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ひとこと
今月の

　神智学協会はそれぞれの経験や学びから、輪廻や宇宙の法則、宗教の理解につ
いてなど自由に意見を持ち寄ったり議論ができる場だと思います。僕自身は最初
シュタイナーから神智学に興味を持ちましたが、そこからキリスト教や仏教、イ

ンド哲学などに学びが広がっていきました。いろいろな経典を読み比べてみると、もちろんまだまだ勉強不
足ではありますが、やはりそれぞれの宗教の中には共通する真理があり、ある宗教に関してはある宗教が場
合は足りない部分を補っているなということが実感されます。今、神智学協会とは別にヨガインストラクター
養成講座でヨガ哲学を教えているのですが、その中でもやはりインド哲学だけではなく、キリスト教や仏教
の教えなども総合的に伝えていかないと、やはりヨガの本質的な面がなかなか理解しづらいのではないのか
なと感じています。
　もし、入会した方でこれから神智学を学ぼうという方がいましたら、ぜひ『聖書』、『バガヴァッド・ギー
ター』、『ヨーガ・スートラ』、仏典はこれというものを１冊選ぶのが難しいですが、『スッタ・ニパータ』（ブッ
ダのことば）などは読んでみると良いと思います。単に神智学文献だけを読むというよりは、聖典のしっか
り勉強していったほうが理解もより深まると思いますね。

神智学協会会長　岡本
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 神智学の要約 ３

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

個性の消滅

神聖なモナドとの結びつきが切り離されない限り、この

個性の消滅は起こり得ない。その個性の何かが、つねに

不滅の自我と結びついたままだろう。そのように断絶し

た後でさえ、魂のない人間は人々の間で生き続けるかも

しれない。言わば神聖な火花をその選ばれた乗り物から

剥奪する失望の悲劇は、「聖霊を汚す罪」（マタイ

12:31-32）であり、その真の性質は許されないものであ

る。なぜなら神聖な火花は絶対的な意味で堕落した本質

と結合し続けられず、そのためそれらの堕落した本質は

もう周期のまたは進化の衝動に応じることなく、それら

自体の性質の重さで物質の最深部へと沈むのである。一

度完全に切断された結びつきは、存在の本質において再

び取り戻せない。しかし、数千年続く分解のプロセスを

経て、無数の戻る機会が彼らに与えられる。

また、善の法則のアデプトにさえ、計り知れない時間、

享楽に耽った後「天国」の喪失にいくらか似た運命が来

る。アデプトが進化のある非常に高い地点に達した時、

ただ願うことによって、ヒンドゥー教徒が「デーヴァ」

と呼ぶもの、つまり小神（lesser god）になることがで

きる。そうしたとすると、彼はその状態の至福と力を膨

大な時間にわたり享受するが、次のプララヤでは「父の

懐の中」にいて意識的な人生に参加せず、次の新しい「創

造」で物質の中へと送られ、今は明らかにできないある

役割を果たさねばならず、エレメンタルの世界を通って

再び上って来なければならない。しかしこの運命は黒魔

術師がアヴィチへ陥るようなものではない。そして再び

2 つのうち彼はまん中の身分を選び、ニルマーナカーヤ

となれる。つまり、人類のためにニルヴァーナの至福を

放棄して、死後に肉体の外の存在に意識的にとどまるの

である。これは彼が人類のためにできる最大の自己犠牲

である。上記のように、ある関心度および比較的の達成

度から別のそれへと前進することにより、学徒は選択の

時の到来を早め、その後彼の進歩の割合は大いに増す。

神智学の教え

神智学は次のような問題の満足できる説明を与える唯一

の宗教および哲学の体系である。

1. この地球以外の他の惑星の目的、慣習、居住。これら

の惑星は進化の過程を完了および延長し、魂の普遍的な

経験の必要とされる基準を満たすのに役立つ。

2. 地球の地質の大変動。動物相における中間の種類がし

ばしば存在しないこと。今はもういない人種の建築物や

その他の遺跡の出現。それに関して普通の科学の推測は

無駄なものに他ならない。すたれた文明とそれが消滅し

た原因。ずっと続く未開状態と既存の文明の不平等な発

展。さまざまな人種間の肉体的および内的な違い。未来

の進化の線。

3. 世界中の信仰の相違と一致、およびそれらすべての根

底にある共通の基盤。

4. 単なる慈善家や神学者にとって絶望的な謎である、悪、
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苦しみ、悲しみの存在。

5. 社会的地位と特権の不平等。富と貧困、知性と愚鈍、

教養と無知、美徳と不道徳のはっきりした差異。天才が

貧しい家庭に生まれ出たこと、およびその他の遺伝の法

則に矛盾する事実。個人を取り巻く環境のよくある不適

当な事例、気質を苦々しいものにし、熱望を妨げ、努力

をまひさせるほどの痛み。品性と境遇とが極端に正反対

であること。不慮の事故、不運、早すぎる死。それらの

すべては、従来の神の気まぐれの理論、または神智学の

カルマと輪廻の教義のいずれかによってのみ解ける問題

である。

6. 透視力、透聴力などに加えて、サイコメトリーとスタ

ツボリズム（訳注 13）などの現象のようなサイキック

能力のある人の境遇。

7. スピリチュアリズムの正真正銘の現象の本質と、迷信

および誇張された期待に対する適切な解毒剤。

8. 従来の宗教が、その範囲を大いに広げ、罵詈雑言をな

くし、社会を改革し、同胞愛の概念を広げ、不満を和らげ、

犯罪を減らし、人類を高尚にすることに、失敗したこと。

さらに個人の生活の中で従来の宗教の公然と支持してい

る理想を実現することは、明らかに不適当であること。

上記は「智慧の宗教」（訳注 1）である神智学の、主な特

徴の概要である。その詳細は、主題についての急速に増

えている著述に見られる。

神智学の研究により発展させられる、興味深い 3 つの段

階がある。

1. 知的な質問の段階。

2. 個人の修養を求める段階。それは部分的にはその特定

の目的のために準備された本、また部分的には神智学を

詳しく説明している定期刊行の雑誌によって満たせる。

神智学協会との個人的な一体感。神智学協会は 1875 年

に設立された（そして 1898 年に普遍的同胞団および神

智学協会として公式に承認された）団体で、3 つの目的

がある。普遍的同胞愛の中心となること、インドとその

他の東洋の文献、宗教、科学の研究を促進すること、解

明されていない自然界の法則および人間の中に潜在する

力を探求することの 3つである。

　会員の資格として欠くことのできないのは第 1 の目的

を忠実に支持することだけであり、他の 2 つの目的は任

意のものである。協会は特定の宗教を代表するものでは

なく、完全に分派的ではなく、すべての宗教の公言者が

入会しており、各会員に課されているのは、他者がその

人自身に表すことを望む信仰への寛容さだけである。

（訳注 13）スタツボリズム〔statuvolism〕…自力でもた

らしたトランス状態。
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【本書について】
神智学協会の主要な人物の一人、W・Q・ジャッジによる "AN EPITOME OF THEOSOPHY"
の日本語訳版です。ざっくりと神智学の教義の内容が述べられています。
巻末付録に「大宇宙とその創造的な３と７と１０の中心」（H・P・ブラヴァツキー）と、「アヴィ
チについて」（H・P・ブラヴァツキー その他）を載せました。概要でありながら奥深い一冊です。
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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

知っている方々とは？

【問】　あなたのおっしゃる能力は私達にも潜在している

のですか？

【答】　ええ。しかし今言った通り、今生で霊的洞察力と

透視力の頂点に達した人達以外はみな同じように制限さ

れた視力しかありません。私達に透視力が目覚めるべき

であるなら、そうなっていたでしょう。つまり、私達は

自分で作ったものにすぎず、私達のもっているものは自

分が努力して得たものだけであるとしか言えません。

【問】　そのような考えは私達をつらくするだけではない

でしょうか。

【答】　それは全く反対だと思います。応報という正義の

法則を信じなければ、人間はもっと殺伐とした気持ちを

起こすでしょう。大人も子供も正当だと思えばとても厳

しい罰にも耐えますが、不当だと思うなら、罰はおろか

非難でさえも恨みます。カルマを信じることは、今生の

自分の運命に甘んじるための最高の理由であり、また、

次の生をよりよくしようとする努力への最も強力な誘因

です。もし私達の運命は厳格な法則以外の何かの結果で

あるとか、また、その運命は自分以外の者の支配下にあ

ると思うならば、カルマ説のこの二つの意味はなくなっ

てしまうでしょう。

【問】　あなたは今、カルマの法則で支配されているこの

輪廻というシステムは理性、正義、道徳心にかなってい

ると言われました。しかし、もしそうなら、同情や哀れ

みというようなやさしい性質を犠牲にしてしまい、人間

の心のより高尚な傾向を無感覚にするのではありません

か？ 

【答】　それは見かけだけで真実ではありません。どんな

人も、当然受けるべき賞や罰よりも多く、または少なく

賞罰を受けるようになったなら、他人はそれだけ、受け

るべきではない利または害を受けるようになります。慈

悲によってそらすことのできるような法則は、救いどこ

ろかさらに多くの不幸をもたらし、感謝よりももっと多

くの苛立ちと呪いをもたらすでしょう。また、結果を生

じる原因を作るのは私達ではありますが、原因結果の法

則を管理するのは私達ではなく、法則が自らの管理をし

ているのだということを覚えておきましょう。また何よ

りも、デヴァチャン状態は正しい慈悲の現れを十分可能

にすることも忘れてはなりません。

【問】　アデプトは、私達のような無知な一般人とは全く

違うとおっしゃっていましたが、彼らは本当に私達より

も輪廻や死後の状態を知っているのでしょうか？

【答】　ええ、本当に知っています。私達みなが潜在的に

持っている能力をアデプトは完成させ、私達がこれまで

論じてきた様々な状態を霊的に知ることができるので

す。また、アデプトは代々何世紀にもわたって、存在や

生死や輪廻の神秘を研究してきました。そして、そうし

た研究の果実のいくつかがもたらされました。

【問】　アデプトを作ることが神智学の目的ですか？

【答】　神智学は人類を、帰還の道を辿っている神からの

発散物と考えています。その道の高い所でアデプトとい

う状態の成就のために幾生も捧げた人々は、その状態に

達するのです。一生のうちで秘密科学のアデプトになっ

た人はこれまでいませんでした。意識的な目的をもって、

必要な訓練を始めてから何生もかかります。神智学協会

の中には、数生前に悟りへのこの骨の折れる仕事を始め

た人達がたくさんいるかもしれません。その人達は今生

の人格的な幻影のため、まだその事実を知らないか、ま

たは今生でさらに進歩する機会を失っているかもしれま

ア人達が「ピスティス」と言っているものは「知識に基

づいた信念」と私達は考えます。これは肉体的または霊

的感覚の証拠によるものです。

【問】　どういう意味ですか？

【答】　あなたが知りたいと思うことがこの二つのことの

違いならば、教会の権威に基づいた信仰と自分の霊的直

観に基づく信仰との間には、たいへん大きな違いがある

と言えます。

【問】　どう違うのですか？

【答】　一方は人間のだまされやすさと迷信であり、他は

人間の信念であり、直観です。アレクサンダー・ワイル

ダー教授はその著書『エレウシス祭典』の序文に次のよ

うに言っています。「冒涜 ( ぼうとく ) の原因は無知であ

る。人々は自分が正しく理解しないものを嘲笑する。……

この世の底流は一つのゴールに向かっており、人間の信

じやすさの中にはほとんど無限の力、すなわちすべての

実在の最も高い真理を理解することができる神聖な信仰

がある（＊）」。その「信じやすさ」を人間作りのいわば「権

威ある」独断にだけ限定する人々はその力を計り知るこ

とはできないし、自分の性質の中にその力があることに

決して気づきもしないでしょう。すると、その力は外界

に固くはりついて、その力を支配するエッセンスを活動

させることができなくなります。なぜなら、活動させる

にはその人達は個人的な判断をする権利を主張しなけれ

ばなりませんが、あえてそうしようとする人はいません。

＊　『エレウシスとバッカス祭典についての論考』の序

文。

【問】　父、統治者、宇宙の支配者としての神をあなたに

信じさせないのは、その「直観」というものですか？

【答】　そうです。私達は永久に不可知の原理を信じてい

ます。なぜなら、宇宙のすべての部分の驚くほど賢明な

秩序をもたらした知的な力がなくても、宇宙と思考する

人間と物質世界にさえ含まれているいろいろの不思議な

ものが成長できるという唯物論的な主張の根拠は、盲目

的な錯誤だけだからです。自然は間違うこともあります。

細かいことでは、また、その材料の外部的な現れではよ

く間違いがあります。しかし、内なる原因と結果の現れ

には決して誤りはありません。不可知論者や唯物論者で

あろうと、キリスト教徒であろうと、どんな近代哲学者

よりも、昔の人達はこの問題についてずっと道理にか

なった理性的見解をもっていました。古代人の著作家に

は、残忍と慈悲とは有限な感情ではないので、無限の神

の属性とすることができるという主張をした者はいまだ

かつていませんでした。従って古代の神々はみな有限で

す。『法論』という本の著者であるシャム人も人格神に

ついて私達と同じことを言っています。その本の二五頁

に次のように書いてあります。

　ある仏教徒は人間の性質と属性を超えた崇高な神、す

なわち、何ものにも妨げられない静寂の中に静かに憩う、

愛、憎しみ、嫉妬を超えた完全な神の存在を信じている

かもしれない。そして神を喜ばせたいからでも、神を怒

らせることを恐れるからでもなく、自然な尊敬の念から

このような神をけなすことは言わないだろう。しかし、

仏教徒は人間の性質や属性を帯びる神、すなわち、愛し、

憎み、怒りを示す神を理解できない。キリスト教の宣教

師やマホメット教徒やバラモン（＊）やユダヤ人の言う

ような神は、普通の善人の標準よりも下におく。

＊　ここでは宗派的バラモンのことである。ヴェーダー

ンタ派のいうパラブラフマンは私達が受け入れ、信じて

いる神である。

【問】　信仰と信仰を比べると、自分の人間としての無力

さと卑しさを感じて、自分を誘惑から守り、生活を助け、

罪を許して下さる天の恵み深い神がおられると信じるキ

リスト教徒の信仰は、仏教徒やヴェーダーンタ派や神智

学徒の冷淡で高慢なほとんど宿命論的信仰よりもよいで

はありませんか？

【答】　私達の信念を「信仰」と言いたければ言いなさい。

しかし、度々持ち出されるこの問題にまた戻るなら、今

度は私に質問させてください。信仰と信仰を比べれば、

厳しい論理と理性に基づいた信仰は単に人間の権威や英

雄崇拝に基づいた信仰より勝ってはいませんか？　私達

の「信仰」には、２＋２＝４という数学的真理と同じよ

うに論理的な力があります。あなた方の信仰は感情的な

女性の論理のようです。ツルゲーネフはそのような女性

には、２＋２は、ろうそくを１本おまけして、５である

と言いました。その上、あなた方の信仰は正義と論理の

ありとあらゆる見解を打ち砕いてしまうだけでなく、も

し分析すれば人間を道徳的破滅に導き、人類の進歩を阻

止し力を正義として、人類の半分を弟アベルを殺したカ

インのようなものにしてしまいます。

【問】　何のことを言っていらっしゃるのですか？

神に許す権利があるか？

【答】　贖罪の教えのことを言っているのです。私はあな

たが信じておられる危険な独断について言っているので

す。それは神や人間の法に背く私達の罪がどんなに多く

ても、人類の救いのためにイエスが自分を犠牲にして下

さったと信じさえすれば、その血がすべての罪を洗い流

すだろうと教えます。私は二〇年間これに反対してきま

した。一八七七年に書かれた『ベールをとったイシス』

の一節（英語版二巻、五四二頁）をご覧ください。これ

はキリスト教が教えていることと、私達が反対している

ことです。

　「神のいつくしみは限りなく計り知れない。人間の罪

がどんなにひどいものであっても、その罪人の救いのた

めに前もって支払っておいたキリストの血という代価

で、たとえ千倍悪くても拭い去ることができない罪は考

えられない。その上、悔い改めが遅すぎるということも

決してない。犯罪者が今生の最後の日の最後の時間の最

後の一分前に信仰の告白を色あせた唇がしたならば、天

国へ行くことができる。イエスと共に十字架につけられ

て死にかけていた盗人がそうしたのだから、他の罪人す

べて、そうすることができる。こういうことがキリスト

教会と牧師の仮説である。一九世紀、つまりこの最も矛

盾に満ちた《啓発の時代》に英国のお気に入りの説教者

達が国民の頭に叩き込んだ教えである」。これではどん

なことになるのでしょうか？

【問】　それはキリスト教徒を仏教徒やバラモンよりも幸

せにするのではないですか？

【答】　いいえ。とにかく教育のある人は幸福になりませ

ん。なぜなら、教育のある人達の大多数は長い間この残

酷な独断に全く信仰をなくしているからです。しかし、

まだそれを信じている人達は、私が知っているどんな教

えよりも、考え得る様々な罪の入口へと容易に導かれま

す。もう一度『アイシス』（二巻　五四二～五四三頁）

を引用させて下さい。

もし私達が教義の小さな囲いの外へ出て、部分を精巧に

調整してバランスを保っている全体として宇宙を考える

ならば、すべて健全な論理も、正義感のかすかなきらめ

きもこの身代わりの贖罪に何と反感をいだくことだろ

う！　もし罪人が自分にだけ罪を犯し、他人には悪いこ

とをしないなら、またもし、心から後悔して過去の罪を

消し去ることができるなら、人間の記憶からだけでなく、

最高の神の中の至高者ですら消すことのできない記録か

らもその罪を消すことができるとするなら、その時だけ

この独断を理解できるようになるかもしれない。しかし、

他人に悪を働き、殺し、社会の均衡を乱し、ものごとの

自然の秩序を乱したのに、その原因は卑怯でも、期待で

も、強制でも何でもよいが、とにかく、キリストが血を

流されたから、自分が流した他人の血は洗い流されると

信じさえすれば罪は許されるとするのは、とんでもない

ことである！　罪そのものが許されるとしても、罪の結

果は消えるものだろうか？　原因の結果は原因の範囲に

限定されはしないし、罪の結果が犯罪者と被害者に限ら

れることもあり得ない。悪い行ないと同じように善行に

もすべてその結果がある。それは静かな水面に投じた石

の結果と同じようにはっきりしたものである。このたと

えはありふれたものだが、これまで考えられた例の中で

いちばんよいので使ってみよう。投げ込んだものの大小

に応じて波紋は大きくなったり、速くなったりする。し

かしごく小さな小石、いや微小な砂も波紋を起こす。そ

してこの動揺は表面で見えるものだけではない。水面の

下の見えない底の所で、上のほうにも下のほうにもあら

ゆる方向に水滴が水滴を押すので、ついには四方の側面

も底もその力の影響を受ける。その上、水の上の空気も

動かされ、この動揺は物理学者が言うように、永久に空

間に出て行き、層から層へと通って行く。物質に与えら

れた衝撃は決してなくなることなく、取り返すこともで

きない！

　罪や善行の場合もそうである。行為は一時的かもしれ

ないが、その結果は永遠である。一たび石が池に投げ込

まれても、私達はそれを手に取り返し、波紋をもとに戻

して、消費された力を消し、何もなかった前の状態にエー

テルの波を元に戻し、石を投げ込んだと言う行為を跡形

もなく消すことができるならば、そして時の記録がそれ

が起こったことを示さないようになるならば、その時は

じめて、私達はこの蹟罪の効能についてのキリスト教徒

の意見を忍耐強く聞くことができよう。

また、その時やっと、カルマの法則を信じることをやめ

るでしょう。しかし、今のところは二つの教えのどちら

が神聖な正義を最もよく理解しているか、また、どちら

が単純な人間の証拠や論理にも合理的であるか、全世界

に決めてもらいましょう。

【問】　しかしながら、何百万もの人々がキリスト教の教

えを信じ、幸福です。

【答】　その人達の思考力は全く感傷に支配されていま

す。本当の博愛家や愛他主義者は決してそれを受け入れ

ません。それは利己的な夢どころではなく、人間の知性

の悪夢です。それが何をもたらすのかごらんなさい。そ

してキリスト教国よりも犯罪が容易に起こり、その数が

多い異教の国があったらその名をあげてごらんなさい。

ヨーロッパの国々で起こったぞっとするような犯罪の長

い記録をごらんなさい。また、新教と聖書を重んずるア

メリカをごらんなさい。アメリカでは入獄中に改宗した

人の数は公の信仰復興大会や説教での改心者よりもずっ

と多いのです。キリスト教の正義（？）の貸借元帳はど

うなっているか見てごらんなさい。「手を血だらけにし

た殺人者達は色欲、復讐、貪欲、狂信または単なる血に

飢えた獣的渇望の悪魔に唆されて、多くの場合、被害者

達に、悔い改めたりイエスを呼ぶ時間も与えずに殺す。

おそらくこのような人殺しの被害者は罪深いまま死ぬだ

ろう。そしてもちろん、神学の論理に従って、罪の大小

に応じた報いを受けるだろう。しかし、殺人者は人間の

正義に従って牢獄に入れられ、感傷家に泣かれ、祈って

もらい、改心という魅力ある言葉を口にして、イエスの

救われた子は絞首台へ行く。殺人者でなかったらこの人

は祈ってもらったり、救われたり、許されたりはしない

だろう。明らかにこの人は人殺しをしてよかったことに

なる。なぜなら、人殺しによって永遠の幸福を得たから

である！　また、その被害者、その家族や親類、頼って

いた人達、仲間などはどうなるのだろうか、彼等には償

いの正義はないのだろうか？　この人達に悪いことをし

た者が、キリストがはりつけになったカルヴァリの丘の

《聖なる盗人》の横に座って永久に祝福されるのに、こ

の人達は今生でも死後でも苦しまなければならないの

か？　この問題について牧師は慎み深い沈黙を守ってい

る」（『ベールをとったイシス』英語版二巻五四三頁）。

そして天国においても、この世においても、カルマにお

いても、すべての者に対する正義を基本的に信じ、希望

する神智学徒は、なぜこの独断的教えに反対するか、今、

あなたはお分かりでしょう。

【問】　では人間の究極の運命は、神が支配されている天

国に行くことではなくて、物質がその本来の要素、すな

わち霊にしだいに変質することですか？

【答】　その究極のゴールへ自然界のすべてのものが向か

うのです。

【問】　あなた方の中で、「霊の物質への降下」を悪と考え、

輪廻を悲哀と考える人はいませんか？

【答】　そう思う人もいます。ですから、この世での見習

いの時期を短縮しようと努力します。しかし、この世に

生まれるのは全くの悪ではありません。なぜなら、それ

は私達が知識と智慧を増す経験を保証するからです。私

達の霊的性質のニーズは霊的幸福以外のものでは決して

満たされないことを教える経験のことを言っているので

す。肉体をまとっている限り、私達は人生で起こる苦悩、

苦しみ、いろいろのつまらぬ失望に悩まされます。従っ

て、これを和らげるために私達に最終的に慰めとよりよ

い未来の希望を与えるのは知識だけなのです。

せん。その人達はオカルティズムと、より高尚な人生へ

の抑え切れない魅力を感じてはいますが、あまりにも自

己中心的でうぬぼれが強く、またこの世の生活の偽りの

魅惑やはかない快楽に耽ってしまうので、今生でのチャ

ンスをなくしているのです。しかし普通の人達にとって、

また、日常生活の実際の義務を果たすには、アデプトに

なるというようなはるかに遠い目標は不適当であり、動

機としても全く効果がありません。

【問】　では神智学協会に入るのはどんな目的ですか？

【答】　多くの人々は、神智学の教えは独断的な宗教の教

えよりも真実であると何となく感じています。また、他

の人達は人間の義務の最高の理想に達しようとする固い

決意を持っているのです。

信仰と知識、または盲信と合理的信仰
の違い

【問】　その人達は神智学の教えを受け入れ、信じている

ということですが、今あなたが言われたように、その人

達はアデプト達の一員ではないので、彼等はあなたの言

われる教えを盲信しているに違いありません。この点で

は神智学は普通の宗教とどう違うのですか？

【答】　他のすべての点で違っているように、この点でも

違います。あなたが「信仰」と言われるもの、特にキリ

スト教の教義に関しては、それこそ本当に盲信ですが、

その信仰は、神智学では「知識」つまり自然の事実につ

いて私達が知っていることの論理的結果となります。あ

なた方の教義は解説に基づいているものです。ですから

聖者からの受け売りの証拠に基づいているにすぎませ

ん。私達の教えは聖者の不変の証拠に基づいています。

例えば普通のキリスト教の神学は、人間は神の創造物で

あり、肉体と魂と霊の三つの部分で出来ていると言って

います。濃密な形体すなわち肉体をもってこの世に生き

る場合にも、精妙な形体が最後の審判を受けてから復活

した場合にも、この三つはすべて、人間の全体を構成す

るものとして欠かせない本質的なものであり、人間存在

には永久に必要です。ですから人間はみな、他の人達か

らも神からも永遠に分離した存在です。一方、神智学で

は次のように言います。すなわち人間は、「不可知のもの」

だが常に存在し無限である神聖な本質からの発散であっ

て、その体やその他のものはみな一時的なものであり、

幻影です。人間の中では、霊だけが唯一の長続きするも

のです。人間の中の霊も普遍霊と完全に再統合する瞬間

にはその分離した個性を失います。

【問】　個性を失ってしまえば、それは単に絶滅すること

になります。

【答】　そうはなりません。私が言っているのは分離した

個性のことであって、普遍的個性のことではないからで

す。分離した個性は、全体となる部分のようなものです。

仏教のいう「露の雫」が蒸発するのではなく、海となり

ます。胎児から老人になったら、肉体人間は絶滅するで

しょうか？　私達のごく小さな意識と個性を普遍的、無

限意識よりも高いとするなら、それは一体、何という悪

魔的な高慢さでしょう！

【問】　では実際は人間というものはなく、霊だけがある

ということですか？

【答】　それは違います。霊と物質との結合は一時的にし

かすぎません。もっとはっきり言うなら、霊と物質とは

一体なので、普遍的に顕現した質料の二つの反対の極で

す。霊の顕現している質料の最も小さな分子が、分化の

結果である形体にくっついている限り、霊は霊という名

で呼ばれる権利がありません。そんなことはないと信じ

ることは盲信です。

【問】　永遠の本質すなわち霊は、ただ物質を通って行く

だけであるとあなたが言われるのは、信仰ではなく、知

識に基づいているのですか？

【答】　私はそうは言わず、永遠で唯一の本質、霊が物質

として現れることは、一時的であって幻影にすぎないと

言います。

【問】　そうですか。ではそれは知識に基づいて言われる

のであって、信仰に基づいておられるのではないのです

ね？

【答】　その通りです。しかし、私にはあなたが何を言う

つもりなのかよく分かります。あなたが言うような信仰

は一種の精神病であって、本当の信仰つまり古代ギリシ



知っている方々とは？

【問】　あなたのおっしゃる能力は私達にも潜在している

のですか？

【答】　ええ。しかし今言った通り、今生で霊的洞察力と

透視力の頂点に達した人達以外はみな同じように制限さ

れた視力しかありません。私達に透視力が目覚めるべき

であるなら、そうなっていたでしょう。つまり、私達は

自分で作ったものにすぎず、私達のもっているものは自

分が努力して得たものだけであるとしか言えません。

【問】　そのような考えは私達をつらくするだけではない

でしょうか。

【答】　それは全く反対だと思います。応報という正義の

法則を信じなければ、人間はもっと殺伐とした気持ちを

起こすでしょう。大人も子供も正当だと思えばとても厳

しい罰にも耐えますが、不当だと思うなら、罰はおろか

非難でさえも恨みます。カルマを信じることは、今生の

自分の運命に甘んじるための最高の理由であり、また、

次の生をよりよくしようとする努力への最も強力な誘因

です。もし私達の運命は厳格な法則以外の何かの結果で

あるとか、また、その運命は自分以外の者の支配下にあ

ると思うならば、カルマ説のこの二つの意味はなくなっ

てしまうでしょう。

【問】　あなたは今、カルマの法則で支配されているこの

輪廻というシステムは理性、正義、道徳心にかなってい

ると言われました。しかし、もしそうなら、同情や哀れ

みというようなやさしい性質を犠牲にしてしまい、人間

の心のより高尚な傾向を無感覚にするのではありません

か？ 

【答】　それは見かけだけで真実ではありません。どんな

人も、当然受けるべき賞や罰よりも多く、または少なく

賞罰を受けるようになったなら、他人はそれだけ、受け

るべきではない利または害を受けるようになります。慈

悲によってそらすことのできるような法則は、救いどこ

ろかさらに多くの不幸をもたらし、感謝よりももっと多

くの苛立ちと呪いをもたらすでしょう。また、結果を生

じる原因を作るのは私達ではありますが、原因結果の法

則を管理するのは私達ではなく、法則が自らの管理をし

ているのだということを覚えておきましょう。また何よ

りも、デヴァチャン状態は正しい慈悲の現れを十分可能

にすることも忘れてはなりません。

【問】　アデプトは、私達のような無知な一般人とは全く

違うとおっしゃっていましたが、彼らは本当に私達より

も輪廻や死後の状態を知っているのでしょうか？

【答】　ええ、本当に知っています。私達みなが潜在的に

持っている能力をアデプトは完成させ、私達がこれまで

論じてきた様々な状態を霊的に知ることができるので

す。また、アデプトは代々何世紀にもわたって、存在や

生死や輪廻の神秘を研究してきました。そして、そうし

た研究の果実のいくつかがもたらされました。

【問】　アデプトを作ることが神智学の目的ですか？

【答】　神智学は人類を、帰還の道を辿っている神からの

発散物と考えています。その道の高い所でアデプトとい

う状態の成就のために幾生も捧げた人々は、その状態に

達するのです。一生のうちで秘密科学のアデプトになっ

た人はこれまでいませんでした。意識的な目的をもって、

必要な訓練を始めてから何生もかかります。神智学協会

の中には、数生前に悟りへのこの骨の折れる仕事を始め

た人達がたくさんいるかもしれません。その人達は今生

の人格的な幻影のため、まだその事実を知らないか、ま

たは今生でさらに進歩する機会を失っているかもしれま
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ア人達が「ピスティス」と言っているものは「知識に基

づいた信念」と私達は考えます。これは肉体的または霊

的感覚の証拠によるものです。

【問】　どういう意味ですか？

【答】　あなたが知りたいと思うことがこの二つのことの

違いならば、教会の権威に基づいた信仰と自分の霊的直

観に基づく信仰との間には、たいへん大きな違いがある

と言えます。

【問】　どう違うのですか？

【答】　一方は人間のだまされやすさと迷信であり、他は

人間の信念であり、直観です。アレクサンダー・ワイル

ダー教授はその著書『エレウシス祭典』の序文に次のよ

うに言っています。「冒涜 ( ぼうとく ) の原因は無知であ

る。人々は自分が正しく理解しないものを嘲笑する。……

この世の底流は一つのゴールに向かっており、人間の信

じやすさの中にはほとんど無限の力、すなわちすべての

実在の最も高い真理を理解することができる神聖な信仰

がある（＊）」。その「信じやすさ」を人間作りのいわば「権

威ある」独断にだけ限定する人々はその力を計り知るこ

とはできないし、自分の性質の中にその力があることに

決して気づきもしないでしょう。すると、その力は外界

に固くはりついて、その力を支配するエッセンスを活動

させることができなくなります。なぜなら、活動させる

にはその人達は個人的な判断をする権利を主張しなけれ

ばなりませんが、あえてそうしようとする人はいません。

＊　『エレウシスとバッカス祭典についての論考』の序

文。

【問】　父、統治者、宇宙の支配者としての神をあなたに

信じさせないのは、その「直観」というものですか？

【答】　そうです。私達は永久に不可知の原理を信じてい

ます。なぜなら、宇宙のすべての部分の驚くほど賢明な

秩序をもたらした知的な力がなくても、宇宙と思考する

人間と物質世界にさえ含まれているいろいろの不思議な

ものが成長できるという唯物論的な主張の根拠は、盲目

的な錯誤だけだからです。自然は間違うこともあります。

細かいことでは、また、その材料の外部的な現れではよ

く間違いがあります。しかし、内なる原因と結果の現れ

には決して誤りはありません。不可知論者や唯物論者で

あろうと、キリスト教徒であろうと、どんな近代哲学者

よりも、昔の人達はこの問題についてずっと道理にか

なった理性的見解をもっていました。古代人の著作家に

は、残忍と慈悲とは有限な感情ではないので、無限の神

の属性とすることができるという主張をした者はいまだ

かつていませんでした。従って古代の神々はみな有限で

す。『法論』という本の著者であるシャム人も人格神に

ついて私達と同じことを言っています。その本の二五頁

に次のように書いてあります。

　ある仏教徒は人間の性質と属性を超えた崇高な神、す

なわち、何ものにも妨げられない静寂の中に静かに憩う、

愛、憎しみ、嫉妬を超えた完全な神の存在を信じている

かもしれない。そして神を喜ばせたいからでも、神を怒

らせることを恐れるからでもなく、自然な尊敬の念から

このような神をけなすことは言わないだろう。しかし、

仏教徒は人間の性質や属性を帯びる神、すなわち、愛し、

憎み、怒りを示す神を理解できない。キリスト教の宣教

師やマホメット教徒やバラモン（＊）やユダヤ人の言う

ような神は、普通の善人の標準よりも下におく。

＊　ここでは宗派的バラモンのことである。ヴェーダー

ンタ派のいうパラブラフマンは私達が受け入れ、信じて

いる神である。

【問】　信仰と信仰を比べると、自分の人間としての無力

さと卑しさを感じて、自分を誘惑から守り、生活を助け、

罪を許して下さる天の恵み深い神がおられると信じるキ

リスト教徒の信仰は、仏教徒やヴェーダーンタ派や神智

学徒の冷淡で高慢なほとんど宿命論的信仰よりもよいで

はありませんか？

【答】　私達の信念を「信仰」と言いたければ言いなさい。

しかし、度々持ち出されるこの問題にまた戻るなら、今

度は私に質問させてください。信仰と信仰を比べれば、

厳しい論理と理性に基づいた信仰は単に人間の権威や英

雄崇拝に基づいた信仰より勝ってはいませんか？　私達

の「信仰」には、２＋２＝４という数学的真理と同じよ

うに論理的な力があります。あなた方の信仰は感情的な

女性の論理のようです。ツルゲーネフはそのような女性

には、２＋２は、ろうそくを１本おまけして、５である

と言いました。その上、あなた方の信仰は正義と論理の

ありとあらゆる見解を打ち砕いてしまうだけでなく、も

し分析すれば人間を道徳的破滅に導き、人類の進歩を阻

止し力を正義として、人類の半分を弟アベルを殺したカ

インのようなものにしてしまいます。

【問】　何のことを言っていらっしゃるのですか？

神に許す権利があるか？

【答】　贖罪の教えのことを言っているのです。私はあな

たが信じておられる危険な独断について言っているので

す。それは神や人間の法に背く私達の罪がどんなに多く

ても、人類の救いのためにイエスが自分を犠牲にして下

さったと信じさえすれば、その血がすべての罪を洗い流

すだろうと教えます。私は二〇年間これに反対してきま

した。一八七七年に書かれた『ベールをとったイシス』

の一節（英語版二巻、五四二頁）をご覧ください。これ

はキリスト教が教えていることと、私達が反対している

ことです。

　「神のいつくしみは限りなく計り知れない。人間の罪

がどんなにひどいものであっても、その罪人の救いのた

めに前もって支払っておいたキリストの血という代価

で、たとえ千倍悪くても拭い去ることができない罪は考

えられない。その上、悔い改めが遅すぎるということも

決してない。犯罪者が今生の最後の日の最後の時間の最

後の一分前に信仰の告白を色あせた唇がしたならば、天

国へ行くことができる。イエスと共に十字架につけられ

て死にかけていた盗人がそうしたのだから、他の罪人す

べて、そうすることができる。こういうことがキリスト

教会と牧師の仮説である。一九世紀、つまりこの最も矛

盾に満ちた《啓発の時代》に英国のお気に入りの説教者

達が国民の頭に叩き込んだ教えである」。これではどん

なことになるのでしょうか？

【問】　それはキリスト教徒を仏教徒やバラモンよりも幸

せにするのではないですか？

【答】　いいえ。とにかく教育のある人は幸福になりませ

ん。なぜなら、教育のある人達の大多数は長い間この残

酷な独断に全く信仰をなくしているからです。しかし、

まだそれを信じている人達は、私が知っているどんな教

えよりも、考え得る様々な罪の入口へと容易に導かれま

す。もう一度『アイシス』（二巻　五四二～五四三頁）

を引用させて下さい。

もし私達が教義の小さな囲いの外へ出て、部分を精巧に

調整してバランスを保っている全体として宇宙を考える

ならば、すべて健全な論理も、正義感のかすかなきらめ

きもこの身代わりの贖罪に何と反感をいだくことだろ

う！　もし罪人が自分にだけ罪を犯し、他人には悪いこ

とをしないなら、またもし、心から後悔して過去の罪を

消し去ることができるなら、人間の記憶からだけでなく、

最高の神の中の至高者ですら消すことのできない記録か

らもその罪を消すことができるとするなら、その時だけ

この独断を理解できるようになるかもしれない。しかし、

他人に悪を働き、殺し、社会の均衡を乱し、ものごとの

自然の秩序を乱したのに、その原因は卑怯でも、期待で

も、強制でも何でもよいが、とにかく、キリストが血を

流されたから、自分が流した他人の血は洗い流されると

信じさえすれば罪は許されるとするのは、とんでもない

ことである！　罪そのものが許されるとしても、罪の結

果は消えるものだろうか？　原因の結果は原因の範囲に

限定されはしないし、罪の結果が犯罪者と被害者に限ら

れることもあり得ない。悪い行ないと同じように善行に

もすべてその結果がある。それは静かな水面に投じた石

の結果と同じようにはっきりしたものである。このたと

えはありふれたものだが、これまで考えられた例の中で

いちばんよいので使ってみよう。投げ込んだものの大小

に応じて波紋は大きくなったり、速くなったりする。し

かしごく小さな小石、いや微小な砂も波紋を起こす。そ

してこの動揺は表面で見えるものだけではない。水面の

下の見えない底の所で、上のほうにも下のほうにもあら

ゆる方向に水滴が水滴を押すので、ついには四方の側面

も底もその力の影響を受ける。その上、水の上の空気も

動かされ、この動揺は物理学者が言うように、永久に空

間に出て行き、層から層へと通って行く。物質に与えら

れた衝撃は決してなくなることなく、取り返すこともで

きない！

　罪や善行の場合もそうである。行為は一時的かもしれ

ないが、その結果は永遠である。一たび石が池に投げ込

まれても、私達はそれを手に取り返し、波紋をもとに戻

して、消費された力を消し、何もなかった前の状態にエー

テルの波を元に戻し、石を投げ込んだと言う行為を跡形

もなく消すことができるならば、そして時の記録がそれ

が起こったことを示さないようになるならば、その時は

じめて、私達はこの蹟罪の効能についてのキリスト教徒

の意見を忍耐強く聞くことができよう。

また、その時やっと、カルマの法則を信じることをやめ

るでしょう。しかし、今のところは二つの教えのどちら

が神聖な正義を最もよく理解しているか、また、どちら

が単純な人間の証拠や論理にも合理的であるか、全世界

に決めてもらいましょう。

【問】　しかしながら、何百万もの人々がキリスト教の教

えを信じ、幸福です。

【答】　その人達の思考力は全く感傷に支配されていま

す。本当の博愛家や愛他主義者は決してそれを受け入れ

ません。それは利己的な夢どころではなく、人間の知性

の悪夢です。それが何をもたらすのかごらんなさい。そ

してキリスト教国よりも犯罪が容易に起こり、その数が

多い異教の国があったらその名をあげてごらんなさい。

ヨーロッパの国々で起こったぞっとするような犯罪の長

い記録をごらんなさい。また、新教と聖書を重んずるア

メリカをごらんなさい。アメリカでは入獄中に改宗した

人の数は公の信仰復興大会や説教での改心者よりもずっ

と多いのです。キリスト教の正義（？）の貸借元帳はど

うなっているか見てごらんなさい。「手を血だらけにし

た殺人者達は色欲、復讐、貪欲、狂信または単なる血に

飢えた獣的渇望の悪魔に唆されて、多くの場合、被害者

達に、悔い改めたりイエスを呼ぶ時間も与えずに殺す。

おそらくこのような人殺しの被害者は罪深いまま死ぬだ

ろう。そしてもちろん、神学の論理に従って、罪の大小

に応じた報いを受けるだろう。しかし、殺人者は人間の

正義に従って牢獄に入れられ、感傷家に泣かれ、祈って

もらい、改心という魅力ある言葉を口にして、イエスの

救われた子は絞首台へ行く。殺人者でなかったらこの人

は祈ってもらったり、救われたり、許されたりはしない

だろう。明らかにこの人は人殺しをしてよかったことに

なる。なぜなら、人殺しによって永遠の幸福を得たから

である！　また、その被害者、その家族や親類、頼って

いた人達、仲間などはどうなるのだろうか、彼等には償

いの正義はないのだろうか？　この人達に悪いことをし

た者が、キリストがはりつけになったカルヴァリの丘の

《聖なる盗人》の横に座って永久に祝福されるのに、こ

の人達は今生でも死後でも苦しまなければならないの

か？　この問題について牧師は慎み深い沈黙を守ってい

る」（『ベールをとったイシス』英語版二巻五四三頁）。

そして天国においても、この世においても、カルマにお

いても、すべての者に対する正義を基本的に信じ、希望

する神智学徒は、なぜこの独断的教えに反対するか、今、

あなたはお分かりでしょう。

【問】　では人間の究極の運命は、神が支配されている天

国に行くことではなくて、物質がその本来の要素、すな

わち霊にしだいに変質することですか？

【答】　その究極のゴールへ自然界のすべてのものが向か

うのです。

【問】　あなた方の中で、「霊の物質への降下」を悪と考え、

輪廻を悲哀と考える人はいませんか？

【答】　そう思う人もいます。ですから、この世での見習

いの時期を短縮しようと努力します。しかし、この世に

生まれるのは全くの悪ではありません。なぜなら、それ

は私達が知識と智慧を増す経験を保証するからです。私

達の霊的性質のニーズは霊的幸福以外のものでは決して

満たされないことを教える経験のことを言っているので

す。肉体をまとっている限り、私達は人生で起こる苦悩、

苦しみ、いろいろのつまらぬ失望に悩まされます。従っ

て、これを和らげるために私達に最終的に慰めとよりよ

い未来の希望を与えるのは知識だけなのです。

せん。その人達はオカルティズムと、より高尚な人生へ

の抑え切れない魅力を感じてはいますが、あまりにも自

己中心的でうぬぼれが強く、またこの世の生活の偽りの

魅惑やはかない快楽に耽ってしまうので、今生でのチャ

ンスをなくしているのです。しかし普通の人達にとって、

また、日常生活の実際の義務を果たすには、アデプトに

なるというようなはるかに遠い目標は不適当であり、動

機としても全く効果がありません。

【問】　では神智学協会に入るのはどんな目的ですか？

【答】　多くの人々は、神智学の教えは独断的な宗教の教

えよりも真実であると何となく感じています。また、他

の人達は人間の義務の最高の理想に達しようとする固い

決意を持っているのです。

信仰と知識、または盲信と合理的信仰
の違い

【問】　その人達は神智学の教えを受け入れ、信じている

ということですが、今あなたが言われたように、その人

達はアデプト達の一員ではないので、彼等はあなたの言

われる教えを盲信しているに違いありません。この点で

は神智学は普通の宗教とどう違うのですか？

【答】　他のすべての点で違っているように、この点でも

違います。あなたが「信仰」と言われるもの、特にキリ

スト教の教義に関しては、それこそ本当に盲信ですが、

その信仰は、神智学では「知識」つまり自然の事実につ

いて私達が知っていることの論理的結果となります。あ

なた方の教義は解説に基づいているものです。ですから

聖者からの受け売りの証拠に基づいているにすぎませ

ん。私達の教えは聖者の不変の証拠に基づいています。

例えば普通のキリスト教の神学は、人間は神の創造物で

あり、肉体と魂と霊の三つの部分で出来ていると言って

います。濃密な形体すなわち肉体をもってこの世に生き

る場合にも、精妙な形体が最後の審判を受けてから復活

した場合にも、この三つはすべて、人間の全体を構成す

るものとして欠かせない本質的なものであり、人間存在

には永久に必要です。ですから人間はみな、他の人達か

らも神からも永遠に分離した存在です。一方、神智学で

は次のように言います。すなわち人間は、「不可知のもの」

だが常に存在し無限である神聖な本質からの発散であっ

て、その体やその他のものはみな一時的なものであり、

幻影です。人間の中では、霊だけが唯一の長続きするも

のです。人間の中の霊も普遍霊と完全に再統合する瞬間

にはその分離した個性を失います。

【問】　個性を失ってしまえば、それは単に絶滅すること

になります。

【答】　そうはなりません。私が言っているのは分離した

個性のことであって、普遍的個性のことではないからで

す。分離した個性は、全体となる部分のようなものです。

仏教のいう「露の雫」が蒸発するのではなく、海となり

ます。胎児から老人になったら、肉体人間は絶滅するで

しょうか？　私達のごく小さな意識と個性を普遍的、無

限意識よりも高いとするなら、それは一体、何という悪

魔的な高慢さでしょう！

【問】　では実際は人間というものはなく、霊だけがある

ということですか？

【答】　それは違います。霊と物質との結合は一時的にし

かすぎません。もっとはっきり言うなら、霊と物質とは

一体なので、普遍的に顕現した質料の二つの反対の極で

す。霊の顕現している質料の最も小さな分子が、分化の

結果である形体にくっついている限り、霊は霊という名

で呼ばれる権利がありません。そんなことはないと信じ

ることは盲信です。

【問】　永遠の本質すなわち霊は、ただ物質を通って行く

だけであるとあなたが言われるのは、信仰ではなく、知

識に基づいているのですか？

【答】　私はそうは言わず、永遠で唯一の本質、霊が物質

として現れることは、一時的であって幻影にすぎないと

言います。

【問】　そうですか。ではそれは知識に基づいて言われる

のであって、信仰に基づいておられるのではないのです

ね？

【答】　その通りです。しかし、私にはあなたが何を言う

つもりなのかよく分かります。あなたが言うような信仰

は一種の精神病であって、本当の信仰つまり古代ギリシ



知っている方々とは？

【問】　あなたのおっしゃる能力は私達にも潜在している

のですか？

【答】　ええ。しかし今言った通り、今生で霊的洞察力と

透視力の頂点に達した人達以外はみな同じように制限さ

れた視力しかありません。私達に透視力が目覚めるべき

であるなら、そうなっていたでしょう。つまり、私達は

自分で作ったものにすぎず、私達のもっているものは自

分が努力して得たものだけであるとしか言えません。

【問】　そのような考えは私達をつらくするだけではない

でしょうか。

【答】　それは全く反対だと思います。応報という正義の

法則を信じなければ、人間はもっと殺伐とした気持ちを

起こすでしょう。大人も子供も正当だと思えばとても厳

しい罰にも耐えますが、不当だと思うなら、罰はおろか

非難でさえも恨みます。カルマを信じることは、今生の

自分の運命に甘んじるための最高の理由であり、また、

次の生をよりよくしようとする努力への最も強力な誘因

です。もし私達の運命は厳格な法則以外の何かの結果で

あるとか、また、その運命は自分以外の者の支配下にあ

ると思うならば、カルマ説のこの二つの意味はなくなっ

てしまうでしょう。

【問】　あなたは今、カルマの法則で支配されているこの

輪廻というシステムは理性、正義、道徳心にかなってい

ると言われました。しかし、もしそうなら、同情や哀れ

みというようなやさしい性質を犠牲にしてしまい、人間

の心のより高尚な傾向を無感覚にするのではありません

か？ 

【答】　それは見かけだけで真実ではありません。どんな

人も、当然受けるべき賞や罰よりも多く、または少なく

賞罰を受けるようになったなら、他人はそれだけ、受け

るべきではない利または害を受けるようになります。慈

悲によってそらすことのできるような法則は、救いどこ

ろかさらに多くの不幸をもたらし、感謝よりももっと多

くの苛立ちと呪いをもたらすでしょう。また、結果を生

じる原因を作るのは私達ではありますが、原因結果の法

則を管理するのは私達ではなく、法則が自らの管理をし

ているのだということを覚えておきましょう。また何よ

りも、デヴァチャン状態は正しい慈悲の現れを十分可能

にすることも忘れてはなりません。

【問】　アデプトは、私達のような無知な一般人とは全く

違うとおっしゃっていましたが、彼らは本当に私達より

も輪廻や死後の状態を知っているのでしょうか？

【答】　ええ、本当に知っています。私達みなが潜在的に

持っている能力をアデプトは完成させ、私達がこれまで

論じてきた様々な状態を霊的に知ることができるので

す。また、アデプトは代々何世紀にもわたって、存在や

生死や輪廻の神秘を研究してきました。そして、そうし

た研究の果実のいくつかがもたらされました。

【問】　アデプトを作ることが神智学の目的ですか？

【答】　神智学は人類を、帰還の道を辿っている神からの

発散物と考えています。その道の高い所でアデプトとい

う状態の成就のために幾生も捧げた人々は、その状態に

達するのです。一生のうちで秘密科学のアデプトになっ

た人はこれまでいませんでした。意識的な目的をもって、

必要な訓練を始めてから何生もかかります。神智学協会

の中には、数生前に悟りへのこの骨の折れる仕事を始め

た人達がたくさんいるかもしれません。その人達は今生

の人格的な幻影のため、まだその事実を知らないか、ま

たは今生でさらに進歩する機会を失っているかもしれま
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ア人達が「ピスティス」と言っているものは「知識に基

づいた信念」と私達は考えます。これは肉体的または霊

的感覚の証拠によるものです。

【問】　どういう意味ですか？

【答】　あなたが知りたいと思うことがこの二つのことの

違いならば、教会の権威に基づいた信仰と自分の霊的直

観に基づく信仰との間には、たいへん大きな違いがある

と言えます。

【問】　どう違うのですか？

【答】　一方は人間のだまされやすさと迷信であり、他は

人間の信念であり、直観です。アレクサンダー・ワイル

ダー教授はその著書『エレウシス祭典』の序文に次のよ

うに言っています。「冒涜 ( ぼうとく ) の原因は無知であ

る。人々は自分が正しく理解しないものを嘲笑する。……

この世の底流は一つのゴールに向かっており、人間の信

じやすさの中にはほとんど無限の力、すなわちすべての

実在の最も高い真理を理解することができる神聖な信仰

がある（＊）」。その「信じやすさ」を人間作りのいわば「権

威ある」独断にだけ限定する人々はその力を計り知るこ

とはできないし、自分の性質の中にその力があることに

決して気づきもしないでしょう。すると、その力は外界

に固くはりついて、その力を支配するエッセンスを活動

させることができなくなります。なぜなら、活動させる

にはその人達は個人的な判断をする権利を主張しなけれ

ばなりませんが、あえてそうしようとする人はいません。

＊　『エレウシスとバッカス祭典についての論考』の序

文。

【問】　父、統治者、宇宙の支配者としての神をあなたに

信じさせないのは、その「直観」というものですか？

【答】　そうです。私達は永久に不可知の原理を信じてい

ます。なぜなら、宇宙のすべての部分の驚くほど賢明な

秩序をもたらした知的な力がなくても、宇宙と思考する

人間と物質世界にさえ含まれているいろいろの不思議な

ものが成長できるという唯物論的な主張の根拠は、盲目

的な錯誤だけだからです。自然は間違うこともあります。

細かいことでは、また、その材料の外部的な現れではよ

く間違いがあります。しかし、内なる原因と結果の現れ

には決して誤りはありません。不可知論者や唯物論者で

あろうと、キリスト教徒であろうと、どんな近代哲学者

よりも、昔の人達はこの問題についてずっと道理にか

なった理性的見解をもっていました。古代人の著作家に

は、残忍と慈悲とは有限な感情ではないので、無限の神

の属性とすることができるという主張をした者はいまだ

かつていませんでした。従って古代の神々はみな有限で

す。『法論』という本の著者であるシャム人も人格神に

ついて私達と同じことを言っています。その本の二五頁

に次のように書いてあります。

　ある仏教徒は人間の性質と属性を超えた崇高な神、す

なわち、何ものにも妨げられない静寂の中に静かに憩う、

愛、憎しみ、嫉妬を超えた完全な神の存在を信じている

かもしれない。そして神を喜ばせたいからでも、神を怒

らせることを恐れるからでもなく、自然な尊敬の念から

このような神をけなすことは言わないだろう。しかし、

仏教徒は人間の性質や属性を帯びる神、すなわち、愛し、

憎み、怒りを示す神を理解できない。キリスト教の宣教

師やマホメット教徒やバラモン（＊）やユダヤ人の言う

ような神は、普通の善人の標準よりも下におく。

＊　ここでは宗派的バラモンのことである。ヴェーダー

ンタ派のいうパラブラフマンは私達が受け入れ、信じて

いる神である。

【問】　信仰と信仰を比べると、自分の人間としての無力

さと卑しさを感じて、自分を誘惑から守り、生活を助け、

罪を許して下さる天の恵み深い神がおられると信じるキ

リスト教徒の信仰は、仏教徒やヴェーダーンタ派や神智

学徒の冷淡で高慢なほとんど宿命論的信仰よりもよいで

はありませんか？

【答】　私達の信念を「信仰」と言いたければ言いなさい。

しかし、度々持ち出されるこの問題にまた戻るなら、今

度は私に質問させてください。信仰と信仰を比べれば、

厳しい論理と理性に基づいた信仰は単に人間の権威や英

雄崇拝に基づいた信仰より勝ってはいませんか？　私達

の「信仰」には、２＋２＝４という数学的真理と同じよ

うに論理的な力があります。あなた方の信仰は感情的な

女性の論理のようです。ツルゲーネフはそのような女性

には、２＋２は、ろうそくを１本おまけして、５である

と言いました。その上、あなた方の信仰は正義と論理の

ありとあらゆる見解を打ち砕いてしまうだけでなく、も

し分析すれば人間を道徳的破滅に導き、人類の進歩を阻

止し力を正義として、人類の半分を弟アベルを殺したカ

インのようなものにしてしまいます。

【問】　何のことを言っていらっしゃるのですか？

神に許す権利があるか？

【答】　贖罪の教えのことを言っているのです。私はあな

たが信じておられる危険な独断について言っているので

す。それは神や人間の法に背く私達の罪がどんなに多く

ても、人類の救いのためにイエスが自分を犠牲にして下

さったと信じさえすれば、その血がすべての罪を洗い流

すだろうと教えます。私は二〇年間これに反対してきま

した。一八七七年に書かれた『ベールをとったイシス』

の一節（英語版二巻、五四二頁）をご覧ください。これ

はキリスト教が教えていることと、私達が反対している

ことです。

　「神のいつくしみは限りなく計り知れない。人間の罪

がどんなにひどいものであっても、その罪人の救いのた

めに前もって支払っておいたキリストの血という代価

で、たとえ千倍悪くても拭い去ることができない罪は考

えられない。その上、悔い改めが遅すぎるということも

決してない。犯罪者が今生の最後の日の最後の時間の最

後の一分前に信仰の告白を色あせた唇がしたならば、天

国へ行くことができる。イエスと共に十字架につけられ

て死にかけていた盗人がそうしたのだから、他の罪人す

べて、そうすることができる。こういうことがキリスト

教会と牧師の仮説である。一九世紀、つまりこの最も矛

盾に満ちた《啓発の時代》に英国のお気に入りの説教者

達が国民の頭に叩き込んだ教えである」。これではどん

なことになるのでしょうか？

【問】　それはキリスト教徒を仏教徒やバラモンよりも幸

せにするのではないですか？

【答】　いいえ。とにかく教育のある人は幸福になりませ

ん。なぜなら、教育のある人達の大多数は長い間この残

酷な独断に全く信仰をなくしているからです。しかし、

まだそれを信じている人達は、私が知っているどんな教

えよりも、考え得る様々な罪の入口へと容易に導かれま

す。もう一度『アイシス』（二巻　五四二～五四三頁）

を引用させて下さい。

もし私達が教義の小さな囲いの外へ出て、部分を精巧に

調整してバランスを保っている全体として宇宙を考える

ならば、すべて健全な論理も、正義感のかすかなきらめ

きもこの身代わりの贖罪に何と反感をいだくことだろ

う！　もし罪人が自分にだけ罪を犯し、他人には悪いこ

とをしないなら、またもし、心から後悔して過去の罪を

消し去ることができるなら、人間の記憶からだけでなく、

最高の神の中の至高者ですら消すことのできない記録か

らもその罪を消すことができるとするなら、その時だけ

この独断を理解できるようになるかもしれない。しかし、

他人に悪を働き、殺し、社会の均衡を乱し、ものごとの

自然の秩序を乱したのに、その原因は卑怯でも、期待で

も、強制でも何でもよいが、とにかく、キリストが血を

流されたから、自分が流した他人の血は洗い流されると

信じさえすれば罪は許されるとするのは、とんでもない

ことである！　罪そのものが許されるとしても、罪の結

果は消えるものだろうか？　原因の結果は原因の範囲に

限定されはしないし、罪の結果が犯罪者と被害者に限ら

れることもあり得ない。悪い行ないと同じように善行に

もすべてその結果がある。それは静かな水面に投じた石

の結果と同じようにはっきりしたものである。このたと

えはありふれたものだが、これまで考えられた例の中で

いちばんよいので使ってみよう。投げ込んだものの大小

に応じて波紋は大きくなったり、速くなったりする。し

かしごく小さな小石、いや微小な砂も波紋を起こす。そ

してこの動揺は表面で見えるものだけではない。水面の

下の見えない底の所で、上のほうにも下のほうにもあら

ゆる方向に水滴が水滴を押すので、ついには四方の側面

も底もその力の影響を受ける。その上、水の上の空気も

動かされ、この動揺は物理学者が言うように、永久に空

間に出て行き、層から層へと通って行く。物質に与えら

れた衝撃は決してなくなることなく、取り返すこともで

きない！

　罪や善行の場合もそうである。行為は一時的かもしれ

ないが、その結果は永遠である。一たび石が池に投げ込

まれても、私達はそれを手に取り返し、波紋をもとに戻

して、消費された力を消し、何もなかった前の状態にエー

テルの波を元に戻し、石を投げ込んだと言う行為を跡形

もなく消すことができるならば、そして時の記録がそれ

が起こったことを示さないようになるならば、その時は

じめて、私達はこの蹟罪の効能についてのキリスト教徒

の意見を忍耐強く聞くことができよう。

また、その時やっと、カルマの法則を信じることをやめ

るでしょう。しかし、今のところは二つの教えのどちら

が神聖な正義を最もよく理解しているか、また、どちら

が単純な人間の証拠や論理にも合理的であるか、全世界

に決めてもらいましょう。

【問】　しかしながら、何百万もの人々がキリスト教の教

えを信じ、幸福です。

【答】　その人達の思考力は全く感傷に支配されていま

す。本当の博愛家や愛他主義者は決してそれを受け入れ

ません。それは利己的な夢どころではなく、人間の知性

の悪夢です。それが何をもたらすのかごらんなさい。そ

してキリスト教国よりも犯罪が容易に起こり、その数が

多い異教の国があったらその名をあげてごらんなさい。

ヨーロッパの国々で起こったぞっとするような犯罪の長

い記録をごらんなさい。また、新教と聖書を重んずるア

メリカをごらんなさい。アメリカでは入獄中に改宗した

人の数は公の信仰復興大会や説教での改心者よりもずっ

と多いのです。キリスト教の正義（？）の貸借元帳はど

うなっているか見てごらんなさい。「手を血だらけにし

た殺人者達は色欲、復讐、貪欲、狂信または単なる血に

飢えた獣的渇望の悪魔に唆されて、多くの場合、被害者

達に、悔い改めたりイエスを呼ぶ時間も与えずに殺す。

おそらくこのような人殺しの被害者は罪深いまま死ぬだ

ろう。そしてもちろん、神学の論理に従って、罪の大小

に応じた報いを受けるだろう。しかし、殺人者は人間の

正義に従って牢獄に入れられ、感傷家に泣かれ、祈って

もらい、改心という魅力ある言葉を口にして、イエスの

救われた子は絞首台へ行く。殺人者でなかったらこの人

は祈ってもらったり、救われたり、許されたりはしない

だろう。明らかにこの人は人殺しをしてよかったことに

なる。なぜなら、人殺しによって永遠の幸福を得たから

である！　また、その被害者、その家族や親類、頼って

いた人達、仲間などはどうなるのだろうか、彼等には償

いの正義はないのだろうか？　この人達に悪いことをし

た者が、キリストがはりつけになったカルヴァリの丘の

《聖なる盗人》の横に座って永久に祝福されるのに、こ

の人達は今生でも死後でも苦しまなければならないの

か？　この問題について牧師は慎み深い沈黙を守ってい

る」（『ベールをとったイシス』英語版二巻五四三頁）。

そして天国においても、この世においても、カルマにお

いても、すべての者に対する正義を基本的に信じ、希望

する神智学徒は、なぜこの独断的教えに反対するか、今、

あなたはお分かりでしょう。

【問】　では人間の究極の運命は、神が支配されている天

国に行くことではなくて、物質がその本来の要素、すな

わち霊にしだいに変質することですか？

【答】　その究極のゴールへ自然界のすべてのものが向か

うのです。

【問】　あなた方の中で、「霊の物質への降下」を悪と考え、

輪廻を悲哀と考える人はいませんか？

【答】　そう思う人もいます。ですから、この世での見習

いの時期を短縮しようと努力します。しかし、この世に

生まれるのは全くの悪ではありません。なぜなら、それ

は私達が知識と智慧を増す経験を保証するからです。私

達の霊的性質のニーズは霊的幸福以外のものでは決して

満たされないことを教える経験のことを言っているので

す。肉体をまとっている限り、私達は人生で起こる苦悩、

苦しみ、いろいろのつまらぬ失望に悩まされます。従っ

て、これを和らげるために私達に最終的に慰めとよりよ

い未来の希望を与えるのは知識だけなのです。

せん。その人達はオカルティズムと、より高尚な人生へ

の抑え切れない魅力を感じてはいますが、あまりにも自

己中心的でうぬぼれが強く、またこの世の生活の偽りの

魅惑やはかない快楽に耽ってしまうので、今生でのチャ

ンスをなくしているのです。しかし普通の人達にとって、

また、日常生活の実際の義務を果たすには、アデプトに

なるというようなはるかに遠い目標は不適当であり、動

機としても全く効果がありません。

【問】　では神智学協会に入るのはどんな目的ですか？

【答】　多くの人々は、神智学の教えは独断的な宗教の教

えよりも真実であると何となく感じています。また、他

の人達は人間の義務の最高の理想に達しようとする固い

決意を持っているのです。

信仰と知識、または盲信と合理的信仰
の違い

【問】　その人達は神智学の教えを受け入れ、信じている

ということですが、今あなたが言われたように、その人

達はアデプト達の一員ではないので、彼等はあなたの言

われる教えを盲信しているに違いありません。この点で

は神智学は普通の宗教とどう違うのですか？

【答】　他のすべての点で違っているように、この点でも

違います。あなたが「信仰」と言われるもの、特にキリ

スト教の教義に関しては、それこそ本当に盲信ですが、

その信仰は、神智学では「知識」つまり自然の事実につ

いて私達が知っていることの論理的結果となります。あ

なた方の教義は解説に基づいているものです。ですから

聖者からの受け売りの証拠に基づいているにすぎませ

ん。私達の教えは聖者の不変の証拠に基づいています。

例えば普通のキリスト教の神学は、人間は神の創造物で

あり、肉体と魂と霊の三つの部分で出来ていると言って

います。濃密な形体すなわち肉体をもってこの世に生き

る場合にも、精妙な形体が最後の審判を受けてから復活

した場合にも、この三つはすべて、人間の全体を構成す

るものとして欠かせない本質的なものであり、人間存在

には永久に必要です。ですから人間はみな、他の人達か

らも神からも永遠に分離した存在です。一方、神智学で

は次のように言います。すなわち人間は、「不可知のもの」

だが常に存在し無限である神聖な本質からの発散であっ

て、その体やその他のものはみな一時的なものであり、

幻影です。人間の中では、霊だけが唯一の長続きするも

のです。人間の中の霊も普遍霊と完全に再統合する瞬間

にはその分離した個性を失います。

【問】　個性を失ってしまえば、それは単に絶滅すること

になります。

【答】　そうはなりません。私が言っているのは分離した

個性のことであって、普遍的個性のことではないからで

す。分離した個性は、全体となる部分のようなものです。

仏教のいう「露の雫」が蒸発するのではなく、海となり

ます。胎児から老人になったら、肉体人間は絶滅するで

しょうか？　私達のごく小さな意識と個性を普遍的、無

限意識よりも高いとするなら、それは一体、何という悪

魔的な高慢さでしょう！

【問】　では実際は人間というものはなく、霊だけがある

ということですか？

【答】　それは違います。霊と物質との結合は一時的にし

かすぎません。もっとはっきり言うなら、霊と物質とは

一体なので、普遍的に顕現した質料の二つの反対の極で

す。霊の顕現している質料の最も小さな分子が、分化の

結果である形体にくっついている限り、霊は霊という名

で呼ばれる権利がありません。そんなことはないと信じ

ることは盲信です。

【問】　永遠の本質すなわち霊は、ただ物質を通って行く

だけであるとあなたが言われるのは、信仰ではなく、知

識に基づいているのですか？

【答】　私はそうは言わず、永遠で唯一の本質、霊が物質

として現れることは、一時的であって幻影にすぎないと

言います。

【問】　そうですか。ではそれは知識に基づいて言われる

のであって、信仰に基づいておられるのではないのです

ね？

【答】　その通りです。しかし、私にはあなたが何を言う

つもりなのかよく分かります。あなたが言うような信仰

は一種の精神病であって、本当の信仰つまり古代ギリシ



知っている方々とは？

【問】　あなたのおっしゃる能力は私達にも潜在している

のですか？

【答】　ええ。しかし今言った通り、今生で霊的洞察力と

透視力の頂点に達した人達以外はみな同じように制限さ

れた視力しかありません。私達に透視力が目覚めるべき

であるなら、そうなっていたでしょう。つまり、私達は

自分で作ったものにすぎず、私達のもっているものは自

分が努力して得たものだけであるとしか言えません。

【問】　そのような考えは私達をつらくするだけではない

でしょうか。

【答】　それは全く反対だと思います。応報という正義の

法則を信じなければ、人間はもっと殺伐とした気持ちを

起こすでしょう。大人も子供も正当だと思えばとても厳

しい罰にも耐えますが、不当だと思うなら、罰はおろか

非難でさえも恨みます。カルマを信じることは、今生の

自分の運命に甘んじるための最高の理由であり、また、

次の生をよりよくしようとする努力への最も強力な誘因

です。もし私達の運命は厳格な法則以外の何かの結果で

あるとか、また、その運命は自分以外の者の支配下にあ

ると思うならば、カルマ説のこの二つの意味はなくなっ

てしまうでしょう。

【問】　あなたは今、カルマの法則で支配されているこの

輪廻というシステムは理性、正義、道徳心にかなってい

ると言われました。しかし、もしそうなら、同情や哀れ

みというようなやさしい性質を犠牲にしてしまい、人間

の心のより高尚な傾向を無感覚にするのではありません

か？ 

【答】　それは見かけだけで真実ではありません。どんな

人も、当然受けるべき賞や罰よりも多く、または少なく

賞罰を受けるようになったなら、他人はそれだけ、受け

るべきではない利または害を受けるようになります。慈

悲によってそらすことのできるような法則は、救いどこ

ろかさらに多くの不幸をもたらし、感謝よりももっと多

くの苛立ちと呪いをもたらすでしょう。また、結果を生

じる原因を作るのは私達ではありますが、原因結果の法

則を管理するのは私達ではなく、法則が自らの管理をし

ているのだということを覚えておきましょう。また何よ

りも、デヴァチャン状態は正しい慈悲の現れを十分可能

にすることも忘れてはなりません。

【問】　アデプトは、私達のような無知な一般人とは全く

違うとおっしゃっていましたが、彼らは本当に私達より

も輪廻や死後の状態を知っているのでしょうか？

【答】　ええ、本当に知っています。私達みなが潜在的に

持っている能力をアデプトは完成させ、私達がこれまで

論じてきた様々な状態を霊的に知ることができるので

す。また、アデプトは代々何世紀にもわたって、存在や

生死や輪廻の神秘を研究してきました。そして、そうし

た研究の果実のいくつかがもたらされました。

【問】　アデプトを作ることが神智学の目的ですか？

【答】　神智学は人類を、帰還の道を辿っている神からの

発散物と考えています。その道の高い所でアデプトとい

う状態の成就のために幾生も捧げた人々は、その状態に

達するのです。一生のうちで秘密科学のアデプトになっ

た人はこれまでいませんでした。意識的な目的をもって、

必要な訓練を始めてから何生もかかります。神智学協会

の中には、数生前に悟りへのこの骨の折れる仕事を始め

た人達がたくさんいるかもしれません。その人達は今生

の人格的な幻影のため、まだその事実を知らないか、ま

たは今生でさらに進歩する機会を失っているかもしれま

ア人達が「ピスティス」と言っているものは「知識に基

づいた信念」と私達は考えます。これは肉体的または霊

的感覚の証拠によるものです。

【問】　どういう意味ですか？

【答】　あなたが知りたいと思うことがこの二つのことの

違いならば、教会の権威に基づいた信仰と自分の霊的直

観に基づく信仰との間には、たいへん大きな違いがある

と言えます。

【問】　どう違うのですか？

【答】　一方は人間のだまされやすさと迷信であり、他は

人間の信念であり、直観です。アレクサンダー・ワイル

ダー教授はその著書『エレウシス祭典』の序文に次のよ

うに言っています。「冒涜 ( ぼうとく ) の原因は無知であ

る。人々は自分が正しく理解しないものを嘲笑する。……

この世の底流は一つのゴールに向かっており、人間の信

じやすさの中にはほとんど無限の力、すなわちすべての

実在の最も高い真理を理解することができる神聖な信仰

がある（＊）」。その「信じやすさ」を人間作りのいわば「権

威ある」独断にだけ限定する人々はその力を計り知るこ

とはできないし、自分の性質の中にその力があることに

決して気づきもしないでしょう。すると、その力は外界

に固くはりついて、その力を支配するエッセンスを活動

させることができなくなります。なぜなら、活動させる

にはその人達は個人的な判断をする権利を主張しなけれ

ばなりませんが、あえてそうしようとする人はいません。

＊　『エレウシスとバッカス祭典についての論考』の序

文。

【問】　父、統治者、宇宙の支配者としての神をあなたに

信じさせないのは、その「直観」というものですか？

【答】　そうです。私達は永久に不可知の原理を信じてい

ます。なぜなら、宇宙のすべての部分の驚くほど賢明な

秩序をもたらした知的な力がなくても、宇宙と思考する

人間と物質世界にさえ含まれているいろいろの不思議な

ものが成長できるという唯物論的な主張の根拠は、盲目

的な錯誤だけだからです。自然は間違うこともあります。

細かいことでは、また、その材料の外部的な現れではよ

く間違いがあります。しかし、内なる原因と結果の現れ

には決して誤りはありません。不可知論者や唯物論者で

あろうと、キリスト教徒であろうと、どんな近代哲学者

よりも、昔の人達はこの問題についてずっと道理にか

なった理性的見解をもっていました。古代人の著作家に

は、残忍と慈悲とは有限な感情ではないので、無限の神

の属性とすることができるという主張をした者はいまだ

かつていませんでした。従って古代の神々はみな有限で

す。『法論』という本の著者であるシャム人も人格神に

ついて私達と同じことを言っています。その本の二五頁

に次のように書いてあります。

　ある仏教徒は人間の性質と属性を超えた崇高な神、す

なわち、何ものにも妨げられない静寂の中に静かに憩う、

愛、憎しみ、嫉妬を超えた完全な神の存在を信じている

かもしれない。そして神を喜ばせたいからでも、神を怒

らせることを恐れるからでもなく、自然な尊敬の念から

このような神をけなすことは言わないだろう。しかし、

仏教徒は人間の性質や属性を帯びる神、すなわち、愛し、

憎み、怒りを示す神を理解できない。キリスト教の宣教

師やマホメット教徒やバラモン（＊）やユダヤ人の言う

ような神は、普通の善人の標準よりも下におく。

＊　ここでは宗派的バラモンのことである。ヴェーダー

ンタ派のいうパラブラフマンは私達が受け入れ、信じて

いる神である。

【問】　信仰と信仰を比べると、自分の人間としての無力

さと卑しさを感じて、自分を誘惑から守り、生活を助け、

罪を許して下さる天の恵み深い神がおられると信じるキ

リスト教徒の信仰は、仏教徒やヴェーダーンタ派や神智

学徒の冷淡で高慢なほとんど宿命論的信仰よりもよいで

はありませんか？

【答】　私達の信念を「信仰」と言いたければ言いなさい。

しかし、度々持ち出されるこの問題にまた戻るなら、今

度は私に質問させてください。信仰と信仰を比べれば、

厳しい論理と理性に基づいた信仰は単に人間の権威や英

雄崇拝に基づいた信仰より勝ってはいませんか？　私達

の「信仰」には、２＋２＝４という数学的真理と同じよ

うに論理的な力があります。あなた方の信仰は感情的な

女性の論理のようです。ツルゲーネフはそのような女性
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には、２＋２は、ろうそくを１本おまけして、５である

と言いました。その上、あなた方の信仰は正義と論理の

ありとあらゆる見解を打ち砕いてしまうだけでなく、も

し分析すれば人間を道徳的破滅に導き、人類の進歩を阻

止し力を正義として、人類の半分を弟アベルを殺したカ

インのようなものにしてしまいます。

【問】　何のことを言っていらっしゃるのですか？

神に許す権利があるか？

【答】　贖罪の教えのことを言っているのです。私はあな

たが信じておられる危険な独断について言っているので

す。それは神や人間の法に背く私達の罪がどんなに多く

ても、人類の救いのためにイエスが自分を犠牲にして下

さったと信じさえすれば、その血がすべての罪を洗い流

すだろうと教えます。私は二〇年間これに反対してきま

した。一八七七年に書かれた『ベールをとったイシス』

の一節（英語版二巻、五四二頁）をご覧ください。これ

はキリスト教が教えていることと、私達が反対している

ことです。

　「神のいつくしみは限りなく計り知れない。人間の罪

がどんなにひどいものであっても、その罪人の救いのた

めに前もって支払っておいたキリストの血という代価

で、たとえ千倍悪くても拭い去ることができない罪は考

えられない。その上、悔い改めが遅すぎるということも

決してない。犯罪者が今生の最後の日の最後の時間の最

後の一分前に信仰の告白を色あせた唇がしたならば、天

国へ行くことができる。イエスと共に十字架につけられ

て死にかけていた盗人がそうしたのだから、他の罪人す

べて、そうすることができる。こういうことがキリスト

教会と牧師の仮説である。一九世紀、つまりこの最も矛

盾に満ちた《啓発の時代》に英国のお気に入りの説教者

達が国民の頭に叩き込んだ教えである」。これではどん

なことになるのでしょうか？

【問】　それはキリスト教徒を仏教徒やバラモンよりも幸

せにするのではないですか？

【答】　いいえ。とにかく教育のある人は幸福になりませ

ん。なぜなら、教育のある人達の大多数は長い間この残

酷な独断に全く信仰をなくしているからです。しかし、

まだそれを信じている人達は、私が知っているどんな教

えよりも、考え得る様々な罪の入口へと容易に導かれま

す。もう一度『アイシス』（二巻　五四二～五四三頁）

を引用させて下さい。

もし私達が教義の小さな囲いの外へ出て、部分を精巧に

調整してバランスを保っている全体として宇宙を考える

ならば、すべて健全な論理も、正義感のかすかなきらめ

きもこの身代わりの贖罪に何と反感をいだくことだろ

う！　もし罪人が自分にだけ罪を犯し、他人には悪いこ

とをしないなら、またもし、心から後悔して過去の罪を

消し去ることができるなら、人間の記憶からだけでなく、

最高の神の中の至高者ですら消すことのできない記録か

らもその罪を消すことができるとするなら、その時だけ

この独断を理解できるようになるかもしれない。しかし、

他人に悪を働き、殺し、社会の均衡を乱し、ものごとの

自然の秩序を乱したのに、その原因は卑怯でも、期待で

も、強制でも何でもよいが、とにかく、キリストが血を

流されたから、自分が流した他人の血は洗い流されると

信じさえすれば罪は許されるとするのは、とんでもない

ことである！　罪そのものが許されるとしても、罪の結

果は消えるものだろうか？　原因の結果は原因の範囲に

限定されはしないし、罪の結果が犯罪者と被害者に限ら

れることもあり得ない。悪い行ないと同じように善行に

もすべてその結果がある。それは静かな水面に投じた石

の結果と同じようにはっきりしたものである。このたと

えはありふれたものだが、これまで考えられた例の中で

いちばんよいので使ってみよう。投げ込んだものの大小

に応じて波紋は大きくなったり、速くなったりする。し

かしごく小さな小石、いや微小な砂も波紋を起こす。そ

してこの動揺は表面で見えるものだけではない。水面の

下の見えない底の所で、上のほうにも下のほうにもあら

ゆる方向に水滴が水滴を押すので、ついには四方の側面

も底もその力の影響を受ける。その上、水の上の空気も

動かされ、この動揺は物理学者が言うように、永久に空

間に出て行き、層から層へと通って行く。物質に与えら

れた衝撃は決してなくなることなく、取り返すこともで

きない！

　罪や善行の場合もそうである。行為は一時的かもしれ

ないが、その結果は永遠である。一たび石が池に投げ込

まれても、私達はそれを手に取り返し、波紋をもとに戻

して、消費された力を消し、何もなかった前の状態にエー

テルの波を元に戻し、石を投げ込んだと言う行為を跡形

もなく消すことができるならば、そして時の記録がそれ

が起こったことを示さないようになるならば、その時は

じめて、私達はこの蹟罪の効能についてのキリスト教徒

の意見を忍耐強く聞くことができよう。

また、その時やっと、カルマの法則を信じることをやめ

るでしょう。しかし、今のところは二つの教えのどちら

が神聖な正義を最もよく理解しているか、また、どちら

が単純な人間の証拠や論理にも合理的であるか、全世界

に決めてもらいましょう。

【問】　しかしながら、何百万もの人々がキリスト教の教

えを信じ、幸福です。

【答】　その人達の思考力は全く感傷に支配されていま

す。本当の博愛家や愛他主義者は決してそれを受け入れ

ません。それは利己的な夢どころではなく、人間の知性

の悪夢です。それが何をもたらすのかごらんなさい。そ

してキリスト教国よりも犯罪が容易に起こり、その数が

多い異教の国があったらその名をあげてごらんなさい。

ヨーロッパの国々で起こったぞっとするような犯罪の長

い記録をごらんなさい。また、新教と聖書を重んずるア

メリカをごらんなさい。アメリカでは入獄中に改宗した

人の数は公の信仰復興大会や説教での改心者よりもずっ

と多いのです。キリスト教の正義（？）の貸借元帳はど

うなっているか見てごらんなさい。「手を血だらけにし

た殺人者達は色欲、復讐、貪欲、狂信または単なる血に

飢えた獣的渇望の悪魔に唆されて、多くの場合、被害者

達に、悔い改めたりイエスを呼ぶ時間も与えずに殺す。

おそらくこのような人殺しの被害者は罪深いまま死ぬだ

ろう。そしてもちろん、神学の論理に従って、罪の大小

に応じた報いを受けるだろう。しかし、殺人者は人間の

正義に従って牢獄に入れられ、感傷家に泣かれ、祈って

もらい、改心という魅力ある言葉を口にして、イエスの

救われた子は絞首台へ行く。殺人者でなかったらこの人

は祈ってもらったり、救われたり、許されたりはしない

だろう。明らかにこの人は人殺しをしてよかったことに

なる。なぜなら、人殺しによって永遠の幸福を得たから

である！　また、その被害者、その家族や親類、頼って

いた人達、仲間などはどうなるのだろうか、彼等には償

いの正義はないのだろうか？　この人達に悪いことをし

た者が、キリストがはりつけになったカルヴァリの丘の

《聖なる盗人》の横に座って永久に祝福されるのに、こ

の人達は今生でも死後でも苦しまなければならないの

か？　この問題について牧師は慎み深い沈黙を守ってい

る」（『ベールをとったイシス』英語版二巻五四三頁）。

そして天国においても、この世においても、カルマにお

いても、すべての者に対する正義を基本的に信じ、希望

する神智学徒は、なぜこの独断的教えに反対するか、今、

あなたはお分かりでしょう。

【問】　では人間の究極の運命は、神が支配されている天

国に行くことではなくて、物質がその本来の要素、すな

わち霊にしだいに変質することですか？

【答】　その究極のゴールへ自然界のすべてのものが向か

うのです。

【問】　あなた方の中で、「霊の物質への降下」を悪と考え、

輪廻を悲哀と考える人はいませんか？

【答】　そう思う人もいます。ですから、この世での見習

いの時期を短縮しようと努力します。しかし、この世に

生まれるのは全くの悪ではありません。なぜなら、それ

は私達が知識と智慧を増す経験を保証するからです。私

達の霊的性質のニーズは霊的幸福以外のものでは決して

満たされないことを教える経験のことを言っているので

す。肉体をまとっている限り、私達は人生で起こる苦悩、

苦しみ、いろいろのつまらぬ失望に悩まされます。従っ

て、これを和らげるために私達に最終的に慰めとよりよ

い未来の希望を与えるのは知識だけなのです。

せん。その人達はオカルティズムと、より高尚な人生へ

の抑え切れない魅力を感じてはいますが、あまりにも自

己中心的でうぬぼれが強く、またこの世の生活の偽りの

魅惑やはかない快楽に耽ってしまうので、今生でのチャ

ンスをなくしているのです。しかし普通の人達にとって、

また、日常生活の実際の義務を果たすには、アデプトに

なるというようなはるかに遠い目標は不適当であり、動

機としても全く効果がありません。

【問】　では神智学協会に入るのはどんな目的ですか？

【答】　多くの人々は、神智学の教えは独断的な宗教の教

えよりも真実であると何となく感じています。また、他

の人達は人間の義務の最高の理想に達しようとする固い

決意を持っているのです。

信仰と知識、または盲信と合理的信仰
の違い

【問】　その人達は神智学の教えを受け入れ、信じている

ということですが、今あなたが言われたように、その人

達はアデプト達の一員ではないので、彼等はあなたの言

われる教えを盲信しているに違いありません。この点で

は神智学は普通の宗教とどう違うのですか？

【答】　他のすべての点で違っているように、この点でも

違います。あなたが「信仰」と言われるもの、特にキリ

スト教の教義に関しては、それこそ本当に盲信ですが、

その信仰は、神智学では「知識」つまり自然の事実につ

いて私達が知っていることの論理的結果となります。あ

なた方の教義は解説に基づいているものです。ですから

聖者からの受け売りの証拠に基づいているにすぎませ

ん。私達の教えは聖者の不変の証拠に基づいています。

例えば普通のキリスト教の神学は、人間は神の創造物で

あり、肉体と魂と霊の三つの部分で出来ていると言って

います。濃密な形体すなわち肉体をもってこの世に生き

る場合にも、精妙な形体が最後の審判を受けてから復活

した場合にも、この三つはすべて、人間の全体を構成す

るものとして欠かせない本質的なものであり、人間存在

には永久に必要です。ですから人間はみな、他の人達か

らも神からも永遠に分離した存在です。一方、神智学で

は次のように言います。すなわち人間は、「不可知のもの」

だが常に存在し無限である神聖な本質からの発散であっ

て、その体やその他のものはみな一時的なものであり、

幻影です。人間の中では、霊だけが唯一の長続きするも

のです。人間の中の霊も普遍霊と完全に再統合する瞬間

にはその分離した個性を失います。

【問】　個性を失ってしまえば、それは単に絶滅すること

になります。

【答】　そうはなりません。私が言っているのは分離した

個性のことであって、普遍的個性のことではないからで

す。分離した個性は、全体となる部分のようなものです。

仏教のいう「露の雫」が蒸発するのではなく、海となり

ます。胎児から老人になったら、肉体人間は絶滅するで

しょうか？　私達のごく小さな意識と個性を普遍的、無

限意識よりも高いとするなら、それは一体、何という悪

魔的な高慢さでしょう！

【問】　では実際は人間というものはなく、霊だけがある

ということですか？

【答】　それは違います。霊と物質との結合は一時的にし

かすぎません。もっとはっきり言うなら、霊と物質とは

一体なので、普遍的に顕現した質料の二つの反対の極で

す。霊の顕現している質料の最も小さな分子が、分化の

結果である形体にくっついている限り、霊は霊という名

で呼ばれる権利がありません。そんなことはないと信じ

ることは盲信です。

【問】　永遠の本質すなわち霊は、ただ物質を通って行く

だけであるとあなたが言われるのは、信仰ではなく、知

識に基づいているのですか？

【答】　私はそうは言わず、永遠で唯一の本質、霊が物質

として現れることは、一時的であって幻影にすぎないと

言います。

【問】　そうですか。ではそれは知識に基づいて言われる

のであって、信仰に基づいておられるのではないのです

ね？

【答】　その通りです。しかし、私にはあなたが何を言う

つもりなのかよく分かります。あなたが言うような信仰

は一種の精神病であって、本当の信仰つまり古代ギリシ



知っている方々とは？

【問】　あなたのおっしゃる能力は私達にも潜在している

のですか？

【答】　ええ。しかし今言った通り、今生で霊的洞察力と

透視力の頂点に達した人達以外はみな同じように制限さ

れた視力しかありません。私達に透視力が目覚めるべき

であるなら、そうなっていたでしょう。つまり、私達は

自分で作ったものにすぎず、私達のもっているものは自

分が努力して得たものだけであるとしか言えません。

【問】　そのような考えは私達をつらくするだけではない

でしょうか。

【答】　それは全く反対だと思います。応報という正義の

法則を信じなければ、人間はもっと殺伐とした気持ちを

起こすでしょう。大人も子供も正当だと思えばとても厳

しい罰にも耐えますが、不当だと思うなら、罰はおろか

非難でさえも恨みます。カルマを信じることは、今生の

自分の運命に甘んじるための最高の理由であり、また、

次の生をよりよくしようとする努力への最も強力な誘因

です。もし私達の運命は厳格な法則以外の何かの結果で

あるとか、また、その運命は自分以外の者の支配下にあ

ると思うならば、カルマ説のこの二つの意味はなくなっ

てしまうでしょう。

【問】　あなたは今、カルマの法則で支配されているこの

輪廻というシステムは理性、正義、道徳心にかなってい

ると言われました。しかし、もしそうなら、同情や哀れ

みというようなやさしい性質を犠牲にしてしまい、人間

の心のより高尚な傾向を無感覚にするのではありません

か？ 

【答】　それは見かけだけで真実ではありません。どんな

人も、当然受けるべき賞や罰よりも多く、または少なく

賞罰を受けるようになったなら、他人はそれだけ、受け

るべきではない利または害を受けるようになります。慈

悲によってそらすことのできるような法則は、救いどこ

ろかさらに多くの不幸をもたらし、感謝よりももっと多

くの苛立ちと呪いをもたらすでしょう。また、結果を生

じる原因を作るのは私達ではありますが、原因結果の法

則を管理するのは私達ではなく、法則が自らの管理をし

ているのだということを覚えておきましょう。また何よ

りも、デヴァチャン状態は正しい慈悲の現れを十分可能

にすることも忘れてはなりません。

【問】　アデプトは、私達のような無知な一般人とは全く

違うとおっしゃっていましたが、彼らは本当に私達より

も輪廻や死後の状態を知っているのでしょうか？

【答】　ええ、本当に知っています。私達みなが潜在的に

持っている能力をアデプトは完成させ、私達がこれまで

論じてきた様々な状態を霊的に知ることができるので

す。また、アデプトは代々何世紀にもわたって、存在や

生死や輪廻の神秘を研究してきました。そして、そうし

た研究の果実のいくつかがもたらされました。

【問】　アデプトを作ることが神智学の目的ですか？

【答】　神智学は人類を、帰還の道を辿っている神からの

発散物と考えています。その道の高い所でアデプトとい

う状態の成就のために幾生も捧げた人々は、その状態に

達するのです。一生のうちで秘密科学のアデプトになっ

た人はこれまでいませんでした。意識的な目的をもって、

必要な訓練を始めてから何生もかかります。神智学協会

の中には、数生前に悟りへのこの骨の折れる仕事を始め

た人達がたくさんいるかもしれません。その人達は今生

の人格的な幻影のため、まだその事実を知らないか、ま

たは今生でさらに進歩する機会を失っているかもしれま

ア人達が「ピスティス」と言っているものは「知識に基

づいた信念」と私達は考えます。これは肉体的または霊

的感覚の証拠によるものです。

【問】　どういう意味ですか？

【答】　あなたが知りたいと思うことがこの二つのことの

違いならば、教会の権威に基づいた信仰と自分の霊的直

観に基づく信仰との間には、たいへん大きな違いがある

と言えます。

【問】　どう違うのですか？

【答】　一方は人間のだまされやすさと迷信であり、他は

人間の信念であり、直観です。アレクサンダー・ワイル

ダー教授はその著書『エレウシス祭典』の序文に次のよ

うに言っています。「冒涜 ( ぼうとく ) の原因は無知であ

る。人々は自分が正しく理解しないものを嘲笑する。……

この世の底流は一つのゴールに向かっており、人間の信

じやすさの中にはほとんど無限の力、すなわちすべての

実在の最も高い真理を理解することができる神聖な信仰

がある（＊）」。その「信じやすさ」を人間作りのいわば「権

威ある」独断にだけ限定する人々はその力を計り知るこ

とはできないし、自分の性質の中にその力があることに

決して気づきもしないでしょう。すると、その力は外界

に固くはりついて、その力を支配するエッセンスを活動

させることができなくなります。なぜなら、活動させる

にはその人達は個人的な判断をする権利を主張しなけれ

ばなりませんが、あえてそうしようとする人はいません。

＊　『エレウシスとバッカス祭典についての論考』の序

文。

【問】　父、統治者、宇宙の支配者としての神をあなたに

信じさせないのは、その「直観」というものですか？

【答】　そうです。私達は永久に不可知の原理を信じてい

ます。なぜなら、宇宙のすべての部分の驚くほど賢明な

秩序をもたらした知的な力がなくても、宇宙と思考する

人間と物質世界にさえ含まれているいろいろの不思議な

ものが成長できるという唯物論的な主張の根拠は、盲目

的な錯誤だけだからです。自然は間違うこともあります。

細かいことでは、また、その材料の外部的な現れではよ

く間違いがあります。しかし、内なる原因と結果の現れ

には決して誤りはありません。不可知論者や唯物論者で

あろうと、キリスト教徒であろうと、どんな近代哲学者

よりも、昔の人達はこの問題についてずっと道理にか

なった理性的見解をもっていました。古代人の著作家に

は、残忍と慈悲とは有限な感情ではないので、無限の神

の属性とすることができるという主張をした者はいまだ

かつていませんでした。従って古代の神々はみな有限で

す。『法論』という本の著者であるシャム人も人格神に

ついて私達と同じことを言っています。その本の二五頁

に次のように書いてあります。

　ある仏教徒は人間の性質と属性を超えた崇高な神、す

なわち、何ものにも妨げられない静寂の中に静かに憩う、

愛、憎しみ、嫉妬を超えた完全な神の存在を信じている

かもしれない。そして神を喜ばせたいからでも、神を怒

らせることを恐れるからでもなく、自然な尊敬の念から

このような神をけなすことは言わないだろう。しかし、

仏教徒は人間の性質や属性を帯びる神、すなわち、愛し、

憎み、怒りを示す神を理解できない。キリスト教の宣教

師やマホメット教徒やバラモン（＊）やユダヤ人の言う

ような神は、普通の善人の標準よりも下におく。

＊　ここでは宗派的バラモンのことである。ヴェーダー

ンタ派のいうパラブラフマンは私達が受け入れ、信じて

いる神である。

【問】　信仰と信仰を比べると、自分の人間としての無力

さと卑しさを感じて、自分を誘惑から守り、生活を助け、

罪を許して下さる天の恵み深い神がおられると信じるキ

リスト教徒の信仰は、仏教徒やヴェーダーンタ派や神智

学徒の冷淡で高慢なほとんど宿命論的信仰よりもよいで

はありませんか？

【答】　私達の信念を「信仰」と言いたければ言いなさい。

しかし、度々持ち出されるこの問題にまた戻るなら、今

度は私に質問させてください。信仰と信仰を比べれば、

厳しい論理と理性に基づいた信仰は単に人間の権威や英

雄崇拝に基づいた信仰より勝ってはいませんか？　私達

の「信仰」には、２＋２＝４という数学的真理と同じよ

うに論理的な力があります。あなた方の信仰は感情的な

女性の論理のようです。ツルゲーネフはそのような女性

には、２＋２は、ろうそくを１本おまけして、５である

と言いました。その上、あなた方の信仰は正義と論理の

ありとあらゆる見解を打ち砕いてしまうだけでなく、も

し分析すれば人間を道徳的破滅に導き、人類の進歩を阻

止し力を正義として、人類の半分を弟アベルを殺したカ

インのようなものにしてしまいます。

【問】　何のことを言っていらっしゃるのですか？

神に許す権利があるか？

【答】　贖罪の教えのことを言っているのです。私はあな

たが信じておられる危険な独断について言っているので

す。それは神や人間の法に背く私達の罪がどんなに多く

ても、人類の救いのためにイエスが自分を犠牲にして下

さったと信じさえすれば、その血がすべての罪を洗い流

すだろうと教えます。私は二〇年間これに反対してきま

した。一八七七年に書かれた『ベールをとったイシス』

の一節（英語版二巻、五四二頁）をご覧ください。これ

はキリスト教が教えていることと、私達が反対している

ことです。

　「神のいつくしみは限りなく計り知れない。人間の罪

がどんなにひどいものであっても、その罪人の救いのた

めに前もって支払っておいたキリストの血という代価

で、たとえ千倍悪くても拭い去ることができない罪は考

えられない。その上、悔い改めが遅すぎるということも

決してない。犯罪者が今生の最後の日の最後の時間の最

後の一分前に信仰の告白を色あせた唇がしたならば、天

国へ行くことができる。イエスと共に十字架につけられ

て死にかけていた盗人がそうしたのだから、他の罪人す

べて、そうすることができる。こういうことがキリスト

教会と牧師の仮説である。一九世紀、つまりこの最も矛

盾に満ちた《啓発の時代》に英国のお気に入りの説教者

達が国民の頭に叩き込んだ教えである」。これではどん

なことになるのでしょうか？

【問】　それはキリスト教徒を仏教徒やバラモンよりも幸

せにするのではないですか？

【答】　いいえ。とにかく教育のある人は幸福になりませ

ん。なぜなら、教育のある人達の大多数は長い間この残

酷な独断に全く信仰をなくしているからです。しかし、

まだそれを信じている人達は、私が知っているどんな教

えよりも、考え得る様々な罪の入口へと容易に導かれま

す。もう一度『アイシス』（二巻　五四二～五四三頁）

を引用させて下さい。

もし私達が教義の小さな囲いの外へ出て、部分を精巧に

調整してバランスを保っている全体として宇宙を考える

ならば、すべて健全な論理も、正義感のかすかなきらめ

きもこの身代わりの贖罪に何と反感をいだくことだろ

う！　もし罪人が自分にだけ罪を犯し、他人には悪いこ

とをしないなら、またもし、心から後悔して過去の罪を

消し去ることができるなら、人間の記憶からだけでなく、

最高の神の中の至高者ですら消すことのできない記録か

らもその罪を消すことができるとするなら、その時だけ

この独断を理解できるようになるかもしれない。しかし、

他人に悪を働き、殺し、社会の均衡を乱し、ものごとの

自然の秩序を乱したのに、その原因は卑怯でも、期待で

も、強制でも何でもよいが、とにかく、キリストが血を

流されたから、自分が流した他人の血は洗い流されると

信じさえすれば罪は許されるとするのは、とんでもない

ことである！　罪そのものが許されるとしても、罪の結

果は消えるものだろうか？　原因の結果は原因の範囲に

限定されはしないし、罪の結果が犯罪者と被害者に限ら

れることもあり得ない。悪い行ないと同じように善行に

もすべてその結果がある。それは静かな水面に投じた石

の結果と同じようにはっきりしたものである。このたと

えはありふれたものだが、これまで考えられた例の中で

いちばんよいので使ってみよう。投げ込んだものの大小

に応じて波紋は大きくなったり、速くなったりする。し

かしごく小さな小石、いや微小な砂も波紋を起こす。そ

してこの動揺は表面で見えるものだけではない。水面の

下の見えない底の所で、上のほうにも下のほうにもあら

ゆる方向に水滴が水滴を押すので、ついには四方の側面

も底もその力の影響を受ける。その上、水の上の空気も

動かされ、この動揺は物理学者が言うように、永久に空
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間に出て行き、層から層へと通って行く。物質に与えら

れた衝撃は決してなくなることなく、取り返すこともで

きない！

　罪や善行の場合もそうである。行為は一時的かもしれ

ないが、その結果は永遠である。一たび石が池に投げ込

まれても、私達はそれを手に取り返し、波紋をもとに戻

して、消費された力を消し、何もなかった前の状態にエー

テルの波を元に戻し、石を投げ込んだと言う行為を跡形

もなく消すことができるならば、そして時の記録がそれ

が起こったことを示さないようになるならば、その時は

じめて、私達はこの蹟罪の効能についてのキリスト教徒

の意見を忍耐強く聞くことができよう。

また、その時やっと、カルマの法則を信じることをやめ

るでしょう。しかし、今のところは二つの教えのどちら

が神聖な正義を最もよく理解しているか、また、どちら

が単純な人間の証拠や論理にも合理的であるか、全世界

に決めてもらいましょう。

【問】　しかしながら、何百万もの人々がキリスト教の教

えを信じ、幸福です。

【答】　その人達の思考力は全く感傷に支配されていま

す。本当の博愛家や愛他主義者は決してそれを受け入れ

ません。それは利己的な夢どころではなく、人間の知性

の悪夢です。それが何をもたらすのかごらんなさい。そ

してキリスト教国よりも犯罪が容易に起こり、その数が

多い異教の国があったらその名をあげてごらんなさい。

ヨーロッパの国々で起こったぞっとするような犯罪の長

い記録をごらんなさい。また、新教と聖書を重んずるア

メリカをごらんなさい。アメリカでは入獄中に改宗した

人の数は公の信仰復興大会や説教での改心者よりもずっ

と多いのです。キリスト教の正義（？）の貸借元帳はど

うなっているか見てごらんなさい。「手を血だらけにし

た殺人者達は色欲、復讐、貪欲、狂信または単なる血に

飢えた獣的渇望の悪魔に唆されて、多くの場合、被害者

達に、悔い改めたりイエスを呼ぶ時間も与えずに殺す。

おそらくこのような人殺しの被害者は罪深いまま死ぬだ

ろう。そしてもちろん、神学の論理に従って、罪の大小

に応じた報いを受けるだろう。しかし、殺人者は人間の

正義に従って牢獄に入れられ、感傷家に泣かれ、祈って

もらい、改心という魅力ある言葉を口にして、イエスの

救われた子は絞首台へ行く。殺人者でなかったらこの人

は祈ってもらったり、救われたり、許されたりはしない

だろう。明らかにこの人は人殺しをしてよかったことに

なる。なぜなら、人殺しによって永遠の幸福を得たから

である！　また、その被害者、その家族や親類、頼って

いた人達、仲間などはどうなるのだろうか、彼等には償

いの正義はないのだろうか？　この人達に悪いことをし

た者が、キリストがはりつけになったカルヴァリの丘の

《聖なる盗人》の横に座って永久に祝福されるのに、こ

の人達は今生でも死後でも苦しまなければならないの

か？　この問題について牧師は慎み深い沈黙を守ってい

る」（『ベールをとったイシス』英語版二巻五四三頁）。

そして天国においても、この世においても、カルマにお

いても、すべての者に対する正義を基本的に信じ、希望

する神智学徒は、なぜこの独断的教えに反対するか、今、

あなたはお分かりでしょう。

【問】　では人間の究極の運命は、神が支配されている天

国に行くことではなくて、物質がその本来の要素、すな

わち霊にしだいに変質することですか？

【答】　その究極のゴールへ自然界のすべてのものが向か

うのです。

【問】　あなた方の中で、「霊の物質への降下」を悪と考え、

輪廻を悲哀と考える人はいませんか？

【答】　そう思う人もいます。ですから、この世での見習

いの時期を短縮しようと努力します。しかし、この世に

生まれるのは全くの悪ではありません。なぜなら、それ

は私達が知識と智慧を増す経験を保証するからです。私

達の霊的性質のニーズは霊的幸福以外のものでは決して

満たされないことを教える経験のことを言っているので

す。肉体をまとっている限り、私達は人生で起こる苦悩、

苦しみ、いろいろのつまらぬ失望に悩まされます。従っ

て、これを和らげるために私達に最終的に慰めとよりよ

い未来の希望を与えるのは知識だけなのです。

せん。その人達はオカルティズムと、より高尚な人生へ

の抑え切れない魅力を感じてはいますが、あまりにも自

己中心的でうぬぼれが強く、またこの世の生活の偽りの

魅惑やはかない快楽に耽ってしまうので、今生でのチャ

ンスをなくしているのです。しかし普通の人達にとって、

また、日常生活の実際の義務を果たすには、アデプトに

なるというようなはるかに遠い目標は不適当であり、動

機としても全く効果がありません。

【問】　では神智学協会に入るのはどんな目的ですか？

【答】　多くの人々は、神智学の教えは独断的な宗教の教

えよりも真実であると何となく感じています。また、他

の人達は人間の義務の最高の理想に達しようとする固い

決意を持っているのです。

信仰と知識、または盲信と合理的信仰
の違い

【問】　その人達は神智学の教えを受け入れ、信じている

ということですが、今あなたが言われたように、その人

達はアデプト達の一員ではないので、彼等はあなたの言

われる教えを盲信しているに違いありません。この点で

は神智学は普通の宗教とどう違うのですか？

【答】　他のすべての点で違っているように、この点でも

違います。あなたが「信仰」と言われるもの、特にキリ

スト教の教義に関しては、それこそ本当に盲信ですが、

その信仰は、神智学では「知識」つまり自然の事実につ

いて私達が知っていることの論理的結果となります。あ

なた方の教義は解説に基づいているものです。ですから

聖者からの受け売りの証拠に基づいているにすぎませ

ん。私達の教えは聖者の不変の証拠に基づいています。

例えば普通のキリスト教の神学は、人間は神の創造物で

あり、肉体と魂と霊の三つの部分で出来ていると言って

います。濃密な形体すなわち肉体をもってこの世に生き

る場合にも、精妙な形体が最後の審判を受けてから復活

した場合にも、この三つはすべて、人間の全体を構成す

るものとして欠かせない本質的なものであり、人間存在

には永久に必要です。ですから人間はみな、他の人達か

らも神からも永遠に分離した存在です。一方、神智学で

は次のように言います。すなわち人間は、「不可知のもの」

だが常に存在し無限である神聖な本質からの発散であっ

て、その体やその他のものはみな一時的なものであり、

幻影です。人間の中では、霊だけが唯一の長続きするも

のです。人間の中の霊も普遍霊と完全に再統合する瞬間

にはその分離した個性を失います。

【問】　個性を失ってしまえば、それは単に絶滅すること

になります。

【答】　そうはなりません。私が言っているのは分離した

個性のことであって、普遍的個性のことではないからで

す。分離した個性は、全体となる部分のようなものです。

仏教のいう「露の雫」が蒸発するのではなく、海となり

ます。胎児から老人になったら、肉体人間は絶滅するで

しょうか？　私達のごく小さな意識と個性を普遍的、無

限意識よりも高いとするなら、それは一体、何という悪

魔的な高慢さでしょう！

【問】　では実際は人間というものはなく、霊だけがある

ということですか？

【答】　それは違います。霊と物質との結合は一時的にし

かすぎません。もっとはっきり言うなら、霊と物質とは

一体なので、普遍的に顕現した質料の二つの反対の極で

す。霊の顕現している質料の最も小さな分子が、分化の

結果である形体にくっついている限り、霊は霊という名

で呼ばれる権利がありません。そんなことはないと信じ

ることは盲信です。

【問】　永遠の本質すなわち霊は、ただ物質を通って行く

だけであるとあなたが言われるのは、信仰ではなく、知

識に基づいているのですか？

【答】　私はそうは言わず、永遠で唯一の本質、霊が物質

として現れることは、一時的であって幻影にすぎないと

言います。

【問】　そうですか。ではそれは知識に基づいて言われる

のであって、信仰に基づいておられるのではないのです

ね？

【答】　その通りです。しかし、私にはあなたが何を言う

つもりなのかよく分かります。あなたが言うような信仰

は一種の精神病であって、本当の信仰つまり古代ギリシ
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Ⅵ

　人間は自分以外の力では救われないというのは、永遠

の法則である。もし、自分以外の力で救われることが可

能であるならば、はるか昔に天使が地球を訪れて天の真

理を述べ、霊的性質の能力を現すことによって、人間に

知られていない事実をたくさん証明したことだろう。

肉体で犯す罪があると同様に、霊的に罪を犯すこともあ

る。なんらかの原因で他人を憎む者、復讐を好む者、侮

辱を決して許さない者は、誰にも知られていないかもし

れないが、殺人的な精神をもっているのである。偽りの

教義の前に頭を下げ、何かの組織に命じられるままに自

分の良心を砕いてしまう者は、自分自身の神聖な魂を冒

涜 ( ぼうとく ) することになる。従って、誓いを立てた

ことはないのに、「みだりに神の名を呼ぶ」のである。

相手と結婚していても、いなくても、単なる感覚的な楽

しみを望んで性交する者はまさに姦通者である。自分の

仲間に、自分が賢明に与えることができるはずの光や善

や手助けや金銭的な援助などを与えずに、自分一人の満

足のために物質的なものを集めようとして生きる者は本

当の盗人である。また、自分の仲間から「評判」という

貴重な所有物を、中傷や偽りを述べて盗む者も、やはり

泥棒であり最も悪質なものである。

　もしも、人々が自分自身に正直であり、他人に対して

好意をもつようになったなら、人生の価値についての考

え方が一変することだろう。

　思考力を開発せよ。魂の全力を集中して、あらゆる雑

念に対して心の扉を閉じよ。感覚的生活のはかなさと、

内的世界の平和とを知らせようとする思い以外に何も

入って来させてはならない。悪い思いが湧き上がるとい

うことは、良くも悪くもないくだらぬ思いほどには、害

はない。悪い思いについては、常に用心してこれと戦い、

征服しようと心決めているので、この決意は意志を強め

る助けとなるが、一方、くだらない思いは、注意のピン

トをぼかし、エネルギーを浪費させるにすぎない。君が

最初に打ち勝たなければならないのは、自分自身は肉体

であるという根本的な大妄想である。肉体は、しばらく

自分が住まなければならない家でしかないと考えるよう

にせよ。そうすれば、決して肉体の誘惑に屈服すること

はないだろう。

　また、激情の一つひとつを殺す方向に思考力を発達さ

せることによって、自分の最も目立つ欠点を征服しよう

と絶えず努力せよ。最初の努力で、心の中に名状し難い

空しさを感じることだろう。しかし、恐れるな。これを

霊的至福の日の出を告げる薄明かりと思え。悲しむこと

は罪悪ではない。不平を言うな。君がこれを適切に扱う

ことができるならば、苦しみや妨害と思えるものは度々、

君の仕事を手伝う、宇宙の神秘的な援助であるかもしれ

ない。弟子としての感謝をもってあらゆる状態を師匠と

考えよ。

　どんな不平も、進歩の法則に反抗するものである。避

けなければならないことは、まだ現れていない苦痛であ

る。過去を変えることはできないし、修正することもで

きない。現在経験していることも避けられないし、また

避けるべきでもない。避けるべきことは、未来の恐怖や

予感で心をかき乱すことや、自分自身や他人に、現在ま

たは未来に苦痛を起こさせる行為と衝動である。

Ⅶ

　自分が絶えず熱望している高い理想ほど、人にとって
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価値あるものはない。そのような理想をいだく人は、そ

れに従って自分の考えと感情を改めて、自分の人生をで

きるだけ作り直そうとする。もし見かけよりも実際に理

想通りにしようと努力するならば、自分の目的に一層近

づくようになるに違いない。しかし、奮闘しなくてはそ

こに到達はせず、また、本当の進歩をしたと意識しても、

うぬぼれたり独りよがりになるようなことはないだろ

う。というのも、理想が高いものであり理想への進歩が

実質的なものなら、慢心するよりも、むしろ恥ずかしく

感じるからである。

　一層の進歩の可能性と、目の前に開けるさらに高い世

界の存在を知ることは、まことの求道者の熱意を冷ます

ようなことはなく、かえって、慢心を一掃するに違いな

い。倦怠を殺して、無頓着を熱意に変えるのに必要なも

のは、まさに人生にはおびただしい可能性があるという

この概念である。人生の使命が明白となり、人生が与え

るすばらしい機会をひとたび認識すると、人生は人生の

ために生きる価値あるものとなる。

　この高級な段階に到達する最も直接的で確実な方法

は、思いの上でも、生活の中でも、愛他主義の原理を育

てて行くことである。低級我に制限され、利己主義の原

理であらゆるものを押し測る視野は、実に狭いものであ

る。なぜなら、魂がこうして自らを制限している間は、

高い理想を考えたり、生命の高級界に近づくことは不可

能である。このような進歩の条件は、外よりもむしろ内

にあって、幸いにも人生の環境や状態には無関係である。

従って、誰にでも高所から高所へ進歩する機会と、人生

の明らかな目的完遂に自然と協力する機会が与えられる

のである。

　もし、人生の目的が単に物質的な「自分」を満足させ、

安楽に暮らすことにあると思い、また物質的な慰安こそ、

最高の幸せを与えてくれると信ずるならば、低いものを

高いものに取り違え、幻影を真実と取り違えることにな

る。物質生活は、私達の体の物質的構成の当然の結果で

ある。私達の熱望はすべて世俗にしがみついているので、

私達は「地を這う蛆虫 ( うじむし )」である。あまり物

質的でなくなり、その代わりにもっと霊妙となるような

進化の道に入ることがでたら、非常に違った種類の文明

が打ち建てられることになるだろう。もし、思いの速さ

によって、地球のある地域へ意識を送ることができるな

らば、現在のような通信機関はもう要らなくなるだろう。

　物質に深く沈めば沈むほど、物質的慰安物が必要とな

る。人間の心に内在する本質的な力強い神は物質的なも

のではなく、物質につけられた条件とは無関係である。

本当の生活必需品とは何か？　この問いに対しての答え

は、ひとえに私達が必要であると考えているものによる。

汽車や汽船などは現在、私達に必要なものである。だが、

何百万人の人々がそんなものについて何も知らないで長

生きをし、幸福に過ごしてきた。ある人にとっては一ダー

スもの宮殿が必要欠くべからざるものと思われるし、別

の人には車、また別の人にはパイプが是非必要と思える

かもしれない。しかし、このようなものはすべて、人間

自身が作り出したものにしかすぎない。これらのものは、

人間が気持ちよく思う状態を作り、その状態にい続ける

とより高いものは何も望まないような気にさせる。これ

らの慰安物が人間を進歩させることはなく、その発達を

阻害さえする。私達が本当に霊的に進歩すれば、物質的

なものはすべて不必要になるに違いない。より低い物質

的な生活の歓楽を渇望して思考力を浪費することは、人

間がより高い生活に入って行くのを妨げるのである。
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辱を決して許さない者は、誰にも知られていないかもし

れないが、殺人的な精神をもっているのである。偽りの

教義の前に頭を下げ、何かの組織に命じられるままに自

分の良心を砕いてしまう者は、自分自身の神聖な魂を冒

涜 ( ぼうとく ) することになる。従って、誓いを立てた

ことはないのに、「みだりに神の名を呼ぶ」のである。

相手と結婚していても、いなくても、単なる感覚的な楽

しみを望んで性交する者はまさに姦通者である。自分の

仲間に、自分が賢明に与えることができるはずの光や善

や手助けや金銭的な援助などを与えずに、自分一人の満

足のために物質的なものを集めようとして生きる者は本

当の盗人である。また、自分の仲間から「評判」という

貴重な所有物を、中傷や偽りを述べて盗む者も、やはり

泥棒であり最も悪質なものである。

　もしも、人々が自分自身に正直であり、他人に対して

好意をもつようになったなら、人生の価値についての考

え方が一変することだろう。

　思考力を開発せよ。魂の全力を集中して、あらゆる雑

念に対して心の扉を閉じよ。感覚的生活のはかなさと、

内的世界の平和とを知らせようとする思い以外に何も

入って来させてはならない。悪い思いが湧き上がるとい

うことは、良くも悪くもないくだらぬ思いほどには、害

はない。悪い思いについては、常に用心してこれと戦い、

征服しようと心決めているので、この決意は意志を強め

る助けとなるが、一方、くだらない思いは、注意のピン

トをぼかし、エネルギーを浪費させるにすぎない。君が

最初に打ち勝たなければならないのは、自分自身は肉体

であるという根本的な大妄想である。肉体は、しばらく

自分が住まなければならない家でしかないと考えるよう

にせよ。そうすれば、決して肉体の誘惑に屈服すること

はないだろう。

　また、激情の一つひとつを殺す方向に思考力を発達さ

せることによって、自分の最も目立つ欠点を征服しよう

と絶えず努力せよ。最初の努力で、心の中に名状し難い

空しさを感じることだろう。しかし、恐れるな。これを

霊的至福の日の出を告げる薄明かりと思え。悲しむこと

は罪悪ではない。不平を言うな。君がこれを適切に扱う

ことができるならば、苦しみや妨害と思えるものは度々、

君の仕事を手伝う、宇宙の神秘的な援助であるかもしれ

ない。弟子としての感謝をもってあらゆる状態を師匠と

考えよ。

　どんな不平も、進歩の法則に反抗するものである。避

けなければならないことは、まだ現れていない苦痛であ

る。過去を変えることはできないし、修正することもで

きない。現在経験していることも避けられないし、また

避けるべきでもない。避けるべきことは、未来の恐怖や

予感で心をかき乱すことや、自分自身や他人に、現在ま

たは未来に苦痛を起こさせる行為と衝動である。

Ⅶ

　自分が絶えず熱望している高い理想ほど、人にとって

価値あるものはない。そのような理想をいだく人は、そ

れに従って自分の考えと感情を改めて、自分の人生をで

きるだけ作り直そうとする。もし見かけよりも実際に理

想通りにしようと努力するならば、自分の目的に一層近

づくようになるに違いない。しかし、奮闘しなくてはそ

こに到達はせず、また、本当の進歩をしたと意識しても、

うぬぼれたり独りよがりになるようなことはないだろ

う。というのも、理想が高いものであり理想への進歩が

実質的なものなら、慢心するよりも、むしろ恥ずかしく

感じるからである。

　一層の進歩の可能性と、目の前に開けるさらに高い世

界の存在を知ることは、まことの求道者の熱意を冷ます

ようなことはなく、かえって、慢心を一掃するに違いな

い。倦怠を殺して、無頓着を熱意に変えるのに必要なも

のは、まさに人生にはおびただしい可能性があるという

この概念である。人生の使命が明白となり、人生が与え

るすばらしい機会をひとたび認識すると、人生は人生の

ために生きる価値あるものとなる。

　この高級な段階に到達する最も直接的で確実な方法

は、思いの上でも、生活の中でも、愛他主義の原理を育

てて行くことである。低級我に制限され、利己主義の原

理であらゆるものを押し測る視野は、実に狭いものであ

る。なぜなら、魂がこうして自らを制限している間は、

高い理想を考えたり、生命の高級界に近づくことは不可

能である。このような進歩の条件は、外よりもむしろ内

にあって、幸いにも人生の環境や状態には無関係である。

従って、誰にでも高所から高所へ進歩する機会と、人生

の明らかな目的完遂に自然と協力する機会が与えられる

のである。

　もし、人生の目的が単に物質的な「自分」を満足させ、

安楽に暮らすことにあると思い、また物質的な慰安こそ、

最高の幸せを与えてくれると信ずるならば、低いものを

高いものに取り違え、幻影を真実と取り違えることにな

る。物質生活は、私達の体の物質的構成の当然の結果で

ある。私達の熱望はすべて世俗にしがみついているので、

私達は「地を這う蛆虫 ( うじむし )」である。あまり物

質的でなくなり、その代わりにもっと霊妙となるような

進化の道に入ることがでたら、非常に違った種類の文明

が打ち建てられることになるだろう。もし、思いの速さ

によって、地球のある地域へ意識を送ることができるな

らば、現在のような通信機関はもう要らなくなるだろう。

　物質に深く沈めば沈むほど、物質的慰安物が必要とな

る。人間の心に内在する本質的な力強い神は物質的なも

のではなく、物質につけられた条件とは無関係である。

本当の生活必需品とは何か？　この問いに対しての答え

は、ひとえに私達が必要であると考えているものによる。

汽車や汽船などは現在、私達に必要なものである。だが、

何百万人の人々がそんなものについて何も知らないで長

生きをし、幸福に過ごしてきた。ある人にとっては一ダー

スもの宮殿が必要欠くべからざるものと思われるし、別

の人には車、また別の人にはパイプが是非必要と思える

かもしれない。しかし、このようなものはすべて、人間

自身が作り出したものにしかすぎない。これらのものは、

人間が気持ちよく思う状態を作り、その状態にい続ける

とより高いものは何も望まないような気にさせる。これ

らの慰安物が人間を進歩させることはなく、その発達を

阻害さえする。私達が本当に霊的に進歩すれば、物質的

なものはすべて不必要になるに違いない。より低い物質

的な生活の歓楽を渇望して思考力を浪費することは、人

間がより高い生活に入って行くのを妨げるのである。

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 800円
電子書籍 Kindle 版

【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。



オカルティズム対話集１

訳：ジェフ・クラーク

序文

　Ｈ・Ｐ・ブラヴァツキー夫人は、オカルティズムという

「神聖な科学」の原理を近代世界に伝えると同時に、こ

の科学の実践的指導を個人に授けた「師匠」の役割も果

たしました。その方面で彼女の最高の弟子は、たぶん、

ウィリアム・Ｑ・ジャッジでしょう。神智学協会の創立

者としてのジャッジは、ブラヴァツキー夫人、オルコッ

ト大佐と並んで神智学運動の萌芽期における中心人物で

す。しかも、十九世紀のニューヨークという厳しい環境

の下でトランスヒマラヤ同胞団に受け入れられ、弟子道

を忠実にたどったジャッジは、古代の秘教的な智慧と現

代の私達とを結びつける開拓者でもありました。

　本書は、神聖な科学に造詣が深いジャッジの数多い作

品からオカルティズムについての論文を選び集めたもの

です。ジャッジは一般のアメリカ人を対象としたので、

潤色のない簡潔な文章ですが、中身は充実していて、著

者の豊かな人生体験と知恵が伝わってきます。特に本書

のタイトルの基となった「オカルティズムについての対

話」は、真言や四大などの純粋に密教的な話題に関して、

他の神智学文献にない貴重なヒントを与え、百年以上も、

真剣なオカルト研究者に貴ばれてきたものです。

　ウィリアム・Ｑ・ジャッジは一八五一年にアイルラン

ドのダブリンに生まれました。七歳のウィリアムは重病

を患い、医者に死亡宣告をされたあとで奇跡的に蘇生し

ました。病状が回復するまでの一年間、読み書きができ

なかったウィリアムは、宗教、哲学、オカルトなどにつ

いての本を熱心に読みました。ジャッジ自身によると、

その体の持ち主の魂が他界した瞬間に、インド人のアデ

プト（自分）の魂が、重要な使命を果たすべく、いわば

その死体に入り生まれ変わったということでした。

　ジャッジ家が一八六四年にアメリカへ移住してから、

若いウィリアムの人生の新しい一章が始まりました。彼

は苦学して、一八七二年に帰化した後、二十一歳で弁護

士の資格をとりました。一八七四年の春、ジャッジは学

校の先生と結婚し、同年の秋、ブラヴァツキー夫人とオ

ルコット大佐に巡り合いました。翌年、彼は神智学協会

の創立に際して役を得、その頃、弟子道の見習い期に入っ

たようです。オルコット大佐によると、一八七七年にブ

ラヴァツキー夫人とジャッジが一時仲違いとなりました

が、その事を除いて、夫人とジャッジの関係は一生親し

い間柄でした。彼は貴重な指導と機会を与えられ、たく

さんの現象を目撃した上、夫人の師匠であるＭ大師と直

接話すこともできました。

　ブラヴァツキー夫人とオルコット大佐が一八七八年末

にインドに移った時、アメリカで神智学協会を存続させ

る責任は二十七歳のジャッジの双肩にかかりました。時

には、彼は集会の唯一の出席者となり、司会者、書記、

議論者などのすべての役割をこなしながら、あらゆる観

点から問題を一人で論じることもありました。偏狭なキ

リスト教信者であった妻と姻戚達の態度は、ジャッジを

さらに孤独に追い込んでしまいました。妻は神智学やブ

ラヴァツキー夫人を憎み、宗教と哲学の話は常に喧嘩と

なりました。また、長時間で低賃金の事務仕事の仲間に

も、精神的なことを理解してくれる話し相手はいません

でした。ジャッジは絶望し、インド人の弟子ダモダール

ヘの手紙で、家庭の義務がなければ「この生き地獄」か

ら逃げてしまうと書いたほどです。

　一八八〇年代に入ると、ジャッジはしばらく家内の不

和と貧苦から離れ、南米で銀山を採掘して神智学活動の

ために財産を作ろうと試みました。結局、投機は当たり

10
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ませんでしたが、この経験でジャッジの品性が鍛練され

たのでした。一八八三年にダモダールからの手紙の裏に

「来なさい一九九六年十二月Ｍ」という文がＭ大師の筆

跡で書いてありました。翌年の春、ジャッジはパリとロ

ンドンを経由してインドに行き、当時の危機を乗り切る

よう神智学協会本部を助けました。アメリカに帰った同

年の秋、ジャッジの心に新しい自信と決意が生まれまし

た。神智学協会アメリカ部門とその機関誌『道』が創立

され、一八八六年から一八九六年までの十年間、彼は病

気をしながらも休むことなくアメリカ神智学運動のため

に働きました。ジャッジが他界した一八九六年、アメリ

カには二百以上の支部があり、世界で神智学運動が最も

盛んな地域となっていました。

　ブラヴァツキー夫人の死後、ジャッジは協会の他の指

導者達と仲が悪くなり、ついにその仲違いは分裂に至り

ました。いわば「ジャッジ事件」はまだ議論の的になっ

ていますが、ブラヴァツキーをまことのオカルティスト

と認めるなら、同胞団に受け入れられた弟子という

ジャッジのオカルト的身分については疑いの余地があり

ません。ブラヴァツキー夫人はジャッジの提案に従って

秘教部門を創立しましたし、部門のルールも主にジャッ

ジが考え出したものです。夫人は、「Ｗ・Ｑ・ジャッジは

アメリカ思想と、インド思想、あるいはむしろトランス

ヒマラヤの秘教的知識とを結びつける掛け橋」で、「遠

い昔から私の一部であった」と言っているほどです。

　しかし結局、ジャッジのまことの身分を語る最も納得

のゆく証拠は、彼の本と論文です。ブラヴァツキー夫人

が書いたような美文ではありませんが、現代生活から離

れず自己発見の道を歩む学徒にはきわめて役に立つ文章

です。

　ジャッジ没後百年記念に当たる今年、彼の重要な論文

をそのような学徒に紹介するのを喜びと思います。

ジェフ・クラーク

第一部　オカルティズム対話集

　ジャッジは三百もの論文を神智学誌などに寄稿した

が、最も広く注意を受けたのはこの「オカルト対話集」

のシリーズ（一～十二）であろう。著者の名前ははっき

りしていないが、すべてはアメリカ神智学協会の機関誌

『道』に載せられ、ジャッジの文体で書かれていたので、

彼の手によるものに違いない。

　オカルト対話集は時間的に、また内容的に二つの部分

からなっている。最初の七つの対話は、秘教部門の創立

によって神智学運動が新局面に入った一八八八年に連載

された。最初の対話は、オカルト実践の枠であるこの時

代（カリ・ユガ）を扱うが、あとの六対話は地水火風の精、

すなわちエレメンタルの話題に集中している。『シーク

レット・ドクトリン』はエレメント（四大元素、地水火風）

の進化について解説するが、エレメンタルを召喚する儀

式などは、非常に危険が伴い、黒魔術になりやすいため

に、ブラヴァツキー夫人と大師方はエレメンタルについ

てはあまり詳しく書かなかった。従って、二～七の対話

集は、他の神智学文献に見られない貴重な内容がたくさ

んある。

　一八九四年から一八九五年に連載された八～十二は、

オカルティズムの定義、神通力、同胞団の規則、倫理と

いうもっと一般的なテーマを扱う。最後の十三と十四は

ブラヴァツキー夫人（ＨＰＢ）とシャッジの会話の記録

であり、夫人の活発な人柄とユーモアがよく伝わってく

るが、明らかに対話集の「師匠」とＨＰＢとは同一人物

ではない。たぶん「師匠」は、ジャッジを指導されたさ

まざまな方の合成人物であり、「学徒」はジャッジだけで

なく、すべての熱心な研究者を代表している者であろう。
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東方のこだま１

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

エレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキーへ

愛と感謝とともに捧ぐ

 

著者

読者へ

『東方のこだま』はジャッジ氏により 16 年前（1890 年）

に、有名な雑誌のために書かれた一連の著作集である。

著者はこれを「Occultus」の名で書いた。シリーズが全

部揃うまで誰が書いたかを隠す意図があってそうしたの

だ。神智学の教えを大衆的に紹介するものとしてこれら

の雑誌は、本としても出版された。初版の「はしがき」

でジャッジ氏はこう書いた。

「雑誌の大衆受けする性質から、扱う論題への制約によ

り、哲学や宗教の雑誌なら可能だったであろう細部の詳

述が、排除されて刊行された。ごまかしを装ってはいな

いので、東方諸国で理解されているような神智学の主題

は余す所なく扱っている。それというのも、神智学の真

理を研究のために保管する賢者たちが、何百万年もの間、

一身を捧げて守っていると信じ、耳に響くことのいくつ

かを繰り返し言う以上のことができる書き手は一人もい

ないと思うから書いたのである」。

読者は、当時（1890 年）から神智学運動の展望と感化

力が大いに広がったことを思い出すべきである。「普遍

的同胞団」と「神智学協会」の仕事は今、世界中のほと

んどすべての国に達している。

1906 年 カリフォルニア  ポイント・ロマ

1
 

西洋の人に非常に奇妙な迷信のように見えるのは、イン

ドに広く存在する、測り知れないほど高齢であると言わ

れる不思議な人たちについてと、その人たちが普通の旅

行者には近づけない場所に隠遁しているという考えであ

る。長いことインドで一般に認められているこれらの存

在に当てはめられた名前は、サンスクリット語でよく知

られている「マハートマ」である。この語は二つの語が

組み合わさったもので、つまりマハ（大きな）とアート

マ（魂）から成る。このような人たちの存在を信じるこ

とは、無知な人に限らず、すべてのカーストの教養ある

人にも共通している。低い階級の人たちはマハートマた

ちを神のような存在とみなし、彼らの驚くべき能力と長

寿について思いめぐらす。博学な人や知識階級、そして

教養あるインド人たちは概して、それとは異なる考えを

持っている。その人たちは、マハートマが自然法則と、

人の歴史および発展について無限の知識を有する魂ある

いは人間だと言う。また次のことも断言する。時にはリ

シたちとも呼ぶこれらのマハートマたちは、すべての自

然法則の知識を長い間保存してきたが、それは門弟たち

の間で語り継がれるだけでなく、インドの数多くある地

下の寺院と通路のどこかに存在する蔵書と実際の記録に

よっても保たれてきたのだ、と。ある信奉者たちは、ヨー

ロッパ人に知られていないチベットの地にも、いたると

ころに隠された場所があり、そこには本と記録が保管さ

れていて、そこへ近づくことが可能なのはマハートマと

アデプトだけだと主張する。

人間は霊的な存在、言い換えれば、魂であり、この魂が

ついには完全な英知に達するためにこの世の人生から人

生へ、異なる肉体をまとって生まれ、経験を重ね、マハー

トマあるいは完全になった魂の住まう場所に合った体を

身にまとうことが可能となるのだ、という古いインドの

教えから全世界に広がった説が信用された。それから、

ある特別な魂が人類の霊的助力者となるという。完成さ

れた人たちは、宇宙と世界の始まりについて真相を知っ

ており、それだけでなくこの地球上と他の惑星上での人

の進化についても知っていると言われている。

そのような教えはインドでのみ保たれていて、この短い

批評を無視するのも自然なことだろう。しかしアメリカ

とヨーロッパの大部分の人が同じ信仰を持っているのが

わかったら、このような思想の非西洋的な発展について

特筆するのは興味深い。神智学協会は、普遍的な人類同

胞主義の中核を形成するという明言された目的と共に

1875 年、ニューヨークで創立された。そしてその創立

者たちは、彼らにこのような協会を設立するよう指示し

たインド人のマハートマたちを信じる、と明確に示した。

協会は設立以来、あらゆる国で会員を得た。会員の中に

は資産家と同じくらい中流階級の人々もいたし、高い教

養を持つ人たちもいた。会員たちにはインドのマハート

マたちがいるという確信と、輪廻とその対を成す教えで

あるカルマへの信仰が栄えた。この最後に言及した影響

力、カルマは、人間や神に、ある人が為した行為の結果

から、そして以前の生まれ変わりにおける行為と思いの

せいで、この生で経験していることから、その人を免れ

させることはできない。

これは本や雑誌に一連の著述として刊行され、アメリカ、

イギリス、インド、その他の国へともたらされた。ヒン

ドゥスタンと古いセイロンにも、そこの新・旧の宗派の

ために現地語で新聞が発行されている。日本にさえ同じ

目的の定期刊行物がある。そしてたいへん大きく広がっ

た活動を無視することは、私たちの成長に作用している

要因について無知であることを示すだろう。フランスの

学者エミール・バーノフのような高位の権威が、神智学

運動は今日、世界で三つの大きな宗教的影響力の一つで

あると言った今、西洋文明の染み込んだ読者に、神智学

の特徴を弁明する必要はないのである。

２

先の論文で、私は単に神智学協会によって広められた二

つの主要な教義を示した。けたたましい笑い声に囲まれ

て神智学協会は設立され、それ以来ずっと、折々に笑わ

れている中、今やその事実に注目するのは良いことであ

る。協会が発足して間もなく、新しいメンバーができた。

バイエルン人の紳士、ヘンリー・ルイス・デ・パーム男

爵である。彼はその後、程なくして亡くなり、その体は

手厚く火葬にされるため安置された。

葬儀はニューヨーク市のフリーメーソンのホールで行わ

れ、報道機関と公衆の両方から広く注目を集めた。それ

は神智学的な性質の葬儀だった。そしてその場の荘厳さ

を考慮して、尊厳にふさわしいように行われていたが、

はっきりと独自の手法に沿っていた。このすべてはもち

ろん、報道機関から風刺を引き出すこととなったが、新

しくできたばかりの協会に注目を集めるという目的を果

たした。それ以来、協会の歴史は注目に値するものだっ

た。そして今世紀の他の似たような団体は非常に多くの

配慮を引きつけてきて、神秘的な主題で人々の間にその

ような思考を促し、15 年の短い時間の中で最大の嘲笑

と最高に激しい批判者の中で急速に成長した。

報道機関が嘲笑し続け、敵たちが策略をたくらみ続けて

いる間、神智学協会の働き手たちは世界中に拠点を設立

し、今日、神智学文献を合衆国のすべての隅や人里離れ

た所へと送り出すことに永続的に従事している。神智学

の地図を一目見ると、この国に細長く点在する協会の支

部が一列に並び、ニューヨーク市から太平洋岸にまで達

しているのがわかる。その長く続く帯のいずれの端も広

がっており、東はボストンやニューオリンズ、西はサン

フランシスコやサンディエゴにも達している。一方で大

陸の中央付近にはもう一つの拠点の集まりがある。これ

は厳密に、そして神秘的に、神智学的であると主張され

ている。なぜなら、魔法のような努力の線の両端と、そ

の中央の一点には、中心核の蓄積があるからだ。アメリ

カの協会の支部が急速に数を増やし最初の百支部に達し

たのは事実である。少しの間、ワシントンには「グノー

シス支部」と呼ばれる協会の支部が存在したが、活発な

活動は何もなかった。その支部が会長により即座に解散

させられ、会長は会長職を別の人に任せて退任してから

脱会し、アメリカの神智学徒の統治機関は正式に「グノー

シス支部」の設立許可を取り消し、そこのメンバーたち

は他の支部に加わった。しかし今日、ワシントン支部は、

称賛されそして軽視されている H・P・ブラヴァツキー

夫人にちなんで大胆にも（ブラヴァツキー支部と）名付

けられているが、神智学の地図はワシントンにおけるそ

の支部の影響の蓄積を示しており、追加された支部が示

されている。そして事務所の調査はグノーシス支部の問

題がすでに議論されたという事実を発表した。

私が述べた神智学の地図は 19 世紀において、もの珍し

く異例である。メンバーの中にはその地図を見られる人

はほとんどいないが、見た人たちはこう言う。それは日々

の現状の記載であり、アメリカ合衆国全体の、一種の天

気図で、四方八方に広がる神智学の湿度と気圧の図が

載っているのだ、と。支部がしっかりしてうまくいって

いる所では、その地や感度の良い表層が、明るさと安定

を示す。発達中の状態にある場所には、もう一つ別の外

観として、すぐに支部が生まれるであろう、渦巻状の徴

候が見られる。一方、崩壊の原理が既存の組織に入り込

んでいるところであれば、以前は輝かしくて確固たる場

所だったところが曇っている。運動の実際の成長を管理

している人たちは、この地図を使って、それがどのよう

に進んでいるかを知り、それを知的に支援することがで

きる。もちろんこれらのすべてが私たちの時代には、ば

かげたことのように聞こえる。しかし、真実であろうと

嘘であろうと、そのことを信じる神智学徒は大勢いる。

私たちの文明の他の部門でも、同じような配置が望まし

いだろう。

進化、人種、宗教、文明全体に関する神智学徒たちの壮

大な説は、人間の未来のありさまと人間の住むさまざま

な惑星と同様に、私たちのより真剣な関心を引きつける

べきである。そしてこれらについて私は別の時に述べよ

うと思う。
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エレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキーへ

愛と感謝とともに捧ぐ

 

著者

読者へ

『東方のこだま』はジャッジ氏により 16 年前（1890 年）

に、有名な雑誌のために書かれた一連の著作集である。

著者はこれを「Occultus」の名で書いた。シリーズが全

部揃うまで誰が書いたかを隠す意図があってそうしたの

だ。神智学の教えを大衆的に紹介するものとしてこれら

の雑誌は、本としても出版された。初版の「はしがき」

でジャッジ氏はこう書いた。

「雑誌の大衆受けする性質から、扱う論題への制約によ

り、哲学や宗教の雑誌なら可能だったであろう細部の詳

述が、排除されて刊行された。ごまかしを装ってはいな

いので、東方諸国で理解されているような神智学の主題

は余す所なく扱っている。それというのも、神智学の真

理を研究のために保管する賢者たちが、何百万年もの間、

一身を捧げて守っていると信じ、耳に響くことのいくつ

かを繰り返し言う以上のことができる書き手は一人もい

ないと思うから書いたのである」。

読者は、当時（1890 年）から神智学運動の展望と感化

力が大いに広がったことを思い出すべきである。「普遍

的同胞団」と「神智学協会」の仕事は今、世界中のほと

んどすべての国に達している。

1906 年 カリフォルニア  ポイント・ロマ

1
 

西洋の人に非常に奇妙な迷信のように見えるのは、イン

ドに広く存在する、測り知れないほど高齢であると言わ

れる不思議な人たちについてと、その人たちが普通の旅

行者には近づけない場所に隠遁しているという考えであ

る。長いことインドで一般に認められているこれらの存

在に当てはめられた名前は、サンスクリット語でよく知

られている「マハートマ」である。この語は二つの語が

組み合わさったもので、つまりマハ（大きな）とアート

マ（魂）から成る。このような人たちの存在を信じるこ

とは、無知な人に限らず、すべてのカーストの教養ある

人にも共通している。低い階級の人たちはマハートマた

ちを神のような存在とみなし、彼らの驚くべき能力と長

寿について思いめぐらす。博学な人や知識階級、そして

教養あるインド人たちは概して、それとは異なる考えを

持っている。その人たちは、マハートマが自然法則と、

人の歴史および発展について無限の知識を有する魂ある

いは人間だと言う。また次のことも断言する。時にはリ

シたちとも呼ぶこれらのマハートマたちは、すべての自

然法則の知識を長い間保存してきたが、それは門弟たち

の間で語り継がれるだけでなく、インドの数多くある地

下の寺院と通路のどこかに存在する蔵書と実際の記録に

よっても保たれてきたのだ、と。ある信奉者たちは、ヨー

ロッパ人に知られていないチベットの地にも、いたると

ころに隠された場所があり、そこには本と記録が保管さ

れていて、そこへ近づくことが可能なのはマハートマと

アデプトだけだと主張する。

人間は霊的な存在、言い換えれば、魂であり、この魂が

ついには完全な英知に達するためにこの世の人生から人

生へ、異なる肉体をまとって生まれ、経験を重ね、マハー

トマあるいは完全になった魂の住まう場所に合った体を

身にまとうことが可能となるのだ、という古いインドの

教えから全世界に広がった説が信用された。それから、

ある特別な魂が人類の霊的助力者となるという。完成さ

れた人たちは、宇宙と世界の始まりについて真相を知っ

ており、それだけでなくこの地球上と他の惑星上での人

の進化についても知っていると言われている。

そのような教えはインドでのみ保たれていて、この短い

批評を無視するのも自然なことだろう。しかしアメリカ

とヨーロッパの大部分の人が同じ信仰を持っているのが

わかったら、このような思想の非西洋的な発展について

特筆するのは興味深い。神智学協会は、普遍的な人類同

胞主義の中核を形成するという明言された目的と共に

1875 年、ニューヨークで創立された。そしてその創立

者たちは、彼らにこのような協会を設立するよう指示し

たインド人のマハートマたちを信じる、と明確に示した。

協会は設立以来、あらゆる国で会員を得た。会員の中に

は資産家と同じくらい中流階級の人々もいたし、高い教

養を持つ人たちもいた。会員たちにはインドのマハート

マたちがいるという確信と、輪廻とその対を成す教えで

あるカルマへの信仰が栄えた。この最後に言及した影響

力、カルマは、人間や神に、ある人が為した行為の結果

から、そして以前の生まれ変わりにおける行為と思いの

せいで、この生で経験していることから、その人を免れ

させることはできない。

これは本や雑誌に一連の著述として刊行され、アメリカ、

イギリス、インド、その他の国へともたらされた。ヒン

ドゥスタンと古いセイロンにも、そこの新・旧の宗派の

ために現地語で新聞が発行されている。日本にさえ同じ

目的の定期刊行物がある。そしてたいへん大きく広がっ

た活動を無視することは、私たちの成長に作用している

要因について無知であることを示すだろう。フランスの

学者エミール・バーノフのような高位の権威が、神智学

運動は今日、世界で三つの大きな宗教的影響力の一つで

あると言った今、西洋文明の染み込んだ読者に、神智学

の特徴を弁明する必要はないのである。

２

先の論文で、私は単に神智学協会によって広められた二

つの主要な教義を示した。けたたましい笑い声に囲まれ

て神智学協会は設立され、それ以来ずっと、折々に笑わ

れている中、今やその事実に注目するのは良いことであ

る。協会が発足して間もなく、新しいメンバーができた。

バイエルン人の紳士、ヘンリー・ルイス・デ・パーム男

爵である。彼はその後、程なくして亡くなり、その体は

手厚く火葬にされるため安置された。

葬儀はニューヨーク市のフリーメーソンのホールで行わ

れ、報道機関と公衆の両方から広く注目を集めた。それ

は神智学的な性質の葬儀だった。そしてその場の荘厳さ

を考慮して、尊厳にふさわしいように行われていたが、

はっきりと独自の手法に沿っていた。このすべてはもち

ろん、報道機関から風刺を引き出すこととなったが、新

しくできたばかりの協会に注目を集めるという目的を果

たした。それ以来、協会の歴史は注目に値するものだっ

た。そして今世紀の他の似たような団体は非常に多くの

配慮を引きつけてきて、神秘的な主題で人々の間にその

ような思考を促し、15 年の短い時間の中で最大の嘲笑

と最高に激しい批判者の中で急速に成長した。

報道機関が嘲笑し続け、敵たちが策略をたくらみ続けて

いる間、神智学協会の働き手たちは世界中に拠点を設立

し、今日、神智学文献を合衆国のすべての隅や人里離れ

た所へと送り出すことに永続的に従事している。神智学

の地図を一目見ると、この国に細長く点在する協会の支

部が一列に並び、ニューヨーク市から太平洋岸にまで達

しているのがわかる。その長く続く帯のいずれの端も広

がっており、東はボストンやニューオリンズ、西はサン

フランシスコやサンディエゴにも達している。一方で大

陸の中央付近にはもう一つの拠点の集まりがある。これ

は厳密に、そして神秘的に、神智学的であると主張され

ている。なぜなら、魔法のような努力の線の両端と、そ

の中央の一点には、中心核の蓄積があるからだ。アメリ

カの協会の支部が急速に数を増やし最初の百支部に達し

たのは事実である。少しの間、ワシントンには「グノー

シス支部」と呼ばれる協会の支部が存在したが、活発な

活動は何もなかった。その支部が会長により即座に解散

させられ、会長は会長職を別の人に任せて退任してから

脱会し、アメリカの神智学徒の統治機関は正式に「グノー

シス支部」の設立許可を取り消し、そこのメンバーたち

は他の支部に加わった。しかし今日、ワシントン支部は、

称賛されそして軽視されている H・P・ブラヴァツキー

夫人にちなんで大胆にも（ブラヴァツキー支部と）名付

けられているが、神智学の地図はワシントンにおけるそ

の支部の影響の蓄積を示しており、追加された支部が示

されている。そして事務所の調査はグノーシス支部の問

題がすでに議論されたという事実を発表した。

私が述べた神智学の地図は 19 世紀において、もの珍し

く異例である。メンバーの中にはその地図を見られる人

はほとんどいないが、見た人たちはこう言う。それは日々

の現状の記載であり、アメリカ合衆国全体の、一種の天

気図で、四方八方に広がる神智学の湿度と気圧の図が

載っているのだ、と。支部がしっかりしてうまくいって

いる所では、その地や感度の良い表層が、明るさと安定

を示す。発達中の状態にある場所には、もう一つ別の外

観として、すぐに支部が生まれるであろう、渦巻状の徴

候が見られる。一方、崩壊の原理が既存の組織に入り込

んでいるところであれば、以前は輝かしくて確固たる場

所だったところが曇っている。運動の実際の成長を管理

している人たちは、この地図を使って、それがどのよう

に進んでいるかを知り、それを知的に支援することがで

きる。もちろんこれらのすべてが私たちの時代には、ば

かげたことのように聞こえる。しかし、真実であろうと

嘘であろうと、そのことを信じる神智学徒は大勢いる。

私たちの文明の他の部門でも、同じような配置が望まし

いだろう。

進化、人種、宗教、文明全体に関する神智学徒たちの壮

大な説は、人間の未来のありさまと人間の住むさまざま

な惑星と同様に、私たちのより真剣な関心を引きつける

べきである。そしてこれらについて私は別の時に述べよ

うと思う。
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エレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキーへ

愛と感謝とともに捧ぐ

 

著者

読者へ

『東方のこだま』はジャッジ氏により 16 年前（1890 年）

に、有名な雑誌のために書かれた一連の著作集である。

著者はこれを「Occultus」の名で書いた。シリーズが全

部揃うまで誰が書いたかを隠す意図があってそうしたの

だ。神智学の教えを大衆的に紹介するものとしてこれら

の雑誌は、本としても出版された。初版の「はしがき」

でジャッジ氏はこう書いた。

「雑誌の大衆受けする性質から、扱う論題への制約によ

り、哲学や宗教の雑誌なら可能だったであろう細部の詳

述が、排除されて刊行された。ごまかしを装ってはいな

いので、東方諸国で理解されているような神智学の主題

は余す所なく扱っている。それというのも、神智学の真

理を研究のために保管する賢者たちが、何百万年もの間、

一身を捧げて守っていると信じ、耳に響くことのいくつ

かを繰り返し言う以上のことができる書き手は一人もい

ないと思うから書いたのである」。

読者は、当時（1890 年）から神智学運動の展望と感化

力が大いに広がったことを思い出すべきである。「普遍

的同胞団」と「神智学協会」の仕事は今、世界中のほと

んどすべての国に達している。

1906 年 カリフォルニア  ポイント・ロマ
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西洋の人に非常に奇妙な迷信のように見えるのは、イン

ドに広く存在する、測り知れないほど高齢であると言わ

れる不思議な人たちについてと、その人たちが普通の旅

行者には近づけない場所に隠遁しているという考えであ

る。長いことインドで一般に認められているこれらの存

在に当てはめられた名前は、サンスクリット語でよく知

られている「マハートマ」である。この語は二つの語が

組み合わさったもので、つまりマハ（大きな）とアート

マ（魂）から成る。このような人たちの存在を信じるこ

とは、無知な人に限らず、すべてのカーストの教養ある

人にも共通している。低い階級の人たちはマハートマた

ちを神のような存在とみなし、彼らの驚くべき能力と長

寿について思いめぐらす。博学な人や知識階級、そして

教養あるインド人たちは概して、それとは異なる考えを

持っている。その人たちは、マハートマが自然法則と、

人の歴史および発展について無限の知識を有する魂ある

いは人間だと言う。また次のことも断言する。時にはリ

シたちとも呼ぶこれらのマハートマたちは、すべての自

然法則の知識を長い間保存してきたが、それは門弟たち

の間で語り継がれるだけでなく、インドの数多くある地

下の寺院と通路のどこかに存在する蔵書と実際の記録に

よっても保たれてきたのだ、と。ある信奉者たちは、ヨー

ロッパ人に知られていないチベットの地にも、いたると

ころに隠された場所があり、そこには本と記録が保管さ

れていて、そこへ近づくことが可能なのはマハートマと

アデプトだけだと主張する。

人間は霊的な存在、言い換えれば、魂であり、この魂が

ついには完全な英知に達するためにこの世の人生から人

生へ、異なる肉体をまとって生まれ、経験を重ね、マハー

トマあるいは完全になった魂の住まう場所に合った体を

身にまとうことが可能となるのだ、という古いインドの

教えから全世界に広がった説が信用された。それから、

ある特別な魂が人類の霊的助力者となるという。完成さ

れた人たちは、宇宙と世界の始まりについて真相を知っ

ており、それだけでなくこの地球上と他の惑星上での人

の進化についても知っていると言われている。

そのような教えはインドでのみ保たれていて、この短い

批評を無視するのも自然なことだろう。しかしアメリカ

とヨーロッパの大部分の人が同じ信仰を持っているのが

わかったら、このような思想の非西洋的な発展について

特筆するのは興味深い。神智学協会は、普遍的な人類同

胞主義の中核を形成するという明言された目的と共に

1875 年、ニューヨークで創立された。そしてその創立

者たちは、彼らにこのような協会を設立するよう指示し

たインド人のマハートマたちを信じる、と明確に示した。

協会は設立以来、あらゆる国で会員を得た。会員の中に

は資産家と同じくらい中流階級の人々もいたし、高い教

養を持つ人たちもいた。会員たちにはインドのマハート

マたちがいるという確信と、輪廻とその対を成す教えで

あるカルマへの信仰が栄えた。この最後に言及した影響

力、カルマは、人間や神に、ある人が為した行為の結果

から、そして以前の生まれ変わりにおける行為と思いの

せいで、この生で経験していることから、その人を免れ

させることはできない。

これは本や雑誌に一連の著述として刊行され、アメリカ、

イギリス、インド、その他の国へともたらされた。ヒン

ドゥスタンと古いセイロンにも、そこの新・旧の宗派の

ために現地語で新聞が発行されている。日本にさえ同じ

目的の定期刊行物がある。そしてたいへん大きく広がっ

た活動を無視することは、私たちの成長に作用している

要因について無知であることを示すだろう。フランスの

学者エミール・バーノフのような高位の権威が、神智学

運動は今日、世界で三つの大きな宗教的影響力の一つで

あると言った今、西洋文明の染み込んだ読者に、神智学

の特徴を弁明する必要はないのである。

２

先の論文で、私は単に神智学協会によって広められた二

つの主要な教義を示した。けたたましい笑い声に囲まれ

て神智学協会は設立され、それ以来ずっと、折々に笑わ

れている中、今やその事実に注目するのは良いことであ

る。協会が発足して間もなく、新しいメンバーができた。

バイエルン人の紳士、ヘンリー・ルイス・デ・パーム男

爵である。彼はその後、程なくして亡くなり、その体は

手厚く火葬にされるため安置された。

葬儀はニューヨーク市のフリーメーソンのホールで行わ

れ、報道機関と公衆の両方から広く注目を集めた。それ

は神智学的な性質の葬儀だった。そしてその場の荘厳さ

を考慮して、尊厳にふさわしいように行われていたが、

はっきりと独自の手法に沿っていた。このすべてはもち

ろん、報道機関から風刺を引き出すこととなったが、新

しくできたばかりの協会に注目を集めるという目的を果

たした。それ以来、協会の歴史は注目に値するものだっ

た。そして今世紀の他の似たような団体は非常に多くの

配慮を引きつけてきて、神秘的な主題で人々の間にその

ような思考を促し、15 年の短い時間の中で最大の嘲笑

と最高に激しい批判者の中で急速に成長した。

報道機関が嘲笑し続け、敵たちが策略をたくらみ続けて

いる間、神智学協会の働き手たちは世界中に拠点を設立

し、今日、神智学文献を合衆国のすべての隅や人里離れ

た所へと送り出すことに永続的に従事している。神智学

の地図を一目見ると、この国に細長く点在する協会の支

部が一列に並び、ニューヨーク市から太平洋岸にまで達

しているのがわかる。その長く続く帯のいずれの端も広

がっており、東はボストンやニューオリンズ、西はサン

フランシスコやサンディエゴにも達している。一方で大

陸の中央付近にはもう一つの拠点の集まりがある。これ

は厳密に、そして神秘的に、神智学的であると主張され

ている。なぜなら、魔法のような努力の線の両端と、そ

の中央の一点には、中心核の蓄積があるからだ。アメリ

カの協会の支部が急速に数を増やし最初の百支部に達し

たのは事実である。少しの間、ワシントンには「グノー

シス支部」と呼ばれる協会の支部が存在したが、活発な

活動は何もなかった。その支部が会長により即座に解散

させられ、会長は会長職を別の人に任せて退任してから

脱会し、アメリカの神智学徒の統治機関は正式に「グノー

シス支部」の設立許可を取り消し、そこのメンバーたち

は他の支部に加わった。しかし今日、ワシントン支部は、

称賛されそして軽視されている H・P・ブラヴァツキー

夫人にちなんで大胆にも（ブラヴァツキー支部と）名付

けられているが、神智学の地図はワシントンにおけるそ

の支部の影響の蓄積を示しており、追加された支部が示

されている。そして事務所の調査はグノーシス支部の問

題がすでに議論されたという事実を発表した。

私が述べた神智学の地図は 19 世紀において、もの珍し

く異例である。メンバーの中にはその地図を見られる人

はほとんどいないが、見た人たちはこう言う。それは日々

の現状の記載であり、アメリカ合衆国全体の、一種の天

気図で、四方八方に広がる神智学の湿度と気圧の図が

載っているのだ、と。支部がしっかりしてうまくいって

いる所では、その地や感度の良い表層が、明るさと安定

を示す。発達中の状態にある場所には、もう一つ別の外

観として、すぐに支部が生まれるであろう、渦巻状の徴

候が見られる。一方、崩壊の原理が既存の組織に入り込

んでいるところであれば、以前は輝かしくて確固たる場

所だったところが曇っている。運動の実際の成長を管理

している人たちは、この地図を使って、それがどのよう

に進んでいるかを知り、それを知的に支援することがで

きる。もちろんこれらのすべてが私たちの時代には、ば

かげたことのように聞こえる。しかし、真実であろうと

嘘であろうと、そのことを信じる神智学徒は大勢いる。

私たちの文明の他の部門でも、同じような配置が望まし

いだろう。

進化、人種、宗教、文明全体に関する神智学徒たちの壮

大な説は、人間の未来のありさまと人間の住むさまざま

な惑星と同様に、私たちのより真剣な関心を引きつける

べきである。そしてこれらについて私は別の時に述べよ

うと思う。
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神智学の海１

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

序文

この本は、一般の読者に理解できるように神智学の内容

を書いた試みである。大胆な著述は著者の知識に基づく

ものだが、同時に著者だけがそこに書かれたことに責任

を負うものであることをはっきりと理解されたい。神智

学協会は、本の中で述べられているいかなる事にも縛ら

れていないし、著者の書いたものを認めないであろう、

会員でありながら少しも良い神智学徒ではない人たちと

も、関係ない組織である。各章に漲っているかもしれな

い確固たる確信の声色は、ドグマティズムや奇想の結果

ではなく、体験と証拠に基づく知識から生じているもの

である。

神智学協会の会員は、ある説や教義が詳しく論じられて

いないことに気づくだろう。それは、そうした説や教義

がむやみに広がることなく、そして無用な論争を引き起

こすことなく、本で扱われることはあり得ないからだ。

その意図の主題は論じられていない。その（秘められた）

力や能力は、本質が隠された、精妙な、見いだしえない

もので、結果として見ることができるだけだからである。

それが完全に無色であり、背後に隠れた欲望に従って道

徳的な性質が変化するので、また私たちに知識がなくて

も頻繁に作用するので、そして人間界より下位のすべて

の界に影響を及ぼすのであるから、「霊」と欲望から離

れてそれを調査しようと試みても、何も得られないので

ある。

この本がオリジナルなものであるとは主張していない。

著者は本の中の何も創作しなかったし、何も発見しな

かった。ただ、教えられ、立証されていることを書いた

だけである。したがって、この本はすでに知られている

ことだけを扱っている。

ウィリアム・Q・ジャッジ

1893 年 5月 ニューヨークにて

新版の序文

かれこれ 22 年ばかり前に『神智学の海』の初版本が、

著者の W・Q・ジャッジにより出版された。あれから神

智学を扱う本が何千も、ほぼすべて神智学の優れた学徒

によって出版されたが、残念なことにどの本も、一般人

には知識と理解と明白にわかる範囲を提示していない。

そしてさらに残念なことに、これらの現代の著者たちが

とった方法は、「人生の科学」の師匠により書かれた神

智学の詳述が存在するという事実を覆い隠すこととなっ

た。

著者の序文が示すように、この本は一般の読者が理解で

きるように書かれた。しかし、わかりやすい語句が読者

を誤解させて、この著作が初歩のものであると思わせる

ことがあってはならない。一つ一つの言説の中に、そし

て裏側に、不注意で皮相な見方の人は理解できない深い

意味がある。これは実に神智学の基本的な教えを簡略化

した教本で、『シークレット・ドクトリン』の研究者た

ちに、かの大作の本当の簡約版として知られ、その理解

のすばらしい助けとなると理解されている。そのような、

ただ一つの目的にかなうよう考慮され書かれたものなの

で、神智学の全学徒に本気でお薦めする。

歳月の経過はこの小さな本の真価を示すのに役立っただ

けでなく、ジャッジ氏の師匠たる身分を示すこととなっ

た。彼が書いたものはすべて、真の神智学徒の全員に深

い知識を印象づけた。一般の読者でさえ、「知っている人」

だけがそのように神智学を、毎日の人間の存在の環境と

状態に応用することができただろうと、気づかないはず

がない。

しかし、ジャッジ氏により刊行された本はほんの少しし

かない。とはいえこれらの少しの本が、神智学的生活の

中で学徒に最も助けとなるのである。『助けてくれた手

紙』（"Letters That Have Helped Me"）は、それぞれ小

さな二巻から成る、学徒に宛てた手紙を集めた本で、編

集者によるコメントも載っている。『東方のこだま』

（"Echoes From the Orient）は、全 64 頁ある、神智学

の教義の広い概要である。『バガヴァッド・ギータ』

（"The Bhagavad-Gita"）は翻訳もので、他の逐語的な翻

訳よりもずっと良く、明解である。『パタンジャリのヨ

ガの金言』（"Patanjali’ s Yoga Aphorisms"）は、魂と

その力についての太古の書で、この書から近代心理学は

多くを学んだ。それに加え、ジャッジ氏は哲学の実際的

応用について数多くの論文を書いた。それらは機関誌 

"Theosophy" の中に見られる。 

真剣な学徒は、H・P・ブラヴァツキーとW・Q・ジャッ

ジの著作を合わせて学ぶとよいだろう。それらの著作か

ら、純粋で簡潔な神智学が学べるだろう。両者の間に完

全な一致と、知識の共通性があるのがわかるだろう。そ

してこの二人の使命と性質に、より完全に感謝すること

だろう。

＊＊＊　東京勉強会の日程　＊＊＊

『神智学の海』（ジャッジ著）その他を読む会

読むテキストは当日会場にてお配りします。申し込み不

要ですので直接会場へお越しください。

1月 12 日（日）　10:00 ～ 11:50

2 月 9日（日）　10:00 ～ 11:50

3 月 1日（日）　10:00 ～ 11:50

会場：東京芸術劇場　ミーティングルーム 3

詳細は神智学協会HPでご確認ください。
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多くを学んだ。それに加え、ジャッジ氏は哲学の実際的

応用について数多くの論文を書いた。それらは機関誌 

"Theosophy" の中に見られる。 

真剣な学徒は、H・P・ブラヴァツキーとW・Q・ジャッ

ジの著作を合わせて学ぶとよいだろう。それらの著作か

ら、純粋で簡潔な神智学が学べるだろう。両者の間に完

全な一致と、知識の共通性があるのがわかるだろう。そ

してこの二人の使命と性質に、より完全に感謝すること

だろう。

＊＊＊　東京勉強会の日程　＊＊＊

『神智学の海』（ジャッジ著）その他を読む会

読むテキストは当日会場にてお配りします。申し込み不

要ですので直接会場へお越しください。

1月 12 日（日）　10:00 ～ 11:50

2 月 9日（日）　10:00 ～ 11:50

3 月 1日（日）　10:00 ～ 11:50

会場：東京芸術劇場　ミーティングルーム 3

詳細は神智学協会HPでご確認ください。



神智学協会ニッポン・ロッジ　勉強会のお知らせ

神智学協会ニッポンロッジでは、「神智学研究会」として毎月 1～ 2回、神智学書籍の解説や講義、意見交換等を行って

おります。神智学の知恵を深めていただくためにもぜひご参加ください。日時はホームページ（http://www.theosophyjp.

net/）にてお知らせしております。また、神智学の教えを広めるため、各地で勉強会を開催していただける方を募集して

おります。ご興味ある方は、神智学協会ニッポン・ロッジまでご連絡ください。

関東地区
【日程】　HP（www.theosophyjp.net/) にてお知らせします。

【時間】　10時 ～ 12 時

【場所】　東京芸術劇場　会議室　

　　　　東京都豊島区西池袋 1-8-1　JR 池袋駅西口より徒歩３分

【費用】　会員 1,000 円　非会員 2000 円

四国地区
【日程】　毎月 1～２回

【場所】　ＨＰにてご確認ください。

【費用】　無料

神智学協会ニッポン・ロッジ　ご案内

神智学協会ニッポン・ロッジは、世界各地に支部を置き活動している神智学協会（The Theosophical Society）国際本部インド・

アディヤールの日本支部です。神智学協会ニッポン・ロッジは、神智学協会の目的の遂行と神智学協会が提唱する神智学

の教えの普及活動を行っています。

神智学協会の目的

1）人種、信条、性別、階級、皮膚の色の相違にとらわれることなく、人類愛の中核となること。

2）比較宗教、比較哲学、比較科学の研究を促進すること。

3）未だ解明されない自然の法則と人間に潜在する能力を調査研究すること。

神智学協会ニッポン・ロッジ　支援基金

神智学協会ニッポン・ロッジでは、神智学の教えを普及するために会の活動を支援することを目的として、神智学協会ニッ

ポン・ロッジ支援基金を設立し皆様からの寄付を募っております。

支援基金：一口　1,000 円

納入方法：銀行振り込み

納入口座：ゆうちょ銀行　００八支店

普通　9893687　神智学協会ニッポンロッジ

ゆうちょ銀行からの専用振替口座

記号：10070

番号：98936871

　　　神智学協会ニッポンロッジ

会報誌について

神智学協会ニッポン・ロッジ会報誌「テオソフィア」は 2ヶ月ごと、年 6回発行されます。会報誌についてのお問い合わせは、

メール又はお手紙にてお願いいたします。　[ E メール ]　info@theosophy.jp

[ 住所 ]　〒 289-0617 千葉県香取郡東庄町羽計 2565-7 神智学協会ニッポン・ロッジ　[ 編集部 ]　當麻・岡本

©　神智学協会ニッポン・ロッジ　2016　Printed in Japan
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