
J u l y & A u g u s t

2019 年 7・8月号　神智学協会ニッポン・ロッジ会報誌　vol.44

T O P I C S

神智学の要約

可視と不可視の人間

神智学の鍵

実践的オカルティズム

バガヴァッド・ギーター講釈



神智学の要約

可視と不可視の人間

神智学の鍵

実践的オカルティズム

バガヴァッド・ギーター講釈

テオソフィア 7・8 月号　vol.44 神智学協会ニッポン ･ロッジ会報誌

ひとこと
今月の

　先日、協会メンバーの長崎さんと zoom のテレビ電話で神智学やカバラ、ヨガ
などについて話し、楽しい時間を過ごしました。その内容は近日中に youtube に
アップしたいと思います。遠方の方であっても最近は簡単に、顔を見て話すこと

ができるので、つくづく便利な世の中になったなぁと思います。
　こういうスピリチュアルの世界では、特に議論するということが大事なのではないかと思います。自分一
人で本を読んで納得したり、何か体験だけで良しとするのではなく、相手と話したり質問することで、自分
の考え方は磨かれていきます。自分の経験だけで突っ走る人はよく事故にあいますし、自分の被害だけなら
まだしも、多くの人を迷いへと誘いこんでしまいます。ですので、神智学協会の目的は一つにそういった気
兼ねなく話し合うことのできる学びの場をつくることかなと思います。
　また、実践的オカルティズムにもあるように、神智学協会は友愛の同胞団ということであるので、メンバー
間で活動を助け合ったり、広め合ったり、共に学んだりということをもっと積極的にできるようになれば楽
しいのではないかと常々考えていまう。まあ、せっかくこんなマニアックな分野を学ぶ数少ない人たちのネッ
トワークがあるのですから、協力し合えればいいですね。
　今回お話した、九州で活動されている長崎さんの HP は http://om5yoga.com/index.php/ です。よかっ
たら見てください。

神智学協会会長　岡本
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著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

（先月号のつづき）

　同時に、これらの周期には、別の周期がすでに始まっ

た後しばらくして終わるか、終わりに近づくが故に、しっ

かりした境界線や開始の瞬間はない。したがってそれら

の周期は、昼が夜に変化していくのと同じように、互い

に部分的に重なり合っていく。そして一方が完全に終わ

り、もう一方が本当に開花をもたらすことで始まる時に

のみ、私たちは新しい周期に入っていると言える。その

ことは、一つの周期が終わってもう一つが始まる瞬間が

互いに部分的に重なっているならば、一方の外周がもう

一方の中央に接する、隣接した二つの円の比較で説明で

きるだろう。あるいは歩く行為において人が周期の進行

を表していると想像することによってわかる。歩く人の

前進の速度は、一歩一歩の距離により得られ、一歩の真

ん中の点つまり足取りの中間点に次の足が来ていること

が、周期の始まりと終わりである。

　次のようにして周期的な前進が促進されるか、または

さらに悪化される。周期が上昇、発展、前進している時

には、この地球の霊的な進歩も助けるためにサンスク

リット語の「ジュニャーニス」という用語で知られてい

る聖者たちが、周期が 下降している他の天体からこの

地球に降りて来る。同様に、私たちの周期が暗黒に近づ

くと、その方々はこの地球を去る。

　これらジュニャーニスを先に述べたマハートマおよび

アデプトたちと混同してはならない。したがって真の神

智学徒の正しい目的は、そのようなジュニャーニスがこ

の地球へと再び向きを変えて来ることができるように、

自らの影響力で暗闇を消散させるように生きることであ

るべきだ。

　神智学は「アストラル光」および「アーカーシャ」と

呼ばれる、普遍的に広がる高い天空の媒介物の存在も教

える。それは過去、現在、未来のすべての出来事の貯蔵

所であり、霊的な原因の結果が記録されており、霊と物

質両方からのすべての行為と思考の影響が記録されてい

る。それは「記録天使」が記録する書かもしれない。

しかし、アーカーシャをカバリストの言うアストラル光

やエーテルと混同するのは誤りである。アーカーシャは

エーテルの現象またはアストラル体に固有の現象の、本

体（noumenon ）である。なぜならアーカーシャは、

無限で、分割されず、無形であり、その唯一の生産物は

「音」*2 だからだ。

　そしてこのアストラル光とは、物質であって霊ではな

い。つまりそれは、アーカーシャが最上位を占める宇宙

本体の低級本質である。アストラル光にはすべての像（イ

メージ）を保有する力がある。そのことには、言葉と行

為だけでなく一つ一つの思考がそこに像を作るという言

説が含まれる。これらの像には二つの生命があると言え

るかもしれない。それは第 1 に、像としてのそれら自身

であり、第 2 にアストラル光の基質にそれらが残した印

象である。アストラル光の上級界には、人間の感覚で空

間や時間といったようなものはない。未来のすべての出

来事は、人々の思考と行為である。人々の思考と行為は、

起きることになっている出来事の事態を、それに先立っ

て作り出すものである。普通の人は必ず起こるこれらの

出来事を、絶えず、無謀に、邪悪に注目しているが、賢

人たち、マハートマたち、そして善の法則のアデプトた

ちは、神聖な法則に従ってこのような出来事を判断する

だけである。なぜなら、その方々はご自分の思考の生産

物を抑制するからだ。その上、アストラル光にはすべて

の分化した音が存在する。エレメンタルはその中のエネ

ルギーの中心である。死んだ人間と動物の亡霊もそこに

いる。それゆえ透視家や忘我状態の人はそこに、誰かの
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やったことあるいは言ったことをすべて見ることがで

き、自分と関係のある誰かに起こったことも見ることが

できる。それゆえに、特にこの界層から報告されること

になっている亡くなった人々の個性もまた、忘れられた

か未知である言葉や事実や考えを当てはめることで結論

づけられない。この物質の界層に、これまで生きていた

人々すべての写真を撮ることができ、その上、それらは

ふさわしい磁電気の表面に映る。亡くなった人の幽霊が

見えるみたいに、重さ、硬さ、大きさのすべての感覚が

生じたのである。

　アストラル光とエレメンタルの助けを借りて、さまざ

まな物質の元素が固い物質の形態の中か、平面上のどち

らかから招き出され、引き起こされるかもしれない。こ

の沈澱（プリシピテーション）は恒久的であるか、また

はすぐに消えていくよりもむしろわずかな凝集力がある

かもしれない。ただ、エレメンタルの助けは、エレメン

タルの存在を統治する法則の完全な知識に加え、強い意

志によってのみ獲得できる。この点のさらに詳しいこと

を伝えることは無駄である。なぜなら第一に、訓練され

ていない学徒には理解できないからだ。そして第二に、

この宇宙でそれが可能であるにもかかわらず、完全な解

説は許されていないからだ。

　エレメンタルの世界は、私たちの世界そして学徒の間

で重要な要素である。人間が発達させた思考はそれぞれ、

エレメンタルと即座に合体し、それから人間の力を超え

たものとなる。

　このプロセスがあらゆる瞬間に起こっていることは容

易に見て取れる。したがって、それぞれの思考は実体と

して存在する。その実体が生きのびる長さは、次の二つ

のこと次第である。（a）人の意志と思考の、もともとの

強さ。（b）それと合体したエレメンタルの強さ。後者は、

そのエレメンタルが属する部類によって決まる。良い思

いも悪い思いもそれは同様である。そしてほとんどの悪

意ある思考の下にある意志は、たいてい強力であるため、

その結果は非常に重大であることがわかる。なぜならエ

レメンタルには良心がなく、時々運ばれて来る思考から、

その性質と傾向を得るからだ。

　人間は各自が自分のエレメンタルを持っており、それ

らのエレメンタルはその人の思考と性質を帯びている。

もしカッとなるか、批判的で情け容赦のない非難の思い

を人に向けると、君はその特定の誤りか失敗に属しそれ

をもたらすエレメンタルを自分自身にたくさん引き寄

せ、それらは君へと凝集する。それゆえ、君はその行為

の出所と原因を知らないでただ人を不当に非難すること

で、直ちにその人の誤りと失敗の共有者となって自分も

同じことをし、霊（エレメンタル）は「自分よりも悪い

7人の悪魔」（諺）の報復を放つ。これがよく言われる「人

を呪わば穴二つ」という諺の原点であり、そしてそれは

磁気的親和性を支配する法則にその起源がある。

　カリユガにおいて私たちは、人生が物質的な方向を向

いていた先祖の行いや思いなどがすべて入り混じった、

アストラル光の中の膨大な数の像（イメージ）に影響さ

れ、魅了されている。これらの像は、像に気づいている

内的人間に、暗示により影響を及ぼす。より輝かしい時

代には、このような像の影響は真理へと向かうものであ

ろう。このように私たちが形作り描いたアストラル光の

影響は、私たちがそこに像を置き続ける限り残るだろう。

そのようにしてアストラル光は私たちの裁判官に、そし

て刑の執行者になる。したがって、すべての普遍的な法

則はそれ自身の中に、達成の手段と、違反への処罰を含

んでおり、そしてその支配力を要求するあるいはその法

則を実施するためのさらなる権威は必要としない。

　アストラル光は固有の作用によって、形態を進化させ

もし、破壊もする。それは普遍的な記録簿である。その

主要な役目はカルマの法則の作用の媒体となること、ま

たは生命原理を前進させることであり、それゆえ深い霊

的感覚では、人間と、人間の神つまり高級な霊との間の

「仲介者」である。

──────────

*2 秘教哲学の神秘の教えの中でアーカーシャは、正確に

言うと女性の「聖霊」である。ロゴスである「音」また

は言葉であり、未顕現の母の顕現した一語である。（サー

ンキヤサーラ序文 p33 以下参照）
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エネルギーの振動を下げる例を示す。

　オカルト的な対応では、鉛は低級な個人のマインドと

関係がある。鉛がラジウムの最も低い物質化した現れで

あるとすれば、ラジウムは鉛のより高い極であり、それ

ゆえラジウムは高級な知性を構成する物質の段階である

に違いなく、あるいはそれは「高級マインドそのもので

あるに違いない」と言ってもよいだろう。したがって、

おそらく高級マインドの光がそこから来ると説明でき

る。ラジウムと高級マインドの類似は厳密である。その

両方とも、光と放射エネルギーの無尽蔵の源泉であり、

普遍的なマインドから直接、力を得ている。この同じ法

則が、肉体を構成する他のすべての元素および金属にも

適用される。すべてがそのより高い対応を有しており、

そしてそのより高い階層上には質、エネルギー、色つま

り物質化された側面の魂、光、霊がある。

　この図はラジウムから生じる別個のアルファ、ベータ、

ガンマと呼ばれる三つの放射線を示す。各放射線は異な

る特性を持つ。図表はこれらの異なる放射線が磁石の作

用によって影響を受けて進む進路を示している。

アルファ線は磁石から離れる。ベータ線は磁石へと引き

つけられる。

　ガンマ線は磁石の影響を受けても全く偏向されない。

図のラジウムは、重い鉛の塊の、穴の底にあるはずのも

のである。十分な厚さがあれば、鉛はどの光線にもその

固体を貫き通させない。

　アルファ線は電気的物質の粒子から成ると信じられて

おり、それは信じられないほど小さく、毎秒数千マイル

の速さで移動する。アルファ線はプラスに帯電している。

ベータ線はアルファ線よりもはるかに小さい物質の粒子

から成り、それは水素原子の 1000 分の 1 の大きさで、

1秒に 2万マイルの速さで進み、負の電荷を帯びる。

ガンマ線は磁石によって偏向されず、それらが放射する

点からまっすぐな線に分岐して進む。

　ガンマ線はアルファ線やベータ線よりも透過性が高

い。ガンマ線は物質の粒子から成るのではなく、X 線と

同じ性質であり、そのため動きの形式も X 線と同じとさ

れている。ガンマ線の速力は光と同じ、すなわち秒速

186,440 マイルである。この放射線のほとんど信じられ

ない速力はラジウムが内的でより高い意識の状態に属す

る物質であることを示しているだろう。敏捷な動きと振

動がついに空間と時間を超越し、最終的に「無限の神の

意識」の中の絶対的な運動と休息になる段階に到達せね

ばならない。学徒はラジウムと高級マインドと霊的自我

との間にもっと類似性を探すために洞察力を働かせると

よい。

　ただ一つの力、ただ一つの原理があり、そこからすべ

てが生じ、そこへすべてが戻らねばならない。この偉大

な法則を理解するために、私たちは人と物の起源と運命、

万物が本質的に一つであることを学ぶ。そしてこの一つ

であることは、万物の四海同胞の科学的根拠を示す。

可視と不可視の人間（初心者のオカルティズムより）１
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　　この前の二つの課で、物質の人間と物質の宇宙を特

に重点的に扱った。これには正当な理由がある。私たち

は物質を理解せずに霊を理解することはできない。霊を

理解せずに物質を理解することはできない。一方はもう

一方の完全な反映であり対応である。物質と霊は両方と

も、同じ「普遍的物質」の反対の極である。電池にはど

れも二極がある。人は、電池の一つの極を研究しもう一

方の極を知らないままでは、電池の性質を理解すること

はできなかった。総合的な意識を欠くある教師たちは、

弟子に物質を無視して単に霊を研究するよう言う。他の

教師たちは霊を無視し物質を学ぶよう言う。そのような

教えとその学徒は結果として魂のバランスの欠如に至る

に違いなく、物質または霊の一つの翼でメンタルの空中

を羽ばたき、ただ限られた円の中で永久にぐるぐる回る

だけでどこにも辿り着けない。

　「肉体的」存在として自分自身を知らなければならな

い。「霊的」存在として自分自身を知らなければならない。

いつか私たちは肉体の状態で最高から最低まで七つの段

階を「意識」していることだろう。そうでなければ「マ

スターすること」は不可能である。それゆえ、物質は重

要だ。「普遍的な対応の法則」は私たちに霊を明らかに

示すだろう──私たちが物質の法則を理解しているのと

同じように。同じ照応の法則が霊的人間に物質を示す─

─彼が自分の領域の法則を理解しているのと同じよう

に。

　目に見える宇宙は「天の人間」である。地の人間はこ

の「天の普遍的な人間」の縮図である。それは、海水の

水滴が海のすべての成分とともに海の縮図であるのと同

じだ。可視の「天の人間」は不可視の「霊的神人」の物

質的な極であり、全体として「神」と呼ばれている。そ

れに対応して、人間の肉体は「魂人間」を構成している

真の物質のエネルギーと資質の、外的で物質的な片割れ

である。なぜなら、信仰、希望、慈愛、同情、思いやり、

正義等々が実は魂を作り上げるのに使われる材料の精神

的段階のものであるように、水素、酸素、鉄、カリウム、

ナトリウム、石灰は肉体を作り上げるのに使われるから

なのだ。

物質と霊の極性

　宇宙の根源物質が極性を現す時、物質と霊とに分かれ

る。水滴が極性を示す時、水素と酸素に分かれる。偉大

な親和力の力が水素と酸素を化学的に結合させて水を作

る。それに対応して、霊と物質は再結合を求めて途方も

ない大活動を生み出す。この大いなる普遍的な「団結へ

の欲求」はすべての界において絶え間なく引いたり押し

たりする力を生み出す。それは宇宙における生命と自然

の、あらゆる運動と現象の真の原因である。水素と酸素

がそれ自体は水滴の中で消えるように、霊と物質は一方

が他方の中に統合されると消える。無限の均衡は永遠の

統一の中で達せられる。すべてが一つに再結合される。

ラジウムと高級マインド

　人類の肉体は変質の途中である。神聖な光が肉体の下

等な本質の中に具現している。そしてこれらは高められ、

霊的な現れへと戻されなければならない。金属のラジウ

ムはこの良い例である。このすばらしい元素は、これま

でにさまざまな元素の中に実体化することが知られ、今

では科学者に、金属の鉛はこのラジウムが最終的に降下

あるいは物質化して現れたものだと推測されている。こ

こで、濃密な物質の状態に達するまで、より高い特性と
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神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子

神智学の教えは『ヨハネによる福音書』で教えられている

【問】　キリスト教の信奉者はこれについて、次のように

答えるでしょう。正統派の教義は頑迷な罪人や唯物論者

には「針の山」のような地獄でひどい目に会わせると言っ

てはいても、他方では、最後の瞬間に悔い改めの機会を

与えています。それに正統派は神智学と違って、人格我

の絶滅を教えはしません。

【答】　たとえ、教会が私達の教えを少しも教えなくても、

イエスは教えています。このことは少なくとも、キリス

ト教よりもキリストに重きをおく人達には大事なことで

す。

【問】　キリストはそのようなことを教えていますか？

【答】　教えています。博識なオカルティストやカバラ学

者でさえ、そう言うでしょう。あなたが文字通りの解釈

を忘れ、秘教精神を忠実に守るならば、キリスト、とに

かく『ヨハネによる福音書』は人格我の絶滅も輪廻も教

えていることが分かります。『ヨハネによる福音書』一

五章一節から六節までを思い出して下さい。そのたとえ

話は人間の上のほうの三つ組について言っているのでは

ありませんか？　アートマンは農夫で、霊的自我すなわ

ちブッディ（クリストス）は葡萄の木です。そして動物

的で物質生命のある魂、すなわち人格我はその枝です。

「わたしはまことの葡萄の木、わたしの父は農夫である。

わたしにつながっている枝で実を結ばないものは、父が

すべてこれをとりのぞき、……枝が葡萄の木につながっ

ていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないよ

うに、あなた方もわたしにつながっていなければ実を結

ぶことはできない。わたしは葡萄の木、あなたはその枝

である。……もし人がわたしにつながっていないならば、

枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをか

き集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである」

　私達はこれを次のように説明します。枝を焼くという

脅しは罪人が地獄の火で焼かれるという意味だと神学は

強調しますが、私達は地獄の火を信じないで、農夫はアー

トマンのことであり、無限で非人格な原理のシンボル

（＊）であると言い、また、葡萄の木は霊的魂、すなわ

ちクリストスとし、一本一本の枝は新しい化身のことで

あるとします。

＊　秘儀に葡萄の木を植えたのは大祭司すなわち「父」

である。どのシンボルにもその意味を開く七つの鍵があ

る。プレローマを、秘伝を受ける人に示す者はいつも「父」

と言われた。

【問】　どんな証拠があってそのように独断的な解釈をな

さるのですか？

【答】　それが正しく、根拠のないものではないというこ

とは、普遍的な象徴学が証明しています。ヘルマス（＊）

は「神」のことを「葡萄畑を作った者」すなわち人類を

創造した者と言っています。カバラでは「老人の中の老

人」または「長い顔」が葡萄畑を作っていると言います。

葡萄畑は人類を示しています。そして葡萄の木は生命と

いうことです。ですから、「王なるメシア」の霊は世界

が出来た時から天の葡萄酒の中でその衣を洗っていると

示されています（＊＊）。王なる救世主とは天からの葡

萄酒すなわちブッディの中で、自分の衣すなわち再生中

の人格我を洗って自らを清めた自我です。アダムの「ダ

ム」は「血」という意味です。肉体の生命（ネフェシュ

すなわち魂）は血の中にあります（『レビ記』一七章一

一節）。そしてアダム・カドモンは神の唯一の子です。
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ノアも葡萄を植えます。これは未来の人間の苗床を示す

比喩です。同じ比喩を用いたのがナザレ派の聖典にもあ

ります。それによると、七本の葡萄の木が作られており、

それは七人の救世主＝仏陀をもつ七人種を現し、その葡

萄の木はケバル・ズィワから出てきて、フェルホ（また

はパルチャ）ラバが水をやります（『コデックス・ナザ

レウス』三巻六〇～六一頁）。祝福された者達が光の生

き者達の間をのぼって行き、生命の主であり、最初の葡

萄の木であるイアヴァル・ズィワを見るでしょう（同書

二巻二八一頁）。このようなカバラ学の比喩は当然、『ヨ

ハネによる福音書』一五章一節にも繰り返されています。

　私達の七重の分類法を無視する哲学に従っても、人間

の体系の中の自我すなわち「考える人間」はロゴスまた

は魂と霊の息子と言われていることを忘れないようにし

ましょう。「マナスは王と女王（秘教的にはアートマン

とブッディ）の養子である」とあるオカルトの本は言っ

ています。マナスはプラトンの言う人間＝神であって、

物質の救済のため、空間の中（または生命周期の継続の

間）で自らを十字架につけます。これをマナスは繰り返

し化身することで行ない、人類を完成へと導き、低級な

形体がより高く進歩する余地を作ります。マナスは自ら

を進歩させ、一生たりとも怠けずに、物質界のすべての

自然物の進歩を助けます。人格我に全く霊性の火花がな

いのでマナスが人格我の一つを失うような極めてまれな

ことがあっても、その喪失もマナスの個人的な進歩を助

けます。

＊　『ヘルマスの牧者』の「譬え」の五章六節。

＊＊　『ゾハール』の創世記の註釈　一一章一〇節。

【問】　しかし、もし自我が諸人格我の犯した罪に責任が

あるならば、その人格我の一つの喪失、またはむしろ絶

滅にも責任があるはずです。

【答】　その悲惨な運命をそらすために何もしない場合を

除いて、全く責任はありません。もしもマナスがあらゆ

る努力をしたにもかかわらず、私達の良心の声であるマ

ナスの声が物質の壁を通り抜けることができなかったな

ら、その構成材料が非常に不完全なために鈍感な人格我

は、自然界の他の失敗と同じ運命になります。自我はデ

ヴァチャンを経験しそこなうこと、特にほとんど間もな

く化身しなければならぬことで充分に罰せられます。

【問】　魂つまりあなたが人格我と呼ぶものをなくすこと

があるというこの教えを、スウェーデンボルグは「霊の

死」と言ってある程度承認していますが、キリスト教徒

と心霊主義者の理想主義的な理論とは反対です。彼等は

決してその教えを受け入れないでしょう。

【答】　たとえ彼等は本当にそれを受け入れなくても、自

然の事実を変えることはできませんし、また、時々、そ

んなことが起こってもとめることはできません。宇宙と

その中のすべてのもの、すなわち道徳的、知的、肉体的、

サイキック的、霊的なものは平衡と調和という完全な法

則の上に成り立っています。前に言ったように（『ベー

ルをとったイシス』英語版一巻三一八～三一九頁参照）、

諸天体の調和した回転の遠心力がなければ、求心力は現

れることはできません。

　あらゆる形体とその進歩は自然界のこの二つの力に

よってできます。さて、霊（ブッディ）は遠心的な霊的

エネルギーであり、魂（マナス）は求心的な霊的エネル

ギーです。一つの結果が生じるには、この二つは完全な

統一と調和状態にならなければなりません。それを引き

つける中心に向かっているこの世の魂（マナス）の求心

的な運動を中断し、邪魔し、デヴァチャンの状態に適さ

ないような、その魂に耐えられないほどの物質的重荷を

負わせてその進歩を阻止すれば、全体の調和は破られて

しまうでしょう。人格我の生命というよりもむしろ、人

格我の理想的反映は、この二つの力に支えられる時だけ

続けることができます。つまり、人格我がこの世に生ま

れ生きることはブッディとマナスの密接な結合によりま

す。少しでも調和が乱れると、人格我の生命に損害を与

え、また、取り返しがつかないほど破壊されると、この

二つの力は死の瞬間に分離してしまいます。人格我の霊

的エッセンスはデヴァチャンに入って行く自我にくっつ

いて永久的個性にその人格の「色合い」をいわば一時的

に与えますが、カーマ・ルーパでもマーヤーヴィ・ルー

パと言ってもよいですが、人格我の形体は少しの間カー

マ・ローカに行ってしまい、だんだんと消滅します。

　全く堕落した者、少しも霊的でない者、救われないほ

ど悪い者が死んだあと、非常に際どい、重要な時がきま

す。もし、生きている間に、内なる我（マナス）がマナ

ス自体と神聖なブッディの輝かしい光線とを人格の何か

に結びつけようとする最大限の必死の努力が無駄に終わ

るなら、また、もしもこの光線が肉体の脳のますます厚

くなって行く殻に、もっともっと入って行けなくなるな

らば、霊的自我、マナスが一たび体から解放されたら、

人格我の精妙な遺物から全く切り離されるようになりま

す。そしてその精妙な遺物すなわちカーマ・ルーパはこ

の世のものに引きつけられて、冥府に引き込まれ、そこ

にとどまります。この冥府を私達はカーマ・ローカと言っ

ています。そのような人格我の遺物はイエスの言われた

葡萄の木から切り落とされた「枯れた枝」です。しかし、

その絶滅はすぐに起こるのではなく、時には何世紀もか

かります。そうした人格我は他のもっと幸福な自我の遺

物と一緒に残り、魂の脱け殻とエレメンタリーとなりま

す。『イシス』の中で言われているように、降霊術の会

の「物質化」という霊的めかした大舞台で演じるスター

はこの二種の「霊」すなわち殻とエレメンタリーです。

生まれ変わるのはそれらではないことは確かです。従っ

て、そのような「愛する死んだ人達」のほとんどは輪廻

のことについて何も知らないし、その点では、心霊主義

者達を誤った方向へ導いてきました。

【問】　しかし、『ベールをとったイシス』の著者（ブラヴァ

ツキー夫人）は、輪廻に反対したと非難されているでは

ありませんか？

【答】　その本に書かれていることを誤解した人達はそう

非難しています。その本が書かれた時には、英国でもア

メリカでも心霊主義者達（Spiritualists）は輪廻を信じ

ていませんでした。その本で輪廻について言われている

ことは、フランスの心霊主義者達（Spiritists）に対して

言っていることです。彼等の理論は哲学の道理にかなわ

なくてばかばかしいですが、東洋の教えは論理的で自明

の理です。フランスのアラン・カルデック派の輪廻論者

達は、根拠もないのに死後すぐに生まれ変わる輪廻を信

じています。彼等によれば、死んだ父親はまだ生まれて

ない自分の娘に生まれて来ることなどができるのです。

彼等の説にはデヴァチャンもカルマもないし、連続的な

再生の必要を裏づける哲学もありません。しかし、千年

から千五百年の長い期間をおいてカルマに従って輪廻す

ることは、仏教およびヒンズー教の根本的な信念ですの

に、『イシス』の著者はどうして反対することができま

しょう？

【問】　では、フランスの心霊主義者達と英米の心霊主義

者達両方の理論にあなたは全く反対されるのですか？

【答】　全部ではありませんが、それぞれの根本的な信念

に関してだけです。両方とも、彼等の言う「霊」が話す

ことに頼っています。また、私達神智学徒がこの両方に

賛成しないのと同様に、両方とも、お互いに賛成してい

ません。

　真理は一つです。フランスの幽霊達が輪廻について説

き、イギリスの幽霊達はその教義を否定し非難するのを

聞くと、フランスの霊達もイギリスの霊達もどちらかが、

自分達は何を言っているのか分からないのだと思いま

す。私達は英米およびフランスの心霊主義者と同じよう

に「霊達」すなわち知性のある、目に見えない存在物の

いることを信じます。しかし、私達の教えではそのよう

な存在の種類は多数ありますが、心霊主義者達は人体を

脱した「霊達」しか認めません。それらはたいてい、カー

マ・ローカの殻であることを私達は知っています。

【問】　あなたはそのような霊達に対してたいへん厳しい

ようです。肉体を離れた霊達すなわち「死者の霊達」の

物質化や降霊術の会での接触を信じないあなたの見解と

理由をすでにおっしゃいましたが、もう一つの事実を私

に教えて下さいませんか？　ある神智学者達は霊媒状態

や霊達との交流は危険であるといつも言うのはなぜです

か？　何か特別の理由でもあるのですか？

【答】　彼等には理由があるはずです。とにかく、私がそ

のようなことを言うには理由があります。意識のあるエ

レメンタル達や半意識状態の魂殻から、様々な種類の全

く意識のない得体の知れないお化けに至るまで、目には

見えなくとも接触できる、否定のできない存在達を五〇

年以上もよく知っているので、私は意見を述べる権利が

あると思います。

【問】　このような降霊術の集まりをするのはなぜ危険な

のか、例をあげて下さいませんか？

【問】　例をあげるには時間がかかります。どんな原因も、

生じた結果で判断しなければなりません。今世紀になっ

て、アメリカに再び現れて以来五〇年間の心霊主義の歴

史を振り返ってごらんなさい。そして心霊主義がその愛

好者達に利益を与えたか、害を与えたかを自分で判断し

てごらんなさい。どうぞ誤解しないで下さい。私は本当

の心霊主義に反対しているのではなく、心霊主義の名で

通っている近代的な運動とその現象を説明するために作

り上げられたいわゆる哲学に反対しているのです。

【問】　あなたはその現象を全く信じないのですか？

【答】　私が全力を尽くしてその現象に反対するのは、十

分な根拠をもってその現象を信じており、また、故意の

詐欺であるいくつかの場合の外は、現象が紛れもない事

実であることを知っているからです。もう一度言います

が、私は肉体的な現象だけを言っているので、精神的な

現象もサイキックな現象のことも批判しません。類は友

を呼びます。

　肉体をもっていない高い霊や惑星霊の直接の指導のも

とに、あるいは保護さえ受けて、何年間も生活をした高

尚な心の持ち主で清く善良な人達を私は何人か知ってい

ます。しかしこのように知的な霊達は、降霊術の会に現

れるジョン・キング達やアーネスト達のタイプの方では

ありません。このような方々はごくまれにしか人々を指

導したり統御したりはされず、その人の過去のカルマに

よって磁力的に引きつけられるという例外的な場合にだ

けです。そうした方々を引きつけるためには、降霊術の

会に座っているだけではだめです。降霊術の会は霊媒が

生涯、奴隷となる善、悪、またはよくも悪くもない様々

な「お化け」の群を呼び入れる戸口を開くにすぎません。

私が反対しているのは、どんな「霊」でも相手にする、

いろいろな化け物達と交わる降霊術であって、霊的神秘

主義に反対しているのではありません。霊的神秘主義は

気高く神聖です。霊媒のすることは二百年前に魔女や魔

法使いの起こした現象と同じで、彼等はそのために罰を

受けたのです。グランヴィルやその他の著者の魔法に関

する本を読んでごらんなさい。そうすれば一九世紀の心

霊主義の物質現象にも似たものが、全部でないにしても

ほとんどそこに記録されているのが分かるでしょう。

【問】　心霊主義は魔法であって、それ以上のものではな

いとおっしゃるのですか？

【答】　意識的であってもなくても、死者とこのように交

わることはネクロマンシーで、極めて危険なことです。

モーセよりずっと前の時代にもこのように死者を呼び出

すことは、あらゆる知的な国民に、罪深く残酷なことと

考えられていました。それは魂の休息を妨げ、より高い

状態に進化するのを妨げるからです。ずっと昔から人類

が集めてきた智慧はこのようなことをたいへん非難して

きました。結局、私が一五年間、発言したり、文章に書

くことをやめなかったのは次のようなことです。いわゆ

る「霊」のあるものは自分が何を話しているか知らない

で、ただオウムのように霊媒やその他の人々の脳の中に

見つけたものを繰り返しているだけですが、その他のも

のはたいへん危険で悪へと導くだけです。これは二つの

自明の事実です。アラン・カルデック派の心霊サークル

に入ってごらんなさい。そこの「霊達」が輪廻を主張し、

カトリック教徒のような話し方をしています。また、英

国やアメリカでの「愛する死者達」を見てごらんなさい。

彼等は徹頭徹尾輪廻を否定し、それを教える者を非難し、

プロテスタントの考えを守っています。あなた方の最も

よい、そして最も強力な霊媒はみな、体や精神の健康を

害しています。うわ言を言う狂人となって精神病院で死

んだチャールズ・フォスターの悲しい結末や、癲癇てんかん

のスレードや、今同じ病気にかかっている英国でいちば

ん優れた霊媒のエグリントンの状態を考えてごらんなさ

い。Ｄ・Ｄ・ホームの生涯を振り返ってごらんなさい。こ

の人の心は憎しみでいっぱいで、サイキック能力をもっ

ていると彼が思った人については決してよいことを話し

たことはなく、最後まで自分以外の霊媒をひどく中傷し

ました。心霊主義のこの熱狂家はいわば霊達との交流に

よって起きた恐ろしい脊髄病で何年も苦しみ、全く病み

衰えて死にました。また、哀れなワシントン・アーヴィ

ング・ビショップの悲しい運命を考えてごらんなさい。

私はニューヨークにいた時、彼を知りました。その時、

彼は一四歳で、明白な霊媒でした。哀れなこの人は「霊達」

を出し抜いて、あらゆる学術会の博学な愚者達を喜ばせ

るために、霊達を「無意識の筋肉活動」と命名して、荒

稼ぎをしました。しかし、「死屍に鞭打つな」です。彼

の最後は悲しいものでした。本当の霊媒であるしるしの

最初の最も明白な徴候である癲癇の発作を彼は一生懸命

隠していました。検死が行なわれた時、彼は死んでいた

のか、あるいはトランス状態であったのか、誰にわかる

でしょう？　ロイター通信を私達が信じるとすれば、ビ

ショップの親類の人達は彼がまだ生きていたと主張して

います。最後に、ベテランの霊媒、近代心霊主義の元祖

であるフォックス姉妹をごらんなさい。「天使達」と四

〇年以上の交流をしていたのに、天使達はフォックス姉

妹を不治の飲んだくれにしてしまいました。姉妹は今、

公開講演で自分達の生涯の仕事と哲学を詐欺だと言って

います。どんな種類の霊達が彼女達を教えたのでしょう

か？

【問】　しかし、あなたの推論は正しいのですか？

【答】　ある歌の学校の最も優秀な生徒達が喉を酷使して

つぶしたならば、あなたはどう推論なさいますか？　教

授法が悪かったと思うでしょう。心霊主義の場合も、優

秀な霊媒が同じような運命の餌食となるならば、私の推

論は正しいと思います。この問題に興味をもつ人々は心

霊主義の木をその果実によって判断し、そこから学ぶべ

きことについてよく考えるようにと、私達は言うことが

できるだけです。私達神智学徒は心霊主義者達をいつも

私達自身と同じ神秘的傾向をもった兄弟と思っています

が、彼等はいつも私達を敵と考えています。私達には心

霊主義よりも古い哲学があるので、彼等を助け警告しよ

うとしましたが、彼等は力を尽くして私達の悪口を言い、

私達の動機の非難をすることで報いました。けれども優

秀な英国の心霊主義者達は自分の信念をまじめに論ずる

場合は、私達が言っている通りのことを言います。Ｍ・Ａ・

オクソンは次のようにこの真理を述べています（＊）。「心

霊主義者達はあまりにも外部的な霊達がこの世に介入す

ることを強調し過ぎ、また、自分の内に化身している霊

の力を無視しがちである」。では全く同じことを言って

いるのに、なぜ、私達をそしり、罵ののしるのでしょうか？

　今後、私達は心霊主義とはもう何も関わりません。で

は輪廻に戻りましょう。

＊　『第二の視力』の序文。



神智学の教えは『ヨハネによる福音書』で教えられている

【問】　キリスト教の信奉者はこれについて、次のように

答えるでしょう。正統派の教義は頑迷な罪人や唯物論者

には「針の山」のような地獄でひどい目に会わせると言っ

てはいても、他方では、最後の瞬間に悔い改めの機会を

与えています。それに正統派は神智学と違って、人格我

の絶滅を教えはしません。

【答】　たとえ、教会が私達の教えを少しも教えなくても、

イエスは教えています。このことは少なくとも、キリス

ト教よりもキリストに重きをおく人達には大事なことで

す。

【問】　キリストはそのようなことを教えていますか？

【答】　教えています。博識なオカルティストやカバラ学

者でさえ、そう言うでしょう。あなたが文字通りの解釈

を忘れ、秘教精神を忠実に守るならば、キリスト、とに

かく『ヨハネによる福音書』は人格我の絶滅も輪廻も教

えていることが分かります。『ヨハネによる福音書』一

五章一節から六節までを思い出して下さい。そのたとえ

話は人間の上のほうの三つ組について言っているのでは

ありませんか？　アートマンは農夫で、霊的自我すなわ

ちブッディ（クリストス）は葡萄の木です。そして動物

的で物質生命のある魂、すなわち人格我はその枝です。

「わたしはまことの葡萄の木、わたしの父は農夫である。

わたしにつながっている枝で実を結ばないものは、父が

すべてこれをとりのぞき、……枝が葡萄の木につながっ

ていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないよ

うに、あなた方もわたしにつながっていなければ実を結

ぶことはできない。わたしは葡萄の木、あなたはその枝

である。……もし人がわたしにつながっていないならば、

枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをか

き集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである」

　私達はこれを次のように説明します。枝を焼くという

脅しは罪人が地獄の火で焼かれるという意味だと神学は

強調しますが、私達は地獄の火を信じないで、農夫はアー

トマンのことであり、無限で非人格な原理のシンボル

（＊）であると言い、また、葡萄の木は霊的魂、すなわ

ちクリストスとし、一本一本の枝は新しい化身のことで

あるとします。

＊　秘儀に葡萄の木を植えたのは大祭司すなわち「父」

である。どのシンボルにもその意味を開く七つの鍵があ

る。プレローマを、秘伝を受ける人に示す者はいつも「父」

と言われた。

【問】　どんな証拠があってそのように独断的な解釈をな

さるのですか？

【答】　それが正しく、根拠のないものではないというこ

とは、普遍的な象徴学が証明しています。ヘルマス（＊）

は「神」のことを「葡萄畑を作った者」すなわち人類を

創造した者と言っています。カバラでは「老人の中の老

人」または「長い顔」が葡萄畑を作っていると言います。

葡萄畑は人類を示しています。そして葡萄の木は生命と

いうことです。ですから、「王なるメシア」の霊は世界

が出来た時から天の葡萄酒の中でその衣を洗っていると

示されています（＊＊）。王なる救世主とは天からの葡

萄酒すなわちブッディの中で、自分の衣すなわち再生中

の人格我を洗って自らを清めた自我です。アダムの「ダ

ム」は「血」という意味です。肉体の生命（ネフェシュ

すなわち魂）は血の中にあります（『レビ記』一七章一

一節）。そしてアダム・カドモンは神の唯一の子です。

6

ノアも葡萄を植えます。これは未来の人間の苗床を示す

比喩です。同じ比喩を用いたのがナザレ派の聖典にもあ

ります。それによると、七本の葡萄の木が作られており、

それは七人の救世主＝仏陀をもつ七人種を現し、その葡

萄の木はケバル・ズィワから出てきて、フェルホ（また

はパルチャ）ラバが水をやります（『コデックス・ナザ

レウス』三巻六〇～六一頁）。祝福された者達が光の生

き者達の間をのぼって行き、生命の主であり、最初の葡

萄の木であるイアヴァル・ズィワを見るでしょう（同書

二巻二八一頁）。このようなカバラ学の比喩は当然、『ヨ

ハネによる福音書』一五章一節にも繰り返されています。

　私達の七重の分類法を無視する哲学に従っても、人間

の体系の中の自我すなわち「考える人間」はロゴスまた

は魂と霊の息子と言われていることを忘れないようにし

ましょう。「マナスは王と女王（秘教的にはアートマン

とブッディ）の養子である」とあるオカルトの本は言っ

ています。マナスはプラトンの言う人間＝神であって、

物質の救済のため、空間の中（または生命周期の継続の

間）で自らを十字架につけます。これをマナスは繰り返

し化身することで行ない、人類を完成へと導き、低級な

形体がより高く進歩する余地を作ります。マナスは自ら

を進歩させ、一生たりとも怠けずに、物質界のすべての

自然物の進歩を助けます。人格我に全く霊性の火花がな

いのでマナスが人格我の一つを失うような極めてまれな

ことがあっても、その喪失もマナスの個人的な進歩を助

けます。

＊　『ヘルマスの牧者』の「譬え」の五章六節。

＊＊　『ゾハール』の創世記の註釈　一一章一〇節。

【問】　しかし、もし自我が諸人格我の犯した罪に責任が

あるならば、その人格我の一つの喪失、またはむしろ絶

滅にも責任があるはずです。

【答】　その悲惨な運命をそらすために何もしない場合を

除いて、全く責任はありません。もしもマナスがあらゆ

る努力をしたにもかかわらず、私達の良心の声であるマ

ナスの声が物質の壁を通り抜けることができなかったな

ら、その構成材料が非常に不完全なために鈍感な人格我

は、自然界の他の失敗と同じ運命になります。自我はデ

ヴァチャンを経験しそこなうこと、特にほとんど間もな

く化身しなければならぬことで充分に罰せられます。

【問】　魂つまりあなたが人格我と呼ぶものをなくすこと

があるというこの教えを、スウェーデンボルグは「霊の

死」と言ってある程度承認していますが、キリスト教徒

と心霊主義者の理想主義的な理論とは反対です。彼等は

決してその教えを受け入れないでしょう。

【答】　たとえ彼等は本当にそれを受け入れなくても、自

然の事実を変えることはできませんし、また、時々、そ

んなことが起こってもとめることはできません。宇宙と

その中のすべてのもの、すなわち道徳的、知的、肉体的、

サイキック的、霊的なものは平衡と調和という完全な法

則の上に成り立っています。前に言ったように（『ベー

ルをとったイシス』英語版一巻三一八～三一九頁参照）、

諸天体の調和した回転の遠心力がなければ、求心力は現

れることはできません。

　あらゆる形体とその進歩は自然界のこの二つの力に

よってできます。さて、霊（ブッディ）は遠心的な霊的

エネルギーであり、魂（マナス）は求心的な霊的エネル

ギーです。一つの結果が生じるには、この二つは完全な

統一と調和状態にならなければなりません。それを引き

つける中心に向かっているこの世の魂（マナス）の求心

的な運動を中断し、邪魔し、デヴァチャンの状態に適さ

ないような、その魂に耐えられないほどの物質的重荷を

負わせてその進歩を阻止すれば、全体の調和は破られて

しまうでしょう。人格我の生命というよりもむしろ、人

格我の理想的反映は、この二つの力に支えられる時だけ

続けることができます。つまり、人格我がこの世に生ま

れ生きることはブッディとマナスの密接な結合によりま

す。少しでも調和が乱れると、人格我の生命に損害を与

え、また、取り返しがつかないほど破壊されると、この

二つの力は死の瞬間に分離してしまいます。人格我の霊

的エッセンスはデヴァチャンに入って行く自我にくっつ

いて永久的個性にその人格の「色合い」をいわば一時的

に与えますが、カーマ・ルーパでもマーヤーヴィ・ルー

パと言ってもよいですが、人格我の形体は少しの間カー

マ・ローカに行ってしまい、だんだんと消滅します。

　全く堕落した者、少しも霊的でない者、救われないほ

ど悪い者が死んだあと、非常に際どい、重要な時がきま

す。もし、生きている間に、内なる我（マナス）がマナ

ス自体と神聖なブッディの輝かしい光線とを人格の何か

に結びつけようとする最大限の必死の努力が無駄に終わ

るなら、また、もしもこの光線が肉体の脳のますます厚

くなって行く殻に、もっともっと入って行けなくなるな

らば、霊的自我、マナスが一たび体から解放されたら、

人格我の精妙な遺物から全く切り離されるようになりま

す。そしてその精妙な遺物すなわちカーマ・ルーパはこ

の世のものに引きつけられて、冥府に引き込まれ、そこ

にとどまります。この冥府を私達はカーマ・ローカと言っ

ています。そのような人格我の遺物はイエスの言われた

葡萄の木から切り落とされた「枯れた枝」です。しかし、

その絶滅はすぐに起こるのではなく、時には何世紀もか

かります。そうした人格我は他のもっと幸福な自我の遺

物と一緒に残り、魂の脱け殻とエレメンタリーとなりま

す。『イシス』の中で言われているように、降霊術の会

の「物質化」という霊的めかした大舞台で演じるスター

はこの二種の「霊」すなわち殻とエレメンタリーです。

生まれ変わるのはそれらではないことは確かです。従っ

て、そのような「愛する死んだ人達」のほとんどは輪廻

のことについて何も知らないし、その点では、心霊主義

者達を誤った方向へ導いてきました。

【問】　しかし、『ベールをとったイシス』の著者（ブラヴァ

ツキー夫人）は、輪廻に反対したと非難されているでは

ありませんか？

【答】　その本に書かれていることを誤解した人達はそう

非難しています。その本が書かれた時には、英国でもア

メリカでも心霊主義者達（Spiritualists）は輪廻を信じ

ていませんでした。その本で輪廻について言われている

ことは、フランスの心霊主義者達（Spiritists）に対して

言っていることです。彼等の理論は哲学の道理にかなわ

なくてばかばかしいですが、東洋の教えは論理的で自明

の理です。フランスのアラン・カルデック派の輪廻論者

達は、根拠もないのに死後すぐに生まれ変わる輪廻を信

じています。彼等によれば、死んだ父親はまだ生まれて

ない自分の娘に生まれて来ることなどができるのです。

彼等の説にはデヴァチャンもカルマもないし、連続的な

再生の必要を裏づける哲学もありません。しかし、千年

から千五百年の長い期間をおいてカルマに従って輪廻す

ることは、仏教およびヒンズー教の根本的な信念ですの

に、『イシス』の著者はどうして反対することができま

しょう？

【問】　では、フランスの心霊主義者達と英米の心霊主義

者達両方の理論にあなたは全く反対されるのですか？

【答】　全部ではありませんが、それぞれの根本的な信念

に関してだけです。両方とも、彼等の言う「霊」が話す

ことに頼っています。また、私達神智学徒がこの両方に

賛成しないのと同様に、両方とも、お互いに賛成してい

ません。

　真理は一つです。フランスの幽霊達が輪廻について説

き、イギリスの幽霊達はその教義を否定し非難するのを

聞くと、フランスの霊達もイギリスの霊達もどちらかが、

自分達は何を言っているのか分からないのだと思いま

す。私達は英米およびフランスの心霊主義者と同じよう

に「霊達」すなわち知性のある、目に見えない存在物の

いることを信じます。しかし、私達の教えではそのよう

な存在の種類は多数ありますが、心霊主義者達は人体を

脱した「霊達」しか認めません。それらはたいてい、カー

マ・ローカの殻であることを私達は知っています。

【問】　あなたはそのような霊達に対してたいへん厳しい

ようです。肉体を離れた霊達すなわち「死者の霊達」の

物質化や降霊術の会での接触を信じないあなたの見解と

理由をすでにおっしゃいましたが、もう一つの事実を私

に教えて下さいませんか？　ある神智学者達は霊媒状態

や霊達との交流は危険であるといつも言うのはなぜです

か？　何か特別の理由でもあるのですか？

【答】　彼等には理由があるはずです。とにかく、私がそ

のようなことを言うには理由があります。意識のあるエ

レメンタル達や半意識状態の魂殻から、様々な種類の全

く意識のない得体の知れないお化けに至るまで、目には

見えなくとも接触できる、否定のできない存在達を五〇

年以上もよく知っているので、私は意見を述べる権利が

あると思います。

【問】　このような降霊術の集まりをするのはなぜ危険な

のか、例をあげて下さいませんか？

【問】　例をあげるには時間がかかります。どんな原因も、

生じた結果で判断しなければなりません。今世紀になっ

て、アメリカに再び現れて以来五〇年間の心霊主義の歴

史を振り返ってごらんなさい。そして心霊主義がその愛

好者達に利益を与えたか、害を与えたかを自分で判断し

てごらんなさい。どうぞ誤解しないで下さい。私は本当

の心霊主義に反対しているのではなく、心霊主義の名で

通っている近代的な運動とその現象を説明するために作

り上げられたいわゆる哲学に反対しているのです。

【問】　あなたはその現象を全く信じないのですか？

【答】　私が全力を尽くしてその現象に反対するのは、十

分な根拠をもってその現象を信じており、また、故意の

詐欺であるいくつかの場合の外は、現象が紛れもない事

実であることを知っているからです。もう一度言います

が、私は肉体的な現象だけを言っているので、精神的な

現象もサイキックな現象のことも批判しません。類は友

を呼びます。

　肉体をもっていない高い霊や惑星霊の直接の指導のも

とに、あるいは保護さえ受けて、何年間も生活をした高

尚な心の持ち主で清く善良な人達を私は何人か知ってい

ます。しかしこのように知的な霊達は、降霊術の会に現

れるジョン・キング達やアーネスト達のタイプの方では

ありません。このような方々はごくまれにしか人々を指

導したり統御したりはされず、その人の過去のカルマに

よって磁力的に引きつけられるという例外的な場合にだ

けです。そうした方々を引きつけるためには、降霊術の

会に座っているだけではだめです。降霊術の会は霊媒が

生涯、奴隷となる善、悪、またはよくも悪くもない様々

な「お化け」の群を呼び入れる戸口を開くにすぎません。

私が反対しているのは、どんな「霊」でも相手にする、

いろいろな化け物達と交わる降霊術であって、霊的神秘

主義に反対しているのではありません。霊的神秘主義は

気高く神聖です。霊媒のすることは二百年前に魔女や魔

法使いの起こした現象と同じで、彼等はそのために罰を

受けたのです。グランヴィルやその他の著者の魔法に関

する本を読んでごらんなさい。そうすれば一九世紀の心

霊主義の物質現象にも似たものが、全部でないにしても

ほとんどそこに記録されているのが分かるでしょう。

【問】　心霊主義は魔法であって、それ以上のものではな

いとおっしゃるのですか？

【答】　意識的であってもなくても、死者とこのように交

わることはネクロマンシーで、極めて危険なことです。

モーセよりずっと前の時代にもこのように死者を呼び出

すことは、あらゆる知的な国民に、罪深く残酷なことと

考えられていました。それは魂の休息を妨げ、より高い

状態に進化するのを妨げるからです。ずっと昔から人類

が集めてきた智慧はこのようなことをたいへん非難して

きました。結局、私が一五年間、発言したり、文章に書

くことをやめなかったのは次のようなことです。いわゆ

る「霊」のあるものは自分が何を話しているか知らない

で、ただオウムのように霊媒やその他の人々の脳の中に

見つけたものを繰り返しているだけですが、その他のも

のはたいへん危険で悪へと導くだけです。これは二つの

自明の事実です。アラン・カルデック派の心霊サークル

に入ってごらんなさい。そこの「霊達」が輪廻を主張し、

カトリック教徒のような話し方をしています。また、英

国やアメリカでの「愛する死者達」を見てごらんなさい。

彼等は徹頭徹尾輪廻を否定し、それを教える者を非難し、

プロテスタントの考えを守っています。あなた方の最も

よい、そして最も強力な霊媒はみな、体や精神の健康を

害しています。うわ言を言う狂人となって精神病院で死

んだチャールズ・フォスターの悲しい結末や、癲癇てんかん

のスレードや、今同じ病気にかかっている英国でいちば

ん優れた霊媒のエグリントンの状態を考えてごらんなさ

い。Ｄ・Ｄ・ホームの生涯を振り返ってごらんなさい。こ

の人の心は憎しみでいっぱいで、サイキック能力をもっ

ていると彼が思った人については決してよいことを話し

たことはなく、最後まで自分以外の霊媒をひどく中傷し

ました。心霊主義のこの熱狂家はいわば霊達との交流に

よって起きた恐ろしい脊髄病で何年も苦しみ、全く病み

衰えて死にました。また、哀れなワシントン・アーヴィ

ング・ビショップの悲しい運命を考えてごらんなさい。

私はニューヨークにいた時、彼を知りました。その時、

彼は一四歳で、明白な霊媒でした。哀れなこの人は「霊達」

を出し抜いて、あらゆる学術会の博学な愚者達を喜ばせ

るために、霊達を「無意識の筋肉活動」と命名して、荒

稼ぎをしました。しかし、「死屍に鞭打つな」です。彼

の最後は悲しいものでした。本当の霊媒であるしるしの

最初の最も明白な徴候である癲癇の発作を彼は一生懸命

隠していました。検死が行なわれた時、彼は死んでいた

のか、あるいはトランス状態であったのか、誰にわかる

でしょう？　ロイター通信を私達が信じるとすれば、ビ

ショップの親類の人達は彼がまだ生きていたと主張して

います。最後に、ベテランの霊媒、近代心霊主義の元祖

であるフォックス姉妹をごらんなさい。「天使達」と四

〇年以上の交流をしていたのに、天使達はフォックス姉

妹を不治の飲んだくれにしてしまいました。姉妹は今、

公開講演で自分達の生涯の仕事と哲学を詐欺だと言って

います。どんな種類の霊達が彼女達を教えたのでしょう

か？

【問】　しかし、あなたの推論は正しいのですか？

【答】　ある歌の学校の最も優秀な生徒達が喉を酷使して

つぶしたならば、あなたはどう推論なさいますか？　教

授法が悪かったと思うでしょう。心霊主義の場合も、優

秀な霊媒が同じような運命の餌食となるならば、私の推

論は正しいと思います。この問題に興味をもつ人々は心

霊主義の木をその果実によって判断し、そこから学ぶべ

きことについてよく考えるようにと、私達は言うことが

できるだけです。私達神智学徒は心霊主義者達をいつも

私達自身と同じ神秘的傾向をもった兄弟と思っています

が、彼等はいつも私達を敵と考えています。私達には心

霊主義よりも古い哲学があるので、彼等を助け警告しよ

うとしましたが、彼等は力を尽くして私達の悪口を言い、

私達の動機の非難をすることで報いました。けれども優

秀な英国の心霊主義者達は自分の信念をまじめに論ずる

場合は、私達が言っている通りのことを言います。Ｍ・Ａ・

オクソンは次のようにこの真理を述べています（＊）。「心

霊主義者達はあまりにも外部的な霊達がこの世に介入す

ることを強調し過ぎ、また、自分の内に化身している霊

の力を無視しがちである」。では全く同じことを言って

いるのに、なぜ、私達をそしり、罵ののしるのでしょうか？

　今後、私達は心霊主義とはもう何も関わりません。で

は輪廻に戻りましょう。

＊　『第二の視力』の序文。



神智学の教えは『ヨハネによる福音書』で教えられている

【問】　キリスト教の信奉者はこれについて、次のように

答えるでしょう。正統派の教義は頑迷な罪人や唯物論者

には「針の山」のような地獄でひどい目に会わせると言っ

てはいても、他方では、最後の瞬間に悔い改めの機会を

与えています。それに正統派は神智学と違って、人格我

の絶滅を教えはしません。

【答】　たとえ、教会が私達の教えを少しも教えなくても、

イエスは教えています。このことは少なくとも、キリス

ト教よりもキリストに重きをおく人達には大事なことで

す。

【問】　キリストはそのようなことを教えていますか？

【答】　教えています。博識なオカルティストやカバラ学

者でさえ、そう言うでしょう。あなたが文字通りの解釈

を忘れ、秘教精神を忠実に守るならば、キリスト、とに

かく『ヨハネによる福音書』は人格我の絶滅も輪廻も教

えていることが分かります。『ヨハネによる福音書』一

五章一節から六節までを思い出して下さい。そのたとえ

話は人間の上のほうの三つ組について言っているのでは

ありませんか？　アートマンは農夫で、霊的自我すなわ

ちブッディ（クリストス）は葡萄の木です。そして動物

的で物質生命のある魂、すなわち人格我はその枝です。

「わたしはまことの葡萄の木、わたしの父は農夫である。

わたしにつながっている枝で実を結ばないものは、父が

すべてこれをとりのぞき、……枝が葡萄の木につながっ

ていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないよ

うに、あなた方もわたしにつながっていなければ実を結

ぶことはできない。わたしは葡萄の木、あなたはその枝

である。……もし人がわたしにつながっていないならば、

枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをか

き集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである」

　私達はこれを次のように説明します。枝を焼くという

脅しは罪人が地獄の火で焼かれるという意味だと神学は

強調しますが、私達は地獄の火を信じないで、農夫はアー

トマンのことであり、無限で非人格な原理のシンボル

（＊）であると言い、また、葡萄の木は霊的魂、すなわ

ちクリストスとし、一本一本の枝は新しい化身のことで

あるとします。

＊　秘儀に葡萄の木を植えたのは大祭司すなわち「父」

である。どのシンボルにもその意味を開く七つの鍵があ

る。プレローマを、秘伝を受ける人に示す者はいつも「父」

と言われた。

【問】　どんな証拠があってそのように独断的な解釈をな

さるのですか？

【答】　それが正しく、根拠のないものではないというこ

とは、普遍的な象徴学が証明しています。ヘルマス（＊）

は「神」のことを「葡萄畑を作った者」すなわち人類を

創造した者と言っています。カバラでは「老人の中の老

人」または「長い顔」が葡萄畑を作っていると言います。

葡萄畑は人類を示しています。そして葡萄の木は生命と

いうことです。ですから、「王なるメシア」の霊は世界

が出来た時から天の葡萄酒の中でその衣を洗っていると

示されています（＊＊）。王なる救世主とは天からの葡

萄酒すなわちブッディの中で、自分の衣すなわち再生中

の人格我を洗って自らを清めた自我です。アダムの「ダ

ム」は「血」という意味です。肉体の生命（ネフェシュ

すなわち魂）は血の中にあります（『レビ記』一七章一

一節）。そしてアダム・カドモンは神の唯一の子です。

ノアも葡萄を植えます。これは未来の人間の苗床を示す

比喩です。同じ比喩を用いたのがナザレ派の聖典にもあ

ります。それによると、七本の葡萄の木が作られており、

それは七人の救世主＝仏陀をもつ七人種を現し、その葡

萄の木はケバル・ズィワから出てきて、フェルホ（また

はパルチャ）ラバが水をやります（『コデックス・ナザ

レウス』三巻六〇～六一頁）。祝福された者達が光の生

き者達の間をのぼって行き、生命の主であり、最初の葡

萄の木であるイアヴァル・ズィワを見るでしょう（同書

二巻二八一頁）。このようなカバラ学の比喩は当然、『ヨ

ハネによる福音書』一五章一節にも繰り返されています。

　私達の七重の分類法を無視する哲学に従っても、人間

の体系の中の自我すなわち「考える人間」はロゴスまた

は魂と霊の息子と言われていることを忘れないようにし

ましょう。「マナスは王と女王（秘教的にはアートマン

とブッディ）の養子である」とあるオカルトの本は言っ

ています。マナスはプラトンの言う人間＝神であって、

物質の救済のため、空間の中（または生命周期の継続の

間）で自らを十字架につけます。これをマナスは繰り返

し化身することで行ない、人類を完成へと導き、低級な

形体がより高く進歩する余地を作ります。マナスは自ら

を進歩させ、一生たりとも怠けずに、物質界のすべての

自然物の進歩を助けます。人格我に全く霊性の火花がな

いのでマナスが人格我の一つを失うような極めてまれな

ことがあっても、その喪失もマナスの個人的な進歩を助

けます。

＊　『ヘルマスの牧者』の「譬え」の五章六節。

＊＊　『ゾハール』の創世記の註釈　一一章一〇節。

【問】　しかし、もし自我が諸人格我の犯した罪に責任が

あるならば、その人格我の一つの喪失、またはむしろ絶

滅にも責任があるはずです。

【答】　その悲惨な運命をそらすために何もしない場合を

除いて、全く責任はありません。もしもマナスがあらゆ

る努力をしたにもかかわらず、私達の良心の声であるマ

ナスの声が物質の壁を通り抜けることができなかったな

ら、その構成材料が非常に不完全なために鈍感な人格我

は、自然界の他の失敗と同じ運命になります。自我はデ

ヴァチャンを経験しそこなうこと、特にほとんど間もな

く化身しなければならぬことで充分に罰せられます。

【問】　魂つまりあなたが人格我と呼ぶものをなくすこと

があるというこの教えを、スウェーデンボルグは「霊の

死」と言ってある程度承認していますが、キリスト教徒

と心霊主義者の理想主義的な理論とは反対です。彼等は

決してその教えを受け入れないでしょう。

【答】　たとえ彼等は本当にそれを受け入れなくても、自

然の事実を変えることはできませんし、また、時々、そ

んなことが起こってもとめることはできません。宇宙と

その中のすべてのもの、すなわち道徳的、知的、肉体的、

サイキック的、霊的なものは平衡と調和という完全な法

則の上に成り立っています。前に言ったように（『ベー

ルをとったイシス』英語版一巻三一八～三一九頁参照）、

諸天体の調和した回転の遠心力がなければ、求心力は現

れることはできません。

　あらゆる形体とその進歩は自然界のこの二つの力に

よってできます。さて、霊（ブッディ）は遠心的な霊的

エネルギーであり、魂（マナス）は求心的な霊的エネル

ギーです。一つの結果が生じるには、この二つは完全な

統一と調和状態にならなければなりません。それを引き

つける中心に向かっているこの世の魂（マナス）の求心

的な運動を中断し、邪魔し、デヴァチャンの状態に適さ

ないような、その魂に耐えられないほどの物質的重荷を

負わせてその進歩を阻止すれば、全体の調和は破られて

しまうでしょう。人格我の生命というよりもむしろ、人

格我の理想的反映は、この二つの力に支えられる時だけ

続けることができます。つまり、人格我がこの世に生ま

れ生きることはブッディとマナスの密接な結合によりま

す。少しでも調和が乱れると、人格我の生命に損害を与

え、また、取り返しがつかないほど破壊されると、この

二つの力は死の瞬間に分離してしまいます。人格我の霊

的エッセンスはデヴァチャンに入って行く自我にくっつ

いて永久的個性にその人格の「色合い」をいわば一時的

に与えますが、カーマ・ルーパでもマーヤーヴィ・ルー

パと言ってもよいですが、人格我の形体は少しの間カー

マ・ローカに行ってしまい、だんだんと消滅します。

　全く堕落した者、少しも霊的でない者、救われないほ

ど悪い者が死んだあと、非常に際どい、重要な時がきま

7

す。もし、生きている間に、内なる我（マナス）がマナ

ス自体と神聖なブッディの輝かしい光線とを人格の何か

に結びつけようとする最大限の必死の努力が無駄に終わ

るなら、また、もしもこの光線が肉体の脳のますます厚

くなって行く殻に、もっともっと入って行けなくなるな

らば、霊的自我、マナスが一たび体から解放されたら、

人格我の精妙な遺物から全く切り離されるようになりま

す。そしてその精妙な遺物すなわちカーマ・ルーパはこ

の世のものに引きつけられて、冥府に引き込まれ、そこ

にとどまります。この冥府を私達はカーマ・ローカと言っ

ています。そのような人格我の遺物はイエスの言われた

葡萄の木から切り落とされた「枯れた枝」です。しかし、

その絶滅はすぐに起こるのではなく、時には何世紀もか

かります。そうした人格我は他のもっと幸福な自我の遺

物と一緒に残り、魂の脱け殻とエレメンタリーとなりま

す。『イシス』の中で言われているように、降霊術の会

の「物質化」という霊的めかした大舞台で演じるスター

はこの二種の「霊」すなわち殻とエレメンタリーです。

生まれ変わるのはそれらではないことは確かです。従っ

て、そのような「愛する死んだ人達」のほとんどは輪廻

のことについて何も知らないし、その点では、心霊主義

者達を誤った方向へ導いてきました。

【問】　しかし、『ベールをとったイシス』の著者（ブラヴァ

ツキー夫人）は、輪廻に反対したと非難されているでは

ありませんか？

【答】　その本に書かれていることを誤解した人達はそう

非難しています。その本が書かれた時には、英国でもア

メリカでも心霊主義者達（Spiritualists）は輪廻を信じ

ていませんでした。その本で輪廻について言われている

ことは、フランスの心霊主義者達（Spiritists）に対して

言っていることです。彼等の理論は哲学の道理にかなわ

なくてばかばかしいですが、東洋の教えは論理的で自明

の理です。フランスのアラン・カルデック派の輪廻論者

達は、根拠もないのに死後すぐに生まれ変わる輪廻を信

じています。彼等によれば、死んだ父親はまだ生まれて

ない自分の娘に生まれて来ることなどができるのです。

彼等の説にはデヴァチャンもカルマもないし、連続的な

再生の必要を裏づける哲学もありません。しかし、千年

から千五百年の長い期間をおいてカルマに従って輪廻す

ることは、仏教およびヒンズー教の根本的な信念ですの

に、『イシス』の著者はどうして反対することができま

しょう？

【問】　では、フランスの心霊主義者達と英米の心霊主義

者達両方の理論にあなたは全く反対されるのですか？

【答】　全部ではありませんが、それぞれの根本的な信念

に関してだけです。両方とも、彼等の言う「霊」が話す

ことに頼っています。また、私達神智学徒がこの両方に

賛成しないのと同様に、両方とも、お互いに賛成してい

ません。

　真理は一つです。フランスの幽霊達が輪廻について説

き、イギリスの幽霊達はその教義を否定し非難するのを

聞くと、フランスの霊達もイギリスの霊達もどちらかが、

自分達は何を言っているのか分からないのだと思いま

す。私達は英米およびフランスの心霊主義者と同じよう

に「霊達」すなわち知性のある、目に見えない存在物の

いることを信じます。しかし、私達の教えではそのよう

な存在の種類は多数ありますが、心霊主義者達は人体を

脱した「霊達」しか認めません。それらはたいてい、カー

マ・ローカの殻であることを私達は知っています。

【問】　あなたはそのような霊達に対してたいへん厳しい

ようです。肉体を離れた霊達すなわち「死者の霊達」の

物質化や降霊術の会での接触を信じないあなたの見解と

理由をすでにおっしゃいましたが、もう一つの事実を私

に教えて下さいませんか？　ある神智学者達は霊媒状態

や霊達との交流は危険であるといつも言うのはなぜです

か？　何か特別の理由でもあるのですか？

【答】　彼等には理由があるはずです。とにかく、私がそ

のようなことを言うには理由があります。意識のあるエ

レメンタル達や半意識状態の魂殻から、様々な種類の全

く意識のない得体の知れないお化けに至るまで、目には

見えなくとも接触できる、否定のできない存在達を五〇

年以上もよく知っているので、私は意見を述べる権利が

あると思います。

【問】　このような降霊術の集まりをするのはなぜ危険な

のか、例をあげて下さいませんか？

【問】　例をあげるには時間がかかります。どんな原因も、

生じた結果で判断しなければなりません。今世紀になっ

て、アメリカに再び現れて以来五〇年間の心霊主義の歴

史を振り返ってごらんなさい。そして心霊主義がその愛

好者達に利益を与えたか、害を与えたかを自分で判断し

てごらんなさい。どうぞ誤解しないで下さい。私は本当

の心霊主義に反対しているのではなく、心霊主義の名で

通っている近代的な運動とその現象を説明するために作

り上げられたいわゆる哲学に反対しているのです。

【問】　あなたはその現象を全く信じないのですか？

【答】　私が全力を尽くしてその現象に反対するのは、十

分な根拠をもってその現象を信じており、また、故意の

詐欺であるいくつかの場合の外は、現象が紛れもない事

実であることを知っているからです。もう一度言います

が、私は肉体的な現象だけを言っているので、精神的な

現象もサイキックな現象のことも批判しません。類は友

を呼びます。

　肉体をもっていない高い霊や惑星霊の直接の指導のも

とに、あるいは保護さえ受けて、何年間も生活をした高

尚な心の持ち主で清く善良な人達を私は何人か知ってい

ます。しかしこのように知的な霊達は、降霊術の会に現

れるジョン・キング達やアーネスト達のタイプの方では

ありません。このような方々はごくまれにしか人々を指

導したり統御したりはされず、その人の過去のカルマに

よって磁力的に引きつけられるという例外的な場合にだ

けです。そうした方々を引きつけるためには、降霊術の

会に座っているだけではだめです。降霊術の会は霊媒が

生涯、奴隷となる善、悪、またはよくも悪くもない様々

な「お化け」の群を呼び入れる戸口を開くにすぎません。

私が反対しているのは、どんな「霊」でも相手にする、

いろいろな化け物達と交わる降霊術であって、霊的神秘

主義に反対しているのではありません。霊的神秘主義は

気高く神聖です。霊媒のすることは二百年前に魔女や魔

法使いの起こした現象と同じで、彼等はそのために罰を

受けたのです。グランヴィルやその他の著者の魔法に関

する本を読んでごらんなさい。そうすれば一九世紀の心

霊主義の物質現象にも似たものが、全部でないにしても

ほとんどそこに記録されているのが分かるでしょう。

【問】　心霊主義は魔法であって、それ以上のものではな

いとおっしゃるのですか？

【答】　意識的であってもなくても、死者とこのように交

わることはネクロマンシーで、極めて危険なことです。

モーセよりずっと前の時代にもこのように死者を呼び出

すことは、あらゆる知的な国民に、罪深く残酷なことと

考えられていました。それは魂の休息を妨げ、より高い

状態に進化するのを妨げるからです。ずっと昔から人類

が集めてきた智慧はこのようなことをたいへん非難して

きました。結局、私が一五年間、発言したり、文章に書

くことをやめなかったのは次のようなことです。いわゆ

る「霊」のあるものは自分が何を話しているか知らない

で、ただオウムのように霊媒やその他の人々の脳の中に

見つけたものを繰り返しているだけですが、その他のも

のはたいへん危険で悪へと導くだけです。これは二つの

自明の事実です。アラン・カルデック派の心霊サークル

に入ってごらんなさい。そこの「霊達」が輪廻を主張し、

カトリック教徒のような話し方をしています。また、英

国やアメリカでの「愛する死者達」を見てごらんなさい。

彼等は徹頭徹尾輪廻を否定し、それを教える者を非難し、

プロテスタントの考えを守っています。あなた方の最も

よい、そして最も強力な霊媒はみな、体や精神の健康を

害しています。うわ言を言う狂人となって精神病院で死

んだチャールズ・フォスターの悲しい結末や、癲癇てんかん

のスレードや、今同じ病気にかかっている英国でいちば

ん優れた霊媒のエグリントンの状態を考えてごらんなさ

い。Ｄ・Ｄ・ホームの生涯を振り返ってごらんなさい。こ

の人の心は憎しみでいっぱいで、サイキック能力をもっ

ていると彼が思った人については決してよいことを話し

たことはなく、最後まで自分以外の霊媒をひどく中傷し

ました。心霊主義のこの熱狂家はいわば霊達との交流に

よって起きた恐ろしい脊髄病で何年も苦しみ、全く病み

衰えて死にました。また、哀れなワシントン・アーヴィ

ング・ビショップの悲しい運命を考えてごらんなさい。

私はニューヨークにいた時、彼を知りました。その時、

彼は一四歳で、明白な霊媒でした。哀れなこの人は「霊達」

を出し抜いて、あらゆる学術会の博学な愚者達を喜ばせ

るために、霊達を「無意識の筋肉活動」と命名して、荒

稼ぎをしました。しかし、「死屍に鞭打つな」です。彼

の最後は悲しいものでした。本当の霊媒であるしるしの

最初の最も明白な徴候である癲癇の発作を彼は一生懸命

隠していました。検死が行なわれた時、彼は死んでいた

のか、あるいはトランス状態であったのか、誰にわかる

でしょう？　ロイター通信を私達が信じるとすれば、ビ

ショップの親類の人達は彼がまだ生きていたと主張して

います。最後に、ベテランの霊媒、近代心霊主義の元祖

であるフォックス姉妹をごらんなさい。「天使達」と四

〇年以上の交流をしていたのに、天使達はフォックス姉

妹を不治の飲んだくれにしてしまいました。姉妹は今、

公開講演で自分達の生涯の仕事と哲学を詐欺だと言って

います。どんな種類の霊達が彼女達を教えたのでしょう

か？

【問】　しかし、あなたの推論は正しいのですか？

【答】　ある歌の学校の最も優秀な生徒達が喉を酷使して

つぶしたならば、あなたはどう推論なさいますか？　教

授法が悪かったと思うでしょう。心霊主義の場合も、優

秀な霊媒が同じような運命の餌食となるならば、私の推

論は正しいと思います。この問題に興味をもつ人々は心

霊主義の木をその果実によって判断し、そこから学ぶべ

きことについてよく考えるようにと、私達は言うことが

できるだけです。私達神智学徒は心霊主義者達をいつも

私達自身と同じ神秘的傾向をもった兄弟と思っています

が、彼等はいつも私達を敵と考えています。私達には心

霊主義よりも古い哲学があるので、彼等を助け警告しよ

うとしましたが、彼等は力を尽くして私達の悪口を言い、

私達の動機の非難をすることで報いました。けれども優

秀な英国の心霊主義者達は自分の信念をまじめに論ずる

場合は、私達が言っている通りのことを言います。Ｍ・Ａ・

オクソンは次のようにこの真理を述べています（＊）。「心

霊主義者達はあまりにも外部的な霊達がこの世に介入す

ることを強調し過ぎ、また、自分の内に化身している霊

の力を無視しがちである」。では全く同じことを言って

いるのに、なぜ、私達をそしり、罵ののしるのでしょうか？

　今後、私達は心霊主義とはもう何も関わりません。で

は輪廻に戻りましょう。

＊　『第二の視力』の序文。



神智学の教えは『ヨハネによる福音書』で教えられている

【問】　キリスト教の信奉者はこれについて、次のように

答えるでしょう。正統派の教義は頑迷な罪人や唯物論者

には「針の山」のような地獄でひどい目に会わせると言っ

てはいても、他方では、最後の瞬間に悔い改めの機会を

与えています。それに正統派は神智学と違って、人格我

の絶滅を教えはしません。

【答】　たとえ、教会が私達の教えを少しも教えなくても、

イエスは教えています。このことは少なくとも、キリス

ト教よりもキリストに重きをおく人達には大事なことで

す。

【問】　キリストはそのようなことを教えていますか？

【答】　教えています。博識なオカルティストやカバラ学

者でさえ、そう言うでしょう。あなたが文字通りの解釈

を忘れ、秘教精神を忠実に守るならば、キリスト、とに

かく『ヨハネによる福音書』は人格我の絶滅も輪廻も教

えていることが分かります。『ヨハネによる福音書』一

五章一節から六節までを思い出して下さい。そのたとえ

話は人間の上のほうの三つ組について言っているのでは

ありませんか？　アートマンは農夫で、霊的自我すなわ

ちブッディ（クリストス）は葡萄の木です。そして動物

的で物質生命のある魂、すなわち人格我はその枝です。

「わたしはまことの葡萄の木、わたしの父は農夫である。

わたしにつながっている枝で実を結ばないものは、父が

すべてこれをとりのぞき、……枝が葡萄の木につながっ

ていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないよ

うに、あなた方もわたしにつながっていなければ実を結

ぶことはできない。わたしは葡萄の木、あなたはその枝

である。……もし人がわたしにつながっていないならば、

枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをか

き集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである」

　私達はこれを次のように説明します。枝を焼くという

脅しは罪人が地獄の火で焼かれるという意味だと神学は

強調しますが、私達は地獄の火を信じないで、農夫はアー

トマンのことであり、無限で非人格な原理のシンボル

（＊）であると言い、また、葡萄の木は霊的魂、すなわ

ちクリストスとし、一本一本の枝は新しい化身のことで

あるとします。

＊　秘儀に葡萄の木を植えたのは大祭司すなわち「父」

である。どのシンボルにもその意味を開く七つの鍵があ

る。プレローマを、秘伝を受ける人に示す者はいつも「父」

と言われた。

【問】　どんな証拠があってそのように独断的な解釈をな

さるのですか？

【答】　それが正しく、根拠のないものではないというこ

とは、普遍的な象徴学が証明しています。ヘルマス（＊）

は「神」のことを「葡萄畑を作った者」すなわち人類を

創造した者と言っています。カバラでは「老人の中の老

人」または「長い顔」が葡萄畑を作っていると言います。

葡萄畑は人類を示しています。そして葡萄の木は生命と

いうことです。ですから、「王なるメシア」の霊は世界

が出来た時から天の葡萄酒の中でその衣を洗っていると

示されています（＊＊）。王なる救世主とは天からの葡

萄酒すなわちブッディの中で、自分の衣すなわち再生中

の人格我を洗って自らを清めた自我です。アダムの「ダ

ム」は「血」という意味です。肉体の生命（ネフェシュ

すなわち魂）は血の中にあります（『レビ記』一七章一

一節）。そしてアダム・カドモンは神の唯一の子です。

ノアも葡萄を植えます。これは未来の人間の苗床を示す

比喩です。同じ比喩を用いたのがナザレ派の聖典にもあ

ります。それによると、七本の葡萄の木が作られており、

それは七人の救世主＝仏陀をもつ七人種を現し、その葡

萄の木はケバル・ズィワから出てきて、フェルホ（また

はパルチャ）ラバが水をやります（『コデックス・ナザ

レウス』三巻六〇～六一頁）。祝福された者達が光の生

き者達の間をのぼって行き、生命の主であり、最初の葡

萄の木であるイアヴァル・ズィワを見るでしょう（同書

二巻二八一頁）。このようなカバラ学の比喩は当然、『ヨ

ハネによる福音書』一五章一節にも繰り返されています。

　私達の七重の分類法を無視する哲学に従っても、人間

の体系の中の自我すなわち「考える人間」はロゴスまた

は魂と霊の息子と言われていることを忘れないようにし

ましょう。「マナスは王と女王（秘教的にはアートマン

とブッディ）の養子である」とあるオカルトの本は言っ

ています。マナスはプラトンの言う人間＝神であって、

物質の救済のため、空間の中（または生命周期の継続の

間）で自らを十字架につけます。これをマナスは繰り返

し化身することで行ない、人類を完成へと導き、低級な

形体がより高く進歩する余地を作ります。マナスは自ら

を進歩させ、一生たりとも怠けずに、物質界のすべての

自然物の進歩を助けます。人格我に全く霊性の火花がな

いのでマナスが人格我の一つを失うような極めてまれな

ことがあっても、その喪失もマナスの個人的な進歩を助

けます。

＊　『ヘルマスの牧者』の「譬え」の五章六節。

＊＊　『ゾハール』の創世記の註釈　一一章一〇節。

【問】　しかし、もし自我が諸人格我の犯した罪に責任が

あるならば、その人格我の一つの喪失、またはむしろ絶

滅にも責任があるはずです。

【答】　その悲惨な運命をそらすために何もしない場合を

除いて、全く責任はありません。もしもマナスがあらゆ

る努力をしたにもかかわらず、私達の良心の声であるマ

ナスの声が物質の壁を通り抜けることができなかったな

ら、その構成材料が非常に不完全なために鈍感な人格我

は、自然界の他の失敗と同じ運命になります。自我はデ

ヴァチャンを経験しそこなうこと、特にほとんど間もな

く化身しなければならぬことで充分に罰せられます。

【問】　魂つまりあなたが人格我と呼ぶものをなくすこと

があるというこの教えを、スウェーデンボルグは「霊の

死」と言ってある程度承認していますが、キリスト教徒

と心霊主義者の理想主義的な理論とは反対です。彼等は

決してその教えを受け入れないでしょう。

【答】　たとえ彼等は本当にそれを受け入れなくても、自

然の事実を変えることはできませんし、また、時々、そ

んなことが起こってもとめることはできません。宇宙と

その中のすべてのもの、すなわち道徳的、知的、肉体的、

サイキック的、霊的なものは平衡と調和という完全な法

則の上に成り立っています。前に言ったように（『ベー

ルをとったイシス』英語版一巻三一八～三一九頁参照）、

諸天体の調和した回転の遠心力がなければ、求心力は現

れることはできません。

　あらゆる形体とその進歩は自然界のこの二つの力に

よってできます。さて、霊（ブッディ）は遠心的な霊的

エネルギーであり、魂（マナス）は求心的な霊的エネル

ギーです。一つの結果が生じるには、この二つは完全な

統一と調和状態にならなければなりません。それを引き

つける中心に向かっているこの世の魂（マナス）の求心

的な運動を中断し、邪魔し、デヴァチャンの状態に適さ

ないような、その魂に耐えられないほどの物質的重荷を

負わせてその進歩を阻止すれば、全体の調和は破られて

しまうでしょう。人格我の生命というよりもむしろ、人

格我の理想的反映は、この二つの力に支えられる時だけ

続けることができます。つまり、人格我がこの世に生ま

れ生きることはブッディとマナスの密接な結合によりま

す。少しでも調和が乱れると、人格我の生命に損害を与

え、また、取り返しがつかないほど破壊されると、この

二つの力は死の瞬間に分離してしまいます。人格我の霊

的エッセンスはデヴァチャンに入って行く自我にくっつ

いて永久的個性にその人格の「色合い」をいわば一時的

に与えますが、カーマ・ルーパでもマーヤーヴィ・ルー

パと言ってもよいですが、人格我の形体は少しの間カー

マ・ローカに行ってしまい、だんだんと消滅します。

　全く堕落した者、少しも霊的でない者、救われないほ

ど悪い者が死んだあと、非常に際どい、重要な時がきま

す。もし、生きている間に、内なる我（マナス）がマナ

ス自体と神聖なブッディの輝かしい光線とを人格の何か

に結びつけようとする最大限の必死の努力が無駄に終わ

るなら、また、もしもこの光線が肉体の脳のますます厚

くなって行く殻に、もっともっと入って行けなくなるな

らば、霊的自我、マナスが一たび体から解放されたら、

人格我の精妙な遺物から全く切り離されるようになりま

す。そしてその精妙な遺物すなわちカーマ・ルーパはこ

の世のものに引きつけられて、冥府に引き込まれ、そこ

にとどまります。この冥府を私達はカーマ・ローカと言っ

ています。そのような人格我の遺物はイエスの言われた

葡萄の木から切り落とされた「枯れた枝」です。しかし、

その絶滅はすぐに起こるのではなく、時には何世紀もか

かります。そうした人格我は他のもっと幸福な自我の遺

物と一緒に残り、魂の脱け殻とエレメンタリーとなりま

す。『イシス』の中で言われているように、降霊術の会

の「物質化」という霊的めかした大舞台で演じるスター

はこの二種の「霊」すなわち殻とエレメンタリーです。

生まれ変わるのはそれらではないことは確かです。従っ

て、そのような「愛する死んだ人達」のほとんどは輪廻

のことについて何も知らないし、その点では、心霊主義

者達を誤った方向へ導いてきました。

【問】　しかし、『ベールをとったイシス』の著者（ブラヴァ

ツキー夫人）は、輪廻に反対したと非難されているでは

ありませんか？

【答】　その本に書かれていることを誤解した人達はそう

非難しています。その本が書かれた時には、英国でもア

メリカでも心霊主義者達（Spiritualists）は輪廻を信じ

ていませんでした。その本で輪廻について言われている

ことは、フランスの心霊主義者達（Spiritists）に対して

言っていることです。彼等の理論は哲学の道理にかなわ

なくてばかばかしいですが、東洋の教えは論理的で自明

の理です。フランスのアラン・カルデック派の輪廻論者

達は、根拠もないのに死後すぐに生まれ変わる輪廻を信

じています。彼等によれば、死んだ父親はまだ生まれて

ない自分の娘に生まれて来ることなどができるのです。

彼等の説にはデヴァチャンもカルマもないし、連続的な

再生の必要を裏づける哲学もありません。しかし、千年

から千五百年の長い期間をおいてカルマに従って輪廻す

ることは、仏教およびヒンズー教の根本的な信念ですの

に、『イシス』の著者はどうして反対することができま

しょう？

【問】　では、フランスの心霊主義者達と英米の心霊主義

者達両方の理論にあなたは全く反対されるのですか？

【答】　全部ではありませんが、それぞれの根本的な信念

に関してだけです。両方とも、彼等の言う「霊」が話す

ことに頼っています。また、私達神智学徒がこの両方に

賛成しないのと同様に、両方とも、お互いに賛成してい

ません。

　真理は一つです。フランスの幽霊達が輪廻について説

き、イギリスの幽霊達はその教義を否定し非難するのを

聞くと、フランスの霊達もイギリスの霊達もどちらかが、

自分達は何を言っているのか分からないのだと思いま

す。私達は英米およびフランスの心霊主義者と同じよう

に「霊達」すなわち知性のある、目に見えない存在物の

いることを信じます。しかし、私達の教えではそのよう

な存在の種類は多数ありますが、心霊主義者達は人体を

脱した「霊達」しか認めません。それらはたいてい、カー

マ・ローカの殻であることを私達は知っています。

【問】　あなたはそのような霊達に対してたいへん厳しい

ようです。肉体を離れた霊達すなわち「死者の霊達」の

物質化や降霊術の会での接触を信じないあなたの見解と

理由をすでにおっしゃいましたが、もう一つの事実を私

に教えて下さいませんか？　ある神智学者達は霊媒状態

や霊達との交流は危険であるといつも言うのはなぜです

か？　何か特別の理由でもあるのですか？

【答】　彼等には理由があるはずです。とにかく、私がそ

のようなことを言うには理由があります。意識のあるエ

レメンタル達や半意識状態の魂殻から、様々な種類の全

く意識のない得体の知れないお化けに至るまで、目には

見えなくとも接触できる、否定のできない存在達を五〇

年以上もよく知っているので、私は意見を述べる権利が

あると思います。

【問】　このような降霊術の集まりをするのはなぜ危険な

のか、例をあげて下さいませんか？

【問】　例をあげるには時間がかかります。どんな原因も、

生じた結果で判断しなければなりません。今世紀になっ

て、アメリカに再び現れて以来五〇年間の心霊主義の歴
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史を振り返ってごらんなさい。そして心霊主義がその愛

好者達に利益を与えたか、害を与えたかを自分で判断し

てごらんなさい。どうぞ誤解しないで下さい。私は本当

の心霊主義に反対しているのではなく、心霊主義の名で

通っている近代的な運動とその現象を説明するために作

り上げられたいわゆる哲学に反対しているのです。

【問】　あなたはその現象を全く信じないのですか？

【答】　私が全力を尽くしてその現象に反対するのは、十

分な根拠をもってその現象を信じており、また、故意の

詐欺であるいくつかの場合の外は、現象が紛れもない事

実であることを知っているからです。もう一度言います

が、私は肉体的な現象だけを言っているので、精神的な

現象もサイキックな現象のことも批判しません。類は友

を呼びます。

　肉体をもっていない高い霊や惑星霊の直接の指導のも

とに、あるいは保護さえ受けて、何年間も生活をした高

尚な心の持ち主で清く善良な人達を私は何人か知ってい

ます。しかしこのように知的な霊達は、降霊術の会に現

れるジョン・キング達やアーネスト達のタイプの方では

ありません。このような方々はごくまれにしか人々を指

導したり統御したりはされず、その人の過去のカルマに

よって磁力的に引きつけられるという例外的な場合にだ

けです。そうした方々を引きつけるためには、降霊術の

会に座っているだけではだめです。降霊術の会は霊媒が

生涯、奴隷となる善、悪、またはよくも悪くもない様々

な「お化け」の群を呼び入れる戸口を開くにすぎません。

私が反対しているのは、どんな「霊」でも相手にする、

いろいろな化け物達と交わる降霊術であって、霊的神秘

主義に反対しているのではありません。霊的神秘主義は

気高く神聖です。霊媒のすることは二百年前に魔女や魔

法使いの起こした現象と同じで、彼等はそのために罰を

受けたのです。グランヴィルやその他の著者の魔法に関

する本を読んでごらんなさい。そうすれば一九世紀の心

霊主義の物質現象にも似たものが、全部でないにしても

ほとんどそこに記録されているのが分かるでしょう。

【問】　心霊主義は魔法であって、それ以上のものではな

いとおっしゃるのですか？

【答】　意識的であってもなくても、死者とこのように交

わることはネクロマンシーで、極めて危険なことです。

モーセよりずっと前の時代にもこのように死者を呼び出

すことは、あらゆる知的な国民に、罪深く残酷なことと

考えられていました。それは魂の休息を妨げ、より高い

状態に進化するのを妨げるからです。ずっと昔から人類

が集めてきた智慧はこのようなことをたいへん非難して

きました。結局、私が一五年間、発言したり、文章に書

くことをやめなかったのは次のようなことです。いわゆ

る「霊」のあるものは自分が何を話しているか知らない

で、ただオウムのように霊媒やその他の人々の脳の中に

見つけたものを繰り返しているだけですが、その他のも

のはたいへん危険で悪へと導くだけです。これは二つの

自明の事実です。アラン・カルデック派の心霊サークル

に入ってごらんなさい。そこの「霊達」が輪廻を主張し、

カトリック教徒のような話し方をしています。また、英

国やアメリカでの「愛する死者達」を見てごらんなさい。

彼等は徹頭徹尾輪廻を否定し、それを教える者を非難し、

プロテスタントの考えを守っています。あなた方の最も

よい、そして最も強力な霊媒はみな、体や精神の健康を

害しています。うわ言を言う狂人となって精神病院で死

んだチャールズ・フォスターの悲しい結末や、癲癇てんかん

のスレードや、今同じ病気にかかっている英国でいちば

ん優れた霊媒のエグリントンの状態を考えてごらんなさ

い。Ｄ・Ｄ・ホームの生涯を振り返ってごらんなさい。こ

の人の心は憎しみでいっぱいで、サイキック能力をもっ

ていると彼が思った人については決してよいことを話し

たことはなく、最後まで自分以外の霊媒をひどく中傷し

ました。心霊主義のこの熱狂家はいわば霊達との交流に

よって起きた恐ろしい脊髄病で何年も苦しみ、全く病み

衰えて死にました。また、哀れなワシントン・アーヴィ

ング・ビショップの悲しい運命を考えてごらんなさい。

私はニューヨークにいた時、彼を知りました。その時、

彼は一四歳で、明白な霊媒でした。哀れなこの人は「霊達」

を出し抜いて、あらゆる学術会の博学な愚者達を喜ばせ

るために、霊達を「無意識の筋肉活動」と命名して、荒

稼ぎをしました。しかし、「死屍に鞭打つな」です。彼

の最後は悲しいものでした。本当の霊媒であるしるしの

最初の最も明白な徴候である癲癇の発作を彼は一生懸命

隠していました。検死が行なわれた時、彼は死んでいた

のか、あるいはトランス状態であったのか、誰にわかる

でしょう？　ロイター通信を私達が信じるとすれば、ビ

ショップの親類の人達は彼がまだ生きていたと主張して

います。最後に、ベテランの霊媒、近代心霊主義の元祖

であるフォックス姉妹をごらんなさい。「天使達」と四

〇年以上の交流をしていたのに、天使達はフォックス姉

妹を不治の飲んだくれにしてしまいました。姉妹は今、

公開講演で自分達の生涯の仕事と哲学を詐欺だと言って

います。どんな種類の霊達が彼女達を教えたのでしょう

か？

【問】　しかし、あなたの推論は正しいのですか？

【答】　ある歌の学校の最も優秀な生徒達が喉を酷使して

つぶしたならば、あなたはどう推論なさいますか？　教

授法が悪かったと思うでしょう。心霊主義の場合も、優

秀な霊媒が同じような運命の餌食となるならば、私の推

論は正しいと思います。この問題に興味をもつ人々は心

霊主義の木をその果実によって判断し、そこから学ぶべ

きことについてよく考えるようにと、私達は言うことが

できるだけです。私達神智学徒は心霊主義者達をいつも

私達自身と同じ神秘的傾向をもった兄弟と思っています

が、彼等はいつも私達を敵と考えています。私達には心

霊主義よりも古い哲学があるので、彼等を助け警告しよ

うとしましたが、彼等は力を尽くして私達の悪口を言い、

私達の動機の非難をすることで報いました。けれども優

秀な英国の心霊主義者達は自分の信念をまじめに論ずる

場合は、私達が言っている通りのことを言います。Ｍ・Ａ・

オクソンは次のようにこの真理を述べています（＊）。「心

霊主義者達はあまりにも外部的な霊達がこの世に介入す

ることを強調し過ぎ、また、自分の内に化身している霊

の力を無視しがちである」。では全く同じことを言って

いるのに、なぜ、私達をそしり、罵ののしるのでしょうか？

　今後、私達は心霊主義とはもう何も関わりません。で

は輪廻に戻りましょう。

＊　『第二の視力』の序文。



神智学の教えは『ヨハネによる福音書』で教えられている

【問】　キリスト教の信奉者はこれについて、次のように

答えるでしょう。正統派の教義は頑迷な罪人や唯物論者

には「針の山」のような地獄でひどい目に会わせると言っ

てはいても、他方では、最後の瞬間に悔い改めの機会を

与えています。それに正統派は神智学と違って、人格我

の絶滅を教えはしません。

【答】　たとえ、教会が私達の教えを少しも教えなくても、

イエスは教えています。このことは少なくとも、キリス

ト教よりもキリストに重きをおく人達には大事なことで

す。

【問】　キリストはそのようなことを教えていますか？

【答】　教えています。博識なオカルティストやカバラ学

者でさえ、そう言うでしょう。あなたが文字通りの解釈

を忘れ、秘教精神を忠実に守るならば、キリスト、とに

かく『ヨハネによる福音書』は人格我の絶滅も輪廻も教

えていることが分かります。『ヨハネによる福音書』一

五章一節から六節までを思い出して下さい。そのたとえ

話は人間の上のほうの三つ組について言っているのでは

ありませんか？　アートマンは農夫で、霊的自我すなわ

ちブッディ（クリストス）は葡萄の木です。そして動物

的で物質生命のある魂、すなわち人格我はその枝です。

「わたしはまことの葡萄の木、わたしの父は農夫である。

わたしにつながっている枝で実を結ばないものは、父が

すべてこれをとりのぞき、……枝が葡萄の木につながっ

ていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないよ

うに、あなた方もわたしにつながっていなければ実を結

ぶことはできない。わたしは葡萄の木、あなたはその枝

である。……もし人がわたしにつながっていないならば、

枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをか

き集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである」

　私達はこれを次のように説明します。枝を焼くという

脅しは罪人が地獄の火で焼かれるという意味だと神学は

強調しますが、私達は地獄の火を信じないで、農夫はアー

トマンのことであり、無限で非人格な原理のシンボル

（＊）であると言い、また、葡萄の木は霊的魂、すなわ

ちクリストスとし、一本一本の枝は新しい化身のことで

あるとします。

＊　秘儀に葡萄の木を植えたのは大祭司すなわち「父」

である。どのシンボルにもその意味を開く七つの鍵があ

る。プレローマを、秘伝を受ける人に示す者はいつも「父」

と言われた。

【問】　どんな証拠があってそのように独断的な解釈をな

さるのですか？

【答】　それが正しく、根拠のないものではないというこ

とは、普遍的な象徴学が証明しています。ヘルマス（＊）

は「神」のことを「葡萄畑を作った者」すなわち人類を

創造した者と言っています。カバラでは「老人の中の老

人」または「長い顔」が葡萄畑を作っていると言います。

葡萄畑は人類を示しています。そして葡萄の木は生命と

いうことです。ですから、「王なるメシア」の霊は世界

が出来た時から天の葡萄酒の中でその衣を洗っていると

示されています（＊＊）。王なる救世主とは天からの葡

萄酒すなわちブッディの中で、自分の衣すなわち再生中

の人格我を洗って自らを清めた自我です。アダムの「ダ

ム」は「血」という意味です。肉体の生命（ネフェシュ

すなわち魂）は血の中にあります（『レビ記』一七章一

一節）。そしてアダム・カドモンは神の唯一の子です。

ノアも葡萄を植えます。これは未来の人間の苗床を示す

比喩です。同じ比喩を用いたのがナザレ派の聖典にもあ

ります。それによると、七本の葡萄の木が作られており、

それは七人の救世主＝仏陀をもつ七人種を現し、その葡

萄の木はケバル・ズィワから出てきて、フェルホ（また

はパルチャ）ラバが水をやります（『コデックス・ナザ

レウス』三巻六〇～六一頁）。祝福された者達が光の生

き者達の間をのぼって行き、生命の主であり、最初の葡

萄の木であるイアヴァル・ズィワを見るでしょう（同書

二巻二八一頁）。このようなカバラ学の比喩は当然、『ヨ

ハネによる福音書』一五章一節にも繰り返されています。

　私達の七重の分類法を無視する哲学に従っても、人間

の体系の中の自我すなわち「考える人間」はロゴスまた

は魂と霊の息子と言われていることを忘れないようにし

ましょう。「マナスは王と女王（秘教的にはアートマン

とブッディ）の養子である」とあるオカルトの本は言っ

ています。マナスはプラトンの言う人間＝神であって、

物質の救済のため、空間の中（または生命周期の継続の

間）で自らを十字架につけます。これをマナスは繰り返

し化身することで行ない、人類を完成へと導き、低級な

形体がより高く進歩する余地を作ります。マナスは自ら

を進歩させ、一生たりとも怠けずに、物質界のすべての

自然物の進歩を助けます。人格我に全く霊性の火花がな

いのでマナスが人格我の一つを失うような極めてまれな

ことがあっても、その喪失もマナスの個人的な進歩を助

けます。

＊　『ヘルマスの牧者』の「譬え」の五章六節。

＊＊　『ゾハール』の創世記の註釈　一一章一〇節。

【問】　しかし、もし自我が諸人格我の犯した罪に責任が

あるならば、その人格我の一つの喪失、またはむしろ絶

滅にも責任があるはずです。

【答】　その悲惨な運命をそらすために何もしない場合を

除いて、全く責任はありません。もしもマナスがあらゆ

る努力をしたにもかかわらず、私達の良心の声であるマ

ナスの声が物質の壁を通り抜けることができなかったな

ら、その構成材料が非常に不完全なために鈍感な人格我

は、自然界の他の失敗と同じ運命になります。自我はデ

ヴァチャンを経験しそこなうこと、特にほとんど間もな

く化身しなければならぬことで充分に罰せられます。

【問】　魂つまりあなたが人格我と呼ぶものをなくすこと

があるというこの教えを、スウェーデンボルグは「霊の

死」と言ってある程度承認していますが、キリスト教徒

と心霊主義者の理想主義的な理論とは反対です。彼等は

決してその教えを受け入れないでしょう。

【答】　たとえ彼等は本当にそれを受け入れなくても、自

然の事実を変えることはできませんし、また、時々、そ

んなことが起こってもとめることはできません。宇宙と

その中のすべてのもの、すなわち道徳的、知的、肉体的、

サイキック的、霊的なものは平衡と調和という完全な法

則の上に成り立っています。前に言ったように（『ベー

ルをとったイシス』英語版一巻三一八～三一九頁参照）、

諸天体の調和した回転の遠心力がなければ、求心力は現

れることはできません。

　あらゆる形体とその進歩は自然界のこの二つの力に

よってできます。さて、霊（ブッディ）は遠心的な霊的

エネルギーであり、魂（マナス）は求心的な霊的エネル

ギーです。一つの結果が生じるには、この二つは完全な

統一と調和状態にならなければなりません。それを引き

つける中心に向かっているこの世の魂（マナス）の求心

的な運動を中断し、邪魔し、デヴァチャンの状態に適さ

ないような、その魂に耐えられないほどの物質的重荷を

負わせてその進歩を阻止すれば、全体の調和は破られて

しまうでしょう。人格我の生命というよりもむしろ、人

格我の理想的反映は、この二つの力に支えられる時だけ

続けることができます。つまり、人格我がこの世に生ま

れ生きることはブッディとマナスの密接な結合によりま

す。少しでも調和が乱れると、人格我の生命に損害を与

え、また、取り返しがつかないほど破壊されると、この

二つの力は死の瞬間に分離してしまいます。人格我の霊

的エッセンスはデヴァチャンに入って行く自我にくっつ

いて永久的個性にその人格の「色合い」をいわば一時的

に与えますが、カーマ・ルーパでもマーヤーヴィ・ルー

パと言ってもよいですが、人格我の形体は少しの間カー

マ・ローカに行ってしまい、だんだんと消滅します。

　全く堕落した者、少しも霊的でない者、救われないほ

ど悪い者が死んだあと、非常に際どい、重要な時がきま

す。もし、生きている間に、内なる我（マナス）がマナ

ス自体と神聖なブッディの輝かしい光線とを人格の何か

に結びつけようとする最大限の必死の努力が無駄に終わ

るなら、また、もしもこの光線が肉体の脳のますます厚

くなって行く殻に、もっともっと入って行けなくなるな

らば、霊的自我、マナスが一たび体から解放されたら、

人格我の精妙な遺物から全く切り離されるようになりま

す。そしてその精妙な遺物すなわちカーマ・ルーパはこ

の世のものに引きつけられて、冥府に引き込まれ、そこ

にとどまります。この冥府を私達はカーマ・ローカと言っ

ています。そのような人格我の遺物はイエスの言われた

葡萄の木から切り落とされた「枯れた枝」です。しかし、

その絶滅はすぐに起こるのではなく、時には何世紀もか

かります。そうした人格我は他のもっと幸福な自我の遺

物と一緒に残り、魂の脱け殻とエレメンタリーとなりま

す。『イシス』の中で言われているように、降霊術の会

の「物質化」という霊的めかした大舞台で演じるスター

はこの二種の「霊」すなわち殻とエレメンタリーです。

生まれ変わるのはそれらではないことは確かです。従っ

て、そのような「愛する死んだ人達」のほとんどは輪廻

のことについて何も知らないし、その点では、心霊主義

者達を誤った方向へ導いてきました。

【問】　しかし、『ベールをとったイシス』の著者（ブラヴァ

ツキー夫人）は、輪廻に反対したと非難されているでは

ありませんか？

【答】　その本に書かれていることを誤解した人達はそう

非難しています。その本が書かれた時には、英国でもア

メリカでも心霊主義者達（Spiritualists）は輪廻を信じ

ていませんでした。その本で輪廻について言われている

ことは、フランスの心霊主義者達（Spiritists）に対して

言っていることです。彼等の理論は哲学の道理にかなわ

なくてばかばかしいですが、東洋の教えは論理的で自明

の理です。フランスのアラン・カルデック派の輪廻論者

達は、根拠もないのに死後すぐに生まれ変わる輪廻を信

じています。彼等によれば、死んだ父親はまだ生まれて

ない自分の娘に生まれて来ることなどができるのです。

彼等の説にはデヴァチャンもカルマもないし、連続的な

再生の必要を裏づける哲学もありません。しかし、千年

から千五百年の長い期間をおいてカルマに従って輪廻す

ることは、仏教およびヒンズー教の根本的な信念ですの

に、『イシス』の著者はどうして反対することができま

しょう？

【問】　では、フランスの心霊主義者達と英米の心霊主義

者達両方の理論にあなたは全く反対されるのですか？

【答】　全部ではありませんが、それぞれの根本的な信念

に関してだけです。両方とも、彼等の言う「霊」が話す

ことに頼っています。また、私達神智学徒がこの両方に

賛成しないのと同様に、両方とも、お互いに賛成してい

ません。

　真理は一つです。フランスの幽霊達が輪廻について説

き、イギリスの幽霊達はその教義を否定し非難するのを

聞くと、フランスの霊達もイギリスの霊達もどちらかが、

自分達は何を言っているのか分からないのだと思いま

す。私達は英米およびフランスの心霊主義者と同じよう

に「霊達」すなわち知性のある、目に見えない存在物の

いることを信じます。しかし、私達の教えではそのよう

な存在の種類は多数ありますが、心霊主義者達は人体を

脱した「霊達」しか認めません。それらはたいてい、カー

マ・ローカの殻であることを私達は知っています。

【問】　あなたはそのような霊達に対してたいへん厳しい

ようです。肉体を離れた霊達すなわち「死者の霊達」の

物質化や降霊術の会での接触を信じないあなたの見解と

理由をすでにおっしゃいましたが、もう一つの事実を私

に教えて下さいませんか？　ある神智学者達は霊媒状態

や霊達との交流は危険であるといつも言うのはなぜです

か？　何か特別の理由でもあるのですか？

【答】　彼等には理由があるはずです。とにかく、私がそ

のようなことを言うには理由があります。意識のあるエ

レメンタル達や半意識状態の魂殻から、様々な種類の全

く意識のない得体の知れないお化けに至るまで、目には

見えなくとも接触できる、否定のできない存在達を五〇

年以上もよく知っているので、私は意見を述べる権利が

あると思います。

【問】　このような降霊術の集まりをするのはなぜ危険な

のか、例をあげて下さいませんか？

【問】　例をあげるには時間がかかります。どんな原因も、

生じた結果で判断しなければなりません。今世紀になっ

て、アメリカに再び現れて以来五〇年間の心霊主義の歴

史を振り返ってごらんなさい。そして心霊主義がその愛

好者達に利益を与えたか、害を与えたかを自分で判断し

てごらんなさい。どうぞ誤解しないで下さい。私は本当

の心霊主義に反対しているのではなく、心霊主義の名で

通っている近代的な運動とその現象を説明するために作

り上げられたいわゆる哲学に反対しているのです。

【問】　あなたはその現象を全く信じないのですか？

【答】　私が全力を尽くしてその現象に反対するのは、十

分な根拠をもってその現象を信じており、また、故意の

詐欺であるいくつかの場合の外は、現象が紛れもない事

実であることを知っているからです。もう一度言います

が、私は肉体的な現象だけを言っているので、精神的な

現象もサイキックな現象のことも批判しません。類は友

を呼びます。

　肉体をもっていない高い霊や惑星霊の直接の指導のも

とに、あるいは保護さえ受けて、何年間も生活をした高

尚な心の持ち主で清く善良な人達を私は何人か知ってい

ます。しかしこのように知的な霊達は、降霊術の会に現

れるジョン・キング達やアーネスト達のタイプの方では

ありません。このような方々はごくまれにしか人々を指

導したり統御したりはされず、その人の過去のカルマに

よって磁力的に引きつけられるという例外的な場合にだ

けです。そうした方々を引きつけるためには、降霊術の

会に座っているだけではだめです。降霊術の会は霊媒が

生涯、奴隷となる善、悪、またはよくも悪くもない様々

な「お化け」の群を呼び入れる戸口を開くにすぎません。

私が反対しているのは、どんな「霊」でも相手にする、

いろいろな化け物達と交わる降霊術であって、霊的神秘

主義に反対しているのではありません。霊的神秘主義は

気高く神聖です。霊媒のすることは二百年前に魔女や魔

法使いの起こした現象と同じで、彼等はそのために罰を

受けたのです。グランヴィルやその他の著者の魔法に関

する本を読んでごらんなさい。そうすれば一九世紀の心

霊主義の物質現象にも似たものが、全部でないにしても

ほとんどそこに記録されているのが分かるでしょう。

【問】　心霊主義は魔法であって、それ以上のものではな

いとおっしゃるのですか？

【答】　意識的であってもなくても、死者とこのように交

わることはネクロマンシーで、極めて危険なことです。

モーセよりずっと前の時代にもこのように死者を呼び出

すことは、あらゆる知的な国民に、罪深く残酷なことと

考えられていました。それは魂の休息を妨げ、より高い

状態に進化するのを妨げるからです。ずっと昔から人類

が集めてきた智慧はこのようなことをたいへん非難して

きました。結局、私が一五年間、発言したり、文章に書

くことをやめなかったのは次のようなことです。いわゆ

る「霊」のあるものは自分が何を話しているか知らない

で、ただオウムのように霊媒やその他の人々の脳の中に

見つけたものを繰り返しているだけですが、その他のも

のはたいへん危険で悪へと導くだけです。これは二つの

自明の事実です。アラン・カルデック派の心霊サークル

に入ってごらんなさい。そこの「霊達」が輪廻を主張し、

カトリック教徒のような話し方をしています。また、英

国やアメリカでの「愛する死者達」を見てごらんなさい。

彼等は徹頭徹尾輪廻を否定し、それを教える者を非難し、

プロテスタントの考えを守っています。あなた方の最も

よい、そして最も強力な霊媒はみな、体や精神の健康を

害しています。うわ言を言う狂人となって精神病院で死

んだチャールズ・フォスターの悲しい結末や、癲癇てんかん

のスレードや、今同じ病気にかかっている英国でいちば

ん優れた霊媒のエグリントンの状態を考えてごらんなさ

い。Ｄ・Ｄ・ホームの生涯を振り返ってごらんなさい。こ

の人の心は憎しみでいっぱいで、サイキック能力をもっ

ていると彼が思った人については決してよいことを話し

たことはなく、最後まで自分以外の霊媒をひどく中傷し

ました。心霊主義のこの熱狂家はいわば霊達との交流に

よって起きた恐ろしい脊髄病で何年も苦しみ、全く病み

衰えて死にました。また、哀れなワシントン・アーヴィ

ング・ビショップの悲しい運命を考えてごらんなさい。

私はニューヨークにいた時、彼を知りました。その時、

彼は一四歳で、明白な霊媒でした。哀れなこの人は「霊達」

を出し抜いて、あらゆる学術会の博学な愚者達を喜ばせ

るために、霊達を「無意識の筋肉活動」と命名して、荒

稼ぎをしました。しかし、「死屍に鞭打つな」です。彼

の最後は悲しいものでした。本当の霊媒であるしるしの

最初の最も明白な徴候である癲癇の発作を彼は一生懸命

隠していました。検死が行なわれた時、彼は死んでいた

のか、あるいはトランス状態であったのか、誰にわかる

でしょう？　ロイター通信を私達が信じるとすれば、ビ

ショップの親類の人達は彼がまだ生きていたと主張して

います。最後に、ベテランの霊媒、近代心霊主義の元祖

であるフォックス姉妹をごらんなさい。「天使達」と四

〇年以上の交流をしていたのに、天使達はフォックス姉

妹を不治の飲んだくれにしてしまいました。姉妹は今、

公開講演で自分達の生涯の仕事と哲学を詐欺だと言って

います。どんな種類の霊達が彼女達を教えたのでしょう

か？

【問】　しかし、あなたの推論は正しいのですか？

【答】　ある歌の学校の最も優秀な生徒達が喉を酷使して

つぶしたならば、あなたはどう推論なさいますか？　教

授法が悪かったと思うでしょう。心霊主義の場合も、優

秀な霊媒が同じような運命の餌食となるならば、私の推

論は正しいと思います。この問題に興味をもつ人々は心

霊主義の木をその果実によって判断し、そこから学ぶべ

きことについてよく考えるようにと、私達は言うことが

できるだけです。私達神智学徒は心霊主義者達をいつも

私達自身と同じ神秘的傾向をもった兄弟と思っています

が、彼等はいつも私達を敵と考えています。私達には心

霊主義よりも古い哲学があるので、彼等を助け警告しよ

うとしましたが、彼等は力を尽くして私達の悪口を言い、

私達の動機の非難をすることで報いました。けれども優

秀な英国の心霊主義者達は自分の信念をまじめに論ずる

場合は、私達が言っている通りのことを言います。Ｍ・Ａ・

オクソンは次のようにこの真理を述べています（＊）。「心

霊主義者達はあまりにも外部的な霊達がこの世に介入す

ることを強調し過ぎ、また、自分の内に化身している霊

の力を無視しがちである」。では全く同じことを言って

いるのに、なぜ、私達をそしり、罵ののしるのでしょうか？

　今後、私達は心霊主義とはもう何も関わりません。で

は輪廻に戻りましょう。

＊　『第二の視力』の序文。
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実践的オカルティズム ３

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク

三　日常生活のための実践上の提案

　この論文を構成している様々な引用文は、出版するつ

もりで抜粋したものではなかったので、いくぶんまとま

りがないように思えるかもしれない。

　最初、これは『神智学精選集』に出版された。読者達

がこれからヒントを得て、毎日、自分が読んだものから

抜粋して、同じような抄録を作ればとの願いをこめたの

である。読者はこのようにして、読んだものを記録し、

心に訴えた奉灯的な内容を短いスペースに集めて読むこ

とから実際的な多くの価値を得るだろう。

　毎朝、一連の引用文を読み、一日中その内容を守って

行こうと努力し、暇な時にはそれについて深く考えると

いう習慣は、熱心な学徒にとって有益であろう。

Ⅰ

　朝早く目が覚めからすぐに起きよ。床の中で半ば目覚

め、半ば夢うつつで怠惰に寝ていないように。

　起きたら、全人類が精神的に新生するよう、また、真

理の道で苦労している人々が、君の祈りによって勇気づ

けられ、もっと熱心に、もっとうまく働けるよう、さら

にまた、君が力づけられ、感覚的な誘惑に負けないよう、

熱心に祈れ。

　三昧に入っている君の大師のお姿を心に描け。そのお

姿を君の前に、細かいところまではっきりと描き出せ。

敬愛をもって大師について考えよ。そして不作為の罪も、

作為の罪もすべて許されるように祈れ。

　これは一心集中するのを非常に助け、君の心を清め、

さらにそれ以上の効果があるだろう。

　または、君の欠点を反省せよ。つまり、その欠点の害と、

その欠点が君に与える一時的な楽しみとを徹底的に反省

せよ。次に、この欠点に負けないよう最善を尽くそうと

固く決意をせよ。

　この自己分析、自分の良心の審判の前に身をさらすこ

とは、これまで思ってもみないほど、霊的進歩を促進さ

せる。

　入浴する時には、その間中、君の道徳的不浄が、肉体

の不浄と共に洗い流されるよう意志を働かせよ。

　他の人々と君との関係については次の規則を守れ。

⑴ 君の義務ではないことは決してするな。つまり、不必

要なことは何もするな。何かをする前に、それをするの

は自分の義務かどうか考えよ。

⑵ 不必要なことは話すな。言葉を口にする前に、君の言

葉のもたらす結果を考えよ。君の仲間のせいで、君の主

義を曲げてはいけない。

⑶ 雑念や不必要な思いにとらわれるな。言うは易く、行

なうは難いものである。君の心をたちまち空白にするこ

とはできない。だから、初めは自分の欠点の分析をした

り完全なお方について考えることで心を満たし、悲念や

無益な思いが起こらないように努めよ。

⑷ 食事の開に君の意志を働かせて、食事が正しく消化さ

れ、君の霊的熱望に合った体となり、悪い欲望や雑念を

呼び起こさないようにせよ。

　空腹の時にのみ食べ、渇きを覚える時にのみ飲め。そ

うでない時には、決して飲み食いするな。ある料理が君

の味覚をそそっても、ただその欲望を満足させるために

食べてはならない。その食べ物を食べて得た快楽は、数

秒前にはなく、数秒後にはもはや存在しなくなることを
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する時期も来れば、次には意気消沈と絶望さえも回って

くる。

こうして人間は、時勢の流れの主人となるべきであるの

に、その犠牲者となってしまう。

　道の志願者よ、失敗することを恐れない者は成功を得

ない。忍耐せよ。

　蓄積されたエネルギーは、絶滅することなどあり得な

い。他のものに移され、他の方式の運動に変えられなけ

ればならない。永久に静止状態のままで存続することは

できない。制御できない欲望に抵抗をしようとすること

は無益である。他の方向に向けられないならば、蓄積さ

れているその欲望のエネルギーは意思よりも強く、理性

よりも強くなるまでに成長するだろう。このエネルギー

をコントロールするために、より高い別の方向にそれを

移さなければならない。例えば、何か下品なものに対し

ての愛着は、もっと高い何かへの愛に換えることによっ

て、変化させることができる。また、悪徳の目的を変え

ることによって徳性にすることができる。激しい感情は

盲目的なものではあるが、導かれる所へ行く。理性は本

能よりもっと確実なガイドで、もっと安全に導くであろ

う。たまってきた怒りや愛欲は、適当な対象を何か見つ

けて激しく表れることだろう。さもなければ、そのエネ

ルギーの持ち主にとって破滅的な爆発をするかもしれな

い。嵐のあとには静けさがくる。古人は「自然は空虚を

嫌う」と言った。私達は感情を殺し、絶滅させることは

できない。感情を追い払っても別のエレメンタル的な影

響力がこれに取って代わる。従って私達は、何かと置き

換えずに、低いものを滅ばそうとするべきではない。低

いものを高いものと置き換えるべきである。悪徳は美徳

に、迷信を知識に置き換えるのである。

Ⅲ

　目に見えず、音のないものに視力と聴力を集中する以

外に欲望に対する治療法はなく、報酬への愛着に対する

治療法もなく、さらにまた、渇望から生じる苦悩に対す

る治療法もないことを学べ。

　人間は、進歩という自分の生得の力を信じなければな

らない。人間は自分のより偉大な性質を怖がってはなら

ないし、また自分の低劣で、物質的な性質に引き戻され

てはならない。困難は憂鬱 ( ゆううつ ) の言いわけには

ならないし、まして絶望の言いわけにもなり得ないこと

を、過去の歴史はすべて私達に示してくれる。というの

も、もし人間がそのような気を落としやすいものであっ

たなら、文明の不思議をいろいろと作ることができな

かったからである。

　一歩踏み出す力が自分の道を選んだ者にはまず必要で

ある。この力はどこで見つければよいのだろう？　調べ

てみれば、他の人々がどこで自分達の力を見つけたかを

知るのは難しいことではない。この力の源は深い確信で

ある。

　禁欲生活をする時は、君自身を清浄にしておくために

ではなく、禁欲することが正しいから禁欲せよ。

　自分自身と戦う人は、なすべき価値のある唯一の事を

自分はこの戦いでしているのだと知る時にのみ、その戦

いに打ち勝つことができる。

　「悪に抵抗するな」、すなわち、人生の避け難い不愉快

なことに対して愚痴をこぼしたり、怒りを感じたりして

はならない。他の人々のために働くことで自分自身を忘

れよ。人々が君の悪口を言い、君を迫害し、虐待した時、

なぜ抵抗するのか？　抵抗すると、それよりも大きな悪

を作り出すものである。

　何であれ、当面の仕事にはなすべき義務がある。それ

が重要であるか、否かということは全く考えるべきでは

ない。

　悪を治す最良の治療法は抑圧ではなく、欲望の除去で

ある。それは心を絶えず神聖なことに没頭させる努力で、

最もよく成し遂げられるものである。制御しにくい感覚

の対象についてくよくよしたり、または、楽しく考えた

りすると、高級我の知識はたちまちなくなってしまう。

　私達自身の気質はたいへん卑しく、高慢で、覇気満々

として、自分自身の欲求や判断や意見で頭がいっぱいな

ので、もしこの気質が試されて抑制されなかったなら、

取り返しのつかないほど落ちぶれてしまう。従って私達

が、自分自身を知り謙虚となるように、誘惑され、試さ

れるのである。最も危険な誘惑は、誘惑も試しもない生

活を送ることである。従って、誘惑が君を襲ってくる時

は喜べ。かつ、忍従と平静と忠実さをもってそれに耐え

よ。

　自分自身のためになすべきことは何もないが、成就し

なければならない責任が神によって君に課せられている

ように感じよ。神を求めよ。しかし、神の与え得るもの

は何も望むな。なすべきことがあれば、それをしなけれ

ばならない、行為の好い結果を受けるために行なっては

ならない。自分の行為のすべては、自分には価値はない

が、ただ、しなければならないから、言い換えれば、そ

うするのが私達の天性なのだからするという固い信念を

もって行なわれているならば、私達の中の自分本位な低

級我は次第に弱くなり、ついに静止するだろう。すると、

真我をあらわす知識が燦然として輝くようになる。

　自分を振り落とす喜びや苦しみで決心がぐらついて、

しっかりと決めた目的から外れることを許してはならな

い。

　大師がそのみもとに来るようにと君を選ばれるまで

は、人類と共にあれ。人類の進歩のために、私心を去っ

て働け。これだけが本当の満足を与えることができるも

のである。

　知識というものは使えば使うほど、増すものである。

つまり、教えれば教えるほど、学べることになるのであ

る。従って、真理の探究者よ、幼子のような信仰をもち、

イニシエートのような意志をもって、人生行路で慰めに

なるだけの知識をもたない者に君の蓄えを与えよ。

　個人の権利という考えは、「自己」という蛇の毒性か

ら生じたものにすぎないことを弟子は十分に理解しなけ

ればならない。弟子は決して他人を批判、非難の対象と

見てはならないし、自己弁解や口実も言ってはならない

のである。

　君の敵や友がいるのではない。すべての人々が同じよ

うに君の師匠である。世俗的であろうと精神的であろう

と、利益を得るために働いてはならない。義ある神意、

すなわち宇宙の法則を全うするために働かねばならな

い。

Ⅳ

　現在にも、未来にも生きるな！　永遠の中に生きよ。

永遠の中では悪という巨大な毒草は花開くことができな

い。万物を汚して損ねる悪の毒草は、永遠の思いの雰囲

気によって拭い去られてしまう。清い心は「霊の知識」

を得るのに必要な条件である。この清さを得るためには

二つの基本的な方法がある。第一に倦 ( う ) まずたゆま

ずあらゆる悪念を追い出せ。第二にあらゆる状態の下で

心の平静を保て。どんなことがあっても、やきもきした

りいら立ったりするな。この二つの浄化法は、献身と慈

悲によって非常に助長される。自分が清浄ではないと感

じるからといって、じっと座って前進する努力をせずに

いてはならない。すべての者が燃え立たねばならない。

また、熱心に働くのが必要だが、正しい方法で働かねば

ならない。そしてその正しい方法の第一歩は心を清める

ことである。

　怒りを感じ、嘘を吐き、必要がないのに他人の過失を

あばくような時には、心の浄化が必要である。また、こ

びへつらって何かを言ったり行なったりする時、また不

誠実な言葉や行ないによって誰かをだます時にも、心の

浄化が必要である。

　救いを望む者は情欲、怒り、貪欲を避け、勇敢に聖典

に従って行く従順さ、霊的哲学を深く勉強する心、その

哲学を実行する根気を育てて行かなければならない。

　利己的な思いに導かれている者は、個人的なことが考

えられていない天国に入ることはできない。天国を望ま

ず、自分のいる所で満足している者は、すでに天国にい

る。だが、自分のいる所に満足しない者は、空しく天国

を求めて騒ぐ。個人的欲望のないことは自由で幸せなこ

とであって、天国とは自由と幸福の存在する状態以外の

何ものでもない。報酬を望んで人のためになることをす

る人は、その報酬が得られないと幸福ではないし、報酬

が得られるとすぐに、この人の幸福は終わってしまう。

何かなすべき未完成の仕事がある限り、永続する平安と

幸福はあり得ない。義務の成就はそれ自体の報果をもた

らすものである。

　自分を他人よりも神聖だと考える者、悪徳や愚かさは

自分にはないと誇りをもつ者、自分を賢明だと信じたり、

いかなる面においても仲間より優れていると思い込んで

いる者は弟子となることはできない。人間は天国に入る

ことができるように、幼子のようにならなければならな

い。徳も智慧も崇高なものであるが、もし高慢となり、

他の人間とは別のものだという意識が生じるならば、徳

と智慧は精妙な形で再現した低級我の蛇でしかない。人

間のハートと感情を犠牲とし放棄をすることは、諸規則

の中の第一番目のものである。それは、個人的情緒によっ

て揺るがされることのない平衡を得るという意味であ

る。直ちに君の善意を実行に移せ。たった一つでも、実

行されない意図のままにしておいてはならない。私達の

唯一の真実の方針は、行為から得る報いのためではなく、

行為そのものの価値のために行為を行なうことである。

結果を望んで行為に取りかかることはもちろん、怠惰に

陥ることもいけない。

信仰（＊）は心の激情と愚かさを浄化する。すると、肉

体を支配できるようになり、最後に感覚の征服もできる

ようになる。

＊　すなわち、知識。これは無私無欲と親切心を実行す

ることから生じる。

悟りを開いた聖者の特性は第一に、真我（true Ego）す

なわち至高霊のみが至福であり他はすべて苦痛であるこ

とを知って、あらゆる欲望から解放されていることであ

る（＊）。第二にこの人は、何が起ころうと、それに対

して執着することも、反発することもなく、何ら限定さ

れることなく活動することである。最後は、五官が征服

されていることである。し

かしこれは、第二の特性が身につけられていないと偽善

と高慢を生むので、役に立たないばかりか、害がある。

また、第一の特性を体得していない人には、第二の特性

も大して役に立たない。

＊　これは、絶えず心を神聖なものに向けることによっ

て達成できる。

　愛他主義を実践しない者、自分の最後の一口の食べ物

（＊）を、自分より弱い人、貧しい人に分け与えようと

しない人、いかなる人種、国民、宗教の者であろうと、

またいつどこで、苦しみに出合っている者であろうと自

分の兄弟を助けることをおこたる人、また、人類の苦痛

の叫びに耳を貸さない人、罪のない人がそしられている

のを聞き、自分を弁護するように真剣にその人を弁護し

ない人は、神智学徒とは言えない。

＊　「食べ物」を広義で理解すればよい。例えば霊的知

識なども指す。

覚えておくように。それは一時的な快楽であり、今は快

楽であっても食べ過ぎれば苦痛となり、食べ物は舌にだ

け喜びを与えるにすぎないことを覚えておけ。また、そ

の食べ物を得るためにたいへんな苦労をしたり、それを

こらえられずに誘感されると、君はそれを得るためにど

んな卑しいことをしても恥とは思わなくなるだろう。君

に永遠の至福を与えることのできる別のものがあるのに

一時的なものに愛着を向けることは、まことに愚かであ

る。本当の君は体でも、感覚でもないので、体や感覚が

受ける苦楽が実際に君に影響を与えることはない。この

ようなことをすべて、心に留めよ。他のあらゆる誘惑に

ついても、同じように次々と推理を続けよ。たとえ、失

敗が度々あっても、やがてより確実な成功を収めること

だろう。

　あまり多く本を読むな。十分読んだならば、一〇時間

深く考えよ。孤独に慣れ、自分の思いとだけいる習慣を

つけよ。

　君自身以外に君を助けることのできるものはいないと

いう考えに慣れよ。かつ、あらゆるものに対する君の愛

着を徐々に捨て去れ。眠る前にも、朝に祈ったように祈

れ。その日の行為を反省せよ。そしてどこで失敗したか

を知り、明目は失敗しないよう決心せよ。

Ⅱ

　己れを知ろうとし自覚を求める正しい動機とは、己れ

に関係があることではなく、知ることの貴さに関わるこ

とである。つまり、自覚とは知ることだから求める価値

があるのであって、自己に関係があるから貴いのではな

い。自覚を得るために最も必要なものは純粋な愛である。

純粋な愛のために知識を求めよ。そうすれば、ついにそ

の努力は己れについての知識をもって報いられるだろ

う。学徒が進歩の遅いのをもどかしがっているというこ

とは、報いを求めて働いており、愛のために働いてはい

ないことを確証している。純粋な愛をもって働いている

人々のために用意されている大勝利を受ける価値はこの

学徒にはないということを証明していることになる。

　私達の中にいます「神」――すなわち、愛と真理、正

義と智慧、善と強さの神髄――は、私達が永遠に心の底

から愛すべき唯一のものであり、何事にも頼ることので

きる「不動の岩」として私達の唯一の信頼、唯一の信仰

の対象であり、たとえ他のものがすべて滅び去ろうとも、

最後まで力になってくださる私達の唯一の希望である。

私達の悪いカルマが尽き果てて聖なる救世玉が私達の魂

の中にご自身の実在を示してくださるまで、不平を言わ

ずに忍耐強く待ち望みっつ達成しなければならない唯一

の目標である。

　学徒がくぐるべき戸口は、「足るを知る」ということ

である。自ら満足しない者は、今の自分を作ってきた法

則にも満足していない。「神」ご自身が「法則」で在ら

れるから、神＝法則に満足し良い人達の所へ神はおいで

にならないだろう。

私達が進化の流れの中にいるのだとすれば、私達が経験

する状況はそれぞれ私達にとって全く適切なものである

に違いない。そして、ある行為を成し遂げられずに失敗

することは、私達にとって最大の助けとなるはずである。

なぜら、クリシュナが必要なものだと主張する冷静さは、

他の方法では学べないからである。もし私達のプランが

すべてうまく行ならば、成功と失敗の対照を知ることは

ないだろう。無知のために私達は間違ったプランをたく

さん作るかもしれないが、大自然は親切にもそのような

プランを私達に成し遂げることを許さない。私達が悪い

プランを作ったからといって咎めを受けるというわけで

はないが、成就の不可能ということを素直に受け入れな

かったということで、カルマ的損失を被ることがある。

失敗したことで君ががっかりするならば、それだけ、君

の思いは力を失う。人間は牢獄に閉じ込められていても、

私達の運動のために働くことができる。だから、現在の

環境に対する一切の嫌悪感を心から取り除くよう君に願

う。もし、現実に起こっていることがすべて、君の高級

我が実際に望んでいるものと考えることができるなら

ば、君の思いが強くなるだけでなく、体も強くなること

だろう。

　時が来たなら賢明に活動し、休息の時に忍耐強く待つ

人は、時勢の潮の干満と調和するようになる。そのよう

な人は自然の流れと宇宙の法則を支えに、また、真理と

慈悲を道しるべの星として回天の偉業をなすことができ

る。この法則を知らないと、一方では極端に走って熱狂



三　日常生活のための実践上の提案

　この論文を構成している様々な引用文は、出版するつ

もりで抜粋したものではなかったので、いくぶんまとま

りがないように思えるかもしれない。

　最初、これは『神智学精選集』に出版された。読者達

がこれからヒントを得て、毎日、自分が読んだものから

抜粋して、同じような抄録を作ればとの願いをこめたの

である。読者はこのようにして、読んだものを記録し、

心に訴えた奉灯的な内容を短いスペースに集めて読むこ

とから実際的な多くの価値を得るだろう。

　毎朝、一連の引用文を読み、一日中その内容を守って

行こうと努力し、暇な時にはそれについて深く考えると

いう習慣は、熱心な学徒にとって有益であろう。

Ⅰ

　朝早く目が覚めからすぐに起きよ。床の中で半ば目覚

め、半ば夢うつつで怠惰に寝ていないように。

　起きたら、全人類が精神的に新生するよう、また、真

理の道で苦労している人々が、君の祈りによって勇気づ

けられ、もっと熱心に、もっとうまく働けるよう、さら

にまた、君が力づけられ、感覚的な誘惑に負けないよう、

熱心に祈れ。

　三昧に入っている君の大師のお姿を心に描け。そのお

姿を君の前に、細かいところまではっきりと描き出せ。

敬愛をもって大師について考えよ。そして不作為の罪も、

作為の罪もすべて許されるように祈れ。

　これは一心集中するのを非常に助け、君の心を清め、

さらにそれ以上の効果があるだろう。

　または、君の欠点を反省せよ。つまり、その欠点の害と、

その欠点が君に与える一時的な楽しみとを徹底的に反省

せよ。次に、この欠点に負けないよう最善を尽くそうと

固く決意をせよ。

　この自己分析、自分の良心の審判の前に身をさらすこ

とは、これまで思ってもみないほど、霊的進歩を促進さ

せる。

　入浴する時には、その間中、君の道徳的不浄が、肉体

の不浄と共に洗い流されるよう意志を働かせよ。

　他の人々と君との関係については次の規則を守れ。

⑴ 君の義務ではないことは決してするな。つまり、不必

要なことは何もするな。何かをする前に、それをするの

は自分の義務かどうか考えよ。

⑵ 不必要なことは話すな。言葉を口にする前に、君の言

葉のもたらす結果を考えよ。君の仲間のせいで、君の主

義を曲げてはいけない。

⑶ 雑念や不必要な思いにとらわれるな。言うは易く、行

なうは難いものである。君の心をたちまち空白にするこ

とはできない。だから、初めは自分の欠点の分析をした

り完全なお方について考えることで心を満たし、悲念や

無益な思いが起こらないように努めよ。

⑷ 食事の開に君の意志を働かせて、食事が正しく消化さ

れ、君の霊的熱望に合った体となり、悪い欲望や雑念を

呼び起こさないようにせよ。

　空腹の時にのみ食べ、渇きを覚える時にのみ飲め。そ

うでない時には、決して飲み食いするな。ある料理が君

の味覚をそそっても、ただその欲望を満足させるために

食べてはならない。その食べ物を食べて得た快楽は、数

秒前にはなく、数秒後にはもはや存在しなくなることを
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する時期も来れば、次には意気消沈と絶望さえも回って

くる。

こうして人間は、時勢の流れの主人となるべきであるの

に、その犠牲者となってしまう。

　道の志願者よ、失敗することを恐れない者は成功を得

ない。忍耐せよ。

　蓄積されたエネルギーは、絶滅することなどあり得な

い。他のものに移され、他の方式の運動に変えられなけ

ればならない。永久に静止状態のままで存続することは

できない。制御できない欲望に抵抗をしようとすること

は無益である。他の方向に向けられないならば、蓄積さ

れているその欲望のエネルギーは意思よりも強く、理性

よりも強くなるまでに成長するだろう。このエネルギー

をコントロールするために、より高い別の方向にそれを

移さなければならない。例えば、何か下品なものに対し

ての愛着は、もっと高い何かへの愛に換えることによっ

て、変化させることができる。また、悪徳の目的を変え

ることによって徳性にすることができる。激しい感情は

盲目的なものではあるが、導かれる所へ行く。理性は本

能よりもっと確実なガイドで、もっと安全に導くであろ

う。たまってきた怒りや愛欲は、適当な対象を何か見つ

けて激しく表れることだろう。さもなければ、そのエネ

ルギーの持ち主にとって破滅的な爆発をするかもしれな

い。嵐のあとには静けさがくる。古人は「自然は空虚を

嫌う」と言った。私達は感情を殺し、絶滅させることは

できない。感情を追い払っても別のエレメンタル的な影

響力がこれに取って代わる。従って私達は、何かと置き

換えずに、低いものを滅ばそうとするべきではない。低

いものを高いものと置き換えるべきである。悪徳は美徳

に、迷信を知識に置き換えるのである。

Ⅲ

　目に見えず、音のないものに視力と聴力を集中する以

外に欲望に対する治療法はなく、報酬への愛着に対する

治療法もなく、さらにまた、渇望から生じる苦悩に対す

る治療法もないことを学べ。

　人間は、進歩という自分の生得の力を信じなければな

らない。人間は自分のより偉大な性質を怖がってはなら

ないし、また自分の低劣で、物質的な性質に引き戻され

てはならない。困難は憂鬱 ( ゆううつ ) の言いわけには

ならないし、まして絶望の言いわけにもなり得ないこと

を、過去の歴史はすべて私達に示してくれる。というの

も、もし人間がそのような気を落としやすいものであっ

たなら、文明の不思議をいろいろと作ることができな

かったからである。

　一歩踏み出す力が自分の道を選んだ者にはまず必要で

ある。この力はどこで見つければよいのだろう？　調べ

てみれば、他の人々がどこで自分達の力を見つけたかを

知るのは難しいことではない。この力の源は深い確信で

ある。

　禁欲生活をする時は、君自身を清浄にしておくために

ではなく、禁欲することが正しいから禁欲せよ。

　自分自身と戦う人は、なすべき価値のある唯一の事を

自分はこの戦いでしているのだと知る時にのみ、その戦

いに打ち勝つことができる。

　「悪に抵抗するな」、すなわち、人生の避け難い不愉快

なことに対して愚痴をこぼしたり、怒りを感じたりして

はならない。他の人々のために働くことで自分自身を忘

れよ。人々が君の悪口を言い、君を迫害し、虐待した時、

なぜ抵抗するのか？　抵抗すると、それよりも大きな悪

を作り出すものである。

　何であれ、当面の仕事にはなすべき義務がある。それ

が重要であるか、否かということは全く考えるべきでは

ない。

　悪を治す最良の治療法は抑圧ではなく、欲望の除去で

ある。それは心を絶えず神聖なことに没頭させる努力で、

最もよく成し遂げられるものである。制御しにくい感覚

の対象についてくよくよしたり、または、楽しく考えた

りすると、高級我の知識はたちまちなくなってしまう。

　私達自身の気質はたいへん卑しく、高慢で、覇気満々

として、自分自身の欲求や判断や意見で頭がいっぱいな

ので、もしこの気質が試されて抑制されなかったなら、

取り返しのつかないほど落ちぶれてしまう。従って私達

が、自分自身を知り謙虚となるように、誘惑され、試さ

れるのである。最も危険な誘惑は、誘惑も試しもない生

活を送ることである。従って、誘惑が君を襲ってくる時

は喜べ。かつ、忍従と平静と忠実さをもってそれに耐え

よ。

　自分自身のためになすべきことは何もないが、成就し

なければならない責任が神によって君に課せられている

ように感じよ。神を求めよ。しかし、神の与え得るもの

は何も望むな。なすべきことがあれば、それをしなけれ

ばならない、行為の好い結果を受けるために行なっては

ならない。自分の行為のすべては、自分には価値はない

が、ただ、しなければならないから、言い換えれば、そ

うするのが私達の天性なのだからするという固い信念を

もって行なわれているならば、私達の中の自分本位な低

級我は次第に弱くなり、ついに静止するだろう。すると、

真我をあらわす知識が燦然として輝くようになる。

　自分を振り落とす喜びや苦しみで決心がぐらついて、

しっかりと決めた目的から外れることを許してはならな

い。

　大師がそのみもとに来るようにと君を選ばれるまで

は、人類と共にあれ。人類の進歩のために、私心を去っ

て働け。これだけが本当の満足を与えることができるも

のである。

　知識というものは使えば使うほど、増すものである。

つまり、教えれば教えるほど、学べることになるのであ

る。従って、真理の探究者よ、幼子のような信仰をもち、

イニシエートのような意志をもって、人生行路で慰めに

なるだけの知識をもたない者に君の蓄えを与えよ。

　個人の権利という考えは、「自己」という蛇の毒性か

ら生じたものにすぎないことを弟子は十分に理解しなけ

ればならない。弟子は決して他人を批判、非難の対象と

見てはならないし、自己弁解や口実も言ってはならない

のである。

　君の敵や友がいるのではない。すべての人々が同じよ

うに君の師匠である。世俗的であろうと精神的であろう

と、利益を得るために働いてはならない。義ある神意、

すなわち宇宙の法則を全うするために働かねばならな

い。

Ⅳ

　現在にも、未来にも生きるな！　永遠の中に生きよ。

永遠の中では悪という巨大な毒草は花開くことができな

い。万物を汚して損ねる悪の毒草は、永遠の思いの雰囲

気によって拭い去られてしまう。清い心は「霊の知識」

を得るのに必要な条件である。この清さを得るためには

二つの基本的な方法がある。第一に倦 ( う ) まずたゆま

ずあらゆる悪念を追い出せ。第二にあらゆる状態の下で

心の平静を保て。どんなことがあっても、やきもきした

りいら立ったりするな。この二つの浄化法は、献身と慈

悲によって非常に助長される。自分が清浄ではないと感

じるからといって、じっと座って前進する努力をせずに

いてはならない。すべての者が燃え立たねばならない。

また、熱心に働くのが必要だが、正しい方法で働かねば

ならない。そしてその正しい方法の第一歩は心を清める

ことである。

　怒りを感じ、嘘を吐き、必要がないのに他人の過失を

あばくような時には、心の浄化が必要である。また、こ

びへつらって何かを言ったり行なったりする時、また不

誠実な言葉や行ないによって誰かをだます時にも、心の

浄化が必要である。

　救いを望む者は情欲、怒り、貪欲を避け、勇敢に聖典

に従って行く従順さ、霊的哲学を深く勉強する心、その

哲学を実行する根気を育てて行かなければならない。

　利己的な思いに導かれている者は、個人的なことが考

えられていない天国に入ることはできない。天国を望ま

ず、自分のいる所で満足している者は、すでに天国にい

る。だが、自分のいる所に満足しない者は、空しく天国

を求めて騒ぐ。個人的欲望のないことは自由で幸せなこ

とであって、天国とは自由と幸福の存在する状態以外の

何ものでもない。報酬を望んで人のためになることをす

る人は、その報酬が得られないと幸福ではないし、報酬

が得られるとすぐに、この人の幸福は終わってしまう。

何かなすべき未完成の仕事がある限り、永続する平安と

幸福はあり得ない。義務の成就はそれ自体の報果をもた

らすものである。

　自分を他人よりも神聖だと考える者、悪徳や愚かさは

自分にはないと誇りをもつ者、自分を賢明だと信じたり、

いかなる面においても仲間より優れていると思い込んで

いる者は弟子となることはできない。人間は天国に入る

ことができるように、幼子のようにならなければならな

い。徳も智慧も崇高なものであるが、もし高慢となり、

他の人間とは別のものだという意識が生じるならば、徳

と智慧は精妙な形で再現した低級我の蛇でしかない。人

間のハートと感情を犠牲とし放棄をすることは、諸規則

の中の第一番目のものである。それは、個人的情緒によっ

て揺るがされることのない平衡を得るという意味であ

る。直ちに君の善意を実行に移せ。たった一つでも、実

行されない意図のままにしておいてはならない。私達の

唯一の真実の方針は、行為から得る報いのためではなく、

行為そのものの価値のために行為を行なうことである。

結果を望んで行為に取りかかることはもちろん、怠惰に

陥ることもいけない。

信仰（＊）は心の激情と愚かさを浄化する。すると、肉

体を支配できるようになり、最後に感覚の征服もできる

ようになる。

＊　すなわち、知識。これは無私無欲と親切心を実行す

ることから生じる。

悟りを開いた聖者の特性は第一に、真我（true Ego）す

なわち至高霊のみが至福であり他はすべて苦痛であるこ

とを知って、あらゆる欲望から解放されていることであ

る（＊）。第二にこの人は、何が起ころうと、それに対

して執着することも、反発することもなく、何ら限定さ

れることなく活動することである。最後は、五官が征服

されていることである。し

かしこれは、第二の特性が身につけられていないと偽善

と高慢を生むので、役に立たないばかりか、害がある。

また、第一の特性を体得していない人には、第二の特性

も大して役に立たない。

＊　これは、絶えず心を神聖なものに向けることによっ

て達成できる。

　愛他主義を実践しない者、自分の最後の一口の食べ物

（＊）を、自分より弱い人、貧しい人に分け与えようと

しない人、いかなる人種、国民、宗教の者であろうと、

またいつどこで、苦しみに出合っている者であろうと自

分の兄弟を助けることをおこたる人、また、人類の苦痛

の叫びに耳を貸さない人、罪のない人がそしられている

のを聞き、自分を弁護するように真剣にその人を弁護し

ない人は、神智学徒とは言えない。

＊　「食べ物」を広義で理解すればよい。例えば霊的知

識なども指す。

覚えておくように。それは一時的な快楽であり、今は快

楽であっても食べ過ぎれば苦痛となり、食べ物は舌にだ

け喜びを与えるにすぎないことを覚えておけ。また、そ

の食べ物を得るためにたいへんな苦労をしたり、それを

こらえられずに誘感されると、君はそれを得るためにど

んな卑しいことをしても恥とは思わなくなるだろう。君

に永遠の至福を与えることのできる別のものがあるのに

一時的なものに愛着を向けることは、まことに愚かであ

る。本当の君は体でも、感覚でもないので、体や感覚が

受ける苦楽が実際に君に影響を与えることはない。この

ようなことをすべて、心に留めよ。他のあらゆる誘惑に

ついても、同じように次々と推理を続けよ。たとえ、失

敗が度々あっても、やがてより確実な成功を収めること

だろう。

　あまり多く本を読むな。十分読んだならば、一〇時間

深く考えよ。孤独に慣れ、自分の思いとだけいる習慣を

つけよ。

　君自身以外に君を助けることのできるものはいないと

いう考えに慣れよ。かつ、あらゆるものに対する君の愛

着を徐々に捨て去れ。眠る前にも、朝に祈ったように祈

れ。その日の行為を反省せよ。そしてどこで失敗したか

を知り、明目は失敗しないよう決心せよ。

Ⅱ

　己れを知ろうとし自覚を求める正しい動機とは、己れ

に関係があることではなく、知ることの貴さに関わるこ

とである。つまり、自覚とは知ることだから求める価値

があるのであって、自己に関係があるから貴いのではな

い。自覚を得るために最も必要なものは純粋な愛である。

純粋な愛のために知識を求めよ。そうすれば、ついにそ

の努力は己れについての知識をもって報いられるだろ

う。学徒が進歩の遅いのをもどかしがっているというこ

とは、報いを求めて働いており、愛のために働いてはい

ないことを確証している。純粋な愛をもって働いている

人々のために用意されている大勝利を受ける価値はこの

学徒にはないということを証明していることになる。

　私達の中にいます「神」――すなわち、愛と真理、正

義と智慧、善と強さの神髄――は、私達が永遠に心の底

から愛すべき唯一のものであり、何事にも頼ることので

きる「不動の岩」として私達の唯一の信頼、唯一の信仰

の対象であり、たとえ他のものがすべて滅び去ろうとも、

最後まで力になってくださる私達の唯一の希望である。

私達の悪いカルマが尽き果てて聖なる救世玉が私達の魂

の中にご自身の実在を示してくださるまで、不平を言わ

ずに忍耐強く待ち望みっつ達成しなければならない唯一

の目標である。

　学徒がくぐるべき戸口は、「足るを知る」ということ

である。自ら満足しない者は、今の自分を作ってきた法

則にも満足していない。「神」ご自身が「法則」で在ら

れるから、神＝法則に満足し良い人達の所へ神はおいで

にならないだろう。

私達が進化の流れの中にいるのだとすれば、私達が経験

する状況はそれぞれ私達にとって全く適切なものである

に違いない。そして、ある行為を成し遂げられずに失敗

することは、私達にとって最大の助けとなるはずである。

なぜら、クリシュナが必要なものだと主張する冷静さは、

他の方法では学べないからである。もし私達のプランが

すべてうまく行ならば、成功と失敗の対照を知ることは

ないだろう。無知のために私達は間違ったプランをたく

さん作るかもしれないが、大自然は親切にもそのような

プランを私達に成し遂げることを許さない。私達が悪い

プランを作ったからといって咎めを受けるというわけで

はないが、成就の不可能ということを素直に受け入れな

かったということで、カルマ的損失を被ることがある。

失敗したことで君ががっかりするならば、それだけ、君

の思いは力を失う。人間は牢獄に閉じ込められていても、

私達の運動のために働くことができる。だから、現在の

環境に対する一切の嫌悪感を心から取り除くよう君に願

う。もし、現実に起こっていることがすべて、君の高級

我が実際に望んでいるものと考えることができるなら

ば、君の思いが強くなるだけでなく、体も強くなること

だろう。

　時が来たなら賢明に活動し、休息の時に忍耐強く待つ

人は、時勢の潮の干満と調和するようになる。そのよう

な人は自然の流れと宇宙の法則を支えに、また、真理と

慈悲を道しるべの星として回天の偉業をなすことができ

る。この法則を知らないと、一方では極端に走って熱狂



三　日常生活のための実践上の提案

　この論文を構成している様々な引用文は、出版するつ

もりで抜粋したものではなかったので、いくぶんまとま

りがないように思えるかもしれない。

　最初、これは『神智学精選集』に出版された。読者達

がこれからヒントを得て、毎日、自分が読んだものから

抜粋して、同じような抄録を作ればとの願いをこめたの

である。読者はこのようにして、読んだものを記録し、

心に訴えた奉灯的な内容を短いスペースに集めて読むこ

とから実際的な多くの価値を得るだろう。

　毎朝、一連の引用文を読み、一日中その内容を守って

行こうと努力し、暇な時にはそれについて深く考えると

いう習慣は、熱心な学徒にとって有益であろう。

Ⅰ

　朝早く目が覚めからすぐに起きよ。床の中で半ば目覚

め、半ば夢うつつで怠惰に寝ていないように。

　起きたら、全人類が精神的に新生するよう、また、真

理の道で苦労している人々が、君の祈りによって勇気づ

けられ、もっと熱心に、もっとうまく働けるよう、さら

にまた、君が力づけられ、感覚的な誘惑に負けないよう、

熱心に祈れ。

　三昧に入っている君の大師のお姿を心に描け。そのお

姿を君の前に、細かいところまではっきりと描き出せ。

敬愛をもって大師について考えよ。そして不作為の罪も、

作為の罪もすべて許されるように祈れ。

　これは一心集中するのを非常に助け、君の心を清め、

さらにそれ以上の効果があるだろう。

　または、君の欠点を反省せよ。つまり、その欠点の害と、

その欠点が君に与える一時的な楽しみとを徹底的に反省

せよ。次に、この欠点に負けないよう最善を尽くそうと

固く決意をせよ。

　この自己分析、自分の良心の審判の前に身をさらすこ

とは、これまで思ってもみないほど、霊的進歩を促進さ

せる。

　入浴する時には、その間中、君の道徳的不浄が、肉体

の不浄と共に洗い流されるよう意志を働かせよ。

　他の人々と君との関係については次の規則を守れ。

⑴ 君の義務ではないことは決してするな。つまり、不必

要なことは何もするな。何かをする前に、それをするの

は自分の義務かどうか考えよ。

⑵ 不必要なことは話すな。言葉を口にする前に、君の言

葉のもたらす結果を考えよ。君の仲間のせいで、君の主

義を曲げてはいけない。

⑶ 雑念や不必要な思いにとらわれるな。言うは易く、行

なうは難いものである。君の心をたちまち空白にするこ

とはできない。だから、初めは自分の欠点の分析をした

り完全なお方について考えることで心を満たし、悲念や

無益な思いが起こらないように努めよ。

⑷ 食事の開に君の意志を働かせて、食事が正しく消化さ

れ、君の霊的熱望に合った体となり、悪い欲望や雑念を

呼び起こさないようにせよ。

　空腹の時にのみ食べ、渇きを覚える時にのみ飲め。そ

うでない時には、決して飲み食いするな。ある料理が君

の味覚をそそっても、ただその欲望を満足させるために

食べてはならない。その食べ物を食べて得た快楽は、数

秒前にはなく、数秒後にはもはや存在しなくなることを
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する時期も来れば、次には意気消沈と絶望さえも回って

くる。

こうして人間は、時勢の流れの主人となるべきであるの

に、その犠牲者となってしまう。

　道の志願者よ、失敗することを恐れない者は成功を得

ない。忍耐せよ。

　蓄積されたエネルギーは、絶滅することなどあり得な

い。他のものに移され、他の方式の運動に変えられなけ

ればならない。永久に静止状態のままで存続することは

できない。制御できない欲望に抵抗をしようとすること

は無益である。他の方向に向けられないならば、蓄積さ

れているその欲望のエネルギーは意思よりも強く、理性

よりも強くなるまでに成長するだろう。このエネルギー

をコントロールするために、より高い別の方向にそれを

移さなければならない。例えば、何か下品なものに対し

ての愛着は、もっと高い何かへの愛に換えることによっ

て、変化させることができる。また、悪徳の目的を変え

ることによって徳性にすることができる。激しい感情は

盲目的なものではあるが、導かれる所へ行く。理性は本

能よりもっと確実なガイドで、もっと安全に導くであろ

う。たまってきた怒りや愛欲は、適当な対象を何か見つ

けて激しく表れることだろう。さもなければ、そのエネ

ルギーの持ち主にとって破滅的な爆発をするかもしれな

い。嵐のあとには静けさがくる。古人は「自然は空虚を

嫌う」と言った。私達は感情を殺し、絶滅させることは

できない。感情を追い払っても別のエレメンタル的な影

響力がこれに取って代わる。従って私達は、何かと置き

換えずに、低いものを滅ばそうとするべきではない。低

いものを高いものと置き換えるべきである。悪徳は美徳

に、迷信を知識に置き換えるのである。

Ⅲ

　目に見えず、音のないものに視力と聴力を集中する以

外に欲望に対する治療法はなく、報酬への愛着に対する

治療法もなく、さらにまた、渇望から生じる苦悩に対す

る治療法もないことを学べ。

　人間は、進歩という自分の生得の力を信じなければな

らない。人間は自分のより偉大な性質を怖がってはなら

ないし、また自分の低劣で、物質的な性質に引き戻され

てはならない。困難は憂鬱 ( ゆううつ ) の言いわけには

ならないし、まして絶望の言いわけにもなり得ないこと

を、過去の歴史はすべて私達に示してくれる。というの

も、もし人間がそのような気を落としやすいものであっ

たなら、文明の不思議をいろいろと作ることができな

かったからである。

　一歩踏み出す力が自分の道を選んだ者にはまず必要で

ある。この力はどこで見つければよいのだろう？　調べ

てみれば、他の人々がどこで自分達の力を見つけたかを

知るのは難しいことではない。この力の源は深い確信で

ある。

　禁欲生活をする時は、君自身を清浄にしておくために

ではなく、禁欲することが正しいから禁欲せよ。

　自分自身と戦う人は、なすべき価値のある唯一の事を

自分はこの戦いでしているのだと知る時にのみ、その戦

いに打ち勝つことができる。

　「悪に抵抗するな」、すなわち、人生の避け難い不愉快

なことに対して愚痴をこぼしたり、怒りを感じたりして

はならない。他の人々のために働くことで自分自身を忘

れよ。人々が君の悪口を言い、君を迫害し、虐待した時、

なぜ抵抗するのか？　抵抗すると、それよりも大きな悪

を作り出すものである。

　何であれ、当面の仕事にはなすべき義務がある。それ

が重要であるか、否かということは全く考えるべきでは

ない。

　悪を治す最良の治療法は抑圧ではなく、欲望の除去で

ある。それは心を絶えず神聖なことに没頭させる努力で、

最もよく成し遂げられるものである。制御しにくい感覚

の対象についてくよくよしたり、または、楽しく考えた

りすると、高級我の知識はたちまちなくなってしまう。

　私達自身の気質はたいへん卑しく、高慢で、覇気満々

として、自分自身の欲求や判断や意見で頭がいっぱいな

ので、もしこの気質が試されて抑制されなかったなら、

取り返しのつかないほど落ちぶれてしまう。従って私達

が、自分自身を知り謙虚となるように、誘惑され、試さ

れるのである。最も危険な誘惑は、誘惑も試しもない生

活を送ることである。従って、誘惑が君を襲ってくる時

は喜べ。かつ、忍従と平静と忠実さをもってそれに耐え

よ。

　自分自身のためになすべきことは何もないが、成就し

なければならない責任が神によって君に課せられている

ように感じよ。神を求めよ。しかし、神の与え得るもの

は何も望むな。なすべきことがあれば、それをしなけれ

ばならない、行為の好い結果を受けるために行なっては

ならない。自分の行為のすべては、自分には価値はない

が、ただ、しなければならないから、言い換えれば、そ

うするのが私達の天性なのだからするという固い信念を

もって行なわれているならば、私達の中の自分本位な低

級我は次第に弱くなり、ついに静止するだろう。すると、

真我をあらわす知識が燦然として輝くようになる。

　自分を振り落とす喜びや苦しみで決心がぐらついて、

しっかりと決めた目的から外れることを許してはならな

い。

　大師がそのみもとに来るようにと君を選ばれるまで

は、人類と共にあれ。人類の進歩のために、私心を去っ

て働け。これだけが本当の満足を与えることができるも

のである。

　知識というものは使えば使うほど、増すものである。

つまり、教えれば教えるほど、学べることになるのであ

る。従って、真理の探究者よ、幼子のような信仰をもち、

イニシエートのような意志をもって、人生行路で慰めに

なるだけの知識をもたない者に君の蓄えを与えよ。

　個人の権利という考えは、「自己」という蛇の毒性か

ら生じたものにすぎないことを弟子は十分に理解しなけ

ればならない。弟子は決して他人を批判、非難の対象と

見てはならないし、自己弁解や口実も言ってはならない

のである。

　君の敵や友がいるのではない。すべての人々が同じよ

うに君の師匠である。世俗的であろうと精神的であろう

と、利益を得るために働いてはならない。義ある神意、

すなわち宇宙の法則を全うするために働かねばならな

い。

Ⅳ

　現在にも、未来にも生きるな！　永遠の中に生きよ。

永遠の中では悪という巨大な毒草は花開くことができな

い。万物を汚して損ねる悪の毒草は、永遠の思いの雰囲

気によって拭い去られてしまう。清い心は「霊の知識」

を得るのに必要な条件である。この清さを得るためには

二つの基本的な方法がある。第一に倦 ( う ) まずたゆま

ずあらゆる悪念を追い出せ。第二にあらゆる状態の下で

心の平静を保て。どんなことがあっても、やきもきした

りいら立ったりするな。この二つの浄化法は、献身と慈

悲によって非常に助長される。自分が清浄ではないと感

じるからといって、じっと座って前進する努力をせずに

いてはならない。すべての者が燃え立たねばならない。

また、熱心に働くのが必要だが、正しい方法で働かねば

ならない。そしてその正しい方法の第一歩は心を清める

ことである。

　怒りを感じ、嘘を吐き、必要がないのに他人の過失を

あばくような時には、心の浄化が必要である。また、こ

びへつらって何かを言ったり行なったりする時、また不

誠実な言葉や行ないによって誰かをだます時にも、心の

浄化が必要である。

　救いを望む者は情欲、怒り、貪欲を避け、勇敢に聖典

に従って行く従順さ、霊的哲学を深く勉強する心、その

哲学を実行する根気を育てて行かなければならない。

　利己的な思いに導かれている者は、個人的なことが考

えられていない天国に入ることはできない。天国を望ま

ず、自分のいる所で満足している者は、すでに天国にい

る。だが、自分のいる所に満足しない者は、空しく天国

を求めて騒ぐ。個人的欲望のないことは自由で幸せなこ

とであって、天国とは自由と幸福の存在する状態以外の

何ものでもない。報酬を望んで人のためになることをす

る人は、その報酬が得られないと幸福ではないし、報酬

が得られるとすぐに、この人の幸福は終わってしまう。

何かなすべき未完成の仕事がある限り、永続する平安と

幸福はあり得ない。義務の成就はそれ自体の報果をもた

らすものである。

　自分を他人よりも神聖だと考える者、悪徳や愚かさは

自分にはないと誇りをもつ者、自分を賢明だと信じたり、

いかなる面においても仲間より優れていると思い込んで

いる者は弟子となることはできない。人間は天国に入る

ことができるように、幼子のようにならなければならな

い。徳も智慧も崇高なものであるが、もし高慢となり、

他の人間とは別のものだという意識が生じるならば、徳

と智慧は精妙な形で再現した低級我の蛇でしかない。人

間のハートと感情を犠牲とし放棄をすることは、諸規則

の中の第一番目のものである。それは、個人的情緒によっ

て揺るがされることのない平衡を得るという意味であ

る。直ちに君の善意を実行に移せ。たった一つでも、実

行されない意図のままにしておいてはならない。私達の

唯一の真実の方針は、行為から得る報いのためではなく、

行為そのものの価値のために行為を行なうことである。

結果を望んで行為に取りかかることはもちろん、怠惰に

陥ることもいけない。

信仰（＊）は心の激情と愚かさを浄化する。すると、肉

体を支配できるようになり、最後に感覚の征服もできる

ようになる。

＊　すなわち、知識。これは無私無欲と親切心を実行す

ることから生じる。

悟りを開いた聖者の特性は第一に、真我（true Ego）す

なわち至高霊のみが至福であり他はすべて苦痛であるこ

とを知って、あらゆる欲望から解放されていることであ

る（＊）。第二にこの人は、何が起ころうと、それに対

して執着することも、反発することもなく、何ら限定さ

れることなく活動することである。最後は、五官が征服

されていることである。し

かしこれは、第二の特性が身につけられていないと偽善

と高慢を生むので、役に立たないばかりか、害がある。

また、第一の特性を体得していない人には、第二の特性

も大して役に立たない。

＊　これは、絶えず心を神聖なものに向けることによっ

て達成できる。

　愛他主義を実践しない者、自分の最後の一口の食べ物

（＊）を、自分より弱い人、貧しい人に分け与えようと

しない人、いかなる人種、国民、宗教の者であろうと、

またいつどこで、苦しみに出合っている者であろうと自

分の兄弟を助けることをおこたる人、また、人類の苦痛

の叫びに耳を貸さない人、罪のない人がそしられている

のを聞き、自分を弁護するように真剣にその人を弁護し

ない人は、神智学徒とは言えない。

＊　「食べ物」を広義で理解すればよい。例えば霊的知

識なども指す。

覚えておくように。それは一時的な快楽であり、今は快

楽であっても食べ過ぎれば苦痛となり、食べ物は舌にだ

け喜びを与えるにすぎないことを覚えておけ。また、そ

の食べ物を得るためにたいへんな苦労をしたり、それを

こらえられずに誘感されると、君はそれを得るためにど

んな卑しいことをしても恥とは思わなくなるだろう。君

に永遠の至福を与えることのできる別のものがあるのに

一時的なものに愛着を向けることは、まことに愚かであ

る。本当の君は体でも、感覚でもないので、体や感覚が

受ける苦楽が実際に君に影響を与えることはない。この

ようなことをすべて、心に留めよ。他のあらゆる誘惑に

ついても、同じように次々と推理を続けよ。たとえ、失

敗が度々あっても、やがてより確実な成功を収めること

だろう。

　あまり多く本を読むな。十分読んだならば、一〇時間

深く考えよ。孤独に慣れ、自分の思いとだけいる習慣を

つけよ。

　君自身以外に君を助けることのできるものはいないと

いう考えに慣れよ。かつ、あらゆるものに対する君の愛

着を徐々に捨て去れ。眠る前にも、朝に祈ったように祈

れ。その日の行為を反省せよ。そしてどこで失敗したか

を知り、明目は失敗しないよう決心せよ。

Ⅱ

　己れを知ろうとし自覚を求める正しい動機とは、己れ

に関係があることではなく、知ることの貴さに関わるこ

とである。つまり、自覚とは知ることだから求める価値

があるのであって、自己に関係があるから貴いのではな

い。自覚を得るために最も必要なものは純粋な愛である。

純粋な愛のために知識を求めよ。そうすれば、ついにそ

の努力は己れについての知識をもって報いられるだろ

う。学徒が進歩の遅いのをもどかしがっているというこ

とは、報いを求めて働いており、愛のために働いてはい

ないことを確証している。純粋な愛をもって働いている

人々のために用意されている大勝利を受ける価値はこの

学徒にはないということを証明していることになる。

　私達の中にいます「神」――すなわち、愛と真理、正

義と智慧、善と強さの神髄――は、私達が永遠に心の底

から愛すべき唯一のものであり、何事にも頼ることので

きる「不動の岩」として私達の唯一の信頼、唯一の信仰

の対象であり、たとえ他のものがすべて滅び去ろうとも、

最後まで力になってくださる私達の唯一の希望である。

私達の悪いカルマが尽き果てて聖なる救世玉が私達の魂

の中にご自身の実在を示してくださるまで、不平を言わ

ずに忍耐強く待ち望みっつ達成しなければならない唯一

の目標である。

　学徒がくぐるべき戸口は、「足るを知る」ということ

である。自ら満足しない者は、今の自分を作ってきた法

則にも満足していない。「神」ご自身が「法則」で在ら

れるから、神＝法則に満足し良い人達の所へ神はおいで

にならないだろう。

私達が進化の流れの中にいるのだとすれば、私達が経験

する状況はそれぞれ私達にとって全く適切なものである

に違いない。そして、ある行為を成し遂げられずに失敗

することは、私達にとって最大の助けとなるはずである。

なぜら、クリシュナが必要なものだと主張する冷静さは、

他の方法では学べないからである。もし私達のプランが

すべてうまく行ならば、成功と失敗の対照を知ることは

ないだろう。無知のために私達は間違ったプランをたく

さん作るかもしれないが、大自然は親切にもそのような

プランを私達に成し遂げることを許さない。私達が悪い

プランを作ったからといって咎めを受けるというわけで

はないが、成就の不可能ということを素直に受け入れな

かったということで、カルマ的損失を被ることがある。

失敗したことで君ががっかりするならば、それだけ、君

の思いは力を失う。人間は牢獄に閉じ込められていても、

私達の運動のために働くことができる。だから、現在の

環境に対する一切の嫌悪感を心から取り除くよう君に願

う。もし、現実に起こっていることがすべて、君の高級

我が実際に望んでいるものと考えることができるなら

ば、君の思いが強くなるだけでなく、体も強くなること

だろう。

　時が来たなら賢明に活動し、休息の時に忍耐強く待つ

人は、時勢の潮の干満と調和するようになる。そのよう

な人は自然の流れと宇宙の法則を支えに、また、真理と

慈悲を道しるべの星として回天の偉業をなすことができ

る。この法則を知らないと、一方では極端に走って熱狂



三　日常生活のための実践上の提案

　この論文を構成している様々な引用文は、出版するつ

もりで抜粋したものではなかったので、いくぶんまとま

りがないように思えるかもしれない。

　最初、これは『神智学精選集』に出版された。読者達

がこれからヒントを得て、毎日、自分が読んだものから

抜粋して、同じような抄録を作ればとの願いをこめたの

である。読者はこのようにして、読んだものを記録し、

心に訴えた奉灯的な内容を短いスペースに集めて読むこ

とから実際的な多くの価値を得るだろう。

　毎朝、一連の引用文を読み、一日中その内容を守って

行こうと努力し、暇な時にはそれについて深く考えると

いう習慣は、熱心な学徒にとって有益であろう。

Ⅰ

　朝早く目が覚めからすぐに起きよ。床の中で半ば目覚

め、半ば夢うつつで怠惰に寝ていないように。

　起きたら、全人類が精神的に新生するよう、また、真

理の道で苦労している人々が、君の祈りによって勇気づ

けられ、もっと熱心に、もっとうまく働けるよう、さら

にまた、君が力づけられ、感覚的な誘惑に負けないよう、

熱心に祈れ。

　三昧に入っている君の大師のお姿を心に描け。そのお

姿を君の前に、細かいところまではっきりと描き出せ。

敬愛をもって大師について考えよ。そして不作為の罪も、

作為の罪もすべて許されるように祈れ。

　これは一心集中するのを非常に助け、君の心を清め、

さらにそれ以上の効果があるだろう。

　または、君の欠点を反省せよ。つまり、その欠点の害と、

その欠点が君に与える一時的な楽しみとを徹底的に反省

せよ。次に、この欠点に負けないよう最善を尽くそうと

固く決意をせよ。

　この自己分析、自分の良心の審判の前に身をさらすこ

とは、これまで思ってもみないほど、霊的進歩を促進さ

せる。

　入浴する時には、その間中、君の道徳的不浄が、肉体

の不浄と共に洗い流されるよう意志を働かせよ。

　他の人々と君との関係については次の規則を守れ。

⑴ 君の義務ではないことは決してするな。つまり、不必

要なことは何もするな。何かをする前に、それをするの

は自分の義務かどうか考えよ。

⑵ 不必要なことは話すな。言葉を口にする前に、君の言

葉のもたらす結果を考えよ。君の仲間のせいで、君の主

義を曲げてはいけない。

⑶ 雑念や不必要な思いにとらわれるな。言うは易く、行

なうは難いものである。君の心をたちまち空白にするこ

とはできない。だから、初めは自分の欠点の分析をした

り完全なお方について考えることで心を満たし、悲念や

無益な思いが起こらないように努めよ。

⑷ 食事の開に君の意志を働かせて、食事が正しく消化さ

れ、君の霊的熱望に合った体となり、悪い欲望や雑念を

呼び起こさないようにせよ。

　空腹の時にのみ食べ、渇きを覚える時にのみ飲め。そ

うでない時には、決して飲み食いするな。ある料理が君

の味覚をそそっても、ただその欲望を満足させるために

食べてはならない。その食べ物を食べて得た快楽は、数

秒前にはなく、数秒後にはもはや存在しなくなることを

する時期も来れば、次には意気消沈と絶望さえも回って

くる。

こうして人間は、時勢の流れの主人となるべきであるの

に、その犠牲者となってしまう。

　道の志願者よ、失敗することを恐れない者は成功を得

ない。忍耐せよ。

　蓄積されたエネルギーは、絶滅することなどあり得な

い。他のものに移され、他の方式の運動に変えられなけ

ればならない。永久に静止状態のままで存続することは

できない。制御できない欲望に抵抗をしようとすること

は無益である。他の方向に向けられないならば、蓄積さ

れているその欲望のエネルギーは意思よりも強く、理性

よりも強くなるまでに成長するだろう。このエネルギー

をコントロールするために、より高い別の方向にそれを

移さなければならない。例えば、何か下品なものに対し

ての愛着は、もっと高い何かへの愛に換えることによっ

て、変化させることができる。また、悪徳の目的を変え

ることによって徳性にすることができる。激しい感情は

盲目的なものではあるが、導かれる所へ行く。理性は本

能よりもっと確実なガイドで、もっと安全に導くであろ

う。たまってきた怒りや愛欲は、適当な対象を何か見つ

けて激しく表れることだろう。さもなければ、そのエネ

ルギーの持ち主にとって破滅的な爆発をするかもしれな

い。嵐のあとには静けさがくる。古人は「自然は空虚を

嫌う」と言った。私達は感情を殺し、絶滅させることは

できない。感情を追い払っても別のエレメンタル的な影

響力がこれに取って代わる。従って私達は、何かと置き

換えずに、低いものを滅ばそうとするべきではない。低

いものを高いものと置き換えるべきである。悪徳は美徳

に、迷信を知識に置き換えるのである。

Ⅲ

　目に見えず、音のないものに視力と聴力を集中する以

外に欲望に対する治療法はなく、報酬への愛着に対する

治療法もなく、さらにまた、渇望から生じる苦悩に対す

る治療法もないことを学べ。

　人間は、進歩という自分の生得の力を信じなければな

らない。人間は自分のより偉大な性質を怖がってはなら

ないし、また自分の低劣で、物質的な性質に引き戻され

てはならない。困難は憂鬱 ( ゆううつ ) の言いわけには

ならないし、まして絶望の言いわけにもなり得ないこと

を、過去の歴史はすべて私達に示してくれる。というの

も、もし人間がそのような気を落としやすいものであっ

たなら、文明の不思議をいろいろと作ることができな

かったからである。

　一歩踏み出す力が自分の道を選んだ者にはまず必要で

ある。この力はどこで見つければよいのだろう？　調べ

てみれば、他の人々がどこで自分達の力を見つけたかを

知るのは難しいことではない。この力の源は深い確信で

ある。

　禁欲生活をする時は、君自身を清浄にしておくために

ではなく、禁欲することが正しいから禁欲せよ。

　自分自身と戦う人は、なすべき価値のある唯一の事を

自分はこの戦いでしているのだと知る時にのみ、その戦

いに打ち勝つことができる。

　「悪に抵抗するな」、すなわち、人生の避け難い不愉快

なことに対して愚痴をこぼしたり、怒りを感じたりして

はならない。他の人々のために働くことで自分自身を忘

れよ。人々が君の悪口を言い、君を迫害し、虐待した時、

なぜ抵抗するのか？　抵抗すると、それよりも大きな悪

を作り出すものである。

　何であれ、当面の仕事にはなすべき義務がある。それ

が重要であるか、否かということは全く考えるべきでは

ない。

　悪を治す最良の治療法は抑圧ではなく、欲望の除去で

ある。それは心を絶えず神聖なことに没頭させる努力で、

最もよく成し遂げられるものである。制御しにくい感覚

の対象についてくよくよしたり、または、楽しく考えた

りすると、高級我の知識はたちまちなくなってしまう。

　私達自身の気質はたいへん卑しく、高慢で、覇気満々

として、自分自身の欲求や判断や意見で頭がいっぱいな

ので、もしこの気質が試されて抑制されなかったなら、

取り返しのつかないほど落ちぶれてしまう。従って私達

が、自分自身を知り謙虚となるように、誘惑され、試さ

れるのである。最も危険な誘惑は、誘惑も試しもない生

活を送ることである。従って、誘惑が君を襲ってくる時

は喜べ。かつ、忍従と平静と忠実さをもってそれに耐え
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よ。

　自分自身のためになすべきことは何もないが、成就し

なければならない責任が神によって君に課せられている

ように感じよ。神を求めよ。しかし、神の与え得るもの

は何も望むな。なすべきことがあれば、それをしなけれ

ばならない、行為の好い結果を受けるために行なっては

ならない。自分の行為のすべては、自分には価値はない

が、ただ、しなければならないから、言い換えれば、そ

うするのが私達の天性なのだからするという固い信念を

もって行なわれているならば、私達の中の自分本位な低

級我は次第に弱くなり、ついに静止するだろう。すると、

真我をあらわす知識が燦然として輝くようになる。

　自分を振り落とす喜びや苦しみで決心がぐらついて、

しっかりと決めた目的から外れることを許してはならな

い。

　大師がそのみもとに来るようにと君を選ばれるまで

は、人類と共にあれ。人類の進歩のために、私心を去っ

て働け。これだけが本当の満足を与えることができるも

のである。

　知識というものは使えば使うほど、増すものである。

つまり、教えれば教えるほど、学べることになるのであ

る。従って、真理の探究者よ、幼子のような信仰をもち、

イニシエートのような意志をもって、人生行路で慰めに

なるだけの知識をもたない者に君の蓄えを与えよ。

　個人の権利という考えは、「自己」という蛇の毒性か

ら生じたものにすぎないことを弟子は十分に理解しなけ

ればならない。弟子は決して他人を批判、非難の対象と

見てはならないし、自己弁解や口実も言ってはならない

のである。

　君の敵や友がいるのではない。すべての人々が同じよ

うに君の師匠である。世俗的であろうと精神的であろう

と、利益を得るために働いてはならない。義ある神意、

すなわち宇宙の法則を全うするために働かねばならな

い。

Ⅳ

　現在にも、未来にも生きるな！　永遠の中に生きよ。

永遠の中では悪という巨大な毒草は花開くことができな

い。万物を汚して損ねる悪の毒草は、永遠の思いの雰囲

気によって拭い去られてしまう。清い心は「霊の知識」

を得るのに必要な条件である。この清さを得るためには

二つの基本的な方法がある。第一に倦 ( う ) まずたゆま

ずあらゆる悪念を追い出せ。第二にあらゆる状態の下で

心の平静を保て。どんなことがあっても、やきもきした

りいら立ったりするな。この二つの浄化法は、献身と慈

悲によって非常に助長される。自分が清浄ではないと感

じるからといって、じっと座って前進する努力をせずに

いてはならない。すべての者が燃え立たねばならない。

また、熱心に働くのが必要だが、正しい方法で働かねば

ならない。そしてその正しい方法の第一歩は心を清める

ことである。

　怒りを感じ、嘘を吐き、必要がないのに他人の過失を

あばくような時には、心の浄化が必要である。また、こ

びへつらって何かを言ったり行なったりする時、また不

誠実な言葉や行ないによって誰かをだます時にも、心の

浄化が必要である。

　救いを望む者は情欲、怒り、貪欲を避け、勇敢に聖典

に従って行く従順さ、霊的哲学を深く勉強する心、その

哲学を実行する根気を育てて行かなければならない。

　利己的な思いに導かれている者は、個人的なことが考

えられていない天国に入ることはできない。天国を望ま

ず、自分のいる所で満足している者は、すでに天国にい

る。だが、自分のいる所に満足しない者は、空しく天国

を求めて騒ぐ。個人的欲望のないことは自由で幸せなこ

とであって、天国とは自由と幸福の存在する状態以外の

何ものでもない。報酬を望んで人のためになることをす

る人は、その報酬が得られないと幸福ではないし、報酬

が得られるとすぐに、この人の幸福は終わってしまう。

何かなすべき未完成の仕事がある限り、永続する平安と

幸福はあり得ない。義務の成就はそれ自体の報果をもた

らすものである。

　自分を他人よりも神聖だと考える者、悪徳や愚かさは

自分にはないと誇りをもつ者、自分を賢明だと信じたり、

いかなる面においても仲間より優れていると思い込んで

いる者は弟子となることはできない。人間は天国に入る

ことができるように、幼子のようにならなければならな

い。徳も智慧も崇高なものであるが、もし高慢となり、

他の人間とは別のものだという意識が生じるならば、徳

と智慧は精妙な形で再現した低級我の蛇でしかない。人

間のハートと感情を犠牲とし放棄をすることは、諸規則

の中の第一番目のものである。それは、個人的情緒によっ

て揺るがされることのない平衡を得るという意味であ

る。直ちに君の善意を実行に移せ。たった一つでも、実

行されない意図のままにしておいてはならない。私達の

唯一の真実の方針は、行為から得る報いのためではなく、

行為そのものの価値のために行為を行なうことである。

結果を望んで行為に取りかかることはもちろん、怠惰に

陥ることもいけない。

信仰（＊）は心の激情と愚かさを浄化する。すると、肉

体を支配できるようになり、最後に感覚の征服もできる

ようになる。

＊　すなわち、知識。これは無私無欲と親切心を実行す

ることから生じる。

悟りを開いた聖者の特性は第一に、真我（true Ego）す

なわち至高霊のみが至福であり他はすべて苦痛であるこ

とを知って、あらゆる欲望から解放されていることであ

る（＊）。第二にこの人は、何が起ころうと、それに対

して執着することも、反発することもなく、何ら限定さ

れることなく活動することである。最後は、五官が征服

されていることである。し

かしこれは、第二の特性が身につけられていないと偽善

と高慢を生むので、役に立たないばかりか、害がある。

また、第一の特性を体得していない人には、第二の特性

も大して役に立たない。

＊　これは、絶えず心を神聖なものに向けることによっ

て達成できる。

　愛他主義を実践しない者、自分の最後の一口の食べ物

（＊）を、自分より弱い人、貧しい人に分け与えようと

しない人、いかなる人種、国民、宗教の者であろうと、

またいつどこで、苦しみに出合っている者であろうと自

分の兄弟を助けることをおこたる人、また、人類の苦痛

の叫びに耳を貸さない人、罪のない人がそしられている

のを聞き、自分を弁護するように真剣にその人を弁護し

ない人は、神智学徒とは言えない。

＊　「食べ物」を広義で理解すればよい。例えば霊的知

識なども指す。

覚えておくように。それは一時的な快楽であり、今は快

楽であっても食べ過ぎれば苦痛となり、食べ物は舌にだ

け喜びを与えるにすぎないことを覚えておけ。また、そ

の食べ物を得るためにたいへんな苦労をしたり、それを

こらえられずに誘感されると、君はそれを得るためにど

んな卑しいことをしても恥とは思わなくなるだろう。君

に永遠の至福を与えることのできる別のものがあるのに

一時的なものに愛着を向けることは、まことに愚かであ

る。本当の君は体でも、感覚でもないので、体や感覚が

受ける苦楽が実際に君に影響を与えることはない。この

ようなことをすべて、心に留めよ。他のあらゆる誘惑に

ついても、同じように次々と推理を続けよ。たとえ、失

敗が度々あっても、やがてより確実な成功を収めること

だろう。

　あまり多く本を読むな。十分読んだならば、一〇時間

深く考えよ。孤独に慣れ、自分の思いとだけいる習慣を

つけよ。

　君自身以外に君を助けることのできるものはいないと

いう考えに慣れよ。かつ、あらゆるものに対する君の愛

着を徐々に捨て去れ。眠る前にも、朝に祈ったように祈

れ。その日の行為を反省せよ。そしてどこで失敗したか

を知り、明目は失敗しないよう決心せよ。

Ⅱ

　己れを知ろうとし自覚を求める正しい動機とは、己れ

に関係があることではなく、知ることの貴さに関わるこ

とである。つまり、自覚とは知ることだから求める価値

があるのであって、自己に関係があるから貴いのではな

い。自覚を得るために最も必要なものは純粋な愛である。

純粋な愛のために知識を求めよ。そうすれば、ついにそ

の努力は己れについての知識をもって報いられるだろ

う。学徒が進歩の遅いのをもどかしがっているというこ

とは、報いを求めて働いており、愛のために働いてはい

ないことを確証している。純粋な愛をもって働いている

人々のために用意されている大勝利を受ける価値はこの

学徒にはないということを証明していることになる。

　私達の中にいます「神」――すなわち、愛と真理、正

義と智慧、善と強さの神髄――は、私達が永遠に心の底

から愛すべき唯一のものであり、何事にも頼ることので

きる「不動の岩」として私達の唯一の信頼、唯一の信仰

の対象であり、たとえ他のものがすべて滅び去ろうとも、

最後まで力になってくださる私達の唯一の希望である。

私達の悪いカルマが尽き果てて聖なる救世玉が私達の魂

の中にご自身の実在を示してくださるまで、不平を言わ

ずに忍耐強く待ち望みっつ達成しなければならない唯一

の目標である。

　学徒がくぐるべき戸口は、「足るを知る」ということ

である。自ら満足しない者は、今の自分を作ってきた法

則にも満足していない。「神」ご自身が「法則」で在ら

れるから、神＝法則に満足し良い人達の所へ神はおいで

にならないだろう。

私達が進化の流れの中にいるのだとすれば、私達が経験

する状況はそれぞれ私達にとって全く適切なものである

に違いない。そして、ある行為を成し遂げられずに失敗

することは、私達にとって最大の助けとなるはずである。

なぜら、クリシュナが必要なものだと主張する冷静さは、

他の方法では学べないからである。もし私達のプランが

すべてうまく行ならば、成功と失敗の対照を知ることは

ないだろう。無知のために私達は間違ったプランをたく

さん作るかもしれないが、大自然は親切にもそのような

プランを私達に成し遂げることを許さない。私達が悪い

プランを作ったからといって咎めを受けるというわけで

はないが、成就の不可能ということを素直に受け入れな

かったということで、カルマ的損失を被ることがある。

失敗したことで君ががっかりするならば、それだけ、君

の思いは力を失う。人間は牢獄に閉じ込められていても、

私達の運動のために働くことができる。だから、現在の

環境に対する一切の嫌悪感を心から取り除くよう君に願

う。もし、現実に起こっていることがすべて、君の高級

我が実際に望んでいるものと考えることができるなら

ば、君の思いが強くなるだけでなく、体も強くなること

だろう。

　時が来たなら賢明に活動し、休息の時に忍耐強く待つ

人は、時勢の潮の干満と調和するようになる。そのよう

な人は自然の流れと宇宙の法則を支えに、また、真理と

慈悲を道しるべの星として回天の偉業をなすことができ

る。この法則を知らないと、一方では極端に走って熱狂



三　日常生活のための実践上の提案

　この論文を構成している様々な引用文は、出版するつ

もりで抜粋したものではなかったので、いくぶんまとま

りがないように思えるかもしれない。

　最初、これは『神智学精選集』に出版された。読者達

がこれからヒントを得て、毎日、自分が読んだものから

抜粋して、同じような抄録を作ればとの願いをこめたの

である。読者はこのようにして、読んだものを記録し、

心に訴えた奉灯的な内容を短いスペースに集めて読むこ

とから実際的な多くの価値を得るだろう。

　毎朝、一連の引用文を読み、一日中その内容を守って

行こうと努力し、暇な時にはそれについて深く考えると

いう習慣は、熱心な学徒にとって有益であろう。

Ⅰ

　朝早く目が覚めからすぐに起きよ。床の中で半ば目覚

め、半ば夢うつつで怠惰に寝ていないように。

　起きたら、全人類が精神的に新生するよう、また、真

理の道で苦労している人々が、君の祈りによって勇気づ

けられ、もっと熱心に、もっとうまく働けるよう、さら

にまた、君が力づけられ、感覚的な誘惑に負けないよう、

熱心に祈れ。

　三昧に入っている君の大師のお姿を心に描け。そのお

姿を君の前に、細かいところまではっきりと描き出せ。

敬愛をもって大師について考えよ。そして不作為の罪も、

作為の罪もすべて許されるように祈れ。

　これは一心集中するのを非常に助け、君の心を清め、

さらにそれ以上の効果があるだろう。

　または、君の欠点を反省せよ。つまり、その欠点の害と、

その欠点が君に与える一時的な楽しみとを徹底的に反省

せよ。次に、この欠点に負けないよう最善を尽くそうと

固く決意をせよ。

　この自己分析、自分の良心の審判の前に身をさらすこ

とは、これまで思ってもみないほど、霊的進歩を促進さ

せる。

　入浴する時には、その間中、君の道徳的不浄が、肉体

の不浄と共に洗い流されるよう意志を働かせよ。

　他の人々と君との関係については次の規則を守れ。

⑴ 君の義務ではないことは決してするな。つまり、不必

要なことは何もするな。何かをする前に、それをするの

は自分の義務かどうか考えよ。

⑵ 不必要なことは話すな。言葉を口にする前に、君の言

葉のもたらす結果を考えよ。君の仲間のせいで、君の主

義を曲げてはいけない。

⑶ 雑念や不必要な思いにとらわれるな。言うは易く、行

なうは難いものである。君の心をたちまち空白にするこ

とはできない。だから、初めは自分の欠点の分析をした

り完全なお方について考えることで心を満たし、悲念や

無益な思いが起こらないように努めよ。

⑷ 食事の開に君の意志を働かせて、食事が正しく消化さ

れ、君の霊的熱望に合った体となり、悪い欲望や雑念を

呼び起こさないようにせよ。

　空腹の時にのみ食べ、渇きを覚える時にのみ飲め。そ

うでない時には、決して飲み食いするな。ある料理が君

の味覚をそそっても、ただその欲望を満足させるために

食べてはならない。その食べ物を食べて得た快楽は、数

秒前にはなく、数秒後にはもはや存在しなくなることを

する時期も来れば、次には意気消沈と絶望さえも回って

くる。

こうして人間は、時勢の流れの主人となるべきであるの

に、その犠牲者となってしまう。

　道の志願者よ、失敗することを恐れない者は成功を得

ない。忍耐せよ。

　蓄積されたエネルギーは、絶滅することなどあり得な

い。他のものに移され、他の方式の運動に変えられなけ

ればならない。永久に静止状態のままで存続することは

できない。制御できない欲望に抵抗をしようとすること

は無益である。他の方向に向けられないならば、蓄積さ

れているその欲望のエネルギーは意思よりも強く、理性

よりも強くなるまでに成長するだろう。このエネルギー

をコントロールするために、より高い別の方向にそれを

移さなければならない。例えば、何か下品なものに対し

ての愛着は、もっと高い何かへの愛に換えることによっ

て、変化させることができる。また、悪徳の目的を変え

ることによって徳性にすることができる。激しい感情は

盲目的なものではあるが、導かれる所へ行く。理性は本

能よりもっと確実なガイドで、もっと安全に導くであろ

う。たまってきた怒りや愛欲は、適当な対象を何か見つ

けて激しく表れることだろう。さもなければ、そのエネ

ルギーの持ち主にとって破滅的な爆発をするかもしれな

い。嵐のあとには静けさがくる。古人は「自然は空虚を

嫌う」と言った。私達は感情を殺し、絶滅させることは

できない。感情を追い払っても別のエレメンタル的な影

響力がこれに取って代わる。従って私達は、何かと置き

換えずに、低いものを滅ばそうとするべきではない。低

いものを高いものと置き換えるべきである。悪徳は美徳

に、迷信を知識に置き換えるのである。

Ⅲ

　目に見えず、音のないものに視力と聴力を集中する以

外に欲望に対する治療法はなく、報酬への愛着に対する

治療法もなく、さらにまた、渇望から生じる苦悩に対す

る治療法もないことを学べ。

　人間は、進歩という自分の生得の力を信じなければな

らない。人間は自分のより偉大な性質を怖がってはなら

ないし、また自分の低劣で、物質的な性質に引き戻され

てはならない。困難は憂鬱 ( ゆううつ ) の言いわけには

ならないし、まして絶望の言いわけにもなり得ないこと

を、過去の歴史はすべて私達に示してくれる。というの

も、もし人間がそのような気を落としやすいものであっ

たなら、文明の不思議をいろいろと作ることができな

かったからである。

　一歩踏み出す力が自分の道を選んだ者にはまず必要で

ある。この力はどこで見つければよいのだろう？　調べ

てみれば、他の人々がどこで自分達の力を見つけたかを

知るのは難しいことではない。この力の源は深い確信で

ある。

　禁欲生活をする時は、君自身を清浄にしておくために

ではなく、禁欲することが正しいから禁欲せよ。

　自分自身と戦う人は、なすべき価値のある唯一の事を

自分はこの戦いでしているのだと知る時にのみ、その戦

いに打ち勝つことができる。

　「悪に抵抗するな」、すなわち、人生の避け難い不愉快

なことに対して愚痴をこぼしたり、怒りを感じたりして

はならない。他の人々のために働くことで自分自身を忘

れよ。人々が君の悪口を言い、君を迫害し、虐待した時、

なぜ抵抗するのか？　抵抗すると、それよりも大きな悪

を作り出すものである。

　何であれ、当面の仕事にはなすべき義務がある。それ

が重要であるか、否かということは全く考えるべきでは

ない。

　悪を治す最良の治療法は抑圧ではなく、欲望の除去で

ある。それは心を絶えず神聖なことに没頭させる努力で、

最もよく成し遂げられるものである。制御しにくい感覚

の対象についてくよくよしたり、または、楽しく考えた

りすると、高級我の知識はたちまちなくなってしまう。

　私達自身の気質はたいへん卑しく、高慢で、覇気満々

として、自分自身の欲求や判断や意見で頭がいっぱいな

ので、もしこの気質が試されて抑制されなかったなら、

取り返しのつかないほど落ちぶれてしまう。従って私達

が、自分自身を知り謙虚となるように、誘惑され、試さ

れるのである。最も危険な誘惑は、誘惑も試しもない生

活を送ることである。従って、誘惑が君を襲ってくる時

は喜べ。かつ、忍従と平静と忠実さをもってそれに耐え

よ。

　自分自身のためになすべきことは何もないが、成就し

なければならない責任が神によって君に課せられている

ように感じよ。神を求めよ。しかし、神の与え得るもの

は何も望むな。なすべきことがあれば、それをしなけれ

ばならない、行為の好い結果を受けるために行なっては

ならない。自分の行為のすべては、自分には価値はない

が、ただ、しなければならないから、言い換えれば、そ

うするのが私達の天性なのだからするという固い信念を

もって行なわれているならば、私達の中の自分本位な低

級我は次第に弱くなり、ついに静止するだろう。すると、

真我をあらわす知識が燦然として輝くようになる。

　自分を振り落とす喜びや苦しみで決心がぐらついて、

しっかりと決めた目的から外れることを許してはならな

い。

　大師がそのみもとに来るようにと君を選ばれるまで

は、人類と共にあれ。人類の進歩のために、私心を去っ

て働け。これだけが本当の満足を与えることができるも

のである。

　知識というものは使えば使うほど、増すものである。

つまり、教えれば教えるほど、学べることになるのであ

る。従って、真理の探究者よ、幼子のような信仰をもち、

イニシエートのような意志をもって、人生行路で慰めに

なるだけの知識をもたない者に君の蓄えを与えよ。

　個人の権利という考えは、「自己」という蛇の毒性か

ら生じたものにすぎないことを弟子は十分に理解しなけ

ればならない。弟子は決して他人を批判、非難の対象と

見てはならないし、自己弁解や口実も言ってはならない

のである。

　君の敵や友がいるのではない。すべての人々が同じよ

うに君の師匠である。世俗的であろうと精神的であろう

と、利益を得るために働いてはならない。義ある神意、

すなわち宇宙の法則を全うするために働かねばならな

い。

Ⅳ

　現在にも、未来にも生きるな！　永遠の中に生きよ。

永遠の中では悪という巨大な毒草は花開くことができな

い。万物を汚して損ねる悪の毒草は、永遠の思いの雰囲

気によって拭い去られてしまう。清い心は「霊の知識」

を得るのに必要な条件である。この清さを得るためには

二つの基本的な方法がある。第一に倦 ( う ) まずたゆま

ずあらゆる悪念を追い出せ。第二にあらゆる状態の下で

心の平静を保て。どんなことがあっても、やきもきした

りいら立ったりするな。この二つの浄化法は、献身と慈

悲によって非常に助長される。自分が清浄ではないと感

じるからといって、じっと座って前進する努力をせずに

いてはならない。すべての者が燃え立たねばならない。

また、熱心に働くのが必要だが、正しい方法で働かねば

ならない。そしてその正しい方法の第一歩は心を清める

ことである。

　怒りを感じ、嘘を吐き、必要がないのに他人の過失を

あばくような時には、心の浄化が必要である。また、こ

びへつらって何かを言ったり行なったりする時、また不

誠実な言葉や行ないによって誰かをだます時にも、心の

浄化が必要である。

　救いを望む者は情欲、怒り、貪欲を避け、勇敢に聖典

に従って行く従順さ、霊的哲学を深く勉強する心、その

哲学を実行する根気を育てて行かなければならない。

　利己的な思いに導かれている者は、個人的なことが考

えられていない天国に入ることはできない。天国を望ま

ず、自分のいる所で満足している者は、すでに天国にい

る。だが、自分のいる所に満足しない者は、空しく天国

を求めて騒ぐ。個人的欲望のないことは自由で幸せなこ

とであって、天国とは自由と幸福の存在する状態以外の

何ものでもない。報酬を望んで人のためになることをす

る人は、その報酬が得られないと幸福ではないし、報酬

が得られるとすぐに、この人の幸福は終わってしまう。

何かなすべき未完成の仕事がある限り、永続する平安と

幸福はあり得ない。義務の成就はそれ自体の報果をもた

らすものである。

　自分を他人よりも神聖だと考える者、悪徳や愚かさは

自分にはないと誇りをもつ者、自分を賢明だと信じたり、

いかなる面においても仲間より優れていると思い込んで

いる者は弟子となることはできない。人間は天国に入る

ことができるように、幼子のようにならなければならな

い。徳も智慧も崇高なものであるが、もし高慢となり、

他の人間とは別のものだという意識が生じるならば、徳

と智慧は精妙な形で再現した低級我の蛇でしかない。人

間のハートと感情を犠牲とし放棄をすることは、諸規則

の中の第一番目のものである。それは、個人的情緒によっ

て揺るがされることのない平衡を得るという意味であ

る。直ちに君の善意を実行に移せ。たった一つでも、実

行されない意図のままにしておいてはならない。私達の

唯一の真実の方針は、行為から得る報いのためではなく、

行為そのものの価値のために行為を行なうことである。

結果を望んで行為に取りかかることはもちろん、怠惰に

陥ることもいけない。

信仰（＊）は心の激情と愚かさを浄化する。すると、肉

体を支配できるようになり、最後に感覚の征服もできる

ようになる。

＊　すなわち、知識。これは無私無欲と親切心を実行す

ることから生じる。

悟りを開いた聖者の特性は第一に、真我（true Ego）す

なわち至高霊のみが至福であり他はすべて苦痛であるこ

とを知って、あらゆる欲望から解放されていることであ

る（＊）。第二にこの人は、何が起ころうと、それに対

して執着することも、反発することもなく、何ら限定さ

れることなく活動することである。最後は、五官が征服

されていることである。し

かしこれは、第二の特性が身につけられていないと偽善

と高慢を生むので、役に立たないばかりか、害がある。

また、第一の特性を体得していない人には、第二の特性

も大して役に立たない。

＊　これは、絶えず心を神聖なものに向けることによっ

て達成できる。

　愛他主義を実践しない者、自分の最後の一口の食べ物

（＊）を、自分より弱い人、貧しい人に分け与えようと

しない人、いかなる人種、国民、宗教の者であろうと、

またいつどこで、苦しみに出合っている者であろうと自

分の兄弟を助けることをおこたる人、また、人類の苦痛

の叫びに耳を貸さない人、罪のない人がそしられている

のを聞き、自分を弁護するように真剣にその人を弁護し

ない人は、神智学徒とは言えない。

＊　「食べ物」を広義で理解すればよい。例えば霊的知

識なども指す。

覚えておくように。それは一時的な快楽であり、今は快

楽であっても食べ過ぎれば苦痛となり、食べ物は舌にだ

け喜びを与えるにすぎないことを覚えておけ。また、そ

の食べ物を得るためにたいへんな苦労をしたり、それを

こらえられずに誘感されると、君はそれを得るためにど

んな卑しいことをしても恥とは思わなくなるだろう。君

に永遠の至福を与えることのできる別のものがあるのに

一時的なものに愛着を向けることは、まことに愚かであ

る。本当の君は体でも、感覚でもないので、体や感覚が

受ける苦楽が実際に君に影響を与えることはない。この

ようなことをすべて、心に留めよ。他のあらゆる誘惑に

ついても、同じように次々と推理を続けよ。たとえ、失

敗が度々あっても、やがてより確実な成功を収めること

だろう。

　あまり多く本を読むな。十分読んだならば、一〇時間

深く考えよ。孤独に慣れ、自分の思いとだけいる習慣を

つけよ。

　君自身以外に君を助けることのできるものはいないと

いう考えに慣れよ。かつ、あらゆるものに対する君の愛

着を徐々に捨て去れ。眠る前にも、朝に祈ったように祈

れ。その日の行為を反省せよ。そしてどこで失敗したか

を知り、明目は失敗しないよう決心せよ。

Ⅱ

　己れを知ろうとし自覚を求める正しい動機とは、己れ

に関係があることではなく、知ることの貴さに関わるこ

とである。つまり、自覚とは知ることだから求める価値

があるのであって、自己に関係があるから貴いのではな

い。自覚を得るために最も必要なものは純粋な愛である。

純粋な愛のために知識を求めよ。そうすれば、ついにそ

の努力は己れについての知識をもって報いられるだろ

う。学徒が進歩の遅いのをもどかしがっているというこ

とは、報いを求めて働いており、愛のために働いてはい

ないことを確証している。純粋な愛をもって働いている

人々のために用意されている大勝利を受ける価値はこの

学徒にはないということを証明していることになる。

　私達の中にいます「神」――すなわち、愛と真理、正

義と智慧、善と強さの神髄――は、私達が永遠に心の底

から愛すべき唯一のものであり、何事にも頼ることので

きる「不動の岩」として私達の唯一の信頼、唯一の信仰

の対象であり、たとえ他のものがすべて滅び去ろうとも、

最後まで力になってくださる私達の唯一の希望である。

私達の悪いカルマが尽き果てて聖なる救世玉が私達の魂

の中にご自身の実在を示してくださるまで、不平を言わ

ずに忍耐強く待ち望みっつ達成しなければならない唯一

の目標である。

　学徒がくぐるべき戸口は、「足るを知る」ということ

である。自ら満足しない者は、今の自分を作ってきた法

則にも満足していない。「神」ご自身が「法則」で在ら

れるから、神＝法則に満足し良い人達の所へ神はおいで

にならないだろう。

私達が進化の流れの中にいるのだとすれば、私達が経験

する状況はそれぞれ私達にとって全く適切なものである

に違いない。そして、ある行為を成し遂げられずに失敗

することは、私達にとって最大の助けとなるはずである。

なぜら、クリシュナが必要なものだと主張する冷静さは、

他の方法では学べないからである。もし私達のプランが

すべてうまく行ならば、成功と失敗の対照を知ることは

ないだろう。無知のために私達は間違ったプランをたく

さん作るかもしれないが、大自然は親切にもそのような

プランを私達に成し遂げることを許さない。私達が悪い

プランを作ったからといって咎めを受けるというわけで

はないが、成就の不可能ということを素直に受け入れな

かったということで、カルマ的損失を被ることがある。

失敗したことで君ががっかりするならば、それだけ、君

の思いは力を失う。人間は牢獄に閉じ込められていても、

私達の運動のために働くことができる。だから、現在の

環境に対する一切の嫌悪感を心から取り除くよう君に願

う。もし、現実に起こっていることがすべて、君の高級

我が実際に望んでいるものと考えることができるなら

ば、君の思いが強くなるだけでなく、体も強くなること

だろう。

　時が来たなら賢明に活動し、休息の時に忍耐強く待つ

人は、時勢の潮の干満と調和するようになる。そのよう

な人は自然の流れと宇宙の法則を支えに、また、真理と

慈悲を道しるべの星として回天の偉業をなすことができ

る。この法則を知らないと、一方では極端に走って熱狂

実践的オカルティズム
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「バガヴァッドギータ」講釈　２

著：スバ・ラウ　　　訳：ジェフ・クラーク

『バガヴァッドギータ』の倫理的な教えに関して、オカ

ルト勉強の益するところを十分に把握していない人は次

のことを主張している。つまり、全ての人はオカルトの

道に入ったら世界では万事が行き詰まるので、この教え

は一般人の役に立たず、少数の人達のためのものにすぎ

ない、ということである。これは誤りである。人類の大

多数は市民と家族の一員としての義務を放棄する立場で

はないのは、もちろん事実である。しかしこれらの義務

の履行は、たとえ森林の中の禁欲的生活と相入れるもの

ではなくても、精神上の放棄には両立させることができ

るものである、とクリシュナは明らかにする。しかも、

ただ物理的に俗事から離れることと比べて、精神上の放

棄はより高い次元においてはるかに強大な効果を生み出

すのである。苦行者の体はジャングルの中にいても、思

考が俗世間の方にあるかもしれないからである。従って、

重要なのは肉体的な隠遁ではなくて精神上の隠遁である

とクリシュナは教える。

義務ある人は誰でも、専心してそれを果たさなければな

らない。しかし、何かを義務として実行することと、好

みや興味や望みに駆られて同じことを行うのは根本的に

違うとクリシュナを言う。従って、生活様式に関して周

りの人々とほとんど同じことを行なっても、人間は高等

の能力の開発において著しい進歩を遂げることができる

はずである。人間は好みと欲望のしもべになるべきだと

教える宗教は一つもない。しかも、隠遁生活と禁欲の必

要性を教え込む宗教が少ないのである。ヒンズー教と仏

教に対する強力な異議によると、オカルティズムの学徒

に禁欲的な隠遁生活を勧めることにより、普通の仕事を

する人々の生活を無意味にする。この異論は誤解に基づ

いている。これらの宗教の教えによると、重要なのは行

為の内容ではなくて、行為者の精神的な態度である。こ

れは『バガヴァッドギータ』の全書を通じる倫理的教え

である。この主張を明らかにするためにクリシュナが

使っている様々な理論に読者は細心の注意を払うべきで

ある。そうすれば、人間のモナドの起源と運命及び、そ

のロゴスから得た援助と啓蒙を通してモナドがどのよう

に救済を達成するかが分かるであろう。

クリシュナはアルジュナに自分だけを崇拝するように求

めるが、ある解釈者はこれを人格神論の主張として受け

入れる。この結論は間違っている。クリシュナは自分の

ことをパラブラフマンと呼ぶにもかかわらず、ロゴスで

ある。クリシュナは自分をアートマと呼ぶが、アートマ

とパラブラフマンには本質的な相違はないので、当然、

クリシュナはパラブラフマンと一体である。もちろん、

ロゴスは自分のことをパラブラフマンと呼ぶことができ

る。キリストを含めてあらゆる「神の子」は自分と父が

一体であると言っている［ヨハネ福音書１０章３０節］。

自分が宇宙のほとんどの存在の中にいるというクリシュ

ナの言葉は、パラブラフマンの一つの特徴を厳密に表現

する。ロゴスはパラブラフマンの顕現なので、その言葉

を言うことができ、その特徴を自分のものだと主張する

ことができる。クリシュナはアルジュナに、それを通し

てのみ救済を得ることができる自分自身の至高霊を崇拝

するようと要求するにすぎない。クリシュナがアルジュ

ナに教えていること、すなわち自分を通してのみ救済を

得ることができるということは、ロゴスが秘伝の経過で

人間のモナドに教えることである。その中に人格神とい

う概念が全く示されていない。

サーンキヤ思想についてのクリシュナの見解に注意を向

けよう。サーンキヤ哲学について妙な考えがたくさん抱

かれている。残存しているサーンキヤ学派の書物はカピ

ラが伝えた元の金言であると思われている。しかし、シャ
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ンカラを含めて多くの偉大な聖者はそれを否定して、残

存の書物はカピラの本当の考えを表すのではなく、別の

カピラまたはその書の作家の考えを伝えるにすぎないと

主張している。真のサーンキヤ哲学はピタゴラス派の数

の思想体系と同じものであり、カルデアの数字体系に表

現されている哲学と変わりがない。その哲人の目的は、

数字を使って自然の神秘的な諸力すべてを少数の簡単な

公式で表現することであった。その原本はなかなか見つ

からないが、まだ存在しているかもしれない。現在、サー

ンキヤの名前のもとで持ち出されている思想体系には、

元素の展開と、諸々のタットヴァの形成に加わる元素の

組み合わせの話以外にほとんど何も含まれていない。

クリシュナは、その哲学を正しく理解すれば人間のモナ

ドがロゴスと一体となるという同じ結果が生じると指摘

して、サーンキヤ思想とラージャ・ヨーガとを一致させ、

ハタヨーガさえもそれらと一致させていく。正統派の学

者たちはカルマの意味を宗教的な儀式などの遵守だけに

結びつけるが、クリシュナの教えではカルマははるかに

広い領域を網羅して、それがよかろうと悪しかろうとほ

とんどすべての行為に及び、思いにも及ぶのである。学

徒は『バガヴァッドギータ』を読み通してから、１８章

それぞれの教えを様々な分類の項目の中に入れてみるべ

きである。そして学徒は、これら教えの様々な枝が同じ

幹から分枝することに気づき、 この上に述べたオカルト

理論と救済の道に対して色々の思想が唱えている異論が

章それぞれの内容によってどのように反駁されるか注意

すべきである。すると、ロゴスと人間モナドの特性につ

いてオカルティストたちが実際にどんな態度をとってい

るかが明らかになる。

このようにして様々な思想体系には神聖視されるほとん

どのことが組み合わされている。その教えによりクリ

シュナはアルジュナの憂鬱を追い払うことができる。そ

の時にクリシュナは、一時はっきりした個人として現れ

て自分を通して作用している力の特徴のより優れた概念

をアルジュナに伝える。「自我」という概念を分析して、

戦うことに対するアルジュナの嫌気をなくすことができ

る。すなわち、自分があれこれをしていると思い込んで

いる人は、誤っているということである。「私」と呼ん

でいるものが己の無知によって作られた一種の作り事で

あるという事実がわかったら、多くの困難がなくなる。

今度、アルジュナには全く知られなかったより高い個性

の存在を実証する。そして、その個性がロゴスに結びつ

いているということを指摘する。クリシュナはさらにロ

ゴスの本性を説き、それはパラブラフマンであることを

示す。これは最初の１１か１２の章の本旨である。その

後の章でクリシュナは、アルジュナの決意を強めるため

に他の教えを授け、プルシャ（霊）とプラクリティ（物質、

自然）に固有の特性によって万物がどのように存在させ

られてきたかを解説する。

『マハーバーラタ』には１８という数が度々出てくるこ

とに気がつくであろう。それは１８巻からなっており、

２つの軍隊はそれぞれ１８の軍団から構成され、合戦は

１８日に続き、そして『マハーバーラタ』の別名は１８

という意味を持っている。この数は、アルジュナと神秘

的な関係がある。私はアルジュナを人間として言ってき

たが、パラブラフマンでさえもロゴスとしての現れ方は

１つだけではない。クリシュナはロゴスではあるが、ロ

ゴスの一つの形態だけである。１８という数はその独特

の形態を表現するものである。クリシュナは人間の中の

第７本質であり、自分の妹［スバドラー］を妻としてア

ルジュナに与えるが、その結婚は第６本質と第５本質の

融合を象徴する。

アルジュナはクリシュナに戦ってもらうのではなくて、

馬車の御者の役を果たして友人として忠告をくださるこ

とだけを求めたとは注目すべき点である。これでわかる

ように、人間のモナドは自分で戦わなければならないが、

ひとたび真の道を歩む時には自分のロゴスから援助を受

けるようになる。

　



『バガヴァッドギータ』の倫理的な教えに関して、オカ

ルト勉強の益するところを十分に把握していない人は次

のことを主張している。つまり、全ての人はオカルトの

道に入ったら世界では万事が行き詰まるので、この教え

は一般人の役に立たず、少数の人達のためのものにすぎ

ない、ということである。これは誤りである。人類の大

多数は市民と家族の一員としての義務を放棄する立場で

はないのは、もちろん事実である。しかしこれらの義務

の履行は、たとえ森林の中の禁欲的生活と相入れるもの

ではなくても、精神上の放棄には両立させることができ

るものである、とクリシュナは明らかにする。しかも、

ただ物理的に俗事から離れることと比べて、精神上の放

棄はより高い次元においてはるかに強大な効果を生み出

すのである。苦行者の体はジャングルの中にいても、思

考が俗世間の方にあるかもしれないからである。従って、

重要なのは肉体的な隠遁ではなくて精神上の隠遁である

とクリシュナは教える。

義務ある人は誰でも、専心してそれを果たさなければな

らない。しかし、何かを義務として実行することと、好

みや興味や望みに駆られて同じことを行うのは根本的に

違うとクリシュナを言う。従って、生活様式に関して周

りの人々とほとんど同じことを行なっても、人間は高等

の能力の開発において著しい進歩を遂げることができる

はずである。人間は好みと欲望のしもべになるべきだと

教える宗教は一つもない。しかも、隠遁生活と禁欲の必

要性を教え込む宗教が少ないのである。ヒンズー教と仏

教に対する強力な異議によると、オカルティズムの学徒

に禁欲的な隠遁生活を勧めることにより、普通の仕事を

する人々の生活を無意味にする。この異論は誤解に基づ

いている。これらの宗教の教えによると、重要なのは行

為の内容ではなくて、行為者の精神的な態度である。こ

れは『バガヴァッドギータ』の全書を通じる倫理的教え

である。この主張を明らかにするためにクリシュナが

使っている様々な理論に読者は細心の注意を払うべきで

ある。そうすれば、人間のモナドの起源と運命及び、そ

のロゴスから得た援助と啓蒙を通してモナドがどのよう

に救済を達成するかが分かるであろう。

クリシュナはアルジュナに自分だけを崇拝するように求

めるが、ある解釈者はこれを人格神論の主張として受け

入れる。この結論は間違っている。クリシュナは自分の

ことをパラブラフマンと呼ぶにもかかわらず、ロゴスで

ある。クリシュナは自分をアートマと呼ぶが、アートマ

とパラブラフマンには本質的な相違はないので、当然、

クリシュナはパラブラフマンと一体である。もちろん、

ロゴスは自分のことをパラブラフマンと呼ぶことができ

る。キリストを含めてあらゆる「神の子」は自分と父が

一体であると言っている［ヨハネ福音書１０章３０節］。

自分が宇宙のほとんどの存在の中にいるというクリシュ

ナの言葉は、パラブラフマンの一つの特徴を厳密に表現

する。ロゴスはパラブラフマンの顕現なので、その言葉

を言うことができ、その特徴を自分のものだと主張する

ことができる。クリシュナはアルジュナに、それを通し

てのみ救済を得ることができる自分自身の至高霊を崇拝

するようと要求するにすぎない。クリシュナがアルジュ

ナに教えていること、すなわち自分を通してのみ救済を

得ることができるということは、ロゴスが秘伝の経過で

人間のモナドに教えることである。その中に人格神とい

う概念が全く示されていない。

サーンキヤ思想についてのクリシュナの見解に注意を向

けよう。サーンキヤ哲学について妙な考えがたくさん抱

かれている。残存しているサーンキヤ学派の書物はカピ

ラが伝えた元の金言であると思われている。しかし、シャ

ンカラを含めて多くの偉大な聖者はそれを否定して、残

存の書物はカピラの本当の考えを表すのではなく、別の

カピラまたはその書の作家の考えを伝えるにすぎないと

主張している。真のサーンキヤ哲学はピタゴラス派の数

の思想体系と同じものであり、カルデアの数字体系に表

現されている哲学と変わりがない。その哲人の目的は、

数字を使って自然の神秘的な諸力すべてを少数の簡単な

公式で表現することであった。その原本はなかなか見つ

からないが、まだ存在しているかもしれない。現在、サー

ンキヤの名前のもとで持ち出されている思想体系には、

元素の展開と、諸々のタットヴァの形成に加わる元素の

組み合わせの話以外にほとんど何も含まれていない。

クリシュナは、その哲学を正しく理解すれば人間のモナ

ドがロゴスと一体となるという同じ結果が生じると指摘

して、サーンキヤ思想とラージャ・ヨーガとを一致させ、

ハタヨーガさえもそれらと一致させていく。正統派の学

者たちはカルマの意味を宗教的な儀式などの遵守だけに

結びつけるが、クリシュナの教えではカルマははるかに

広い領域を網羅して、それがよかろうと悪しかろうとほ

とんどすべての行為に及び、思いにも及ぶのである。学

徒は『バガヴァッドギータ』を読み通してから、１８章

それぞれの教えを様々な分類の項目の中に入れてみるべ

きである。そして学徒は、これら教えの様々な枝が同じ

幹から分枝することに気づき、 この上に述べたオカルト

理論と救済の道に対して色々の思想が唱えている異論が

章それぞれの内容によってどのように反駁されるか注意

すべきである。すると、ロゴスと人間モナドの特性につ

いてオカルティストたちが実際にどんな態度をとってい

るかが明らかになる。

このようにして様々な思想体系には神聖視されるほとん

どのことが組み合わされている。その教えによりクリ

シュナはアルジュナの憂鬱を追い払うことができる。そ

の時にクリシュナは、一時はっきりした個人として現れ

て自分を通して作用している力の特徴のより優れた概念

をアルジュナに伝える。「自我」という概念を分析して、

戦うことに対するアルジュナの嫌気をなくすことができ

る。すなわち、自分があれこれをしていると思い込んで

いる人は、誤っているということである。「私」と呼ん

でいるものが己の無知によって作られた一種の作り事で

あるという事実がわかったら、多くの困難がなくなる。

今度、アルジュナには全く知られなかったより高い個性

の存在を実証する。そして、その個性がロゴスに結びつ

いているということを指摘する。クリシュナはさらにロ

ゴスの本性を説き、それはパラブラフマンであることを

示す。これは最初の１１か１２の章の本旨である。その

後の章でクリシュナは、アルジュナの決意を強めるため

に他の教えを授け、プルシャ（霊）とプラクリティ（物質、

自然）に固有の特性によって万物がどのように存在させ

られてきたかを解説する。

『マハーバーラタ』には１８という数が度々出てくるこ

とに気がつくであろう。それは１８巻からなっており、

２つの軍隊はそれぞれ１８の軍団から構成され、合戦は

１８日に続き、そして『マハーバーラタ』の別名は１８

という意味を持っている。この数は、アルジュナと神秘

的な関係がある。私はアルジュナを人間として言ってき

たが、パラブラフマンでさえもロゴスとしての現れ方は

１つだけではない。クリシュナはロゴスではあるが、ロ

ゴスの一つの形態だけである。１８という数はその独特

の形態を表現するものである。クリシュナは人間の中の

第７本質であり、自分の妹［スバドラー］を妻としてア

ルジュナに与えるが、その結婚は第６本質と第５本質の

融合を象徴する。

アルジュナはクリシュナに戦ってもらうのではなくて、

馬車の御者の役を果たして友人として忠告をくださるこ

とだけを求めたとは注目すべき点である。これでわかる

ように、人間のモナドは自分で戦わなければならないが、

ひとたび真の道を歩む時には自分のロゴスから援助を受

けるようになる。
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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
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