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　大きな教団や協会などと比べれば日本の神智学協会は小さなものですが、それでも智慧を学ぼう

とする方々がいらっしゃるということはありがたいことですね。

　新年度も智慧の普及に少しでも役立つことができればと思う次第です。

会長　岡本
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　2019 年５月で新年度となります。年度で更新の会員様はお手数ですが

新年度年会費のお手続きをいただけると幸いです。2018 年度の途中で入

会された会員様は入会月ごとの更新となります。

今月の



知識がないことの利点
それについて知識がないということは、それに対する先入
観なしにそれを観ることができるという利点がある。

芸術家の発する言葉
芸術家の発する言葉というのは、あくまで自分の感覚を通
して得た経験を自分の言葉で正直に表現したものが多いと
いう点で魅力的である。

0.1％に過ぎないネット・クレーマーに翻弄される社会
ほんの一部の無教養でげすな連中のために、どうして多様
で豊かな表現や文化が次々に潰されなければならないの
か？

宗教に対する疑念
歴史上、宗教が戦争の原因になった事例は枚挙にいとまが
ないが、宗教が戦争を防いだ事例がこれまでにどれだけ
あっただろうか？

＊ APHORISM の連載は、本号をもちまして、しばらくお
休みさせて頂きます。
　長い間お読み頂き、ありがとうございました。（高橋）

APHORISM（第 24 回）

高橋 直継

『睡蓮の牧歌』

　

著：メイベル・コリンズ
訳：星野 未来 定価 333 円

電子書籍 Kindle 版

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



次に述べるのは神智学の基本的な主題のいくつかであ
る。

人間の霊は、その人の存在で唯一、現実で永久不変な部
分である。その人の他の性質はさまざまに複合されている。
そしてすべての複合物に退廃が付きものであるため、人の
中の霊を除くすべてのものは永久的なものではない。

さらに、宇宙は多様なものではなく一つのものであり、
その中のすべてのものは全体と、そして全体の中の他者す
べてとつながっており、（後に述べる）より高い界層には
完全な知識があって、それを認識し気づいている大きな全
体の各部分がなければ、どんな思考も行動も起こらないの
である。それゆえ、すべてのものが「同胞団」のきずなで
不可分に結びつけられている。

神智学のこの第一に基本となる主題は、宇宙がさまざま
な統一体の集まりではなく、全体が一つであると主張する。
この一つである全体は、西洋の哲学者に「神」（Deity）と
名付けられ、ヒンドゥー教のヴェーダーンタ学派に「パラ
ブラフマ」と呼ばれる。それは、その顕現を支配する法則
とともに、すべての顕現の形態を潜在的に含んでいる「未
顕現のもの」と呼ばれるかもしれない。さらに、神学的な
意味での世界の創造はなく、世界の出現は厳密に進化に
よって起こると教えられている。定期的に未顕現から客観
的な宇宙として顕現する時が来ると、「力」またはいわゆ
る「造物主」（The First Cause）が生まれる。なぜならそ
れ自身が「原因」（Cause）の根なき根であり、東洋で「原
因なき原因」と呼ばれるものだからだ。「造物主」は、「ブ
ラフマー」や「アフラ・マズダー」や「オシリス」または
好きなように呼ぶことができる。影響力の時またはいわゆ
る「ブラフマーの息」への投影は、すべての世界とそこに
いる存在たちを徐々に出現させる。その影響が進化の中で
進行し続ける限り、それらは現れ続ける。測り知れない長
い年月「息」が吐かれた後、進化の影響力は弱くなり、宇
宙は暗く覆い隠され始め、あるいはプララヤに入り始め、

「息」が完全に吸い込まれ何も物体の残っていない、ブラ

フマの他には何もない状態になるのである。学徒は、ブラ
フマ（非人称的なパラブラフマ）と顕現したロゴスである
ブラフマーとを区別するよう注意する必要がある。この（プ
ララヤに入る）働きに作用する手段についての解説は、こ
の『要約』にそぐわない論題であるが、神智学でも扱われる。

この外へ吐き出す息はマンヴァンタラあるいは二人のマ
ヌの間（マヌとアンタラつまり「間」から来た語）として
知られ、吸う息の完了はプララヤつまり滅亡をもたらす。
これらの真実から「創造」と「最後の審判」という誤った
教義が生まれた。このようなマンヴァンタラとプララヤは
永遠に起こって来たし、定期的に、永遠に、起こり続ける
だろう。

マンヴァンタラのために２つのいわゆる永遠の原理が、
仮定として主張されている。それはプルシャとプラクリ
ティ（あるいは霊と物質）である。なぜならこの両方は各
顕現において常に存在しており、結合しているからだ。そ
れらの用語がここで用いられるのは、英語に相当する語が
ないからである。プルシャは「霊」と呼ばれ、プラクリティ
は「物質」と呼ばれるが、このプルシャとは未顕現の霊で
はなく、プラクリティは科学で知られているような物質で
はない。アーリア人の賢者たちはそれゆえ、「プルショッ
タマ」（訳注 1）と呼ばれる、さらにもっと高い霊があるこ
とを断言する。その理由は、ブラフマーの夜またはいわゆ
るブラフマーの吸う息において、プルシャとプラクリティ
の両方が非顕現の中に吸収されるのである。基本的概念が
同じである表現が聖書の中にあり、「父の懐にいる」と言う。

これは「智慧の宗教」の賢者たちに解説されたように普
遍的な進化の教義へと私たちを導く。その教えによると、
プルシャ（霊）はブラフマから発し、同時に進化する物質
のさまざまな形態を通して進んでいく。それは霊的な世界
において最高の形態から始まり、物質的な世界では最も低
い形態から始まる。（訳注 2）この最も低い形態は、現代科
学にまだ知られていない。このように鉱物、植物、動物の
形態はそれぞれ不可分のプルシャの一部である神の火花を
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閉じ込めている。
これらの火花は「父へ戻ろうと」奮闘し、あるいは言い

換えれば、自己意識を獲得し、ついにこの世で最高の形態
を得る。それは人間の形態で、それだけが彼らに自己意識
を持つことを可能とするものだった。人間の時間で計算さ
れたこの進化が続く期間は、何百万年にも及ぶ。それゆえ
神性の火花の一つ一つはその使命をなしとげるために莫大
な年月を有する。その使命とは、人間の形態にいる間に完
全な自己意識を獲得することである。しかしこのことは、
ただ人間の形態の中に入るという行為がこの神性の火花に
自己意識を与える、ということを意味するのではない。そ
の偉大な成果は、神性の火花が人間の形態に達するマン
ヴァンタラの間に成し遂げられるかもしれないし、成し遂
げられないかもしれない。すべては個別の自我それ自身の
意志と努力しだいなのだ。このようにして個々の霊はそれ
ぞれ自分自身と全体の利得のためにマンヴァンタラを経験
するか、または顕現を始める。マハートマとリシたちはこ
のようにマンヴァンタラの間、徐々に進化して、その終わ
りに将来他の惑星になる者たちの進化を導く惑星霊にな
る。私たちの惑星である地球の惑星霊は、前のマンヴァン
タラあるいはブラフマーの昼において努力して、その長い
期間の過程でマハートマになった。各マンヴァンタラは同
じ結果と目的のためにあるから、今それらの高い地位に達
してしまったマハートマあるいは、現マンヴァンタラでこ
れからその地位に達するかもしれない人たちは、たぶん次
のマンヴァンタラでこの地球か他の惑星の惑星霊になるだ
ろう。この説はこのように霊的存在の同一性に基づいてい
ると見られており、そして「普遍的な同胞愛」の名のもとに、
その同胞愛を人々の間に実現する目的を持つ神智学協会の
基本的な考えを構成する。

賢者は、この「プルシャ」はすべての顕現した物の基礎
であると言う。それがなければ何も存在しないか、あるい
は凝集しない。プルシャは何とでもことごとく、いたると
ころで互いに浸透し合う。プルシャは現実のもの、あるい
は私たちがただのイメージにすぎないのに現実と呼ぶもの
の基礎となる現実のものである。プルシャがすべての存在
に広がり、そして包含するにつれ、すべての存在は互いに
結び付く。そしてプルシャが存在する界層上または界層の
中に、すべての行為、思考、物体、環境の完全な意識が、
それらの起こることになっている場所で、あるいはこの界
層で、またはそれ以外の所に、あるのである。霊より下と
知性より上は、中に経験が書き留められている意識の界層
であるため、一般に人間の「霊的本質」と呼ばれている。
これはしばしばその人の体や知性と同じくらい文化の影響
を受けやすいと言われている。

（つづく）

──────
＊ 1　Purushottama… プ ル シ ャ（spirit） ＋ uttama
（highest）つまり至高のプルシャ。至高の存在、至高
の神。

＊ 2　「同時に進化する物質の様々な形態」の最高のもの
は（私に分かる限り）７人の智慧の息子たちである。「最
も低い形態」を突き止めるのは難しい。その２つの進
化（霊的と物質的）の進路は第３根本人種の後半に交
差して、三番目の進化（精神的、intellectual）を生み
出す。SD の上下両方は３つの進化に触れる。（ジェフ・
クラーク氏）



絶滅とはどんなことか

【問】　ある神智学徒達が自分の生涯を全てつなぐ金の糸に
ついて話しているのを聞いたことがあります。これはど
ういうことですか？

【答】　ヒンズー教の聖典では、周期的な化身をするものは、
スートラートマであると言われています。スートラート
マとは文字通りでは「糸魂」という意味です。これはブッ
ディと結合したマナスである輪廻する自我と同意語で、
私達の前の生のすべてのマナス的な思い出を吸収するも
のです。一本の糸に連なる真珠のように、人間のいくつ
もの人生の長い長い連続もその一本の糸でつなぎ合わさ
れているので、糸魂というのです。ある『ウパニシャッド』
では、この世とあの世を行きつ戻りつする再生の周期は、
睡眠と覚醒の間に揺れ動く人間の生活にたとえられてい
ます。

【問】　それはあまり明瞭ではありません。なぜかと言えば、
目が覚めると新しい日が始まりますが、その人間は魂も
体も前の日と同じ人です。けれども化身するごとに、身
体や性や人格が全く変わるだけでなく、知的およびサイ
キック的能力さえも変わります。ですからこのたとえは
全く正しいとは私には思えません。眠りから覚めた人間
は昨日したことをはっきり覚えていますし、何か月も、
何年も前のことも覚えています。しかし、私達は誰も前
生のことや前生関係の事実や出来事は少しも覚えていま
せん。……昨夜、夢で見たことは朝になると忘れている
かもしれませんが、それでも私は眠ったということや、
眠っている間も確かに生きていたことは知っています。
けれども死ぬ瞬間まで過去生について、私は何を思い出
すことができるでしょうか？　このことをあなたはどう
納得させますか？

【答】　ある人達は生きているうちに過去生を思い出しま
す。しかし、こういうことができるのは仏陀やイニシエー
ト達だけです。これはヨギが三藐三菩提 ( さんみゃくさ
んぼだい )、すなわち過去生の全連鎖の知識と言ってい
るものです。

【問】　しかし、三藐三菩提に達していない私達普通の人
間は、どのようにこの比喩を理解したらよいのでしょう
か？

【答】　比喩についてもっと深く考えて睡眠の三つの種類と
その特性をもっと正しく理解することです。睡眠の必要
性は獣類にも人間にも一般的で不変なものですが、睡眠
にはいくつか種類があり、夢やヴィジョンにはなおさら
様々なものがあります。

【問】　しかし、それは問題が違います。唯物論者に戻りま
しょう。唯物論者はもちろん夢を否定することはできま
せんが、一般的に不死を否定し、自分の個性が生き残る
ことを否定します。

【答】　そのような唯物論者は知らないで正しいことを言っ
ています。自分の魂についての内的知覚力がなく、信念
もない人の場合には、魂はブッディ・タイジャサになる
ことは決してできず、単なるマナスのままです。そして
マナスだけでは不死ではあり得ません。あの世で意識的
に生きるためには、まず第一に、この世で生きている間
に死後の生命を信じなければなりません。死後の意識や
魂の不死性についてのすべての哲学は、秘密科学のこの
二つの金言に基づいています。自我はいつもその功罪に
従って報いを受けます。体が分解したあと、完全に目覚
めた意識の時期か、または混沌とした夢の状態、あるい
は絶滅と区別することのできない全く夢のない睡眠が始
まります。これらの状態が睡眠の三つの種類です。もし
も生理学者達が、夢やヴィジョンの原因が覚醒時に無意
識に用意されていると考えているなら、なぜ死後の夢が
生きている間に用意されているのを認めることができな
いのでしょうか？　私は繰り返して言います。死とは眠
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りです。死後、魂の霊的目の前で、私達自身が学び、度々
無意識に作曲してきたプログラムに従って演奏が始まる
のです。つまり、正しい意見や自分が作った幻影の実現
です。少なくともしばらくの間は、各人の作った完全な
幻の楽園で、メソジスト信者はメソジスト信者になり、
イスラム教徒はイスラム教徒となります。これは生命の
木の死後の果実です。当然、私達が意識的な不死の事実
を信じても信じなくても、事実そのものの無条件の真実
性に影響を与えることはできません。しかし、独立した
それぞれの人達が不死であると信じるか信じないかは、
このような者達の一つひとつに必ず影響を与えます。分
かってきましたか？

【問】　だんだん分かってきました。唯物論者達は五官が
不完全であるにもかかわらず、それによって備えられた
データに基づいた科学的推論で証明できるもの以外は何
も信じないので、あらゆる霊的現象に反対し、この世の
人生を唯一の意識的存在であると思っています。彼等の
場合は、そう信じているので本当にそうなるということ
ですね。彼等は人格的な自我を失い、新しく目覚めるま
で、夢のない眠りに陥ることになるとおっしゃっている
のですね？

【答】　大体その通りです。地上と霊的という二種類の意識
的状態があるという、ほとんど普遍的な教えを覚えてお
いて下さい。霊的意識は、永遠不死のモナドがその中に
あるので、それは本物と考えなければなりません。けれ
ども肉体に化身している自我は前生とは全く違う新しい
衣をまとっており、その衣には霊的原型以外のすべての
ものは、あとに何の形跡も残せないほど徹底的に変化し
てしまっているという運命にあります。

【問】　どうしてそうなるのですか？　地上に意識をもつ私
の「私」は唯物論者の意識のようにしばらくなくなるだ
けでなく、何の形跡も全く残さないで消えるのですか？

【答】　神智学の教えによれば、完全になくなってしまいま
す。ただ、モナドと結合して、純粋に霊的で不滅な本質
となり、永遠で一体である本質だけが残ります。しかし、
全くの唯物論者の場合には、人格我にブッディが反映し
たことがないのに、どうしてブッディがその人格我を永
遠へと運んで行くことができるでしょうか？　一つの分
子すら運ぶことはできません。あなたの霊的「我」は不
死ですが、それはあなたの現在の「私」から不死にふさ
わしいものだけ、すなわち死によって刈り取られた花の
香りだけを永遠へと運んで行くことができるのです。

【問】　では、この世の「私」という花はどうなるのでしょ

うか？
【答】　その花は一つの根、つまり、ブッディの子供等とし

て母なる枝のスートラートマに咲いた過去の花、これか
ら咲くはずのすべての花のように塵 ( ちり ) に戻るでしょ
う。あなたの現在の「私」はあなた自身が知っている通り、
私の前に座っている体ではありませんし、私はそれをマ
ナス・スートラートマとも言いません。それはスートラー
トマ・ブッディです。

【問】　しかし、なぜ、死後の生命は不死、無限、真実であっ
て、この世の人生は単なる幻影と言われるのか、私には
分かりません。この世の人生の制限よりもどんなに広い
と言っても、死後の命にはやはり制限はあります。

【答】　全くそうです。人間の霊的自我は誕生と死を振り子
のように行ったり来たりします。しかし、たとえこの世
の生命と霊的世界での生命の期間に限界があり、睡眠と
覚醒の間、幻影と真実の間の境界を示す誕生と死の数も
限られており、その連続には始まりと終わりがあるとし
ても、一方、霊的巡礼者は永遠に生きます。従って、「輪
廻」と言っている巡礼の期間中は、一時的なこの世の存
在の蜃気楼ではなく、人間の死後、肉体をなくした人が
真実と面を合わせている時こそ、私達の考えでは唯一の
現実であります。そのような合間はたとえ制限はあって
も、自我は何の妨げもなく、しだいにではありますが自
らを完成しながら、脇道にそれることなく、最後の変質
への道を辿ります。そして自我がゴールに達した時、神
聖なものとなるのです。こうした合間や段階は自我を妨
げるのではなく、むしろ最後のゴールへと進んで行くの
を助けます。そして神聖な自我はこのように制限された
合間がなくては、究極のゴールに達することはできませ
ん。私はすでに自我、すなわち個性を役者にたとえ、自
我の様々な化身を役者の演ずる役割にたとえて、例をあ
げて説明をしました。このような役割や衣裳をあなたは
役者自身の個性だとは言わないでしょう？　この役者の
ように、自我はパラニルヴァーナの入口に至るまで、自
分には不快であるかもしれないたくさんの役割を、必然
性の周期の間中ずっと演じなければなりません。しかし、
蜂が花から蜜を集め、残りをこの世の虫の食物として
残すと同じように、私達がスートラートマとか自我とか
言っている霊的個性も、各人生のエッセンスを集めます。
カルマに押しつけられた、すべてのこの世の人格我から、
霊的特性と自意識のネクターだけを集めて、すべてを一
つの総合体に統一し、栄光あるディヤーニ・チョーハン
として蛸の状態から出てくるのです。自我が何も集める
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ことのできなかったこの世の人格我はどうしようもあり
ません。そんな人格我は確かにこの世を去ったあと、残
ることはできません。

【問】　それでは、この世の人格我にとって、不死というこ
とはやはり条件付けられています。すると不死そのもの
は無条件ではないという意味ですか？

【答】　決してそうではありません。しかし、不死性は実在
しないものに当てはめることはできません。サットとし
て実在するもの、あるいはサットから発散しているもの
すべてにとって、不死と永遠とは絶対的なものです。物
質は霊の反対の極ですが、この二つは一つなのです。こ
のすべてのエッセンス、すなわち霊、力、物質という三
位一体は無始であると同時に無終です。しかし、化身中
にこの三位一体から得た形体、その外形は確かに私達の
個人的概念の幻影にしかすぎません。従って私達は涅槃
と普遍的生命だけを真実と言い、この世の生命もその人
格我も、またそのデヴァチャンでの存在さえも幻影の領
域と考えます。

【問】　なぜ「睡眠」を現実と言い、「覚醒」を幻影と言う
のですか？

【答】　睡眠と覚醒とはただその問題を理解しやすくするた
めの比喩にしかすぎません。この世の観点から見れば、
極めて正確な比喩です。

【問】　もし未来の生が正義に基づき、また、私達のあらゆ
るこの世の苦に価する報復に基づいているとすれば、唯
物論者の場合、その人達の多くは本当に正直で慈悲深い
人達なのに、どうしてその人達の人格我はしおれた花の
屑
くず

しか残さないのか、まだ私には分かりません。
【答】　誰もそんなことは言っていません。どんなに不信心

な唯物論者でも、霊的個性を永久に失うことはできませ
ん。前に申し上げたのは、唯物論者の場合には、意識は
全部か、部分的に消失するということですので、この人
の人格我の意識の遺物は残りません。

【問】　しかし、それは絶滅ではありませんか？
【答】　決してそうではありません。長い汽車旅行の時、死

んだように眠り、いくつか駅を知らぬ間に過ぎてしま
い、少しも覚えていず、意識もしていないことがありま
す。そして別の駅で目が覚め、旅路の終わり、すなわち、
目的地に着くまで他の駅をたくさん通って旅行を続けま
す。三種類の睡眠のことは話しましたが、夢のない眠り、
混沌とした夢を見る眠り、そして夢が極めて鮮明なので
現実と区別がつかない夢を見る眠りです。もしあなたが
この三つめの夢があると信じるならば、なぜ夢のない眠

りの状態も信じることができないのでしょうか？　あの
世の人生は、人間が信じ期待していた通りになります。
来世を予期しない人は二生の間の合間は絶滅と同じ、絶
対的な空白となります。これはまさに私が言ったプログ
ラム、唯物論者自身が作ったプログラムが実際に行なわ
れていることです。しかし、あなたが言われるように、
唯物論者にもいろいろあって、自分以外の誰のためにも
決して涙を流したことがなく、従って不信心な上に、全
世界に全く無関心である、利己的で邪悪なエゴイストは、
死に際して人格我を永遠になくさなければなりません。
この人格我は周囲の世界に伸びる同情の蔓

つる

がなく、従っ
てスートラートマに絡みつくものがないので、最後の息
が出されると、人格我とスートラートマの絆が切れてし
まいます。このような唯物論者にはデヴァチャンはない
ので、スートラートマはほとんど直ちに再生するでしょ
う。しかし、不信心である以外、何の間違いもしてない
唯物論者は一つの駅を寝過ごすだけです。そしてかつて
の唯物論者が永遠の中で自分自身に気がつき、永遠の生
命から自分が一日でも、一停車場でも失ったことを悔い
る時がくるかもしれません。

【問】　でも、死は新しい生命への誕生とか、もう一度永遠
に戻ることと言うほうが正しいのではありませんか？

【答】　お好みならそう言ってもかまいません。ただ、誕生
にはいろいろありますし、自然の失敗である「死産」も
あります。その上、物質生命についての西洋の決まった
考えでは、「生きている」という言葉と「存在している」
という言葉は死後の存在の純粋に主観的状態に当てはめ
ることは全くできません。それはまさに次のような理由
からです。つまり、人々に著書が読まれておらず、自分
自身でも混乱してうまく説明ができないわずかな哲学者
達は別として、生と死についての西洋の考え方はたいへ
ん狭くなってしまったので、一方では全くの唯物主義と
なり、他方では心霊主義者達が「常夏の国」として言っ
ている、一層物質的な来世の概念となったからです。「常
夏の国」では人間の魂は食べたり飲んだり結婚したりし
て、マホメットが言う天国のように、しかも、それより
もっと哲学的なものが乏しく、全く官能的な楽園で生活
をすると言います。教育のないキリスト教信者の一般的
な考えも同様であるか、あるいは、どちらかと言えばもっ
と物質的です。手足を切った天使や真

しんちゅう

鍮のラッパ、金の
竪
たてごと

琴、物質的な地獄の火など、キリスト教の天国はクリ
スマスのパントマイム劇のおとぎ話の芝居のようです。

　あなたが理解しにくいと思われるのは、このような狭い
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概念のためです。東洋の哲学者達が死後の生活を睡眠中
のヴィジョンにたとえるのは、肉体を脱した魂の存在は、
はっきりした夢の中のように生き生きとした現実性を
もってはいますが、この世の生命の濃密な客観的形体を
もっていないからです。

明確なものを表す明確な言葉

【問】　人間の本質のそれぞれの機能について私達の考えが
こんなに混乱するのは、一つ一つの本質を示す明確で一
定の用語がないからだと思いませんか？

【答】　私もそう思っていました。この混乱はみな次のこと
から来ています。つまり、人間の本質について説明し議
論するのに、私達はサンスクリット語を使い、神智学徒
のために、それに当たる英語をすぐに作らなかったこと
です。今、私達はこの混乱を矯正して行かなければなり
ません。

【問】　これ以上の混乱を避けるために、そうなさったほう
がよいでしょう。神智学についての著者は誰もこれまで
同じ本質に同じ名称をつけていないように思います。

【答】　混乱は実際そうひどくはありません。何人かの神智
学徒が人間の本質についてのいくつかの論文に驚きを示
し批判してきましたが、調べてみると三つの本質を区別
しないで「魂」という言葉を大ざっぱに使っている以外
はひどい間違いはありませんでした。神智学の著者の中
の最初でしかも最もはっきりとした解説者Ａ・Ｐ・シネッ
ト氏は積極的に「高級我」についていくつか分かりやす
い、優れた論文を書いています（神智学協会、『ロンドン・

ロッジの議事録』七番、一八八五年十月号参照）。彼は「魂」
という言葉を一般的な意味で使っているので、彼の本当
の考え方は何人かによって誤解されてきました。ここに
数節を引用して、この問題についてシネット氏が書いて
いることすべてがどんなに明白で分かりやすいかをあな
たにお見せしましょう。

　人間の魂は一たび人間個性（注：彼はこれを「輪廻する
自我」または「人間魂」と言い、ヒンズー教徒の言うコー
ザル体）として進化の流れに入ると、物質存在と比較的
に霊的な状態とをかわるがわる通って行く。人間の魂は
一つの界または一つの層、すなわち自然の一状態から、
カルマ的親和力の指導のもとに、他の界へ移って行く。
つまり、カルマが前もって決めた人生に化身して生き、
環境の様々な制限の中で進歩し、機会を活用したり悪用
したりして新しいカルマを作り、肉体生命を終えてカー
マ・ローカという中間状態を経て霊的状態（デヴァチャ
ン）に戻って行く。そして休息し元気を回復し、地上す
なわち肉体存在の間に得た人生の経験を、宇宙的な進歩
として自分の本質にだんだんと吸収させるのである。そ
の上、この考え方はこの問題をよく考える人には副次
的な推論をたくさん暗示したことだろう。例えば、カー
マ・ローカからデヴァチャン状態へ移ることは当然、段
階的である（＊）。実は、様々な霊的状態を分ける厳密
な線はない。その上、生きている人のサイキック能力が
示すように、霊的な世界と物質界とは物質的な理論が示
すほど遠くかけ離れているものではない。自然の全ての
界層は同時に私達の周囲にあり、異なる知覚力に働きか
ける。……サイキック能力のある人々はこの世に生きて
いる間も超物質的意識の世界とある程度つながりがある
ことは明らかである。現在の多くの人々にはこのような
能力は与えられていないかもしれないが、睡眠現象や特

『神智学の鍵』

　

著：H・P・ブラヴァツキー
訳：田中 恵美子 定価 1000 円

電子書籍 Kindle 版

【本書について】
本書は、H・P・ブラヴァツキーによって1889年に出版されました。それは、大著『シークレット・
ドクトリン』の翌年のことであり、たいへん難しい神智学の内容を入門者向けに解説するこ
とと、当時様々な批判にさらされていた神智学協会と彼女自身の風評に反論するために書か
れました。ブラヴァツキー自身の手による神智学入門書です。
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に夢遊病やメスメリズムの現象が示すように、五官に何
の関係もない意識状態に入ることがあり得る。私達つま
り私達の魂は、いわば物質の大海でただ漂流しているの
ではない。私達は明らかに、しばらく自分が漂っていた
岸辺に戻る興味や権利をまだ持っている。従って化身の
過程とは、物質界と霊界とに交互に存在するものと言っ
たり、魂は一つの存在状態から他の状態へ完全に移って
行くと想像したりするのは化身の過程を十分に表現して
いない。化身とは魂から発散する流出物によって自然界
の一界である物質界で引き起こされることと言えば、お
そらく化身の過程のもっと正確な定義となろう。その間
中ずっと霊的領域が魂の本来の住み処であって、魂は決
してそこから完全に離れはしないだろう。そして永久に
霊界に住む魂の物質化できない部分は、おそらく高級我

（Higher Self）というのが適切であろう。

＊　しかしながら、この「移ること」の長さは肉体を脱ぎ
捨てた自我の前の人格我の霊的度合いによる。生活が極
めて霊的であった人々にとっては、移ることは段階的で
はあるが極めて早い。物質的なことに偏っている人の場
合、その時間はもっと長くなる。

この「高級我」はアートマンです。もちろん、シネッ
ト氏が言うように、「物質化できない」ものです。その
上、どんな場合でも、最高の霊的知覚にとってさえも客
観的ではあり得ません。なぜなら、アートマン＝高級我
はまさに、ブラフマンすなわち絶対者で、それとは全く
違いはありません。三昧の時にイニシエートの高級な霊
的意識は全くその一つの本質に吸収され、全体と一体と
なるので、その意識にとって客観的なものは何もあり得
ません。ある神智学徒は Self（我）と Ego（自我）とい
う言葉を同義語として使い、Self という言葉を人間の高
級個性または人格的自我とさえも結びつける習慣があり
ます。けれども Self という言葉は唯一の普遍的な我以外
に当てはめるべきではありません。そこから混乱が起き
るのです。マナスすなわちコーザル体について言うと、
ブッディの光輝と結びつけば「高級自我」（Higher Ego）
とは言えますが、「高級我」（Higher Self）とはなりません。
なぜなら、ブッディすなわち霊的魂でさえ Self（我）で
はなく、「我」の媒体にしかすぎないからです。低級な「我」
について話したいと思ったら、必ず「個性

4 4

我」や「人格
4 4

我」
というようにそれを性格づけ、特徴を表す言葉をつけな
ければなりません。

例えば高級我について説明するこの優れた論文では、
Higher Self、高級 Self という言葉が第六本質すなわち
ブッディに適用されています。もちろん、マナスと結
合したブッディです。そうした結合がなければ霊的魂
の中には考える本質はあり得ないからです。その意味
で Higher Self という言葉を使うことが誤解を起こした
のです。「子供は七歳になるまで第六本質を得られない、
つまり、七歳になるまではカルマを生ずる道徳的責任が
もてる存在にならない」と言われていることは、高級我
がブッディを意味していることを明らかにしています。
従って、「高級我」がある敏感な有機体の中だけですが、
人間に入り込み、自らの意識を人格我に浸み込ませたあ
とには、「サイキック能力のある人々は時おり精妙な感
覚によってこの高級我を認識できる」とこの有能な著者
が説明しているのは全く正しいでしょう。しかし「高級
我」という言葉を普遍的な神聖原理に限定する人達がシ
ネット氏を誤解するのももっともです。なぜなら哲学用
語の意味が変わること（＊）を知らないで、「高級我は
物質界に完全に現れながら、その霊的性質に相応する高
い自然界での意識ある霊的自我のままである」と言って
いるところを読むと、私達はこの文章の「高級我」はアー
トマンであると見、霊的自我はマナスまたはむしろブッ
ディ・マナスと見やすいので、全く正しくないと批判し
やすいのです。

＊　「哲学用語の意味が変わること」はここでは東洋言語
の表現の英訳が変わったことを言っている。今日まで英
語にはこのような言葉はなかったので、神智学徒はみな
自分の思想を表すために、自分自身の言葉をつくらなけ
ればならなかった。それで、今こそ一定の専門用語を決
めてもよい時である。

以後、このような誤解を避けるため、東洋のオカルト
用語を文字通り英語にして使って行きたいと思います。
高級我（Higher Self）とは、

アートマンすなわち普遍的で唯一なる我の分離できな
い光線である。これは我々の内なる神というよりも、上
なる神である。自分の内なる自我を高級我で満たすこと
に成功する者は幸いなるかな！

⒜ 霊的神聖自我（Spiritual Divine Ego）
　心の本質であるマナスと密接に結合した霊的魂、すな

わちブッディである。マナスとの結びつきなくしてブッ
ディは自我であり得ず、単にアートマンの媒体にしかす



ぎない。
⒝ 内なる自我すなわち高級自我（Higher Ego）
　ブッディとは無関係のマナス、すなわちいわゆる第五

本質である。マインドの本質はブッディと一体になった
時のみ霊的自我となる。唯物論者はどんなに知的能力が
あっても、このような霊的自我はないと考えられる。高
級自我、永続的個性、「輪廻する自我」である。

⒞ 低級自我、人格自我（Lower Ego）
　動物的本能、情欲、欲望などの低級我と結びついてい

る肉体人間である。これは「仮の人格」と言われ、肉体
および肉体の幽体または複体を通して活動しているカー
マ・ルーパと結合した低級マナスで出来ている。

　あとの本質「プラーナ」すなわち生気は厳密に言えば、
普遍的生命と唯一なる我としてのアートマンの放射して
いる力、またはエネルギーである。プラーナはアートマ
ンの低級な面、あるいはむしろ、顕現しているので、事
実上もっと物質的な結果を生じるアートマンの局面であ
る。プラーナは客観的宇宙にあまねく浸透しており、ま
た、生きている人間に絶対に必要な要素であると言うの
で、一応一つの「本質」と言われているのです。

【問】　この分け方の組み合わせのほうがずっと簡単でよい
と思います。他のものはあまりにも形而上学的でした。

【答】　神智学者も局外者も賛成して下さるなら、きっと問
題がずっと分かりやすくなるでしょう。
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　Ｈ・Ｐ・ブラヴァツキー夫人は、『シークレット・ドク
トリン』などで近代神秘主義の基礎となった神智学体系を
世に伝えた時、これは個人が見いだしたことではなく、自
分を指導してくれた大師方に至る、「神聖な科学」に精通
した幾世代ものオカルティスト達の研究概論であると主張
した。
　夫人によると、この「科学中の科学」は昔は全世界に広
がっていたが、今、東洋の奥まった所にしか残っていない。
しかし現在、科学と宗教が統合される新時代の夜明けに、
この道の厳しい条件を満たす人は誰でも、大師方から指導
を受けることができる。
　神聖な科学即ち「オカルティズム」の存在、その危険と
可能性を現代人に知らせることは、ブラヴァツキー夫人の
使命であった。本書は、オカルティズムの実践について夫
人が著した基本的な論文がすべて集まっている。それは、
愛他心の重要さ、同胞団のルール、大師方の存在、弟子道
の条件、修行の準備など、道のさまざまな面に触れる。ま
た、弟子道の志願者のための『秘教部門の教え』の真髄が、
本書ではじめて邦訳された。人のためになる実践に向かっ
て進みたいと願う真剣な学徒にとって貴重な手引きとなろ
う。

　Ｈ・Ｐ・ブラヴァツキー夫人の作品は、古代人の巨大な
知識を集約しただけでなく、さらに重要な、その知識の基
礎である「神聖な科学」のいろはを私達に伝える。ブラヴァ
ツキーによると、太古のこの科学はかつて世界中に広がっ
ていたが、周期的な状況のために、現在西洋の国々でほと
んど死に絶えてしまった。しかし東洋では、神聖な科学は
いまだに存在し実践されており、インドでダプタ・ヴィディ
ヤー即ち「秘密の科学」、「秘められた智慧」と呼ばれている。
　この基礎的概念を十九世紀の知識人達に伝えるために、
ブラヴァツキー夫人はグプタ・ヴィディヤーに当たる訳語
を見つけるのにたいへん苦労しかに違いない。『ベールを
とったイシス』などの初期の作品でそれは magic あるい
は occultism と言われていたが、magic は手品や魔法や儀
式的魔術というニュアンスをもっているので、あとの作品
にはあまり使われなくなった。esotericism（秘教）や the 
Sacred Science（神聖な科学）など、ほかの訳語が用いら
れることもあるが、結局 occultism は、誤解を招くところ
もあるものの、当時の読者達に一番なじみのある言葉とし
て採用された。
　ブラヴァツキーの言っている「オカルティズム」は当然、
心霊現象や「超自然的なこと」を漠然と指す現代の「オカ
ルト」とは全く違う意味である。夫人のいうオカルティズ
ムは、人類と同じくらい古い「科学中の科学」で、人間の
最高の成就である。神聖な科学は近代科学と同様に、普遍
的真理を探求するために厳密な方法を用いるので、科学と
言える。しかし、道具と教育と動機という面において、神
聖な科学と世俗的な近代科学は大いに異なる。
　物理的な観察をするために近代科学は様々な装置に頼る
が、神聖な科学は物理的及び非物理的な観察をするには、
主に、清められた人問の心の認識力に頼る。（一人の観察

実践的オカルティズム

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク
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は幾代もの先輩達の観察と照らし合わせて真正さが確かめ
られる。）最高の研究道具であるこのような浄化された心
を養うには、当然、記憶力や競争力を育てる近代教育法と
違うトレーニングが必要である。この訓練は、神聖な科学
に精通した師匠の下で行なわれるので、弟子道と言われる。
弟子道の主要な目的は、弟子の心から一切のエゴイズムを
除き愛他の精神を育てることである。愛他心は神聖な科学
のアルファとオメガだからである。弟子道の志願者の心が
試され清められる、数年にわたる見習い期がうまくいけば、
志願者は最初のイニシエーション（秘伝）を授かり、弟子
として受け入れられる。
　はるか背から神聖な科学の伝統を守ってきた国際的な組
織かおる。ブラヴァツキーはこれを簡単に「同胞団」と言う。
釈尊、イエス、プラトン、聖徳太子など、世界の偉大な聖
者達と哲学者達はこの秘密結社の「同胞達」である。すべ
ての宗教と哲学は、この智慧の大樹の枝にすぎない。同胞
団の指導者達である「大師方」は優れた美徳と神通力をもっ
ているので、神聖な科学の訓練を受けていない透視能力者
によって神や天使と間違えられるが、肉体や精妙体（応身）
をもつ紛れもない人間である。
　大師達はインドで「リシ」や「マハートマ」と呼ばれ、
仏教の「菩薩」と道教の「聖仙」に当たる。仏教では同胞
団全体の象徴は観音である。観音さまと同じように同胞団
は、いろいろな方法と形で人類を助けてくださる。その活
動は周期によって違ってくる。昔、同胞団はもっとオープ
ンに働くことができた時代もあったが、現在その仕事は秘
密裏に行なわれる。たまに同胞団はブラヴァツキーのよう
な「使者」を遣わすこともあるが、原則として同胞団のメ
ンバーは自分がそうであることを決して言わないし、むし
ろそれをできるだけ隠そうとする。同様に、神智学協会を
含めて、同胞団を代表する団体はあり得ない。従って、自
分が大師であり、大師方に指導されているなどと公言する
人と団体はほとんど例外なく、にせものである。
　どの時代にも弟子道を進むことは極めて難しいことであ
る。しかし、現在は旧時代と新時代の勢力が互いに戦って
いる過渡期なので、オカルティズムに近づこうと思う人は
さらに厳しい誘惑と困難に直面する。「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に、
かなり簡単に黄金の門に行き着き、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」（本書
第一部の二「オカルト道とオカルト技術」より）。インス

タントな幸福を看板にする団体と師匠達、幽体離脱やチャ
クラ行法を教える著者と出版社は、病気、精神異常、馮依、
絶望、自殺に至る道へと探求者を誘い込んでいる。
　実践的オカルティズムは人間と宇宙の最も強力なエネル
ギーを呼び起こす道であり、私達現代人にとって完全に未
知の領域であるために、非常な慎重さを必要とする。この
道を歩んで成功したブラヴァツキー夫人は私達が直面して
いる迷いと危険をよく理解して、慈悲と自信をもって私達
に誠実なアドバイスを与えてくれる。彼女は短刀直人に話
すので、あまり説明を加える必要はないが、現代の探求者
にとって最も肝要な点をまとめてみれば、次の通りである。

⑴オカルティズムの実践は趣味道楽ではなく、むしろ、人
間にとって最も困難な成就である。現代文明の教育法と価
値観はオカルティズムの原理に反しているので、私達現代
人にはなおさら難しいものである。
⑵従って、オカルト理論の研究からオカルト実践に移る前
には、精神的、道徳的、肉体的な準備が絶対に必要である。
性エネルギーを完全にコントロールする純潔さは、道に入
る必須条件である。
⑶愛他心と無私無欲は道の原動力である。言い換えれば、
本当のオカルティストの目的は自分の発達によってできる
だけたくさんの人達を益することであり、専門知識と神通
力はそうした博愛的な努力の副産物にすぎない。　道に入
る動機が少しでも利己的なものであると、黒魔術という邪
道に陥る。
⑷身内と社会に果たすべき義務責任を捨ててオカルティズ
ムに入る人は必ず失敗する。
⑸実践的オカルティズムは信頼すべき師匠の下でしか行な
うことができない。もちろん、師匠自身は造詣が深くて高
潔な方でなければならない。どんな形であろうと、まこと
の師匠と団体なら、実践的オカルティズムの指導を売るこ
とはない。
⑹霊媒道とオカルティズムの弟子道の方法と結果は正反対
である。降霊術とチャネリングで霊媒と参加者達は受動的
になるが、オカルティズムは最高度の積極性と用心深さを
弟子に要求する。
⑺オカルティズムの厳しい必須条件をそのまま満たす用意
のない人は、オカルト行法と実践に全く触れないほうがよ
い。

　本書はオカルティズムについてのブラヴァツキーの論文
を四部に分ける。第一部は基礎的な論文である。第二部は



マハートマ達の性質とチェーラ達（弟子）の道を扱う。第
三部は、秘教部門という実践的オカルティズムを真剣に研
究する神智学徒のグループの教えの抜粋である。第四部は、
ブラヴァツキー夫人と他の神智学徒達の対話に基づいた論
文である。よりよく理解する助けに各部に前書きをつけ、
第四部のあとに簡単な用語解説をつけ加えた。
　Ｈ・Ｐ・ブラヴァツキーは、オカルト・リハイバルを開
いた人として深い責任を感じた。そのために、オカルト道
の本当の目的を示しながら、その危険と落とし穴をはっき
りと指摘してくれたのである。このような警告をネガティ
ブと感じる読者もいるだろうが、ブラヴァツキーの教えは
全体として人間の未知の可能性を肯定し、すばらしい新時
代の必然性についての確信を伝える。
　弟子道の厳しい条件を満たすことのできる人は、ごく少
数である。しかし、オカルティストにならなくても、オカ
ルティズムの目的、即ち人類を益することは十分にでき
る。例えば、メスメリズム即ち気孔のような「オカルト技
術」を学んでたくさんの人々を助けることができる。自分
の能力や限界を冷静に評価するなら、ほとんどの学徒はオ
カルトの実践を来生に回し、今生その準備だけに集中する。
しかし、実践的なオカルティズムにチャレンジする人はど
の時代にもいる。ブラヅアツキーは、特に各世紀の最後の
二十五年、そのよう人達は同胞団に近づくチャンスを与え
られると言う。
　読者がどの道を選択しようと、私達は成功と安全をお祈
りするしだいである

　一八八七年にブラヴァツキー夫人がロンドンに移って
『ルシファー』誌を始めた頃、ヨーロッパの雰囲気にオカ
ルティズムが漂っていた。心霊現象やオカルトの理論の研
究だけでは満足できなくて実践をしてみたいと思う人達が
急に増えていった。ブラヅアツキーはこの状況に応じて「ル
シファー」に「実践的オカルティズム」（一）と「オカル
ト道とオカルト技術」（二）という論文で、神聖な科学の
可能性と条件をはっきり指示した。夫人の死後、彼女の弟
子達はこの二つの論文に「日常生活のための実践上の提案」

（三）をつけ加えて『Practical　Occultism』という単行本
を出した。「日常生活のための実践上の提案」はブラヴァ
ツキーの原作ではなく、『バガヴァッド・ギーター』や『ル
シファー』などからの引用文を抄録したものである。オカ
ルト実践についての論文は神智学徒達から様々なレスポン
スを起こしたが、ブラヴァツキーは質疑応答（四）という
形で二人の探求者達の問いに答えた（四の⑴、四の⑵）。
本書ではこれらの答えが、同じような話題の質疑応答（四
の⑶、四の⑷）と共にまとめられている。
　もちろん、ブラヴァツキーは前述の論文で初めてオカル
ティズムを扱ったわけではない。彼女の最初の大作『ベー
ルをとったイシス』の要約はオカルティズムを「魔術」と
呼んでその基礎的原理を説明している（五）。その文章に
もブラヴァツキーはオカルティズムの技術的な面だけでは
なく、どのようにして無私無欲の生活を送ればよいかとい
うはるかに重要な問題に触れている。この問題は、ブラヅ
アツキー文集の最も深遠な論文に数えられる「大いなるパ
ラドックス」（六）と、同じ頃に書かれた小論文（七、八、
九、十）のテーマである。なお、もっと早い時期に出来た

「霊的進歩」（十一）も題の通り、精神的な展開の道を示す
基礎的な論文である。

一　実践的オカルティズム

　オカルティズムの実践的な指導を求めている人達がたく
さんいるので、次のことを説明する必要がある。
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⒜理論的オカルティズムと実践的オカルティズム、即ち「神
智学」や「オカルト科学」といわれるものの本質的な違い。
⒝実践的オカルティズムの研究に伴う困難。

　神智学徒になることはやさしい。普通程度の知的能力が
あり、哲学的なことに向いている人なら誰でもなれる。ま
た、清純で非利己的な生活をし、自分が助けてもらうより
も隣人を助けることに喜びを感じる人、いつも他の人々の
ために自分の楽しみを犠牲にしようとしている人、利益を
得ようと考えずに、真理、善、智慧を、真理、善、智慧で
あるが故に尊ぶ人は神智学徒である。
　しかし、善悪を正しく識別して何をすればよいかを知る
道、即ち、少しも身を動かさずに自分の望む通り善行を為
す力が得られる実践的オカルティズムの道に入ることとは
全く別の問題である。
　その上、学徒が知っておくべき重大な事実が一つある。
つまり、師匠は弟子のために、ほとんど無限と言ってよい
ほどのたいへんな責任を取らなければならないというこ
とである。公然と、あるいは秘蜜畏に教える東洋のグルか
ら、神聖な科学の基本を弟子達に伝える西洋のわずかなカ
バリストに至るまで——西洋のこのような「高僧方」は自
分の招く危険について知らないことが多いのだが——師匠
達は皆同じように、この神聖な法則に従っている。師匠達
が本質的なことを教え始めた時から、つまり、サイキック、
メンタル、肉体的いずれかの力を弟了達に与えた瞬間か
ら、その弟子がイニシエーションを受け大師となり自分の
弟子達に対して責任が取れるようになるまで、オカルト科
学に関して弟子の一切の罪の責任を引き受けることになっ
ている。罪とは、悪いことを為した「作為犯」だけではな
く、為すべきことを為し損なった「不作為犯」も含んでい
る。ギリシア正教では非常に重要視され実行されている
が、ローマ旧教では半ば忘れられ、新教の教会では完全に
絶えてしまっている不思議な法規がある。その法規はキリ
スト教のごく初期に始まっていて、今述べた師弟関係の神
聖な法則に基づいており、神聖な法則のシンボルであり表
現でもある。この法規によれば、子供とその名づけ親であ
る教父母との関係は、完全に神聖なものである。教父母達
は、新しく洗礼を受けた子が善悪を知り責任をもてる人間
となる日まで、その子のあらゆる罪の責任を引き受けるの
である（洗礼を受ける子供はイニシエーションを受ける者
と同様に、油を注いで清められる。これはまさに、機密で
ある！）。
　そんなわけで、師匠達がなぜオカルティズムについて口
が重く、弟子達が自分の適性を証明し、大師と弟子両方の

安全に必要な特性を身につけるために、なぜ七年もの見習
い期間を勤め上げなければならないかが明らかとなろう。

＊　子供と名づけ親の関係は、ギリシア正教会ではたいへ
ん神聖なものと考えられている。それで、教父と教母の間
の結婚は最も悪い近親相姦と見なされ、不法なこととして
法律によって無効とされるのである。また、教父と教母の
子供達の間の結婚も厳禁とされる。
　オカルティズムは魔法ではない。呪

まじな

いのことを習ったり、
普通のエネルギーよりも精妙だが、肉体的、物理的性質の
諸エネルギーを使う魔法を習うことは比較的にやさしい。
人間の中の「動物魂」の諸能力はすぐ目覚めるものである。
愛、憎しみ、激しい感情によって呼び起こされるような
エネルギーは、容易に開発できる。しかし、これは黒魔術

（Black Magic,sorcery）である。力の行使が、有害な黒魔
術になるか、あるいは有益な白魔術になるかは、動機にの
みよる。力の行使者の中に、ごくわずかでも利己的な気持
ちが残っていたら、霊的な力は使うことができない。なぜ
ならば意図が完全に純粋でないと、霊的な力はサイキック
なものに変わり、アストラル界で働いて、悲惨な結果を生
ずるからである。動物魂の能力とエネルギーは、非利己的
で寛大な心の人々でも、利に的な執念深い人達であっても、
使うことができるものである。しかし、霊の様々な能力と
エネルギーを使用できるのは、完全に心の清い人々だけで
ある。そのような使用は、神聖な魔術である。
　では、「神智」の学徒となるのに必要な条件は何だろう
か？　次の条件を満たし、何年もの間、条件を厳しく守り
ながら学んで行かなければ、実践的オカルティズムの指導
を与えられる可能性はない。これは必要不可欠なことであ
る。深い水の中に入らなければ、誰も泳ぐことはできない。
鳥は翼が成長しなければ、また、空間が自分の前にあり空
中に自分を託す勇気をもっていなければ、飛午ことができ
ない。両刃の剣を振るおうと思う人が、その剣をはじめて
振ってみる時に自分を傷つけるようなことから避けるため
に、また、もっと悪いことに、他人を傷つけるようなこと
を避けるために、まず刃のない武器で完全にマスターして
おかなければならない。
　神聖なものか黒魔術に変わるという危険を避けて、神智
の研究を安全に進めて行くのに必要な諸条件のおおよその
概念を伝えるために、東洋のすべての教師に与えられてい
る「秘密の規則」の中から少し引用してみよう。次の数項
はたくさんの規則から選んだもので、「　」の中でその解
説をして行くことにしよう。
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⑴指導を受ける場所は、心を散らすようなことがなく、ま
た、よい影響力を放出する（磁気のある）もので満たされ
ているような所でなければならない。そこには、神聖な「五
色」が円の中に集められているものがなければならない。
その場所は、空中に漂っているいかなる有害な影響も受け
てはならない。

〔その場所は、他の目的に使ってはならない。「五色」とは、
ある形に配列された虹の五色である。その色は、磁力がた
いへん強いからである。「－有害な影響」とは、不和、喧嘩、
悪感情などによる妨害のことである。喧嘩などは直ちにア
ストラル光、即ちその場所の雰囲気に印象をつけ、大気中
に漂うようになると言われているからである。この第一条
件は満たしやすいようにみえるが、よく考えてみると、最
も達成し難いものの一つだということが分かる。〕

⑵弟子が「面と向かって」学ぶことを許されるようになる
前に、他のウパーサカ（在俗の弟子）のえり抜かれた仲間
と共に、基本的な理解力を身につけなければならない。そ
の場合、仲間の数は奇数でなければならない。

〔「面と向かって」ということは、この場合は一人で、つま
り他人と離れてという意味である。この時、弟子は自分自
身（自分の高級我、神聖我）か、または自分のグルのいず
れかと向かい合って教えを授けられるのである。この時は
じめて、自分の知識をこれまでどのように応用したかとい
うことによって、当然受けるべき新しい教えを受けるよう
になる。これは修行の全期問の終わりに近づいた時にだけ
起こり得ることである。〕

⑶『ラムリン』のよい言葉（聖訓）をラヌー（弟子）に伝
える前に、また、デュブジェドの準備を弟子に許す前に、
弟子の心が完全に浄化し、すべてのものの、特に自分と「他
の自我達」と仲よくなっているように注意せよ。でなけれ
ば、智慧の言葉、妙法の言葉は散逸し、風に吹き上げられ
てしまうだろう。

〔『ラムリン』とは、ツォンカパによる実践的な教訓の著作
で二つの部分から成っいるものである。一部は聖職的で
顕教的な目的で、もう一部は密教的な目的をもっている。

「デュブジェドの準備をする」とは、鏡や水晶のような、
透視のために使う道具を準備することである。「他の自我
達」というのは、兄弟弟子のことを言っている。兄弟弟子
の間に最大の調和がないと成功はしない。師匠は、陽と陰
の要素を細心の注意を払って集め、調整しながら、弟子達
の磁気的性質と電気的性質に従って、えり抜きのグループ
を作るのである。〕

⑷勉強中のウパーサカは、一つの手の五本の指のように統
一しているよう注意しなければならない。仲間の一人を傷
つけることは他の者達もみな傷つけることになると、師匠
は弟子の心に印象づけなければならない。もし一人の喜び
が他の者達の胸に反響しなかったら、要求されている条件
は満たされておらず、学び続けても無駄である。

〔予備的な選択が磁気上の条件を満たしていれば、このよ
うなことはほとんど起こり得ない。真理の受け入れに適し
ている、他の面では前途有望な弟子が、痛癩を起こしやす
く仲間とうまく調和することができないために、指導を受
けるのを何年間も待たなければならなかったというケース
もある。なぜなら……〕

⑸グルは兄弟弟子達を琵琶の絃のように、調子を合わさな
ければならない。絃はそれぞれ違ってはいるが、互いに調
和して音を出さなければならないからである。兄弟弟子は
一つになってグルの最も軽いタッチに答える鍵盤でなけれ
ばならない。このようにして、兄弟弟子達の心は智慧のハー
モニーに向かって開き、神智が各人すべてを貫く知識とし
て振動することだろう。これは、主宰している神 （々守護神、
守護の天使）に喜ばれ、弟子に役に立つ結果をもたらすの
である。だから、智慧は永久に弟子達のハートに刻印され、
法則の調和は決して破られることはない。

⑹シッディ（神通力）に至る知識を得たいと思う者は、こ
の世の空しい快楽や虚栄をすべて放棄しなければならな
い。

⑺自分だけは仲間の学徒とは違うのだと思うことは誰にも
許されない。例えば「私はいちばん賢い」とか、「私は仲
間より神聖だし、先生や周りの大達にいちばん好かれてい
る」などと思う者は、ウパーサカの道をやめなければなら
ない。ウパーサカは、いかなる生き物への敵悦心も追い払っ
て、思いを我が心に向けなければならないのである。心
は大自然のあらゆるものと非分離感で満たされるべきであ
る。でなければ成功はしない。

⑻ラヌーは外界では生きているものの影響（生きているも
のからの磁気的放射）だけを怖がればよい。従って内面的
にはすべてのものと合致しながらも、あらゆる外部的影響
から自分の外部の体を離しておくように気をつけなければ
ならない。例えば、自分以外の人の食器から飲んだり食べ
たりして、他の人や動物と肉体的接触（触れることと触れ
られること）をしてはならない。



〔愛玩動物も許されない。ある木や植物に触れることも禁
じられている。弟子は、オカルト目的のために、いわば、　
自分白身の雰囲気を個別化するために、その雰囲気の中で
のみ生きなければならないのである。〕

⑼弟子の心は、自然の普遍的真理以外のいかなるものに対
しても、無感動でなければならない。でなければ「ハート
の教え」が、「目の教え」（中味のない顕教的な典礼過重主義）
に成り下がるからである。

⑽どんな動物食、即ち、命をもつものも、弟子は食べては
ならない。葡萄酒もその他の酒も阿片も用いてはならない。
こうしたものは不注意な人を捕まえる悪霊のようなもので
あり、理性を貪り食うからである。

〔葡萄酒やその他の酒はその製造に携わったあらゆる人々
の悪い磁気を含み、その磁気を持ち続けると考えられてい
る。動物の肉はいずれも、その動物のサイキック性質を保
持しているのである。〕

⑾瞑想、禁欲、道徳的義務の遵守、やさしい思い、善い行
ない、親切な言葉、すべての人々への善意、己れを忘れる
ことは、知識を得て高級な智慧を受ける準備をするために、
最も効果的な手段である。

⑿ラヌーは、前述の規則を厳密に遵守する時にのみ、時至
れば、アルハットの力を得、次第に「普遍的全」と一体と
なるように成長することを期待できるのである。

　これら十二の規則は、七十三から成る規則の中から抜粋
したものである。七十三すべてを列挙しても、ヨーロッパ
では意味が通じなくて無益であろう。わずか十二の規則で
も、西洋に生まれ育った人にとってウパーサカの道を進む
ことが、どんなに難しく障害が多いかを十分示している。

＊　あらゆるチェーラ、在家弟子達でさえも、第一秘伝の
あとで「ラヌー・ウパーサカ」となるまでは、「ウパーサカ」
と呼ばれるのである。秘伝を受ける ‐ までは、ラマ僧院に
住んでおり特別な指導を受ける者達も「在家」と考えられ
ている。

　西洋、特に英国の教育はすべて競争と闘争の原理で満ち
あふれている。どの子供もより早く覚え、自分の仲間を追
い越し、あらゆる分野で仲間を越えるように促されている。

「親善競争」と間違って言われていることが、倦
う

まずたゆ

まず植えつけられ、日常生活のすべての行ないに競争心が
はぐくまれ、強められている。
　子供の時からこのような考えを叩き込まれた西洋の人々
が、仲間の学徒達に対して「一つの手の五本の指のように
統一している」と感じられるようになることが、どうして
できるだろうか？　仲間の学徒達も、自分自身が選んだわ
けではないので、必ずしも自分と気が合ったり自分が高く
評価する者ではない。師匠によって全く別の理由で選ばれ
るのである。そして学徒となりたがっている者はまず、他
の人を嫌ったり、反感をいだくことなどを、一切心の中か
ら追い出すほど強くならなければならない。熱心にこれを
やってみようとする西洋人が多くいるだろうか？
　その上、日常生活のこまごましたことを支配するルール
や、親しい人の手にさえ触れるなとの命令などがある。そ
れは愛情や好感についての西洋の概念に何と反することだ
ろう！　何と冷たく、きつく思えることだろう！　また、
自分自身の進歩のために他人に楽しみを与えないようにす
るとは利己的すぎると西洋の人は言うことだろう。よろし
い。そう考える人々には熱心に道に入ることを、次の生ま
で延ばさせよう。しかしその人達に、想像上の非利己心を
自慢させないようにしよう。なぜなら、自分のことを非利
己的だと思うのは、本当は一種の自己欺隔で見せかけにし
かすぎないし、情緒主義や感傷に基づいた月並みな考え方
か、中身のない社交生活のつまらぬ「礼儀」であり、真理
の命ずることではないからである。
　このような難しい条件は「外的」と考えられるかもしれ
ないが、非常に重要なものである。しかしそうした条件
を別にしても、西洋の学徒達はどうやって、右に要求さ
れたような調和に心を合わせることができるのだろうか？　
ヨーロッパやアメリカでは自己中心が非常に強くなってい
るので、メンバー達が互いに憎しみ合ったり、嫉妬し合っ
たりしていない芸術派は一つとしてないのである。職業上
の憎しみや妬みは周知のことになっている。人々はどんな
犠牲を払っても自分の利益を計るし、いわゆる「礼儀」で
さえも、憎しみと嫉妬の悪魔を隠すうつろな仮面にしかす
ぎないのである。
　東洋では「万物非分離」の精神が、西洋の競争心のよう
に、子供の時からしっかりと教え込まれる。個人的な野心、
個人的な感情や欲望が強くなるようには躾けられないので
ある。もともと心の土壌が良ければ子供が正しく育てられ、
低級我が高級我に従う習慣が強く根づいた大人に成長する
のである。西洋人にとって、他のものに対する好き嫌いは、
行為に方向を与える原理である。たとえそれを自分の生活
の大法則とせず、また他人にそれを押しつけようとしない
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場合でも、西洋人は好き嫌いに従って行動する。
　神智学協会であまり学ぶことはなかったと不平を言う
人々には、昨年（一八八七年）二月の『道』に出た論文の
言葉を心に留めてもらおう。つまり、「各段階では、まこ
との鍵は求道者自身である」ということである（編註）。「智
慧の始まり」は「神への恐れ」ではなく、内なる我の知識
である。その知識こそ、まことに智慧そのものである。
　前述の真理をいくらか理解し始めたオカルティズムの学
徒にとって、オカルトの智慧を求めに来たあらゆる者にデ
ルフォイの神託が与えた答えは何とすばらしく、深い真実
を表していることだろう。その言葉は賢明なソクラテスに
よって繰り返され、実践された

「人よ、汝自身を知れ」

【編註】『道』誌二巻十一号、一八八八年二月号、三三〇頁。
ウィリアム・クァン・ジャッジは、ウィリアム・ブレホン
というペンネームで『バガヴァッド・ギーター』第二章を
分析して、秘伝を授ける地球の最初の学校について次のよ
うに言う。「その学校は秘密なのである。というのもそれが、
自然の秩序そのものに基礎を為しており、指導者が皆まこ
との大師方（Hierophants）なので、まことの鍵がなけれ
ば奥まった所に足を踏み入れることが許されないからであ
る。そして各段階では、まことの鍵は求道者自身

4 4 4 4 4

である。
求道者は実際上、そのしるしと鍵になるまで、次の段階に
上がることはできない。このようにして、学校全休だけで
なく、各段階も、招かれざる者が入ることができないよう
に自らを保護しているのである」。（訳註。ここで秘伝の「学
校」といわれるのは、一定の場所にある施設または学派で
はなく、大師方の同胞団、光のヒエラルキアそのものであ
る。編註はブラヴァツキー文集の編纂者Ｂ・ジルコフによ
る。）
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