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ひとこと
今月の

　　コロナの影響が拡大しており、日々不安の中で生活されているかと思います
が、皆さんは大丈夫でしょうか？　世界が大きく変わろうとしています。
　神智学協会の勉強会も、これからしばらくは集まることが難しくなると思いま

すので、オンラインに切り替えていこうかと思っています。詳細はまたお知らせします。オンラインだと遠
方の方も参加でき、かえって勉強会としては良いかもしれません。こんなご時世だからこそ、自分の魂につ
いて学びを深めていくことはとても大切ですね。

神智学協会会長　岡本
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 神智学の要約 ８

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

アヴィチについて

ブラヴァツキーその他の説明

　アヴィチ Avitch（Avichi とも訳される）は仏教にお

いてサンスクリット語とパーリ語で「波のない」という

意味の語。それは、重大な悪行を犯して死んだ人が生ま

れ変わるかもしれない「地獄」（naraka）の最も低い段

階を指す。仏教では地獄は一時的なものだが、アヴィチ

は往々にして、存在が永遠に苦しんでいる、行けば戻っ

て来ることのない場所と見なされている。神智学的見地

ではそれは「場所」ではなく、意識的に危害を加えるこ

とで人生を棒に振った人たちが経験した悲惨な「状態」

であり、その結果として彼らの個人的な自我は霊的な自

我（Individuality 訳注 10 参照）とのつながりを壊した。

この状態は死後に経験されるだけでなく、新たに肉体化

身した物質界にまで続き、その人は魂のない（soulless）

人として悲しみに満ちた人生を送り、時が経つにつれて

ますます動物的になる。自我（personality 訳注 10 参照）

は 1 回またはいくつかの化身の後、ついには全滅する。

アヴィチはKH大師に次のように言われた。「デヴァチャ

ンと正反対の、西洋の国々に地獄と天国として通俗化さ

れたもの」。（『A・P・シネットへのマハートマの手紙』

年代順 No.68）同様に、ブラヴァツキー夫人は次のよう

に書いている。「地獄と呼ばれるアヴィチがあるが、地

理的にも精神的にも、善良なクリスチャンの地獄とは関

係がない」。（『文集 』ⅩⅡ 622, HPB）彼女によると、ア

ヴィチは場所としての地獄ではなく、「その状態と、そ

こでの拷問はすべて精神的なものである」。（『文集』Ⅸ 

136, HPB）

　この状態の一般的な説明は次のとおりである。

　アヴィチは最大に悲惨な霊的状態であり、人生を意識

的に他者に危害を加えることに捧げ、そのため最高に邪

悪な霊性に至った人たちにだけ起こるものである。（『文

集』Ⅶ 635, HPB）

　「Avitchi （梵）状態。必ずしも死後または 2 つの生ま

れ変わりの間だけにあるわけではない。それはこの世で

も起こる可能性があるからだ。文字通りには〔絶え間な

い地獄〕。8 つの地獄の最後のもので、[ 犯罪者は死んで

すぐに生まれ変わる。そして最終的な救いの望みがない

わけではない ] と言われている。これは、アヴィチがミ

ヤルバ（私たちの地球）の別名であり、魂のない人々が

この物質界に追いやられている状態でもあるためであ

る」。（『神智学用語集』45, HPB）

高級自我からの分離

　アヴィチの状態は、霊性の完全な欠如のために、低級

四つ組が人間魂または高級自我とのつながりを失う時に

始まる。それからその人は「魂のない」存在物になる。

つまり、魂の最も人格的な側面（カーママナス）のみを

保持するが、高級自我とのつながりを全く失った低級四

つ組になる。この魂のない存在物は、遅かれ早かれ全滅

することになったのである。

　「この場合の、個人的な［魂］すなわち動物自我との

つながりのない思考を決してせず、高級なものに伝達す

るものが何もなく、または永遠に記録が保存されている

過去世からの経験の総計に追加するものが何もない人

１

の、個人的な魂は、自我から分離される。季節の終わり

に枝から非常に多くの葉が枯れて落ちるように、生気が

何百万もの人格の葉を捨てる永遠の自我の木の幹に、そ

の個人的な魂は何も接ぎ木することはできない。これら

の人格は芽を出し、開花し、死ぬ。一部の人は跡を残さ

ず消滅し、他の人は自分の生命を親の幹の生命と混ぜ合

わせた後に消滅する。全滅つまりアヴィチの運命にある

のは、前者の種類の〈魂〉である」。（『文集』ⅩⅡ 635, HPB）

　「そのような人の、悪徳により高級な〈魂〉を失った

肉体にも、まだ望みはある。彼はまだ挽回できるかもし

れず、物質的な性質に抗うかもしれない。その場合、激

しい悔い改めの感情、または逃げた自我への真剣な懇願、

または何よりも、自分の道を修繕するための積極的な努

力のいずれかが、高級自我を取り戻す可能性がある。糸

またはつながりは完全に壊れたわけではないが、〈自我〉

は今、〈アンタスカラナが破壊された〉ために強制的に

到達できなくなり、個人の〈存在〉は片足がすでにミヤ

ルバ（地球、この世）にある。だが、まだ強い霊的な訴

えは聞こえる。この主題については、『ベールをとった

イシス』で発表された別の説がある。この恐ろしい死は

〈神秘的な名前、ことば〉の知識によって時々回避され

るかもしれないと言われている。この〈ことば〉（言葉

ではなく音）とは、皆が知っているとおりである。その

効力は、リズムまたはアクセントにある。これは単純に、

悪人であっても、神聖な科学の研究によって挽回でき、

破壊の道を行くのを止められることを意味する。しかし、

彼が高級自我と完全に一致していない限り、おうむのよ

うに 1 日 1 万回繰り返したところで〈ことば〉は彼を助

けないだろう。それどころか、高級三つ組と完全に一つ

になっていなければ、有益な効果とは全く逆になり、影

の兄弟たちが非常に頻繁に悪意ある目的のために使用す

るものとなる。その場合、自然の邪悪で物質的な元素の

みを目覚めさせ、煽動する。しかし、その人の性格が良く、

「高級自我」に向かって真剣に努力している場合、その「ア

ウム」の語は 3 番目の文字である高次の自我（ブッディ

は 2 番目）を通してのものとなり、追い払えぬ〈蛇の邪

神アポーフィス〉の攻撃はない。（『文集』ⅩⅡ 638-639, 

HPB）

魂のない存在の生まれ変わり

　高級自我とのつながりを壊すと、その人は魂のない存

在となり、時間が経つにつれてますます動物的になって

ゆく。肉体の死後の、そのカーママナス的存在によくあ

る運命は、輪廻する自我と何のつながりもない即座の転

生である。それは次にある通りである。

　「この世はアヴィチであり、しかもこれ以上ないほど

ひどいアヴィチである。（輪廻する）自我の意識から永

遠に追放されて、肉体の原子と今離れた死すべき自我の

サイキック的振動は、直ちに同じこの世に生まれ変わる。

人間の形だけはしているが、より低い、そしてもっとみ

じめな生き物として、その新しい人生全体の間、カルマ

的に苦しむ運命にある。さらに、その犯罪または堕落の

行動を繰り返すなら、そのような即座の転生が長く打ち

続くのに苦しむだろう」。（『文集』ⅩⅡ 632-633, HPB）

　「低級マナスの未来は恐ろしい。そしてそれは今の動

物人間にとってよりもさらに、人類社会にとって恐ろし

い。他のすべての動物の魂がそうであるように、分離後、

消耗した魂は今では最高に動物化して、カーマローカで

消えてしまうということが時々起こる。そして人間の心

が物質的であればあるほど、その中間の段階で長く持ち

こたえることを見ると、魂のない人間の現実の人生が終

了した後、彼は何度も何度も新しい人格に生まれ変わり、

その一つ一つの人生が他より惨めで酷いということがし

ばしば起こる。動物の生命の衝動は強すぎる。 1 つまた

は 2 つの人生だけでそれ自体を摩滅させることはできな

い」。（『文集』ⅩⅡ 636, HPB）

　「このように、私たちはこの世で 2 種類の魂のない存

在に出会う。現在の化身で高級自我を失った人たちと、

生まれながらに魂のない、前の生まれ変わりで霊的魂か

ら切り離された人たちである。前者はアヴィチ候補者で、

後者は［ハイド氏］──自らの人間の体の内にいようと

外にいようと、肉体化身していようと目に見えないが濃

密なゴーストとしてまとわりついていようと──であ

る。このような人々は狡猾さが桁外れに発達し、教えに

精通している人以外は誰も、魂のないことに気が付かな

い。なぜなら宗教も科学も、このような事実が自然界に

あることに少しも気がつかないからである」。（『文集』Ⅹ

Ⅱ 638, HPB）

高級自我の運命

　「邪悪な自我との関係を断ち切った後、輪廻する自我

には 2 つのことが起こり得る。（a）カルマの推進力のも

とで、一連の新しい化身がすぐに再開される。（b）アラ

ヤであり宇宙魂である（訳注：アラヤとは大乗仏教の瑜

伽行派で宇宙魂〈アニマ・ムンディ〉と、進歩したアデ

プトの自我の両方を意味する）「母の懐」の中に避難場

所を見つける。そこでは、マハットのマンヴァンタラ的

側面である。自我（personality）の人生の印象から解放

され、輪廻する自我はニルヴァーナの一種の幕間に融け

こむ。そこでは、過去と未来を吸収する永遠の〈現在〉

だけが存在する。今、畑と収穫の両方とも失った〈労働者〉

はなく、〈主人〉は自らの思考の無限の中で、自然にそ

の最後の人格だった有限ではかない記憶を保持せずに、

忘れる。その後、その最後の人格は本当に滅する」。（『文

集』ⅩⅡ 635-636, HPB）

入り口の住者

　まれなケースでは、魂のない実体はすぐに生まれ変わ

らずに、アストラル光にとどまり、かつてそのものに生

れ替えられた人格の低級な光へ宣戦を布告する。もちろ

んこれは、そのように取り憑かれている人格に道徳的な

弱さのある場合にのみ発生する可能性がある。しっかり

とした美徳を持ち、人生の歩みの中で正しい人は、その

ような恐ろしいことの危険性はない。ハートが堕落した

人々だけが危険である。ロバート・ルイス・スティーヴ

ンソンは『ジキル博士とハイド氏』の奇妙な事例を書い

たとき、本当のビジョンを垣間見た。その話は本当の寓

意小説である。すべてのチェラ（弟子）はその中に真実

の基盤を認識し、ハイド氏が［住者］であること、人格

への憑依、［親の自我］の宿る肉体というものを認識す

るだろう」。（『文集』ⅩⅡ 636, HPB）

アヴィチ・ニルヴァーナ

　KH 大師は、手紙の中の 1 つに、マンヴァンタラの終

わりに起こる、通常のニルヴァーナと正反対の状態であ

るアヴィチについて語っている。

　「大周期の満了後、（君の不十分な概念の中では、そし

てそれによると）長い［至福のニルヴァーナ］が『ある』。

それはマンヴァンタラ全体のディヤーン・チャーハン（訳

注：ディヤーン・チョーハンとは文字通りには「光の主」。

宇宙の監視者として責任を負う、神聖な知性。HPB『神

智学用語集』より）としての人生あるいは、君が聞いて

はならず私は発音したり書いたりしてはならないもので

ある［アヴィチ・ニルヴァーナ］と不幸と恐怖のマンヴァ

ンタラの後に、である。しかし［それら］は、7 つの球

体を通り抜けて行く人間とは関係ない。未来の惑星の集

団カルマは、・・・・の集団カルマがひどいのと同程度、

美しい。これで十分だ。私はすでに多くを言い過ぎた」。

（『A・P・シネットへのマハートマの手紙』年代順 No. 

93b, 311）

　Man: Fragments of a Forgotten History という本に

こう言われている。

「堕落した同胞団の最も強力な人たちであるソーサラー

（魔法使い）と黒魔術師たちは、活動の大周期の終わり

に［アヴィチ・ニルヴァーナ］と呼ばれるものを達成する。

次の活動の期間の始めに、彼らは名のない霊的な邪悪な

ものの人生を始め、次の休息の期間にのみそれが終わる。

これらの不幸と恐怖の存在、人間と神の呪われた者の名

前は、決して発音されたり書かれたりすることはないが、

7 つの球体を通り抜ける人間とは何の関係もない。これ

らは 16 の段階のある第 8 球体の居住者である。これら

の最初の 14 の段階において、その存在物は長い苦痛の

期間の後、その 7 つのアストラル的と 7 つの霊的な感覚

を失う。最後の 2 階級の謎はイニシエーションの聖域の

外では決して伝えられない。しかし、その最後から、過

去の蓄積された卑しむべきエネルギーを失った存在は、

新たな個性として現れ、人生のはしごの最下段から新し

い進路を始めると明言されるかもしれない」。（“Man: 

Fragments of a Forgotten History” 134〔2 人のチェー

ラ〕著）

命を吹き込み、今は新しい人格に生まれ変わった輪廻す

る自我に取り付いて、一種の「入り口の住者」になる。

「指導する原理を失うが、物質の元素によって強化され

たカーママナスは、［派生した光］であることから、独

立した存在物になった。動物の段階でどんどん低く沈む

ことに苦しんだ後、時が経ってその物質の体が死ぬと、

次の 2 つのいずれかが起こる。カーママナスはすぐにミ

ヤルバ（この世のアヴィチの状態）に生まれ変わるか、

または悪が強くなりすぎた場合、しばしばカルマの目的

のために［不滅の悪魔］とオカルト的表現で言われるも

のになるにまかされ、地上のオーラの中でアヴィチの活

動状態のままとなる。それから、絶望とすべての希望の

喪失を通して、それは無限に邪悪な、神話上の［悪魔］

のようになる。それは隅から隅まで本質が物質の元素に

満たされている。悪は物質と同様に古くからあり、霊か

ら引き裂かれ、離れているからである。そして、その離

れた高級自我が再び生まれ変わり、新たな反映

（reflection）またはカーママナスを発達させると、不運

な低級自我のほうは、フランケンシュタインのモンス

ターのようにその［父］に常に引きつけられるのを感じ

る。その［父］は［息子］を拒絶し、そして息子のほう

は不変のこの世の［入り口］の［住者］になるだろう」。（『文

集』ⅩⅡ 637 HPB）

　「しかし、まれなケースでは、（魂のない生まれ変わり

よりも）はるかに恐ろしいことが起こるかもしれない。

低級マナスが飢えによってそれ自身を枯渇させる運命に

あるとき、低級な光の残骸でさえ、たとえ短い間の霊的

熱望や悔い改めをしたとしても［親の自我］に引き戻さ

れるという希望がもはやないとき、カルマは高級自我を

新しい化身へと引き戻すだろう。この場合カーママナス

の幽霊は、私たちがオカルティズムで［入り口の住者］

と呼ぶものになるかもしれない。この［住人］は、ブル

ワー・リットンの『ザノーニ』でたいへん写実的に描写

されたものとは異なるが、自然界に事実上あるものであ

り、どんなに美しく書かれてあっても伝説の作り話では

ない。ブルワーはある東洋のイニシエートからアイデア

を得たに違いない。［住者］は親和力と引力に導かれ、

それ自身をアストラルの流れに押しやり、［親の自我］

の宿る新しい体の［オーラの覆い］を通して、自分と入
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い地獄〕。8 つの地獄の最後のもので、[ 犯罪者は死んで

すぐに生まれ変わる。そして最終的な救いの望みがない

わけではない ] と言われている。これは、アヴィチがミ

ヤルバ（私たちの地球）の別名であり、魂のない人々が

この物質界に追いやられている状態でもあるためであ

る」。（『神智学用語集』45, HPB）

高級自我からの分離

　アヴィチの状態は、霊性の完全な欠如のために、低級

四つ組が人間魂または高級自我とのつながりを失う時に

始まる。それからその人は「魂のない」存在物になる。

つまり、魂の最も人格的な側面（カーママナス）のみを

保持するが、高級自我とのつながりを全く失った低級四

つ組になる。この魂のない存在物は、遅かれ早かれ全滅

することになったのである。

　「この場合の、個人的な［魂］すなわち動物自我との

つながりのない思考を決してせず、高級なものに伝達す

るものが何もなく、または永遠に記録が保存されている

過去世からの経験の総計に追加するものが何もない人

の、個人的な魂は、自我から分離される。季節の終わり

に枝から非常に多くの葉が枯れて落ちるように、生気が

何百万もの人格の葉を捨てる永遠の自我の木の幹に、そ

の個人的な魂は何も接ぎ木することはできない。これら

の人格は芽を出し、開花し、死ぬ。一部の人は跡を残さ

ず消滅し、他の人は自分の生命を親の幹の生命と混ぜ合

わせた後に消滅する。全滅つまりアヴィチの運命にある

のは、前者の種類の〈魂〉である」。（『文集』ⅩⅡ 635, HPB）

　「そのような人の、悪徳により高級な〈魂〉を失った

肉体にも、まだ望みはある。彼はまだ挽回できるかもし

れず、物質的な性質に抗うかもしれない。その場合、激

しい悔い改めの感情、または逃げた自我への真剣な懇願、

または何よりも、自分の道を修繕するための積極的な努

力のいずれかが、高級自我を取り戻す可能性がある。糸

またはつながりは完全に壊れたわけではないが、〈自我〉

は今、〈アンタスカラナが破壊された〉ために強制的に

到達できなくなり、個人の〈存在〉は片足がすでにミヤ

ルバ（地球、この世）にある。だが、まだ強い霊的な訴

えは聞こえる。この主題については、『ベールをとった

イシス』で発表された別の説がある。この恐ろしい死は

〈神秘的な名前、ことば〉の知識によって時々回避され

るかもしれないと言われている。この〈ことば〉（言葉

ではなく音）とは、皆が知っているとおりである。その

効力は、リズムまたはアクセントにある。これは単純に、

悪人であっても、神聖な科学の研究によって挽回でき、

破壊の道を行くのを止められることを意味する。しかし、

彼が高級自我と完全に一致していない限り、おうむのよ

うに 1 日 1 万回繰り返したところで〈ことば〉は彼を助

けないだろう。それどころか、高級三つ組と完全に一つ

になっていなければ、有益な効果とは全く逆になり、影

の兄弟たちが非常に頻繁に悪意ある目的のために使用す

るものとなる。その場合、自然の邪悪で物質的な元素の

みを目覚めさせ、煽動する。しかし、その人の性格が良く、

「高級自我」に向かって真剣に努力している場合、その「ア

ウム」の語は 3 番目の文字である高次の自我（ブッディ

は 2 番目）を通してのものとなり、追い払えぬ〈蛇の邪

神アポーフィス〉の攻撃はない。（『文集』ⅩⅡ 638-639, 

HPB）

魂のない存在の生まれ変わり

　高級自我とのつながりを壊すと、その人は魂のない存

在となり、時間が経つにつれてますます動物的になって

ゆく。肉体の死後の、そのカーママナス的存在によくあ

る運命は、輪廻する自我と何のつながりもない即座の転

生である。それは次にある通りである。

　「この世はアヴィチであり、しかもこれ以上ないほど

ひどいアヴィチである。（輪廻する）自我の意識から永

遠に追放されて、肉体の原子と今離れた死すべき自我の

サイキック的振動は、直ちに同じこの世に生まれ変わる。

人間の形だけはしているが、より低い、そしてもっとみ

じめな生き物として、その新しい人生全体の間、カルマ

的に苦しむ運命にある。さらに、その犯罪または堕落の

行動を繰り返すなら、そのような即座の転生が長く打ち

続くのに苦しむだろう」。（『文集』ⅩⅡ 632-633, HPB）

　「低級マナスの未来は恐ろしい。そしてそれは今の動

物人間にとってよりもさらに、人類社会にとって恐ろし

い。他のすべての動物の魂がそうであるように、分離後、

消耗した魂は今では最高に動物化して、カーマローカで

消えてしまうということが時々起こる。そして人間の心

が物質的であればあるほど、その中間の段階で長く持ち

こたえることを見ると、魂のない人間の現実の人生が終

了した後、彼は何度も何度も新しい人格に生まれ変わり、

その一つ一つの人生が他より惨めで酷いということがし

ばしば起こる。動物の生命の衝動は強すぎる。 1 つまた

は 2 つの人生だけでそれ自体を摩滅させることはできな

い」。（『文集』ⅩⅡ 636, HPB）

　「このように、私たちはこの世で 2 種類の魂のない存

在に出会う。現在の化身で高級自我を失った人たちと、
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生まれながらに魂のない、前の生まれ変わりで霊的魂か

ら切り離された人たちである。前者はアヴィチ候補者で、

後者は［ハイド氏］──自らの人間の体の内にいようと

外にいようと、肉体化身していようと目に見えないが濃

密なゴーストとしてまとわりついていようと──であ

る。このような人々は狡猾さが桁外れに発達し、教えに

精通している人以外は誰も、魂のないことに気が付かな

い。なぜなら宗教も科学も、このような事実が自然界に

あることに少しも気がつかないからである」。（『文集』Ⅹ

Ⅱ 638, HPB）

高級自我の運命

　「邪悪な自我との関係を断ち切った後、輪廻する自我

には 2 つのことが起こり得る。（a）カルマの推進力のも

とで、一連の新しい化身がすぐに再開される。（b）アラ

ヤであり宇宙魂である（訳注：アラヤとは大乗仏教の瑜

伽行派で宇宙魂〈アニマ・ムンディ〉と、進歩したアデ

プトの自我の両方を意味する）「母の懐」の中に避難場

所を見つける。そこでは、マハットのマンヴァンタラ的

側面である。自我（personality）の人生の印象から解放

され、輪廻する自我はニルヴァーナの一種の幕間に融け

こむ。そこでは、過去と未来を吸収する永遠の〈現在〉

だけが存在する。今、畑と収穫の両方とも失った〈労働者〉

はなく、〈主人〉は自らの思考の無限の中で、自然にそ

の最後の人格だった有限ではかない記憶を保持せずに、

忘れる。その後、その最後の人格は本当に滅する」。（『文

集』ⅩⅡ 635-636, HPB）

入り口の住者

　まれなケースでは、魂のない実体はすぐに生まれ変わ

らずに、アストラル光にとどまり、かつてそのものに生

れ替えられた人格の低級な光へ宣戦を布告する。もちろ

んこれは、そのように取り憑かれている人格に道徳的な

弱さのある場合にのみ発生する可能性がある。しっかり

とした美徳を持ち、人生の歩みの中で正しい人は、その

ような恐ろしいことの危険性はない。ハートが堕落した

人々だけが危険である。ロバート・ルイス・スティーヴ

ンソンは『ジキル博士とハイド氏』の奇妙な事例を書い

たとき、本当のビジョンを垣間見た。その話は本当の寓

意小説である。すべてのチェラ（弟子）はその中に真実

の基盤を認識し、ハイド氏が［住者］であること、人格

への憑依、［親の自我］の宿る肉体というものを認識す

るだろう」。（『文集』ⅩⅡ 636, HPB）

アヴィチ・ニルヴァーナ

　KH 大師は、手紙の中の 1 つに、マンヴァンタラの終

わりに起こる、通常のニルヴァーナと正反対の状態であ

るアヴィチについて語っている。

　「大周期の満了後、（君の不十分な概念の中では、そし

てそれによると）長い［至福のニルヴァーナ］が『ある』。

それはマンヴァンタラ全体のディヤーン・チャーハン（訳

注：ディヤーン・チョーハンとは文字通りには「光の主」。

宇宙の監視者として責任を負う、神聖な知性。HPB『神

智学用語集』より）としての人生あるいは、君が聞いて

はならず私は発音したり書いたりしてはならないもので

ある［アヴィチ・ニルヴァーナ］と不幸と恐怖のマンヴァ

ンタラの後に、である。しかし［それら］は、7 つの球

体を通り抜けて行く人間とは関係ない。未来の惑星の集

団カルマは、・・・・の集団カルマがひどいのと同程度、

美しい。これで十分だ。私はすでに多くを言い過ぎた」。

（『A・P・シネットへのマハートマの手紙』年代順 No. 

93b, 311）

　Man: Fragments of a Forgotten History という本に

こう言われている。

「堕落した同胞団の最も強力な人たちであるソーサラー

（魔法使い）と黒魔術師たちは、活動の大周期の終わり

に［アヴィチ・ニルヴァーナ］と呼ばれるものを達成する。

次の活動の期間の始めに、彼らは名のない霊的な邪悪な

ものの人生を始め、次の休息の期間にのみそれが終わる。

これらの不幸と恐怖の存在、人間と神の呪われた者の名

前は、決して発音されたり書かれたりすることはないが、

7 つの球体を通り抜ける人間とは何の関係もない。これ

らは 16 の段階のある第 8 球体の居住者である。これら

の最初の 14 の段階において、その存在物は長い苦痛の

期間の後、その 7 つのアストラル的と 7 つの霊的な感覚

を失う。最後の 2 階級の謎はイニシエーションの聖域の

外では決して伝えられない。しかし、その最後から、過

去の蓄積された卑しむべきエネルギーを失った存在は、

新たな個性として現れ、人生のはしごの最下段から新し

い進路を始めると明言されるかもしれない」。（“Man: 

Fragments of a Forgotten History” 134〔2 人のチェー

ラ〕著）

命を吹き込み、今は新しい人格に生まれ変わった輪廻す

る自我に取り付いて、一種の「入り口の住者」になる。

「指導する原理を失うが、物質の元素によって強化され

たカーママナスは、［派生した光］であることから、独

立した存在物になった。動物の段階でどんどん低く沈む

ことに苦しんだ後、時が経ってその物質の体が死ぬと、

次の 2 つのいずれかが起こる。カーママナスはすぐにミ

ヤルバ（この世のアヴィチの状態）に生まれ変わるか、

または悪が強くなりすぎた場合、しばしばカルマの目的

のために［不滅の悪魔］とオカルト的表現で言われるも

のになるにまかされ、地上のオーラの中でアヴィチの活

動状態のままとなる。それから、絶望とすべての希望の

喪失を通して、それは無限に邪悪な、神話上の［悪魔］

のようになる。それは隅から隅まで本質が物質の元素に

満たされている。悪は物質と同様に古くからあり、霊か

ら引き裂かれ、離れているからである。そして、その離

れた高級自我が再び生まれ変わり、新たな反映

（reflection）またはカーママナスを発達させると、不運

な低級自我のほうは、フランケンシュタインのモンス

ターのようにその［父］に常に引きつけられるのを感じ

る。その［父］は［息子］を拒絶し、そして息子のほう

は不変のこの世の［入り口］の［住者］になるだろう」。（『文

集』ⅩⅡ 637 HPB）

　「しかし、まれなケースでは、（魂のない生まれ変わり

よりも）はるかに恐ろしいことが起こるかもしれない。

低級マナスが飢えによってそれ自身を枯渇させる運命に

あるとき、低級な光の残骸でさえ、たとえ短い間の霊的

熱望や悔い改めをしたとしても［親の自我］に引き戻さ

れるという希望がもはやないとき、カルマは高級自我を

新しい化身へと引き戻すだろう。この場合カーママナス

の幽霊は、私たちがオカルティズムで［入り口の住者］

と呼ぶものになるかもしれない。この［住人］は、ブル

ワー・リットンの『ザノーニ』でたいへん写実的に描写

されたものとは異なるが、自然界に事実上あるものであ

り、どんなに美しく書かれてあっても伝説の作り話では

ない。ブルワーはある東洋のイニシエートからアイデア

を得たに違いない。［住者］は親和力と引力に導かれ、

それ自身をアストラルの流れに押しやり、［親の自我］

の宿る新しい体の［オーラの覆い］を通して、自分と入



アヴィチについて

ブラヴァツキーその他の説明

　アヴィチ Avitch（Avichi とも訳される）は仏教にお

いてサンスクリット語とパーリ語で「波のない」という

意味の語。それは、重大な悪行を犯して死んだ人が生ま

れ変わるかもしれない「地獄」（naraka）の最も低い段

階を指す。仏教では地獄は一時的なものだが、アヴィチ

は往々にして、存在が永遠に苦しんでいる、行けば戻っ

て来ることのない場所と見なされている。神智学的見地

ではそれは「場所」ではなく、意識的に危害を加えるこ

とで人生を棒に振った人たちが経験した悲惨な「状態」

であり、その結果として彼らの個人的な自我は霊的な自

我（Individuality 訳注 10 参照）とのつながりを壊した。

この状態は死後に経験されるだけでなく、新たに肉体化

身した物質界にまで続き、その人は魂のない（soulless）

人として悲しみに満ちた人生を送り、時が経つにつれて

ますます動物的になる。自我（personality 訳注 10 参照）

は 1 回またはいくつかの化身の後、ついには全滅する。

アヴィチはKH大師に次のように言われた。「デヴァチャ

ンと正反対の、西洋の国々に地獄と天国として通俗化さ

れたもの」。（『A・P・シネットへのマハートマの手紙』

年代順 No.68）同様に、ブラヴァツキー夫人は次のよう

に書いている。「地獄と呼ばれるアヴィチがあるが、地

理的にも精神的にも、善良なクリスチャンの地獄とは関

係がない」。（『文集 』ⅩⅡ 622, HPB）彼女によると、ア

ヴィチは場所としての地獄ではなく、「その状態と、そ

こでの拷問はすべて精神的なものである」。（『文集』Ⅸ 

136, HPB）

　この状態の一般的な説明は次のとおりである。

　アヴィチは最大に悲惨な霊的状態であり、人生を意識

的に他者に危害を加えることに捧げ、そのため最高に邪

悪な霊性に至った人たちにだけ起こるものである。（『文

集』Ⅶ 635, HPB）

　「Avitchi （梵）状態。必ずしも死後または 2 つの生ま

れ変わりの間だけにあるわけではない。それはこの世で

も起こる可能性があるからだ。文字通りには〔絶え間な

い地獄〕。8 つの地獄の最後のもので、[ 犯罪者は死んで

すぐに生まれ変わる。そして最終的な救いの望みがない

わけではない ] と言われている。これは、アヴィチがミ

ヤルバ（私たちの地球）の別名であり、魂のない人々が

この物質界に追いやられている状態でもあるためであ

る」。（『神智学用語集』45, HPB）

高級自我からの分離

　アヴィチの状態は、霊性の完全な欠如のために、低級

四つ組が人間魂または高級自我とのつながりを失う時に

始まる。それからその人は「魂のない」存在物になる。

つまり、魂の最も人格的な側面（カーママナス）のみを

保持するが、高級自我とのつながりを全く失った低級四

つ組になる。この魂のない存在物は、遅かれ早かれ全滅

することになったのである。

　「この場合の、個人的な［魂］すなわち動物自我との

つながりのない思考を決してせず、高級なものに伝達す

るものが何もなく、または永遠に記録が保存されている

過去世からの経験の総計に追加するものが何もない人

の、個人的な魂は、自我から分離される。季節の終わり

に枝から非常に多くの葉が枯れて落ちるように、生気が

何百万もの人格の葉を捨てる永遠の自我の木の幹に、そ

の個人的な魂は何も接ぎ木することはできない。これら

の人格は芽を出し、開花し、死ぬ。一部の人は跡を残さ

ず消滅し、他の人は自分の生命を親の幹の生命と混ぜ合

わせた後に消滅する。全滅つまりアヴィチの運命にある

のは、前者の種類の〈魂〉である」。（『文集』ⅩⅡ 635, HPB）

　「そのような人の、悪徳により高級な〈魂〉を失った

肉体にも、まだ望みはある。彼はまだ挽回できるかもし

れず、物質的な性質に抗うかもしれない。その場合、激

しい悔い改めの感情、または逃げた自我への真剣な懇願、

または何よりも、自分の道を修繕するための積極的な努

力のいずれかが、高級自我を取り戻す可能性がある。糸

またはつながりは完全に壊れたわけではないが、〈自我〉

は今、〈アンタスカラナが破壊された〉ために強制的に

到達できなくなり、個人の〈存在〉は片足がすでにミヤ

ルバ（地球、この世）にある。だが、まだ強い霊的な訴

えは聞こえる。この主題については、『ベールをとった

イシス』で発表された別の説がある。この恐ろしい死は

〈神秘的な名前、ことば〉の知識によって時々回避され

るかもしれないと言われている。この〈ことば〉（言葉

ではなく音）とは、皆が知っているとおりである。その

効力は、リズムまたはアクセントにある。これは単純に、

悪人であっても、神聖な科学の研究によって挽回でき、

破壊の道を行くのを止められることを意味する。しかし、

彼が高級自我と完全に一致していない限り、おうむのよ

うに 1 日 1 万回繰り返したところで〈ことば〉は彼を助

けないだろう。それどころか、高級三つ組と完全に一つ

になっていなければ、有益な効果とは全く逆になり、影

の兄弟たちが非常に頻繁に悪意ある目的のために使用す

るものとなる。その場合、自然の邪悪で物質的な元素の

みを目覚めさせ、煽動する。しかし、その人の性格が良く、

「高級自我」に向かって真剣に努力している場合、その「ア

ウム」の語は 3 番目の文字である高次の自我（ブッディ

は 2 番目）を通してのものとなり、追い払えぬ〈蛇の邪

神アポーフィス〉の攻撃はない。（『文集』ⅩⅡ 638-639, 

HPB）

魂のない存在の生まれ変わり

　高級自我とのつながりを壊すと、その人は魂のない存

在となり、時間が経つにつれてますます動物的になって

ゆく。肉体の死後の、そのカーママナス的存在によくあ

る運命は、輪廻する自我と何のつながりもない即座の転

生である。それは次にある通りである。

　「この世はアヴィチであり、しかもこれ以上ないほど

ひどいアヴィチである。（輪廻する）自我の意識から永

遠に追放されて、肉体の原子と今離れた死すべき自我の

サイキック的振動は、直ちに同じこの世に生まれ変わる。

人間の形だけはしているが、より低い、そしてもっとみ

じめな生き物として、その新しい人生全体の間、カルマ

的に苦しむ運命にある。さらに、その犯罪または堕落の

行動を繰り返すなら、そのような即座の転生が長く打ち

続くのに苦しむだろう」。（『文集』ⅩⅡ 632-633, HPB）

　「低級マナスの未来は恐ろしい。そしてそれは今の動

物人間にとってよりもさらに、人類社会にとって恐ろし

い。他のすべての動物の魂がそうであるように、分離後、

消耗した魂は今では最高に動物化して、カーマローカで

消えてしまうということが時々起こる。そして人間の心

が物質的であればあるほど、その中間の段階で長く持ち

こたえることを見ると、魂のない人間の現実の人生が終

了した後、彼は何度も何度も新しい人格に生まれ変わり、

その一つ一つの人生が他より惨めで酷いということがし

ばしば起こる。動物の生命の衝動は強すぎる。 1 つまた

は 2 つの人生だけでそれ自体を摩滅させることはできな

い」。（『文集』ⅩⅡ 636, HPB）

　「このように、私たちはこの世で 2 種類の魂のない存

在に出会う。現在の化身で高級自我を失った人たちと、

3

生まれながらに魂のない、前の生まれ変わりで霊的魂か

ら切り離された人たちである。前者はアヴィチ候補者で、

後者は［ハイド氏］──自らの人間の体の内にいようと

外にいようと、肉体化身していようと目に見えないが濃

密なゴーストとしてまとわりついていようと──であ

る。このような人々は狡猾さが桁外れに発達し、教えに

精通している人以外は誰も、魂のないことに気が付かな

い。なぜなら宗教も科学も、このような事実が自然界に

あることに少しも気がつかないからである」。（『文集』Ⅹ

Ⅱ 638, HPB）

高級自我の運命

　「邪悪な自我との関係を断ち切った後、輪廻する自我

には 2 つのことが起こり得る。（a）カルマの推進力のも

とで、一連の新しい化身がすぐに再開される。（b）アラ

ヤであり宇宙魂である（訳注：アラヤとは大乗仏教の瑜

伽行派で宇宙魂〈アニマ・ムンディ〉と、進歩したアデ

プトの自我の両方を意味する）「母の懐」の中に避難場

所を見つける。そこでは、マハットのマンヴァンタラ的

側面である。自我（personality）の人生の印象から解放

され、輪廻する自我はニルヴァーナの一種の幕間に融け

こむ。そこでは、過去と未来を吸収する永遠の〈現在〉

だけが存在する。今、畑と収穫の両方とも失った〈労働者〉

はなく、〈主人〉は自らの思考の無限の中で、自然にそ

の最後の人格だった有限ではかない記憶を保持せずに、

忘れる。その後、その最後の人格は本当に滅する」。（『文

集』ⅩⅡ 635-636, HPB）

入り口の住者

　まれなケースでは、魂のない実体はすぐに生まれ変わ

らずに、アストラル光にとどまり、かつてそのものに生

れ替えられた人格の低級な光へ宣戦を布告する。もちろ

んこれは、そのように取り憑かれている人格に道徳的な

弱さのある場合にのみ発生する可能性がある。しっかり

とした美徳を持ち、人生の歩みの中で正しい人は、その

ような恐ろしいことの危険性はない。ハートが堕落した

人々だけが危険である。ロバート・ルイス・スティーヴ

ンソンは『ジキル博士とハイド氏』の奇妙な事例を書い

たとき、本当のビジョンを垣間見た。その話は本当の寓

意小説である。すべてのチェラ（弟子）はその中に真実

の基盤を認識し、ハイド氏が［住者］であること、人格

への憑依、［親の自我］の宿る肉体というものを認識す

るだろう」。（『文集』ⅩⅡ 636, HPB）

アヴィチ・ニルヴァーナ

　KH 大師は、手紙の中の 1 つに、マンヴァンタラの終

わりに起こる、通常のニルヴァーナと正反対の状態であ

るアヴィチについて語っている。

　「大周期の満了後、（君の不十分な概念の中では、そし

てそれによると）長い［至福のニルヴァーナ］が『ある』。

それはマンヴァンタラ全体のディヤーン・チャーハン（訳

注：ディヤーン・チョーハンとは文字通りには「光の主」。

宇宙の監視者として責任を負う、神聖な知性。HPB『神

智学用語集』より）としての人生あるいは、君が聞いて

はならず私は発音したり書いたりしてはならないもので

ある［アヴィチ・ニルヴァーナ］と不幸と恐怖のマンヴァ

ンタラの後に、である。しかし［それら］は、7 つの球

体を通り抜けて行く人間とは関係ない。未来の惑星の集

団カルマは、・・・・の集団カルマがひどいのと同程度、

美しい。これで十分だ。私はすでに多くを言い過ぎた」。

（『A・P・シネットへのマハートマの手紙』年代順 No. 

93b, 311）

　Man: Fragments of a Forgotten History という本に

こう言われている。

「堕落した同胞団の最も強力な人たちであるソーサラー

（魔法使い）と黒魔術師たちは、活動の大周期の終わり

に［アヴィチ・ニルヴァーナ］と呼ばれるものを達成する。

次の活動の期間の始めに、彼らは名のない霊的な邪悪な

ものの人生を始め、次の休息の期間にのみそれが終わる。

これらの不幸と恐怖の存在、人間と神の呪われた者の名

前は、決して発音されたり書かれたりすることはないが、

7 つの球体を通り抜ける人間とは何の関係もない。これ

らは 16 の段階のある第 8 球体の居住者である。これら

の最初の 14 の段階において、その存在物は長い苦痛の

期間の後、その 7 つのアストラル的と 7 つの霊的な感覚

を失う。最後の 2 階級の謎はイニシエーションの聖域の

外では決して伝えられない。しかし、その最後から、過

去の蓄積された卑しむべきエネルギーを失った存在は、

新たな個性として現れ、人生のはしごの最下段から新し

い進路を始めると明言されるかもしれない」。（“Man: 

Fragments of a Forgotten History” 134〔2 人のチェー

ラ〕著）

命を吹き込み、今は新しい人格に生まれ変わった輪廻す

る自我に取り付いて、一種の「入り口の住者」になる。

「指導する原理を失うが、物質の元素によって強化され

たカーママナスは、［派生した光］であることから、独

立した存在物になった。動物の段階でどんどん低く沈む

ことに苦しんだ後、時が経ってその物質の体が死ぬと、

次の 2 つのいずれかが起こる。カーママナスはすぐにミ

ヤルバ（この世のアヴィチの状態）に生まれ変わるか、

または悪が強くなりすぎた場合、しばしばカルマの目的

のために［不滅の悪魔］とオカルト的表現で言われるも

のになるにまかされ、地上のオーラの中でアヴィチの活

動状態のままとなる。それから、絶望とすべての希望の

喪失を通して、それは無限に邪悪な、神話上の［悪魔］

のようになる。それは隅から隅まで本質が物質の元素に

満たされている。悪は物質と同様に古くからあり、霊か

ら引き裂かれ、離れているからである。そして、その離

れた高級自我が再び生まれ変わり、新たな反映

（reflection）またはカーママナスを発達させると、不運

な低級自我のほうは、フランケンシュタインのモンス

ターのようにその［父］に常に引きつけられるのを感じ

る。その［父］は［息子］を拒絶し、そして息子のほう

は不変のこの世の［入り口］の［住者］になるだろう」。（『文

集』ⅩⅡ 637 HPB）

　「しかし、まれなケースでは、（魂のない生まれ変わり

よりも）はるかに恐ろしいことが起こるかもしれない。

低級マナスが飢えによってそれ自身を枯渇させる運命に

あるとき、低級な光の残骸でさえ、たとえ短い間の霊的

熱望や悔い改めをしたとしても［親の自我］に引き戻さ

れるという希望がもはやないとき、カルマは高級自我を

新しい化身へと引き戻すだろう。この場合カーママナス

の幽霊は、私たちがオカルティズムで［入り口の住者］

と呼ぶものになるかもしれない。この［住人］は、ブル

ワー・リットンの『ザノーニ』でたいへん写実的に描写

されたものとは異なるが、自然界に事実上あるものであ

り、どんなに美しく書かれてあっても伝説の作り話では

ない。ブルワーはある東洋のイニシエートからアイデア

を得たに違いない。［住者］は親和力と引力に導かれ、

それ自身をアストラルの流れに押しやり、［親の自我］

の宿る新しい体の［オーラの覆い］を通して、自分と入



アヴィチについて

ブラヴァツキーその他の説明

　アヴィチ Avitch（Avichi とも訳される）は仏教にお

いてサンスクリット語とパーリ語で「波のない」という

意味の語。それは、重大な悪行を犯して死んだ人が生ま

れ変わるかもしれない「地獄」（naraka）の最も低い段

階を指す。仏教では地獄は一時的なものだが、アヴィチ

は往々にして、存在が永遠に苦しんでいる、行けば戻っ

て来ることのない場所と見なされている。神智学的見地

ではそれは「場所」ではなく、意識的に危害を加えるこ

とで人生を棒に振った人たちが経験した悲惨な「状態」

であり、その結果として彼らの個人的な自我は霊的な自

我（Individuality 訳注 10 参照）とのつながりを壊した。

この状態は死後に経験されるだけでなく、新たに肉体化

身した物質界にまで続き、その人は魂のない（soulless）

人として悲しみに満ちた人生を送り、時が経つにつれて

ますます動物的になる。自我（personality 訳注 10 参照）

は 1 回またはいくつかの化身の後、ついには全滅する。

アヴィチはKH大師に次のように言われた。「デヴァチャ

ンと正反対の、西洋の国々に地獄と天国として通俗化さ

れたもの」。（『A・P・シネットへのマハートマの手紙』

年代順 No.68）同様に、ブラヴァツキー夫人は次のよう

に書いている。「地獄と呼ばれるアヴィチがあるが、地

理的にも精神的にも、善良なクリスチャンの地獄とは関

係がない」。（『文集 』ⅩⅡ 622, HPB）彼女によると、ア

ヴィチは場所としての地獄ではなく、「その状態と、そ

こでの拷問はすべて精神的なものである」。（『文集』Ⅸ 

136, HPB）

　この状態の一般的な説明は次のとおりである。

　アヴィチは最大に悲惨な霊的状態であり、人生を意識

的に他者に危害を加えることに捧げ、そのため最高に邪

悪な霊性に至った人たちにだけ起こるものである。（『文

集』Ⅶ 635, HPB）

　「Avitchi （梵）状態。必ずしも死後または 2 つの生ま

れ変わりの間だけにあるわけではない。それはこの世で

も起こる可能性があるからだ。文字通りには〔絶え間な

い地獄〕。8 つの地獄の最後のもので、[ 犯罪者は死んで

すぐに生まれ変わる。そして最終的な救いの望みがない

わけではない ] と言われている。これは、アヴィチがミ

ヤルバ（私たちの地球）の別名であり、魂のない人々が

この物質界に追いやられている状態でもあるためであ

る」。（『神智学用語集』45, HPB）

高級自我からの分離

　アヴィチの状態は、霊性の完全な欠如のために、低級

四つ組が人間魂または高級自我とのつながりを失う時に

始まる。それからその人は「魂のない」存在物になる。

つまり、魂の最も人格的な側面（カーママナス）のみを

保持するが、高級自我とのつながりを全く失った低級四

つ組になる。この魂のない存在物は、遅かれ早かれ全滅

することになったのである。

　「この場合の、個人的な［魂］すなわち動物自我との

つながりのない思考を決してせず、高級なものに伝達す

るものが何もなく、または永遠に記録が保存されている

過去世からの経験の総計に追加するものが何もない人

の、個人的な魂は、自我から分離される。季節の終わり

に枝から非常に多くの葉が枯れて落ちるように、生気が

何百万もの人格の葉を捨てる永遠の自我の木の幹に、そ

の個人的な魂は何も接ぎ木することはできない。これら

の人格は芽を出し、開花し、死ぬ。一部の人は跡を残さ

ず消滅し、他の人は自分の生命を親の幹の生命と混ぜ合

わせた後に消滅する。全滅つまりアヴィチの運命にある

のは、前者の種類の〈魂〉である」。（『文集』ⅩⅡ 635, HPB）

　「そのような人の、悪徳により高級な〈魂〉を失った

肉体にも、まだ望みはある。彼はまだ挽回できるかもし

れず、物質的な性質に抗うかもしれない。その場合、激

しい悔い改めの感情、または逃げた自我への真剣な懇願、

または何よりも、自分の道を修繕するための積極的な努

力のいずれかが、高級自我を取り戻す可能性がある。糸

またはつながりは完全に壊れたわけではないが、〈自我〉

は今、〈アンタスカラナが破壊された〉ために強制的に

到達できなくなり、個人の〈存在〉は片足がすでにミヤ

ルバ（地球、この世）にある。だが、まだ強い霊的な訴

えは聞こえる。この主題については、『ベールをとった

イシス』で発表された別の説がある。この恐ろしい死は

〈神秘的な名前、ことば〉の知識によって時々回避され

るかもしれないと言われている。この〈ことば〉（言葉

ではなく音）とは、皆が知っているとおりである。その

効力は、リズムまたはアクセントにある。これは単純に、

悪人であっても、神聖な科学の研究によって挽回でき、

破壊の道を行くのを止められることを意味する。しかし、

彼が高級自我と完全に一致していない限り、おうむのよ

うに 1 日 1 万回繰り返したところで〈ことば〉は彼を助

けないだろう。それどころか、高級三つ組と完全に一つ

になっていなければ、有益な効果とは全く逆になり、影

の兄弟たちが非常に頻繁に悪意ある目的のために使用す

るものとなる。その場合、自然の邪悪で物質的な元素の

みを目覚めさせ、煽動する。しかし、その人の性格が良く、

「高級自我」に向かって真剣に努力している場合、その「ア

ウム」の語は 3 番目の文字である高次の自我（ブッディ

は 2 番目）を通してのものとなり、追い払えぬ〈蛇の邪

神アポーフィス〉の攻撃はない。（『文集』ⅩⅡ 638-639, 

HPB）

魂のない存在の生まれ変わり

　高級自我とのつながりを壊すと、その人は魂のない存

在となり、時間が経つにつれてますます動物的になって

ゆく。肉体の死後の、そのカーママナス的存在によくあ

る運命は、輪廻する自我と何のつながりもない即座の転

生である。それは次にある通りである。

　「この世はアヴィチであり、しかもこれ以上ないほど

ひどいアヴィチである。（輪廻する）自我の意識から永

遠に追放されて、肉体の原子と今離れた死すべき自我の

サイキック的振動は、直ちに同じこの世に生まれ変わる。

人間の形だけはしているが、より低い、そしてもっとみ

じめな生き物として、その新しい人生全体の間、カルマ

的に苦しむ運命にある。さらに、その犯罪または堕落の

行動を繰り返すなら、そのような即座の転生が長く打ち

続くのに苦しむだろう」。（『文集』ⅩⅡ 632-633, HPB）

　「低級マナスの未来は恐ろしい。そしてそれは今の動

物人間にとってよりもさらに、人類社会にとって恐ろし

い。他のすべての動物の魂がそうであるように、分離後、

消耗した魂は今では最高に動物化して、カーマローカで

消えてしまうということが時々起こる。そして人間の心

が物質的であればあるほど、その中間の段階で長く持ち

こたえることを見ると、魂のない人間の現実の人生が終

了した後、彼は何度も何度も新しい人格に生まれ変わり、

その一つ一つの人生が他より惨めで酷いということがし

ばしば起こる。動物の生命の衝動は強すぎる。 1 つまた

は 2 つの人生だけでそれ自体を摩滅させることはできな

い」。（『文集』ⅩⅡ 636, HPB）

　「このように、私たちはこの世で 2 種類の魂のない存

在に出会う。現在の化身で高級自我を失った人たちと、

生まれながらに魂のない、前の生まれ変わりで霊的魂か

ら切り離された人たちである。前者はアヴィチ候補者で、

後者は［ハイド氏］──自らの人間の体の内にいようと

外にいようと、肉体化身していようと目に見えないが濃

密なゴーストとしてまとわりついていようと──であ

る。このような人々は狡猾さが桁外れに発達し、教えに

精通している人以外は誰も、魂のないことに気が付かな

い。なぜなら宗教も科学も、このような事実が自然界に

あることに少しも気がつかないからである」。（『文集』Ⅹ

Ⅱ 638, HPB）

高級自我の運命

　「邪悪な自我との関係を断ち切った後、輪廻する自我

には 2 つのことが起こり得る。（a）カルマの推進力のも

とで、一連の新しい化身がすぐに再開される。（b）アラ

ヤであり宇宙魂である（訳注：アラヤとは大乗仏教の瑜

伽行派で宇宙魂〈アニマ・ムンディ〉と、進歩したアデ

プトの自我の両方を意味する）「母の懐」の中に避難場

所を見つける。そこでは、マハットのマンヴァンタラ的

側面である。自我（personality）の人生の印象から解放

され、輪廻する自我はニルヴァーナの一種の幕間に融け

こむ。そこでは、過去と未来を吸収する永遠の〈現在〉

だけが存在する。今、畑と収穫の両方とも失った〈労働者〉

はなく、〈主人〉は自らの思考の無限の中で、自然にそ

の最後の人格だった有限ではかない記憶を保持せずに、

忘れる。その後、その最後の人格は本当に滅する」。（『文

集』ⅩⅡ 635-636, HPB）

入り口の住者

　まれなケースでは、魂のない実体はすぐに生まれ変わ

らずに、アストラル光にとどまり、かつてそのものに生

れ替えられた人格の低級な光へ宣戦を布告する。もちろ

んこれは、そのように取り憑かれている人格に道徳的な

弱さのある場合にのみ発生する可能性がある。しっかり

とした美徳を持ち、人生の歩みの中で正しい人は、その

ような恐ろしいことの危険性はない。ハートが堕落した

人々だけが危険である。ロバート・ルイス・スティーヴ

ンソンは『ジキル博士とハイド氏』の奇妙な事例を書い

たとき、本当のビジョンを垣間見た。その話は本当の寓

意小説である。すべてのチェラ（弟子）はその中に真実

の基盤を認識し、ハイド氏が［住者］であること、人格

への憑依、［親の自我］の宿る肉体というものを認識す

るだろう」。（『文集』ⅩⅡ 636, HPB）

アヴィチ・ニルヴァーナ

　KH 大師は、手紙の中の 1 つに、マンヴァンタラの終

わりに起こる、通常のニルヴァーナと正反対の状態であ

るアヴィチについて語っている。

　「大周期の満了後、（君の不十分な概念の中では、そし

てそれによると）長い［至福のニルヴァーナ］が『ある』。

それはマンヴァンタラ全体のディヤーン・チャーハン（訳

注：ディヤーン・チョーハンとは文字通りには「光の主」。

宇宙の監視者として責任を負う、神聖な知性。HPB『神

智学用語集』より）としての人生あるいは、君が聞いて

はならず私は発音したり書いたりしてはならないもので

ある［アヴィチ・ニルヴァーナ］と不幸と恐怖のマンヴァ

ンタラの後に、である。しかし［それら］は、7 つの球

体を通り抜けて行く人間とは関係ない。未来の惑星の集

団カルマは、・・・・の集団カルマがひどいのと同程度、

美しい。これで十分だ。私はすでに多くを言い過ぎた」。

（『A・P・シネットへのマハートマの手紙』年代順 No. 

93b, 311）

　Man: Fragments of a Forgotten History という本に

こう言われている。

「堕落した同胞団の最も強力な人たちであるソーサラー

（魔法使い）と黒魔術師たちは、活動の大周期の終わり

に［アヴィチ・ニルヴァーナ］と呼ばれるものを達成する。

次の活動の期間の始めに、彼らは名のない霊的な邪悪な

ものの人生を始め、次の休息の期間にのみそれが終わる。

これらの不幸と恐怖の存在、人間と神の呪われた者の名

前は、決して発音されたり書かれたりすることはないが、

7 つの球体を通り抜ける人間とは何の関係もない。これ

らは 16 の段階のある第 8 球体の居住者である。これら

の最初の 14 の段階において、その存在物は長い苦痛の

期間の後、その 7 つのアストラル的と 7 つの霊的な感覚

を失う。最後の 2 階級の謎はイニシエーションの聖域の

外では決して伝えられない。しかし、その最後から、過

去の蓄積された卑しむべきエネルギーを失った存在は、

新たな個性として現れ、人生のはしごの最下段から新し

い進路を始めると明言されるかもしれない」。（“Man: 

Fragments of a Forgotten History” 134〔2 人のチェー

ラ〕著）

命を吹き込み、今は新しい人格に生まれ変わった輪廻す

る自我に取り付いて、一種の「入り口の住者」になる。

「指導する原理を失うが、物質の元素によって強化され

たカーママナスは、［派生した光］であることから、独

立した存在物になった。動物の段階でどんどん低く沈む

ことに苦しんだ後、時が経ってその物質の体が死ぬと、

次の 2 つのいずれかが起こる。カーママナスはすぐにミ

ヤルバ（この世のアヴィチの状態）に生まれ変わるか、

または悪が強くなりすぎた場合、しばしばカルマの目的

のために［不滅の悪魔］とオカルト的表現で言われるも

のになるにまかされ、地上のオーラの中でアヴィチの活

動状態のままとなる。それから、絶望とすべての希望の

喪失を通して、それは無限に邪悪な、神話上の［悪魔］

のようになる。それは隅から隅まで本質が物質の元素に

満たされている。悪は物質と同様に古くからあり、霊か

ら引き裂かれ、離れているからである。そして、その離

れた高級自我が再び生まれ変わり、新たな反映

（reflection）またはカーママナスを発達させると、不運

な低級自我のほうは、フランケンシュタインのモンス

ターのようにその［父］に常に引きつけられるのを感じ

る。その［父］は［息子］を拒絶し、そして息子のほう

は不変のこの世の［入り口］の［住者］になるだろう」。（『文

集』ⅩⅡ 637 HPB）

　「しかし、まれなケースでは、（魂のない生まれ変わり

よりも）はるかに恐ろしいことが起こるかもしれない。

低級マナスが飢えによってそれ自身を枯渇させる運命に

あるとき、低級な光の残骸でさえ、たとえ短い間の霊的

熱望や悔い改めをしたとしても［親の自我］に引き戻さ

れるという希望がもはやないとき、カルマは高級自我を

新しい化身へと引き戻すだろう。この場合カーママナス

の幽霊は、私たちがオカルティズムで［入り口の住者］

と呼ぶものになるかもしれない。この［住人］は、ブル

ワー・リットンの『ザノーニ』でたいへん写実的に描写

されたものとは異なるが、自然界に事実上あるものであ

り、どんなに美しく書かれてあっても伝説の作り話では

ない。ブルワーはある東洋のイニシエートからアイデア

を得たに違いない。［住者］は親和力と引力に導かれ、

それ自身をアストラルの流れに押しやり、［親の自我］

の宿る新しい体の［オーラの覆い］を通して、自分と入
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自己犠牲について

【問】　すべての人々への公正とあらゆる生きものへの愛

が神智学の最高標準ですか？

【答】　いいえ、さらに高いものがあります。

【問】　それは何ですか？

【答】　自分自身に与えるよりも他の人々に与えること、

つまり自己犠牲です。このような自己犠牲こそ、歴史の

中のゴータマ仏陀や、福音書の中のナザレのイエスのよ

うな人類の最も優れた教師達や大師方の特長でした。こ

の犠牲だけで、後から生まれて来る世代の尊敬と感謝を

永久に受けることになりました。しかし、この自己犠牲

は識別力をもって行なわなければなりません。このよう

な犠牲が正義を考えず、盲目的に後先を考えず行なわれ

たならば、無駄であるばかりではなく、害にさえなるこ

とがあります。神智学の基本的な規則の一つは、自分自

身に対する公正です。つまり、一個人の自己正当化では

なく、集団的人類の中の一単元として見た自分に対する

公正です。他人に当てはめる公正を自分にも当てはめる

ことです。従って自分自身を犠牲にしても、本当に、多

くの人々に利益を与えることができないならば、犠牲に

してはいけません。

【問】　例をあげてもっとはっきり説明して下さいません

か？

【答】　歴史上にはたくさんの例があります。神智学は、

多くの人々を助ける実際的な善行のための自己犠牲を、

例えば「異教徒を地獄に落とすことから救う」ような、

宗派的な考え方の自己犠牲よりもずっと高く評価しま

す。ハワイのモロカイで癩病患者の苦しみを和らげ、医

療を与えるために全生涯を捧げた三〇歳の青年ダミエン

神父は一八年間患者達と一緒にいて、ついにその忌まわ

しい病にかかり死にましたが、私達の考えでは彼は無駄

に死んだのではありません。彼は何千人ものみじめな患

者達に安心とそれなりの幸福を与えました。彼は患者達

に精神的、肉体的な慰めを与えました。彼は人間の苦痛

の記録の中で比類のないほど暗い夜の中の存在、絶望的

な存在に一筋の光を投げました。彼こそは本当の神智学

徒でした。彼についての思い出は永久に私達の記録に伝

えられるでしょう。私達の目にはこの貧しいベルギーの

神父は、例えば誠実ではあったけれどうぬぼれた愚者達、

すなわち南洋諸島や中国で生涯を捧げた宣教師達よりも

計り知れぬほど優れています。そのような宣教師達は何

を成就しましたか？　南洋では、まだ真理を悟ることの

できない人達の所へ行きました。中国では、いかなる教

えにも劣らぬすばらしい宗教、哲学体系をもっている国

民の所へ行きました。中国人が孔子など自国の聖者達の

優れた教えを実行しさえすれば、伝道師など全く必要な

いことは明らかです。その宣教師達の何人かは、未開の

人喰い人種や野蛮人に襲われ命を落としたり、群集の狂

信や憎しみの犠牲となりました。もし宣教師達が、文明

の光のもとにありながら腐敗している場所、つまりキリ

スト教の野蛮人や精神的癩病がはびこっているロンドン

のホワイトチャペルのスラム街へ行っていたなら、彼ら

は本当に価値のある目的のために生きることが出来たは

ずです。

【問】　しかし、キリスト教徒はそう考えません。

【答】　もちろん、考えないでしょう。彼等は間違った信

念に基づいて行動しているからです。未開の野蛮人の体

に洗礼を施すことにより、彼らの魂を地獄から救えると

宣教師達は考えます。プロテスタントは自分の殉教者達

を忘れ、カトリックは、それに繁殖した寄生虫のために
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四〇年間も自分の肉体を犠牲にしたラブロのような人々

を、天福を受けた聖者の列に加え、その銅像を建てます。

もし私達なら、本当の聖者であるダミエン神父の像を建

てるでしょう。そして神智学の英雄、仏陀とキリストの

ような慈悲と自己犠牲の生きた模範として、彼の実践を

不朽のものとすることでしょう。

【問】　では、あなたは自己犠牲を義務とお考えですか？

【答】　もちろんそう考えます。そして愛他主義が自分を

発達させるのに欠くことのできないものであることを示

して、その義務を説明します。しかし、私達は識別をし

なくてはなりません。自分が生きるよりも他の人のほう

が明らかに多くの人達の役に立つ場合でなければ、他の

人に食物を与え自分を餓死させる権利はありません。し

かし、自分の安楽を犠牲にすることや、人々が自分で働

けないなら、その人達のために働くことは人の義務です。

自分一人の物にすれば、自分だけのためにしかならない

持ち物を、他の人に与えるのも、人の義務です。神智学

は自己犠牲を教えますが、軽卒で無益な犠牲は教えませ

んし、狂信を正当化することもありません。

【問】　私達はどうしたら、そんな高い境地に達すること

ができるのですか？

【答】　私達の教えを賢明に実際的な問題に活用すること

によります。また、私達の高い理性、霊的直観力、道徳

的センスを使うことにより、さらにまた、自我の声であ

る良心の「低く小さい声」の命令に従うことによります。

そのなる声は小さいとは言え、「主のいらっしゃらない」

エホバの地震や雷鳴よりも大きな声で話しかけます。

【問】　そのようなことが一般に人類に対する私達の義務

であるならば、私達の手近な環境に対する義務はどの様

なものだと思いますか？

【答】　同じことですが、それに加えて家族の絆に関して

の特別な責任から生じる義務があります。

【問】　では、神智学協会に入るや否や、妻や子供達や家

族の義務から徐々に切り離されると言われているのは本

当ではないのですか？

【答】　他の多くの噂のように、それは根拠のない中傷で

す。神智学の第一義務はすべての人々、また特に、自分

がはっきりとした責任を負っている人達に、自分の義務

を果たすことです。すなわち、結婚による絆のように自

発的に責任を負った場合と、運命によって定まった両親

や近親者への義務のことです。

【問】　神智学徒と自分自身に対する義務は何でしょう

か？

【答】　高級我を通して低級我を統御し、征服することで

す。内的、道徳的に自分自身を浄化し、自分自身の良心

の裁き以外誰も、何も恐れないことです。また、決して

ものごとを中途半端にしないこと、つまり、正しいこと

思うことは公然と大胆に行ない、もし間違っていると

思ったなら、決してそのことに手を触れぬことです。次

のエピクテトスの賢明な言葉を聞いて重荷を軽くするの

も、神智学徒の義務です。「愚かな世間がでっち上げる

根拠のない非難で自分の義務を怠るな。彼等の非難は君

の力の及ぶものではないから、少しも気にすることはな

い」

【問】　たとえば神智学協会のある会員が、「慈善は家庭

から」と言うので他の人々に愛他を実践しようとしても、

あまり忙しすぎたり、貧しすぎたりして、人々を助ける

ことができないと主張するような時には、どんな決まり

があるのですか？

【答】　どんな口実があっても、他の人々に対して何もで

きないと言う権利は誰にもありません。「適当な場所で

適当な義務を果たすことにより、人間はこの世を自分の

債務者にすることができる」とある英国の作家が言って

います。喉が渇いた旅人に与えられた一杯の冷たい水は、

自分で支払える人達に、時期を失して与えられた十回も

の晩餐よりも、もっと高尚な義務ですし、価値のあるも

のです。このようなことのできない人は決して神智学徒

にはなれませんが、協会の会員になることはできます。

望まないのに実践的神智学徒となるようにと人を強いる

ような規則などありません。

【問】　では、いったいそのような人はなぜ協会に入るの

ですか？

【答】　それは入会する人がいちばんよく知っています。

ここでもまた、たとえ世間がすべてその人に反対しても、

一人の人を前もって裁く権利は私達にはありません。な

ぜかというと、教育のある人達の声に関する限り、天声

人語ではなく、いつも偏見や利己的な声であり、多くの

場合、単に気まぐれで好き嫌いの声です。私達の義務は

未来のための種を蒔き、その種がよいものであるよう確

かめることです。そしてなぜ、種を蒔くべきか、なぜ私

達は時間を浪費せねばならないのかと聞くわけにはいき

ません。未来に収穫を取り入れるのは、私達自身ではな

いからです。

慈善について

【問】　あなた方神智学徒は、慈善についてのキリスト教

の義務をどう思いますか？

【答】　どんな慈善のことをおっしゃっているのですか？

　心の慈善ですか、あるいは実際的な慈善のことです

か？

【問】　実際的な慈善のことです。あなた方の普遍的同胞

団という考えにはもちろん、心の慈善も含んでいます。

【答】　では、あなたは山上の垂訓でイエスが教えられた

戒めを実行することを考えておられるのですか？

【問】　そうです。

【答】　ではなぜその義務を「キリスト教の」というので

すか？　あなた方の救世主はその倫理を説教され実践さ

れましたのに、今日のキリスト教徒は自分の生活でそれ

を実行することは決して考えません。

【問】　けれども、慈善を行ないながら人生を送っている

人達はたくさんいます。

【答】　ええ、大金持ちのあまったお金からです。しかし、

自分の外套を盗んだ、凍えて飢えている泥棒に自分の上

衣まで差し出す博愛的なキリスト教徒がいたら、私に教

えて下さい。また、左の頬を打たれたのに憤慨せず、右

の頬まで差し出すキリスト教徒は実際いるでしょうか？

【問】　しかし、イエスの教えは文字通りとってはいけな

いことを覚えておかなければなりません。今では時代も

環境も変わっていますし、イエスはたとえ話で話しまし

た。

【答】　では、火が燃えている地獄に落ちることもたとえ

話と理解するよう、あなたの教会はなぜ教えないのです

か？　キリスト教の最も有名な牧師達は、あなたが解釈

されるように、山上の垂訓をたとえ話として理解させな

がら、なぜ地獄の火と「石綿のように燃えない魂」の拷

問を文字通り受け取るように押しつけるのですか？　一

方がたとえ話なら、他方もそうでしょう。もし地獄の火

が文字通り真実ならば、山上の垂訓のキリストの教えは

文字通りに従わなければなりません。トルストイ伯のよ

うな人達や多くの神智学徒はキリストの神性を信じませ

んが、その高尚な教えは普遍的ですから、文字通り実行

しています。そしてもしもこのような生活を送ったら、

おそらく精神病院に入れられるだろうと思わなければ、

もっと多くの善男善女がそのように実行するでしょう。

キリストの言葉を実行する人を精神病院に入れるあなた

方の法律は何とキリスト教的でしょう！

【問】　しかし、毎年、私的にも公的にも慈善活動に何百

万ポンドも使われていることは誰でも知っているでしょ

う。

【答】　知っています。本当に貧しく苦しんでいる人々の

手に渡る前に、その半分は着服されてしまい、その残り

は怠け者の職業乞食の手に渡るので、実際は何の役にも

立ちません。ロンドン東部のスラム街に多額な慈善を施

した結果、そこの家賃を二〇パーセントも上げたという

話を聞いたことはありませんか？

【問】　ではどうすればよいのですか？

【答】　集団的ではなく、個人的に慈善をするのです。大

乗仏教の教えに従うとよいでしょう。つまり、「飢えた

者の口に、他人の手で食べ物を入れるなかれ」、「汝の隣

人（第三者）の影を汝自身と汝が施す相手の間に入れる

なかれ」、「人の涙の一滴も乾かざる前に、汝がそれを拭

え」、また、「貧者に金を施し、僧に食べ物を与える時、

召し使いを使わず、自らの手で施せ。汝の金が感謝を減

らし、汝の食べ物の味が変わらぬように」。

【問】　これは実際にはどう応用できるのですか？

【答】　神智学の慈善についての考え方は、他人に対する

個人的な労力を言っています。個人的な慈善であり、親

切です。苦しむ人達の福祉への個人的な関心であり、彼

等の苦しみや欠乏への個人的な同情、配慮、助力です。

私達神智学徒はたとえお金を持っていても、他人の手や

組織を通してお金を与えることはよいとは思っていませ

ん。私達がお金を必要としている人達と接触し、同情し

てあげるほうが、寄附のお金に千倍も力と効果を与える

と思います。また、せいぜい肉体の飢えを満たすだけで

はなくて、魂の飢えを救うことが大切だと思います。な

ぜなら、感謝というものは感謝を受ける人より感謝する

人にずっとよいことがあるからです。

【問】　あなたの言う何百万ポンドが呼び起こすはずの感

謝またはそれによって呼び起こされたよい感情はどこに

ありますか？

【答】　それは金持ちに対するスラム街の貧乏な人達の憎

しみや、無政府主義などの団体の成長で示されています。

また、夜の女になって細々と暮らしを立てるために毎日

追われている労働者搾取制度の被害者である何万人もの

不幸な働く女性で示されています。頼りない老人達は貧

民授産所を感謝していますか？　また、貪欲な家主のポ

ケットにお金を入れるためだけの、堕胎できたり、病弱

の子供を生ませてくれる危険で不健康な家に、貧民達は

感謝するでしょうか？　ですから、善良な自称慈善家達

が寄附したこのような「何百万ポンド」はみな、救われ

るべき貧困者に恵みを与えるどころか、燃える呪いと

なって人手に渡るのです。私達はこれを、国家的カルマ

を生む慈善と言います。カルマの清算の日には、その結

果は本当に恐ろしいものとなっているでしょう。

大衆のための神智学

【問】　あなたは神智学が登場すれば、近代生活の実際上

の不都合があっても、そうしたいろいろの社会悪を取り

除く助けになると思いますか？

【答】　私達にもっとお金があり、たいていの神智学徒が

毎日の生活のために働かなくてもよければ、きっと助け

ることができると思います。

【問】　どうやってですか？　あなた方の教えは深遠で難

しいので、教育のある人達でもなかなか理解できないの

に、教育のない大衆の関心を呼ぶことができると思いま

すか？

【答】　あなたは一つのことを忘れています。つまりあな

た方がたいへん自慢している近代教育こそ、神智学の理

解を難しくしているということです。あなた方の心は複

雑な観念や、先入観でいっぱいなので、真理をとらえる

自然な直観力や認識力が働かないのです。カルマや輪廻

という広大な真理を人間に理解させるのに、学位は必要

ではありません。何百万人もの貧しい、教育のない仏教

徒やヒンズー教徒をご覧なさい。この人達にとってカル

マと輪廻は紛れもない事実です。それは彼等の心が不自

然な型にはまっていなかったからにすぎません。彼等は、

他人が自分のために死んでくれたから自分の罪が許され

ると教えられて、生まれつき持っている正義感を踏み外

したことは決してありませんでした。そして注意すべき

ことは、仏教徒達はカルマすなわち彼等が正当な罰と考

えていることに対して不平を言わずに、信念に従って生

きることです。けれどもキリスト教の人達は道徳的理想

を実行せず、満足してその運を受け入れもしません。で

すから、西洋諸国では不平不満、激しい生存競争があり

ます。

【問】　しかし、あなたも褒めていらっしゃる満足は、努

力する動機をすべて殺してしまうのではないでしょう

か。

【答】　そして私達神智学徒は、あなた方の誇りとしてい

る進歩や文明は致命的な毒ガスを吐き出す沼地にちらつ

く狐火にすぎないと言います。なぜならば、利己心、犯罪、

不道徳、想像し得る限りの悪があなた方の自慢する進歩

の時代というこのパンドラの箱から不幸な人類に襲いか

かり、あなた方の物質文明の成長と足並みをそろえて増

して行くのを、私達は見ているからです。このような代

償を払うなら、幾時代もの政治的隷属状態の結果として

起こったにすぎない仏教国の不活発さのほうがましで

す。

【問】　では、あなた方がそんなに熱心に勉強していらっ

しゃる形而上学と神秘主義などはすべて重要ではないの

ですか？

【答】　実用的な指導や支持だけを必要としている大衆に

は、それほど重要ではありません。しかし、教育のある

人達、すなわち大衆の指導者達にはとても大切です。こ

の人達の思考様式と行動様式は遅かれ早かれ、大衆に受

け入れられるでしょう。知的で教育のある人が盲目的信

仰を信じるという知的自殺を避けるには哲学という手段

によるしかありません。この人が真理を理解できるのは、

秘教の教えでなくても、少なくとも東洋の教えの厳格に

論理的な関連性と、首尾一貫したところを同化すること

によってだけです。確信は熱意を生みます。ブルワー＝

リットンは「熱意は誠実さのエッセンスであり、熱意な

くして真理の勝利はあり得ない」と言っています。また、

エマソンは「世界の年代記の中のどんな偉大な運動も熱

意の勝利である」と、真実をついています。私達の東洋

の教えのように、壮大で首尾一貫し、論理的で包括的な

哲学ほど、このような熱意をもっと引き起こすものが他

にあるでしょうか？

【問】　しかし、神智学には多くの敵がいて、毎日新しい

反対者が出ています。

【答】　これこそ神智学の本質的な優秀性と価値を立証す

るものです。人々は自分の恐れるものだけを嫌います。

そして危険もなく、平凡の域を脱しないものを打ち破ろ

うと努力する人はいません。

【問】　いつかこの熱意を大衆に伝えたいと思われます

か？

【答】　思いますとも。歴史によると、大衆は熱心に仏教

を信じましたし、また、以前申し上げた通り、仏教徒に

与えたこの倫理哲学の実際的影響、つまり、他のすべて

の宗教と比べて仏教徒の間では犯罪率がはるかに低いこ

とによって示されています。大事な点は、あらゆる犯罪

と不道徳の温床を根絶することです。つまり、自分自身

の行為の結果から逃れることができるという考え方を根

絶することです。一たびすべての法則の中で最大のカル

マと輪廻の法則を学ぶなら、人々は人間性の本当の尊厳

を自分の中で感じるだけでなく、人々は、まるで肉体的

危険を避けるように、悪を避けるようになります。

　



自己犠牲について

【問】　すべての人々への公正とあらゆる生きものへの愛

が神智学の最高標準ですか？

【答】　いいえ、さらに高いものがあります。

【問】　それは何ですか？

【答】　自分自身に与えるよりも他の人々に与えること、

つまり自己犠牲です。このような自己犠牲こそ、歴史の

中のゴータマ仏陀や、福音書の中のナザレのイエスのよ

うな人類の最も優れた教師達や大師方の特長でした。こ

の犠牲だけで、後から生まれて来る世代の尊敬と感謝を

永久に受けることになりました。しかし、この自己犠牲

は識別力をもって行なわなければなりません。このよう

な犠牲が正義を考えず、盲目的に後先を考えず行なわれ

たならば、無駄であるばかりではなく、害にさえなるこ

とがあります。神智学の基本的な規則の一つは、自分自

身に対する公正です。つまり、一個人の自己正当化では

なく、集団的人類の中の一単元として見た自分に対する

公正です。他人に当てはめる公正を自分にも当てはめる

ことです。従って自分自身を犠牲にしても、本当に、多

くの人々に利益を与えることができないならば、犠牲に

してはいけません。

【問】　例をあげてもっとはっきり説明して下さいません

か？

【答】　歴史上にはたくさんの例があります。神智学は、

多くの人々を助ける実際的な善行のための自己犠牲を、

例えば「異教徒を地獄に落とすことから救う」ような、

宗派的な考え方の自己犠牲よりもずっと高く評価しま

す。ハワイのモロカイで癩病患者の苦しみを和らげ、医

療を与えるために全生涯を捧げた三〇歳の青年ダミエン

神父は一八年間患者達と一緒にいて、ついにその忌まわ

しい病にかかり死にましたが、私達の考えでは彼は無駄

に死んだのではありません。彼は何千人ものみじめな患

者達に安心とそれなりの幸福を与えました。彼は患者達

に精神的、肉体的な慰めを与えました。彼は人間の苦痛

の記録の中で比類のないほど暗い夜の中の存在、絶望的

な存在に一筋の光を投げました。彼こそは本当の神智学

徒でした。彼についての思い出は永久に私達の記録に伝

えられるでしょう。私達の目にはこの貧しいベルギーの

神父は、例えば誠実ではあったけれどうぬぼれた愚者達、

すなわち南洋諸島や中国で生涯を捧げた宣教師達よりも

計り知れぬほど優れています。そのような宣教師達は何

を成就しましたか？　南洋では、まだ真理を悟ることの

できない人達の所へ行きました。中国では、いかなる教

えにも劣らぬすばらしい宗教、哲学体系をもっている国

民の所へ行きました。中国人が孔子など自国の聖者達の

優れた教えを実行しさえすれば、伝道師など全く必要な

いことは明らかです。その宣教師達の何人かは、未開の

人喰い人種や野蛮人に襲われ命を落としたり、群集の狂

信や憎しみの犠牲となりました。もし宣教師達が、文明

の光のもとにありながら腐敗している場所、つまりキリ

スト教の野蛮人や精神的癩病がはびこっているロンドン

のホワイトチャペルのスラム街へ行っていたなら、彼ら

は本当に価値のある目的のために生きることが出来たは

ずです。

【問】　しかし、キリスト教徒はそう考えません。

【答】　もちろん、考えないでしょう。彼等は間違った信

念に基づいて行動しているからです。未開の野蛮人の体

に洗礼を施すことにより、彼らの魂を地獄から救えると

宣教師達は考えます。プロテスタントは自分の殉教者達

を忘れ、カトリックは、それに繁殖した寄生虫のために
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四〇年間も自分の肉体を犠牲にしたラブロのような人々

を、天福を受けた聖者の列に加え、その銅像を建てます。

もし私達なら、本当の聖者であるダミエン神父の像を建

てるでしょう。そして神智学の英雄、仏陀とキリストの

ような慈悲と自己犠牲の生きた模範として、彼の実践を

不朽のものとすることでしょう。

【問】　では、あなたは自己犠牲を義務とお考えですか？

【答】　もちろんそう考えます。そして愛他主義が自分を

発達させるのに欠くことのできないものであることを示

して、その義務を説明します。しかし、私達は識別をし

なくてはなりません。自分が生きるよりも他の人のほう

が明らかに多くの人達の役に立つ場合でなければ、他の

人に食物を与え自分を餓死させる権利はありません。し

かし、自分の安楽を犠牲にすることや、人々が自分で働

けないなら、その人達のために働くことは人の義務です。

自分一人の物にすれば、自分だけのためにしかならない

持ち物を、他の人に与えるのも、人の義務です。神智学

は自己犠牲を教えますが、軽卒で無益な犠牲は教えませ

んし、狂信を正当化することもありません。

【問】　私達はどうしたら、そんな高い境地に達すること

ができるのですか？

【答】　私達の教えを賢明に実際的な問題に活用すること

によります。また、私達の高い理性、霊的直観力、道徳

的センスを使うことにより、さらにまた、自我の声であ

る良心の「低く小さい声」の命令に従うことによります。

そのなる声は小さいとは言え、「主のいらっしゃらない」

エホバの地震や雷鳴よりも大きな声で話しかけます。

【問】　そのようなことが一般に人類に対する私達の義務

であるならば、私達の手近な環境に対する義務はどの様

なものだと思いますか？

【答】　同じことですが、それに加えて家族の絆に関して

の特別な責任から生じる義務があります。

【問】　では、神智学協会に入るや否や、妻や子供達や家

族の義務から徐々に切り離されると言われているのは本

当ではないのですか？

【答】　他の多くの噂のように、それは根拠のない中傷で

す。神智学の第一義務はすべての人々、また特に、自分

がはっきりとした責任を負っている人達に、自分の義務

を果たすことです。すなわち、結婚による絆のように自

発的に責任を負った場合と、運命によって定まった両親

や近親者への義務のことです。

【問】　神智学徒と自分自身に対する義務は何でしょう

か？

【答】　高級我を通して低級我を統御し、征服することで

す。内的、道徳的に自分自身を浄化し、自分自身の良心

の裁き以外誰も、何も恐れないことです。また、決して

ものごとを中途半端にしないこと、つまり、正しいこと

思うことは公然と大胆に行ない、もし間違っていると

思ったなら、決してそのことに手を触れぬことです。次

のエピクテトスの賢明な言葉を聞いて重荷を軽くするの

も、神智学徒の義務です。「愚かな世間がでっち上げる

根拠のない非難で自分の義務を怠るな。彼等の非難は君

の力の及ぶものではないから、少しも気にすることはな

い」

【問】　たとえば神智学協会のある会員が、「慈善は家庭

から」と言うので他の人々に愛他を実践しようとしても、

あまり忙しすぎたり、貧しすぎたりして、人々を助ける

ことができないと主張するような時には、どんな決まり

があるのですか？

【答】　どんな口実があっても、他の人々に対して何もで

きないと言う権利は誰にもありません。「適当な場所で

適当な義務を果たすことにより、人間はこの世を自分の

債務者にすることができる」とある英国の作家が言って

います。喉が渇いた旅人に与えられた一杯の冷たい水は、

自分で支払える人達に、時期を失して与えられた十回も

の晩餐よりも、もっと高尚な義務ですし、価値のあるも

のです。このようなことのできない人は決して神智学徒

にはなれませんが、協会の会員になることはできます。

望まないのに実践的神智学徒となるようにと人を強いる

ような規則などありません。

【問】　では、いったいそのような人はなぜ協会に入るの

ですか？

【答】　それは入会する人がいちばんよく知っています。

ここでもまた、たとえ世間がすべてその人に反対しても、

一人の人を前もって裁く権利は私達にはありません。な

ぜかというと、教育のある人達の声に関する限り、天声

人語ではなく、いつも偏見や利己的な声であり、多くの

場合、単に気まぐれで好き嫌いの声です。私達の義務は

未来のための種を蒔き、その種がよいものであるよう確

かめることです。そしてなぜ、種を蒔くべきか、なぜ私

達は時間を浪費せねばならないのかと聞くわけにはいき

ません。未来に収穫を取り入れるのは、私達自身ではな

いからです。

慈善について

【問】　あなた方神智学徒は、慈善についてのキリスト教

の義務をどう思いますか？

【答】　どんな慈善のことをおっしゃっているのですか？

　心の慈善ですか、あるいは実際的な慈善のことです

か？

【問】　実際的な慈善のことです。あなた方の普遍的同胞

団という考えにはもちろん、心の慈善も含んでいます。

【答】　では、あなたは山上の垂訓でイエスが教えられた

戒めを実行することを考えておられるのですか？

【問】　そうです。

【答】　ではなぜその義務を「キリスト教の」というので

すか？　あなた方の救世主はその倫理を説教され実践さ

れましたのに、今日のキリスト教徒は自分の生活でそれ

を実行することは決して考えません。

【問】　けれども、慈善を行ないながら人生を送っている

人達はたくさんいます。

【答】　ええ、大金持ちのあまったお金からです。しかし、

自分の外套を盗んだ、凍えて飢えている泥棒に自分の上

衣まで差し出す博愛的なキリスト教徒がいたら、私に教

えて下さい。また、左の頬を打たれたのに憤慨せず、右

の頬まで差し出すキリスト教徒は実際いるでしょうか？

【問】　しかし、イエスの教えは文字通りとってはいけな

いことを覚えておかなければなりません。今では時代も

環境も変わっていますし、イエスはたとえ話で話しまし

た。

【答】　では、火が燃えている地獄に落ちることもたとえ

話と理解するよう、あなたの教会はなぜ教えないのです

か？　キリスト教の最も有名な牧師達は、あなたが解釈

されるように、山上の垂訓をたとえ話として理解させな

がら、なぜ地獄の火と「石綿のように燃えない魂」の拷

問を文字通り受け取るように押しつけるのですか？　一

方がたとえ話なら、他方もそうでしょう。もし地獄の火

が文字通り真実ならば、山上の垂訓のキリストの教えは

文字通りに従わなければなりません。トルストイ伯のよ

うな人達や多くの神智学徒はキリストの神性を信じませ

んが、その高尚な教えは普遍的ですから、文字通り実行

しています。そしてもしもこのような生活を送ったら、

おそらく精神病院に入れられるだろうと思わなければ、

もっと多くの善男善女がそのように実行するでしょう。

キリストの言葉を実行する人を精神病院に入れるあなた

方の法律は何とキリスト教的でしょう！

【問】　しかし、毎年、私的にも公的にも慈善活動に何百

万ポンドも使われていることは誰でも知っているでしょ

う。

【答】　知っています。本当に貧しく苦しんでいる人々の

手に渡る前に、その半分は着服されてしまい、その残り

は怠け者の職業乞食の手に渡るので、実際は何の役にも

立ちません。ロンドン東部のスラム街に多額な慈善を施

した結果、そこの家賃を二〇パーセントも上げたという

話を聞いたことはありませんか？

【問】　ではどうすればよいのですか？

【答】　集団的ではなく、個人的に慈善をするのです。大

乗仏教の教えに従うとよいでしょう。つまり、「飢えた

者の口に、他人の手で食べ物を入れるなかれ」、「汝の隣

人（第三者）の影を汝自身と汝が施す相手の間に入れる

なかれ」、「人の涙の一滴も乾かざる前に、汝がそれを拭

え」、また、「貧者に金を施し、僧に食べ物を与える時、

召し使いを使わず、自らの手で施せ。汝の金が感謝を減

らし、汝の食べ物の味が変わらぬように」。

【問】　これは実際にはどう応用できるのですか？

【答】　神智学の慈善についての考え方は、他人に対する

個人的な労力を言っています。個人的な慈善であり、親

切です。苦しむ人達の福祉への個人的な関心であり、彼

等の苦しみや欠乏への個人的な同情、配慮、助力です。

私達神智学徒はたとえお金を持っていても、他人の手や

組織を通してお金を与えることはよいとは思っていませ

ん。私達がお金を必要としている人達と接触し、同情し

てあげるほうが、寄附のお金に千倍も力と効果を与える

と思います。また、せいぜい肉体の飢えを満たすだけで

はなくて、魂の飢えを救うことが大切だと思います。な

ぜなら、感謝というものは感謝を受ける人より感謝する

人にずっとよいことがあるからです。

【問】　あなたの言う何百万ポンドが呼び起こすはずの感

謝またはそれによって呼び起こされたよい感情はどこに

ありますか？

【答】　それは金持ちに対するスラム街の貧乏な人達の憎

しみや、無政府主義などの団体の成長で示されています。

また、夜の女になって細々と暮らしを立てるために毎日

追われている労働者搾取制度の被害者である何万人もの

不幸な働く女性で示されています。頼りない老人達は貧

民授産所を感謝していますか？　また、貪欲な家主のポ

ケットにお金を入れるためだけの、堕胎できたり、病弱

の子供を生ませてくれる危険で不健康な家に、貧民達は

感謝するでしょうか？　ですから、善良な自称慈善家達

が寄附したこのような「何百万ポンド」はみな、救われ

るべき貧困者に恵みを与えるどころか、燃える呪いと

なって人手に渡るのです。私達はこれを、国家的カルマ

を生む慈善と言います。カルマの清算の日には、その結

果は本当に恐ろしいものとなっているでしょう。

大衆のための神智学

【問】　あなたは神智学が登場すれば、近代生活の実際上

の不都合があっても、そうしたいろいろの社会悪を取り

除く助けになると思いますか？

【答】　私達にもっとお金があり、たいていの神智学徒が

毎日の生活のために働かなくてもよければ、きっと助け

ることができると思います。

【問】　どうやってですか？　あなた方の教えは深遠で難

しいので、教育のある人達でもなかなか理解できないの

に、教育のない大衆の関心を呼ぶことができると思いま

すか？

【答】　あなたは一つのことを忘れています。つまりあな

た方がたいへん自慢している近代教育こそ、神智学の理

解を難しくしているということです。あなた方の心は複

雑な観念や、先入観でいっぱいなので、真理をとらえる

自然な直観力や認識力が働かないのです。カルマや輪廻

という広大な真理を人間に理解させるのに、学位は必要

ではありません。何百万人もの貧しい、教育のない仏教

徒やヒンズー教徒をご覧なさい。この人達にとってカル

マと輪廻は紛れもない事実です。それは彼等の心が不自

然な型にはまっていなかったからにすぎません。彼等は、

他人が自分のために死んでくれたから自分の罪が許され

ると教えられて、生まれつき持っている正義感を踏み外

したことは決してありませんでした。そして注意すべき

ことは、仏教徒達はカルマすなわち彼等が正当な罰と考

えていることに対して不平を言わずに、信念に従って生

きることです。けれどもキリスト教の人達は道徳的理想

を実行せず、満足してその運を受け入れもしません。で

すから、西洋諸国では不平不満、激しい生存競争があり

ます。

【問】　しかし、あなたも褒めていらっしゃる満足は、努

力する動機をすべて殺してしまうのではないでしょう

か。

【答】　そして私達神智学徒は、あなた方の誇りとしてい

る進歩や文明は致命的な毒ガスを吐き出す沼地にちらつ

く狐火にすぎないと言います。なぜならば、利己心、犯罪、

不道徳、想像し得る限りの悪があなた方の自慢する進歩

の時代というこのパンドラの箱から不幸な人類に襲いか

かり、あなた方の物質文明の成長と足並みをそろえて増

して行くのを、私達は見ているからです。このような代

償を払うなら、幾時代もの政治的隷属状態の結果として

起こったにすぎない仏教国の不活発さのほうがましで

す。

【問】　では、あなた方がそんなに熱心に勉強していらっ

しゃる形而上学と神秘主義などはすべて重要ではないの

ですか？

【答】　実用的な指導や支持だけを必要としている大衆に

は、それほど重要ではありません。しかし、教育のある

人達、すなわち大衆の指導者達にはとても大切です。こ

の人達の思考様式と行動様式は遅かれ早かれ、大衆に受

け入れられるでしょう。知的で教育のある人が盲目的信

仰を信じるという知的自殺を避けるには哲学という手段

によるしかありません。この人が真理を理解できるのは、

秘教の教えでなくても、少なくとも東洋の教えの厳格に

論理的な関連性と、首尾一貫したところを同化すること

によってだけです。確信は熱意を生みます。ブルワー＝

リットンは「熱意は誠実さのエッセンスであり、熱意な

くして真理の勝利はあり得ない」と言っています。また、

エマソンは「世界の年代記の中のどんな偉大な運動も熱

意の勝利である」と、真実をついています。私達の東洋

の教えのように、壮大で首尾一貫し、論理的で包括的な

哲学ほど、このような熱意をもっと引き起こすものが他

にあるでしょうか？

【問】　しかし、神智学には多くの敵がいて、毎日新しい

反対者が出ています。

【答】　これこそ神智学の本質的な優秀性と価値を立証す

るものです。人々は自分の恐れるものだけを嫌います。

そして危険もなく、平凡の域を脱しないものを打ち破ろ

うと努力する人はいません。

【問】　いつかこの熱意を大衆に伝えたいと思われます

か？

【答】　思いますとも。歴史によると、大衆は熱心に仏教

を信じましたし、また、以前申し上げた通り、仏教徒に

与えたこの倫理哲学の実際的影響、つまり、他のすべて

の宗教と比べて仏教徒の間では犯罪率がはるかに低いこ

とによって示されています。大事な点は、あらゆる犯罪

と不道徳の温床を根絶することです。つまり、自分自身

の行為の結果から逃れることができるという考え方を根

絶することです。一たびすべての法則の中で最大のカル

マと輪廻の法則を学ぶなら、人々は人間性の本当の尊厳

を自分の中で感じるだけでなく、人々は、まるで肉体的

危険を避けるように、悪を避けるようになります。

　



自己犠牲について

【問】　すべての人々への公正とあらゆる生きものへの愛

が神智学の最高標準ですか？

【答】　いいえ、さらに高いものがあります。

【問】　それは何ですか？

【答】　自分自身に与えるよりも他の人々に与えること、

つまり自己犠牲です。このような自己犠牲こそ、歴史の

中のゴータマ仏陀や、福音書の中のナザレのイエスのよ

うな人類の最も優れた教師達や大師方の特長でした。こ

の犠牲だけで、後から生まれて来る世代の尊敬と感謝を

永久に受けることになりました。しかし、この自己犠牲

は識別力をもって行なわなければなりません。このよう

な犠牲が正義を考えず、盲目的に後先を考えず行なわれ

たならば、無駄であるばかりではなく、害にさえなるこ

とがあります。神智学の基本的な規則の一つは、自分自

身に対する公正です。つまり、一個人の自己正当化では

なく、集団的人類の中の一単元として見た自分に対する

公正です。他人に当てはめる公正を自分にも当てはめる

ことです。従って自分自身を犠牲にしても、本当に、多

くの人々に利益を与えることができないならば、犠牲に

してはいけません。

【問】　例をあげてもっとはっきり説明して下さいません

か？

【答】　歴史上にはたくさんの例があります。神智学は、

多くの人々を助ける実際的な善行のための自己犠牲を、

例えば「異教徒を地獄に落とすことから救う」ような、

宗派的な考え方の自己犠牲よりもずっと高く評価しま

す。ハワイのモロカイで癩病患者の苦しみを和らげ、医

療を与えるために全生涯を捧げた三〇歳の青年ダミエン

神父は一八年間患者達と一緒にいて、ついにその忌まわ

しい病にかかり死にましたが、私達の考えでは彼は無駄

に死んだのではありません。彼は何千人ものみじめな患

者達に安心とそれなりの幸福を与えました。彼は患者達

に精神的、肉体的な慰めを与えました。彼は人間の苦痛

の記録の中で比類のないほど暗い夜の中の存在、絶望的

な存在に一筋の光を投げました。彼こそは本当の神智学

徒でした。彼についての思い出は永久に私達の記録に伝

えられるでしょう。私達の目にはこの貧しいベルギーの

神父は、例えば誠実ではあったけれどうぬぼれた愚者達、

すなわち南洋諸島や中国で生涯を捧げた宣教師達よりも

計り知れぬほど優れています。そのような宣教師達は何

を成就しましたか？　南洋では、まだ真理を悟ることの

できない人達の所へ行きました。中国では、いかなる教

えにも劣らぬすばらしい宗教、哲学体系をもっている国

民の所へ行きました。中国人が孔子など自国の聖者達の

優れた教えを実行しさえすれば、伝道師など全く必要な

いことは明らかです。その宣教師達の何人かは、未開の

人喰い人種や野蛮人に襲われ命を落としたり、群集の狂

信や憎しみの犠牲となりました。もし宣教師達が、文明

の光のもとにありながら腐敗している場所、つまりキリ

スト教の野蛮人や精神的癩病がはびこっているロンドン

のホワイトチャペルのスラム街へ行っていたなら、彼ら

は本当に価値のある目的のために生きることが出来たは

ずです。

【問】　しかし、キリスト教徒はそう考えません。

【答】　もちろん、考えないでしょう。彼等は間違った信

念に基づいて行動しているからです。未開の野蛮人の体

に洗礼を施すことにより、彼らの魂を地獄から救えると

宣教師達は考えます。プロテスタントは自分の殉教者達

を忘れ、カトリックは、それに繁殖した寄生虫のために

四〇年間も自分の肉体を犠牲にしたラブロのような人々

を、天福を受けた聖者の列に加え、その銅像を建てます。

もし私達なら、本当の聖者であるダミエン神父の像を建

てるでしょう。そして神智学の英雄、仏陀とキリストの

ような慈悲と自己犠牲の生きた模範として、彼の実践を

不朽のものとすることでしょう。

【問】　では、あなたは自己犠牲を義務とお考えですか？

【答】　もちろんそう考えます。そして愛他主義が自分を

発達させるのに欠くことのできないものであることを示

して、その義務を説明します。しかし、私達は識別をし

なくてはなりません。自分が生きるよりも他の人のほう

が明らかに多くの人達の役に立つ場合でなければ、他の

人に食物を与え自分を餓死させる権利はありません。し

かし、自分の安楽を犠牲にすることや、人々が自分で働

けないなら、その人達のために働くことは人の義務です。

自分一人の物にすれば、自分だけのためにしかならない

持ち物を、他の人に与えるのも、人の義務です。神智学

は自己犠牲を教えますが、軽卒で無益な犠牲は教えませ

んし、狂信を正当化することもありません。

【問】　私達はどうしたら、そんな高い境地に達すること

ができるのですか？

【答】　私達の教えを賢明に実際的な問題に活用すること

によります。また、私達の高い理性、霊的直観力、道徳

的センスを使うことにより、さらにまた、自我の声であ

る良心の「低く小さい声」の命令に従うことによります。

そのなる声は小さいとは言え、「主のいらっしゃらない」

エホバの地震や雷鳴よりも大きな声で話しかけます。

【問】　そのようなことが一般に人類に対する私達の義務

であるならば、私達の手近な環境に対する義務はどの様

なものだと思いますか？

【答】　同じことですが、それに加えて家族の絆に関して

の特別な責任から生じる義務があります。

【問】　では、神智学協会に入るや否や、妻や子供達や家

族の義務から徐々に切り離されると言われているのは本

当ではないのですか？

【答】　他の多くの噂のように、それは根拠のない中傷で

す。神智学の第一義務はすべての人々、また特に、自分

がはっきりとした責任を負っている人達に、自分の義務

を果たすことです。すなわち、結婚による絆のように自

発的に責任を負った場合と、運命によって定まった両親

や近親者への義務のことです。

【問】　神智学徒と自分自身に対する義務は何でしょう

か？

【答】　高級我を通して低級我を統御し、征服することで

す。内的、道徳的に自分自身を浄化し、自分自身の良心

の裁き以外誰も、何も恐れないことです。また、決して

ものごとを中途半端にしないこと、つまり、正しいこと

思うことは公然と大胆に行ない、もし間違っていると

思ったなら、決してそのことに手を触れぬことです。次

のエピクテトスの賢明な言葉を聞いて重荷を軽くするの

も、神智学徒の義務です。「愚かな世間がでっち上げる

根拠のない非難で自分の義務を怠るな。彼等の非難は君

の力の及ぶものではないから、少しも気にすることはな

い」

【問】　たとえば神智学協会のある会員が、「慈善は家庭

から」と言うので他の人々に愛他を実践しようとしても、

あまり忙しすぎたり、貧しすぎたりして、人々を助ける

ことができないと主張するような時には、どんな決まり

があるのですか？

【答】　どんな口実があっても、他の人々に対して何もで

きないと言う権利は誰にもありません。「適当な場所で

適当な義務を果たすことにより、人間はこの世を自分の

債務者にすることができる」とある英国の作家が言って

います。喉が渇いた旅人に与えられた一杯の冷たい水は、

自分で支払える人達に、時期を失して与えられた十回も

の晩餐よりも、もっと高尚な義務ですし、価値のあるも

のです。このようなことのできない人は決して神智学徒

にはなれませんが、協会の会員になることはできます。

望まないのに実践的神智学徒となるようにと人を強いる

ような規則などありません。

【問】　では、いったいそのような人はなぜ協会に入るの

ですか？

【答】　それは入会する人がいちばんよく知っています。

ここでもまた、たとえ世間がすべてその人に反対しても、

一人の人を前もって裁く権利は私達にはありません。な

ぜかというと、教育のある人達の声に関する限り、天声

人語ではなく、いつも偏見や利己的な声であり、多くの

場合、単に気まぐれで好き嫌いの声です。私達の義務は
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未来のための種を蒔き、その種がよいものであるよう確

かめることです。そしてなぜ、種を蒔くべきか、なぜ私

達は時間を浪費せねばならないのかと聞くわけにはいき

ません。未来に収穫を取り入れるのは、私達自身ではな

いからです。

慈善について

【問】　あなた方神智学徒は、慈善についてのキリスト教

の義務をどう思いますか？

【答】　どんな慈善のことをおっしゃっているのですか？

　心の慈善ですか、あるいは実際的な慈善のことです

か？

【問】　実際的な慈善のことです。あなた方の普遍的同胞

団という考えにはもちろん、心の慈善も含んでいます。

【答】　では、あなたは山上の垂訓でイエスが教えられた

戒めを実行することを考えておられるのですか？

【問】　そうです。

【答】　ではなぜその義務を「キリスト教の」というので

すか？　あなた方の救世主はその倫理を説教され実践さ

れましたのに、今日のキリスト教徒は自分の生活でそれ

を実行することは決して考えません。

【問】　けれども、慈善を行ないながら人生を送っている

人達はたくさんいます。

【答】　ええ、大金持ちのあまったお金からです。しかし、

自分の外套を盗んだ、凍えて飢えている泥棒に自分の上

衣まで差し出す博愛的なキリスト教徒がいたら、私に教

えて下さい。また、左の頬を打たれたのに憤慨せず、右

の頬まで差し出すキリスト教徒は実際いるでしょうか？

【問】　しかし、イエスの教えは文字通りとってはいけな

いことを覚えておかなければなりません。今では時代も

環境も変わっていますし、イエスはたとえ話で話しまし

た。

【答】　では、火が燃えている地獄に落ちることもたとえ

話と理解するよう、あなたの教会はなぜ教えないのです

か？　キリスト教の最も有名な牧師達は、あなたが解釈

されるように、山上の垂訓をたとえ話として理解させな

がら、なぜ地獄の火と「石綿のように燃えない魂」の拷

問を文字通り受け取るように押しつけるのですか？　一

方がたとえ話なら、他方もそうでしょう。もし地獄の火

が文字通り真実ならば、山上の垂訓のキリストの教えは

文字通りに従わなければなりません。トルストイ伯のよ

うな人達や多くの神智学徒はキリストの神性を信じませ

んが、その高尚な教えは普遍的ですから、文字通り実行

しています。そしてもしもこのような生活を送ったら、

おそらく精神病院に入れられるだろうと思わなければ、

もっと多くの善男善女がそのように実行するでしょう。

キリストの言葉を実行する人を精神病院に入れるあなた

方の法律は何とキリスト教的でしょう！

【問】　しかし、毎年、私的にも公的にも慈善活動に何百

万ポンドも使われていることは誰でも知っているでしょ

う。

【答】　知っています。本当に貧しく苦しんでいる人々の

手に渡る前に、その半分は着服されてしまい、その残り

は怠け者の職業乞食の手に渡るので、実際は何の役にも

立ちません。ロンドン東部のスラム街に多額な慈善を施

した結果、そこの家賃を二〇パーセントも上げたという

話を聞いたことはありませんか？

【問】　ではどうすればよいのですか？

【答】　集団的ではなく、個人的に慈善をするのです。大

乗仏教の教えに従うとよいでしょう。つまり、「飢えた

者の口に、他人の手で食べ物を入れるなかれ」、「汝の隣

人（第三者）の影を汝自身と汝が施す相手の間に入れる

なかれ」、「人の涙の一滴も乾かざる前に、汝がそれを拭

え」、また、「貧者に金を施し、僧に食べ物を与える時、

召し使いを使わず、自らの手で施せ。汝の金が感謝を減

らし、汝の食べ物の味が変わらぬように」。

【問】　これは実際にはどう応用できるのですか？

【答】　神智学の慈善についての考え方は、他人に対する

個人的な労力を言っています。個人的な慈善であり、親

切です。苦しむ人達の福祉への個人的な関心であり、彼

等の苦しみや欠乏への個人的な同情、配慮、助力です。

私達神智学徒はたとえお金を持っていても、他人の手や

組織を通してお金を与えることはよいとは思っていませ

ん。私達がお金を必要としている人達と接触し、同情し

てあげるほうが、寄附のお金に千倍も力と効果を与える

と思います。また、せいぜい肉体の飢えを満たすだけで

はなくて、魂の飢えを救うことが大切だと思います。な

ぜなら、感謝というものは感謝を受ける人より感謝する

人にずっとよいことがあるからです。

【問】　あなたの言う何百万ポンドが呼び起こすはずの感

謝またはそれによって呼び起こされたよい感情はどこに

ありますか？

【答】　それは金持ちに対するスラム街の貧乏な人達の憎

しみや、無政府主義などの団体の成長で示されています。

また、夜の女になって細々と暮らしを立てるために毎日

追われている労働者搾取制度の被害者である何万人もの

不幸な働く女性で示されています。頼りない老人達は貧

民授産所を感謝していますか？　また、貪欲な家主のポ

ケットにお金を入れるためだけの、堕胎できたり、病弱

の子供を生ませてくれる危険で不健康な家に、貧民達は

感謝するでしょうか？　ですから、善良な自称慈善家達

が寄附したこのような「何百万ポンド」はみな、救われ

るべき貧困者に恵みを与えるどころか、燃える呪いと

なって人手に渡るのです。私達はこれを、国家的カルマ

を生む慈善と言います。カルマの清算の日には、その結

果は本当に恐ろしいものとなっているでしょう。

大衆のための神智学

【問】　あなたは神智学が登場すれば、近代生活の実際上

の不都合があっても、そうしたいろいろの社会悪を取り

除く助けになると思いますか？

【答】　私達にもっとお金があり、たいていの神智学徒が

毎日の生活のために働かなくてもよければ、きっと助け

ることができると思います。

【問】　どうやってですか？　あなた方の教えは深遠で難

しいので、教育のある人達でもなかなか理解できないの

に、教育のない大衆の関心を呼ぶことができると思いま

すか？

【答】　あなたは一つのことを忘れています。つまりあな

た方がたいへん自慢している近代教育こそ、神智学の理

解を難しくしているということです。あなた方の心は複

雑な観念や、先入観でいっぱいなので、真理をとらえる

自然な直観力や認識力が働かないのです。カルマや輪廻

という広大な真理を人間に理解させるのに、学位は必要

ではありません。何百万人もの貧しい、教育のない仏教

徒やヒンズー教徒をご覧なさい。この人達にとってカル

マと輪廻は紛れもない事実です。それは彼等の心が不自

然な型にはまっていなかったからにすぎません。彼等は、

他人が自分のために死んでくれたから自分の罪が許され

ると教えられて、生まれつき持っている正義感を踏み外

したことは決してありませんでした。そして注意すべき

ことは、仏教徒達はカルマすなわち彼等が正当な罰と考

えていることに対して不平を言わずに、信念に従って生

きることです。けれどもキリスト教の人達は道徳的理想

を実行せず、満足してその運を受け入れもしません。で

すから、西洋諸国では不平不満、激しい生存競争があり

ます。

【問】　しかし、あなたも褒めていらっしゃる満足は、努

力する動機をすべて殺してしまうのではないでしょう

か。

【答】　そして私達神智学徒は、あなた方の誇りとしてい

る進歩や文明は致命的な毒ガスを吐き出す沼地にちらつ

く狐火にすぎないと言います。なぜならば、利己心、犯罪、

不道徳、想像し得る限りの悪があなた方の自慢する進歩

の時代というこのパンドラの箱から不幸な人類に襲いか

かり、あなた方の物質文明の成長と足並みをそろえて増

して行くのを、私達は見ているからです。このような代

償を払うなら、幾時代もの政治的隷属状態の結果として

起こったにすぎない仏教国の不活発さのほうがましで

す。

【問】　では、あなた方がそんなに熱心に勉強していらっ

しゃる形而上学と神秘主義などはすべて重要ではないの

ですか？

【答】　実用的な指導や支持だけを必要としている大衆に

は、それほど重要ではありません。しかし、教育のある

人達、すなわち大衆の指導者達にはとても大切です。こ

の人達の思考様式と行動様式は遅かれ早かれ、大衆に受

け入れられるでしょう。知的で教育のある人が盲目的信

仰を信じるという知的自殺を避けるには哲学という手段

によるしかありません。この人が真理を理解できるのは、

秘教の教えでなくても、少なくとも東洋の教えの厳格に

論理的な関連性と、首尾一貫したところを同化すること

によってだけです。確信は熱意を生みます。ブルワー＝

リットンは「熱意は誠実さのエッセンスであり、熱意な

くして真理の勝利はあり得ない」と言っています。また、

エマソンは「世界の年代記の中のどんな偉大な運動も熱

意の勝利である」と、真実をついています。私達の東洋

の教えのように、壮大で首尾一貫し、論理的で包括的な

哲学ほど、このような熱意をもっと引き起こすものが他

にあるでしょうか？

【問】　しかし、神智学には多くの敵がいて、毎日新しい

反対者が出ています。

【答】　これこそ神智学の本質的な優秀性と価値を立証す

るものです。人々は自分の恐れるものだけを嫌います。

そして危険もなく、平凡の域を脱しないものを打ち破ろ

うと努力する人はいません。

【問】　いつかこの熱意を大衆に伝えたいと思われます

か？

【答】　思いますとも。歴史によると、大衆は熱心に仏教

を信じましたし、また、以前申し上げた通り、仏教徒に

与えたこの倫理哲学の実際的影響、つまり、他のすべて

の宗教と比べて仏教徒の間では犯罪率がはるかに低いこ

とによって示されています。大事な点は、あらゆる犯罪

と不道徳の温床を根絶することです。つまり、自分自身

の行為の結果から逃れることができるという考え方を根

絶することです。一たびすべての法則の中で最大のカル

マと輪廻の法則を学ぶなら、人々は人間性の本当の尊厳

を自分の中で感じるだけでなく、人々は、まるで肉体的

危険を避けるように、悪を避けるようになります。

　



自己犠牲について

【問】　すべての人々への公正とあらゆる生きものへの愛

が神智学の最高標準ですか？

【答】　いいえ、さらに高いものがあります。

【問】　それは何ですか？

【答】　自分自身に与えるよりも他の人々に与えること、

つまり自己犠牲です。このような自己犠牲こそ、歴史の

中のゴータマ仏陀や、福音書の中のナザレのイエスのよ

うな人類の最も優れた教師達や大師方の特長でした。こ

の犠牲だけで、後から生まれて来る世代の尊敬と感謝を

永久に受けることになりました。しかし、この自己犠牲

は識別力をもって行なわなければなりません。このよう

な犠牲が正義を考えず、盲目的に後先を考えず行なわれ

たならば、無駄であるばかりではなく、害にさえなるこ

とがあります。神智学の基本的な規則の一つは、自分自

身に対する公正です。つまり、一個人の自己正当化では

なく、集団的人類の中の一単元として見た自分に対する

公正です。他人に当てはめる公正を自分にも当てはめる

ことです。従って自分自身を犠牲にしても、本当に、多

くの人々に利益を与えることができないならば、犠牲に

してはいけません。

【問】　例をあげてもっとはっきり説明して下さいません

か？

【答】　歴史上にはたくさんの例があります。神智学は、

多くの人々を助ける実際的な善行のための自己犠牲を、

例えば「異教徒を地獄に落とすことから救う」ような、

宗派的な考え方の自己犠牲よりもずっと高く評価しま

す。ハワイのモロカイで癩病患者の苦しみを和らげ、医

療を与えるために全生涯を捧げた三〇歳の青年ダミエン

神父は一八年間患者達と一緒にいて、ついにその忌まわ

しい病にかかり死にましたが、私達の考えでは彼は無駄

に死んだのではありません。彼は何千人ものみじめな患

者達に安心とそれなりの幸福を与えました。彼は患者達

に精神的、肉体的な慰めを与えました。彼は人間の苦痛

の記録の中で比類のないほど暗い夜の中の存在、絶望的

な存在に一筋の光を投げました。彼こそは本当の神智学

徒でした。彼についての思い出は永久に私達の記録に伝

えられるでしょう。私達の目にはこの貧しいベルギーの

神父は、例えば誠実ではあったけれどうぬぼれた愚者達、

すなわち南洋諸島や中国で生涯を捧げた宣教師達よりも

計り知れぬほど優れています。そのような宣教師達は何

を成就しましたか？　南洋では、まだ真理を悟ることの

できない人達の所へ行きました。中国では、いかなる教

えにも劣らぬすばらしい宗教、哲学体系をもっている国

民の所へ行きました。中国人が孔子など自国の聖者達の

優れた教えを実行しさえすれば、伝道師など全く必要な

いことは明らかです。その宣教師達の何人かは、未開の

人喰い人種や野蛮人に襲われ命を落としたり、群集の狂

信や憎しみの犠牲となりました。もし宣教師達が、文明

の光のもとにありながら腐敗している場所、つまりキリ

スト教の野蛮人や精神的癩病がはびこっているロンドン

のホワイトチャペルのスラム街へ行っていたなら、彼ら

は本当に価値のある目的のために生きることが出来たは

ずです。

【問】　しかし、キリスト教徒はそう考えません。

【答】　もちろん、考えないでしょう。彼等は間違った信

念に基づいて行動しているからです。未開の野蛮人の体

に洗礼を施すことにより、彼らの魂を地獄から救えると

宣教師達は考えます。プロテスタントは自分の殉教者達

を忘れ、カトリックは、それに繁殖した寄生虫のために

四〇年間も自分の肉体を犠牲にしたラブロのような人々

を、天福を受けた聖者の列に加え、その銅像を建てます。

もし私達なら、本当の聖者であるダミエン神父の像を建

てるでしょう。そして神智学の英雄、仏陀とキリストの

ような慈悲と自己犠牲の生きた模範として、彼の実践を

不朽のものとすることでしょう。

【問】　では、あなたは自己犠牲を義務とお考えですか？

【答】　もちろんそう考えます。そして愛他主義が自分を

発達させるのに欠くことのできないものであることを示

して、その義務を説明します。しかし、私達は識別をし

なくてはなりません。自分が生きるよりも他の人のほう

が明らかに多くの人達の役に立つ場合でなければ、他の

人に食物を与え自分を餓死させる権利はありません。し

かし、自分の安楽を犠牲にすることや、人々が自分で働

けないなら、その人達のために働くことは人の義務です。

自分一人の物にすれば、自分だけのためにしかならない

持ち物を、他の人に与えるのも、人の義務です。神智学

は自己犠牲を教えますが、軽卒で無益な犠牲は教えませ

んし、狂信を正当化することもありません。

【問】　私達はどうしたら、そんな高い境地に達すること

ができるのですか？

【答】　私達の教えを賢明に実際的な問題に活用すること

によります。また、私達の高い理性、霊的直観力、道徳

的センスを使うことにより、さらにまた、自我の声であ

る良心の「低く小さい声」の命令に従うことによります。

そのなる声は小さいとは言え、「主のいらっしゃらない」

エホバの地震や雷鳴よりも大きな声で話しかけます。

【問】　そのようなことが一般に人類に対する私達の義務

であるならば、私達の手近な環境に対する義務はどの様

なものだと思いますか？

【答】　同じことですが、それに加えて家族の絆に関して

の特別な責任から生じる義務があります。

【問】　では、神智学協会に入るや否や、妻や子供達や家

族の義務から徐々に切り離されると言われているのは本

当ではないのですか？

【答】　他の多くの噂のように、それは根拠のない中傷で

す。神智学の第一義務はすべての人々、また特に、自分

がはっきりとした責任を負っている人達に、自分の義務

を果たすことです。すなわち、結婚による絆のように自

発的に責任を負った場合と、運命によって定まった両親

や近親者への義務のことです。

【問】　神智学徒と自分自身に対する義務は何でしょう

か？

【答】　高級我を通して低級我を統御し、征服することで

す。内的、道徳的に自分自身を浄化し、自分自身の良心

の裁き以外誰も、何も恐れないことです。また、決して

ものごとを中途半端にしないこと、つまり、正しいこと

思うことは公然と大胆に行ない、もし間違っていると

思ったなら、決してそのことに手を触れぬことです。次

のエピクテトスの賢明な言葉を聞いて重荷を軽くするの

も、神智学徒の義務です。「愚かな世間がでっち上げる

根拠のない非難で自分の義務を怠るな。彼等の非難は君

の力の及ぶものではないから、少しも気にすることはな

い」

【問】　たとえば神智学協会のある会員が、「慈善は家庭

から」と言うので他の人々に愛他を実践しようとしても、

あまり忙しすぎたり、貧しすぎたりして、人々を助ける

ことができないと主張するような時には、どんな決まり

があるのですか？

【答】　どんな口実があっても、他の人々に対して何もで

きないと言う権利は誰にもありません。「適当な場所で

適当な義務を果たすことにより、人間はこの世を自分の

債務者にすることができる」とある英国の作家が言って

います。喉が渇いた旅人に与えられた一杯の冷たい水は、

自分で支払える人達に、時期を失して与えられた十回も

の晩餐よりも、もっと高尚な義務ですし、価値のあるも

のです。このようなことのできない人は決して神智学徒

にはなれませんが、協会の会員になることはできます。

望まないのに実践的神智学徒となるようにと人を強いる

ような規則などありません。

【問】　では、いったいそのような人はなぜ協会に入るの

ですか？

【答】　それは入会する人がいちばんよく知っています。

ここでもまた、たとえ世間がすべてその人に反対しても、

一人の人を前もって裁く権利は私達にはありません。な

ぜかというと、教育のある人達の声に関する限り、天声

人語ではなく、いつも偏見や利己的な声であり、多くの

場合、単に気まぐれで好き嫌いの声です。私達の義務は

未来のための種を蒔き、その種がよいものであるよう確

かめることです。そしてなぜ、種を蒔くべきか、なぜ私

達は時間を浪費せねばならないのかと聞くわけにはいき

ません。未来に収穫を取り入れるのは、私達自身ではな

いからです。

慈善について

【問】　あなた方神智学徒は、慈善についてのキリスト教

の義務をどう思いますか？

【答】　どんな慈善のことをおっしゃっているのですか？

　心の慈善ですか、あるいは実際的な慈善のことです

か？

【問】　実際的な慈善のことです。あなた方の普遍的同胞

団という考えにはもちろん、心の慈善も含んでいます。

【答】　では、あなたは山上の垂訓でイエスが教えられた

戒めを実行することを考えておられるのですか？

【問】　そうです。

【答】　ではなぜその義務を「キリスト教の」というので

すか？　あなた方の救世主はその倫理を説教され実践さ

れましたのに、今日のキリスト教徒は自分の生活でそれ

を実行することは決して考えません。

【問】　けれども、慈善を行ないながら人生を送っている

人達はたくさんいます。

【答】　ええ、大金持ちのあまったお金からです。しかし、

自分の外套を盗んだ、凍えて飢えている泥棒に自分の上

衣まで差し出す博愛的なキリスト教徒がいたら、私に教

えて下さい。また、左の頬を打たれたのに憤慨せず、右

の頬まで差し出すキリスト教徒は実際いるでしょうか？

【問】　しかし、イエスの教えは文字通りとってはいけな

いことを覚えておかなければなりません。今では時代も

環境も変わっていますし、イエスはたとえ話で話しまし

た。

【答】　では、火が燃えている地獄に落ちることもたとえ

話と理解するよう、あなたの教会はなぜ教えないのです

か？　キリスト教の最も有名な牧師達は、あなたが解釈

されるように、山上の垂訓をたとえ話として理解させな

がら、なぜ地獄の火と「石綿のように燃えない魂」の拷

問を文字通り受け取るように押しつけるのですか？　一

方がたとえ話なら、他方もそうでしょう。もし地獄の火

が文字通り真実ならば、山上の垂訓のキリストの教えは

文字通りに従わなければなりません。トルストイ伯のよ

うな人達や多くの神智学徒はキリストの神性を信じませ

んが、その高尚な教えは普遍的ですから、文字通り実行

しています。そしてもしもこのような生活を送ったら、

おそらく精神病院に入れられるだろうと思わなければ、

もっと多くの善男善女がそのように実行するでしょう。

キリストの言葉を実行する人を精神病院に入れるあなた

方の法律は何とキリスト教的でしょう！

【問】　しかし、毎年、私的にも公的にも慈善活動に何百

万ポンドも使われていることは誰でも知っているでしょ

う。

【答】　知っています。本当に貧しく苦しんでいる人々の

手に渡る前に、その半分は着服されてしまい、その残り

は怠け者の職業乞食の手に渡るので、実際は何の役にも

立ちません。ロンドン東部のスラム街に多額な慈善を施

した結果、そこの家賃を二〇パーセントも上げたという

話を聞いたことはありませんか？

【問】　ではどうすればよいのですか？

【答】　集団的ではなく、個人的に慈善をするのです。大

乗仏教の教えに従うとよいでしょう。つまり、「飢えた

者の口に、他人の手で食べ物を入れるなかれ」、「汝の隣

人（第三者）の影を汝自身と汝が施す相手の間に入れる

なかれ」、「人の涙の一滴も乾かざる前に、汝がそれを拭

え」、また、「貧者に金を施し、僧に食べ物を与える時、

召し使いを使わず、自らの手で施せ。汝の金が感謝を減

らし、汝の食べ物の味が変わらぬように」。

【問】　これは実際にはどう応用できるのですか？

【答】　神智学の慈善についての考え方は、他人に対する

個人的な労力を言っています。個人的な慈善であり、親

切です。苦しむ人達の福祉への個人的な関心であり、彼

等の苦しみや欠乏への個人的な同情、配慮、助力です。

私達神智学徒はたとえお金を持っていても、他人の手や

組織を通してお金を与えることはよいとは思っていませ
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ん。私達がお金を必要としている人達と接触し、同情し

てあげるほうが、寄附のお金に千倍も力と効果を与える

と思います。また、せいぜい肉体の飢えを満たすだけで

はなくて、魂の飢えを救うことが大切だと思います。な

ぜなら、感謝というものは感謝を受ける人より感謝する

人にずっとよいことがあるからです。

【問】　あなたの言う何百万ポンドが呼び起こすはずの感

謝またはそれによって呼び起こされたよい感情はどこに

ありますか？

【答】　それは金持ちに対するスラム街の貧乏な人達の憎

しみや、無政府主義などの団体の成長で示されています。

また、夜の女になって細々と暮らしを立てるために毎日

追われている労働者搾取制度の被害者である何万人もの

不幸な働く女性で示されています。頼りない老人達は貧

民授産所を感謝していますか？　また、貪欲な家主のポ

ケットにお金を入れるためだけの、堕胎できたり、病弱

の子供を生ませてくれる危険で不健康な家に、貧民達は

感謝するでしょうか？　ですから、善良な自称慈善家達

が寄附したこのような「何百万ポンド」はみな、救われ

るべき貧困者に恵みを与えるどころか、燃える呪いと

なって人手に渡るのです。私達はこれを、国家的カルマ

を生む慈善と言います。カルマの清算の日には、その結

果は本当に恐ろしいものとなっているでしょう。

大衆のための神智学

【問】　あなたは神智学が登場すれば、近代生活の実際上

の不都合があっても、そうしたいろいろの社会悪を取り

除く助けになると思いますか？

【答】　私達にもっとお金があり、たいていの神智学徒が

毎日の生活のために働かなくてもよければ、きっと助け

ることができると思います。

【問】　どうやってですか？　あなた方の教えは深遠で難

しいので、教育のある人達でもなかなか理解できないの

に、教育のない大衆の関心を呼ぶことができると思いま

すか？

【答】　あなたは一つのことを忘れています。つまりあな

た方がたいへん自慢している近代教育こそ、神智学の理

解を難しくしているということです。あなた方の心は複

雑な観念や、先入観でいっぱいなので、真理をとらえる

自然な直観力や認識力が働かないのです。カルマや輪廻

という広大な真理を人間に理解させるのに、学位は必要

ではありません。何百万人もの貧しい、教育のない仏教

徒やヒンズー教徒をご覧なさい。この人達にとってカル

マと輪廻は紛れもない事実です。それは彼等の心が不自

然な型にはまっていなかったからにすぎません。彼等は、

他人が自分のために死んでくれたから自分の罪が許され

ると教えられて、生まれつき持っている正義感を踏み外

したことは決してありませんでした。そして注意すべき

ことは、仏教徒達はカルマすなわち彼等が正当な罰と考

えていることに対して不平を言わずに、信念に従って生

きることです。けれどもキリスト教の人達は道徳的理想

を実行せず、満足してその運を受け入れもしません。で

すから、西洋諸国では不平不満、激しい生存競争があり

ます。

【問】　しかし、あなたも褒めていらっしゃる満足は、努

力する動機をすべて殺してしまうのではないでしょう

か。

【答】　そして私達神智学徒は、あなた方の誇りとしてい

る進歩や文明は致命的な毒ガスを吐き出す沼地にちらつ

く狐火にすぎないと言います。なぜならば、利己心、犯罪、

不道徳、想像し得る限りの悪があなた方の自慢する進歩

の時代というこのパンドラの箱から不幸な人類に襲いか

かり、あなた方の物質文明の成長と足並みをそろえて増

して行くのを、私達は見ているからです。このような代

償を払うなら、幾時代もの政治的隷属状態の結果として

起こったにすぎない仏教国の不活発さのほうがましで

す。

【問】　では、あなた方がそんなに熱心に勉強していらっ

しゃる形而上学と神秘主義などはすべて重要ではないの

ですか？

【答】　実用的な指導や支持だけを必要としている大衆に

は、それほど重要ではありません。しかし、教育のある

人達、すなわち大衆の指導者達にはとても大切です。こ

の人達の思考様式と行動様式は遅かれ早かれ、大衆に受

け入れられるでしょう。知的で教育のある人が盲目的信

仰を信じるという知的自殺を避けるには哲学という手段

によるしかありません。この人が真理を理解できるのは、

秘教の教えでなくても、少なくとも東洋の教えの厳格に

論理的な関連性と、首尾一貫したところを同化すること

によってだけです。確信は熱意を生みます。ブルワー＝

リットンは「熱意は誠実さのエッセンスであり、熱意な

くして真理の勝利はあり得ない」と言っています。また、

エマソンは「世界の年代記の中のどんな偉大な運動も熱

意の勝利である」と、真実をついています。私達の東洋

の教えのように、壮大で首尾一貫し、論理的で包括的な

哲学ほど、このような熱意をもっと引き起こすものが他

にあるでしょうか？

【問】　しかし、神智学には多くの敵がいて、毎日新しい

反対者が出ています。

【答】　これこそ神智学の本質的な優秀性と価値を立証す

るものです。人々は自分の恐れるものだけを嫌います。

そして危険もなく、平凡の域を脱しないものを打ち破ろ

うと努力する人はいません。

【問】　いつかこの熱意を大衆に伝えたいと思われます

か？

【答】　思いますとも。歴史によると、大衆は熱心に仏教

を信じましたし、また、以前申し上げた通り、仏教徒に

与えたこの倫理哲学の実際的影響、つまり、他のすべて

の宗教と比べて仏教徒の間では犯罪率がはるかに低いこ

とによって示されています。大事な点は、あらゆる犯罪

と不道徳の温床を根絶することです。つまり、自分自身

の行為の結果から逃れることができるという考え方を根

絶することです。一たびすべての法則の中で最大のカル

マと輪廻の法則を学ぶなら、人々は人間性の本当の尊厳

を自分の中で感じるだけでなく、人々は、まるで肉体的

危険を避けるように、悪を避けるようになります。

　



自己犠牲について

【問】　すべての人々への公正とあらゆる生きものへの愛

が神智学の最高標準ですか？

【答】　いいえ、さらに高いものがあります。

【問】　それは何ですか？

【答】　自分自身に与えるよりも他の人々に与えること、

つまり自己犠牲です。このような自己犠牲こそ、歴史の

中のゴータマ仏陀や、福音書の中のナザレのイエスのよ

うな人類の最も優れた教師達や大師方の特長でした。こ

の犠牲だけで、後から生まれて来る世代の尊敬と感謝を

永久に受けることになりました。しかし、この自己犠牲

は識別力をもって行なわなければなりません。このよう

な犠牲が正義を考えず、盲目的に後先を考えず行なわれ

たならば、無駄であるばかりではなく、害にさえなるこ

とがあります。神智学の基本的な規則の一つは、自分自

身に対する公正です。つまり、一個人の自己正当化では

なく、集団的人類の中の一単元として見た自分に対する

公正です。他人に当てはめる公正を自分にも当てはめる

ことです。従って自分自身を犠牲にしても、本当に、多

くの人々に利益を与えることができないならば、犠牲に

してはいけません。

【問】　例をあげてもっとはっきり説明して下さいません

か？

【答】　歴史上にはたくさんの例があります。神智学は、

多くの人々を助ける実際的な善行のための自己犠牲を、

例えば「異教徒を地獄に落とすことから救う」ような、

宗派的な考え方の自己犠牲よりもずっと高く評価しま

す。ハワイのモロカイで癩病患者の苦しみを和らげ、医

療を与えるために全生涯を捧げた三〇歳の青年ダミエン

神父は一八年間患者達と一緒にいて、ついにその忌まわ

しい病にかかり死にましたが、私達の考えでは彼は無駄

に死んだのではありません。彼は何千人ものみじめな患

者達に安心とそれなりの幸福を与えました。彼は患者達

に精神的、肉体的な慰めを与えました。彼は人間の苦痛

の記録の中で比類のないほど暗い夜の中の存在、絶望的

な存在に一筋の光を投げました。彼こそは本当の神智学

徒でした。彼についての思い出は永久に私達の記録に伝

えられるでしょう。私達の目にはこの貧しいベルギーの

神父は、例えば誠実ではあったけれどうぬぼれた愚者達、

すなわち南洋諸島や中国で生涯を捧げた宣教師達よりも

計り知れぬほど優れています。そのような宣教師達は何

を成就しましたか？　南洋では、まだ真理を悟ることの

できない人達の所へ行きました。中国では、いかなる教

えにも劣らぬすばらしい宗教、哲学体系をもっている国

民の所へ行きました。中国人が孔子など自国の聖者達の

優れた教えを実行しさえすれば、伝道師など全く必要な

いことは明らかです。その宣教師達の何人かは、未開の

人喰い人種や野蛮人に襲われ命を落としたり、群集の狂

信や憎しみの犠牲となりました。もし宣教師達が、文明

の光のもとにありながら腐敗している場所、つまりキリ

スト教の野蛮人や精神的癩病がはびこっているロンドン

のホワイトチャペルのスラム街へ行っていたなら、彼ら

は本当に価値のある目的のために生きることが出来たは

ずです。

【問】　しかし、キリスト教徒はそう考えません。

【答】　もちろん、考えないでしょう。彼等は間違った信

念に基づいて行動しているからです。未開の野蛮人の体

に洗礼を施すことにより、彼らの魂を地獄から救えると

宣教師達は考えます。プロテスタントは自分の殉教者達

を忘れ、カトリックは、それに繁殖した寄生虫のために

四〇年間も自分の肉体を犠牲にしたラブロのような人々

を、天福を受けた聖者の列に加え、その銅像を建てます。

もし私達なら、本当の聖者であるダミエン神父の像を建

てるでしょう。そして神智学の英雄、仏陀とキリストの

ような慈悲と自己犠牲の生きた模範として、彼の実践を

不朽のものとすることでしょう。

【問】　では、あなたは自己犠牲を義務とお考えですか？

【答】　もちろんそう考えます。そして愛他主義が自分を

発達させるのに欠くことのできないものであることを示

して、その義務を説明します。しかし、私達は識別をし

なくてはなりません。自分が生きるよりも他の人のほう

が明らかに多くの人達の役に立つ場合でなければ、他の

人に食物を与え自分を餓死させる権利はありません。し

かし、自分の安楽を犠牲にすることや、人々が自分で働

けないなら、その人達のために働くことは人の義務です。

自分一人の物にすれば、自分だけのためにしかならない

持ち物を、他の人に与えるのも、人の義務です。神智学

は自己犠牲を教えますが、軽卒で無益な犠牲は教えませ

んし、狂信を正当化することもありません。

【問】　私達はどうしたら、そんな高い境地に達すること

ができるのですか？

【答】　私達の教えを賢明に実際的な問題に活用すること

によります。また、私達の高い理性、霊的直観力、道徳

的センスを使うことにより、さらにまた、自我の声であ

る良心の「低く小さい声」の命令に従うことによります。

そのなる声は小さいとは言え、「主のいらっしゃらない」

エホバの地震や雷鳴よりも大きな声で話しかけます。

【問】　そのようなことが一般に人類に対する私達の義務

であるならば、私達の手近な環境に対する義務はどの様

なものだと思いますか？

【答】　同じことですが、それに加えて家族の絆に関して

の特別な責任から生じる義務があります。

【問】　では、神智学協会に入るや否や、妻や子供達や家

族の義務から徐々に切り離されると言われているのは本

当ではないのですか？

【答】　他の多くの噂のように、それは根拠のない中傷で

す。神智学の第一義務はすべての人々、また特に、自分

がはっきりとした責任を負っている人達に、自分の義務

を果たすことです。すなわち、結婚による絆のように自

発的に責任を負った場合と、運命によって定まった両親

や近親者への義務のことです。

【問】　神智学徒と自分自身に対する義務は何でしょう

か？

【答】　高級我を通して低級我を統御し、征服することで

す。内的、道徳的に自分自身を浄化し、自分自身の良心

の裁き以外誰も、何も恐れないことです。また、決して

ものごとを中途半端にしないこと、つまり、正しいこと

思うことは公然と大胆に行ない、もし間違っていると

思ったなら、決してそのことに手を触れぬことです。次

のエピクテトスの賢明な言葉を聞いて重荷を軽くするの

も、神智学徒の義務です。「愚かな世間がでっち上げる

根拠のない非難で自分の義務を怠るな。彼等の非難は君

の力の及ぶものではないから、少しも気にすることはな

い」

【問】　たとえば神智学協会のある会員が、「慈善は家庭

から」と言うので他の人々に愛他を実践しようとしても、

あまり忙しすぎたり、貧しすぎたりして、人々を助ける

ことができないと主張するような時には、どんな決まり

があるのですか？

【答】　どんな口実があっても、他の人々に対して何もで

きないと言う権利は誰にもありません。「適当な場所で

適当な義務を果たすことにより、人間はこの世を自分の

債務者にすることができる」とある英国の作家が言って

います。喉が渇いた旅人に与えられた一杯の冷たい水は、

自分で支払える人達に、時期を失して与えられた十回も

の晩餐よりも、もっと高尚な義務ですし、価値のあるも

のです。このようなことのできない人は決して神智学徒

にはなれませんが、協会の会員になることはできます。

望まないのに実践的神智学徒となるようにと人を強いる

ような規則などありません。

【問】　では、いったいそのような人はなぜ協会に入るの

ですか？

【答】　それは入会する人がいちばんよく知っています。

ここでもまた、たとえ世間がすべてその人に反対しても、

一人の人を前もって裁く権利は私達にはありません。な

ぜかというと、教育のある人達の声に関する限り、天声

人語ではなく、いつも偏見や利己的な声であり、多くの

場合、単に気まぐれで好き嫌いの声です。私達の義務は

未来のための種を蒔き、その種がよいものであるよう確

かめることです。そしてなぜ、種を蒔くべきか、なぜ私

達は時間を浪費せねばならないのかと聞くわけにはいき

ません。未来に収穫を取り入れるのは、私達自身ではな

いからです。

慈善について

【問】　あなた方神智学徒は、慈善についてのキリスト教

の義務をどう思いますか？

【答】　どんな慈善のことをおっしゃっているのですか？

　心の慈善ですか、あるいは実際的な慈善のことです

か？

【問】　実際的な慈善のことです。あなた方の普遍的同胞

団という考えにはもちろん、心の慈善も含んでいます。

【答】　では、あなたは山上の垂訓でイエスが教えられた

戒めを実行することを考えておられるのですか？

【問】　そうです。

【答】　ではなぜその義務を「キリスト教の」というので

すか？　あなた方の救世主はその倫理を説教され実践さ

れましたのに、今日のキリスト教徒は自分の生活でそれ

を実行することは決して考えません。

【問】　けれども、慈善を行ないながら人生を送っている

人達はたくさんいます。

【答】　ええ、大金持ちのあまったお金からです。しかし、

自分の外套を盗んだ、凍えて飢えている泥棒に自分の上

衣まで差し出す博愛的なキリスト教徒がいたら、私に教

えて下さい。また、左の頬を打たれたのに憤慨せず、右

の頬まで差し出すキリスト教徒は実際いるでしょうか？

【問】　しかし、イエスの教えは文字通りとってはいけな

いことを覚えておかなければなりません。今では時代も

環境も変わっていますし、イエスはたとえ話で話しまし

た。

【答】　では、火が燃えている地獄に落ちることもたとえ

話と理解するよう、あなたの教会はなぜ教えないのです

か？　キリスト教の最も有名な牧師達は、あなたが解釈

されるように、山上の垂訓をたとえ話として理解させな

がら、なぜ地獄の火と「石綿のように燃えない魂」の拷

問を文字通り受け取るように押しつけるのですか？　一

方がたとえ話なら、他方もそうでしょう。もし地獄の火

が文字通り真実ならば、山上の垂訓のキリストの教えは

文字通りに従わなければなりません。トルストイ伯のよ

うな人達や多くの神智学徒はキリストの神性を信じませ

んが、その高尚な教えは普遍的ですから、文字通り実行

しています。そしてもしもこのような生活を送ったら、

おそらく精神病院に入れられるだろうと思わなければ、

もっと多くの善男善女がそのように実行するでしょう。

キリストの言葉を実行する人を精神病院に入れるあなた

方の法律は何とキリスト教的でしょう！

【問】　しかし、毎年、私的にも公的にも慈善活動に何百

万ポンドも使われていることは誰でも知っているでしょ

う。

【答】　知っています。本当に貧しく苦しんでいる人々の

手に渡る前に、その半分は着服されてしまい、その残り

は怠け者の職業乞食の手に渡るので、実際は何の役にも

立ちません。ロンドン東部のスラム街に多額な慈善を施

した結果、そこの家賃を二〇パーセントも上げたという

話を聞いたことはありませんか？

【問】　ではどうすればよいのですか？

【答】　集団的ではなく、個人的に慈善をするのです。大

乗仏教の教えに従うとよいでしょう。つまり、「飢えた

者の口に、他人の手で食べ物を入れるなかれ」、「汝の隣

人（第三者）の影を汝自身と汝が施す相手の間に入れる

なかれ」、「人の涙の一滴も乾かざる前に、汝がそれを拭

え」、また、「貧者に金を施し、僧に食べ物を与える時、

召し使いを使わず、自らの手で施せ。汝の金が感謝を減

らし、汝の食べ物の味が変わらぬように」。

【問】　これは実際にはどう応用できるのですか？

【答】　神智学の慈善についての考え方は、他人に対する

個人的な労力を言っています。個人的な慈善であり、親

切です。苦しむ人達の福祉への個人的な関心であり、彼

等の苦しみや欠乏への個人的な同情、配慮、助力です。

私達神智学徒はたとえお金を持っていても、他人の手や

組織を通してお金を与えることはよいとは思っていませ

ん。私達がお金を必要としている人達と接触し、同情し

てあげるほうが、寄附のお金に千倍も力と効果を与える

と思います。また、せいぜい肉体の飢えを満たすだけで

はなくて、魂の飢えを救うことが大切だと思います。な

ぜなら、感謝というものは感謝を受ける人より感謝する

人にずっとよいことがあるからです。

【問】　あなたの言う何百万ポンドが呼び起こすはずの感

謝またはそれによって呼び起こされたよい感情はどこに

ありますか？

【答】　それは金持ちに対するスラム街の貧乏な人達の憎

しみや、無政府主義などの団体の成長で示されています。

また、夜の女になって細々と暮らしを立てるために毎日

追われている労働者搾取制度の被害者である何万人もの

不幸な働く女性で示されています。頼りない老人達は貧

民授産所を感謝していますか？　また、貪欲な家主のポ

ケットにお金を入れるためだけの、堕胎できたり、病弱

の子供を生ませてくれる危険で不健康な家に、貧民達は

感謝するでしょうか？　ですから、善良な自称慈善家達

が寄附したこのような「何百万ポンド」はみな、救われ

るべき貧困者に恵みを与えるどころか、燃える呪いと

なって人手に渡るのです。私達はこれを、国家的カルマ

を生む慈善と言います。カルマの清算の日には、その結

果は本当に恐ろしいものとなっているでしょう。

大衆のための神智学

【問】　あなたは神智学が登場すれば、近代生活の実際上

の不都合があっても、そうしたいろいろの社会悪を取り

除く助けになると思いますか？

【答】　私達にもっとお金があり、たいていの神智学徒が

毎日の生活のために働かなくてもよければ、きっと助け

ることができると思います。

【問】　どうやってですか？　あなた方の教えは深遠で難

しいので、教育のある人達でもなかなか理解できないの

に、教育のない大衆の関心を呼ぶことができると思いま

すか？

【答】　あなたは一つのことを忘れています。つまりあな

た方がたいへん自慢している近代教育こそ、神智学の理

解を難しくしているということです。あなた方の心は複

雑な観念や、先入観でいっぱいなので、真理をとらえる

自然な直観力や認識力が働かないのです。カルマや輪廻

という広大な真理を人間に理解させるのに、学位は必要

ではありません。何百万人もの貧しい、教育のない仏教

徒やヒンズー教徒をご覧なさい。この人達にとってカル

マと輪廻は紛れもない事実です。それは彼等の心が不自

然な型にはまっていなかったからにすぎません。彼等は、

他人が自分のために死んでくれたから自分の罪が許され

ると教えられて、生まれつき持っている正義感を踏み外

したことは決してありませんでした。そして注意すべき

ことは、仏教徒達はカルマすなわち彼等が正当な罰と考

えていることに対して不平を言わずに、信念に従って生

きることです。けれどもキリスト教の人達は道徳的理想

を実行せず、満足してその運を受け入れもしません。で

すから、西洋諸国では不平不満、激しい生存競争があり

ます。

【問】　しかし、あなたも褒めていらっしゃる満足は、努

力する動機をすべて殺してしまうのではないでしょう

か。

【答】　そして私達神智学徒は、あなた方の誇りとしてい

る進歩や文明は致命的な毒ガスを吐き出す沼地にちらつ

く狐火にすぎないと言います。なぜならば、利己心、犯罪、

不道徳、想像し得る限りの悪があなた方の自慢する進歩

の時代というこのパンドラの箱から不幸な人類に襲いか

かり、あなた方の物質文明の成長と足並みをそろえて増

して行くのを、私達は見ているからです。このような代

償を払うなら、幾時代もの政治的隷属状態の結果として

起こったにすぎない仏教国の不活発さのほうがましで

す。

【問】　では、あなた方がそんなに熱心に勉強していらっ

しゃる形而上学と神秘主義などはすべて重要ではないの

ですか？

【答】　実用的な指導や支持だけを必要としている大衆に

は、それほど重要ではありません。しかし、教育のある

人達、すなわち大衆の指導者達にはとても大切です。こ

の人達の思考様式と行動様式は遅かれ早かれ、大衆に受

け入れられるでしょう。知的で教育のある人が盲目的信

仰を信じるという知的自殺を避けるには哲学という手段

によるしかありません。この人が真理を理解できるのは、

秘教の教えでなくても、少なくとも東洋の教えの厳格に

論理的な関連性と、首尾一貫したところを同化すること

によってだけです。確信は熱意を生みます。ブルワー＝

リットンは「熱意は誠実さのエッセンスであり、熱意な

くして真理の勝利はあり得ない」と言っています。また、

エマソンは「世界の年代記の中のどんな偉大な運動も熱

意の勝利である」と、真実をついています。私達の東洋

の教えのように、壮大で首尾一貫し、論理的で包括的な

哲学ほど、このような熱意をもっと引き起こすものが他

にあるでしょうか？

【問】　しかし、神智学には多くの敵がいて、毎日新しい

反対者が出ています。

【答】　これこそ神智学の本質的な優秀性と価値を立証す

るものです。人々は自分の恐れるものだけを嫌います。

そして危険もなく、平凡の域を脱しないものを打ち破ろ

うと努力する人はいません。

【問】　いつかこの熱意を大衆に伝えたいと思われます

か？

【答】　思いますとも。歴史によると、大衆は熱心に仏教

を信じましたし、また、以前申し上げた通り、仏教徒に

与えたこの倫理哲学の実際的影響、つまり、他のすべて

の宗教と比べて仏教徒の間では犯罪率がはるかに低いこ

とによって示されています。大事な点は、あらゆる犯罪

と不道徳の温床を根絶することです。つまり、自分自身

の行為の結果から逃れることができるという考え方を根

絶することです。一たびすべての法則の中で最大のカル

マと輪廻の法則を学ぶなら、人々は人間性の本当の尊厳

を自分の中で感じるだけでなく、人々は、まるで肉体的

危険を避けるように、悪を避けるようになります。
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　すべての原子が状態から状態へと不断に、永遠に変化

すると教える古代の教義は、死んだ物質というものがな

いことを前提とする別の教義の上に築かれている、もし

くはむしろ由来している。宇宙の中の考えられるすべて

の場所に生命がある。死んだ場所はどこにも見つからな

い。そして生命はそれぞれがより高い進化へと永遠に急

いでいる。このことを認めるには、当然、物質が目やい

かなる道具によっても知覚されないということを認めな

ければならない。しかし賢者は言う。私たちが感覚によ

り認識する物質の現象は、「物質」と名付けた幻影のも

のである、と。水に群れる生物の原形質でさえ、最初の

物資ではない。それは単に別の現象である。この最初の

根源的物質はパラケルススその他から原初の物質と呼ば

れ、最も近いアプローチは東洋の学派にある「ムーラプ

ラクリティ」というサンスクリット語が見出せる。ムー

ラプラクリティは物質の根源であり、目に見えず、計量

や測定ができず、人間の発明したどんな道具でも分析す

ることはできない。それは私たちが誤って「物質」と名

付けたすべての現象の根底にある唯一の真の物質であ

る。真の物質は死んでおらず、最初に言及した生命に満

ちている。

　さて、このことを念頭に置いて、私たちは広大な太陽

系について考えるのであるが、広大とは言っても周囲の

星や惑星のさらに大きな集まりと比べると広大とは言え

ない。黄道１２宮の星座を通過する際に太陽が踏破する

大恒星年には、それぞれ 365 日の 25,000 年を超えるこ

の世の年が含まれる。この広大な周回を横切っている間、

太陽は己自身の途方もなく巨大な軌道の周りで太陽系全

体を引きずる。そして、その視点での観察はないため、

黄道１２宮の周りの 25,000 年の移動が進んでいる間、

太陽系全体は太陽自身の軌道に沿ってわずかな距離だけ

前進した。そしてこれらの前進で数百万年が費やされた

後、太陽は自分の惑星の列を、かつて行ったことのない

星の宇宙空間に運ばなければならない。そこでは他の状

態や他の物質の組み合わせが非常に達成しやすいかもし

れない。今の科学者たちが聞いたこともない、たった一

つの現象も記録されたことのない状態が、である。そし

て、その時と今の状態はたいへん異なるため、、類似点

は観察されない。

　これはカルマの法則の一部門で､東洋の賢人が詳しく

知っていることである。彼らはそれを調査し、観察結果

を記録し、保存した。過去の周期中に数え切れないほど

の人生を観察して、はるか昔に去った他の星の空間にお

ける異なる状況下での行動を見た賢人たちは、これから

の時代の状況がどうなるかについて結論を出すためのい

くつかの根拠を持っている。このことは人生そのものが

人間の死と睡眠によって表されるとする神智学の興味深

い理論へと私たちを導く。また、一般に「疲労」と呼ば

れるものにも関係している。睡眠の現象についての最も

一般的な説明は、体が疲労し、その活力を多少なりとも

使い果たしてから、休眠を求めるということである。こ

れは、神智学によれば、真実とは正反対だ。なぜなら、

体は活力を失ったのではなく、1 日の終わりに目覚めた

時よりも多くの生命を持っているからである。目覚めて

いる間、生命の波は毎時間、強い強度で体の中へと突入

する。1 日の終わりには私たちは通常観察されるよりも

長い間それに耐えることができず圧倒され、そして眠る。

睡眠中、生命の波は体の分子に順応する。そして平衡が

完了すると、私たちは再び目を覚まし、生命との戦いを
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続ける。この定期的な調整が行われなかった場合、生命

の流れが私たちを破壊する。この調整を阻害する傾向が

ある体の乱調は、不眠症の原因であり、おそらく死の原

因である。最後に、体の死は生命力との戦いの不均衡に

よるものだ。生命力はついに私たちを打ち負かし、墓に

沈むことを余儀なくさせる。病気は、人類に共通のもの

であり、体の調整力と抵抗力を低下させるだけである。

アデプトたちによると、子供は大人よりも長く眠り、よ

り早く休息する必要がある。なぜなら、体という機械が

若くて柔らかいため、生命によって容易に打ち負かされ

て眠りにつくからだ。

　もちろん、非常に短い記事ではこの理論を詳しく説明

できない。しかし、たとえ現在は科学に受け入れられな

くても、いつかは真実として受け入れられるだろう。電

気はすべてに浸透すると考えられ始めているので、おそ

らく、死んだ物質と呼ぶことに慣れていても、生命は普

遍的であるということにやがて同意するであろう。

　しかし、この生命エネルギーの作用には多かれ少なか

れ知性があるように見えることは、どんな観察する心に

も明白なため、私たちはこのエネルギーを管理する存在

そして権威集団（ヒエラルキー）として別の興味深い神

智学的教義に当然、アプローチするのである。
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これらの古の知識を研究している間、私たちは長い間

受け入れられてきた多くの見解と衝突する覚悟をするか

もしれない。しかし科学は、創世記と宇宙の形成の大い

なる問題を解明しようとする時、提供する推測の蓄えが

ほとんどないため、古いドグマを否定する行為において

はほとんどいつも仮説から始まるので、神智学徒は無難

に感じるかもしれない。太陽の熱や月の歴史といった重

要な問題では、科学者や天文学者たちの間に合意はない。

ニュートン、プイエ、ツェルナー、セッキ、フィゾー、

ウォーターストン、ロセッティなどはすべて太陽につい

て異なることを言い、太陽の熱の推定値の差は

8,998,600 度にもなる。

月が冷却して地球から放出された塊ではなく、逆に地

球の先駆者であると言っているアデプトたちを見つけた

としたら、私たちは多くのことにおいて不確かで安全で

はない「科学」の嘲りを恐れる必要はないのである。

科学界の先達の口から最後に話されたことを甘受す

る、学会の博学な人たちだけを扱うのであったら、私は

前回書いた、生命を導く存在とヒエラルキーについて話

すと言う課題を企てるべきではないだろう。私のペンは

否定されて麻痺した手からすべり落ちるだろう。しかし、

学識のある唯物論者が亡くなった時、一般の人々の霊的

信仰はなお、はびこっているだろう。偉大なイマヌエル・

カントはこう言った。「私は、世界における非物質的な

性質の存在を断言し、それらの非物質的存在の部類に私

自身の魂を加えたいと非常に思うと告白しよう。将来、

いつなのか、どこでなのかも知らないが、人間の魂がこ

の人生においてさえ、霊の世界の非物質的自然のすべて

と切れないつながりを持ち、その霊の世界と人間の魂が

相互に作用して、さらにそこから印象を受けると証明さ

れるだろう」。そして、多くの人々もそう思う。

宇宙に支配するヒエラルキーがあるということは、新

しい概念ではない。それはキリスト教の教会で容易に見

つけることができる。初期の長老たちはそれを教え、聖

パウロはそれについて話した。そして今、ローマカトリッ

ク教会は「星の霊の儀式の書」に明確にその教えを有し

ている。4つの方位点(北南東西)を守る4人の大天使は、

古代の体系で守護神を象徴し、または各グループの統治

者を表している。その古代の体系では統治者を「ディヤー

ン・チョーハン」と呼ぶ。神智学の哲学は、宇宙外であ

ろうと宇宙の中であろうと、人格神を前提としてはいな

いが、自然界が助けなしに働くという説は認めず、ディ

ヤーン・チョーハンたちが自然界を助け、遍く広がる生

命を進化の運動に向けることで絶えず支配していると主

張する。ブラヴァツキー夫人はこの主題について『シー

クレット・ドクトリン』の中で述べており、古いディヤー

ンの書から次のように引用している。

光の息子たちの軍隊は四隅に立ち、中央の車輪にリピ

カがいる。

四隅は 4 つの方角のことで、「中央の車輪」は空間の

中心である。そしてその中心はどこにでもある。なぜな

ら、空間は無限であるため、その中心を認識する意識は

どこにでもあるに違いないからである。さらに、同じ著

者が「弟子の教理問答」を用いて、次のように書いている。

常にあるものは何ですか？

アヌパーダカつまり空間。

常にあったものは何ですか？

根源の中の胚珠。

いつも行ったり来たりしているものは何ですか？

大いなる息。

その次に 3つの永遠があるのですか？ 

いいえ、3 つは 1 つです。常にあるものは 1 つです。

常にあったものは 1 つです。今、常にあるものと、これ

から常にあるだろうものも 1 つです。そしてそれは、空

間です。

この親のない永遠の空間には、リピカのいる中心があ

り、リピカについては私は語ることができない。四隅に

いるのはディヤーン・チョーハンたちであり、この地球

上の人間の間で彼らの意志を遂行するのはアデプトた

ち、つまりマハートマたちである。天球の和声は法則の

声であり、法則の声はディヤーン・チョーハンとマハー

トマが同じように従っている──彼ら自身が法則なの

で、彼らは自分の意志で従っている。人間と動物のほう

は、自分たちの理解していない法則の盤石な鎖で縛られ

ているため、法則に従う。

リピカについて何も語れないと私は言ったが、それは

リピカの神秘的な性質と不可解な力のために、感覚的に

も確実性においても語るために十分に知ることができな

い、という意味だった。だがディヤーン・チョーハンと

アデプトたちについては、何か知ることができるかもし

れない。そして、しばしばそれらの存在の明確な証拠が

与えられる。アデプトたちは生きている人間であるから、

私たちの体と似ている体を使っている。彼らは地球上の

すべての国に散在する。彼らはお互いを知っているが、

私たちが自然で物質的でアストラル的なしるしをフリー

メイソン的と呼ぶのでない限りは、単なる姿やフリーメ

イソンのしるしの認識によって知り合うのではない。彼

らは集まる時があり、他の人よりも知識と力がより高位

の何人かによってその会合は管理されている。そしてそ

れらのより高位のアデプトが伝達もし、統轄されるのは

最高位のお方である。これらの後者から、ディヤーン・

チョーハンとのやり取りが開始される。それぞれの等級

（段階）のすべてにおいて、その等級に属する仕事をし、

そして自然や人類の統治や指導は最高の方にだけ割り当

てられているが、組織全体の中で重要な位置を占めてい

るのはごくわずかである。現代のフリーメーソンと非常

に多くの偽の薔薇十字会員は恐らく、彼らの儀式にこれ

らのアデプトたちを付託させない限り、異議なくこの概

要を受け入れることはないだろう。けれども、このよう

な存在と秩序に対する確信は、常に広範に広がっており、

君が望むなら、見分けたり証明したりするのは難しくな

い。
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　すべての原子が状態から状態へと不断に、永遠に変化

すると教える古代の教義は、死んだ物質というものがな

いことを前提とする別の教義の上に築かれている、もし

くはむしろ由来している。宇宙の中の考えられるすべて

の場所に生命がある。死んだ場所はどこにも見つからな

い。そして生命はそれぞれがより高い進化へと永遠に急

いでいる。このことを認めるには、当然、物質が目やい

かなる道具によっても知覚されないということを認めな

ければならない。しかし賢者は言う。私たちが感覚によ

り認識する物質の現象は、「物質」と名付けた幻影のも

のである、と。水に群れる生物の原形質でさえ、最初の

物資ではない。それは単に別の現象である。この最初の

根源的物質はパラケルススその他から原初の物質と呼ば

れ、最も近いアプローチは東洋の学派にある「ムーラプ

ラクリティ」というサンスクリット語が見出せる。ムー

ラプラクリティは物質の根源であり、目に見えず、計量

や測定ができず、人間の発明したどんな道具でも分析す

ることはできない。それは私たちが誤って「物質」と名

付けたすべての現象の根底にある唯一の真の物質であ

る。真の物質は死んでおらず、最初に言及した生命に満

ちている。

　さて、このことを念頭に置いて、私たちは広大な太陽

系について考えるのであるが、広大とは言っても周囲の

星や惑星のさらに大きな集まりと比べると広大とは言え

ない。黄道１２宮の星座を通過する際に太陽が踏破する

大恒星年には、それぞれ 365 日の 25,000 年を超えるこ

の世の年が含まれる。この広大な周回を横切っている間、

太陽は己自身の途方もなく巨大な軌道の周りで太陽系全
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前進した。そしてこれらの前進で数百万年が費やされた

後、太陽は自分の惑星の列を、かつて行ったことのない

星の宇宙空間に運ばなければならない。そこでは他の状

態や他の物質の組み合わせが非常に達成しやすいかもし

れない。今の科学者たちが聞いたこともない、たった一

つの現象も記録されたことのない状態が、である。そし

て、その時と今の状態はたいへん異なるため、、類似点

は観察されない。

　これはカルマの法則の一部門で､東洋の賢人が詳しく
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人間の死と睡眠によって表されるとする神智学の興味深

い理論へと私たちを導く。また、一般に「疲労」と呼ば
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の流れが私たちを破壊する。この調整を阻害する傾向が
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　もちろん、非常に短い記事ではこの理論を詳しく説明

できない。しかし、たとえ現在は科学に受け入れられな

くても、いつかは真実として受け入れられるだろう。電

気はすべてに浸透すると考えられ始めているので、おそ

らく、死んだ物質と呼ぶことに慣れていても、生命は普

遍的であるということにやがて同意するであろう。

　しかし、この生命エネルギーの作用には多かれ少なか

れ知性があるように見えることは、どんな観察する心に

も明白なため、私たちはこのエネルギーを管理する存在

そして権威集団（ヒエラルキー）として別の興味深い神

智学的教義に当然、アプローチするのである。
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なる問題を解明しようとする時、提供する推測の蓄えが
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要な問題では、科学者や天文学者たちの間に合意はない。

ニュートン、プイエ、ツェルナー、セッキ、フィゾー、

ウォーターストン、ロセッティなどはすべて太陽につい

て異なることを言い、太陽の熱の推定値の差は

8,998,600 度にもなる。

月が冷却して地球から放出された塊ではなく、逆に地

球の先駆者であると言っているアデプトたちを見つけた

としたら、私たちは多くのことにおいて不確かで安全で

はない「科学」の嘲りを恐れる必要はないのである。

科学界の先達の口から最後に話されたことを甘受す

る、学会の博学な人たちだけを扱うのであったら、私は
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すと言う課題を企てるべきではないだろう。私のペンは

否定されて麻痺した手からすべり落ちるだろう。しかし、

学識のある唯物論者が亡くなった時、一般の人々の霊的

信仰はなお、はびこっているだろう。偉大なイマヌエル・
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性質の存在を断言し、それらの非物質的存在の部類に私

自身の魂を加えたいと非常に思うと告白しよう。将来、

いつなのか、どこでなのかも知らないが、人間の魂がこ

の人生においてさえ、霊の世界の非物質的自然のすべて

と切れないつながりを持ち、その霊の世界と人間の魂が

相互に作用して、さらにそこから印象を受けると証明さ

れるだろう」。そして、多くの人々もそう思う。

宇宙に支配するヒエラルキーがあるということは、新

しい概念ではない。それはキリスト教の教会で容易に見

つけることができる。初期の長老たちはそれを教え、聖

パウロはそれについて話した。そして今、ローマカトリッ

ク教会は「星の霊の儀式の書」に明確にその教えを有し

ている。4つの方位点(北南東西)を守る4人の大天使は、

古代の体系で守護神を象徴し、または各グループの統治

者を表している。その古代の体系では統治者を「ディヤー

ン・チョーハン」と呼ぶ。神智学の哲学は、宇宙外であ

ろうと宇宙の中であろうと、人格神を前提としてはいな

いが、自然界が助けなしに働くという説は認めず、ディ

ヤーン・チョーハンたちが自然界を助け、遍く広がる生

命を進化の運動に向けることで絶えず支配していると主

張する。ブラヴァツキー夫人はこの主題について『シー

クレット・ドクトリン』の中で述べており、古いディヤー

ンの書から次のように引用している。
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ら、空間は無限であるため、その中心を認識する意識は

どこにでもあるに違いないからである。さらに、同じ著

者が「弟子の教理問答」を用いて、次のように書いている。

常にあるものは何ですか？

アヌパーダカつまり空間。

常にあったものは何ですか？

根源の中の胚珠。

いつも行ったり来たりしているものは何ですか？

大いなる息。

その次に 3つの永遠があるのですか？ 
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常にあったものは 1 つです。今、常にあるものと、これ

から常にあるだろうものも 1 つです。そしてそれは、空
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この親のない永遠の空間には、リピカのいる中心があ

り、リピカについては私は語ることができない。四隅に

いるのはディヤーン・チョーハンたちであり、この地球

上の人間の間で彼らの意志を遂行するのはアデプトた

ち、つまりマハートマたちである。天球の和声は法則の

声であり、法則の声はディヤーン・チョーハンとマハー

トマが同じように従っている──彼ら自身が法則なの

で、彼らは自分の意志で従っている。人間と動物のほう

は、自分たちの理解していない法則の盤石な鎖で縛られ

ているため、法則に従う。

リピカについて何も語れないと私は言ったが、それは

リピカの神秘的な性質と不可解な力のために、感覚的に

も確実性においても語るために十分に知ることができな

い、という意味だった。だがディヤーン・チョーハンと

アデプトたちについては、何か知ることができるかもし

れない。そして、しばしばそれらの存在の明確な証拠が

与えられる。アデプトたちは生きている人間であるから、

私たちの体と似ている体を使っている。彼らは地球上の

すべての国に散在する。彼らはお互いを知っているが、

私たちが自然で物質的でアストラル的なしるしをフリー

メイソン的と呼ぶのでない限りは、単なる姿やフリーメ

イソンのしるしの認識によって知り合うのではない。彼

らは集まる時があり、他の人よりも知識と力がより高位

の何人かによってその会合は管理されている。そしてそ

れらのより高位のアデプトが伝達もし、統轄されるのは

最高位のお方である。これらの後者から、ディヤーン・

チョーハンとのやり取りが開始される。それぞれの等級

（段階）のすべてにおいて、その等級に属する仕事をし、

そして自然や人類の統治や指導は最高の方にだけ割り当

てられているが、組織全体の中で重要な位置を占めてい

るのはごくわずかである。現代のフリーメーソンと非常

に多くの偽の薔薇十字会員は恐らく、彼らの儀式にこれ

らのアデプトたちを付託させない限り、異議なくこの概

要を受け入れることはないだろう。けれども、このよう

な存在と秩序に対する確信は、常に広範に広がっており、

君が望むなら、見分けたり証明したりするのは難しくな

い。
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かなる道具によっても知覚されないということを認めな

ければならない。しかし賢者は言う。私たちが感覚によ

り認識する物質の現象は、「物質」と名付けた幻影のも
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る。真の物質は死んでおらず、最初に言及した生命に満

ちている。

　さて、このことを念頭に置いて、私たちは広大な太陽

系について考えるのであるが、広大とは言っても周囲の

星や惑星のさらに大きな集まりと比べると広大とは言え

ない。黄道１２宮の星座を通過する際に太陽が踏破する

大恒星年には、それぞれ 365 日の 25,000 年を超えるこ

の世の年が含まれる。この広大な周回を横切っている間、

太陽は己自身の途方もなく巨大な軌道の周りで太陽系全

体を引きずる。そして、その視点での観察はないため、

黄道１２宮の周りの 25,000 年の移動が進んでいる間、

太陽系全体は太陽自身の軌道に沿ってわずかな距離だけ

前進した。そしてこれらの前進で数百万年が費やされた

後、太陽は自分の惑星の列を、かつて行ったことのない

星の宇宙空間に運ばなければならない。そこでは他の状

態や他の物質の組み合わせが非常に達成しやすいかもし

れない。今の科学者たちが聞いたこともない、たった一

つの現象も記録されたことのない状態が、である。そし

て、その時と今の状態はたいへん異なるため、、類似点

は観察されない。

　これはカルマの法則の一部門で､東洋の賢人が詳しく

知っていることである。彼らはそれを調査し、観察結果

を記録し、保存した。過去の周期中に数え切れないほど

の人生を観察して、はるか昔に去った他の星の空間にお

ける異なる状況下での行動を見た賢人たちは、これから

の時代の状況がどうなるかについて結論を出すためのい

くつかの根拠を持っている。このことは人生そのものが

人間の死と睡眠によって表されるとする神智学の興味深

い理論へと私たちを導く。また、一般に「疲労」と呼ば

れるものにも関係している。睡眠の現象についての最も

一般的な説明は、体が疲労し、その活力を多少なりとも

使い果たしてから、休眠を求めるということである。こ

れは、神智学によれば、真実とは正反対だ。なぜなら、

体は活力を失ったのではなく、1 日の終わりに目覚めた

時よりも多くの生命を持っているからである。目覚めて

いる間、生命の波は毎時間、強い強度で体の中へと突入

する。1 日の終わりには私たちは通常観察されるよりも

長い間それに耐えることができず圧倒され、そして眠る。

睡眠中、生命の波は体の分子に順応する。そして平衡が

完了すると、私たちは再び目を覚まし、生命との戦いを

続ける。この定期的な調整が行われなかった場合、生命

の流れが私たちを破壊する。この調整を阻害する傾向が

ある体の乱調は、不眠症の原因であり、おそらく死の原

因である。最後に、体の死は生命力との戦いの不均衡に

よるものだ。生命力はついに私たちを打ち負かし、墓に

沈むことを余儀なくさせる。病気は、人類に共通のもの

であり、体の調整力と抵抗力を低下させるだけである。

アデプトたちによると、子供は大人よりも長く眠り、よ

り早く休息する必要がある。なぜなら、体という機械が

若くて柔らかいため、生命によって容易に打ち負かされ

て眠りにつくからだ。

　もちろん、非常に短い記事ではこの理論を詳しく説明

できない。しかし、たとえ現在は科学に受け入れられな

くても、いつかは真実として受け入れられるだろう。電

気はすべてに浸透すると考えられ始めているので、おそ

らく、死んだ物質と呼ぶことに慣れていても、生命は普

遍的であるということにやがて同意するであろう。

　しかし、この生命エネルギーの作用には多かれ少なか

れ知性があるように見えることは、どんな観察する心に

も明白なため、私たちはこのエネルギーを管理する存在

そして権威集団（ヒエラルキー）として別の興味深い神

智学的教義に当然、アプローチするのである。
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これらの古の知識を研究している間、私たちは長い間

受け入れられてきた多くの見解と衝突する覚悟をするか

もしれない。しかし科学は、創世記と宇宙の形成の大い

なる問題を解明しようとする時、提供する推測の蓄えが

ほとんどないため、古いドグマを否定する行為において

はほとんどいつも仮説から始まるので、神智学徒は無難

に感じるかもしれない。太陽の熱や月の歴史といった重

要な問題では、科学者や天文学者たちの間に合意はない。

ニュートン、プイエ、ツェルナー、セッキ、フィゾー、

ウォーターストン、ロセッティなどはすべて太陽につい

て異なることを言い、太陽の熱の推定値の差は

8,998,600 度にもなる。

月が冷却して地球から放出された塊ではなく、逆に地

球の先駆者であると言っているアデプトたちを見つけた

としたら、私たちは多くのことにおいて不確かで安全で

はない「科学」の嘲りを恐れる必要はないのである。

科学界の先達の口から最後に話されたことを甘受す

る、学会の博学な人たちだけを扱うのであったら、私は

前回書いた、生命を導く存在とヒエラルキーについて話

すと言う課題を企てるべきではないだろう。私のペンは

否定されて麻痺した手からすべり落ちるだろう。しかし、

学識のある唯物論者が亡くなった時、一般の人々の霊的

信仰はなお、はびこっているだろう。偉大なイマヌエル・

カントはこう言った。「私は、世界における非物質的な

性質の存在を断言し、それらの非物質的存在の部類に私

自身の魂を加えたいと非常に思うと告白しよう。将来、

いつなのか、どこでなのかも知らないが、人間の魂がこ

の人生においてさえ、霊の世界の非物質的自然のすべて

と切れないつながりを持ち、その霊の世界と人間の魂が

相互に作用して、さらにそこから印象を受けると証明さ

れるだろう」。そして、多くの人々もそう思う。

宇宙に支配するヒエラルキーがあるということは、新

しい概念ではない。それはキリスト教の教会で容易に見

つけることができる。初期の長老たちはそれを教え、聖

パウロはそれについて話した。そして今、ローマカトリッ

ク教会は「星の霊の儀式の書」に明確にその教えを有し

ている。4つの方位点(北南東西)を守る4人の大天使は、

古代の体系で守護神を象徴し、または各グループの統治

者を表している。その古代の体系では統治者を「ディヤー

ン・チョーハン」と呼ぶ。神智学の哲学は、宇宙外であ

ろうと宇宙の中であろうと、人格神を前提としてはいな

いが、自然界が助けなしに働くという説は認めず、ディ

ヤーン・チョーハンたちが自然界を助け、遍く広がる生

命を進化の運動に向けることで絶えず支配していると主

張する。ブラヴァツキー夫人はこの主題について『シー

クレット・ドクトリン』の中で述べており、古いディヤー

ンの書から次のように引用している。

光の息子たちの軍隊は四隅に立ち、中央の車輪にリピ

カがいる。

四隅は 4 つの方角のことで、「中央の車輪」は空間の

中心である。そしてその中心はどこにでもある。なぜな

ら、空間は無限であるため、その中心を認識する意識は

どこにでもあるに違いないからである。さらに、同じ著

者が「弟子の教理問答」を用いて、次のように書いている。

常にあるものは何ですか？

アヌパーダカつまり空間。

常にあったものは何ですか？

根源の中の胚珠。

いつも行ったり来たりしているものは何ですか？

大いなる息。

その次に 3つの永遠があるのですか？ 

いいえ、3 つは 1 つです。常にあるものは 1 つです。

常にあったものは 1 つです。今、常にあるものと、これ

から常にあるだろうものも 1 つです。そしてそれは、空

間です。

この親のない永遠の空間には、リピカのいる中心があ

り、リピカについては私は語ることができない。四隅に

いるのはディヤーン・チョーハンたちであり、この地球

上の人間の間で彼らの意志を遂行するのはアデプトた

ち、つまりマハートマたちである。天球の和声は法則の

声であり、法則の声はディヤーン・チョーハンとマハー

トマが同じように従っている──彼ら自身が法則なの

で、彼らは自分の意志で従っている。人間と動物のほう

は、自分たちの理解していない法則の盤石な鎖で縛られ

ているため、法則に従う。

リピカについて何も語れないと私は言ったが、それは

リピカの神秘的な性質と不可解な力のために、感覚的に

も確実性においても語るために十分に知ることができな

い、という意味だった。だがディヤーン・チョーハンと

アデプトたちについては、何か知ることができるかもし

れない。そして、しばしばそれらの存在の明確な証拠が

与えられる。アデプトたちは生きている人間であるから、

私たちの体と似ている体を使っている。彼らは地球上の

すべての国に散在する。彼らはお互いを知っているが、

私たちが自然で物質的でアストラル的なしるしをフリー

メイソン的と呼ぶのでない限りは、単なる姿やフリーメ

イソンのしるしの認識によって知り合うのではない。彼

らは集まる時があり、他の人よりも知識と力がより高位

の何人かによってその会合は管理されている。そしてそ

れらのより高位のアデプトが伝達もし、統轄されるのは

最高位のお方である。これらの後者から、ディヤーン・

チョーハンとのやり取りが開始される。それぞれの等級

（段階）のすべてにおいて、その等級に属する仕事をし、

そして自然や人類の統治や指導は最高の方にだけ割り当

てられているが、組織全体の中で重要な位置を占めてい

るのはごくわずかである。現代のフリーメーソンと非常

に多くの偽の薔薇十字会員は恐らく、彼らの儀式にこれ

らのアデプトたちを付託させない限り、異議なくこの概

要を受け入れることはないだろう。けれども、このよう

な存在と秩序に対する確信は、常に広範に広がっており、

君が望むなら、見分けたり証明したりするのは難しくな

い。

実践的オカルティズム

　

著：H・P・ブラヴァツキー　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク 800円
電子書籍 Kindle 版

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



神智学の海　２

著：W・Q・ジャッジ　　訳：星野 未来

２章 一般原理

GENERAL PRINCIPLES

神智学の教えは、その範囲を全世界に広げるとはいえ、

差し当たって私たちのこの世を主に扱う。顕現した宇宙

のどこにも、私たちに働く唯一の法則の範囲外の部分は

ないからである。太陽系の一つである私たちの地球は、

確実に金星や木星や他の惑星と結びつきがある。でも人

類全体は一つの家族として、準備ができたすべての人種

のユニットが完成するまで、物質的乗り物である地球に

とどまらなければならない。一つの家族である人類全体

の進化は、その家族の一員にとって大変重要なものであ

る。他の惑星に関する事柄は、後ほど説明する。先ず、

すべてを支配する法則を概観しよう。

宇宙は未知のものから七つの階層または、すべての世

界の七つの方法や順序へと進化する。それらはどんなに

高い人やマインドにも調査できない。この七重の分化は

宇宙のあらゆる世界とそこにいる存在たちに、七つの本

質（構造）をあらしめる。古くに教えられたように、小

さな世界と大きい世界は全体の写しであり、最も小さい

昆虫と同様に最も高度に発達した存在も、広漠たる包括

的な根源の「複製」である。それゆえ錬金術師も用いた

諺にこう言われている。「上の如く下も然り」。

七重に構成された宇宙の区分は、次のように定めるこ

とができる。絶対者、霊、マインド、物質、意志、アーカー

シャまたはエーテル、生命。「絶対者」の代わりに「空間」

という言葉を使うこともできる。「空間」は常に存在し

ていたものであり、すべての顕現がそこから起きたから

だ。「アーカーシャ」という用語はサンスクリット語か

ら来ており、「エーテル」の代わりに用いられている。

なぜなら英語はまだ、現代科学にエーテルと呼ばれるこ

ともある物質の不明瞭な状態を、正確に意味する語を生

み出していないからなのだ。「絶対者」については、私

たちは「それである」と言うこと以外はできない。学派

の偉大な師匠たちの誰も、「それ」に帰する特性はない。

私たちの知識は分化から始まり、すべての顕現した物体、

存在、または力は「大いなる未知のもの」から分化した

ものでしかない。最もはっきりと言えるのは、「絶対者」

はそれ自身を定期的に分化させ、分化したものを定期的

にそれ自身へと引き戻すということである。

時間について形而上的に話すと、最初の分化は霊であ

り、それと共に物質とマインドが現れる。アーカーシャ

は物質と霊から作られ、意志は作動している霊の力であ

り、生命はアーカーシャの行動の結果であり、霊によっ

て物質の上に動かされたのだ。

しかしここで言っている物質とは、一般的に知られて

いるようなものではない。それは常に目に見えない本当

の物質であり、時々、原初の物質と呼ばれている。バラ

モン教の体系で、それは「ムーラプラクリティ」と呼ば

れる。古代の教えは、現代科学が認めるように、次のよ

うにみなした。つまり私たちは現象のみを見たり知った

りし、本質的な性質や体や物質の存在を見たり知ったり

するわけではないのだ、と。

マインドは宇宙の知的な部分である。そして上に概説

した七つの分化の集まりにおいては、マインドはその中

に宇宙の計画が据えられているか含まれているものであ

る。この計画は、絶え間なくそれの完全さが増していく

顕現期間より前から引き継がれていて、完全性に至るそ

れの進化の可能性に制限が設けられることはあり得な

い。なぜなら絶対者の定期的な顕現の、いかなる始まり
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もないことがわかっているため、このすべてが多くの年

代を要する。そして大まかな仕事が完成し、人間の神殿

（訳注：肉体）が築かれた時、すべての使徒、司祭、指

導者が自分の各部分の材料を適切に学び、さらに人間で

ある大師が最高かつ最良の目的のために神殿を使用でき

るようにするには、もっと多くの年代が必要であった。

古代の教義はキリスト教の宗教的教義やその純然たる

研究の学派よりも、はるかに高貴である。宗教は原因お

よび事実と矛盾する理論を与えるが、科学はいかなる方

法でも高尚であるか高められる原因が見られないという

事実を与えることができる。神智学だけが、すべての体

系とすべての経験を包含し、手がかりを与え、構想を与

え、真理を与える。

世界の本当の年数は、ほとんど数えきれないと神智学

は断言し、現在形づくられたような人間ができるまでの

年数は 1800 万年を超える。ついに人が今の人間となっ

たのは、はるかな時代を経てからで、現在のように二つ

の性別が人類にできる前は、人間はある時はある形をし、

他の時には別の形をしており、（進化の）計画全体が現

在のような形、機能、能力に完全に反映されるまでそう

であった。これは、人間がかつて球状の形態であったと

いう冒涜的な内容が書かれた古代の書物の中に、言及さ

れているのがわかっている。その時には、状況がこのよ

うな形態に好都合だったのであり、もちろん 1800 万年

前よりもずっと前のことであった。そしてこの球状の形

態は、私たちが知っているような性別に分かれていな

かったため、一つの性しかなかったか、またはそう考え

るのがお好みなら、性別が全くないように定められてい

た。

私たちのような人間が生じる前のこれらの全時代の

間、進化は、今私たちが待っているさまざまの力を完成

させる仕事を続けていた。これは「自我」または真の人

間が、無数のすべて違った状況を経験することによって

成し遂げられた。一般的に同じ進化の計画が、私が前に

触れたような遍く宇宙全体の進化に関して遂行されてき

たし、今もされている。すなわち、細かい部分は最初に、

たいへん希薄な、要するに形而上学的なものである領域

で作り上げられた。そして次の段階では、同じ細かい部

分がもう少し濃密な物質の階層で作り上げられ、ついに

私たちの現在の、誤って濃密な物質と呼んでいる階層で

成されるに至る。これらの先立つ諸段階において、感覚

はいわば萌芽として、あるいは概念として、物質界の隣

にあるアストラル界に達するまで存在し、その後、さま

ざまな外的な器官の働きを通して、今私たちが使ってい

る実際の感覚になるように凝結させられた。これらの外

的な器官である視覚、触覚、聴覚、味覚は、無知の者あ

るいは軽率な者によって、本物の器官と感覚に間違われ

るが、考えるのをやめた人は次のことを知らねばならな

い。つまり感覚は内的であり、外的な器官は可視の宇宙

と内なる真の認識者との間の媒介者である。そしてこれ

らのさまざまな力と潜在能力はすべて、進化のゆっくり

だが確かなプロセスの中でうまく出来上がり、最後に人

間は、宇宙とこの世が七重であるのと同じく、七重の存

在として環境に置かれる。人の七つの本質のそれぞれが、

最初の大いなる七分割の一つから派生し、それぞれが惑

星か進化の場所、およびその進化が完成する人種と結び

ついている。したがって、最初の七つの分化は心に留め

ておくべき重要なことだ。その後に続くすべてのものの

基礎だからである。宇宙の進化が七つから成るのと同じ

ように、七重の構造である人類の進化は、七つから成る

地球で行われる。このことは神智学文献に、七重の惑星

チェーンとして書かれてあり、人間の特別な進化と密接

に結びついている。

【訳注】

*1 メムノン…古代エジプトのテーベ近くにあるエジプト

王 Amenhotep Ⅲ の巨像。朝日の最初の光が触れると、

音楽を奏でるといわれた。

*2 ピアッツィ・スミス…天文学者。

*3 「大陸風の日曜日 」…休息・礼拝ではなくレクリエー

ションで過ごす日曜日。

*4 エホバ…旧約聖書の神。

*5 ハーバート・スペンサー…イギリスの哲学者、社会学

者、倫理学者。

もなく、いかなる終わりもなく、永遠に出て来ては未知

へと引っ込むことが続くからである。

世界または世界の仕組みがどこに現れ出ようとも、そ

の計画は普遍的なマインドの中に定められており、根源

的な力は霊から生じ、その基礎は実際上目に見えない物

質であり、生命は生命を必要とするすべての形態を維持

させ、アーカーシャは物質の側と霊─マインドの側との

間をつなぐきずなである。

世界や仕組みがある大きな周期の終わりに来ると、

人々は歴史や伝承に大洪水を記録する。これらの伝承は

たくさんある。ユダヤ人の間で洪水があった。バビロニ

ア人にも洪水はあった。エジプトのパピルスにも記録が

ある。ヒンドゥー教の宇宙論にもある。そしてそれらは

どれも小さなユダヤ人の伝承をただ確証するだけではな

く、すべて定期的に起きた破壊と修復の、初期の教えと

かすかな記憶をも示している。ヘブライの物語は、「真

理の寺院」の敷石からはぎ取られた、不十分な断片にす

ぎない。定期的な小規模の洪水や部分的な破壊があるの

と同じように、教義が保持している、普遍的な進化と退

廃がある。永遠に大いなる息が出て行き、そしてまた戻

る。それが外的に進むにつれて、物、世界、人間が現れる。

それが後退するにつれて、すべては原初の根源へと消え

る。

これは「大いなる存在」の目覚めと眠り、梵の昼と夜

である。それは私たちの目覚めている昼と眠っている夜、

あるちっぽけな人生の終わりの場面から消え去ること

と、新しい日に別の人生で未完成の仕事に着手するため

に再び戻って来ることの、原型である。

世界の本当の時代は長い間、西洋の研究者たちの疑い

に巻き込まれてきた。彼らは現在に至るまで、東洋の人々

のほうが西洋より古くからの記録があって、それから教

えられるということを唯一、好まなかった。しかし、こ

の問題について東洋（オリエント）の記録は真実だ。エ

ジプト文明が何世紀も前に栄えたことは認められてお

り、そして現代のプライドを傷つける、生きたエジプト

学の学派は存在せず、おそらく「エジプトから逃れた」

ユダヤ人のモーセに関する伝説を現代の進歩とつなげた

ため、岩に刻まれパピルスに書かれた碑文は、それでも

ヒンドゥー人の思想と記録よりは、今日少しは信用を得

ている。ヒンドゥーの思想と記録への不信は依然として

私たちの間にあり、文化と戦争と領土の併合といった西

洋の花について何一つ知らない、劣った、征服された民

族が、人とその世界の時代を尊重する知識を持っている

ということは決して認められないだろう。小アジアと

ヨーロッパの無知な修道士と神学者が、来るべき西洋の

進化に、人間とこの世の起源についてのモーセの記述を

押しつけることに成功して以来ずっと、私たちの科学者

の中で最も博学な者でさえ、アダム以後の過ぎた年月を

恐怖に耐えていたり、またはヤコブの息子のいくつかの

種族とは異なる年代記に目を向ける時はいつでも、思考

と知覚がゆがめられているのだ。高貴で年代を経た、静

かなギーザのピラミッドは、石でできたスフィンクスと

メムノン *1 によって守られているが、それさえピアッ

ツィ・スミス *2 とその他の人々が、それは英国の島に

神の法則に反論する「大陸風の日曜日」*3 が優勢になる

べきであることの証明だとして品位を落とせしめた。人

がその中にピラミッドのような証拠への言及を見つける

のを期待するであろうモーセの物語に、私たちは一つも

ヒントを発見できないが、ソロモン王の神殿の形跡は発

見されていないけれど建物の記録だけはあるのだ。

けれども神智学徒は、なぜヘブライの言い伝えがこの

ように西洋の精神に明らかなお荷物となっているかを

知っている。神智学徒は、ユダヤ人とエジプト人の関係

を知っている。ナイル川流域の古いピラミッドを建造し

たものの復活とは何かを知っている。そして、それらの

古代のフリーメーソンたちの計画が、再び周期がめぐっ

て芽を出すまで隠されている場所はどこであるか知って

いる。ユダヤ人は、モーセの書物の文面の下に隠された

エジプトの学識の、ただ一部分だけを保存した。彼らが

カバラあるいは聖書の隠された意味と呼んでいるもの

は、今日まで依然として存在している。しかし、ギーザ

のピラミッドを計画するのを手伝い、エジプトの政治、

神学、科学、文明に参加したエジプト人の魂は、彼らの

古い人種を去った。その古い人種は死に絶えた。そして

かつてのエジプト人たちは、来るべき西洋の、特に現在、

アメリカ大陸に移住してきている人種の中で、彼らの仕

事を始めた。エジプトとインドができたばかりの頃、両

国の間には絶え間なく交流があった。神智学徒の所信で

は、インドもエジプトも等しく考えられるが、運命はこ

の二国のうちインドだけが、生きている人々の間で古い

概念が保持されるものと定めた。したがって私は、ヒン

ドゥスタンのバラモン教の記録から、宇宙と諸世界を象

徴するブラフマの昼、夜、年、一生についての彼らの教

義を取り上げよう。

その教義は、モーセの伝承に与えられた長い間の解釈

を、一度にひっくり返すが、創世記にある他の、そして

かつての「創造」の明らかな物語と完全に一致するし、

エドムの王たちについての旧約聖書の節の、カバラ的解

釈と完全に一致する。エドムの王たちはアダムで始まっ

た前の進化の期間を象徴し、また、初期のキリスト教の

指導者たちの一部が固く守った信仰と符合する。その指

導者たちは信徒たちに、素晴らしいかつての世界と創造

について伝えた。

「梵の昼」は千年続くと言われており、「梵の夜」も同

じ長さである。キリスト教では聖書の中で詩にいわく、

一日は主の千年のようであり、千年は主の一日のようで

ある。これは一般的にエホバ *4 の力を誇張するために

用いられてきた箇所だが、梵の昼と夜の長さを教える古

い教義との類似点と考えられそうである。それは顕現し

た世界の宇宙に、同じ長さの大いなる昼と夜が定期的に

現れることと解釈すると、より意義があるだろう。

死すべき運命の人間の一日（昼）は太陽によって計ら

れ、長さは 12 時間だ。水星ではそれと違っており、土

星や天王星ではさらに違うであろう。しかし梵の昼は「マ

ンヴァンタラ」とよばれるもの、二人の人の間の期間、

数の上では 14 から成る。これには、梵の一日（昼）で

ある 43 億 2 千万のこの世または現世または年が含まれ

る。

この時代の始まりの時に宇宙の進化は、この太陽系に

関する限り、始まってから鉱物、植物、動物、人間界の

アストラル領域が存在可能となる前の、非常に希薄な物

質を進化させる 1～2 億年の間を占めた。この第二段階

は約 300 億年を要し、その後、人間を含む有形の自然界

の創造のために、さらに多くの物質的な過程が進められ

る。この過程は 15 億年をカバーしている。そして現在

の「人間」の期間に含まれる太陽年の数は 1800 万年を

超えている。

これはまさに、ハーバート・スペンサー *5 が、既知

のものであり同種のものがしだいに出てくることとして

指し示していることである。古代エジプトとインドの神

智学徒たちも、無からの創造というものを認めなかった。

彼らは熱烈に、同種で未分化のものから、異種で分化し

たものが生じる漸進的な段階を経た進化を主張した。始

まりがなく終わりもない、無限で完全無欠（絶対的）な

未知のものを、知性で理解できる人はいない。それは終

わりと始まりの両方であり、分化されていようがそれ自

身の中に吸収されていようが、常にそれである。これは

キリスト教の聖書の中で言われている、幕屋の周りに暗

闇がある神である。

このヒンドゥー教の宇宙および人間の年代学は、西洋

の東洋学者に笑われているが、彼らはそれより良いもの

を何も提供できないし、同じ主題について互いに絶えず

争っている。『ヴィシュヌ・プラーナ』のウィルソン訳

の中で、ウィルソンはそれがすべて根拠のない作り話で

あり、子供じみた誇大だと言う。しかし、ここにおいて

活動しないでいるフリーメーソンたちは、より良く知っ

ているはずだ。彼らはソロモンの神殿があらゆる場所か

ら運んで来た種々雑多な材料から建てられた話の中に、

そして建築道具の音が聞こえずしてそれが建設されたこ

との中に、エジプト人とインド人の仲間の思想との一致

を見出すことができる。それはつまり、ソロモンの神殿

とは体が出来上がった人間を意味し、体が少しも音がせ

ずに完成し、装飾をされたということだからである。し

かし材料を見つけ、他の遠く離れた場所に集められ形作

られねばならなかった。これらは上に述べた期間に為さ

れ、非常に遠い、非常に静かな時代のことだ。人は、内

なる人間である大師によって自分の世界の中と周りにす

べての材料が発見されるまで、自分の肉体の神殿を持っ

てその中に住むことができなかった。彼らは次に、すべ

ての部品が完全に準備され、最終的な建造物の配置に適

したものとなるまで、さまざまの細部において完成され

ねばならなかった。最初のほとんど漠然とした物質が集

められて練り上げられていた後に始まった広大な時間の

中で、物質と植物界はここで「主人」である隠されて見

えない人間とともに、唯一、場所を占めていた。人間の

神殿の基礎の構想を進めながら。自然界は飛躍すること



２章 一般原理

GENERAL PRINCIPLES

神智学の教えは、その範囲を全世界に広げるとはいえ、

差し当たって私たちのこの世を主に扱う。顕現した宇宙

のどこにも、私たちに働く唯一の法則の範囲外の部分は

ないからである。太陽系の一つである私たちの地球は、

確実に金星や木星や他の惑星と結びつきがある。でも人

類全体は一つの家族として、準備ができたすべての人種

のユニットが完成するまで、物質的乗り物である地球に

とどまらなければならない。一つの家族である人類全体

の進化は、その家族の一員にとって大変重要なものであ

る。他の惑星に関する事柄は、後ほど説明する。先ず、

すべてを支配する法則を概観しよう。

宇宙は未知のものから七つの階層または、すべての世

界の七つの方法や順序へと進化する。それらはどんなに

高い人やマインドにも調査できない。この七重の分化は

宇宙のあらゆる世界とそこにいる存在たちに、七つの本

質（構造）をあらしめる。古くに教えられたように、小

さな世界と大きい世界は全体の写しであり、最も小さい

昆虫と同様に最も高度に発達した存在も、広漠たる包括

的な根源の「複製」である。それゆえ錬金術師も用いた

諺にこう言われている。「上の如く下も然り」。

七重に構成された宇宙の区分は、次のように定めるこ

とができる。絶対者、霊、マインド、物質、意志、アーカー

シャまたはエーテル、生命。「絶対者」の代わりに「空間」

という言葉を使うこともできる。「空間」は常に存在し

ていたものであり、すべての顕現がそこから起きたから

だ。「アーカーシャ」という用語はサンスクリット語か

ら来ており、「エーテル」の代わりに用いられている。

なぜなら英語はまだ、現代科学にエーテルと呼ばれるこ

ともある物質の不明瞭な状態を、正確に意味する語を生

み出していないからなのだ。「絶対者」については、私

たちは「それである」と言うこと以外はできない。学派

の偉大な師匠たちの誰も、「それ」に帰する特性はない。

私たちの知識は分化から始まり、すべての顕現した物体、

存在、または力は「大いなる未知のもの」から分化した

ものでしかない。最もはっきりと言えるのは、「絶対者」

はそれ自身を定期的に分化させ、分化したものを定期的

にそれ自身へと引き戻すということである。

時間について形而上的に話すと、最初の分化は霊であ

り、それと共に物質とマインドが現れる。アーカーシャ

は物質と霊から作られ、意志は作動している霊の力であ

り、生命はアーカーシャの行動の結果であり、霊によっ

て物質の上に動かされたのだ。

しかしここで言っている物質とは、一般的に知られて

いるようなものではない。それは常に目に見えない本当

の物質であり、時々、原初の物質と呼ばれている。バラ

モン教の体系で、それは「ムーラプラクリティ」と呼ば

れる。古代の教えは、現代科学が認めるように、次のよ

うにみなした。つまり私たちは現象のみを見たり知った

りし、本質的な性質や体や物質の存在を見たり知ったり

するわけではないのだ、と。

マインドは宇宙の知的な部分である。そして上に概説

した七つの分化の集まりにおいては、マインドはその中

に宇宙の計画が据えられているか含まれているものであ

る。この計画は、絶え間なくそれの完全さが増していく

顕現期間より前から引き継がれていて、完全性に至るそ

れの進化の可能性に制限が設けられることはあり得な

い。なぜなら絶対者の定期的な顕現の、いかなる始まり
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もないことがわかっているため、このすべてが多くの年

代を要する。そして大まかな仕事が完成し、人間の神殿

（訳注：肉体）が築かれた時、すべての使徒、司祭、指

導者が自分の各部分の材料を適切に学び、さらに人間で

ある大師が最高かつ最良の目的のために神殿を使用でき

るようにするには、もっと多くの年代が必要であった。

古代の教義はキリスト教の宗教的教義やその純然たる

研究の学派よりも、はるかに高貴である。宗教は原因お

よび事実と矛盾する理論を与えるが、科学はいかなる方

法でも高尚であるか高められる原因が見られないという

事実を与えることができる。神智学だけが、すべての体

系とすべての経験を包含し、手がかりを与え、構想を与

え、真理を与える。

世界の本当の年数は、ほとんど数えきれないと神智学

は断言し、現在形づくられたような人間ができるまでの

年数は 1800 万年を超える。ついに人が今の人間となっ

たのは、はるかな時代を経てからで、現在のように二つ

の性別が人類にできる前は、人間はある時はある形をし、

他の時には別の形をしており、（進化の）計画全体が現

在のような形、機能、能力に完全に反映されるまでそう

であった。これは、人間がかつて球状の形態であったと

いう冒涜的な内容が書かれた古代の書物の中に、言及さ

れているのがわかっている。その時には、状況がこのよ

うな形態に好都合だったのであり、もちろん 1800 万年

前よりもずっと前のことであった。そしてこの球状の形

態は、私たちが知っているような性別に分かれていな

かったため、一つの性しかなかったか、またはそう考え

るのがお好みなら、性別が全くないように定められてい

た。

私たちのような人間が生じる前のこれらの全時代の

間、進化は、今私たちが待っているさまざまの力を完成

させる仕事を続けていた。これは「自我」または真の人

間が、無数のすべて違った状況を経験することによって

成し遂げられた。一般的に同じ進化の計画が、私が前に

触れたような遍く宇宙全体の進化に関して遂行されてき

たし、今もされている。すなわち、細かい部分は最初に、

たいへん希薄な、要するに形而上学的なものである領域

で作り上げられた。そして次の段階では、同じ細かい部

分がもう少し濃密な物質の階層で作り上げられ、ついに

私たちの現在の、誤って濃密な物質と呼んでいる階層で

成されるに至る。これらの先立つ諸段階において、感覚

はいわば萌芽として、あるいは概念として、物質界の隣

にあるアストラル界に達するまで存在し、その後、さま

ざまな外的な器官の働きを通して、今私たちが使ってい

る実際の感覚になるように凝結させられた。これらの外

的な器官である視覚、触覚、聴覚、味覚は、無知の者あ

るいは軽率な者によって、本物の器官と感覚に間違われ

るが、考えるのをやめた人は次のことを知らねばならな

い。つまり感覚は内的であり、外的な器官は可視の宇宙

と内なる真の認識者との間の媒介者である。そしてこれ

らのさまざまな力と潜在能力はすべて、進化のゆっくり

だが確かなプロセスの中でうまく出来上がり、最後に人

間は、宇宙とこの世が七重であるのと同じく、七重の存

在として環境に置かれる。人の七つの本質のそれぞれが、

最初の大いなる七分割の一つから派生し、それぞれが惑

星か進化の場所、およびその進化が完成する人種と結び

ついている。したがって、最初の七つの分化は心に留め

ておくべき重要なことだ。その後に続くすべてのものの

基礎だからである。宇宙の進化が七つから成るのと同じ

ように、七重の構造である人類の進化は、七つから成る

地球で行われる。このことは神智学文献に、七重の惑星

チェーンとして書かれてあり、人間の特別な進化と密接

に結びついている。

【訳注】

*1 メムノン…古代エジプトのテーベ近くにあるエジプト

王 Amenhotep Ⅲ の巨像。朝日の最初の光が触れると、

音楽を奏でるといわれた。

*2 ピアッツィ・スミス…天文学者。

*3 「大陸風の日曜日 」…休息・礼拝ではなくレクリエー

ションで過ごす日曜日。

*4 エホバ…旧約聖書の神。

*5 ハーバート・スペンサー…イギリスの哲学者、社会学

者、倫理学者。

もなく、いかなる終わりもなく、永遠に出て来ては未知

へと引っ込むことが続くからである。

世界または世界の仕組みがどこに現れ出ようとも、そ

の計画は普遍的なマインドの中に定められており、根源

的な力は霊から生じ、その基礎は実際上目に見えない物

質であり、生命は生命を必要とするすべての形態を維持

させ、アーカーシャは物質の側と霊─マインドの側との

間をつなぐきずなである。

世界や仕組みがある大きな周期の終わりに来ると、

人々は歴史や伝承に大洪水を記録する。これらの伝承は

たくさんある。ユダヤ人の間で洪水があった。バビロニ

ア人にも洪水はあった。エジプトのパピルスにも記録が

ある。ヒンドゥー教の宇宙論にもある。そしてそれらは

どれも小さなユダヤ人の伝承をただ確証するだけではな

く、すべて定期的に起きた破壊と修復の、初期の教えと

かすかな記憶をも示している。ヘブライの物語は、「真

理の寺院」の敷石からはぎ取られた、不十分な断片にす

ぎない。定期的な小規模の洪水や部分的な破壊があるの

と同じように、教義が保持している、普遍的な進化と退

廃がある。永遠に大いなる息が出て行き、そしてまた戻

る。それが外的に進むにつれて、物、世界、人間が現れる。

それが後退するにつれて、すべては原初の根源へと消え

る。

これは「大いなる存在」の目覚めと眠り、梵の昼と夜

である。それは私たちの目覚めている昼と眠っている夜、

あるちっぽけな人生の終わりの場面から消え去ること

と、新しい日に別の人生で未完成の仕事に着手するため

に再び戻って来ることの、原型である。

世界の本当の時代は長い間、西洋の研究者たちの疑い

に巻き込まれてきた。彼らは現在に至るまで、東洋の人々

のほうが西洋より古くからの記録があって、それから教

えられるということを唯一、好まなかった。しかし、こ

の問題について東洋（オリエント）の記録は真実だ。エ

ジプト文明が何世紀も前に栄えたことは認められてお

り、そして現代のプライドを傷つける、生きたエジプト

学の学派は存在せず、おそらく「エジプトから逃れた」

ユダヤ人のモーセに関する伝説を現代の進歩とつなげた

ため、岩に刻まれパピルスに書かれた碑文は、それでも

ヒンドゥー人の思想と記録よりは、今日少しは信用を得

ている。ヒンドゥーの思想と記録への不信は依然として

私たちの間にあり、文化と戦争と領土の併合といった西

洋の花について何一つ知らない、劣った、征服された民

族が、人とその世界の時代を尊重する知識を持っている

ということは決して認められないだろう。小アジアと

ヨーロッパの無知な修道士と神学者が、来るべき西洋の

進化に、人間とこの世の起源についてのモーセの記述を

押しつけることに成功して以来ずっと、私たちの科学者

の中で最も博学な者でさえ、アダム以後の過ぎた年月を

恐怖に耐えていたり、またはヤコブの息子のいくつかの

種族とは異なる年代記に目を向ける時はいつでも、思考

と知覚がゆがめられているのだ。高貴で年代を経た、静

かなギーザのピラミッドは、石でできたスフィンクスと

メムノン *1 によって守られているが、それさえピアッ

ツィ・スミス *2 とその他の人々が、それは英国の島に

神の法則に反論する「大陸風の日曜日」*3 が優勢になる

べきであることの証明だとして品位を落とせしめた。人

がその中にピラミッドのような証拠への言及を見つける

のを期待するであろうモーセの物語に、私たちは一つも

ヒントを発見できないが、ソロモン王の神殿の形跡は発

見されていないけれど建物の記録だけはあるのだ。

けれども神智学徒は、なぜヘブライの言い伝えがこの

ように西洋の精神に明らかなお荷物となっているかを

知っている。神智学徒は、ユダヤ人とエジプト人の関係

を知っている。ナイル川流域の古いピラミッドを建造し

たものの復活とは何かを知っている。そして、それらの

古代のフリーメーソンたちの計画が、再び周期がめぐっ

て芽を出すまで隠されている場所はどこであるか知って

いる。ユダヤ人は、モーセの書物の文面の下に隠された

エジプトの学識の、ただ一部分だけを保存した。彼らが

カバラあるいは聖書の隠された意味と呼んでいるもの

は、今日まで依然として存在している。しかし、ギーザ

のピラミッドを計画するのを手伝い、エジプトの政治、

神学、科学、文明に参加したエジプト人の魂は、彼らの

古い人種を去った。その古い人種は死に絶えた。そして

かつてのエジプト人たちは、来るべき西洋の、特に現在、

アメリカ大陸に移住してきている人種の中で、彼らの仕

事を始めた。エジプトとインドができたばかりの頃、両

国の間には絶え間なく交流があった。神智学徒の所信で

は、インドもエジプトも等しく考えられるが、運命はこ

の二国のうちインドだけが、生きている人々の間で古い

概念が保持されるものと定めた。したがって私は、ヒン

ドゥスタンのバラモン教の記録から、宇宙と諸世界を象

徴するブラフマの昼、夜、年、一生についての彼らの教

義を取り上げよう。

その教義は、モーセの伝承に与えられた長い間の解釈

を、一度にひっくり返すが、創世記にある他の、そして

かつての「創造」の明らかな物語と完全に一致するし、

エドムの王たちについての旧約聖書の節の、カバラ的解

釈と完全に一致する。エドムの王たちはアダムで始まっ

た前の進化の期間を象徴し、また、初期のキリスト教の

指導者たちの一部が固く守った信仰と符合する。その指

導者たちは信徒たちに、素晴らしいかつての世界と創造

について伝えた。

「梵の昼」は千年続くと言われており、「梵の夜」も同

じ長さである。キリスト教では聖書の中で詩にいわく、

一日は主の千年のようであり、千年は主の一日のようで

ある。これは一般的にエホバ *4 の力を誇張するために

用いられてきた箇所だが、梵の昼と夜の長さを教える古

い教義との類似点と考えられそうである。それは顕現し

た世界の宇宙に、同じ長さの大いなる昼と夜が定期的に

現れることと解釈すると、より意義があるだろう。

死すべき運命の人間の一日（昼）は太陽によって計ら

れ、長さは 12 時間だ。水星ではそれと違っており、土

星や天王星ではさらに違うであろう。しかし梵の昼は「マ

ンヴァンタラ」とよばれるもの、二人の人の間の期間、

数の上では 14 から成る。これには、梵の一日（昼）で

ある 43 億 2 千万のこの世または現世または年が含まれ

る。

この時代の始まりの時に宇宙の進化は、この太陽系に

関する限り、始まってから鉱物、植物、動物、人間界の

アストラル領域が存在可能となる前の、非常に希薄な物

質を進化させる 1～2 億年の間を占めた。この第二段階

は約 300 億年を要し、その後、人間を含む有形の自然界

の創造のために、さらに多くの物質的な過程が進められ

る。この過程は 15 億年をカバーしている。そして現在

の「人間」の期間に含まれる太陽年の数は 1800 万年を

超えている。

これはまさに、ハーバート・スペンサー *5 が、既知

のものであり同種のものがしだいに出てくることとして

指し示していることである。古代エジプトとインドの神

智学徒たちも、無からの創造というものを認めなかった。

彼らは熱烈に、同種で未分化のものから、異種で分化し

たものが生じる漸進的な段階を経た進化を主張した。始

まりがなく終わりもない、無限で完全無欠（絶対的）な

未知のものを、知性で理解できる人はいない。それは終

わりと始まりの両方であり、分化されていようがそれ自

身の中に吸収されていようが、常にそれである。これは

キリスト教の聖書の中で言われている、幕屋の周りに暗

闇がある神である。

このヒンドゥー教の宇宙および人間の年代学は、西洋

の東洋学者に笑われているが、彼らはそれより良いもの

を何も提供できないし、同じ主題について互いに絶えず

争っている。『ヴィシュヌ・プラーナ』のウィルソン訳

の中で、ウィルソンはそれがすべて根拠のない作り話で

あり、子供じみた誇大だと言う。しかし、ここにおいて

活動しないでいるフリーメーソンたちは、より良く知っ

ているはずだ。彼らはソロモンの神殿があらゆる場所か

ら運んで来た種々雑多な材料から建てられた話の中に、

そして建築道具の音が聞こえずしてそれが建設されたこ

との中に、エジプト人とインド人の仲間の思想との一致

を見出すことができる。それはつまり、ソロモンの神殿

とは体が出来上がった人間を意味し、体が少しも音がせ

ずに完成し、装飾をされたということだからである。し

かし材料を見つけ、他の遠く離れた場所に集められ形作

られねばならなかった。これらは上に述べた期間に為さ

れ、非常に遠い、非常に静かな時代のことだ。人は、内

なる人間である大師によって自分の世界の中と周りにす

べての材料が発見されるまで、自分の肉体の神殿を持っ

てその中に住むことができなかった。彼らは次に、すべ

ての部品が完全に準備され、最終的な建造物の配置に適

したものとなるまで、さまざまの細部において完成され

ねばならなかった。最初のほとんど漠然とした物質が集

められて練り上げられていた後に始まった広大な時間の

中で、物質と植物界はここで「主人」である隠されて見

えない人間とともに、唯一、場所を占めていた。人間の

神殿の基礎の構想を進めながら。自然界は飛躍すること



２章 一般原理

GENERAL PRINCIPLES

神智学の教えは、その範囲を全世界に広げるとはいえ、

差し当たって私たちのこの世を主に扱う。顕現した宇宙

のどこにも、私たちに働く唯一の法則の範囲外の部分は

ないからである。太陽系の一つである私たちの地球は、

確実に金星や木星や他の惑星と結びつきがある。でも人

類全体は一つの家族として、準備ができたすべての人種

のユニットが完成するまで、物質的乗り物である地球に

とどまらなければならない。一つの家族である人類全体

の進化は、その家族の一員にとって大変重要なものであ

る。他の惑星に関する事柄は、後ほど説明する。先ず、

すべてを支配する法則を概観しよう。

宇宙は未知のものから七つの階層または、すべての世

界の七つの方法や順序へと進化する。それらはどんなに

高い人やマインドにも調査できない。この七重の分化は

宇宙のあらゆる世界とそこにいる存在たちに、七つの本

質（構造）をあらしめる。古くに教えられたように、小

さな世界と大きい世界は全体の写しであり、最も小さい

昆虫と同様に最も高度に発達した存在も、広漠たる包括

的な根源の「複製」である。それゆえ錬金術師も用いた

諺にこう言われている。「上の如く下も然り」。

七重に構成された宇宙の区分は、次のように定めるこ

とができる。絶対者、霊、マインド、物質、意志、アーカー

シャまたはエーテル、生命。「絶対者」の代わりに「空間」

という言葉を使うこともできる。「空間」は常に存在し

ていたものであり、すべての顕現がそこから起きたから

だ。「アーカーシャ」という用語はサンスクリット語か

ら来ており、「エーテル」の代わりに用いられている。

なぜなら英語はまだ、現代科学にエーテルと呼ばれるこ

ともある物質の不明瞭な状態を、正確に意味する語を生

み出していないからなのだ。「絶対者」については、私

たちは「それである」と言うこと以外はできない。学派

の偉大な師匠たちの誰も、「それ」に帰する特性はない。

私たちの知識は分化から始まり、すべての顕現した物体、

存在、または力は「大いなる未知のもの」から分化した

ものでしかない。最もはっきりと言えるのは、「絶対者」

はそれ自身を定期的に分化させ、分化したものを定期的

にそれ自身へと引き戻すということである。

時間について形而上的に話すと、最初の分化は霊であ

り、それと共に物質とマインドが現れる。アーカーシャ

は物質と霊から作られ、意志は作動している霊の力であ

り、生命はアーカーシャの行動の結果であり、霊によっ

て物質の上に動かされたのだ。

しかしここで言っている物質とは、一般的に知られて

いるようなものではない。それは常に目に見えない本当

の物質であり、時々、原初の物質と呼ばれている。バラ

モン教の体系で、それは「ムーラプラクリティ」と呼ば

れる。古代の教えは、現代科学が認めるように、次のよ

うにみなした。つまり私たちは現象のみを見たり知った

りし、本質的な性質や体や物質の存在を見たり知ったり

するわけではないのだ、と。

マインドは宇宙の知的な部分である。そして上に概説

した七つの分化の集まりにおいては、マインドはその中

に宇宙の計画が据えられているか含まれているものであ

る。この計画は、絶え間なくそれの完全さが増していく

顕現期間より前から引き継がれていて、完全性に至るそ

れの進化の可能性に制限が設けられることはあり得な

い。なぜなら絶対者の定期的な顕現の、いかなる始まり

もないことがわかっているため、このすべてが多くの年

代を要する。そして大まかな仕事が完成し、人間の神殿

（訳注：肉体）が築かれた時、すべての使徒、司祭、指

導者が自分の各部分の材料を適切に学び、さらに人間で

ある大師が最高かつ最良の目的のために神殿を使用でき

るようにするには、もっと多くの年代が必要であった。

古代の教義はキリスト教の宗教的教義やその純然たる

研究の学派よりも、はるかに高貴である。宗教は原因お

よび事実と矛盾する理論を与えるが、科学はいかなる方

法でも高尚であるか高められる原因が見られないという

事実を与えることができる。神智学だけが、すべての体

系とすべての経験を包含し、手がかりを与え、構想を与

え、真理を与える。

世界の本当の年数は、ほとんど数えきれないと神智学

は断言し、現在形づくられたような人間ができるまでの

年数は 1800 万年を超える。ついに人が今の人間となっ

たのは、はるかな時代を経てからで、現在のように二つ

の性別が人類にできる前は、人間はある時はある形をし、

他の時には別の形をしており、（進化の）計画全体が現

在のような形、機能、能力に完全に反映されるまでそう

であった。これは、人間がかつて球状の形態であったと

いう冒涜的な内容が書かれた古代の書物の中に、言及さ

れているのがわかっている。その時には、状況がこのよ

うな形態に好都合だったのであり、もちろん 1800 万年

前よりもずっと前のことであった。そしてこの球状の形

態は、私たちが知っているような性別に分かれていな

かったため、一つの性しかなかったか、またはそう考え

るのがお好みなら、性別が全くないように定められてい

た。

私たちのような人間が生じる前のこれらの全時代の

間、進化は、今私たちが待っているさまざまの力を完成

させる仕事を続けていた。これは「自我」または真の人

間が、無数のすべて違った状況を経験することによって

成し遂げられた。一般的に同じ進化の計画が、私が前に

触れたような遍く宇宙全体の進化に関して遂行されてき

たし、今もされている。すなわち、細かい部分は最初に、

たいへん希薄な、要するに形而上学的なものである領域

で作り上げられた。そして次の段階では、同じ細かい部

分がもう少し濃密な物質の階層で作り上げられ、ついに

私たちの現在の、誤って濃密な物質と呼んでいる階層で

成されるに至る。これらの先立つ諸段階において、感覚

はいわば萌芽として、あるいは概念として、物質界の隣

にあるアストラル界に達するまで存在し、その後、さま

ざまな外的な器官の働きを通して、今私たちが使ってい

る実際の感覚になるように凝結させられた。これらの外

的な器官である視覚、触覚、聴覚、味覚は、無知の者あ

るいは軽率な者によって、本物の器官と感覚に間違われ

るが、考えるのをやめた人は次のことを知らねばならな

い。つまり感覚は内的であり、外的な器官は可視の宇宙

と内なる真の認識者との間の媒介者である。そしてこれ

らのさまざまな力と潜在能力はすべて、進化のゆっくり

だが確かなプロセスの中でうまく出来上がり、最後に人

間は、宇宙とこの世が七重であるのと同じく、七重の存

在として環境に置かれる。人の七つの本質のそれぞれが、

最初の大いなる七分割の一つから派生し、それぞれが惑

星か進化の場所、およびその進化が完成する人種と結び

ついている。したがって、最初の七つの分化は心に留め

ておくべき重要なことだ。その後に続くすべてのものの

基礎だからである。宇宙の進化が七つから成るのと同じ

ように、七重の構造である人類の進化は、七つから成る

地球で行われる。このことは神智学文献に、七重の惑星

チェーンとして書かれてあり、人間の特別な進化と密接

に結びついている。

【訳注】

*1 メムノン…古代エジプトのテーベ近くにあるエジプト

王 Amenhotep Ⅲ の巨像。朝日の最初の光が触れると、

音楽を奏でるといわれた。

*2 ピアッツィ・スミス…天文学者。

*3 「大陸風の日曜日 」…休息・礼拝ではなくレクリエー

ションで過ごす日曜日。

*4 エホバ…旧約聖書の神。

*5 ハーバート・スペンサー…イギリスの哲学者、社会学

者、倫理学者。
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もなく、いかなる終わりもなく、永遠に出て来ては未知

へと引っ込むことが続くからである。

世界または世界の仕組みがどこに現れ出ようとも、そ

の計画は普遍的なマインドの中に定められており、根源

的な力は霊から生じ、その基礎は実際上目に見えない物

質であり、生命は生命を必要とするすべての形態を維持

させ、アーカーシャは物質の側と霊─マインドの側との

間をつなぐきずなである。

世界や仕組みがある大きな周期の終わりに来ると、

人々は歴史や伝承に大洪水を記録する。これらの伝承は

たくさんある。ユダヤ人の間で洪水があった。バビロニ

ア人にも洪水はあった。エジプトのパピルスにも記録が

ある。ヒンドゥー教の宇宙論にもある。そしてそれらは

どれも小さなユダヤ人の伝承をただ確証するだけではな

く、すべて定期的に起きた破壊と修復の、初期の教えと

かすかな記憶をも示している。ヘブライの物語は、「真

理の寺院」の敷石からはぎ取られた、不十分な断片にす

ぎない。定期的な小規模の洪水や部分的な破壊があるの

と同じように、教義が保持している、普遍的な進化と退

廃がある。永遠に大いなる息が出て行き、そしてまた戻

る。それが外的に進むにつれて、物、世界、人間が現れる。

それが後退するにつれて、すべては原初の根源へと消え

る。

これは「大いなる存在」の目覚めと眠り、梵の昼と夜

である。それは私たちの目覚めている昼と眠っている夜、

あるちっぽけな人生の終わりの場面から消え去ること

と、新しい日に別の人生で未完成の仕事に着手するため

に再び戻って来ることの、原型である。

世界の本当の時代は長い間、西洋の研究者たちの疑い

に巻き込まれてきた。彼らは現在に至るまで、東洋の人々

のほうが西洋より古くからの記録があって、それから教

えられるということを唯一、好まなかった。しかし、こ

の問題について東洋（オリエント）の記録は真実だ。エ

ジプト文明が何世紀も前に栄えたことは認められてお

り、そして現代のプライドを傷つける、生きたエジプト

学の学派は存在せず、おそらく「エジプトから逃れた」

ユダヤ人のモーセに関する伝説を現代の進歩とつなげた

ため、岩に刻まれパピルスに書かれた碑文は、それでも

ヒンドゥー人の思想と記録よりは、今日少しは信用を得

ている。ヒンドゥーの思想と記録への不信は依然として

私たちの間にあり、文化と戦争と領土の併合といった西

洋の花について何一つ知らない、劣った、征服された民

族が、人とその世界の時代を尊重する知識を持っている

ということは決して認められないだろう。小アジアと

ヨーロッパの無知な修道士と神学者が、来るべき西洋の

進化に、人間とこの世の起源についてのモーセの記述を

押しつけることに成功して以来ずっと、私たちの科学者

の中で最も博学な者でさえ、アダム以後の過ぎた年月を

恐怖に耐えていたり、またはヤコブの息子のいくつかの

種族とは異なる年代記に目を向ける時はいつでも、思考

と知覚がゆがめられているのだ。高貴で年代を経た、静

かなギーザのピラミッドは、石でできたスフィンクスと

メムノン *1 によって守られているが、それさえピアッ

ツィ・スミス *2 とその他の人々が、それは英国の島に

神の法則に反論する「大陸風の日曜日」*3 が優勢になる

べきであることの証明だとして品位を落とせしめた。人

がその中にピラミッドのような証拠への言及を見つける

のを期待するであろうモーセの物語に、私たちは一つも

ヒントを発見できないが、ソロモン王の神殿の形跡は発

見されていないけれど建物の記録だけはあるのだ。

けれども神智学徒は、なぜヘブライの言い伝えがこの

ように西洋の精神に明らかなお荷物となっているかを

知っている。神智学徒は、ユダヤ人とエジプト人の関係

を知っている。ナイル川流域の古いピラミッドを建造し

たものの復活とは何かを知っている。そして、それらの

古代のフリーメーソンたちの計画が、再び周期がめぐっ

て芽を出すまで隠されている場所はどこであるか知って

いる。ユダヤ人は、モーセの書物の文面の下に隠された

エジプトの学識の、ただ一部分だけを保存した。彼らが

カバラあるいは聖書の隠された意味と呼んでいるもの

は、今日まで依然として存在している。しかし、ギーザ

のピラミッドを計画するのを手伝い、エジプトの政治、

神学、科学、文明に参加したエジプト人の魂は、彼らの

古い人種を去った。その古い人種は死に絶えた。そして

かつてのエジプト人たちは、来るべき西洋の、特に現在、

アメリカ大陸に移住してきている人種の中で、彼らの仕

事を始めた。エジプトとインドができたばかりの頃、両

国の間には絶え間なく交流があった。神智学徒の所信で

は、インドもエジプトも等しく考えられるが、運命はこ

の二国のうちインドだけが、生きている人々の間で古い

概念が保持されるものと定めた。したがって私は、ヒン

ドゥスタンのバラモン教の記録から、宇宙と諸世界を象

徴するブラフマの昼、夜、年、一生についての彼らの教

義を取り上げよう。

その教義は、モーセの伝承に与えられた長い間の解釈

を、一度にひっくり返すが、創世記にある他の、そして

かつての「創造」の明らかな物語と完全に一致するし、

エドムの王たちについての旧約聖書の節の、カバラ的解

釈と完全に一致する。エドムの王たちはアダムで始まっ

た前の進化の期間を象徴し、また、初期のキリスト教の

指導者たちの一部が固く守った信仰と符合する。その指

導者たちは信徒たちに、素晴らしいかつての世界と創造

について伝えた。

「梵の昼」は千年続くと言われており、「梵の夜」も同

じ長さである。キリスト教では聖書の中で詩にいわく、

一日は主の千年のようであり、千年は主の一日のようで

ある。これは一般的にエホバ *4 の力を誇張するために

用いられてきた箇所だが、梵の昼と夜の長さを教える古

い教義との類似点と考えられそうである。それは顕現し

た世界の宇宙に、同じ長さの大いなる昼と夜が定期的に

現れることと解釈すると、より意義があるだろう。

死すべき運命の人間の一日（昼）は太陽によって計ら

れ、長さは 12 時間だ。水星ではそれと違っており、土

星や天王星ではさらに違うであろう。しかし梵の昼は「マ

ンヴァンタラ」とよばれるもの、二人の人の間の期間、

数の上では 14 から成る。これには、梵の一日（昼）で

ある 43 億 2 千万のこの世または現世または年が含まれ

る。

この時代の始まりの時に宇宙の進化は、この太陽系に

関する限り、始まってから鉱物、植物、動物、人間界の

アストラル領域が存在可能となる前の、非常に希薄な物

質を進化させる 1～2 億年の間を占めた。この第二段階

は約 300 億年を要し、その後、人間を含む有形の自然界

の創造のために、さらに多くの物質的な過程が進められ

る。この過程は 15 億年をカバーしている。そして現在

の「人間」の期間に含まれる太陽年の数は 1800 万年を

超えている。

これはまさに、ハーバート・スペンサー *5 が、既知

のものであり同種のものがしだいに出てくることとして

指し示していることである。古代エジプトとインドの神

智学徒たちも、無からの創造というものを認めなかった。

彼らは熱烈に、同種で未分化のものから、異種で分化し

たものが生じる漸進的な段階を経た進化を主張した。始

まりがなく終わりもない、無限で完全無欠（絶対的）な

未知のものを、知性で理解できる人はいない。それは終

わりと始まりの両方であり、分化されていようがそれ自

身の中に吸収されていようが、常にそれである。これは

キリスト教の聖書の中で言われている、幕屋の周りに暗

闇がある神である。

このヒンドゥー教の宇宙および人間の年代学は、西洋

の東洋学者に笑われているが、彼らはそれより良いもの

を何も提供できないし、同じ主題について互いに絶えず

争っている。『ヴィシュヌ・プラーナ』のウィルソン訳

の中で、ウィルソンはそれがすべて根拠のない作り話で

あり、子供じみた誇大だと言う。しかし、ここにおいて

活動しないでいるフリーメーソンたちは、より良く知っ

ているはずだ。彼らはソロモンの神殿があらゆる場所か

ら運んで来た種々雑多な材料から建てられた話の中に、

そして建築道具の音が聞こえずしてそれが建設されたこ

との中に、エジプト人とインド人の仲間の思想との一致

を見出すことができる。それはつまり、ソロモンの神殿

とは体が出来上がった人間を意味し、体が少しも音がせ

ずに完成し、装飾をされたということだからである。し

かし材料を見つけ、他の遠く離れた場所に集められ形作

られねばならなかった。これらは上に述べた期間に為さ

れ、非常に遠い、非常に静かな時代のことだ。人は、内

なる人間である大師によって自分の世界の中と周りにす

べての材料が発見されるまで、自分の肉体の神殿を持っ

てその中に住むことができなかった。彼らは次に、すべ

ての部品が完全に準備され、最終的な建造物の配置に適

したものとなるまで、さまざまの細部において完成され

ねばならなかった。最初のほとんど漠然とした物質が集

められて練り上げられていた後に始まった広大な時間の

中で、物質と植物界はここで「主人」である隠されて見

えない人間とともに、唯一、場所を占めていた。人間の

神殿の基礎の構想を進めながら。自然界は飛躍すること



２章 一般原理

GENERAL PRINCIPLES

神智学の教えは、その範囲を全世界に広げるとはいえ、

差し当たって私たちのこの世を主に扱う。顕現した宇宙

のどこにも、私たちに働く唯一の法則の範囲外の部分は

ないからである。太陽系の一つである私たちの地球は、

確実に金星や木星や他の惑星と結びつきがある。でも人

類全体は一つの家族として、準備ができたすべての人種

のユニットが完成するまで、物質的乗り物である地球に

とどまらなければならない。一つの家族である人類全体

の進化は、その家族の一員にとって大変重要なものであ

る。他の惑星に関する事柄は、後ほど説明する。先ず、

すべてを支配する法則を概観しよう。

宇宙は未知のものから七つの階層または、すべての世

界の七つの方法や順序へと進化する。それらはどんなに

高い人やマインドにも調査できない。この七重の分化は

宇宙のあらゆる世界とそこにいる存在たちに、七つの本

質（構造）をあらしめる。古くに教えられたように、小

さな世界と大きい世界は全体の写しであり、最も小さい

昆虫と同様に最も高度に発達した存在も、広漠たる包括

的な根源の「複製」である。それゆえ錬金術師も用いた

諺にこう言われている。「上の如く下も然り」。

七重に構成された宇宙の区分は、次のように定めるこ

とができる。絶対者、霊、マインド、物質、意志、アーカー

シャまたはエーテル、生命。「絶対者」の代わりに「空間」

という言葉を使うこともできる。「空間」は常に存在し

ていたものであり、すべての顕現がそこから起きたから

だ。「アーカーシャ」という用語はサンスクリット語か

ら来ており、「エーテル」の代わりに用いられている。

なぜなら英語はまだ、現代科学にエーテルと呼ばれるこ

ともある物質の不明瞭な状態を、正確に意味する語を生

み出していないからなのだ。「絶対者」については、私

たちは「それである」と言うこと以外はできない。学派

の偉大な師匠たちの誰も、「それ」に帰する特性はない。

私たちの知識は分化から始まり、すべての顕現した物体、

存在、または力は「大いなる未知のもの」から分化した

ものでしかない。最もはっきりと言えるのは、「絶対者」

はそれ自身を定期的に分化させ、分化したものを定期的

にそれ自身へと引き戻すということである。

時間について形而上的に話すと、最初の分化は霊であ

り、それと共に物質とマインドが現れる。アーカーシャ

は物質と霊から作られ、意志は作動している霊の力であ

り、生命はアーカーシャの行動の結果であり、霊によっ

て物質の上に動かされたのだ。

しかしここで言っている物質とは、一般的に知られて

いるようなものではない。それは常に目に見えない本当

の物質であり、時々、原初の物質と呼ばれている。バラ

モン教の体系で、それは「ムーラプラクリティ」と呼ば

れる。古代の教えは、現代科学が認めるように、次のよ

うにみなした。つまり私たちは現象のみを見たり知った

りし、本質的な性質や体や物質の存在を見たり知ったり

するわけではないのだ、と。

マインドは宇宙の知的な部分である。そして上に概説

した七つの分化の集まりにおいては、マインドはその中

に宇宙の計画が据えられているか含まれているものであ

る。この計画は、絶え間なくそれの完全さが増していく

顕現期間より前から引き継がれていて、完全性に至るそ

れの進化の可能性に制限が設けられることはあり得な

い。なぜなら絶対者の定期的な顕現の、いかなる始まり

もないことがわかっているため、このすべてが多くの年

代を要する。そして大まかな仕事が完成し、人間の神殿

（訳注：肉体）が築かれた時、すべての使徒、司祭、指

導者が自分の各部分の材料を適切に学び、さらに人間で

ある大師が最高かつ最良の目的のために神殿を使用でき

るようにするには、もっと多くの年代が必要であった。

古代の教義はキリスト教の宗教的教義やその純然たる

研究の学派よりも、はるかに高貴である。宗教は原因お

よび事実と矛盾する理論を与えるが、科学はいかなる方

法でも高尚であるか高められる原因が見られないという

事実を与えることができる。神智学だけが、すべての体

系とすべての経験を包含し、手がかりを与え、構想を与

え、真理を与える。

世界の本当の年数は、ほとんど数えきれないと神智学

は断言し、現在形づくられたような人間ができるまでの

年数は 1800 万年を超える。ついに人が今の人間となっ

たのは、はるかな時代を経てからで、現在のように二つ

の性別が人類にできる前は、人間はある時はある形をし、

他の時には別の形をしており、（進化の）計画全体が現

在のような形、機能、能力に完全に反映されるまでそう

であった。これは、人間がかつて球状の形態であったと

いう冒涜的な内容が書かれた古代の書物の中に、言及さ

れているのがわかっている。その時には、状況がこのよ

うな形態に好都合だったのであり、もちろん 1800 万年

前よりもずっと前のことであった。そしてこの球状の形

態は、私たちが知っているような性別に分かれていな

かったため、一つの性しかなかったか、またはそう考え

るのがお好みなら、性別が全くないように定められてい

た。

私たちのような人間が生じる前のこれらの全時代の

間、進化は、今私たちが待っているさまざまの力を完成

させる仕事を続けていた。これは「自我」または真の人

間が、無数のすべて違った状況を経験することによって

成し遂げられた。一般的に同じ進化の計画が、私が前に

触れたような遍く宇宙全体の進化に関して遂行されてき

たし、今もされている。すなわち、細かい部分は最初に、

たいへん希薄な、要するに形而上学的なものである領域

で作り上げられた。そして次の段階では、同じ細かい部

分がもう少し濃密な物質の階層で作り上げられ、ついに

私たちの現在の、誤って濃密な物質と呼んでいる階層で

成されるに至る。これらの先立つ諸段階において、感覚

はいわば萌芽として、あるいは概念として、物質界の隣

にあるアストラル界に達するまで存在し、その後、さま

ざまな外的な器官の働きを通して、今私たちが使ってい

る実際の感覚になるように凝結させられた。これらの外

的な器官である視覚、触覚、聴覚、味覚は、無知の者あ

るいは軽率な者によって、本物の器官と感覚に間違われ

るが、考えるのをやめた人は次のことを知らねばならな

い。つまり感覚は内的であり、外的な器官は可視の宇宙

と内なる真の認識者との間の媒介者である。そしてこれ

らのさまざまな力と潜在能力はすべて、進化のゆっくり

だが確かなプロセスの中でうまく出来上がり、最後に人

間は、宇宙とこの世が七重であるのと同じく、七重の存

在として環境に置かれる。人の七つの本質のそれぞれが、

最初の大いなる七分割の一つから派生し、それぞれが惑

星か進化の場所、およびその進化が完成する人種と結び

ついている。したがって、最初の七つの分化は心に留め

ておくべき重要なことだ。その後に続くすべてのものの

基礎だからである。宇宙の進化が七つから成るのと同じ

ように、七重の構造である人類の進化は、七つから成る

地球で行われる。このことは神智学文献に、七重の惑星

チェーンとして書かれてあり、人間の特別な進化と密接

に結びついている。

【訳注】

*1 メムノン…古代エジプトのテーベ近くにあるエジプト

王 Amenhotep Ⅲ の巨像。朝日の最初の光が触れると、

音楽を奏でるといわれた。

*2 ピアッツィ・スミス…天文学者。

*3 「大陸風の日曜日 」…休息・礼拝ではなくレクリエー

ションで過ごす日曜日。

*4 エホバ…旧約聖書の神。

*5 ハーバート・スペンサー…イギリスの哲学者、社会学

者、倫理学者。

もなく、いかなる終わりもなく、永遠に出て来ては未知

へと引っ込むことが続くからである。

世界または世界の仕組みがどこに現れ出ようとも、そ

の計画は普遍的なマインドの中に定められており、根源

的な力は霊から生じ、その基礎は実際上目に見えない物

質であり、生命は生命を必要とするすべての形態を維持

させ、アーカーシャは物質の側と霊─マインドの側との

間をつなぐきずなである。

世界や仕組みがある大きな周期の終わりに来ると、

人々は歴史や伝承に大洪水を記録する。これらの伝承は

たくさんある。ユダヤ人の間で洪水があった。バビロニ

ア人にも洪水はあった。エジプトのパピルスにも記録が

ある。ヒンドゥー教の宇宙論にもある。そしてそれらは

どれも小さなユダヤ人の伝承をただ確証するだけではな

く、すべて定期的に起きた破壊と修復の、初期の教えと

かすかな記憶をも示している。ヘブライの物語は、「真

理の寺院」の敷石からはぎ取られた、不十分な断片にす

ぎない。定期的な小規模の洪水や部分的な破壊があるの

と同じように、教義が保持している、普遍的な進化と退

廃がある。永遠に大いなる息が出て行き、そしてまた戻

る。それが外的に進むにつれて、物、世界、人間が現れる。

それが後退するにつれて、すべては原初の根源へと消え

る。

これは「大いなる存在」の目覚めと眠り、梵の昼と夜

である。それは私たちの目覚めている昼と眠っている夜、

あるちっぽけな人生の終わりの場面から消え去ること

と、新しい日に別の人生で未完成の仕事に着手するため

に再び戻って来ることの、原型である。

世界の本当の時代は長い間、西洋の研究者たちの疑い

に巻き込まれてきた。彼らは現在に至るまで、東洋の人々

のほうが西洋より古くからの記録があって、それから教

えられるということを唯一、好まなかった。しかし、こ

の問題について東洋（オリエント）の記録は真実だ。エ

ジプト文明が何世紀も前に栄えたことは認められてお

り、そして現代のプライドを傷つける、生きたエジプト

学の学派は存在せず、おそらく「エジプトから逃れた」

ユダヤ人のモーセに関する伝説を現代の進歩とつなげた

ため、岩に刻まれパピルスに書かれた碑文は、それでも

ヒンドゥー人の思想と記録よりは、今日少しは信用を得

ている。ヒンドゥーの思想と記録への不信は依然として

私たちの間にあり、文化と戦争と領土の併合といった西

洋の花について何一つ知らない、劣った、征服された民

族が、人とその世界の時代を尊重する知識を持っている

ということは決して認められないだろう。小アジアと

ヨーロッパの無知な修道士と神学者が、来るべき西洋の

進化に、人間とこの世の起源についてのモーセの記述を

押しつけることに成功して以来ずっと、私たちの科学者

の中で最も博学な者でさえ、アダム以後の過ぎた年月を

恐怖に耐えていたり、またはヤコブの息子のいくつかの

種族とは異なる年代記に目を向ける時はいつでも、思考

と知覚がゆがめられているのだ。高貴で年代を経た、静

かなギーザのピラミッドは、石でできたスフィンクスと

メムノン *1 によって守られているが、それさえピアッ

ツィ・スミス *2 とその他の人々が、それは英国の島に

神の法則に反論する「大陸風の日曜日」*3 が優勢になる

べきであることの証明だとして品位を落とせしめた。人

がその中にピラミッドのような証拠への言及を見つける

のを期待するであろうモーセの物語に、私たちは一つも

ヒントを発見できないが、ソロモン王の神殿の形跡は発

見されていないけれど建物の記録だけはあるのだ。

けれども神智学徒は、なぜヘブライの言い伝えがこの

ように西洋の精神に明らかなお荷物となっているかを

知っている。神智学徒は、ユダヤ人とエジプト人の関係

を知っている。ナイル川流域の古いピラミッドを建造し

たものの復活とは何かを知っている。そして、それらの

古代のフリーメーソンたちの計画が、再び周期がめぐっ

て芽を出すまで隠されている場所はどこであるか知って

いる。ユダヤ人は、モーセの書物の文面の下に隠された

エジプトの学識の、ただ一部分だけを保存した。彼らが

カバラあるいは聖書の隠された意味と呼んでいるもの

は、今日まで依然として存在している。しかし、ギーザ

のピラミッドを計画するのを手伝い、エジプトの政治、

神学、科学、文明に参加したエジプト人の魂は、彼らの

古い人種を去った。その古い人種は死に絶えた。そして

かつてのエジプト人たちは、来るべき西洋の、特に現在、

アメリカ大陸に移住してきている人種の中で、彼らの仕

事を始めた。エジプトとインドができたばかりの頃、両

国の間には絶え間なく交流があった。神智学徒の所信で
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は、インドもエジプトも等しく考えられるが、運命はこ

の二国のうちインドだけが、生きている人々の間で古い

概念が保持されるものと定めた。したがって私は、ヒン

ドゥスタンのバラモン教の記録から、宇宙と諸世界を象

徴するブラフマの昼、夜、年、一生についての彼らの教

義を取り上げよう。

その教義は、モーセの伝承に与えられた長い間の解釈

を、一度にひっくり返すが、創世記にある他の、そして

かつての「創造」の明らかな物語と完全に一致するし、

エドムの王たちについての旧約聖書の節の、カバラ的解

釈と完全に一致する。エドムの王たちはアダムで始まっ

た前の進化の期間を象徴し、また、初期のキリスト教の

指導者たちの一部が固く守った信仰と符合する。その指

導者たちは信徒たちに、素晴らしいかつての世界と創造

について伝えた。

「梵の昼」は千年続くと言われており、「梵の夜」も同

じ長さである。キリスト教では聖書の中で詩にいわく、

一日は主の千年のようであり、千年は主の一日のようで

ある。これは一般的にエホバ *4 の力を誇張するために

用いられてきた箇所だが、梵の昼と夜の長さを教える古

い教義との類似点と考えられそうである。それは顕現し

た世界の宇宙に、同じ長さの大いなる昼と夜が定期的に

現れることと解釈すると、より意義があるだろう。

死すべき運命の人間の一日（昼）は太陽によって計ら

れ、長さは 12 時間だ。水星ではそれと違っており、土

星や天王星ではさらに違うであろう。しかし梵の昼は「マ

ンヴァンタラ」とよばれるもの、二人の人の間の期間、

数の上では 14 から成る。これには、梵の一日（昼）で

ある 43 億 2 千万のこの世または現世または年が含まれ

る。

この時代の始まりの時に宇宙の進化は、この太陽系に

関する限り、始まってから鉱物、植物、動物、人間界の

アストラル領域が存在可能となる前の、非常に希薄な物

質を進化させる 1～2 億年の間を占めた。この第二段階

は約 300 億年を要し、その後、人間を含む有形の自然界

の創造のために、さらに多くの物質的な過程が進められ

る。この過程は 15 億年をカバーしている。そして現在

の「人間」の期間に含まれる太陽年の数は 1800 万年を

超えている。

これはまさに、ハーバート・スペンサー *5 が、既知

のものであり同種のものがしだいに出てくることとして

指し示していることである。古代エジプトとインドの神

智学徒たちも、無からの創造というものを認めなかった。

彼らは熱烈に、同種で未分化のものから、異種で分化し

たものが生じる漸進的な段階を経た進化を主張した。始

まりがなく終わりもない、無限で完全無欠（絶対的）な

未知のものを、知性で理解できる人はいない。それは終

わりと始まりの両方であり、分化されていようがそれ自

身の中に吸収されていようが、常にそれである。これは

キリスト教の聖書の中で言われている、幕屋の周りに暗

闇がある神である。

このヒンドゥー教の宇宙および人間の年代学は、西洋

の東洋学者に笑われているが、彼らはそれより良いもの

を何も提供できないし、同じ主題について互いに絶えず

争っている。『ヴィシュヌ・プラーナ』のウィルソン訳

の中で、ウィルソンはそれがすべて根拠のない作り話で

あり、子供じみた誇大だと言う。しかし、ここにおいて

活動しないでいるフリーメーソンたちは、より良く知っ

ているはずだ。彼らはソロモンの神殿があらゆる場所か

ら運んで来た種々雑多な材料から建てられた話の中に、

そして建築道具の音が聞こえずしてそれが建設されたこ

との中に、エジプト人とインド人の仲間の思想との一致

を見出すことができる。それはつまり、ソロモンの神殿

とは体が出来上がった人間を意味し、体が少しも音がせ

ずに完成し、装飾をされたということだからである。し

かし材料を見つけ、他の遠く離れた場所に集められ形作

られねばならなかった。これらは上に述べた期間に為さ

れ、非常に遠い、非常に静かな時代のことだ。人は、内

なる人間である大師によって自分の世界の中と周りにす

べての材料が発見されるまで、自分の肉体の神殿を持っ

てその中に住むことができなかった。彼らは次に、すべ

ての部品が完全に準備され、最終的な建造物の配置に適

したものとなるまで、さまざまの細部において完成され

ねばならなかった。最初のほとんど漠然とした物質が集

められて練り上げられていた後に始まった広大な時間の

中で、物質と植物界はここで「主人」である隠されて見

えない人間とともに、唯一、場所を占めていた。人間の

神殿の基礎の構想を進めながら。自然界は飛躍すること
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