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ひとこと
今月の

今年の 5 月から新年度となります。新しい年度に向けて年会費の改定

を検討しております。現在 5000 円の年会費で年６回会報誌を送付さ

せていただいているのですが、会報誌をメールで欲しいというご要望をいただいております。

メールで会報誌をお送りする場合、送料や印刷費がかからないので、メールでの会報誌をご

希望の会員様につきましては、年会費を 3000 円に減額する方向で検討しております。会報

誌送られてくるけど、読んだらジャマだからメールの方がいいやという方はぜひこちらに乗

り換えていただければと思っております。正式に決まりましたらまたお知らせいたします。

すでに来年度年会費をご入金いただいた会員様つきましては決まり次第ご返金の対応をさせ

ていただきます。また、会員向けの勉強会動画など準備しておりますのでお楽しみに。引き

続き神智学協会をよろしくお願いします。

会長　岡本
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APHORISM（第 1 7 回）

高橋 直継

分を知る
限界のあることに関しては、分を知ることが重要である。
それはすなわち、自己のダルマを知るということでもある。
分を知るということは、宇宙の中で自分が宇宙全体を含有
する一個の全体として機能するということでもある。
それを新プラトン派の用語で「分有」という。

ダイバーシティの社会
誰一人として他とまったく同じ立場というのはあり得ない
のだから、誰もが各々自己の立場で発言すべきである。
故に、ダイバーシティの社会においては、各々の自己のダ
ルマの発見と、その確立が最重要となる。

真のグループワーク
真のグループワークとは、原人・プルシャに復帰すること。
すなわち、解体された原人・プルシャを復活させることで
ある。

ヴィヴェーカ（識別）
何が大事なことなのか。
自分は何を選択しているのか。
それを意識すること。
それが「ヴィヴェーカ」である。

全知（サルヴァ・ジニャ）
自分のことは自分にしか分からない。
ということは、自分のことについてなら、自分は何でも知
ることができるということでもある。
自己を世界の中心と認識し、世界は自己であると認知する
ならば、世界の全てを知ることができるということにもな
る。

多様性の認識
視座や視点の違いによる多様な物事の観えかたの差異のグ
ラデーションをまるごと捉える認識法が重要となる。

普遍的同胞団の核となるには
物事の本質のみを取り出して、それを出来るだけシンプル
な言葉で表現するよう努めるならば、それは立場の違う多
様な宗派や学派の人々からも受け入れられやすくなる。
各派の人々が、それをそれぞれの用語に翻訳して認識する
ことが可能となるからである。

女性の現実主義
女性は夢を追いかける少年のような「恋人」には寛容だが、
いつまでも夢ばかり追いつづける「夫」には不寛容であ
る・・・。
「そんなの当たり前でしょ！」と言われれば、・・その通り
である・・・。

無知に基づく善意
人はなぜ善意や愛だけではなく、知識や智慧を持つよう努
力しなければならないのか？
無知に基づく善意や愛が、往々にして、最も酷く他者を害
することになるからである。

Ｉ ＣＡＮ（アイキャン）
核抑止力を一気に無くすことができれば、再び侵略戦争や
全面戦争が一気にやりやすくなる。
他国の領土や領海に次々に進出して覇権を握りたがってい
る政権や、再び戦争で大儲けしたい人々にとって「I 
CAN」は、これでまた大いに「私は戦争ができる！」と
いういみになりかねない。
安易に平和を叫ぶ人々ほど最も戦争を後押ししている人々
かもしれないという視点も必要である。

「絶対性」についての議論
「絶対性」とは何か？
それは「相対するもののないこと」である。
しかるに、「絶対性」という概念自体、それと対を成す「相
対性」という概念なしには成り立たない概念であるから、

相対的である。
「絶対性」について云々しようと思うなら、先ずはこの前
提から出発しなければならない。

凡庸な意見
凡庸な意見とは、何ら新しい視点を持ち込むこともなく、
核心を衝くようなこともない、誰にでも言えるような意見
のことである。

アストラル界の外的顕現
今やネット空間が光の勢力と闇の勢力との主戦場となりつ
つある。ネット空間の成立により、人間の渾沌とした情緒
や想像力の世界であるアストラル界が、部分的にではなく
丸ごとグローバルに直接的に具現化され、現実世界に反映
されるようになってきたためである。
アストラル界が人間の無智と恐怖と貪欲と怒りにもとづく

フェイク（嘘）だらけの世界であることを思い出すならば、
その反映であるネット空間を魂の光によって浄化しコント
ロールすることが人類全体としての課題であることも思い
起こされるべきである。
さらには、ネット空間の出現により、人類は目に見えない
世界であったアストラル界の現状を目に見えるかたちで認
識しつつ浄化する術と機会とを手にしたのだということに
も気付くべきであろう。
かくして、ひとたびネット空間が魂の光によって浄化され、
真正な知性や知識の確立する場として統合されたならば、
そのときこそ我々は魂の光によって照らされ統合された
パーソナリティとして変容した人類の姿を目撃することに
なるのである。

（つづく）
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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
　

第三章

神智学協会の活動体系

協会の目的

【問】　神智学協会の目的は何ですか？
【答】　目的は初めから三つありました。
(1) 人種、肌の色、宗教の差別をせず、人類の普遍的同胞
団の核を作ること。
(2) アーリア人及び他の民族の聖典の研究、世界の宗教及
び科学の研究を増進すること。及び古代アジアの文献、即
ちバラモン、仏教、ゾロアスターの哲学の重要性を証明す
ること。
(3) あらゆる面で、自然の秘められている神秘を探求し、
また特に人間に潜在するサイキック及び霊的な能力を研究
すること。
　大まかに言えば、これが神智学の三主要目的です。
【問】　協会の目的についてもっと詳しく話して下さいませ
んか？
【答】　三つの目的をそれぞれ、必要に応じていくつかに分
けて説明することができます。
【問】　では一番から始めましょう。民族それぞれ宗教や習
慣や信仰や考え方は非常に違いますので，皆が互いに同胞
であるという気持ちを推進するにはどうなさるのですか？
【答】　あなたが言いたくないようなことをつけ加えさせて
下さい。周知のことですが、現在のパルシー教徒とユダヤ
人の二種族の他はどの民族も他の民族と対立しているだけ
でなく、内輪もめさえあります。これはいわゆる文明のあ
るキリスト教国の間で最も顕著です。ですから、協会の第
一目的はあなたにとってユートピアに見えるでしょう。そ
うではありませんか？

【問】　ええ、けれどもそれについてどんなお考えをお持ち
ですか？
【答】　事実に関しては別に言うことはありませんが、現在、
普遍的同胞団をユートピアにする原因を取り除く必要につ
いてはたくさん意見があります。
【問】　あなたのお考えではその原因は何でしょうか？
【答】　まず第一に、人間性質の持ち前の利己主義です。現
代の宗教教育はこの利己主義を奨励するだけではなく、積
極的に正当化しようとして、根絶するどころか、抵抗でき
ないほど激しい気持ちへと日、強め、刺激しています。正
と不正についての人の考え方は、ユダヤの聖書を文字通り
受け取ることによって全く歪められてしまいました。イエ
スの愛他の教えの無私無欲はすべて、説教壇の雄弁のため
の理論的題目にしかすぎなくなりました。キリストはモー
セの聖書で教えられた実際的利己主義の格言に反対して説
教しましたが、その努力は空しかったです。というのは、
その格言が西洋国民の心底まで深く浸み込むようになった
からです。「目には目を，歯には歯を」はあなた方の法律
の第一の格言となりました。今こそ、私は恐れることなく、
公然と、しっぺ返しのこの教義やその他多くの教えの頑迷
さを根絶できるのは神智学だけであると断言します。

人類共通の起源

【問】　どうやって根絶するのですか？
【答】　論理的、哲学的、形而上学的、また科学的根拠で次
のことを論証すればよいのです。つまり、（a）人間はすべ
て霊的、肉体的にその起源が同じであること。これは神智
学の基本的な教えです。（b）人類は根本的に同じ本質をもっ
ており、その本質は神とも大自然とも言える永遠で、創造
されたことのない、唯一のものです。従って、一国家、一
個人に影響を与えれば、必ず他のすべての国、、すべての
人類に影響を与えることになります。このことはちょうど、
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池に石を投げ込むと、遅かれ早かれ、その池の水を一適残
らず動かすのと同じように確実で明らかなことです。
【問】　しかし、それはキリスト教の教えではなく、むしろ
汎神論的な考えです。
【答】　あなたの誤解はその点にあります。ユダヤ教的では
ありませんが、純粋にキリスト教的です。ですから、あな
た方聖書を信じている国民は、おそらくこの真理を無視す
るのです。
【問】　それは全く根拠がない非難です。そのようなことを
言われる証拠はどこにありますか？
【答】　すぐ手近にありますよ。キリストは次のようにおっ
しゃったと言われています。「互いに愛し合い」、「敵を愛
せよ」、「あなた方が自分を愛する者を愛したからとて、何
の報いがあろうか。そのようなことは取税人＊でもするで
はないか。兄弟だけにあいさつをしたからとて、なんのす
ぐれた事をしているだろうか。そのようなことは異邦人で
もしているではないか」（『マタイによる福音書』五章四六、
四七節）。これはキリストの言葉です。しかし、『創世記』
九章二五節には、「カナンはのろわれよ、彼はしもべのし
もべとなって、その兄弟たちに仕える」とあります。です
から、聖書主義者でしかないキリスト教徒はキリストの愛
の教えよりも、モーセの律法を好みます。旧約聖書はキリ
スト教国民のあらゆる欲望を正当化し、彼等が「劣等人種」
と言っている民族を征服し、併合し、暴政を行なう法律を
作る基礎となります。『創世記』のこの極悪非道なくだりは、
文字通りに取入れられた場合、その力でどんな罪を犯した
か、不十分ながら歴史がある概念を与えてくれます＊＊。

＊取税人は当時、泥棒やすりのように考えられていた。ユ
ダヤ人の間には取税人という名称や職業は世界中でいちば
んいやらしいものであった。彼等は寺院に入ることを許さ
れなかった。『マタイによる福音書』（一八章七節）は異邦
人と取税人を同じものと言っている。だが新約聖書の取税
人とは、インドやその他の属領の英国人役人と同じ地位に
あるローマの税金集め人にしかすぎなかった。
＊＊中世期の終わりには、道徳的な影響力のおかげで、奴
隷制度は主としてヨーロッパから消えていた。しかし、ヨー
ロッパの社会で働いていた道徳の力を威圧し、人類がこれ
までほとんど知らなかったような呪いの群れを地上に解き
放した二つの重大な出来事が起きた。一つは人間が取引の
商品となった、人口の多いアフリカの海岸への航海であっ
た。もう一つは労働力を輸入できさえすれば、きらめく富
の金鉱が開拓できる西半球の発見であった。四〇〇年の間、
男や女や子供達が、なじんでいる環境や愛する人々から引

き裂かれて、アフリカの海岸で外国商人に売られたのであ
る。奴隷達は、アフリカ西岸とインド諸島を結んだ恐ろし
い中央航海の間、死人も生きている人も一緒に甲板の下に
鎖でつながれていた。公平な歴史学者、バンクロフトによ
れば、三二五万人中、二五万人はその破滅的な航海で死に、
海に投げ込まれ、残りの者は名状し難い悲惨な鉱山や、砂
糖きびや米の畑での苦痛に引き渡されたのである。この大
罪の責任はキリスト教会にある。「最も神聖な三位一体の
名のもとに」スペイン政府（ローマ・カトリック）は五〇
万人の人間の売却を許可する契約を十回以上締結したので
ある。一五六二年にサー・ジョン・ホーキンズはアフリカ
で奴隷を買い、それを神聖なイエスの名をつけた船で西イ
ンド諸島で売るという悪魔的な使命を帯びて出帆した。新
教を信じるエリザベス女王はこの非人間的商売に初めて挑
んだ英国人の成功に対して、「縄でしばった特有な肌の色
の半ムーア人、または別の言葉で言えば、手錠をはめた黒
人奴隷」の図を紋章としてつけることを許して報いたので
ある。（引用分は『懐疑論ジャーナル』の「十字架の征服」
より）

【問】　あなたは、私達の肉体的起源が同一であることは科
学でも証明されており、霊的起源は智慧の宗教で証明され
るとおっしゃいましたね。しかし、肉体的起源が同一であ
ると信じるダーウィン派の人達は大きな同胞愛を示してい
るとは思いません。
【答】　本当にそうです。ダーウィン派の人達の同胞愛の無
さは、唯物的な体系の欠陥を示して私達の神智学の正しい
ことを明らかにしています。肉体の起源が同じであること
は、私達のより高く、より深い気持ちに何の訴えるところ
もありません。魂と霊、つまり、神聖な本質を奪われた物
質は人間のハートに語りかけることはできません。しかし、
まことの不死の人間即ち霊と魂がどの人も同一であるとい
う神智学の教えが一たび証明され、私達のハートに深く根
づいたら、私達は互いへの本当の慈愛と善意の道へずつと
進むことになるでしょう。
【問】　人間の共通の起源を神智学はどう説明するのです
か？
【答】　客観的及び主観的のあらゆる自然界の根源、またそ
の他、見える宇宙、見えぬ宇宙のすべての根源は今も、過
去も、未来も、唯一絶対の本質であり、その本質からすべ
てのものが始まり、またそれに戻ることを教えます。これ
はヴェーダーンタ派と仏教によってのみ、完全に説明され
ているアーリア哲学です。この目的からいって、いろいろ
な実践的方法であらゆる国、に、無宗派の教育の普及を促

進するのが神智学徒すべての義務です。
【問】　成分化された神智学協会の規則は、この他に会員は
どんなことをすべきだと言っていますか？物質界ですべき
ことという意味です。
【答】　国家間に友好を目覚ますために、私達は助言や情報
を与えたり、あらゆる立派な個人や組織と協力し、役に立
つ技術や生産物が国際的に交換されるのを助けなければな
りません。しかしこれには協会も、その協会員も、協力に
対して利益や歩合を取らぬという条件がつけ加えられま
す。実際的な例を挙げてみましょう。エドワード・ベラミー
がその立派な著作『二十一世紀より』の中に記してある社
会機構は、普遍的同胞団の完全な実現への偉大な第一歩と
なるべき神智学的考えをみごとに表しています。彼が描写
している世界は完璧というわけにはいきません。利己主義
が依然として人々の心に存在し、働いているからです。し
かし、主として利己主義と個人主義は団結と相互同胞愛の
気持ちで克服されてきました。そしてそこに書かれた生活
設計は利己主義を作り出して育てる原因を最小限度に減ら
して行きます。
【問】　では、神智学徒としてあなたはそのような理想を実
現することに関与していらっしゃるのですか？
【答】　もちろんです。私達は行動でそれを証明しました。
ベラミーの本の出版以来、アメリカに起こった国家主義者
のクラブや会合のことを聞いたことはありませんでした
か？そのようなクラブや会合は目立ってきていますが、時
がたつにつれ、ますます増えていきます。このようなクラ
ブや会合は神智学徒が始めたのです。いちばん初めの、ボ
ストンの国家主義クラブの会長と秘書は神智学徒で、役員
の多くは神智学協会の会員です。そのようなクラブや会合
を含め、今作っている組織にはすべて神智学協会の影響が
あることは明らかです。彼等はみな自分達の第一の基本的
な原則として、神智学の教える人類同胞団を取り入れてい
るからです。彼等の原理の宣言の中に、次のように述べら
れています。「人類同胞団という原理は、人間の性質と獣
の性質を区別する、世界の進歩を決定する永遠の真理の一
つである」。これ以上に神智学的なものがあるでしょうか？
しかし、まだ十分ではありません。これと共に必要なこと
は、人類の起源が一つであるならば、様々な宗教に現れて
いる真理も一つであるはずだという考えを人々に印象づけ
ることです。ただし、ユダヤ教は除きます。カバラにさえ
もそのような真理が表現されていませんから。
【問】　これは宗教の共通の起源の話で、あなたのお説は正
しいと思います。しかし、この世で実際的な同胞団にどの
ように当てはまるのですか？

【答】　第一に、形而上の世界での真理は、物質界でも真理
であるに違いありません。第二に、宗教の違いほど、憎し
みと争いを多く生み出すものはありません。どれか一つの
宗派が自分は絶対的真理の唯一の所有者だと考えると、他
の宗教をみな全く誤謬や悪魔に取りつかれているものと考
えるのは当然なことです。いかなる宗教も完全な真理をも
つものではなく、互いに補い合っていること、各宗教の中
の虚偽の部分をふるいにかけてすべての考えを組み合わせ
た時にのみ完全な真理を発見できるということを、一たび
人間が理解すれば、その時こそ、宗教でのまことの同胞団
が打ち建てられるでしょう。同じことが物質の世界にも適
用できます。
【問】　もっとお聞かせ下さい。
【答】　例をあげましょう。植物は根と幹、そしてたくさん
の枝と葉から出来ています。人類も全体として見ると、霊
的根から生えている幹のようなものです。幹は植物の統一
体ですから、幹を害すれば、すべての枝や葉が苦しむのは
明らかです。人類の場合もそうなのです。
【問】　しかしも葉や枝を害しても、植物全体の害にはなり
ません。
【答】　だからと言って、一人の人を害しても、人類全体を
害したことにはならないと思いますか？それがどうして分
かるのですか？　物質科学でさえも、植物をどんなにわず
か傷つけても、未来の成長、発達の全過程に影響を与える
と教えているのにお気づきですか？　ですからあなたの考
え方は間違いで、この比喩は完全なものです。指を切って
も、全身を苦しませ、神経系全体に反応を起こすことが度、
あるという事実をあなたが見逃しておられるならば、次の
ことをもっとあなたに思い出してもらいたいです。つまり
人類も、植物や動物にも同じように働いている他の霊的法
則があるということです。けれども、あなたは植物や動物
へのそのような法則の作用には気づかないので、それがあ
ることを否定するのかもしれません。
【問】　どんな法則のことを言っていらっしゃるのですか？
【答】　その法則のことを私達神智学徒はカルマの法則と
言っています。オカルティズムを勉強しないならば、この
言葉の十分な意味は分からないでしょう。しかし私の議論
は、カルマの法則という仮説だけではなく、前述の植物の
たとえに基づいているのです。考え方を広げ、植物のたと
えをあらゆるものに応用してごらんなさい。そうすれば、
本当の哲学では、あらゆる肉体的な行為には道徳的なそし
て永続的な結果があるということがすぐ分かるでしょう。
肉体的な害を与えることによって人を傷つけても、その人
の苦痛はけっしてその隣人達に広がることはあり得ない

し、まして、他の国、の人達に広がるなどあり得ないとあ
なた方は考えるかもしれません。しかし私達は、そのうち
に、広がると断定します。ですから一人の人間を害すると、
自分自身だけでなく、長い目で見れば人類全体を害すると
いうことを各人は自明の理と理解し、受け入れるようにし
なければ、殊に仏陀やイエスのような偉大な改革者達すべ
てが説いた同胞愛の気持ちは地上にあり得ません。

その他の目的

【問】　今度は第二の目的を実行なさる方法を説明して下さ
いませんか？
【答】　インドのマドラス市のアディヤルにある神智学協会
本部の図書館や、また支部の図書館に、世界の宗教に関す
るよい著作をできるだけ集めること。様々な古代哲学、伝
統、伝説に関する正確な情報を書きとめること。そして価
値ある原典や、その抜粋、注釈、及び様々な部門に精通し
ている人々の口述などを翻訳したり、出版するという実際
的な方法で、そのような情報を宣布することです。
【問】　では、人間に潜在する霊的、またはサイキック的な
能力を開発するという第三の目的についてはどうでしょう
か？
【答】　講演をしたり個人的に教えることができない所で
は、出版物という手段で行わなければなりません。私達の
義務は人間の中にその人の霊的直感を消さずにおくことで
す。宗教的、科学的、または社会的なあらゆる形の偏見と
空念仏、殊に宗派主義や奇跡その他の超自然的なことへの
信仰には、それを十分に研究し、その不合理な性質を証明
したあとで、反対することです。私達がすべきことは自然
のあらゆる法則の知識を得ようと努力し、それを広めるこ
とです。現在のような、盲信や盲目的権威に基づいた迷信
的信仰ではなく、自然の本当の知識に基づいているのに、
近代人には少しも理解されていない法則、つまり、いわゆ
るオカルト科学の研究を奨励することです。民間伝承や伝
説はどんなに奇抜であっても、よく調べると、長いこと忘
れられてはいますが重要な自然の秘密を発見することがで
きるかもしれません。従って神智学協会は科学的、哲学的
観察の分野を広げて、この探究の線を追求することを目的
としています。

誓いの神聖さについて

【問】　神智学協会で実行する倫理体系がありますか？
【答】　守ろうと思う人達には明白な倫理があります。それ
は世界のあらゆる偉大な改革者達の考えから集めた世界の
倫理の粋です。ですからそれは、孔子、ゾロアスター、老子、
『バガヴァッド・ギーター』、釈尊、ナザレのイエスの教え、
ピタゴラスやソクラテスやプラトンやその学派の教えも、
ヒレルとその学派の教えなどを含んでいます。
【問】　協会の会員達はそのような教えを実行するのです
か？　会員達の間には大きな不和と紛争があると聞きまし
たが。
【答】　それは当然です。現在の形での改革をたとえ新しい
と言うことはできても、改革されるべき男女は昔の人達と
同じように罪深い性質の人間です。すでに言ったように、
熱心に活動している会員は少ないが、多くは協会と自分自
身の理想を実現するのに最善を尽くそうとしているまじめ
な気立てのよい人達です。私達の義務は、一人ひとりの会
員の知的、道徳的、霊的自己改善を奨励し、助けることで
あって、失敗する人達を責めたり、咎めたりすることでは
ありません。厳密に言えば、私達には誰に対しても入会を
拒む権利はありません。特に秘教部門の場合には「入る者
は新たに生まれ変わった者として」入ります。しかしなが
ら、名誉と不死の自我にかけて聖なる誓いをしたにもかか
わらず、もし会員が新入者としてその「新生」のあと、協
会に属してしながら、昔の不道徳や短所を続け、依然とし
てそのようなことに耽るなら、その時はもちろん退会を求
められます。また、退会を拒む場合には、追放されること
もおそらくあるでしょう。このような場合にはたいへん厳
しい規則があります。
【問】　その規則をいくつかあげて下さいますか？
【答】　まず、顕教部門でも秘教部門でも、会員には自分の
個人的な意見を別の会員に押しつける権利はありません。
「親協会のいかなる役員も、言葉や行為で、宗教的部門、
哲学的部門、その他の部門＊に対して、敵意やえこひいき
を公言することは合法的ではない。自分の宗教的信念の本
質的な特徴を公平な世界に判断してもらう権利は万人にあ
る。協会のいかなる役員も、自分自身の宗派的見解や信念
を役員としてメンバー達に教える権利はない。ただし、そ
の集会が自分と同じ宗教の信徒の集まりの場合は別であ
る。十分な警告が与えられたにもかかわらず、この規則に
違反する者は停職または除名によって罰せられる」。これ
は全体として協会に対する反則の一つです。今、秘教部門

と言われている内部部門に関しては、一八八〇年から次の
規則が決められ、採用されてきました。今、高級段階と言
われている「第一部門の会員から伝えられたいかなる知識
も、利己的に用いてはならぬ。この規則に違反する者は除
名の罰を受ける」。しかし、今ではこのような知識を与え
られるようになる前に、秘教部門の入会者達はそれを利己
的に用いないということ、また許可がなければ教えられた
ことは何も洩らさないということを固く誓わなければなり
ません。

＊　その他の部門とは、同宗信徒達だけで構成されている
支部、またはロッジ。

【問】　その部門から追い出されたり、やめた人は自分が
習ったことを明かしたり、自分が立てた誓いの条項を破る
ことは勝手ではありませんか？
【答】　いいえ、その人の除名や退会は、師匠への服従の義
務や協会の仕事に参加する義務からの解放にすぎず、秘密
を守るという神聖な誓いを取り消すというわけではありま
せん。
【問】　しかし、それは正当なことでしょうか。
【答】　もちろんです。ごくわずかの名誉心のある男女なら、

自分の名誉の言葉にかけて、まして、内なる神である自分
の高級我にかけて誓った秘密を守るという誓いに、死ぬま
で縛られます。たとえ部門や協会を去ったとしても、名誉
ある男女なら自分が誓いを立てた団体を攻撃したり、傷つ
けたりしようとは考えないでしょう。
【問】　それはあまり行き過ぎではありませんか？
【答】　現在の低い標準や道徳によればそうかもしれませ
ん。しかし、このくらい拘束しなければ、いったい誓いは
何の役に立ちますか？　自分の行ったあらゆる契約から好
きな時に自由に脱けられるとすれば、誰が秘密の知識を教
えてもらえるでしょうか？　もしもこのような誓いには束
縛する力が全くなかったら、人間の間にいったい安全や信
頼があり得るでしょうか？　おそらく、この物質界でも名
誉を重んずる人達の軽蔑を浴びるのと同じぐらい速く、応
報（カルマ）の法則はそのように誓いを破った人にすぐ襲っ
てくるでしょう。この問題については次に引用するニュー
ヨークの『道』誌にうまく述べられています。「一たび誓
いを立てれば、道徳の世界及びオカルトの世界、両方に永
久に拘束される。一度誓いを破り、罰せられたなら、再び
破ってよいということにはならない。誓いを破る限り、カ
ルマの法則の力強い梃子が私達に反作用を及ぼすことだろ
う」（『道』一八八九年七月号、四巻九八～九九頁）。



第三章

神智学協会の活動体系

協会の目的

【問】　神智学協会の目的は何ですか？
【答】　目的は初めから三つありました。
(1) 人種、肌の色、宗教の差別をせず、人類の普遍的同胞
団の核を作ること。
(2) アーリア人及び他の民族の聖典の研究、世界の宗教及
び科学の研究を増進すること。及び古代アジアの文献、即
ちバラモン、仏教、ゾロアスターの哲学の重要性を証明す
ること。
(3) あらゆる面で、自然の秘められている神秘を探求し、
また特に人間に潜在するサイキック及び霊的な能力を研究
すること。
　大まかに言えば、これが神智学の三主要目的です。
【問】　協会の目的についてもっと詳しく話して下さいませ
んか？
【答】　三つの目的をそれぞれ、必要に応じていくつかに分
けて説明することができます。
【問】　では一番から始めましょう。民族それぞれ宗教や習
慣や信仰や考え方は非常に違いますので，皆が互いに同胞
であるという気持ちを推進するにはどうなさるのですか？
【答】　あなたが言いたくないようなことをつけ加えさせて
下さい。周知のことですが、現在のパルシー教徒とユダヤ
人の二種族の他はどの民族も他の民族と対立しているだけ
でなく、内輪もめさえあります。これはいわゆる文明のあ
るキリスト教国の間で最も顕著です。ですから、協会の第
一目的はあなたにとってユートピアに見えるでしょう。そ
うではありませんか？

【問】　ええ、けれどもそれについてどんなお考えをお持ち
ですか？
【答】　事実に関しては別に言うことはありませんが、現在、
普遍的同胞団をユートピアにする原因を取り除く必要につ
いてはたくさん意見があります。
【問】　あなたのお考えではその原因は何でしょうか？
【答】　まず第一に、人間性質の持ち前の利己主義です。現
代の宗教教育はこの利己主義を奨励するだけではなく、積
極的に正当化しようとして、根絶するどころか、抵抗でき
ないほど激しい気持ちへと日、強め、刺激しています。正
と不正についての人の考え方は、ユダヤの聖書を文字通り
受け取ることによって全く歪められてしまいました。イエ
スの愛他の教えの無私無欲はすべて、説教壇の雄弁のため
の理論的題目にしかすぎなくなりました。キリストはモー
セの聖書で教えられた実際的利己主義の格言に反対して説
教しましたが、その努力は空しかったです。というのは、
その格言が西洋国民の心底まで深く浸み込むようになった
からです。「目には目を，歯には歯を」はあなた方の法律
の第一の格言となりました。今こそ、私は恐れることなく、
公然と、しっぺ返しのこの教義やその他多くの教えの頑迷
さを根絶できるのは神智学だけであると断言します。

人類共通の起源

【問】　どうやって根絶するのですか？
【答】　論理的、哲学的、形而上学的、また科学的根拠で次
のことを論証すればよいのです。つまり、（a）人間はすべ
て霊的、肉体的にその起源が同じであること。これは神智
学の基本的な教えです。（b）人類は根本的に同じ本質をもっ
ており、その本質は神とも大自然とも言える永遠で、創造
されたことのない、唯一のものです。従って、一国家、一
個人に影響を与えれば、必ず他のすべての国、、すべての
人類に影響を与えることになります。このことはちょうど、

池に石を投げ込むと、遅かれ早かれ、その池の水を一適残
らず動かすのと同じように確実で明らかなことです。
【問】　しかし、それはキリスト教の教えではなく、むしろ
汎神論的な考えです。
【答】　あなたの誤解はその点にあります。ユダヤ教的では
ありませんが、純粋にキリスト教的です。ですから、あな
た方聖書を信じている国民は、おそらくこの真理を無視す
るのです。
【問】　それは全く根拠がない非難です。そのようなことを
言われる証拠はどこにありますか？
【答】　すぐ手近にありますよ。キリストは次のようにおっ
しゃったと言われています。「互いに愛し合い」、「敵を愛
せよ」、「あなた方が自分を愛する者を愛したからとて、何
の報いがあろうか。そのようなことは取税人＊でもするで
はないか。兄弟だけにあいさつをしたからとて、なんのす
ぐれた事をしているだろうか。そのようなことは異邦人で
もしているではないか」（『マタイによる福音書』五章四六、
四七節）。これはキリストの言葉です。しかし、『創世記』
九章二五節には、「カナンはのろわれよ、彼はしもべのし
もべとなって、その兄弟たちに仕える」とあります。です
から、聖書主義者でしかないキリスト教徒はキリストの愛
の教えよりも、モーセの律法を好みます。旧約聖書はキリ
スト教国民のあらゆる欲望を正当化し、彼等が「劣等人種」
と言っている民族を征服し、併合し、暴政を行なう法律を
作る基礎となります。『創世記』のこの極悪非道なくだりは、
文字通りに取入れられた場合、その力でどんな罪を犯した
か、不十分ながら歴史がある概念を与えてくれます＊＊。

＊取税人は当時、泥棒やすりのように考えられていた。ユ
ダヤ人の間には取税人という名称や職業は世界中でいちば
んいやらしいものであった。彼等は寺院に入ることを許さ
れなかった。『マタイによる福音書』（一八章七節）は異邦
人と取税人を同じものと言っている。だが新約聖書の取税
人とは、インドやその他の属領の英国人役人と同じ地位に
あるローマの税金集め人にしかすぎなかった。
＊＊中世期の終わりには、道徳的な影響力のおかげで、奴
隷制度は主としてヨーロッパから消えていた。しかし、ヨー
ロッパの社会で働いていた道徳の力を威圧し、人類がこれ
までほとんど知らなかったような呪いの群れを地上に解き
放した二つの重大な出来事が起きた。一つは人間が取引の
商品となった、人口の多いアフリカの海岸への航海であっ
た。もう一つは労働力を輸入できさえすれば、きらめく富
の金鉱が開拓できる西半球の発見であった。四〇〇年の間、
男や女や子供達が、なじんでいる環境や愛する人々から引

き裂かれて、アフリカの海岸で外国商人に売られたのであ
る。奴隷達は、アフリカ西岸とインド諸島を結んだ恐ろし
い中央航海の間、死人も生きている人も一緒に甲板の下に
鎖でつながれていた。公平な歴史学者、バンクロフトによ
れば、三二五万人中、二五万人はその破滅的な航海で死に、
海に投げ込まれ、残りの者は名状し難い悲惨な鉱山や、砂
糖きびや米の畑での苦痛に引き渡されたのである。この大
罪の責任はキリスト教会にある。「最も神聖な三位一体の
名のもとに」スペイン政府（ローマ・カトリック）は五〇
万人の人間の売却を許可する契約を十回以上締結したので
ある。一五六二年にサー・ジョン・ホーキンズはアフリカ
で奴隷を買い、それを神聖なイエスの名をつけた船で西イ
ンド諸島で売るという悪魔的な使命を帯びて出帆した。新
教を信じるエリザベス女王はこの非人間的商売に初めて挑
んだ英国人の成功に対して、「縄でしばった特有な肌の色
の半ムーア人、または別の言葉で言えば、手錠をはめた黒
人奴隷」の図を紋章としてつけることを許して報いたので
ある。（引用分は『懐疑論ジャーナル』の「十字架の征服」
より）

【問】　あなたは、私達の肉体的起源が同一であることは科
学でも証明されており、霊的起源は智慧の宗教で証明され
るとおっしゃいましたね。しかし、肉体的起源が同一であ
ると信じるダーウィン派の人達は大きな同胞愛を示してい
るとは思いません。
【答】　本当にそうです。ダーウィン派の人達の同胞愛の無
さは、唯物的な体系の欠陥を示して私達の神智学の正しい
ことを明らかにしています。肉体の起源が同じであること
は、私達のより高く、より深い気持ちに何の訴えるところ
もありません。魂と霊、つまり、神聖な本質を奪われた物
質は人間のハートに語りかけることはできません。しかし、
まことの不死の人間即ち霊と魂がどの人も同一であるとい
う神智学の教えが一たび証明され、私達のハートに深く根
づいたら、私達は互いへの本当の慈愛と善意の道へずつと
進むことになるでしょう。
【問】　人間の共通の起源を神智学はどう説明するのです
か？
【答】　客観的及び主観的のあらゆる自然界の根源、またそ
の他、見える宇宙、見えぬ宇宙のすべての根源は今も、過
去も、未来も、唯一絶対の本質であり、その本質からすべ
てのものが始まり、またそれに戻ることを教えます。これ
はヴェーダーンタ派と仏教によってのみ、完全に説明され
ているアーリア哲学です。この目的からいって、いろいろ
な実践的方法であらゆる国、に、無宗派の教育の普及を促

進するのが神智学徒すべての義務です。
【問】　成分化された神智学協会の規則は、この他に会員は
どんなことをすべきだと言っていますか？物質界ですべき
ことという意味です。
【答】　国家間に友好を目覚ますために、私達は助言や情報
を与えたり、あらゆる立派な個人や組織と協力し、役に立
つ技術や生産物が国際的に交換されるのを助けなければな
りません。しかしこれには協会も、その協会員も、協力に
対して利益や歩合を取らぬという条件がつけ加えられま
す。実際的な例を挙げてみましょう。エドワード・ベラミー
がその立派な著作『二十一世紀より』の中に記してある社
会機構は、普遍的同胞団の完全な実現への偉大な第一歩と
なるべき神智学的考えをみごとに表しています。彼が描写
している世界は完璧というわけにはいきません。利己主義
が依然として人々の心に存在し、働いているからです。し
かし、主として利己主義と個人主義は団結と相互同胞愛の
気持ちで克服されてきました。そしてそこに書かれた生活
設計は利己主義を作り出して育てる原因を最小限度に減ら
して行きます。
【問】　では、神智学徒としてあなたはそのような理想を実
現することに関与していらっしゃるのですか？
【答】　もちろんです。私達は行動でそれを証明しました。
ベラミーの本の出版以来、アメリカに起こった国家主義者
のクラブや会合のことを聞いたことはありませんでした
か？そのようなクラブや会合は目立ってきていますが、時
がたつにつれ、ますます増えていきます。このようなクラ
ブや会合は神智学徒が始めたのです。いちばん初めの、ボ
ストンの国家主義クラブの会長と秘書は神智学徒で、役員
の多くは神智学協会の会員です。そのようなクラブや会合
を含め、今作っている組織にはすべて神智学協会の影響が
あることは明らかです。彼等はみな自分達の第一の基本的
な原則として、神智学の教える人類同胞団を取り入れてい
るからです。彼等の原理の宣言の中に、次のように述べら
れています。「人類同胞団という原理は、人間の性質と獣
の性質を区別する、世界の進歩を決定する永遠の真理の一
つである」。これ以上に神智学的なものがあるでしょうか？
しかし、まだ十分ではありません。これと共に必要なこと
は、人類の起源が一つであるならば、様々な宗教に現れて
いる真理も一つであるはずだという考えを人々に印象づけ
ることです。ただし、ユダヤ教は除きます。カバラにさえ
もそのような真理が表現されていませんから。
【問】　これは宗教の共通の起源の話で、あなたのお説は正
しいと思います。しかし、この世で実際的な同胞団にどの
ように当てはまるのですか？

【答】　第一に、形而上の世界での真理は、物質界でも真理
であるに違いありません。第二に、宗教の違いほど、憎し
みと争いを多く生み出すものはありません。どれか一つの
宗派が自分は絶対的真理の唯一の所有者だと考えると、他
の宗教をみな全く誤謬や悪魔に取りつかれているものと考
えるのは当然なことです。いかなる宗教も完全な真理をも
つものではなく、互いに補い合っていること、各宗教の中
の虚偽の部分をふるいにかけてすべての考えを組み合わせ
た時にのみ完全な真理を発見できるということを、一たび
人間が理解すれば、その時こそ、宗教でのまことの同胞団
が打ち建てられるでしょう。同じことが物質の世界にも適
用できます。
【問】　もっとお聞かせ下さい。
【答】　例をあげましょう。植物は根と幹、そしてたくさん
の枝と葉から出来ています。人類も全体として見ると、霊
的根から生えている幹のようなものです。幹は植物の統一
体ですから、幹を害すれば、すべての枝や葉が苦しむのは
明らかです。人類の場合もそうなのです。
【問】　しかしも葉や枝を害しても、植物全体の害にはなり
ません。
【答】　だからと言って、一人の人を害しても、人類全体を
害したことにはならないと思いますか？それがどうして分
かるのですか？　物質科学でさえも、植物をどんなにわず
か傷つけても、未来の成長、発達の全過程に影響を与える
と教えているのにお気づきですか？　ですからあなたの考
え方は間違いで、この比喩は完全なものです。指を切って
も、全身を苦しませ、神経系全体に反応を起こすことが度、
あるという事実をあなたが見逃しておられるならば、次の
ことをもっとあなたに思い出してもらいたいです。つまり
人類も、植物や動物にも同じように働いている他の霊的法
則があるということです。けれども、あなたは植物や動物
へのそのような法則の作用には気づかないので、それがあ
ることを否定するのかもしれません。
【問】　どんな法則のことを言っていらっしゃるのですか？
【答】　その法則のことを私達神智学徒はカルマの法則と
言っています。オカルティズムを勉強しないならば、この
言葉の十分な意味は分からないでしょう。しかし私の議論
は、カルマの法則という仮説だけではなく、前述の植物の
たとえに基づいているのです。考え方を広げ、植物のたと
えをあらゆるものに応用してごらんなさい。そうすれば、
本当の哲学では、あらゆる肉体的な行為には道徳的なそし
て永続的な結果があるということがすぐ分かるでしょう。
肉体的な害を与えることによって人を傷つけても、その人
の苦痛はけっしてその隣人達に広がることはあり得ない

し、まして、他の国、の人達に広がるなどあり得ないとあ
なた方は考えるかもしれません。しかし私達は、そのうち
に、広がると断定します。ですから一人の人間を害すると、
自分自身だけでなく、長い目で見れば人類全体を害すると
いうことを各人は自明の理と理解し、受け入れるようにし
なければ、殊に仏陀やイエスのような偉大な改革者達すべ
てが説いた同胞愛の気持ちは地上にあり得ません。

その他の目的

【問】　今度は第二の目的を実行なさる方法を説明して下さ
いませんか？
【答】　インドのマドラス市のアディヤルにある神智学協会
本部の図書館や、また支部の図書館に、世界の宗教に関す
るよい著作をできるだけ集めること。様々な古代哲学、伝
統、伝説に関する正確な情報を書きとめること。そして価
値ある原典や、その抜粋、注釈、及び様々な部門に精通し
ている人々の口述などを翻訳したり、出版するという実際
的な方法で、そのような情報を宣布することです。
【問】　では、人間に潜在する霊的、またはサイキック的な
能力を開発するという第三の目的についてはどうでしょう
か？
【答】　講演をしたり個人的に教えることができない所で
は、出版物という手段で行わなければなりません。私達の
義務は人間の中にその人の霊的直感を消さずにおくことで
す。宗教的、科学的、または社会的なあらゆる形の偏見と
空念仏、殊に宗派主義や奇跡その他の超自然的なことへの
信仰には、それを十分に研究し、その不合理な性質を証明
したあとで、反対することです。私達がすべきことは自然
のあらゆる法則の知識を得ようと努力し、それを広めるこ
とです。現在のような、盲信や盲目的権威に基づいた迷信
的信仰ではなく、自然の本当の知識に基づいているのに、
近代人には少しも理解されていない法則、つまり、いわゆ
るオカルト科学の研究を奨励することです。民間伝承や伝
説はどんなに奇抜であっても、よく調べると、長いこと忘
れられてはいますが重要な自然の秘密を発見することがで
きるかもしれません。従って神智学協会は科学的、哲学的
観察の分野を広げて、この探究の線を追求することを目的
としています。

誓いの神聖さについて

【問】　神智学協会で実行する倫理体系がありますか？
【答】　守ろうと思う人達には明白な倫理があります。それ
は世界のあらゆる偉大な改革者達の考えから集めた世界の
倫理の粋です。ですからそれは、孔子、ゾロアスター、老子、
『バガヴァッド・ギーター』、釈尊、ナザレのイエスの教え、
ピタゴラスやソクラテスやプラトンやその学派の教えも、
ヒレルとその学派の教えなどを含んでいます。
【問】　協会の会員達はそのような教えを実行するのです
か？　会員達の間には大きな不和と紛争があると聞きまし
たが。
【答】　それは当然です。現在の形での改革をたとえ新しい
と言うことはできても、改革されるべき男女は昔の人達と
同じように罪深い性質の人間です。すでに言ったように、
熱心に活動している会員は少ないが、多くは協会と自分自
身の理想を実現するのに最善を尽くそうとしているまじめ
な気立てのよい人達です。私達の義務は、一人ひとりの会
員の知的、道徳的、霊的自己改善を奨励し、助けることで
あって、失敗する人達を責めたり、咎めたりすることでは
ありません。厳密に言えば、私達には誰に対しても入会を
拒む権利はありません。特に秘教部門の場合には「入る者
は新たに生まれ変わった者として」入ります。しかしなが
ら、名誉と不死の自我にかけて聖なる誓いをしたにもかか
わらず、もし会員が新入者としてその「新生」のあと、協
会に属してしながら、昔の不道徳や短所を続け、依然とし
てそのようなことに耽るなら、その時はもちろん退会を求
められます。また、退会を拒む場合には、追放されること
もおそらくあるでしょう。このような場合にはたいへん厳
しい規則があります。
【問】　その規則をいくつかあげて下さいますか？
【答】　まず、顕教部門でも秘教部門でも、会員には自分の
個人的な意見を別の会員に押しつける権利はありません。
「親協会のいかなる役員も、言葉や行為で、宗教的部門、
哲学的部門、その他の部門＊に対して、敵意やえこひいき
を公言することは合法的ではない。自分の宗教的信念の本
質的な特徴を公平な世界に判断してもらう権利は万人にあ
る。協会のいかなる役員も、自分自身の宗派的見解や信念
を役員としてメンバー達に教える権利はない。ただし、そ
の集会が自分と同じ宗教の信徒の集まりの場合は別であ
る。十分な警告が与えられたにもかかわらず、この規則に
違反する者は停職または除名によって罰せられる」。これ
は全体として協会に対する反則の一つです。今、秘教部門

と言われている内部部門に関しては、一八八〇年から次の
規則が決められ、採用されてきました。今、高級段階と言
われている「第一部門の会員から伝えられたいかなる知識
も、利己的に用いてはならぬ。この規則に違反する者は除
名の罰を受ける」。しかし、今ではこのような知識を与え
られるようになる前に、秘教部門の入会者達はそれを利己
的に用いないということ、また許可がなければ教えられた
ことは何も洩らさないということを固く誓わなければなり
ません。

＊　その他の部門とは、同宗信徒達だけで構成されている
支部、またはロッジ。

【問】　その部門から追い出されたり、やめた人は自分が
習ったことを明かしたり、自分が立てた誓いの条項を破る
ことは勝手ではありませんか？
【答】　いいえ、その人の除名や退会は、師匠への服従の義
務や協会の仕事に参加する義務からの解放にすぎず、秘密
を守るという神聖な誓いを取り消すというわけではありま
せん。
【問】　しかし、それは正当なことでしょうか。
【答】　もちろんです。ごくわずかの名誉心のある男女なら、

自分の名誉の言葉にかけて、まして、内なる神である自分
の高級我にかけて誓った秘密を守るという誓いに、死ぬま
で縛られます。たとえ部門や協会を去ったとしても、名誉
ある男女なら自分が誓いを立てた団体を攻撃したり、傷つ
けたりしようとは考えないでしょう。
【問】　それはあまり行き過ぎではありませんか？
【答】　現在の低い標準や道徳によればそうかもしれませ
ん。しかし、このくらい拘束しなければ、いったい誓いは
何の役に立ちますか？　自分の行ったあらゆる契約から好
きな時に自由に脱けられるとすれば、誰が秘密の知識を教
えてもらえるでしょうか？　もしもこのような誓いには束
縛する力が全くなかったら、人間の間にいったい安全や信
頼があり得るでしょうか？　おそらく、この物質界でも名
誉を重んずる人達の軽蔑を浴びるのと同じぐらい速く、応
報（カルマ）の法則はそのように誓いを破った人にすぐ襲っ
てくるでしょう。この問題については次に引用するニュー
ヨークの『道』誌にうまく述べられています。「一たび誓
いを立てれば、道徳の世界及びオカルトの世界、両方に永
久に拘束される。一度誓いを破り、罰せられたなら、再び
破ってよいということにはならない。誓いを破る限り、カ
ルマの法則の力強い梃子が私達に反作用を及ぼすことだろ
う」（『道』一八八九年七月号、四巻九八～九九頁）。
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第三章

神智学協会の活動体系

協会の目的

【問】　神智学協会の目的は何ですか？
【答】　目的は初めから三つありました。
(1) 人種、肌の色、宗教の差別をせず、人類の普遍的同胞
団の核を作ること。
(2) アーリア人及び他の民族の聖典の研究、世界の宗教及
び科学の研究を増進すること。及び古代アジアの文献、即
ちバラモン、仏教、ゾロアスターの哲学の重要性を証明す
ること。
(3) あらゆる面で、自然の秘められている神秘を探求し、
また特に人間に潜在するサイキック及び霊的な能力を研究
すること。
　大まかに言えば、これが神智学の三主要目的です。
【問】　協会の目的についてもっと詳しく話して下さいませ
んか？
【答】　三つの目的をそれぞれ、必要に応じていくつかに分
けて説明することができます。
【問】　では一番から始めましょう。民族それぞれ宗教や習
慣や信仰や考え方は非常に違いますので，皆が互いに同胞
であるという気持ちを推進するにはどうなさるのですか？
【答】　あなたが言いたくないようなことをつけ加えさせて
下さい。周知のことですが、現在のパルシー教徒とユダヤ
人の二種族の他はどの民族も他の民族と対立しているだけ
でなく、内輪もめさえあります。これはいわゆる文明のあ
るキリスト教国の間で最も顕著です。ですから、協会の第
一目的はあなたにとってユートピアに見えるでしょう。そ
うではありませんか？

【問】　ええ、けれどもそれについてどんなお考えをお持ち
ですか？
【答】　事実に関しては別に言うことはありませんが、現在、
普遍的同胞団をユートピアにする原因を取り除く必要につ
いてはたくさん意見があります。
【問】　あなたのお考えではその原因は何でしょうか？
【答】　まず第一に、人間性質の持ち前の利己主義です。現
代の宗教教育はこの利己主義を奨励するだけではなく、積
極的に正当化しようとして、根絶するどころか、抵抗でき
ないほど激しい気持ちへと日、強め、刺激しています。正
と不正についての人の考え方は、ユダヤの聖書を文字通り
受け取ることによって全く歪められてしまいました。イエ
スの愛他の教えの無私無欲はすべて、説教壇の雄弁のため
の理論的題目にしかすぎなくなりました。キリストはモー
セの聖書で教えられた実際的利己主義の格言に反対して説
教しましたが、その努力は空しかったです。というのは、
その格言が西洋国民の心底まで深く浸み込むようになった
からです。「目には目を，歯には歯を」はあなた方の法律
の第一の格言となりました。今こそ、私は恐れることなく、
公然と、しっぺ返しのこの教義やその他多くの教えの頑迷
さを根絶できるのは神智学だけであると断言します。

人類共通の起源

【問】　どうやって根絶するのですか？
【答】　論理的、哲学的、形而上学的、また科学的根拠で次
のことを論証すればよいのです。つまり、（a）人間はすべ
て霊的、肉体的にその起源が同じであること。これは神智
学の基本的な教えです。（b）人類は根本的に同じ本質をもっ
ており、その本質は神とも大自然とも言える永遠で、創造
されたことのない、唯一のものです。従って、一国家、一
個人に影響を与えれば、必ず他のすべての国、、すべての
人類に影響を与えることになります。このことはちょうど、
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池に石を投げ込むと、遅かれ早かれ、その池の水を一適残
らず動かすのと同じように確実で明らかなことです。
【問】　しかし、それはキリスト教の教えではなく、むしろ
汎神論的な考えです。
【答】　あなたの誤解はその点にあります。ユダヤ教的では
ありませんが、純粋にキリスト教的です。ですから、あな
た方聖書を信じている国民は、おそらくこの真理を無視す
るのです。
【問】　それは全く根拠がない非難です。そのようなことを
言われる証拠はどこにありますか？
【答】　すぐ手近にありますよ。キリストは次のようにおっ
しゃったと言われています。「互いに愛し合い」、「敵を愛
せよ」、「あなた方が自分を愛する者を愛したからとて、何
の報いがあろうか。そのようなことは取税人＊でもするで
はないか。兄弟だけにあいさつをしたからとて、なんのす
ぐれた事をしているだろうか。そのようなことは異邦人で
もしているではないか」（『マタイによる福音書』五章四六、
四七節）。これはキリストの言葉です。しかし、『創世記』
九章二五節には、「カナンはのろわれよ、彼はしもべのし
もべとなって、その兄弟たちに仕える」とあります。です
から、聖書主義者でしかないキリスト教徒はキリストの愛
の教えよりも、モーセの律法を好みます。旧約聖書はキリ
スト教国民のあらゆる欲望を正当化し、彼等が「劣等人種」
と言っている民族を征服し、併合し、暴政を行なう法律を
作る基礎となります。『創世記』のこの極悪非道なくだりは、
文字通りに取入れられた場合、その力でどんな罪を犯した
か、不十分ながら歴史がある概念を与えてくれます＊＊。

＊取税人は当時、泥棒やすりのように考えられていた。ユ
ダヤ人の間には取税人という名称や職業は世界中でいちば
んいやらしいものであった。彼等は寺院に入ることを許さ
れなかった。『マタイによる福音書』（一八章七節）は異邦
人と取税人を同じものと言っている。だが新約聖書の取税
人とは、インドやその他の属領の英国人役人と同じ地位に
あるローマの税金集め人にしかすぎなかった。
＊＊中世期の終わりには、道徳的な影響力のおかげで、奴
隷制度は主としてヨーロッパから消えていた。しかし、ヨー
ロッパの社会で働いていた道徳の力を威圧し、人類がこれ
までほとんど知らなかったような呪いの群れを地上に解き
放した二つの重大な出来事が起きた。一つは人間が取引の
商品となった、人口の多いアフリカの海岸への航海であっ
た。もう一つは労働力を輸入できさえすれば、きらめく富
の金鉱が開拓できる西半球の発見であった。四〇〇年の間、
男や女や子供達が、なじんでいる環境や愛する人々から引

き裂かれて、アフリカの海岸で外国商人に売られたのであ
る。奴隷達は、アフリカ西岸とインド諸島を結んだ恐ろし
い中央航海の間、死人も生きている人も一緒に甲板の下に
鎖でつながれていた。公平な歴史学者、バンクロフトによ
れば、三二五万人中、二五万人はその破滅的な航海で死に、
海に投げ込まれ、残りの者は名状し難い悲惨な鉱山や、砂
糖きびや米の畑での苦痛に引き渡されたのである。この大
罪の責任はキリスト教会にある。「最も神聖な三位一体の
名のもとに」スペイン政府（ローマ・カトリック）は五〇
万人の人間の売却を許可する契約を十回以上締結したので
ある。一五六二年にサー・ジョン・ホーキンズはアフリカ
で奴隷を買い、それを神聖なイエスの名をつけた船で西イ
ンド諸島で売るという悪魔的な使命を帯びて出帆した。新
教を信じるエリザベス女王はこの非人間的商売に初めて挑
んだ英国人の成功に対して、「縄でしばった特有な肌の色
の半ムーア人、または別の言葉で言えば、手錠をはめた黒
人奴隷」の図を紋章としてつけることを許して報いたので
ある。（引用分は『懐疑論ジャーナル』の「十字架の征服」
より）

【問】　あなたは、私達の肉体的起源が同一であることは科
学でも証明されており、霊的起源は智慧の宗教で証明され
るとおっしゃいましたね。しかし、肉体的起源が同一であ
ると信じるダーウィン派の人達は大きな同胞愛を示してい
るとは思いません。
【答】　本当にそうです。ダーウィン派の人達の同胞愛の無
さは、唯物的な体系の欠陥を示して私達の神智学の正しい
ことを明らかにしています。肉体の起源が同じであること
は、私達のより高く、より深い気持ちに何の訴えるところ
もありません。魂と霊、つまり、神聖な本質を奪われた物
質は人間のハートに語りかけることはできません。しかし、
まことの不死の人間即ち霊と魂がどの人も同一であるとい
う神智学の教えが一たび証明され、私達のハートに深く根
づいたら、私達は互いへの本当の慈愛と善意の道へずつと
進むことになるでしょう。
【問】　人間の共通の起源を神智学はどう説明するのです
か？
【答】　客観的及び主観的のあらゆる自然界の根源、またそ
の他、見える宇宙、見えぬ宇宙のすべての根源は今も、過
去も、未来も、唯一絶対の本質であり、その本質からすべ
てのものが始まり、またそれに戻ることを教えます。これ
はヴェーダーンタ派と仏教によってのみ、完全に説明され
ているアーリア哲学です。この目的からいって、いろいろ
な実践的方法であらゆる国、に、無宗派の教育の普及を促

進するのが神智学徒すべての義務です。
【問】　成分化された神智学協会の規則は、この他に会員は
どんなことをすべきだと言っていますか？物質界ですべき
ことという意味です。
【答】　国家間に友好を目覚ますために、私達は助言や情報
を与えたり、あらゆる立派な個人や組織と協力し、役に立
つ技術や生産物が国際的に交換されるのを助けなければな
りません。しかしこれには協会も、その協会員も、協力に
対して利益や歩合を取らぬという条件がつけ加えられま
す。実際的な例を挙げてみましょう。エドワード・ベラミー
がその立派な著作『二十一世紀より』の中に記してある社
会機構は、普遍的同胞団の完全な実現への偉大な第一歩と
なるべき神智学的考えをみごとに表しています。彼が描写
している世界は完璧というわけにはいきません。利己主義
が依然として人々の心に存在し、働いているからです。し
かし、主として利己主義と個人主義は団結と相互同胞愛の
気持ちで克服されてきました。そしてそこに書かれた生活
設計は利己主義を作り出して育てる原因を最小限度に減ら
して行きます。
【問】　では、神智学徒としてあなたはそのような理想を実
現することに関与していらっしゃるのですか？
【答】　もちろんです。私達は行動でそれを証明しました。
ベラミーの本の出版以来、アメリカに起こった国家主義者
のクラブや会合のことを聞いたことはありませんでした
か？そのようなクラブや会合は目立ってきていますが、時
がたつにつれ、ますます増えていきます。このようなクラ
ブや会合は神智学徒が始めたのです。いちばん初めの、ボ
ストンの国家主義クラブの会長と秘書は神智学徒で、役員
の多くは神智学協会の会員です。そのようなクラブや会合
を含め、今作っている組織にはすべて神智学協会の影響が
あることは明らかです。彼等はみな自分達の第一の基本的
な原則として、神智学の教える人類同胞団を取り入れてい
るからです。彼等の原理の宣言の中に、次のように述べら
れています。「人類同胞団という原理は、人間の性質と獣
の性質を区別する、世界の進歩を決定する永遠の真理の一
つである」。これ以上に神智学的なものがあるでしょうか？
しかし、まだ十分ではありません。これと共に必要なこと
は、人類の起源が一つであるならば、様々な宗教に現れて
いる真理も一つであるはずだという考えを人々に印象づけ
ることです。ただし、ユダヤ教は除きます。カバラにさえ
もそのような真理が表現されていませんから。
【問】　これは宗教の共通の起源の話で、あなたのお説は正
しいと思います。しかし、この世で実際的な同胞団にどの
ように当てはまるのですか？

【答】　第一に、形而上の世界での真理は、物質界でも真理
であるに違いありません。第二に、宗教の違いほど、憎し
みと争いを多く生み出すものはありません。どれか一つの
宗派が自分は絶対的真理の唯一の所有者だと考えると、他
の宗教をみな全く誤謬や悪魔に取りつかれているものと考
えるのは当然なことです。いかなる宗教も完全な真理をも
つものではなく、互いに補い合っていること、各宗教の中
の虚偽の部分をふるいにかけてすべての考えを組み合わせ
た時にのみ完全な真理を発見できるということを、一たび
人間が理解すれば、その時こそ、宗教でのまことの同胞団
が打ち建てられるでしょう。同じことが物質の世界にも適
用できます。
【問】　もっとお聞かせ下さい。
【答】　例をあげましょう。植物は根と幹、そしてたくさん
の枝と葉から出来ています。人類も全体として見ると、霊
的根から生えている幹のようなものです。幹は植物の統一
体ですから、幹を害すれば、すべての枝や葉が苦しむのは
明らかです。人類の場合もそうなのです。
【問】　しかしも葉や枝を害しても、植物全体の害にはなり
ません。
【答】　だからと言って、一人の人を害しても、人類全体を
害したことにはならないと思いますか？それがどうして分
かるのですか？　物質科学でさえも、植物をどんなにわず
か傷つけても、未来の成長、発達の全過程に影響を与える
と教えているのにお気づきですか？　ですからあなたの考
え方は間違いで、この比喩は完全なものです。指を切って
も、全身を苦しませ、神経系全体に反応を起こすことが度、
あるという事実をあなたが見逃しておられるならば、次の
ことをもっとあなたに思い出してもらいたいです。つまり
人類も、植物や動物にも同じように働いている他の霊的法
則があるということです。けれども、あなたは植物や動物
へのそのような法則の作用には気づかないので、それがあ
ることを否定するのかもしれません。
【問】　どんな法則のことを言っていらっしゃるのですか？
【答】　その法則のことを私達神智学徒はカルマの法則と
言っています。オカルティズムを勉強しないならば、この
言葉の十分な意味は分からないでしょう。しかし私の議論
は、カルマの法則という仮説だけではなく、前述の植物の
たとえに基づいているのです。考え方を広げ、植物のたと
えをあらゆるものに応用してごらんなさい。そうすれば、
本当の哲学では、あらゆる肉体的な行為には道徳的なそし
て永続的な結果があるということがすぐ分かるでしょう。
肉体的な害を与えることによって人を傷つけても、その人
の苦痛はけっしてその隣人達に広がることはあり得ない

し、まして、他の国、の人達に広がるなどあり得ないとあ
なた方は考えるかもしれません。しかし私達は、そのうち
に、広がると断定します。ですから一人の人間を害すると、
自分自身だけでなく、長い目で見れば人類全体を害すると
いうことを各人は自明の理と理解し、受け入れるようにし
なければ、殊に仏陀やイエスのような偉大な改革者達すべ
てが説いた同胞愛の気持ちは地上にあり得ません。

その他の目的

【問】　今度は第二の目的を実行なさる方法を説明して下さ
いませんか？
【答】　インドのマドラス市のアディヤルにある神智学協会
本部の図書館や、また支部の図書館に、世界の宗教に関す
るよい著作をできるだけ集めること。様々な古代哲学、伝
統、伝説に関する正確な情報を書きとめること。そして価
値ある原典や、その抜粋、注釈、及び様々な部門に精通し
ている人々の口述などを翻訳したり、出版するという実際
的な方法で、そのような情報を宣布することです。
【問】　では、人間に潜在する霊的、またはサイキック的な
能力を開発するという第三の目的についてはどうでしょう
か？
【答】　講演をしたり個人的に教えることができない所で
は、出版物という手段で行わなければなりません。私達の
義務は人間の中にその人の霊的直感を消さずにおくことで
す。宗教的、科学的、または社会的なあらゆる形の偏見と
空念仏、殊に宗派主義や奇跡その他の超自然的なことへの
信仰には、それを十分に研究し、その不合理な性質を証明
したあとで、反対することです。私達がすべきことは自然
のあらゆる法則の知識を得ようと努力し、それを広めるこ
とです。現在のような、盲信や盲目的権威に基づいた迷信
的信仰ではなく、自然の本当の知識に基づいているのに、
近代人には少しも理解されていない法則、つまり、いわゆ
るオカルト科学の研究を奨励することです。民間伝承や伝
説はどんなに奇抜であっても、よく調べると、長いこと忘
れられてはいますが重要な自然の秘密を発見することがで
きるかもしれません。従って神智学協会は科学的、哲学的
観察の分野を広げて、この探究の線を追求することを目的
としています。

誓いの神聖さについて

【問】　神智学協会で実行する倫理体系がありますか？
【答】　守ろうと思う人達には明白な倫理があります。それ
は世界のあらゆる偉大な改革者達の考えから集めた世界の
倫理の粋です。ですからそれは、孔子、ゾロアスター、老子、
『バガヴァッド・ギーター』、釈尊、ナザレのイエスの教え、
ピタゴラスやソクラテスやプラトンやその学派の教えも、
ヒレルとその学派の教えなどを含んでいます。
【問】　協会の会員達はそのような教えを実行するのです
か？　会員達の間には大きな不和と紛争があると聞きまし
たが。
【答】　それは当然です。現在の形での改革をたとえ新しい
と言うことはできても、改革されるべき男女は昔の人達と
同じように罪深い性質の人間です。すでに言ったように、
熱心に活動している会員は少ないが、多くは協会と自分自
身の理想を実現するのに最善を尽くそうとしているまじめ
な気立てのよい人達です。私達の義務は、一人ひとりの会
員の知的、道徳的、霊的自己改善を奨励し、助けることで
あって、失敗する人達を責めたり、咎めたりすることでは
ありません。厳密に言えば、私達には誰に対しても入会を
拒む権利はありません。特に秘教部門の場合には「入る者
は新たに生まれ変わった者として」入ります。しかしなが
ら、名誉と不死の自我にかけて聖なる誓いをしたにもかか
わらず、もし会員が新入者としてその「新生」のあと、協
会に属してしながら、昔の不道徳や短所を続け、依然とし
てそのようなことに耽るなら、その時はもちろん退会を求
められます。また、退会を拒む場合には、追放されること
もおそらくあるでしょう。このような場合にはたいへん厳
しい規則があります。
【問】　その規則をいくつかあげて下さいますか？
【答】　まず、顕教部門でも秘教部門でも、会員には自分の
個人的な意見を別の会員に押しつける権利はありません。
「親協会のいかなる役員も、言葉や行為で、宗教的部門、
哲学的部門、その他の部門＊に対して、敵意やえこひいき
を公言することは合法的ではない。自分の宗教的信念の本
質的な特徴を公平な世界に判断してもらう権利は万人にあ
る。協会のいかなる役員も、自分自身の宗派的見解や信念
を役員としてメンバー達に教える権利はない。ただし、そ
の集会が自分と同じ宗教の信徒の集まりの場合は別であ
る。十分な警告が与えられたにもかかわらず、この規則に
違反する者は停職または除名によって罰せられる」。これ
は全体として協会に対する反則の一つです。今、秘教部門

と言われている内部部門に関しては、一八八〇年から次の
規則が決められ、採用されてきました。今、高級段階と言
われている「第一部門の会員から伝えられたいかなる知識
も、利己的に用いてはならぬ。この規則に違反する者は除
名の罰を受ける」。しかし、今ではこのような知識を与え
られるようになる前に、秘教部門の入会者達はそれを利己
的に用いないということ、また許可がなければ教えられた
ことは何も洩らさないということを固く誓わなければなり
ません。

＊　その他の部門とは、同宗信徒達だけで構成されている
支部、またはロッジ。

【問】　その部門から追い出されたり、やめた人は自分が
習ったことを明かしたり、自分が立てた誓いの条項を破る
ことは勝手ではありませんか？
【答】　いいえ、その人の除名や退会は、師匠への服従の義
務や協会の仕事に参加する義務からの解放にすぎず、秘密
を守るという神聖な誓いを取り消すというわけではありま
せん。
【問】　しかし、それは正当なことでしょうか。
【答】　もちろんです。ごくわずかの名誉心のある男女なら、

自分の名誉の言葉にかけて、まして、内なる神である自分
の高級我にかけて誓った秘密を守るという誓いに、死ぬま
で縛られます。たとえ部門や協会を去ったとしても、名誉
ある男女なら自分が誓いを立てた団体を攻撃したり、傷つ
けたりしようとは考えないでしょう。
【問】　それはあまり行き過ぎではありませんか？
【答】　現在の低い標準や道徳によればそうかもしれませ
ん。しかし、このくらい拘束しなければ、いったい誓いは
何の役に立ちますか？　自分の行ったあらゆる契約から好
きな時に自由に脱けられるとすれば、誰が秘密の知識を教
えてもらえるでしょうか？　もしもこのような誓いには束
縛する力が全くなかったら、人間の間にいったい安全や信
頼があり得るでしょうか？　おそらく、この物質界でも名
誉を重んずる人達の軽蔑を浴びるのと同じぐらい速く、応
報（カルマ）の法則はそのように誓いを破った人にすぐ襲っ
てくるでしょう。この問題については次に引用するニュー
ヨークの『道』誌にうまく述べられています。「一たび誓
いを立てれば、道徳の世界及びオカルトの世界、両方に永
久に拘束される。一度誓いを破り、罰せられたなら、再び
破ってよいということにはならない。誓いを破る限り、カ
ルマの法則の力強い梃子が私達に反作用を及ぼすことだろ
う」（『道』一八八九年七月号、四巻九八～九九頁）。



第三章

神智学協会の活動体系

協会の目的

【問】　神智学協会の目的は何ですか？
【答】　目的は初めから三つありました。
(1) 人種、肌の色、宗教の差別をせず、人類の普遍的同胞
団の核を作ること。
(2) アーリア人及び他の民族の聖典の研究、世界の宗教及
び科学の研究を増進すること。及び古代アジアの文献、即
ちバラモン、仏教、ゾロアスターの哲学の重要性を証明す
ること。
(3) あらゆる面で、自然の秘められている神秘を探求し、
また特に人間に潜在するサイキック及び霊的な能力を研究
すること。
　大まかに言えば、これが神智学の三主要目的です。
【問】　協会の目的についてもっと詳しく話して下さいませ
んか？
【答】　三つの目的をそれぞれ、必要に応じていくつかに分
けて説明することができます。
【問】　では一番から始めましょう。民族それぞれ宗教や習
慣や信仰や考え方は非常に違いますので，皆が互いに同胞
であるという気持ちを推進するにはどうなさるのですか？
【答】　あなたが言いたくないようなことをつけ加えさせて
下さい。周知のことですが、現在のパルシー教徒とユダヤ
人の二種族の他はどの民族も他の民族と対立しているだけ
でなく、内輪もめさえあります。これはいわゆる文明のあ
るキリスト教国の間で最も顕著です。ですから、協会の第
一目的はあなたにとってユートピアに見えるでしょう。そ
うではありませんか？

【問】　ええ、けれどもそれについてどんなお考えをお持ち
ですか？
【答】　事実に関しては別に言うことはありませんが、現在、
普遍的同胞団をユートピアにする原因を取り除く必要につ
いてはたくさん意見があります。
【問】　あなたのお考えではその原因は何でしょうか？
【答】　まず第一に、人間性質の持ち前の利己主義です。現
代の宗教教育はこの利己主義を奨励するだけではなく、積
極的に正当化しようとして、根絶するどころか、抵抗でき
ないほど激しい気持ちへと日、強め、刺激しています。正
と不正についての人の考え方は、ユダヤの聖書を文字通り
受け取ることによって全く歪められてしまいました。イエ
スの愛他の教えの無私無欲はすべて、説教壇の雄弁のため
の理論的題目にしかすぎなくなりました。キリストはモー
セの聖書で教えられた実際的利己主義の格言に反対して説
教しましたが、その努力は空しかったです。というのは、
その格言が西洋国民の心底まで深く浸み込むようになった
からです。「目には目を，歯には歯を」はあなた方の法律
の第一の格言となりました。今こそ、私は恐れることなく、
公然と、しっぺ返しのこの教義やその他多くの教えの頑迷
さを根絶できるのは神智学だけであると断言します。

人類共通の起源

【問】　どうやって根絶するのですか？
【答】　論理的、哲学的、形而上学的、また科学的根拠で次
のことを論証すればよいのです。つまり、（a）人間はすべ
て霊的、肉体的にその起源が同じであること。これは神智
学の基本的な教えです。（b）人類は根本的に同じ本質をもっ
ており、その本質は神とも大自然とも言える永遠で、創造
されたことのない、唯一のものです。従って、一国家、一
個人に影響を与えれば、必ず他のすべての国、、すべての
人類に影響を与えることになります。このことはちょうど、
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池に石を投げ込むと、遅かれ早かれ、その池の水を一適残
らず動かすのと同じように確実で明らかなことです。
【問】　しかし、それはキリスト教の教えではなく、むしろ
汎神論的な考えです。
【答】　あなたの誤解はその点にあります。ユダヤ教的では
ありませんが、純粋にキリスト教的です。ですから、あな
た方聖書を信じている国民は、おそらくこの真理を無視す
るのです。
【問】　それは全く根拠がない非難です。そのようなことを
言われる証拠はどこにありますか？
【答】　すぐ手近にありますよ。キリストは次のようにおっ
しゃったと言われています。「互いに愛し合い」、「敵を愛
せよ」、「あなた方が自分を愛する者を愛したからとて、何
の報いがあろうか。そのようなことは取税人＊でもするで
はないか。兄弟だけにあいさつをしたからとて、なんのす
ぐれた事をしているだろうか。そのようなことは異邦人で
もしているではないか」（『マタイによる福音書』五章四六、
四七節）。これはキリストの言葉です。しかし、『創世記』
九章二五節には、「カナンはのろわれよ、彼はしもべのし
もべとなって、その兄弟たちに仕える」とあります。です
から、聖書主義者でしかないキリスト教徒はキリストの愛
の教えよりも、モーセの律法を好みます。旧約聖書はキリ
スト教国民のあらゆる欲望を正当化し、彼等が「劣等人種」
と言っている民族を征服し、併合し、暴政を行なう法律を
作る基礎となります。『創世記』のこの極悪非道なくだりは、
文字通りに取入れられた場合、その力でどんな罪を犯した
か、不十分ながら歴史がある概念を与えてくれます＊＊。

＊取税人は当時、泥棒やすりのように考えられていた。ユ
ダヤ人の間には取税人という名称や職業は世界中でいちば
んいやらしいものであった。彼等は寺院に入ることを許さ
れなかった。『マタイによる福音書』（一八章七節）は異邦
人と取税人を同じものと言っている。だが新約聖書の取税
人とは、インドやその他の属領の英国人役人と同じ地位に
あるローマの税金集め人にしかすぎなかった。
＊＊中世期の終わりには、道徳的な影響力のおかげで、奴
隷制度は主としてヨーロッパから消えていた。しかし、ヨー
ロッパの社会で働いていた道徳の力を威圧し、人類がこれ
までほとんど知らなかったような呪いの群れを地上に解き
放した二つの重大な出来事が起きた。一つは人間が取引の
商品となった、人口の多いアフリカの海岸への航海であっ
た。もう一つは労働力を輸入できさえすれば、きらめく富
の金鉱が開拓できる西半球の発見であった。四〇〇年の間、
男や女や子供達が、なじんでいる環境や愛する人々から引

き裂かれて、アフリカの海岸で外国商人に売られたのであ
る。奴隷達は、アフリカ西岸とインド諸島を結んだ恐ろし
い中央航海の間、死人も生きている人も一緒に甲板の下に
鎖でつながれていた。公平な歴史学者、バンクロフトによ
れば、三二五万人中、二五万人はその破滅的な航海で死に、
海に投げ込まれ、残りの者は名状し難い悲惨な鉱山や、砂
糖きびや米の畑での苦痛に引き渡されたのである。この大
罪の責任はキリスト教会にある。「最も神聖な三位一体の
名のもとに」スペイン政府（ローマ・カトリック）は五〇
万人の人間の売却を許可する契約を十回以上締結したので
ある。一五六二年にサー・ジョン・ホーキンズはアフリカ
で奴隷を買い、それを神聖なイエスの名をつけた船で西イ
ンド諸島で売るという悪魔的な使命を帯びて出帆した。新
教を信じるエリザベス女王はこの非人間的商売に初めて挑
んだ英国人の成功に対して、「縄でしばった特有な肌の色
の半ムーア人、または別の言葉で言えば、手錠をはめた黒
人奴隷」の図を紋章としてつけることを許して報いたので
ある。（引用分は『懐疑論ジャーナル』の「十字架の征服」
より）

【問】　あなたは、私達の肉体的起源が同一であることは科
学でも証明されており、霊的起源は智慧の宗教で証明され
るとおっしゃいましたね。しかし、肉体的起源が同一であ
ると信じるダーウィン派の人達は大きな同胞愛を示してい
るとは思いません。
【答】　本当にそうです。ダーウィン派の人達の同胞愛の無
さは、唯物的な体系の欠陥を示して私達の神智学の正しい
ことを明らかにしています。肉体の起源が同じであること
は、私達のより高く、より深い気持ちに何の訴えるところ
もありません。魂と霊、つまり、神聖な本質を奪われた物
質は人間のハートに語りかけることはできません。しかし、
まことの不死の人間即ち霊と魂がどの人も同一であるとい
う神智学の教えが一たび証明され、私達のハートに深く根
づいたら、私達は互いへの本当の慈愛と善意の道へずつと
進むことになるでしょう。
【問】　人間の共通の起源を神智学はどう説明するのです
か？
【答】　客観的及び主観的のあらゆる自然界の根源、またそ
の他、見える宇宙、見えぬ宇宙のすべての根源は今も、過
去も、未来も、唯一絶対の本質であり、その本質からすべ
てのものが始まり、またそれに戻ることを教えます。これ
はヴェーダーンタ派と仏教によってのみ、完全に説明され
ているアーリア哲学です。この目的からいって、いろいろ
な実践的方法であらゆる国、に、無宗派の教育の普及を促

進するのが神智学徒すべての義務です。
【問】　成分化された神智学協会の規則は、この他に会員は
どんなことをすべきだと言っていますか？物質界ですべき
ことという意味です。
【答】　国家間に友好を目覚ますために、私達は助言や情報
を与えたり、あらゆる立派な個人や組織と協力し、役に立
つ技術や生産物が国際的に交換されるのを助けなければな
りません。しかしこれには協会も、その協会員も、協力に
対して利益や歩合を取らぬという条件がつけ加えられま
す。実際的な例を挙げてみましょう。エドワード・ベラミー
がその立派な著作『二十一世紀より』の中に記してある社
会機構は、普遍的同胞団の完全な実現への偉大な第一歩と
なるべき神智学的考えをみごとに表しています。彼が描写
している世界は完璧というわけにはいきません。利己主義
が依然として人々の心に存在し、働いているからです。し
かし、主として利己主義と個人主義は団結と相互同胞愛の
気持ちで克服されてきました。そしてそこに書かれた生活
設計は利己主義を作り出して育てる原因を最小限度に減ら
して行きます。
【問】　では、神智学徒としてあなたはそのような理想を実
現することに関与していらっしゃるのですか？
【答】　もちろんです。私達は行動でそれを証明しました。
ベラミーの本の出版以来、アメリカに起こった国家主義者
のクラブや会合のことを聞いたことはありませんでした
か？そのようなクラブや会合は目立ってきていますが、時
がたつにつれ、ますます増えていきます。このようなクラ
ブや会合は神智学徒が始めたのです。いちばん初めの、ボ
ストンの国家主義クラブの会長と秘書は神智学徒で、役員
の多くは神智学協会の会員です。そのようなクラブや会合
を含め、今作っている組織にはすべて神智学協会の影響が
あることは明らかです。彼等はみな自分達の第一の基本的
な原則として、神智学の教える人類同胞団を取り入れてい
るからです。彼等の原理の宣言の中に、次のように述べら
れています。「人類同胞団という原理は、人間の性質と獣
の性質を区別する、世界の進歩を決定する永遠の真理の一
つである」。これ以上に神智学的なものがあるでしょうか？
しかし、まだ十分ではありません。これと共に必要なこと
は、人類の起源が一つであるならば、様々な宗教に現れて
いる真理も一つであるはずだという考えを人々に印象づけ
ることです。ただし、ユダヤ教は除きます。カバラにさえ
もそのような真理が表現されていませんから。
【問】　これは宗教の共通の起源の話で、あなたのお説は正
しいと思います。しかし、この世で実際的な同胞団にどの
ように当てはまるのですか？

【答】　第一に、形而上の世界での真理は、物質界でも真理
であるに違いありません。第二に、宗教の違いほど、憎し
みと争いを多く生み出すものはありません。どれか一つの
宗派が自分は絶対的真理の唯一の所有者だと考えると、他
の宗教をみな全く誤謬や悪魔に取りつかれているものと考
えるのは当然なことです。いかなる宗教も完全な真理をも
つものではなく、互いに補い合っていること、各宗教の中
の虚偽の部分をふるいにかけてすべての考えを組み合わせ
た時にのみ完全な真理を発見できるということを、一たび
人間が理解すれば、その時こそ、宗教でのまことの同胞団
が打ち建てられるでしょう。同じことが物質の世界にも適
用できます。
【問】　もっとお聞かせ下さい。
【答】　例をあげましょう。植物は根と幹、そしてたくさん
の枝と葉から出来ています。人類も全体として見ると、霊
的根から生えている幹のようなものです。幹は植物の統一
体ですから、幹を害すれば、すべての枝や葉が苦しむのは
明らかです。人類の場合もそうなのです。
【問】　しかしも葉や枝を害しても、植物全体の害にはなり
ません。
【答】　だからと言って、一人の人を害しても、人類全体を
害したことにはならないと思いますか？それがどうして分
かるのですか？　物質科学でさえも、植物をどんなにわず
か傷つけても、未来の成長、発達の全過程に影響を与える
と教えているのにお気づきですか？　ですからあなたの考
え方は間違いで、この比喩は完全なものです。指を切って
も、全身を苦しませ、神経系全体に反応を起こすことが度、
あるという事実をあなたが見逃しておられるならば、次の
ことをもっとあなたに思い出してもらいたいです。つまり
人類も、植物や動物にも同じように働いている他の霊的法
則があるということです。けれども、あなたは植物や動物
へのそのような法則の作用には気づかないので、それがあ
ることを否定するのかもしれません。
【問】　どんな法則のことを言っていらっしゃるのですか？
【答】　その法則のことを私達神智学徒はカルマの法則と
言っています。オカルティズムを勉強しないならば、この
言葉の十分な意味は分からないでしょう。しかし私の議論
は、カルマの法則という仮説だけではなく、前述の植物の
たとえに基づいているのです。考え方を広げ、植物のたと
えをあらゆるものに応用してごらんなさい。そうすれば、
本当の哲学では、あらゆる肉体的な行為には道徳的なそし
て永続的な結果があるということがすぐ分かるでしょう。
肉体的な害を与えることによって人を傷つけても、その人
の苦痛はけっしてその隣人達に広がることはあり得ない

し、まして、他の国、の人達に広がるなどあり得ないとあ
なた方は考えるかもしれません。しかし私達は、そのうち
に、広がると断定します。ですから一人の人間を害すると、
自分自身だけでなく、長い目で見れば人類全体を害すると
いうことを各人は自明の理と理解し、受け入れるようにし
なければ、殊に仏陀やイエスのような偉大な改革者達すべ
てが説いた同胞愛の気持ちは地上にあり得ません。

その他の目的

【問】　今度は第二の目的を実行なさる方法を説明して下さ
いませんか？
【答】　インドのマドラス市のアディヤルにある神智学協会
本部の図書館や、また支部の図書館に、世界の宗教に関す
るよい著作をできるだけ集めること。様々な古代哲学、伝
統、伝説に関する正確な情報を書きとめること。そして価
値ある原典や、その抜粋、注釈、及び様々な部門に精通し
ている人々の口述などを翻訳したり、出版するという実際
的な方法で、そのような情報を宣布することです。
【問】　では、人間に潜在する霊的、またはサイキック的な
能力を開発するという第三の目的についてはどうでしょう
か？
【答】　講演をしたり個人的に教えることができない所で
は、出版物という手段で行わなければなりません。私達の
義務は人間の中にその人の霊的直感を消さずにおくことで
す。宗教的、科学的、または社会的なあらゆる形の偏見と
空念仏、殊に宗派主義や奇跡その他の超自然的なことへの
信仰には、それを十分に研究し、その不合理な性質を証明
したあとで、反対することです。私達がすべきことは自然
のあらゆる法則の知識を得ようと努力し、それを広めるこ
とです。現在のような、盲信や盲目的権威に基づいた迷信
的信仰ではなく、自然の本当の知識に基づいているのに、
近代人には少しも理解されていない法則、つまり、いわゆ
るオカルト科学の研究を奨励することです。民間伝承や伝
説はどんなに奇抜であっても、よく調べると、長いこと忘
れられてはいますが重要な自然の秘密を発見することがで
きるかもしれません。従って神智学協会は科学的、哲学的
観察の分野を広げて、この探究の線を追求することを目的
としています。

誓いの神聖さについて

【問】　神智学協会で実行する倫理体系がありますか？
【答】　守ろうと思う人達には明白な倫理があります。それ
は世界のあらゆる偉大な改革者達の考えから集めた世界の
倫理の粋です。ですからそれは、孔子、ゾロアスター、老子、
『バガヴァッド・ギーター』、釈尊、ナザレのイエスの教え、
ピタゴラスやソクラテスやプラトンやその学派の教えも、
ヒレルとその学派の教えなどを含んでいます。
【問】　協会の会員達はそのような教えを実行するのです
か？　会員達の間には大きな不和と紛争があると聞きまし
たが。
【答】　それは当然です。現在の形での改革をたとえ新しい
と言うことはできても、改革されるべき男女は昔の人達と
同じように罪深い性質の人間です。すでに言ったように、
熱心に活動している会員は少ないが、多くは協会と自分自
身の理想を実現するのに最善を尽くそうとしているまじめ
な気立てのよい人達です。私達の義務は、一人ひとりの会
員の知的、道徳的、霊的自己改善を奨励し、助けることで
あって、失敗する人達を責めたり、咎めたりすることでは
ありません。厳密に言えば、私達には誰に対しても入会を
拒む権利はありません。特に秘教部門の場合には「入る者
は新たに生まれ変わった者として」入ります。しかしなが
ら、名誉と不死の自我にかけて聖なる誓いをしたにもかか
わらず、もし会員が新入者としてその「新生」のあと、協
会に属してしながら、昔の不道徳や短所を続け、依然とし
てそのようなことに耽るなら、その時はもちろん退会を求
められます。また、退会を拒む場合には、追放されること
もおそらくあるでしょう。このような場合にはたいへん厳
しい規則があります。
【問】　その規則をいくつかあげて下さいますか？
【答】　まず、顕教部門でも秘教部門でも、会員には自分の
個人的な意見を別の会員に押しつける権利はありません。
「親協会のいかなる役員も、言葉や行為で、宗教的部門、
哲学的部門、その他の部門＊に対して、敵意やえこひいき
を公言することは合法的ではない。自分の宗教的信念の本
質的な特徴を公平な世界に判断してもらう権利は万人にあ
る。協会のいかなる役員も、自分自身の宗派的見解や信念
を役員としてメンバー達に教える権利はない。ただし、そ
の集会が自分と同じ宗教の信徒の集まりの場合は別であ
る。十分な警告が与えられたにもかかわらず、この規則に
違反する者は停職または除名によって罰せられる」。これ
は全体として協会に対する反則の一つです。今、秘教部門

と言われている内部部門に関しては、一八八〇年から次の
規則が決められ、採用されてきました。今、高級段階と言
われている「第一部門の会員から伝えられたいかなる知識
も、利己的に用いてはならぬ。この規則に違反する者は除
名の罰を受ける」。しかし、今ではこのような知識を与え
られるようになる前に、秘教部門の入会者達はそれを利己
的に用いないということ、また許可がなければ教えられた
ことは何も洩らさないということを固く誓わなければなり
ません。

＊　その他の部門とは、同宗信徒達だけで構成されている
支部、またはロッジ。

【問】　その部門から追い出されたり、やめた人は自分が
習ったことを明かしたり、自分が立てた誓いの条項を破る
ことは勝手ではありませんか？
【答】　いいえ、その人の除名や退会は、師匠への服従の義
務や協会の仕事に参加する義務からの解放にすぎず、秘密
を守るという神聖な誓いを取り消すというわけではありま
せん。
【問】　しかし、それは正当なことでしょうか。
【答】　もちろんです。ごくわずかの名誉心のある男女なら、

・　・

自分の名誉の言葉にかけて、まして、内なる神である自分
の高級我にかけて誓った秘密を守るという誓いに、死ぬま
で縛られます。たとえ部門や協会を去ったとしても、名誉
ある男女なら自分が誓いを立てた団体を攻撃したり、傷つ
けたりしようとは考えないでしょう。
【問】　それはあまり行き過ぎではありませんか？
【答】　現在の低い標準や道徳によればそうかもしれませ
ん。しかし、このくらい拘束しなければ、いったい誓いは
何の役に立ちますか？　自分の行ったあらゆる契約から好
きな時に自由に脱けられるとすれば、誰が秘密の知識を教
えてもらえるでしょうか？　もしもこのような誓いには束
縛する力が全くなかったら、人間の間にいったい安全や信
頼があり得るでしょうか？　おそらく、この物質界でも名
誉を重んずる人達の軽蔑を浴びるのと同じぐらい速く、応
報（カルマ）の法則はそのように誓いを破った人にすぐ襲っ
てくるでしょう。この問題については次に引用するニュー
ヨークの『道』誌にうまく述べられています。「一たび誓
いを立てれば、道徳の世界及びオカルトの世界、両方に永
久に拘束される。一度誓いを破り、罰せられたなら、再び
破ってよいということにはならない。誓いを破る限り、カ
ルマの法則の力強い梃子が私達に反作用を及ぼすことだろ
う」（『道』一八八九年七月号、四巻九八～九九頁）。



第三章

神智学協会の活動体系

協会の目的

【問】　神智学協会の目的は何ですか？
【答】　目的は初めから三つありました。
(1) 人種、肌の色、宗教の差別をせず、人類の普遍的同胞
団の核を作ること。
(2) アーリア人及び他の民族の聖典の研究、世界の宗教及
び科学の研究を増進すること。及び古代アジアの文献、即
ちバラモン、仏教、ゾロアスターの哲学の重要性を証明す
ること。
(3) あらゆる面で、自然の秘められている神秘を探求し、
また特に人間に潜在するサイキック及び霊的な能力を研究
すること。
　大まかに言えば、これが神智学の三主要目的です。
【問】　協会の目的についてもっと詳しく話して下さいませ
んか？
【答】　三つの目的をそれぞれ、必要に応じていくつかに分
けて説明することができます。
【問】　では一番から始めましょう。民族それぞれ宗教や習
慣や信仰や考え方は非常に違いますので，皆が互いに同胞
であるという気持ちを推進するにはどうなさるのですか？
【答】　あなたが言いたくないようなことをつけ加えさせて
下さい。周知のことですが、現在のパルシー教徒とユダヤ
人の二種族の他はどの民族も他の民族と対立しているだけ
でなく、内輪もめさえあります。これはいわゆる文明のあ
るキリスト教国の間で最も顕著です。ですから、協会の第
一目的はあなたにとってユートピアに見えるでしょう。そ
うではありませんか？

【問】　ええ、けれどもそれについてどんなお考えをお持ち
ですか？
【答】　事実に関しては別に言うことはありませんが、現在、
普遍的同胞団をユートピアにする原因を取り除く必要につ
いてはたくさん意見があります。
【問】　あなたのお考えではその原因は何でしょうか？
【答】　まず第一に、人間性質の持ち前の利己主義です。現
代の宗教教育はこの利己主義を奨励するだけではなく、積
極的に正当化しようとして、根絶するどころか、抵抗でき
ないほど激しい気持ちへと日、強め、刺激しています。正
と不正についての人の考え方は、ユダヤの聖書を文字通り
受け取ることによって全く歪められてしまいました。イエ
スの愛他の教えの無私無欲はすべて、説教壇の雄弁のため
の理論的題目にしかすぎなくなりました。キリストはモー
セの聖書で教えられた実際的利己主義の格言に反対して説
教しましたが、その努力は空しかったです。というのは、
その格言が西洋国民の心底まで深く浸み込むようになった
からです。「目には目を，歯には歯を」はあなた方の法律
の第一の格言となりました。今こそ、私は恐れることなく、
公然と、しっぺ返しのこの教義やその他多くの教えの頑迷
さを根絶できるのは神智学だけであると断言します。

人類共通の起源

【問】　どうやって根絶するのですか？
【答】　論理的、哲学的、形而上学的、また科学的根拠で次
のことを論証すればよいのです。つまり、（a）人間はすべ
て霊的、肉体的にその起源が同じであること。これは神智
学の基本的な教えです。（b）人類は根本的に同じ本質をもっ
ており、その本質は神とも大自然とも言える永遠で、創造
されたことのない、唯一のものです。従って、一国家、一
個人に影響を与えれば、必ず他のすべての国、、すべての
人類に影響を与えることになります。このことはちょうど、

池に石を投げ込むと、遅かれ早かれ、その池の水を一適残
らず動かすのと同じように確実で明らかなことです。
【問】　しかし、それはキリスト教の教えではなく、むしろ
汎神論的な考えです。
【答】　あなたの誤解はその点にあります。ユダヤ教的では
ありませんが、純粋にキリスト教的です。ですから、あな
た方聖書を信じている国民は、おそらくこの真理を無視す
るのです。
【問】　それは全く根拠がない非難です。そのようなことを
言われる証拠はどこにありますか？
【答】　すぐ手近にありますよ。キリストは次のようにおっ
しゃったと言われています。「互いに愛し合い」、「敵を愛
せよ」、「あなた方が自分を愛する者を愛したからとて、何
の報いがあろうか。そのようなことは取税人＊でもするで
はないか。兄弟だけにあいさつをしたからとて、なんのす
ぐれた事をしているだろうか。そのようなことは異邦人で
もしているではないか」（『マタイによる福音書』五章四六、
四七節）。これはキリストの言葉です。しかし、『創世記』
九章二五節には、「カナンはのろわれよ、彼はしもべのし
もべとなって、その兄弟たちに仕える」とあります。です
から、聖書主義者でしかないキリスト教徒はキリストの愛
の教えよりも、モーセの律法を好みます。旧約聖書はキリ
スト教国民のあらゆる欲望を正当化し、彼等が「劣等人種」
と言っている民族を征服し、併合し、暴政を行なう法律を
作る基礎となります。『創世記』のこの極悪非道なくだりは、
文字通りに取入れられた場合、その力でどんな罪を犯した
か、不十分ながら歴史がある概念を与えてくれます＊＊。

＊取税人は当時、泥棒やすりのように考えられていた。ユ
ダヤ人の間には取税人という名称や職業は世界中でいちば
んいやらしいものであった。彼等は寺院に入ることを許さ
れなかった。『マタイによる福音書』（一八章七節）は異邦
人と取税人を同じものと言っている。だが新約聖書の取税
人とは、インドやその他の属領の英国人役人と同じ地位に
あるローマの税金集め人にしかすぎなかった。
＊＊中世期の終わりには、道徳的な影響力のおかげで、奴
隷制度は主としてヨーロッパから消えていた。しかし、ヨー
ロッパの社会で働いていた道徳の力を威圧し、人類がこれ
までほとんど知らなかったような呪いの群れを地上に解き
放した二つの重大な出来事が起きた。一つは人間が取引の
商品となった、人口の多いアフリカの海岸への航海であっ
た。もう一つは労働力を輸入できさえすれば、きらめく富
の金鉱が開拓できる西半球の発見であった。四〇〇年の間、
男や女や子供達が、なじんでいる環境や愛する人々から引

き裂かれて、アフリカの海岸で外国商人に売られたのであ
る。奴隷達は、アフリカ西岸とインド諸島を結んだ恐ろし
い中央航海の間、死人も生きている人も一緒に甲板の下に
鎖でつながれていた。公平な歴史学者、バンクロフトによ
れば、三二五万人中、二五万人はその破滅的な航海で死に、
海に投げ込まれ、残りの者は名状し難い悲惨な鉱山や、砂
糖きびや米の畑での苦痛に引き渡されたのである。この大
罪の責任はキリスト教会にある。「最も神聖な三位一体の
名のもとに」スペイン政府（ローマ・カトリック）は五〇
万人の人間の売却を許可する契約を十回以上締結したので
ある。一五六二年にサー・ジョン・ホーキンズはアフリカ
で奴隷を買い、それを神聖なイエスの名をつけた船で西イ
ンド諸島で売るという悪魔的な使命を帯びて出帆した。新
教を信じるエリザベス女王はこの非人間的商売に初めて挑
んだ英国人の成功に対して、「縄でしばった特有な肌の色
の半ムーア人、または別の言葉で言えば、手錠をはめた黒
人奴隷」の図を紋章としてつけることを許して報いたので
ある。（引用分は『懐疑論ジャーナル』の「十字架の征服」
より）

【問】　あなたは、私達の肉体的起源が同一であることは科
学でも証明されており、霊的起源は智慧の宗教で証明され
るとおっしゃいましたね。しかし、肉体的起源が同一であ
ると信じるダーウィン派の人達は大きな同胞愛を示してい
るとは思いません。
【答】　本当にそうです。ダーウィン派の人達の同胞愛の無
さは、唯物的な体系の欠陥を示して私達の神智学の正しい
ことを明らかにしています。肉体の起源が同じであること
は、私達のより高く、より深い気持ちに何の訴えるところ
もありません。魂と霊、つまり、神聖な本質を奪われた物
質は人間のハートに語りかけることはできません。しかし、
まことの不死の人間即ち霊と魂がどの人も同一であるとい
う神智学の教えが一たび証明され、私達のハートに深く根
づいたら、私達は互いへの本当の慈愛と善意の道へずつと
進むことになるでしょう。
【問】　人間の共通の起源を神智学はどう説明するのです
か？
【答】　客観的及び主観的のあらゆる自然界の根源、またそ
の他、見える宇宙、見えぬ宇宙のすべての根源は今も、過
去も、未来も、唯一絶対の本質であり、その本質からすべ
てのものが始まり、またそれに戻ることを教えます。これ
はヴェーダーンタ派と仏教によってのみ、完全に説明され
ているアーリア哲学です。この目的からいって、いろいろ
な実践的方法であらゆる国、に、無宗派の教育の普及を促

進するのが神智学徒すべての義務です。
【問】　成分化された神智学協会の規則は、この他に会員は
どんなことをすべきだと言っていますか？物質界ですべき
ことという意味です。
【答】　国家間に友好を目覚ますために、私達は助言や情報
を与えたり、あらゆる立派な個人や組織と協力し、役に立
つ技術や生産物が国際的に交換されるのを助けなければな
りません。しかしこれには協会も、その協会員も、協力に
対して利益や歩合を取らぬという条件がつけ加えられま
す。実際的な例を挙げてみましょう。エドワード・ベラミー
がその立派な著作『二十一世紀より』の中に記してある社
会機構は、普遍的同胞団の完全な実現への偉大な第一歩と
なるべき神智学的考えをみごとに表しています。彼が描写
している世界は完璧というわけにはいきません。利己主義
が依然として人々の心に存在し、働いているからです。し
かし、主として利己主義と個人主義は団結と相互同胞愛の
気持ちで克服されてきました。そしてそこに書かれた生活
設計は利己主義を作り出して育てる原因を最小限度に減ら
して行きます。
【問】　では、神智学徒としてあなたはそのような理想を実
現することに関与していらっしゃるのですか？
【答】　もちろんです。私達は行動でそれを証明しました。
ベラミーの本の出版以来、アメリカに起こった国家主義者
のクラブや会合のことを聞いたことはありませんでした
か？そのようなクラブや会合は目立ってきていますが、時
がたつにつれ、ますます増えていきます。このようなクラ
ブや会合は神智学徒が始めたのです。いちばん初めの、ボ
ストンの国家主義クラブの会長と秘書は神智学徒で、役員
の多くは神智学協会の会員です。そのようなクラブや会合
を含め、今作っている組織にはすべて神智学協会の影響が
あることは明らかです。彼等はみな自分達の第一の基本的
な原則として、神智学の教える人類同胞団を取り入れてい
るからです。彼等の原理の宣言の中に、次のように述べら
れています。「人類同胞団という原理は、人間の性質と獣
の性質を区別する、世界の進歩を決定する永遠の真理の一
つである」。これ以上に神智学的なものがあるでしょうか？
しかし、まだ十分ではありません。これと共に必要なこと
は、人類の起源が一つであるならば、様々な宗教に現れて
いる真理も一つであるはずだという考えを人々に印象づけ
ることです。ただし、ユダヤ教は除きます。カバラにさえ
もそのような真理が表現されていませんから。
【問】　これは宗教の共通の起源の話で、あなたのお説は正
しいと思います。しかし、この世で実際的な同胞団にどの
ように当てはまるのですか？

【答】　第一に、形而上の世界での真理は、物質界でも真理
であるに違いありません。第二に、宗教の違いほど、憎し
みと争いを多く生み出すものはありません。どれか一つの
宗派が自分は絶対的真理の唯一の所有者だと考えると、他
の宗教をみな全く誤謬や悪魔に取りつかれているものと考
えるのは当然なことです。いかなる宗教も完全な真理をも
つものではなく、互いに補い合っていること、各宗教の中
の虚偽の部分をふるいにかけてすべての考えを組み合わせ
た時にのみ完全な真理を発見できるということを、一たび
人間が理解すれば、その時こそ、宗教でのまことの同胞団
が打ち建てられるでしょう。同じことが物質の世界にも適
用できます。
【問】　もっとお聞かせ下さい。
【答】　例をあげましょう。植物は根と幹、そしてたくさん
の枝と葉から出来ています。人類も全体として見ると、霊
的根から生えている幹のようなものです。幹は植物の統一
体ですから、幹を害すれば、すべての枝や葉が苦しむのは
明らかです。人類の場合もそうなのです。
【問】　しかしも葉や枝を害しても、植物全体の害にはなり
ません。
【答】　だからと言って、一人の人を害しても、人類全体を
害したことにはならないと思いますか？それがどうして分
かるのですか？　物質科学でさえも、植物をどんなにわず
か傷つけても、未来の成長、発達の全過程に影響を与える
と教えているのにお気づきですか？　ですからあなたの考
え方は間違いで、この比喩は完全なものです。指を切って
も、全身を苦しませ、神経系全体に反応を起こすことが度、
あるという事実をあなたが見逃しておられるならば、次の
ことをもっとあなたに思い出してもらいたいです。つまり
人類も、植物や動物にも同じように働いている他の霊的法
則があるということです。けれども、あなたは植物や動物
へのそのような法則の作用には気づかないので、それがあ
ることを否定するのかもしれません。
【問】　どんな法則のことを言っていらっしゃるのですか？
【答】　その法則のことを私達神智学徒はカルマの法則と
言っています。オカルティズムを勉強しないならば、この
言葉の十分な意味は分からないでしょう。しかし私の議論
は、カルマの法則という仮説だけではなく、前述の植物の
たとえに基づいているのです。考え方を広げ、植物のたと
えをあらゆるものに応用してごらんなさい。そうすれば、
本当の哲学では、あらゆる肉体的な行為には道徳的なそし
て永続的な結果があるということがすぐ分かるでしょう。
肉体的な害を与えることによって人を傷つけても、その人
の苦痛はけっしてその隣人達に広がることはあり得ない

し、まして、他の国、の人達に広がるなどあり得ないとあ
なた方は考えるかもしれません。しかし私達は、そのうち
に、広がると断定します。ですから一人の人間を害すると、
自分自身だけでなく、長い目で見れば人類全体を害すると
いうことを各人は自明の理と理解し、受け入れるようにし
なければ、殊に仏陀やイエスのような偉大な改革者達すべ
てが説いた同胞愛の気持ちは地上にあり得ません。

その他の目的

【問】　今度は第二の目的を実行なさる方法を説明して下さ
いませんか？
【答】　インドのマドラス市のアディヤルにある神智学協会
本部の図書館や、また支部の図書館に、世界の宗教に関す
るよい著作をできるだけ集めること。様々な古代哲学、伝
統、伝説に関する正確な情報を書きとめること。そして価
値ある原典や、その抜粋、注釈、及び様々な部門に精通し
ている人々の口述などを翻訳したり、出版するという実際
的な方法で、そのような情報を宣布することです。
【問】　では、人間に潜在する霊的、またはサイキック的な
能力を開発するという第三の目的についてはどうでしょう
か？
【答】　講演をしたり個人的に教えることができない所で
は、出版物という手段で行わなければなりません。私達の
義務は人間の中にその人の霊的直感を消さずにおくことで
す。宗教的、科学的、または社会的なあらゆる形の偏見と
空念仏、殊に宗派主義や奇跡その他の超自然的なことへの
信仰には、それを十分に研究し、その不合理な性質を証明
したあとで、反対することです。私達がすべきことは自然
のあらゆる法則の知識を得ようと努力し、それを広めるこ
とです。現在のような、盲信や盲目的権威に基づいた迷信
的信仰ではなく、自然の本当の知識に基づいているのに、
近代人には少しも理解されていない法則、つまり、いわゆ
るオカルト科学の研究を奨励することです。民間伝承や伝
説はどんなに奇抜であっても、よく調べると、長いこと忘
れられてはいますが重要な自然の秘密を発見することがで
きるかもしれません。従って神智学協会は科学的、哲学的
観察の分野を広げて、この探究の線を追求することを目的
としています。

誓いの神聖さについて

【問】　神智学協会で実行する倫理体系がありますか？
【答】　守ろうと思う人達には明白な倫理があります。それ
は世界のあらゆる偉大な改革者達の考えから集めた世界の
倫理の粋です。ですからそれは、孔子、ゾロアスター、老子、
『バガヴァッド・ギーター』、釈尊、ナザレのイエスの教え、
ピタゴラスやソクラテスやプラトンやその学派の教えも、
ヒレルとその学派の教えなどを含んでいます。
【問】　協会の会員達はそのような教えを実行するのです
か？　会員達の間には大きな不和と紛争があると聞きまし
たが。
【答】　それは当然です。現在の形での改革をたとえ新しい
と言うことはできても、改革されるべき男女は昔の人達と
同じように罪深い性質の人間です。すでに言ったように、
熱心に活動している会員は少ないが、多くは協会と自分自
身の理想を実現するのに最善を尽くそうとしているまじめ
な気立てのよい人達です。私達の義務は、一人ひとりの会
員の知的、道徳的、霊的自己改善を奨励し、助けることで
あって、失敗する人達を責めたり、咎めたりすることでは
ありません。厳密に言えば、私達には誰に対しても入会を
拒む権利はありません。特に秘教部門の場合には「入る者
は新たに生まれ変わった者として」入ります。しかしなが
ら、名誉と不死の自我にかけて聖なる誓いをしたにもかか
わらず、もし会員が新入者としてその「新生」のあと、協
会に属してしながら、昔の不道徳や短所を続け、依然とし
てそのようなことに耽るなら、その時はもちろん退会を求
められます。また、退会を拒む場合には、追放されること
もおそらくあるでしょう。このような場合にはたいへん厳
しい規則があります。
【問】　その規則をいくつかあげて下さいますか？
【答】　まず、顕教部門でも秘教部門でも、会員には自分の
個人的な意見を別の会員に押しつける権利はありません。
「親協会のいかなる役員も、言葉や行為で、宗教的部門、
哲学的部門、その他の部門＊に対して、敵意やえこひいき
を公言することは合法的ではない。自分の宗教的信念の本
質的な特徴を公平な世界に判断してもらう権利は万人にあ
る。協会のいかなる役員も、自分自身の宗派的見解や信念
を役員としてメンバー達に教える権利はない。ただし、そ
の集会が自分と同じ宗教の信徒の集まりの場合は別であ
る。十分な警告が与えられたにもかかわらず、この規則に
違反する者は停職または除名によって罰せられる」。これ
は全体として協会に対する反則の一つです。今、秘教部門

と言われている内部部門に関しては、一八八〇年から次の
規則が決められ、採用されてきました。今、高級段階と言
われている「第一部門の会員から伝えられたいかなる知識
も、利己的に用いてはならぬ。この規則に違反する者は除
名の罰を受ける」。しかし、今ではこのような知識を与え
られるようになる前に、秘教部門の入会者達はそれを利己
的に用いないということ、また許可がなければ教えられた
ことは何も洩らさないということを固く誓わなければなり
ません。

＊　その他の部門とは、同宗信徒達だけで構成されている
支部、またはロッジ。

【問】　その部門から追い出されたり、やめた人は自分が
習ったことを明かしたり、自分が立てた誓いの条項を破る
ことは勝手ではありませんか？
【答】　いいえ、その人の除名や退会は、師匠への服従の義
務や協会の仕事に参加する義務からの解放にすぎず、秘密
を守るという神聖な誓いを取り消すというわけではありま
せん。
【問】　しかし、それは正当なことでしょうか。
【答】　もちろんです。ごくわずかの名誉心のある男女なら、

自分の名誉の言葉にかけて、まして、内なる神である自分
の高級我にかけて誓った秘密を守るという誓いに、死ぬま
で縛られます。たとえ部門や協会を去ったとしても、名誉
ある男女なら自分が誓いを立てた団体を攻撃したり、傷つ
けたりしようとは考えないでしょう。
【問】　それはあまり行き過ぎではありませんか？
【答】　現在の低い標準や道徳によればそうかもしれませ
ん。しかし、このくらい拘束しなければ、いったい誓いは
何の役に立ちますか？　自分の行ったあらゆる契約から好
きな時に自由に脱けられるとすれば、誰が秘密の知識を教
えてもらえるでしょうか？　もしもこのような誓いには束
縛する力が全くなかったら、人間の間にいったい安全や信
頼があり得るでしょうか？　おそらく、この物質界でも名
誉を重んずる人達の軽蔑を浴びるのと同じぐらい速く、応
報（カルマ）の法則はそのように誓いを破った人にすぐ襲っ
てくるでしょう。この問題については次に引用するニュー
ヨークの『道』誌にうまく述べられています。「一たび誓
いを立てれば、道徳の世界及びオカルトの世界、両方に永
久に拘束される。一度誓いを破り、罰せられたなら、再び
破ってよいということにはならない。誓いを破る限り、カ
ルマの法則の力強い梃子が私達に反作用を及ぼすことだろ
う」（『道』一八八九年七月号、四巻九八～九九頁）。

詳しくは UTYU PUBLISHING のＨＰで　www.utyu-publishing.com
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【本書について】
3 次元世界の探求のみの現代物理学とは違い、神の創造された世界から見て、３次元物
質世界と４次元以降の霊的世界を探求＆研究した神智学が、H.P. ブラヴァツキーのよっ
て 1800 年代に始まりました。本書は、19 世紀最大のオカルティスト、H.P. ブラヴァ
ツキーの最愛の弟子リード・ビーターおよび、アニー・ベサントによる化学構造物の霊
的透視研究の報告書です。現代物理学を超越して物質の正体に肉薄し、究極の物理的原
子（アヌ）を解明しており、例えば水素は 18 個のアヌ、金は 3546 個のアヌによって
構成されていることが判明しており、18 で割ると現代物理学の周期律表にも合致して
います。霊的物理学に興味のある方は必読の書籍です。
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黄金の門をくぐって

著：メイベル・コリンズ　　　　訳：星野 未来
　

二章　入口の神秘

Ⅰ

　間違いなく、人生の新しい段階の入り口では、あるもの
を捨てなければならない。子供は大人になった時に幼稚な
ことをやめる。聖パウロはそのことを示し、彼が残した多
くの言葉とともに、彼が不老不死の霊薬を飲み黄金の門へ
至る道を歩んだことを伝えた。カップ一杯の喜びの中に入
れた神の飲み物の一滴一滴により、何かがカップから不浄
なものを取り除き、その魔法の一滴の入る場所をつくる。
それは母なる自然がその子供たちに物惜しみせずに与える
からだ。人のカップは常にいっぱいに満たされている。も
しこの素晴らしい、生命を与える本質を飲むことを選んだ
なら、その人は自分自身のより低俗でより繊細さに劣る部
分を捨てなければならない。これは毎日、毎時間、一瞬一
瞬に命の飲み物を増やしていくために為されなければなら
ない。そのことを断固として為すために、彼は彼自身の指
導者となり、いつも自分に智慧が必要であることを知り、
禁欲生活を実践する準備をし、彼自身に対しためらわず鞭
を用いなければならない。彼の目標を勝ち取るために、で
ある。次のことが、この主題を本気で考えるすべての人に
明らかになる。自分の中に官能におぼれる可能性も禁欲主
義者になる可能性も、両方秘めた人だけが黄金の門をくぐ
るチャンスがあるのだ、ということである。彼は喜びをも
たらしてくれるどんな存在物にも、最も微妙なものを味わ
い、それを高く評価することができなければならない。さ
らに、あらゆる楽しみを拒むことができ、そのように拒絶
しても苦痛でなくならねばならない。この二重の可能性を
のばしてから、彼は喜びをふるいにかけ始めることができ、
土から造られた肉体人間に完全に属する喜びを意識から取
り除くことを始められるようになる。その肉体人間の喜び
を突っぱねたら、もっと純化された喜びのある次の領域が
待っている。人が人生の真髄を見つけ出すことができるよ

うになるのは、禁欲的な思想家の実行する方法によってで
はないだろう。禁欲的な人は楽しいことの中に喜びがあっ
てはならないとし、否認することで次から次へと何もかも
失う。しかしいかなる思考の方法にも縛られずに人生その
ものを学んだ真の思想家は、殻の中に種が見える。そして
がさつで無頓着な人のように木の実をまるごとガリガリと
かみ砕くのではなく、殻を割って取り除くことでものの本
質が得られるということがわかる。感情のすべて、感覚の
すべてがこのプロセスに適しており、それ以外に人の成長、
人の性質の本質的部分の一部を構成し得るものはない。そ
のために彼の前に力、人生、熟達があり、目標達成への道
の部分部分には手助けとなるものがびっしり詰まっている。
それらは物質から離れた人生を認めない人々によってのみ
否定される。その人たちの精神的なポジションは全く気ま
ぐれなので、衝突したり戦ったりしても無益である。古今
を通じていつでも、目に見えないものが見えるものを押し
やって、非物質的なものが物質的なものを打ち負かしてい
る。古今を通じていつでも、物質を超えたもののしるしや
徴候が、物質にとらわれた人々を試し評価するために待っ
ている。その人たちは勝手に立ち止まる場所を選び、どう
することもできない。彼らを妨げずそのままにしておこう。
彼らが、それが存在するものにとって最高の活動であると
信じて円輪の中をぐるぐる走るなら、そうさせておこう。

Ⅱ

　間違いなく、物質の中にあるものを理解するためには自
分自身を教育せねばならないが、同じように物質を超えた
ものを理解するためにも自分自身を教育せねばならない。
誰もが知っていることだが、幼少期は一つの長い適応する
過程であり、感覚が働く特別な活動範囲に関してそれらの
感覚を働かせるコツを覚える過程であり、物質界の知覚に
関して難しくて複雑でまだ不完全な体の組織を完全に使え
るように訓練してゆく過程である。子供は、生きようと思

うならば躊躇せず徐々に前進するし、真剣にそうする。あ
る赤ん坊たちは大地の光の中に生まれて、その光にひるみ、
彼らの前にある多すぎるタスクに挑むのを拒み、物質的生
活を可能とするために成し遂げられねばならないことに取
り組もうとしない。その子らはまだ胎内にいる身分へ戻る。
その子らがさまざまな部分を備えた道具である肉体を横た
え、しだいに眠りに陥って行くのを私たちは見る。それは
もう物質の世界に打ち勝ち、征服し、楽しむようになった
大多数の人間のかつてである。この大勢の各々は、よく見
知った領域内ではたいへん力強く自信に満ちていても、非
物質的な世界に面するとまだ赤ん坊だ。さらに彼らがあち
らこちらで、日々そして毎時間、物質的生活の住人である
仲間のところへいやいやながらも後退し、すでに経験し理
解した意識に固執しているのを我々は見る。すべての純粋
な霊的知識を知性が拒絶することは、この怠惰の最も際
立ったしるしであり、すべての立場の思想家はこの怠惰の
せいで確実に有罪である。
　生まれて最初の努力が多大なものであることは明らかで
ある。そしてそれは明らかに、強さの問題でもあるし、自
発的な活動でもある。だがこの強さを習得する方法あるい
は習得して使う方法は、意志を働かせる以外にない。すご
いものを持って生まれることを期待しても無駄である。人
生の領域には、その人自身の過去よりほかに継承するもの
はない。彼は彼のものを蓄積せねばならない。己れの目を
偏見によって盲目にしてしまうことのない観察者にはこの
ことは歴然としている。たとえ偏見を今ここに持っている
としても、その事実を感覚ある人間が気づかずにいるのは
不可能である。そのことは、死後長い年月にわたって続くか、
または永遠不滅であるかのいずれかの救済の教えを、私た
ちが得ることからわかることだ。その教えは自然界の真実
を狭く限られた愚鈍な方法で示すもので、人は蒔いたもの
を刈り取るだろう、というものである。スウェーデンボリ
の偉大な知性には次の事実がたいへん明確にわかった。つ
まりこの特別な存在に関する最終的状態を強く思い込みす
ぎて、その先入観が、もはや感覚の世界で行動することが
なくなった時に新たな行動の可能性があることに気づけな
くしてしまうことをである。人は科学的観察を求めて独断
的になり過ぎ、春の後に秋が来て、昼の後に夜が来るように、
誕生の後に死が来るはずであることを見ようとしない。黄
金の門の入り口に非常に近いところまで行き、ただの主知
主義を超えて、ある地点にちょっとだけ立ち止まってもさ
らに一歩先へ行く。過去に得たものを超えた人生をのぞき
見ると、どうやら宇宙を包含しているようだ。そして経験
の断片から、全人生を包含する理論を持つようになって、

その状態を超えて前進するのを拒んだか、もしくはその状
態の外にある可能性を拒んだのだ。これはうんざりする円
輪をぐるぐる回すことの、もう一つの形態にすぎない。し
かしスウェーデンボリは何よりもまず、黄金の門が存在し、
さらにそれは思考の高所から見えるという事実を目撃する
大勢の証人たちの一人であり、彼は門の入り口から私たち
に感覚のかすかな高まりを投げかけてくれた。

Ⅲ

　ひとたび黄金の門の意義をよく考えたら、それらの門を
通って行く以外の人生の形態はないということが明らかに
なる。それらの門は、大人になるということの花が実を結
ぶ場所にだけ通じている。母なる自然界を必要とする人た
ちにとって、それは最も優しいお母さんである。そのお母
さんは決して子供たちにうんざりしたり、人数が減ること
を望んだりしない。そして大勢の群衆に向かって腕を広く
広げている。その大勢の群衆は生まれて肉体をまとって存
在することを望む。彼らがそうすることを望み続ける間は、
自然界の母は微笑んで歓迎し続ける。ではなぜ彼女は、あ
る人たちには戸を閉ざさねばならないのだろうか？ 彼女
のハートの中である人の人生がまだ尽きていない時に、そ
の魂の百番目の部分がたとえばその地点で発見した感覚を
熱望したとして、その魂の人生を他所へ追いやってしまう
理由などあり得ようか？ 欲望の種は確実に、まき手がま
いた場所に芽を出す。それはもっともなことに思われる。
さらにインド人の精神の基礎を成す生まれ変わりや何度も
肉体化身する理論は見たところ自明の理であり、もはや実
例など必要としない東洋の思想のよく知られた一部分であ
る。インド人は、西洋人がその日一日は一生を構成すると
知っているのと同じように、生まれ変わりの理論を知って
いる。この知識の確実性は東洋人の持つ自然の法則という
認識の中に存在する。自然の法則は、魂の存在の大いなる
流れを統制する。その認識は単純に思考の習慣により得ら
れるものである。東洋人の多くの精神（マインド）を占め
ていることは、西洋では思いもよらないこととみなされて
いる。このように東洋人は人類の霊的成長という偉大な花
を咲かせたのだ。百万人もの人の精神的模範として、仏陀
は黄金の門を通り抜けた。そして群衆が入り口のところで
懇願したので、仏陀は言葉を残して行くことができた。そ
れらの言葉は、黄金の門が開くであろうことを示すもので
あった。



二章　入口の神秘

Ⅰ
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Ⅱ

　間違いなく、物質の中にあるものを理解するためには自
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　生まれて最初の努力が多大なものであることは明らかで
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不可能である。そのことは、死後長い年月にわたって続くか、
または永遠不滅であるかのいずれかの救済の教えを、私た
ちが得ることからわかることだ。その教えは自然界の真実
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その状態を超えて前進するのを拒んだか、もしくはその状
態の外にある可能性を拒んだのだ。これはうんざりする円
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Ⅲ
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あった。
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ヘレナ・レーリヒの手紙

著：ヘレナ・レーリヒ　　　訳：星野 未来

アメリカへの手紙 1929 年 10 月 19 日

今日、私は「ヒエラルキアの神聖（サクラメント）」につ
いて偉大な師匠の言ったことを書きます。実に、それは神
聖です。存在するすべてのものを完成へと導く「宇宙磁石」
の、不変で正確な法則が基礎にあるからです。ヒエラルキ
アを前進へ向かう唯一の道として、はっきりと、正確に、
広く理解することが必要です。私たちは最も近いきずなを
しっかりつかんで、そのヒエラルキアの鎖全体を理解せね
ばなりません。このきずなから外れようとする人は災いで
す。そしてそのせいで結び付きを失ってしまいます。再び
もとの位置に戻ることはできません。それは鎖全体の運動
のリズムが救いのきずなを運び去ってしまうからです。こ
の過ちはまことに墓場です！ 召命に応じるその揺れ動く
きずなを取り戻そうとするのに、どれだけの時間が失われ
ることでしょう。それに、新たなきずなは結果と緊張度が
違うでしょう。もとのきずなはヒエラルキアの鎖全体の律
動的な奮闘努力に運び去られたからです。

 「下位のものが高位のものに従属することは、宇宙全体の
基礎を表す。下位のものが高位のものに従属することは、
浄化をもたらすだろう。だが、人類は導かれるべき下位の
ものを自分たちに従属させている。高位のものが導くと、
下位のものの変質が起こる。この変質は、無限に成長する
という価値ある結果を生み出す。変質とは我々の言う、下
位のものが高位のものに従属することであり、我々は無限
の前進の過程で人類の意識を強めたいと望む。」

 ですから、遅れずに私たちの意識を変質しましょう。導
くヒエラルキアを憶えておきましょう。そして最も身近な
この世の指導者（グル）を尊びましょう。「この世の指導
者が、尊敬のため、進歩のため、団結のため、建設のため
に与えられる。」指導者（グル）を無視し、軽んじることで、
人は偉大な師匠を無視し、その名誉を傷つけるのです。偉

大な師匠はグルを承認する方です。グルは偉大な師匠の代
理人だからです。光の主がいかにヒエラルキアの神聖を持
つかを思い出しましょう。ヒエラルキアは聖杯の総合を運
び、それゆえ服従と命令の両方を保持します。従うことを
知らない人は、命令する技も得られないでしょう。これら
二つの概念は美しいものです。下位の意識は命令に取り組
みます。ヒエラルキアの理解が揺るがなくなった後で、私
たちはハートのすべてで人生の教えをより深く理解し始め
るでしょう。師匠が惜しみなく与えてくださる宝物が、い
かに少ししか理解されないかを思うと、ハートは痛みます。
それらの宝物に基づいて、新しい人種が出てくるでしょう。
与えられたものの威厳をすべて、熟慮しなさい！ それら
の宝物を受け取っておきながら、その人類にとっての価値
が理解できない人たちが、私たちの中にいるのを知ると、
私たち自身が引き受けた責任について考えて私はぞっとし
ます。飢えた魂に配給する最も必要な食べ物は、きっとそ
の価値を知られないまま、新しい進化の基礎の中にあるで
しょう。私の霊の召命を感じなさい！ あなたの宝物をで
きるだけ何度も読み返しなさい。そのすべての断片を集め
て、あなたの存在をそれらと一つにするのです。それらの
教えの断片は、存在の最も複雑な難問に、こうした広く明
確な知識を与えてくれるでしょう。それを吸収することが
唯一の道となるでしょう。そして果てしない前進の素朴な
喜びがあなたのハートをいっぱいにすることでしょう。私
のハートは、威厳の喜びと、人生の教えが入手できる喜び
であなたをインスパイアすることを熱望します。新しい魂
たちがやって来て、数を増すでしょう。私たちは彼らを支
えることができなければなりません。自分の精神的な力に
よって誰にでも与えるということが必要です。心を震えさ
せる、そして新たな可能性を与えてくれる必要不可欠な言
葉ほど、人々を魅きつけるものはありません。存在するも
のはすべて、光へと引き寄せられます。これは宇宙の第一
の法則です。教えと、教えをちょうど釣り合う分だけ与え
る能力は、あらゆる可能性と人々を魅きつける磁石です。
それはすべての攻撃に耐えられる鎧で、とめどない喜びを

もたらすものです。ただし、それをハートで受け取らねば
ならず、頭だけで受け取ってはなりません。

 互いに愛し合い、互いに敬意を払いなさい。そしてあな
たがた一人一人の霊的生活（インナーライフ）を、その人
自身の至聖所としなさい。あなたがたは師匠によって、教
えによって、活動によって一体となります。ですがお互い
の裁判官ではありません。師匠の目には、裁く者はたやす

く裁かれる者になり得ます。師匠たちのものさしは、私た
ちのこの世的なものさしではありません。そして兄弟に向
かって投げられた石は、投げた人の重荷となって押しつぶ
すでしょう。ヒエラルキアを受け入れてから、教えを吸収
しなさい。確固たる喜びだけが、私たちの意識を広げる喜
びだからです。それは私たちを、至高の存在の神聖へと至
らせ、そこは私たちの最も神聖な場所、最も聖なる努力が
どんな人間の想像よりも高い現実性で実現する場所です。
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私たち自身が引き受けた責任について考えて私はぞっとし
ます。飢えた魂に配給する最も必要な食べ物は、きっとそ
の価値を知られないまま、新しい進化の基礎の中にあるで
しょう。私の霊の召命を感じなさい！ あなたの宝物をで
きるだけ何度も読み返しなさい。そのすべての断片を集め
て、あなたの存在をそれらと一つにするのです。それらの
教えの断片は、存在の最も複雑な難問に、こうした広く明
確な知識を与えてくれるでしょう。それを吸収することが
唯一の道となるでしょう。そして果てしない前進の素朴な
喜びがあなたのハートをいっぱいにすることでしょう。私
のハートは、威厳の喜びと、人生の教えが入手できる喜び
であなたをインスパイアすることを熱望します。新しい魂
たちがやって来て、数を増すでしょう。私たちは彼らを支
えることができなければなりません。自分の精神的な力に
よって誰にでも与えるということが必要です。心を震えさ
せる、そして新たな可能性を与えてくれる必要不可欠な言
葉ほど、人々を魅きつけるものはありません。存在するも
のはすべて、光へと引き寄せられます。これは宇宙の第一
の法則です。教えと、教えをちょうど釣り合う分だけ与え
る能力は、あらゆる可能性と人々を魅きつける磁石です。
それはすべての攻撃に耐えられる鎧で、とめどない喜びを

もたらすものです。ただし、それをハートで受け取らねば
ならず、頭だけで受け取ってはなりません。

 互いに愛し合い、互いに敬意を払いなさい。そしてあな
たがた一人一人の霊的生活（インナーライフ）を、その人
自身の至聖所としなさい。あなたがたは師匠によって、教
えによって、活動によって一体となります。ですがお互い
の裁判官ではありません。師匠の目には、裁く者はたやす

く裁かれる者になり得ます。師匠たちのものさしは、私た
ちのこの世的なものさしではありません。そして兄弟に向
かって投げられた石は、投げた人の重荷となって押しつぶ
すでしょう。ヒエラルキアを受け入れてから、教えを吸収
しなさい。確固たる喜びだけが、私たちの意識を広げる喜
びだからです。それは私たちを、至高の存在の神聖へと至
らせ、そこは私たちの最も神聖な場所、最も聖なる努力が
どんな人間の想像よりも高い現実性で実現する場所です。

『睡蓮の牧歌』

　

著：メイベル・コリンズ
訳：星野 未来 定価 333 円

電子書籍 Kindle 版

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

『睡蓮の牧歌 解説』

　

著：Ｔ・スバ・ラウ
訳：星野 未来 定価 166 円

電子書籍 Kindle 版

【本書について】
『睡蓮の牧歌』（メイベル・コリンズ著）の隠された意味や意義の一部を、インド人の神
智学徒・スバ・ラウが解き明かします。「この物語は非常に高尚な教訓を教える」（本文より）



睡蓮の牧歌

著：メイベル・コリンズ　　　訳：星野 未来

第 2部　７章

翌日、起きて目を開けると、ベッドの周りを美しい方々の
円陣が取り囲んでいた。彼らは厳かに私を眺めている。ど
の顔にも笑みはない。しかしその方々から伝わって来る無
限の慈悲心を感じて力づけられる。起き上がり、寝台の横
にひざまずいた。ある偉大な時が近づいているのを私は感
じた。
その中の最も若く最も美しい人が円陣を離れ、近づいて来
た。彼は私の傍らにひざまずき、私の手を握って、枕の横
に置いてあった睡蓮のしおれた花を私に持たせた。
見上げると――他の方々は消えてしまっている。私はいっ
しょにここにいる彼を見る。彼は黙っている。その目が私
をじっと見つめる。何と若く美しい人だろう！ 俗世は彼
の霊に汚点を残さなかった。その汚れが私の霊には、時代
を経るうちにまた洗い清められるまではあるに違いないと
わかっていた。この共にいる彼があまりに汚れなく清浄無
垢で、私は畏敬の念を抱いた。こうして沈黙したままでい
ると、静かな声が耳に入って来た。
横でひざまずいている彼が「まだ顔を上げてはなりません」
と囁いたのだ。
「夕暮れの双子の星よ、あなたは神殿の智慧をもたらし、
輝いてエジプトの偉大さを冠に戴く預言者たちの長い列の
最後の人です！ 間もなく夜が来て、闇のとばりが下り、
地上から美しい天界を隠すはずです。でも真理が我が人々、
この世の無知な子供たちに残されるでしょう。そして燃え
る火、人々が幾時代も見ていつまでも感嘆するであろう記
録を、後に残して行くのはあなたです。あなたの人生の記
録と、あなたが啓示を受けた真理は、他の人種、薄暗い地
上の別の場所、光について聞いたことがあるだけで一度も
それを見たことのない人々に、伝わるでしょう。強くあり
なさい、あなたの仕事は偉大だからです。雪のように白い
魂の我が子よ、あなたはかつては、増大する暗黒と一人で
戦う強さを持っていませんでしたが、今この方にあなたの
信仰心と清浄さを与えなさい。この、翼にこの世の汚れの

しみがつき、来るべき戦いのために闇と接触して強さを増
した方に。あなたの母なる女神のために最後まで戦いなさ
い。人々に偉大なる真理を語って聞かせなさい。人々に、
堕落に溺れぬ限り魂は生き、神聖であることを伝えなさい。
欲望から自分を自由にする人はみな、自由と平和があると
いうことを伝えなさい。私を見て、私の愛に安らぎを見い
だすよう伝えなさい。どの人間の魂にも蓮の花があること、
そしてそれは根が害されない限りは光に向かって大きく開
くだろうということを伝えなさい。汚れなく生き、真理を
探し求めるよう伝えなさい。私は彼らの中へ行き、歩むで
しょう。そしてすべてが美しく、すべてが意義のある本当
の地へと至る道を示すでしょう。私が我が子たちを愛して
いることを、そして彼らの家々に宿り、この世の炉辺にさ
えも、どんな繁栄より意義あるものをもたらすだろうこと
を伝えなさい。このことを、意味が取り違えられないよう、
トランペットの合図のような声で伝えなさい。聞く人たち
を守り、我が神殿をもう一度「真理の霊」の住まいにする
のです。神殿は崩れ去るに違いありませんが、邪悪な状態
で崩れ去るのではないでしょう。エジプトはきっと衰退し
ますが、無知のまま衰えはしないでしょう。エジプトは、
声を聞き忘れないでしょう。そしてその声が言ったことは
幾時代も秘蔵されて受け継がれて行き、再び別の空の下で
語られ、長い暗黒に終わりを告げる曙光の先触れとなるで
しょう。強く、そして弱い我が最も若い仲間よ、準備しな
さい！ 戦闘がすぐそこに迫っています。引き下がりなさ
るな。あなたには一つの義務があります。人々に教えるこ
とです。叡智があなたの舌から消えてしまうことを恐れな
さるな。「叡智」である私があなたの声で話すでしょう。
私「叡智」は、あなたの側にいるでしょう。顔を上げなさい、
我が子よ、そして力を集めなさい」
私は顔を上げ、傍にひざまずくその人が手を堅く握ったの
を感じた。彼は私に目の前のまばゆい光輝に対面する勇気
を与えようとしているのだとわかった。
女神が前に立っていた。そして私は女神を、花が自らを養
う太陽を見るかのように見た。隠してもいず、ベールで覆っ
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てもいない、そのお方を。泣いていた少年の私をなぐさめ
てくれた汚れのない女性は、神として面前で私の魂に燃え
る火を輝かせ、それは死ぬことのように思われた。しかし
私は生きている。見ている。知っている。

８章

美しく若い祭司は立ち上がり、私が女神の栄光のお姿を見
つめている間、そばに立っていた。
「お聞きなさい、兄弟よ」と彼は言った。「純然たる三つの
真理があり、それらは決して滅することはありません。で
も語られないので、まだ知られていないのです。
人の魂は不死であり、その将来の成長と輝きには限界があ
りません。私たちの内にあり外にもある、生命を与える原
理は、不滅で永遠に慈悲深く、見えも聴こえも香りもしな
いが、認識したいと熱望する人には認識されます。
各自が自分のまぎれもない法則の制定者であり、自分自身
に栄光か暗黒を分配するのです。各自が自分の人生と賞罰
を決定するのです。
生命そのものと同じくらい偉大なこれらの真理は、最も純
粋な人の心と同じくらい純粋なものです。これらの真理で
飢えを満たしなさい。これでお別れです。日暮れになりま
した。あの者たちがここへ来るでしょう。用意なさい」
彼は去った。だがそのまばゆさは目の前から消えなかった。
私は真実を見たのだ。光を見たのだ。私の強い注視によっ
て、まだビジョンは保ったままだった。
何者かが私に触れた。戦いの時が来たのだという心持ちに、
はっとさせられ、直ちに起きた。立ち上がり、見回す。と
なりにアグマハドが立っていた。とても真剣な面持ちだ。
その顔はいつもより冷たくはない。彼の両の目に、かつて
見たことがない火がある。
「センサ」アグマハドは低い、とてもはっきりした声で言い、
まるで短剣のように感じた。「用意はできたか？ 今夜は大
祭の最後の日だ。君の助けが必要なのだ。この間、我々と
共にいた時、君は狂っていた。自分で思いついた愚かさで
頭が錯乱していた。私は今、これまでと同じような服従を
求める。大いなる奇跡が行われることになっているから、
今夜君が必要なのだ。抵抗せず言いなりにならねばならな
い。さもないと、苦しむこととなろう。十人の祭司は決め
たのだ。これまでのように従順に言う通りにしないならば、
君は死なねばならぬと。生きるためにどうすればよいか、
我々が知っていることを、我々以外には君が知りすぎるく
らい知っているだろう。選択肢は君の前にはっきりしてい
る。急いで決めよ」

「もう決めてある」と私は答えた。
アグマハドは真剣に私を見た。私は彼の思考を読んだ。私
の中に孤独の悲しみを見たがっており、長いこと食べない
ため衰弱し、霊において打ちひしがれていることを期待し
ているのがわかる。それどころか、私はまっすぐに立ち、
疲れ果ててなどいず、勇気凛々としている。魂の内に光を
感じ、輝かしい方々の大軍が私の背後で威光を放っている
かのようだ。
「死を恐れてなどいない。私はもう、エジプトの素晴らし
い宗教、偉大なるただ一つの真理の宗教を自分たちの野心
と欲望のために殺している人たちの道具にはならないだろ
う。あなたたちの行なう奇跡と、人々に授ける教えは、見
て知っている。もうあなたたちを手伝うことはないと言っ
ておこう」
アグマハドは私を見つめながら黙って立ち上がる。その顔
はより白く、大理石を切り込んだかのように堅くなった。
あの夜、至聖所の奥で彼が言った言葉を思い出した。「私
は人間性を放棄します」と言ったあの時、やはり同じよう
な顔をしていた。あの時すでに人間性の放棄は完了してい
たのだ。慈悲を期待することはできない。私は人間を相手
にするのではなく、権力と完全に利己的な意思によって生
かされている形骸を相手にせねばならないのだった。
一瞬の間の後、彼はとても穏やかに言った――
「ならば、そうするがいい。十人の祭司が君の言葉を聞いて、
それに答えるであろう。君は審理に出席する権利がある。
私と同じくらい君は神殿内で高い地位にあるのだ。これは
力対力、意志対意志の裁判となろう。警告するが、君は死
刑に処せられるだろう」
彼は去って行った。ゆっくりとした、威厳ある足どりで。
子供の時に私を金縛りにしたあの歩調で。
寝台に腰かけ、待つ。怖くはない。何かを考えたり、顧み
たりできない。すぐにありったけの力が必要となる瞬間が
来るということに気づいていた。持っている力のすべてを
蓄えながら、じっとしたまま、何も考えずにいる。
目の前に星が昇った。かすかに光るその星は、形が満開の
睡蓮の花に見える。夢中になって感嘆し、私は立ち上がっ
てそちらの方へ飛んで行った。
その星は私から離れて行く――見失うはずはないが、真剣
について行った。星は部屋の戸を通り抜けて廊下へと進ん
で行った。私が戸に触れると戸は開いた。なぜ錠があいて
いたのか不思議に思って立ち止まりはせずに、星を、その
光を追って行く。刻々とはっきり見えるようになってきて、
形がより明確になった。堂々たる白い花の花弁が、そして
その芯から私を導く黄色い光が流れ出ているのが見える。

夢中になって急いで、広々とした薄暗い廊下を行く。神殿
の大扉は開いており、星はそこを通って外気の中に出た。
私も神殿の大扉から外へ出て、奇妙な彫像の立ち並ぶ道に
いるのに気が付いた。と、その時、大きな門のところに私
を呼ぶ人がいることがわかった。長い道を足は急ぐ。私を
いずこへ運んだらよいか足は知らぬままで。だが行かねば
ならないことはわかっていた。大きい門は錠がかかってい
た。門のすぐそばに、大勢の民、大群衆がいて、まるでそ
の中に私もいるように感じる。彼らは大いなる祭典の開始
を待っているのだった。今夜、神殿の入り口のところで行
なわれるはずの、栄光の祭りの最終日を。私は横に立って
いる母なる女神を見上げた。女神は手に燃えるたいまつを
持っている。その光が私をここへ導いたあの星に形を変え
たことはわかっていた。星は女神だったのだ。そして生命
の光として私をここへ導いた。女神は微笑み、たちまち消
えてしまった。私は知恵とともに一人残された。そして人々
は、押し合いへし合い無知に沈められ、祭司の教えを門の
所で待っていた。私は兄である先達が、人々のために私に
託した三つの真理の言葉を思い出した。
声を張り上げ、私は話し出した。言葉は波のようになって
私を運び、その大海に深い悲しみは沈み行き、私は浮かび
上がった。目の前にいる人々の、心を奪われた感嘆の顔と
熱望のまなざしに見入りながら、私は彼らが素早い潮流に
押されて行きつつあるのがわかっていた。胸に演説をする
うれしさ、私自身のものとなった偉大な真理を言って聞か
せるうれしさが高まる。
ついに彼らに話し始めた。どのように私が神聖なたいまつ
から火をつけられ、英知に身を捧げるまことの人生を始め
る決心をし、聖職者の生活を取り巻く奢侈を捨て、魂に属
する以外のすべての欲望を永久に追い払ったかを。自分の
内に光の灯されたのを感じるすべての人に私は大きな声で
祈った。街であろうと山の中であろうと、彼らが生活をす
るさ中で、同じような道に入って行けるように、と。通り
で売ったり買ったりする、すっかり紛れてきっと忘れてし
まうような内なる神の真髄は、本質的ではないのだ、と語っ
た。まことの教えから彼らを遠去け、欲望の女神の宮に帰
依する者として彼らを群衆の中へ送り込む、粗野な肉体の
欲望を、霊の火で焼き尽くすよう命じた。
突然、強い倦怠感と疲労に言葉がとぎれた。何者かが両側
に立っていることに気づいた。瞬時の後、私は取り巻かれ
ているのが見えた。十人の高位の祭司が私を円く取り囲ん
でいる。カーメン・バカが面と向かって立ち、目をじっと
見つめてくる。
取り囲まれる中で、私は大声で叫んだ――

「おおエジプトの人々よ、私の言葉を憶えておきなさい！ 
もう二度と生命の母の使いの言葉を聞くことはないでしょ
う、母なる真理の神の使者の言葉を。女神はあなたがたに
語られました。家に帰って、その言葉を木版に書きとめ、
石に刻みなさい。そうすれば後の世の人々がそれを読み、
子供たちに言い聞かせ、彼らはその英知を知るでしょう。
お行きなさい。ここにとどまって今夜なされることになっ
ている神殿の冒涜行為を見なさるな。ここの女神に仕える
祭司たちは、熱狂と渇望と、あらゆる欲望を満たす富によっ
て神聖を汚しています。彼らの言葉を聞きなさるな、そし
て家へ帰り、自分自身のハートに教えを求めるのです」
力が尽きた。もう何も口に出して言えなくなった。うなだ
れ、疲れ果てた手足で、取り囲まれた脅威に従って神殿へ
歩を進める。
静けさの中、並木道を上り、入口より入った。中に入って
立ち止まる。カーメン・バカが後ろを振り返って見る。
「民衆がざわめいているな」と彼は言う。
再び大きい廊下を下って行く。アグマハドが入口から現れ、
一行の前に立った。「そうなのだな？」いつもとは違う声
でアグマハドはそう言う。ここにいる一行を見て、何が起
きたのかわかったのだ。
「どうしましょうか。彼は神殿の秘密を漏らし、民衆に我々
に逆らうようそそのかしたのです」とカーメン・バカが言っ
た。「この者を失うのは大きな損失だが、とても危険な者
となった。死なねばならない。兄弟たちよ、私の言ったこ
とは正しいであろう？」とアグマハドは言う。
かすかなささやきが私の周りを飛び交う。そのどれもがア
グマハドの声をともなっている。「門のところで民衆がざ
わついています」と、カーメン・バカはまたそう言う。
「行って、彼らに今夜はいけにえの夜で、女神はご自身の
声で語られるだろう、と言うのだ」とアグマハドは答えた。
カーメン・バカが円陣を離れて去り、アグマハドはすぐに
いつもの位置についた。私は黙ったまま、じっと立ってい
る。死ぬ運命が確定したことをうっすらと理解したが、ど
のようにして死ぬことになっているのか知らなかったし、
尋ねたくもなかった。高位の祭司たちの手中で、私自身が
完全に無力であることはわかった。祭司の権威から何も求
められることはなかった。そして劣悪な祭司たちに群衆は
奴隷のように従った。私だけがただ一人、この群衆の中で
助けを得られず、完全なる権力の支配下にあった。死は怖
くなかった。それは母なる女神のためで、女神に仕えるも
のは喜びのすべてとともに彼女のもとへ行くに違いないと
思ったからだ。この時の私の言葉が、この世における最後
の母なる女神への愛の宣言となった。
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第 2 部　７章

翌日、起きて目を開けると、ベッドの周りを美しい方々の
円陣が取り囲んでいた。彼らは厳かに私を眺めている。ど
の顔にも笑みはない。しかしその方々から伝わって来る無
限の慈悲心を感じて力づけられる。起き上がり、寝台の横
にひざまずいた。ある偉大な時が近づいているのを私は感
じた。
その中の最も若く最も美しい人が円陣を離れ、近づいて来
た。彼は私の傍らにひざまずき、私の手を握って、枕の横
に置いてあった睡蓮のしおれた花を私に持たせた。
見上げると――他の方々は消えてしまっている。私はいっ
しょにここにいる彼を見る。彼は黙っている。その目が私
をじっと見つめる。何と若く美しい人だろう！ 俗世は彼
の霊に汚点を残さなかった。その汚れが私の霊には、時代
を経るうちにまた洗い清められるまではあるに違いないと
わかっていた。この共にいる彼があまりに汚れなく清浄無
垢で、私は畏敬の念を抱いた。こうして沈黙したままでい
ると、静かな声が耳に入って来た。
横でひざまずいている彼が「まだ顔を上げてはなりません」
と囁いたのだ。
「夕暮れの双子の星よ、あなたは神殿の智慧をもたらし、
輝いてエジプトの偉大さを冠に戴く預言者たちの長い列の
最後の人です！ 間もなく夜が来て、闇のとばりが下り、
地上から美しい天界を隠すはずです。でも真理が我が人々、
この世の無知な子供たちに残されるでしょう。そして燃え
る火、人々が幾時代も見ていつまでも感嘆するであろう記
録を、後に残して行くのはあなたです。あなたの人生の記
録と、あなたが啓示を受けた真理は、他の人種、薄暗い地
上の別の場所、光について聞いたことがあるだけで一度も
それを見たことのない人々に、伝わるでしょう。強くあり
なさい、あなたの仕事は偉大だからです。雪のように白い
魂の我が子よ、あなたはかつては、増大する暗黒と一人で
戦う強さを持っていませんでしたが、今この方にあなたの
信仰心と清浄さを与えなさい。この、翼にこの世の汚れの

しみがつき、来るべき戦いのために闇と接触して強さを増
した方に。あなたの母なる女神のために最後まで戦いなさ
い。人々に偉大なる真理を語って聞かせなさい。人々に、
堕落に溺れぬ限り魂は生き、神聖であることを伝えなさい。
欲望から自分を自由にする人はみな、自由と平和があると
いうことを伝えなさい。私を見て、私の愛に安らぎを見い
だすよう伝えなさい。どの人間の魂にも蓮の花があること、
そしてそれは根が害されない限りは光に向かって大きく開
くだろうということを伝えなさい。汚れなく生き、真理を
探し求めるよう伝えなさい。私は彼らの中へ行き、歩むで
しょう。そしてすべてが美しく、すべてが意義のある本当
の地へと至る道を示すでしょう。私が我が子たちを愛して
いることを、そして彼らの家々に宿り、この世の炉辺にさ
えも、どんな繁栄より意義あるものをもたらすだろうこと
を伝えなさい。このことを、意味が取り違えられないよう、
トランペットの合図のような声で伝えなさい。聞く人たち
を守り、我が神殿をもう一度「真理の霊」の住まいにする
のです。神殿は崩れ去るに違いありませんが、邪悪な状態
で崩れ去るのではないでしょう。エジプトはきっと衰退し
ますが、無知のまま衰えはしないでしょう。エジプトは、
声を聞き忘れないでしょう。そしてその声が言ったことは
幾時代も秘蔵されて受け継がれて行き、再び別の空の下で
語られ、長い暗黒に終わりを告げる曙光の先触れとなるで
しょう。強く、そして弱い我が最も若い仲間よ、準備しな
さい！ 戦闘がすぐそこに迫っています。引き下がりなさ
るな。あなたには一つの義務があります。人々に教えるこ
とです。叡智があなたの舌から消えてしまうことを恐れな
さるな。「叡智」である私があなたの声で話すでしょう。
私「叡智」は、あなたの側にいるでしょう。顔を上げなさい、
我が子よ、そして力を集めなさい」
私は顔を上げ、傍にひざまずくその人が手を堅く握ったの
を感じた。彼は私に目の前のまばゆい光輝に対面する勇気
を与えようとしているのだとわかった。
女神が前に立っていた。そして私は女神を、花が自らを養
う太陽を見るかのように見た。隠してもいず、ベールで覆っ

てもいない、そのお方を。泣いていた少年の私をなぐさめ
てくれた汚れのない女性は、神として面前で私の魂に燃え
る火を輝かせ、それは死ぬことのように思われた。しかし
私は生きている。見ている。知っている。

８章

美しく若い祭司は立ち上がり、私が女神の栄光のお姿を見
つめている間、そばに立っていた。
「お聞きなさい、兄弟よ」と彼は言った。「純然たる三つの
真理があり、それらは決して滅することはありません。で
も語られないので、まだ知られていないのです。
人の魂は不死であり、その将来の成長と輝きには限界があ
りません。私たちの内にあり外にもある、生命を与える原
理は、不滅で永遠に慈悲深く、見えも聴こえも香りもしな
いが、認識したいと熱望する人には認識されます。
各自が自分のまぎれもない法則の制定者であり、自分自身
に栄光か暗黒を分配するのです。各自が自分の人生と賞罰
を決定するのです。
生命そのものと同じくらい偉大なこれらの真理は、最も純
粋な人の心と同じくらい純粋なものです。これらの真理で
飢えを満たしなさい。これでお別れです。日暮れになりま
した。あの者たちがここへ来るでしょう。用意なさい」
彼は去った。だがそのまばゆさは目の前から消えなかった。
私は真実を見たのだ。光を見たのだ。私の強い注視によっ
て、まだビジョンは保ったままだった。
何者かが私に触れた。戦いの時が来たのだという心持ちに、
はっとさせられ、直ちに起きた。立ち上がり、見回す。と
なりにアグマハドが立っていた。とても真剣な面持ちだ。
その顔はいつもより冷たくはない。彼の両の目に、かつて
見たことがない火がある。
「センサ」アグマハドは低い、とてもはっきりした声で言い、
まるで短剣のように感じた。「用意はできたか？ 今夜は大
祭の最後の日だ。君の助けが必要なのだ。この間、我々と
共にいた時、君は狂っていた。自分で思いついた愚かさで
頭が錯乱していた。私は今、これまでと同じような服従を
求める。大いなる奇跡が行われることになっているから、
今夜君が必要なのだ。抵抗せず言いなりにならねばならな
い。さもないと、苦しむこととなろう。十人の祭司は決め
たのだ。これまでのように従順に言う通りにしないならば、
君は死なねばならぬと。生きるためにどうすればよいか、
我々が知っていることを、我々以外には君が知りすぎるく
らい知っているだろう。選択肢は君の前にはっきりしてい
る。急いで決めよ」

「もう決めてある」と私は答えた。
アグマハドは真剣に私を見た。私は彼の思考を読んだ。私
の中に孤独の悲しみを見たがっており、長いこと食べない
ため衰弱し、霊において打ちひしがれていることを期待し
ているのがわかる。それどころか、私はまっすぐに立ち、
疲れ果ててなどいず、勇気凛々としている。魂の内に光を
感じ、輝かしい方々の大軍が私の背後で威光を放っている
かのようだ。
「死を恐れてなどいない。私はもう、エジプトの素晴らし
い宗教、偉大なるただ一つの真理の宗教を自分たちの野心
と欲望のために殺している人たちの道具にはならないだろ
う。あなたたちの行なう奇跡と、人々に授ける教えは、見
て知っている。もうあなたたちを手伝うことはないと言っ
ておこう」
アグマハドは私を見つめながら黙って立ち上がる。その顔
はより白く、大理石を切り込んだかのように堅くなった。
あの夜、至聖所の奥で彼が言った言葉を思い出した。「私
は人間性を放棄します」と言ったあの時、やはり同じよう
な顔をしていた。あの時すでに人間性の放棄は完了してい
たのだ。慈悲を期待することはできない。私は人間を相手
にするのではなく、権力と完全に利己的な意思によって生
かされている形骸を相手にせねばならないのだった。
一瞬の間の後、彼はとても穏やかに言った――
「ならば、そうするがいい。十人の祭司が君の言葉を聞いて、
それに答えるであろう。君は審理に出席する権利がある。
私と同じくらい君は神殿内で高い地位にあるのだ。これは
力対力、意志対意志の裁判となろう。警告するが、君は死
刑に処せられるだろう」
彼は去って行った。ゆっくりとした、威厳ある足どりで。
子供の時に私を金縛りにしたあの歩調で。
寝台に腰かけ、待つ。怖くはない。何かを考えたり、顧み
たりできない。すぐにありったけの力が必要となる瞬間が
来るということに気づいていた。持っている力のすべてを
蓄えながら、じっとしたまま、何も考えずにいる。
目の前に星が昇った。かすかに光るその星は、形が満開の
睡蓮の花に見える。夢中になって感嘆し、私は立ち上がっ
てそちらの方へ飛んで行った。
その星は私から離れて行く――見失うはずはないが、真剣
について行った。星は部屋の戸を通り抜けて廊下へと進ん
で行った。私が戸に触れると戸は開いた。なぜ錠があいて
いたのか不思議に思って立ち止まりはせずに、星を、その
光を追って行く。刻々とはっきり見えるようになってきて、
形がより明確になった。堂々たる白い花の花弁が、そして
その芯から私を導く黄色い光が流れ出ているのが見える。

夢中になって急いで、広々とした薄暗い廊下を行く。神殿
の大扉は開いており、星はそこを通って外気の中に出た。
私も神殿の大扉から外へ出て、奇妙な彫像の立ち並ぶ道に
いるのに気が付いた。と、その時、大きな門のところに私
を呼ぶ人がいることがわかった。長い道を足は急ぐ。私を
いずこへ運んだらよいか足は知らぬままで。だが行かねば
ならないことはわかっていた。大きい門は錠がかかってい
た。門のすぐそばに、大勢の民、大群衆がいて、まるでそ
の中に私もいるように感じる。彼らは大いなる祭典の開始
を待っているのだった。今夜、神殿の入り口のところで行
なわれるはずの、栄光の祭りの最終日を。私は横に立って
いる母なる女神を見上げた。女神は手に燃えるたいまつを
持っている。その光が私をここへ導いたあの星に形を変え
たことはわかっていた。星は女神だったのだ。そして生命
の光として私をここへ導いた。女神は微笑み、たちまち消
えてしまった。私は知恵とともに一人残された。そして人々
は、押し合いへし合い無知に沈められ、祭司の教えを門の
所で待っていた。私は兄である先達が、人々のために私に
託した三つの真理の言葉を思い出した。
声を張り上げ、私は話し出した。言葉は波のようになって
私を運び、その大海に深い悲しみは沈み行き、私は浮かび
上がった。目の前にいる人々の、心を奪われた感嘆の顔と
熱望のまなざしに見入りながら、私は彼らが素早い潮流に
押されて行きつつあるのがわかっていた。胸に演説をする
うれしさ、私自身のものとなった偉大な真理を言って聞か
せるうれしさが高まる。
ついに彼らに話し始めた。どのように私が神聖なたいまつ
から火をつけられ、英知に身を捧げるまことの人生を始め
る決心をし、聖職者の生活を取り巻く奢侈を捨て、魂に属
する以外のすべての欲望を永久に追い払ったかを。自分の
内に光の灯されたのを感じるすべての人に私は大きな声で
祈った。街であろうと山の中であろうと、彼らが生活をす
るさ中で、同じような道に入って行けるように、と。通り
で売ったり買ったりする、すっかり紛れてきっと忘れてし
まうような内なる神の真髄は、本質的ではないのだ、と語っ
た。まことの教えから彼らを遠去け、欲望の女神の宮に帰
依する者として彼らを群衆の中へ送り込む、粗野な肉体の
欲望を、霊の火で焼き尽くすよう命じた。
突然、強い倦怠感と疲労に言葉がとぎれた。何者かが両側
に立っていることに気づいた。瞬時の後、私は取り巻かれ
ているのが見えた。十人の高位の祭司が私を円く取り囲ん
でいる。カーメン・バカが面と向かって立ち、目をじっと
見つめてくる。
取り囲まれる中で、私は大声で叫んだ――

「おおエジプトの人々よ、私の言葉を憶えておきなさい！ 
もう二度と生命の母の使いの言葉を聞くことはないでしょ
う、母なる真理の神の使者の言葉を。女神はあなたがたに
語られました。家に帰って、その言葉を木版に書きとめ、
石に刻みなさい。そうすれば後の世の人々がそれを読み、
子供たちに言い聞かせ、彼らはその英知を知るでしょう。
お行きなさい。ここにとどまって今夜なされることになっ
ている神殿の冒涜行為を見なさるな。ここの女神に仕える
祭司たちは、熱狂と渇望と、あらゆる欲望を満たす富によっ
て神聖を汚しています。彼らの言葉を聞きなさるな、そし
て家へ帰り、自分自身のハートに教えを求めるのです」
力が尽きた。もう何も口に出して言えなくなった。うなだ
れ、疲れ果てた手足で、取り囲まれた脅威に従って神殿へ
歩を進める。
静けさの中、並木道を上り、入口より入った。中に入って
立ち止まる。カーメン・バカが後ろを振り返って見る。
「民衆がざわめいているな」と彼は言う。
再び大きい廊下を下って行く。アグマハドが入口から現れ、
一行の前に立った。「そうなのだな？」いつもとは違う声
でアグマハドはそう言う。ここにいる一行を見て、何が起
きたのかわかったのだ。
「どうしましょうか。彼は神殿の秘密を漏らし、民衆に我々
に逆らうようそそのかしたのです」とカーメン・バカが言っ
た。「この者を失うのは大きな損失だが、とても危険な者
となった。死なねばならない。兄弟たちよ、私の言ったこ
とは正しいであろう？」とアグマハドは言う。
かすかなささやきが私の周りを飛び交う。そのどれもがア
グマハドの声をともなっている。「門のところで民衆がざ
わついています」と、カーメン・バカはまたそう言う。
「行って、彼らに今夜はいけにえの夜で、女神はご自身の
声で語られるだろう、と言うのだ」とアグマハドは答えた。
カーメン・バカが円陣を離れて去り、アグマハドはすぐに
いつもの位置についた。私は黙ったまま、じっと立ってい
る。死ぬ運命が確定したことをうっすらと理解したが、ど
のようにして死ぬことになっているのか知らなかったし、
尋ねたくもなかった。高位の祭司たちの手中で、私自身が
完全に無力であることはわかった。祭司の権威から何も求
められることはなかった。そして劣悪な祭司たちに群衆は
奴隷のように従った。私だけがただ一人、この群衆の中で
助けを得られず、完全なる権力の支配下にあった。死は怖
くなかった。それは母なる女神のためで、女神に仕えるも
のは喜びのすべてとともに彼女のもとへ行くに違いないと
思ったからだ。この時の私の言葉が、この世における最後
の母なる女神への愛の宣言となった。
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円陣が取り囲んでいた。彼らは厳かに私を眺めている。ど
の顔にも笑みはない。しかしその方々から伝わって来る無
限の慈悲心を感じて力づけられる。起き上がり、寝台の横
にひざまずいた。ある偉大な時が近づいているのを私は感
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た。彼は私の傍らにひざまずき、私の手を握って、枕の横
に置いてあった睡蓮のしおれた花を私に持たせた。
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垢で、私は畏敬の念を抱いた。こうして沈黙したままでい
ると、静かな声が耳に入って来た。
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この世の無知な子供たちに残されるでしょう。そして燃え
る火、人々が幾時代も見ていつまでも感嘆するであろう記
録を、後に残して行くのはあなたです。あなたの人生の記
録と、あなたが啓示を受けた真理は、他の人種、薄暗い地
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した方に。あなたの母なる女神のために最後まで戦いなさ
い。人々に偉大なる真理を語って聞かせなさい。人々に、
堕落に溺れぬ限り魂は生き、神聖であることを伝えなさい。
欲望から自分を自由にする人はみな、自由と平和があると
いうことを伝えなさい。私を見て、私の愛に安らぎを見い
だすよう伝えなさい。どの人間の魂にも蓮の花があること、
そしてそれは根が害されない限りは光に向かって大きく開
くだろうということを伝えなさい。汚れなく生き、真理を
探し求めるよう伝えなさい。私は彼らの中へ行き、歩むで
しょう。そしてすべてが美しく、すべてが意義のある本当
の地へと至る道を示すでしょう。私が我が子たちを愛して
いることを、そして彼らの家々に宿り、この世の炉辺にさ
えも、どんな繁栄より意義あるものをもたらすだろうこと
を伝えなさい。このことを、意味が取り違えられないよう、
トランペットの合図のような声で伝えなさい。聞く人たち
を守り、我が神殿をもう一度「真理の霊」の住まいにする
のです。神殿は崩れ去るに違いありませんが、邪悪な状態
で崩れ去るのではないでしょう。エジプトはきっと衰退し
ますが、無知のまま衰えはしないでしょう。エジプトは、
声を聞き忘れないでしょう。そしてその声が言ったことは
幾時代も秘蔵されて受け継がれて行き、再び別の空の下で
語られ、長い暗黒に終わりを告げる曙光の先触れとなるで
しょう。強く、そして弱い我が最も若い仲間よ、準備しな
さい！ 戦闘がすぐそこに迫っています。引き下がりなさ
るな。あなたには一つの義務があります。人々に教えるこ
とです。叡智があなたの舌から消えてしまうことを恐れな
さるな。「叡智」である私があなたの声で話すでしょう。
私「叡智」は、あなたの側にいるでしょう。顔を上げなさい、
我が子よ、そして力を集めなさい」
私は顔を上げ、傍にひざまずくその人が手を堅く握ったの
を感じた。彼は私に目の前のまばゆい光輝に対面する勇気
を与えようとしているのだとわかった。
女神が前に立っていた。そして私は女神を、花が自らを養
う太陽を見るかのように見た。隠してもいず、ベールで覆っ

てもいない、そのお方を。泣いていた少年の私をなぐさめ
てくれた汚れのない女性は、神として面前で私の魂に燃え
る火を輝かせ、それは死ぬことのように思われた。しかし
私は生きている。見ている。知っている。

８章

美しく若い祭司は立ち上がり、私が女神の栄光のお姿を見
つめている間、そばに立っていた。
「お聞きなさい、兄弟よ」と彼は言った。「純然たる三つの
真理があり、それらは決して滅することはありません。で
も語られないので、まだ知られていないのです。
人の魂は不死であり、その将来の成長と輝きには限界があ
りません。私たちの内にあり外にもある、生命を与える原
理は、不滅で永遠に慈悲深く、見えも聴こえも香りもしな
いが、認識したいと熱望する人には認識されます。
各自が自分のまぎれもない法則の制定者であり、自分自身
に栄光か暗黒を分配するのです。各自が自分の人生と賞罰
を決定するのです。
生命そのものと同じくらい偉大なこれらの真理は、最も純
粋な人の心と同じくらい純粋なものです。これらの真理で
飢えを満たしなさい。これでお別れです。日暮れになりま
した。あの者たちがここへ来るでしょう。用意なさい」
彼は去った。だがそのまばゆさは目の前から消えなかった。
私は真実を見たのだ。光を見たのだ。私の強い注視によっ
て、まだビジョンは保ったままだった。
何者かが私に触れた。戦いの時が来たのだという心持ちに、
はっとさせられ、直ちに起きた。立ち上がり、見回す。と
なりにアグマハドが立っていた。とても真剣な面持ちだ。
その顔はいつもより冷たくはない。彼の両の目に、かつて
見たことがない火がある。
「センサ」アグマハドは低い、とてもはっきりした声で言い、
まるで短剣のように感じた。「用意はできたか？ 今夜は大
祭の最後の日だ。君の助けが必要なのだ。この間、我々と
共にいた時、君は狂っていた。自分で思いついた愚かさで
頭が錯乱していた。私は今、これまでと同じような服従を
求める。大いなる奇跡が行われることになっているから、
今夜君が必要なのだ。抵抗せず言いなりにならねばならな
い。さもないと、苦しむこととなろう。十人の祭司は決め
たのだ。これまでのように従順に言う通りにしないならば、
君は死なねばならぬと。生きるためにどうすればよいか、
我々が知っていることを、我々以外には君が知りすぎるく
らい知っているだろう。選択肢は君の前にはっきりしてい
る。急いで決めよ」

「もう決めてある」と私は答えた。
アグマハドは真剣に私を見た。私は彼の思考を読んだ。私
の中に孤独の悲しみを見たがっており、長いこと食べない
ため衰弱し、霊において打ちひしがれていることを期待し
ているのがわかる。それどころか、私はまっすぐに立ち、
疲れ果ててなどいず、勇気凛々としている。魂の内に光を
感じ、輝かしい方々の大軍が私の背後で威光を放っている
かのようだ。
「死を恐れてなどいない。私はもう、エジプトの素晴らし
い宗教、偉大なるただ一つの真理の宗教を自分たちの野心
と欲望のために殺している人たちの道具にはならないだろ
う。あなたたちの行なう奇跡と、人々に授ける教えは、見
て知っている。もうあなたたちを手伝うことはないと言っ
ておこう」
アグマハドは私を見つめながら黙って立ち上がる。その顔
はより白く、大理石を切り込んだかのように堅くなった。
あの夜、至聖所の奥で彼が言った言葉を思い出した。「私
は人間性を放棄します」と言ったあの時、やはり同じよう
な顔をしていた。あの時すでに人間性の放棄は完了してい
たのだ。慈悲を期待することはできない。私は人間を相手
にするのではなく、権力と完全に利己的な意思によって生
かされている形骸を相手にせねばならないのだった。
一瞬の間の後、彼はとても穏やかに言った――
「ならば、そうするがいい。十人の祭司が君の言葉を聞いて、
それに答えるであろう。君は審理に出席する権利がある。
私と同じくらい君は神殿内で高い地位にあるのだ。これは
力対力、意志対意志の裁判となろう。警告するが、君は死
刑に処せられるだろう」
彼は去って行った。ゆっくりとした、威厳ある足どりで。
子供の時に私を金縛りにしたあの歩調で。
寝台に腰かけ、待つ。怖くはない。何かを考えたり、顧み
たりできない。すぐにありったけの力が必要となる瞬間が
来るということに気づいていた。持っている力のすべてを
蓄えながら、じっとしたまま、何も考えずにいる。
目の前に星が昇った。かすかに光るその星は、形が満開の
睡蓮の花に見える。夢中になって感嘆し、私は立ち上がっ
てそちらの方へ飛んで行った。
その星は私から離れて行く――見失うはずはないが、真剣
について行った。星は部屋の戸を通り抜けて廊下へと進ん
で行った。私が戸に触れると戸は開いた。なぜ錠があいて
いたのか不思議に思って立ち止まりはせずに、星を、その
光を追って行く。刻々とはっきり見えるようになってきて、
形がより明確になった。堂々たる白い花の花弁が、そして
その芯から私を導く黄色い光が流れ出ているのが見える。

夢中になって急いで、広々とした薄暗い廊下を行く。神殿
の大扉は開いており、星はそこを通って外気の中に出た。
私も神殿の大扉から外へ出て、奇妙な彫像の立ち並ぶ道に
いるのに気が付いた。と、その時、大きな門のところに私
を呼ぶ人がいることがわかった。長い道を足は急ぐ。私を
いずこへ運んだらよいか足は知らぬままで。だが行かねば
ならないことはわかっていた。大きい門は錠がかかってい
た。門のすぐそばに、大勢の民、大群衆がいて、まるでそ
の中に私もいるように感じる。彼らは大いなる祭典の開始
を待っているのだった。今夜、神殿の入り口のところで行
なわれるはずの、栄光の祭りの最終日を。私は横に立って
いる母なる女神を見上げた。女神は手に燃えるたいまつを
持っている。その光が私をここへ導いたあの星に形を変え
たことはわかっていた。星は女神だったのだ。そして生命
の光として私をここへ導いた。女神は微笑み、たちまち消
えてしまった。私は知恵とともに一人残された。そして人々
は、押し合いへし合い無知に沈められ、祭司の教えを門の
所で待っていた。私は兄である先達が、人々のために私に
託した三つの真理の言葉を思い出した。
声を張り上げ、私は話し出した。言葉は波のようになって
私を運び、その大海に深い悲しみは沈み行き、私は浮かび
上がった。目の前にいる人々の、心を奪われた感嘆の顔と
熱望のまなざしに見入りながら、私は彼らが素早い潮流に
押されて行きつつあるのがわかっていた。胸に演説をする
うれしさ、私自身のものとなった偉大な真理を言って聞か
せるうれしさが高まる。
ついに彼らに話し始めた。どのように私が神聖なたいまつ
から火をつけられ、英知に身を捧げるまことの人生を始め
る決心をし、聖職者の生活を取り巻く奢侈を捨て、魂に属
する以外のすべての欲望を永久に追い払ったかを。自分の
内に光の灯されたのを感じるすべての人に私は大きな声で
祈った。街であろうと山の中であろうと、彼らが生活をす
るさ中で、同じような道に入って行けるように、と。通り
で売ったり買ったりする、すっかり紛れてきっと忘れてし
まうような内なる神の真髄は、本質的ではないのだ、と語っ
た。まことの教えから彼らを遠去け、欲望の女神の宮に帰
依する者として彼らを群衆の中へ送り込む、粗野な肉体の
欲望を、霊の火で焼き尽くすよう命じた。
突然、強い倦怠感と疲労に言葉がとぎれた。何者かが両側
に立っていることに気づいた。瞬時の後、私は取り巻かれ
ているのが見えた。十人の高位の祭司が私を円く取り囲ん
でいる。カーメン・バカが面と向かって立ち、目をじっと
見つめてくる。
取り囲まれる中で、私は大声で叫んだ――

「おおエジプトの人々よ、私の言葉を憶えておきなさい！ 
もう二度と生命の母の使いの言葉を聞くことはないでしょ
う、母なる真理の神の使者の言葉を。女神はあなたがたに
語られました。家に帰って、その言葉を木版に書きとめ、
石に刻みなさい。そうすれば後の世の人々がそれを読み、
子供たちに言い聞かせ、彼らはその英知を知るでしょう。
お行きなさい。ここにとどまって今夜なされることになっ
ている神殿の冒涜行為を見なさるな。ここの女神に仕える
祭司たちは、熱狂と渇望と、あらゆる欲望を満たす富によっ
て神聖を汚しています。彼らの言葉を聞きなさるな、そし
て家へ帰り、自分自身のハートに教えを求めるのです」
力が尽きた。もう何も口に出して言えなくなった。うなだ
れ、疲れ果てた手足で、取り囲まれた脅威に従って神殿へ
歩を進める。
静けさの中、並木道を上り、入口より入った。中に入って
立ち止まる。カーメン・バカが後ろを振り返って見る。
「民衆がざわめいているな」と彼は言う。
再び大きい廊下を下って行く。アグマハドが入口から現れ、
一行の前に立った。「そうなのだな？」いつもとは違う声
でアグマハドはそう言う。ここにいる一行を見て、何が起
きたのかわかったのだ。
「どうしましょうか。彼は神殿の秘密を漏らし、民衆に我々
に逆らうようそそのかしたのです」とカーメン・バカが言っ
た。「この者を失うのは大きな損失だが、とても危険な者
となった。死なねばならない。兄弟たちよ、私の言ったこ
とは正しいであろう？」とアグマハドは言う。
かすかなささやきが私の周りを飛び交う。そのどれもがア
グマハドの声をともなっている。「門のところで民衆がざ
わついています」と、カーメン・バカはまたそう言う。
「行って、彼らに今夜はいけにえの夜で、女神はご自身の
声で語られるだろう、と言うのだ」とアグマハドは答えた。
カーメン・バカが円陣を離れて去り、アグマハドはすぐに
いつもの位置についた。私は黙ったまま、じっと立ってい
る。死ぬ運命が確定したことをうっすらと理解したが、ど
のようにして死ぬことになっているのか知らなかったし、
尋ねたくもなかった。高位の祭司たちの手中で、私自身が
完全に無力であることはわかった。祭司の権威から何も求
められることはなかった。そして劣悪な祭司たちに群衆は
奴隷のように従った。私だけがただ一人、この群衆の中で
助けを得られず、完全なる権力の支配下にあった。死は怖
くなかった。それは母なる女神のためで、女神に仕えるも
のは喜びのすべてとともに彼女のもとへ行くに違いないと
思ったからだ。この時の私の言葉が、この世における最後
の母なる女神への愛の宣言となった。
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ジェフ・クラーク

　去年、母は９０歳になった。体の調子が良くて運転もで
きるが、とにかく私と３人の兄弟は彼女が生きている間、
大切にしたいと思う。というわけで、６月頃、私はロサン
ゼルスまでの往復券を予約し、１２月後半をロス空港から
車で２時間離れた母のサンタバーバラ市の家で過ごす予定
を立てた。日本のお正月が好きなので、元旦に日本に戻る
ようにした。
　「事を図るは人、成敗を決めるのは神」。アメリカ西海岸
の「雨季」は例年１２月から始まるが、去年１２月はロス
地方に雨が一滴も降らず、むしろ強い風で山火事が起きた。
その乾燥した環境で毎年山火事が起きるが、年末に起こる
ことは前例がない。サンタバーバラ地方は４月から雨がな
かったため、カラカラに乾いた山の地面に炎はすぐ広がっ
た。町は黒い煙でいっぱいとなり、炎の壁が近づいた。母、
姉、妹、甥などは避難せざるを得なかった。結局、母と妹
は二千キロ以上を車で走ってシアトルにある兄の家に行
き、甥は二人の小さい子供を同じ距離のデンバー市まで連
れて行く。姉はロスの郊外で古い友人の家へ避難したので、
私は空港から直接そこに行った。
　家族全員が無事に非難したことで安心したが、もう一つ
の個人的な問題があった。サンタバーバラから４０分くら
い離れたオハイという小さな町に神智学協会のクロトナ研
究所がある。カリフォルニアの先住民はオハイを聖地と見
なし、そこで戦うことが禁止されたと言われている。確か
に、クロトナ研究所を始めオハイ全体には独特な平和的雰
囲気がある。私はオハイのロッジに「シークレット・ドク
トリン」についての講演をする予定であったが、あの静か
なオハイはカリフォルニア歴史最大の山火事の中心となっ
ていた！
　神智学は「普遍的同胞団」を唱導する世界的な運動であ
り、その中心地に行くと必ず複数の国々の人々が集まって
いる。山草やウサギに富んでいるクロトナの広い地所にア
メリカ人と一緒にアジア、ヨーロッパ、南米から来た人々
が暮らしている。指導者の一人であるパブロ・センダー氏
はアジェンチン出身である。「ある夜、寝る前にちょっと

離れた山の上の方に山火事の炎が輝いていることに気づい
た」と彼は語った。「５、６時間後、「避難して！」という
声で起こされた。炎は５００メートル離れたところまで降
りてきていた。大切なものを集めるのに１０分もなかっ
た。」研究所に住んでいる人たちは、いつ戻れるか、研究
所が大丈夫かなどを知らず避難して行ったが、消防士の必
死の努力のおかげで二日後にクロトナに帰れた。山火事の
地図でオハイ町が大きな赤い丸に囲まれている。つまり、
町そのものは焼かれなかったが、周りの山がかなり黒く
なっていた。損害を受けた施設の中にアニー・ベサント会
長が創立した学校の建物が含まれている。一時サンタバー
バラを脅かしたその山火事は東京２３区の面積の半分くら
いまで広がった。消防士一人と住民一人が亡くなったが、
１月にようやく降った雨で起こされた洪水によって２０数
人が他界した。
　その恐ろしい災禍の只中にあるにもかかわらずほとんど
損害を受けなかったオハイとクロトナはどうも「見守られ
ている」と感じざるを得ない。もちろん、九千人の熟練し
た消防士の努力がなかったら、オハイはもちろん、有名な
観光地のサンタバーバラも焼けて灰になってしまっただろ
う。だからこそ、クリスマスの後、サンタバーバラの海岸
を散歩しながら美しい青空を見て不思議な気がした。数日
前にこれはすべて危険にさらされたが、今は観光地に戻っ
てしまった。山火事の２週間は、消化不良から生じた悪い
夢のように見える。ところどころ「We ♥ 消防士！」のよ
うな看板が見えるが、山火事を忘れようという衝動が圧倒
的に強い。
　東洋の伝統によると、大時代が終わろうとする時に火か
水のどちらかによる普遍的な破壊が世界を見舞う。「シー
クレット・ドクトリン」人類発生論はアトランティスの洪
水の話をどの出典よりも詳しく語っている。それは歴史研
究としてではなくて、現代の苦境をより深く理解して安全
に通り抜けるための話であろう。というのは、現代の人類
は、アトランティス人種が沈没した周期の「危険な点」に
達しているからである。ただ、現代の人類にとって、火に

よる破壊が最も恐ろしいものである。いわば「温暖化」は
その一部であり、純粋に精神的な面もある。

　「火」と言えば、クロトナで講演した時に私は人類に自
意識の火を授けたアグニシュヴァッタたちについての神秘
に触れた。下の「人類発生論」の引用文はその方々につい
て説飯する。

　生まれ変わりの周期を定める永遠の法則がある。各々の
新マンヴァンタラの夜明けには生まれ変わりの連続は、数
えようもない永い時代（カルパ）の間中に生まれ変わりの
休憩を楽しんでいた者たち、すなわち最初に涅槃を達成し
た最高位の方々から始まる。その神々は今のマンヴァンタ
ラに生まれ変わる番であるので、地上に現れている。そこ
から様々な比喩が生まれてきたが、比喩の本来の意味が歪
められてしまった。神聖な存在としての人間を完成すると
いう使命を引き受けて生殖に陥った神々は、後の時代に
神々と戦う悪魔や悪霊及び唯一の永遠の法則の無責任の実
践者として描かれてきた。しかし、キリスト教、ユダヤ教、
イスラム教にある悪魔や悪霊や怪物などの概念を、アーリ

ア人のおびただしい数の比喩は決して表現するつもりがな
かった。
　（脚注：大師の手紙の一部分は輪廻転生する天使たちに
直接触れる。「人間に失敗者が必ずいるように、数多くの
種類のディヤーニ・チョーハンやデーヴァ［HPB：以前の
惑星の周期の進歩した存在たち］にも失敗する者がいるに
違いない。その失敗者ははるかに進歩して精神的になって
いるので、 ディヤーニ・チョーハンの位置から低級生物界
の渦巻きへと無理矢理降格させられるわけにはいかない。
だから次のように展開する。新しい太陽系が進化すること
になっている時に、これらの「高位の失敗者たち」は流れ
込む進化のエネルギーに運ばれ、エレメンタルたち
［HPB：いつか未来の時に人類になるべき存在達のこと］
よりも先になる。すると、彼らは生まれようとする世界の
オーラ中の潜在的で活動しない精神力として残る。しかし、
人間進化が始まる段階に達すると、彼らは活動的な力とな
り、「エレメンタルたち」と混じり合い、少しずつ完全な
人間を発達し始める。」言い換えれば、彼らは人間に自意
識のある心すなわちマナスを与え、その心を発達させる。）
（SD II 232-3; マハートマ・レッターズ１４番）



www.bookclubkai.jp

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

スピリチュアルのブックショップ

　去年、母は９０歳になった。体の調子が良くて運転もで
きるが、とにかく私と３人の兄弟は彼女が生きている間、
大切にしたいと思う。というわけで、６月頃、私はロサン
ゼルスまでの往復券を予約し、１２月後半をロス空港から
車で２時間離れた母のサンタバーバラ市の家で過ごす予定
を立てた。日本のお正月が好きなので、元旦に日本に戻る
ようにした。
　「事を図るは人、成敗を決めるのは神」。アメリカ西海岸
の「雨季」は例年１２月から始まるが、去年１２月はロス
地方に雨が一滴も降らず、むしろ強い風で山火事が起きた。
その乾燥した環境で毎年山火事が起きるが、年末に起こる
ことは前例がない。サンタバーバラ地方は４月から雨がな
かったため、カラカラに乾いた山の地面に炎はすぐ広がっ
た。町は黒い煙でいっぱいとなり、炎の壁が近づいた。母、
姉、妹、甥などは避難せざるを得なかった。結局、母と妹
は二千キロ以上を車で走ってシアトルにある兄の家に行
き、甥は二人の小さい子供を同じ距離のデンバー市まで連
れて行く。姉はロスの郊外で古い友人の家へ避難したので、
私は空港から直接そこに行った。
　家族全員が無事に非難したことで安心したが、もう一つ
の個人的な問題があった。サンタバーバラから４０分くら
い離れたオハイという小さな町に神智学協会のクロトナ研
究所がある。カリフォルニアの先住民はオハイを聖地と見
なし、そこで戦うことが禁止されたと言われている。確か
に、クロトナ研究所を始めオハイ全体には独特な平和的雰
囲気がある。私はオハイのロッジに「シークレット・ドク
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ていた！
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いる。山草やウサギに富んでいるクロトナの広い地所にア
メリカ人と一緒にアジア、ヨーロッパ、南米から来た人々
が暮らしている。指導者の一人であるパブロ・センダー氏
はアジェンチン出身である。「ある夜、寝る前にちょっと

離れた山の上の方に山火事の炎が輝いていることに気づい
た」と彼は語った。「５、６時間後、「避難して！」という
声で起こされた。炎は５００メートル離れたところまで降
りてきていた。大切なものを集めるのに１０分もなかっ
た。」研究所に住んでいる人たちは、いつ戻れるか、研究
所が大丈夫かなどを知らず避難して行ったが、消防士の必
死の努力のおかげで二日後にクロトナに帰れた。山火事の
地図でオハイ町が大きな赤い丸に囲まれている。つまり、
町そのものは焼かれなかったが、周りの山がかなり黒く
なっていた。損害を受けた施設の中にアニー・ベサント会
長が創立した学校の建物が含まれている。一時サンタバー
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　その恐ろしい災禍の只中にあるにもかかわらずほとんど
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　東洋の伝統によると、大時代が終わろうとする時に火か
水のどちらかによる普遍的な破壊が世界を見舞う。「シー
クレット・ドクトリン」人類発生論はアトランティスの洪
水の話をどの出典よりも詳しく語っている。それは歴史研
究としてではなくて、現代の苦境をより深く理解して安全
に通り抜けるための話であろう。というのは、現代の人類
は、アトランティス人種が沈没した周期の「危険な点」に
達しているからである。ただ、現代の人類にとって、火に

よる破壊が最も恐ろしいものである。いわば「温暖化」は
その一部であり、純粋に精神的な面もある。

　「火」と言えば、クロトナで講演した時に私は人類に自
意識の火を授けたアグニシュヴァッタたちについての神秘
に触れた。下の「人類発生論」の引用文はその方々につい
て説飯する。

　生まれ変わりの周期を定める永遠の法則がある。各々の
新マンヴァンタラの夜明けには生まれ変わりの連続は、数
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イスラム教にある悪魔や悪霊や怪物などの概念を、アーリ

ア人のおびただしい数の比喩は決して表現するつもりがな
かった。
　（脚注：大師の手紙の一部分は輪廻転生する天使たちに
直接触れる。「人間に失敗者が必ずいるように、数多くの
種類のディヤーニ・チョーハンやデーヴァ［HPB：以前の
惑星の周期の進歩した存在たち］にも失敗する者がいるに
違いない。その失敗者ははるかに進歩して精神的になって
いるので、 ディヤーニ・チョーハンの位置から低級生物界
の渦巻きへと無理矢理降格させられるわけにはいかない。
だから次のように展開する。新しい太陽系が進化すること
になっている時に、これらの「高位の失敗者たち」は流れ
込む進化のエネルギーに運ばれ、エレメンタルたち
［HPB：いつか未来の時に人類になるべき存在達のこと］
よりも先になる。すると、彼らは生まれようとする世界の
オーラ中の潜在的で活動しない精神力として残る。しかし、
人間進化が始まる段階に達すると、彼らは活動的な力とな
り、「エレメンタルたち」と混じり合い、少しずつ完全な
人間を発達し始める。」言い換えれば、彼らは人間に自意
識のある心すなわちマナスを与え、その心を発達させる。）
（SD II 232-3; マハートマ・レッターズ１４番）



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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