より）。

「このヤジュニャは一種のアーカーシャでもある。イニ

シエーションを受けた僧侶が心の中で発音してヤジュ

ニャ呼び起こす神秘な言葉は、意志の力から刺激を受け

た『失われた言葉』である」（『ベールをとったイシス』

一巻序文

より）。

⑵　マハー・ヴィディヤーは「大いなる知識」という意

味で、カバリストの魔術やタントラ崇拝の魔術である。

最悪の魔法となることがよくある。

⑶　グヒヤ・ヴィディヤーは、音（エーテル）の中にあ

る神秘的な力についての知識である。従って、マントラ

（歌い唱えられる祈りや呪文）の中に潜む力であり、用

いられたリズムとメロディーによって変わる。言葉を換

えて言えば、大自然の力とその相互関係の知識に基づい

た魔法技術である。

⑷　アートマ・ヴィディヤーは、東洋学者達が単に「魂

の知識」や「まことの智慧」と訳している言葉だが、そ

れ以上の意味がある。

　この最後のアートマ・ヴィディヤーだけが、『道の光』

に関心をもち、智慧を身につけて無私無欲になろうとす

る神智学徒が努力すべき、唯一のオカルティズムである。

他のものはすべて、オカルト科学の分野にすぎない。そ

うした分野の技術は、鉱物、植物、動物のような、自然

界のあらゆるものの究極的なエッセンスについての知識

に基づいている。そのエッセンスが目に見えないもので

あろうと、また、科学の理解をどんなに逸脱していよう

と、物質性の領域に属するものである。アルケミー、占

星術、オカルト生理学、手相術は自然界の本当の現象を

研究するものである。そして精密科学（この逆説的な時

代では、精密ではないと分かったためにこそ「精密科学」

と呼ばれているのだろうが）はすでにこのような術の秘

密を少なからず発見している。しかし、インドでは「シ

ヴァの目」と象徴され、日本で「千里眼」と言われてい

る透視力は、メスメリズムから生まれたまがい物即ち催

眠術などではなく、オカルト技術によって得られるもの

でもない。アートマ・ヴィディヤー以外のすべてのもの

は、よかれあしかれ、いろいろな結果を得ることができ

るものであるが、アートマ・ヴィディヤーは、そのよう

な結果を高く評価はしない。アートマ・ヴィディヤーは

他の分野すべてを含んでおり、時にはその技術を応用す

ることもあるが、それは善を行なう目的のためであるか

ら、まず無用の長物やかす、利己的な動機につながる要

素を一切捨ててからのことである。

　どのような男女でも、大した準備もせずに、前記のオ

カルト技術を学ぶことができるし、しかも、何ら禁欲生

活をしなくても学べる。高い道徳的基準がなくてもすむ

ものである。もちろん、道徳的基準のない場合は、十中

九まで、やがて人並みの魔法使いとなり黒魔術へとまっ

さかさまに落ちて行く。しかし、これはおそらくその人

にとってどうでもいいことだろう。ブードゥー教の呪術

師やドゥグパの悪徳ラマ僧達は、悪魔のような技術で無

数の人を犠牲にしているが、いわば被害者達の墓の上で

お祭り騒ぎをするようなものである。実際は、生体解剖

者という温厚な紳士達や医学博士号をもつ催眠術師達も

同じ黒魔術を行なっているのだが、ブードゥー教徒や

ドゥグパ達は意識的魔術師であるのに対して、フランス

の神経病学者のシャルコー氏やリシエ氏のような方々は

無意識的な魔法使いである。どちらも、よかれあしかれ

黒魔術での努力の実りを取り入れなければならないが、

西洋の医師達が黒魔術から得られる利益や楽しみを受け

ず、罰や汚名だけを被むるのは気の毒なことだ。このよ

うな学派で実行されている催眠術や生体解剖には、ブー

ドゥー教やドゥグパがもっているような知識はないが、

全くの黒魔術なのである。精神病医のシャルコーやリシ

エの仲間が五十年の間厳しい研究や実験的観察を進めて

も、ドゥグパなどがもっているような知識を手に入れる

ことはできない。

　そこで、魔術の性質を理解してもしなくても、道楽半

分に魔術をしようとする者達や学徒を支配する規則が厳

しすぎるという理由でアートマ・ヴィディヤー即ちオカ

ルティズムを諦めた者達を、アートマ・ヴィディヤーの

ないままその運命に任せよう。そのような人達がたとえ、

そのあとの十生の間、ブードゥーの呪術師やドゥグパ達

になろうとも、それは仕方がないことである。しかし、

読者はおそらくオカルトに何としても引きつけられなが

ら、自分が熱望しているものの本当の性質を理解せず、

しかも、煩悩を捨て切れず、まして本当の無私無欲に達
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していない人々はどうなるかという問題に最も興味があ

るだろう。

　このように相容れない衝動によって真二つに引き裂か

れている不幸な人々はどうすればよいのだろうか？　繰

り返す必要がないほど度々言われてきたことであり、し

かも、少し観察すれば誰でもすぐ分かるようなことだが、

オカルティズムの道に入ろうという欲求が一たび人の心

の中に目覚めると、心の平静を取り戻す見込みはなく、

世界のどこへ行ってもくつろぐ場所も、慰安の場所も見

つからなくなる。その心の持ち主は、どうすることもで

きない絶え間ない不安に取り憑かれて、荒涼とした空間

に追いやられる。このような人の心はあまりに情欲と利

己的な欲求が強すぎるため、「黄金の門」をくぐること

は許されないが、平凡な生活に落ちつくこともできない。

では、このような人は必然的に魔法や黒魔術に陥り、何

生も、恐ろしいカルマを積まなければならないのだろう

か？　この人には別の道はないのだろうか？　いや必ず

ある、と私達は答えよう。自分に達成できると思うこと

よりも高い成就を狙わず、自分には重すぎて運べないよ

うな重荷を背負わないようにすることである。マハート

マや仏陀や大聖者になろうとせずに、「魂の科学」や哲

学を学べばよい。そうすれば、超人的な力がなくても、

自分なりに人類を益することができる。アルハットがも

つような神通力を身につけるのは、その訓練に必要な恐

ろしい自己犠牲を覚悟し規則を文字通り厳密に守り、全

く正しい生活を送ることができる人達だけである。本当

のオカルティズムと神智学は、行ないにおいても、思い

においても、無条件に己れを捨てる「大放棄である」と

いうことを直ちに知り、そのことをいつも心に留めてお

くとよい。オカルティズムは愛他主義で、その実践者に

生活上の打算を許さない。オカルティズム＝愛他主義の

仕事をしようと自ら誓ったらすぐに、自分のためではな

く、世界のために生きるようになる。見習い期の最初の

頃は、いろいろのことが大目に見られる。しかし道に「受

け入れられる」や否や、弟子は低級我を消してしまわな

ければならない。そして、大自然の中で働く、単なる情

深い一兵力とならなければならない。「受け入れた」あ

とには、弟子にとって二つの極、即ち二つの道がはっき

りとしてくる。中間の道はない。弟子は、数々の肉体化

身を通し、度々デヴァチャン（天国）での休息をとらず、

マハートマ（アルハット即ち菩薩）の状態に至る「黄金

の梯子」を一生懸命に一段一段と上って行くか、さもな

くば、踏み外して間もなくまっさかさまにドゥグパ達の

道へ落ち込んで行くかである。

　このようなことはすべて、知られていないか、あるい

は、全く無視されているかである。準備段階の志願者達

の望みが静かに展開して行くが、その過程を見守ると、

その人達の心が妙な考えによってそっと占められること

に気がつく。外部からの影響力で理性がたいへん歪めら

れてしまった志願者は、自分は動物的欲望を十分昇華し

高尚にすることができるので、火のように燃え上がるそ

の激しい力を、内に向けることができると思い込んでい

る。つまり、そうしたエネルギーが拡張されるのではな

く、かえって胸に秘められてより高く神聖な目的に向け

られたなら、ついには、拡張されることなく蓄積されて

きたそれらの力のおかげで、その所有者は魂の至聖所に

入ることができるようになり、大師即ち高級我の面前に

立つことができるようになると思うのである。このよう

な目的をいだいている志願者達は自らの煩悩と戦おうと

はせず、殺そうともしない。単に意志を強く働かせて、

まるで火が薄い灰の下でくすぶるように、激しい欲望の

焔を適当に鎮め、心の中心に寄せつけないようにしてお

くのである。彼等は、捕まえた狐を放したくないので自

分のはらわたを狐に食わせたスパルタの少年と同じよう

な苦しみを、よろこんで受けるのである。おお、幻影に

だまされた、真実を見分けられない、哀れな者達よ！

　情欲を殺さず、心の中で一時的に押さえておき、その

情欲が変化して清らかなものとなることを期待するの

は、何と愚かなことであろう。それはちょうど、働いて、

汗と油で汚れた、酔払いの煙突掃除夫の一団が、真白な

亜麻布の掛かっている聖所に閉じ込められたとしたら、

その聖所を汚れた、きたないぼろの山などにせず、坊さ

んのようにその神聖な場所の支配者となり、最後にその

聖所のように清らかになって出てくるのを期待するよう

に愚かなことである。修道院の清らかな雰囲気に閉じ込

められた十二匹のスカンクが、そこから出てくる時には

修道院の線香の薫りが浸み込んでいると望むようなこと

ではないだろうか？　そんな希望は本当に妙な錯覚であ

る。そんなことがあり得るだろうか？　この問題につい

て議論しよう。

　私達人間の魂の奥の院にまします「大師」は高級我で

ある。この神聖な霊の意識は、とにかくこの世に生きて

いる人間の中に幽閉されている間、即ち、その人の生涯

中には、マナス（マインド）に基づき、マナスからだけ

出ている。そのマナスを私達は人間魂、霊の媒体を霊的

魂と言うことにしている。さて、個人的な要素をもって

いる魂、即ち人間魂は最高の形では霊的熱望や意志力や

神聖な愛の複合体である。人間魂の低級な面は、動物的

情欲と俗世的欲望から出来ている。これは人間魂が、あ

らゆる欲望と情欲の座であるその媒体と結びつくことに

より生じたものである。従って人間魂は、その理性的な

高級性質が鎮め押さえようとしている動物性質と、神聖

な霊的性質との間のつなぎ輪であり、仲介物である。人

間魂が「内なる動物」に打ち勝つ時はいつでも、霊的性

質に引かれるのである。人間魂の低級面は本能的な「動

物魂」で情欲などの激情の温床である。すでに示したよ

うに、ある無分別な狂信者達はこのような激情を抹殺せ

ずに鎮め、己れの胸の中に閉じ込めておく。狂信者達は

そうすることにより、動物的下水のどろんこの流れを、

水晶のように澄みきった命の真清水に変えようといまだ

に望んでいるのだろうか？　どこに、どんな中立地帯に、

そうした欲望が人間に何ら影響を与えることなく閉じ込

めておくことができるのだろうか？　愛と情欲の激しい

感情はまだ生きていて、自分を生み出した動物魂にその

まま住まわせてもらっている。人間魂、即ち「マインド」

の高級及び低級な部分は共に、情欲のようなものを我が

家に入らせることはないが、いわば隣に住んでいる激情

に汚染されるのを避けることはできない。水と油や不潔

な獣脂がよく混ざらないのと同様に、高級我即ち「霊」

は低級な感情を同化することはできない。従って、人間

の低級性質と高級我の間の唯一のつなぎ輪であり仲介物

であるマナスだけが唯一の受難者であって、いつまた噴

き出すか知れない情欲によって引きずり下ろされ物質の

深淵の中でびる危険に絶え間なくさらされているのであ

る。心の中で「至聖所」が準備されていても、動物的情

欲が至聖所の中にあるということだけで、人間魂の調和

が破られるのだとすれば、人間魂は最高の本質の神聖な

調和にどのようにして同調することができるのだろう

か？　魂が激情の混乱や肉体感覚から生じる現世的な欲

望及び「アストラル人間」の欲望に汚され、悩まされた

時には、どうして調和を達成し、勝利を制することがで

きるだろうか？

　この「アストラル人間」、即ち、人間にも動物にもあ

る影のような複体は、神聖な魂の仲間ではなく地上の体

の仲間である。アストラル本質は、人格我、即ちマナス

の低級意識と体とをつなぐものであり、一時的な媒体で

あって、不死の生命の媒体ではない。人間によって映さ

れた影のようなものである。つまり、奴隷のように持ち

主の衝動に従い、機械のようにその人の動きを真似る。

従って、霊に上昇しようとはせずに、物質へと傾くので

ある。激情の力が全部、断固たる意志というレトルトで

打ち砕かれ絶滅させられた時、また肉体に関わるあらゆ

る色欲や願望が死に絶えるばかりでなく、人格我を認め

ることも全くなくなり、アストラル本質がゼロにまで減

じた時にのみ、高級我との合一が行なわれる。アストラ

ル本質に反映されるものが、まだ生きてはいるかもはや

欲望や利己的な性質がなくなり、征服された低級我だけ

になると、その時には、輝かしいアウゴエイデス即ち神

聖な我は、人間存在の両極、つまり、浄化された物質か

らなる「人間」と、元より清浄な霊的魂の両方と共に意

識的に調和して振動を始めることができるのである。そ

して、とこしえに「それ」と交じり合い、没入し、一体

となった主我（Master Self）グノーシス派の神秘家達の

いう「クリストス」の面前に立つことになるのである。＊

＊　一人の人間の中に三つの自我があると解釈する人々

は、以上の説明の形而上学的な意味を取り違えている。

人間は体、魂、霊で構成されている三つ組ではあるが、

人間は一者であり、確かにその肉体ではない。肉体は、

人間の所有物であり、一時的な衣である。三つの「自我」

とは、アストラル界、知的またはサイキック界、雲界と

いう三状態での人間の三つの面である。

　それで、平常考えていることが現世的なこと、所有欲

や、権力欲、色欲、野望に堅く結びついたり、また、ど

んなに名誉なことであっても世俗的な義務に縛られてい

り、または、他の人を苦しませたりするようになるので

ある。カルマとは、静かな「命の水」に投げ込まれた重

い石である。この石は、ほとんど無限に広がって行く波

紋を立てる。このように作られた原囚は必然と結果を生

じ、公正な「応報の法則」で示されている。

　人々が、性質や重要性を理解していない行法などに飛

び込みさえしなければ、悪いカルマの多くは避けられる

だろう。自分の力や能力以上に重荷を背負うことは、誰

にも要求されていない。「生まれつきの魔術師」、つまり、

長い時代に苦しんだり失敗したりしながら、一連の生ま

れ変わりの間に経験を積み、魔術を行なう生得権をいわ

ば直接受け継いだ神秘家やオカルティストがいる。この

ような人々はいわば、耐情欲性である。この世のいかな

る「火」も、こうした人々の感覚や欲望の焔をあおり立

てることはない。彼等の魂の中には、人類の大絶叫以外

はいかなる人間の声も反響を呼び起こさない。このよう

な人達だけに、成功を確信することができる。しかし、

そのような人達はごく少数である。彼等は、個人中心の

はかない情緒という荷物を持っていないから、オカル

ティズムの狭い門をくぐって行くのである。彼等は、自

分は低級我であるという感覚を捨てて内なる「アストラ

ル動物」を麻蝉させたので、狭き「黄の門」を前にすると、

開かれる。

　前生で、また今生で犯しか罪の重荷を、まだこれから

先、数化身の間も背負って行かなければならない人達の

場合は全く違う。そのような人々はたいへん注意して前

進しなければ、叡智の黄金の門は、「滅びに至る」広い門、

広い道に変わってしまう。だから、その広い門から「入っ

て行く者が多い」のである（『マタイによる福音書』七

章二二節）。この門はまた、低級性質を抑制するアートマ・

ヴィディヤーの影響力のない、利己的な動機で行なわれ

たオカルト技術の門である。現代はカリ・ユガの時代で

ある。カリ・ユガの破壊的な影響は、東洋においてよりも、

西洋のほうが千倍も強力である。だから、周期的に回っ

てくる闘争では多くの人々が暗黒時代の勢力の餌食に

なっており、世界は今多くの妄想に耽っている。このよ

うな妄想の一つをいだいている人々は、何ら大きな犠牲

を払わず、かなり簡単に黄金の門に行き首き、オカルティ

ズムの入口をくぐることができると思い込んでいるので

ある。これは、権力欲と低級我の自己本位によって起こ

された思い違いだが、大多数の神智学徒がいだいている

夢である。だが、権力欲や自己本位のような感情をもっ

て神智学徒は憧れのゴールに至るのではない。人類のた

めにご自身を犠牲にしたと思われているイエスが言われ

た通り、永遠の「命に至る門は狭く、その道は細い」の

である。従って、「それを見い出す者は少ない」のである。

その道はたいへん細いので、予備的階段の困難のいくつ

かについてちょっと触れただけで驚いた西洋の志願者達

は引き返し、身震いしながら退却してしまう。

　そのような人達はそれ以上進まないほうがよい。弱い

がためにこれ以上のことを諦めるべきである。彼等がそ

の背を狭い門に向けている問はオカルトへの欲望に引き

ずられ、幻影の光で輝いている広くてもっと魅力のある

不思議な金の門へと一歩でも踏み出すならば、災いなる

かな！　それはドゥグパ達の状態に至る道にすぎない。

彼等は間もなく逆に迷って、地獄の「ヴィアーファタル」

に踏み込むことだろう。その「宿命の道」の人目でダン

テは次の言葉を読んだ（『神曲』地獄篇、第三歌」。

われを通る者は苦悩の市まちに至る、

われを通る者は永遠の苦患にがる、

われを通る者は絶望の民の元に至る……

　

る間は、いったいどうしてオカルティズムの狭い門に入

ることができるだろうか？　妻や家族への愛、つまり、

人間の愛情の中ではいちばん利己的な要素が少ない清浄

な愛でさえも、まことのオカルティズムの障害物である。

というのも、子供に対する母親の神聖な愛であろうと、

妻に対する夫の愛であろうと、このような感情の奥底を

分析し完全にふるいにかけてみると、前者にはまだ自己

本位な要素があるし、後者には夫婦二人を中心とするエ

ゴイズムがあるからである。母親は、愛する我が子の命

のためになら、何百、何千人もの命を一瞬のためらいも

なく犠牲にしてもいいと思うだろう。また、自分の愛す

る人の要求を満たすためなら、周囲のすべての男女の幸

福を壊してもいいと恋人や愛情の深い夫たちは思うだろ

う。愛する人のためなら他人を犠牲にするのは当然なこ

とだと言われることだろう。人間的な愛情のおきてとし

ては全くその通りだろうが、神聖な人類愛の観点から考

えるとそうではない。自分の身近な親しい人々のことを

考えて心がいっぱいになっている間、私達の心の中では、

人類の他の人々のことはどうなっているのだろうか？　

人類という「大いなる孤児」に与えるために、どの位の

愛と気遣いが残されるのだろうか？　魂が、居住権を

もっか身内や友人に全く占居されていて、どうして神の

「静かな声」が聞こえるだろうか？　そんな場合、一切

の人類のニーズが魂に印象を与えたり、速やかな返答を

受ける余裕がどれほど残されているのだろうか？　しか

し、普遍的な宇宙マインドの智慧より益を得たいと思う

者は、人種、肌の色、宗教、社会的地位の区別なく、人

類全体を愛してその智慧に達しなくてはならない。一人

ひとりの人間が、小さな自分の我を普遍的大我達の中に

没人させるのは愛他主義であり、どんな高尚な形を取ろ

うとも決してエゴイズムではないのである。本当のオカ

ルティズムの本当の学徒が、もし Theosophy 即ち神智、

神の智慧と知識を得たいと思うなら、全人類のニーズ、

人類に仕える愛他的なことに身を捧げなければならない

のである。

　求道者は世俗的な生活とオカルティズムの生活の、二

つに一つを選択しなければならない。世俗的な生活とオ

カルティズムの生活とを結びつけようとすることは無益

であり、無理なことである。なぜなら、私達は二人の主

に兼ね仕え、二人の主を共に満足させることはできない

からである。私達は自分の体と高級我に兼ね仕えること

はできないし、また家族への義務と自分の普遍的な義務

とを、いずれの権利も侵害しないで果たすことはできな

い。我が子の叫びを聞き逃して霊の「静かな声」に耳を

貸すか、または、子供達の要求ばかり聞いて人類の声に

耳を傾けないかである。結婚した人が、理論的なオカル

ト哲学ではなく、実践的なオカルティズムを追求しよう

としたら、その生活は絶え間ない激烈な闘争となること

だろう。なぜなら、そのような人はいつも、人類に対す

る無私の神聖な愛の声に従うか、個人中心の現世的な愛

の声に従うか迷うようになるからである。そして、自分

の二つの義務の中のどれか、あるいはおそらくその両方

に失敗してしまうだろう。しかも、それどころではない。

なぜなら、オカルティズムの道を行くと誓ったあとで、

現世的な愛や色欲に耽るなら、ほとんど即座にその報い

を感じるに違いないからである。つまり、個人を超えた

神聖な状態から、いやおうなしに物質の低級界へと引き

ずり下ろされてしまうのである。肉体の感覚的な欲望、

あるいは精神的な欲望を満足させることで、霊的洞察の

力を即座に失うことになる。大師の声と、情欲の声、あ

るいはドゥグパの声との区別さえできなくなるし、正道

と邪道、恒久的な道徳と単なる脆弁とを識別することも

できなくなる。迷い道の「死海のリンゴ」の神秘的な外

形は光り輝くが、唇に触れると灰となり、ハートの中で

は胆汁のように苦くなる。ついには、

深さはいよいよ深く、暗さはますます暗く、智慧は愚昧

となり、

純潔は罪と変わり、狂喜は苦悶に、希望は絶望となる。

　ひとたび考え違えて過ちを犯しても、たいていの人々

は自分の間違いを認めようとしない。それで、誤りのど

ろ沼の深みへ深みへと落ちて行く。行なわれたことが白

魔術か黒魔術かのどちらかになるかを決めるのは、主に

実践者の意図であるとはいえ、知らず知らずのうちに行

なわれた黒魔術の結果でも、行なった人にとって悪いカ

ルマを作ってしまうものである。黒魔術とは、いかなる

悪影響力をも人に及ぼし、結果としてその人が苦しんだ



二　オカルト道とオカルト技術

我、しばしば聞きしも今に至るまで信ぜざりき。

力強き魔法の呪いによりて、大自然の法則を

不正の目的に曲ぐる者ありという。

ミルトン

　今月の便りの中の数通からも、先月の論文「実践的オ

カルティズム」がある人達の心に強く印象を与えたこと

が分かる。これらの手紙は次の二つの結論を十分に証明

している。

⒜オカルティズムと魔術（Magic）はたいへん違うが、

両方の存在を信じている教養もあり思慮深い人は、近代

唯物論者が考えているよりも多い。

⒝多くの神智学徒も含めて、このように信じている者は

オカルティズムの性質につき、明白な考えをもたず、一

般に「黒魔術」を含むオカルト科学と混同している。

　オカルティズムが人間に与える諸力や、その力を得る

ために用いる様々な方法についての人々の説明は多種多

様で、全く空想的である。ある人は、オカルティズムの

名人から指導を受けさえすれば、間もなくザノーニのよ

うな高位のイニシエートになることができると思い込ん

でいる。他の人達は、スエズ運河を渡りインドに行きさ

えすれば、ロジャー・ベーコンやサン＝ジェルマン伯爵

のように傑出するようになると考える。また多くの人達

は、いつも若さを保っている伝説上の侯爵を理想とし、

彼がそのために自分の魂という代価を払ったことを忘れ

てしまう。また、三途の川の薄暗がりから、大きく開い

ている地の口を通って亡霊を光の道へと呼び出すエッド

ルの巫女の口寄せをオカルティズムと誤解して、その技

をもっているので一人前のアデプトと認められるように

と望む者は少なくない。エリファス・レーヴィが面白半

分に規則を決めつけた「儀式的魔術」は、昔のアルハッ

ト達の哲学の「想像上の双生児」のもう一つである。簡

単にいえば、オカルティズムが表れ出るプリズムは、そ

の哲学になじんでいない人々にとっては人間の空想が作

り得る限りの、色とりどりで変化きわまりないものであ

る。

　智慧と力を得たいと思う志願者達に、はっきりした真

実を告げられたなら彼等は非常に怒り出すのではないだ

ろうか？　真実を告げることは役に立つばかりでなく、

手遅れにならないうち多くの志願者を悟らせることは、

今や必要なことになっている。それはわずかな言葉で伝

えることができる。つまり、西洋には自分のことを「オ

カルティスト」と称している熱心な人が何百人もいるが、

マスターしたいと思うオカルト科学の性質についてのほ

ぼ正しい概念をもっている人は数人もいないということ

である。わずかな例外はあるが、その人達は皆、黒魔術

への高速道路上にいる。彼等がこのことに抗議する前に、

自分自身の心の混沌とした状態に秩序を取り戻させると

よい。まず、オカルティズムと様々なオカルト科学との

本当の関係及びこの二つの間の違いを学ぶべきである。

それでもまだ自分は正しいと思うなら、その時に怒りを

感じればよい。さしあたり、次のことを学ばせよう。光

まばゆい太陽がロウソクとは違うように、絶対であり原

因のない「不可知の全」の反映である人間の不変不死の

霊が死すべき肉体とは違うように、オカルティズムは魔

法や他の秘密科学とは違うということを学ばせよう。

　高度に文明化した西洋では、近代言語が出来、思想の

目覚めと共にいろいろの言葉が作り出された。それはど

この国語でも起こる過程である。この世の財産を間断な

く追い求める西洋の利己主義の冷たい雰囲気の中で、思

想が物質主義化すればするほど、精神的なことに、議論

する前に打ち砕かれている「単なる迷信」というレッテ

ルを貼り、それを表現する新しい言葉を作る必要を感じ

なくなった。というのも、そのような新用語は、文明人

が心にいだくわけにはいかない概念にのみ当たるからで

ある。

　例えば、magic（魔法）は奇術と同義語であり、

sorcery（黒魔術）は最低な無知と同義語であって、オ

カルティズムは気のふれた中世の拝火哲学者達や、ヤコ

ブ・ベーメやサン＝マルタンの信者達の哀れな遺物にす

ぎないと考えられている。「マジック」も「ソーサリー」

も「オカルティズム」も、手品の全分野を十二分に網羅

する言葉だと考えられてきたのである。これは軽蔑の言

葉であり、普通、暗黒の中世時代とその前の異教時代の

残りかすに関してのみ使われているものである。従って、

英語にはこうした普通でない能力や、またはそのような

能力を習得する諸科学それぞれの間の違いを定義した

り、微妙な意味合いを表したりする言葉はない。しかし

東洋の言語、特にサンスクリット語には正確に表現でき

る言葉がある。「ミラクル」（奇跡）や「エンチャントメ

ント」（魔法にかけること）という言葉はこれを言う人や、

聞く人の心に、どんなことを伝えるだろうか？　（いわ

ゆる権威者の説明によれば、両方とも自然法則を破るこ

とによって不思議な現象を起こすという考えを表してい

るので、結局、同じ意味の言葉である。）キリスト教徒

はたとえ、「自然の法則を破って」はいても、モーセを

通して神がなさったことだと言われているので、彼の奇

跡を固く信じている。だが、ファラオの魔術師の行なっ

た魔法を嘲けり笑うか、悪魔のせいにする。神智学に反

対する信心深いクリスチャンはオカルティズムを悪魔に

結びつけるが、一方、彼等の不信心な敵即ち唯物論者達

はモーセや魔術師やオカルティストなどを嘲笑し、「あ

んな迷信」についてまじめに考えることを恥ずかしく思

うのである。これは、ものの違いを示す言葉がないため

に起こることである。つまり、光と影を表現し、崇高で

真実なことと不条理でばかげたこととの間に境界線を引

く言葉がないからである。ばかげたこととは、人間や神

や悪魔が「自然の法則を破ること」を教える神学の教え

であり、崇高で真実なものとは、モーセや魔術師達が自

然の法則に従って行なった科学的な「奇跡」即ち魔法で

ある。モーセや魔術師達は共に、当時の「学士院」であっ

た寺院で智慧とまことのオカルティズムを学んだのであ

る。「オカルティズム」とは、確かに誤解を招く言葉で

ある。「秘密の知識」という意味のグプタ・ヴィディヤー

という複合語の英訳である。だが、それはいったいどん

な知識なのだろうか？　サンスクリット語の用語をいく

つか調べることは、それを理解する助けとなろう。

　様々な秘教的知識や秘教的科学につけられた多くの名

称の中から四つほど調べよう。それは顕教的聖典である

『プラーナ』の中にも出ているものである。その四つと

はまず、

⑴　ヤジュニャ・ヴィディヤーは、ある宗教的祭祀、行

事を行なうことによって自然界から呼び起こすオカルト

的な力についての知識。

＊　バラモン教では次のように言う。ヤジュニャとは永

遠に存在しているものである。それは「至高の一者」か

ら出たものだからである。ヤジュニャはこの一者の中に

「無始」より潜在している。これはトライヴィディヤー、

即ち『リグ・ヴェーダ』の中にある三つの神聖科学の鍵

である。『リグ・ヴェーダ』はヤジュス即ち犠牲を捧げる

秘儀を教えるものである。「ヤジュニャは見えないもの

として常に存在している。発電機の中の電気の潜在力の

ようなものであって、適当な器具がありさえすれば引き

出されるのである。ヤジュニャは、アーハヴァニーヤ即

ち奉献物を焼き尽くす犠牲の火から展開して天まで及ぶ

と考えられている。このようにして犠牲を供える者が、

神々と霊達の世界に接触できる橋＝梯子を作り、生きて

いる間にそれを上ることもできると考えている」（マル

チン・ホーグ訳『アイタレーヤ・ブラーフマナム』より）。

「このヤジュニャは一種のアーカーシャでもある。イニ

シエーションを受けた僧侶が心の中で発音してヤジュ

ニャ呼び起こす神秘な言葉は、意志の力から刺激を受け

た『失われた言葉』である」（『ベールをとったイシス』

一巻序文

より）。

⑵　マハー・ヴィディヤーは「大いなる知識」という意

味で、カバリストの魔術やタントラ崇拝の魔術である。

最悪の魔法となることがよくある。

⑶　グヒヤ・ヴィディヤーは、音（エーテル）の中にあ

る神秘的な力についての知識である。従って、マントラ

（歌い唱えられる祈りや呪文）の中に潜む力であり、用

いられたリズムとメロディーによって変わる。言葉を換

えて言えば、大自然の力とその相互関係の知識に基づい

た魔法技術である。

⑷　アートマ・ヴィディヤーは、東洋学者達が単に「魂

の知識」や「まことの智慧」と訳している言葉だが、そ

れ以上の意味がある。

　この最後のアートマ・ヴィディヤーだけが、『道の光』

に関心をもち、智慧を身につけて無私無欲になろうとす

る神智学徒が努力すべき、唯一のオカルティズムである。

他のものはすべて、オカルト科学の分野にすぎない。そ

うした分野の技術は、鉱物、植物、動物のような、自然

界のあらゆるものの究極的なエッセンスについての知識

に基づいている。そのエッセンスが目に見えないもので

あろうと、また、科学の理解をどんなに逸脱していよう

と、物質性の領域に属するものである。アルケミー、占

星術、オカルト生理学、手相術は自然界の本当の現象を

研究するものである。そして精密科学（この逆説的な時

代では、精密ではないと分かったためにこそ「精密科学」

と呼ばれているのだろうが）はすでにこのような術の秘

密を少なからず発見している。しかし、インドでは「シ

ヴァの目」と象徴され、日本で「千里眼」と言われてい

る透視力は、メスメリズムから生まれたまがい物即ち催

眠術などではなく、オカルト技術によって得られるもの

でもない。アートマ・ヴィディヤー以外のすべてのもの

は、よかれあしかれ、いろいろな結果を得ることができ

るものであるが、アートマ・ヴィディヤーは、そのよう

な結果を高く評価はしない。アートマ・ヴィディヤーは

他の分野すべてを含んでおり、時にはその技術を応用す

ることもあるが、それは善を行なう目的のためであるか

ら、まず無用の長物やかす、利己的な動機につながる要

素を一切捨ててからのことである。

　どのような男女でも、大した準備もせずに、前記のオ

カルト技術を学ぶことができるし、しかも、何ら禁欲生

活をしなくても学べる。高い道徳的基準がなくてもすむ

ものである。もちろん、道徳的基準のない場合は、十中

九まで、やがて人並みの魔法使いとなり黒魔術へとまっ

さかさまに落ちて行く。しかし、これはおそらくその人

にとってどうでもいいことだろう。ブードゥー教の呪術

師やドゥグパの悪徳ラマ僧達は、悪魔のような技術で無

数の人を犠牲にしているが、いわば被害者達の墓の上で

お祭り騒ぎをするようなものである。実際は、生体解剖

者という温厚な紳士達や医学博士号をもつ催眠術師達も

同じ黒魔術を行なっているのだが、ブードゥー教徒や

ドゥグパ達は意識的魔術師であるのに対して、フランス

の神経病学者のシャルコー氏やリシエ氏のような方々は

無意識的な魔法使いである。どちらも、よかれあしかれ

黒魔術での努力の実りを取り入れなければならないが、

西洋の医師達が黒魔術から得られる利益や楽しみを受け

ず、罰や汚名だけを被むるのは気の毒なことだ。このよ

うな学派で実行されている催眠術や生体解剖には、ブー

ドゥー教やドゥグパがもっているような知識はないが、

全くの黒魔術なのである。精神病医のシャルコーやリシ

エの仲間が五十年の間厳しい研究や実験的観察を進めて

も、ドゥグパなどがもっているような知識を手に入れる

ことはできない。

　そこで、魔術の性質を理解してもしなくても、道楽半

分に魔術をしようとする者達や学徒を支配する規則が厳

しすぎるという理由でアートマ・ヴィディヤー即ちオカ

ルティズムを諦めた者達を、アートマ・ヴィディヤーの

ないままその運命に任せよう。そのような人達がたとえ、

そのあとの十生の間、ブードゥーの呪術師やドゥグパ達

になろうとも、それは仕方がないことである。しかし、

読者はおそらくオカルトに何としても引きつけられなが

ら、自分が熱望しているものの本当の性質を理解せず、

しかも、煩悩を捨て切れず、まして本当の無私無欲に達

していない人々はどうなるかという問題に最も興味があ

るだろう。

　このように相容れない衝動によって真二つに引き裂か

れている不幸な人々はどうすればよいのだろうか？　繰

り返す必要がないほど度々言われてきたことであり、し

かも、少し観察すれば誰でもすぐ分かるようなことだが、

オカルティズムの道に入ろうという欲求が一たび人の心

の中に目覚めると、心の平静を取り戻す見込みはなく、

世界のどこへ行ってもくつろぐ場所も、慰安の場所も見

つからなくなる。その心の持ち主は、どうすることもで

きない絶え間ない不安に取り憑かれて、荒涼とした空間

に追いやられる。このような人の心はあまりに情欲と利

己的な欲求が強すぎるため、「黄金の門」をくぐること

は許されないが、平凡な生活に落ちつくこともできない。

では、このような人は必然的に魔法や黒魔術に陥り、何

生も、恐ろしいカルマを積まなければならないのだろう

か？　この人には別の道はないのだろうか？　いや必ず

ある、と私達は答えよう。自分に達成できると思うこと

よりも高い成就を狙わず、自分には重すぎて運べないよ

うな重荷を背負わないようにすることである。マハート

マや仏陀や大聖者になろうとせずに、「魂の科学」や哲

学を学べばよい。そうすれば、超人的な力がなくても、

自分なりに人類を益することができる。アルハットがも

つような神通力を身につけるのは、その訓練に必要な恐

ろしい自己犠牲を覚悟し規則を文字通り厳密に守り、全

く正しい生活を送ることができる人達だけである。本当

のオカルティズムと神智学は、行ないにおいても、思い

においても、無条件に己れを捨てる「大放棄である」と

いうことを直ちに知り、そのことをいつも心に留めてお

くとよい。オカルティズムは愛他主義で、その実践者に

生活上の打算を許さない。オカルティズム＝愛他主義の

仕事をしようと自ら誓ったらすぐに、自分のためではな

く、世界のために生きるようになる。見習い期の最初の

頃は、いろいろのことが大目に見られる。しかし道に「受

け入れられる」や否や、弟子は低級我を消してしまわな

ければならない。そして、大自然の中で働く、単なる情

深い一兵力とならなければならない。「受け入れた」あ

とには、弟子にとって二つの極、即ち二つの道がはっき

りとしてくる。中間の道はない。弟子は、数々の肉体化

身を通し、度々デヴァチャン（天国）での休息をとらず、

マハートマ（アルハット即ち菩薩）の状態に至る「黄金

の梯子」を一生懸命に一段一段と上って行くか、さもな

くば、踏み外して間もなくまっさかさまにドゥグパ達の

道へ落ち込んで行くかである。

　このようなことはすべて、知られていないか、あるい

は、全く無視されているかである。準備段階の志願者達

の望みが静かに展開して行くが、その過程を見守ると、

その人達の心が妙な考えによってそっと占められること

に気がつく。外部からの影響力で理性がたいへん歪めら

れてしまった志願者は、自分は動物的欲望を十分昇華し

高尚にすることができるので、火のように燃え上がるそ

の激しい力を、内に向けることができると思い込んでい

る。つまり、そうしたエネルギーが拡張されるのではな

く、かえって胸に秘められてより高く神聖な目的に向け

られたなら、ついには、拡張されることなく蓄積されて

きたそれらの力のおかげで、その所有者は魂の至聖所に

入ることができるようになり、大師即ち高級我の面前に

立つことができるようになると思うのである。このよう

な目的をいだいている志願者達は自らの煩悩と戦おうと

はせず、殺そうともしない。単に意志を強く働かせて、

まるで火が薄い灰の下でくすぶるように、激しい欲望の

焔を適当に鎮め、心の中心に寄せつけないようにしてお

くのである。彼等は、捕まえた狐を放したくないので自

分のはらわたを狐に食わせたスパルタの少年と同じよう

な苦しみを、よろこんで受けるのである。おお、幻影に

だまされた、真実を見分けられない、哀れな者達よ！

　情欲を殺さず、心の中で一時的に押さえておき、その

情欲が変化して清らかなものとなることを期待するの

は、何と愚かなことであろう。それはちょうど、働いて、

汗と油で汚れた、酔払いの煙突掃除夫の一団が、真白な

亜麻布の掛かっている聖所に閉じ込められたとしたら、

その聖所を汚れた、きたないぼろの山などにせず、坊さ

んのようにその神聖な場所の支配者となり、最後にその

聖所のように清らかになって出てくるのを期待するよう

に愚かなことである。修道院の清らかな雰囲気に閉じ込

められた十二匹のスカンクが、そこから出てくる時には

修道院の線香の薫りが浸み込んでいると望むようなこと

ではないだろうか？　そんな希望は本当に妙な錯覚であ
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る。そんなことがあり得るだろうか？　この問題につい

て議論しよう。

　私達人間の魂の奥の院にまします「大師」は高級我で

ある。この神聖な霊の意識は、とにかくこの世に生きて

いる人間の中に幽閉されている間、即ち、その人の生涯

中には、マナス（マインド）に基づき、マナスからだけ

出ている。そのマナスを私達は人間魂、霊の媒体を霊的

魂と言うことにしている。さて、個人的な要素をもって

いる魂、即ち人間魂は最高の形では霊的熱望や意志力や

神聖な愛の複合体である。人間魂の低級な面は、動物的

情欲と俗世的欲望から出来ている。これは人間魂が、あ

らゆる欲望と情欲の座であるその媒体と結びつくことに

より生じたものである。従って人間魂は、その理性的な

高級性質が鎮め押さえようとしている動物性質と、神聖

な霊的性質との間のつなぎ輪であり、仲介物である。人

間魂が「内なる動物」に打ち勝つ時はいつでも、霊的性

質に引かれるのである。人間魂の低級面は本能的な「動

物魂」で情欲などの激情の温床である。すでに示したよ

うに、ある無分別な狂信者達はこのような激情を抹殺せ

ずに鎮め、己れの胸の中に閉じ込めておく。狂信者達は

そうすることにより、動物的下水のどろんこの流れを、

水晶のように澄みきった命の真清水に変えようといまだ

に望んでいるのだろうか？　どこに、どんな中立地帯に、

そうした欲望が人間に何ら影響を与えることなく閉じ込

めておくことができるのだろうか？　愛と情欲の激しい

感情はまだ生きていて、自分を生み出した動物魂にその

まま住まわせてもらっている。人間魂、即ち「マインド」

の高級及び低級な部分は共に、情欲のようなものを我が

家に入らせることはないが、いわば隣に住んでいる激情

に汚染されるのを避けることはできない。水と油や不潔

な獣脂がよく混ざらないのと同様に、高級我即ち「霊」

は低級な感情を同化することはできない。従って、人間

の低級性質と高級我の間の唯一のつなぎ輪であり仲介物

であるマナスだけが唯一の受難者であって、いつまた噴

き出すか知れない情欲によって引きずり下ろされ物質の

深淵の中でびる危険に絶え間なくさらされているのであ

る。心の中で「至聖所」が準備されていても、動物的情

欲が至聖所の中にあるということだけで、人間魂の調和

が破られるのだとすれば、人間魂は最高の本質の神聖な

調和にどのようにして同調することができるのだろう

か？　魂が激情の混乱や肉体感覚から生じる現世的な欲

望及び「アストラル人間」の欲望に汚され、悩まされた

時には、どうして調和を達成し、勝利を制することがで

きるだろうか？

　この「アストラル人間」、即ち、人間にも動物にもあ

る影のような複体は、神聖な魂の仲間ではなく地上の体

の仲間である。アストラル本質は、人格我、即ちマナス

の低級意識と体とをつなぐものであり、一時的な媒体で

あって、不死の生命の媒体ではない。人間によって映さ

れた影のようなものである。つまり、奴隷のように持ち

主の衝動に従い、機械のようにその人の動きを真似る。

従って、霊に上昇しようとはせずに、物質へと傾くので

ある。激情の力が全部、断固たる意志というレトルトで

打ち砕かれ絶滅させられた時、また肉体に関わるあらゆ

る色欲や願望が死に絶えるばかりでなく、人格我を認め

ることも全くなくなり、アストラル本質がゼロにまで減

じた時にのみ、高級我との合一が行なわれる。アストラ

ル本質に反映されるものが、まだ生きてはいるかもはや

欲望や利己的な性質がなくなり、征服された低級我だけ

になると、その時には、輝かしいアウゴエイデス即ち神

聖な我は、人間存在の両極、つまり、浄化された物質か

らなる「人間」と、元より清浄な霊的魂の両方と共に意

識的に調和して振動を始めることができるのである。そ

して、とこしえに「それ」と交じり合い、没入し、一体

となった主我（Master Self）グノーシス派の神秘家達の

いう「クリストス」の面前に立つことになるのである。＊

＊　一人の人間の中に三つの自我があると解釈する人々

は、以上の説明の形而上学的な意味を取り違えている。

人間は体、魂、霊で構成されている三つ組ではあるが、

人間は一者であり、確かにその肉体ではない。肉体は、

人間の所有物であり、一時的な衣である。三つの「自我」

とは、アストラル界、知的またはサイキック界、雲界と

いう三状態での人間の三つの面である。

　それで、平常考えていることが現世的なこと、所有欲

や、権力欲、色欲、野望に堅く結びついたり、また、ど

んなに名誉なことであっても世俗的な義務に縛られてい

り、または、他の人を苦しませたりするようになるので

ある。カルマとは、静かな「命の水」に投げ込まれた重

い石である。この石は、ほとんど無限に広がって行く波

紋を立てる。このように作られた原囚は必然と結果を生

じ、公正な「応報の法則」で示されている。

　人々が、性質や重要性を理解していない行法などに飛

び込みさえしなければ、悪いカルマの多くは避けられる

だろう。自分の力や能力以上に重荷を背負うことは、誰

にも要求されていない。「生まれつきの魔術師」、つまり、

長い時代に苦しんだり失敗したりしながら、一連の生ま

れ変わりの間に経験を積み、魔術を行なう生得権をいわ

ば直接受け継いだ神秘家やオカルティストがいる。この

ような人々はいわば、耐情欲性である。この世のいかな

る「火」も、こうした人々の感覚や欲望の焔をあおり立

てることはない。彼等の魂の中には、人類の大絶叫以外

はいかなる人間の声も反響を呼び起こさない。このよう

な人達だけに、成功を確信することができる。しかし、

そのような人達はごく少数である。彼等は、個人中心の

はかない情緒という荷物を持っていないから、オカル

ティズムの狭い門をくぐって行くのである。彼等は、自

分は低級我であるという感覚を捨てて内なる「アストラ

ル動物」を麻蝉させたので、狭き「黄の門」を前にすると、

開かれる。

　前生で、また今生で犯しか罪の重荷を、まだこれから

先、数化身の間も背負って行かなければならない人達の

場合は全く違う。そのような人々はたいへん注意して前

進しなければ、叡智の黄金の門は、「滅びに至る」広い門、

広い道に変わってしまう。だから、その広い門から「入っ

て行く者が多い」のである（『マタイによる福音書』七

章二二節）。この門はまた、低級性質を抑制するアートマ・

ヴィディヤーの影響力のない、利己的な動機で行なわれ

たオカルト技術の門である。現代はカリ・ユガの時代で

ある。カリ・ユガの破壊的な影響は、東洋においてよりも、

西洋のほうが千倍も強力である。だから、周期的に回っ

てくる闘争では多くの人々が暗黒時代の勢力の餌食に

なっており、世界は今多くの妄想に耽っている。このよ

うな妄想の一つをいだいている人々は、何ら大きな犠牲

を払わず、かなり簡単に黄金の門に行き首き、オカルティ

ズムの入口をくぐることができると思い込んでいるので

ある。これは、権力欲と低級我の自己本位によって起こ

された思い違いだが、大多数の神智学徒がいだいている

夢である。だが、権力欲や自己本位のような感情をもっ

て神智学徒は憧れのゴールに至るのではない。人類のた

めにご自身を犠牲にしたと思われているイエスが言われ

た通り、永遠の「命に至る門は狭く、その道は細い」の

である。従って、「それを見い出す者は少ない」のである。

その道はたいへん細いので、予備的階段の困難のいくつ

かについてちょっと触れただけで驚いた西洋の志願者達

は引き返し、身震いしながら退却してしまう。

　そのような人達はそれ以上進まないほうがよい。弱い

がためにこれ以上のことを諦めるべきである。彼等がそ

の背を狭い門に向けている問はオカルトへの欲望に引き

ずられ、幻影の光で輝いている広くてもっと魅力のある

不思議な金の門へと一歩でも踏み出すならば、災いなる

かな！　それはドゥグパ達の状態に至る道にすぎない。

彼等は間もなく逆に迷って、地獄の「ヴィアーファタル」

に踏み込むことだろう。その「宿命の道」の人目でダン

テは次の言葉を読んだ（『神曲』地獄篇、第三歌」。

われを通る者は苦悩の市まちに至る、

われを通る者は永遠の苦患にがる、

われを通る者は絶望の民の元に至る……

　

る間は、いったいどうしてオカルティズムの狭い門に入

ることができるだろうか？　妻や家族への愛、つまり、

人間の愛情の中ではいちばん利己的な要素が少ない清浄

な愛でさえも、まことのオカルティズムの障害物である。

というのも、子供に対する母親の神聖な愛であろうと、

妻に対する夫の愛であろうと、このような感情の奥底を

分析し完全にふるいにかけてみると、前者にはまだ自己

本位な要素があるし、後者には夫婦二人を中心とするエ

ゴイズムがあるからである。母親は、愛する我が子の命

のためになら、何百、何千人もの命を一瞬のためらいも

なく犠牲にしてもいいと思うだろう。また、自分の愛す

る人の要求を満たすためなら、周囲のすべての男女の幸

福を壊してもいいと恋人や愛情の深い夫たちは思うだろ

う。愛する人のためなら他人を犠牲にするのは当然なこ

とだと言われることだろう。人間的な愛情のおきてとし

ては全くその通りだろうが、神聖な人類愛の観点から考

えるとそうではない。自分の身近な親しい人々のことを

考えて心がいっぱいになっている間、私達の心の中では、

人類の他の人々のことはどうなっているのだろうか？　

人類という「大いなる孤児」に与えるために、どの位の

愛と気遣いが残されるのだろうか？　魂が、居住権を

もっか身内や友人に全く占居されていて、どうして神の

「静かな声」が聞こえるだろうか？　そんな場合、一切

の人類のニーズが魂に印象を与えたり、速やかな返答を

受ける余裕がどれほど残されているのだろうか？　しか

し、普遍的な宇宙マインドの智慧より益を得たいと思う

者は、人種、肌の色、宗教、社会的地位の区別なく、人

類全体を愛してその智慧に達しなくてはならない。一人

ひとりの人間が、小さな自分の我を普遍的大我達の中に

没人させるのは愛他主義であり、どんな高尚な形を取ろ

うとも決してエゴイズムではないのである。本当のオカ

ルティズムの本当の学徒が、もし Theosophy 即ち神智、

神の智慧と知識を得たいと思うなら、全人類のニーズ、

人類に仕える愛他的なことに身を捧げなければならない

のである。

　求道者は世俗的な生活とオカルティズムの生活の、二

つに一つを選択しなければならない。世俗的な生活とオ

カルティズムの生活とを結びつけようとすることは無益

であり、無理なことである。なぜなら、私達は二人の主

に兼ね仕え、二人の主を共に満足させることはできない

からである。私達は自分の体と高級我に兼ね仕えること

はできないし、また家族への義務と自分の普遍的な義務

とを、いずれの権利も侵害しないで果たすことはできな

い。我が子の叫びを聞き逃して霊の「静かな声」に耳を

貸すか、または、子供達の要求ばかり聞いて人類の声に

耳を傾けないかである。結婚した人が、理論的なオカル

ト哲学ではなく、実践的なオカルティズムを追求しよう

としたら、その生活は絶え間ない激烈な闘争となること

だろう。なぜなら、そのような人はいつも、人類に対す

る無私の神聖な愛の声に従うか、個人中心の現世的な愛

の声に従うか迷うようになるからである。そして、自分

の二つの義務の中のどれか、あるいはおそらくその両方

に失敗してしまうだろう。しかも、それどころではない。

なぜなら、オカルティズムの道を行くと誓ったあとで、

現世的な愛や色欲に耽るなら、ほとんど即座にその報い

を感じるに違いないからである。つまり、個人を超えた

神聖な状態から、いやおうなしに物質の低級界へと引き

ずり下ろされてしまうのである。肉体の感覚的な欲望、

あるいは精神的な欲望を満足させることで、霊的洞察の

力を即座に失うことになる。大師の声と、情欲の声、あ

るいはドゥグパの声との区別さえできなくなるし、正道

と邪道、恒久的な道徳と単なる脆弁とを識別することも

できなくなる。迷い道の「死海のリンゴ」の神秘的な外

形は光り輝くが、唇に触れると灰となり、ハートの中で

は胆汁のように苦くなる。ついには、

深さはいよいよ深く、暗さはますます暗く、智慧は愚昧

となり、

純潔は罪と変わり、狂喜は苦悶に、希望は絶望となる。

　ひとたび考え違えて過ちを犯しても、たいていの人々

は自分の間違いを認めようとしない。それで、誤りのど

ろ沼の深みへ深みへと落ちて行く。行なわれたことが白

魔術か黒魔術かのどちらかになるかを決めるのは、主に

実践者の意図であるとはいえ、知らず知らずのうちに行

なわれた黒魔術の結果でも、行なった人にとって悪いカ

ルマを作ってしまうものである。黒魔術とは、いかなる

悪影響力をも人に及ぼし、結果としてその人が苦しんだ



二　オカルト道とオカルト技術

我、しばしば聞きしも今に至るまで信ぜざりき。

力強き魔法の呪いによりて、大自然の法則を

不正の目的に曲ぐる者ありという。

ミルトン

　今月の便りの中の数通からも、先月の論文「実践的オ

カルティズム」がある人達の心に強く印象を与えたこと

が分かる。これらの手紙は次の二つの結論を十分に証明

している。

⒜オカルティズムと魔術（Magic）はたいへん違うが、

両方の存在を信じている教養もあり思慮深い人は、近代

唯物論者が考えているよりも多い。

⒝多くの神智学徒も含めて、このように信じている者は

オカルティズムの性質につき、明白な考えをもたず、一

般に「黒魔術」を含むオカルト科学と混同している。

　オカルティズムが人間に与える諸力や、その力を得る

ために用いる様々な方法についての人々の説明は多種多

様で、全く空想的である。ある人は、オカルティズムの

名人から指導を受けさえすれば、間もなくザノーニのよ

うな高位のイニシエートになることができると思い込ん

でいる。他の人達は、スエズ運河を渡りインドに行きさ

えすれば、ロジャー・ベーコンやサン＝ジェルマン伯爵

のように傑出するようになると考える。また多くの人達

は、いつも若さを保っている伝説上の侯爵を理想とし、

彼がそのために自分の魂という代価を払ったことを忘れ

てしまう。また、三途の川の薄暗がりから、大きく開い

ている地の口を通って亡霊を光の道へと呼び出すエッド

ルの巫女の口寄せをオカルティズムと誤解して、その技

をもっているので一人前のアデプトと認められるように

と望む者は少なくない。エリファス・レーヴィが面白半

分に規則を決めつけた「儀式的魔術」は、昔のアルハッ

ト達の哲学の「想像上の双生児」のもう一つである。簡

単にいえば、オカルティズムが表れ出るプリズムは、そ

の哲学になじんでいない人々にとっては人間の空想が作

り得る限りの、色とりどりで変化きわまりないものであ

る。

　智慧と力を得たいと思う志願者達に、はっきりした真

実を告げられたなら彼等は非常に怒り出すのではないだ

ろうか？　真実を告げることは役に立つばかりでなく、

手遅れにならないうち多くの志願者を悟らせることは、

今や必要なことになっている。それはわずかな言葉で伝

えることができる。つまり、西洋には自分のことを「オ

カルティスト」と称している熱心な人が何百人もいるが、

マスターしたいと思うオカルト科学の性質についてのほ

ぼ正しい概念をもっている人は数人もいないということ

である。わずかな例外はあるが、その人達は皆、黒魔術

への高速道路上にいる。彼等がこのことに抗議する前に、

自分自身の心の混沌とした状態に秩序を取り戻させると

よい。まず、オカルティズムと様々なオカルト科学との

本当の関係及びこの二つの間の違いを学ぶべきである。

それでもまだ自分は正しいと思うなら、その時に怒りを

感じればよい。さしあたり、次のことを学ばせよう。光

まばゆい太陽がロウソクとは違うように、絶対であり原

因のない「不可知の全」の反映である人間の不変不死の

霊が死すべき肉体とは違うように、オカルティズムは魔

法や他の秘密科学とは違うということを学ばせよう。
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　高度に文明化した西洋では、近代言語が出来、思想の

目覚めと共にいろいろの言葉が作り出された。それはど

この国語でも起こる過程である。この世の財産を間断な

く追い求める西洋の利己主義の冷たい雰囲気の中で、思

想が物質主義化すればするほど、精神的なことに、議論

する前に打ち砕かれている「単なる迷信」というレッテ

ルを貼り、それを表現する新しい言葉を作る必要を感じ

なくなった。というのも、そのような新用語は、文明人

が心にいだくわけにはいかない概念にのみ当たるからで

ある。

　例えば、magic（魔法）は奇術と同義語であり、

sorcery（黒魔術）は最低な無知と同義語であって、オ

カルティズムは気のふれた中世の拝火哲学者達や、ヤコ

ブ・ベーメやサン＝マルタンの信者達の哀れな遺物にす

ぎないと考えられている。「マジック」も「ソーサリー」

も「オカルティズム」も、手品の全分野を十二分に網羅

する言葉だと考えられてきたのである。これは軽蔑の言

葉であり、普通、暗黒の中世時代とその前の異教時代の

残りかすに関してのみ使われているものである。従って、

英語にはこうした普通でない能力や、またはそのような

能力を習得する諸科学それぞれの間の違いを定義した

り、微妙な意味合いを表したりする言葉はない。しかし

東洋の言語、特にサンスクリット語には正確に表現でき

る言葉がある。「ミラクル」（奇跡）や「エンチャントメ

ント」（魔法にかけること）という言葉はこれを言う人や、

聞く人の心に、どんなことを伝えるだろうか？　（いわ

ゆる権威者の説明によれば、両方とも自然法則を破るこ

とによって不思議な現象を起こすという考えを表してい

るので、結局、同じ意味の言葉である。）キリスト教徒

はたとえ、「自然の法則を破って」はいても、モーセを

通して神がなさったことだと言われているので、彼の奇

跡を固く信じている。だが、ファラオの魔術師の行なっ

た魔法を嘲けり笑うか、悪魔のせいにする。神智学に反

対する信心深いクリスチャンはオカルティズムを悪魔に

結びつけるが、一方、彼等の不信心な敵即ち唯物論者達

はモーセや魔術師やオカルティストなどを嘲笑し、「あ

んな迷信」についてまじめに考えることを恥ずかしく思

うのである。これは、ものの違いを示す言葉がないため

に起こることである。つまり、光と影を表現し、崇高で

真実なことと不条理でばかげたこととの間に境界線を引

く言葉がないからである。ばかげたこととは、人間や神

や悪魔が「自然の法則を破ること」を教える神学の教え

であり、崇高で真実なものとは、モーセや魔術師達が自

然の法則に従って行なった科学的な「奇跡」即ち魔法で

ある。モーセや魔術師達は共に、当時の「学士院」であっ

た寺院で智慧とまことのオカルティズムを学んだのであ

る。「オカルティズム」とは、確かに誤解を招く言葉で

ある。「秘密の知識」という意味のグプタ・ヴィディヤー

という複合語の英訳である。だが、それはいったいどん

な知識なのだろうか？　サンスクリット語の用語をいく

つか調べることは、それを理解する助けとなろう。

　様々な秘教的知識や秘教的科学につけられた多くの名

称の中から四つほど調べよう。それは顕教的聖典である

『プラーナ』の中にも出ているものである。その四つと

はまず、

⑴　ヤジュニャ・ヴィディヤーは、ある宗教的祭祀、行

事を行なうことによって自然界から呼び起こすオカルト

的な力についての知識。

＊　バラモン教では次のように言う。ヤジュニャとは永

遠に存在しているものである。それは「至高の一者」か

ら出たものだからである。ヤジュニャはこの一者の中に

「無始」より潜在している。これはトライヴィディヤー、

即ち『リグ・ヴェーダ』の中にある三つの神聖科学の鍵

である。『リグ・ヴェーダ』はヤジュス即ち犠牲を捧げる

秘儀を教えるものである。「ヤジュニャは見えないもの

として常に存在している。発電機の中の電気の潜在力の

ようなものであって、適当な器具がありさえすれば引き

出されるのである。ヤジュニャは、アーハヴァニーヤ即

ち奉献物を焼き尽くす犠牲の火から展開して天まで及ぶ

と考えられている。このようにして犠牲を供える者が、

神々と霊達の世界に接触できる橋＝梯子を作り、生きて

いる間にそれを上ることもできると考えている」（マル

チン・ホーグ訳『アイタレーヤ・ブラーフマナム』より）。

「このヤジュニャは一種のアーカーシャでもある。イニ

シエーションを受けた僧侶が心の中で発音してヤジュ

ニャ呼び起こす神秘な言葉は、意志の力から刺激を受け

た『失われた言葉』である」（『ベールをとったイシス』

一巻序文

より）。

⑵　マハー・ヴィディヤーは「大いなる知識」という意

味で、カバリストの魔術やタントラ崇拝の魔術である。

最悪の魔法となることがよくある。

⑶　グヒヤ・ヴィディヤーは、音（エーテル）の中にあ

る神秘的な力についての知識である。従って、マントラ

（歌い唱えられる祈りや呪文）の中に潜む力であり、用

いられたリズムとメロディーによって変わる。言葉を換

えて言えば、大自然の力とその相互関係の知識に基づい

た魔法技術である。

⑷　アートマ・ヴィディヤーは、東洋学者達が単に「魂

の知識」や「まことの智慧」と訳している言葉だが、そ

れ以上の意味がある。

　この最後のアートマ・ヴィディヤーだけが、『道の光』

に関心をもち、智慧を身につけて無私無欲になろうとす

る神智学徒が努力すべき、唯一のオカルティズムである。

他のものはすべて、オカルト科学の分野にすぎない。そ

うした分野の技術は、鉱物、植物、動物のような、自然

界のあらゆるものの究極的なエッセンスについての知識

に基づいている。そのエッセンスが目に見えないもので

あろうと、また、科学の理解をどんなに逸脱していよう

と、物質性の領域に属するものである。アルケミー、占

星術、オカルト生理学、手相術は自然界の本当の現象を

研究するものである。そして精密科学（この逆説的な時

代では、精密ではないと分かったためにこそ「精密科学」

と呼ばれているのだろうが）はすでにこのような術の秘

密を少なからず発見している。しかし、インドでは「シ

ヴァの目」と象徴され、日本で「千里眼」と言われてい

る透視力は、メスメリズムから生まれたまがい物即ち催

眠術などではなく、オカルト技術によって得られるもの

でもない。アートマ・ヴィディヤー以外のすべてのもの

は、よかれあしかれ、いろいろな結果を得ることができ

るものであるが、アートマ・ヴィディヤーは、そのよう

な結果を高く評価はしない。アートマ・ヴィディヤーは

他の分野すべてを含んでおり、時にはその技術を応用す

ることもあるが、それは善を行なう目的のためであるか

ら、まず無用の長物やかす、利己的な動機につながる要

素を一切捨ててからのことである。

　どのような男女でも、大した準備もせずに、前記のオ

カルト技術を学ぶことができるし、しかも、何ら禁欲生

活をしなくても学べる。高い道徳的基準がなくてもすむ

ものである。もちろん、道徳的基準のない場合は、十中

九まで、やがて人並みの魔法使いとなり黒魔術へとまっ

さかさまに落ちて行く。しかし、これはおそらくその人

にとってどうでもいいことだろう。ブードゥー教の呪術

師やドゥグパの悪徳ラマ僧達は、悪魔のような技術で無

数の人を犠牲にしているが、いわば被害者達の墓の上で

お祭り騒ぎをするようなものである。実際は、生体解剖

者という温厚な紳士達や医学博士号をもつ催眠術師達も

同じ黒魔術を行なっているのだが、ブードゥー教徒や

ドゥグパ達は意識的魔術師であるのに対して、フランス

の神経病学者のシャルコー氏やリシエ氏のような方々は

無意識的な魔法使いである。どちらも、よかれあしかれ

黒魔術での努力の実りを取り入れなければならないが、

西洋の医師達が黒魔術から得られる利益や楽しみを受け

ず、罰や汚名だけを被むるのは気の毒なことだ。このよ

うな学派で実行されている催眠術や生体解剖には、ブー

ドゥー教やドゥグパがもっているような知識はないが、

全くの黒魔術なのである。精神病医のシャルコーやリシ

エの仲間が五十年の間厳しい研究や実験的観察を進めて

も、ドゥグパなどがもっているような知識を手に入れる

ことはできない。

　そこで、魔術の性質を理解してもしなくても、道楽半

分に魔術をしようとする者達や学徒を支配する規則が厳

しすぎるという理由でアートマ・ヴィディヤー即ちオカ

ルティズムを諦めた者達を、アートマ・ヴィディヤーの

ないままその運命に任せよう。そのような人達がたとえ、

そのあとの十生の間、ブードゥーの呪術師やドゥグパ達

になろうとも、それは仕方がないことである。しかし、

読者はおそらくオカルトに何としても引きつけられなが

ら、自分が熱望しているものの本当の性質を理解せず、

しかも、煩悩を捨て切れず、まして本当の無私無欲に達

していない人々はどうなるかという問題に最も興味があ

るだろう。

　このように相容れない衝動によって真二つに引き裂か

れている不幸な人々はどうすればよいのだろうか？　繰

り返す必要がないほど度々言われてきたことであり、し

かも、少し観察すれば誰でもすぐ分かるようなことだが、

オカルティズムの道に入ろうという欲求が一たび人の心

の中に目覚めると、心の平静を取り戻す見込みはなく、

世界のどこへ行ってもくつろぐ場所も、慰安の場所も見

つからなくなる。その心の持ち主は、どうすることもで

きない絶え間ない不安に取り憑かれて、荒涼とした空間

に追いやられる。このような人の心はあまりに情欲と利

己的な欲求が強すぎるため、「黄金の門」をくぐること

は許されないが、平凡な生活に落ちつくこともできない。

では、このような人は必然的に魔法や黒魔術に陥り、何

生も、恐ろしいカルマを積まなければならないのだろう

か？　この人には別の道はないのだろうか？　いや必ず

ある、と私達は答えよう。自分に達成できると思うこと

よりも高い成就を狙わず、自分には重すぎて運べないよ

うな重荷を背負わないようにすることである。マハート

マや仏陀や大聖者になろうとせずに、「魂の科学」や哲

学を学べばよい。そうすれば、超人的な力がなくても、

自分なりに人類を益することができる。アルハットがも

つような神通力を身につけるのは、その訓練に必要な恐

ろしい自己犠牲を覚悟し規則を文字通り厳密に守り、全

く正しい生活を送ることができる人達だけである。本当

のオカルティズムと神智学は、行ないにおいても、思い

においても、無条件に己れを捨てる「大放棄である」と

いうことを直ちに知り、そのことをいつも心に留めてお

くとよい。オカルティズムは愛他主義で、その実践者に

生活上の打算を許さない。オカルティズム＝愛他主義の

仕事をしようと自ら誓ったらすぐに、自分のためではな

く、世界のために生きるようになる。見習い期の最初の

頃は、いろいろのことが大目に見られる。しかし道に「受

け入れられる」や否や、弟子は低級我を消してしまわな

ければならない。そして、大自然の中で働く、単なる情

深い一兵力とならなければならない。「受け入れた」あ

とには、弟子にとって二つの極、即ち二つの道がはっき

りとしてくる。中間の道はない。弟子は、数々の肉体化

身を通し、度々デヴァチャン（天国）での休息をとらず、

マハートマ（アルハット即ち菩薩）の状態に至る「黄金

の梯子」を一生懸命に一段一段と上って行くか、さもな

くば、踏み外して間もなくまっさかさまにドゥグパ達の

道へ落ち込んで行くかである。

　このようなことはすべて、知られていないか、あるい

は、全く無視されているかである。準備段階の志願者達

の望みが静かに展開して行くが、その過程を見守ると、

その人達の心が妙な考えによってそっと占められること

に気がつく。外部からの影響力で理性がたいへん歪めら

れてしまった志願者は、自分は動物的欲望を十分昇華し

高尚にすることができるので、火のように燃え上がるそ

の激しい力を、内に向けることができると思い込んでい

る。つまり、そうしたエネルギーが拡張されるのではな

く、かえって胸に秘められてより高く神聖な目的に向け

られたなら、ついには、拡張されることなく蓄積されて

きたそれらの力のおかげで、その所有者は魂の至聖所に

入ることができるようになり、大師即ち高級我の面前に

立つことができるようになると思うのである。このよう

な目的をいだいている志願者達は自らの煩悩と戦おうと

はせず、殺そうともしない。単に意志を強く働かせて、

まるで火が薄い灰の下でくすぶるように、激しい欲望の

焔を適当に鎮め、心の中心に寄せつけないようにしてお

くのである。彼等は、捕まえた狐を放したくないので自

分のはらわたを狐に食わせたスパルタの少年と同じよう

な苦しみを、よろこんで受けるのである。おお、幻影に

だまされた、真実を見分けられない、哀れな者達よ！

　情欲を殺さず、心の中で一時的に押さえておき、その

情欲が変化して清らかなものとなることを期待するの

は、何と愚かなことであろう。それはちょうど、働いて、

汗と油で汚れた、酔払いの煙突掃除夫の一団が、真白な

亜麻布の掛かっている聖所に閉じ込められたとしたら、

その聖所を汚れた、きたないぼろの山などにせず、坊さ

んのようにその神聖な場所の支配者となり、最後にその

聖所のように清らかになって出てくるのを期待するよう

に愚かなことである。修道院の清らかな雰囲気に閉じ込

められた十二匹のスカンクが、そこから出てくる時には

修道院の線香の薫りが浸み込んでいると望むようなこと

ではないだろうか？　そんな希望は本当に妙な錯覚であ

る。そんなことがあり得るだろうか？　この問題につい

て議論しよう。

　私達人間の魂の奥の院にまします「大師」は高級我で

ある。この神聖な霊の意識は、とにかくこの世に生きて

いる人間の中に幽閉されている間、即ち、その人の生涯

中には、マナス（マインド）に基づき、マナスからだけ

出ている。そのマナスを私達は人間魂、霊の媒体を霊的

魂と言うことにしている。さて、個人的な要素をもって

いる魂、即ち人間魂は最高の形では霊的熱望や意志力や

神聖な愛の複合体である。人間魂の低級な面は、動物的

情欲と俗世的欲望から出来ている。これは人間魂が、あ

らゆる欲望と情欲の座であるその媒体と結びつくことに

より生じたものである。従って人間魂は、その理性的な

高級性質が鎮め押さえようとしている動物性質と、神聖

な霊的性質との間のつなぎ輪であり、仲介物である。人

間魂が「内なる動物」に打ち勝つ時はいつでも、霊的性

質に引かれるのである。人間魂の低級面は本能的な「動

物魂」で情欲などの激情の温床である。すでに示したよ

うに、ある無分別な狂信者達はこのような激情を抹殺せ

ずに鎮め、己れの胸の中に閉じ込めておく。狂信者達は

そうすることにより、動物的下水のどろんこの流れを、

水晶のように澄みきった命の真清水に変えようといまだ

に望んでいるのだろうか？　どこに、どんな中立地帯に、

そうした欲望が人間に何ら影響を与えることなく閉じ込

めておくことができるのだろうか？　愛と情欲の激しい

感情はまだ生きていて、自分を生み出した動物魂にその

まま住まわせてもらっている。人間魂、即ち「マインド」

の高級及び低級な部分は共に、情欲のようなものを我が

家に入らせることはないが、いわば隣に住んでいる激情

に汚染されるのを避けることはできない。水と油や不潔

な獣脂がよく混ざらないのと同様に、高級我即ち「霊」

は低級な感情を同化することはできない。従って、人間

の低級性質と高級我の間の唯一のつなぎ輪であり仲介物

であるマナスだけが唯一の受難者であって、いつまた噴

き出すか知れない情欲によって引きずり下ろされ物質の

深淵の中でびる危険に絶え間なくさらされているのであ

る。心の中で「至聖所」が準備されていても、動物的情

欲が至聖所の中にあるということだけで、人間魂の調和

が破られるのだとすれば、人間魂は最高の本質の神聖な

調和にどのようにして同調することができるのだろう

か？　魂が激情の混乱や肉体感覚から生じる現世的な欲

望及び「アストラル人間」の欲望に汚され、悩まされた

時には、どうして調和を達成し、勝利を制することがで

きるだろうか？

　この「アストラル人間」、即ち、人間にも動物にもあ

る影のような複体は、神聖な魂の仲間ではなく地上の体

の仲間である。アストラル本質は、人格我、即ちマナス

の低級意識と体とをつなぐものであり、一時的な媒体で

あって、不死の生命の媒体ではない。人間によって映さ

れた影のようなものである。つまり、奴隷のように持ち

主の衝動に従い、機械のようにその人の動きを真似る。

従って、霊に上昇しようとはせずに、物質へと傾くので

ある。激情の力が全部、断固たる意志というレトルトで

打ち砕かれ絶滅させられた時、また肉体に関わるあらゆ

る色欲や願望が死に絶えるばかりでなく、人格我を認め

ることも全くなくなり、アストラル本質がゼロにまで減

じた時にのみ、高級我との合一が行なわれる。アストラ

ル本質に反映されるものが、まだ生きてはいるかもはや

欲望や利己的な性質がなくなり、征服された低級我だけ

になると、その時には、輝かしいアウゴエイデス即ち神

聖な我は、人間存在の両極、つまり、浄化された物質か

らなる「人間」と、元より清浄な霊的魂の両方と共に意

識的に調和して振動を始めることができるのである。そ

して、とこしえに「それ」と交じり合い、没入し、一体

となった主我（Master Self）グノーシス派の神秘家達の

いう「クリストス」の面前に立つことになるのである。＊

＊　一人の人間の中に三つの自我があると解釈する人々

は、以上の説明の形而上学的な意味を取り違えている。

人間は体、魂、霊で構成されている三つ組ではあるが、

人間は一者であり、確かにその肉体ではない。肉体は、

人間の所有物であり、一時的な衣である。三つの「自我」

とは、アストラル界、知的またはサイキック界、雲界と

いう三状態での人間の三つの面である。

　それで、平常考えていることが現世的なこと、所有欲

や、権力欲、色欲、野望に堅く結びついたり、また、ど

んなに名誉なことであっても世俗的な義務に縛られてい

り、または、他の人を苦しませたりするようになるので

ある。カルマとは、静かな「命の水」に投げ込まれた重

い石である。この石は、ほとんど無限に広がって行く波

紋を立てる。このように作られた原囚は必然と結果を生

じ、公正な「応報の法則」で示されている。

　人々が、性質や重要性を理解していない行法などに飛

び込みさえしなければ、悪いカルマの多くは避けられる

だろう。自分の力や能力以上に重荷を背負うことは、誰

にも要求されていない。「生まれつきの魔術師」、つまり、

長い時代に苦しんだり失敗したりしながら、一連の生ま

れ変わりの間に経験を積み、魔術を行なう生得権をいわ

ば直接受け継いだ神秘家やオカルティストがいる。この

ような人々はいわば、耐情欲性である。この世のいかな

る「火」も、こうした人々の感覚や欲望の焔をあおり立

てることはない。彼等の魂の中には、人類の大絶叫以外

はいかなる人間の声も反響を呼び起こさない。このよう

な人達だけに、成功を確信することができる。しかし、

そのような人達はごく少数である。彼等は、個人中心の

はかない情緒という荷物を持っていないから、オカル

ティズムの狭い門をくぐって行くのである。彼等は、自

分は低級我であるという感覚を捨てて内なる「アストラ

ル動物」を麻蝉させたので、狭き「黄の門」を前にすると、

開かれる。

　前生で、また今生で犯しか罪の重荷を、まだこれから

先、数化身の間も背負って行かなければならない人達の

場合は全く違う。そのような人々はたいへん注意して前

進しなければ、叡智の黄金の門は、「滅びに至る」広い門、

広い道に変わってしまう。だから、その広い門から「入っ

て行く者が多い」のである（『マタイによる福音書』七

章二二節）。この門はまた、低級性質を抑制するアートマ・

ヴィディヤーの影響力のない、利己的な動機で行なわれ

たオカルト技術の門である。現代はカリ・ユガの時代で

ある。カリ・ユガの破壊的な影響は、東洋においてよりも、

西洋のほうが千倍も強力である。だから、周期的に回っ

てくる闘争では多くの人々が暗黒時代の勢力の餌食に

なっており、世界は今多くの妄想に耽っている。このよ

うな妄想の一つをいだいている人々は、何ら大きな犠牲

を払わず、かなり簡単に黄金の門に行き首き、オカルティ

ズムの入口をくぐることができると思い込んでいるので

ある。これは、権力欲と低級我の自己本位によって起こ

された思い違いだが、大多数の神智学徒がいだいている

夢である。だが、権力欲や自己本位のような感情をもっ

て神智学徒は憧れのゴールに至るのではない。人類のた

めにご自身を犠牲にしたと思われているイエスが言われ

た通り、永遠の「命に至る門は狭く、その道は細い」の

である。従って、「それを見い出す者は少ない」のである。

その道はたいへん細いので、予備的階段の困難のいくつ

かについてちょっと触れただけで驚いた西洋の志願者達

は引き返し、身震いしながら退却してしまう。

　そのような人達はそれ以上進まないほうがよい。弱い

がためにこれ以上のことを諦めるべきである。彼等がそ

の背を狭い門に向けている問はオカルトへの欲望に引き

ずられ、幻影の光で輝いている広くてもっと魅力のある

不思議な金の門へと一歩でも踏み出すならば、災いなる

かな！　それはドゥグパ達の状態に至る道にすぎない。

彼等は間もなく逆に迷って、地獄の「ヴィアーファタル」

に踏み込むことだろう。その「宿命の道」の人目でダン

テは次の言葉を読んだ（『神曲』地獄篇、第三歌」。

われを通る者は苦悩の市まちに至る、

われを通る者は永遠の苦患にがる、

われを通る者は絶望の民の元に至る……

　

る間は、いったいどうしてオカルティズムの狭い門に入

ることができるだろうか？　妻や家族への愛、つまり、

人間の愛情の中ではいちばん利己的な要素が少ない清浄

な愛でさえも、まことのオカルティズムの障害物である。

というのも、子供に対する母親の神聖な愛であろうと、

妻に対する夫の愛であろうと、このような感情の奥底を

分析し完全にふるいにかけてみると、前者にはまだ自己

本位な要素があるし、後者には夫婦二人を中心とするエ

ゴイズムがあるからである。母親は、愛する我が子の命

のためになら、何百、何千人もの命を一瞬のためらいも

なく犠牲にしてもいいと思うだろう。また、自分の愛す

る人の要求を満たすためなら、周囲のすべての男女の幸

福を壊してもいいと恋人や愛情の深い夫たちは思うだろ

う。愛する人のためなら他人を犠牲にするのは当然なこ

とだと言われることだろう。人間的な愛情のおきてとし

ては全くその通りだろうが、神聖な人類愛の観点から考

えるとそうではない。自分の身近な親しい人々のことを

考えて心がいっぱいになっている間、私達の心の中では、

人類の他の人々のことはどうなっているのだろうか？　

人類という「大いなる孤児」に与えるために、どの位の

愛と気遣いが残されるのだろうか？　魂が、居住権を

もっか身内や友人に全く占居されていて、どうして神の

「静かな声」が聞こえるだろうか？　そんな場合、一切

の人類のニーズが魂に印象を与えたり、速やかな返答を

受ける余裕がどれほど残されているのだろうか？　しか

し、普遍的な宇宙マインドの智慧より益を得たいと思う

者は、人種、肌の色、宗教、社会的地位の区別なく、人

類全体を愛してその智慧に達しなくてはならない。一人

ひとりの人間が、小さな自分の我を普遍的大我達の中に

没人させるのは愛他主義であり、どんな高尚な形を取ろ

うとも決してエゴイズムではないのである。本当のオカ

ルティズムの本当の学徒が、もし Theosophy 即ち神智、

神の智慧と知識を得たいと思うなら、全人類のニーズ、

人類に仕える愛他的なことに身を捧げなければならない

のである。

　求道者は世俗的な生活とオカルティズムの生活の、二

つに一つを選択しなければならない。世俗的な生活とオ

カルティズムの生活とを結びつけようとすることは無益

であり、無理なことである。なぜなら、私達は二人の主

に兼ね仕え、二人の主を共に満足させることはできない

からである。私達は自分の体と高級我に兼ね仕えること

はできないし、また家族への義務と自分の普遍的な義務

とを、いずれの権利も侵害しないで果たすことはできな

い。我が子の叫びを聞き逃して霊の「静かな声」に耳を

貸すか、または、子供達の要求ばかり聞いて人類の声に

耳を傾けないかである。結婚した人が、理論的なオカル

ト哲学ではなく、実践的なオカルティズムを追求しよう

としたら、その生活は絶え間ない激烈な闘争となること

だろう。なぜなら、そのような人はいつも、人類に対す

る無私の神聖な愛の声に従うか、個人中心の現世的な愛

の声に従うか迷うようになるからである。そして、自分

の二つの義務の中のどれか、あるいはおそらくその両方

に失敗してしまうだろう。しかも、それどころではない。

なぜなら、オカルティズムの道を行くと誓ったあとで、

現世的な愛や色欲に耽るなら、ほとんど即座にその報い

を感じるに違いないからである。つまり、個人を超えた

神聖な状態から、いやおうなしに物質の低級界へと引き

ずり下ろされてしまうのである。肉体の感覚的な欲望、

あるいは精神的な欲望を満足させることで、霊的洞察の

力を即座に失うことになる。大師の声と、情欲の声、あ

るいはドゥグパの声との区別さえできなくなるし、正道

と邪道、恒久的な道徳と単なる脆弁とを識別することも

できなくなる。迷い道の「死海のリンゴ」の神秘的な外

形は光り輝くが、唇に触れると灰となり、ハートの中で

は胆汁のように苦くなる。ついには、

深さはいよいよ深く、暗さはますます暗く、智慧は愚昧

となり、

純潔は罪と変わり、狂喜は苦悶に、希望は絶望となる。

　ひとたび考え違えて過ちを犯しても、たいていの人々

は自分の間違いを認めようとしない。それで、誤りのど

ろ沼の深みへ深みへと落ちて行く。行なわれたことが白

魔術か黒魔術かのどちらかになるかを決めるのは、主に

実践者の意図であるとはいえ、知らず知らずのうちに行

なわれた黒魔術の結果でも、行なった人にとって悪いカ

ルマを作ってしまうものである。黒魔術とは、いかなる

悪影響力をも人に及ぼし、結果としてその人が苦しんだ



『バガヴァッド・ギータ』講釈　１

著：スバ・ラウ　　　訳：ジェフ・クラーク

序

「バガヴァッドギータ」を勉強する時、現在の形の『マハー

バーラタラ』の他の部分と関係のないものとして扱って

はならない。ギータが起きる『マハーバータラ』のその

巻の出来事と特別の関係があるので、［『マハーバーラタ

ラ』の著者とされている］ヴィヤーサは正しい箇所にギー

タを挿入した。クリシュナの教えを理解するために、ま

ず、アルジュナとクリシュナの位置を十分理解しなけれ

ばならないのである。アルジュナには１０か１１もの別

名があり、そのほとんどが［マハーバーラタの第 4巻の］

ヴィラタ・パルヴァで解説されているが、リストに載っ

ていない「ナラ」という極めて変わっている名前もある。

ナラは単に「人（man）」という意味である。一人の人

間が名前として「人」と呼ばれることは、一見妙に思わ

れるであろう。しかし、これには重要なヒントが含まれ、

その糸口によって『マハーバーラタラ』全体の中のバガ

ヴァッドギータの位置およびアルジュナとクリシュナと

の関係を理解するばかりか、人間の起源と試練と運命に

ついてのヴィヤーサの本当の考え方をほのめかす『マ

ハーバーラタラ』全巻を貫く流れを全面的に把握するこ

ともできる。ヴィヤーサはアルジュナを「人」として見

るというよりも、アルジュナを人間の中の本当のモナド

と見なし、人間を救いに来る霊すなわちロゴスとしてク

リシュナを考えている。この非常に哲学的な教えが、見

たところそれに全く合わない場面に挿入されたというこ

とを不思議に思う人は少なくないであろう。ギータの話

し合いは、戦いが猛威を振るう直前に起こると言われる。

しかし、『マハーバーラタラ』を理解し始めると、この

場面が最も適切であることがわかる。

歴史上、『マハーバーラタラ』の大合戦が二つの家族の

間に起きる戦である。哲学的な観点から見ると、それは

人間の魂が肉体の中の欲望と戦わなければならない「大

合戦」である。たぶん多くの読者は、エドワード・ブルワー

＝リットン作『ザノーニ』が鮮やかに描写した「敷居の

住者」について聞いたことがあろう。その描写によると、

住者は一種のエレメンタルとか奇妙な形をとる怪物であ

る。初心者がオカルティズムという不思議な国に入ろう

とする際、準備ができなかったら襲ってくるだろうとい

う未知の危険の恐ろしさで住者はその人の意志をぐらつ

かせようとする。

実はそのような怪物はありもしない。つまり、その話は

比喩として受け入れればいい。しかし、敷居の住者は実

際にあり、メンタルの世界ではその影響は、恐怖を起こ

す物理的な者よりもはるかに大変なのである。本当の敷

居の住者は、初心者の絶望と憂鬱からなっている。親や

子供などの親族への根深い愛着とともに、幾つもの生涯

の間中に「同伴者」であった世俗的な望みの対象も捨て

るように要求される初心者は、より高い自らの可能性を

理解する前に一種の虚しさを感じる。従来の関係を全て

放棄すれば、まるで自分の命が消えてしまったかのよう

になる。希望が一切なくなり、そのために生きて努力す

る対象もなくなる。これから自分が進むだろうという印

も見えなくなり、暗闇だけを前にする。すると、魂に一

種のプレッシャーが重く伸し掛かり、その花がしおれ、

多くの場合には初心者は後戻りし始めて前進をあきらめ

る。しかし、奮闘努力する人は絶望と戦って道を進むこ

とができる。

ここでジョン・スチュアート・ミルの自伝［５章］から

引用させたいと思う。もちろんミルはオカルティズムに

ついて何も知らなかったが、一生の行路には彼の精神的
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な展開の一段において私が上に述べた体験に非常に似て

いる一段落がある。ミルは分析哲学の名人であった。彼

は心、感情、意志などの精神的なプロセスを徹底的に分

析した。「その時点、それまであり得るとは決して考え

なかったことに気づいたと思っていた。つまり、それ以

外の精神的な習慣性を育てていかなければ、分析は感情

を摩滅させてしまうということである。……すると、楽

しみと言われるものは、利己的なものであろうと、利己

的でなかろうと、私はその楽しさを感じなくなった。」

ついにミルは憂鬱になり、その中に何らかの恐怖感も

入っていた。この精神状態は数年も続いたが、ある日、

自然のものと人生に対して共感に溢れるワーズワースの

詩を彼は読んだ。「人生の大きな害悪が全て取り除かれ

た時にどんなものが永続的な幸福を与えるかをその詩か

ら学んだようである。」ミルの体験は例として不十分で

はあるが、昔からの仲間との関係を一切捨てると決断し

て、より高い世界で輝かしい未来を過ごすように求めら

れた弟子の経験をほのめかす。

クリシュナとの話し合いの直前に、アルジュナは多かれ

少なかれ同じような過度期にいる。彼は近しい親類に

よって引率される敵軍に対して殲滅戦に入ろうとすると

ころであり、これから親戚と友人を殺すだろうと考えて

気力がくじける。人間一人一人が欲望の全てを絶滅させ

るように求められている。欲そのものは全て必ずしも悪

いとは限らないが、私たちはより高い次元で足場を得る

ためには欲望の影響を取り除かなければならない。アル

ジュナの事情は、敷居の住者に立ち向かうよう要求され

ている弟子の立場を象徴する。 秘伝を受けようとする弟

子に師匠が哲学を教えてその試練の準備をさせるよう

に、この危機の際にクリシュナはアルジュナに教えを授

ける。

あらゆる世俗的な欲望と願望を放棄しようと固く決心し

たが自分の存在の虚しさと思えるもののために一種の憂

鬱を感じている弟子への師匠の導きとして『バガヴァッ

ドギータ』を考えることができる。その１８章は互いに

緊密な関係がある。一章一章は、人生の一つの様相また

は側面と言えるものを描き出す。ギータを勉強する学徒

はこの事を心に留めて、１８章それぞれの相応関係を突

き止めてみればいい。ギータの中に不必要と思われる繰

り返しが出てくるであろうが、それはヴィヤーサが採用

した方法の避けがたい結果である。というのも、かつて

インドで盛んだった諸々の哲学派の様々な観点から現実

（nature）を表現することがヴィヤーサの目的であった

からである。
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場面が最も適切であることがわかる。

歴史上、『マハーバーラタラ』の大合戦が二つの家族の

間に起きる戦である。哲学的な観点から見ると、それは

人間の魂が肉体の中の欲望と戦わなければならない「大

合戦」である。たぶん多くの読者は、エドワード・ブルワー

＝リットン作『ザノーニ』が鮮やかに描写した「敷居の

住者」について聞いたことがあろう。その描写によると、

住者は一種のエレメンタルとか奇妙な形をとる怪物であ

る。初心者がオカルティズムという不思議な国に入ろう

とする際、準備ができなかったら襲ってくるだろうとい

う未知の危険の恐ろしさで住者はその人の意志をぐらつ

かせようとする。

実はそのような怪物はありもしない。つまり、その話は

比喩として受け入れればいい。しかし、敷居の住者は実

際にあり、メンタルの世界ではその影響は、恐怖を起こ

す物理的な者よりもはるかに大変なのである。本当の敷

居の住者は、初心者の絶望と憂鬱からなっている。親や

子供などの親族への根深い愛着とともに、幾つもの生涯

の間中に「同伴者」であった世俗的な望みの対象も捨て

るように要求される初心者は、より高い自らの可能性を

理解する前に一種の虚しさを感じる。従来の関係を全て

放棄すれば、まるで自分の命が消えてしまったかのよう

になる。希望が一切なくなり、そのために生きて努力す

る対象もなくなる。これから自分が進むだろうという印

も見えなくなり、暗闇だけを前にする。すると、魂に一

種のプレッシャーが重く伸し掛かり、その花がしおれ、

多くの場合には初心者は後戻りし始めて前進をあきらめ

る。しかし、奮闘努力する人は絶望と戦って道を進むこ

とができる。

ここでジョン・スチュアート・ミルの自伝［５章］から

引用させたいと思う。もちろんミルはオカルティズムに

ついて何も知らなかったが、一生の行路には彼の精神的

な展開の一段において私が上に述べた体験に非常に似て

いる一段落がある。ミルは分析哲学の名人であった。彼

は心、感情、意志などの精神的なプロセスを徹底的に分

析した。「その時点、それまであり得るとは決して考え

なかったことに気づいたと思っていた。つまり、それ以

外の精神的な習慣性を育てていかなければ、分析は感情

を摩滅させてしまうということである。……すると、楽

しみと言われるものは、利己的なものであろうと、利己

的でなかろうと、私はその楽しさを感じなくなった。」

ついにミルは憂鬱になり、その中に何らかの恐怖感も

入っていた。この精神状態は数年も続いたが、ある日、

自然のものと人生に対して共感に溢れるワーズワースの

詩を彼は読んだ。「人生の大きな害悪が全て取り除かれ

た時にどんなものが永続的な幸福を与えるかをその詩か

ら学んだようである。」ミルの体験は例として不十分で

はあるが、昔からの仲間との関係を一切捨てると決断し

て、より高い世界で輝かしい未来を過ごすように求めら

れた弟子の経験をほのめかす。

クリシュナとの話し合いの直前に、アルジュナは多かれ

少なかれ同じような過度期にいる。彼は近しい親類に

よって引率される敵軍に対して殲滅戦に入ろうとすると

ころであり、これから親戚と友人を殺すだろうと考えて

気力がくじける。人間一人一人が欲望の全てを絶滅させ

るように求められている。欲そのものは全て必ずしも悪

いとは限らないが、私たちはより高い次元で足場を得る

ためには欲望の影響を取り除かなければならない。アル

ジュナの事情は、敷居の住者に立ち向かうよう要求され

ている弟子の立場を象徴する。 秘伝を受けようとする弟

子に師匠が哲学を教えてその試練の準備をさせるよう

に、この危機の際にクリシュナはアルジュナに教えを授

ける。

あらゆる世俗的な欲望と願望を放棄しようと固く決心し

たが自分の存在の虚しさと思えるもののために一種の憂

鬱を感じている弟子への師匠の導きとして『バガヴァッ

ドギータ』を考えることができる。その１８章は互いに

緊密な関係がある。一章一章は、人生の一つの様相また

は側面と言えるものを描き出す。ギータを勉強する学徒

はこの事を心に留めて、１８章それぞれの相応関係を突

き止めてみればいい。ギータの中に不必要と思われる繰

り返しが出てくるであろうが、それはヴィヤーサが採用

した方法の避けがたい結果である。というのも、かつて

インドで盛んだった諸々の哲学派の様々な観点から現実

（nature）を表現することがヴィヤーサの目的であった

からである。

www.bookclubkai.jp

INFORMATION
〒 107-0062　東京都港区南青山 2-7-30　B1F
TEL：03-3403-6177　　FAX：03-3403-9849
OPEN　12:00~20:00　　定休日：なし
MAIL：info@bookclubkai.jp
半蔵門線、銀座線、大江戸線 “青山一丁目 ” 5 番出口より徒歩 4 分
銀座線 “外苑前駅 ” 4 番出口より徒歩 8 分

スピリチュアルのブックショップ



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　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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