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ひとこと
今月の

　最近神智学の入門クラスを教えるにあたって、具体的に神智学を学んで自分が
どのように変化したのかよく考えることがあります。それは神智学が何か知識だ
けのものではなく、実際その人の心に働きかけ、どう変化するかがとても重要だ

と思うからです。
　少なくとも神智学を学ぶ前の自分は、なんというか、世界がどういう場所か分からず、おっかなびっくり
生きていたような気がします。つまり、世界や宇宙に対する理解がなかったので、誰かのちょっとした気ま
ぐれで世界が一変したり、自分の存在が突然脅かされたりはしないかと恐れていたのです。そのため、誰か
の顔色をうかがったり、他人のご機嫌をとったり、世間の流行りや周りの動向をいつも気にしていました。
　しかし、宇宙の原理や世界の成り立ちを知れば、この小さな自己の背後にどれだけ大きな力が働いている
かと思えば、やはり何か個人的なこだわりや恐怖を捨てて、安心して生きていくことができるようになった
と思うのです。このことに気づかせてくれたのは、『シークレット・ドクトリン』でした。それは一冊の本
ではありますが、そこから新しく宇宙が広がっていく、そんな体験でした。
　自分が感じたこと、自分に起きた変化をお伝えできればなぁと思う今日このごろです。

神智学協会会長　岡本
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第 1  大宇宙（マクロコズム）とその創造的な力の 3 と

7と 10 の中心

図①参照

A.B.C. 不可知物

A. 無性、未顕現のロゴス

B. 潜在的な智慧

C. 普遍的な観念作用

図②参照

a. 創造的なロゴス

b. 永遠の物質

c. 霊

a.b.c これらはプラダーナ、サーンキヤ哲学で言う未分

化の物質、あるいは善と悪と混沌の闇（サットヴァ、ラ

ジャス、タマス）であり、互いに相殺し合う。分化され

ると、それらは 7つの創造的な潜在力となる。すなわち、

霊、物質、物質を刺激して形態をとらせる火である。

D. 物質に働く霊的な力

第 2  小宇宙（ミクロコズム）つまり内なる人間とその

３つ、7つ、あるいは 10の潜在的エネルギーの中心。

図③参照

（アートマンは一般向けに第 7 の本質と教えられるが、

個別の本質では全くなく、普遍的な魂〔the Universal 

Soul〕である）。

7 番目はオーラの卵（AURIC EGG）であり、あらゆる

人間と動物の周りの磁気的な球体である。

1. ブッディ…アートマの媒体

2. マナス…ブッディの媒体

3. 低級マナス…（高級と低級のマナスは同じ 1 つの本質

の二面）。

4. カーマルーパ…3の媒体

5, プラーナ…生命

6. リンガシャリーラ…5の媒体

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲはアートマンの三位一体であり、それと創造主

および人間との接触は 4 番目で、それを「4 からなる」

（Quaternary）とか「テトラクティス」（高級我）として

いる。

これらの 1,2,3,4,5,6 の 6 つの本質は、異なる 4 つの段

階で働き、それらの第 7 の本質（下記参照）であるオー

ラの覆い（Auric Envelope）を有し、右手のアデプトま

たは白魔術師に使われる。

第 3  ミクロコズム（肉体人間）とその 10 の孔穴または

活動の中心

図④参照

1.（ブッディ）右目

3.（低級マナス）右耳

5.（生命原理）右の鼻孔

7. 創造的なロゴスの器官である口

8.9.10 この低級 3 つ組は高級なアートマの 3 つ組とそ

の 3 様相（創造・保存・破壊あるいはむしろ刷新）と直

接の結びつきがあるため、照応する作用の悪用は最も恐

ろしい罪、聖霊とキリストに対する罪である。

2.（マナス）左目

4.（カーマルーパ）左耳

6.（生命の媒体）左の鼻孔

7. 低級 3つ組における第 10の（創造的な）孔穴の典型

これらの肉体の器官は黒魔術の「ドゥグパ」が使うのみ

である。

この図から、肉体人間（または人の肉体）が三位一体か

ら流出する神の本質の直接の純粋な波動と分けられな

い、顕現したロゴス（図の高いほうの顔）を通して現れ

た未顕現者であることがわかる。原初の霊であるプル

シャは、人間の頭に達し、そこで止まる。だが霊的人間

（7 つの本質の総合体）は人間と直接つながっている。そ

してここで、ふつうの外的な本質の列挙について、いく

つか言っておくべきことがある。最初はおおよその分類

のみがなされ、与えられた。『エソテリック・ブッディ

ズム』では第 7 番目のアートマで始まり、第 1 番目の肉

体で終わる。今、自我の「本質」ではないが、未顕現の

ロゴス「と一体」でありそれ「からの放射」であるアー

トマも、霊的人間の物質的外皮または殻である肉体も、

完全な実在ではあり得ず、「本質」として言及はされない。

その上、すべての人の重要な「本質」、これまでに言及

すらされたことのないものがある。それは「輝く卵」（ヒ

ラニヤガルバ）、各人がその中に包まれている目に見え

ない磁気的球体である。それは次の a および b からの直

接の流出である。(a) 創造者、保存者、破壊者（刷新者）

の 3 つの様相のあるアートマの光 (b) ブッディマナス。

この個人のオーラの第 7 番目の様相は、肉体の形態をと

る機能と、「輝く者」「光輝のアウゴエイデス」になる機

能がある。厳密に言えばこれは時々、マヤーヴィ・ルー

パという形態になる。したがって、図の（アストラル人

間の）2 番目の顔で説明されているように、霊的人間は

5 つの本質だけから成り立っている。ヴェーダーンティン

たちはそれを暗黙のうちにこの第 6 の体またはオーラ体

に置き換え、2重のマナス（2重のマインドあるいは意識）

を 1 つに合併させる。こうしてヴェーダーンティンたち

は 5 つの「コーシャ」（鞘［さや］あるいは本質）につ

いて語り、アートマを第 6番目と言うが、それを「本質」

とは言わない。これはのちにスバ・ラウが批判した『エ

ソテリック・ブッディズム』の中の分類の秘密である。

さあ今、学徒は本当の秘教の分類を学ぼう。

オーラ体について公的に言及することが許されなかった

理由は、それがとても神聖であるためだ。

死ぬときにブッディとマナスの真髄を吸収し客観的では

ないそれらの霊的本質の媒体となるのはこのオーラ体で

あり、その後、それに降り注ぐアートマの完全な放射に

大宇宙とその創造的な３と７と１０の中心

“Some Papers On The Bearing Of Occult Philosophy 

On Life”（HPB）より
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よってそれはマナス・タイジャシ（「光輝く」マナス。

高級自我の状態）としてデヴァチャンの状態に入る。そ

のため、それ（オーラ体）は多くの名で呼ばれている。オー

ラ体はスートラートマというマンヴァンタラの始めから

終わりまで肉体化身する銀の「糸」であり、人間存在の

真珠を一つ一つその糸に通す。換言すれば、人生の巡礼

の旅を通して追随する、各人格の霊的な香気である。ま

た、オーラ体はアデプトが自らのアストラル体を作るた

めに、アウゴエイデスと下方のマヤーヴィ・ルーパから

とる材料でもある。人の死後、最も希薄なエーテルのよ

うな粒子はそれ自体がブッディと高級マナスの霊的本質

へと引き込まれ、アートマの光輝で照らされる。オーラ

体はデヴァチャンでの意識状態のままであるか、あるい

は完全なアデプトの場合は、ニルマーナカーヤのほうを

選ぶ。つまり、自分のすべての体を非常に清めた人は、

デヴァチャニー（訳注：デヴァチャンにいる人）の神聖

な幻影にすらまさる。このようなアデプトは私たちの地

球と関係のある（目に見えない）アストラル段階にとど

まり、今後、カーマルーパと肉体以外のすべての本質を

持って活動し生きる。デヴァチャニーの場合、リンガシャ

リーラつまり肉体付きの変化する自我は一生の間、肉体

の覆いの中にあるが、燦然たるオーラは外側にあり、死

後に残されるこのオーラが物質の粒子に強められ、死ん

だ体とその外側の近くにとどまり、じきに消えてゆく。

完全なアデプトの場合、肉体だけが死んで分解し、同時

に欲望と熱情の座であったエネルギーの中心がそのもと

である獣的な体とともに消滅する。後者（アデプト）は

生涯の間にこれらのすべての中心が多かれ少なかれ活発

であり、それらの原型である宇宙の中心、そのミクロコ

ズム、本質と常に一致している。肉体の中心（上部の 7

つの孔穴と低級 3 つ組）がそれらのオカルト的相互作用

によって恩恵を得られるのは、これらの宇宙的そして霊

的中心を通してのみである。なぜなら、これらの孔穴も

しくは開口部は「人間の意志」が影響力すなわち宇宙エ

ネルギーを肉体に引き寄せて使用するための導管（チャ

ンネル）だからだ。……（HPB）
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個別の本質では全くなく、普遍的な魂〔the Universal 

Soul〕である）。

7 番目はオーラの卵（AURIC EGG）であり、あらゆる

人間と動物の周りの磁気的な球体である。

1. ブッディ…アートマの媒体

2. マナス…ブッディの媒体

3. 低級マナス…（高級と低級のマナスは同じ 1 つの本質

の二面）。

4. カーマルーパ…3の媒体

5, プラーナ…生命

6. リンガシャリーラ…5の媒体

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲはアートマンの三位一体であり、それと創造主

および人間との接触は 4 番目で、それを「4 からなる」

（Quaternary）とか「テトラクティス」（高級我）として

いる。

これらの 1,2,3,4,5,6 の 6 つの本質は、異なる 4 つの段

階で働き、それらの第 7 の本質（下記参照）であるオー

ラの覆い（Auric Envelope）を有し、右手のアデプトま

たは白魔術師に使われる。

第 3  ミクロコズム（肉体人間）とその 10 の孔穴または

活動の中心

図④参照

1.（ブッディ）右目

3.（低級マナス）右耳

5.（生命原理）右の鼻孔

7. 創造的なロゴスの器官である口

8.9.10 この低級 3 つ組は高級なアートマの 3 つ組とそ

の 3 様相（創造・保存・破壊あるいはむしろ刷新）と直

接の結びつきがあるため、照応する作用の悪用は最も恐

ろしい罪、聖霊とキリストに対する罪である。

2.（マナス）左目

4.（カーマルーパ）左耳

6.（生命の媒体）左の鼻孔

7. 低級 3つ組における第 10の（創造的な）孔穴の典型

これらの肉体の器官は黒魔術の「ドゥグパ」が使うのみ

である。
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この図から、肉体人間（または人の肉体）が三位一体か

ら流出する神の本質の直接の純粋な波動と分けられな

い、顕現したロゴス（図の高いほうの顔）を通して現れ

た未顕現者であることがわかる。原初の霊であるプル

シャは、人間の頭に達し、そこで止まる。だが霊的人間

（7 つの本質の総合体）は人間と直接つながっている。そ

してここで、ふつうの外的な本質の列挙について、いく

つか言っておくべきことがある。最初はおおよその分類

のみがなされ、与えられた。『エソテリック・ブッディ

ズム』では第 7 番目のアートマで始まり、第 1 番目の肉

体で終わる。今、自我の「本質」ではないが、未顕現の

ロゴス「と一体」でありそれ「からの放射」であるアー

トマも、霊的人間の物質的外皮または殻である肉体も、

完全な実在ではあり得ず、「本質」として言及はされない。

その上、すべての人の重要な「本質」、これまでに言及

すらされたことのないものがある。それは「輝く卵」（ヒ

ラニヤガルバ）、各人がその中に包まれている目に見え

ない磁気的球体である。それは次の a および b からの直

接の流出である。(a) 創造者、保存者、破壊者（刷新者）

の 3 つの様相のあるアートマの光 (b) ブッディマナス。

この個人のオーラの第 7 番目の様相は、肉体の形態をと

る機能と、「輝く者」「光輝のアウゴエイデス」になる機

能がある。厳密に言えばこれは時々、マヤーヴィ・ルー

パという形態になる。したがって、図の（アストラル人

間の）2 番目の顔で説明されているように、霊的人間は

5 つの本質だけから成り立っている。ヴェーダーンティン

たちはそれを暗黙のうちにこの第 6 の体またはオーラ体

に置き換え、2重のマナス（2重のマインドあるいは意識）

を 1 つに合併させる。こうしてヴェーダーンティンたち

は 5 つの「コーシャ」（鞘［さや］あるいは本質）につ

いて語り、アートマを第 6番目と言うが、それを「本質」

とは言わない。これはのちにスバ・ラウが批判した『エ

ソテリック・ブッディズム』の中の分類の秘密である。

さあ今、学徒は本当の秘教の分類を学ぼう。

オーラ体について公的に言及することが許されなかった

理由は、それがとても神聖であるためだ。

死ぬときにブッディとマナスの真髄を吸収し客観的では

ないそれらの霊的本質の媒体となるのはこのオーラ体で

あり、その後、それに降り注ぐアートマの完全な放射に

大宇宙とその創造的な３と７と１０の中心

“Some Papers On The Bearing Of Occult Philosophy 

On Life”（HPB）より

図①

 

図②

 

よってそれはマナス・タイジャシ（「光輝く」マナス。

高級自我の状態）としてデヴァチャンの状態に入る。そ

のため、それ（オーラ体）は多くの名で呼ばれている。オー

ラ体はスートラートマというマンヴァンタラの始めから

終わりまで肉体化身する銀の「糸」であり、人間存在の

真珠を一つ一つその糸に通す。換言すれば、人生の巡礼

の旅を通して追随する、各人格の霊的な香気である。ま

た、オーラ体はアデプトが自らのアストラル体を作るた

めに、アウゴエイデスと下方のマヤーヴィ・ルーパから

とる材料でもある。人の死後、最も希薄なエーテルのよ

うな粒子はそれ自体がブッディと高級マナスの霊的本質

へと引き込まれ、アートマの光輝で照らされる。オーラ

体はデヴァチャンでの意識状態のままであるか、あるい

は完全なアデプトの場合は、ニルマーナカーヤのほうを

選ぶ。つまり、自分のすべての体を非常に清めた人は、

デヴァチャニー（訳注：デヴァチャンにいる人）の神聖

な幻影にすらまさる。このようなアデプトは私たちの地

球と関係のある（目に見えない）アストラル段階にとど

まり、今後、カーマルーパと肉体以外のすべての本質を

持って活動し生きる。デヴァチャニーの場合、リンガシャ

リーラつまり肉体付きの変化する自我は一生の間、肉体

の覆いの中にあるが、燦然たるオーラは外側にあり、死

後に残されるこのオーラが物質の粒子に強められ、死ん

だ体とその外側の近くにとどまり、じきに消えてゆく。

完全なアデプトの場合、肉体だけが死んで分解し、同時

に欲望と熱情の座であったエネルギーの中心がそのもと

である獣的な体とともに消滅する。後者（アデプト）は

生涯の間にこれらのすべての中心が多かれ少なかれ活発

であり、それらの原型である宇宙の中心、そのミクロコ

ズム、本質と常に一致している。肉体の中心（上部の 7

つの孔穴と低級 3 つ組）がそれらのオカルト的相互作用

によって恩恵を得られるのは、これらの宇宙的そして霊

的中心を通してのみである。なぜなら、これらの孔穴も

しくは開口部は「人間の意志」が影響力すなわち宇宙エ

ネルギーを肉体に引き寄せて使用するための導管（チャ

ンネル）だからだ。……（HPB）



神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子

第十二章　実践的神智学とは？

義務

【問】　みんな等しく永久的な平和を得られないなら、な

ぜ再生が必要なのですか？

【答】　究極のゴールに達するには、人生の経験を通して

以外どんな方法もありませんし、大多数の経験は苦難、

苦痛だからです。私達が学ぶことができるのは苦しみを

通してだけです。喜びや快楽は私達に何も教えません。

そのようなものははかなく、結局はあきあきさせられる

だけです。その上、私達のより高い性質の要求を満たす

恒久的なものを生きているうちに見つけることにいつも

失敗するのは、こうした要求は、その要求自体の世界、

つまり霊的な世界でだけしか満たすことはできないとい

うことを明らかに示しています。

【問】　おっしゃることの自然の結果は、何らかの手段で

人生を断ち切ろうとする欲求にはなりませんか？

【答】　もし、その欲求を「自殺」だと言っていらっしゃ

るなら、私はきっぱりとそうではないと申します。その

ような結果は決して「自然」なものであるはずはなく、

ぞっとするような脳の病気のせいか、たいへん明確な強

い唯物的な考え方によるものです。自殺は最も悪い犯罪

であって、その結果はひどいものです。しかし、もしこ

の世を去る望みではなく、単に霊的存在への熱望のこと

を「欲求」と言っていらっしゃるなら、それは全く自然

な欲求であると私も申します。自殺は自分の現在の持ち

場と、自分にかけられている義務を放棄することであっ

て、そうすることで新しいカルマを作るようになります。

【問】　もし物質界での行為が満足を与えることができな

いものであるなら、なぜ同じ物質界の行為である義務を

絶対に果たさなければならないのでしょうか？

【答】　まず第一に、私達がすべての人々への義務を先に

果たし、最後に自分への義務を果たすことの目的は、個

人的な幸福を得るためではなく、他の人達の幸福を計る

ことであると神智学は教えるからです。正義のために正

義を成就するのであって、正義を行なえば何かよいこと

があるからではありません。幸福、あるいはむしろ満足

は義務を遂行したときの報酬であるかもしれませんが、

満足が義務を遂行するための動機ではありませんし、

あってはなりません。

【問】　神智学では「義務」をどう理解しておられるので

すか？　あなたはイエスとその弟子達の教えを認めてお

られませんので、神智学のいう義務はイエスとその弟子

が説いたキリスト教徒の義務ではあり得ないようですが。

【答】　あなたは間違っています。あなたが「キリスト教

徒の義務」と言われるものはキリスト教の時代のずっと

前に、偉大な道徳的および宗教的改革者がみな教え込ん

だことです。昔は、偉大で英雄的で高邁な理想はすべて、

私達の時代のように説教壇から論じただけではなく、時

には全国民が実行したものでした。仏教改革の歴史には

英雄的で無私無欲な行為はたくさんあります。「互いに

慈愛をもち、みな心を一つにせよ、兄弟の如く愛し、哀

れみ、思いやりをもて。悪に対して悪に報いず、罵 ( の

のし ) りに対して罵りで報いず、祝福せよ」ということは、

ペテロが生まれる数世紀前に実際に、仏陀の信徒達が実

行したことです。キリスト教の倫理は確かにすばらしい

ですが、それは他の宗教がすでにキリスト教以前に義務

として教えたものであったことも確かです。

【問】　あなたは一般的に言って「義務」をどう定義なさ

いますか？

【答】　義務とは、人類、私達の仲間、隣人、家族に尽くす
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べきもので、特に私達自身よりも貧しく頼りない人々すべ

てに尽くすべきものです。義務は生きている間に行なわな

いと、次の化身では霊的な支払い不能者や道徳の破産者と

なる不債です。義務は神智学の真髄しんずいです。

【問】　キリスト教も、正しく理解され実行されると、そ

の通りです。

【答】　確かにそうです。キリスト教が実際に口先の宗教

でなかったなら、神智学はキリスト教に何も言うことは

ありません。しかし、不幸なことにキリスト教は口先の

倫理にしかすぎません。すべての人に対しての義務を実

行する人々、また、義務のために義務を果たす人達はほ

とんどいません。また、自分自身の秘密の意識の満足で

甘んじながら義務を果たす人はなおさら少ないのです。

世界的に有名な博愛家達がいつもいちばん大切にしてい

るのは、「徳に敬意を表し、それに報いる世間の賞賛の声」

です。近代倫理は読んで美しく、それについての議論を

聞いても美しいものですが、実行しなければ言葉が何で

しょう？　結局、カルマと実践の観点から私達が神智学

の義務をどう理解するかとあなたがおたずねになるな

ら、私達の義務は人生の杯がどんなもので満たされてい

ようと、最後の雫まで不平を言わずに飲み干し、人生の

ばらの花を他の人達にその香りをあげるためにだけ手折

り、もしその香りを誰かから奪わなければ楽しむことが

できないとすれば、自分はとげだけで満足することだと

私はお答えします。

【問】　それではたいへん漠然としています。あなた方は

キリスト教徒以上にどんなことをなさるのですか？

【答】　全力を尽くして愛他的な活動する会員達もいます

が、私達神智学協会の全員が何をするかということでは

なく、ただ、近代キリスト教よりも、神智学のほうがど

んなによい感化を与えるかということが大切です。単に

意図したり話したりする代わりに、活動すること、しか

も強力な活動が必要だと私は思います。最も世俗的で利

己的で無情な人々も、真底からの悪人も、自分はクリス

チャンだと言うことができるし、他人もそう認めること

ができるでしょう。しかし、神智学徒の場合は、カーラ

イルのいう「人間の目的は行動であって、どんなに高尚

であっても、単なる思いではない」という自明の理の正

しさが完全に浸み込んでおり、この真理を模範として日

常生活を送っていなければ、神智学徒とは言えません。

真理の宣言はまだその実行には至っていません。真理が

美しく立派に聞こえれば聞こえるほど、徳や義務は実行

されずに大声で口にされればされるほど、見かけは美し

いが、一たび手にすればたちまち灰となる「死海のリン

ゴ」の話を思い出させるでしょう。空念仏はあらゆる悪

徳の中で最もいやらしいもので、今世紀で最も偉大なプ

ロテスタントの国、英国のいちばん顕著な特徴です。

【問】　人類一般にとって、当然なすべきことは何だとお

考えですか？

【答】　人種、肌の色、社会的地位、生まれの差別をしな

いで、万人に同じ人権を完全に認めることです。

【問】　どんな時このような当然の権利が与えられないと

お思いですか？

【答】　一人の人間にしろ、一国にしろ、別のものの権利

をごくわずかでも侵害した時です。自分自身に望んでい

るのと同じ公平さ、親切、思いやり、慈悲を示さない時

です。現在の政治体制はすべてこのような権利を忘れ、

国民的利己主義の激しい主張の上に打ち建てられていま

す。フランスの諺(ことわざ)に「主が主なら、家来も家来」

というのがありますが、「国策が国策なら、国民も国民だ」

とつけ加えるべきです。

【問】　あなた方は政治に関係なさいますか？

【答】　協会としては、政治に関係することを注意深く避

けています。そのわけをお話ししましょう。人間の性質

を改善しないうちに、政治改革を成就しようとすること

は、古い酒袋に新しいワインを入れるようなものです。

すべての人々への自分の本当の義務とは何かということ

を、心の奥底で人々に感じさせ認めさせると、あらゆる

昔からの権力の濫用や人間的、社会的、政治的利己主義

に根づいた国家政策による不公平な法律はみななくなる

でしょう。花壇の草むしりをするのに、毒草を根から抜

き取らず、地上のところだけを刈り取ろうとする庭師は

愚かです。頭に昔と同じように利己的な人々がいては長

続きする政治改革は決して成就できません。

神智学協会と政治改革の関係

【問】　では神智学協会は政治団体ではないのですね？

【答】　もちろん、そうではありません。神智学協会は最

高の意味での国際的組織です。協会の会員は人類の改善

という唯一の目的で協力して働く、あらゆる人種、宗教、

思想の男女から成っています。しかし、協会としては国

民的、党派政治には絶対に参加しません。

【問】　なぜですか？

【答】　今言った通り、国際的な組織ですから。その上、

政治的活動は必然的に、時や個人の特異性でいろいろと

変わらなければなりません。神智学協会の会員は神智学

徒として当然、神智学の原理を承認しています。でなけ

れば、彼等は協会に入るはずはありません。しかし、会

員達はすべての問題で意見が一致するということにはな

りません。協会としては、会員全体に共通のこと、すな

わち神智学自体と関係するものだけを一緒に実行するこ

とができます。個人としては、神智学の原理に違反せず、

協会を傷つけない限り、政治的思想や活動は完全に各自

の自由に任せられています。

【問】　しかし、神智学協会はきっと、現在たいへん差し

迫っている社会問題から全く遠ざかってはいないでしょ

う。

【答】　神智学協会の原理そのものは、協会というよりも

大多数の会員達は、社会問題から遠ざかりはしないこと

を証明しています。もしも、まず第一に最も健全で生理

学に基づいた科学的な法律の実施だけで、人間は精神的、

霊的に進歩できるものなら、このような法律が一般に実

行されるように最善の努力をすることは、この進歩のた

めに努めている人々すべてにとって、どうしても果たさ

なくてはならない義務です。不幸にも西洋の国々では国

民の大部分の社会的状態のために、彼等の肉体や精神を

適当に訓練することが不可能で、それで心身の発達は阻

止されていることを神智学徒はみな気づいています。こ

の訓練と発達とは神智学のはっきりした目的の一つです

ので、神智学協会はこの方向で本当の努力をしている

人々に全く同意し、その人達に完全に調和しています。

【問】　「本当の努力」とはどういうことですか？　どの

社会改革家も自分自身の万能薬をもっていますし、みな

自分の万能薬こそ、人類を改善し救うことができる唯一

のものだと信じています。

【答】　全くその通りです。このため、満足できるような

社会事業はほとんど達成されないのです。このような万

能薬の多くには、本当の指導原理がなく、もちろんそれ

らすべてを結ぶ一つの原理もありません。こうして貴い

時間とエネルギーが浪費されています。なぜなら、人々

は心に大志をいだいていると公言してはいますが、残念

ながら多くの場合、協力するどころか名誉と報酬のため

にお互いに競っているからです。

【問】　では、社会協力を増進することができ、社会改善

のための努力が実行されるのには、神智学の原理をどう

応用したらよいでしょうか？

【答】　神智学の原理を簡単に思い出してみましょう。つ

まり万物の統一と因果の法則、人類の団結、カルマの法

則、輪廻です。これらは人類を一つの家族に、一つの普

遍的同胞団に結びつける金の鎖の四つの環です。

【問】　どのようにしてですか？

【答】　現在の社会状態では、特にいわゆる文明国で私達

は、多くの人々が不幸、貧困、病気で悩んでいる事実に

絶えず直面しています。この人達の肉体状態は悲惨で、

精神的、霊的能力はほとんど眠っています。一方、社会

の反対側の多くの人達は貧困層には不注意で無関心な贅

沢な生活を送り、利己的な快楽を追及しています。この

ような生き方は単なる偶然ではありません。両方とも、

そのような生き方をしている人々を取り巻く環境の結果

であって、一方の側で社会的義務を怠ることが、他の側

の進歩の阻止に深く関係しています。あらゆる本当の科

学と同じように、社会学では普遍的な因果関係の法則が

当てはまります。しかし、この因果の法則はその論理的

結果として、必然と、神智学が大いに強調している人類

団結ということを示します。つまり、一人の行為が万人

の生活に作用するという概念は本当の科学的根拠がある

ものだとすれば、まことの人類団結とは人類の向上の基

礎です。すべての男性達が兄弟となり、女性達が姉妹と

なることにより、また、すべての人々の日常生活におい

て本当の兄弟であり姉妹であることが実行されることに

よって、団結は達成されるのです。すべての神智学徒に

とって、教えるだけでなく個人の生活の中で実行するよ

うに義務づけられている基本的な神智学の原理の一つ

は、各人がすべての人々のために生き、すべての人々が

一人ひとりの人のために生きるというこの相互作用であ

り、このまことの同胞愛です。

【問】　それらはみな一般原則としてはたいへん結構です

が、どのようにして具体的に適用なさるのですか？

【答】　あなたの言われる人間社会の具体的事実というも

のをよく見てください。一般庶民の生活だけでなく、中

流や上流の多くの人達の生活を、今はびこっている利己

心、無関心、残忍な状態ではなく、正義と親切と愛が優

勢になったもっと健全で高尚な状態と対照してみて下さ

い。人類の中のよい事も悪い事もみな、その根は人間の

性質にあります。そしてこの性質は原因と結果の終わる

ことのない鎖で条件付けられてきました。しかし、この

条件付けは現在および過去だけでなく未来にも当てはま

ります。利己心、無関心、残忍は決して人類の自然の状

態ではありません。そう思うのは人類に絶望することで、

神智学徒にはできないことです。進歩は、高尚な性質を

発達させることによってだけ達成することができます。

さて、有機体の環境を変えることによって、その有機体

を改良することができると、本当の進化論は教えます。

そして最も厳密な意味から言うと、これは人間に関して

も真実です。ですから神智学徒はみな全力を尽くして、

貧しい人達の窮状を改善するために、賢明でよく考慮さ

れた活動をしなければなりません。貧しい人達の究極の

社会的解放を目指し、また、今はほとんどの人間関係に

関して義務を怠っている人々に責任感を感じさせるため

に、このような努力が行なわれねばなりません。

【問】　その通りだと思いますが、社会的な努力が賢明で

あるかないかは誰が決めるのですか？

【答】　一個人も一団体もこの点の鉄則を作ることはでき

ません。当然、多くは個人の判断に任せなくてはなりま

せん。しかし、一つの一般的な試験法があると言えます。

つまり、神智学の目的である本当の同胞団の実現の成就

を推進することになるでしょうか？　本当の神智学徒に

はそんな試験法を適用することは造作のないことでしょ

う。一たびその方法に満足すれば世論を作って行く方向

に努力することになるでしょう。そしてこれはすべての

精神的、物質的改良の根本にある公的、私的な義務につ

いてのより高尚な概念を教え込むことによってのみ達成

できるものです。ありとあらゆる場合に、神智学徒自身

は霊的活動の中心でなければなりませんし、自分および

自分自身の個人的な日常生活から、自分の仲間を更生さ

せることのできる高い霊的な力を放射しなければなりま

せん。

【問】　なぜそうしなければならないのですか？　神智学徒

もすべての人達も、あなたが教えられるように、カルマに

よって条件付けられておりますし、カルマはある方向に当

然、現れて働かなくてはならないのではありませんか？

【答】　私が今まで言ったことすべてを裏づけるのはこの

カルマの法則です。個人は人類から離れることはできま

せんし、人類も個人から離れることはできません。すべ

ての人が等しく発達するわけにはいきませんが、カルマ

の法則は万人に等しく当てはまります。他の人々の発達

を助ける場合、神智学徒はその人達のカルマの成就を助

けるだけでなく、最も厳密な意味では自分自身のカルマ

も成就しているのだと信じます。神智学徒がいつも心に

留めているのは、自分も他の人達も共にその構成員であ

る人類の発達です。また、自分の内にある最高のものに

反応しそこなうと、自分自身だけではなく、すべての人々

の前進をも遅らせることを知っています。神智学徒は自

分の行為により、人類が次のより高い世界に達する機会

を困難にも容易にもすることができるのです。

【問】　これはあなたの言われる第四原理である輪廻とど

んな関係があるのですか？

【答】　深い関係があります。私達の今生が前生によって残

された種から成長したある性質の発達によるものであると

いう原理は、未来にも当てはまります。普遍的な因果関係

は単に現在だけでなく、過去や未来にもあるという考えを

一たび理解すれば、この世でのあらゆる行動の意味が理解

でき、自分自身や他の人達に対するその行動の本当の関係

が分かってきます。卑しく利己的な行為はみな、私達を前

進させず退歩させます。しかし、高尚な思いと非利己的な

行為はすべて、より高いもっと輝かしい界層への飛び石と

なります。もし、今生がすべてであるとすれば、多くの点

で本当にみじめでつまらないものです。けれども次の生の

準備として考えれば、今生は彼方にある宮殿に向かう自己

中心的な一人旅ではなく、仲間と連れ立ってくぐる黄金の

門として活用することができるのです。



第十二章　実践的神智学とは？

義務

【問】　みんな等しく永久的な平和を得られないなら、な

ぜ再生が必要なのですか？

【答】　究極のゴールに達するには、人生の経験を通して

以外どんな方法もありませんし、大多数の経験は苦難、

苦痛だからです。私達が学ぶことができるのは苦しみを

通してだけです。喜びや快楽は私達に何も教えません。

そのようなものははかなく、結局はあきあきさせられる

だけです。その上、私達のより高い性質の要求を満たす

恒久的なものを生きているうちに見つけることにいつも

失敗するのは、こうした要求は、その要求自体の世界、

つまり霊的な世界でだけしか満たすことはできないとい

うことを明らかに示しています。

【問】　おっしゃることの自然の結果は、何らかの手段で

人生を断ち切ろうとする欲求にはなりませんか？

【答】　もし、その欲求を「自殺」だと言っていらっしゃ

るなら、私はきっぱりとそうではないと申します。その

ような結果は決して「自然」なものであるはずはなく、

ぞっとするような脳の病気のせいか、たいへん明確な強

い唯物的な考え方によるものです。自殺は最も悪い犯罪

であって、その結果はひどいものです。しかし、もしこ

の世を去る望みではなく、単に霊的存在への熱望のこと

を「欲求」と言っていらっしゃるなら、それは全く自然

な欲求であると私も申します。自殺は自分の現在の持ち

場と、自分にかけられている義務を放棄することであっ

て、そうすることで新しいカルマを作るようになります。

【問】　もし物質界での行為が満足を与えることができな

いものであるなら、なぜ同じ物質界の行為である義務を

絶対に果たさなければならないのでしょうか？

【答】　まず第一に、私達がすべての人々への義務を先に

果たし、最後に自分への義務を果たすことの目的は、個

人的な幸福を得るためではなく、他の人達の幸福を計る

ことであると神智学は教えるからです。正義のために正

義を成就するのであって、正義を行なえば何かよいこと

があるからではありません。幸福、あるいはむしろ満足

は義務を遂行したときの報酬であるかもしれませんが、

満足が義務を遂行するための動機ではありませんし、

あってはなりません。

【問】　神智学では「義務」をどう理解しておられるので

すか？　あなたはイエスとその弟子達の教えを認めてお

られませんので、神智学のいう義務はイエスとその弟子

が説いたキリスト教徒の義務ではあり得ないようですが。

【答】　あなたは間違っています。あなたが「キリスト教

徒の義務」と言われるものはキリスト教の時代のずっと

前に、偉大な道徳的および宗教的改革者がみな教え込ん

だことです。昔は、偉大で英雄的で高邁な理想はすべて、

私達の時代のように説教壇から論じただけではなく、時

には全国民が実行したものでした。仏教改革の歴史には

英雄的で無私無欲な行為はたくさんあります。「互いに

慈愛をもち、みな心を一つにせよ、兄弟の如く愛し、哀

れみ、思いやりをもて。悪に対して悪に報いず、罵 ( の

のし ) りに対して罵りで報いず、祝福せよ」ということは、

ペテロが生まれる数世紀前に実際に、仏陀の信徒達が実

行したことです。キリスト教の倫理は確かにすばらしい

ですが、それは他の宗教がすでにキリスト教以前に義務

として教えたものであったことも確かです。

【問】　あなたは一般的に言って「義務」をどう定義なさ

いますか？

【答】　義務とは、人類、私達の仲間、隣人、家族に尽くす
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べきもので、特に私達自身よりも貧しく頼りない人々すべ

てに尽くすべきものです。義務は生きている間に行なわな

いと、次の化身では霊的な支払い不能者や道徳の破産者と

なる不債です。義務は神智学の真髄しんずいです。

【問】　キリスト教も、正しく理解され実行されると、そ

の通りです。

【答】　確かにそうです。キリスト教が実際に口先の宗教

でなかったなら、神智学はキリスト教に何も言うことは

ありません。しかし、不幸なことにキリスト教は口先の

倫理にしかすぎません。すべての人に対しての義務を実

行する人々、また、義務のために義務を果たす人達はほ

とんどいません。また、自分自身の秘密の意識の満足で

甘んじながら義務を果たす人はなおさら少ないのです。

世界的に有名な博愛家達がいつもいちばん大切にしてい

るのは、「徳に敬意を表し、それに報いる世間の賞賛の声」

です。近代倫理は読んで美しく、それについての議論を

聞いても美しいものですが、実行しなければ言葉が何で

しょう？　結局、カルマと実践の観点から私達が神智学

の義務をどう理解するかとあなたがおたずねになるな

ら、私達の義務は人生の杯がどんなもので満たされてい

ようと、最後の雫まで不平を言わずに飲み干し、人生の

ばらの花を他の人達にその香りをあげるためにだけ手折

り、もしその香りを誰かから奪わなければ楽しむことが

できないとすれば、自分はとげだけで満足することだと

私はお答えします。

【問】　それではたいへん漠然としています。あなた方は

キリスト教徒以上にどんなことをなさるのですか？

【答】　全力を尽くして愛他的な活動する会員達もいます

が、私達神智学協会の全員が何をするかということでは

なく、ただ、近代キリスト教よりも、神智学のほうがど

んなによい感化を与えるかということが大切です。単に

意図したり話したりする代わりに、活動すること、しか

も強力な活動が必要だと私は思います。最も世俗的で利

己的で無情な人々も、真底からの悪人も、自分はクリス

チャンだと言うことができるし、他人もそう認めること

ができるでしょう。しかし、神智学徒の場合は、カーラ

イルのいう「人間の目的は行動であって、どんなに高尚

であっても、単なる思いではない」という自明の理の正

しさが完全に浸み込んでおり、この真理を模範として日

常生活を送っていなければ、神智学徒とは言えません。

真理の宣言はまだその実行には至っていません。真理が

美しく立派に聞こえれば聞こえるほど、徳や義務は実行

されずに大声で口にされればされるほど、見かけは美し

いが、一たび手にすればたちまち灰となる「死海のリン

ゴ」の話を思い出させるでしょう。空念仏はあらゆる悪

徳の中で最もいやらしいもので、今世紀で最も偉大なプ

ロテスタントの国、英国のいちばん顕著な特徴です。

【問】　人類一般にとって、当然なすべきことは何だとお

考えですか？

【答】　人種、肌の色、社会的地位、生まれの差別をしな

いで、万人に同じ人権を完全に認めることです。

【問】　どんな時このような当然の権利が与えられないと

お思いですか？

【答】　一人の人間にしろ、一国にしろ、別のものの権利

をごくわずかでも侵害した時です。自分自身に望んでい

るのと同じ公平さ、親切、思いやり、慈悲を示さない時

です。現在の政治体制はすべてこのような権利を忘れ、

国民的利己主義の激しい主張の上に打ち建てられていま

す。フランスの諺(ことわざ)に「主が主なら、家来も家来」

というのがありますが、「国策が国策なら、国民も国民だ」

とつけ加えるべきです。

【問】　あなた方は政治に関係なさいますか？

【答】　協会としては、政治に関係することを注意深く避

けています。そのわけをお話ししましょう。人間の性質

を改善しないうちに、政治改革を成就しようとすること

は、古い酒袋に新しいワインを入れるようなものです。

すべての人々への自分の本当の義務とは何かということ

を、心の奥底で人々に感じさせ認めさせると、あらゆる

昔からの権力の濫用や人間的、社会的、政治的利己主義

に根づいた国家政策による不公平な法律はみななくなる

でしょう。花壇の草むしりをするのに、毒草を根から抜

き取らず、地上のところだけを刈り取ろうとする庭師は

愚かです。頭に昔と同じように利己的な人々がいては長

続きする政治改革は決して成就できません。

神智学協会と政治改革の関係

【問】　では神智学協会は政治団体ではないのですね？

【答】　もちろん、そうではありません。神智学協会は最

高の意味での国際的組織です。協会の会員は人類の改善

という唯一の目的で協力して働く、あらゆる人種、宗教、

思想の男女から成っています。しかし、協会としては国

民的、党派政治には絶対に参加しません。

【問】　なぜですか？

【答】　今言った通り、国際的な組織ですから。その上、

政治的活動は必然的に、時や個人の特異性でいろいろと

変わらなければなりません。神智学協会の会員は神智学

徒として当然、神智学の原理を承認しています。でなけ

れば、彼等は協会に入るはずはありません。しかし、会

員達はすべての問題で意見が一致するということにはな

りません。協会としては、会員全体に共通のこと、すな

わち神智学自体と関係するものだけを一緒に実行するこ

とができます。個人としては、神智学の原理に違反せず、

協会を傷つけない限り、政治的思想や活動は完全に各自

の自由に任せられています。

【問】　しかし、神智学協会はきっと、現在たいへん差し

迫っている社会問題から全く遠ざかってはいないでしょ

う。

【答】　神智学協会の原理そのものは、協会というよりも

大多数の会員達は、社会問題から遠ざかりはしないこと

を証明しています。もしも、まず第一に最も健全で生理

学に基づいた科学的な法律の実施だけで、人間は精神的、

霊的に進歩できるものなら、このような法律が一般に実

行されるように最善の努力をすることは、この進歩のた

めに努めている人々すべてにとって、どうしても果たさ

なくてはならない義務です。不幸にも西洋の国々では国

民の大部分の社会的状態のために、彼等の肉体や精神を

適当に訓練することが不可能で、それで心身の発達は阻

止されていることを神智学徒はみな気づいています。こ

の訓練と発達とは神智学のはっきりした目的の一つです

ので、神智学協会はこの方向で本当の努力をしている

人々に全く同意し、その人達に完全に調和しています。

【問】　「本当の努力」とはどういうことですか？　どの

社会改革家も自分自身の万能薬をもっていますし、みな

自分の万能薬こそ、人類を改善し救うことができる唯一

のものだと信じています。

【答】　全くその通りです。このため、満足できるような

社会事業はほとんど達成されないのです。このような万

能薬の多くには、本当の指導原理がなく、もちろんそれ

らすべてを結ぶ一つの原理もありません。こうして貴い

時間とエネルギーが浪費されています。なぜなら、人々

は心に大志をいだいていると公言してはいますが、残念

ながら多くの場合、協力するどころか名誉と報酬のため

にお互いに競っているからです。

【問】　では、社会協力を増進することができ、社会改善

のための努力が実行されるのには、神智学の原理をどう

応用したらよいでしょうか？

【答】　神智学の原理を簡単に思い出してみましょう。つ

まり万物の統一と因果の法則、人類の団結、カルマの法

則、輪廻です。これらは人類を一つの家族に、一つの普

遍的同胞団に結びつける金の鎖の四つの環です。

【問】　どのようにしてですか？

【答】　現在の社会状態では、特にいわゆる文明国で私達

は、多くの人々が不幸、貧困、病気で悩んでいる事実に

絶えず直面しています。この人達の肉体状態は悲惨で、

精神的、霊的能力はほとんど眠っています。一方、社会

の反対側の多くの人達は貧困層には不注意で無関心な贅

沢な生活を送り、利己的な快楽を追及しています。この

ような生き方は単なる偶然ではありません。両方とも、

そのような生き方をしている人々を取り巻く環境の結果

であって、一方の側で社会的義務を怠ることが、他の側

の進歩の阻止に深く関係しています。あらゆる本当の科

学と同じように、社会学では普遍的な因果関係の法則が

当てはまります。しかし、この因果の法則はその論理的

結果として、必然と、神智学が大いに強調している人類

団結ということを示します。つまり、一人の行為が万人

の生活に作用するという概念は本当の科学的根拠がある

ものだとすれば、まことの人類団結とは人類の向上の基

礎です。すべての男性達が兄弟となり、女性達が姉妹と

なることにより、また、すべての人々の日常生活におい

て本当の兄弟であり姉妹であることが実行されることに

よって、団結は達成されるのです。すべての神智学徒に

とって、教えるだけでなく個人の生活の中で実行するよ

うに義務づけられている基本的な神智学の原理の一つ

は、各人がすべての人々のために生き、すべての人々が

一人ひとりの人のために生きるというこの相互作用であ

り、このまことの同胞愛です。

【問】　それらはみな一般原則としてはたいへん結構です

が、どのようにして具体的に適用なさるのですか？

【答】　あなたの言われる人間社会の具体的事実というも

のをよく見てください。一般庶民の生活だけでなく、中

流や上流の多くの人達の生活を、今はびこっている利己

心、無関心、残忍な状態ではなく、正義と親切と愛が優

勢になったもっと健全で高尚な状態と対照してみて下さ

い。人類の中のよい事も悪い事もみな、その根は人間の

性質にあります。そしてこの性質は原因と結果の終わる

ことのない鎖で条件付けられてきました。しかし、この

条件付けは現在および過去だけでなく未来にも当てはま

ります。利己心、無関心、残忍は決して人類の自然の状

態ではありません。そう思うのは人類に絶望することで、

神智学徒にはできないことです。進歩は、高尚な性質を

発達させることによってだけ達成することができます。

さて、有機体の環境を変えることによって、その有機体

を改良することができると、本当の進化論は教えます。

そして最も厳密な意味から言うと、これは人間に関して

も真実です。ですから神智学徒はみな全力を尽くして、

貧しい人達の窮状を改善するために、賢明でよく考慮さ

れた活動をしなければなりません。貧しい人達の究極の

社会的解放を目指し、また、今はほとんどの人間関係に

関して義務を怠っている人々に責任感を感じさせるため

に、このような努力が行なわれねばなりません。

【問】　その通りだと思いますが、社会的な努力が賢明で

あるかないかは誰が決めるのですか？

【答】　一個人も一団体もこの点の鉄則を作ることはでき

ません。当然、多くは個人の判断に任せなくてはなりま

せん。しかし、一つの一般的な試験法があると言えます。

つまり、神智学の目的である本当の同胞団の実現の成就

を推進することになるでしょうか？　本当の神智学徒に

はそんな試験法を適用することは造作のないことでしょ

う。一たびその方法に満足すれば世論を作って行く方向

に努力することになるでしょう。そしてこれはすべての

精神的、物質的改良の根本にある公的、私的な義務につ

いてのより高尚な概念を教え込むことによってのみ達成

できるものです。ありとあらゆる場合に、神智学徒自身

は霊的活動の中心でなければなりませんし、自分および

自分自身の個人的な日常生活から、自分の仲間を更生さ

せることのできる高い霊的な力を放射しなければなりま

せん。

【問】　なぜそうしなければならないのですか？　神智学徒

もすべての人達も、あなたが教えられるように、カルマに

よって条件付けられておりますし、カルマはある方向に当

然、現れて働かなくてはならないのではありませんか？

【答】　私が今まで言ったことすべてを裏づけるのはこの

カルマの法則です。個人は人類から離れることはできま

せんし、人類も個人から離れることはできません。すべ

ての人が等しく発達するわけにはいきませんが、カルマ

の法則は万人に等しく当てはまります。他の人々の発達

を助ける場合、神智学徒はその人達のカルマの成就を助

けるだけでなく、最も厳密な意味では自分自身のカルマ

も成就しているのだと信じます。神智学徒がいつも心に

留めているのは、自分も他の人達も共にその構成員であ

る人類の発達です。また、自分の内にある最高のものに

反応しそこなうと、自分自身だけではなく、すべての人々

の前進をも遅らせることを知っています。神智学徒は自

分の行為により、人類が次のより高い世界に達する機会

を困難にも容易にもすることができるのです。

【問】　これはあなたの言われる第四原理である輪廻とど

んな関係があるのですか？

【答】　深い関係があります。私達の今生が前生によって残

された種から成長したある性質の発達によるものであると

いう原理は、未来にも当てはまります。普遍的な因果関係

は単に現在だけでなく、過去や未来にもあるという考えを

一たび理解すれば、この世でのあらゆる行動の意味が理解

でき、自分自身や他の人達に対するその行動の本当の関係

が分かってきます。卑しく利己的な行為はみな、私達を前

進させず退歩させます。しかし、高尚な思いと非利己的な

行為はすべて、より高いもっと輝かしい界層への飛び石と

なります。もし、今生がすべてであるとすれば、多くの点

で本当にみじめでつまらないものです。けれども次の生の

準備として考えれば、今生は彼方にある宮殿に向かう自己

中心的な一人旅ではなく、仲間と連れ立ってくぐる黄金の

門として活用することができるのです。



第十二章　実践的神智学とは？

義務

【問】　みんな等しく永久的な平和を得られないなら、な

ぜ再生が必要なのですか？

【答】　究極のゴールに達するには、人生の経験を通して

以外どんな方法もありませんし、大多数の経験は苦難、

苦痛だからです。私達が学ぶことができるのは苦しみを

通してだけです。喜びや快楽は私達に何も教えません。

そのようなものははかなく、結局はあきあきさせられる

だけです。その上、私達のより高い性質の要求を満たす

恒久的なものを生きているうちに見つけることにいつも

失敗するのは、こうした要求は、その要求自体の世界、

つまり霊的な世界でだけしか満たすことはできないとい

うことを明らかに示しています。

【問】　おっしゃることの自然の結果は、何らかの手段で

人生を断ち切ろうとする欲求にはなりませんか？

【答】　もし、その欲求を「自殺」だと言っていらっしゃ

るなら、私はきっぱりとそうではないと申します。その

ような結果は決して「自然」なものであるはずはなく、

ぞっとするような脳の病気のせいか、たいへん明確な強

い唯物的な考え方によるものです。自殺は最も悪い犯罪

であって、その結果はひどいものです。しかし、もしこ

の世を去る望みではなく、単に霊的存在への熱望のこと

を「欲求」と言っていらっしゃるなら、それは全く自然

な欲求であると私も申します。自殺は自分の現在の持ち

場と、自分にかけられている義務を放棄することであっ

て、そうすることで新しいカルマを作るようになります。

【問】　もし物質界での行為が満足を与えることができな

いものであるなら、なぜ同じ物質界の行為である義務を

絶対に果たさなければならないのでしょうか？

【答】　まず第一に、私達がすべての人々への義務を先に

果たし、最後に自分への義務を果たすことの目的は、個

人的な幸福を得るためではなく、他の人達の幸福を計る

ことであると神智学は教えるからです。正義のために正

義を成就するのであって、正義を行なえば何かよいこと

があるからではありません。幸福、あるいはむしろ満足

は義務を遂行したときの報酬であるかもしれませんが、

満足が義務を遂行するための動機ではありませんし、

あってはなりません。

【問】　神智学では「義務」をどう理解しておられるので

すか？　あなたはイエスとその弟子達の教えを認めてお

られませんので、神智学のいう義務はイエスとその弟子

が説いたキリスト教徒の義務ではあり得ないようですが。

【答】　あなたは間違っています。あなたが「キリスト教

徒の義務」と言われるものはキリスト教の時代のずっと

前に、偉大な道徳的および宗教的改革者がみな教え込ん

だことです。昔は、偉大で英雄的で高邁な理想はすべて、

私達の時代のように説教壇から論じただけではなく、時

には全国民が実行したものでした。仏教改革の歴史には

英雄的で無私無欲な行為はたくさんあります。「互いに

慈愛をもち、みな心を一つにせよ、兄弟の如く愛し、哀

れみ、思いやりをもて。悪に対して悪に報いず、罵 ( の

のし ) りに対して罵りで報いず、祝福せよ」ということは、

ペテロが生まれる数世紀前に実際に、仏陀の信徒達が実

行したことです。キリスト教の倫理は確かにすばらしい

ですが、それは他の宗教がすでにキリスト教以前に義務

として教えたものであったことも確かです。

【問】　あなたは一般的に言って「義務」をどう定義なさ

いますか？

【答】　義務とは、人類、私達の仲間、隣人、家族に尽くす

べきもので、特に私達自身よりも貧しく頼りない人々すべ

てに尽くすべきものです。義務は生きている間に行なわな

いと、次の化身では霊的な支払い不能者や道徳の破産者と

なる不債です。義務は神智学の真髄しんずいです。

【問】　キリスト教も、正しく理解され実行されると、そ

の通りです。

【答】　確かにそうです。キリスト教が実際に口先の宗教

でなかったなら、神智学はキリスト教に何も言うことは

ありません。しかし、不幸なことにキリスト教は口先の

倫理にしかすぎません。すべての人に対しての義務を実

行する人々、また、義務のために義務を果たす人達はほ

とんどいません。また、自分自身の秘密の意識の満足で

甘んじながら義務を果たす人はなおさら少ないのです。

世界的に有名な博愛家達がいつもいちばん大切にしてい

るのは、「徳に敬意を表し、それに報いる世間の賞賛の声」

です。近代倫理は読んで美しく、それについての議論を

聞いても美しいものですが、実行しなければ言葉が何で

しょう？　結局、カルマと実践の観点から私達が神智学

の義務をどう理解するかとあなたがおたずねになるな

ら、私達の義務は人生の杯がどんなもので満たされてい

ようと、最後の雫まで不平を言わずに飲み干し、人生の

ばらの花を他の人達にその香りをあげるためにだけ手折

り、もしその香りを誰かから奪わなければ楽しむことが

できないとすれば、自分はとげだけで満足することだと

私はお答えします。

【問】　それではたいへん漠然としています。あなた方は

キリスト教徒以上にどんなことをなさるのですか？

【答】　全力を尽くして愛他的な活動する会員達もいます

が、私達神智学協会の全員が何をするかということでは

なく、ただ、近代キリスト教よりも、神智学のほうがど

んなによい感化を与えるかということが大切です。単に

意図したり話したりする代わりに、活動すること、しか

も強力な活動が必要だと私は思います。最も世俗的で利

己的で無情な人々も、真底からの悪人も、自分はクリス

チャンだと言うことができるし、他人もそう認めること

ができるでしょう。しかし、神智学徒の場合は、カーラ

イルのいう「人間の目的は行動であって、どんなに高尚

であっても、単なる思いではない」という自明の理の正

しさが完全に浸み込んでおり、この真理を模範として日

常生活を送っていなければ、神智学徒とは言えません。

真理の宣言はまだその実行には至っていません。真理が

美しく立派に聞こえれば聞こえるほど、徳や義務は実行

されずに大声で口にされればされるほど、見かけは美し

いが、一たび手にすればたちまち灰となる「死海のリン

ゴ」の話を思い出させるでしょう。空念仏はあらゆる悪

徳の中で最もいやらしいもので、今世紀で最も偉大なプ

ロテスタントの国、英国のいちばん顕著な特徴です。

【問】　人類一般にとって、当然なすべきことは何だとお

考えですか？

【答】　人種、肌の色、社会的地位、生まれの差別をしな

いで、万人に同じ人権を完全に認めることです。

【問】　どんな時このような当然の権利が与えられないと

お思いですか？

【答】　一人の人間にしろ、一国にしろ、別のものの権利

をごくわずかでも侵害した時です。自分自身に望んでい

るのと同じ公平さ、親切、思いやり、慈悲を示さない時

です。現在の政治体制はすべてこのような権利を忘れ、

国民的利己主義の激しい主張の上に打ち建てられていま

す。フランスの諺(ことわざ)に「主が主なら、家来も家来」

というのがありますが、「国策が国策なら、国民も国民だ」

とつけ加えるべきです。

【問】　あなた方は政治に関係なさいますか？

【答】　協会としては、政治に関係することを注意深く避

けています。そのわけをお話ししましょう。人間の性質

を改善しないうちに、政治改革を成就しようとすること

は、古い酒袋に新しいワインを入れるようなものです。

すべての人々への自分の本当の義務とは何かということ

を、心の奥底で人々に感じさせ認めさせると、あらゆる

昔からの権力の濫用や人間的、社会的、政治的利己主義

に根づいた国家政策による不公平な法律はみななくなる

でしょう。花壇の草むしりをするのに、毒草を根から抜

き取らず、地上のところだけを刈り取ろうとする庭師は

愚かです。頭に昔と同じように利己的な人々がいては長

続きする政治改革は決して成就できません。

神智学協会と政治改革の関係

6

【問】　では神智学協会は政治団体ではないのですね？

【答】　もちろん、そうではありません。神智学協会は最

高の意味での国際的組織です。協会の会員は人類の改善

という唯一の目的で協力して働く、あらゆる人種、宗教、

思想の男女から成っています。しかし、協会としては国

民的、党派政治には絶対に参加しません。

【問】　なぜですか？

【答】　今言った通り、国際的な組織ですから。その上、

政治的活動は必然的に、時や個人の特異性でいろいろと

変わらなければなりません。神智学協会の会員は神智学

徒として当然、神智学の原理を承認しています。でなけ

れば、彼等は協会に入るはずはありません。しかし、会

員達はすべての問題で意見が一致するということにはな

りません。協会としては、会員全体に共通のこと、すな

わち神智学自体と関係するものだけを一緒に実行するこ

とができます。個人としては、神智学の原理に違反せず、

協会を傷つけない限り、政治的思想や活動は完全に各自

の自由に任せられています。

【問】　しかし、神智学協会はきっと、現在たいへん差し

迫っている社会問題から全く遠ざかってはいないでしょ

う。

【答】　神智学協会の原理そのものは、協会というよりも

大多数の会員達は、社会問題から遠ざかりはしないこと

を証明しています。もしも、まず第一に最も健全で生理

学に基づいた科学的な法律の実施だけで、人間は精神的、

霊的に進歩できるものなら、このような法律が一般に実

行されるように最善の努力をすることは、この進歩のた

めに努めている人々すべてにとって、どうしても果たさ

なくてはならない義務です。不幸にも西洋の国々では国

民の大部分の社会的状態のために、彼等の肉体や精神を

適当に訓練することが不可能で、それで心身の発達は阻

止されていることを神智学徒はみな気づいています。こ

の訓練と発達とは神智学のはっきりした目的の一つです

ので、神智学協会はこの方向で本当の努力をしている

人々に全く同意し、その人達に完全に調和しています。

【問】　「本当の努力」とはどういうことですか？　どの

社会改革家も自分自身の万能薬をもっていますし、みな

自分の万能薬こそ、人類を改善し救うことができる唯一

のものだと信じています。

【答】　全くその通りです。このため、満足できるような

社会事業はほとんど達成されないのです。このような万

能薬の多くには、本当の指導原理がなく、もちろんそれ

らすべてを結ぶ一つの原理もありません。こうして貴い

時間とエネルギーが浪費されています。なぜなら、人々

は心に大志をいだいていると公言してはいますが、残念

ながら多くの場合、協力するどころか名誉と報酬のため

にお互いに競っているからです。

【問】　では、社会協力を増進することができ、社会改善

のための努力が実行されるのには、神智学の原理をどう

応用したらよいでしょうか？

【答】　神智学の原理を簡単に思い出してみましょう。つ

まり万物の統一と因果の法則、人類の団結、カルマの法

則、輪廻です。これらは人類を一つの家族に、一つの普

遍的同胞団に結びつける金の鎖の四つの環です。

【問】　どのようにしてですか？

【答】　現在の社会状態では、特にいわゆる文明国で私達

は、多くの人々が不幸、貧困、病気で悩んでいる事実に

絶えず直面しています。この人達の肉体状態は悲惨で、

精神的、霊的能力はほとんど眠っています。一方、社会

の反対側の多くの人達は貧困層には不注意で無関心な贅

沢な生活を送り、利己的な快楽を追及しています。この

ような生き方は単なる偶然ではありません。両方とも、

そのような生き方をしている人々を取り巻く環境の結果

であって、一方の側で社会的義務を怠ることが、他の側

の進歩の阻止に深く関係しています。あらゆる本当の科

学と同じように、社会学では普遍的な因果関係の法則が

当てはまります。しかし、この因果の法則はその論理的

結果として、必然と、神智学が大いに強調している人類

団結ということを示します。つまり、一人の行為が万人

の生活に作用するという概念は本当の科学的根拠がある

ものだとすれば、まことの人類団結とは人類の向上の基

礎です。すべての男性達が兄弟となり、女性達が姉妹と

なることにより、また、すべての人々の日常生活におい

て本当の兄弟であり姉妹であることが実行されることに

よって、団結は達成されるのです。すべての神智学徒に

とって、教えるだけでなく個人の生活の中で実行するよ

うに義務づけられている基本的な神智学の原理の一つ

は、各人がすべての人々のために生き、すべての人々が

一人ひとりの人のために生きるというこの相互作用であ

り、このまことの同胞愛です。

【問】　それらはみな一般原則としてはたいへん結構です

が、どのようにして具体的に適用なさるのですか？

【答】　あなたの言われる人間社会の具体的事実というも

のをよく見てください。一般庶民の生活だけでなく、中

流や上流の多くの人達の生活を、今はびこっている利己

心、無関心、残忍な状態ではなく、正義と親切と愛が優

勢になったもっと健全で高尚な状態と対照してみて下さ

い。人類の中のよい事も悪い事もみな、その根は人間の

性質にあります。そしてこの性質は原因と結果の終わる

ことのない鎖で条件付けられてきました。しかし、この

条件付けは現在および過去だけでなく未来にも当てはま

ります。利己心、無関心、残忍は決して人類の自然の状

態ではありません。そう思うのは人類に絶望することで、

神智学徒にはできないことです。進歩は、高尚な性質を

発達させることによってだけ達成することができます。

さて、有機体の環境を変えることによって、その有機体

を改良することができると、本当の進化論は教えます。

そして最も厳密な意味から言うと、これは人間に関して

も真実です。ですから神智学徒はみな全力を尽くして、

貧しい人達の窮状を改善するために、賢明でよく考慮さ

れた活動をしなければなりません。貧しい人達の究極の

社会的解放を目指し、また、今はほとんどの人間関係に

関して義務を怠っている人々に責任感を感じさせるため

に、このような努力が行なわれねばなりません。

【問】　その通りだと思いますが、社会的な努力が賢明で

あるかないかは誰が決めるのですか？

【答】　一個人も一団体もこの点の鉄則を作ることはでき

ません。当然、多くは個人の判断に任せなくてはなりま

せん。しかし、一つの一般的な試験法があると言えます。

つまり、神智学の目的である本当の同胞団の実現の成就

を推進することになるでしょうか？　本当の神智学徒に

はそんな試験法を適用することは造作のないことでしょ

う。一たびその方法に満足すれば世論を作って行く方向

に努力することになるでしょう。そしてこれはすべての

精神的、物質的改良の根本にある公的、私的な義務につ

いてのより高尚な概念を教え込むことによってのみ達成

できるものです。ありとあらゆる場合に、神智学徒自身

は霊的活動の中心でなければなりませんし、自分および

自分自身の個人的な日常生活から、自分の仲間を更生さ

せることのできる高い霊的な力を放射しなければなりま

せん。

【問】　なぜそうしなければならないのですか？　神智学徒

もすべての人達も、あなたが教えられるように、カルマに

よって条件付けられておりますし、カルマはある方向に当

然、現れて働かなくてはならないのではありませんか？

【答】　私が今まで言ったことすべてを裏づけるのはこの

カルマの法則です。個人は人類から離れることはできま

せんし、人類も個人から離れることはできません。すべ

ての人が等しく発達するわけにはいきませんが、カルマ

の法則は万人に等しく当てはまります。他の人々の発達

を助ける場合、神智学徒はその人達のカルマの成就を助

けるだけでなく、最も厳密な意味では自分自身のカルマ

も成就しているのだと信じます。神智学徒がいつも心に

留めているのは、自分も他の人達も共にその構成員であ

る人類の発達です。また、自分の内にある最高のものに

反応しそこなうと、自分自身だけではなく、すべての人々

の前進をも遅らせることを知っています。神智学徒は自

分の行為により、人類が次のより高い世界に達する機会

を困難にも容易にもすることができるのです。

【問】　これはあなたの言われる第四原理である輪廻とど

んな関係があるのですか？

【答】　深い関係があります。私達の今生が前生によって残

された種から成長したある性質の発達によるものであると

いう原理は、未来にも当てはまります。普遍的な因果関係

は単に現在だけでなく、過去や未来にもあるという考えを

一たび理解すれば、この世でのあらゆる行動の意味が理解

でき、自分自身や他の人達に対するその行動の本当の関係

が分かってきます。卑しく利己的な行為はみな、私達を前

進させず退歩させます。しかし、高尚な思いと非利己的な

行為はすべて、より高いもっと輝かしい界層への飛び石と

なります。もし、今生がすべてであるとすれば、多くの点

で本当にみじめでつまらないものです。けれども次の生の

準備として考えれば、今生は彼方にある宮殿に向かう自己

中心的な一人旅ではなく、仲間と連れ立ってくぐる黄金の

門として活用することができるのです。



第十二章　実践的神智学とは？

義務

【問】　みんな等しく永久的な平和を得られないなら、な

ぜ再生が必要なのですか？

【答】　究極のゴールに達するには、人生の経験を通して

以外どんな方法もありませんし、大多数の経験は苦難、

苦痛だからです。私達が学ぶことができるのは苦しみを

通してだけです。喜びや快楽は私達に何も教えません。

そのようなものははかなく、結局はあきあきさせられる

だけです。その上、私達のより高い性質の要求を満たす

恒久的なものを生きているうちに見つけることにいつも

失敗するのは、こうした要求は、その要求自体の世界、

つまり霊的な世界でだけしか満たすことはできないとい

うことを明らかに示しています。

【問】　おっしゃることの自然の結果は、何らかの手段で

人生を断ち切ろうとする欲求にはなりませんか？

【答】　もし、その欲求を「自殺」だと言っていらっしゃ

るなら、私はきっぱりとそうではないと申します。その

ような結果は決して「自然」なものであるはずはなく、

ぞっとするような脳の病気のせいか、たいへん明確な強

い唯物的な考え方によるものです。自殺は最も悪い犯罪

であって、その結果はひどいものです。しかし、もしこ

の世を去る望みではなく、単に霊的存在への熱望のこと

を「欲求」と言っていらっしゃるなら、それは全く自然

な欲求であると私も申します。自殺は自分の現在の持ち

場と、自分にかけられている義務を放棄することであっ

て、そうすることで新しいカルマを作るようになります。

【問】　もし物質界での行為が満足を与えることができな

いものであるなら、なぜ同じ物質界の行為である義務を

絶対に果たさなければならないのでしょうか？

【答】　まず第一に、私達がすべての人々への義務を先に

果たし、最後に自分への義務を果たすことの目的は、個

人的な幸福を得るためではなく、他の人達の幸福を計る

ことであると神智学は教えるからです。正義のために正

義を成就するのであって、正義を行なえば何かよいこと

があるからではありません。幸福、あるいはむしろ満足

は義務を遂行したときの報酬であるかもしれませんが、

満足が義務を遂行するための動機ではありませんし、

あってはなりません。

【問】　神智学では「義務」をどう理解しておられるので

すか？　あなたはイエスとその弟子達の教えを認めてお

られませんので、神智学のいう義務はイエスとその弟子

が説いたキリスト教徒の義務ではあり得ないようですが。

【答】　あなたは間違っています。あなたが「キリスト教

徒の義務」と言われるものはキリスト教の時代のずっと

前に、偉大な道徳的および宗教的改革者がみな教え込ん

だことです。昔は、偉大で英雄的で高邁な理想はすべて、

私達の時代のように説教壇から論じただけではなく、時

には全国民が実行したものでした。仏教改革の歴史には

英雄的で無私無欲な行為はたくさんあります。「互いに

慈愛をもち、みな心を一つにせよ、兄弟の如く愛し、哀

れみ、思いやりをもて。悪に対して悪に報いず、罵 ( の

のし ) りに対して罵りで報いず、祝福せよ」ということは、

ペテロが生まれる数世紀前に実際に、仏陀の信徒達が実

行したことです。キリスト教の倫理は確かにすばらしい

ですが、それは他の宗教がすでにキリスト教以前に義務

として教えたものであったことも確かです。

【問】　あなたは一般的に言って「義務」をどう定義なさ

いますか？

【答】　義務とは、人類、私達の仲間、隣人、家族に尽くす

べきもので、特に私達自身よりも貧しく頼りない人々すべ

てに尽くすべきものです。義務は生きている間に行なわな

いと、次の化身では霊的な支払い不能者や道徳の破産者と

なる不債です。義務は神智学の真髄しんずいです。

【問】　キリスト教も、正しく理解され実行されると、そ

の通りです。

【答】　確かにそうです。キリスト教が実際に口先の宗教

でなかったなら、神智学はキリスト教に何も言うことは

ありません。しかし、不幸なことにキリスト教は口先の

倫理にしかすぎません。すべての人に対しての義務を実

行する人々、また、義務のために義務を果たす人達はほ

とんどいません。また、自分自身の秘密の意識の満足で

甘んじながら義務を果たす人はなおさら少ないのです。

世界的に有名な博愛家達がいつもいちばん大切にしてい

るのは、「徳に敬意を表し、それに報いる世間の賞賛の声」

です。近代倫理は読んで美しく、それについての議論を

聞いても美しいものですが、実行しなければ言葉が何で

しょう？　結局、カルマと実践の観点から私達が神智学

の義務をどう理解するかとあなたがおたずねになるな

ら、私達の義務は人生の杯がどんなもので満たされてい

ようと、最後の雫まで不平を言わずに飲み干し、人生の

ばらの花を他の人達にその香りをあげるためにだけ手折

り、もしその香りを誰かから奪わなければ楽しむことが

できないとすれば、自分はとげだけで満足することだと

私はお答えします。

【問】　それではたいへん漠然としています。あなた方は

キリスト教徒以上にどんなことをなさるのですか？

【答】　全力を尽くして愛他的な活動する会員達もいます

が、私達神智学協会の全員が何をするかということでは

なく、ただ、近代キリスト教よりも、神智学のほうがど

んなによい感化を与えるかということが大切です。単に

意図したり話したりする代わりに、活動すること、しか

も強力な活動が必要だと私は思います。最も世俗的で利

己的で無情な人々も、真底からの悪人も、自分はクリス

チャンだと言うことができるし、他人もそう認めること

ができるでしょう。しかし、神智学徒の場合は、カーラ

イルのいう「人間の目的は行動であって、どんなに高尚

であっても、単なる思いではない」という自明の理の正

しさが完全に浸み込んでおり、この真理を模範として日

常生活を送っていなければ、神智学徒とは言えません。

真理の宣言はまだその実行には至っていません。真理が

美しく立派に聞こえれば聞こえるほど、徳や義務は実行

されずに大声で口にされればされるほど、見かけは美し

いが、一たび手にすればたちまち灰となる「死海のリン

ゴ」の話を思い出させるでしょう。空念仏はあらゆる悪

徳の中で最もいやらしいもので、今世紀で最も偉大なプ

ロテスタントの国、英国のいちばん顕著な特徴です。

【問】　人類一般にとって、当然なすべきことは何だとお

考えですか？

【答】　人種、肌の色、社会的地位、生まれの差別をしな

いで、万人に同じ人権を完全に認めることです。

【問】　どんな時このような当然の権利が与えられないと

お思いですか？

【答】　一人の人間にしろ、一国にしろ、別のものの権利

をごくわずかでも侵害した時です。自分自身に望んでい

るのと同じ公平さ、親切、思いやり、慈悲を示さない時

です。現在の政治体制はすべてこのような権利を忘れ、

国民的利己主義の激しい主張の上に打ち建てられていま

す。フランスの諺(ことわざ)に「主が主なら、家来も家来」

というのがありますが、「国策が国策なら、国民も国民だ」

とつけ加えるべきです。

【問】　あなた方は政治に関係なさいますか？

【答】　協会としては、政治に関係することを注意深く避

けています。そのわけをお話ししましょう。人間の性質

を改善しないうちに、政治改革を成就しようとすること

は、古い酒袋に新しいワインを入れるようなものです。

すべての人々への自分の本当の義務とは何かということ

を、心の奥底で人々に感じさせ認めさせると、あらゆる

昔からの権力の濫用や人間的、社会的、政治的利己主義

に根づいた国家政策による不公平な法律はみななくなる

でしょう。花壇の草むしりをするのに、毒草を根から抜

き取らず、地上のところだけを刈り取ろうとする庭師は

愚かです。頭に昔と同じように利己的な人々がいては長

続きする政治改革は決して成就できません。

神智学協会と政治改革の関係

【問】　では神智学協会は政治団体ではないのですね？

【答】　もちろん、そうではありません。神智学協会は最

高の意味での国際的組織です。協会の会員は人類の改善

という唯一の目的で協力して働く、あらゆる人種、宗教、

思想の男女から成っています。しかし、協会としては国

民的、党派政治には絶対に参加しません。

【問】　なぜですか？

【答】　今言った通り、国際的な組織ですから。その上、

政治的活動は必然的に、時や個人の特異性でいろいろと

変わらなければなりません。神智学協会の会員は神智学

徒として当然、神智学の原理を承認しています。でなけ

れば、彼等は協会に入るはずはありません。しかし、会

員達はすべての問題で意見が一致するということにはな

りません。協会としては、会員全体に共通のこと、すな

わち神智学自体と関係するものだけを一緒に実行するこ

とができます。個人としては、神智学の原理に違反せず、

協会を傷つけない限り、政治的思想や活動は完全に各自

の自由に任せられています。

【問】　しかし、神智学協会はきっと、現在たいへん差し

迫っている社会問題から全く遠ざかってはいないでしょ

う。

【答】　神智学協会の原理そのものは、協会というよりも

大多数の会員達は、社会問題から遠ざかりはしないこと

を証明しています。もしも、まず第一に最も健全で生理

学に基づいた科学的な法律の実施だけで、人間は精神的、

霊的に進歩できるものなら、このような法律が一般に実

行されるように最善の努力をすることは、この進歩のた

めに努めている人々すべてにとって、どうしても果たさ

なくてはならない義務です。不幸にも西洋の国々では国

民の大部分の社会的状態のために、彼等の肉体や精神を

適当に訓練することが不可能で、それで心身の発達は阻

止されていることを神智学徒はみな気づいています。こ

の訓練と発達とは神智学のはっきりした目的の一つです

ので、神智学協会はこの方向で本当の努力をしている

人々に全く同意し、その人達に完全に調和しています。

【問】　「本当の努力」とはどういうことですか？　どの

社会改革家も自分自身の万能薬をもっていますし、みな

自分の万能薬こそ、人類を改善し救うことができる唯一

のものだと信じています。

【答】　全くその通りです。このため、満足できるような

社会事業はほとんど達成されないのです。このような万

能薬の多くには、本当の指導原理がなく、もちろんそれ

らすべてを結ぶ一つの原理もありません。こうして貴い

時間とエネルギーが浪費されています。なぜなら、人々

は心に大志をいだいていると公言してはいますが、残念

ながら多くの場合、協力するどころか名誉と報酬のため

にお互いに競っているからです。

【問】　では、社会協力を増進することができ、社会改善

のための努力が実行されるのには、神智学の原理をどう

応用したらよいでしょうか？

【答】　神智学の原理を簡単に思い出してみましょう。つ

まり万物の統一と因果の法則、人類の団結、カルマの法

則、輪廻です。これらは人類を一つの家族に、一つの普

遍的同胞団に結びつける金の鎖の四つの環です。

【問】　どのようにしてですか？

【答】　現在の社会状態では、特にいわゆる文明国で私達

は、多くの人々が不幸、貧困、病気で悩んでいる事実に

絶えず直面しています。この人達の肉体状態は悲惨で、

精神的、霊的能力はほとんど眠っています。一方、社会

の反対側の多くの人達は貧困層には不注意で無関心な贅

沢な生活を送り、利己的な快楽を追及しています。この

ような生き方は単なる偶然ではありません。両方とも、

そのような生き方をしている人々を取り巻く環境の結果

であって、一方の側で社会的義務を怠ることが、他の側

の進歩の阻止に深く関係しています。あらゆる本当の科

学と同じように、社会学では普遍的な因果関係の法則が

当てはまります。しかし、この因果の法則はその論理的

結果として、必然と、神智学が大いに強調している人類

団結ということを示します。つまり、一人の行為が万人

の生活に作用するという概念は本当の科学的根拠がある

ものだとすれば、まことの人類団結とは人類の向上の基

礎です。すべての男性達が兄弟となり、女性達が姉妹と

なることにより、また、すべての人々の日常生活におい

て本当の兄弟であり姉妹であることが実行されることに

よって、団結は達成されるのです。すべての神智学徒に

とって、教えるだけでなく個人の生活の中で実行するよ

うに義務づけられている基本的な神智学の原理の一つ
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は、各人がすべての人々のために生き、すべての人々が

一人ひとりの人のために生きるというこの相互作用であ

り、このまことの同胞愛です。

【問】　それらはみな一般原則としてはたいへん結構です

が、どのようにして具体的に適用なさるのですか？

【答】　あなたの言われる人間社会の具体的事実というも

のをよく見てください。一般庶民の生活だけでなく、中

流や上流の多くの人達の生活を、今はびこっている利己

心、無関心、残忍な状態ではなく、正義と親切と愛が優

勢になったもっと健全で高尚な状態と対照してみて下さ

い。人類の中のよい事も悪い事もみな、その根は人間の

性質にあります。そしてこの性質は原因と結果の終わる

ことのない鎖で条件付けられてきました。しかし、この

条件付けは現在および過去だけでなく未来にも当てはま

ります。利己心、無関心、残忍は決して人類の自然の状

態ではありません。そう思うのは人類に絶望することで、

神智学徒にはできないことです。進歩は、高尚な性質を

発達させることによってだけ達成することができます。

さて、有機体の環境を変えることによって、その有機体

を改良することができると、本当の進化論は教えます。

そして最も厳密な意味から言うと、これは人間に関して

も真実です。ですから神智学徒はみな全力を尽くして、

貧しい人達の窮状を改善するために、賢明でよく考慮さ

れた活動をしなければなりません。貧しい人達の究極の

社会的解放を目指し、また、今はほとんどの人間関係に

関して義務を怠っている人々に責任感を感じさせるため

に、このような努力が行なわれねばなりません。

【問】　その通りだと思いますが、社会的な努力が賢明で

あるかないかは誰が決めるのですか？

【答】　一個人も一団体もこの点の鉄則を作ることはでき

ません。当然、多くは個人の判断に任せなくてはなりま

せん。しかし、一つの一般的な試験法があると言えます。

つまり、神智学の目的である本当の同胞団の実現の成就

を推進することになるでしょうか？　本当の神智学徒に

はそんな試験法を適用することは造作のないことでしょ

う。一たびその方法に満足すれば世論を作って行く方向

に努力することになるでしょう。そしてこれはすべての

精神的、物質的改良の根本にある公的、私的な義務につ

いてのより高尚な概念を教え込むことによってのみ達成

できるものです。ありとあらゆる場合に、神智学徒自身

は霊的活動の中心でなければなりませんし、自分および

自分自身の個人的な日常生活から、自分の仲間を更生さ

せることのできる高い霊的な力を放射しなければなりま

せん。

【問】　なぜそうしなければならないのですか？　神智学徒

もすべての人達も、あなたが教えられるように、カルマに

よって条件付けられておりますし、カルマはある方向に当

然、現れて働かなくてはならないのではありませんか？

【答】　私が今まで言ったことすべてを裏づけるのはこの

カルマの法則です。個人は人類から離れることはできま

せんし、人類も個人から離れることはできません。すべ

ての人が等しく発達するわけにはいきませんが、カルマ

の法則は万人に等しく当てはまります。他の人々の発達

を助ける場合、神智学徒はその人達のカルマの成就を助

けるだけでなく、最も厳密な意味では自分自身のカルマ

も成就しているのだと信じます。神智学徒がいつも心に

留めているのは、自分も他の人達も共にその構成員であ

る人類の発達です。また、自分の内にある最高のものに

反応しそこなうと、自分自身だけではなく、すべての人々

の前進をも遅らせることを知っています。神智学徒は自

分の行為により、人類が次のより高い世界に達する機会

を困難にも容易にもすることができるのです。

【問】　これはあなたの言われる第四原理である輪廻とど

んな関係があるのですか？

【答】　深い関係があります。私達の今生が前生によって残

された種から成長したある性質の発達によるものであると

いう原理は、未来にも当てはまります。普遍的な因果関係

は単に現在だけでなく、過去や未来にもあるという考えを

一たび理解すれば、この世でのあらゆる行動の意味が理解

でき、自分自身や他の人達に対するその行動の本当の関係

が分かってきます。卑しく利己的な行為はみな、私達を前

進させず退歩させます。しかし、高尚な思いと非利己的な

行為はすべて、より高いもっと輝かしい界層への飛び石と

なります。もし、今生がすべてであるとすれば、多くの点

で本当にみじめでつまらないものです。けれども次の生の

準備として考えれば、今生は彼方にある宮殿に向かう自己

中心的な一人旅ではなく、仲間と連れ立ってくぐる黄金の

門として活用することができるのです。
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インスパイアされていると断言する。私はこの主題の細

部について再び詳しく言及しよう。これらの存在とその

弟子たちにより提案された進化の計画は、とても広大で、

深く、広域にわたり、平凡なマインドを驚かせるほどで

ある。その計画は容易に何兆年、何千兆年にも達する期

間に及ぶ。その計画は科学が今のところ喜んで認めるよ

り何百年も前から、人間が地上にいると主張する。その

計画は聖書の年代学者の偏狭なたくらみに縛られていな

いし、大昔に消えた文明の荘厳なる時代に刺激を受けて

もいない。この教えの守り手たちは、彼らと彼らの先達

たちがこれらの古い時代に生きており、その記録を保存

するだけでなく、完成させたのだと言う。その上、これ

らの記録は朽ちやすい紙にだけでなく、不朽の石にも刻

まれた。彼らはイースター島で発見された 27 フィート

の高さの彫像のような遺跡を指摘している。アジアの巨

大な彫像の列も指摘し、そのさまざまな高さで、人間の

像はだんだん小さくなってゆくことを示し、他者と足並

みをそろえて堕落したことを教えた。そして、すべての

人に王冠を戴かせるために、彼らは今日、東洋に非常に

多くのよく保護された、いろいろの記録の収集を所有し

ていると言う。これらの記録は人間の肉体の歴史に関係

するだけでなく、アストラル的および霊的進化にも関係

していると言われている。

　この論文を締めくくる前に、私は進化の計画における

彼らの基本的な教えの一つを伝えることしかできない。

つまり、人間の内的、アストラル的形態の進化は最初に

起こり、その周りに肉体の構造が作られるまで、数えき

れない年数の間そのままだった。教義のこの部分は、他

の部分と同じく重要であり、人類の歴史が我々に示す錯

綜した問いへの理解を大いに助けるだろう。もう知られ

ていることも、まだ憶測の域を超えないものも、そうで

ある。

４

前回の論文で私が引き合いに出した記録、つまりアデプ

トたちによって保管され、彼ら自身も含め現在の代理人

と後継者たちが所持している記録は、この太陽系におけ

る惑星の誕生だけでなく、人間の進化と発達のことも、

想像し得る最も完璧な状態に達するまでのことを述べて

いる。人類の進化は、その死すべき肉体の起源だけでな

く、よく真人と呼ばれる内なる人間の由来をも含める。

これは、「智慧の宗教」に提唱された非常に興味深い主

張を私たちにもたらす。その主張は、人の感情と知性の

機能だけでなく、人の生まれる前と死後の状態の謎を解

明する。そのどちらも最も興味深いし重要である。「私

はどこから来たのだろう」や「死後はどうなるんだろう」

といったような疑問は無知で啓発されていないすべての

人を悩ませ、困惑させる。聖職者と思想家は時々、生ま

れる前と死後の状態に関して、多かれ少なかれ不合理な

理論を系統立てて述べてきたが、今日の科学は、どんな

問題であれ問いを発するという概念を嘲笑している 。神

学者は解説を提供して来たが、それらの解説はすべて、

死後に私たちに起こると思われることだけに関係するも

ので、完全に見えない所に去ってしまうというもので、

「私たちは生まれて来る前は何ものだったのか？」とい

うもっともな問いに全く答えていない。そして、神学者

の立場で考えてみると、彼らは最も非論理的な立場にあ

る。なぜなら、真の人間である魂の不死を仮定したため、

どの方向でも不死性を否定できないからである。もし人

間が不死であるとしたら、その不死性には始まりがな

かっただろうし、さもなければ終わりがあっただろう。

したがって、彼らのジレンマからの唯一の逃げ道は、そ

れぞれの魂が特別な創造物であることを断言することで

ある。しかし、この世に生まれた各魂の特別な創造の教

義は、慎重にしまっておく方が良いとみなされているが

ゆえに、司祭たちが詳しく述べたり説明することはない。

一方、「智慧の宗教」は最初から最後まで理にかなって

いる。「智慧の宗教」は、人間が霊的な存在であると言

明し、かつて不死と断言されたものの連鎖を断ち切るこ

とを許さない。各人の自我（Ego）は不死であり、「それ

は常に存在していた」。時おり現れ、また再び現れ、自

我はそのたびごとに異なる体をまとって、体は見たとこ

ろ死すべき運命であるにすぎない。自我は常に、人生の

段階上で行動する人格（personality）を維持し、その基

盤であり続ける。そして、死すべき運命の人間として出

現するこれらの自我の、生まれる前と死後の状態という

先に述べた問題は、重大な関心事である。なぜなら、そ

のことに関する知識あるいは無知は、人生という劇を演

じる人間が舞台上にいる間の思考と行動を変えるからで

あり、人は押し流す進化の波の上昇の流れに乗る生き方

ができるように、そのこと（生まれる前と死後の状態）

を知る必要があるからである。

アデプトは今、長年にわたりこれらの線に沿って科学的

な実験と調査を行ってきた。最高位の透視者自身、物質

のベールを超えたまことの経験を、物質界側と物質界を

超えた側の両方で記録しただけでなく、彼らの弟子であ

るより劣る透視者の何百、何千もの同種の経験の記録を

収集、比較、分析、保存した。そしてこのプロセスは太

古の昔から続いている。科学には笑いたければ笑わせて

おこう。アデプトたちは唯一のまことの科学者である。

それは科学が脳の力、状況、道具の不完全さ、物質に提

示された単なる現象より深い何かを完全に知覚できない

こと等に制限されているのに対し、アデプトたちは問題

のあらゆる要素を考慮に入れているからである。偉大な、

そしてより劣る透視者の、観察と経験の古くからの記録

は、今日も残っている。それらの大量な記録は、その中

の何百万もの独自の観察によって確認および実証された

ものを除いて、何も認められていない。そしてそれゆえ

にアデプトたちは、自我が人間の形態の中に誕生する前

のことと、「この世の煩わしさ」（訳注：『ハムレット』

3.1.67）が捨てられる時に引き続いて起こることについ

ての、現実の経験に基づく知識を持つ立場にある。

この経験を記録することは今も続いている。なぜなら自

然界の進化における変化は無限なため、停止も「決定版」

も「最終的な発表」もないからだ。地球が太陽の周りを

弧を描いて回る時、その軌道の新しい場所を通過するだ

けでなく、何百万年もかかるより大きな軌道を太陽に

引っ張られながら、そのより大きな軌道の、宇宙にかつ

てなかった新しい場に入るに違いない。したがってアデ

プトはさらに先へ行き、今日の物質が見せる現象は 100

万年前に見せたものとは異なるように、今よりさらに

100 万年後にはまた異なる現象を見せると述べている。

確かに、私たちの目をその世界、はるか昔の私たちの地

球に移すことができたとしたら、今私たちを取り巻く物

質世界の現象と状態とは非常に異なる現象と状態を見る

ことだろう。今まで見たものとはほとんど信じられない

ほど異なる状態が広がっているであろう。そして、私た

ちより同じ位遠い先に進んだ時点で優勢になるであろ

う、また、すでにある状態より劣らないであろう状態へ

の変化は、現在起こっている。物質の世界では、考え得

る最短の時間でも、物質の世界自体またはその状態が完

全に変化しないことはない。つまり、「〇〇であること」

はすべて、永遠に別のもの「になりつつある」というこ

とだ。これは単なる超越論ではなく、東洋で「ある状態

から別の状態への原子の絶えざる、永遠の変化の教え」

と呼ばれる、古く確立された教義である。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

アグニヨガの活動開始のお知らせ

https://note.com/yogiguma/n/n9920adc5a36d?creato

r_urlname=yogiguma

東方のこだま２

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

３

　これらのページから鳴り響いた、磨かれて神秘に満ち

た東方より反響した最初のこだまは、「普遍的同胞」の

音を鳴らした。今日の人々の間には、このような概念は

一般的にあいまいでユートピア的なものとして受け取ら

れているが、その概念が害にならない人は同意する。彼

らはすばやく同意し、同じくらいすばやくその公言を、

正反対の方向の行動によって無にする。今日の文明、特

にアメリカの文明にとっては、それは個人を強調し名誉

を高める企てである。生まれた国民が、国家の贈り物の

中でも最高の、公職に従事するということに憧れるだろ

うという、よく繰り返される宣言は、これを証明するも

のであり、国々が衰退する長い時代にわたって真理を守

るマハートマたちは、最悪の乱世の状態への退歩という

反作用が、必ず来ると断言する。このような退歩を防ぐ

唯一の方法は、人間が口先だけで受け入れたと言ってい

る「普遍的同胞」を本当に実践することである。これら

の高貴な存在たちはさらに言う。すべての人間は、人々

が認めようと認めまいと、科学的で力強い事実として一

つである。そしてこうも言う。各国は、他のすべての国々

のせいで道徳的にも物質的にも苦しみ、また意に反して

さえも他の国々から恩恵を受け取る、と。このことは、

地球全体に浸透する、計り知れない漠然とした存在に帰

因する。地球全体にはすべての人間のあらゆる行為と思

いが、作用を受け、印象づけられ、後に再び反映される

ことになっている。したがってアデプトはこう言う。人々

の思考や教義、信仰は、とても重要である、なぜなら卑

しい性質の人々の間にはびこるそれらは、文化の高いレ

ベルを占めている人の思考および信仰とちょうど同じだ

け、そしていともたやすくこの世に反映されるからであ

る。

　これはもし本当なら最も重要な教義だ。というのも、

催眠術を尊重している科学によって今、正当と認められ

たばかりである発見のおかげで、私たちが直ちに見るこ

とのできる厖大な媒体、東洋人が「アーカーシャ」、中

世の哲人が「アストラル光」と呼んだものは、完全に私

たちにはコントロールできず、アストラル光の中に作ら

れて私たちに反映された絵図のなすがままなのだ。

　このことに、輪廻転生の素晴らしく興味深い教義を付

け加えると、アストラル光に作られたイメージが何世紀

もの間、存続することも思い出す。再びこの世の人生に

戻った時、すぐに私たちは行為によって善か悪に影響さ

れ、以前の国々と人々の強い願望および教義に影響され

るのだ。話を戻すと、例えばインド人、スペイン人、厳

格なピューリタンがこの世に住んでいた時のアストラル

光に作られた印象により、私たちは知識なしで動かされ

る。不滅のシェイクスピアの次の言葉は、この教えの際

立った事例である。

 

     人がなす悪はその人の亡き後も生き残る

     善はしばしば骨と一緒に葬られる

（訳注；『ジュリアス・シーザー』第三幕 第二場 アントニー

の台詞）

 

　悪い思いと行為はより物質的で、それゆえによりしっ

かりとアストラル光に影響を与えるのに対し、善、霊的

であることは簡単に消えてしまい、私たちは事実上、為

された悪の意のままなのだ。そしてアデプトたちは、シェ

イクスピア自身が無意識のうちに彼らの仲間の一人から
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インスパイアされていると断言する。私はこの主題の細

部について再び詳しく言及しよう。これらの存在とその

弟子たちにより提案された進化の計画は、とても広大で、

深く、広域にわたり、平凡なマインドを驚かせるほどで

ある。その計画は容易に何兆年、何千兆年にも達する期

間に及ぶ。その計画は科学が今のところ喜んで認めるよ

り何百年も前から、人間が地上にいると主張する。その

計画は聖書の年代学者の偏狭なたくらみに縛られていな

いし、大昔に消えた文明の荘厳なる時代に刺激を受けて

もいない。この教えの守り手たちは、彼らと彼らの先達

たちがこれらの古い時代に生きており、その記録を保存

するだけでなく、完成させたのだと言う。その上、これ

らの記録は朽ちやすい紙にだけでなく、不朽の石にも刻

まれた。彼らはイースター島で発見された 27 フィート

の高さの彫像のような遺跡を指摘している。アジアの巨

大な彫像の列も指摘し、そのさまざまな高さで、人間の

像はだんだん小さくなってゆくことを示し、他者と足並

みをそろえて堕落したことを教えた。そして、すべての

人に王冠を戴かせるために、彼らは今日、東洋に非常に

多くのよく保護された、いろいろの記録の収集を所有し

ていると言う。これらの記録は人間の肉体の歴史に関係

するだけでなく、アストラル的および霊的進化にも関係

していると言われている。

　この論文を締めくくる前に、私は進化の計画における

彼らの基本的な教えの一つを伝えることしかできない。

つまり、人間の内的、アストラル的形態の進化は最初に

起こり、その周りに肉体の構造が作られるまで、数えき

れない年数の間そのままだった。教義のこの部分は、他

の部分と同じく重要であり、人類の歴史が我々に示す錯

綜した問いへの理解を大いに助けるだろう。もう知られ

ていることも、まだ憶測の域を超えないものも、そうで

ある。

４

前回の論文で私が引き合いに出した記録、つまりアデプ

トたちによって保管され、彼ら自身も含め現在の代理人

と後継者たちが所持している記録は、この太陽系におけ

る惑星の誕生だけでなく、人間の進化と発達のことも、

想像し得る最も完璧な状態に達するまでのことを述べて

いる。人類の進化は、その死すべき肉体の起源だけでな

く、よく真人と呼ばれる内なる人間の由来をも含める。

これは、「智慧の宗教」に提唱された非常に興味深い主

張を私たちにもたらす。その主張は、人の感情と知性の

機能だけでなく、人の生まれる前と死後の状態の謎を解

明する。そのどちらも最も興味深いし重要である。「私

はどこから来たのだろう」や「死後はどうなるんだろう」

といったような疑問は無知で啓発されていないすべての

人を悩ませ、困惑させる。聖職者と思想家は時々、生ま

れる前と死後の状態に関して、多かれ少なかれ不合理な

理論を系統立てて述べてきたが、今日の科学は、どんな

問題であれ問いを発するという概念を嘲笑している 。神

学者は解説を提供して来たが、それらの解説はすべて、

死後に私たちに起こると思われることだけに関係するも

ので、完全に見えない所に去ってしまうというもので、

「私たちは生まれて来る前は何ものだったのか？」とい

うもっともな問いに全く答えていない。そして、神学者

の立場で考えてみると、彼らは最も非論理的な立場にあ

る。なぜなら、真の人間である魂の不死を仮定したため、

どの方向でも不死性を否定できないからである。もし人

間が不死であるとしたら、その不死性には始まりがな

かっただろうし、さもなければ終わりがあっただろう。

したがって、彼らのジレンマからの唯一の逃げ道は、そ

れぞれの魂が特別な創造物であることを断言することで

ある。しかし、この世に生まれた各魂の特別な創造の教

義は、慎重にしまっておく方が良いとみなされているが

ゆえに、司祭たちが詳しく述べたり説明することはない。

一方、「智慧の宗教」は最初から最後まで理にかなって

いる。「智慧の宗教」は、人間が霊的な存在であると言

明し、かつて不死と断言されたものの連鎖を断ち切るこ

とを許さない。各人の自我（Ego）は不死であり、「それ

は常に存在していた」。時おり現れ、また再び現れ、自

我はそのたびごとに異なる体をまとって、体は見たとこ

ろ死すべき運命であるにすぎない。自我は常に、人生の

段階上で行動する人格（personality）を維持し、その基

盤であり続ける。そして、死すべき運命の人間として出

現するこれらの自我の、生まれる前と死後の状態という

先に述べた問題は、重大な関心事である。なぜなら、そ

のことに関する知識あるいは無知は、人生という劇を演

じる人間が舞台上にいる間の思考と行動を変えるからで

あり、人は押し流す進化の波の上昇の流れに乗る生き方

ができるように、そのこと（生まれる前と死後の状態）

を知る必要があるからである。

アデプトは今、長年にわたりこれらの線に沿って科学的

な実験と調査を行ってきた。最高位の透視者自身、物質

のベールを超えたまことの経験を、物質界側と物質界を

超えた側の両方で記録しただけでなく、彼らの弟子であ

るより劣る透視者の何百、何千もの同種の経験の記録を

収集、比較、分析、保存した。そしてこのプロセスは太

古の昔から続いている。科学には笑いたければ笑わせて

おこう。アデプトたちは唯一のまことの科学者である。

それは科学が脳の力、状況、道具の不完全さ、物質に提

示された単なる現象より深い何かを完全に知覚できない

こと等に制限されているのに対し、アデプトたちは問題

のあらゆる要素を考慮に入れているからである。偉大な、

そしてより劣る透視者の、観察と経験の古くからの記録

は、今日も残っている。それらの大量な記録は、その中

の何百万もの独自の観察によって確認および実証された

ものを除いて、何も認められていない。そしてそれゆえ

にアデプトたちは、自我が人間の形態の中に誕生する前

のことと、「この世の煩わしさ」（訳注：『ハムレット』

3.1.67）が捨てられる時に引き続いて起こることについ

ての、現実の経験に基づく知識を持つ立場にある。

この経験を記録することは今も続いている。なぜなら自

然界の進化における変化は無限なため、停止も「決定版」

も「最終的な発表」もないからだ。地球が太陽の周りを

弧を描いて回る時、その軌道の新しい場所を通過するだ

けでなく、何百万年もかかるより大きな軌道を太陽に

引っ張られながら、そのより大きな軌道の、宇宙にかつ

てなかった新しい場に入るに違いない。したがってアデ

プトはさらに先へ行き、今日の物質が見せる現象は 100

万年前に見せたものとは異なるように、今よりさらに

100 万年後にはまた異なる現象を見せると述べている。

確かに、私たちの目をその世界、はるか昔の私たちの地

球に移すことができたとしたら、今私たちを取り巻く物

質世界の現象と状態とは非常に異なる現象と状態を見る

ことだろう。今まで見たものとはほとんど信じられない

ほど異なる状態が広がっているであろう。そして、私た

ちより同じ位遠い先に進んだ時点で優勢になるであろ

う、また、すでにある状態より劣らないであろう状態へ

の変化は、現在起こっている。物質の世界では、考え得

る最短の時間でも、物質の世界自体またはその状態が完

全に変化しないことはない。つまり、「〇〇であること」

はすべて、永遠に別のもの「になりつつある」というこ

とだ。これは単なる超越論ではなく、東洋で「ある状態

から別の状態への原子の絶えざる、永遠の変化の教え」

と呼ばれる、古く確立された教義である。
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　これらのページから鳴り響いた、磨かれて神秘に満ち
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らはすばやく同意し、同じくらいすばやくその公言を、

正反対の方向の行動によって無にする。今日の文明、特

にアメリカの文明にとっては、それは個人を強調し名誉

を高める企てである。生まれた国民が、国家の贈り物の

中でも最高の、公職に従事するということに憧れるだろ
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から別の状態への原子の絶えざる、永遠の変化の教え」

と呼ばれる、古く確立された教義である。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

アグニヨガの活動開始のお知らせ

https://note.com/yogiguma/n/n9920adc5a36d?creato

r_urlname=yogiguma
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　これらのページから鳴り響いた、磨かれて神秘に満ち

た東方より反響した最初のこだまは、「普遍的同胞」の

音を鳴らした。今日の人々の間には、このような概念は

一般的にあいまいでユートピア的なものとして受け取ら

れているが、その概念が害にならない人は同意する。彼

らはすばやく同意し、同じくらいすばやくその公言を、

正反対の方向の行動によって無にする。今日の文明、特

にアメリカの文明にとっては、それは個人を強調し名誉

を高める企てである。生まれた国民が、国家の贈り物の

中でも最高の、公職に従事するということに憧れるだろ

うという、よく繰り返される宣言は、これを証明するも

のであり、国々が衰退する長い時代にわたって真理を守

るマハートマたちは、最悪の乱世の状態への退歩という

反作用が、必ず来ると断言する。このような退歩を防ぐ

唯一の方法は、人間が口先だけで受け入れたと言ってい

る「普遍的同胞」を本当に実践することである。これら

の高貴な存在たちはさらに言う。すべての人間は、人々

が認めようと認めまいと、科学的で力強い事実として一

つである。そしてこうも言う。各国は、他のすべての国々

のせいで道徳的にも物質的にも苦しみ、また意に反して

さえも他の国々から恩恵を受け取る、と。このことは、

地球全体に浸透する、計り知れない漠然とした存在に帰

因する。地球全体にはすべての人間のあらゆる行為と思

いが、作用を受け、印象づけられ、後に再び反映される

ことになっている。したがってアデプトはこう言う。人々

の思考や教義、信仰は、とても重要である、なぜなら卑

しい性質の人々の間にはびこるそれらは、文化の高いレ

ベルを占めている人の思考および信仰とちょうど同じだ

け、そしていともたやすくこの世に反映されるからであ

る。

　これはもし本当なら最も重要な教義だ。というのも、

催眠術を尊重している科学によって今、正当と認められ

たばかりである発見のおかげで、私たちが直ちに見るこ

とのできる厖大な媒体、東洋人が「アーカーシャ」、中

世の哲人が「アストラル光」と呼んだものは、完全に私

たちにはコントロールできず、アストラル光の中に作ら

れて私たちに反映された絵図のなすがままなのだ。

　このことに、輪廻転生の素晴らしく興味深い教義を付

け加えると、アストラル光に作られたイメージが何世紀

もの間、存続することも思い出す。再びこの世の人生に

戻った時、すぐに私たちは行為によって善か悪に影響さ

れ、以前の国々と人々の強い願望および教義に影響され

るのだ。話を戻すと、例えばインド人、スペイン人、厳

格なピューリタンがこの世に住んでいた時のアストラル

光に作られた印象により、私たちは知識なしで動かされ

る。不滅のシェイクスピアの次の言葉は、この教えの際

立った事例である。

 

     人がなす悪はその人の亡き後も生き残る

     善はしばしば骨と一緒に葬られる

（訳注；『ジュリアス・シーザー』第三幕 第二場 アントニー

の台詞）

 

　悪い思いと行為はより物質的で、それゆえによりしっ

かりとアストラル光に影響を与えるのに対し、善、霊的

であることは簡単に消えてしまい、私たちは事実上、為

された悪の意のままなのだ。そしてアデプトたちは、シェ

イクスピア自身が無意識のうちに彼らの仲間の一人から

神智学の要約

　

著：W・Q・ジャッジ　訳：星野 未来 450円
電子書籍 Kindle 版

880円
POD 版

【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。



神智学の海１

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

1 章 神智学と大師たち

THEOSOPHY AND THE MASTERS

　神智学は知識の大洋であり、知力のある存在の進化と

いう陸地から陸地へと広がっている。最も深い部分は計

り知れず、偉大な知性の持ち主たちにその最大限の広が

りを与えるが、岸辺近くの浅瀬は子供にも理解できるも

のである。神智学は「神」についての知識であり、神が

万物であり万物の中にあると信じる人たちのためにあ

る。また、自然界についての知識であり、キリスト教の

聖書に見出せる次の言説を受け入れる人のためにある。

つまり神は計ることや発見されることがあり得ず、神の

幕屋の周りは暗闇があるという言説を。たとえ神智学が

「神」という名称を由来として持ち、一見して宗教だけ

を包含しているもののように見えるとしても、科学を無

視はしない。神智学は科学の中の真の科学であり、それ

ゆえ智慧の宗教と呼ばれているからだ。どんな科学も、

目に見えようと見えまいと、自然界のいかなる一部をも

無視しては完成できない。そして宗教は、ただ単に啓示

によるものと考えられ、それを支配する事物や法則は妄

想にほかならず、進歩の敵、人が幸福へ向かって進むの

を邪魔する妨害物として顔をそむけられるのである。科

学と宗教のどちらも受け入れて、神智学は科学的な宗教

であり、宗教の科学である。

　神智学は人間によって発明された、またはでっち上げ

られた教義や信仰ではなく、自然と人間の物質的、アス

トラル的、霊的、知的構成物の進化を支配する法則の知

識なのだ。けれども今日の宗教は、人が作った一連のド

グマであり、その公表されている道徳的価値観には科学

的な根拠がない。科学はこれまでのように、目に見えな

い世界を顧みず、人間の内的な知覚機能の一群が存在す

ることを認めそこなっているうちは、目に見え、触知で

きるものの中にある広大な、そして実在する経験の分野

から締め出されてしまっている。だが神智学は知ってい

る。全体は可視のものと不可視のものから成り、外的な

ものと、未来に一時的にしか存在しないだろう物体とを

理解することは、内外ともに自然界の真相を把握するこ

とになる、と。したがって、神智学それ自体が完成した

もので、不可解な謎はどこにもないように見える。神智

学は語彙から偶然の一致を排除し、あらゆる状況におけ

るすべてのものへの法の支配を称える。

　人が不死の魂を持っているというのは人類の通念であ

る。このことに神智学は、魂こそが人であると付け加え

る。そしてさらに、万物には知覚力があり、広大に並ん

だ物体と人の列も、偶然つくられた単なる原子の寄せ集

めではなく、法則を進化させる法則はないけれども、最

小の原子にまで細分化してゆくとすべては魂と霊であっ

て、それは全体に備わった法則の支配下で永遠に進化し

ている。そして古代の人々とまさしく同じように、神智

学は次のことを教える。それは、進化の道筋は魂が演じ

る劇であって、自然界は他ならぬ魂の経験のためだけに

存在していて、他の目的はないということだ。神智学徒

はハクスリー教授の次のような主張と同意見である。つ

まり、私たちの知性がゴキブリより勝るのと同じように、

私たちより知性が勝る存在が宇宙の中にいないはずはな

く、その存在は物事の自然法則の統治に積極的に加わる。

さらに師匠たちから得た確信の光で遠くを照らし、神智

学徒が付け足すことは、このような知的存在はかつて人

間であって、私たち全員のように前にあった他の諸世界

から来たことと、しかるがゆえに多彩な経験を積んだた

めそうすることが可能であったということだ。したがっ
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て私たちはこの惑星に現れた時に初めて出現したのでは

なく、この太陽系が凝結する以前の昔に、そのいくつか

は消滅した天体が成す、他の恒星系において、長く果て

しない活動と知的認識の行程を歩み続けたのだ。それゆ

え、この進化の体系の果てしなき広がりは、私たちが今

いるこの地球が、どこか別の惑星の進化と活動の結果で

あり、そのどこか別の惑星は大昔に滅び、そのエネルギー

が地球の存在のために移されて来て、その地球にどこか

別のより古い世界から住人たちが、運命づけられた物質

界での役目とともに移って来た、ということを意味する。

そして金星のようなより輝かしい惑星は、よりいっそう

進歩した存在たちの住む所であり、彼らはかつて私たち

と同じくらい低い段階にいたが、今や私たちの理解力に

はわからないほどの栄光の高みに達した。

　宇宙の中で最も高い知性を持った存在である人間に

は、そうであるが故に、友人ではなく、ずっと継続して

より進歩していない人たちの進歩を見守っている兄たち

の長い列があった。兄たちは累代の試みと経験を保持し、

地球かあるいは他の天体の人類の成長しつつある知性

を、魂の運命に関係する偉大な真理へと引きつけてそれ

について熟考させる機会を、ずっと探し求めている。こ

れらの人類の兄たちは、あらゆる分野で得た自然界の法

則の知識も保持しており、周期の法則の許す時にはいつ

でもそれを人類のために使う用意ができている。彼らは

世界のどこにいようとも、常に体で存在し、全員が互い

に知り合っており、そして全員が実にさまざまな方法で

人類のために働いている。ある時期に彼らは人々によく

知られており、社会組織と徳と国々の成長が許せばいつ

でも、普通の人たちと交わるのである。というのは、も

し公然と現れて至る所に知れ渡ると、ある人たちに神と

して崇められ、別の人たちには悪魔として追われるだろ

う。彼らが現れる前述の時期には、そのうちの一部が人々

の統治者となり、一部が師匠となり、ほんの少しが偉大

な賢者となる。その間、彼らの残りは最も進歩した肉体

をまとっていること以外は相変わらず無名のままであ

る。彼らが自分をこの時代の文明において著名にする、

つまりほとんど完全に金銭と名声と栄誉と人間的魅力に

基づいた有名人にすることは、最後にそれを覆すことを

考慮した上でのことであろう。彼らのうち一人が以前に

言ったように、この時代は「過渡期である」。それは思考、

科学、宗教、政治、社会の機構や体系のことごとく変わる、

そして人々のマインドがひとえに次のような状態への変

化の準備をする時なのだ。その状態とは、これらの人類

の兄たちが私たちの目に実際の姿を明かすのにふさわし

い地点まで、人類を進歩させられる状態である。彼らは

まさしく、時代から時代へたいまつを運ぶ、真理の火の

運び手と呼べるかもしれない。あらゆるもの、あらゆる

存在を彼らは精査する。人の内部深くの性質と、その人

の力と運命がわかり、その人の生まれる前の状態と、そ

の人が肉体の死後どんな状態になるかがわかる。そして

国々の興るのを助け、古代人の大きな功績を見、悲しく

も盛衰の周期的法則にあらがえぬ人々が衰退するのを見

てきた。さらに芸術、建築、宗教、哲学が全世界的に滅

亡してしまうような大変動の間、彼らはそのすべての記

録を、人の手からも時の手からも破損されない安全な場

所に保存した。彼ら独自の階層の中で熟達した霊的存在

が、人の本質とマインドの目に見えない領域を、綿密に

観察して、その観察を記録し保存してきた。彼らは、物

質のベールに隠された四大元素の霊（四大霊、エレメン

タル）たちと意思疎通がはかれ、そうするだけで音と色

の神秘をきわめ、よってなぜ、何のために雨が降るのか、

地球の中はうつろか否か、何が風を吹かせるのか、何が

光を輝かせるのかわかり、さらに何よりも大きな功績つ

まり自然界の真の基盤の知識をほのめかすこととして、

時間を刻む目盛りの極限には何があるかを知り、周期の

意義と期間を知っている。

　しかし、新聞を読み「現代の発展」を信じている 19

世紀の忙しい人に、もし人類の兄たちはこうであると主

張したならば、なぜその方々は歴史に名が残っていない

し、人々を集めなかったのか、と尋ねられないだろうか？ 

それへの返答としては、私が書いたものよりも、次に示

す A・P・シネット氏の、しばらく前に出版したものの

方が良い。

　「差し支えなければ最初に、世界の歴史に何らかの印

を残した《同胞団》の当然の失敗と関連したことについ

て論じよう。彼らはその驚くべき利点により、あらゆる

民族のより啓蒙された精神の持ち主たちの中でも、際

立った一部の人たちを、彼らの流派に集めることができ

たはずだとあなたは考える。彼らが著しい跡を歴史に残

せなかったと、どうして言えよう。彼らの努力と成功と

失敗を、あなたはよく知っているのだろうか？ 裁判で彼

らを糾弾でもしたというのか？ 興味本位で詮索する人が

スパイ行為できぬよう、たゆまずすべての接近可能なド

アを閉めたままにしてきた人たちの証拠を集めること

が、一体あなたの住む世界にできただろうか？ つまり、

彼らの成功の正確な状態を監督されることや妨げられる

ことはない。彼らは何をしたかを自ら知っている。その

範囲外から見てわかることは結果であり、その動因は見

えないよう隠されている。それらの結果を説明するため

に、さまざまな時代の多くの人が、神々の介在、特別な

天意、宿命、吉運、星々の好ましくない影響力について

の仮説を考え出した。世に言う歴史上の時代の中で、あ

るいはそれ以前に、我々の先達が型にはめて鋳造された

出来事や［作成された史実］ではなかった時はなく、絶

えず不変に歴史学者にゆがめられ、同時代の偏見に適合

させた事実にされない時はなかった。連続ドラマの英雄

的人物が、時には指人形で出るなんてことがあっただろ

うか？ 我々は何やかやの危機に際し、全体として国々を

引っ張っていくことができるふりをしたことは一度もな

かった……世界の宇宙規模の関係の、一般的な自然の成

り行きはあったとしても。周期は必ず循環する。心や精

神の光と闇の周期は、昼と夜と同じように続いて起こる。

大きいユガ（時代）と小さいユガは、物事の定められた

順に従って完成されねばならない。そして強大な潮流に

運ばれる我々は、小さいほうの流れのいくつかを、方向

づけたり変えたりすることしかできない」。

　真の哲学がしばらく姿を消すのは、周期の法則に基づ

く、精神的歴史の暗い時代であるが、同じ周期の法則が、

太陽が現れ人の心がそれを目にするのと同じ確実さで、

その真の哲学を生じさせる。けれども、他の仕事が仲間

たちの助力を必要とするのに対し、ある仕事は大師だけ

が遂行することができる。真の哲学を保護するのは大師

の仕事だが、それを再発見し広めるには、仲間たちの助

けが必要となる。我々の兄たちは、どこに真理つまり神

智学があるかを再び示した。そして世界中で仲間たちが、

より広く流布・普及するために活動し、実を結んでいる。

人類の兄たちは、進化における前の段階に完成された人

たちである。この前の段階の時期は、年数に関しては現

代の進化論者に知られていない。だが遠い昔に年老いた

インド人だけでなく、偉大な心の人たちと、ギリシアの

神秘の最初の純粋でありのままの形を制定し、実行した

人たちにも知られていた。「大いなる未知」から可視の

宇宙が出てくる期間は、永遠に現れては消え、沈黙およ

び休息の期間と交互に存在し、再び未知へと戻る。これ

らの交互の波の目的は、完全な人間を作り出すことと、

魂の進化である。そしてこの波はいつも人類の兄たちの

数を増やすことに立ち会うのだ。人々の中の最も幼い者

は、それらを昼と夜、目覚めていることと眠っているこ

と、誕生と死として思い描く。「なぜならこれら二つ、

光と闇・昼と夜とは、世界の永遠の手段なのだ」。

　どの時代にも、どの一国の完全な歴史にも、これらの

力ある、慈悲の人たちが、異なる呼び名で与えられてい

る。彼らはイニシエート、アデプト、マギ、秘儀の祭司、

東洋の王たち、賢者、兄弟たち、その他いろいろに呼ば

れている。サンスクリット語にそれに当たる、人類に完

璧に関係する語がある。それはマハートマ（マハトマ）

である。その語はマハ（大）とアートマ（魂）が複合し

て一語となっている。よって、その意味は大いなる魂で

あり、すべての人が魂であるから、マハートマをマハー

トマたらしめるのは偉大さである。マハートマという用

語は、H・P・ブラヴァツキー夫人が大師たちから知識

を与えられ、しばしば言及するようになって、神智学協

会の中で広く用いられるようになった。初めのうちは彼

らはただ人類の兄たちとして知られていたが、後に多く

のインド人が神智学運動に押し寄せて来ると、マハート

マという名称はさらにその背後の、膨大なインドの伝承

と文献にまで広がった意味に使われ始めた。神智学協会

の恥知らずな敵たちが何度も、その名称すらも考え出し

たものであり、だからそのような存在はインド人の間に

も、文献の中にも、知られていないと言った。しかしこ

れらの根拠のない主張は、哲学的影響力が主な神学の

誤った教義を完全にひっくり返すといけないので、信用

を落とさせるためだけにでっち上げられたものである。

すべてのヒンドゥー教の文献に一貫してマハートマにつ

いて伝えられているし、インドの北の地域ではその用語

は一般的に知られているからだ。あらゆるヒンドゥー教

の分派から尊ばれ、西方の都市に高貴で美しいと認めら

れた非常に古い詩『バガヴァッド = ギーター』には、こ

のような一節がある。「このようなマハートマは見出し

難い」。

　だが、特定の名称に関するすべての論争にかかわりな

く、上記に述べたすばらしい知識を持った肉体ある人間

はいつも存在したし、たぶん今日にも現存するという証

拠と十分な論証がある。昔の秘教はたびたびこのことに

触れる。古代エジプトには偉大な王であるイニシエート

たち、太陽の息子たち、偉大な神々の友らがいた。古代

人の思想を見くびる習慣が存在するが、その古代人の思

想の中で、今日の人々は見下されている。アブラハムを

敬意を表して「神の友」と呼ぶキリスト教徒でも、エジ

プトの統治者たちが同じ「神の友」であるという考えを、

幼稚に仮定した気高さと称号にほかならないとして蔑

み、嘲るだろう。しかし真実は、これらの偉大なエジプ

ト人たちはイニシエートであり、他のいかなる段階や仕

事もすべて包含する、一つの偉大なロッジのメンバーで

あった。もちろん、後期および衰退したエジプト人は自

分たちの先祖を真似したに違いないが、それは教義と聖

職者によって真の教えが再びあいまいになり始めた時で

あった。

　テュアナのアポロニオスの物語は、下降の周期におい

て人々の間に現れる同じ古代の慣習の一つに関するもの

で、未来の世代のために現場で証言を続けるためだけの

ものである。

　イスラエル人のアブラハムとモーセの二人もイニシ

エートで、特定の人々と関係のある仕事をしたアデプト

たちであった。さらにアブラハムの物語の中に、メルキ

ゼデクという人物が出てくるが、アブラハムをはるかに

超える人物で、彼に高い地位と特権と祝福を授ける権利

を有していた。モーセとアブラハムの名前が載った人類

の年代記の同じ章は、ソロモンにも光を当てている。そ

して彼らは偉大な三人のアデプトとされ、根拠を欠いた

愚かなこととして無視することはできない偉業の記録と

なっている。

　モーセはエジプト人とミデアン人から教育を受け、そ

の両方から多くの秘められた知識を得た。そして彼の本

を通して、偉大なフリーメーソン団のよく理解できる学

徒が、師匠モーセの技量、やり方、仕事を知ることがで

きるのだった。また言及するがアブラハムは、魂の領域

における多くの力とすべての術を知っており、若い頃に

教養を身につけた。そうでなければ王たちと交われな

かっただろうし、「神の友」にもなり得なかった。そし

て町々の滅亡に関する全能の神との会話は唯一、彼がと

うの昔に儀式や偶然の助けを必要とする段階を超えたア

デプトだったことを示している。ソロモンを加えてこの

偉大なアデプトの三つ組はそろう。ソロモンは火の特性

に際立った。彼の周りには伝説や、エレメンタルの力を

扱うことについての話や、魔法の力を持っている話だら

けであり、だから人は古代世界の全体を、娯楽のために

嘘をつく愚か者のコレクションのようだと非難するのに

違いない。もしその否定がソロモンの偉大な性質から生

まれるのなら、彼は人々の間に肉体化身する強力なアデ

プトの素晴らしい一例なのである。ソロモンの名も、彼

がイスラエル人を統治したというインチキも、真実とみ

なす必要はない。しかし次の事実を認めなければならな

い。ユダヤ人の記録の、いつのことかはっきりしない時

にどこかで、生きて移り住んだ人々の間に一人のアデプ

トがいて、ソロモンの名前が後から付けられたというこ

とを。逍遥学派のように行ったり来たりする微視的な批

評家は、無価値だが、すぐ真に受ける人々とその模倣す

る力の証拠である伝承が、普遍的に蔓延するのを見るこ

とに影響を及ぼすかもしれないが、人間性と人生の本当

の探求者は、普遍的な伝承は真実であり、人の歴史上の

史実から生じたということを知っている。

　インドへ注意を向けると、血気盛んで自己中心的、好

戦的で商業主義の西洋には長い間忘れられて顧みられな

い、これらの素晴らしい人たちに関する言い伝えがたく

さんあり、ノア、アブラハム、モーセ、ソロモンはその

一例にすぎない。インドでは人々は、気質や風潮が、哲

学的、道徳的、霊的な宝石を保護する人となるに適して

おり、そうでなかったら残された遺産は、昔に西洋の国々

で教育や文明のために闘争したゴート族やバングル族の

ように侵略によって永久に失われていたであろう。もし

スペインのカトリック教会の主権者の寵児たちで、中央

アメリカと南アメリカで見つけた膨大な量の歴史的・民

俗学的宝を、理不尽にも燃やした人たちが、インドのシュ

ロの葉の記録と書物のことを知り、手にすることができ

たとしたら、英国による保護の盾が掲げられる前にそれ

らをすべて破壊していたであろう。ちょうどスペイン人

がアメリカ人にしたように、そして先人がアレクサンド

リア図書館に対してやろうと思ったように。幸いにも出

来事は、それと違うふうに進んだ。

　インド文献の流れの端から端までに、多数の偉大なア

デプトたちの名前が見出し得る。それらのアデプトたち

は人々に有名で、全員が同じ物語つまり人類の魂の大い

なる叙事詩を、教訓として教えた。彼らの名前は西洋人

の耳になじみがないものだが、彼らの思想、著作、影響

力は変わらず存在する。さらに、静かな不動の東洋に今

日、「グレート・ロッジ」がまだ存在し、そこにはマハー

トマたち、アデプトたち、イニシエートたち、同胞たち

がいるという知識を持っている百人もの人がいる。そし

てさらに、その地では、あまり有名ではないが非常に驚

くべき自然界を左右する力および自然界のエネルギー

を、実践的に用いる熟達者が百人もいて、それが断言さ

れた命題を証明する、有無を言わさぬ大量の人間の証拠

となっている。

　そして、もしこの「グレート・ロッジ」の教えである

神智学が、すでに言ったように科学的と宗教的の両方で

あるなら、私たちには倫理的な側面からまだもっと証拠

がある。倫理を通して、そして倫理に対して影響する偉

大な「三人組」は、仏陀、孔子、イエスの三人から成る。

始めに、ヒンドゥー教徒が創立した宗教は、今日ではキ

リスト教派よりも多くの信奉者がいるが、イエスより数

世紀前にイエスの教えたのと同じ倫理を教えた。その倫

理は仏陀からさえ何世紀も前に与えられていた。イエス

は民衆に行いを改めさせるために来て、これらの古くか

らの倫理を繰り返し言い、孔子も古来の中国のため同じ

ことをした。

　これらの名前の偉大な人物すべてが、ただ一つの教え

を持つただ一つの同胞団のメンバーたちを代表する、と

神智学徒は言う。そして時々西洋に現れる、サン・ジェ

ルマン、ヤコブ・ベーメ、カリオストロ、パラケルスス、

メスメル、聖マルティヌス、H・P・ブラヴァツキー夫

人といったような並外れた人物たちは、適切な時に「グ

レート・ロッジ」の仕事をするための代理人なのだ。彼

らがたいてい罵倒され、詐欺師に分類されるのは事実で

ある。だが、なぜ彼らが広く恩恵を与え、計画を定め、

または科学にとって大きな価値のある発見をしたとわか

るのが彼らの死んだ後なのか、ということは誰もわから

ない。しかし、もしイエスが現在の五番街の、劇場のよ

うな教会のような所に現れたら、偽りのクリスチャンを

非難しながら、自らを詐欺師と呼ぶであろう。パラケル

ススは、現在大学で用いられている医学の価値ある方法

と治療法の考案者だった。メスメルは、催眠術を別の名

称で教えた。ブラヴァツキー夫人は再び西洋の注目を、

長い間ロッジに知られている最も大切な体系、人に己れ

の本質と運命を考慮させることに向けさせた。だが彼ら

全員が一様に、自分たち独自の哲学を持たぬ人々、また

物乞いや犯罪者が困窮と数の上でどんな地上の文明のも

のをも上回る人々によって、詐欺師と呼ばれている。

　現在では一般的にマハートマと言われるイニシエート

たちの持つと私が言った、自然の法則の作用に対するこ

のような力を、人々がどれほど多く知り得るだろうと思

うことは、ほぼすべての西洋人の読者にとって普通のこ

とであろう。インドと中国とその他の東洋の地では、こ

れらの指導者がいても不思議ではない。その地は、たと

え物質文明のすべてが今は遅れている状態であっても、

人の内なる性質と、希望すれば使用できるであろう力へ

の信念を失っていないからだ。したがって、このような

力と能力の生きた実例は、そこの人々の念頭から消えて

いない。だが西洋では、魂の人生の否定と、非論理的な

教条主義からの反動の結果として生じる性質によって、

物質主義的な文明が起こり、これらの問題についての研

究は一切行なわれておらず、最近まで一般の人々は、誰

かがこのような力を持つとおぼしき神に救われる可能性

を、信じていなかった。

　空間と時間と精神と物質を支配する力を身につけてい

るマハートマは、完成された人間だから可能性を有する。

すべての人が、これらの偉大なイニシエートたちにある

と考えられている、あらゆる諸力の種をもっている。違

いはただ、次の事実にある。私たちがふつうは持ってい

る種を発達させていないのに対し、マハートマたちは訓

練と経験を経て、人間の目に見えない力をすべて内的に

発達させ、下の段階で苦闘している兄弟たちには神のよ

うに見える能力を与えられたのだ。

　テレパシー、読心術、催眠術などはすべて、ずっと前

に神智学に知られており、これまで思いもよらなかった

意識の状態、働き、能力等の主題が存在することを示す。

読心術と、遠く離れた催眠術の被験者のマインドへの影

響は、完全には脳に従属してはいないマインドの存在を

立証し、さらには影響を与える思考が送られることで霊

媒が存在する。どのくらいの距離で離れていようとも、

イニシエートたちが互いに意思の疎通をはかれるのは、

この法則による。その論理的根拠は、まだ催眠術の諸流

派には認められていないが、もし二人の心（マインド）

が同じ状態へと変化したり揺れ動いたりしたら、彼らは

同じように考えるだろうということであり、または違う

言い方をすれば、離れた場所で聞く人は相手から送られ

た印象を受け取る、ということである。他のすべての力

に関しても、それがどんなに並外れたものであろうと同

様である。そうした力はすべて、たとえ今は珍しくても、

自然のものである。それは素晴らしい音楽的才能が、普

通ではないし一般的ではないが、自然なものであるのと

同じだ。イニシエートが接触せずに固い物体を動かすこ

とができるとすれば、それは引力と斥力の二つの法則を

理解しているからである。「重力」はそれらの一つの名

前にすぎない。もしイニシエートが君の思考をたやすく

読むとすれば、それは内的な、そして唯一のまことの視

力を使用した結果である。その視力は人の脳波がその人

の周りに織りなす精密に描かれた網を見るために、目の

網膜を必要としない。マハートマたちのするであろうこ

とはすべて、完成された人間にとって自然のことだ。だ

がもしこれらの力がすぐに明かされないとすれば、それ

は今のところまだ人間が完全に利己的であり、まだ今あ

るもの、一時的なもののために生きているからである。

そういうわけで、私はくり返し言う。たとえ本当の教え

が人々の間からしばらく消え失せても、それは再び出現

することになっている。なぜなら第一に、それは人の本

質の不滅の根源に強い影響を与えるからだ。第二に、ロッ

ジは永久にそれを保持するからだ。それは実際の物質の

記録だけでなく、聡明で完全に自我を意識する人たちと

して残される。その人たちは、いま私たちがいる螺旋状

の進化よりも前の、長い期間の進化をうまく乗り越えて

しまい、勝ち得た貴重な財産をなくすことはあり得ない

のである。さらに、人類の兄たちは独力で進化の最高の

産物になったのであり、全人類を家族として協力するの

であり、宇宙の偉大な建設者の計画はよりいっそう整然

と、巧みに遂行されるので、私は他の論題の前に彼らと

普遍的ロッジに触れるのがよいと思った。



1 章 神智学と大師たち

THEOSOPHY AND THE MASTERS

　神智学は知識の大洋であり、知力のある存在の進化と

いう陸地から陸地へと広がっている。最も深い部分は計

り知れず、偉大な知性の持ち主たちにその最大限の広が

りを与えるが、岸辺近くの浅瀬は子供にも理解できるも

のである。神智学は「神」についての知識であり、神が

万物であり万物の中にあると信じる人たちのためにあ

る。また、自然界についての知識であり、キリスト教の

聖書に見出せる次の言説を受け入れる人のためにある。

つまり神は計ることや発見されることがあり得ず、神の

幕屋の周りは暗闇があるという言説を。たとえ神智学が

「神」という名称を由来として持ち、一見して宗教だけ

を包含しているもののように見えるとしても、科学を無

視はしない。神智学は科学の中の真の科学であり、それ

ゆえ智慧の宗教と呼ばれているからだ。どんな科学も、

目に見えようと見えまいと、自然界のいかなる一部をも

無視しては完成できない。そして宗教は、ただ単に啓示

によるものと考えられ、それを支配する事物や法則は妄

想にほかならず、進歩の敵、人が幸福へ向かって進むの

を邪魔する妨害物として顔をそむけられるのである。科

学と宗教のどちらも受け入れて、神智学は科学的な宗教

であり、宗教の科学である。

　神智学は人間によって発明された、またはでっち上げ

られた教義や信仰ではなく、自然と人間の物質的、アス

トラル的、霊的、知的構成物の進化を支配する法則の知

識なのだ。けれども今日の宗教は、人が作った一連のド

グマであり、その公表されている道徳的価値観には科学

的な根拠がない。科学はこれまでのように、目に見えな

い世界を顧みず、人間の内的な知覚機能の一群が存在す

ることを認めそこなっているうちは、目に見え、触知で

きるものの中にある広大な、そして実在する経験の分野

から締め出されてしまっている。だが神智学は知ってい

る。全体は可視のものと不可視のものから成り、外的な

ものと、未来に一時的にしか存在しないだろう物体とを

理解することは、内外ともに自然界の真相を把握するこ

とになる、と。したがって、神智学それ自体が完成した

もので、不可解な謎はどこにもないように見える。神智

学は語彙から偶然の一致を排除し、あらゆる状況におけ

るすべてのものへの法の支配を称える。

　人が不死の魂を持っているというのは人類の通念であ

る。このことに神智学は、魂こそが人であると付け加え

る。そしてさらに、万物には知覚力があり、広大に並ん

だ物体と人の列も、偶然つくられた単なる原子の寄せ集

めではなく、法則を進化させる法則はないけれども、最

小の原子にまで細分化してゆくとすべては魂と霊であっ

て、それは全体に備わった法則の支配下で永遠に進化し

ている。そして古代の人々とまさしく同じように、神智

学は次のことを教える。それは、進化の道筋は魂が演じ

る劇であって、自然界は他ならぬ魂の経験のためだけに

存在していて、他の目的はないということだ。神智学徒

はハクスリー教授の次のような主張と同意見である。つ

まり、私たちの知性がゴキブリより勝るのと同じように、

私たちより知性が勝る存在が宇宙の中にいないはずはな

く、その存在は物事の自然法則の統治に積極的に加わる。

さらに師匠たちから得た確信の光で遠くを照らし、神智

学徒が付け足すことは、このような知的存在はかつて人

間であって、私たち全員のように前にあった他の諸世界

から来たことと、しかるがゆえに多彩な経験を積んだた

めそうすることが可能であったということだ。したがっ
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て私たちはこの惑星に現れた時に初めて出現したのでは

なく、この太陽系が凝結する以前の昔に、そのいくつか

は消滅した天体が成す、他の恒星系において、長く果て

しない活動と知的認識の行程を歩み続けたのだ。それゆ

え、この進化の体系の果てしなき広がりは、私たちが今

いるこの地球が、どこか別の惑星の進化と活動の結果で

あり、そのどこか別の惑星は大昔に滅び、そのエネルギー

が地球の存在のために移されて来て、その地球にどこか

別のより古い世界から住人たちが、運命づけられた物質

界での役目とともに移って来た、ということを意味する。

そして金星のようなより輝かしい惑星は、よりいっそう

進歩した存在たちの住む所であり、彼らはかつて私たち

と同じくらい低い段階にいたが、今や私たちの理解力に

はわからないほどの栄光の高みに達した。

　宇宙の中で最も高い知性を持った存在である人間に

は、そうであるが故に、友人ではなく、ずっと継続して

より進歩していない人たちの進歩を見守っている兄たち

の長い列があった。兄たちは累代の試みと経験を保持し、

地球かあるいは他の天体の人類の成長しつつある知性

を、魂の運命に関係する偉大な真理へと引きつけてそれ

について熟考させる機会を、ずっと探し求めている。こ

れらの人類の兄たちは、あらゆる分野で得た自然界の法

則の知識も保持しており、周期の法則の許す時にはいつ

でもそれを人類のために使う用意ができている。彼らは

世界のどこにいようとも、常に体で存在し、全員が互い

に知り合っており、そして全員が実にさまざまな方法で

人類のために働いている。ある時期に彼らは人々によく

知られており、社会組織と徳と国々の成長が許せばいつ

でも、普通の人たちと交わるのである。というのは、も

し公然と現れて至る所に知れ渡ると、ある人たちに神と

して崇められ、別の人たちには悪魔として追われるだろ

う。彼らが現れる前述の時期には、そのうちの一部が人々

の統治者となり、一部が師匠となり、ほんの少しが偉大

な賢者となる。その間、彼らの残りは最も進歩した肉体

をまとっていること以外は相変わらず無名のままであ

る。彼らが自分をこの時代の文明において著名にする、

つまりほとんど完全に金銭と名声と栄誉と人間的魅力に

基づいた有名人にすることは、最後にそれを覆すことを

考慮した上でのことであろう。彼らのうち一人が以前に

言ったように、この時代は「過渡期である」。それは思考、

科学、宗教、政治、社会の機構や体系のことごとく変わる、

そして人々のマインドがひとえに次のような状態への変

化の準備をする時なのだ。その状態とは、これらの人類

の兄たちが私たちの目に実際の姿を明かすのにふさわし

い地点まで、人類を進歩させられる状態である。彼らは

まさしく、時代から時代へたいまつを運ぶ、真理の火の

運び手と呼べるかもしれない。あらゆるもの、あらゆる

存在を彼らは精査する。人の内部深くの性質と、その人

の力と運命がわかり、その人の生まれる前の状態と、そ

の人が肉体の死後どんな状態になるかがわかる。そして

国々の興るのを助け、古代人の大きな功績を見、悲しく

も盛衰の周期的法則にあらがえぬ人々が衰退するのを見

てきた。さらに芸術、建築、宗教、哲学が全世界的に滅

亡してしまうような大変動の間、彼らはそのすべての記

録を、人の手からも時の手からも破損されない安全な場

所に保存した。彼ら独自の階層の中で熟達した霊的存在

が、人の本質とマインドの目に見えない領域を、綿密に

観察して、その観察を記録し保存してきた。彼らは、物

質のベールに隠された四大元素の霊（四大霊、エレメン

タル）たちと意思疎通がはかれ、そうするだけで音と色

の神秘をきわめ、よってなぜ、何のために雨が降るのか、

地球の中はうつろか否か、何が風を吹かせるのか、何が

光を輝かせるのかわかり、さらに何よりも大きな功績つ

まり自然界の真の基盤の知識をほのめかすこととして、

時間を刻む目盛りの極限には何があるかを知り、周期の

意義と期間を知っている。

　しかし、新聞を読み「現代の発展」を信じている 19

世紀の忙しい人に、もし人類の兄たちはこうであると主

張したならば、なぜその方々は歴史に名が残っていない

し、人々を集めなかったのか、と尋ねられないだろうか？ 

それへの返答としては、私が書いたものよりも、次に示

す A・P・シネット氏の、しばらく前に出版したものの

方が良い。

　「差し支えなければ最初に、世界の歴史に何らかの印

を残した《同胞団》の当然の失敗と関連したことについ

て論じよう。彼らはその驚くべき利点により、あらゆる

民族のより啓蒙された精神の持ち主たちの中でも、際

立った一部の人たちを、彼らの流派に集めることができ

たはずだとあなたは考える。彼らが著しい跡を歴史に残

せなかったと、どうして言えよう。彼らの努力と成功と

失敗を、あなたはよく知っているのだろうか？ 裁判で彼

らを糾弾でもしたというのか？ 興味本位で詮索する人が

スパイ行為できぬよう、たゆまずすべての接近可能なド

アを閉めたままにしてきた人たちの証拠を集めること

が、一体あなたの住む世界にできただろうか？ つまり、

彼らの成功の正確な状態を監督されることや妨げられる

ことはない。彼らは何をしたかを自ら知っている。その

範囲外から見てわかることは結果であり、その動因は見

えないよう隠されている。それらの結果を説明するため

に、さまざまな時代の多くの人が、神々の介在、特別な

天意、宿命、吉運、星々の好ましくない影響力について

の仮説を考え出した。世に言う歴史上の時代の中で、あ

るいはそれ以前に、我々の先達が型にはめて鋳造された

出来事や［作成された史実］ではなかった時はなく、絶

えず不変に歴史学者にゆがめられ、同時代の偏見に適合

させた事実にされない時はなかった。連続ドラマの英雄

的人物が、時には指人形で出るなんてことがあっただろ

うか？ 我々は何やかやの危機に際し、全体として国々を

引っ張っていくことができるふりをしたことは一度もな

かった……世界の宇宙規模の関係の、一般的な自然の成

り行きはあったとしても。周期は必ず循環する。心や精

神の光と闇の周期は、昼と夜と同じように続いて起こる。

大きいユガ（時代）と小さいユガは、物事の定められた

順に従って完成されねばならない。そして強大な潮流に

運ばれる我々は、小さいほうの流れのいくつかを、方向

づけたり変えたりすることしかできない」。

　真の哲学がしばらく姿を消すのは、周期の法則に基づ

く、精神的歴史の暗い時代であるが、同じ周期の法則が、

太陽が現れ人の心がそれを目にするのと同じ確実さで、

その真の哲学を生じさせる。けれども、他の仕事が仲間

たちの助力を必要とするのに対し、ある仕事は大師だけ

が遂行することができる。真の哲学を保護するのは大師

の仕事だが、それを再発見し広めるには、仲間たちの助

けが必要となる。我々の兄たちは、どこに真理つまり神

智学があるかを再び示した。そして世界中で仲間たちが、

より広く流布・普及するために活動し、実を結んでいる。

人類の兄たちは、進化における前の段階に完成された人

たちである。この前の段階の時期は、年数に関しては現

代の進化論者に知られていない。だが遠い昔に年老いた

インド人だけでなく、偉大な心の人たちと、ギリシアの

神秘の最初の純粋でありのままの形を制定し、実行した

人たちにも知られていた。「大いなる未知」から可視の

宇宙が出てくる期間は、永遠に現れては消え、沈黙およ

び休息の期間と交互に存在し、再び未知へと戻る。これ

らの交互の波の目的は、完全な人間を作り出すことと、

魂の進化である。そしてこの波はいつも人類の兄たちの

数を増やすことに立ち会うのだ。人々の中の最も幼い者

は、それらを昼と夜、目覚めていることと眠っているこ

と、誕生と死として思い描く。「なぜならこれら二つ、

光と闇・昼と夜とは、世界の永遠の手段なのだ」。

　どの時代にも、どの一国の完全な歴史にも、これらの

力ある、慈悲の人たちが、異なる呼び名で与えられてい

る。彼らはイニシエート、アデプト、マギ、秘儀の祭司、

東洋の王たち、賢者、兄弟たち、その他いろいろに呼ば

れている。サンスクリット語にそれに当たる、人類に完

璧に関係する語がある。それはマハートマ（マハトマ）

である。その語はマハ（大）とアートマ（魂）が複合し

て一語となっている。よって、その意味は大いなる魂で

あり、すべての人が魂であるから、マハートマをマハー

トマたらしめるのは偉大さである。マハートマという用

語は、H・P・ブラヴァツキー夫人が大師たちから知識

を与えられ、しばしば言及するようになって、神智学協

会の中で広く用いられるようになった。初めのうちは彼

らはただ人類の兄たちとして知られていたが、後に多く

のインド人が神智学運動に押し寄せて来ると、マハート

マという名称はさらにその背後の、膨大なインドの伝承

と文献にまで広がった意味に使われ始めた。神智学協会

の恥知らずな敵たちが何度も、その名称すらも考え出し

たものであり、だからそのような存在はインド人の間に

も、文献の中にも、知られていないと言った。しかしこ

れらの根拠のない主張は、哲学的影響力が主な神学の

誤った教義を完全にひっくり返すといけないので、信用

を落とさせるためだけにでっち上げられたものである。

すべてのヒンドゥー教の文献に一貫してマハートマにつ

いて伝えられているし、インドの北の地域ではその用語

は一般的に知られているからだ。あらゆるヒンドゥー教

の分派から尊ばれ、西方の都市に高貴で美しいと認めら

れた非常に古い詩『バガヴァッド = ギーター』には、こ

のような一節がある。「このようなマハートマは見出し

難い」。

　だが、特定の名称に関するすべての論争にかかわりな

く、上記に述べたすばらしい知識を持った肉体ある人間

はいつも存在したし、たぶん今日にも現存するという証

拠と十分な論証がある。昔の秘教はたびたびこのことに

触れる。古代エジプトには偉大な王であるイニシエート

たち、太陽の息子たち、偉大な神々の友らがいた。古代

人の思想を見くびる習慣が存在するが、その古代人の思

想の中で、今日の人々は見下されている。アブラハムを

敬意を表して「神の友」と呼ぶキリスト教徒でも、エジ

プトの統治者たちが同じ「神の友」であるという考えを、

幼稚に仮定した気高さと称号にほかならないとして蔑

み、嘲るだろう。しかし真実は、これらの偉大なエジプ

ト人たちはイニシエートであり、他のいかなる段階や仕

事もすべて包含する、一つの偉大なロッジのメンバーで

あった。もちろん、後期および衰退したエジプト人は自

分たちの先祖を真似したに違いないが、それは教義と聖

職者によって真の教えが再びあいまいになり始めた時で

あった。

　テュアナのアポロニオスの物語は、下降の周期におい

て人々の間に現れる同じ古代の慣習の一つに関するもの

で、未来の世代のために現場で証言を続けるためだけの

ものである。

　イスラエル人のアブラハムとモーセの二人もイニシ

エートで、特定の人々と関係のある仕事をしたアデプト

たちであった。さらにアブラハムの物語の中に、メルキ

ゼデクという人物が出てくるが、アブラハムをはるかに

超える人物で、彼に高い地位と特権と祝福を授ける権利

を有していた。モーセとアブラハムの名前が載った人類

の年代記の同じ章は、ソロモンにも光を当てている。そ

して彼らは偉大な三人のアデプトとされ、根拠を欠いた

愚かなこととして無視することはできない偉業の記録と

なっている。

　モーセはエジプト人とミデアン人から教育を受け、そ

の両方から多くの秘められた知識を得た。そして彼の本

を通して、偉大なフリーメーソン団のよく理解できる学

徒が、師匠モーセの技量、やり方、仕事を知ることがで

きるのだった。また言及するがアブラハムは、魂の領域

における多くの力とすべての術を知っており、若い頃に

教養を身につけた。そうでなければ王たちと交われな

かっただろうし、「神の友」にもなり得なかった。そし

て町々の滅亡に関する全能の神との会話は唯一、彼がと

うの昔に儀式や偶然の助けを必要とする段階を超えたア

デプトだったことを示している。ソロモンを加えてこの

偉大なアデプトの三つ組はそろう。ソロモンは火の特性

に際立った。彼の周りには伝説や、エレメンタルの力を

扱うことについての話や、魔法の力を持っている話だら

けであり、だから人は古代世界の全体を、娯楽のために

嘘をつく愚か者のコレクションのようだと非難するのに

違いない。もしその否定がソロモンの偉大な性質から生

まれるのなら、彼は人々の間に肉体化身する強力なアデ

プトの素晴らしい一例なのである。ソロモンの名も、彼

がイスラエル人を統治したというインチキも、真実とみ

なす必要はない。しかし次の事実を認めなければならな

い。ユダヤ人の記録の、いつのことかはっきりしない時

にどこかで、生きて移り住んだ人々の間に一人のアデプ

トがいて、ソロモンの名前が後から付けられたというこ

とを。逍遥学派のように行ったり来たりする微視的な批

評家は、無価値だが、すぐ真に受ける人々とその模倣す

る力の証拠である伝承が、普遍的に蔓延するのを見るこ

とに影響を及ぼすかもしれないが、人間性と人生の本当

の探求者は、普遍的な伝承は真実であり、人の歴史上の

史実から生じたということを知っている。

　インドへ注意を向けると、血気盛んで自己中心的、好

戦的で商業主義の西洋には長い間忘れられて顧みられな

い、これらの素晴らしい人たちに関する言い伝えがたく

さんあり、ノア、アブラハム、モーセ、ソロモンはその

一例にすぎない。インドでは人々は、気質や風潮が、哲

学的、道徳的、霊的な宝石を保護する人となるに適して

おり、そうでなかったら残された遺産は、昔に西洋の国々

で教育や文明のために闘争したゴート族やバングル族の

ように侵略によって永久に失われていたであろう。もし

スペインのカトリック教会の主権者の寵児たちで、中央

アメリカと南アメリカで見つけた膨大な量の歴史的・民

俗学的宝を、理不尽にも燃やした人たちが、インドのシュ

ロの葉の記録と書物のことを知り、手にすることができ

たとしたら、英国による保護の盾が掲げられる前にそれ

らをすべて破壊していたであろう。ちょうどスペイン人

がアメリカ人にしたように、そして先人がアレクサンド

リア図書館に対してやろうと思ったように。幸いにも出

来事は、それと違うふうに進んだ。

　インド文献の流れの端から端までに、多数の偉大なア

デプトたちの名前が見出し得る。それらのアデプトたち

は人々に有名で、全員が同じ物語つまり人類の魂の大い

なる叙事詩を、教訓として教えた。彼らの名前は西洋人

の耳になじみがないものだが、彼らの思想、著作、影響

力は変わらず存在する。さらに、静かな不動の東洋に今

日、「グレート・ロッジ」がまだ存在し、そこにはマハー

トマたち、アデプトたち、イニシエートたち、同胞たち

がいるという知識を持っている百人もの人がいる。そし

てさらに、その地では、あまり有名ではないが非常に驚

くべき自然界を左右する力および自然界のエネルギー

を、実践的に用いる熟達者が百人もいて、それが断言さ

れた命題を証明する、有無を言わさぬ大量の人間の証拠

となっている。

　そして、もしこの「グレート・ロッジ」の教えである

神智学が、すでに言ったように科学的と宗教的の両方で

あるなら、私たちには倫理的な側面からまだもっと証拠

がある。倫理を通して、そして倫理に対して影響する偉

大な「三人組」は、仏陀、孔子、イエスの三人から成る。

始めに、ヒンドゥー教徒が創立した宗教は、今日ではキ

リスト教派よりも多くの信奉者がいるが、イエスより数

世紀前にイエスの教えたのと同じ倫理を教えた。その倫

理は仏陀からさえ何世紀も前に与えられていた。イエス

は民衆に行いを改めさせるために来て、これらの古くか

らの倫理を繰り返し言い、孔子も古来の中国のため同じ

ことをした。

　これらの名前の偉大な人物すべてが、ただ一つの教え

を持つただ一つの同胞団のメンバーたちを代表する、と

神智学徒は言う。そして時々西洋に現れる、サン・ジェ

ルマン、ヤコブ・ベーメ、カリオストロ、パラケルスス、

メスメル、聖マルティヌス、H・P・ブラヴァツキー夫

人といったような並外れた人物たちは、適切な時に「グ

レート・ロッジ」の仕事をするための代理人なのだ。彼

らがたいてい罵倒され、詐欺師に分類されるのは事実で

ある。だが、なぜ彼らが広く恩恵を与え、計画を定め、

または科学にとって大きな価値のある発見をしたとわか

るのが彼らの死んだ後なのか、ということは誰もわから

ない。しかし、もしイエスが現在の五番街の、劇場のよ

うな教会のような所に現れたら、偽りのクリスチャンを

非難しながら、自らを詐欺師と呼ぶであろう。パラケル

ススは、現在大学で用いられている医学の価値ある方法

と治療法の考案者だった。メスメルは、催眠術を別の名

称で教えた。ブラヴァツキー夫人は再び西洋の注目を、

長い間ロッジに知られている最も大切な体系、人に己れ

の本質と運命を考慮させることに向けさせた。だが彼ら

全員が一様に、自分たち独自の哲学を持たぬ人々、また

物乞いや犯罪者が困窮と数の上でどんな地上の文明のも

のをも上回る人々によって、詐欺師と呼ばれている。

　現在では一般的にマハートマと言われるイニシエート

たちの持つと私が言った、自然の法則の作用に対するこ

のような力を、人々がどれほど多く知り得るだろうと思

うことは、ほぼすべての西洋人の読者にとって普通のこ

とであろう。インドと中国とその他の東洋の地では、こ

れらの指導者がいても不思議ではない。その地は、たと

え物質文明のすべてが今は遅れている状態であっても、

人の内なる性質と、希望すれば使用できるであろう力へ

の信念を失っていないからだ。したがって、このような

力と能力の生きた実例は、そこの人々の念頭から消えて

いない。だが西洋では、魂の人生の否定と、非論理的な

教条主義からの反動の結果として生じる性質によって、

物質主義的な文明が起こり、これらの問題についての研

究は一切行なわれておらず、最近まで一般の人々は、誰

かがこのような力を持つとおぼしき神に救われる可能性

を、信じていなかった。

　空間と時間と精神と物質を支配する力を身につけてい

るマハートマは、完成された人間だから可能性を有する。

すべての人が、これらの偉大なイニシエートたちにある

と考えられている、あらゆる諸力の種をもっている。違

いはただ、次の事実にある。私たちがふつうは持ってい

る種を発達させていないのに対し、マハートマたちは訓

練と経験を経て、人間の目に見えない力をすべて内的に

発達させ、下の段階で苦闘している兄弟たちには神のよ

うに見える能力を与えられたのだ。

　テレパシー、読心術、催眠術などはすべて、ずっと前

に神智学に知られており、これまで思いもよらなかった

意識の状態、働き、能力等の主題が存在することを示す。

読心術と、遠く離れた催眠術の被験者のマインドへの影

響は、完全には脳に従属してはいないマインドの存在を

立証し、さらには影響を与える思考が送られることで霊

媒が存在する。どのくらいの距離で離れていようとも、

イニシエートたちが互いに意思の疎通をはかれるのは、

この法則による。その論理的根拠は、まだ催眠術の諸流

派には認められていないが、もし二人の心（マインド）

が同じ状態へと変化したり揺れ動いたりしたら、彼らは

同じように考えるだろうということであり、または違う

言い方をすれば、離れた場所で聞く人は相手から送られ

た印象を受け取る、ということである。他のすべての力

に関しても、それがどんなに並外れたものであろうと同

様である。そうした力はすべて、たとえ今は珍しくても、

自然のものである。それは素晴らしい音楽的才能が、普

通ではないし一般的ではないが、自然なものであるのと

同じだ。イニシエートが接触せずに固い物体を動かすこ

とができるとすれば、それは引力と斥力の二つの法則を

理解しているからである。「重力」はそれらの一つの名

前にすぎない。もしイニシエートが君の思考をたやすく

読むとすれば、それは内的な、そして唯一のまことの視

力を使用した結果である。その視力は人の脳波がその人

の周りに織りなす精密に描かれた網を見るために、目の

網膜を必要としない。マハートマたちのするであろうこ

とはすべて、完成された人間にとって自然のことだ。だ

がもしこれらの力がすぐに明かされないとすれば、それ

は今のところまだ人間が完全に利己的であり、まだ今あ

るもの、一時的なもののために生きているからである。

そういうわけで、私はくり返し言う。たとえ本当の教え

が人々の間からしばらく消え失せても、それは再び出現

することになっている。なぜなら第一に、それは人の本

質の不滅の根源に強い影響を与えるからだ。第二に、ロッ

ジは永久にそれを保持するからだ。それは実際の物質の

記録だけでなく、聡明で完全に自我を意識する人たちと

して残される。その人たちは、いま私たちがいる螺旋状

の進化よりも前の、長い期間の進化をうまく乗り越えて

しまい、勝ち得た貴重な財産をなくすことはあり得ない

のである。さらに、人類の兄たちは独力で進化の最高の

産物になったのであり、全人類を家族として協力するの

であり、宇宙の偉大な建設者の計画はよりいっそう整然

と、巧みに遂行されるので、私は他の論題の前に彼らと

普遍的ロッジに触れるのがよいと思った。



1 章 神智学と大師たち

THEOSOPHY AND THE MASTERS

　神智学は知識の大洋であり、知力のある存在の進化と

いう陸地から陸地へと広がっている。最も深い部分は計

り知れず、偉大な知性の持ち主たちにその最大限の広が

りを与えるが、岸辺近くの浅瀬は子供にも理解できるも

のである。神智学は「神」についての知識であり、神が

万物であり万物の中にあると信じる人たちのためにあ

る。また、自然界についての知識であり、キリスト教の

聖書に見出せる次の言説を受け入れる人のためにある。

つまり神は計ることや発見されることがあり得ず、神の

幕屋の周りは暗闇があるという言説を。たとえ神智学が

「神」という名称を由来として持ち、一見して宗教だけ

を包含しているもののように見えるとしても、科学を無

視はしない。神智学は科学の中の真の科学であり、それ

ゆえ智慧の宗教と呼ばれているからだ。どんな科学も、

目に見えようと見えまいと、自然界のいかなる一部をも

無視しては完成できない。そして宗教は、ただ単に啓示

によるものと考えられ、それを支配する事物や法則は妄

想にほかならず、進歩の敵、人が幸福へ向かって進むの

を邪魔する妨害物として顔をそむけられるのである。科

学と宗教のどちらも受け入れて、神智学は科学的な宗教

であり、宗教の科学である。

　神智学は人間によって発明された、またはでっち上げ

られた教義や信仰ではなく、自然と人間の物質的、アス

トラル的、霊的、知的構成物の進化を支配する法則の知

識なのだ。けれども今日の宗教は、人が作った一連のド

グマであり、その公表されている道徳的価値観には科学

的な根拠がない。科学はこれまでのように、目に見えな

い世界を顧みず、人間の内的な知覚機能の一群が存在す

ることを認めそこなっているうちは、目に見え、触知で

きるものの中にある広大な、そして実在する経験の分野

から締め出されてしまっている。だが神智学は知ってい

る。全体は可視のものと不可視のものから成り、外的な

ものと、未来に一時的にしか存在しないだろう物体とを

理解することは、内外ともに自然界の真相を把握するこ

とになる、と。したがって、神智学それ自体が完成した

もので、不可解な謎はどこにもないように見える。神智

学は語彙から偶然の一致を排除し、あらゆる状況におけ

るすべてのものへの法の支配を称える。

　人が不死の魂を持っているというのは人類の通念であ

る。このことに神智学は、魂こそが人であると付け加え

る。そしてさらに、万物には知覚力があり、広大に並ん

だ物体と人の列も、偶然つくられた単なる原子の寄せ集

めではなく、法則を進化させる法則はないけれども、最

小の原子にまで細分化してゆくとすべては魂と霊であっ

て、それは全体に備わった法則の支配下で永遠に進化し

ている。そして古代の人々とまさしく同じように、神智

学は次のことを教える。それは、進化の道筋は魂が演じ

る劇であって、自然界は他ならぬ魂の経験のためだけに

存在していて、他の目的はないということだ。神智学徒

はハクスリー教授の次のような主張と同意見である。つ

まり、私たちの知性がゴキブリより勝るのと同じように、

私たちより知性が勝る存在が宇宙の中にいないはずはな

く、その存在は物事の自然法則の統治に積極的に加わる。

さらに師匠たちから得た確信の光で遠くを照らし、神智

学徒が付け足すことは、このような知的存在はかつて人

間であって、私たち全員のように前にあった他の諸世界

から来たことと、しかるがゆえに多彩な経験を積んだた

めそうすることが可能であったということだ。したがっ

て私たちはこの惑星に現れた時に初めて出現したのでは

なく、この太陽系が凝結する以前の昔に、そのいくつか

は消滅した天体が成す、他の恒星系において、長く果て

しない活動と知的認識の行程を歩み続けたのだ。それゆ

え、この進化の体系の果てしなき広がりは、私たちが今

いるこの地球が、どこか別の惑星の進化と活動の結果で

あり、そのどこか別の惑星は大昔に滅び、そのエネルギー

が地球の存在のために移されて来て、その地球にどこか

別のより古い世界から住人たちが、運命づけられた物質

界での役目とともに移って来た、ということを意味する。

そして金星のようなより輝かしい惑星は、よりいっそう

進歩した存在たちの住む所であり、彼らはかつて私たち

と同じくらい低い段階にいたが、今や私たちの理解力に

はわからないほどの栄光の高みに達した。

　宇宙の中で最も高い知性を持った存在である人間に

は、そうであるが故に、友人ではなく、ずっと継続して

より進歩していない人たちの進歩を見守っている兄たち

の長い列があった。兄たちは累代の試みと経験を保持し、

地球かあるいは他の天体の人類の成長しつつある知性

を、魂の運命に関係する偉大な真理へと引きつけてそれ

について熟考させる機会を、ずっと探し求めている。こ

れらの人類の兄たちは、あらゆる分野で得た自然界の法

則の知識も保持しており、周期の法則の許す時にはいつ

でもそれを人類のために使う用意ができている。彼らは

世界のどこにいようとも、常に体で存在し、全員が互い

に知り合っており、そして全員が実にさまざまな方法で

人類のために働いている。ある時期に彼らは人々によく

知られており、社会組織と徳と国々の成長が許せばいつ

でも、普通の人たちと交わるのである。というのは、も

し公然と現れて至る所に知れ渡ると、ある人たちに神と

して崇められ、別の人たちには悪魔として追われるだろ

う。彼らが現れる前述の時期には、そのうちの一部が人々

の統治者となり、一部が師匠となり、ほんの少しが偉大

な賢者となる。その間、彼らの残りは最も進歩した肉体

をまとっていること以外は相変わらず無名のままであ

る。彼らが自分をこの時代の文明において著名にする、

つまりほとんど完全に金銭と名声と栄誉と人間的魅力に

基づいた有名人にすることは、最後にそれを覆すことを

考慮した上でのことであろう。彼らのうち一人が以前に

言ったように、この時代は「過渡期である」。それは思考、

科学、宗教、政治、社会の機構や体系のことごとく変わる、

そして人々のマインドがひとえに次のような状態への変

化の準備をする時なのだ。その状態とは、これらの人類

の兄たちが私たちの目に実際の姿を明かすのにふさわし

い地点まで、人類を進歩させられる状態である。彼らは

まさしく、時代から時代へたいまつを運ぶ、真理の火の

運び手と呼べるかもしれない。あらゆるもの、あらゆる

存在を彼らは精査する。人の内部深くの性質と、その人

の力と運命がわかり、その人の生まれる前の状態と、そ

の人が肉体の死後どんな状態になるかがわかる。そして

国々の興るのを助け、古代人の大きな功績を見、悲しく

も盛衰の周期的法則にあらがえぬ人々が衰退するのを見

てきた。さらに芸術、建築、宗教、哲学が全世界的に滅

亡してしまうような大変動の間、彼らはそのすべての記

録を、人の手からも時の手からも破損されない安全な場

所に保存した。彼ら独自の階層の中で熟達した霊的存在

が、人の本質とマインドの目に見えない領域を、綿密に

観察して、その観察を記録し保存してきた。彼らは、物

質のベールに隠された四大元素の霊（四大霊、エレメン

タル）たちと意思疎通がはかれ、そうするだけで音と色

の神秘をきわめ、よってなぜ、何のために雨が降るのか、

地球の中はうつろか否か、何が風を吹かせるのか、何が

光を輝かせるのかわかり、さらに何よりも大きな功績つ

まり自然界の真の基盤の知識をほのめかすこととして、

時間を刻む目盛りの極限には何があるかを知り、周期の

意義と期間を知っている。

　しかし、新聞を読み「現代の発展」を信じている 19

世紀の忙しい人に、もし人類の兄たちはこうであると主

張したならば、なぜその方々は歴史に名が残っていない

し、人々を集めなかったのか、と尋ねられないだろうか？ 

それへの返答としては、私が書いたものよりも、次に示

す A・P・シネット氏の、しばらく前に出版したものの

方が良い。

　「差し支えなければ最初に、世界の歴史に何らかの印

を残した《同胞団》の当然の失敗と関連したことについ

て論じよう。彼らはその驚くべき利点により、あらゆる

民族のより啓蒙された精神の持ち主たちの中でも、際

13

立った一部の人たちを、彼らの流派に集めることができ

たはずだとあなたは考える。彼らが著しい跡を歴史に残

せなかったと、どうして言えよう。彼らの努力と成功と

失敗を、あなたはよく知っているのだろうか？ 裁判で彼

らを糾弾でもしたというのか？ 興味本位で詮索する人が

スパイ行為できぬよう、たゆまずすべての接近可能なド

アを閉めたままにしてきた人たちの証拠を集めること

が、一体あなたの住む世界にできただろうか？ つまり、

彼らの成功の正確な状態を監督されることや妨げられる

ことはない。彼らは何をしたかを自ら知っている。その

範囲外から見てわかることは結果であり、その動因は見

えないよう隠されている。それらの結果を説明するため

に、さまざまな時代の多くの人が、神々の介在、特別な

天意、宿命、吉運、星々の好ましくない影響力について

の仮説を考え出した。世に言う歴史上の時代の中で、あ

るいはそれ以前に、我々の先達が型にはめて鋳造された

出来事や［作成された史実］ではなかった時はなく、絶

えず不変に歴史学者にゆがめられ、同時代の偏見に適合

させた事実にされない時はなかった。連続ドラマの英雄

的人物が、時には指人形で出るなんてことがあっただろ

うか？ 我々は何やかやの危機に際し、全体として国々を

引っ張っていくことができるふりをしたことは一度もな

かった……世界の宇宙規模の関係の、一般的な自然の成

り行きはあったとしても。周期は必ず循環する。心や精

神の光と闇の周期は、昼と夜と同じように続いて起こる。

大きいユガ（時代）と小さいユガは、物事の定められた

順に従って完成されねばならない。そして強大な潮流に

運ばれる我々は、小さいほうの流れのいくつかを、方向

づけたり変えたりすることしかできない」。

　真の哲学がしばらく姿を消すのは、周期の法則に基づ

く、精神的歴史の暗い時代であるが、同じ周期の法則が、

太陽が現れ人の心がそれを目にするのと同じ確実さで、

その真の哲学を生じさせる。けれども、他の仕事が仲間

たちの助力を必要とするのに対し、ある仕事は大師だけ

が遂行することができる。真の哲学を保護するのは大師

の仕事だが、それを再発見し広めるには、仲間たちの助

けが必要となる。我々の兄たちは、どこに真理つまり神

智学があるかを再び示した。そして世界中で仲間たちが、

より広く流布・普及するために活動し、実を結んでいる。

人類の兄たちは、進化における前の段階に完成された人

たちである。この前の段階の時期は、年数に関しては現

代の進化論者に知られていない。だが遠い昔に年老いた

インド人だけでなく、偉大な心の人たちと、ギリシアの

神秘の最初の純粋でありのままの形を制定し、実行した

人たちにも知られていた。「大いなる未知」から可視の

宇宙が出てくる期間は、永遠に現れては消え、沈黙およ

び休息の期間と交互に存在し、再び未知へと戻る。これ

らの交互の波の目的は、完全な人間を作り出すことと、

魂の進化である。そしてこの波はいつも人類の兄たちの

数を増やすことに立ち会うのだ。人々の中の最も幼い者

は、それらを昼と夜、目覚めていることと眠っているこ

と、誕生と死として思い描く。「なぜならこれら二つ、

光と闇・昼と夜とは、世界の永遠の手段なのだ」。

　どの時代にも、どの一国の完全な歴史にも、これらの

力ある、慈悲の人たちが、異なる呼び名で与えられてい

る。彼らはイニシエート、アデプト、マギ、秘儀の祭司、

東洋の王たち、賢者、兄弟たち、その他いろいろに呼ば

れている。サンスクリット語にそれに当たる、人類に完

璧に関係する語がある。それはマハートマ（マハトマ）

である。その語はマハ（大）とアートマ（魂）が複合し

て一語となっている。よって、その意味は大いなる魂で

あり、すべての人が魂であるから、マハートマをマハー

トマたらしめるのは偉大さである。マハートマという用

語は、H・P・ブラヴァツキー夫人が大師たちから知識

を与えられ、しばしば言及するようになって、神智学協

会の中で広く用いられるようになった。初めのうちは彼

らはただ人類の兄たちとして知られていたが、後に多く

のインド人が神智学運動に押し寄せて来ると、マハート

マという名称はさらにその背後の、膨大なインドの伝承

と文献にまで広がった意味に使われ始めた。神智学協会

の恥知らずな敵たちが何度も、その名称すらも考え出し

たものであり、だからそのような存在はインド人の間に

も、文献の中にも、知られていないと言った。しかしこ

れらの根拠のない主張は、哲学的影響力が主な神学の

誤った教義を完全にひっくり返すといけないので、信用

を落とさせるためだけにでっち上げられたものである。

すべてのヒンドゥー教の文献に一貫してマハートマにつ

いて伝えられているし、インドの北の地域ではその用語

は一般的に知られているからだ。あらゆるヒンドゥー教

の分派から尊ばれ、西方の都市に高貴で美しいと認めら

れた非常に古い詩『バガヴァッド = ギーター』には、こ

のような一節がある。「このようなマハートマは見出し

難い」。

　だが、特定の名称に関するすべての論争にかかわりな

く、上記に述べたすばらしい知識を持った肉体ある人間

はいつも存在したし、たぶん今日にも現存するという証

拠と十分な論証がある。昔の秘教はたびたびこのことに

触れる。古代エジプトには偉大な王であるイニシエート

たち、太陽の息子たち、偉大な神々の友らがいた。古代

人の思想を見くびる習慣が存在するが、その古代人の思

想の中で、今日の人々は見下されている。アブラハムを

敬意を表して「神の友」と呼ぶキリスト教徒でも、エジ

プトの統治者たちが同じ「神の友」であるという考えを、

幼稚に仮定した気高さと称号にほかならないとして蔑

み、嘲るだろう。しかし真実は、これらの偉大なエジプ

ト人たちはイニシエートであり、他のいかなる段階や仕

事もすべて包含する、一つの偉大なロッジのメンバーで

あった。もちろん、後期および衰退したエジプト人は自

分たちの先祖を真似したに違いないが、それは教義と聖

職者によって真の教えが再びあいまいになり始めた時で

あった。

　テュアナのアポロニオスの物語は、下降の周期におい

て人々の間に現れる同じ古代の慣習の一つに関するもの

で、未来の世代のために現場で証言を続けるためだけの

ものである。

　イスラエル人のアブラハムとモーセの二人もイニシ

エートで、特定の人々と関係のある仕事をしたアデプト

たちであった。さらにアブラハムの物語の中に、メルキ

ゼデクという人物が出てくるが、アブラハムをはるかに

超える人物で、彼に高い地位と特権と祝福を授ける権利

を有していた。モーセとアブラハムの名前が載った人類

の年代記の同じ章は、ソロモンにも光を当てている。そ

して彼らは偉大な三人のアデプトとされ、根拠を欠いた

愚かなこととして無視することはできない偉業の記録と

なっている。

　モーセはエジプト人とミデアン人から教育を受け、そ

の両方から多くの秘められた知識を得た。そして彼の本

を通して、偉大なフリーメーソン団のよく理解できる学

徒が、師匠モーセの技量、やり方、仕事を知ることがで

きるのだった。また言及するがアブラハムは、魂の領域

における多くの力とすべての術を知っており、若い頃に

教養を身につけた。そうでなければ王たちと交われな

かっただろうし、「神の友」にもなり得なかった。そし

て町々の滅亡に関する全能の神との会話は唯一、彼がと

うの昔に儀式や偶然の助けを必要とする段階を超えたア

デプトだったことを示している。ソロモンを加えてこの

偉大なアデプトの三つ組はそろう。ソロモンは火の特性

に際立った。彼の周りには伝説や、エレメンタルの力を

扱うことについての話や、魔法の力を持っている話だら

けであり、だから人は古代世界の全体を、娯楽のために

嘘をつく愚か者のコレクションのようだと非難するのに

違いない。もしその否定がソロモンの偉大な性質から生

まれるのなら、彼は人々の間に肉体化身する強力なアデ

プトの素晴らしい一例なのである。ソロモンの名も、彼

がイスラエル人を統治したというインチキも、真実とみ

なす必要はない。しかし次の事実を認めなければならな

い。ユダヤ人の記録の、いつのことかはっきりしない時

にどこかで、生きて移り住んだ人々の間に一人のアデプ

トがいて、ソロモンの名前が後から付けられたというこ

とを。逍遥学派のように行ったり来たりする微視的な批

評家は、無価値だが、すぐ真に受ける人々とその模倣す

る力の証拠である伝承が、普遍的に蔓延するのを見るこ

とに影響を及ぼすかもしれないが、人間性と人生の本当

の探求者は、普遍的な伝承は真実であり、人の歴史上の

史実から生じたということを知っている。

　インドへ注意を向けると、血気盛んで自己中心的、好

戦的で商業主義の西洋には長い間忘れられて顧みられな

い、これらの素晴らしい人たちに関する言い伝えがたく

さんあり、ノア、アブラハム、モーセ、ソロモンはその

一例にすぎない。インドでは人々は、気質や風潮が、哲

学的、道徳的、霊的な宝石を保護する人となるに適して

おり、そうでなかったら残された遺産は、昔に西洋の国々

で教育や文明のために闘争したゴート族やバングル族の

ように侵略によって永久に失われていたであろう。もし

スペインのカトリック教会の主権者の寵児たちで、中央

アメリカと南アメリカで見つけた膨大な量の歴史的・民

俗学的宝を、理不尽にも燃やした人たちが、インドのシュ

ロの葉の記録と書物のことを知り、手にすることができ

たとしたら、英国による保護の盾が掲げられる前にそれ

らをすべて破壊していたであろう。ちょうどスペイン人

がアメリカ人にしたように、そして先人がアレクサンド

リア図書館に対してやろうと思ったように。幸いにも出

来事は、それと違うふうに進んだ。

　インド文献の流れの端から端までに、多数の偉大なア

デプトたちの名前が見出し得る。それらのアデプトたち

は人々に有名で、全員が同じ物語つまり人類の魂の大い

なる叙事詩を、教訓として教えた。彼らの名前は西洋人

の耳になじみがないものだが、彼らの思想、著作、影響

力は変わらず存在する。さらに、静かな不動の東洋に今

日、「グレート・ロッジ」がまだ存在し、そこにはマハー

トマたち、アデプトたち、イニシエートたち、同胞たち

がいるという知識を持っている百人もの人がいる。そし

てさらに、その地では、あまり有名ではないが非常に驚

くべき自然界を左右する力および自然界のエネルギー

を、実践的に用いる熟達者が百人もいて、それが断言さ

れた命題を証明する、有無を言わさぬ大量の人間の証拠

となっている。

　そして、もしこの「グレート・ロッジ」の教えである

神智学が、すでに言ったように科学的と宗教的の両方で

あるなら、私たちには倫理的な側面からまだもっと証拠

がある。倫理を通して、そして倫理に対して影響する偉

大な「三人組」は、仏陀、孔子、イエスの三人から成る。

始めに、ヒンドゥー教徒が創立した宗教は、今日ではキ

リスト教派よりも多くの信奉者がいるが、イエスより数

世紀前にイエスの教えたのと同じ倫理を教えた。その倫

理は仏陀からさえ何世紀も前に与えられていた。イエス

は民衆に行いを改めさせるために来て、これらの古くか

らの倫理を繰り返し言い、孔子も古来の中国のため同じ

ことをした。

　これらの名前の偉大な人物すべてが、ただ一つの教え

を持つただ一つの同胞団のメンバーたちを代表する、と

神智学徒は言う。そして時々西洋に現れる、サン・ジェ

ルマン、ヤコブ・ベーメ、カリオストロ、パラケルスス、

メスメル、聖マルティヌス、H・P・ブラヴァツキー夫

人といったような並外れた人物たちは、適切な時に「グ

レート・ロッジ」の仕事をするための代理人なのだ。彼

らがたいてい罵倒され、詐欺師に分類されるのは事実で

ある。だが、なぜ彼らが広く恩恵を与え、計画を定め、

または科学にとって大きな価値のある発見をしたとわか

るのが彼らの死んだ後なのか、ということは誰もわから

ない。しかし、もしイエスが現在の五番街の、劇場のよ

うな教会のような所に現れたら、偽りのクリスチャンを

非難しながら、自らを詐欺師と呼ぶであろう。パラケル

ススは、現在大学で用いられている医学の価値ある方法

と治療法の考案者だった。メスメルは、催眠術を別の名

称で教えた。ブラヴァツキー夫人は再び西洋の注目を、

長い間ロッジに知られている最も大切な体系、人に己れ

の本質と運命を考慮させることに向けさせた。だが彼ら

全員が一様に、自分たち独自の哲学を持たぬ人々、また

物乞いや犯罪者が困窮と数の上でどんな地上の文明のも

のをも上回る人々によって、詐欺師と呼ばれている。

　現在では一般的にマハートマと言われるイニシエート

たちの持つと私が言った、自然の法則の作用に対するこ

のような力を、人々がどれほど多く知り得るだろうと思

うことは、ほぼすべての西洋人の読者にとって普通のこ

とであろう。インドと中国とその他の東洋の地では、こ

れらの指導者がいても不思議ではない。その地は、たと

え物質文明のすべてが今は遅れている状態であっても、

人の内なる性質と、希望すれば使用できるであろう力へ

の信念を失っていないからだ。したがって、このような

力と能力の生きた実例は、そこの人々の念頭から消えて

いない。だが西洋では、魂の人生の否定と、非論理的な

教条主義からの反動の結果として生じる性質によって、

物質主義的な文明が起こり、これらの問題についての研

究は一切行なわれておらず、最近まで一般の人々は、誰

かがこのような力を持つとおぼしき神に救われる可能性

を、信じていなかった。

　空間と時間と精神と物質を支配する力を身につけてい

るマハートマは、完成された人間だから可能性を有する。

すべての人が、これらの偉大なイニシエートたちにある

と考えられている、あらゆる諸力の種をもっている。違

いはただ、次の事実にある。私たちがふつうは持ってい

る種を発達させていないのに対し、マハートマたちは訓

練と経験を経て、人間の目に見えない力をすべて内的に

発達させ、下の段階で苦闘している兄弟たちには神のよ

うに見える能力を与えられたのだ。

　テレパシー、読心術、催眠術などはすべて、ずっと前

に神智学に知られており、これまで思いもよらなかった

意識の状態、働き、能力等の主題が存在することを示す。

読心術と、遠く離れた催眠術の被験者のマインドへの影

響は、完全には脳に従属してはいないマインドの存在を

立証し、さらには影響を与える思考が送られることで霊

媒が存在する。どのくらいの距離で離れていようとも、

イニシエートたちが互いに意思の疎通をはかれるのは、

この法則による。その論理的根拠は、まだ催眠術の諸流

派には認められていないが、もし二人の心（マインド）

が同じ状態へと変化したり揺れ動いたりしたら、彼らは

同じように考えるだろうということであり、または違う

言い方をすれば、離れた場所で聞く人は相手から送られ

た印象を受け取る、ということである。他のすべての力

に関しても、それがどんなに並外れたものであろうと同

様である。そうした力はすべて、たとえ今は珍しくても、

自然のものである。それは素晴らしい音楽的才能が、普

通ではないし一般的ではないが、自然なものであるのと

同じだ。イニシエートが接触せずに固い物体を動かすこ

とができるとすれば、それは引力と斥力の二つの法則を

理解しているからである。「重力」はそれらの一つの名

前にすぎない。もしイニシエートが君の思考をたやすく

読むとすれば、それは内的な、そして唯一のまことの視

力を使用した結果である。その視力は人の脳波がその人

の周りに織りなす精密に描かれた網を見るために、目の

網膜を必要としない。マハートマたちのするであろうこ

とはすべて、完成された人間にとって自然のことだ。だ

がもしこれらの力がすぐに明かされないとすれば、それ

は今のところまだ人間が完全に利己的であり、まだ今あ

るもの、一時的なもののために生きているからである。

そういうわけで、私はくり返し言う。たとえ本当の教え

が人々の間からしばらく消え失せても、それは再び出現

することになっている。なぜなら第一に、それは人の本

質の不滅の根源に強い影響を与えるからだ。第二に、ロッ

ジは永久にそれを保持するからだ。それは実際の物質の

記録だけでなく、聡明で完全に自我を意識する人たちと

して残される。その人たちは、いま私たちがいる螺旋状

の進化よりも前の、長い期間の進化をうまく乗り越えて

しまい、勝ち得た貴重な財産をなくすことはあり得ない

のである。さらに、人類の兄たちは独力で進化の最高の

産物になったのであり、全人類を家族として協力するの

であり、宇宙の偉大な建設者の計画はよりいっそう整然

と、巧みに遂行されるので、私は他の論題の前に彼らと

普遍的ロッジに触れるのがよいと思った。



1 章 神智学と大師たち

THEOSOPHY AND THE MASTERS

　神智学は知識の大洋であり、知力のある存在の進化と

いう陸地から陸地へと広がっている。最も深い部分は計

り知れず、偉大な知性の持ち主たちにその最大限の広が

りを与えるが、岸辺近くの浅瀬は子供にも理解できるも

のである。神智学は「神」についての知識であり、神が

万物であり万物の中にあると信じる人たちのためにあ

る。また、自然界についての知識であり、キリスト教の

聖書に見出せる次の言説を受け入れる人のためにある。

つまり神は計ることや発見されることがあり得ず、神の

幕屋の周りは暗闇があるという言説を。たとえ神智学が

「神」という名称を由来として持ち、一見して宗教だけ

を包含しているもののように見えるとしても、科学を無

視はしない。神智学は科学の中の真の科学であり、それ

ゆえ智慧の宗教と呼ばれているからだ。どんな科学も、

目に見えようと見えまいと、自然界のいかなる一部をも

無視しては完成できない。そして宗教は、ただ単に啓示

によるものと考えられ、それを支配する事物や法則は妄

想にほかならず、進歩の敵、人が幸福へ向かって進むの

を邪魔する妨害物として顔をそむけられるのである。科

学と宗教のどちらも受け入れて、神智学は科学的な宗教

であり、宗教の科学である。

　神智学は人間によって発明された、またはでっち上げ

られた教義や信仰ではなく、自然と人間の物質的、アス

トラル的、霊的、知的構成物の進化を支配する法則の知

識なのだ。けれども今日の宗教は、人が作った一連のド

グマであり、その公表されている道徳的価値観には科学

的な根拠がない。科学はこれまでのように、目に見えな

い世界を顧みず、人間の内的な知覚機能の一群が存在す

ることを認めそこなっているうちは、目に見え、触知で

きるものの中にある広大な、そして実在する経験の分野

から締め出されてしまっている。だが神智学は知ってい

る。全体は可視のものと不可視のものから成り、外的な

ものと、未来に一時的にしか存在しないだろう物体とを

理解することは、内外ともに自然界の真相を把握するこ

とになる、と。したがって、神智学それ自体が完成した

もので、不可解な謎はどこにもないように見える。神智

学は語彙から偶然の一致を排除し、あらゆる状況におけ

るすべてのものへの法の支配を称える。

　人が不死の魂を持っているというのは人類の通念であ

る。このことに神智学は、魂こそが人であると付け加え

る。そしてさらに、万物には知覚力があり、広大に並ん

だ物体と人の列も、偶然つくられた単なる原子の寄せ集

めではなく、法則を進化させる法則はないけれども、最

小の原子にまで細分化してゆくとすべては魂と霊であっ

て、それは全体に備わった法則の支配下で永遠に進化し

ている。そして古代の人々とまさしく同じように、神智

学は次のことを教える。それは、進化の道筋は魂が演じ

る劇であって、自然界は他ならぬ魂の経験のためだけに

存在していて、他の目的はないということだ。神智学徒

はハクスリー教授の次のような主張と同意見である。つ

まり、私たちの知性がゴキブリより勝るのと同じように、

私たちより知性が勝る存在が宇宙の中にいないはずはな

く、その存在は物事の自然法則の統治に積極的に加わる。

さらに師匠たちから得た確信の光で遠くを照らし、神智

学徒が付け足すことは、このような知的存在はかつて人

間であって、私たち全員のように前にあった他の諸世界

から来たことと、しかるがゆえに多彩な経験を積んだた

めそうすることが可能であったということだ。したがっ

て私たちはこの惑星に現れた時に初めて出現したのでは

なく、この太陽系が凝結する以前の昔に、そのいくつか

は消滅した天体が成す、他の恒星系において、長く果て

しない活動と知的認識の行程を歩み続けたのだ。それゆ

え、この進化の体系の果てしなき広がりは、私たちが今

いるこの地球が、どこか別の惑星の進化と活動の結果で

あり、そのどこか別の惑星は大昔に滅び、そのエネルギー

が地球の存在のために移されて来て、その地球にどこか

別のより古い世界から住人たちが、運命づけられた物質

界での役目とともに移って来た、ということを意味する。

そして金星のようなより輝かしい惑星は、よりいっそう

進歩した存在たちの住む所であり、彼らはかつて私たち

と同じくらい低い段階にいたが、今や私たちの理解力に

はわからないほどの栄光の高みに達した。

　宇宙の中で最も高い知性を持った存在である人間に

は、そうであるが故に、友人ではなく、ずっと継続して

より進歩していない人たちの進歩を見守っている兄たち

の長い列があった。兄たちは累代の試みと経験を保持し、

地球かあるいは他の天体の人類の成長しつつある知性

を、魂の運命に関係する偉大な真理へと引きつけてそれ

について熟考させる機会を、ずっと探し求めている。こ

れらの人類の兄たちは、あらゆる分野で得た自然界の法

則の知識も保持しており、周期の法則の許す時にはいつ

でもそれを人類のために使う用意ができている。彼らは

世界のどこにいようとも、常に体で存在し、全員が互い

に知り合っており、そして全員が実にさまざまな方法で

人類のために働いている。ある時期に彼らは人々によく

知られており、社会組織と徳と国々の成長が許せばいつ

でも、普通の人たちと交わるのである。というのは、も

し公然と現れて至る所に知れ渡ると、ある人たちに神と

して崇められ、別の人たちには悪魔として追われるだろ

う。彼らが現れる前述の時期には、そのうちの一部が人々

の統治者となり、一部が師匠となり、ほんの少しが偉大

な賢者となる。その間、彼らの残りは最も進歩した肉体

をまとっていること以外は相変わらず無名のままであ

る。彼らが自分をこの時代の文明において著名にする、

つまりほとんど完全に金銭と名声と栄誉と人間的魅力に

基づいた有名人にすることは、最後にそれを覆すことを

考慮した上でのことであろう。彼らのうち一人が以前に

言ったように、この時代は「過渡期である」。それは思考、

科学、宗教、政治、社会の機構や体系のことごとく変わる、

そして人々のマインドがひとえに次のような状態への変

化の準備をする時なのだ。その状態とは、これらの人類

の兄たちが私たちの目に実際の姿を明かすのにふさわし

い地点まで、人類を進歩させられる状態である。彼らは

まさしく、時代から時代へたいまつを運ぶ、真理の火の

運び手と呼べるかもしれない。あらゆるもの、あらゆる

存在を彼らは精査する。人の内部深くの性質と、その人

の力と運命がわかり、その人の生まれる前の状態と、そ

の人が肉体の死後どんな状態になるかがわかる。そして

国々の興るのを助け、古代人の大きな功績を見、悲しく

も盛衰の周期的法則にあらがえぬ人々が衰退するのを見

てきた。さらに芸術、建築、宗教、哲学が全世界的に滅

亡してしまうような大変動の間、彼らはそのすべての記

録を、人の手からも時の手からも破損されない安全な場

所に保存した。彼ら独自の階層の中で熟達した霊的存在

が、人の本質とマインドの目に見えない領域を、綿密に

観察して、その観察を記録し保存してきた。彼らは、物

質のベールに隠された四大元素の霊（四大霊、エレメン

タル）たちと意思疎通がはかれ、そうするだけで音と色

の神秘をきわめ、よってなぜ、何のために雨が降るのか、

地球の中はうつろか否か、何が風を吹かせるのか、何が

光を輝かせるのかわかり、さらに何よりも大きな功績つ

まり自然界の真の基盤の知識をほのめかすこととして、

時間を刻む目盛りの極限には何があるかを知り、周期の

意義と期間を知っている。

　しかし、新聞を読み「現代の発展」を信じている 19

世紀の忙しい人に、もし人類の兄たちはこうであると主

張したならば、なぜその方々は歴史に名が残っていない

し、人々を集めなかったのか、と尋ねられないだろうか？ 

それへの返答としては、私が書いたものよりも、次に示

す A・P・シネット氏の、しばらく前に出版したものの

方が良い。

　「差し支えなければ最初に、世界の歴史に何らかの印

を残した《同胞団》の当然の失敗と関連したことについ

て論じよう。彼らはその驚くべき利点により、あらゆる

民族のより啓蒙された精神の持ち主たちの中でも、際

立った一部の人たちを、彼らの流派に集めることができ

たはずだとあなたは考える。彼らが著しい跡を歴史に残

せなかったと、どうして言えよう。彼らの努力と成功と

失敗を、あなたはよく知っているのだろうか？ 裁判で彼

らを糾弾でもしたというのか？ 興味本位で詮索する人が

スパイ行為できぬよう、たゆまずすべての接近可能なド

アを閉めたままにしてきた人たちの証拠を集めること

が、一体あなたの住む世界にできただろうか？ つまり、

彼らの成功の正確な状態を監督されることや妨げられる

ことはない。彼らは何をしたかを自ら知っている。その

範囲外から見てわかることは結果であり、その動因は見

えないよう隠されている。それらの結果を説明するため

に、さまざまな時代の多くの人が、神々の介在、特別な

天意、宿命、吉運、星々の好ましくない影響力について

の仮説を考え出した。世に言う歴史上の時代の中で、あ

るいはそれ以前に、我々の先達が型にはめて鋳造された

出来事や［作成された史実］ではなかった時はなく、絶

えず不変に歴史学者にゆがめられ、同時代の偏見に適合

させた事実にされない時はなかった。連続ドラマの英雄

的人物が、時には指人形で出るなんてことがあっただろ

うか？ 我々は何やかやの危機に際し、全体として国々を

引っ張っていくことができるふりをしたことは一度もな

かった……世界の宇宙規模の関係の、一般的な自然の成

り行きはあったとしても。周期は必ず循環する。心や精

神の光と闇の周期は、昼と夜と同じように続いて起こる。

大きいユガ（時代）と小さいユガは、物事の定められた

順に従って完成されねばならない。そして強大な潮流に

運ばれる我々は、小さいほうの流れのいくつかを、方向

づけたり変えたりすることしかできない」。

　真の哲学がしばらく姿を消すのは、周期の法則に基づ

く、精神的歴史の暗い時代であるが、同じ周期の法則が、

太陽が現れ人の心がそれを目にするのと同じ確実さで、

その真の哲学を生じさせる。けれども、他の仕事が仲間

たちの助力を必要とするのに対し、ある仕事は大師だけ

が遂行することができる。真の哲学を保護するのは大師

の仕事だが、それを再発見し広めるには、仲間たちの助

けが必要となる。我々の兄たちは、どこに真理つまり神

智学があるかを再び示した。そして世界中で仲間たちが、

より広く流布・普及するために活動し、実を結んでいる。

人類の兄たちは、進化における前の段階に完成された人

たちである。この前の段階の時期は、年数に関しては現

代の進化論者に知られていない。だが遠い昔に年老いた

インド人だけでなく、偉大な心の人たちと、ギリシアの

神秘の最初の純粋でありのままの形を制定し、実行した

人たちにも知られていた。「大いなる未知」から可視の

宇宙が出てくる期間は、永遠に現れては消え、沈黙およ

び休息の期間と交互に存在し、再び未知へと戻る。これ

らの交互の波の目的は、完全な人間を作り出すことと、

魂の進化である。そしてこの波はいつも人類の兄たちの

数を増やすことに立ち会うのだ。人々の中の最も幼い者

は、それらを昼と夜、目覚めていることと眠っているこ

と、誕生と死として思い描く。「なぜならこれら二つ、

光と闇・昼と夜とは、世界の永遠の手段なのだ」。

　どの時代にも、どの一国の完全な歴史にも、これらの

力ある、慈悲の人たちが、異なる呼び名で与えられてい

る。彼らはイニシエート、アデプト、マギ、秘儀の祭司、

東洋の王たち、賢者、兄弟たち、その他いろいろに呼ば

れている。サンスクリット語にそれに当たる、人類に完

璧に関係する語がある。それはマハートマ（マハトマ）

である。その語はマハ（大）とアートマ（魂）が複合し

て一語となっている。よって、その意味は大いなる魂で

あり、すべての人が魂であるから、マハートマをマハー

トマたらしめるのは偉大さである。マハートマという用

語は、H・P・ブラヴァツキー夫人が大師たちから知識

を与えられ、しばしば言及するようになって、神智学協

会の中で広く用いられるようになった。初めのうちは彼

らはただ人類の兄たちとして知られていたが、後に多く

のインド人が神智学運動に押し寄せて来ると、マハート

マという名称はさらにその背後の、膨大なインドの伝承

と文献にまで広がった意味に使われ始めた。神智学協会

の恥知らずな敵たちが何度も、その名称すらも考え出し

たものであり、だからそのような存在はインド人の間に

も、文献の中にも、知られていないと言った。しかしこ

れらの根拠のない主張は、哲学的影響力が主な神学の

誤った教義を完全にひっくり返すといけないので、信用

を落とさせるためだけにでっち上げられたものである。

すべてのヒンドゥー教の文献に一貫してマハートマにつ
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いて伝えられているし、インドの北の地域ではその用語

は一般的に知られているからだ。あらゆるヒンドゥー教

の分派から尊ばれ、西方の都市に高貴で美しいと認めら

れた非常に古い詩『バガヴァッド = ギーター』には、こ

のような一節がある。「このようなマハートマは見出し

難い」。

　だが、特定の名称に関するすべての論争にかかわりな

く、上記に述べたすばらしい知識を持った肉体ある人間

はいつも存在したし、たぶん今日にも現存するという証

拠と十分な論証がある。昔の秘教はたびたびこのことに

触れる。古代エジプトには偉大な王であるイニシエート

たち、太陽の息子たち、偉大な神々の友らがいた。古代

人の思想を見くびる習慣が存在するが、その古代人の思

想の中で、今日の人々は見下されている。アブラハムを

敬意を表して「神の友」と呼ぶキリスト教徒でも、エジ

プトの統治者たちが同じ「神の友」であるという考えを、

幼稚に仮定した気高さと称号にほかならないとして蔑

み、嘲るだろう。しかし真実は、これらの偉大なエジプ

ト人たちはイニシエートであり、他のいかなる段階や仕

事もすべて包含する、一つの偉大なロッジのメンバーで

あった。もちろん、後期および衰退したエジプト人は自

分たちの先祖を真似したに違いないが、それは教義と聖

職者によって真の教えが再びあいまいになり始めた時で

あった。

　テュアナのアポロニオスの物語は、下降の周期におい

て人々の間に現れる同じ古代の慣習の一つに関するもの

で、未来の世代のために現場で証言を続けるためだけの

ものである。

　イスラエル人のアブラハムとモーセの二人もイニシ

エートで、特定の人々と関係のある仕事をしたアデプト

たちであった。さらにアブラハムの物語の中に、メルキ

ゼデクという人物が出てくるが、アブラハムをはるかに

超える人物で、彼に高い地位と特権と祝福を授ける権利

を有していた。モーセとアブラハムの名前が載った人類

の年代記の同じ章は、ソロモンにも光を当てている。そ

して彼らは偉大な三人のアデプトとされ、根拠を欠いた

愚かなこととして無視することはできない偉業の記録と

なっている。

　モーセはエジプト人とミデアン人から教育を受け、そ

の両方から多くの秘められた知識を得た。そして彼の本

を通して、偉大なフリーメーソン団のよく理解できる学

徒が、師匠モーセの技量、やり方、仕事を知ることがで

きるのだった。また言及するがアブラハムは、魂の領域

における多くの力とすべての術を知っており、若い頃に

教養を身につけた。そうでなければ王たちと交われな

かっただろうし、「神の友」にもなり得なかった。そし

て町々の滅亡に関する全能の神との会話は唯一、彼がと

うの昔に儀式や偶然の助けを必要とする段階を超えたア

デプトだったことを示している。ソロモンを加えてこの

偉大なアデプトの三つ組はそろう。ソロモンは火の特性

に際立った。彼の周りには伝説や、エレメンタルの力を

扱うことについての話や、魔法の力を持っている話だら

けであり、だから人は古代世界の全体を、娯楽のために

嘘をつく愚か者のコレクションのようだと非難するのに

違いない。もしその否定がソロモンの偉大な性質から生

まれるのなら、彼は人々の間に肉体化身する強力なアデ

プトの素晴らしい一例なのである。ソロモンの名も、彼

がイスラエル人を統治したというインチキも、真実とみ

なす必要はない。しかし次の事実を認めなければならな

い。ユダヤ人の記録の、いつのことかはっきりしない時

にどこかで、生きて移り住んだ人々の間に一人のアデプ

トがいて、ソロモンの名前が後から付けられたというこ

とを。逍遥学派のように行ったり来たりする微視的な批

評家は、無価値だが、すぐ真に受ける人々とその模倣す

る力の証拠である伝承が、普遍的に蔓延するのを見るこ

とに影響を及ぼすかもしれないが、人間性と人生の本当

の探求者は、普遍的な伝承は真実であり、人の歴史上の

史実から生じたということを知っている。

　インドへ注意を向けると、血気盛んで自己中心的、好

戦的で商業主義の西洋には長い間忘れられて顧みられな

い、これらの素晴らしい人たちに関する言い伝えがたく

さんあり、ノア、アブラハム、モーセ、ソロモンはその

一例にすぎない。インドでは人々は、気質や風潮が、哲

学的、道徳的、霊的な宝石を保護する人となるに適して

おり、そうでなかったら残された遺産は、昔に西洋の国々

で教育や文明のために闘争したゴート族やバングル族の

ように侵略によって永久に失われていたであろう。もし

スペインのカトリック教会の主権者の寵児たちで、中央

アメリカと南アメリカで見つけた膨大な量の歴史的・民

俗学的宝を、理不尽にも燃やした人たちが、インドのシュ

ロの葉の記録と書物のことを知り、手にすることができ

たとしたら、英国による保護の盾が掲げられる前にそれ

らをすべて破壊していたであろう。ちょうどスペイン人

がアメリカ人にしたように、そして先人がアレクサンド

リア図書館に対してやろうと思ったように。幸いにも出

来事は、それと違うふうに進んだ。

　インド文献の流れの端から端までに、多数の偉大なア

デプトたちの名前が見出し得る。それらのアデプトたち

は人々に有名で、全員が同じ物語つまり人類の魂の大い

なる叙事詩を、教訓として教えた。彼らの名前は西洋人

の耳になじみがないものだが、彼らの思想、著作、影響

力は変わらず存在する。さらに、静かな不動の東洋に今

日、「グレート・ロッジ」がまだ存在し、そこにはマハー

トマたち、アデプトたち、イニシエートたち、同胞たち

がいるという知識を持っている百人もの人がいる。そし

てさらに、その地では、あまり有名ではないが非常に驚

くべき自然界を左右する力および自然界のエネルギー

を、実践的に用いる熟達者が百人もいて、それが断言さ

れた命題を証明する、有無を言わさぬ大量の人間の証拠

となっている。

　そして、もしこの「グレート・ロッジ」の教えである

神智学が、すでに言ったように科学的と宗教的の両方で

あるなら、私たちには倫理的な側面からまだもっと証拠

がある。倫理を通して、そして倫理に対して影響する偉

大な「三人組」は、仏陀、孔子、イエスの三人から成る。

始めに、ヒンドゥー教徒が創立した宗教は、今日ではキ

リスト教派よりも多くの信奉者がいるが、イエスより数

世紀前にイエスの教えたのと同じ倫理を教えた。その倫

理は仏陀からさえ何世紀も前に与えられていた。イエス

は民衆に行いを改めさせるために来て、これらの古くか

らの倫理を繰り返し言い、孔子も古来の中国のため同じ

ことをした。

　これらの名前の偉大な人物すべてが、ただ一つの教え

を持つただ一つの同胞団のメンバーたちを代表する、と

神智学徒は言う。そして時々西洋に現れる、サン・ジェ

ルマン、ヤコブ・ベーメ、カリオストロ、パラケルスス、

メスメル、聖マルティヌス、H・P・ブラヴァツキー夫

人といったような並外れた人物たちは、適切な時に「グ

レート・ロッジ」の仕事をするための代理人なのだ。彼

らがたいてい罵倒され、詐欺師に分類されるのは事実で

ある。だが、なぜ彼らが広く恩恵を与え、計画を定め、

または科学にとって大きな価値のある発見をしたとわか

るのが彼らの死んだ後なのか、ということは誰もわから

ない。しかし、もしイエスが現在の五番街の、劇場のよ

うな教会のような所に現れたら、偽りのクリスチャンを

非難しながら、自らを詐欺師と呼ぶであろう。パラケル

ススは、現在大学で用いられている医学の価値ある方法

と治療法の考案者だった。メスメルは、催眠術を別の名

称で教えた。ブラヴァツキー夫人は再び西洋の注目を、

長い間ロッジに知られている最も大切な体系、人に己れ

の本質と運命を考慮させることに向けさせた。だが彼ら

全員が一様に、自分たち独自の哲学を持たぬ人々、また

物乞いや犯罪者が困窮と数の上でどんな地上の文明のも

のをも上回る人々によって、詐欺師と呼ばれている。

　現在では一般的にマハートマと言われるイニシエート

たちの持つと私が言った、自然の法則の作用に対するこ

のような力を、人々がどれほど多く知り得るだろうと思

うことは、ほぼすべての西洋人の読者にとって普通のこ

とであろう。インドと中国とその他の東洋の地では、こ

れらの指導者がいても不思議ではない。その地は、たと

え物質文明のすべてが今は遅れている状態であっても、

人の内なる性質と、希望すれば使用できるであろう力へ

の信念を失っていないからだ。したがって、このような

力と能力の生きた実例は、そこの人々の念頭から消えて

いない。だが西洋では、魂の人生の否定と、非論理的な

教条主義からの反動の結果として生じる性質によって、

物質主義的な文明が起こり、これらの問題についての研

究は一切行なわれておらず、最近まで一般の人々は、誰

かがこのような力を持つとおぼしき神に救われる可能性

を、信じていなかった。

　空間と時間と精神と物質を支配する力を身につけてい

るマハートマは、完成された人間だから可能性を有する。

すべての人が、これらの偉大なイニシエートたちにある

と考えられている、あらゆる諸力の種をもっている。違

いはただ、次の事実にある。私たちがふつうは持ってい

る種を発達させていないのに対し、マハートマたちは訓

練と経験を経て、人間の目に見えない力をすべて内的に

発達させ、下の段階で苦闘している兄弟たちには神のよ

うに見える能力を与えられたのだ。

　テレパシー、読心術、催眠術などはすべて、ずっと前

に神智学に知られており、これまで思いもよらなかった

意識の状態、働き、能力等の主題が存在することを示す。

読心術と、遠く離れた催眠術の被験者のマインドへの影

響は、完全には脳に従属してはいないマインドの存在を

立証し、さらには影響を与える思考が送られることで霊

媒が存在する。どのくらいの距離で離れていようとも、

イニシエートたちが互いに意思の疎通をはかれるのは、

この法則による。その論理的根拠は、まだ催眠術の諸流

派には認められていないが、もし二人の心（マインド）

が同じ状態へと変化したり揺れ動いたりしたら、彼らは

同じように考えるだろうということであり、または違う

言い方をすれば、離れた場所で聞く人は相手から送られ

た印象を受け取る、ということである。他のすべての力

に関しても、それがどんなに並外れたものであろうと同

様である。そうした力はすべて、たとえ今は珍しくても、

自然のものである。それは素晴らしい音楽的才能が、普

通ではないし一般的ではないが、自然なものであるのと

同じだ。イニシエートが接触せずに固い物体を動かすこ

とができるとすれば、それは引力と斥力の二つの法則を

理解しているからである。「重力」はそれらの一つの名

前にすぎない。もしイニシエートが君の思考をたやすく

読むとすれば、それは内的な、そして唯一のまことの視

力を使用した結果である。その視力は人の脳波がその人

の周りに織りなす精密に描かれた網を見るために、目の

網膜を必要としない。マハートマたちのするであろうこ

とはすべて、完成された人間にとって自然のことだ。だ

がもしこれらの力がすぐに明かされないとすれば、それ

は今のところまだ人間が完全に利己的であり、まだ今あ

るもの、一時的なもののために生きているからである。

そういうわけで、私はくり返し言う。たとえ本当の教え

が人々の間からしばらく消え失せても、それは再び出現

することになっている。なぜなら第一に、それは人の本

質の不滅の根源に強い影響を与えるからだ。第二に、ロッ

ジは永久にそれを保持するからだ。それは実際の物質の

記録だけでなく、聡明で完全に自我を意識する人たちと

して残される。その人たちは、いま私たちがいる螺旋状

の進化よりも前の、長い期間の進化をうまく乗り越えて

しまい、勝ち得た貴重な財産をなくすことはあり得ない

のである。さらに、人類の兄たちは独力で進化の最高の

産物になったのであり、全人類を家族として協力するの

であり、宇宙の偉大な建設者の計画はよりいっそう整然

と、巧みに遂行されるので、私は他の論題の前に彼らと

普遍的ロッジに触れるのがよいと思った。



1 章 神智学と大師たち

THEOSOPHY AND THE MASTERS

　神智学は知識の大洋であり、知力のある存在の進化と

いう陸地から陸地へと広がっている。最も深い部分は計

り知れず、偉大な知性の持ち主たちにその最大限の広が

りを与えるが、岸辺近くの浅瀬は子供にも理解できるも

のである。神智学は「神」についての知識であり、神が

万物であり万物の中にあると信じる人たちのためにあ

る。また、自然界についての知識であり、キリスト教の

聖書に見出せる次の言説を受け入れる人のためにある。

つまり神は計ることや発見されることがあり得ず、神の

幕屋の周りは暗闇があるという言説を。たとえ神智学が

「神」という名称を由来として持ち、一見して宗教だけ

を包含しているもののように見えるとしても、科学を無

視はしない。神智学は科学の中の真の科学であり、それ

ゆえ智慧の宗教と呼ばれているからだ。どんな科学も、

目に見えようと見えまいと、自然界のいかなる一部をも

無視しては完成できない。そして宗教は、ただ単に啓示

によるものと考えられ、それを支配する事物や法則は妄

想にほかならず、進歩の敵、人が幸福へ向かって進むの

を邪魔する妨害物として顔をそむけられるのである。科

学と宗教のどちらも受け入れて、神智学は科学的な宗教

であり、宗教の科学である。

　神智学は人間によって発明された、またはでっち上げ

られた教義や信仰ではなく、自然と人間の物質的、アス

トラル的、霊的、知的構成物の進化を支配する法則の知

識なのだ。けれども今日の宗教は、人が作った一連のド

グマであり、その公表されている道徳的価値観には科学

的な根拠がない。科学はこれまでのように、目に見えな

い世界を顧みず、人間の内的な知覚機能の一群が存在す

ることを認めそこなっているうちは、目に見え、触知で

きるものの中にある広大な、そして実在する経験の分野

から締め出されてしまっている。だが神智学は知ってい

る。全体は可視のものと不可視のものから成り、外的な

ものと、未来に一時的にしか存在しないだろう物体とを

理解することは、内外ともに自然界の真相を把握するこ

とになる、と。したがって、神智学それ自体が完成した

もので、不可解な謎はどこにもないように見える。神智

学は語彙から偶然の一致を排除し、あらゆる状況におけ

るすべてのものへの法の支配を称える。

　人が不死の魂を持っているというのは人類の通念であ

る。このことに神智学は、魂こそが人であると付け加え

る。そしてさらに、万物には知覚力があり、広大に並ん

だ物体と人の列も、偶然つくられた単なる原子の寄せ集

めではなく、法則を進化させる法則はないけれども、最

小の原子にまで細分化してゆくとすべては魂と霊であっ

て、それは全体に備わった法則の支配下で永遠に進化し

ている。そして古代の人々とまさしく同じように、神智

学は次のことを教える。それは、進化の道筋は魂が演じ

る劇であって、自然界は他ならぬ魂の経験のためだけに

存在していて、他の目的はないということだ。神智学徒

はハクスリー教授の次のような主張と同意見である。つ

まり、私たちの知性がゴキブリより勝るのと同じように、

私たちより知性が勝る存在が宇宙の中にいないはずはな

く、その存在は物事の自然法則の統治に積極的に加わる。

さらに師匠たちから得た確信の光で遠くを照らし、神智

学徒が付け足すことは、このような知的存在はかつて人

間であって、私たち全員のように前にあった他の諸世界

から来たことと、しかるがゆえに多彩な経験を積んだた

めそうすることが可能であったということだ。したがっ

て私たちはこの惑星に現れた時に初めて出現したのでは

なく、この太陽系が凝結する以前の昔に、そのいくつか

は消滅した天体が成す、他の恒星系において、長く果て

しない活動と知的認識の行程を歩み続けたのだ。それゆ

え、この進化の体系の果てしなき広がりは、私たちが今

いるこの地球が、どこか別の惑星の進化と活動の結果で

あり、そのどこか別の惑星は大昔に滅び、そのエネルギー

が地球の存在のために移されて来て、その地球にどこか

別のより古い世界から住人たちが、運命づけられた物質

界での役目とともに移って来た、ということを意味する。

そして金星のようなより輝かしい惑星は、よりいっそう

進歩した存在たちの住む所であり、彼らはかつて私たち

と同じくらい低い段階にいたが、今や私たちの理解力に

はわからないほどの栄光の高みに達した。

　宇宙の中で最も高い知性を持った存在である人間に

は、そうであるが故に、友人ではなく、ずっと継続して

より進歩していない人たちの進歩を見守っている兄たち

の長い列があった。兄たちは累代の試みと経験を保持し、

地球かあるいは他の天体の人類の成長しつつある知性

を、魂の運命に関係する偉大な真理へと引きつけてそれ

について熟考させる機会を、ずっと探し求めている。こ

れらの人類の兄たちは、あらゆる分野で得た自然界の法

則の知識も保持しており、周期の法則の許す時にはいつ

でもそれを人類のために使う用意ができている。彼らは

世界のどこにいようとも、常に体で存在し、全員が互い

に知り合っており、そして全員が実にさまざまな方法で

人類のために働いている。ある時期に彼らは人々によく

知られており、社会組織と徳と国々の成長が許せばいつ

でも、普通の人たちと交わるのである。というのは、も

し公然と現れて至る所に知れ渡ると、ある人たちに神と

して崇められ、別の人たちには悪魔として追われるだろ

う。彼らが現れる前述の時期には、そのうちの一部が人々

の統治者となり、一部が師匠となり、ほんの少しが偉大

な賢者となる。その間、彼らの残りは最も進歩した肉体

をまとっていること以外は相変わらず無名のままであ

る。彼らが自分をこの時代の文明において著名にする、

つまりほとんど完全に金銭と名声と栄誉と人間的魅力に

基づいた有名人にすることは、最後にそれを覆すことを

考慮した上でのことであろう。彼らのうち一人が以前に

言ったように、この時代は「過渡期である」。それは思考、

科学、宗教、政治、社会の機構や体系のことごとく変わる、

そして人々のマインドがひとえに次のような状態への変

化の準備をする時なのだ。その状態とは、これらの人類

の兄たちが私たちの目に実際の姿を明かすのにふさわし

い地点まで、人類を進歩させられる状態である。彼らは

まさしく、時代から時代へたいまつを運ぶ、真理の火の

運び手と呼べるかもしれない。あらゆるもの、あらゆる

存在を彼らは精査する。人の内部深くの性質と、その人

の力と運命がわかり、その人の生まれる前の状態と、そ

の人が肉体の死後どんな状態になるかがわかる。そして

国々の興るのを助け、古代人の大きな功績を見、悲しく

も盛衰の周期的法則にあらがえぬ人々が衰退するのを見

てきた。さらに芸術、建築、宗教、哲学が全世界的に滅

亡してしまうような大変動の間、彼らはそのすべての記

録を、人の手からも時の手からも破損されない安全な場

所に保存した。彼ら独自の階層の中で熟達した霊的存在

が、人の本質とマインドの目に見えない領域を、綿密に

観察して、その観察を記録し保存してきた。彼らは、物

質のベールに隠された四大元素の霊（四大霊、エレメン

タル）たちと意思疎通がはかれ、そうするだけで音と色

の神秘をきわめ、よってなぜ、何のために雨が降るのか、

地球の中はうつろか否か、何が風を吹かせるのか、何が

光を輝かせるのかわかり、さらに何よりも大きな功績つ

まり自然界の真の基盤の知識をほのめかすこととして、

時間を刻む目盛りの極限には何があるかを知り、周期の

意義と期間を知っている。

　しかし、新聞を読み「現代の発展」を信じている 19

世紀の忙しい人に、もし人類の兄たちはこうであると主

張したならば、なぜその方々は歴史に名が残っていない

し、人々を集めなかったのか、と尋ねられないだろうか？ 

それへの返答としては、私が書いたものよりも、次に示

す A・P・シネット氏の、しばらく前に出版したものの

方が良い。

　「差し支えなければ最初に、世界の歴史に何らかの印

を残した《同胞団》の当然の失敗と関連したことについ

て論じよう。彼らはその驚くべき利点により、あらゆる

民族のより啓蒙された精神の持ち主たちの中でも、際

立った一部の人たちを、彼らの流派に集めることができ

たはずだとあなたは考える。彼らが著しい跡を歴史に残

せなかったと、どうして言えよう。彼らの努力と成功と

失敗を、あなたはよく知っているのだろうか？ 裁判で彼

らを糾弾でもしたというのか？ 興味本位で詮索する人が

スパイ行為できぬよう、たゆまずすべての接近可能なド

アを閉めたままにしてきた人たちの証拠を集めること

が、一体あなたの住む世界にできただろうか？ つまり、

彼らの成功の正確な状態を監督されることや妨げられる

ことはない。彼らは何をしたかを自ら知っている。その

範囲外から見てわかることは結果であり、その動因は見

えないよう隠されている。それらの結果を説明するため

に、さまざまな時代の多くの人が、神々の介在、特別な

天意、宿命、吉運、星々の好ましくない影響力について

の仮説を考え出した。世に言う歴史上の時代の中で、あ

るいはそれ以前に、我々の先達が型にはめて鋳造された

出来事や［作成された史実］ではなかった時はなく、絶

えず不変に歴史学者にゆがめられ、同時代の偏見に適合

させた事実にされない時はなかった。連続ドラマの英雄

的人物が、時には指人形で出るなんてことがあっただろ

うか？ 我々は何やかやの危機に際し、全体として国々を

引っ張っていくことができるふりをしたことは一度もな

かった……世界の宇宙規模の関係の、一般的な自然の成

り行きはあったとしても。周期は必ず循環する。心や精

神の光と闇の周期は、昼と夜と同じように続いて起こる。

大きいユガ（時代）と小さいユガは、物事の定められた

順に従って完成されねばならない。そして強大な潮流に

運ばれる我々は、小さいほうの流れのいくつかを、方向

づけたり変えたりすることしかできない」。

　真の哲学がしばらく姿を消すのは、周期の法則に基づ

く、精神的歴史の暗い時代であるが、同じ周期の法則が、

太陽が現れ人の心がそれを目にするのと同じ確実さで、

その真の哲学を生じさせる。けれども、他の仕事が仲間

たちの助力を必要とするのに対し、ある仕事は大師だけ

が遂行することができる。真の哲学を保護するのは大師

の仕事だが、それを再発見し広めるには、仲間たちの助

けが必要となる。我々の兄たちは、どこに真理つまり神

智学があるかを再び示した。そして世界中で仲間たちが、

より広く流布・普及するために活動し、実を結んでいる。

人類の兄たちは、進化における前の段階に完成された人

たちである。この前の段階の時期は、年数に関しては現

代の進化論者に知られていない。だが遠い昔に年老いた

インド人だけでなく、偉大な心の人たちと、ギリシアの

神秘の最初の純粋でありのままの形を制定し、実行した

人たちにも知られていた。「大いなる未知」から可視の

宇宙が出てくる期間は、永遠に現れては消え、沈黙およ

び休息の期間と交互に存在し、再び未知へと戻る。これ

らの交互の波の目的は、完全な人間を作り出すことと、

魂の進化である。そしてこの波はいつも人類の兄たちの

数を増やすことに立ち会うのだ。人々の中の最も幼い者

は、それらを昼と夜、目覚めていることと眠っているこ

と、誕生と死として思い描く。「なぜならこれら二つ、

光と闇・昼と夜とは、世界の永遠の手段なのだ」。

　どの時代にも、どの一国の完全な歴史にも、これらの

力ある、慈悲の人たちが、異なる呼び名で与えられてい

る。彼らはイニシエート、アデプト、マギ、秘儀の祭司、

東洋の王たち、賢者、兄弟たち、その他いろいろに呼ば

れている。サンスクリット語にそれに当たる、人類に完

璧に関係する語がある。それはマハートマ（マハトマ）

である。その語はマハ（大）とアートマ（魂）が複合し

て一語となっている。よって、その意味は大いなる魂で

あり、すべての人が魂であるから、マハートマをマハー

トマたらしめるのは偉大さである。マハートマという用

語は、H・P・ブラヴァツキー夫人が大師たちから知識

を与えられ、しばしば言及するようになって、神智学協

会の中で広く用いられるようになった。初めのうちは彼

らはただ人類の兄たちとして知られていたが、後に多く

のインド人が神智学運動に押し寄せて来ると、マハート

マという名称はさらにその背後の、膨大なインドの伝承

と文献にまで広がった意味に使われ始めた。神智学協会

の恥知らずな敵たちが何度も、その名称すらも考え出し

たものであり、だからそのような存在はインド人の間に

も、文献の中にも、知られていないと言った。しかしこ

れらの根拠のない主張は、哲学的影響力が主な神学の

誤った教義を完全にひっくり返すといけないので、信用

を落とさせるためだけにでっち上げられたものである。

すべてのヒンドゥー教の文献に一貫してマハートマにつ

いて伝えられているし、インドの北の地域ではその用語

は一般的に知られているからだ。あらゆるヒンドゥー教

の分派から尊ばれ、西方の都市に高貴で美しいと認めら

れた非常に古い詩『バガヴァッド = ギーター』には、こ

のような一節がある。「このようなマハートマは見出し

難い」。

　だが、特定の名称に関するすべての論争にかかわりな

く、上記に述べたすばらしい知識を持った肉体ある人間

はいつも存在したし、たぶん今日にも現存するという証

拠と十分な論証がある。昔の秘教はたびたびこのことに

触れる。古代エジプトには偉大な王であるイニシエート

たち、太陽の息子たち、偉大な神々の友らがいた。古代

人の思想を見くびる習慣が存在するが、その古代人の思

想の中で、今日の人々は見下されている。アブラハムを

敬意を表して「神の友」と呼ぶキリスト教徒でも、エジ

プトの統治者たちが同じ「神の友」であるという考えを、

幼稚に仮定した気高さと称号にほかならないとして蔑

み、嘲るだろう。しかし真実は、これらの偉大なエジプ

ト人たちはイニシエートであり、他のいかなる段階や仕

事もすべて包含する、一つの偉大なロッジのメンバーで

あった。もちろん、後期および衰退したエジプト人は自

分たちの先祖を真似したに違いないが、それは教義と聖

職者によって真の教えが再びあいまいになり始めた時で

あった。

　テュアナのアポロニオスの物語は、下降の周期におい

て人々の間に現れる同じ古代の慣習の一つに関するもの

で、未来の世代のために現場で証言を続けるためだけの

ものである。

　イスラエル人のアブラハムとモーセの二人もイニシ

エートで、特定の人々と関係のある仕事をしたアデプト

たちであった。さらにアブラハムの物語の中に、メルキ

ゼデクという人物が出てくるが、アブラハムをはるかに

超える人物で、彼に高い地位と特権と祝福を授ける権利

を有していた。モーセとアブラハムの名前が載った人類

の年代記の同じ章は、ソロモンにも光を当てている。そ

して彼らは偉大な三人のアデプトとされ、根拠を欠いた

愚かなこととして無視することはできない偉業の記録と

なっている。

　モーセはエジプト人とミデアン人から教育を受け、そ

の両方から多くの秘められた知識を得た。そして彼の本

を通して、偉大なフリーメーソン団のよく理解できる学

徒が、師匠モーセの技量、やり方、仕事を知ることがで

きるのだった。また言及するがアブラハムは、魂の領域

における多くの力とすべての術を知っており、若い頃に

教養を身につけた。そうでなければ王たちと交われな

かっただろうし、「神の友」にもなり得なかった。そし

て町々の滅亡に関する全能の神との会話は唯一、彼がと

うの昔に儀式や偶然の助けを必要とする段階を超えたア

デプトだったことを示している。ソロモンを加えてこの

偉大なアデプトの三つ組はそろう。ソロモンは火の特性

に際立った。彼の周りには伝説や、エレメンタルの力を

扱うことについての話や、魔法の力を持っている話だら

けであり、だから人は古代世界の全体を、娯楽のために

嘘をつく愚か者のコレクションのようだと非難するのに

違いない。もしその否定がソロモンの偉大な性質から生

まれるのなら、彼は人々の間に肉体化身する強力なアデ

プトの素晴らしい一例なのである。ソロモンの名も、彼

がイスラエル人を統治したというインチキも、真実とみ

なす必要はない。しかし次の事実を認めなければならな

い。ユダヤ人の記録の、いつのことかはっきりしない時

にどこかで、生きて移り住んだ人々の間に一人のアデプ

トがいて、ソロモンの名前が後から付けられたというこ

とを。逍遥学派のように行ったり来たりする微視的な批

評家は、無価値だが、すぐ真に受ける人々とその模倣す

る力の証拠である伝承が、普遍的に蔓延するのを見るこ

とに影響を及ぼすかもしれないが、人間性と人生の本当

の探求者は、普遍的な伝承は真実であり、人の歴史上の

史実から生じたということを知っている。

　インドへ注意を向けると、血気盛んで自己中心的、好

戦的で商業主義の西洋には長い間忘れられて顧みられな

い、これらの素晴らしい人たちに関する言い伝えがたく

さんあり、ノア、アブラハム、モーセ、ソロモンはその

一例にすぎない。インドでは人々は、気質や風潮が、哲

学的、道徳的、霊的な宝石を保護する人となるに適して

おり、そうでなかったら残された遺産は、昔に西洋の国々

で教育や文明のために闘争したゴート族やバングル族の

ように侵略によって永久に失われていたであろう。もし

スペインのカトリック教会の主権者の寵児たちで、中央
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アメリカと南アメリカで見つけた膨大な量の歴史的・民

俗学的宝を、理不尽にも燃やした人たちが、インドのシュ

ロの葉の記録と書物のことを知り、手にすることができ

たとしたら、英国による保護の盾が掲げられる前にそれ

らをすべて破壊していたであろう。ちょうどスペイン人

がアメリカ人にしたように、そして先人がアレクサンド

リア図書館に対してやろうと思ったように。幸いにも出

来事は、それと違うふうに進んだ。

　インド文献の流れの端から端までに、多数の偉大なア

デプトたちの名前が見出し得る。それらのアデプトたち

は人々に有名で、全員が同じ物語つまり人類の魂の大い

なる叙事詩を、教訓として教えた。彼らの名前は西洋人

の耳になじみがないものだが、彼らの思想、著作、影響

力は変わらず存在する。さらに、静かな不動の東洋に今

日、「グレート・ロッジ」がまだ存在し、そこにはマハー

トマたち、アデプトたち、イニシエートたち、同胞たち

がいるという知識を持っている百人もの人がいる。そし

てさらに、その地では、あまり有名ではないが非常に驚

くべき自然界を左右する力および自然界のエネルギー

を、実践的に用いる熟達者が百人もいて、それが断言さ

れた命題を証明する、有無を言わさぬ大量の人間の証拠

となっている。

　そして、もしこの「グレート・ロッジ」の教えである

神智学が、すでに言ったように科学的と宗教的の両方で

あるなら、私たちには倫理的な側面からまだもっと証拠

がある。倫理を通して、そして倫理に対して影響する偉

大な「三人組」は、仏陀、孔子、イエスの三人から成る。

始めに、ヒンドゥー教徒が創立した宗教は、今日ではキ

リスト教派よりも多くの信奉者がいるが、イエスより数

世紀前にイエスの教えたのと同じ倫理を教えた。その倫

理は仏陀からさえ何世紀も前に与えられていた。イエス

は民衆に行いを改めさせるために来て、これらの古くか

らの倫理を繰り返し言い、孔子も古来の中国のため同じ

ことをした。

　これらの名前の偉大な人物すべてが、ただ一つの教え

を持つただ一つの同胞団のメンバーたちを代表する、と

神智学徒は言う。そして時々西洋に現れる、サン・ジェ

ルマン、ヤコブ・ベーメ、カリオストロ、パラケルスス、

メスメル、聖マルティヌス、H・P・ブラヴァツキー夫

人といったような並外れた人物たちは、適切な時に「グ

レート・ロッジ」の仕事をするための代理人なのだ。彼

らがたいてい罵倒され、詐欺師に分類されるのは事実で

ある。だが、なぜ彼らが広く恩恵を与え、計画を定め、

または科学にとって大きな価値のある発見をしたとわか

るのが彼らの死んだ後なのか、ということは誰もわから

ない。しかし、もしイエスが現在の五番街の、劇場のよ

うな教会のような所に現れたら、偽りのクリスチャンを

非難しながら、自らを詐欺師と呼ぶであろう。パラケル

ススは、現在大学で用いられている医学の価値ある方法

と治療法の考案者だった。メスメルは、催眠術を別の名

称で教えた。ブラヴァツキー夫人は再び西洋の注目を、

長い間ロッジに知られている最も大切な体系、人に己れ

の本質と運命を考慮させることに向けさせた。だが彼ら

全員が一様に、自分たち独自の哲学を持たぬ人々、また

物乞いや犯罪者が困窮と数の上でどんな地上の文明のも

のをも上回る人々によって、詐欺師と呼ばれている。

　現在では一般的にマハートマと言われるイニシエート

たちの持つと私が言った、自然の法則の作用に対するこ

のような力を、人々がどれほど多く知り得るだろうと思

うことは、ほぼすべての西洋人の読者にとって普通のこ

とであろう。インドと中国とその他の東洋の地では、こ

れらの指導者がいても不思議ではない。その地は、たと

え物質文明のすべてが今は遅れている状態であっても、

人の内なる性質と、希望すれば使用できるであろう力へ

の信念を失っていないからだ。したがって、このような

力と能力の生きた実例は、そこの人々の念頭から消えて

いない。だが西洋では、魂の人生の否定と、非論理的な

教条主義からの反動の結果として生じる性質によって、

物質主義的な文明が起こり、これらの問題についての研

究は一切行なわれておらず、最近まで一般の人々は、誰

かがこのような力を持つとおぼしき神に救われる可能性

を、信じていなかった。

　空間と時間と精神と物質を支配する力を身につけてい

るマハートマは、完成された人間だから可能性を有する。

すべての人が、これらの偉大なイニシエートたちにある

と考えられている、あらゆる諸力の種をもっている。違

いはただ、次の事実にある。私たちがふつうは持ってい

る種を発達させていないのに対し、マハートマたちは訓

練と経験を経て、人間の目に見えない力をすべて内的に

発達させ、下の段階で苦闘している兄弟たちには神のよ

うに見える能力を与えられたのだ。

　テレパシー、読心術、催眠術などはすべて、ずっと前

に神智学に知られており、これまで思いもよらなかった

意識の状態、働き、能力等の主題が存在することを示す。

読心術と、遠く離れた催眠術の被験者のマインドへの影

響は、完全には脳に従属してはいないマインドの存在を

立証し、さらには影響を与える思考が送られることで霊

媒が存在する。どのくらいの距離で離れていようとも、

イニシエートたちが互いに意思の疎通をはかれるのは、

この法則による。その論理的根拠は、まだ催眠術の諸流

派には認められていないが、もし二人の心（マインド）

が同じ状態へと変化したり揺れ動いたりしたら、彼らは

同じように考えるだろうということであり、または違う

言い方をすれば、離れた場所で聞く人は相手から送られ

た印象を受け取る、ということである。他のすべての力

に関しても、それがどんなに並外れたものであろうと同

様である。そうした力はすべて、たとえ今は珍しくても、

自然のものである。それは素晴らしい音楽的才能が、普

通ではないし一般的ではないが、自然なものであるのと

同じだ。イニシエートが接触せずに固い物体を動かすこ

とができるとすれば、それは引力と斥力の二つの法則を

理解しているからである。「重力」はそれらの一つの名

前にすぎない。もしイニシエートが君の思考をたやすく

読むとすれば、それは内的な、そして唯一のまことの視

力を使用した結果である。その視力は人の脳波がその人

の周りに織りなす精密に描かれた網を見るために、目の

網膜を必要としない。マハートマたちのするであろうこ

とはすべて、完成された人間にとって自然のことだ。だ

がもしこれらの力がすぐに明かされないとすれば、それ

は今のところまだ人間が完全に利己的であり、まだ今あ

るもの、一時的なもののために生きているからである。

そういうわけで、私はくり返し言う。たとえ本当の教え

が人々の間からしばらく消え失せても、それは再び出現

することになっている。なぜなら第一に、それは人の本

質の不滅の根源に強い影響を与えるからだ。第二に、ロッ

ジは永久にそれを保持するからだ。それは実際の物質の

記録だけでなく、聡明で完全に自我を意識する人たちと

して残される。その人たちは、いま私たちがいる螺旋状

の進化よりも前の、長い期間の進化をうまく乗り越えて

しまい、勝ち得た貴重な財産をなくすことはあり得ない

のである。さらに、人類の兄たちは独力で進化の最高の

産物になったのであり、全人類を家族として協力するの

であり、宇宙の偉大な建設者の計画はよりいっそう整然

と、巧みに遂行されるので、私は他の論題の前に彼らと

普遍的ロッジに触れるのがよいと思った。



1 章 神智学と大師たち

THEOSOPHY AND THE MASTERS

　神智学は知識の大洋であり、知力のある存在の進化と

いう陸地から陸地へと広がっている。最も深い部分は計

り知れず、偉大な知性の持ち主たちにその最大限の広が

りを与えるが、岸辺近くの浅瀬は子供にも理解できるも

のである。神智学は「神」についての知識であり、神が

万物であり万物の中にあると信じる人たちのためにあ

る。また、自然界についての知識であり、キリスト教の

聖書に見出せる次の言説を受け入れる人のためにある。

つまり神は計ることや発見されることがあり得ず、神の

幕屋の周りは暗闇があるという言説を。たとえ神智学が

「神」という名称を由来として持ち、一見して宗教だけ

を包含しているもののように見えるとしても、科学を無

視はしない。神智学は科学の中の真の科学であり、それ

ゆえ智慧の宗教と呼ばれているからだ。どんな科学も、

目に見えようと見えまいと、自然界のいかなる一部をも

無視しては完成できない。そして宗教は、ただ単に啓示

によるものと考えられ、それを支配する事物や法則は妄

想にほかならず、進歩の敵、人が幸福へ向かって進むの

を邪魔する妨害物として顔をそむけられるのである。科

学と宗教のどちらも受け入れて、神智学は科学的な宗教

であり、宗教の科学である。

　神智学は人間によって発明された、またはでっち上げ

られた教義や信仰ではなく、自然と人間の物質的、アス

トラル的、霊的、知的構成物の進化を支配する法則の知

識なのだ。けれども今日の宗教は、人が作った一連のド

グマであり、その公表されている道徳的価値観には科学

的な根拠がない。科学はこれまでのように、目に見えな

い世界を顧みず、人間の内的な知覚機能の一群が存在す

ることを認めそこなっているうちは、目に見え、触知で

きるものの中にある広大な、そして実在する経験の分野

から締め出されてしまっている。だが神智学は知ってい

る。全体は可視のものと不可視のものから成り、外的な

ものと、未来に一時的にしか存在しないだろう物体とを

理解することは、内外ともに自然界の真相を把握するこ

とになる、と。したがって、神智学それ自体が完成した

もので、不可解な謎はどこにもないように見える。神智

学は語彙から偶然の一致を排除し、あらゆる状況におけ

るすべてのものへの法の支配を称える。

　人が不死の魂を持っているというのは人類の通念であ

る。このことに神智学は、魂こそが人であると付け加え

る。そしてさらに、万物には知覚力があり、広大に並ん

だ物体と人の列も、偶然つくられた単なる原子の寄せ集

めではなく、法則を進化させる法則はないけれども、最

小の原子にまで細分化してゆくとすべては魂と霊であっ

て、それは全体に備わった法則の支配下で永遠に進化し

ている。そして古代の人々とまさしく同じように、神智

学は次のことを教える。それは、進化の道筋は魂が演じ

る劇であって、自然界は他ならぬ魂の経験のためだけに

存在していて、他の目的はないということだ。神智学徒

はハクスリー教授の次のような主張と同意見である。つ

まり、私たちの知性がゴキブリより勝るのと同じように、

私たちより知性が勝る存在が宇宙の中にいないはずはな

く、その存在は物事の自然法則の統治に積極的に加わる。

さらに師匠たちから得た確信の光で遠くを照らし、神智

学徒が付け足すことは、このような知的存在はかつて人

間であって、私たち全員のように前にあった他の諸世界

から来たことと、しかるがゆえに多彩な経験を積んだた

めそうすることが可能であったということだ。したがっ

て私たちはこの惑星に現れた時に初めて出現したのでは

なく、この太陽系が凝結する以前の昔に、そのいくつか

は消滅した天体が成す、他の恒星系において、長く果て

しない活動と知的認識の行程を歩み続けたのだ。それゆ

え、この進化の体系の果てしなき広がりは、私たちが今

いるこの地球が、どこか別の惑星の進化と活動の結果で

あり、そのどこか別の惑星は大昔に滅び、そのエネルギー

が地球の存在のために移されて来て、その地球にどこか

別のより古い世界から住人たちが、運命づけられた物質

界での役目とともに移って来た、ということを意味する。

そして金星のようなより輝かしい惑星は、よりいっそう

進歩した存在たちの住む所であり、彼らはかつて私たち

と同じくらい低い段階にいたが、今や私たちの理解力に

はわからないほどの栄光の高みに達した。

　宇宙の中で最も高い知性を持った存在である人間に

は、そうであるが故に、友人ではなく、ずっと継続して

より進歩していない人たちの進歩を見守っている兄たち

の長い列があった。兄たちは累代の試みと経験を保持し、

地球かあるいは他の天体の人類の成長しつつある知性

を、魂の運命に関係する偉大な真理へと引きつけてそれ

について熟考させる機会を、ずっと探し求めている。こ

れらの人類の兄たちは、あらゆる分野で得た自然界の法

則の知識も保持しており、周期の法則の許す時にはいつ

でもそれを人類のために使う用意ができている。彼らは

世界のどこにいようとも、常に体で存在し、全員が互い

に知り合っており、そして全員が実にさまざまな方法で

人類のために働いている。ある時期に彼らは人々によく

知られており、社会組織と徳と国々の成長が許せばいつ

でも、普通の人たちと交わるのである。というのは、も

し公然と現れて至る所に知れ渡ると、ある人たちに神と

して崇められ、別の人たちには悪魔として追われるだろ

う。彼らが現れる前述の時期には、そのうちの一部が人々

の統治者となり、一部が師匠となり、ほんの少しが偉大

な賢者となる。その間、彼らの残りは最も進歩した肉体

をまとっていること以外は相変わらず無名のままであ

る。彼らが自分をこの時代の文明において著名にする、

つまりほとんど完全に金銭と名声と栄誉と人間的魅力に

基づいた有名人にすることは、最後にそれを覆すことを

考慮した上でのことであろう。彼らのうち一人が以前に

言ったように、この時代は「過渡期である」。それは思考、

科学、宗教、政治、社会の機構や体系のことごとく変わる、

そして人々のマインドがひとえに次のような状態への変

化の準備をする時なのだ。その状態とは、これらの人類

の兄たちが私たちの目に実際の姿を明かすのにふさわし

い地点まで、人類を進歩させられる状態である。彼らは

まさしく、時代から時代へたいまつを運ぶ、真理の火の

運び手と呼べるかもしれない。あらゆるもの、あらゆる

存在を彼らは精査する。人の内部深くの性質と、その人

の力と運命がわかり、その人の生まれる前の状態と、そ

の人が肉体の死後どんな状態になるかがわかる。そして

国々の興るのを助け、古代人の大きな功績を見、悲しく

も盛衰の周期的法則にあらがえぬ人々が衰退するのを見

てきた。さらに芸術、建築、宗教、哲学が全世界的に滅

亡してしまうような大変動の間、彼らはそのすべての記

録を、人の手からも時の手からも破損されない安全な場

所に保存した。彼ら独自の階層の中で熟達した霊的存在

が、人の本質とマインドの目に見えない領域を、綿密に

観察して、その観察を記録し保存してきた。彼らは、物

質のベールに隠された四大元素の霊（四大霊、エレメン

タル）たちと意思疎通がはかれ、そうするだけで音と色

の神秘をきわめ、よってなぜ、何のために雨が降るのか、

地球の中はうつろか否か、何が風を吹かせるのか、何が

光を輝かせるのかわかり、さらに何よりも大きな功績つ

まり自然界の真の基盤の知識をほのめかすこととして、

時間を刻む目盛りの極限には何があるかを知り、周期の

意義と期間を知っている。

　しかし、新聞を読み「現代の発展」を信じている 19

世紀の忙しい人に、もし人類の兄たちはこうであると主

張したならば、なぜその方々は歴史に名が残っていない

し、人々を集めなかったのか、と尋ねられないだろうか？ 

それへの返答としては、私が書いたものよりも、次に示

す A・P・シネット氏の、しばらく前に出版したものの

方が良い。

　「差し支えなければ最初に、世界の歴史に何らかの印

を残した《同胞団》の当然の失敗と関連したことについ

て論じよう。彼らはその驚くべき利点により、あらゆる

民族のより啓蒙された精神の持ち主たちの中でも、際

立った一部の人たちを、彼らの流派に集めることができ

たはずだとあなたは考える。彼らが著しい跡を歴史に残

せなかったと、どうして言えよう。彼らの努力と成功と

失敗を、あなたはよく知っているのだろうか？ 裁判で彼

らを糾弾でもしたというのか？ 興味本位で詮索する人が

スパイ行為できぬよう、たゆまずすべての接近可能なド

アを閉めたままにしてきた人たちの証拠を集めること

が、一体あなたの住む世界にできただろうか？ つまり、

彼らの成功の正確な状態を監督されることや妨げられる

ことはない。彼らは何をしたかを自ら知っている。その

範囲外から見てわかることは結果であり、その動因は見

えないよう隠されている。それらの結果を説明するため

に、さまざまな時代の多くの人が、神々の介在、特別な

天意、宿命、吉運、星々の好ましくない影響力について

の仮説を考え出した。世に言う歴史上の時代の中で、あ

るいはそれ以前に、我々の先達が型にはめて鋳造された

出来事や［作成された史実］ではなかった時はなく、絶

えず不変に歴史学者にゆがめられ、同時代の偏見に適合

させた事実にされない時はなかった。連続ドラマの英雄

的人物が、時には指人形で出るなんてことがあっただろ

うか？ 我々は何やかやの危機に際し、全体として国々を

引っ張っていくことができるふりをしたことは一度もな

かった……世界の宇宙規模の関係の、一般的な自然の成

り行きはあったとしても。周期は必ず循環する。心や精

神の光と闇の周期は、昼と夜と同じように続いて起こる。

大きいユガ（時代）と小さいユガは、物事の定められた

順に従って完成されねばならない。そして強大な潮流に

運ばれる我々は、小さいほうの流れのいくつかを、方向

づけたり変えたりすることしかできない」。

　真の哲学がしばらく姿を消すのは、周期の法則に基づ

く、精神的歴史の暗い時代であるが、同じ周期の法則が、

太陽が現れ人の心がそれを目にするのと同じ確実さで、

その真の哲学を生じさせる。けれども、他の仕事が仲間

たちの助力を必要とするのに対し、ある仕事は大師だけ

が遂行することができる。真の哲学を保護するのは大師

の仕事だが、それを再発見し広めるには、仲間たちの助

けが必要となる。我々の兄たちは、どこに真理つまり神

智学があるかを再び示した。そして世界中で仲間たちが、

より広く流布・普及するために活動し、実を結んでいる。

人類の兄たちは、進化における前の段階に完成された人

たちである。この前の段階の時期は、年数に関しては現

代の進化論者に知られていない。だが遠い昔に年老いた

インド人だけでなく、偉大な心の人たちと、ギリシアの

神秘の最初の純粋でありのままの形を制定し、実行した

人たちにも知られていた。「大いなる未知」から可視の

宇宙が出てくる期間は、永遠に現れては消え、沈黙およ

び休息の期間と交互に存在し、再び未知へと戻る。これ

らの交互の波の目的は、完全な人間を作り出すことと、

魂の進化である。そしてこの波はいつも人類の兄たちの

数を増やすことに立ち会うのだ。人々の中の最も幼い者

は、それらを昼と夜、目覚めていることと眠っているこ

と、誕生と死として思い描く。「なぜならこれら二つ、

光と闇・昼と夜とは、世界の永遠の手段なのだ」。

　どの時代にも、どの一国の完全な歴史にも、これらの

力ある、慈悲の人たちが、異なる呼び名で与えられてい

る。彼らはイニシエート、アデプト、マギ、秘儀の祭司、

東洋の王たち、賢者、兄弟たち、その他いろいろに呼ば

れている。サンスクリット語にそれに当たる、人類に完

璧に関係する語がある。それはマハートマ（マハトマ）

である。その語はマハ（大）とアートマ（魂）が複合し

て一語となっている。よって、その意味は大いなる魂で

あり、すべての人が魂であるから、マハートマをマハー

トマたらしめるのは偉大さである。マハートマという用

語は、H・P・ブラヴァツキー夫人が大師たちから知識

を与えられ、しばしば言及するようになって、神智学協

会の中で広く用いられるようになった。初めのうちは彼

らはただ人類の兄たちとして知られていたが、後に多く

のインド人が神智学運動に押し寄せて来ると、マハート

マという名称はさらにその背後の、膨大なインドの伝承

と文献にまで広がった意味に使われ始めた。神智学協会

の恥知らずな敵たちが何度も、その名称すらも考え出し

たものであり、だからそのような存在はインド人の間に

も、文献の中にも、知られていないと言った。しかしこ

れらの根拠のない主張は、哲学的影響力が主な神学の

誤った教義を完全にひっくり返すといけないので、信用

を落とさせるためだけにでっち上げられたものである。

すべてのヒンドゥー教の文献に一貫してマハートマにつ

いて伝えられているし、インドの北の地域ではその用語

は一般的に知られているからだ。あらゆるヒンドゥー教

の分派から尊ばれ、西方の都市に高貴で美しいと認めら

れた非常に古い詩『バガヴァッド = ギーター』には、こ

のような一節がある。「このようなマハートマは見出し

難い」。

　だが、特定の名称に関するすべての論争にかかわりな

く、上記に述べたすばらしい知識を持った肉体ある人間

はいつも存在したし、たぶん今日にも現存するという証

拠と十分な論証がある。昔の秘教はたびたびこのことに

触れる。古代エジプトには偉大な王であるイニシエート

たち、太陽の息子たち、偉大な神々の友らがいた。古代

人の思想を見くびる習慣が存在するが、その古代人の思

想の中で、今日の人々は見下されている。アブラハムを

敬意を表して「神の友」と呼ぶキリスト教徒でも、エジ

プトの統治者たちが同じ「神の友」であるという考えを、

幼稚に仮定した気高さと称号にほかならないとして蔑

み、嘲るだろう。しかし真実は、これらの偉大なエジプ

ト人たちはイニシエートであり、他のいかなる段階や仕

事もすべて包含する、一つの偉大なロッジのメンバーで

あった。もちろん、後期および衰退したエジプト人は自

分たちの先祖を真似したに違いないが、それは教義と聖

職者によって真の教えが再びあいまいになり始めた時で

あった。

　テュアナのアポロニオスの物語は、下降の周期におい

て人々の間に現れる同じ古代の慣習の一つに関するもの

で、未来の世代のために現場で証言を続けるためだけの

ものである。

　イスラエル人のアブラハムとモーセの二人もイニシ

エートで、特定の人々と関係のある仕事をしたアデプト

たちであった。さらにアブラハムの物語の中に、メルキ

ゼデクという人物が出てくるが、アブラハムをはるかに

超える人物で、彼に高い地位と特権と祝福を授ける権利

を有していた。モーセとアブラハムの名前が載った人類

の年代記の同じ章は、ソロモンにも光を当てている。そ

して彼らは偉大な三人のアデプトとされ、根拠を欠いた

愚かなこととして無視することはできない偉業の記録と

なっている。

　モーセはエジプト人とミデアン人から教育を受け、そ

の両方から多くの秘められた知識を得た。そして彼の本

を通して、偉大なフリーメーソン団のよく理解できる学

徒が、師匠モーセの技量、やり方、仕事を知ることがで

きるのだった。また言及するがアブラハムは、魂の領域

における多くの力とすべての術を知っており、若い頃に

教養を身につけた。そうでなければ王たちと交われな

かっただろうし、「神の友」にもなり得なかった。そし

て町々の滅亡に関する全能の神との会話は唯一、彼がと

うの昔に儀式や偶然の助けを必要とする段階を超えたア

デプトだったことを示している。ソロモンを加えてこの

偉大なアデプトの三つ組はそろう。ソロモンは火の特性

に際立った。彼の周りには伝説や、エレメンタルの力を

扱うことについての話や、魔法の力を持っている話だら

けであり、だから人は古代世界の全体を、娯楽のために

嘘をつく愚か者のコレクションのようだと非難するのに

違いない。もしその否定がソロモンの偉大な性質から生

まれるのなら、彼は人々の間に肉体化身する強力なアデ

プトの素晴らしい一例なのである。ソロモンの名も、彼

がイスラエル人を統治したというインチキも、真実とみ

なす必要はない。しかし次の事実を認めなければならな

い。ユダヤ人の記録の、いつのことかはっきりしない時

にどこかで、生きて移り住んだ人々の間に一人のアデプ

トがいて、ソロモンの名前が後から付けられたというこ

とを。逍遥学派のように行ったり来たりする微視的な批

評家は、無価値だが、すぐ真に受ける人々とその模倣す

る力の証拠である伝承が、普遍的に蔓延するのを見るこ

とに影響を及ぼすかもしれないが、人間性と人生の本当

の探求者は、普遍的な伝承は真実であり、人の歴史上の

史実から生じたということを知っている。

　インドへ注意を向けると、血気盛んで自己中心的、好

戦的で商業主義の西洋には長い間忘れられて顧みられな

い、これらの素晴らしい人たちに関する言い伝えがたく

さんあり、ノア、アブラハム、モーセ、ソロモンはその

一例にすぎない。インドでは人々は、気質や風潮が、哲

学的、道徳的、霊的な宝石を保護する人となるに適して

おり、そうでなかったら残された遺産は、昔に西洋の国々

で教育や文明のために闘争したゴート族やバングル族の

ように侵略によって永久に失われていたであろう。もし

スペインのカトリック教会の主権者の寵児たちで、中央

アメリカと南アメリカで見つけた膨大な量の歴史的・民

俗学的宝を、理不尽にも燃やした人たちが、インドのシュ

ロの葉の記録と書物のことを知り、手にすることができ

たとしたら、英国による保護の盾が掲げられる前にそれ

らをすべて破壊していたであろう。ちょうどスペイン人

がアメリカ人にしたように、そして先人がアレクサンド

リア図書館に対してやろうと思ったように。幸いにも出

来事は、それと違うふうに進んだ。

　インド文献の流れの端から端までに、多数の偉大なア

デプトたちの名前が見出し得る。それらのアデプトたち

は人々に有名で、全員が同じ物語つまり人類の魂の大い

なる叙事詩を、教訓として教えた。彼らの名前は西洋人

の耳になじみがないものだが、彼らの思想、著作、影響

力は変わらず存在する。さらに、静かな不動の東洋に今

日、「グレート・ロッジ」がまだ存在し、そこにはマハー

トマたち、アデプトたち、イニシエートたち、同胞たち

がいるという知識を持っている百人もの人がいる。そし

てさらに、その地では、あまり有名ではないが非常に驚

くべき自然界を左右する力および自然界のエネルギー

を、実践的に用いる熟達者が百人もいて、それが断言さ

れた命題を証明する、有無を言わさぬ大量の人間の証拠

となっている。

　そして、もしこの「グレート・ロッジ」の教えである

神智学が、すでに言ったように科学的と宗教的の両方で

あるなら、私たちには倫理的な側面からまだもっと証拠

がある。倫理を通して、そして倫理に対して影響する偉

大な「三人組」は、仏陀、孔子、イエスの三人から成る。

始めに、ヒンドゥー教徒が創立した宗教は、今日ではキ

リスト教派よりも多くの信奉者がいるが、イエスより数

世紀前にイエスの教えたのと同じ倫理を教えた。その倫

理は仏陀からさえ何世紀も前に与えられていた。イエス

は民衆に行いを改めさせるために来て、これらの古くか

らの倫理を繰り返し言い、孔子も古来の中国のため同じ

ことをした。

　これらの名前の偉大な人物すべてが、ただ一つの教え

を持つただ一つの同胞団のメンバーたちを代表する、と

神智学徒は言う。そして時々西洋に現れる、サン・ジェ

ルマン、ヤコブ・ベーメ、カリオストロ、パラケルスス、

メスメル、聖マルティヌス、H・P・ブラヴァツキー夫

人といったような並外れた人物たちは、適切な時に「グ

レート・ロッジ」の仕事をするための代理人なのだ。彼

らがたいてい罵倒され、詐欺師に分類されるのは事実で

ある。だが、なぜ彼らが広く恩恵を与え、計画を定め、

または科学にとって大きな価値のある発見をしたとわか

るのが彼らの死んだ後なのか、ということは誰もわから

ない。しかし、もしイエスが現在の五番街の、劇場のよ

うな教会のような所に現れたら、偽りのクリスチャンを

非難しながら、自らを詐欺師と呼ぶであろう。パラケル

ススは、現在大学で用いられている医学の価値ある方法

と治療法の考案者だった。メスメルは、催眠術を別の名

称で教えた。ブラヴァツキー夫人は再び西洋の注目を、

長い間ロッジに知られている最も大切な体系、人に己れ

の本質と運命を考慮させることに向けさせた。だが彼ら

全員が一様に、自分たち独自の哲学を持たぬ人々、また

物乞いや犯罪者が困窮と数の上でどんな地上の文明のも

のをも上回る人々によって、詐欺師と呼ばれている。

　現在では一般的にマハートマと言われるイニシエート

たちの持つと私が言った、自然の法則の作用に対するこ

のような力を、人々がどれほど多く知り得るだろうと思

うことは、ほぼすべての西洋人の読者にとって普通のこ

とであろう。インドと中国とその他の東洋の地では、こ

れらの指導者がいても不思議ではない。その地は、たと

え物質文明のすべてが今は遅れている状態であっても、

人の内なる性質と、希望すれば使用できるであろう力へ

の信念を失っていないからだ。したがって、このような

力と能力の生きた実例は、そこの人々の念頭から消えて

いない。だが西洋では、魂の人生の否定と、非論理的な

教条主義からの反動の結果として生じる性質によって、

物質主義的な文明が起こり、これらの問題についての研

究は一切行なわれておらず、最近まで一般の人々は、誰

かがこのような力を持つとおぼしき神に救われる可能性

を、信じていなかった。

　空間と時間と精神と物質を支配する力を身につけてい

るマハートマは、完成された人間だから可能性を有する。

すべての人が、これらの偉大なイニシエートたちにある

と考えられている、あらゆる諸力の種をもっている。違

いはただ、次の事実にある。私たちがふつうは持ってい

る種を発達させていないのに対し、マハートマたちは訓

練と経験を経て、人間の目に見えない力をすべて内的に

発達させ、下の段階で苦闘している兄弟たちには神のよ

うに見える能力を与えられたのだ。

　テレパシー、読心術、催眠術などはすべて、ずっと前

に神智学に知られており、これまで思いもよらなかった

意識の状態、働き、能力等の主題が存在することを示す。

読心術と、遠く離れた催眠術の被験者のマインドへの影

響は、完全には脳に従属してはいないマインドの存在を

立証し、さらには影響を与える思考が送られることで霊

媒が存在する。どのくらいの距離で離れていようとも、

イニシエートたちが互いに意思の疎通をはかれるのは、

この法則による。その論理的根拠は、まだ催眠術の諸流

派には認められていないが、もし二人の心（マインド）

が同じ状態へと変化したり揺れ動いたりしたら、彼らは

同じように考えるだろうということであり、または違う

言い方をすれば、離れた場所で聞く人は相手から送られ

た印象を受け取る、ということである。他のすべての力

に関しても、それがどんなに並外れたものであろうと同

様である。そうした力はすべて、たとえ今は珍しくても、

自然のものである。それは素晴らしい音楽的才能が、普

通ではないし一般的ではないが、自然なものであるのと

同じだ。イニシエートが接触せずに固い物体を動かすこ

とができるとすれば、それは引力と斥力の二つの法則を

理解しているからである。「重力」はそれらの一つの名

前にすぎない。もしイニシエートが君の思考をたやすく

読むとすれば、それは内的な、そして唯一のまことの視

力を使用した結果である。その視力は人の脳波がその人

の周りに織りなす精密に描かれた網を見るために、目の

網膜を必要としない。マハートマたちのするであろうこ

とはすべて、完成された人間にとって自然のことだ。だ

がもしこれらの力がすぐに明かされないとすれば、それ

は今のところまだ人間が完全に利己的であり、まだ今あ

るもの、一時的なもののために生きているからである。

そういうわけで、私はくり返し言う。たとえ本当の教え

が人々の間からしばらく消え失せても、それは再び出現

することになっている。なぜなら第一に、それは人の本

質の不滅の根源に強い影響を与えるからだ。第二に、ロッ

ジは永久にそれを保持するからだ。それは実際の物質の

記録だけでなく、聡明で完全に自我を意識する人たちと

して残される。その人たちは、いま私たちがいる螺旋状

の進化よりも前の、長い期間の進化をうまく乗り越えて

しまい、勝ち得た貴重な財産をなくすことはあり得ない

のである。さらに、人類の兄たちは独力で進化の最高の

産物になったのであり、全人類を家族として協力するの

であり、宇宙の偉大な建設者の計画はよりいっそう整然

と、巧みに遂行されるので、私は他の論題の前に彼らと

普遍的ロッジに触れるのがよいと思った。
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OPEN　12:00~20:00　　定休日：なし
MAIL：info@bookclubkai.jp
半蔵門線、銀座線、大江戸線 “青山一丁目 ” 5 番出口より徒歩 4 分
銀座線 “外苑前駅 ” 4 番出口より徒歩 8 分

スピリチュアルのブックショップ



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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