
S e p t e m b e r & O c t o b e r

2019 年 9・10月号　神智学協会ニッポン・ロッジ会報誌　vol.45

T O P I C S

神智学の要約

初心者のオカルティズム

神智学の鍵

実践的オカルティズム



神智学の要約

初心者のオカルティズムより

神智学の鍵

実践的オカルティズム

テオソフィア 9・1 0 月号　vol.45 神智学協会ニッポン ･ロッジ会報誌

ひとこと
今月の

　先日、レーリッヒ美術館のグィドさんが来日され、ジェフさん他協会メンバー

と一緒にお話しする機会がありました。ニコライ・レーリッヒの絵は日本では見

ることができませんが、とてもすばらしいのでぜひ一度見に行きたいですね。

　グィドさんはアグニ・ヨガに精通しておられ、また禅の瞑想家でもありました。瞑想については、毎日１

時間の瞑想をしているそうですが、それは瞑想をしていない時間に注意を払うトレーニングだとおっしゃっ

ていました。また、アグニヨガは人を愛するためのトレーニングで、それは生まれながらにできるものでは

なく、愛もトレーニングが必要だとも。

　今回飛行機の時間もあり、１時間ほどしかお話できませんでしたが、そして英語が話せないので雰囲気し

かつかめませんでしたが、それでも心に残るものがありました。グィド先生の瞑想は禅僧の鈴木俊隆氏を学

んだそうで、僕はまだ読んだことがなかったのでこれから読んでみたいと思います。皆さんもご興味があれ

ば。ニコライ・レーリッヒの絵もまだ見たことがない方はぜひ検索してみてください。

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

人間はいずこよりいずこへ

　神智学は人間の起源、歴史、進化、運命についても語る。

人間の主題に関して、神智学はこう教える。

①各人の霊は「一なる霊」の現れであり、したがって全

体の一部分である。それは肉体化身における一連の経験

を通り抜け、そして神との究極の再結合が運命づけられ

ている。

②この肉体化身は 1 回だけではなく何度も繰り返される

のであり、各個人は我々の連鎖（チェーン）の連続する

人種および惑星において非常に多くの存在として形態を

与えられ、完成に向かって各生まれ変わりの経験を蓄積

している。

③肉体化身の間、より粗悪な要素が最初に取り除かれた

後に、デヴァチャンと呼ばれる相対的な休息とリフレッ

シュの期間が来て、そこで魂は次の肉体の人生の到来に

備える。

　人間の本質は、主な分類では肉体、魂、霊に分けられ

るが、さらに 7 つに分けられる。これらの分類と相互的

な発達は人の死後の主観的な状態を左右する。真の分類

は理解できず、当分は秘伝のままであらねばならない。

理解するには、普通には発達していないある感覚が必要

だからである。神智学の著者たちのように現在の 7 重の

分類が、いかなる仮定的な表現もなしで厳密に支持され

るなら、それは議論か誤解を生じるだろう。例えば、「霊」

は第 7 の本質ではない。第 7 本質は総合体または全体で

あり、他の 6 つの本質と等しく一緒にある。現在のさま

ざまな分類は、一般的に有効な仮説としてのみ用いるこ

とができ、学徒が進歩・前進するにつれて詳しく説かれ、

修正される。（訳注 8）

　デヴァチャンとして知られる霊的だが相対的な休息の

状態は永遠のものではなく、永遠のものと同じではなく、

そしてキリスト教の永遠の天国と同じでもない。また、

地獄は神智学の著者たちにアヴィチ［Avitch］（訳注 9）

として知られている状態と一致するものではない。

地獄の苦痛な状態はすべて、一時的な浄化の状態である。

それらを通過すると、個人［individual］（訳注 10）は

デヴァチャンに入る。

　したがって地獄とアヴィチは同一のものではない。ア

ヴィチは「第 2 の死」と同じであり、要するに後で見る

ように黒魔術師か霊的に邪悪な者だけが至る霊の消滅の

状態である。

　各肉体化身の性質は、その前の人生での美点と欠点の

バランスつまりその人がどう生きて思考したか、その方

法しだいである。そしてこの法則は堅くて曲げられず、

完全に公正である。

　「カルマ」という語は 2 つのことを意味している。倫

理的な因果関係、「人は自分の蒔いたものを刈り取るこ

とになる」ということと、個人の長所か短所のバランス

または過剰、1 つ 1 つの化身における主な喜びと悲しみ

の経験を決定することである。それゆえ、私たちが「運」

と呼ぶものは実際には「報い」つまり過去の人生で得た

報いである。

　カルマは1つだけの人生で全部が出尽くすことはなく、

人は必ずしも以前のカルマの結果をすべてこの一生で経

験しているのでもない。いろいろな原因によっていくつ

かは出るのが抑止されているかもしれないからだ。その

主な原因は、自我が前世の影響や収穫のある思いや瞑想

の器官や道具の備わった肉体を、獲得できないことであ

る。それゆえ、一生を通して人間の思考には不思議な力

があり、すぐ後に続く人生か、または遠く何生もかけ離

れた人生で結果がきっと現れる。つまり、いかなる人生

１

においても自我は過去のカルマが実をむすぶための焦点

か器官か道具となることのできる肉体を得る。カルマに

は、魂への影響において強く支配するか異らしめる力が

あり、ある人生行路あるいは思考は時に 3 生の間、何か

他のカルマの有益なまたは悪い作用が感じられる前に、

その方向へと魂を動かす。また、人生のある時点でいく

つかの種類のカルマが一緒に山場を迎えるかもしれない

ため、そしてそれらが組み合わさった影響により、全体

として各要素が正確にその中にある結果を生じるため、

カルマの一部が毎時毎分生じた時と同じように詳細を感

じられるはずだということにもならない。このことは、

複雑に絡み合った種類のカルマの、想定された結果の無

効化として知られているかもしれない。

　神（the Divine）との再結合に至るまでの進化の過程

は、力と有用性の一地位から次の地位への連続的な昇進

を含み、その過程そのものである。最も高位の生きてい

る存在は、賢者、リシ、人類の同胞、大師（マスター）

として知られている。その方々の偉大な職務はいつも保

護することであり、周期の法則が許す場合には、霊的な

知識と影響力を広げることである。

神との合一が遂げられる時、各化身の出来事と経験のす

べてが知られる。

霊的な発達

霊的な発達の過程について、神智学はこう教える。

1. その過程の本質は、人間の性質の要素に至上性、最高

位のもの、霊性を確保することにある。

2. それは特に次の 4つの道筋に沿って到達される。

 （a）あらゆる形の利己主義の完全な根絶と、幅広い寛

大な同情の養成および他者の幸福のための努力。

 （b）瞑想、神に到達し神と意思疎通すること、パタンジャ

リが説明した種類の訓練すなわち理想の目的へと絶え間

なく努力することによる、内なる霊的人間の完全な養成。

 （c）本能的欲望と肉欲の制御、すべての低級な、物質的

関心が意図的に霊の支配下にあること。

 （d）人生において自分のいる場所に属するすべての義

務を入念に遂行し、報酬を欲することなく、結果は神の

法則にゆだねること。

3. 上記のことが義務として課され、そしてすべての宗教

的な傾向がある人々に実行可能である限り、霊的達成の

より内的な能力が最初に目覚め、その後、発達する。

4. この過程はアデプトの身分、マハートマの身分、リシ、

賢人、ディヤーン・チャーハンなどの状態にまでわたる。

それらの状態はすべて身分の高い段階であり、骨の折れ

る自己訓練と、長期にわたる、ひょっとすると幾多の生

まれ変わりに及ぶかもしれない苦難により達成され、さ

らに多くのイニシエーションと昇級の段階、永久に神へ

と近づいていく他の段階から成る。

　霊的発達の理論的説明については、次のように断言さ

れる。

1. その過程は完全に、自我自身（individual himself）（訳

注 10）の中の動機、努力、結果が己れの内的性質から

生まれ、自己進化の線に沿っている。

2. 個人的で内的なこの過程は、手助けされず、事実上、

すべての力の至高の源泉との密接な交わりによってのみ

可能である。

　各化身における進歩の段階に関しては、こう考えられ

ている。

1. 神智学的真理の、単なる知的探求の結果である知識で

さえ、個人を次のこの世の人生で上の段階に上がる力を

つけさせるので、大きな価値がある。ただの神智学的知

識もその方向への推進力となるのである。

2. 義務、信心（敬虔）、善行の道によってさらに多くの

ことが得られる。

3. 以前に定められた霊的指導に達する手段を注意深く、

熱心に用いることにより、なおさらに大きな前進が遂げ

られる。

4. すべての人種とその個人は進化の過程で「選択の時」

として知られる時期に達する。「選択の時」には、人が

自分の未来の運命を故意に意識して決定し、永遠の生命

か死か 2 つに 1 つを選ぶ。この選択の権利は、自由な魂

の特別な属性である。この権利は人間が自分の内部にあ

る魂を実感するまでは、そして肉体の中で魂が自己意識

のある基準を獲得するまでは、行使できない。選択の時

は、決まった期間ではなく、すべての瞬間から成ってい

る。すべての過去生がそこにつながってこない限り、選

択の時が来ることはあり得ない。人類全体がまだその時

は来ていない。誰でも、あらかじめ定められたカルマの

熟する法則の下で、その時の到来を自分に早めることが

できる。もしある人が正しい選択をしなかった場合、そ

の人は全くとがめられない。なぜなら自然界の理法は、

人類全体に選択の時が来たときに、その人が何度も何度

もその機会を得るよう定めているからである。全盛期を

迎えてしまった人類は、この選択の期間の後、崩壊へと

向かっていく傾向がある。その中の少数の人が人類の進

歩を追い越してアデプトの身分またはマハートマの地位

に到達する。正しく選んだが解脱に達しなかった大多数

は、主観的な状態に入り、そこで人類の生命の波が次の

球体（天体）へと到来するのを待つ。それらが人々とな

る最初の魂である。故意に悪を選んだ人たちは、（完全

に悪そのものを好むために行われた悪のため）神聖な霊

あるいはモナド（訳注 11）との結びつきを断つ。そし

てそれは人間の自我を永久に放棄することである。この

ような自我たちは悲惨な第 8 球体（訳注 12）に入り、

私たちの理解する限り、彼らが培ったものと個人的なイ

シュワラまたは神の火花とが完全に分離するまでそこに

とどまる。しかしこの（第 8 球体の）教義は大師たちか

ら説明されていない。大師たちはつねに、このことへの

明確な返答と説明を拒んだ。次のマンヴァンタラで「神

の火花」はおそらく再び長い進化の旅を始めるだろう

……根源において生命の流れに投げ込まれ、すべての低

級な形態を通って再び上に向かって進みながら。

＊＊＊＊＊＊

（訳注 8）第 7本質はオーラのこと。

（訳注 9） アヴィチ（Avitch）はいわば地獄のような状態。

（訳注 10） 秘教哲学は人間の中の 2 つの自我（Ego）の

存在を教える。1 つは死すべき運命の個人的な自我で、

もう 1 つはより高い、神聖な、非個人的な自我である。

前者を「personality」、後者を「Individuality」と呼ぶ。

Individuality と同意語に Egoity という語がある。（『神

智学用語集』〈HPB〉の Ego の項より）「輪廻する自我」

とは後者のこと。

（訳注 11） ［モナド］単一体、単子、the one 。ただしオ

カルティズムではしばしば、統合されたアートマ・ブッ

ディ・マナスの 3 つ組またはアートマ・ブッディの 2 個

1 組を意味する。それは人の不死の部分で、低級な領域

に肉体化身し、しだいに人間へと進歩して、その後、最

後のゴールであるニルヴァーナに至る。（『神智学用語集』

HPB）

（訳注 12）［第 8 球体］ 「（第 8 球体は）完全に作り変え

られるであろう《自然界の失敗作》、生きている間に自

分の神聖なモナドを 5 つの本質から切り離してしまった

者（そのような事例も我々の記録にあるため、すぐ次の

生まれ変わりの前であれ、いくつか先の生まれ変わりの

前であれ）、魂のない（soulless）人間として生きた者が

そこへ落下するが、絶対的な非実在のものである。第 6

本質に置き去りにされた（同時に媒体を失った第 7 本質

〈訳注 : ここではアートマ〉はもう独立して存在できない）

これらの人たちの第 5本質あるいは動物魂は、むろん「底

知れぬ所（地獄）」へ落ちる」。（『A・P・シネットへのマハー

トマの手紙』年代順No.104）

＊＊＊＊＊＊＊
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2. それは特に次の 4つの道筋に沿って到達される。

 （a）あらゆる形の利己主義の完全な根絶と、幅広い寛

大な同情の養成および他者の幸福のための努力。

 （b）瞑想、神に到達し神と意思疎通すること、パタンジャ

リが説明した種類の訓練すなわち理想の目的へと絶え間

なく努力することによる、内なる霊的人間の完全な養成。

 （c）本能的欲望と肉欲の制御、すべての低級な、物質的

関心が意図的に霊の支配下にあること。

 （d）人生において自分のいる場所に属するすべての義

務を入念に遂行し、報酬を欲することなく、結果は神の

法則にゆだねること。

3. 上記のことが義務として課され、そしてすべての宗教

的な傾向がある人々に実行可能である限り、霊的達成の

より内的な能力が最初に目覚め、その後、発達する。

4. この過程はアデプトの身分、マハートマの身分、リシ、

賢人、ディヤーン・チャーハンなどの状態にまでわたる。

それらの状態はすべて身分の高い段階であり、骨の折れ

る自己訓練と、長期にわたる、ひょっとすると幾多の生

まれ変わりに及ぶかもしれない苦難により達成され、さ

らに多くのイニシエーションと昇級の段階、永久に神へ

と近づいていく他の段階から成る。

　霊的発達の理論的説明については、次のように断言さ

れる。

1. その過程は完全に、自我自身（individual himself）（訳

注 10）の中の動機、努力、結果が己れの内的性質から

生まれ、自己進化の線に沿っている。

2. 個人的で内的なこの過程は、手助けされず、事実上、

すべての力の至高の源泉との密接な交わりによってのみ

可能である。

　各化身における進歩の段階に関しては、こう考えられ

ている。

1. 神智学的真理の、単なる知的探求の結果である知識で

さえ、個人を次のこの世の人生で上の段階に上がる力を

つけさせるので、大きな価値がある。ただの神智学的知

識もその方向への推進力となるのである。

2. 義務、信心（敬虔）、善行の道によってさらに多くの

ことが得られる。

3. 以前に定められた霊的指導に達する手段を注意深く、

熱心に用いることにより、なおさらに大きな前進が遂げ

られる。

4. すべての人種とその個人は進化の過程で「選択の時」

として知られる時期に達する。「選択の時」には、人が

2

自分の未来の運命を故意に意識して決定し、永遠の生命

か死か 2 つに 1 つを選ぶ。この選択の権利は、自由な魂

の特別な属性である。この権利は人間が自分の内部にあ

る魂を実感するまでは、そして肉体の中で魂が自己意識

のある基準を獲得するまでは、行使できない。選択の時

は、決まった期間ではなく、すべての瞬間から成ってい

る。すべての過去生がそこにつながってこない限り、選

択の時が来ることはあり得ない。人類全体がまだその時

は来ていない。誰でも、あらかじめ定められたカルマの

熟する法則の下で、その時の到来を自分に早めることが

できる。もしある人が正しい選択をしなかった場合、そ

の人は全くとがめられない。なぜなら自然界の理法は、

人類全体に選択の時が来たときに、その人が何度も何度

もその機会を得るよう定めているからである。全盛期を

迎えてしまった人類は、この選択の期間の後、崩壊へと

向かっていく傾向がある。その中の少数の人が人類の進

歩を追い越してアデプトの身分またはマハートマの地位

に到達する。正しく選んだが解脱に達しなかった大多数

は、主観的な状態に入り、そこで人類の生命の波が次の

球体（天体）へと到来するのを待つ。それらが人々とな

る最初の魂である。故意に悪を選んだ人たちは、（完全

に悪そのものを好むために行われた悪のため）神聖な霊

あるいはモナド（訳注 11）との結びつきを断つ。そし

てそれは人間の自我を永久に放棄することである。この

ような自我たちは悲惨な第 8 球体（訳注 12）に入り、

私たちの理解する限り、彼らが培ったものと個人的なイ

シュワラまたは神の火花とが完全に分離するまでそこに

とどまる。しかしこの（第 8 球体の）教義は大師たちか

ら説明されていない。大師たちはつねに、このことへの

明確な返答と説明を拒んだ。次のマンヴァンタラで「神

の火花」はおそらく再び長い進化の旅を始めるだろう

……根源において生命の流れに投げ込まれ、すべての低

級な形態を通って再び上に向かって進みながら。

＊＊＊＊＊＊

（訳注 8）第 7本質はオーラのこと。

（訳注 9） アヴィチ（Avitch）はいわば地獄のような状態。

（訳注 10） 秘教哲学は人間の中の 2 つの自我（Ego）の

存在を教える。1 つは死すべき運命の個人的な自我で、

もう 1 つはより高い、神聖な、非個人的な自我である。

前者を「personality」、後者を「Individuality」と呼ぶ。

Individuality と同意語に Egoity という語がある。（『神

智学用語集』〈HPB〉の Ego の項より）「輪廻する自我」

とは後者のこと。

（訳注 11） ［モナド］単一体、単子、the one 。ただしオ

カルティズムではしばしば、統合されたアートマ・ブッ

ディ・マナスの 3 つ組またはアートマ・ブッディの 2 個

1 組を意味する。それは人の不死の部分で、低級な領域

に肉体化身し、しだいに人間へと進歩して、その後、最

後のゴールであるニルヴァーナに至る。（『神智学用語集』

HPB）

（訳注 12）［第 8 球体］ 「（第 8 球体は）完全に作り変え

られるであろう《自然界の失敗作》、生きている間に自

分の神聖なモナドを 5 つの本質から切り離してしまった

者（そのような事例も我々の記録にあるため、すぐ次の

生まれ変わりの前であれ、いくつか先の生まれ変わりの

前であれ）、魂のない（soulless）人間として生きた者が

そこへ落下するが、絶対的な非実在のものである。第 6

本質に置き去りにされた（同時に媒体を失った第 7 本質

〈訳注 : ここではアートマ〉はもう独立して存在できない）

これらの人たちの第 5本質あるいは動物魂は、むろん「底

知れぬ所（地獄）」へ落ちる」。（『A・P・シネットへのマハー

トマの手紙』年代順No.104）

＊＊＊＊＊＊＊



人間はいずこよりいずこへ

　神智学は人間の起源、歴史、進化、運命についても語る。

人間の主題に関して、神智学はこう教える。

①各人の霊は「一なる霊」の現れであり、したがって全

体の一部分である。それは肉体化身における一連の経験

を通り抜け、そして神との究極の再結合が運命づけられ

ている。

②この肉体化身は 1 回だけではなく何度も繰り返される

のであり、各個人は我々の連鎖（チェーン）の連続する

人種および惑星において非常に多くの存在として形態を

与えられ、完成に向かって各生まれ変わりの経験を蓄積

している。

③肉体化身の間、より粗悪な要素が最初に取り除かれた

後に、デヴァチャンと呼ばれる相対的な休息とリフレッ

シュの期間が来て、そこで魂は次の肉体の人生の到来に

備える。

　人間の本質は、主な分類では肉体、魂、霊に分けられ

るが、さらに 7 つに分けられる。これらの分類と相互的

な発達は人の死後の主観的な状態を左右する。真の分類

は理解できず、当分は秘伝のままであらねばならない。

理解するには、普通には発達していないある感覚が必要

だからである。神智学の著者たちのように現在の 7 重の

分類が、いかなる仮定的な表現もなしで厳密に支持され

るなら、それは議論か誤解を生じるだろう。例えば、「霊」

は第 7 の本質ではない。第 7 本質は総合体または全体で

あり、他の 6 つの本質と等しく一緒にある。現在のさま

ざまな分類は、一般的に有効な仮説としてのみ用いるこ

とができ、学徒が進歩・前進するにつれて詳しく説かれ、

修正される。（訳注 8）

　デヴァチャンとして知られる霊的だが相対的な休息の

状態は永遠のものではなく、永遠のものと同じではなく、

そしてキリスト教の永遠の天国と同じでもない。また、

地獄は神智学の著者たちにアヴィチ［Avitch］（訳注 9）

として知られている状態と一致するものではない。

地獄の苦痛な状態はすべて、一時的な浄化の状態である。

それらを通過すると、個人［individual］（訳注 10）は

デヴァチャンに入る。

　したがって地獄とアヴィチは同一のものではない。ア

ヴィチは「第 2 の死」と同じであり、要するに後で見る

ように黒魔術師か霊的に邪悪な者だけが至る霊の消滅の

状態である。

　各肉体化身の性質は、その前の人生での美点と欠点の

バランスつまりその人がどう生きて思考したか、その方

法しだいである。そしてこの法則は堅くて曲げられず、

完全に公正である。

　「カルマ」という語は 2 つのことを意味している。倫

理的な因果関係、「人は自分の蒔いたものを刈り取るこ

とになる」ということと、個人の長所か短所のバランス

または過剰、1 つ 1 つの化身における主な喜びと悲しみ

の経験を決定することである。それゆえ、私たちが「運」

と呼ぶものは実際には「報い」つまり過去の人生で得た

報いである。

　カルマは1つだけの人生で全部が出尽くすことはなく、

人は必ずしも以前のカルマの結果をすべてこの一生で経

験しているのでもない。いろいろな原因によっていくつ

かは出るのが抑止されているかもしれないからだ。その

主な原因は、自我が前世の影響や収穫のある思いや瞑想

の器官や道具の備わった肉体を、獲得できないことであ

る。それゆえ、一生を通して人間の思考には不思議な力

があり、すぐ後に続く人生か、または遠く何生もかけ離

れた人生で結果がきっと現れる。つまり、いかなる人生

においても自我は過去のカルマが実をむすぶための焦点

か器官か道具となることのできる肉体を得る。カルマに

は、魂への影響において強く支配するか異らしめる力が

あり、ある人生行路あるいは思考は時に 3 生の間、何か

他のカルマの有益なまたは悪い作用が感じられる前に、

その方向へと魂を動かす。また、人生のある時点でいく

つかの種類のカルマが一緒に山場を迎えるかもしれない

ため、そしてそれらが組み合わさった影響により、全体

として各要素が正確にその中にある結果を生じるため、

カルマの一部が毎時毎分生じた時と同じように詳細を感

じられるはずだということにもならない。このことは、

複雑に絡み合った種類のカルマの、想定された結果の無

効化として知られているかもしれない。

　神（the Divine）との再結合に至るまでの進化の過程

は、力と有用性の一地位から次の地位への連続的な昇進

を含み、その過程そのものである。最も高位の生きてい

る存在は、賢者、リシ、人類の同胞、大師（マスター）

として知られている。その方々の偉大な職務はいつも保

護することであり、周期の法則が許す場合には、霊的な

知識と影響力を広げることである。

神との合一が遂げられる時、各化身の出来事と経験のす

べてが知られる。

霊的な発達

霊的な発達の過程について、神智学はこう教える。

1. その過程の本質は、人間の性質の要素に至上性、最高

位のもの、霊性を確保することにある。

2. それは特に次の 4つの道筋に沿って到達される。

 （a）あらゆる形の利己主義の完全な根絶と、幅広い寛

大な同情の養成および他者の幸福のための努力。

 （b）瞑想、神に到達し神と意思疎通すること、パタンジャ

リが説明した種類の訓練すなわち理想の目的へと絶え間

なく努力することによる、内なる霊的人間の完全な養成。

 （c）本能的欲望と肉欲の制御、すべての低級な、物質的

関心が意図的に霊の支配下にあること。

 （d）人生において自分のいる場所に属するすべての義

務を入念に遂行し、報酬を欲することなく、結果は神の

法則にゆだねること。

3. 上記のことが義務として課され、そしてすべての宗教

的な傾向がある人々に実行可能である限り、霊的達成の

より内的な能力が最初に目覚め、その後、発達する。

4. この過程はアデプトの身分、マハートマの身分、リシ、

賢人、ディヤーン・チャーハンなどの状態にまでわたる。

それらの状態はすべて身分の高い段階であり、骨の折れ

る自己訓練と、長期にわたる、ひょっとすると幾多の生

まれ変わりに及ぶかもしれない苦難により達成され、さ

らに多くのイニシエーションと昇級の段階、永久に神へ

と近づいていく他の段階から成る。

　霊的発達の理論的説明については、次のように断言さ

れる。

1. その過程は完全に、自我自身（individual himself）（訳

注 10）の中の動機、努力、結果が己れの内的性質から

生まれ、自己進化の線に沿っている。

2. 個人的で内的なこの過程は、手助けされず、事実上、

すべての力の至高の源泉との密接な交わりによってのみ

可能である。

　各化身における進歩の段階に関しては、こう考えられ

ている。

1. 神智学的真理の、単なる知的探求の結果である知識で

さえ、個人を次のこの世の人生で上の段階に上がる力を

つけさせるので、大きな価値がある。ただの神智学的知

識もその方向への推進力となるのである。

2. 義務、信心（敬虔）、善行の道によってさらに多くの

ことが得られる。

3. 以前に定められた霊的指導に達する手段を注意深く、

熱心に用いることにより、なおさらに大きな前進が遂げ

られる。

4. すべての人種とその個人は進化の過程で「選択の時」

として知られる時期に達する。「選択の時」には、人が
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自分の未来の運命を故意に意識して決定し、永遠の生命

か死か 2 つに 1 つを選ぶ。この選択の権利は、自由な魂

の特別な属性である。この権利は人間が自分の内部にあ

る魂を実感するまでは、そして肉体の中で魂が自己意識

のある基準を獲得するまでは、行使できない。選択の時

は、決まった期間ではなく、すべての瞬間から成ってい

る。すべての過去生がそこにつながってこない限り、選

択の時が来ることはあり得ない。人類全体がまだその時

は来ていない。誰でも、あらかじめ定められたカルマの

熟する法則の下で、その時の到来を自分に早めることが

できる。もしある人が正しい選択をしなかった場合、そ

の人は全くとがめられない。なぜなら自然界の理法は、

人類全体に選択の時が来たときに、その人が何度も何度

もその機会を得るよう定めているからである。全盛期を

迎えてしまった人類は、この選択の期間の後、崩壊へと

向かっていく傾向がある。その中の少数の人が人類の進

歩を追い越してアデプトの身分またはマハートマの地位

に到達する。正しく選んだが解脱に達しなかった大多数

は、主観的な状態に入り、そこで人類の生命の波が次の

球体（天体）へと到来するのを待つ。それらが人々とな

る最初の魂である。故意に悪を選んだ人たちは、（完全

に悪そのものを好むために行われた悪のため）神聖な霊

あるいはモナド（訳注 11）との結びつきを断つ。そし

てそれは人間の自我を永久に放棄することである。この

ような自我たちは悲惨な第 8 球体（訳注 12）に入り、

私たちの理解する限り、彼らが培ったものと個人的なイ

シュワラまたは神の火花とが完全に分離するまでそこに

とどまる。しかしこの（第 8 球体の）教義は大師たちか

ら説明されていない。大師たちはつねに、このことへの

明確な返答と説明を拒んだ。次のマンヴァンタラで「神

の火花」はおそらく再び長い進化の旅を始めるだろう

……根源において生命の流れに投げ込まれ、すべての低

級な形態を通って再び上に向かって進みながら。

＊＊＊＊＊＊

（訳注 8）第 7本質はオーラのこと。

（訳注 9） アヴィチ（Avitch）はいわば地獄のような状態。

（訳注 10） 秘教哲学は人間の中の 2 つの自我（Ego）の

存在を教える。1 つは死すべき運命の個人的な自我で、

もう 1 つはより高い、神聖な、非個人的な自我である。

前者を「personality」、後者を「Individuality」と呼ぶ。

Individuality と同意語に Egoity という語がある。（『神

智学用語集』〈HPB〉の Ego の項より）「輪廻する自我」

とは後者のこと。

（訳注 11） ［モナド］単一体、単子、the one 。ただしオ

カルティズムではしばしば、統合されたアートマ・ブッ

ディ・マナスの 3 つ組またはアートマ・ブッディの 2 個

1 組を意味する。それは人の不死の部分で、低級な領域

に肉体化身し、しだいに人間へと進歩して、その後、最

後のゴールであるニルヴァーナに至る。（『神智学用語集』

HPB）

（訳注 12）［第 8 球体］ 「（第 8 球体は）完全に作り変え

られるであろう《自然界の失敗作》、生きている間に自

分の神聖なモナドを 5 つの本質から切り離してしまった

者（そのような事例も我々の記録にあるため、すぐ次の

生まれ変わりの前であれ、いくつか先の生まれ変わりの

前であれ）、魂のない（soulless）人間として生きた者が

そこへ落下するが、絶対的な非実在のものである。第 6

本質に置き去りにされた（同時に媒体を失った第 7 本質

〈訳注 : ここではアートマ〉はもう独立して存在できない）

これらの人たちの第 5本質あるいは動物魂は、むろん「底

知れぬ所（地獄）」へ落ちる」。（『A・P・シネットへのマハー

トマの手紙』年代順No.104）

＊＊＊＊＊＊＊



4

初心者のオカルティズムより２

著：ウィリアム・H・ダワー　　　訳：星野 未来

5章 魂の性質

 

  オカルティズムの研究は、人の心、世界、物の中の、

行動を起こさせる隠れた原因の探求である。「原因の中」

の最も深いところにある原因は、常に回り続けている「存

在と非存在の大いなる車輪」の原動力である。私たちが

あらゆるものの真我つまり草の葉、道端の石、一片の金

属、動物か人間か神の中の最も深いところにある本当の

自我または存在を知るようになれば、「万物の真我」ま

たは神（Deity）を知るだろう。大いなる無限の中で私

たちは小さな無限を知る。最小の原子に大いなる無限が

反映されている。

  この課では、もともと意識に生じている生来の一致を

通して啓示の法則が、既知のものにより未知のものを、

可視のものにより不可視のものを明らかにするよう努力

がなされた。私たちの理解の足を地上に置き続けよう、

そうすることで前進できる。

  太陽は光と生命の放射の中心である。なぜならその実

質は高温発光の状態だからである。それはつまり、高い

振動数の状態なのである。鉄の棒を火の中に入れると、

すぐに熱くなる。火の中に入れた鉄は、入れる前よりも

振動の速度が速くなっている。鉄の棒を火の中に十分長

く放置すると、鈍く光る。火が十分に熱ければ、しばら

くすると鉄の棒はますます明るく輝くようになり、そし

て最後には光を放射する白熱の状態に達する。さらに高

い熱を帯びると、鉄は燃えて、それの本質的な色を解放

する。それらの色は科学で、金属のスペクトルと呼ばれ

る。この色のスペクトルつまり金属の魂（精髄）の解放は、

それが非常に高い振動率に達したことを意味する。これ

は、光の観点では顕現する外的段階に形態を保持できな

くなる運動の速度である。

  他の金属または元素の場合も鉄と同様である。すべて

は最終的に光と色になり得る。さて、太陽には私たちが

地球上で知っているすべての金属と元素があることが知

られているが、鉄、鉛、金、水素、酸素などはない。し

かし太陽では金属または元素の霊である色や光の状態で

存在する。太陽にある元素の中で、この光と生命とエネ

ルギーはすべて現実である。それらの同じ元素の、現在

地球にある光とエネルギーは、潜在している。その光は

存在するが、原子の中にあり、金属の濃密な外的物体や

形態を貫いて放射することができない。なぜならその振

動率は低くなり、今は濃密すぎるからだ。

 

外的な形態と内的な光

 

  魂と霊が直接その光と生命を放射できる白熱の状態の

高みに到達するために、外的な形態はそれ自体、失われ

なければならない。そういうわけで、人間の体について

言えば、その光とエネルギーは内部にあるが、外的な形

態の振動率が十分に高められるまでは放射できず、そし

て十分に高められると、私たちは今理解しているように

形態を失い、そのことを好まない。ほとんどの人が濁っ

た濃密な外的形態は貴いものだからである。しかし、魂

の純粋な白熱は、私たちがこれらの濃密な物質のベール

を清くし、浄化し、高めるのでなければ、それを通して

輝くことはできない。そしてこのことは、太陽と地球や

他の惑星との違いの説明となる。また、光の大師と普通

の人間との違いの説明となる。光の大師は自分の外的な

体の本質を、ある点にまで高めたのである。その点とは、

彼自身の内なる本当の光であり、光は外に輝き出る彼の

本当の自我である。そしてこの光が「すべての人を照ら

すまことの光があって、世にきた」（ヨハネ 1:9）という光、

「（私は）道であり、真理であり、命である」( ヨハネ

14:6）とイエスの言われたことの光、神の計画に基づい

て線ごとに、元素ごとに、点ごとに、性質ごとに構築さ

れた魂の構造あるいは形態の、光の無限霊の光であり、

このように魂の構造は「意識的な不死性」の中心となる。

なぜならそれは、光そのものが唯一の構築の材料となる

内的段階に構築されるからだ。そしてその光は、それ自

体の中にすべての色と、可能な色合いを含んでいるので、

その組織化された魂の構造、内なる自我の霊的意志が築

かれた計画による力と性質のすべての可能な色合いを表

現することができる。このように、私たちは個人の性質

が異なるのと同様、魂の性質も異なり、そしてそれぞれ

の魂はそれ自身の独特の光輝を表すだろう。

＊＊＊
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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

第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来
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の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ

た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。



第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来
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の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ

た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。



第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来

の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ
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た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。



第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来

の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ

た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。
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第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来
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の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ

た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。



第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来
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の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ

た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。



第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来

の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ
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た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。



第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来

の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ
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た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。



第十一章　輪廻の神秘について

周期的再生

【問】　では、私達はみな過去何度もこの世に化身してお

り、今後もそうし続けるだろうとおっしゃるのですか？

【答】　そうです。人間の生命周期または意識的生命の周

期は、死すべき動物人間が両性に分かれることで始まり、

第七ラウンドの第七人種で人類の最後の世代を閉じるこ

とで終わるでしょう。私達は第四ラウンドの第五人種に

すぎないことを考えると、その周期の長さは想像してみ

るしかありません。

【問】　そして私達は化身する時にはいつも、新しい人格

我をとるのですか？

【答】　もちろんです。この生命周期すなわち化身の周期

は、人間の一日にたとえるのが一番よいでしょう。人間

の一日はそれぞれ、活動の昼が不活発な眠りの夜と交替

します。同様に化身の周期では、活動的な生涯のあとに

デヴァチャンの休息が続きます。

【問】　一般に輪廻と定義されるのは、この再生の連続で

すか？

【答】　その通りです。究極的な完成と活動の期間と同じ

長さの最終的休息へ向かって、無数の自我達が永続的な

進歩を遂げることができるのはこのように何度も再生を

することを通してだけです。

【問】　様々な化身の特殊な性質やその期間の長さを決め

るものは何ですか？

【答】　応報の正義という普遍的な法則、すなわちカルマ

です。

【問】　それは知力をもって働く法則ですか？

【答】　人間の諸体の配列を定める法則、その他すべての

自然法則を盲目的な力や機械的な法則と言う唯物論者に

は、きっとカルマは「偶然の法則」でしかないでしょう。

私達にとっては、非人格的であって実在物ではないカル

マの法則は、普遍的に働く法則であって何か形容詞や特

性でこの法則を描写することはできません。もしも、カ

ルマの法則の中にはすべての結果を引き起こす知力があ

るのかどうかとあなたがお聞きになるなら、私は知らな

いと答えるしかありません。しかし、カルマの結果を明

らかにし、私達の教えではその結果についてどう信じる

のかと聞かれるのならば、幾時代もの経験により、その

結果が絶対的で誤りのない公平なものであり智慧であ

り、最高の知力があることが示されてきたと答えます。

カルマは要するに、人間の不正と自然のあらゆる失敗を

間違いなく賠償する者であり、悪行の厳しい調整者で

あって、公平に報いたり罰したりする応報の法則です。

最も厳密な意味で、カルマは「誰にもえこひいきしない」

ので、たとえ祈っても脇へそらしたり、なだめたりする

ことはできません。これはヒンズー教徒と仏教徒の共通

の信念です。両方ともカルマを信じています。

【問】　カルマの点ではキリスト教はヒンズー教にも仏教

にも反対しています。キリスト教徒はカルマの教えを信

じるだろうかと私は疑います。

【答】　信じないでしょう。インマン氏は何年も前にその

理由をあげています。彼が言っているように、「キリス

ト教徒は、もし教会が信じるべきものとして公布するこ

となら、どんなばかばかしいことも受け入れるだろう。

しかし、仏教徒は厳しい理性に反したことは仏陀の本当

の教えではあり得ないと信じている」。仏教徒達は未来

の化身で、今生の悪い行ないや思いの一つひとつに対す

る正当な罰を受け、自分が害した人達に相応した償いを

したあとでないと自分達の罪は許されないと信じていま

す。

【問】　どこにそんなことが言われているのですか？

【答】　たいていの仏教の経典に書いてあります。Ａ・Ｈ・

アラブアスター著の『法輪』という本の五七頁に次のよ

うな神智学的な教義が書いてあります。「すべての行為、

言葉、思いには結果があり、その結果は遅かれ早かれ、

現在または未来に現れると仏教徒は信じる。悪い行為は

悪い結果を生じ、よい行為はよい結果を生ずる。つまり、

この世では栄え、未来は極楽（デヴァチャン）へ行くと

いうよい結果である」

【問】　キリスト教徒も同じことを信じていませんか？

【答】　いいえ。彼等はあらゆる罪の許しを信じています。

もし、無実な被害者であるキリストの血、すなわち全人

類の罪の贖いのためにキリストが提供された血を信じさ

えすれば、すべての人間の罪は許されると彼等は約束さ

れています。私達は身代わりの贖罪を信じません。たと

え人格的絶対者や無限者のようなものがあり得るとして

も、いかなる神によっても、どんな小さな罪さえ許され

ることはないと思っています。私達が信じているのは厳

格で公平な正義です。私達の考えでは、カルマに代表さ

れている不可知の宇宙的な神は、間違うはずのない、従っ

て、怒りもせず、そうかと言って特に情をかけることも

なく、絶対的に公平な権威であるということです。その

権威が大なり小なりの原因に対して、必然の結果が生じ

るままにするのです。「あなたがたがさばくそのさばき

で、自分もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、

自分にも量り与えられるであろう」（『マタイによる福音

書』七章二節）と言うイエスの言葉は、身代わりとなっ

て未来に情けをかけたり、救ったりするとは、その表現

にもニュアンスにも示されていません。私達の哲学はイ

エスのこの言葉の正しいことを認めるので、お互い同士

の罪への情けや許しをどんなに強く勧めても、勧め過ぎ

ることはありません。悪に抵抗するな、善をもって悪に

報いよというのは仏教の教えで、カルマの法則の容赦の

なさを考えてはじめて教えられたものでした。人間がカ

ルマの法則を無視して自分勝手に制裁を加えることは、

とにかく冒涜的なことです。人間の法則は防止的な意味

でなら用いてもよいですが、刑罰的に用いてはなりませ

ん。しかし、カルマを信じているのに、なお復讐したり、

受けた危害を許さず善をもって悪に報いないなら、その

人は罪人で自分を傷つけるだけです。カルマが自分を害

した人を必ず罰するのに、人間が他人への罰を大法に任

せずに自分自身の小さな力を加えて敵にそれ以上の罰を

与えようとすることは、自分の敵に未来の報賞を与える

ことになり、自分には罰をもたらすことになります。間

違うことのない調整者（カルマ）が化身ごとに、その次

の化身の性質に影響を及ぼし、前生の功罪の総計でその

未来の化身を決定します。

【問】　では私達は人間の過去生を現在から推測できるの

ですか？

【答】　今生は過去生の罪の 償いなので、全く適切なもの

であるということしか推測できません。もちろん、透視

者や偉大なアデプト達以外、私達、普通の人間は過去の

罪がどんなものであったか分かりません。データ不足で、

老人の青年時代がどんなものであったかということさえ

知ることはできませんし、同じ理由で、単に、ある人の

人生を見て、その人の過去生がどうとか、こうとか断定

することはできません。

カルマとは？

【問】　カルマとは何ですか？

【答】　すでに言った通り、カルマとは宇宙の究極の法則

であり、大自然あまねく存在するすべての他の法則の源

であると考えています。カルマは物質界、メンタル界、

霊界での原因と結果を調整する誤ることのない法則で

す。原因というものは最大なものから最小のものまで、

つまり、宇宙的な変動からあなたの手の動きに至るまで、

然るべき結果を必ず生じます。瓜 ( うり ) の蔓 ( つる ) に

茄子(なすび)はなりませんので、カルマとは、原因を作っ

た人に結果が戻るように、原因に対する結果を一つひと

つ賢明に、公平に調整する、目に見えない、知られない

法則です。カルマ自体を知ることはできなくても、その

働きは感知できます。

【問】　では、カルマとは「絶対者」であり、「不可知なもの」

で、人生の問題を説明するには、あまり価値のあるもの

ではありませんね。

【答】　その反対です。カルマ自体がどういうものか知ら

なくても私達はカルマがどう働くかを知っており、正確

にその働きの仕方を説明することができます。カルマの

究極的原因を知らないだけです。ちょうど近代哲学がど

んなものの究極の原因も「不可知」であると全般的に認

めているのと同じです。

【問】　もっと実際的な人類の要求の解決に関しては、神

智学はどう言うのですか？　いわゆる「下層階級」に広

がっている恐ろしい苦しみと、ひどい貧困について神智

学はどう説明するのですか？

【答】　要するに、社会での階級差別、生活における性の

差別、また、資本家と労働者の不公平な分配など、こう

した大きな社会悪のすべては、私達が簡潔にまた正しく

もカルマと言っているものによります。

【問】　人々が何だかやたらに受けていると思われるこの

ような悪のすべてが、本当に受けるべき個人のカルマに

よるものというわけではないでしょう？

【答】　そうです。各人の環境や生活の独特な状態は前生

でその人が作ったカルマの報いにすぎないということを

証明できるほど、そうした社会悪の結果にはっきりした

制限があるというわけではありません。あらゆる原子は

その原子が属している全体を支配する一般法則に従って

いるという事実を忘れてはいけません。ここでカルマの

法則の一層広い意味に行き当ります。個人のカルマの集

合体はその個人の属している国のカルマとなり、さらに

国民のカルマの総計は世界のカルマになるということに

気づきませんか？　あなた方が言っておられる害悪は一

個人だけのものではなく、一国民のものでもありません。

それは多かれ少なかれ一般的なものです。カルマの法則

が正当で公平であるという論点を得るのは、人々がこの

ように広く互いに依存し合っているというところにあり

ます。

【問】　では、カルマの法則は必ずしも個人に当てはまる

法則ではないということですか？

【答】　その通りです。カルマに広い全般的な働き方がな

ければ、世界の生命や進歩の力のバランスを再調整する

ことは不可能です。人類の相互依存はいわゆる「分配的

カルマ」の原因であり、集合的な苦しみとその救いとい

う大問題に解決を与えるのはカルマの法則の教えである

ということは、神智学徒の間では真理とされています。

その上、自分の個人的な誤りに打ち勝つ人はどんなにわ

ずかでも、自分がその一部となっている全体を必ず高め

るということは、オカルトの法則です。同様に、誰でも

罪を犯せば他人に影響を与え、罪の結果に苦しめば他人

に影響を与えます。本当に、自分だけという「分離」の

ような状態はありません。生命の法則が許しているその

利己的な状態に最も近いものは人間の意図、すなわち動

機にあります。

【問】　分配的カルマ、または国民的カルマが現在のよう

な長びいた苦しみを加えずに、いわば集中され、その自

然で正当な結果をもたらす方法はないのですか？

【答】　カルマの法則の実現を速めたり、遅くしたりする

ことは、一般的な決まりおよび私達の時代の条件を定め

る制限の範囲内でしか起きません。しかし、カルマの結

果を速めたり、遅くしたりする可能な限界にはまだ達し

ていないことも確実です。国民的な苦しみの一面につい

ての次の話を聞いて下さい。それから個人的、相関的、

分配的なカルマの働きを認めて、こうした害悪に多方面

にわたる修正と全般的な救済ができるのかどうか自問し

てごらんなさい。これからお話するのは、自己に打ち勝

ち、選択することが自由となり、少なくとも一婦人の肩

に背負えるだけの国民のカルマの重荷を背負って、人類

を助けることを選んだ一人の国民的救世主の書いたもの

です。これは彼女の言っていることです。

自然はいつも語りかけています。そう思いませんか？　

ただ時々、私達はあまりにも騒ぐので、自然の声が聞こ

えなくなります。町から出て行き、しばらく母なる自然

の腕に身を落ち着けると、とても安らかなのはこのため

です。太陽が沈んで行くのを見守っていたハムステッド・

ヒースでの夜のことを私は考えています。しかし、あの

すばらしい太陽が沈んで行った世の中に、どんな苦しみ

と悲しみがあるのでしょう！　ある婦人が昨日、野の花

の大きな花筒を持って来てくれました。貧しいロンドン

の東部の私の仲間のほうが私よりもそれを受け取るのに

ふさわしいと思いました。それで私は今朝、ホワイトチャ

ペルのたいへん貧しい学校にその花を持って行きまし

た。青ざめた小さな子供達の顔がどんなに輝いたか、あ

なたにお見せしたかったです！　それから私は何人かの

子供達の夕食のお金を払いにある小さな食堂に行きまし

た。その店はごみごみした、人々でいっぱいの狭い裏通

りにありました。魚や肉やその他の食料品の悪臭は言い

ようがありません。ホワイトチャペルの太陽は浄化する

ものではなく、ものを腐敗させるものです。その食堂は

あらゆる悪臭の典型でした。名状し難いミートパイは一

ペンスで、胸の悪くなるような「食べもの」の山、蠅 (はえ )

の群、本当に「蠅の主」である魔王の祭壇そのものです！

　残飯をあさりまわる子供達はどこにもおり、天使のよ

うな顔をした一人は、軽い栄養のある食事としてチェ

リーの種を集めています。私はぞっと身震いし、いらい

らして西の方へ帰りました。そしてすべてが地震に飲み

込まれ、あらゆる記憶をなくす浄めの三途の川に飛び込

んで、新たに出直す以外に、ロンドンのある地域のため

に何かしてあげることはないのかと考えていました。そ

れから私はハムステッド・ヒースのことを思い出して深

く考えました。もし何か捧げることでこの人達を救う力

を得ることができるなら、どんな犠牲を払っても惜しく

はありません。しかし、彼等こそ変わらなければなりま

せん。どうしたら変化させることができるのでしょう？

　今の状態では彼等はどんな環境におかれてもためには

ならないでしょう。今の状態では彼等は腐り続けるしか

ありません。この終わりのない、希望のない不幸は私の

はらわたを断ち切ります。獣のような堕落こそ、その不

幸の結果でもあり、その根でもあります。それはバニヤ

ンの木のようです。そのすべての枝は根づき、新しい芽

を出します。このような気持ちとハムステッドの平和な

光景とは何と違うことでしょう！　しかも、このように

哀れな人々の兄弟であり、姉妹である私達はホワイト

チャペルを救う力を得るためにだけ、ハムステッドを使

う権利はあります。

【問】　それは悲しく美しい手紙です。その手紙はあなた

が相関的、分配的カルマと言われたものの恐ろしい作用

が苦しくなるほど、はっきりと表しています。しかし、

地震か何かそのような一般な災害がなければ救いを即座

に得る望みはないように思います！

【答】　人類の半分は自分の仲間を悩んでいるその苦難か

ら即座に救える身分なのに、そのように考える権利があ

るでしょうか？　すべての人がお金なり労働なり、高尚

な思いなり、自分にできる公益への寄与なりをする時だ

け国民のカルマのバランスがとれます。その時までは、

自然が養える以上の生命がこの地上にあると言える権利

も理由も私達にはありません。応報のカルマのこの不公

平な圧迫の原因を見つけ出し、また最高の努力で、力の

平衡を再調整し、あなたがこの集められた不幸のための

唯一の解決と思う物質的災害よりも千倍も悲惨で、永続

的に悪い道徳上の災害から人々を救うことは、人種や国

民の救世主である英雄的魂に期待しなければなりませ

ん。

【問】　では、カルマのこの法則とはだいたいどんなもの

か話して下さい。

【答】　カルマとは物質界で妨害された平衡と精神の世界

で破られた調和を絶えず取り戻そうとする再調整の法則

です。カルマの働きは一定ではありませんが、調和を取

り戻し、バランスを保持するように働きます。それを基

にして宇宙は存在するのです。

【問】　例をあげて下さいますか？

【答】　あとで十分な実例をあげましょう。まずは池を想

像してみてください。石が水に落ちると、波紋ができま

す。この波は前後に揺れ動き、おしまいには物理学者が

エネルギーの分散の法則と言っているものの働きにより

その波は鎮まり、水は静かな平穏な状態に戻ります。同

じようにどの界の作用もすべて宇宙のバランスのとれた

調和に妨害を起こし、そのようにして起こされた振動は、

もしその領域が限られているなら、平衡に戻るまで前後

に揺れ続けるでしょう。しかしこのような妨害はある特

定な点から始まるので、その妨害を起こした力が発した

元の点に戻る時だけ、平衡が戻ります。人の行為や思い

などの結果はすべて、それらが起こされたと同じ大きさ

の力でその人自身に反応するはずだということがこれで

分かるでしょう。

【問】　私に分かる限り、この法則には道徳的な性質は何

もありません。作用と反作用という単純な物理的法則の

ように私には思えます。

【答】　そう言われるのももっともです。善と悪、正か邪

を人間が作った独断的な法律や、または人格神が人間に

押しつけた気まぐれの律法で決めたものとして考える習

慣がヨーロッパ人には深く浸み込んでいます。しかし、

私達神智学徒は「善」と「調和」そして「悪」と「不調和」

とは同意語だと言います。その上、あらゆる苦しみは調

和の欠如の結果であり、調和を損なう唯一の恐ろしい原

因はどんな形かの利己心であると申します。ですから、

カルマはすべての人にその人自身の行為の道徳的性質に

関係なくその行為の実際の結果を戻すのです。人は何事

にも自分の正当な報いを受けるのですから、自分が起こ

したあらゆる苦しみを償わなければなりません。それと

同じように、自分が他人に与えた幸福と調和のすべての

果実を喜びながら取り入れます。カルマについて正しい

考えをもっている神智学徒達が書いた本や論文から、あ

なたの役に立つ部分を引用するのがよいと思います。

【問】　あなた方の本にはこの問題についてあまり詳しく

ないようなので、そうしていただきたいと思います。

【答】　それは私達の教義の中でいちばん難しいものだか

らです。少し前、あるキリスト教信者の書いた次の反論

がでました。

　一応、神智学の教えは正しいと認め、また、人間は自

分自身の救い主でなければならず、己に打ち勝ち、自分

の魂の解放を得るために自分の二重性質の中にある悪を

征服せねばならぬことを認めたとしても、自分が目覚め、

ある程度、悪から改心したあと、人間は何をしたらよい

のだろうか？　また、どのようにして人は解放や許しを

得、またはすでに自分の犯した悪を消し去ることができ

るのだろうか？

これに対して、Ｊ・Ｈ・コネリー氏は「神智学の汽車を神

学のレールの上で走らせることはできない」という適切

な答えをしています。それは次の通りです。

　個人の責任を避けることができるという考えは、神智

学の概念にはない。神智学の信条には許しや、「すでに

犯した悪を消し去ること」のようなものはない。間違っ

た行為によって乱された宇宙の調和が戻される時だけ、

悪が消えると信じられている。悪は自分自身のものであ

るのに、他人がその結果を苦しまなければならないなら、

償いは誰でもなく自分自身でしなければならない。

　人が「目覚め、ある程度悪から改心した」という状態は、

自分の行ないは悪いものであり、罰を受けるのが当然だ

と気がつくことである。こう気がつくと、個人的責任感

が必ず目覚める。その人の目覚めまたは改心の程度に応

じて、責任感が強くなるはずである。そしてその人は責

任を深く感じている間に、キリスト教では身代わりの償

いの教えを受け入れるように促がされるのである。悔い

改めなければならぬと教えられるが、悔い改めほどやさ

しいことはない。自分が犯した罪に気づき、あるいは罪

の結果で苦しんだり楽しんだりした時だけ後悔する傾向

は、気の弱い人間の通有性である。その後悔の気持ちを

よく分析してみると、私達が後悔するのは罪悪そのもの

よりもむしろ、自分の利己的な目的を達成するためにと

らなければならないように思えた悪い手段の必要性とい

うことかもしれない。罪の重荷を「十字架のもとに」投

げかけるというこの期待は、一般の人達には魅力的だろ

うが、神智学徒にはよいとは思えない。罪を犯した者が

自分の罪悪を知ることだけでなぜ許されるのか、または、

自分の過去の悪さを消し去ることがなぜできるのか、神

智学徒には理解できない。また、罪を犯した人が悔い改

めて将来正しく生きれば、なぜ、因果関係の普遍的な法

則がこの人に働かなくなるのかも理解できない。悪の行

為の結果は存在し続けている。自分の悪によって他人に

被らせた苦しみは消されてはいない。神智学徒は、罪の

ない人に加えられた悪の結果を考慮に入れる。つまり、

罪人だけでなくその被害者のことも考える。

　悪とは宇宙を支配する調和の法則の違反であって、そ

の罰は法則の違反者自身が受けなければならない。「も

う罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あな

たの身に起こるかもしれないから」（『ヨハネによる福音

書』五章一四節）とイエスは警告し、「あなた自身を救

いなさい。人は自分の蒔いたものを、刈り取ることにな

る」（『ガラテヤ人への手紙』六章七節）とパウロは言った。

ところでそれはパウロよりずっと以前の『プラーナ』の

一文に「人は自分の行為の結果を刈り取る」の意味を優

れた形で表現している。

　これこそ神智学で教えられているカルマの原理であ

る。シネット氏はその著書、『エソテリック・ブッディ

ズム』の中で、カルマとは「倫理的な因果律」としている。

ブラヴァツキー夫人はカルマの意味を「応報の法則」と

言っているが、そのほうがよい。

　カルマは神秘的だが、無標の道を通り

誤ることなく、我らを罪より罰へと導く力である。

　しかし、カルマはそれ以上のものであって、悪を誤り

なく十分に罰するように、善にも報いる。カルマはすべ

ての活動、思い、言葉、行為の結果であって、人々はそ

れによって自分自身、自分の人生と経験を作り上げる。

東洋の哲学は赤ん坊が生まれるごとに新しい魂が出来る

という思想を否定する。東洋哲学は限られた数のモナド

が存在して、それは続けて生まれ変わるうちに、多くの

人格我の同化作用を通してさらに完全に進化し、成長し

て行くと信じている。このような人格我はカルマの所産

であり、人間モナドがやがてその源、すなわち絶対的神

性に戻るのは、カルマと輪廻によるのである。

Ｅ・Ｄ・ウォーカーはその著書『輪廻』の中で次のような

説明をしています。

　簡単に言えば、カルマの教えとは、私達は前生の行為

で今の自分自身を作り、今生の行為によって来世を作っ

ているということである。自分自身が作るもの以外、運

命というものはない。救いも罪の宣告も自分自身が行な

うものでしかない。カルマの教えは間違った行ないを許

さず、純粋な男らしさを必要とするので、弱い性質の人

達には身代わりの償いや、とりなしの祈り、許し、臨終

の改心などのやさしい宗教的教条ほど歓迎されない。

……永遠の正義の領域では罪と罰は同じ出来事として密

接に結びついている。行為とその結果の間には本当の区

別はないからである。……私達をこの世の人生に引き戻

すものは、カルマすなわち私達の古い行為である。霊の

住み処はそのカルマによって変わる。そしてそのカルマ

はいつも変化しているので、一つの状態に長くとどまっ

ていることを許さない。行為が物質的、利己的な動機で

支配されている間は、その行為の結果は肉体化身に現れ

なければならない。利己心を完全に捨てた人だけが物質

生活の引力を逃れることができる。この状態に達した人

はほとんどいないが、これこそ人類のゴールである。（二

九九～三〇三頁）

　また、ウォーカー氏は『シークレット・ドクトリン』

から次の引用をしている。

　カルマを信じる人達は運命を信じなければならない。

誕生から死に至るまで全ての人間は、ちょうどクモが巣

を作るように自分の周りに一糸一糸、運命を織り上げて

行く。そしてこの運命は我々の外にある目に見えぬ原型

の「天の声」か、我々のもっと親しいアストラル人間す

なわち内なる人間か、いずれかに導かれている。後者は

人間という肉体をもった存在につきまとう悪魔のような

ものであることが非常に多い。このような「天使」と「悪

魔」は両方とも外部の人間に誘いかけるものだが、その

うち一つが打ち勝つことになる。そして目に見えないそ

の闘争のごく初めから、応報の厳しい、容赦のない法則

が絶えずその闘争の変動を見守りながら干渉し、適切な

調整をする。最後の糸が織り上げられ、人が自分の行な

いの網に見かけ上包まれると、この人は自分の作った運

命の帝国に全く支配されていることを知る。……オカル

ティストや哲学者は、神の摂理は善良であるとか残酷で

あるとは言わない。むしろ、神の摂理をカルマネメシス

と同じものと考え、善人を今生だけでなく来生までも守

り、また、悪行をする者を七生まで罰すると教える。簡

単に言えば、無限世界の最小の原子を動揺させても、そ

の結果の調和が取り戻せない間は罰せられるのである。

なぜならば、カルマの唯一の命令は、霊の世界と同じよ

うに物質の世界にも絶対的調和があるという永遠不変の

命令だからである。従って、報いたり罰したりするのは

カルマではなく、私達が自然と共に自然を通して、また、

自然に従って働いてその調和の基盤となる諸法則を守る

か、またはそれを破るかによって、自分自身で報いたり

罰したりしているのである。人々が争いながらではなく、

統一し調和して働くならば、カルマの働きは不可解では

なくなる。私達はカルマの働きに無知なので、一部の人

はそれを複雑で分かりにくい神の摂理という。ある者は

カルマの働きは盲目的な宿命の作用だと思う。また、あ

る者は単なる偶然であって運命を支配する神も悪魔もな

いと思う。もし私達がカルマすべての作用をその正当な

原因に帰しさえすれば、このような無知はきっと消え失

せるだろう。……自分自身の作った神秘、また、自分で

解こうとしない人生の謎の前に当惑して立ち尽くし、私

達を貪り食うスフィンクスをとがめている。しかし私達

の人生には本当に今生か、別の生で自分がしたことの結

果ではない偶然は一つもないし、原因のない不幸や出来

そこないの日などもありはしない。……

　カルマの法則は輪廻の法則と切り離せないほど緊密に

織り込まれている。……善と悪の神秘的な問題を私達に

説明することができ、また、人生の恐ろしい見かけ上の

不正を甘んじて受けさせるのはこの教えだけである。こ

のような確信以外に、人生の不公平に反発する私達の正

義感を鎮めるものはない。この高尚な教えを知らない人

が自分の周囲を見て、生まれや財産、知性や能力の不公

平さを知ったとしよう。そして単に生まれによって愚者

や放蕩者が丁重に扱われ、巨大な富の上に寵愛を受けて

いるのに、彼等の隣人は知性もあり高徳な人で、彼等よ

り何事にもずっと価値があるのに貧しさと世の無情のた

め死にかけているのを見て、苦悩の叫びで耳は鳴り胸は

痛むにもかかわらず、いわれのないこの苦しみを救うこ

とができないで顔を背けなければならない時、人生や

人々を呪い、また、自分の創造主だと思っている神を呪

うことをやめさせてくれるのは、カルマの貴重な知識だ

けである。……意識的であれ、無意識的であれ、この法

則は何に対しても、誰に対しても、前もって運命を決め

ることはない。この法則は本当に永遠から永遠に存在す

る。それは永遠そのものだからである。どんな活動も永

遠に続くものではないから、この法則は活動すると言う

ことはできない。なぜならそれは活動そのものだからで

ある。人間を溺れさせるのは波ではなく、大洋の動きを

支配する法則の非人格的働きのもとに身を任せた哀れな

人のわざと行なった個人的な行為である。カルマは何も

創造しないし、何も計画しない。原因を蒔き、作り上げ

るのは人間であって、カルマの法則はその結果を調整す

るのである。その調整は活動ではなく、普遍的調和であ

る。無理に曲げられた枝が曲げられた時に相当する力で

はね返るように、いつも元の位置に戻ろうとしている原

理である。もしその枝を自然の位置から曲げようとした

腕が、そのはね返りによって骨折したなら、私達は腕を

折ったのは枝だと言うだろうか、または、自分の愚かさ

が苦痛を招いたと言うだろうか？　カルマは一神教徒達

が発明した神様のように、決して個人の知的な自由を壊

そうとはしない。カルマは人間を惑わそうとして、わざ

とその命令を秘密にしておこうとはしないし、その神秘

を詮索しようとする者を罰しようともしない。それどこ

ろかその複雑な道を研究や瞑想で明らかにし、人生の迷

宮を知らないために多くの人が死ぬ、まがりくねった道

の暗やみに光を投ずる人は、人間同士のために働いてい

ることになる。カルマは顕現の世界では絶対的、永遠の

法則である。永遠にして常に存在する唯一の大原因とし

て、絶対者は一つしかあり得ないので、カルマを信じる

者達は無神論者や唯物論者、まして宿命論者と言うこと

はできない。なぜなら「不可知のもの」とカルマは同じ

であって、カルマは現象界の中の様々な結果における不

可知のものの一局面である。（『シークレット・ドクトリ

ン』（英）　一巻六三九、六四三～六四四頁、二巻三〇三

～三〇六頁）

また別の有能な神智学著作家ペイシェンス・シネット夫

人は次のように言っています。

　すべての人は日々の営みの中で自分の行為や思いの中

に良かれ悪しかれカルマを作っている。そして同時に過

去生の行為や欲望によってもたらされたカルマを今生で

果たしている。人々が先天的な病気で悩んでいるのは、

前生でその人達が作った原因の避けられない結果である

と言って差し支えない。このような病気は遺伝的なので、

過去生とは関係がないと言われるかもしれない。しかし、

本当の人間である個性＝自我の霊的起源は、肉体の親と

は関係はない。自我は前生の生活で自分の周りに様々な

傾向を引き寄せたが、再生の時が来ると、その傾向によっ

て、流れに引きつけられる。……このカルマの教えは正

しく理解すると、その真理を悟った人々をより高い、よ

りよい生活様式に導いたり、助けるように出来ているも

のである。なぜならば、私達の行為だけではなく、思い

も良かれ悪しかれ、私達の未来にそしてもっと大事なこ

とは多くこの仲間達の未来に影響を与える多数の出来事

を伴うことが確実だからである。作意、不作意の罪がど

んな場合にも、自分に関することだけにすぎないならば、

罪を犯した人のカルマの結果は大したものではない。人

生でのあらゆる思いと行為が良かれ悪しかれ他人に、そ

れなりの影響を与えるという事実は、厳格な正義感、道

徳感、非利己心が未来の幸福と進歩にたいへん必要であ

ることを示す。かつて犯した罪、心から送り出された悪

い思いなどは、取り返しがつかない。どんなに後悔して

も未来に現れるその結果を拭い去ることはできない。も

し心からするなら、悔い改めは誤りを繰り返すことをや

めさせるだろうが、すでに犯した誤りの結果からは誰も

救い出せない。その結果は間違いなく今生か次の生でそ

の人に追いつくだろう。（『神智学の目的』　一〇～一四

頁）

Ｊ・Ｈ・コネリー氏はさらに言います。

　このような教えに基づいた宗教の信者達は、人の永遠

の運命は短いこの世の一生の偶然の出来事によって決め

られるという教えと、自分達の教えとを比較する。前の

教えを信じる人は一生の間に「運命は倒れた木のように

動かないものである」という暗い約束で励まされている

にすぎない。その人が自分の悪さに気づいた時の最もす

ばらしい希望は身代わりの償いの教えであって、それで

さえ長老教会の信仰告白によれば十分ではない。なぜな

ら、神慮によれば、神の栄光の現れのため、ある人々や

天使達が永遠の生命を予定され、他の者達は永遠の死が

運命づけられるからである。

　このように運命づけられた天使達や人々は特別に、し

かも変わらないように予定されている。そしてその数は

　決められているので、増すことも減らすこともできな

い。……神は選ばれた者が栄光に入ることを約束なさっ

たからである。……選ばれた者達以外にキリストによっ

て蹟われ、召され、義とされ、子とされ、聖別されて救

われる者はない。

　残りの人類には、神は測り難い御意志で好きなように

慈悲を差し仲べたり差し控えたりして、主権の栄光を

振って罪のために人々を無視したり、不名誉と怒りを与

えたりされるが、これはすべて神のすばらしい正義に

いっそう光栄を加えようとするのである。

　これは神智学の有能な擁護者であるコネリー氏の言葉

です。彼は次の詩でこの問題を締めくくっていますが、

これほどよい締めくくりはありません。

　『アジアの光』（六章と八章）のカルマについての、エ

ドウィン・アーノルドの説明のすばらしい優美さをここ

に再現する。完全に引用するのは長すぎるので、一部だ

けにする。

　カルマは魂のしたこと、抱いた思いのすべて、

　つまり魂の総計である。

　目に見えない時間を横糸に、見えない行ないを縦糸に

して

　魂は「我」を織り上げる。

　始めより前にあり、終わりはなく、

　人の心を動かす神聖な力として、

　永遠の空間のように、確実な保証のように

　その法則だけが永続する。

　カルマを侮る者はあり得ない。

　カルマを妨げる者は失敗し、果たす者は成功する。

　隠れた善は平和と至福で報いられ、

　隠した悪は苦痛で報いられる。

　カルマはあらゆる所を見、あらゆるものに注目する。

　正しいことをすれば、カルマは報い、

　悪事をすれば、必ず公平な応報が行なわれる。

　法則の現れには時間がかかるが。

　カルマは怒りもしないし、許しもしない。

　カルマは真実で正しく、誤りのないはかりで量り、

　刑罰、報酬を割り当てる。

　決まった時はないようで、

　明日裁かれるか、ずっと後でかは分からない。

　カルマこそ人の心を正義へと動かす法則で、

　誰もカルマをそらし、とめることはできない。

　カルマの心髄は愛であり、その目的は

　平和と楽しい成就である。カルマの法則に従え。

　では、カルマすなわち応報の法則についての神智学的

見解とキリスト教の教えを比較して下さい。神を無情な

悪魔とする残酷で愚かな独断、つまり「選ばれた者」だ

けが救われ、あとの者は永遠の地獄へ行く運命だという

教えよりも哲学的でないかどうか言って下さい。

【問】　はい。あなたのおっしゃることはだいたい分かり

ましたが、カルマの働きの具体的な例をあげていただき

たいと思います。

【答】　それはできません。前に言ったように、今生の生

活と環境とは過去世の自分の行為と思いの直接の結果で

あることを、私達は確信できるだけです。聖者でもイニ

シエートでもない私達はカルマの法則の働きの細かなこ

とについては何も知ることはできません。

【問】　アデプトや聖者なら再調整のこのカルマの経過を

詳細に最後まで見通すことができるのでしょうか？

【答】　もちろんできます。「知っている方々」は、あら

ゆる人々に潜在している能力の働きによって、そうする

ことができるのです。
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Ｖ

　神の命令に基づく、紛れもない義務を捨ててしまう人

は正しくない。義務を果たさなければ何か悪いことが起

こるだろうとか、義務を果たせばこれから起こる苦難を

取り除くことができるだろうと考えて義務を果たすの

は、結果のために働いている人である。義務はただ神が

命じられたからというだけで行なうべきである。神はい

つかまた、その義務の放棄をお命じになるかもしれない。

私達の落ち着きのない性質が平静にならない間は行為の

あらゆる成果を神に捧げて働き、行為を正しく行なう力

は神のおかけだと考えるべきである。人間のまことの生

命は、至高霊と統一して休息することである。

　まことの生命は、私達の行為によって生み出されたも

のではない。生命は実在であり、真理であって、私達と

は独立して存在するものである。この、真理に反したよ

うにみえるものはすべて存在しないことを悟るのは、新

しい意識であって行為ではない。人間の解脱は人間の行

為とは関係がない。条件づけられた存在から自分自身を

解放することが人間には全く不可能であることを早く悟

らせるという意味において行為は役に立つ。しかしそれ

を悟る段階を過ぎると、行為は助けとなるよりはむしろ、

妨害となるのである。

　神の命令に従って働く人々が、こうして働く力は神か

らの賜物であり、人間の意識のなす技でないと悟ったら、

もはや行為を必要としなくなる。すると清い心は真理で

満たされ、自らと神が一体であることを知る。あらゆる

行為は自然の三徳（訳注：サーンキヤ哲学のトリグナ―

―サットヴァ、ラジャス、タマス）で行なわれるもので

あって、魂で行なわれるものではないことを知り、自分

自身が本当に行為をしているという考えをまず追い払わ

なければならない。そしてすべての行為を献身に基づい

て行なわなければならない。つまり、全行為を自分自身

に捧げるのではなく、至高者への犠牲 ( いけにえ ) とし

て捧げるべきである。自分自身を神格化して生贄を受け

る神にするか、または、本当の神、イーシュヴァラにあ

らゆる行為を捧げるかである。つまり、あらゆる行為、

あらゆる大望の遂行は自分自身のために行なわれるか、

あるいは、一切である神のために行なわれるか、どちら

かである。ここに動機が重要なものとなる。すばらしい

勇敢な行為を成し遂げたり、人の役に立つことをしたり、

大を助けるために知識を得たりしたとしても、もし、こ

れを単に自分が救われるだろうと考えて行なったなら

ば、ただ自分のために働いているのであって、自分に犠

牲を捧げていることになる。従って私達は、自分は行為

者ではなく、単に行為の目撃者にしかすぎないというこ

とを知って、心の中で、一切である神に献身するように

しなければならない。

　人間は死すべき体の中にいるので、胸に疑念が浮かび、

心はその影響を受ける。このような疑念が浮かぶのは、

何かについて無知なためである。従って、「知識の剣に

よって」疑念を追い払うべきである。ある疑念に対して

適切な答ができれば、その範囲で疑念を晴らすことにな

る。あらゆる疑念は低級な性質からくるのであって、決

して高級な性質からこないものである。従って、献身的

になればなるほど、自分のサットヴァ性質（善性）の中

にある知識を一層明瞭に知ることができるようになる。

このことについては次のようなことが言われている。「完

全に献身できるようになった人（または献身の修養に精

励する人）は時がたつにつれ、自分自身の中に自然に湧

き出る霊的知識を発見するようになる」。また「疑惑に

満ちた心の持ち主はこの世も、あの世（神々の世界）も
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楽しみ味わうことができないし、究極の至福も味わうこ

とができない」。たとえ私達が怠惰で疑い深くても、も

し私達の中に高級我がありさえすれば、この高級我は知

識の欠乏に勝つだろうし、人類の全体の流れに共通な究

極の至福に私達を導いてくれるだろう、という考えを捨

てるべきであると『バガヴァッド・ギーター』からのあ

との引用文は示しているのである。

　まことの祈りは、あらゆる聖なるものについての瞑想

であり、聖なるものが私達自身、私達の日常生活及び行

為にどのように適用するかについての瞑想である。そし

て、聖なるものについて何か知識を与えられるように、

その影響力を一層強くし、生活をよりよく、より高尚に

しようとする心からの強い願いをこめて行なわれる。こ

のような思いはすべて、万物が発出してきた至高の神聖

なエッセンスについての意識と密接につながらなければ

ならない。

　霊的修養は一心集中を通して達成されるものである。

一心集中は、毎日各瞬間に続けられないと役立つもので

はない。瞑想は「活動的で外的な思いの停止」と定義さ

れている。一心集中は、ある特定の目的に向かっての全

傾向である。例えば献身的な母親とは、何よりもまず、

あらゆる方面において自分の子供の利害を思い回らすの

であって、ただ座ってひねもす子供の利害の一つの面に

ついてじっと考えるというわけではない。思いというも

のはいわば増殖力をもっているので、心が一つの思想に

しっかりと据えられると、その思いに色づけられるよう

になる。そして、その思いに関係のあるすべてのものが

心に浮かぶようになると言ってもよい。だから神秘家は

一心集中して絶えず考える対象についての知識を得られ

るようになる。するとクリシュナの次の言葉の意味が分

かってくる。「絶えず私を思うべきで、私をのみ信ずる

べきである。そうすれば、君は必ず私にくるだろう」

　人生は最大の教師である。人生は魂の大顕現である。

また魂は、至高者を顕現するものである。従って、あら

ゆる方法はよいものであり、あらゆることは「献身」と

いう大目的の部分でしかない。「献身とは、行動して成

功することである」と『バガヴァッド・ギーター』は言う。

　サイキック能力は法則を明らかにするものなので、開

いてきたら使用しなくてはいけない。しかし、サイキッ

ク能力の価値を過大評価してはならないし、その危険を

無視してもいけない。サイキック能力を頼みにする者は、

登攀 ( とうはん ) しようとしている山嶺の一合目に着い

たというだけのことで、高慢と自己満足に屈してしまう

人に似ている。
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励する人）は時がたつにつれ、自分自身の中に自然に湧

き出る霊的知識を発見するようになる」。また「疑惑に

満ちた心の持ち主はこの世も、あの世（神々の世界）も

実践的オカルティズム

　

著：H・P・ブラヴァツキー　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク
８月末まで

500円
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【本書について】
オカルティズムとは「神聖な科学」のことであり、それを達成することは人間の最高の成
就である。古代の神聖な教えを現代に蘇えらせようとした神智学協会と大師たちから、秘
教を学ぶ初心者に向けられたメッセージ。

楽しみ味わうことができないし、究極の至福も味わうこ

とができない」。たとえ私達が怠惰で疑い深くても、も

し私達の中に高級我がありさえすれば、この高級我は知

識の欠乏に勝つだろうし、人類の全体の流れに共通な究

極の至福に私達を導いてくれるだろう、という考えを捨

てるべきであると『バガヴァッド・ギーター』からのあ

との引用文は示しているのである。

　まことの祈りは、あらゆる聖なるものについての瞑想

であり、聖なるものが私達自身、私達の日常生活及び行

為にどのように適用するかについての瞑想である。そし

て、聖なるものについて何か知識を与えられるように、

その影響力を一層強くし、生活をよりよく、より高尚に

しようとする心からの強い願いをこめて行なわれる。こ

のような思いはすべて、万物が発出してきた至高の神聖

なエッセンスについての意識と密接につながらなければ

ならない。

　霊的修養は一心集中を通して達成されるものである。

一心集中は、毎日各瞬間に続けられないと役立つもので

はない。瞑想は「活動的で外的な思いの停止」と定義さ

れている。一心集中は、ある特定の目的に向かっての全

傾向である。例えば献身的な母親とは、何よりもまず、

あらゆる方面において自分の子供の利害を思い回らすの

であって、ただ座ってひねもす子供の利害の一つの面に

ついてじっと考えるというわけではない。思いというも

のはいわば増殖力をもっているので、心が一つの思想に

しっかりと据えられると、その思いに色づけられるよう

になる。そして、その思いに関係のあるすべてのものが

心に浮かぶようになると言ってもよい。だから神秘家は

一心集中して絶えず考える対象についての知識を得られ

るようになる。するとクリシュナの次の言葉の意味が分

かってくる。「絶えず私を思うべきで、私をのみ信ずる

べきである。そうすれば、君は必ず私にくるだろう」

　人生は最大の教師である。人生は魂の大顕現である。

また魂は、至高者を顕現するものである。従って、あら

ゆる方法はよいものであり、あらゆることは「献身」と

いう大目的の部分でしかない。「献身とは、行動して成

功することである」と『バガヴァッド・ギーター』は言う。

　サイキック能力は法則を明らかにするものなので、開

いてきたら使用しなくてはいけない。しかし、サイキッ

ク能力の価値を過大評価してはならないし、その危険を

無視してもいけない。サイキック能力を頼みにする者は、

登攀 ( とうはん ) しようとしている山嶺の一合目に着い

たというだけのことで、高慢と自己満足に屈してしまう

人に似ている。



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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