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youtube などの動画が主流なので、積極的に動画をアップしていきたいなと考えています。勉強会

でジェフさんの話を聞いたり、みんなの意見を聞いたりしていると本当にいろいろな気づきやひら

めきがあったりして楽しいのですが、それを会報誌で記事にして発信していくことができなかった

ので、動画にすることでその辺の面白さをお伝えできればなと思っています。

　HPの会員ページにログインする方法です。

①　神智学協会HPの「入会申し込みページ」より、姓、名、ユーザー名、パスワード、メールア

ドレスを記入して送信してください。姓、名は現在会員登録されているお名前でお願いいたします。

②　ご記入いただいたメールアドレスに入会手続き年会費入金のご案内のメールが届きます。新年

度年会費のご納入をお願いいたします。すでに新年度年会費のお手続きをいただいているは方は無

視していただいて大丈夫です。パスワードとユーザー名はログインに必要となりますのでメモをお

願いいたします。

③　年会費のご入金確認後、１～２日でログイン可能となります。会員専用のページでユーザー名

とパスワードをいれていただくとコンテンツが見れるようになります。

数日たってログインできない場合、お手数ですが神智学協会事務局までご連絡ください。

神智学協会事務局　（TEL:080-6860-2416　MAIL:info@theosophy.jp　URL:http://theosophy.jp/）

　もう一つお知らせですが、新年度より会報誌を PDF データでメールで受け取る会員様は年会費が

3000 円になります。紙の会報誌は印刷、製本、発送と手間がかかるので、業務簡略化のため、紙

でないと読めないという方以外はこちらに乗り換えていただけるとありがたいです。

　新年度も新しいコンテンツをお届けできるようがんばっていきますので、よろしくお願いいたし

ます。

会長　岡本

APHORISM

神智学の鍵

黄金の門をくぐって

睡蓮の牧歌

訳者あとがき＋メイベル・コリンズによる解説

テオソフィア 3・4 月号　vol.3 神智学協会ニッポン ･ ロッジ会報誌

ひとこと

1

4

8

12

15

　今回はお知らせです。神智学協会HPに会員用ページがオープンしまし

た。勉強会動画や会報誌のバックナンバー、その他の神智学系の翻訳など

を会員限定のコンテンツとして発信していこうと考えています。特に今は

今月の



中心を通じて中心に到る
あらゆるものの中心は、すべて宇宙の中心とつながってお
り、宇宙の中心と同一の中心を持つ。
故に、人は自己の中心を通じてのみ宇宙の中心に到り、万
物の中心・超越者たる神との合一を認識するのである。

ヘルメスによる神の定義とブラフマン
「至るところに中心があり、円周がどこにもない無限の
球」* というヘルメスに帰せられる神の定義ほど見事にブ
ラフマンを描写したものはない。

「円周がどこにもない球」とは、すなわち「それより大
だい

な
るものはない」ということであり、「それより大なるもの
はない」というのがインドにおける「ブラフマン」の定義
であるから。

＊ヘルメス・トリスメギトスの書とされる『二十四人の哲
学者の書』に挙げられた 24 通りの神の定義のひとつ。ニ
コラウス・グザーヌスがこの定義をもとに新しい宇宙論を
展開したのは有名だが、ブラヴァツキーも神智学における
神の定義として好んでこの定義をしばしば用いた。

日本に偉大な預言者や救世主が現れなかった理由
落とした財布が中味も抜き取られずに自分の手元に戻って
くるような国において、どうして基本的な倫理を説く教師
の出現の必要があろうか？
それが日本に仏陀や孔子やモーセやキリストが現れなかっ
た理由のひとつである。
彼らは智慧や礼儀や正義や愛などの特質をいちじるしく欠
く人ばかりの住む土地にこそ、降りてこなければならな
かったのである。＊　＊＊

＊サンスクリットの「アヴァターラ（救世主）」という語
の文字通りのいみは「上から降りてくる者」である。
＊＊１６世紀に来日したイエズス会の宣教師・オルガチー

ノは次のように書いている。「我らが主なるデウスが、何
を人類に伝え給うたかを見たい者は、すべからく日本に来
さえすればよい。私たちヨーロッパ人は、互いに賢明に見
えるが、彼ら日本人と比較すると、はなはだ野蛮であると
思う。」（松田毅一著『南蛮のバテレン』p.85）

私は誰か？
「私」という存在は関係性の中で規定されている、という
のが仏教の無我と縁起の思想である。
それでは、関係性によって規定されない「私」というのは
存在しないのであろうか？

普遍的同胞団の核になるには
パーソナリティにではなく、真我に訴えかけることが重要
である。
それによって、真我の目覚めが促されるからである。

歴史認識
中国や韓国にこそ正しい歴史認識が必要である。
正しい歴史認識の重要性を訴える国だからこそ、プロパガ
ンダでもファンタジーでもない史実に基づいた国際的かつ
国民的な歴史研究の振興が求められる。

ハラスメント
相手が不快

4 4

と受けとめた行為のすべてが「ハラスメント」
だとすれば、相手が不快と受け止めた行為を行なったすべ
ての人が非難されなければならない。そして、相手が不快

4 4

と受けとめても「ハラスメント」とは言えない行為という
のがあるのだとすれば、その線引きは、どこでなされるの
であろうか？

フェイクな世界
世の中がアストラル界と同じくらいフェイクな世界になり
つつある。

APHORISM（第 18 回）

高橋 直継
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誰もがいとも簡単に画像を加工したり、ウソ情報をまこと
しやかに世界に発信できるようになった世界において、真
実は、もともと五感でとらえられる世界には存在しないの
だということに多くの人が気付きはじめるだろう。
かくして、五感を超えた直観こそが、フェイクな世界に呑
み込まれずに真実をとらえるリテラシーの鍵となること
に、ますます多くの人々が目覚めはじめるであろう。

真の秘教徒は太陽が実際に在住する宮
サイン
の特質をあらわす

双魚宮の時代、大衆は宗教やイデオロギーへと向かい、真
の秘教徒は科学者や実務家となった。
白羊宮の時代には、大衆は戦争にあけくれ、真の秘教徒は
美と法の確立を目指して芸術家や立法者となった。
それでは、これから始まる宝瓶宮の時代はどうなるのかと
いうと、おそらく大衆は普遍性と統合を実現する新しいテ
クノロジーに夢中になり、真の秘教徒は独り真の自己実現
と自己支配の道を目指すことになるのであろう。

真相解明
裁判や国会が真相解明の場ではない＊ことは分かりきって
いることなのに、「真相解明してほしい」とか「真相の解
明が待たれる」などと人

ひとごと

事のように嘆
たんそく

息するニュース・キャ
スターは、報道やジャーナリズムにこそ本来その責任があ
ることを忘れている。真相解明をもともと目的としていな
い裁判や国会の無力さを嘆く前に、それを本来の目的とし
ているはずの報道やジャーナリズムの怠慢や無力さを嘆く
べきではないだろうか？　…と言っても、その大手メディ
アが報道やジャーナリズムの本来の目的を目的としていな

4 4 4 4 4 4 4

い
4

以上、それを言っても仕方のないことなのかもしれない。

＊刑事裁判は犯罪事実の認定と量刑の判断をするのみで、
国会は政争の場に過ぎないということ。

自己の魂からのメッセージ
他者を批判する自分のコトバを自分に対するものとして見
ることにより、自己の魂の自分に対するメッセージを明確
に知ることができる。
それを認知することによって、自分を常に個人的に導いて
下さっている大

マスター

師としての自己の魂の臨在を明確に知るこ
とができ、それがすなわち個々人の神智の目覚めの出発点
ともなる。また、それによって、神智とは、単なる信念や
信仰の類

たぐい

ではなく、疑う余地のない明白な事実としての主
観的な体験に基づく知識であることを誰もが実感できるよ

うにもなるのである。

犠牲の習慣
子供や女性を犠

いけにえ

牲に捧げる習慣のあった古代人は、現代人
から見て野蛮であったと言えるのかもしれない。
では、自分たちの権益を守るために空からいくつもの爆弾
を落として多くの子供や女性を犠

ぎ せ い

牲にするのは世界の安定
と平和のためには仕方のないことだと正当化する現代の指
導者たちは、古代人と比べてどれほど野蛮ではないと言え
るのだろうか？

二つの悪
人生には、二つの悪のうちのどちらかを選ぶしか方法がな
い場合がとても多い。そのときは、より大きな悪と、より
小さな悪の、どちらを選択するのかを考えなければならな
い。
概して凡庸で善良な人々というのは、目の前の分かりやす
いより小さな悪を選ぶことをセンチメンタルに拒否し、そ
れが善であると思い込んでより大きな悪のほうを無意識に
選択し、その方向へと集団で突進してしまうことのほうが
多いのではないだろうか。
それ故、凡庸で善良な人々が善であると信じ込んである方
向へと集団で突進している場合には、もしかしたら我々は
より大きな悪のほうを選択して破局の方向へと集団で向
かっているのかもしれないと、常に疑ってみる必要がある
のである。

無理をするなということ
寒ければ着なさい。
暑ければ脱ぎなさい。

低位我の介入を退ける
日常的に直観に従うことが低位我の介入を退けることにな
る。

パブリックとオルターナティブ
基本があって多様性があるということ。
基本が無ければ多様性もあり得ない。
故に、多様性を実現するために基本を否定しようとする動
きは間違っている。
必要なのは、基本がありつつ多様性も否定しないというこ
と。
それは、教育の分野で、特にそのようであるべきである。
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神智学協会オフィシャルＨＰ　　　　   　www.theosophyjp.net

アートマン
アートマンは「見るもの」であって「見られるもの」では
ないという。
ということは、アートマンは客観的存在ではなく、客観的
な対象でもないということである。
つまり、アートマンは近代科学の対象の埒

らちがい

外にある、とい
うことである。

大人の仕事
大人はなぜケンカばかりするのか？
答 : 大人はケンカが仕事

4 4

だと思っているからです。

音はアートマーで響く
火はマナスを燈

とも

し、
風はブッディに触れ、
音はアートマーで響く＊

＊アーカーシャ（空間）のタンマートラ（微細元素）はシャ
ブダすなわち音であり、ヴァーユ（風）のタンマートラは
スパルシャすなわち触覚の対象であり、アグニ（火）のタ
ンマートラはルーパすなわち視覚の対象であるという。
ヴァーユ（風）が「運動」の元素であることを考え合わせ
るならば、『シークレット・ドクトリン』の「プロエム」
にいう絶対的抽象空間に響くのは聖音オームであり、絶対
的抽象運動はスパルシャ（触

そく

）と関係するのではないだろ
うか。

人間の特性…マナスの火
人間の特性は「考える」ということ。
サンスクリットで「マン」は「考える」といういみの動詞
である。
人間や宇宙や自然の存在の意味や目的について考えるこ
と。それが哲学や宗教の始まりである。
故に、人間や人間の営みについて労働や生産関係のみに集
約して論じることは、人間性の否定につながるのではない
だろうか。しかるに、近代以降の「科学的」と称する人文
科学は、ほとんどこのような考え方に支配されている。

謙遜
「ボクのごとき」と謙遜する人は、「オマエごとき！」と罵

ののし

る気質を潜在的に有している。
すなわち、卑屈は尊大の裏返しということである。

臨機応変に自分で考えて行動する知恵を奪う前例主義とマ
ニュアル主義
救命救急活動中の女性看護士に対して「女性は土俵から降
りてください」と繰り返した大相撲の場内アナウンスが問
題になっている。

「規則だから命を救うことはできません」というのは、児
相や生活保護の窓口では日常的に行なわれていることであ
る。
臨機応変の知恵もないのに規則を無視して個人が自分勝手
に行動するのはもちろん良くないことなので、どうしたら
知恵のある人材が少数ではなく多数である社会が実現する
のかを考えなければならない。
それには先ず、それを生きることを前提にした倫理や哲学
の教育や研究がもっと一般的なものとなる社会を目指す必
要があるのではないだろうか。

前例主義とマニュアル主義からの脱却
前例のない、従来のマニュアルが全く役に立たない時代に
急激に突入してしまった観のある近年、前例とマニュアル
を重視する官僚的な思考がますます役に立たなくなってき
ており、ますます害を及ぼすようにもなってきている。
このように前例のない、マニュアルも役に立たない状況に
対処できる人材が絶望的に不足しているようにも見えるな
か、ゆとり教育世代といわれる今の 10 代～ 20 代の若者世
代は全体として前例やマニュアルにとらわれない独自の価
値観や生き方を大切にしている世代のようにも見える。
地球規模の大きな時代の転換点を迎えた今、この新しい感
覚を持った若者たちが、これから前例のない新しい時代を
創っていくのである。
であるから、この前例のない、役に立つマニュアルも存在
しないような状況に対処できる人材を育成するための新し
い体制づくりが、社会においても教育現場においても、急
務とされているのである。

（つづく）



自己修養について

【問】　道徳的な高揚が、神智学協会で主張される主なこと
ですか？

【答】　全くそうです！　本当の神智学徒になりたいと思う
人は神智学徒らしく生きなければなりません。

【問】　では、もしそうなら、前に私か言ったような、ある
会員達の間の紛争などはおかしなくらい、この基本的な規
則に違反しています。

【答】　本当にそうです。キリスト教徒と自称して、悪魔の
ように行動する人達がいるように、神智学の会員の間でも、
そのような内紛があるのは仕方がありません。これは協会
の規定や規則のせいではなく、人間の性質のせいです。あ
る顕教的な支部でさえも、メンバー達は神智学によって規
定された生活をすることを高級我に誓っています。彼等は
毎日、また、人生のあらゆる瞬間、自分のあらゆる思いと
行ないにおいて「神聖我」の指導を受けなければなりませ
ん。本当の神智学徒は「正しく振る舞い、謙虚に歩む」よ
うにしなければなりません。

【問】　それはどういう意味ですか？
【答】　それは単に、一つの自我はすべての自我のために自
らを放棄せねばならぬということです。『セオソフィスト』
誌にそれをたいへん美しく述べている、真理を深く愛する
ある会員の言葉であなたにお答えしましょう。「すべての
人にまず必要なことは自分自身を発見することである。次
に自分の性質の長所と短所を正直に計算することである。
　もし私達が熱心に努力すれば、短所がどんなに多くても、

償いのできぬことはない」。しかし、何人がこの通りに努
力するでしょうか？　みな自分自身の進歩発達のためには
すすんで働きますが、他人の進歩のために働く人はほとん
どいません。同じ筆者の言葉をまた引用しましょう。「人々
は長いこと欺され、惑わされてきた。人々は自分の偶像を
ぶち壊し、偽者を排斥し、自分のために働かねばならぬ。
いや、もう一つ別の言葉がある。《自分のために》働く者は、
全く働かないほうがよい。むしろ、他人のために、すべて
の人のために働かせよう。隣人の庭に愛の花を植えるたび
に、いやな雑草が自分の庭からなくなり、人類という神、
の庭にバラとなって花開くだろう。あらゆる聖典、あらゆ
る宗教にこれは明らかに述べられているが、腹黒い人々は
この真理をまずその意味を取り違え、結局は軟弱にし、物
質化し、たわいもないものにしてしまった。それは新しい
啓示で示す必要はない。各人を自分自身への啓示としよう。
一たび人間の不死の霊が自分の体という寺院を占有し、両
替屋やすべての汚れたものを追い出せば、自分自身の神聖
な人間性は自分を救うだろう。なぜならば、このようにし
て人間が自分自身と一体となれば、自分が《寺院の建設者》
であることが分かるからである」

【問】　それこそ純粋な愛他主義だと思います。
【答】　そうです。神智学協会の会員十人中のたった一人が
これを実行すれば、協会は実に優秀な団体となるでしょう。
しかし局外者の中には、神智学と神智学協会、即ち思想と
その不完全な顕現との本質的な違いを知ろうとしない人達
がいつでもいます。このような人達は媒体、即ち人間の団
体のいろいろな罪や欠点を、神聖な光を照らしてくれる純
粋な霊になすりつけます。これは団体にも、霊にも正当な
ことでしょうか？　強敵に立ち向かい、その理想に次第に
近づこうとし、それを広めようとしている協会に、彼等は
非難の石を投げます。ある人達は他の団体、特に国家と教
会のキリスト教がたいへんやり損ったことを神智学協会が
しようとしているので、協会をけなしているにすぎません。
他の人達は現状を維持したいと思って反対するのです。そ

神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子
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の現状というのは、退廃期のローマ帝国のように、偽善者
や収賄者や罪人達が高い身分を占めている状態です。とに
かく、公平な心の持ち主は次のことを覚えておかなければ
なりません。つまり、この世での各人の可能性はそれぞれ
違うので、全力を尽くしさえすれば、最高の成就をした人
にも劣ることはありません。これは単純な自明の理で、福
音書の信者達のためにキリストが与えられたクラントの寓
話で立証されていることです。二タラント預かって二倍に
した召し使いは五タラントを預かった仲間の召し使いと同
じように酬いられました。誰でも「その人の能力に応じて」
与えられるのです。

【問】　私達は神智学を判断するのに、その具体的な現れに
よるしかないので、やはり抽象的な思想と具体的な協力を
そうたやすく区別できません。

【答】　では、なぜ神智学協会だけにその標準を当てはめる
のですか？　慈善は身近な所からと言われますが、正義も
まず手近なもの、即ちキリスト教に当てはめるべきです。
キリスト教の国、の社会的、政治的、及び宗教的法則が山
上の垂訓の教えを精神的にだけでなく、文字通りにさえも
実行できないからと言って、あなたはあの教えを罵ったり、
嘲笑したりするでしょうか？　もし、キリスト教徒と自称
するのなら、法廷、議会、軍隊、その他あらゆる所での誓
いもやめて、クェーカー教徒のように一切誓約をやめなさ
い。もし、キリストの教えに従おうと思うなら、あなたは
上衣を奪う者には外套も与え、右の頬を打つ者あれば左の
頬をも向けなければならないのですから、法廷そのものを
廃止してしまいなさい。「悪に手向かうな。敵を愛し、呪
う者を祝福し、憎む者に親切にせよ」。なぜなら、「最も小
さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えた
りする者は、天国で最も小さい者と呼ばれるであろう」し、

「兄弟に向かってばか者と言う者は地獄の火に投げ込まれ
るであろう」とイエスに命じられます。あなたが裁かれた
くないなら、なぜあなたは神智学協会を裁くのですか？　
神智学と神智学協会の間には違いはないと主張すれば、直
ちに、キリスト教の組織とその本質は同じ非難、ただもっ
と厳粛な形での非難にさらされることでしょう。

【問】　なぜ、もっと厳粛なのですか？
【答】　神智学運動の指導者達は自分達の短所を十分に認
め、自分のやり方をできるだけ修正し、協会の中にある悪
を根絶しようとしており、また、指導者達が書いた規則や
細則は神智学の精神で作られています。しかし、キリスト
教国と自称する国、の立法者や教会は反対のことをします。
神智学協会の会員は、最悪の者でも、普通のキリスト教徒

ほど悪くはありません・その上、もし、西洋の神智学徒達
が本当の神智学的生活をして行くのに、こんな困難を経験
するのは、彼等がみなこの時代の子だからです・西洋の神
智学徒達はみな。前はキリスト教徒で、自国の教会や社会
的習慣、矛盾に満ちた法律の虚偽の中で生まれ育ってきま
した。彼等は神智学徒、あるいはむしろ、神智学協会の会
員になる前はこの通りでした。だから抽象的理想とその媒
体との間に非常な違いがあるということを幾度繰り返して
もやり過ぎることはありません。

抽象的なことと具体的なこと

【問】　その違いをもう少し説明して下さい。
【答】　協会はいろいろな男女から構成されている大きな団
体です。抽象的な意味では、神智学は神聖な智慧、即ち永
遠なる善という同質体であり、宇宙の基礎をなす知識と智
慧の集積です。具体的な意味では、この世で自然が人間に
与えた智慧と知識の総計にほかなりません。ある会員達は
生活に神智学を実行しよう、いわば具体化しようと熱心に
努力しています。だが他の会員達は実践しないで知ろうと
だけします。また他の会員達は好奇心やかりそめの興味だ
けで、あるいは自分の友人達の誰かが入っているからとい
うので協会に入ったのかもしれません。そうだとすると、
何の権利もないのに神智学徒の名前だけを装う人達を標準
にして、どうして神智学体系を判断することができましょ
うか？　私達の耳を悩ます自称詩人達によって、詩やその
詩的霊感が評価できるものでしょうか？　協会はその抽象
的な動機の中でだけ、神智学の具体的表現と考えられます。
人間の不完全さや弱さがその団体にみな表現されている限
り、協会はけっして神智学の具体的媒体と自称することは
できません。さもなければ、協会はいわゆるキリスト教会
の大きな誤りと数え切れぬ冒涜を繰り返すだけでしょう。
東洋の比喩を用いれば、神智学は普遍的な真理、愛、智慧
の岸辺なき大海で、地上にその輝きを反映しています。ま
た、神智学協会はその反映の目に見える泡にしかすぎませ
ん。神智学はいわば目に見える、あるいは目に見えない神
聖な本質で、協会はその神聖な親へと上昇して行こうとし
ている人間性です。神智学は永遠不変の太陽であり、その
協会は、真理の太陽の引力の中で絶えず回転して惑星にな
るために一つの軌道に落ち着こうとしている消えやすい彗
星です。協会は神智学のようなものがあることを人々に示
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すのを助け、またその永遠の真理を学び同化することによ
り、神智学に向かって高まって行くのを助けるために設立
されたのです。

【問】　神智学協会には協会自体の主義や学説はないとおっ
しゃったと思いますが？

【答】　何もありません。協会には支持したり、教えたりす
る協会自体の智慧はありません。協会は歴史的なまたは有
史以前の、偉大な聖者、イニシエート、予言者達の言った
すべての真理の倉庫にしかすぎません。少なくとも、得ら
れる限りたくさんの真理の倉庫です。ですから、協会は人
類の偉大な教師達の話の中にある真理を、多かれ少なかれ
世界に注ぎ出すチャンネルにしかすぎません。

【問】　しかし、そのような真理は協会の外に達することが
できませんか？　どの教会も同じことを言っているのでは
ありませんか？

【答】　そんなことはありません！　本当の「神の息子」で
ある偉大なイニシエート達の否定できない存在は、このよ
うな智慧に個人が度、達したことを示しています。しかし、
最初は師匠の指導がなければけっして達せられるものでは
ありません。ところが、このような聖者の弟子達の多くは、
自分が師匠になった時に、これらの教えの普遍性を自分自
身の宗派的独断の狭い型にはめてしまいました。それで、
他のすべての師匠達を締め出すために、一人の選ばれた師
匠の教えだけが採用され、それに従うことになりました。
あるいは山上の垂訓の場合のように、選ばれた師匠の教え
にさえも従わないケースもあります。このように、どの宗
教も一片の神聖な真理ではありますが、その真理に取って
代わろうとする広大な人間的空想のパノラマに焦点を合わ

すように作られました。
【問】　しかし、神智学は宗教ではないそうですが？
【答】　確かに宗教ではありません。神智学はあらゆる宗教、
絶対的真理のエッセンスだからです。その真理の一滴だけ
がすべての宗教の基礎となっているのです。もう一度比喩
を用いますと、この世の神智学はスペクトルの白色光線の
ようなもので、すべての宗教はプリズムの七色の一つにし
かすぎません。一つの色をした光線はみな他の色のものを
無視し、虚偽だと呪いながら、自分が第一であると主張す
るだけでなく、自分自身こそその白色光線だと言います。
そして、自分自身と色彩が同じだが、濃淡などが少し違う
ものでさえ異端として呪います。だが、真理の太陽が人間
の認識の水平線上にだんだんと高くのぼり、色のついた光
線は一つひとつ次第に色あせ、ついには順に再び吸収され
てしまうにつれ、人類はやっともう人工的な区別に苦しめ
られることなく、永遠の真理の清らかな無色の白光に浴す
ようになるでしょう。これこそ神智 Theosophia です。

【問】　では、大きな宗教はみな神智学から出たもので、神
智学を同化することによって、世界はそれを悩ます大きな
幻影と誤謬から救われるだろうと、あなたは主張なさるの
ですか？

【答】　まさしくそうです。それから、我が神智学協会はと
るに足らない種ですが、もし水をやって育てれば、ついに
は、永遠の生命の木に接木した善と悪の知識の木となるで
しょうとつけ加えます。なぜなら、様々な人類の大宗教と
哲学を学ぶことにより、また、それらを冷静に偏見のない
心で比較することによってのみ、人々は真理に達すること
ができるからです。特に、諸宗教や哲学のいろいろな一致
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点を見つけ、それに注目することによって、その結果を成
就することができるのです。研究するにしろ、誰か知って
いる人に教えてもらうにしろ、諸宗教や哲学の内的意味に
達するや否や、ほとんどの場合、私達にはその内的意味は
何か自然界の大真理を表現していることが分かります。

【問】　黄金時代があると聞いたことがありますが、あなた
のおっしゃるのは、いつか将来、実現される黄金時代のこ
とでしょうか？　その実現はいつでしょうか？

【答】　人類全体がその必要を感じるようになるまでは実現
しません。ペルシアの『ジャヴィダンーケラド』の格言は
次のように言っています。「真理には二種ある。一つは明
白で、自明の理で、もう一つは絶えず新しい論証と立証を
要求するものである」。後者は今ははっきりしておらず、
従って脆弁やもっともらしい議論によって歪められやすい
ものですが、誰にでも明らかとなり二種類の真理が再び一
つになった時のみ、すべての人々が同じように考えること
になるでしょう。

【問】　このような真理の必要を感じた少数の人達は、何か
明確なものを信じようと決心したに違いないと思います
が？　協会にはそれ自体の教義はないので、会員はみな自

分の好むものを選んで、受け入れたまま信じることができ
るとおっしゃいました。それではまるで、神智学協会は昔
のバべルの塔の言葉と信仰の混乱を復活させようと一心に
なっているようにみえます。協会には共通した信仰はない
のですか？

【答】　協会にそれ自体の教義がないということは、会員に
は特別な教義や信仰を受け入れる義務はないという意味で
す。もちろんこれは協会全体にだけ当てはまります。お聞
きになったように、協会は外的と内的の二つの部門に分け
られています。内的な秘教部門に属している人達にはもち
ろん、独特な哲学、またそう言うほうがお好きなら、宗教
体系があります。

【問】　それをお聞かせ下さいますか？
【答】　別に秘密にはしていません二、三年前、『セオソフィ
スト』と『エソテリック・ブッディズム』に概略を説明し
ました。『シークレット・ドクトリン』にはもっと詳しく
説明しております。それは「智慧の宗教」または「太古の
教え」と言われる世界最古の哲学に基づいています。もし
お望みなら、質問なさるとよいです。ご説明しましょう。
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3 章 最初の努力

Ⅰ 

　これは容易に見てとれることだが、人生上あるいは経験
上に、ほかの時よりも事物の精髄（ソウル）に近くなる地
点というものはない。磨き上げられた輝きを放ちながら満
ちあふれている事物の精髄、または崇高な本質はこの大気
に存在し、門の向こうでそれ自身を色づけする。しかし、
この精髄はその真の性質により普遍的であるはずだという
事実を、すぐに知ることのできる道は一つもない。黄金の
門は特別な場所へ入って行く入り口ではない。特別な場所
から出て行くための出口なのである。己の限界から解き放
たれる時に、人はそれらの門を通り抜ける。そうすること
が最も可能となる時に、人は闇の中に自分をとどめておく
殻を破り、永遠のものを隠す覆いを引きはがすだろう。そ
の可能となる時は、自分で予期せぬ時にこそ容易にやって
来るだろう。人々は精神的な助けによって殻から脱出せん
と求め行き、到達できないと見えるものにどうやって到達
するのかということに関し、気まぐれで制限がある諸法則
に屈するのだ。大勢の人は確かに、宗教という手段で切り
抜けることを望み、思いと感情に行き場を与える代わりに、
まるで幾時代もの間も、はまった型から外れることを可能
にするには足りないと言わんばかりに、強く固定されてし
まっている！ ある人たちは純粋な知的能力により道は見
つかると信じる。このような人たちのおかげで人類は完全
な感覚への沈没を防ぐ哲学や形而上学を有する。だが人類
の列の最後尾の人は思考によってのみ生きようとするの
で、空想の中に住む。そして現実の食べ物は他人にせがむ
のである。形而上学や超越論的哲学者に負うところは大き
い。しかし彼らにとことんまでついて行き、脳が一器官と
して使うものにすぎないことを忘れ、議論の鈍い車輪が永
遠に軸の周りを回っているような場所に自分がとどまって
いることに気づくであろう。いまだにどこへも行かず何の

積み荷も運べない車輪のところにである。
　美徳（あるいは人それぞれに美徳と思われるもの、道徳
性と清らかさに対するその人自身の特別な基準）は、それ
を天界に至る道として守り実践する人々が持つものであ
る。恐らくそれは、現代の快楽主義者にとっての、道徳的
な享楽である。きれいな生活と立派な思想で食通になるこ
とは、味わいや視覚や音の快楽に劣らずたやすい。有徳な
人はもちろん大酒飲みも、その意図するものは満足感であ
る。たとえ、ある人の生活が驚くほど禁欲的で自己犠牲的
だったとしても、彼の一瞬の思いが示すのは、見たところ
英雄的な道を追いかける中で快楽を追求しているのだとい
うことだ。その甘い味に満足して、快楽は魅力を呈し、他
人のおかげで自分が楽しむよりむしろ自分が他人を喜ばせ
ることに満足する。もうその清らかな生活と高尚な思考は
その人たちにとって最終的な状態ではなく、そのことは他
の形態の喜びと同じである。そしてそれらの中に心の安ら
ぎを見出そうと努める人は、努力の度を増し、絶えずそれ
を繰り返す―すべてかいのないことだ。その人はまさに
緑の植物であり、美しい葉っぱをしているが、大切なのは
葉っぱではない。もし彼が知りもしないゴールにもう到着
したと信じて、盲目的な試みを続けるならば、善行をせざ
るを得ない、そして美徳の行為も愛の輝きのないものとな
る、憂鬱な場所に自分が置かれていることに気づく。清い
生活は、手を清潔にするのと同じように良い―そうしな
いと人はおぞましい者となる。しかし美徳はもう私たちの
本質の他の部分以上のものではないということがわかる。
霊は物質から発するガスではない。ある物質の因子を無理
やり用い安らぎを失うことで未来を創造することはできな
い。霊は大いなる生命であり、物質は霊の上で安らいでい
る。それはちょうど自由な流動体のエーテル上にある岩で
できた世界のようだ。私たちは古い殻を破る時はいつも、
自分自身が素晴らしい向こう岸にいるのがわかる。その岸
はかつてワーズワースが見た、黄金の門の輝きがある。そ
こへ入って行く時、すべての現存するものは―美徳も悪

黄金の門をくぐって

著：Ｍ・Ｃ（メイベル・コリンズ）　　訳：星野未来
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徳も、思考も感覚も、一様に消え失せるだろう。自分がま
いた種を自分で刈り取るということも、もちろん真実であ
るに違いない。物質的生活の美徳を持ち続ける力はその人
にはもうない。それでも、その人の善行の香気は罪と残酷
さの匂いよりもはるかに良い香りの捧げ物である。しかし、
美徳を実行することによって、その人は一つの型、一つの
変えられない流儀に自分をはめこみ、縛り付けてしまうか
もしれず、それがあまりに揺るぎないために、死は自分を
自由にしてくれるということを心に思い描くことができな
いし、広大で輝かしい海―つまり黄金の門の重くて動か
ない掛け金を外すに十分な力―へと自分自身を投げ出す
ことができない。そして時に、ひどい悪事を犯し利己的な
満足という猛烈な火で全性質が傷だらけ且つ真っ黒になっ
た人は、とうとう完全に燃え尽きて炭になってしまうため、
激情の真の活力から火が飛び出て行ってしまう。このこと
は、少なくともただの苦行者や哲学者よりも、門の入り口
に達した人のほうに起きやすいだろう。
　だが門に達するのはたやすく、門を通り抜けるのに必要
な強さがなくともたどり着ける。さらに言えば、たどり着
くことだけが罪人の望むことのできるすべてであり、それ
は彼自身の魂の見地からは死の到来により達せられる。こ
れは少なくともその通りに思える。彼の状態はネガティブ
だから必然的にそうなのである。黄金の門の掛け金を外す
人は、自分自身の力強い手でそうせねばならず、その際完
全にポジティブであらねばならない。このことを類推によ
り見ることができる。人生における新たなことのすべて、
新たな一歩や成長において、意志を最も支配的にして完全
にする訓練が必要である。実際多くの場合、たとえ長所を
持っていたとしても、そしてたとえある程度の意志が使え
たとしても、最終的な、揺るぎない決意に欠けていること
から、彼は望むものを手に入れることに完全に失敗するだ
ろう。世界中のどの教育も、人をその時代の知的栄光に仕
立てられないだろう、たとえその人の力が大きくても。そ
の人が完成の花をつかもうと断固として望まない限り、無
味乾燥な物知りや、言葉をたくみに扱う人や、機械論的な
思考の達人や、ただの記憶の車輪にしかなれないだろう。
このポジティブな資質を持っている人は、状況が逆らおう
とも立ち上がり、自然な栄養物である思考の潮流を知って
把握し、自分が達せんと志した場所に、ついには巨人とし
て立つだろう。このことは現実に、人生のあらゆる方面で
毎日見られる。単に自分の性質のドグマティックで限られ
た部分を粉砕したいという熱情によってだけでは、これら
の偉大な門をくぐり行くのは不可能に思える。しかし、偏

見で目が見えなくなっていない限り、そして思考の車輪に
しがみついていない限り、そして魂の車輪が人生の深い溝
にはまってしまっていない限り、ひとたびポジティブな意
志が彼の中に生じたならば、しばらく彼は希望を失わずに、
大変離れたところにある掛け金を外そうと手を伸ばすだろ
う。
　疑問の余地なく、人生上これまで見た中で最も厄介な仕
事は、まさに今のこの話題―人をすべての偏見から解放
すること、すべての結晶化した思考や感情から解き放つこ
と、すべての制限から自由にすること、そして内なるポジ
ティブな意志を発達させることだ。それはあまりにも奇跡
的すぎる。普通の生活の中でポジティブな意志は常に結晶
化した考え方と結びつくであろうからだ。実現するにはあ
まりにも奇跡的すぎるように見える多くのことが、まだ為
されていない。現在の人間に人生という限られた経験の場
が与えられているのに、である。困難は落胆する言い訳に
できないことを過去のすべてが示す。まして絶望の言い訳
には。そうでなければ世界には多くの驚くべき文明がな
かっただろう。もっと真剣にものごとを考えよう。それゆ
え、ひとたび心が思い描いたことならば、不可能ではない
のだ。
　最初の大きな困難は、目に見えない世界に関心を向ける
ことである。だがそれは毎日やっていることで、私たちは
自分の行為を導くために、どのように自分が行為するかを
観察しさえすればよい。どの発明家も、目に見えないもの
にしっかりと関心を向ける。そして彼が成功するか失敗す
るかは、もっぱらその関心の強さにかかっている。詩人は
自分の詩を創作する瞬間を眺めて、目に見えないものを見、
音のないものを聞くと言う。
　恐らくこの詩人の類推に、知られざる領域（実にその地
は「行ったら最後、誰も戻って来ない」目的地）への旅が
成功するために船の帆をどうすべきかが含まれている。こ
のことは発明家や、人間の普通の精神的・肉体的レベルを
超えたところへ手を伸ばすすべての人に当てはまる。船の
帆は「創造」（クリエイション）という言葉にある。

9
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　「創造する」という言葉はよく平凡な知性に、何もない
無から徐々に進化させる概念を伝える。明らかにそれはそ
のような意味ではない。私たちは世界がそこから生まれて
きたところの混沌により創造する創造者を用意するよう精
神的に強いられる。社会生活の典型的な生産者である土を
耕す人は、自分の物質を、地面を、空を、雨を、太陽を、
そして地中にまく種を、持たねばならない。無からは無し
か生み出せない。自然界は真空（ボイド）からは生まれな
い。物質が、世界に対する私たちの欲望により形づくられ
た母なる自然の向こうに、背後に、内部に、またそこから、
発生し存在している。種と、種を成長させる地と空気と水
は、行為のあらゆる段階に存在するということは、明白な
事実である。発明家と話をしてみると、彼が今しているこ
とのずっと先のことがわかると知るだろう。彼は常に、言
葉に表現できないけれど他にもやらねばならないことを知
ることができる。言葉に表現できない理由は、彼がまだそ
れをモノとして世に生み出していないからである。その目
に見えないモノの知識は詩という形でより一層はっきりと
する。そしてその意識の一部を他の人たちと分かち合うま
では、彼はそれをうまく表現できない。だが彼の偉大さに
正確に見合う分だけ、彼は普通の人には存在し得ると信じ
ることさえできない意識の中に住まう。その意識は、より
大きな世界に住む意識であり、より広い大気の中で呼吸し
ている。その広い大気は、より広い地と空を見守り、巨大
に成長した植物から種をもぎ取る。
 手を伸ばす必要があるのは、この意識の場にである。この
意識の場が天才のために取ってあるのではないことは、殉
教者や英雄たちが発見しその中に住んだという事実により
示される。それは天才のためだけにあるのではなく、偉大
な魂を持つ人々だけがそれを見つけることができるのであ
る。
 この事実にがっかりする必要はない。人間の偉大さは生ま
れつきのものであると、たいていの人が思っている。この
考えは思考が望んだ結果に違いなく、自然界の事実に対し
盲目であることの結果である。偉大さは成長によってだけ
達せられる。そのことは絶えず実証されている。山々でさ
え、そして堅い天体そのものでさえ、成長という方法によっ
て偉大なのだ。原子の寄せ集めという物質的な状態にとっ
ては、それは奇妙なことであるが。すべての存在の形態に
本来備わっている意識は、より進歩した生命の形態になっ

Ⅱ てゆくにつれてより活動的になり、そうなるにつれて蓄積
によるのではなく吸収（同化）によって進歩の力を手に入
れる。この特別な観点（実は長期間保つことが難しい観点
で、私たちは習慣的に人生を面で考え、大いなる進化の線

（ライン）とつながり、それを通って経験するということ
を忘れる）から見ると、次のように考えることは理にかなっ
ているということがすぐにわかるだろう。つまり、私たち
は現在の立ち位置からさらに先へ前進するにつれて、吸収

（同化）により成長する力はもっと大きくなるだろう。そ
して多分、成長の仕方はさらに早く、容易に、無意識的に
なるだろう。目を開いて見るならば、宇宙は実のところ、
素晴らしい徴候でいっぱいである。最初に必要なことであ
り、最初の困難であることは、この “ 目を開く ” というこ
とである。私たちは手の届く近くだけを見てすぐに満足し
てしまう傾向がある。天才は本質的な特徴として、すぐそ
こにある果物にいくぶん無関心であり、遠くの丘の上にあ
る果物を切望する。実のところ天才は切望を誘発するもの
に、接触する必要はない。この肉体感覚の助けなしに感知
する遠くの果物が、食欲をそそる食物よりも、より精妙で
よりおいしいということを天才は知っている。そしてそれ
からどれほど報酬の得られることか！ 天才がその果物を
食べると、どれほど甘くておいしいことか！ そしてどれほ
ど新しい生命の感覚が彼に芽生えることか！ 彼は、その味
を感じるための精妙な感覚があることに気づく。内なる人
間の生命を養う感覚である。そして黄金の門の掛け金を外
すのは、内なる人間の強さによるのであり、それだけにか
かっているのだ、と知る。
実のところ黄金の門の存在は、内なる人間の成長と発達だ
けによるのであり、門から入って行けるのも、門に気づく
ことさえも、それらによるのである。人は肉体的な感覚に
満足し、精妙な感覚に注意を払わないうちは、門は文字ど
おり目に見えないままだ。田舎者にとって知的な人生への
入り口が絶滅や非存在をもたらすもののようであるのと同
じく、粗野な感覚の人にとって、たとえその人が知的に活
発な人生を送っているとしても、かなたにあるのは絶滅と
非存在であり、それはひとえにその人が本を開いて読まな
いからなのだ。
 学者の蔵書をよごす召使いには、その蔵書全巻は価値がな
い。その人も単なる召使いでなく学者であらぬ限り、よご
さないと保証はできないようだ。全くの怠惰を外に締め出
して、永遠の間中、注目していることは可能である。全く
の怠惰とは、懐疑心という精神的な怠惰のことで、ついに
人間はうぬぼれることを覚える。それは疑念と呼ばれ、理



屈の影響下にあると言われる。その状態は、うぬぼれが正
当化される状態でもなく、東洋の快楽主義者が食べ物を食
べるのに自分で口へ運ぶことさえしない状態とも違う。「理
にかなっている」人は行動に価値を見出さないし、それが
ゆえに行動しない。懐疑論者もそうである。精神的にも、
霊的にも、肉体的にも、不活動の状態に腐敗がつき従う。

  では、目に見えぬものに打ち勝つことに関心を向けると
いう最初の困難がどんなものか考えてみよう。私たちの低
俗で濃密な感覚は、普通の意味での「対象」にだけ注意を
向ける。だが人生の普通の領域のすぐ向こうに、より微細
な感覚器官に訴える、微細な感覚作用がある。ここにおい
て私たちは必要な足がかりへの最初の糸口を見出す。この
見地つまりたくさんの光線（rays）や線（lines）が集中す
る一点のような見地から、人はものを見るようになる。さ
らに、もしその人が生命の最も単純な形態から自分自身を
切り離す勇気あるいは関心があるのなら、この一点と、こ
れらの線や光線に沿うわずかな距離の道を探検する中で、
彼の全存在が広がって大きくなり、成長し始める。ただし
明らかなことは、もしこの説明を正確に正しいものとして
受け入れるならば、主要な意義あるポイントは、一つの線
に沿って探検を継続し、別の線に沿ってするのではないと
いうことだ。そうでないなら、結果はおぞましく変形した
ものとなるに違いない。私たちはみな、次のことを知って
いる。森にある一本の木に、威風堂々として立派な風采が
あるとしよう。その木には呼吸するに十分な空気があり、
根を伸ばす余地があり、絶えざるタスクを成し遂げていく
内的な活力があったから、立派に育ったのだ。そのことは
完璧な自然界の成長の法則に支配されている。そしてこの
事実から独特の畏敬の念が生じる。
 どうすれば内なる人間を認識でき、その成長を観察し、養
うことができるだろうか？
私たちが道しるべを手に入れたこの道を、ほんの少しだけ
先に行ってみよう。でも言葉はきっとすぐに役に立たなく
なるだろう。
 私たちは皆それぞれ、助けなしで一人旅をする。旅人は一
人で山を登るにつれ、山頂に近づく。そこではロバは重荷
を運んでくれない。低俗で濃密な感覚も、その感覚に触れ
るものも、旅人を助けてはくれない。しかし言葉が少しの
距離の道づれになってくれるかもしれない。

Ⅲ

 舌には食べ物の甘さや辛さがわかる。感覚が最もシンプル
な状態の人にとって、そのことには甘さ以上の何の概念も
ない。しかしより微細な本質、同じ感覚がより高い次元に
置かれたものは、別の認識に達する。美しい女性の優美さ、
あるいは友達の微笑みの優しさは、内的な感覚が少ししか
ない人―あまり感動しない人―にさえ、元気づけにな
る。黄金の門の錠を解く人には、さわやかな川が湧き出し、
小川の源泉からあらゆる安逸が生じ、それが彼の遺産の一
部となる。
 しかしこの源流の噴き出す水を飲む前に、あるいは他の湧
き水が流れて来て、水源が見つかる前に、ハートから重荷
が取り除かれるべきである。ハートを押さえつけて強さが
現れないようにしている鉄の棒を。
 自然界の水源から流れ来るさわやかな水の流れ、つまりあ
らゆる形態の生命の流れを知る人は、ハートを押さえつけ
るものから持ち上げ、彼自身を何の束縛もない状態へと引
き上げたのだ。彼は自分が大きな全体の一部分であること
を知っている。そして彼の遺産はこの知識の中にある。そ
れは次のことによって成される。つまり大人になって自分
の支配者となった彼が、人格の中心に自由意志によって自
分自身を縛りつけている束縛を、バラバラに断ち切ること
でだ。彼が外へと大きく広がるにつれ、そして肉体を与え
られた地点を中心とするこの広がりの軌跡に沿って多種な
経験を積むにつれて、自分がすべての生命と接触したこと
を発見する。そのすべての生命を彼自身の中に、まるごと
全部含んでいるのである。それから彼は自分自身を、善と
呼ばれている大いなる力へと手放してしまう。彼は魂の手
で善をしっかりとつかむ。そして彼はすみやかに、大いな
る、真の生命の広い海へと運ばれて行く。その海とは何で
あろう？ 今の生活で私たちは物質の影しか知らない。誰し
も、愛することに飽きることが付き物である。誰しも、ワ
インを飲めばまた飲みたくなる。飢えと、暗い空を切望す
ることで、この世は敵意に満ちる。私たちに必要なのは、
生命の実を結ぶ大地、常に光あふれる空である。前向き（ポ
ジティブ）に必要とすることで、私たちはそれを確かに見
出だすだろう。
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２部９章

私は自室に連れて行かれ、一人置き去りにされた。寝台
に横になって眠る。たいへん疲れていた。頭の下に女神の
柔らかい腕があるようだったが、驚きはしなかった。

だがその眠りは短時間だった。私は深い無意識の中に沈
んでおり、それは夢に入って来させるにはあまりにも甘美
なる無意識だった。そしてその時、もはや自分一人ではな
いという鮮明な感覚に急に目を覚まされた。私は暗闇と静
けさの中におり、感覚はある。大勢の群衆に取り巻かれて
いるのがわかる。何が現れるだろうと思いながら、注意深
く目で光を捜しつつ、じっと待った。

この時、それまで感じたことのない何かに気づいた。私
は無意識ではなかったが、まるで感覚がないみたいに自由
が利かないのだ。無頓着や安らぎのために動かないのでは
なかった。何とかして起き上がって、明かりを運んで来て
くれるよう求めたかったが、動くこともできなければ声を
出すこともできなかった。何かのすさまじい意志の力が、
私の意志と戦っていた。それは強く、ほとんど完全に負か
されそうになったが、あがいて屈服しなかった。目に見え
ぬ敵の力で闇に打ち負かされ盲目の奴隷になることはすま
い、と決心したのだ。それは恐ろしい、支配権を争う戦い
となった。たいへん荒々しくなり、ついにその戦いは私の
生死がかかっているとわかった。圧力をかけてくる力は、
私を殺そうとしている。何なのだろう、誰なのだろう？ 私
に肉体から息を引き取らせようと懸命になっているのは。

とうとう――その音もなき激しい闘争がどのくらい長く
続いたかわからないが――とうとう光が訪れ、四方八方で
キラキラ輝き、それはたいまつからたいまつへ火をつける
のと同じようであった。視界がぼやけていたから、それは
かすかに見えた。そこは至聖所の扉の前の大回廊であるこ
とがわかり、私は寝台の上に横になっている。あの初めて
楽しみを教えてくれた奇妙な子供の幽霊と遊んだ寝台だ。

そこに、眠る時と同じように大の字になって横たわってい
る。以前に儀式でそうであったように、今も寝台は薔薇で
埋め尽くされている。大きくて豪華で豊満な、色はクリム
ソンや血のような赤の薔薇だ。何千もの薔薇が寝台の上と
周りに置かれ、それらの強い香気が私の弱い感覚を圧倒し
た。薄手の白いリネンの法衣をしっかりと着せられている。
それには見たことのない象形文字が、太々と濃く、赤い絹
糸で刺繍されてある。私の横には赤い血が流れ、血は寝台
から、山のような薔薇の中に置いてある美しい容器の中へ
と流れ込んでいた。珍しく思い、何とは無しにしばらくそ
れを見ていたが、そうするのも私の生き血が流れ出ている
のだと気づくまでの間だった。

見上げると、十人の祭司たちに囲まれていた。全員私を
じっと見つめ、顔の表情は険しい。その時、先ほど戦った
あの激しい意志の力は何だったのかがわかった。それは、
一つになった彼らの意志力だったのだ。私一人でこの一団
と戦うのは無理だった。そうとは知らなかったのだが、し
かし私は落胆してはいない。大いに努力して自分自身を起
き上がらせる。すでに血が不足して弱っていたが、彼らは
もはや私を黙らせておくことはできなかった。寝台の上に
立ち上がり、十人の向こうに、祭司たちに群らがる群衆を
見る。そしてさらに、大勢の人々が大回廊の入口に密集し、
約束された奇跡を見ようとひしめいているのを見る。

一瞬立って、話す力があると思ったが弱っていてできず、
もとの位置に倒れ込んだ。しかし深い、心からの、鮮明な
幸福感で魂がいっぱいになった。そして群衆にささやく声
が起こり、それがしだいに大きくなるのを聞いた。

あれは門のところで教えていた若い祭司だ！ いい人だ、
死なせるな！ あの人を助けよう！」

人々は顔を見て私とわかったようだ。急に意気込んで押
し寄せ、祭司たちの一団は寝台へと押しやられた。そのせ
いで十人の祭司は私を取り囲んでいられなくなった。そし
て人々のあがく波が至聖所に近づいて来るにつれて、多く
の祭司が寝台と扉の間の空いたスペースへと押しやられた。
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彼らが混乱と驚きの中を進む中、私の命を保有していた容
器がひっくり返され、赤い血がこぼれて至聖所の扉のとこ
ろに広がるのを見た。扉が開いた。中にアグマハドが立っ
ていた。頑なな冷静さで堂々たる姿だ。目の前に殺到した
群衆をじっと眺めている。その冷たい眼差しに祭司たちも
平静になり、押し寄せて来る群衆にもう少し長く抵抗する
強さを蓄えた。十人の祭司は再び互いに集まり、やっとの
ことで私の寝台にたどり着くと、またバリアを張った。

しかし遅かった。もう数人の人が私のそばに来ていた。
私は彼らの、情け深くもつらそうな顔にかすかに微笑んだ。
この顔を涙がつたい、心の中に浸み込む。すると一人が私
の手を取り、ギュッと握ってキスをした。手が熱い涙でぬ
れた。その接触は確実に、他になかったほど私の血を震え
させた。それから泣き叫ぶ声が聞こえた。「それは私の息子
よ。死んだのは私の息子よ。殺されたんだわ。誰か、息子
を私に返してくれない？」

それは私の母だった。横でひざまずいている。薄れてゆ
く視力を精いっぱい使って見る。疲れ切っているが、母は
良い顔をしていた。そして母を見ていると、その背後に睡
蓮の女神が映し出されるように見えた。人々の真ん中で立っ
ている！ その唇に温和な笑みが浮かんでいる。

母は立ち上がった。その顔には不思議な厳しさが見られ
た。

母は言った。「この人たちが息子を殺した。でも魂は殺さ
れていない。魂は強いわ。息子の目にそれが見えたの。そ
の時、死が目を閉じさせた」

10 章

そして、かすかに聞こえるこの耳に、人々の心から大き
いため息の音が届いた。それから私の肉体はむなしく死ん
だのではなかったのだとわかった。

だが我が魂は生きている。魂は強いばかりでなく、不滅
だった。魂はこの弱々しい体で悲惨な時を過ごした。そし
て長いこと固く拘束されていた獄中から逃れたのだ。ただ
しもう一つ別の、丈夫な、美しい、そして純粋な神殿で再
び目覚めただけである。

祭司たちに阻止されたことで激怒に走り殺到する大群衆
は、脅すように押しやられ、その激怒の犠牲者たちが数人、
私の周りに倒れている。私の死んだ体の近くにアグマハド

が、激怒の人々に襲われて死に、横たえられている。そし
私が寝かされてある寝台とはまさに反対側の、すぐそばに、
マーレンが横たえられている。マーレンの息はその美しい
姿から絶えていた。慣れない魂の意識でそこをさまよいな
がら、彼らの汚れた霊に私は気がついた。欲望の女神に情
欲と野心の火をつけられて暗くなり、逃れられない必然性
の堂々巡りの中へ追い込まれた霊たちに。アグマハドの魂
はすさまじい勢いで飛び去り、まるで夜の鳥が暗い道を逃
げて行くかのようだった。そして、かつて私を街へ連れて
行ったあの若い祭司マーレンは、素早く彼の後について行っ
た。指示された決まりに従順なマーレンは肉体に清らかさ
を保っていたが、内面は、満たされず尽きない欲望のため
に暗かった。けれどもその肉体には花が置かれ、その花は
澄んだ水の水面に睡蓮が最初に開く花のように白かった。

母なる女神が愛情をこめて私をしっかりと抱きしめるの
を感じ、その戦慄の場面から逃げられなくなった。

女神は言った。「仕事にお戻りなさい、やるべき事はまだ
終わっていません。これはあなたの新しい衣です。わが人々
にあなたが教えを説く間、この衣があなたを覆ってくれる
でしょう。この衣である体は、宿っていた魂は失くなった
けれど、罪のない、汚れなき美しい体です。でもあなたは
私自身です。私のもとへ来ることは、永遠の間、真理と知
恵の中で生きるということです。さあこれがあなたの新し
い衣です」

私の魂ばかりでなく肉体の生命も、まだ強いのを知った。
新たな活力が湧き、疲労を忘れ去った。ちょっと前まで生
命を奪われ横たえられていた場所から、すぐに起き上がる。
起き上がって、我が女神の注目のもと、周りの光景を見て
ぞっとした。
「お行きなさいマーレン、無事で」と女神は続けて、「あ

なたは人々の心の中に生きることになっています。あなた
は人々にとって理想の像、栄光のシンボルとなるでしょう。
あなたは再び我が大義の殉教者となるでしょう。ケム（訳注：
エジプト）のみじめな子供たちに愛されて、永遠に記憶さ
れるでしょう。たとえ私への奉仕で死のうとも、あなたは
廃墟と化したこの神殿の中で長い間、教えるでしょう。そ
して、たとえ私のために百回死すとも、あなたは遠い未来
にできるであろう新しい神殿の至聖所から、真理を教える
ために生きるでしょう」

急いで、押し寄せている怒り狂った群衆を、気づかれず
に通り抜けて行く。並木道の彫像は打ち倒され、神殿の門
は壊されてある。

私の魂は悲しみ、平和を切望した。熱望のまなざしで、

13



農民の母が住んでいた静かな故郷を見た。母は息子が死ん
だと思っている。母はこの新たな姿の私がわからないだろ
う。私は逆上した人々に今は見捨てられた人けのない街に
向かった。

大勢の喉から発する激しい叫び声が、大気を切り裂いた。
一瞬止まって後ろを振り返ると、師匠たちから裏切られた
人たちが、復讐するのを止めるものもなく、まさに壮麗な
古い神殿を襲っていた。もうすでに神殿は冒涜され、罪深
い聖職者たちが犠牲になっていた。すぐにそこは廃墟と化
すだろう。

街の無人の通りをさまよい、ここがかつて、私が喜びに
酔いしれ庶民の楽しさを味わったに違いない場所であると
わかった。ここで、私の声は絶え間なく聞かれるに違いな
い。堕落した神殿から長いこと追われた真理は、街の通り
で、人々の心の中に居場所を見つけたのだ。私から罪がは
がれ落ちるまで長い時間が必要だった。そして汚れなく清
い、完全な人生を送る準備のできた私が残されるのだ。

それ以来、私は生き、体を取り替え、また生きている。
でも長い時代が過ぎる間、私自身を知っていた。

エジプトは死んだ。だがその霊は生き、その英知は、壮
大で神秘に満ちた過去の真理をとどめている魂たちに、い
まだに忘れられずにいる。不信仰の時代の、不明瞭さと深
刻な無知から、未来の輝きの最初のしるしが現れるだろう
ということが知られている。来ることになっている未来は、
過去よりもすばらしく、荘厳で神秘に満ちている。人類の
生命がゆっくりと、ごくわずかな前進で上へ向かって成長
するにつれて、人類の師匠たちは清らかな源泉から生命の
水を飲み、実在の魂からのメッセージを受け取るからだ。
その大声は世の中に響き渡る。真理が言葉で話される。世
俗に目を向けて生きるこの世の暗い魂たちは目覚め、その
ぼんやりと見える目を開き、知覚するようになる。生命は

それ自体の中に、人の想像力が思い描くことのできる以上
のものを持っている。生命の神秘を豪胆につかみ、君自身
の魂の隠れた場所に光を求めよ、君が一千もの転生をする
うちに見えなくなった個性の暗い奥底を照らす光を。

陰鬱な姿の地だがエジプトは、この世の他の人種の中の
白い花である。そして古い異端の書のヒエログリフを読み
取る人、教授、その時代の思想家が、我々の惑星の壮麗な
睡蓮の花びらを汚すことはできないだろう。睡蓮の茎は見
られず、日光は花びらを通して下方へ輝きを照射する。本
物の花が見られることはなく、現代の庭仕事で傷つけられ
ることもあり得ない。人の手の届かぬものだからである。
それは人の背たけより高く育ち、球根は生命の流れの深み
からその流れを吸収する。

その花は成長の世界で花が咲く。その世界は人が実に人
以上のものになった時、完全なインスピレーションの瞬間
にだけ、到達できる。それゆえ、高くそびえるその茎が我々
の世から上へ首をもたげても、見られたり十分に描写され
ることはなく、本当は人の背たけよりとても大きな人に保
護されている。その人は東洋であろうと暗い西洋であろう
と、その花が咲く所ならどこでも、上から花を下にのぞき
見ることができる。彼はそこで、物質界を支配する力の秘
密を読み取るだろう。そしてその中に書かれてある神秘的
な能力の科学を見るだろう。彼は霊的な真理の解釈のし方
と、至高の自我へ溶け込む方法を知るだろう。そして至高
の自我を人生で持っている方法と、そうしながらも、この
惑星が存続する限りは、必要ならここで生命を保持する方
法も知ることができよう。彼の仕事全体が完成し、光を探
求するすべての人への三つの真理を教えるまでは、人間性
の活力に満ちて生命を保持する方法を知っているのだ。

完

『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』はメイベル・コリンズにより書かれましたが、
書いた時の状況について著者は、『センサの物語』という
題の解説の中で、次のように言っています。

（本文より抜粋）
『睡蓮の牧歌』の中で不思議な、神秘的な技法で描かれた
センサの物語は、三つの話を含んでいる。三つの話は、三
つの小葉を持つクローバーのように、それぞれが別個だ
が、本質そのものは切り離すことができずつながっている。
それらは分けられないが別個のものと考えられ、一つ一つ
の物語が私たちの内部の人間性の最奥部に訴えかける、な
にやら力強いものを含んでいる。『睡蓮の牧歌』をひとた
び読み、その中に神秘的なベールの一部を見抜いたオカル
ティズムの学徒は、それから離れられないし忘れられない。
それはその人自身の物語と関連があり、その人自身の魂の
悲劇と最終的な神格化であり、故にその人自身の本質的な
一部分だからである。

『睡蓮の牧歌』を私は評論家として、学徒として書いたの
であり、決して著者として書いたのではない。というのも
私はただ、神秘的な普遍的言語で語られたことを人間の言
葉で紙の上に書き出しただけなのだ。その時、私の人格は
南インドのオカルティストに「スワプナ」として知られて
いる状態……英語であいまいに「夢遊病の透視力」と翻訳
されている……だった。1878 年、私は書きもの机でしょっ
ちゅう執筆に没頭していた。その仕事部屋の窓からはクレ
オパトラの針 (*1) が見えた。それは川を運ばれて来てエン
バンクメント (*2) に立てられたのだった。その頃から、威
厳あるエジプトの祭司たちの行列が私の部屋に入って来る
ようになった。行列は階段を上ってドアから入り、机の周
りに立った。最初それはクレオパトラの針と関係のあるア
ストラル形体が出現したものだと思った。だがその不可思
議な訪問は止むことなく、ついに大きな影響力となった。
それらはもしアストラル形体だったとしたら、彼らの属す
る自我 ( エゴ ) たちに活気づけられ、誘導されたのだった

ろうが、実はある古代エジプトの祭司たちの「カー」(*3)
だったのだ。生前、霊的な生活を送った人のアストラル形
体または「カー」は、注意深く加工保存され保護されれば、
偉大な人の自我 ( エゴ ) の大きな目的のために使われるこ
とが可能であることを、宗教的なエジプト人たちは理解し
ていたということは、もちろん周知の事実である。その上、

「カー」またはアストラル形体は物質次元の出来事に関す
る情報をデヴァチャンにいる自我 ( エゴ ) に知らせる目的
で存在するとされてきた。この物語を書いていた時に起
こったことはそれだと思われる。時間になると自我はなす
べきことをするためにやって来て、私自身の内的自我を目
覚めさせ、私自身は離れたところからメッセージを受け取
り、机上の紙にそれを書き留めた。その間、私の頭脳から
思考の本質を引っぱってきた。したがって、物語は高次の
意識からより低い意識に、寸分たがわずそのまま伝えられ
た。古代エジプト人の「カー」は神智学徒の言う「アスト
ラル形体」であり、心霊主義者の降霊術の会で言う「亡霊 ( ス
プーク )」であり、いつの時代もすべての国で「幽霊 ( ゴー
スト )」と言われるものである。エジプト人たちはそれを、
世俗的で啓蒙されていない、無知な、人の一番低い肉体的
欲望を持ったものと考える。彼らは肉体の墓に物品を閉じ
込めて保管し、それで死者に気晴らしや楽しみごとを与え
て、死者がさまよい歩いたり、あまり望ましくない楽しみ
ごとをまだ探し求めることを防いだ。彼らエジプト人は死
者がアストラル界で崩壊するままにしておくのではなく、
そこにとどめておくための、手の込んだ儀式をおこなった。
それは次のことのために為された。つまり高い世界での自
我は未来に、この世で召使いが必要かもしれず、それを探
し求めてやって来るのだ。そういうことは時々起こると信
じられていた。もちろん祭司たちの魔術とあの世（死後の
生）に関する知識は、このような関係を築き上げ、何世紀
にもわたって保つのに十分と考えられた。『睡蓮の牧歌』
を書く以前に私の部屋に入って来て机の周りに立った祭司
たちの姿は、他の人たちには見えなかった。「目覚めてい

睡蓮の牧歌　訳者あとがき＋メイベル・コリンズによる解説

星野 未来
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る時の透視力」（ジャーグラト）がないと知覚できないのだ。
しかしそれでも彼らはまぎれもない幽霊であり、死者の亡
霊だった。でも『睡蓮の牧歌』を書く仕事を企てたのは偉
大なアデプトの自我であることは間違いないのと同じよう
に、その仕事が実際に始まったちょうどその時、つまり私
がより高い意識に呼ばれて行った際には、これらの幽霊の
それぞれがその真の自我あるいは霊的形態でそこに住んで
いたということは十分あり得る。
これらの祭司たちは本の中の登場人物として出てきた祭司
たちとは違う。混同しないよう、このことをはっきり述べ
る必要がある。センサの物語を世にもたらした祭司たちは、
偉大な霊的宗教（先史時代からの「白魔術」である）の代
表者たちで、もう一度その役割を演じ、一定のやり方で人
の進化を促進させようとしている。
　物語の中で祭司たちは魔術師のようなもので、「黒魔術」
をおこなう。
　魔術（magic）という語はかつての古代イランの言語

（Zend）に由来する、もともと霊的な威厳ある語であるこ
とは、覚えておくべきであろう。その語は単に、賢人つま
りマギの力と実践を意味する。ウォルター・バッジ教授は
こう言う。「その用語が適切な意味で使われるならばだが、
エジプトにおいて魔術の信仰は神への信仰よりも古くから
ある」「エジプトの魔術は王朝時代以前そして有史以前か
らあり、エジプトの住人たちは次のように信じていた。つ
まり空気中や空に目に見えるものも見えないものも無数の
存在たちが住んでおり、友好的にあるいは敵対的にこの世
と死者の国と人間に縛りつけられていた」。彼は、他の国々
で知られている魔術は古代エジプトの「白魔術」と「黒魔
術」から抜き出されたものであると指摘し、さらにこう言
う。「他の国々の信仰と宗教の体系がどのくらいの数、そ
れらに影響を受けているか、正確には言えないが、多くの
異教徒およびキリスト教の異端派のある概念や宗教的思想
は、それらから直接、影響を受けているかもしれない」。

　それは、最高のものがどんなふうに私たちの中にあるか
を示し、私たちの知る最善のものの、おおもとのルーツが
先史時代の昔のエジプトに謎につつまれて存在するとい

う、回顧録の輝かしい側面なのである。
　大きく、暗く、陰鬱な影が同じ太古の源に起因し、光と
闇は絶えず戦った。それ以来ずっと、それは世界中のすべ
ての人の本質となっている。
　ウォーリス・バッジ教授は言う。「『人生の二重の家』（the 
double house of life）という叢書の中の教えに精通した人
にとって、未来は過去と同じくらいよくわかり、距離も時
間もそれを知ることを妨げられることはなかった。生と死
の神秘がその人に明らかにされた。――さて、もしこのよ
うに魔術的な能力を古代エジプトの教養ある人たちが持っ
ていたということが本当なら、次のことに気づいても不思
議ではない。つまり、最も堕落した信仰と迷信が、華麗な
階級によって、古代エジプトの無学な人や労働者階級に広
まったことをである。――このような人々が求めるので、
魔術師そして後の時代の祭司は、主として感覚に強く働き
かける野外劇 ( ページェント ) や儀式が必要であることが
わかった。――この魔術は妖術 ( ソーサリー )、悪霊学 ( デ
モノロジー )、呪術 ( ウィッチクラフト ) などに堕落し、こ
れらの仲間になった者は、悪魔の仲間、闇の勢力の下僕、〔黒
魔術 ( ブラック・アート )〕の人とみなされた」。このよう
な環境がセンサの物語の舞台である。その物語の中で、無
知な新参者が善と悪の力の戦いに突入していくことは、な
んて現実そのものなのだろう、と読み手は感じる。バラモ
ンの神智学徒スバ・ラウは『睡蓮の牧歌』についてこう言っ
ている。「エジプトの信仰と聖職者たちを正確に描写して
いるが、すでに彼らの宗教が純粋さを失いはじめ、平気で
黒魔術を利己的かつ非道な目的に使って、けがれて堕落し
たタントラ的崇拝の宗教へと退廃し始めていた頃の物語で
ある」
 （『The Story of Sensa : An Interpretation of The Idyll 
of The White Lotus』より）

*1 クレオパトラの針：古代エジプトのオベリスク。ロンド
ン、パリ、ニューヨークに移された。
*2 エンバンクメント：ロンドン市内のテムズ川沿いにある。
*3 カー：「魂」「精神」など諸説ある。ミイラ作りと密接に
関係していたらしい。

『新約 沈黙の声』星野未来訳の改訂版がでました。
ご自身ですでに本を購入しており、改訂版を確認したい場合は、「お問い合わせ」のページから Amazon までご連絡ください。お使いの端末
に改訂版のコンテンツをお送りします。もう一度購入する必要はありません。電子書籍の改訂版を自動的に受け取るには、① Kindle の端末
または Kindle アプリの自動バックアップ機能を有効にします。この機能により、メモ、ハイライト、ブックマーク、読み終えた最後のペー
ジが同期されます。②「コンテンツと端末の管理」ページに移動します。③「設定」タブで、「本の自動更新」を選択します。④ドロップダ
ウンメニューから「オン」を選択します。



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・ロッジの会員は、神智学協会国際本部（インド・アディヤール）の会員名簿に登録されます。

◦ 神智学協会ニッポン・ロッジの会員制度は 1 年ごとの会費納入（年会費 5,000 円）による更新制となります。

◦ 神智学協会ニッポン・ロッジの会員は、会報誌「テオソフィア」の配布を受けます。（海外の方は E メール版）

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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