
M a y & J u n e

2020年５・６月号　神智学協会ニッポン・ロッジ会報誌　vol.49

T O P I C S

神智学の海

神智学の鍵

実践的オカルティズム

東方のこだま



ひとこと
今月の

　コロナの影響もあり、引き続きオンライン勉強会を続けています。神智学協会
のメンバーはいろいろ勉強されている方が多いので、みなさんとお話する機会が
あると嬉しいですね。ぜひご参加ください。

　ジャッジの『オカルティズム』対話集を電子書籍ですが出版しました。勉強になるので、ぜひ読んでみて
ください。
　星野さんが神智学文献をいろいろ翻訳してくれていますが（ありがとうございます）、最近のネットの翻
訳機能がなかなか優れているので、自分でも何か神智学の文献を翻訳してみようなかと考えています。普段
はヨガを教えたりしているので、神智学の中でもヨガ向きな本、アニー・ベサントやジャッジが書いている
ものがあるのでその辺を選んでみようかと思います。

神智学協会会長　岡本

神智学の海

神智学の鍵

実践的オカルティズム

東方のこだま
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 神智学の海 ３

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

3 章 地球連鎖

THE EARTH CHAIN

私たちの地球について、その起源に関する神智学によ

り提起された見解、その進化と人間、動物、その他のモ

ナドの進化は、現代の考えとかなり違うし、一般に認め

られている理論に反するものもある。しかし今日の理論

は確固たるものではない。それらは世紀ごとに変化する。

それに対し神智学的理論は決して変わらない。なぜなら、

古の書物の中で神智学を公表してその確立を示した兄た

ち（Elder Brothers）の考えでは、それは自然界の事実

の言明だからだ。それに対し、現代の理論はいつも思弁

的で変わりやすく、絶えず変えられる。

次に述べるのは前のページで大要を説明した広く行き

渡っている計画、地球が七重であることについてである。

地球は一つの存在物であり、ただの粗い物質の塊ではな

い。そして、このように存在が七重の性質であるなら、

宇宙に共に回転する他の六つの球体がなければならな

い。この七つの球体の集団は「地球連鎖」と呼ばれてい

る「惑星連鎖」である。『エソテリック・ブッディズム』

にこのことが明確に述べられているが、そこではやや難

しくて固定した物質主義的見地から述べられ、読者は互

いにつながりはあるが離れた七つの別個の球体について

教える教義を信じさせられる。その本の読者は著者が、

金星は火星とは異なるように、地球の球体は他の六つの

惑星と異なるものとして述べていると結論づけなければ

ならない。

これは教義ではない。人間の意識だけにとっては、地

は七つの球体のうちの一つである。なぜなら彼が七つの

うちの一つに作用すると、その一つをはっきり認識でき

る球体として感知し、他の六つは見えないのである。こ

れは人間そのものと完全に一致している。人間は他にも

六つの構成要素があるが、自分では濃密な肉体だけが見

える。それはその人が今、地球つまり第四の球体で機能

しており、肉体が地球を象徴するからだ。七つの「球体」

（globes）の全部が一つの大きな球体または集まりを形

成し、それらはすべて、互いに浸透し合う。「球体」と

呼ばなければならないのは、その究極の形が球状または

天体の形だからだ。もしシネット氏の説明をあまりにも

拠り所としてしまうと、諸球体は互いに浸透するのでは

なく、磁気力の線か流れでつながっていただろう。そし

て『シークレット・ドクトリン』で挿入された図表にあ

まりにも精密に注目しすぎてしまい、H・P・ブラヴァ

ツキーによる説明と注意に当然向けられるべき注目が向

けられないと、同じような間違いが起きるかもしれない。

だが彼女とそのアデプトである師匠たちはこう言った。

私たちのチェーンの七つの球体は「互いに着生するが、

同質ではない」（『シークレット・ドクトリン』vol.1 

p166, first edition）。これは、統計や平面図に頼らず、

英語で示されているように、理論の形而上学的および霊

的な側面を見るよう注意することによって、さらに強く

主張される。かくして、まさしくそのシネット氏の本の

出典には、次のような所説がある。これらの球体は実質

的には互いに異なるが、一まとまりとして統一しており、

この実質的な違いは、意識の中心の変化による。

このように定義された七つの球体の地球連鎖は、以前

の七つの球体の直接の生まれ変わりであり、この以前の

七つの系統は月連鎖だった。月自体は古い連鎖の第四球

体の目に見える代表である。この月と他の六つから成る、

以前の広大な存在が、一団として一つになり、生命の極

１

限に達した時、それは何か生き物が死ぬように、死んだ

のだ。この七つの球体のそれぞれが、自分のエネルギー

を空間へ送り、似たような生命力あるいは振動を宇宙塵

つまり物質に与えた。そして全体の凝集力の総計で、七

つのエネルギーを一つにまとめた。これにより、七つの

エネルギー中心または進化が一つの集まりにまとめられ

た現在の地球連鎖が進化した。月は古い系列の連鎖の第

四番目だったため、地球と同じ知覚の階層にあり、そし

て今私たちは意識が主に地球に限られているため、古い

七つのうちの一つ、つまり私たちの月だけを見ることが

できる。知覚が他の七つのうちのいずれかで機能してい

るとき、私たちは後に月になるであろう、対応する古い

残骸を空に認め、そして現在の月は見えないだろう。金

星、火星、水星および他の目に見える惑星はすべて、別

の惑星集団の第四階層の球体であり、そのために私たち

の目に見え、それらの惑星の伴星である六つのエネル

ギーと意識の中心は目に見えない。平面上の図はすべて、

その理論を曇らせるだけだろう。なぜなら図は線による

区分となるからである。

私たちの連鎖の七球体上で進化する自我の集団の流れ

は数が限られているが、実際の数は非常に多い。宇宙は

無限で果てしないが、それでも顕現と進化が始まった宇

宙のある一部分では、顕現の範囲とそこにかかわってい

る自我たちの数には限りがある。そして自我の総数がそ

こに参加している。さらに、今私たちの地球連鎖で進化

を経験しているモナドの総数は、私が説明した古い七つ

の惑星または球体からやって来た。『エソテリック・ブッ

ディズム』ではこの自我の集団を「生命の波」と言う。

その意味は「モナドの流れ」である。その生命の波は、

中心点により私たちの意識に「地球」と表現されたこの

惑星集団に到達し、球体 A または球体 No.1 から始まっ

て、軍隊か川のように来た。自我の集団の最初の一部が

球体 A から始まって、そのような物質の状態に適した体

で長い進化を経て、その後 B へと移り、球体と呼ばれる

七つのより偉大な意識状態全体へと移る。最初の一部の

自我の集団が A を去ると、他の自我たちが流れ込み、同

じ進路を辿った。軍隊全体が、七重の進路を均斉に回り

続けた。

この旅は全体を 4 周まわった。それから古い月連鎖か

ら自我たちの流れまたは軍隊全体が到着し、それで完了

となり、第 4 ラウンドの真ん中より後はもうそれ以上は

入って来なかった。これらの、別に到着した各種の自我

の流れの、同じ周回の過程は、七惑星の意識の中心すべ

ての、七つの完全なラウンドに近づく。そして七つが終

了すると、満了した莫大な期間に可能な限りの多くの完

成が遂げられ、その後、この連鎖または「球体」の一群

は順番に滅し、さらに別の連続を生むだろう。

それぞれの球体は、七つの人種およびその物質の状態

に特有の感覚、能力、力を発達させるために、進化の法

則によって使用される。完全な発達のためには、七つの

球体全部の経験が必要である。このゆえに、周期と人種

がある。周期（ラウンド）は、惑星意識が七つの中心を

循環するものである。それらの七つのうちの一つにおい

て人類は人種として発達するのである。七大人種を構成

する七つの人種があるだけだが、実際には各球体または

惑星の中心において、人種の特別な七つの期間がある。

一つの人種に七つの構成あるいは機能と力の特別な特性

がある。

そして、どの球体上でも一瞬で完全な人種に進化させ

ることはできないため、飛躍を許さない自然のゆっくり

とした順序正しい過程で、しかるべき手段で前進せねば

ならない。したがって、完全な根本人種が形成される前

に、亜人種を次々に進化させねばならず、その後、根本

人種は次の優れた人種の出現に向けて準備し、自ら衰退

していくと同時に亜人種を送り出す。このことを示すか

のように、アメリカ人は新しい第六人種を進化させると

明確に教えられている。そしてここで、地球のすべての

人種は現在、非常に高く進化した亜人種をもたらす大い

なる融合（混血）に関わっており、そして後に新しい人

種が完成するまで別の人種が同様のプロセスによって進

化するだろう。

主要な人種の終わりと別の人種の始まりとの間に、休

止の期間がある。それは、球体に関しては、力と能力の

さらなる進化のために、人間の自我の流れがそこを去っ

て別の連鎖の一つに行くためだ。しかし最後の第七人種

が現れて完全に完成したあかつきには、大いなる消滅が

やって来て、それは上記に簡単に説明した、地球連鎖の

誕生とその後世界は有形のものとしては消滅し、人間の

耳に関する限り沈黙があることに似ている。上記の説明

が言うには、このことが、世界に終わりが来て、最後の

審判の日があるだろうこと、または世界的な洪水や大火

があったことの普遍的な信仰の源である。

再び地上で進化が始まって、モナドの流れが最初に起

こり、すべてが気体または火であるときにエレメンタル

の状態と呼ばれる物質の集団を生じさせる。古の真の理

論では、生命を与える代理人のモナドがなければ、いか

なる進化も不可能だということである。この最初の段階

では、動物も植物もない。まず、集団全体が固くなり、

モナドがすべて中に閉じ込められると、鉱物になる。そ

れから最初のモナドたちが、自分で作った植物の形態の

中へと入って行く。まだ動物は現れない。次に、最初の

部類のモナドたちが植物から出て来て動物を作り出し、

それから人間のアストラル的なぼんやりとした原型を作

り、こうして鉱物、植物、動物、未来の人間ができた。

その間、第 2 番目とそれより後の部類のモナドたちはま

だ低級な領域で進化しているのだった。第 4 ラウンドの

中間に到達すると、人間の段階にモナドたちが出現する

ことはもうなくなり、私たちのモナドから新しい惑星の

集団が化身するまではもうないだろう。これは大まかに

述べたプロセスの全体であるが、多くの詳細が省略され

ており、ラウンドの中の一つでは動物の前に人間が現れ

る。しかしその詳細は混乱を招かないようにする必要が

ある。

さらに別の方法でこれについて述べよう。普遍的マイ

ンドにプランが最初に湧いて、その後アストラルの原型

または基礎が作られ、そのアストラルの原型が完成する

と、全プロセスは物質を凝縮するために第 4 ラウンドの

中間へと移る。それに続いて、私たちの未来に、集団全

体が完全に意識的に霊化され、地球の全実質がより高い

進化段階に引き上げられるだろう。上記の凝縮の過程で、

惑星に人間が現れる時に関して変更もある。しかしその

祭のなすがままに任せられ、国教反対者の間では死ぬま

で魂の世話がたいがい先延ばしにされる。しかし真の教

えが知られると、魂つまり真の自我の世話は、毎日心を

傾注せねばならぬ重要な事柄であり、魂と体の両方であ

る全人間にひどい害をもたらさぬよう、先延ばしにして

はならないのだとわかる。おそらく聖パウロによるキリ

スト教の教えは、実のところ教条的なキリスト教が彼に

基づいていることから、人間は肉体と魂と霊からなると

いうことである。これは人間の三重の構造であり、神学

者によって信じられているが、その調査は正当であるが

異端であるという見解が再採択される可能性があるた

め、表面に出されないままになっている。このように魂

を霊と肉体の間におくと、魂の確実さへの問いを調査す

ることの必要性に非常に近づく。ただの肉体に確実性は

あり得ないからである。そして為された行為に対して魂

を責任あるものにするためには、魂に力と機能があると

仮定しなければならない。このことから、かつてギリシ

ア人が考えたように、魂は理性がある、または理性がな

いかもしれないという立場をとることは容易であり、そ

の上にさらなる神智学的命題への一歩がある。この人間

の性質の（霊・魂・肉体の）三重の構造は、実のところ、

神智学における人間の七重の構造の教えである。なぜな

ら私が後で示そうと試みるように、カテゴリーから欠落

している他の四つの区分は、肉体と魂の力および機能に

見つけることができるからだ。人間が単に二つから成る

のではなく、七つから成るというこの確信は、ずっと昔

に主張され、立証を伴って万人に非常に明白に教えられ

たが、他の哲学的教義と同じようにそれは姿を消した。

というのも、ヨーロッパの東部で道徳が衰退していた時

期に、そして唯物論が懐疑主義と一緒に完全に揺らぐ前

に、その双子が徐々に取り消されたからである。それが

取り消されると、現在の肉体、魂、霊の教義はキリスト

教世界に委ねられた。今世紀のその隠蔽と再来の理由は

ブラヴァツキー夫人が『シークレット・ドクトリン』の

中で十分に説明している。「惑星連鎖の進化のような純

粋に哲学的な教義の啓示から、どんな危険が生じるかわ

からない」と主張し彼女は次のように言う。

危険とは次のことだった。つまり、惑星連鎖や七つの

人種等の教えは、同時に人間の七重の本質の手がかりを

与える。各原理は階層、惑星、人種と相互に関係がある

ためである。そして各階層の人間の本質は、七重のオカ

ルト力と相互に関係がある。高い階層のその力はとてつ

もないオカルト力であり、その悪用は人類に計り知れな

い悪を引き起こすだろう。おそらく現在の世代、特に西

洋人にとっては手がかりではない手がかりは、オカルト

に対する彼らの非常に盲目で無知な唯物論的不信によっ

て守られている。しかし、それにもかかわらず手がかり

は、キリスト教時代の初期の世紀にとても現実的であっ

たろうし、オカルト力の悪用と最悪の種類のソーサリー

（魔術）の降下のサイクルに入るオカルティズムの現実

を完全に確信した人々にとって、現実的であった。

かつてインド政府の役人だった A・P・シネット氏は

今世紀に初めて、「イニシエートたちの偉大なロッジ」

から直接、H・P・ブラヴァツキーによって伝えられた

情報から編集された本『エソテリック・ブディズム』で、

人間の真の本質を概説した。そしてこのように西洋文明

の前に古い教義を置いて、彼は自分の世代に大きな利益

を与え、神智学運動をかなり助けた。彼による人間の本

質の分類は次の通りである。

１体（ルーパ）

２生命力（プラーナ、ジーヴァ）

３アストラル体（リンガ・シャリーラ）

４動物魂（カーマ・ルーパ）

５人間魂（マナス）

６霊的魂（ブッディ）

７霊（アートマ）

（　）内の語は、英語の用語として彼が借用した同じ

意味のサンスクリット語である。この分類は、あらゆる

実際的な目的で今日に至るまで用いられているが、修正

と拡充の余地がある。例えば、アストラル体をカテゴリー

で 3 番目ではなく 2 番目に置く後の配置は、大体は変わ

らない。それはすぐに、「肉体と魂」という漠然とした

描写とは非常に違った＂人間とは何か＂という概念を与

え、またマインドは脳の所産であり肉体の一部だとする

物質主義の考えに大胆にも戦いを挑む。これらの原理は

すべて、インド人だけでなく多くのヨーロッパ人に様々

な方法で理解されていたため、今まで知られていなかっ

たとは主張できない。しかし人間の七重の構造の簡潔な

説明は、進化を通して球体の連鎖の七構成と密接なつな

がりがあり、まだ与えられていない。フランス人の神父

エリファス・レヴィは、アストラル界およびアストラル

体について著述したが、教義の残りの知識を持っていな

かった。そしてヒンドゥー教徒たちは彼らの言語と哲学

に別の用語を持っていたが、七重の分類法を用いなかっ

た。しかし主に四重の分類法をよりどころにし、そして

（もし彼らが知っていたとすれば）私たちの地球を含む

七つの球体の連鎖の教えを確かに秘密にしたのだ。まこ

とに、今では亡くなった博学なヒンドゥー教徒のスバ・

ラウは七つの分類を知っていたが、彼はその分類は公表

されなかったし公表されることはないと主張した。

これらの構成要素を別の方法で考えると、低級な人間

は複合的な存在だと言えるが、人の真の性質は単一ある

いは不死の存在であり、霊と洞察力とマインドの三位一

体で構成される。マインドは、物質界で働き自然界から

経験を得るために、四つの低級な死を免れない道具また

は乗り物を必要とする。この三位一体はサンスクリット

語で「アートマ、ブッディ、マナス」と呼ばれ、英語で

表現するのが難しい用語である。「アートマ」は霊、「ブッ

ディ」は識別し判断する思考の最高の力、「マナス」は

マインドである。この三つの集まりは真の人間である。

そしてこの教義は、神学の父・子・聖霊の三つ組の教義

の起源である。低級な四つの道具または乗り物はこの表

に示される。

これらの低級な四つの物質的構成要素は、一時的で互

いに分離するのに加えて、それ自体が崩壊する実体であ

る。分離が始まる時間に達すると、結合は維持できなく

なり、物質の体は死んで、低級四つ組のそれぞれを構成

する原子は互いに分離し始める。バラバラになりつつあ

る集まったものの全体は、真の人間の道具として適さな

くなる。これは私たち人間が「死」と呼ぶものだが、真

の人間にとっての死ではない。なぜなら、真の人間は死

なず永続する、不死不滅のものだからだ。真の人間は「三

つ組」または不滅の三位一体と呼ばれ、それに対し死す

べき人間は「四つ組」または死を免れない四つとして知

られる。

この低級な人間の四つ組は、宇宙あるいは物質の法則

の所産である。低級な四つ組は他の物質的なものと同様

に、宇宙的な物質から時代の経過とともに進化してきた。

そしてそれゆえ、人類全体を支配する物質的、生理的、

霊的法則の対象となる。したがって、橋の建設に使用さ

れる金属間の引っ張ったひずみの限界を技術者が推測で

きるように、低級四つ組の持続可能な期間を計算できる。

したがって、これらの構成物で出来ている人間の形態の

中の集まりは、それが存在する進化上の期間の法則に

よって、持続期間が限られる。今、それは通常 70 年か

ら 100 年だが、その持続可能な期間はもっと長い。よっ

て、歴史上、普通の人が 200 歳まで生きたという例があ

る。そして自然界のオカルト法則の知識によって、持続

可能な期間の限界は 400 年近くにまで延長されるかもし

れない。

このように、私たちの性質の物質的な部分は、肉体の

目には見えないがそれでも物質であり、老衰の支配下に

ある第二の部門に含まれることがわかる。人々は一般に、

肉体の目で見えるものだけを本当のものだと認める癖が

あるため、ついに目に見えないものは本当ではないし物

質でもないと考えるようになった。しかし人々は、地上

界においてさえ有毒なガスは本当のそして強力な物質で

あるにもかかわらず見えないことを、そして水は状態が

変わって降水を引き起こすまで空中に浮遊し目に見えな

いで存在するということを忘れている。

詳細に入る前に、要約しよう。「真の人間」とはアー

トマ・ブッディ・マナスの三つ組、もしくは霊とマイン

ドであり、彼（真の人間）は自分自身を知るために特定

の行為者と道具を使って自然界と触れ合う。これらの道

具と行為者は下位の４つ、つまり低級四つ組にあり、カ

テゴリーがそれ自体である各原理は、それ自身が属して

いる場での特定の経験のための道具であり、肉体はこの

一連の本質全体の中で最も低級で、最も重要でなく、最

も一時的である。私たちが高級マインドから下って行く

途中で肉体に着くと、そのすべての器官が、内なる人間

が奪い去られた時に無用で無意味であると示される。視

覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚は、肉体に属するのではな

く第２の目に見えない肉体の人間に属し、それらの力を

行使するための本当の器官はアストラル体にあり、肉体

にあるのは機械的で外的な、自然界と内部なある本当の

器官との間の連繋を行うための道具である。

詳細については、師匠たちは「第 2 ラウンドで計画が変

わるが、今のこの時代には変更は起きないだろう」と述

べているだけである。したがって、それを教えることが

できない。だが、七つの主要な人種はこの惑星上で進化

しなければならず、人種の全集合体が七球体の全部の連

続を七回まわらなければならないということにはあいま

いさはない。

ここ（地球）では、人類は最初に男性としても女性と

しても現れなかった。最初は性別がなかったが、その後

雌雄同性体に変化し、そしてもっと後に男性と女性に分

かれた。人間が男性と女性に分かれたのは、18,000,000

年以上前である。そのため、これらの古の学派では、私

たちの人類は 18,000,000 歳を少し過ぎていると言われ

ている。

４章 人間の七つの本質

SEPTENARY CONSTITUTION OF MAN

　人間の性質を尊重することには、キリスト教国の宗

教界では現在二つの考えがある。一つは教義であり、も

う一つはそれの一般的な意味である。最初の一つ、教義

は教会では確かに秘密ではないが、平信徒が聞くにはあ

まり一般的ではないため、普通の人にとってほとんど難

解である。ほぼ誰もが自分には魂と体があると言い、そ

してそれで終わりである。魂とは何なのだろうか。そし

てそれが実在の人なのだろうか。魂はそれ自身が力を

持っているのだろうか。調査されていないのだろうか。

説教者は通常、自分自身を救済しようとしているのか、

それとも地獄に落とそうとしているのだろうか。そして、

魂を自分自身とは異なる何かだと言うことで、人々は自

分が魂ではないという基本的な意見を持った。なぜなら

自分から魂が失われてしまうかもしれないからである。

このことから物質主義の傾向が生じ、人は魂よりも肉体

に注意を払うようになり、後者はローマカトリックの司



3 章 地球連鎖

THE EARTH CHAIN

私たちの地球について、その起源に関する神智学によ

り提起された見解、その進化と人間、動物、その他のモ

ナドの進化は、現代の考えとかなり違うし、一般に認め

られている理論に反するものもある。しかし今日の理論

は確固たるものではない。それらは世紀ごとに変化する。

それに対し神智学的理論は決して変わらない。なぜなら、

古の書物の中で神智学を公表してその確立を示した兄た

ち（Elder Brothers）の考えでは、それは自然界の事実

の言明だからだ。それに対し、現代の理論はいつも思弁

的で変わりやすく、絶えず変えられる。

次に述べるのは前のページで大要を説明した広く行き

渡っている計画、地球が七重であることについてである。

地球は一つの存在物であり、ただの粗い物質の塊ではな

い。そして、このように存在が七重の性質であるなら、

宇宙に共に回転する他の六つの球体がなければならな

い。この七つの球体の集団は「地球連鎖」と呼ばれてい

る「惑星連鎖」である。『エソテリック・ブッディズム』

にこのことが明確に述べられているが、そこではやや難

しくて固定した物質主義的見地から述べられ、読者は互

いにつながりはあるが離れた七つの別個の球体について

教える教義を信じさせられる。その本の読者は著者が、

金星は火星とは異なるように、地球の球体は他の六つの

惑星と異なるものとして述べていると結論づけなければ

ならない。

これは教義ではない。人間の意識だけにとっては、地

は七つの球体のうちの一つである。なぜなら彼が七つの

うちの一つに作用すると、その一つをはっきり認識でき

る球体として感知し、他の六つは見えないのである。こ

れは人間そのものと完全に一致している。人間は他にも

六つの構成要素があるが、自分では濃密な肉体だけが見

える。それはその人が今、地球つまり第四の球体で機能

しており、肉体が地球を象徴するからだ。七つの「球体」

（globes）の全部が一つの大きな球体または集まりを形

成し、それらはすべて、互いに浸透し合う。「球体」と

呼ばなければならないのは、その究極の形が球状または

天体の形だからだ。もしシネット氏の説明をあまりにも

拠り所としてしまうと、諸球体は互いに浸透するのでは

なく、磁気力の線か流れでつながっていただろう。そし

て『シークレット・ドクトリン』で挿入された図表にあ

まりにも精密に注目しすぎてしまい、H・P・ブラヴァ

ツキーによる説明と注意に当然向けられるべき注目が向

けられないと、同じような間違いが起きるかもしれない。

だが彼女とそのアデプトである師匠たちはこう言った。

私たちのチェーンの七つの球体は「互いに着生するが、

同質ではない」（『シークレット・ドクトリン』vol.1 

p166, first edition）。これは、統計や平面図に頼らず、

英語で示されているように、理論の形而上学的および霊

的な側面を見るよう注意することによって、さらに強く

主張される。かくして、まさしくそのシネット氏の本の

出典には、次のような所説がある。これらの球体は実質

的には互いに異なるが、一まとまりとして統一しており、

この実質的な違いは、意識の中心の変化による。

このように定義された七つの球体の地球連鎖は、以前

の七つの球体の直接の生まれ変わりであり、この以前の

七つの系統は月連鎖だった。月自体は古い連鎖の第四球

体の目に見える代表である。この月と他の六つから成る、

以前の広大な存在が、一団として一つになり、生命の極

限に達した時、それは何か生き物が死ぬように、死んだ

のだ。この七つの球体のそれぞれが、自分のエネルギー

を空間へ送り、似たような生命力あるいは振動を宇宙塵

つまり物質に与えた。そして全体の凝集力の総計で、七

つのエネルギーを一つにまとめた。これにより、七つの

エネルギー中心または進化が一つの集まりにまとめられ

た現在の地球連鎖が進化した。月は古い系列の連鎖の第

四番目だったため、地球と同じ知覚の階層にあり、そし

て今私たちは意識が主に地球に限られているため、古い

七つのうちの一つ、つまり私たちの月だけを見ることが

できる。知覚が他の七つのうちのいずれかで機能してい

るとき、私たちは後に月になるであろう、対応する古い

残骸を空に認め、そして現在の月は見えないだろう。金

星、火星、水星および他の目に見える惑星はすべて、別

の惑星集団の第四階層の球体であり、そのために私たち

の目に見え、それらの惑星の伴星である六つのエネル

ギーと意識の中心は目に見えない。平面上の図はすべて、

その理論を曇らせるだけだろう。なぜなら図は線による

区分となるからである。

私たちの連鎖の七球体上で進化する自我の集団の流れ

は数が限られているが、実際の数は非常に多い。宇宙は

無限で果てしないが、それでも顕現と進化が始まった宇

宙のある一部分では、顕現の範囲とそこにかかわってい

る自我たちの数には限りがある。そして自我の総数がそ

こに参加している。さらに、今私たちの地球連鎖で進化

を経験しているモナドの総数は、私が説明した古い七つ

の惑星または球体からやって来た。『エソテリック・ブッ

ディズム』ではこの自我の集団を「生命の波」と言う。

その意味は「モナドの流れ」である。その生命の波は、

中心点により私たちの意識に「地球」と表現されたこの

惑星集団に到達し、球体 A または球体 No.1 から始まっ

て、軍隊か川のように来た。自我の集団の最初の一部が

球体 A から始まって、そのような物質の状態に適した体

で長い進化を経て、その後 B へと移り、球体と呼ばれる

七つのより偉大な意識状態全体へと移る。最初の一部の

自我の集団が A を去ると、他の自我たちが流れ込み、同

じ進路を辿った。軍隊全体が、七重の進路を均斉に回り

続けた。

この旅は全体を 4 周まわった。それから古い月連鎖か

ら自我たちの流れまたは軍隊全体が到着し、それで完了

となり、第 4 ラウンドの真ん中より後はもうそれ以上は

入って来なかった。これらの、別に到着した各種の自我

の流れの、同じ周回の過程は、七惑星の意識の中心すべ

ての、七つの完全なラウンドに近づく。そして七つが終

了すると、満了した莫大な期間に可能な限りの多くの完

成が遂げられ、その後、この連鎖または「球体」の一群

は順番に滅し、さらに別の連続を生むだろう。

それぞれの球体は、七つの人種およびその物質の状態

に特有の感覚、能力、力を発達させるために、進化の法

則によって使用される。完全な発達のためには、七つの

球体全部の経験が必要である。このゆえに、周期と人種

がある。周期（ラウンド）は、惑星意識が七つの中心を

循環するものである。それらの七つのうちの一つにおい

て人類は人種として発達するのである。七大人種を構成

する七つの人種があるだけだが、実際には各球体または

惑星の中心において、人種の特別な七つの期間がある。

一つの人種に七つの構成あるいは機能と力の特別な特性

がある。

そして、どの球体上でも一瞬で完全な人種に進化させ

ることはできないため、飛躍を許さない自然のゆっくり

とした順序正しい過程で、しかるべき手段で前進せねば

ならない。したがって、完全な根本人種が形成される前

に、亜人種を次々に進化させねばならず、その後、根本

人種は次の優れた人種の出現に向けて準備し、自ら衰退

していくと同時に亜人種を送り出す。このことを示すか

のように、アメリカ人は新しい第六人種を進化させると

明確に教えられている。そしてここで、地球のすべての

人種は現在、非常に高く進化した亜人種をもたらす大い

なる融合（混血）に関わっており、そして後に新しい人

種が完成するまで別の人種が同様のプロセスによって進

化するだろう。

主要な人種の終わりと別の人種の始まりとの間に、休
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止の期間がある。それは、球体に関しては、力と能力の

さらなる進化のために、人間の自我の流れがそこを去っ

て別の連鎖の一つに行くためだ。しかし最後の第七人種

が現れて完全に完成したあかつきには、大いなる消滅が

やって来て、それは上記に簡単に説明した、地球連鎖の

誕生とその後世界は有形のものとしては消滅し、人間の

耳に関する限り沈黙があることに似ている。上記の説明

が言うには、このことが、世界に終わりが来て、最後の

審判の日があるだろうこと、または世界的な洪水や大火

があったことの普遍的な信仰の源である。

再び地上で進化が始まって、モナドの流れが最初に起

こり、すべてが気体または火であるときにエレメンタル

の状態と呼ばれる物質の集団を生じさせる。古の真の理

論では、生命を与える代理人のモナドがなければ、いか

なる進化も不可能だということである。この最初の段階

では、動物も植物もない。まず、集団全体が固くなり、

モナドがすべて中に閉じ込められると、鉱物になる。そ

れから最初のモナドたちが、自分で作った植物の形態の

中へと入って行く。まだ動物は現れない。次に、最初の

部類のモナドたちが植物から出て来て動物を作り出し、

それから人間のアストラル的なぼんやりとした原型を作

り、こうして鉱物、植物、動物、未来の人間ができた。

その間、第 2 番目とそれより後の部類のモナドたちはま

だ低級な領域で進化しているのだった。第 4 ラウンドの

中間に到達すると、人間の段階にモナドたちが出現する

ことはもうなくなり、私たちのモナドから新しい惑星の

集団が化身するまではもうないだろう。これは大まかに

述べたプロセスの全体であるが、多くの詳細が省略され

ており、ラウンドの中の一つでは動物の前に人間が現れ

る。しかしその詳細は混乱を招かないようにする必要が

ある。

さらに別の方法でこれについて述べよう。普遍的マイ

ンドにプランが最初に湧いて、その後アストラルの原型

または基礎が作られ、そのアストラルの原型が完成する

と、全プロセスは物質を凝縮するために第 4 ラウンドの

中間へと移る。それに続いて、私たちの未来に、集団全

体が完全に意識的に霊化され、地球の全実質がより高い

進化段階に引き上げられるだろう。上記の凝縮の過程で、

惑星に人間が現れる時に関して変更もある。しかしその

祭のなすがままに任せられ、国教反対者の間では死ぬま

で魂の世話がたいがい先延ばしにされる。しかし真の教

えが知られると、魂つまり真の自我の世話は、毎日心を

傾注せねばならぬ重要な事柄であり、魂と体の両方であ

る全人間にひどい害をもたらさぬよう、先延ばしにして

はならないのだとわかる。おそらく聖パウロによるキリ

スト教の教えは、実のところ教条的なキリスト教が彼に

基づいていることから、人間は肉体と魂と霊からなると

いうことである。これは人間の三重の構造であり、神学

者によって信じられているが、その調査は正当であるが

異端であるという見解が再採択される可能性があるた

め、表面に出されないままになっている。このように魂

を霊と肉体の間におくと、魂の確実さへの問いを調査す

ることの必要性に非常に近づく。ただの肉体に確実性は

あり得ないからである。そして為された行為に対して魂

を責任あるものにするためには、魂に力と機能があると

仮定しなければならない。このことから、かつてギリシ

ア人が考えたように、魂は理性がある、または理性がな

いかもしれないという立場をとることは容易であり、そ

の上にさらなる神智学的命題への一歩がある。この人間

の性質の（霊・魂・肉体の）三重の構造は、実のところ、

神智学における人間の七重の構造の教えである。なぜな

ら私が後で示そうと試みるように、カテゴリーから欠落

している他の四つの区分は、肉体と魂の力および機能に

見つけることができるからだ。人間が単に二つから成る

のではなく、七つから成るというこの確信は、ずっと昔

に主張され、立証を伴って万人に非常に明白に教えられ

たが、他の哲学的教義と同じようにそれは姿を消した。

というのも、ヨーロッパの東部で道徳が衰退していた時

期に、そして唯物論が懐疑主義と一緒に完全に揺らぐ前

に、その双子が徐々に取り消されたからである。それが

取り消されると、現在の肉体、魂、霊の教義はキリスト

教世界に委ねられた。今世紀のその隠蔽と再来の理由は

ブラヴァツキー夫人が『シークレット・ドクトリン』の

中で十分に説明している。「惑星連鎖の進化のような純

粋に哲学的な教義の啓示から、どんな危険が生じるかわ

からない」と主張し彼女は次のように言う。

危険とは次のことだった。つまり、惑星連鎖や七つの

人種等の教えは、同時に人間の七重の本質の手がかりを

与える。各原理は階層、惑星、人種と相互に関係がある

ためである。そして各階層の人間の本質は、七重のオカ

ルト力と相互に関係がある。高い階層のその力はとてつ

もないオカルト力であり、その悪用は人類に計り知れな

い悪を引き起こすだろう。おそらく現在の世代、特に西

洋人にとっては手がかりではない手がかりは、オカルト

に対する彼らの非常に盲目で無知な唯物論的不信によっ

て守られている。しかし、それにもかかわらず手がかり

は、キリスト教時代の初期の世紀にとても現実的であっ

たろうし、オカルト力の悪用と最悪の種類のソーサリー

（魔術）の降下のサイクルに入るオカルティズムの現実

を完全に確信した人々にとって、現実的であった。

かつてインド政府の役人だった A・P・シネット氏は

今世紀に初めて、「イニシエートたちの偉大なロッジ」

から直接、H・P・ブラヴァツキーによって伝えられた

情報から編集された本『エソテリック・ブディズム』で、

人間の真の本質を概説した。そしてこのように西洋文明

の前に古い教義を置いて、彼は自分の世代に大きな利益

を与え、神智学運動をかなり助けた。彼による人間の本

質の分類は次の通りである。

１体（ルーパ）

２生命力（プラーナ、ジーヴァ）

３アストラル体（リンガ・シャリーラ）

４動物魂（カーマ・ルーパ）

５人間魂（マナス）

６霊的魂（ブッディ）

７霊（アートマ）

（　）内の語は、英語の用語として彼が借用した同じ

意味のサンスクリット語である。この分類は、あらゆる

実際的な目的で今日に至るまで用いられているが、修正

と拡充の余地がある。例えば、アストラル体をカテゴリー

で 3 番目ではなく 2 番目に置く後の配置は、大体は変わ

らない。それはすぐに、「肉体と魂」という漠然とした

描写とは非常に違った＂人間とは何か＂という概念を与

え、またマインドは脳の所産であり肉体の一部だとする

物質主義の考えに大胆にも戦いを挑む。これらの原理は

すべて、インド人だけでなく多くのヨーロッパ人に様々

な方法で理解されていたため、今まで知られていなかっ

たとは主張できない。しかし人間の七重の構造の簡潔な

説明は、進化を通して球体の連鎖の七構成と密接なつな

がりがあり、まだ与えられていない。フランス人の神父

エリファス・レヴィは、アストラル界およびアストラル

体について著述したが、教義の残りの知識を持っていな

かった。そしてヒンドゥー教徒たちは彼らの言語と哲学

に別の用語を持っていたが、七重の分類法を用いなかっ

た。しかし主に四重の分類法をよりどころにし、そして

（もし彼らが知っていたとすれば）私たちの地球を含む

七つの球体の連鎖の教えを確かに秘密にしたのだ。まこ

とに、今では亡くなった博学なヒンドゥー教徒のスバ・

ラウは七つの分類を知っていたが、彼はその分類は公表

されなかったし公表されることはないと主張した。

これらの構成要素を別の方法で考えると、低級な人間

は複合的な存在だと言えるが、人の真の性質は単一ある

いは不死の存在であり、霊と洞察力とマインドの三位一

体で構成される。マインドは、物質界で働き自然界から

経験を得るために、四つの低級な死を免れない道具また

は乗り物を必要とする。この三位一体はサンスクリット

語で「アートマ、ブッディ、マナス」と呼ばれ、英語で

表現するのが難しい用語である。「アートマ」は霊、「ブッ

ディ」は識別し判断する思考の最高の力、「マナス」は

マインドである。この三つの集まりは真の人間である。

そしてこの教義は、神学の父・子・聖霊の三つ組の教義

の起源である。低級な四つの道具または乗り物はこの表

に示される。

これらの低級な四つの物質的構成要素は、一時的で互

いに分離するのに加えて、それ自体が崩壊する実体であ

る。分離が始まる時間に達すると、結合は維持できなく

なり、物質の体は死んで、低級四つ組のそれぞれを構成

する原子は互いに分離し始める。バラバラになりつつあ

る集まったものの全体は、真の人間の道具として適さな

くなる。これは私たち人間が「死」と呼ぶものだが、真

の人間にとっての死ではない。なぜなら、真の人間は死

なず永続する、不死不滅のものだからだ。真の人間は「三

つ組」または不滅の三位一体と呼ばれ、それに対し死す

べき人間は「四つ組」または死を免れない四つとして知

られる。

この低級な人間の四つ組は、宇宙あるいは物質の法則

の所産である。低級な四つ組は他の物質的なものと同様

に、宇宙的な物質から時代の経過とともに進化してきた。

そしてそれゆえ、人類全体を支配する物質的、生理的、

霊的法則の対象となる。したがって、橋の建設に使用さ

れる金属間の引っ張ったひずみの限界を技術者が推測で

きるように、低級四つ組の持続可能な期間を計算できる。

したがって、これらの構成物で出来ている人間の形態の

中の集まりは、それが存在する進化上の期間の法則に

よって、持続期間が限られる。今、それは通常 70 年か

ら 100 年だが、その持続可能な期間はもっと長い。よっ

て、歴史上、普通の人が 200 歳まで生きたという例があ

る。そして自然界のオカルト法則の知識によって、持続

可能な期間の限界は 400 年近くにまで延長されるかもし

れない。

このように、私たちの性質の物質的な部分は、肉体の

目には見えないがそれでも物質であり、老衰の支配下に

ある第二の部門に含まれることがわかる。人々は一般に、

肉体の目で見えるものだけを本当のものだと認める癖が

あるため、ついに目に見えないものは本当ではないし物

質でもないと考えるようになった。しかし人々は、地上

界においてさえ有毒なガスは本当のそして強力な物質で

あるにもかかわらず見えないことを、そして水は状態が

変わって降水を引き起こすまで空中に浮遊し目に見えな

いで存在するということを忘れている。

詳細に入る前に、要約しよう。「真の人間」とはアー

トマ・ブッディ・マナスの三つ組、もしくは霊とマイン

ドであり、彼（真の人間）は自分自身を知るために特定

の行為者と道具を使って自然界と触れ合う。これらの道

具と行為者は下位の４つ、つまり低級四つ組にあり、カ

テゴリーがそれ自体である各原理は、それ自身が属して

いる場での特定の経験のための道具であり、肉体はこの

一連の本質全体の中で最も低級で、最も重要でなく、最

も一時的である。私たちが高級マインドから下って行く

途中で肉体に着くと、そのすべての器官が、内なる人間

が奪い去られた時に無用で無意味であると示される。視

覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚は、肉体に属するのではな

く第２の目に見えない肉体の人間に属し、それらの力を

行使するための本当の器官はアストラル体にあり、肉体

にあるのは機械的で外的な、自然界と内部なある本当の

器官との間の連繋を行うための道具である。

詳細については、師匠たちは「第 2 ラウンドで計画が変

わるが、今のこの時代には変更は起きないだろう」と述

べているだけである。したがって、それを教えることが

できない。だが、七つの主要な人種はこの惑星上で進化

しなければならず、人種の全集合体が七球体の全部の連

続を七回まわらなければならないということにはあいま

いさはない。

ここ（地球）では、人類は最初に男性としても女性と

しても現れなかった。最初は性別がなかったが、その後

雌雄同性体に変化し、そしてもっと後に男性と女性に分

かれた。人間が男性と女性に分かれたのは、18,000,000

年以上前である。そのため、これらの古の学派では、私

たちの人類は 18,000,000 歳を少し過ぎていると言われ

ている。

４章 人間の七つの本質

SEPTENARY CONSTITUTION OF MAN

　人間の性質を尊重することには、キリスト教国の宗

教界では現在二つの考えがある。一つは教義であり、も

う一つはそれの一般的な意味である。最初の一つ、教義

は教会では確かに秘密ではないが、平信徒が聞くにはあ

まり一般的ではないため、普通の人にとってほとんど難

解である。ほぼ誰もが自分には魂と体があると言い、そ

してそれで終わりである。魂とは何なのだろうか。そし

てそれが実在の人なのだろうか。魂はそれ自身が力を

持っているのだろうか。調査されていないのだろうか。

説教者は通常、自分自身を救済しようとしているのか、

それとも地獄に落とそうとしているのだろうか。そして、

魂を自分自身とは異なる何かだと言うことで、人々は自

分が魂ではないという基本的な意見を持った。なぜなら

自分から魂が失われてしまうかもしれないからである。

このことから物質主義の傾向が生じ、人は魂よりも肉体

に注意を払うようになり、後者はローマカトリックの司



3 章 地球連鎖

THE EARTH CHAIN

私たちの地球について、その起源に関する神智学によ

り提起された見解、その進化と人間、動物、その他のモ

ナドの進化は、現代の考えとかなり違うし、一般に認め

られている理論に反するものもある。しかし今日の理論

は確固たるものではない。それらは世紀ごとに変化する。

それに対し神智学的理論は決して変わらない。なぜなら、

古の書物の中で神智学を公表してその確立を示した兄た

ち（Elder Brothers）の考えでは、それは自然界の事実

の言明だからだ。それに対し、現代の理論はいつも思弁

的で変わりやすく、絶えず変えられる。

次に述べるのは前のページで大要を説明した広く行き

渡っている計画、地球が七重であることについてである。

地球は一つの存在物であり、ただの粗い物質の塊ではな

い。そして、このように存在が七重の性質であるなら、

宇宙に共に回転する他の六つの球体がなければならな

い。この七つの球体の集団は「地球連鎖」と呼ばれてい

る「惑星連鎖」である。『エソテリック・ブッディズム』

にこのことが明確に述べられているが、そこではやや難

しくて固定した物質主義的見地から述べられ、読者は互

いにつながりはあるが離れた七つの別個の球体について

教える教義を信じさせられる。その本の読者は著者が、

金星は火星とは異なるように、地球の球体は他の六つの

惑星と異なるものとして述べていると結論づけなければ

ならない。

これは教義ではない。人間の意識だけにとっては、地

は七つの球体のうちの一つである。なぜなら彼が七つの

うちの一つに作用すると、その一つをはっきり認識でき

る球体として感知し、他の六つは見えないのである。こ

れは人間そのものと完全に一致している。人間は他にも

六つの構成要素があるが、自分では濃密な肉体だけが見

える。それはその人が今、地球つまり第四の球体で機能

しており、肉体が地球を象徴するからだ。七つの「球体」

（globes）の全部が一つの大きな球体または集まりを形

成し、それらはすべて、互いに浸透し合う。「球体」と

呼ばなければならないのは、その究極の形が球状または

天体の形だからだ。もしシネット氏の説明をあまりにも

拠り所としてしまうと、諸球体は互いに浸透するのでは

なく、磁気力の線か流れでつながっていただろう。そし

て『シークレット・ドクトリン』で挿入された図表にあ

まりにも精密に注目しすぎてしまい、H・P・ブラヴァ

ツキーによる説明と注意に当然向けられるべき注目が向

けられないと、同じような間違いが起きるかもしれない。

だが彼女とそのアデプトである師匠たちはこう言った。

私たちのチェーンの七つの球体は「互いに着生するが、

同質ではない」（『シークレット・ドクトリン』vol.1 

p166, first edition）。これは、統計や平面図に頼らず、

英語で示されているように、理論の形而上学的および霊

的な側面を見るよう注意することによって、さらに強く

主張される。かくして、まさしくそのシネット氏の本の

出典には、次のような所説がある。これらの球体は実質

的には互いに異なるが、一まとまりとして統一しており、

この実質的な違いは、意識の中心の変化による。

このように定義された七つの球体の地球連鎖は、以前

の七つの球体の直接の生まれ変わりであり、この以前の

七つの系統は月連鎖だった。月自体は古い連鎖の第四球

体の目に見える代表である。この月と他の六つから成る、

以前の広大な存在が、一団として一つになり、生命の極

限に達した時、それは何か生き物が死ぬように、死んだ

のだ。この七つの球体のそれぞれが、自分のエネルギー

を空間へ送り、似たような生命力あるいは振動を宇宙塵

つまり物質に与えた。そして全体の凝集力の総計で、七

つのエネルギーを一つにまとめた。これにより、七つの

エネルギー中心または進化が一つの集まりにまとめられ

た現在の地球連鎖が進化した。月は古い系列の連鎖の第

四番目だったため、地球と同じ知覚の階層にあり、そし

て今私たちは意識が主に地球に限られているため、古い

七つのうちの一つ、つまり私たちの月だけを見ることが

できる。知覚が他の七つのうちのいずれかで機能してい

るとき、私たちは後に月になるであろう、対応する古い

残骸を空に認め、そして現在の月は見えないだろう。金

星、火星、水星および他の目に見える惑星はすべて、別

の惑星集団の第四階層の球体であり、そのために私たち

の目に見え、それらの惑星の伴星である六つのエネル

ギーと意識の中心は目に見えない。平面上の図はすべて、

その理論を曇らせるだけだろう。なぜなら図は線による

区分となるからである。

私たちの連鎖の七球体上で進化する自我の集団の流れ

は数が限られているが、実際の数は非常に多い。宇宙は

無限で果てしないが、それでも顕現と進化が始まった宇

宙のある一部分では、顕現の範囲とそこにかかわってい

る自我たちの数には限りがある。そして自我の総数がそ

こに参加している。さらに、今私たちの地球連鎖で進化

を経験しているモナドの総数は、私が説明した古い七つ

の惑星または球体からやって来た。『エソテリック・ブッ

ディズム』ではこの自我の集団を「生命の波」と言う。

その意味は「モナドの流れ」である。その生命の波は、

中心点により私たちの意識に「地球」と表現されたこの

惑星集団に到達し、球体 A または球体 No.1 から始まっ

て、軍隊か川のように来た。自我の集団の最初の一部が

球体 A から始まって、そのような物質の状態に適した体

で長い進化を経て、その後 B へと移り、球体と呼ばれる

七つのより偉大な意識状態全体へと移る。最初の一部の

自我の集団が A を去ると、他の自我たちが流れ込み、同

じ進路を辿った。軍隊全体が、七重の進路を均斉に回り

続けた。

この旅は全体を 4 周まわった。それから古い月連鎖か

ら自我たちの流れまたは軍隊全体が到着し、それで完了

となり、第 4 ラウンドの真ん中より後はもうそれ以上は

入って来なかった。これらの、別に到着した各種の自我

の流れの、同じ周回の過程は、七惑星の意識の中心すべ

ての、七つの完全なラウンドに近づく。そして七つが終

了すると、満了した莫大な期間に可能な限りの多くの完

成が遂げられ、その後、この連鎖または「球体」の一群

は順番に滅し、さらに別の連続を生むだろう。

それぞれの球体は、七つの人種およびその物質の状態

に特有の感覚、能力、力を発達させるために、進化の法

則によって使用される。完全な発達のためには、七つの

球体全部の経験が必要である。このゆえに、周期と人種

がある。周期（ラウンド）は、惑星意識が七つの中心を

循環するものである。それらの七つのうちの一つにおい

て人類は人種として発達するのである。七大人種を構成

する七つの人種があるだけだが、実際には各球体または

惑星の中心において、人種の特別な七つの期間がある。

一つの人種に七つの構成あるいは機能と力の特別な特性

がある。

そして、どの球体上でも一瞬で完全な人種に進化させ

ることはできないため、飛躍を許さない自然のゆっくり

とした順序正しい過程で、しかるべき手段で前進せねば

ならない。したがって、完全な根本人種が形成される前

に、亜人種を次々に進化させねばならず、その後、根本

人種は次の優れた人種の出現に向けて準備し、自ら衰退

していくと同時に亜人種を送り出す。このことを示すか

のように、アメリカ人は新しい第六人種を進化させると

明確に教えられている。そしてここで、地球のすべての

人種は現在、非常に高く進化した亜人種をもたらす大い

なる融合（混血）に関わっており、そして後に新しい人

種が完成するまで別の人種が同様のプロセスによって進

化するだろう。

主要な人種の終わりと別の人種の始まりとの間に、休
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止の期間がある。それは、球体に関しては、力と能力の

さらなる進化のために、人間の自我の流れがそこを去っ

て別の連鎖の一つに行くためだ。しかし最後の第七人種

が現れて完全に完成したあかつきには、大いなる消滅が

やって来て、それは上記に簡単に説明した、地球連鎖の

誕生とその後世界は有形のものとしては消滅し、人間の

耳に関する限り沈黙があることに似ている。上記の説明

が言うには、このことが、世界に終わりが来て、最後の

審判の日があるだろうこと、または世界的な洪水や大火

があったことの普遍的な信仰の源である。

再び地上で進化が始まって、モナドの流れが最初に起

こり、すべてが気体または火であるときにエレメンタル

の状態と呼ばれる物質の集団を生じさせる。古の真の理

論では、生命を与える代理人のモナドがなければ、いか

なる進化も不可能だということである。この最初の段階

では、動物も植物もない。まず、集団全体が固くなり、

モナドがすべて中に閉じ込められると、鉱物になる。そ

れから最初のモナドたちが、自分で作った植物の形態の

中へと入って行く。まだ動物は現れない。次に、最初の

部類のモナドたちが植物から出て来て動物を作り出し、

それから人間のアストラル的なぼんやりとした原型を作

り、こうして鉱物、植物、動物、未来の人間ができた。

その間、第 2 番目とそれより後の部類のモナドたちはま

だ低級な領域で進化しているのだった。第 4 ラウンドの

中間に到達すると、人間の段階にモナドたちが出現する

ことはもうなくなり、私たちのモナドから新しい惑星の

集団が化身するまではもうないだろう。これは大まかに

述べたプロセスの全体であるが、多くの詳細が省略され

ており、ラウンドの中の一つでは動物の前に人間が現れ

る。しかしその詳細は混乱を招かないようにする必要が

ある。

さらに別の方法でこれについて述べよう。普遍的マイ

ンドにプランが最初に湧いて、その後アストラルの原型

または基礎が作られ、そのアストラルの原型が完成する

と、全プロセスは物質を凝縮するために第 4 ラウンドの

中間へと移る。それに続いて、私たちの未来に、集団全

体が完全に意識的に霊化され、地球の全実質がより高い

進化段階に引き上げられるだろう。上記の凝縮の過程で、

惑星に人間が現れる時に関して変更もある。しかしその

祭のなすがままに任せられ、国教反対者の間では死ぬま

で魂の世話がたいがい先延ばしにされる。しかし真の教

えが知られると、魂つまり真の自我の世話は、毎日心を

傾注せねばならぬ重要な事柄であり、魂と体の両方であ

る全人間にひどい害をもたらさぬよう、先延ばしにして

はならないのだとわかる。おそらく聖パウロによるキリ

スト教の教えは、実のところ教条的なキリスト教が彼に

基づいていることから、人間は肉体と魂と霊からなると

いうことである。これは人間の三重の構造であり、神学

者によって信じられているが、その調査は正当であるが

異端であるという見解が再採択される可能性があるた

め、表面に出されないままになっている。このように魂

を霊と肉体の間におくと、魂の確実さへの問いを調査す

ることの必要性に非常に近づく。ただの肉体に確実性は

あり得ないからである。そして為された行為に対して魂

を責任あるものにするためには、魂に力と機能があると

仮定しなければならない。このことから、かつてギリシ

ア人が考えたように、魂は理性がある、または理性がな

いかもしれないという立場をとることは容易であり、そ

の上にさらなる神智学的命題への一歩がある。この人間

の性質の（霊・魂・肉体の）三重の構造は、実のところ、

神智学における人間の七重の構造の教えである。なぜな

ら私が後で示そうと試みるように、カテゴリーから欠落

している他の四つの区分は、肉体と魂の力および機能に

見つけることができるからだ。人間が単に二つから成る

のではなく、七つから成るというこの確信は、ずっと昔

に主張され、立証を伴って万人に非常に明白に教えられ

たが、他の哲学的教義と同じようにそれは姿を消した。

というのも、ヨーロッパの東部で道徳が衰退していた時

期に、そして唯物論が懐疑主義と一緒に完全に揺らぐ前

に、その双子が徐々に取り消されたからである。それが

取り消されると、現在の肉体、魂、霊の教義はキリスト

教世界に委ねられた。今世紀のその隠蔽と再来の理由は

ブラヴァツキー夫人が『シークレット・ドクトリン』の

中で十分に説明している。「惑星連鎖の進化のような純

粋に哲学的な教義の啓示から、どんな危険が生じるかわ

からない」と主張し彼女は次のように言う。

危険とは次のことだった。つまり、惑星連鎖や七つの

人種等の教えは、同時に人間の七重の本質の手がかりを

与える。各原理は階層、惑星、人種と相互に関係がある

ためである。そして各階層の人間の本質は、七重のオカ

ルト力と相互に関係がある。高い階層のその力はとてつ

もないオカルト力であり、その悪用は人類に計り知れな

い悪を引き起こすだろう。おそらく現在の世代、特に西

洋人にとっては手がかりではない手がかりは、オカルト

に対する彼らの非常に盲目で無知な唯物論的不信によっ

て守られている。しかし、それにもかかわらず手がかり

は、キリスト教時代の初期の世紀にとても現実的であっ

たろうし、オカルト力の悪用と最悪の種類のソーサリー

（魔術）の降下のサイクルに入るオカルティズムの現実

を完全に確信した人々にとって、現実的であった。

かつてインド政府の役人だった A・P・シネット氏は

今世紀に初めて、「イニシエートたちの偉大なロッジ」

から直接、H・P・ブラヴァツキーによって伝えられた

情報から編集された本『エソテリック・ブディズム』で、

人間の真の本質を概説した。そしてこのように西洋文明

の前に古い教義を置いて、彼は自分の世代に大きな利益

を与え、神智学運動をかなり助けた。彼による人間の本

質の分類は次の通りである。

１体（ルーパ）

２生命力（プラーナ、ジーヴァ）

３アストラル体（リンガ・シャリーラ）

４動物魂（カーマ・ルーパ）

５人間魂（マナス）

６霊的魂（ブッディ）

７霊（アートマ）

（　）内の語は、英語の用語として彼が借用した同じ

意味のサンスクリット語である。この分類は、あらゆる

実際的な目的で今日に至るまで用いられているが、修正

と拡充の余地がある。例えば、アストラル体をカテゴリー

で 3 番目ではなく 2 番目に置く後の配置は、大体は変わ

らない。それはすぐに、「肉体と魂」という漠然とした

描写とは非常に違った＂人間とは何か＂という概念を与

え、またマインドは脳の所産であり肉体の一部だとする

物質主義の考えに大胆にも戦いを挑む。これらの原理は

すべて、インド人だけでなく多くのヨーロッパ人に様々

な方法で理解されていたため、今まで知られていなかっ

たとは主張できない。しかし人間の七重の構造の簡潔な

説明は、進化を通して球体の連鎖の七構成と密接なつな

がりがあり、まだ与えられていない。フランス人の神父

エリファス・レヴィは、アストラル界およびアストラル

体について著述したが、教義の残りの知識を持っていな

かった。そしてヒンドゥー教徒たちは彼らの言語と哲学

に別の用語を持っていたが、七重の分類法を用いなかっ

た。しかし主に四重の分類法をよりどころにし、そして

（もし彼らが知っていたとすれば）私たちの地球を含む

七つの球体の連鎖の教えを確かに秘密にしたのだ。まこ

とに、今では亡くなった博学なヒンドゥー教徒のスバ・

ラウは七つの分類を知っていたが、彼はその分類は公表

されなかったし公表されることはないと主張した。

これらの構成要素を別の方法で考えると、低級な人間

は複合的な存在だと言えるが、人の真の性質は単一ある

いは不死の存在であり、霊と洞察力とマインドの三位一

体で構成される。マインドは、物質界で働き自然界から

経験を得るために、四つの低級な死を免れない道具また

は乗り物を必要とする。この三位一体はサンスクリット

語で「アートマ、ブッディ、マナス」と呼ばれ、英語で

表現するのが難しい用語である。「アートマ」は霊、「ブッ

ディ」は識別し判断する思考の最高の力、「マナス」は

マインドである。この三つの集まりは真の人間である。

そしてこの教義は、神学の父・子・聖霊の三つ組の教義

の起源である。低級な四つの道具または乗り物はこの表

に示される。

これらの低級な四つの物質的構成要素は、一時的で互

いに分離するのに加えて、それ自体が崩壊する実体であ

る。分離が始まる時間に達すると、結合は維持できなく

なり、物質の体は死んで、低級四つ組のそれぞれを構成

する原子は互いに分離し始める。バラバラになりつつあ

る集まったものの全体は、真の人間の道具として適さな

くなる。これは私たち人間が「死」と呼ぶものだが、真

の人間にとっての死ではない。なぜなら、真の人間は死

なず永続する、不死不滅のものだからだ。真の人間は「三

つ組」または不滅の三位一体と呼ばれ、それに対し死す

べき人間は「四つ組」または死を免れない四つとして知

られる。

この低級な人間の四つ組は、宇宙あるいは物質の法則

の所産である。低級な四つ組は他の物質的なものと同様

に、宇宙的な物質から時代の経過とともに進化してきた。

そしてそれゆえ、人類全体を支配する物質的、生理的、

霊的法則の対象となる。したがって、橋の建設に使用さ

れる金属間の引っ張ったひずみの限界を技術者が推測で

きるように、低級四つ組の持続可能な期間を計算できる。

したがって、これらの構成物で出来ている人間の形態の

中の集まりは、それが存在する進化上の期間の法則に

よって、持続期間が限られる。今、それは通常 70 年か

ら 100 年だが、その持続可能な期間はもっと長い。よっ

て、歴史上、普通の人が 200 歳まで生きたという例があ

る。そして自然界のオカルト法則の知識によって、持続

可能な期間の限界は 400 年近くにまで延長されるかもし

れない。

このように、私たちの性質の物質的な部分は、肉体の

目には見えないがそれでも物質であり、老衰の支配下に

ある第二の部門に含まれることがわかる。人々は一般に、

肉体の目で見えるものだけを本当のものだと認める癖が

あるため、ついに目に見えないものは本当ではないし物

質でもないと考えるようになった。しかし人々は、地上

界においてさえ有毒なガスは本当のそして強力な物質で

あるにもかかわらず見えないことを、そして水は状態が

変わって降水を引き起こすまで空中に浮遊し目に見えな

いで存在するということを忘れている。

詳細に入る前に、要約しよう。「真の人間」とはアー

トマ・ブッディ・マナスの三つ組、もしくは霊とマイン

ドであり、彼（真の人間）は自分自身を知るために特定

の行為者と道具を使って自然界と触れ合う。これらの道

具と行為者は下位の４つ、つまり低級四つ組にあり、カ

テゴリーがそれ自体である各原理は、それ自身が属して

いる場での特定の経験のための道具であり、肉体はこの

一連の本質全体の中で最も低級で、最も重要でなく、最

も一時的である。私たちが高級マインドから下って行く

途中で肉体に着くと、そのすべての器官が、内なる人間

が奪い去られた時に無用で無意味であると示される。視

覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚は、肉体に属するのではな

く第２の目に見えない肉体の人間に属し、それらの力を

行使するための本当の器官はアストラル体にあり、肉体

にあるのは機械的で外的な、自然界と内部なある本当の

器官との間の連繋を行うための道具である。

詳細については、師匠たちは「第 2 ラウンドで計画が変

わるが、今のこの時代には変更は起きないだろう」と述

べているだけである。したがって、それを教えることが

できない。だが、七つの主要な人種はこの惑星上で進化

しなければならず、人種の全集合体が七球体の全部の連

続を七回まわらなければならないということにはあいま

いさはない。

ここ（地球）では、人類は最初に男性としても女性と

しても現れなかった。最初は性別がなかったが、その後

雌雄同性体に変化し、そしてもっと後に男性と女性に分

かれた。人間が男性と女性に分かれたのは、18,000,000

年以上前である。そのため、これらの古の学派では、私

たちの人類は 18,000,000 歳を少し過ぎていると言われ

ている。

４章 人間の七つの本質

SEPTENARY CONSTITUTION OF MAN

　人間の性質を尊重することには、キリスト教国の宗

教界では現在二つの考えがある。一つは教義であり、も

う一つはそれの一般的な意味である。最初の一つ、教義

は教会では確かに秘密ではないが、平信徒が聞くにはあ

まり一般的ではないため、普通の人にとってほとんど難

解である。ほぼ誰もが自分には魂と体があると言い、そ

してそれで終わりである。魂とは何なのだろうか。そし

てそれが実在の人なのだろうか。魂はそれ自身が力を

持っているのだろうか。調査されていないのだろうか。

説教者は通常、自分自身を救済しようとしているのか、

それとも地獄に落とそうとしているのだろうか。そして、

魂を自分自身とは異なる何かだと言うことで、人々は自

分が魂ではないという基本的な意見を持った。なぜなら

自分から魂が失われてしまうかもしれないからである。

このことから物質主義の傾向が生じ、人は魂よりも肉体

に注意を払うようになり、後者はローマカトリックの司



3 章 地球連鎖

THE EARTH CHAIN

私たちの地球について、その起源に関する神智学によ

り提起された見解、その進化と人間、動物、その他のモ

ナドの進化は、現代の考えとかなり違うし、一般に認め

られている理論に反するものもある。しかし今日の理論

は確固たるものではない。それらは世紀ごとに変化する。

それに対し神智学的理論は決して変わらない。なぜなら、

古の書物の中で神智学を公表してその確立を示した兄た

ち（Elder Brothers）の考えでは、それは自然界の事実

の言明だからだ。それに対し、現代の理論はいつも思弁

的で変わりやすく、絶えず変えられる。

次に述べるのは前のページで大要を説明した広く行き

渡っている計画、地球が七重であることについてである。

地球は一つの存在物であり、ただの粗い物質の塊ではな

い。そして、このように存在が七重の性質であるなら、

宇宙に共に回転する他の六つの球体がなければならな

い。この七つの球体の集団は「地球連鎖」と呼ばれてい

る「惑星連鎖」である。『エソテリック・ブッディズム』

にこのことが明確に述べられているが、そこではやや難

しくて固定した物質主義的見地から述べられ、読者は互

いにつながりはあるが離れた七つの別個の球体について

教える教義を信じさせられる。その本の読者は著者が、

金星は火星とは異なるように、地球の球体は他の六つの

惑星と異なるものとして述べていると結論づけなければ

ならない。

これは教義ではない。人間の意識だけにとっては、地

は七つの球体のうちの一つである。なぜなら彼が七つの

うちの一つに作用すると、その一つをはっきり認識でき

る球体として感知し、他の六つは見えないのである。こ

れは人間そのものと完全に一致している。人間は他にも

六つの構成要素があるが、自分では濃密な肉体だけが見

える。それはその人が今、地球つまり第四の球体で機能

しており、肉体が地球を象徴するからだ。七つの「球体」

（globes）の全部が一つの大きな球体または集まりを形

成し、それらはすべて、互いに浸透し合う。「球体」と

呼ばなければならないのは、その究極の形が球状または

天体の形だからだ。もしシネット氏の説明をあまりにも

拠り所としてしまうと、諸球体は互いに浸透するのでは

なく、磁気力の線か流れでつながっていただろう。そし

て『シークレット・ドクトリン』で挿入された図表にあ

まりにも精密に注目しすぎてしまい、H・P・ブラヴァ

ツキーによる説明と注意に当然向けられるべき注目が向

けられないと、同じような間違いが起きるかもしれない。

だが彼女とそのアデプトである師匠たちはこう言った。

私たちのチェーンの七つの球体は「互いに着生するが、

同質ではない」（『シークレット・ドクトリン』vol.1 

p166, first edition）。これは、統計や平面図に頼らず、

英語で示されているように、理論の形而上学的および霊

的な側面を見るよう注意することによって、さらに強く

主張される。かくして、まさしくそのシネット氏の本の

出典には、次のような所説がある。これらの球体は実質

的には互いに異なるが、一まとまりとして統一しており、

この実質的な違いは、意識の中心の変化による。

このように定義された七つの球体の地球連鎖は、以前

の七つの球体の直接の生まれ変わりであり、この以前の

七つの系統は月連鎖だった。月自体は古い連鎖の第四球

体の目に見える代表である。この月と他の六つから成る、

以前の広大な存在が、一団として一つになり、生命の極

限に達した時、それは何か生き物が死ぬように、死んだ

のだ。この七つの球体のそれぞれが、自分のエネルギー

を空間へ送り、似たような生命力あるいは振動を宇宙塵

つまり物質に与えた。そして全体の凝集力の総計で、七

つのエネルギーを一つにまとめた。これにより、七つの

エネルギー中心または進化が一つの集まりにまとめられ

た現在の地球連鎖が進化した。月は古い系列の連鎖の第

四番目だったため、地球と同じ知覚の階層にあり、そし

て今私たちは意識が主に地球に限られているため、古い

七つのうちの一つ、つまり私たちの月だけを見ることが

できる。知覚が他の七つのうちのいずれかで機能してい

るとき、私たちは後に月になるであろう、対応する古い

残骸を空に認め、そして現在の月は見えないだろう。金

星、火星、水星および他の目に見える惑星はすべて、別

の惑星集団の第四階層の球体であり、そのために私たち

の目に見え、それらの惑星の伴星である六つのエネル

ギーと意識の中心は目に見えない。平面上の図はすべて、

その理論を曇らせるだけだろう。なぜなら図は線による

区分となるからである。

私たちの連鎖の七球体上で進化する自我の集団の流れ

は数が限られているが、実際の数は非常に多い。宇宙は

無限で果てしないが、それでも顕現と進化が始まった宇

宙のある一部分では、顕現の範囲とそこにかかわってい

る自我たちの数には限りがある。そして自我の総数がそ

こに参加している。さらに、今私たちの地球連鎖で進化

を経験しているモナドの総数は、私が説明した古い七つ

の惑星または球体からやって来た。『エソテリック・ブッ

ディズム』ではこの自我の集団を「生命の波」と言う。

その意味は「モナドの流れ」である。その生命の波は、

中心点により私たちの意識に「地球」と表現されたこの

惑星集団に到達し、球体 A または球体 No.1 から始まっ

て、軍隊か川のように来た。自我の集団の最初の一部が

球体 A から始まって、そのような物質の状態に適した体

で長い進化を経て、その後 B へと移り、球体と呼ばれる

七つのより偉大な意識状態全体へと移る。最初の一部の

自我の集団が A を去ると、他の自我たちが流れ込み、同

じ進路を辿った。軍隊全体が、七重の進路を均斉に回り

続けた。

この旅は全体を 4 周まわった。それから古い月連鎖か

ら自我たちの流れまたは軍隊全体が到着し、それで完了

となり、第 4 ラウンドの真ん中より後はもうそれ以上は

入って来なかった。これらの、別に到着した各種の自我

の流れの、同じ周回の過程は、七惑星の意識の中心すべ

ての、七つの完全なラウンドに近づく。そして七つが終

了すると、満了した莫大な期間に可能な限りの多くの完

成が遂げられ、その後、この連鎖または「球体」の一群

は順番に滅し、さらに別の連続を生むだろう。

それぞれの球体は、七つの人種およびその物質の状態

に特有の感覚、能力、力を発達させるために、進化の法

則によって使用される。完全な発達のためには、七つの

球体全部の経験が必要である。このゆえに、周期と人種

がある。周期（ラウンド）は、惑星意識が七つの中心を

循環するものである。それらの七つのうちの一つにおい

て人類は人種として発達するのである。七大人種を構成

する七つの人種があるだけだが、実際には各球体または

惑星の中心において、人種の特別な七つの期間がある。

一つの人種に七つの構成あるいは機能と力の特別な特性

がある。

そして、どの球体上でも一瞬で完全な人種に進化させ

ることはできないため、飛躍を許さない自然のゆっくり

とした順序正しい過程で、しかるべき手段で前進せねば

ならない。したがって、完全な根本人種が形成される前

に、亜人種を次々に進化させねばならず、その後、根本

人種は次の優れた人種の出現に向けて準備し、自ら衰退

していくと同時に亜人種を送り出す。このことを示すか

のように、アメリカ人は新しい第六人種を進化させると

明確に教えられている。そしてここで、地球のすべての

人種は現在、非常に高く進化した亜人種をもたらす大い

なる融合（混血）に関わっており、そして後に新しい人

種が完成するまで別の人種が同様のプロセスによって進

化するだろう。

主要な人種の終わりと別の人種の始まりとの間に、休

止の期間がある。それは、球体に関しては、力と能力の

さらなる進化のために、人間の自我の流れがそこを去っ

て別の連鎖の一つに行くためだ。しかし最後の第七人種

が現れて完全に完成したあかつきには、大いなる消滅が

やって来て、それは上記に簡単に説明した、地球連鎖の

誕生とその後世界は有形のものとしては消滅し、人間の

耳に関する限り沈黙があることに似ている。上記の説明

が言うには、このことが、世界に終わりが来て、最後の

審判の日があるだろうこと、または世界的な洪水や大火

があったことの普遍的な信仰の源である。

再び地上で進化が始まって、モナドの流れが最初に起

こり、すべてが気体または火であるときにエレメンタル

の状態と呼ばれる物質の集団を生じさせる。古の真の理

論では、生命を与える代理人のモナドがなければ、いか

なる進化も不可能だということである。この最初の段階

では、動物も植物もない。まず、集団全体が固くなり、

モナドがすべて中に閉じ込められると、鉱物になる。そ

れから最初のモナドたちが、自分で作った植物の形態の

中へと入って行く。まだ動物は現れない。次に、最初の

部類のモナドたちが植物から出て来て動物を作り出し、

それから人間のアストラル的なぼんやりとした原型を作

り、こうして鉱物、植物、動物、未来の人間ができた。

その間、第 2 番目とそれより後の部類のモナドたちはま

だ低級な領域で進化しているのだった。第 4 ラウンドの

中間に到達すると、人間の段階にモナドたちが出現する

ことはもうなくなり、私たちのモナドから新しい惑星の

集団が化身するまではもうないだろう。これは大まかに

述べたプロセスの全体であるが、多くの詳細が省略され

ており、ラウンドの中の一つでは動物の前に人間が現れ

る。しかしその詳細は混乱を招かないようにする必要が

ある。

さらに別の方法でこれについて述べよう。普遍的マイ

ンドにプランが最初に湧いて、その後アストラルの原型

または基礎が作られ、そのアストラルの原型が完成する

と、全プロセスは物質を凝縮するために第 4 ラウンドの

中間へと移る。それに続いて、私たちの未来に、集団全

体が完全に意識的に霊化され、地球の全実質がより高い

進化段階に引き上げられるだろう。上記の凝縮の過程で、

惑星に人間が現れる時に関して変更もある。しかしその

祭のなすがままに任せられ、国教反対者の間では死ぬま

で魂の世話がたいがい先延ばしにされる。しかし真の教

えが知られると、魂つまり真の自我の世話は、毎日心を

傾注せねばならぬ重要な事柄であり、魂と体の両方であ

る全人間にひどい害をもたらさぬよう、先延ばしにして

はならないのだとわかる。おそらく聖パウロによるキリ

スト教の教えは、実のところ教条的なキリスト教が彼に

基づいていることから、人間は肉体と魂と霊からなると

いうことである。これは人間の三重の構造であり、神学

者によって信じられているが、その調査は正当であるが

異端であるという見解が再採択される可能性があるた

め、表面に出されないままになっている。このように魂

を霊と肉体の間におくと、魂の確実さへの問いを調査す

ることの必要性に非常に近づく。ただの肉体に確実性は

あり得ないからである。そして為された行為に対して魂

を責任あるものにするためには、魂に力と機能があると

仮定しなければならない。このことから、かつてギリシ

ア人が考えたように、魂は理性がある、または理性がな

いかもしれないという立場をとることは容易であり、そ

の上にさらなる神智学的命題への一歩がある。この人間

の性質の（霊・魂・肉体の）三重の構造は、実のところ、

神智学における人間の七重の構造の教えである。なぜな

ら私が後で示そうと試みるように、カテゴリーから欠落

している他の四つの区分は、肉体と魂の力および機能に

見つけることができるからだ。人間が単に二つから成る

のではなく、七つから成るというこの確信は、ずっと昔

に主張され、立証を伴って万人に非常に明白に教えられ

たが、他の哲学的教義と同じようにそれは姿を消した。

というのも、ヨーロッパの東部で道徳が衰退していた時

期に、そして唯物論が懐疑主義と一緒に完全に揺らぐ前

に、その双子が徐々に取り消されたからである。それが

取り消されると、現在の肉体、魂、霊の教義はキリスト

教世界に委ねられた。今世紀のその隠蔽と再来の理由は

ブラヴァツキー夫人が『シークレット・ドクトリン』の

中で十分に説明している。「惑星連鎖の進化のような純

粋に哲学的な教義の啓示から、どんな危険が生じるかわ

からない」と主張し彼女は次のように言う。

危険とは次のことだった。つまり、惑星連鎖や七つの

人種等の教えは、同時に人間の七重の本質の手がかりを

与える。各原理は階層、惑星、人種と相互に関係がある

ためである。そして各階層の人間の本質は、七重のオカ

ルト力と相互に関係がある。高い階層のその力はとてつ

もないオカルト力であり、その悪用は人類に計り知れな

い悪を引き起こすだろう。おそらく現在の世代、特に西

洋人にとっては手がかりではない手がかりは、オカルト

に対する彼らの非常に盲目で無知な唯物論的不信によっ

て守られている。しかし、それにもかかわらず手がかり

は、キリスト教時代の初期の世紀にとても現実的であっ

たろうし、オカルト力の悪用と最悪の種類のソーサリー

（魔術）の降下のサイクルに入るオカルティズムの現実

を完全に確信した人々にとって、現実的であった。

かつてインド政府の役人だった A・P・シネット氏は

今世紀に初めて、「イニシエートたちの偉大なロッジ」

から直接、H・P・ブラヴァツキーによって伝えられた

情報から編集された本『エソテリック・ブディズム』で、

人間の真の本質を概説した。そしてこのように西洋文明

の前に古い教義を置いて、彼は自分の世代に大きな利益

を与え、神智学運動をかなり助けた。彼による人間の本

質の分類は次の通りである。

１体（ルーパ）

２生命力（プラーナ、ジーヴァ）

３アストラル体（リンガ・シャリーラ）

４動物魂（カーマ・ルーパ）

５人間魂（マナス）

６霊的魂（ブッディ）

７霊（アートマ）

（　）内の語は、英語の用語として彼が借用した同じ

意味のサンスクリット語である。この分類は、あらゆる

実際的な目的で今日に至るまで用いられているが、修正

と拡充の余地がある。例えば、アストラル体をカテゴリー

で 3 番目ではなく 2 番目に置く後の配置は、大体は変わ

らない。それはすぐに、「肉体と魂」という漠然とした

描写とは非常に違った＂人間とは何か＂という概念を与

え、またマインドは脳の所産であり肉体の一部だとする

物質主義の考えに大胆にも戦いを挑む。これらの原理は

すべて、インド人だけでなく多くのヨーロッパ人に様々

な方法で理解されていたため、今まで知られていなかっ

たとは主張できない。しかし人間の七重の構造の簡潔な
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説明は、進化を通して球体の連鎖の七構成と密接なつな

がりがあり、まだ与えられていない。フランス人の神父

エリファス・レヴィは、アストラル界およびアストラル

体について著述したが、教義の残りの知識を持っていな

かった。そしてヒンドゥー教徒たちは彼らの言語と哲学

に別の用語を持っていたが、七重の分類法を用いなかっ

た。しかし主に四重の分類法をよりどころにし、そして

（もし彼らが知っていたとすれば）私たちの地球を含む

七つの球体の連鎖の教えを確かに秘密にしたのだ。まこ

とに、今では亡くなった博学なヒンドゥー教徒のスバ・

ラウは七つの分類を知っていたが、彼はその分類は公表

されなかったし公表されることはないと主張した。

これらの構成要素を別の方法で考えると、低級な人間

は複合的な存在だと言えるが、人の真の性質は単一ある

いは不死の存在であり、霊と洞察力とマインドの三位一

体で構成される。マインドは、物質界で働き自然界から

経験を得るために、四つの低級な死を免れない道具また

は乗り物を必要とする。この三位一体はサンスクリット

語で「アートマ、ブッディ、マナス」と呼ばれ、英語で

表現するのが難しい用語である。「アートマ」は霊、「ブッ

ディ」は識別し判断する思考の最高の力、「マナス」は

マインドである。この三つの集まりは真の人間である。

そしてこの教義は、神学の父・子・聖霊の三つ組の教義

の起源である。低級な四つの道具または乗り物はこの表

に示される。

これらの低級な四つの物質的構成要素は、一時的で互

いに分離するのに加えて、それ自体が崩壊する実体であ

る。分離が始まる時間に達すると、結合は維持できなく

なり、物質の体は死んで、低級四つ組のそれぞれを構成

する原子は互いに分離し始める。バラバラになりつつあ

る集まったものの全体は、真の人間の道具として適さな

くなる。これは私たち人間が「死」と呼ぶものだが、真

の人間にとっての死ではない。なぜなら、真の人間は死

なず永続する、不死不滅のものだからだ。真の人間は「三

つ組」または不滅の三位一体と呼ばれ、それに対し死す

べき人間は「四つ組」または死を免れない四つとして知

られる。

この低級な人間の四つ組は、宇宙あるいは物質の法則

の所産である。低級な四つ組は他の物質的なものと同様

に、宇宙的な物質から時代の経過とともに進化してきた。

そしてそれゆえ、人類全体を支配する物質的、生理的、

霊的法則の対象となる。したがって、橋の建設に使用さ

れる金属間の引っ張ったひずみの限界を技術者が推測で

きるように、低級四つ組の持続可能な期間を計算できる。

したがって、これらの構成物で出来ている人間の形態の

中の集まりは、それが存在する進化上の期間の法則に

よって、持続期間が限られる。今、それは通常 70 年か

ら 100 年だが、その持続可能な期間はもっと長い。よっ

て、歴史上、普通の人が 200 歳まで生きたという例があ

る。そして自然界のオカルト法則の知識によって、持続

可能な期間の限界は 400 年近くにまで延長されるかもし

れない。

このように、私たちの性質の物質的な部分は、肉体の

目には見えないがそれでも物質であり、老衰の支配下に

ある第二の部門に含まれることがわかる。人々は一般に、

肉体の目で見えるものだけを本当のものだと認める癖が

あるため、ついに目に見えないものは本当ではないし物

質でもないと考えるようになった。しかし人々は、地上

界においてさえ有毒なガスは本当のそして強力な物質で

あるにもかかわらず見えないことを、そして水は状態が

変わって降水を引き起こすまで空中に浮遊し目に見えな

いで存在するということを忘れている。

詳細に入る前に、要約しよう。「真の人間」とはアー

トマ・ブッディ・マナスの三つ組、もしくは霊とマイン

ドであり、彼（真の人間）は自分自身を知るために特定

の行為者と道具を使って自然界と触れ合う。これらの道

具と行為者は下位の４つ、つまり低級四つ組にあり、カ

テゴリーがそれ自体である各原理は、それ自身が属して

いる場での特定の経験のための道具であり、肉体はこの

一連の本質全体の中で最も低級で、最も重要でなく、最

も一時的である。私たちが高級マインドから下って行く

途中で肉体に着くと、そのすべての器官が、内なる人間

が奪い去られた時に無用で無意味であると示される。視

覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚は、肉体に属するのではな

く第２の目に見えない肉体の人間に属し、それらの力を

行使するための本当の器官はアストラル体にあり、肉体

にあるのは機械的で外的な、自然界と内部なある本当の

器官との間の連繋を行うための道具である。

詳細については、師匠たちは「第 2 ラウンドで計画が変

わるが、今のこの時代には変更は起きないだろう」と述

べているだけである。したがって、それを教えることが

できない。だが、七つの主要な人種はこの惑星上で進化

しなければならず、人種の全集合体が七球体の全部の連

続を七回まわらなければならないということにはあいま

いさはない。

ここ（地球）では、人類は最初に男性としても女性と

しても現れなかった。最初は性別がなかったが、その後

雌雄同性体に変化し、そしてもっと後に男性と女性に分

かれた。人間が男性と女性に分かれたのは、18,000,000

年以上前である。そのため、これらの古の学派では、私

たちの人類は 18,000,000 歳を少し過ぎていると言われ

ている。

４章 人間の七つの本質

SEPTENARY CONSTITUTION OF MAN

　人間の性質を尊重することには、キリスト教国の宗

教界では現在二つの考えがある。一つは教義であり、も

う一つはそれの一般的な意味である。最初の一つ、教義

は教会では確かに秘密ではないが、平信徒が聞くにはあ

まり一般的ではないため、普通の人にとってほとんど難

解である。ほぼ誰もが自分には魂と体があると言い、そ

してそれで終わりである。魂とは何なのだろうか。そし

てそれが実在の人なのだろうか。魂はそれ自身が力を

持っているのだろうか。調査されていないのだろうか。

説教者は通常、自分自身を救済しようとしているのか、

それとも地獄に落とそうとしているのだろうか。そして、

魂を自分自身とは異なる何かだと言うことで、人々は自

分が魂ではないという基本的な意見を持った。なぜなら

自分から魂が失われてしまうかもしれないからである。

このことから物質主義の傾向が生じ、人は魂よりも肉体

に注意を払うようになり、後者はローマカトリックの司



3 章 地球連鎖

THE EARTH CHAIN

私たちの地球について、その起源に関する神智学によ

り提起された見解、その進化と人間、動物、その他のモ

ナドの進化は、現代の考えとかなり違うし、一般に認め

られている理論に反するものもある。しかし今日の理論

は確固たるものではない。それらは世紀ごとに変化する。

それに対し神智学的理論は決して変わらない。なぜなら、

古の書物の中で神智学を公表してその確立を示した兄た

ち（Elder Brothers）の考えでは、それは自然界の事実

の言明だからだ。それに対し、現代の理論はいつも思弁

的で変わりやすく、絶えず変えられる。

次に述べるのは前のページで大要を説明した広く行き

渡っている計画、地球が七重であることについてである。

地球は一つの存在物であり、ただの粗い物質の塊ではな

い。そして、このように存在が七重の性質であるなら、

宇宙に共に回転する他の六つの球体がなければならな

い。この七つの球体の集団は「地球連鎖」と呼ばれてい

る「惑星連鎖」である。『エソテリック・ブッディズム』

にこのことが明確に述べられているが、そこではやや難

しくて固定した物質主義的見地から述べられ、読者は互

いにつながりはあるが離れた七つの別個の球体について

教える教義を信じさせられる。その本の読者は著者が、

金星は火星とは異なるように、地球の球体は他の六つの

惑星と異なるものとして述べていると結論づけなければ

ならない。

これは教義ではない。人間の意識だけにとっては、地

は七つの球体のうちの一つである。なぜなら彼が七つの

うちの一つに作用すると、その一つをはっきり認識でき

る球体として感知し、他の六つは見えないのである。こ

れは人間そのものと完全に一致している。人間は他にも

六つの構成要素があるが、自分では濃密な肉体だけが見

える。それはその人が今、地球つまり第四の球体で機能

しており、肉体が地球を象徴するからだ。七つの「球体」

（globes）の全部が一つの大きな球体または集まりを形

成し、それらはすべて、互いに浸透し合う。「球体」と

呼ばなければならないのは、その究極の形が球状または

天体の形だからだ。もしシネット氏の説明をあまりにも

拠り所としてしまうと、諸球体は互いに浸透するのでは

なく、磁気力の線か流れでつながっていただろう。そし

て『シークレット・ドクトリン』で挿入された図表にあ

まりにも精密に注目しすぎてしまい、H・P・ブラヴァ

ツキーによる説明と注意に当然向けられるべき注目が向

けられないと、同じような間違いが起きるかもしれない。

だが彼女とそのアデプトである師匠たちはこう言った。

私たちのチェーンの七つの球体は「互いに着生するが、

同質ではない」（『シークレット・ドクトリン』vol.1 

p166, first edition）。これは、統計や平面図に頼らず、

英語で示されているように、理論の形而上学的および霊

的な側面を見るよう注意することによって、さらに強く

主張される。かくして、まさしくそのシネット氏の本の

出典には、次のような所説がある。これらの球体は実質

的には互いに異なるが、一まとまりとして統一しており、

この実質的な違いは、意識の中心の変化による。

このように定義された七つの球体の地球連鎖は、以前

の七つの球体の直接の生まれ変わりであり、この以前の

七つの系統は月連鎖だった。月自体は古い連鎖の第四球

体の目に見える代表である。この月と他の六つから成る、

以前の広大な存在が、一団として一つになり、生命の極

限に達した時、それは何か生き物が死ぬように、死んだ

のだ。この七つの球体のそれぞれが、自分のエネルギー

を空間へ送り、似たような生命力あるいは振動を宇宙塵

つまり物質に与えた。そして全体の凝集力の総計で、七

つのエネルギーを一つにまとめた。これにより、七つの

エネルギー中心または進化が一つの集まりにまとめられ

た現在の地球連鎖が進化した。月は古い系列の連鎖の第

四番目だったため、地球と同じ知覚の階層にあり、そし

て今私たちは意識が主に地球に限られているため、古い

七つのうちの一つ、つまり私たちの月だけを見ることが

できる。知覚が他の七つのうちのいずれかで機能してい

るとき、私たちは後に月になるであろう、対応する古い

残骸を空に認め、そして現在の月は見えないだろう。金

星、火星、水星および他の目に見える惑星はすべて、別

の惑星集団の第四階層の球体であり、そのために私たち

の目に見え、それらの惑星の伴星である六つのエネル

ギーと意識の中心は目に見えない。平面上の図はすべて、

その理論を曇らせるだけだろう。なぜなら図は線による

区分となるからである。

私たちの連鎖の七球体上で進化する自我の集団の流れ

は数が限られているが、実際の数は非常に多い。宇宙は

無限で果てしないが、それでも顕現と進化が始まった宇

宙のある一部分では、顕現の範囲とそこにかかわってい

る自我たちの数には限りがある。そして自我の総数がそ

こに参加している。さらに、今私たちの地球連鎖で進化

を経験しているモナドの総数は、私が説明した古い七つ

の惑星または球体からやって来た。『エソテリック・ブッ

ディズム』ではこの自我の集団を「生命の波」と言う。

その意味は「モナドの流れ」である。その生命の波は、

中心点により私たちの意識に「地球」と表現されたこの

惑星集団に到達し、球体 A または球体 No.1 から始まっ

て、軍隊か川のように来た。自我の集団の最初の一部が

球体 A から始まって、そのような物質の状態に適した体

で長い進化を経て、その後 B へと移り、球体と呼ばれる

七つのより偉大な意識状態全体へと移る。最初の一部の

自我の集団が A を去ると、他の自我たちが流れ込み、同

じ進路を辿った。軍隊全体が、七重の進路を均斉に回り

続けた。

この旅は全体を 4 周まわった。それから古い月連鎖か

ら自我たちの流れまたは軍隊全体が到着し、それで完了

となり、第 4 ラウンドの真ん中より後はもうそれ以上は

入って来なかった。これらの、別に到着した各種の自我

の流れの、同じ周回の過程は、七惑星の意識の中心すべ

ての、七つの完全なラウンドに近づく。そして七つが終

了すると、満了した莫大な期間に可能な限りの多くの完

成が遂げられ、その後、この連鎖または「球体」の一群

は順番に滅し、さらに別の連続を生むだろう。

それぞれの球体は、七つの人種およびその物質の状態

に特有の感覚、能力、力を発達させるために、進化の法

則によって使用される。完全な発達のためには、七つの

球体全部の経験が必要である。このゆえに、周期と人種

がある。周期（ラウンド）は、惑星意識が七つの中心を

循環するものである。それらの七つのうちの一つにおい

て人類は人種として発達するのである。七大人種を構成

する七つの人種があるだけだが、実際には各球体または

惑星の中心において、人種の特別な七つの期間がある。

一つの人種に七つの構成あるいは機能と力の特別な特性

がある。

そして、どの球体上でも一瞬で完全な人種に進化させ

ることはできないため、飛躍を許さない自然のゆっくり

とした順序正しい過程で、しかるべき手段で前進せねば

ならない。したがって、完全な根本人種が形成される前

に、亜人種を次々に進化させねばならず、その後、根本

人種は次の優れた人種の出現に向けて準備し、自ら衰退

していくと同時に亜人種を送り出す。このことを示すか

のように、アメリカ人は新しい第六人種を進化させると

明確に教えられている。そしてここで、地球のすべての

人種は現在、非常に高く進化した亜人種をもたらす大い

なる融合（混血）に関わっており、そして後に新しい人

種が完成するまで別の人種が同様のプロセスによって進

化するだろう。

主要な人種の終わりと別の人種の始まりとの間に、休

止の期間がある。それは、球体に関しては、力と能力の

さらなる進化のために、人間の自我の流れがそこを去っ

て別の連鎖の一つに行くためだ。しかし最後の第七人種

が現れて完全に完成したあかつきには、大いなる消滅が

やって来て、それは上記に簡単に説明した、地球連鎖の

誕生とその後世界は有形のものとしては消滅し、人間の

耳に関する限り沈黙があることに似ている。上記の説明

が言うには、このことが、世界に終わりが来て、最後の

審判の日があるだろうこと、または世界的な洪水や大火

があったことの普遍的な信仰の源である。

再び地上で進化が始まって、モナドの流れが最初に起

こり、すべてが気体または火であるときにエレメンタル

の状態と呼ばれる物質の集団を生じさせる。古の真の理

論では、生命を与える代理人のモナドがなければ、いか

なる進化も不可能だということである。この最初の段階

では、動物も植物もない。まず、集団全体が固くなり、

モナドがすべて中に閉じ込められると、鉱物になる。そ

れから最初のモナドたちが、自分で作った植物の形態の

中へと入って行く。まだ動物は現れない。次に、最初の

部類のモナドたちが植物から出て来て動物を作り出し、

それから人間のアストラル的なぼんやりとした原型を作

り、こうして鉱物、植物、動物、未来の人間ができた。

その間、第 2 番目とそれより後の部類のモナドたちはま

だ低級な領域で進化しているのだった。第 4 ラウンドの

中間に到達すると、人間の段階にモナドたちが出現する

ことはもうなくなり、私たちのモナドから新しい惑星の

集団が化身するまではもうないだろう。これは大まかに

述べたプロセスの全体であるが、多くの詳細が省略され

ており、ラウンドの中の一つでは動物の前に人間が現れ

る。しかしその詳細は混乱を招かないようにする必要が

ある。

さらに別の方法でこれについて述べよう。普遍的マイ

ンドにプランが最初に湧いて、その後アストラルの原型

または基礎が作られ、そのアストラルの原型が完成する

と、全プロセスは物質を凝縮するために第 4 ラウンドの

中間へと移る。それに続いて、私たちの未来に、集団全

体が完全に意識的に霊化され、地球の全実質がより高い

進化段階に引き上げられるだろう。上記の凝縮の過程で、

惑星に人間が現れる時に関して変更もある。しかしその

祭のなすがままに任せられ、国教反対者の間では死ぬま

で魂の世話がたいがい先延ばしにされる。しかし真の教

えが知られると、魂つまり真の自我の世話は、毎日心を

傾注せねばならぬ重要な事柄であり、魂と体の両方であ

る全人間にひどい害をもたらさぬよう、先延ばしにして

はならないのだとわかる。おそらく聖パウロによるキリ

スト教の教えは、実のところ教条的なキリスト教が彼に

基づいていることから、人間は肉体と魂と霊からなると

いうことである。これは人間の三重の構造であり、神学

者によって信じられているが、その調査は正当であるが

異端であるという見解が再採択される可能性があるた

め、表面に出されないままになっている。このように魂

を霊と肉体の間におくと、魂の確実さへの問いを調査す

ることの必要性に非常に近づく。ただの肉体に確実性は

あり得ないからである。そして為された行為に対して魂

を責任あるものにするためには、魂に力と機能があると

仮定しなければならない。このことから、かつてギリシ

ア人が考えたように、魂は理性がある、または理性がな

いかもしれないという立場をとることは容易であり、そ

の上にさらなる神智学的命題への一歩がある。この人間

の性質の（霊・魂・肉体の）三重の構造は、実のところ、

神智学における人間の七重の構造の教えである。なぜな

ら私が後で示そうと試みるように、カテゴリーから欠落

している他の四つの区分は、肉体と魂の力および機能に

見つけることができるからだ。人間が単に二つから成る

のではなく、七つから成るというこの確信は、ずっと昔

に主張され、立証を伴って万人に非常に明白に教えられ

たが、他の哲学的教義と同じようにそれは姿を消した。

というのも、ヨーロッパの東部で道徳が衰退していた時

期に、そして唯物論が懐疑主義と一緒に完全に揺らぐ前

に、その双子が徐々に取り消されたからである。それが

取り消されると、現在の肉体、魂、霊の教義はキリスト

教世界に委ねられた。今世紀のその隠蔽と再来の理由は

ブラヴァツキー夫人が『シークレット・ドクトリン』の

中で十分に説明している。「惑星連鎖の進化のような純

粋に哲学的な教義の啓示から、どんな危険が生じるかわ

からない」と主張し彼女は次のように言う。

危険とは次のことだった。つまり、惑星連鎖や七つの

人種等の教えは、同時に人間の七重の本質の手がかりを

与える。各原理は階層、惑星、人種と相互に関係がある

ためである。そして各階層の人間の本質は、七重のオカ

ルト力と相互に関係がある。高い階層のその力はとてつ

もないオカルト力であり、その悪用は人類に計り知れな

い悪を引き起こすだろう。おそらく現在の世代、特に西

洋人にとっては手がかりではない手がかりは、オカルト

に対する彼らの非常に盲目で無知な唯物論的不信によっ

て守られている。しかし、それにもかかわらず手がかり

は、キリスト教時代の初期の世紀にとても現実的であっ

たろうし、オカルト力の悪用と最悪の種類のソーサリー

（魔術）の降下のサイクルに入るオカルティズムの現実

を完全に確信した人々にとって、現実的であった。

かつてインド政府の役人だった A・P・シネット氏は

今世紀に初めて、「イニシエートたちの偉大なロッジ」

から直接、H・P・ブラヴァツキーによって伝えられた

情報から編集された本『エソテリック・ブディズム』で、

人間の真の本質を概説した。そしてこのように西洋文明

の前に古い教義を置いて、彼は自分の世代に大きな利益

を与え、神智学運動をかなり助けた。彼による人間の本

質の分類は次の通りである。

１体（ルーパ）

２生命力（プラーナ、ジーヴァ）

３アストラル体（リンガ・シャリーラ）

４動物魂（カーマ・ルーパ）

５人間魂（マナス）

６霊的魂（ブッディ）

７霊（アートマ）

（　）内の語は、英語の用語として彼が借用した同じ

意味のサンスクリット語である。この分類は、あらゆる

実際的な目的で今日に至るまで用いられているが、修正

と拡充の余地がある。例えば、アストラル体をカテゴリー

で 3 番目ではなく 2 番目に置く後の配置は、大体は変わ

らない。それはすぐに、「肉体と魂」という漠然とした

描写とは非常に違った＂人間とは何か＂という概念を与

え、またマインドは脳の所産であり肉体の一部だとする

物質主義の考えに大胆にも戦いを挑む。これらの原理は

すべて、インド人だけでなく多くのヨーロッパ人に様々

な方法で理解されていたため、今まで知られていなかっ

たとは主張できない。しかし人間の七重の構造の簡潔な
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説明は、進化を通して球体の連鎖の七構成と密接なつな

がりがあり、まだ与えられていない。フランス人の神父

エリファス・レヴィは、アストラル界およびアストラル

体について著述したが、教義の残りの知識を持っていな

かった。そしてヒンドゥー教徒たちは彼らの言語と哲学

に別の用語を持っていたが、七重の分類法を用いなかっ

た。しかし主に四重の分類法をよりどころにし、そして

（もし彼らが知っていたとすれば）私たちの地球を含む

七つの球体の連鎖の教えを確かに秘密にしたのだ。まこ

とに、今では亡くなった博学なヒンドゥー教徒のスバ・

ラウは七つの分類を知っていたが、彼はその分類は公表

されなかったし公表されることはないと主張した。

これらの構成要素を別の方法で考えると、低級な人間

は複合的な存在だと言えるが、人の真の性質は単一ある

いは不死の存在であり、霊と洞察力とマインドの三位一

体で構成される。マインドは、物質界で働き自然界から

経験を得るために、四つの低級な死を免れない道具また

は乗り物を必要とする。この三位一体はサンスクリット

語で「アートマ、ブッディ、マナス」と呼ばれ、英語で

表現するのが難しい用語である。「アートマ」は霊、「ブッ

ディ」は識別し判断する思考の最高の力、「マナス」は

マインドである。この三つの集まりは真の人間である。

そしてこの教義は、神学の父・子・聖霊の三つ組の教義

の起源である。低級な四つの道具または乗り物はこの表

に示される。

これらの低級な四つの物質的構成要素は、一時的で互

いに分離するのに加えて、それ自体が崩壊する実体であ

る。分離が始まる時間に達すると、結合は維持できなく

なり、物質の体は死んで、低級四つ組のそれぞれを構成

する原子は互いに分離し始める。バラバラになりつつあ

る集まったものの全体は、真の人間の道具として適さな

くなる。これは私たち人間が「死」と呼ぶものだが、真

の人間にとっての死ではない。なぜなら、真の人間は死

なず永続する、不死不滅のものだからだ。真の人間は「三

つ組」または不滅の三位一体と呼ばれ、それに対し死す

べき人間は「四つ組」または死を免れない四つとして知

られる。

この低級な人間の四つ組は、宇宙あるいは物質の法則

の所産である。低級な四つ組は他の物質的なものと同様

に、宇宙的な物質から時代の経過とともに進化してきた。

そしてそれゆえ、人類全体を支配する物質的、生理的、

霊的法則の対象となる。したがって、橋の建設に使用さ

れる金属間の引っ張ったひずみの限界を技術者が推測で

きるように、低級四つ組の持続可能な期間を計算できる。

したがって、これらの構成物で出来ている人間の形態の

中の集まりは、それが存在する進化上の期間の法則に

よって、持続期間が限られる。今、それは通常 70 年か

ら 100 年だが、その持続可能な期間はもっと長い。よっ

て、歴史上、普通の人が 200 歳まで生きたという例があ

る。そして自然界のオカルト法則の知識によって、持続

可能な期間の限界は 400 年近くにまで延長されるかもし

れない。

このように、私たちの性質の物質的な部分は、肉体の

目には見えないがそれでも物質であり、老衰の支配下に

ある第二の部門に含まれることがわかる。人々は一般に、

肉体の目で見えるものだけを本当のものだと認める癖が

あるため、ついに目に見えないものは本当ではないし物

質でもないと考えるようになった。しかし人々は、地上

界においてさえ有毒なガスは本当のそして強力な物質で

あるにもかかわらず見えないことを、そして水は状態が

変わって降水を引き起こすまで空中に浮遊し目に見えな

いで存在するということを忘れている。

詳細に入る前に、要約しよう。「真の人間」とはアー

トマ・ブッディ・マナスの三つ組、もしくは霊とマイン

ドであり、彼（真の人間）は自分自身を知るために特定

の行為者と道具を使って自然界と触れ合う。これらの道

具と行為者は下位の４つ、つまり低級四つ組にあり、カ

テゴリーがそれ自体である各原理は、それ自身が属して

いる場での特定の経験のための道具であり、肉体はこの

一連の本質全体の中で最も低級で、最も重要でなく、最

も一時的である。私たちが高級マインドから下って行く

途中で肉体に着くと、そのすべての器官が、内なる人間

が奪い去られた時に無用で無意味であると示される。視

覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚は、肉体に属するのではな

く第２の目に見えない肉体の人間に属し、それらの力を

行使するための本当の器官はアストラル体にあり、肉体

にあるのは機械的で外的な、自然界と内部なある本当の

器官との間の連繋を行うための道具である。

詳細については、師匠たちは「第 2 ラウンドで計画が変

わるが、今のこの時代には変更は起きないだろう」と述

べているだけである。したがって、それを教えることが

できない。だが、七つの主要な人種はこの惑星上で進化

しなければならず、人種の全集合体が七球体の全部の連

続を七回まわらなければならないということにはあいま

いさはない。

ここ（地球）では、人類は最初に男性としても女性と

しても現れなかった。最初は性別がなかったが、その後

雌雄同性体に変化し、そしてもっと後に男性と女性に分

かれた。人間が男性と女性に分かれたのは、18,000,000

年以上前である。そのため、これらの古の学派では、私

たちの人類は 18,000,000 歳を少し過ぎていると言われ

ている。

４章 人間の七つの本質

SEPTENARY CONSTITUTION OF MAN

　人間の性質を尊重することには、キリスト教国の宗

教界では現在二つの考えがある。一つは教義であり、も

う一つはそれの一般的な意味である。最初の一つ、教義

は教会では確かに秘密ではないが、平信徒が聞くにはあ

まり一般的ではないため、普通の人にとってほとんど難

解である。ほぼ誰もが自分には魂と体があると言い、そ

してそれで終わりである。魂とは何なのだろうか。そし

てそれが実在の人なのだろうか。魂はそれ自身が力を

持っているのだろうか。調査されていないのだろうか。

説教者は通常、自分自身を救済しようとしているのか、

それとも地獄に落とそうとしているのだろうか。そして、

魂を自分自身とは異なる何かだと言うことで、人々は自

分が魂ではないという基本的な意見を持った。なぜなら

自分から魂が失われてしまうかもしれないからである。

このことから物質主義の傾向が生じ、人は魂よりも肉体

に注意を払うようになり、後者はローマカトリックの司
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その人に復讐心をいだかぬこと。

【問】　しかし、人々に面と向かって本当のことを言うの

は危険なことがよくあります。そうお思いになりません

か？　面と向かって何か本当ではあっても不愉快なこと

を言われ、非難されたというだけでひどく気を悪くして、

脱会し、協会の最大の敵となった神智学協会の会員を私

は知っています。

【答】　そんな人はたくさんいます。偉い人でもつまらぬ

人でも、脱会した人はみなひどい敵となりました。

【問】　それはどうしてですか？

【答】　それは次のような理由です。たいていの場合、最

初は協会に熱心に献身し、惜しまずに賛辞を振りまき過

ぎたので、このような脱退者は自分の過去の熱意とあと

の脱会を、自分は無知であって騙された被害者だと言っ

て弁解することしかできません。こうして、責めを協会

の一般会員や特にその指導者に負わせます。このような

人達は、醜男が鏡に自分の顔を映し、曲がって映ったか

らと言って、鏡を地面に叩きつけて壊した昔話を思い出

させます。

【問】　しかし、どうしてこのような人々が協会に反対す

るようになるのですか？

【答】　多くの場合、何かしらの形で自尊心を傷つけられ

たからです。一般に自分の言うことや忠告が決定的で、

権威あるものとして取り上げられないため、または、彼

等は天国で仕えるよりも、むしろ地獄で王となろうとす

る人達だからです。簡単に言えば、何事でも人の次に立

つことのできない人々です。たとえば、何事にも威張 ( い

ば ) るある会員が、協会のほとんどの会員を、神智学徒

にもよその人達にも批判し、名誉を毀損しました。その

人は自分自身がいつもそうなのに、会員達は非神智学的

だという口実でみなを非難しました。そして結局、私達

はみな（特に創立者達）詐欺師であるという、とんでも

ない理由をつけて脱会しました。もう一人は協会の大き

な部門の長になろうとあらゆる手段を尽くして陰謀をた

くらんだ末、会員達は自分を受け入れてくれないことを

知って、協会の創立者達に刃向かいました。そして、創

立者の一人が自分を部門長にしないというだけで、機会

があるごとに創立者達をそしる、最もひどい敵になりま

した。これは傷つけられた自尊心の一例でしかありませ

ん。また他の人は黒魔術を行なうことを望み、実際に行

なったのです。つまり、協会に献身し、神智学の教える

美徳を守るふりをして、ある会員達に不当な心理的影響

を与えました。これをやめさせられると、この人は協会

と絶縁して、今では不運な指導者達を中傷し、嘘をつき、

自分がだますことのできなかった人達の名声を落として

協会を分裂させようとしています。

【問】　そのような人物にはどうすればよいのですか？

【答】　その人達のカルマに任せます。一人がするからと

言って、他の人も悪事をしてもよいというわけではない

からです。

【問】　しかし、中傷のことに戻れば、陰口と正当な批判

の間の境界線はどこに引いたらよいのでしょうか？　友

達や隣人が交際している人が危険な人物と分かったな

ら、警告するのは人の義務ではないでしょうか？

【答】　もちろん、他の人達が傷つけられるならば、そっ

とその人達に警告して危険を避けるようにすることは私

達の義務です。しかし、本当であれ嘘であれ、他人に対

する非難は決して広めてはいけません。もし本当であっ

ても、その過ちが犯す人だけで他人を誰も害さなければ、

その人をカルマに任せなさい。もし嘘だったら、沈黙す

ることで不正を世間に広げることを避けることになりま

す。ですから、直接関係のない人にはこのようなことに

ついては沈黙を守りなさい。しかし、あなたの慎重さと

沈黙が他人を傷つけたり、危険に会わせたりするような

ら、どんな犠牲を払っても真実を言いなさい。アネスレー

氏は「事情ではなく、義務だけを考えよ」と言います。「義

務の邪魔となるくらいなら、慎重さをなくせ」と叫ばな

ければならない場合もあります。

【問】　私が思いますには、あなたがこのような金言を実

行されるなら、とてもお困りになるのではありません

か！

【答】　そうです。正直に言えば、今、私達は初期のキリ

スト教徒達と同じ侮辱にさらされています。「神智学徒

達がどんなに愛し合っているかご覧なさい！」という皮

肉を言われたとしても、無理はありません。

（次号に続く）

神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク

会員達はどうしたら協会を助けられるか

【問】　あなたの協会の会員達はどうやってその仕事を助

けると期待なさいますか？

【答】　第一に、他の人達、特に若い人達を教えることが

できるように、神智学の教えを研究し理解することです。

第二には、何が神智学であり何が神智学でないかを他の

人々に説明する、あらゆる機会を設けることです。また、

この問題についての誤解を除き、興味を広げることによ

ります。第三には、お金がある時には本を買い、それを

人々に貸したり譲ったりし、また、友人にもそうするよ

う勧めることです。第四には、力の限りあらゆる合法的

な方法で、これまでかけられた中傷から協会を守ること

です。第五はこの中でもいちばん大切なことで、清い生

活によって人々の模範となることです。

【問】　あなたが非常に大切だと思っていらっしゃるこの

ような本を広げても、人類を助けるのにあまり役に立た

ないように私には思えます。それは実際的な慈善ではな

いのではありませんか。

【答】　私達はそうは思いません。思いのための栄養を与

える良書は、人々の心を強く明白にし、彼等がぼんやり

と感じてはいても明確に述べることのできない真理を把

握することができるようにすることで、実質的な善を行

いやすくなると私達は考えています。もちろん、あなた

が実際的な慈善行為と言っておられるもの、すなわち、

人々の生活のためになるようなことについても、私達は

できるだけのことをしたいと思っています。しかし、す

でに申しましたように、私達の多くは貧しく、協会はス

タッフに払うお金さえありません。協会のために働く私

達はみな労働をただで提供し、たいていの場合お金も出

しています。普通慈善行為と言われることをする資力を

持っているわずかな人達は仏教の教えに従い、代理では

なく、また慈善基金に公に寄附するのではなく、自分で

直接寄附をします。神智学徒がせねばならぬことは、何

よりも自分の人格我を忘れることです。

神智学徒のしてはならぬこと

【問】　協会には神智学に対して禁止事項はありますか？

【答】　そういった規則はたくさんあります。しかし、残

念ながらどれも実行されていません。それらの規則は私

達の団体の理想を表しています。ですが、その応用は会

員自身の判断に任せるほかありません。不幸なことに、

今世紀の人間の心の状態は非常に低いので、もし私達が

このような規則をいわば廃れたままにしておかなけれ

ば、敢えて神智学協会に入会しようとする人達はいなく

なってしまうでしょう。ですから、本当の神智学と、一

生懸命努力しようとしてはいるが、まだ不適格なその媒

体である神智学協会との違いに重きを置く必要があると

思います。

【問】　神智学の大海の中にあるそうした危険な暗礁は何

であるか話して下さいますか？

【答】　暗礁とはうまくおっしゃったものです。まじめで

善意のある会員が一人ならず、自分の神智学の船をその

ような暗礁に乗り上げて、ばらばらに砕いてしまったか

らです！　しかし、ある落とし穴を避けるのは、この世

でいちばんやさしいことのようです。例えば、神智学の

積極的な義務となるいくつかの禁止条項があります。そ

の一例をあげましょう。無実の人々が悪く言われたり中

傷されているのを聞いたら、それが会員であってもなく

ても、神智学徒は黙っていてはなりません。

【問】　聞いたことが本当である時、または本当かどうか

分からない時はどうすればよいのですか？

【答】　その場合、その主張の根拠を相手に求め、公平に

両方の言い分を聞かなければなりません。そうしないで、

抗議もせずに非難を聞いてはいけません。言われたこと

が正確であるという否定できない証拠を得るまでは、悪

口を信じる権利はありません。

【問】　そのような証拠を得たなら、どうすればよいので

すか？

【答】　憐れみ、寛容、同情、忍従で、罪を犯している同

胞を許し、誤った者達にはできる限りゆるやかな刑罰に

処さなければなりません。神智学徒は、過ちは人間の短

所や弱点によるものであることを決して忘れてはなりま

せん。

【問】　そのような時、全く許さなければならないのです

か？

【答】　どの場合にも、特に自分自身が罪の被害者である

場合です。

【問】　しかし、許すことでその人を傷つけたり、他人を

傷つけたりしたらどうすべきでしょうか？

【答】　自分の義務、つまり良心と高級本質が示してくれ

るものに従わなければなりません。しかし、それも十分

に熟慮してからのことです。正義はいかなる生きている

ものも傷つけないということですが、正義はまた、罪を

犯した者を野放しにしておいて、誰かを傷つけさせるの

を許してはならないと命じます。

【問】　他の禁止的な規則はどんなものですか？

【答】　神智学徒は自分に対して、まして他人に対して本

当の善行をせずに、怠惰で、不真面な生き方で満足して

はいけません。神智学徒なら、たとえ人類のために骨を

折ることができなくても、自分の助けを必要としている

少数の人達のために働いて、それによって神智学運動の

振興のために努めるべきです。

【問】　それには並々ならぬ性質が必要ですし、ある人達

にはかなり難しいでしょう。

【答】　それならば、そのような人は偽善的な行動をしな

いで、神智学協会に入会しないほうがよいでしょう。献

身であろうと、時間であろうと、仕事であろうと、金銭

であろうと、自分ができる以上を誰も要求されてはいま

せん。

【問】　次は何ですか？

【答】　会のために働く会員は神智学を研究するのに、自

分の個人的な進歩や熟達をあまり重視せず、むしろ自分

の力の及ぶ限り、愛他的な仕事をする覚悟がなければい

けません。神智学活動の重荷と責任全部を、少数の献身

的な働き手の肩にゆだねてはいけません。どの会員も共

同の仕事を、自分ができるだけすることを義務と感じ、

手を尽してそれを助けるべきです。

【問】　それはもっともです。その次は何ですか？

【答】　神智学徒は協会の名誉よりも、自分の虚栄や感情

を重視してはなりません。協会を犠牲にする人々また、

他の人々の名声を自分の個人的虚栄や世俗的利益、高慢

などの祭壇の生贄 ( いけにえ ) にする人は協会から追い

出すべきです。片足が癌にかかれば全身が病気になりま

す。

【問】　他の人達を教え、神智学を説くのは、各会員の義

務ですか？

【答】　そうです。自分は少ししか知らないので教えられ

ないと言い訳して怠ける権利はどの会員にもありませ

ん。きっとその人は、自分よりもっと知らない人を見つ

けることができるでしょう。そして、他人を教えるとは

じめて自分が本当に無知であったことに気が付き、自分

の無知を除こうとするのです。けれども、これは小さい

ほうの条項です。

【問】　ではこのような神智学の義務の禁止事項の主なも

のは何だとお思いですか？

【答】　自分の過ちを認め、告白する覚悟をいつもしてい

ること。隣人の努力の真価を見逃すよりも、むしろ褒め

過ぎて誤ること。決して他人の陰口を言ったり、中傷し

ないこと。他人に反対することがあるなら、いつも面と

向かって正直に言うこと。他人に対する悪口を聞いても

決して人に言わず、たまたま自分を傷つける人がいても、
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その人に復讐心をいだかぬこと。

【問】　しかし、人々に面と向かって本当のことを言うの

は危険なことがよくあります。そうお思いになりません

か？　面と向かって何か本当ではあっても不愉快なこと

を言われ、非難されたというだけでひどく気を悪くして、

脱会し、協会の最大の敵となった神智学協会の会員を私

は知っています。

【答】　そんな人はたくさんいます。偉い人でもつまらぬ

人でも、脱会した人はみなひどい敵となりました。

【問】　それはどうしてですか？

【答】　それは次のような理由です。たいていの場合、最

初は協会に熱心に献身し、惜しまずに賛辞を振りまき過

ぎたので、このような脱退者は自分の過去の熱意とあと

の脱会を、自分は無知であって騙された被害者だと言っ

て弁解することしかできません。こうして、責めを協会

の一般会員や特にその指導者に負わせます。このような

人達は、醜男が鏡に自分の顔を映し、曲がって映ったか

らと言って、鏡を地面に叩きつけて壊した昔話を思い出

させます。

【問】　しかし、どうしてこのような人々が協会に反対す

るようになるのですか？

【答】　多くの場合、何かしらの形で自尊心を傷つけられ

たからです。一般に自分の言うことや忠告が決定的で、

権威あるものとして取り上げられないため、または、彼

等は天国で仕えるよりも、むしろ地獄で王となろうとす

る人達だからです。簡単に言えば、何事でも人の次に立

つことのできない人々です。たとえば、何事にも威張 ( い

ば ) るある会員が、協会のほとんどの会員を、神智学徒

にもよその人達にも批判し、名誉を毀損しました。その

人は自分自身がいつもそうなのに、会員達は非神智学的

だという口実でみなを非難しました。そして結局、私達

はみな（特に創立者達）詐欺師であるという、とんでも

ない理由をつけて脱会しました。もう一人は協会の大き

な部門の長になろうとあらゆる手段を尽くして陰謀をた

くらんだ末、会員達は自分を受け入れてくれないことを

知って、協会の創立者達に刃向かいました。そして、創

立者の一人が自分を部門長にしないというだけで、機会

があるごとに創立者達をそしる、最もひどい敵になりま

した。これは傷つけられた自尊心の一例でしかありませ

ん。また他の人は黒魔術を行なうことを望み、実際に行

なったのです。つまり、協会に献身し、神智学の教える

美徳を守るふりをして、ある会員達に不当な心理的影響

を与えました。これをやめさせられると、この人は協会

と絶縁して、今では不運な指導者達を中傷し、嘘をつき、

自分がだますことのできなかった人達の名声を落として

協会を分裂させようとしています。

【問】　そのような人物にはどうすればよいのですか？

【答】　その人達のカルマに任せます。一人がするからと

言って、他の人も悪事をしてもよいというわけではない

からです。

【問】　しかし、中傷のことに戻れば、陰口と正当な批判

の間の境界線はどこに引いたらよいのでしょうか？　友

達や隣人が交際している人が危険な人物と分かったな

ら、警告するのは人の義務ではないでしょうか？

【答】　もちろん、他の人達が傷つけられるならば、そっ

とその人達に警告して危険を避けるようにすることは私

達の義務です。しかし、本当であれ嘘であれ、他人に対

する非難は決して広めてはいけません。もし本当であっ

ても、その過ちが犯す人だけで他人を誰も害さなければ、

その人をカルマに任せなさい。もし嘘だったら、沈黙す

ることで不正を世間に広げることを避けることになりま

す。ですから、直接関係のない人にはこのようなことに

ついては沈黙を守りなさい。しかし、あなたの慎重さと

沈黙が他人を傷つけたり、危険に会わせたりするような

ら、どんな犠牲を払っても真実を言いなさい。アネスレー

氏は「事情ではなく、義務だけを考えよ」と言います。「義

務の邪魔となるくらいなら、慎重さをなくせ」と叫ばな

ければならない場合もあります。

【問】　私が思いますには、あなたがこのような金言を実

行されるなら、とてもお困りになるのではありません

か！

【答】　そうです。正直に言えば、今、私達は初期のキリ

スト教徒達と同じ侮辱にさらされています。「神智学徒

達がどんなに愛し合っているかご覧なさい！」という皮

肉を言われたとしても、無理はありません。

（次号に続く）

会員達はどうしたら協会を助けられるか

【問】　あなたの協会の会員達はどうやってその仕事を助

けると期待なさいますか？

【答】　第一に、他の人達、特に若い人達を教えることが

できるように、神智学の教えを研究し理解することです。

第二には、何が神智学であり何が神智学でないかを他の

人々に説明する、あらゆる機会を設けることです。また、

この問題についての誤解を除き、興味を広げることによ

ります。第三には、お金がある時には本を買い、それを

人々に貸したり譲ったりし、また、友人にもそうするよ

う勧めることです。第四には、力の限りあらゆる合法的

な方法で、これまでかけられた中傷から協会を守ること

です。第五はこの中でもいちばん大切なことで、清い生

活によって人々の模範となることです。

【問】　あなたが非常に大切だと思っていらっしゃるこの

ような本を広げても、人類を助けるのにあまり役に立た

ないように私には思えます。それは実際的な慈善ではな

いのではありませんか。

【答】　私達はそうは思いません。思いのための栄養を与

える良書は、人々の心を強く明白にし、彼等がぼんやり

と感じてはいても明確に述べることのできない真理を把

握することができるようにすることで、実質的な善を行

いやすくなると私達は考えています。もちろん、あなた

が実際的な慈善行為と言っておられるもの、すなわち、

人々の生活のためになるようなことについても、私達は

できるだけのことをしたいと思っています。しかし、す

でに申しましたように、私達の多くは貧しく、協会はス

タッフに払うお金さえありません。協会のために働く私

達はみな労働をただで提供し、たいていの場合お金も出

しています。普通慈善行為と言われることをする資力を

持っているわずかな人達は仏教の教えに従い、代理では

なく、また慈善基金に公に寄附するのではなく、自分で

直接寄附をします。神智学徒がせねばならぬことは、何

よりも自分の人格我を忘れることです。

神智学徒のしてはならぬこと

【問】　協会には神智学に対して禁止事項はありますか？

【答】　そういった規則はたくさんあります。しかし、残

念ながらどれも実行されていません。それらの規則は私

達の団体の理想を表しています。ですが、その応用は会

員自身の判断に任せるほかありません。不幸なことに、

今世紀の人間の心の状態は非常に低いので、もし私達が

このような規則をいわば廃れたままにしておかなけれ

ば、敢えて神智学協会に入会しようとする人達はいなく

なってしまうでしょう。ですから、本当の神智学と、一

生懸命努力しようとしてはいるが、まだ不適格なその媒

体である神智学協会との違いに重きを置く必要があると

思います。

【問】　神智学の大海の中にあるそうした危険な暗礁は何

であるか話して下さいますか？

【答】　暗礁とはうまくおっしゃったものです。まじめで

善意のある会員が一人ならず、自分の神智学の船をその

ような暗礁に乗り上げて、ばらばらに砕いてしまったか

らです！　しかし、ある落とし穴を避けるのは、この世

でいちばんやさしいことのようです。例えば、神智学の

積極的な義務となるいくつかの禁止条項があります。そ

の一例をあげましょう。無実の人々が悪く言われたり中

傷されているのを聞いたら、それが会員であってもなく

ても、神智学徒は黙っていてはなりません。

【問】　聞いたことが本当である時、または本当かどうか

分からない時はどうすればよいのですか？

【答】　その場合、その主張の根拠を相手に求め、公平に

両方の言い分を聞かなければなりません。そうしないで、

抗議もせずに非難を聞いてはいけません。言われたこと

が正確であるという否定できない証拠を得るまでは、悪

口を信じる権利はありません。

【問】　そのような証拠を得たなら、どうすればよいので

すか？

【答】　憐れみ、寛容、同情、忍従で、罪を犯している同

胞を許し、誤った者達にはできる限りゆるやかな刑罰に

処さなければなりません。神智学徒は、過ちは人間の短

所や弱点によるものであることを決して忘れてはなりま

せん。

【問】　そのような時、全く許さなければならないのです

か？

【答】　どの場合にも、特に自分自身が罪の被害者である

場合です。

【問】　しかし、許すことでその人を傷つけたり、他人を

傷つけたりしたらどうすべきでしょうか？

【答】　自分の義務、つまり良心と高級本質が示してくれ

るものに従わなければなりません。しかし、それも十分

に熟慮してからのことです。正義はいかなる生きている

ものも傷つけないということですが、正義はまた、罪を

犯した者を野放しにしておいて、誰かを傷つけさせるの

を許してはならないと命じます。

【問】　他の禁止的な規則はどんなものですか？

【答】　神智学徒は自分に対して、まして他人に対して本

当の善行をせずに、怠惰で、不真面な生き方で満足して

はいけません。神智学徒なら、たとえ人類のために骨を

折ることができなくても、自分の助けを必要としている

少数の人達のために働いて、それによって神智学運動の

振興のために努めるべきです。

【問】　それには並々ならぬ性質が必要ですし、ある人達

にはかなり難しいでしょう。

【答】　それならば、そのような人は偽善的な行動をしな

いで、神智学協会に入会しないほうがよいでしょう。献

身であろうと、時間であろうと、仕事であろうと、金銭

であろうと、自分ができる以上を誰も要求されてはいま

せん。

【問】　次は何ですか？

【答】　会のために働く会員は神智学を研究するのに、自

分の個人的な進歩や熟達をあまり重視せず、むしろ自分

の力の及ぶ限り、愛他的な仕事をする覚悟がなければい

けません。神智学活動の重荷と責任全部を、少数の献身

的な働き手の肩にゆだねてはいけません。どの会員も共

同の仕事を、自分ができるだけすることを義務と感じ、

手を尽してそれを助けるべきです。

【問】　それはもっともです。その次は何ですか？

【答】　神智学徒は協会の名誉よりも、自分の虚栄や感情

を重視してはなりません。協会を犠牲にする人々また、

他の人々の名声を自分の個人的虚栄や世俗的利益、高慢

などの祭壇の生贄 ( いけにえ ) にする人は協会から追い

出すべきです。片足が癌にかかれば全身が病気になりま

す。

【問】　他の人達を教え、神智学を説くのは、各会員の義

務ですか？

【答】　そうです。自分は少ししか知らないので教えられ

ないと言い訳して怠ける権利はどの会員にもありませ

ん。きっとその人は、自分よりもっと知らない人を見つ

けることができるでしょう。そして、他人を教えるとは

じめて自分が本当に無知であったことに気が付き、自分

の無知を除こうとするのです。けれども、これは小さい

ほうの条項です。

【問】　ではこのような神智学の義務の禁止事項の主なも

のは何だとお思いですか？

【答】　自分の過ちを認め、告白する覚悟をいつもしてい

ること。隣人の努力の真価を見逃すよりも、むしろ褒め

過ぎて誤ること。決して他人の陰口を言ったり、中傷し

ないこと。他人に反対することがあるなら、いつも面と

向かって正直に言うこと。他人に対する悪口を聞いても

決して人に言わず、たまたま自分を傷つける人がいても、
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その人に復讐心をいだかぬこと。

【問】　しかし、人々に面と向かって本当のことを言うの

は危険なことがよくあります。そうお思いになりません

か？　面と向かって何か本当ではあっても不愉快なこと

を言われ、非難されたというだけでひどく気を悪くして、

脱会し、協会の最大の敵となった神智学協会の会員を私

は知っています。

【答】　そんな人はたくさんいます。偉い人でもつまらぬ

人でも、脱会した人はみなひどい敵となりました。

【問】　それはどうしてですか？

【答】　それは次のような理由です。たいていの場合、最

初は協会に熱心に献身し、惜しまずに賛辞を振りまき過

ぎたので、このような脱退者は自分の過去の熱意とあと

の脱会を、自分は無知であって騙された被害者だと言っ

て弁解することしかできません。こうして、責めを協会

の一般会員や特にその指導者に負わせます。このような

人達は、醜男が鏡に自分の顔を映し、曲がって映ったか

らと言って、鏡を地面に叩きつけて壊した昔話を思い出

させます。

【問】　しかし、どうしてこのような人々が協会に反対す

るようになるのですか？

【答】　多くの場合、何かしらの形で自尊心を傷つけられ

たからです。一般に自分の言うことや忠告が決定的で、

権威あるものとして取り上げられないため、または、彼

等は天国で仕えるよりも、むしろ地獄で王となろうとす

る人達だからです。簡単に言えば、何事でも人の次に立

つことのできない人々です。たとえば、何事にも威張 ( い

ば ) るある会員が、協会のほとんどの会員を、神智学徒

にもよその人達にも批判し、名誉を毀損しました。その

人は自分自身がいつもそうなのに、会員達は非神智学的

だという口実でみなを非難しました。そして結局、私達

はみな（特に創立者達）詐欺師であるという、とんでも

ない理由をつけて脱会しました。もう一人は協会の大き

な部門の長になろうとあらゆる手段を尽くして陰謀をた

くらんだ末、会員達は自分を受け入れてくれないことを

知って、協会の創立者達に刃向かいました。そして、創

立者の一人が自分を部門長にしないというだけで、機会

があるごとに創立者達をそしる、最もひどい敵になりま

した。これは傷つけられた自尊心の一例でしかありませ

ん。また他の人は黒魔術を行なうことを望み、実際に行

なったのです。つまり、協会に献身し、神智学の教える

美徳を守るふりをして、ある会員達に不当な心理的影響

を与えました。これをやめさせられると、この人は協会

と絶縁して、今では不運な指導者達を中傷し、嘘をつき、

自分がだますことのできなかった人達の名声を落として

協会を分裂させようとしています。

【問】　そのような人物にはどうすればよいのですか？

【答】　その人達のカルマに任せます。一人がするからと

言って、他の人も悪事をしてもよいというわけではない

からです。

【問】　しかし、中傷のことに戻れば、陰口と正当な批判

の間の境界線はどこに引いたらよいのでしょうか？　友

達や隣人が交際している人が危険な人物と分かったな

ら、警告するのは人の義務ではないでしょうか？

【答】　もちろん、他の人達が傷つけられるならば、そっ

とその人達に警告して危険を避けるようにすることは私

達の義務です。しかし、本当であれ嘘であれ、他人に対

する非難は決して広めてはいけません。もし本当であっ

ても、その過ちが犯す人だけで他人を誰も害さなければ、

その人をカルマに任せなさい。もし嘘だったら、沈黙す

ることで不正を世間に広げることを避けることになりま

す。ですから、直接関係のない人にはこのようなことに

ついては沈黙を守りなさい。しかし、あなたの慎重さと

沈黙が他人を傷つけたり、危険に会わせたりするような

ら、どんな犠牲を払っても真実を言いなさい。アネスレー

氏は「事情ではなく、義務だけを考えよ」と言います。「義

務の邪魔となるくらいなら、慎重さをなくせ」と叫ばな

ければならない場合もあります。

【問】　私が思いますには、あなたがこのような金言を実

行されるなら、とてもお困りになるのではありません

か！

【答】　そうです。正直に言えば、今、私達は初期のキリ

スト教徒達と同じ侮辱にさらされています。「神智学徒

達がどんなに愛し合っているかご覧なさい！」という皮

肉を言われたとしても、無理はありません。

（次号に続く）

会員達はどうしたら協会を助けられるか

【問】　あなたの協会の会員達はどうやってその仕事を助

けると期待なさいますか？

【答】　第一に、他の人達、特に若い人達を教えることが

できるように、神智学の教えを研究し理解することです。

第二には、何が神智学であり何が神智学でないかを他の

人々に説明する、あらゆる機会を設けることです。また、

この問題についての誤解を除き、興味を広げることによ

ります。第三には、お金がある時には本を買い、それを

人々に貸したり譲ったりし、また、友人にもそうするよ

う勧めることです。第四には、力の限りあらゆる合法的

な方法で、これまでかけられた中傷から協会を守ること

です。第五はこの中でもいちばん大切なことで、清い生

活によって人々の模範となることです。

【問】　あなたが非常に大切だと思っていらっしゃるこの

ような本を広げても、人類を助けるのにあまり役に立た

ないように私には思えます。それは実際的な慈善ではな

いのではありませんか。

【答】　私達はそうは思いません。思いのための栄養を与

える良書は、人々の心を強く明白にし、彼等がぼんやり

と感じてはいても明確に述べることのできない真理を把

握することができるようにすることで、実質的な善を行

いやすくなると私達は考えています。もちろん、あなた

が実際的な慈善行為と言っておられるもの、すなわち、

人々の生活のためになるようなことについても、私達は

できるだけのことをしたいと思っています。しかし、す

でに申しましたように、私達の多くは貧しく、協会はス

タッフに払うお金さえありません。協会のために働く私

達はみな労働をただで提供し、たいていの場合お金も出

しています。普通慈善行為と言われることをする資力を

持っているわずかな人達は仏教の教えに従い、代理では

なく、また慈善基金に公に寄附するのではなく、自分で

直接寄附をします。神智学徒がせねばならぬことは、何

よりも自分の人格我を忘れることです。

神智学徒のしてはならぬこと

【問】　協会には神智学に対して禁止事項はありますか？

【答】　そういった規則はたくさんあります。しかし、残

念ながらどれも実行されていません。それらの規則は私

達の団体の理想を表しています。ですが、その応用は会

員自身の判断に任せるほかありません。不幸なことに、

今世紀の人間の心の状態は非常に低いので、もし私達が

このような規則をいわば廃れたままにしておかなけれ

ば、敢えて神智学協会に入会しようとする人達はいなく

なってしまうでしょう。ですから、本当の神智学と、一

生懸命努力しようとしてはいるが、まだ不適格なその媒

体である神智学協会との違いに重きを置く必要があると

思います。

【問】　神智学の大海の中にあるそうした危険な暗礁は何

であるか話して下さいますか？

【答】　暗礁とはうまくおっしゃったものです。まじめで

善意のある会員が一人ならず、自分の神智学の船をその

ような暗礁に乗り上げて、ばらばらに砕いてしまったか

らです！　しかし、ある落とし穴を避けるのは、この世

でいちばんやさしいことのようです。例えば、神智学の

積極的な義務となるいくつかの禁止条項があります。そ

の一例をあげましょう。無実の人々が悪く言われたり中

傷されているのを聞いたら、それが会員であってもなく

ても、神智学徒は黙っていてはなりません。

【問】　聞いたことが本当である時、または本当かどうか

分からない時はどうすればよいのですか？

【答】　その場合、その主張の根拠を相手に求め、公平に

両方の言い分を聞かなければなりません。そうしないで、

抗議もせずに非難を聞いてはいけません。言われたこと

が正確であるという否定できない証拠を得るまでは、悪

口を信じる権利はありません。

【問】　そのような証拠を得たなら、どうすればよいので

すか？

【答】　憐れみ、寛容、同情、忍従で、罪を犯している同

胞を許し、誤った者達にはできる限りゆるやかな刑罰に

処さなければなりません。神智学徒は、過ちは人間の短

所や弱点によるものであることを決して忘れてはなりま

せん。

【問】　そのような時、全く許さなければならないのです

か？

【答】　どの場合にも、特に自分自身が罪の被害者である

場合です。

【問】　しかし、許すことでその人を傷つけたり、他人を

傷つけたりしたらどうすべきでしょうか？

【答】　自分の義務、つまり良心と高級本質が示してくれ

るものに従わなければなりません。しかし、それも十分

に熟慮してからのことです。正義はいかなる生きている

ものも傷つけないということですが、正義はまた、罪を

犯した者を野放しにしておいて、誰かを傷つけさせるの

を許してはならないと命じます。

【問】　他の禁止的な規則はどんなものですか？

【答】　神智学徒は自分に対して、まして他人に対して本

当の善行をせずに、怠惰で、不真面な生き方で満足して

はいけません。神智学徒なら、たとえ人類のために骨を

折ることができなくても、自分の助けを必要としている

少数の人達のために働いて、それによって神智学運動の

振興のために努めるべきです。

【問】　それには並々ならぬ性質が必要ですし、ある人達

にはかなり難しいでしょう。

【答】　それならば、そのような人は偽善的な行動をしな

いで、神智学協会に入会しないほうがよいでしょう。献

身であろうと、時間であろうと、仕事であろうと、金銭

であろうと、自分ができる以上を誰も要求されてはいま

せん。

【問】　次は何ですか？

【答】　会のために働く会員は神智学を研究するのに、自

分の個人的な進歩や熟達をあまり重視せず、むしろ自分

の力の及ぶ限り、愛他的な仕事をする覚悟がなければい

けません。神智学活動の重荷と責任全部を、少数の献身

的な働き手の肩にゆだねてはいけません。どの会員も共

同の仕事を、自分ができるだけすることを義務と感じ、

手を尽してそれを助けるべきです。

【問】　それはもっともです。その次は何ですか？

【答】　神智学徒は協会の名誉よりも、自分の虚栄や感情

を重視してはなりません。協会を犠牲にする人々また、

他の人々の名声を自分の個人的虚栄や世俗的利益、高慢

などの祭壇の生贄 ( いけにえ ) にする人は協会から追い

出すべきです。片足が癌にかかれば全身が病気になりま

す。

【問】　他の人達を教え、神智学を説くのは、各会員の義

務ですか？

【答】　そうです。自分は少ししか知らないので教えられ

ないと言い訳して怠ける権利はどの会員にもありませ

ん。きっとその人は、自分よりもっと知らない人を見つ

けることができるでしょう。そして、他人を教えるとは

じめて自分が本当に無知であったことに気が付き、自分

の無知を除こうとするのです。けれども、これは小さい

ほうの条項です。

【問】　ではこのような神智学の義務の禁止事項の主なも

のは何だとお思いですか？

【答】　自分の過ちを認め、告白する覚悟をいつもしてい

ること。隣人の努力の真価を見逃すよりも、むしろ褒め

過ぎて誤ること。決して他人の陰口を言ったり、中傷し

ないこと。他人に反対することがあるなら、いつも面と

向かって正直に言うこと。他人に対する悪口を聞いても

決して人に言わず、たまたま自分を傷つける人がいても、
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四　質疑応答

⑴「実践的オカルティズム」について

【問】　先月号の「実践的オカルティズム」という非常に

興味深い論文では、師匠は弟子を教え始めた時から、弟

子がイニシエーションを受け大師となり自分の弟子達に

対して責任を取れるようになるまで、オカルト科学に関

して弟子の一切の罪の責任を引き受けることになってい

ると言われています。

　幾世紀もの間「個人主義」に慣れきった西洋人達の心

にとって、前記の法則の正義は理解し難く、従ってその

真実性の理解も難しいことです。この法則の正しさを直

観するが、理論的な理由などを示すことができない者は

何人もいるはずですから、より詳しく説明していただけ

ましたら有り難く思います。

【答】　有力で論理的な理由は次の事実にある。つまり、

普通の生活の場合でも、一般にいえば親や保母や家庭教

師や学校の先生などは子供の未来の倫理感や習慣に対し

て責任を負うということである。すりの技術を親に教

わった哀れな子供は、その罪の責任を負うことなく、か

えって、すりを働いてもいいということを子供の心に印

象づけた者達がその重大な結果を引き受けなければなら

ない。さもなければ、論理も正義もないだろう。西洋人

達の心が「個人主義に慣れきった」とはいえ、このこと

を理解できないはずはあるまい。「結果の世界」である

この世では、理性が開いていない子供の、印象を受けや

すい心の形成に影響を与えた人達が、子供の頃に行なわ

れた作為犯と不作為犯及び若い時の教育が後に生み出す

結果に対して責任を負うとすれば、「霊的グル」はさら

に重い責任を受けなければならない。グルは弟子の手を

引いて全く未知の世界を紹介するのである。この世界は、

目に見えないが常に強く働いてい原因の世界である。そ

れは、カルマの活動と媒体と力という細いが切れること

のない糸であり、聖なるマインドの領域ではカルマその

ものである。動機が善くて価値のある活動でも、悪い結

果を生み出すということもあるが、アデプトは一たび目

に見えない原因の世界を悟ったら、活動の結果を知らな

かったと自己弁解することができなくなる。いうのも、

この神秘的な世界を知るオカルティストは、前もって計

画した行為であろうと、全く計画性のない行為であろう

と、あらゆる行為の前に開く二つの道を予見して、する

場合しない場合、両方の場合の結果を確実に知る方法を

もっているからである。弟子はこの原則に従って活動す

るが、無知のために自分の透視力と識別力を完全に信頼

できない間、危険な領域へ連れて行った道案内は弟子の

罪に対して責任を負うのは当然のことではないだろう

か？

⑵ 見込みはないか

【問】　「ルシファー」四月号でオカルト研究の必須条件

について読んでから、この雑誌の読者達はオカルティス

トになるのをあきらめたほうがいいと私は思います。英

国では、修道院以外は、そのような条件を満たしている

場所はないでしょう。神々が許して下されば私は将来医

師になる予定でいますが、その場合、第八条件を満たす

ことは不可能となります。これは非常に遺憾に思います。

というのも、医業で成功するためにオカルティズムを研
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究することは特に必要のように思えるからです。（「成功」

というと、医師だけでなく、関係者全員にとっての成功

を意味します。）

　次のことを質問させていただき、『ルシファー』でお

返事を下されば有り難く存じます。すなわち、英国でオ

カルティズムを研究することができるでしょうか？

　最後につけ加えざるを得ないことですが、科学的な

ジャーナルとして『ルシファー』を評価し、『キリスト

に倣いて』と共に宗教生活のガイドブックとして貴誌を

尊びます。

ディヴィド・クライトン

マリシャル大学、アバディーン

【答】　ご意見は悲観的すぎる。いきなり高度のオカル

ティズムの道に入らずに、オカルト科学の様々な分野を

研究すればためになるだろう。クライトン氏の場合は特

にそうである。将来、医師になる時、薬草や鉱物や自然

界のほかの物の治療効果について知ることは、オカル

ティズムやテオパニアの心理学や形而上学についての知

識よりもはるかに重要であろう。このために、パタンジャ

リの『ヨーガ経』とターラカ・ラージャ・ヨーガの瞑想

法を身につけるよりも、パラケルススとヴァン・ヘルモ

ント達の著作を勉強して理解しようとするほうが役に立

つのである。

　オカルティズム（あるいは、もっと正確に言えばオカ

ルティズムの様々な科学分野や技術）を研究しようと思

えば、英国を含めて世界のどこにいても研究できるもの

である。しかし英国では激しい利己主義がはびこってお

り、低級な磁気のために人の霊性が自由に現れることが

できないので、孤独な状態で研究する方が最も効果があ

る。

⑶　二、三の疑問

　神智学に関する質問を受けておられるようですから、

二、三の質問をさせていただきたく、お返事をいただけ

れば有り難く思います。

【問一】　科学に知られている九惑星と神智学のいう七惑

星をどう一致させればよいのでしょうか。

【答】　『シークレット・ドクトリン』の数個所でその理

由を述べている（訳注：例『Secret Doctrine I』五七五頁）。

【問二】　働かなくても暮らせるほどの資産家でない限

り、どうして弟子道に入って暮らして行けるでしょう？

　『ルシファー』四月号に書いてある最初の規則のため

に、本を書くことはできるかもしれませんが、それ以外

のどんな職業であっても、仕事をして生活する人は梯子

の第一段でさえも上ることができないようです。アデプ

トになろうとする人の大望を支えるために他の人が数年

間苦労して自己犠牲すべきであるということになるので

しょうか？　もしそうであるなら、神智学の原理の立場

からは他人のために働く身分の低い者のほうが、正しく

完成の道を進んでいるように思えます。

【答】　弟子道は生計の手段などとは一切関係がない。な

ぜなら人間は、肉体や環境から自分の心を完全に孤立さ

せることができるからである。弟子道とは、厳重な規則

に従った物質界での生活ではなくて、心の状態である。

これは特に最初の見習い期間についていえることであ

る。去年の四月号で述べた規則はあとの段階、すなわち、

神通力や洞察力を開発する、実際のオカルト・トレーニ

ングに当てはまるものである。しかしこの規則は、すべ

ての志願者ができる限り守るべき生活様式を示している

だけである。その生活様式は、皆が熱望する目的の実現

を助けるからである。

　オカルティズムは「内なる人間」（the inner man）と

関係するということを忘れてはならない。内なる人間を

強力にし、肉体と環境の支配から解放し、ついには肉体

と環境を支配するようにしなければならない。従って、

弟子道が最初に必要とすることは主に、絶対的な無私無

欲の精神と真理への献身である。その次に、自覚と自制

心が必要なのである。これらの性質は最も重要であり、

厳しい生活のルールを守ることは二次的な問題である。

【問三】　女性が完全なアデプトになるということがある

でしょうか。仮に、道では避け難い苦難を肉体的に耐え

ることができるとすれば、女性の霊的性質と知的能力は

アデプトになることを可能とするでしょうか。今生でひ

どい目にあったフレタの例は、女性がアデプトになるの

は不可能だと示しているようです。しかしすべての愛と

すべての智慧を包含する神は、男性なら達成できる高級

の智慧を身につける手段と可能性を（愛は神の男性原理、

智慧は女性原理だから）、その智慧を代表する人類の半

分すなわち女性に与えないのは、不公平でおかしなこと

です。

『ルシファー』でのご説明を期待しております。

――ＣＳ

ストックホルム

【答】　フレタは黒魔術師だったので、ひどい目にあった。

彼女はドゥグパの女王として、骨の髄まで利己的で、権

力欲を満たすためにすべてのものを犠牲にしようとし

た。（訳注：フレタはメイべル・コリンズ著の小説『花と実』

の主人公。）

高位のアデプトになる可能性は、女性、男性に変わりは

ない。ヨーロッパの女性がこの可能性を実現しないのは

幼い時の教育と、女性を男性よりも低いものと見なす社

会的な偏見のためである。キリスト教の国々では、主に

ユダヤの聖書に基づいたこの偏見は大きな呪いであり、

男性達はそれをうまく利用してきた。

⑷　投稿欄の質疑応答

ニューヨークのある一人の投稿者は次のように書いてい

る。

【問】　もし『ルシファー』の編集者達が次のことを説明

して下されば、編集者達が推進している運動に引きつけ

られている人達に大きな恩恵を施すことになりましょ

う。

　神智学者＝オカルティストになりたがっている人は、

家族愛や親、妻、子供、友人などに対する愛情というこ

の世の絆や義務を捨てる必要がありますか。

ある神智学関係の出版物はそのようにいっているという

噂があるので、私はこの質問をします。このような必須

条件は本当にあなた方のルールにあるでしょうか。同じ

ようなことが新約聖書にもあります。「わたしよりも父

または母を愛する者は、わたしにふさわしくない。わた

しよりも息子や娘を愛する者はわたしにふさわしくな

い」などと『マタイによる福音書』一〇章三七節にあり

ます。神智学の大師方は同じようなことを要求なさいま

すか。

光の探求で、

ＬＭＣ

【答】　これは非常に古い問題であり、また最初は神智学

の敵達によって作られた神智学に対するさらに古い非難

である。とにかく答えははっきりと「ノー！」である。

そのような虚偽と中傷を広めるという大失敗を犯す神智

学的な出版物などはあるはずがない。そのような条件で

は受け入れられた神智学徒は一人としていないし、まし

て「神智学の大師方」の弟子（つまりグルのチェーラ）

はあり得ない。志願者は多いが「選ばれる者は少ない」。

結婚して妻と子供に対して神聖な義務を果たさなければ

ならないというただ一つの理由で拒否された志願者は数

十人もいた（＊）。父か母を見捨てよと言われた者も一

人もいない。なぜなら、その望みがどんなに大きく誠実

なものであっても、知識への渇望または利己的な欲望を

満たそうとして、生活のために自分に頼っている親を見

捨てる者は、科学の中の科学を学んだり、聖なる大師に

近づくにはふさわしくない。

＊　結婚したチェーラが受け入れられたケースを二つ

知っている。しかしどちらの場合も、チェーラはバラモ

ンの男で、ヒンズー教の習慣に従ってその「妻」はまだ

子供であった。その二人は、チェーラというよりも、子

供の結婚と隷属を廃止しようとした改革家であった。他

の人は、大昔のインドの習慣に従って道に入る前に妻の

承諾を得なければならなかった。

　投稿者はきっと、神智学とローマカトリック教会とを、

また、オカルティズムと聖書の文字通りの教えとを混同

したに違いない。というのは、司祭になるために「父と母、

妻と子供を捨て」、実直な男と市民が果たすべき義務を

すべて放棄することが、神とキリストに仕えるための立

派な行為と言われるのはローマ教会においてだけであ

る。そして『ルカによる福音書』には次の恐ろしい言葉

がイエスによって言われている。つまり、「誰でも、父、母、

妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨てて、わ

たしの許に来るのでなければ、わたしの弟子となること

はできない」（一四章二六節）。

　聖（？）ヒエロニムスはある本で言う、「もし、君が

家出することを妨げようと父が敷居の所に寝たり、母が

君が乳を飲んだ胸を見せたら、父の体を踏み殺し、母の

胸を踏みつけよ！　そして涙を一滴も流さず、君を呼ん

でいる主の所へ飛んで行け！」

　従って、神智学とその大師方に対するそのようなひど

い非難の出所は確かに神智学の刊行物ではなく、おそら

く反キリスト教の雑誌か、または、非常にドグマチック

なキリスト教誌である。

　私達の協会は大師方の教えをかたくなに主張したこと

がない。協会はなるべく大師方によって指摘された道を

進んで行こうとしたが、いくつかの点において骨の折れ

るこの仕事をやり損なったとすれば、それは神智学とそ

の大師方のせいではなく、人間の性質の限界のためであ

る。しかし弟子道のルールは多くのサンスクリット語や

チペット語の本に書いてある。『キウ・ティ』の四巻の「ウ

パサンス（弟子達）の法」についての章によると、普通

のチェーラに要求されることは次の通りである。「①申

し分ない健康体＊。②精神及び肉体上の完全な清潔さ。③

無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあわ

れみ。④正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。

⑤真理を支持するのに命に危険があってもひるまない勇

気。⑥自分は顕現した神聖なアートマン（霊）の媒体で

あるという直観。⑦はかないことの客観的世界のすべて

のものを正当に評価しながら、それに対して冷静で無頓

着であること。⑧両親から弟子道に入る許可と祝福を受

けること＊＊。⑨独身生活と、いかなる義務にも束縛され

ないこと」

＊　このルールは、完璧でなければならない「寺院の

チェーラ達」だけに当てはまる。

＊＊　片親が死んだ場合は、一人の親の許可だけでよい。

　最後の二つのルールは特に厳しく施行される。親に対

して不敬の行為をしたり、不正に妻を見捨てたというこ

とが分かったなら、在俗チェーラとしても受け入れるこ

とは絶対にできない。

　以上の説明で十分と思う。そのような義務を怠ること

か、何か他の理由で失敗したチェーラが、自分の失敗を

大師方の教えのせいにするというケースについて聞いた

ことがある。これは驚くべきことではない。哀れな弱い

人間は、自分の過ちを認めるだけの勇気がないし、また、

自分の失敗を公に自認するような高潔さが滅多にないの

で、いつも己れの罪の責任を他に負わせようとする。私

達はそのような者をあわれみ、カルマすなわち応報の法

則に任せるのである。敵に打ち勝つのはこうした弱者　

ではなく、バーラヴィ著の智慧ある詩『キラータールジュ

ニーヤ』（一一の三二）に描き出された者である。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

世界の征服者に等しい
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⑴「実践的オカルティズム」について

【問】　先月号の「実践的オカルティズム」という非常に

興味深い論文では、師匠は弟子を教え始めた時から、弟

子がイニシエーションを受け大師となり自分の弟子達に

対して責任を取れるようになるまで、オカルト科学に関

して弟子の一切の罪の責任を引き受けることになってい

ると言われています。

　幾世紀もの間「個人主義」に慣れきった西洋人達の心

にとって、前記の法則の正義は理解し難く、従ってその

真実性の理解も難しいことです。この法則の正しさを直

観するが、理論的な理由などを示すことができない者は

何人もいるはずですから、より詳しく説明していただけ

ましたら有り難く思います。

【答】　有力で論理的な理由は次の事実にある。つまり、

普通の生活の場合でも、一般にいえば親や保母や家庭教

師や学校の先生などは子供の未来の倫理感や習慣に対し

て責任を負うということである。すりの技術を親に教

わった哀れな子供は、その罪の責任を負うことなく、か

えって、すりを働いてもいいということを子供の心に印

象づけた者達がその重大な結果を引き受けなければなら

ない。さもなければ、論理も正義もないだろう。西洋人

達の心が「個人主義に慣れきった」とはいえ、このこと

を理解できないはずはあるまい。「結果の世界」である

この世では、理性が開いていない子供の、印象を受けや

すい心の形成に影響を与えた人達が、子供の頃に行なわ

れた作為犯と不作為犯及び若い時の教育が後に生み出す

結果に対して責任を負うとすれば、「霊的グル」はさら

に重い責任を受けなければならない。グルは弟子の手を

引いて全く未知の世界を紹介するのである。この世界は、

目に見えないが常に強く働いてい原因の世界である。そ

れは、カルマの活動と媒体と力という細いが切れること

のない糸であり、聖なるマインドの領域ではカルマその

ものである。動機が善くて価値のある活動でも、悪い結

果を生み出すということもあるが、アデプトは一たび目

に見えない原因の世界を悟ったら、活動の結果を知らな

かったと自己弁解することができなくなる。いうのも、

この神秘的な世界を知るオカルティストは、前もって計

画した行為であろうと、全く計画性のない行為であろう

と、あらゆる行為の前に開く二つの道を予見して、する

場合しない場合、両方の場合の結果を確実に知る方法を

もっているからである。弟子はこの原則に従って活動す

るが、無知のために自分の透視力と識別力を完全に信頼

できない間、危険な領域へ連れて行った道案内は弟子の

罪に対して責任を負うのは当然のことではないだろう

か？

⑵ 見込みはないか

【問】　「ルシファー」四月号でオカルト研究の必須条件

について読んでから、この雑誌の読者達はオカルティス

トになるのをあきらめたほうがいいと私は思います。英

国では、修道院以外は、そのような条件を満たしている

場所はないでしょう。神々が許して下されば私は将来医

師になる予定でいますが、その場合、第八条件を満たす

ことは不可能となります。これは非常に遺憾に思います。

というのも、医業で成功するためにオカルティズムを研
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究することは特に必要のように思えるからです。（「成功」

というと、医師だけでなく、関係者全員にとっての成功

を意味します。）

　次のことを質問させていただき、『ルシファー』でお

返事を下されば有り難く存じます。すなわち、英国でオ

カルティズムを研究することができるでしょうか？

　最後につけ加えざるを得ないことですが、科学的な

ジャーナルとして『ルシファー』を評価し、『キリスト

に倣いて』と共に宗教生活のガイドブックとして貴誌を

尊びます。

ディヴィド・クライトン

マリシャル大学、アバディーン

【答】　ご意見は悲観的すぎる。いきなり高度のオカル

ティズムの道に入らずに、オカルト科学の様々な分野を

研究すればためになるだろう。クライトン氏の場合は特

にそうである。将来、医師になる時、薬草や鉱物や自然

界のほかの物の治療効果について知ることは、オカル

ティズムやテオパニアの心理学や形而上学についての知

識よりもはるかに重要であろう。このために、パタンジャ

リの『ヨーガ経』とターラカ・ラージャ・ヨーガの瞑想

法を身につけるよりも、パラケルススとヴァン・ヘルモ

ント達の著作を勉強して理解しようとするほうが役に立

つのである。

　オカルティズム（あるいは、もっと正確に言えばオカ

ルティズムの様々な科学分野や技術）を研究しようと思

えば、英国を含めて世界のどこにいても研究できるもの

である。しかし英国では激しい利己主義がはびこってお

り、低級な磁気のために人の霊性が自由に現れることが

できないので、孤独な状態で研究する方が最も効果があ

る。

⑶　二、三の疑問

　神智学に関する質問を受けておられるようですから、

二、三の質問をさせていただきたく、お返事をいただけ

れば有り難く思います。

【問一】　科学に知られている九惑星と神智学のいう七惑

星をどう一致させればよいのでしょうか。

【答】　『シークレット・ドクトリン』の数個所でその理

由を述べている（訳注：例『Secret Doctrine I』五七五頁）。

【問二】　働かなくても暮らせるほどの資産家でない限

り、どうして弟子道に入って暮らして行けるでしょう？

　『ルシファー』四月号に書いてある最初の規則のため

に、本を書くことはできるかもしれませんが、それ以外

のどんな職業であっても、仕事をして生活する人は梯子

の第一段でさえも上ることができないようです。アデプ

トになろうとする人の大望を支えるために他の人が数年

間苦労して自己犠牲すべきであるということになるので

しょうか？　もしそうであるなら、神智学の原理の立場

からは他人のために働く身分の低い者のほうが、正しく

完成の道を進んでいるように思えます。

【答】　弟子道は生計の手段などとは一切関係がない。な

ぜなら人間は、肉体や環境から自分の心を完全に孤立さ

せることができるからである。弟子道とは、厳重な規則

に従った物質界での生活ではなくて、心の状態である。

これは特に最初の見習い期間についていえることであ

る。去年の四月号で述べた規則はあとの段階、すなわち、

神通力や洞察力を開発する、実際のオカルト・トレーニ

ングに当てはまるものである。しかしこの規則は、すべ

ての志願者ができる限り守るべき生活様式を示している

だけである。その生活様式は、皆が熱望する目的の実現

を助けるからである。

　オカルティズムは「内なる人間」（the inner man）と

関係するということを忘れてはならない。内なる人間を

強力にし、肉体と環境の支配から解放し、ついには肉体

と環境を支配するようにしなければならない。従って、

弟子道が最初に必要とすることは主に、絶対的な無私無

欲の精神と真理への献身である。その次に、自覚と自制

心が必要なのである。これらの性質は最も重要であり、

厳しい生活のルールを守ることは二次的な問題である。

【問三】　女性が完全なアデプトになるということがある

でしょうか。仮に、道では避け難い苦難を肉体的に耐え

ることができるとすれば、女性の霊的性質と知的能力は

アデプトになることを可能とするでしょうか。今生でひ

どい目にあったフレタの例は、女性がアデプトになるの

は不可能だと示しているようです。しかしすべての愛と

すべての智慧を包含する神は、男性なら達成できる高級

の智慧を身につける手段と可能性を（愛は神の男性原理、

智慧は女性原理だから）、その智慧を代表する人類の半

分すなわち女性に与えないのは、不公平でおかしなこと

です。

『ルシファー』でのご説明を期待しております。

――ＣＳ

ストックホルム

【答】　フレタは黒魔術師だったので、ひどい目にあった。

彼女はドゥグパの女王として、骨の髄まで利己的で、権

力欲を満たすためにすべてのものを犠牲にしようとし

た。（訳注：フレタはメイべル・コリンズ著の小説『花と実』

の主人公。）

高位のアデプトになる可能性は、女性、男性に変わりは

ない。ヨーロッパの女性がこの可能性を実現しないのは

幼い時の教育と、女性を男性よりも低いものと見なす社

会的な偏見のためである。キリスト教の国々では、主に

ユダヤの聖書に基づいたこの偏見は大きな呪いであり、

男性達はそれをうまく利用してきた。

⑷　投稿欄の質疑応答

ニューヨークのある一人の投稿者は次のように書いてい

る。

【問】　もし『ルシファー』の編集者達が次のことを説明

して下されば、編集者達が推進している運動に引きつけ

られている人達に大きな恩恵を施すことになりましょ

う。

　神智学者＝オカルティストになりたがっている人は、

家族愛や親、妻、子供、友人などに対する愛情というこ

の世の絆や義務を捨てる必要がありますか。

ある神智学関係の出版物はそのようにいっているという

噂があるので、私はこの質問をします。このような必須

条件は本当にあなた方のルールにあるでしょうか。同じ

ようなことが新約聖書にもあります。「わたしよりも父

または母を愛する者は、わたしにふさわしくない。わた

しよりも息子や娘を愛する者はわたしにふさわしくな

い」などと『マタイによる福音書』一〇章三七節にあり

ます。神智学の大師方は同じようなことを要求なさいま

すか。

光の探求で、

ＬＭＣ

【答】　これは非常に古い問題であり、また最初は神智学

の敵達によって作られた神智学に対するさらに古い非難

である。とにかく答えははっきりと「ノー！」である。

そのような虚偽と中傷を広めるという大失敗を犯す神智

学的な出版物などはあるはずがない。そのような条件で

は受け入れられた神智学徒は一人としていないし、まし

て「神智学の大師方」の弟子（つまりグルのチェーラ）

はあり得ない。志願者は多いが「選ばれる者は少ない」。

結婚して妻と子供に対して神聖な義務を果たさなければ

ならないというただ一つの理由で拒否された志願者は数

十人もいた（＊）。父か母を見捨てよと言われた者も一

人もいない。なぜなら、その望みがどんなに大きく誠実

なものであっても、知識への渇望または利己的な欲望を

満たそうとして、生活のために自分に頼っている親を見

捨てる者は、科学の中の科学を学んだり、聖なる大師に

近づくにはふさわしくない。

＊　結婚したチェーラが受け入れられたケースを二つ

知っている。しかしどちらの場合も、チェーラはバラモ

ンの男で、ヒンズー教の習慣に従ってその「妻」はまだ

子供であった。その二人は、チェーラというよりも、子

供の結婚と隷属を廃止しようとした改革家であった。他

の人は、大昔のインドの習慣に従って道に入る前に妻の

承諾を得なければならなかった。

　投稿者はきっと、神智学とローマカトリック教会とを、

また、オカルティズムと聖書の文字通りの教えとを混同

したに違いない。というのは、司祭になるために「父と母、

妻と子供を捨て」、実直な男と市民が果たすべき義務を

すべて放棄することが、神とキリストに仕えるための立

派な行為と言われるのはローマ教会においてだけであ

る。そして『ルカによる福音書』には次の恐ろしい言葉

がイエスによって言われている。つまり、「誰でも、父、母、

妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨てて、わ

たしの許に来るのでなければ、わたしの弟子となること

はできない」（一四章二六節）。

　聖（？）ヒエロニムスはある本で言う、「もし、君が

家出することを妨げようと父が敷居の所に寝たり、母が

君が乳を飲んだ胸を見せたら、父の体を踏み殺し、母の

胸を踏みつけよ！　そして涙を一滴も流さず、君を呼ん

でいる主の所へ飛んで行け！」

　従って、神智学とその大師方に対するそのようなひど

い非難の出所は確かに神智学の刊行物ではなく、おそら

く反キリスト教の雑誌か、または、非常にドグマチック

なキリスト教誌である。

　私達の協会は大師方の教えをかたくなに主張したこと

がない。協会はなるべく大師方によって指摘された道を

進んで行こうとしたが、いくつかの点において骨の折れ

るこの仕事をやり損なったとすれば、それは神智学とそ

の大師方のせいではなく、人間の性質の限界のためであ

る。しかし弟子道のルールは多くのサンスクリット語や

チペット語の本に書いてある。『キウ・ティ』の四巻の「ウ

パサンス（弟子達）の法」についての章によると、普通

のチェーラに要求されることは次の通りである。「①申

し分ない健康体＊。②精神及び肉体上の完全な清潔さ。③

無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあわ

れみ。④正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。

⑤真理を支持するのに命に危険があってもひるまない勇

気。⑥自分は顕現した神聖なアートマン（霊）の媒体で

あるという直観。⑦はかないことの客観的世界のすべて

のものを正当に評価しながら、それに対して冷静で無頓

着であること。⑧両親から弟子道に入る許可と祝福を受

けること＊＊。⑨独身生活と、いかなる義務にも束縛され

ないこと」

＊　このルールは、完璧でなければならない「寺院の

チェーラ達」だけに当てはまる。

＊＊　片親が死んだ場合は、一人の親の許可だけでよい。

　最後の二つのルールは特に厳しく施行される。親に対

して不敬の行為をしたり、不正に妻を見捨てたというこ

とが分かったなら、在俗チェーラとしても受け入れるこ

とは絶対にできない。

　以上の説明で十分と思う。そのような義務を怠ること

か、何か他の理由で失敗したチェーラが、自分の失敗を

大師方の教えのせいにするというケースについて聞いた

ことがある。これは驚くべきことではない。哀れな弱い

人間は、自分の過ちを認めるだけの勇気がないし、また、

自分の失敗を公に自認するような高潔さが滅多にないの

で、いつも己れの罪の責任を他に負わせようとする。私

達はそのような者をあわれみ、カルマすなわち応報の法

則に任せるのである。敵に打ち勝つのはこうした弱者　

ではなく、バーラヴィ著の智慧ある詩『キラータールジュ

ニーヤ』（一一の三二）に描き出された者である。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

世界の征服者に等しい



四　質疑応答

⑴「実践的オカルティズム」について

【問】　先月号の「実践的オカルティズム」という非常に

興味深い論文では、師匠は弟子を教え始めた時から、弟

子がイニシエーションを受け大師となり自分の弟子達に

対して責任を取れるようになるまで、オカルト科学に関

して弟子の一切の罪の責任を引き受けることになってい

ると言われています。

　幾世紀もの間「個人主義」に慣れきった西洋人達の心

にとって、前記の法則の正義は理解し難く、従ってその

真実性の理解も難しいことです。この法則の正しさを直

観するが、理論的な理由などを示すことができない者は

何人もいるはずですから、より詳しく説明していただけ

ましたら有り難く思います。

【答】　有力で論理的な理由は次の事実にある。つまり、

普通の生活の場合でも、一般にいえば親や保母や家庭教

師や学校の先生などは子供の未来の倫理感や習慣に対し

て責任を負うということである。すりの技術を親に教

わった哀れな子供は、その罪の責任を負うことなく、か

えって、すりを働いてもいいということを子供の心に印

象づけた者達がその重大な結果を引き受けなければなら

ない。さもなければ、論理も正義もないだろう。西洋人

達の心が「個人主義に慣れきった」とはいえ、このこと

を理解できないはずはあるまい。「結果の世界」である

この世では、理性が開いていない子供の、印象を受けや

すい心の形成に影響を与えた人達が、子供の頃に行なわ

れた作為犯と不作為犯及び若い時の教育が後に生み出す

結果に対して責任を負うとすれば、「霊的グル」はさら

に重い責任を受けなければならない。グルは弟子の手を

引いて全く未知の世界を紹介するのである。この世界は、

目に見えないが常に強く働いてい原因の世界である。そ

れは、カルマの活動と媒体と力という細いが切れること

のない糸であり、聖なるマインドの領域ではカルマその

ものである。動機が善くて価値のある活動でも、悪い結

果を生み出すということもあるが、アデプトは一たび目

に見えない原因の世界を悟ったら、活動の結果を知らな

かったと自己弁解することができなくなる。いうのも、

この神秘的な世界を知るオカルティストは、前もって計

画した行為であろうと、全く計画性のない行為であろう

と、あらゆる行為の前に開く二つの道を予見して、する

場合しない場合、両方の場合の結果を確実に知る方法を

もっているからである。弟子はこの原則に従って活動す

るが、無知のために自分の透視力と識別力を完全に信頼

できない間、危険な領域へ連れて行った道案内は弟子の

罪に対して責任を負うのは当然のことではないだろう

か？

⑵ 見込みはないか

【問】　「ルシファー」四月号でオカルト研究の必須条件

について読んでから、この雑誌の読者達はオカルティス

トになるのをあきらめたほうがいいと私は思います。英

国では、修道院以外は、そのような条件を満たしている

場所はないでしょう。神々が許して下されば私は将来医

師になる予定でいますが、その場合、第八条件を満たす

ことは不可能となります。これは非常に遺憾に思います。

というのも、医業で成功するためにオカルティズムを研

究することは特に必要のように思えるからです。（「成功」

というと、医師だけでなく、関係者全員にとっての成功

を意味します。）

　次のことを質問させていただき、『ルシファー』でお

返事を下されば有り難く存じます。すなわち、英国でオ

カルティズムを研究することができるでしょうか？

　最後につけ加えざるを得ないことですが、科学的な

ジャーナルとして『ルシファー』を評価し、『キリスト

に倣いて』と共に宗教生活のガイドブックとして貴誌を

尊びます。

ディヴィド・クライトン

マリシャル大学、アバディーン

【答】　ご意見は悲観的すぎる。いきなり高度のオカル

ティズムの道に入らずに、オカルト科学の様々な分野を

研究すればためになるだろう。クライトン氏の場合は特

にそうである。将来、医師になる時、薬草や鉱物や自然

界のほかの物の治療効果について知ることは、オカル

ティズムやテオパニアの心理学や形而上学についての知

識よりもはるかに重要であろう。このために、パタンジャ

リの『ヨーガ経』とターラカ・ラージャ・ヨーガの瞑想

法を身につけるよりも、パラケルススとヴァン・ヘルモ

ント達の著作を勉強して理解しようとするほうが役に立

つのである。

　オカルティズム（あるいは、もっと正確に言えばオカ

ルティズムの様々な科学分野や技術）を研究しようと思

えば、英国を含めて世界のどこにいても研究できるもの

である。しかし英国では激しい利己主義がはびこってお

り、低級な磁気のために人の霊性が自由に現れることが

できないので、孤独な状態で研究する方が最も効果があ

る。

⑶　二、三の疑問

　神智学に関する質問を受けておられるようですから、

二、三の質問をさせていただきたく、お返事をいただけ

れば有り難く思います。

【問一】　科学に知られている九惑星と神智学のいう七惑

星をどう一致させればよいのでしょうか。

【答】　『シークレット・ドクトリン』の数個所でその理

由を述べている（訳注：例『Secret Doctrine I』五七五頁）。

【問二】　働かなくても暮らせるほどの資産家でない限

り、どうして弟子道に入って暮らして行けるでしょう？

　『ルシファー』四月号に書いてある最初の規則のため

に、本を書くことはできるかもしれませんが、それ以外

のどんな職業であっても、仕事をして生活する人は梯子

の第一段でさえも上ることができないようです。アデプ

トになろうとする人の大望を支えるために他の人が数年

間苦労して自己犠牲すべきであるということになるので

しょうか？　もしそうであるなら、神智学の原理の立場

からは他人のために働く身分の低い者のほうが、正しく

完成の道を進んでいるように思えます。

【答】　弟子道は生計の手段などとは一切関係がない。な

ぜなら人間は、肉体や環境から自分の心を完全に孤立さ

せることができるからである。弟子道とは、厳重な規則

に従った物質界での生活ではなくて、心の状態である。

これは特に最初の見習い期間についていえることであ

る。去年の四月号で述べた規則はあとの段階、すなわち、

神通力や洞察力を開発する、実際のオカルト・トレーニ

ングに当てはまるものである。しかしこの規則は、すべ

ての志願者ができる限り守るべき生活様式を示している

だけである。その生活様式は、皆が熱望する目的の実現

を助けるからである。

　オカルティズムは「内なる人間」（the inner man）と

関係するということを忘れてはならない。内なる人間を

強力にし、肉体と環境の支配から解放し、ついには肉体

と環境を支配するようにしなければならない。従って、

弟子道が最初に必要とすることは主に、絶対的な無私無

欲の精神と真理への献身である。その次に、自覚と自制

心が必要なのである。これらの性質は最も重要であり、

厳しい生活のルールを守ることは二次的な問題である。

【問三】　女性が完全なアデプトになるということがある

でしょうか。仮に、道では避け難い苦難を肉体的に耐え
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ることができるとすれば、女性の霊的性質と知的能力は

アデプトになることを可能とするでしょうか。今生でひ

どい目にあったフレタの例は、女性がアデプトになるの

は不可能だと示しているようです。しかしすべての愛と

すべての智慧を包含する神は、男性なら達成できる高級

の智慧を身につける手段と可能性を（愛は神の男性原理、

智慧は女性原理だから）、その智慧を代表する人類の半

分すなわち女性に与えないのは、不公平でおかしなこと

です。

『ルシファー』でのご説明を期待しております。

――ＣＳ

ストックホルム

【答】　フレタは黒魔術師だったので、ひどい目にあった。

彼女はドゥグパの女王として、骨の髄まで利己的で、権

力欲を満たすためにすべてのものを犠牲にしようとし

た。（訳注：フレタはメイべル・コリンズ著の小説『花と実』

の主人公。）

高位のアデプトになる可能性は、女性、男性に変わりは

ない。ヨーロッパの女性がこの可能性を実現しないのは

幼い時の教育と、女性を男性よりも低いものと見なす社

会的な偏見のためである。キリスト教の国々では、主に

ユダヤの聖書に基づいたこの偏見は大きな呪いであり、

男性達はそれをうまく利用してきた。

⑷　投稿欄の質疑応答

ニューヨークのある一人の投稿者は次のように書いてい

る。

【問】　もし『ルシファー』の編集者達が次のことを説明

して下されば、編集者達が推進している運動に引きつけ

られている人達に大きな恩恵を施すことになりましょ

う。

　神智学者＝オカルティストになりたがっている人は、

家族愛や親、妻、子供、友人などに対する愛情というこ

の世の絆や義務を捨てる必要がありますか。

ある神智学関係の出版物はそのようにいっているという

噂があるので、私はこの質問をします。このような必須

条件は本当にあなた方のルールにあるでしょうか。同じ

ようなことが新約聖書にもあります。「わたしよりも父

または母を愛する者は、わたしにふさわしくない。わた

しよりも息子や娘を愛する者はわたしにふさわしくな

い」などと『マタイによる福音書』一〇章三七節にあり

ます。神智学の大師方は同じようなことを要求なさいま

すか。

光の探求で、

ＬＭＣ

【答】　これは非常に古い問題であり、また最初は神智学

の敵達によって作られた神智学に対するさらに古い非難

である。とにかく答えははっきりと「ノー！」である。

そのような虚偽と中傷を広めるという大失敗を犯す神智

学的な出版物などはあるはずがない。そのような条件で

は受け入れられた神智学徒は一人としていないし、まし

て「神智学の大師方」の弟子（つまりグルのチェーラ）

はあり得ない。志願者は多いが「選ばれる者は少ない」。

結婚して妻と子供に対して神聖な義務を果たさなければ

ならないというただ一つの理由で拒否された志願者は数

十人もいた（＊）。父か母を見捨てよと言われた者も一

人もいない。なぜなら、その望みがどんなに大きく誠実

なものであっても、知識への渇望または利己的な欲望を

満たそうとして、生活のために自分に頼っている親を見

捨てる者は、科学の中の科学を学んだり、聖なる大師に

近づくにはふさわしくない。

＊　結婚したチェーラが受け入れられたケースを二つ

知っている。しかしどちらの場合も、チェーラはバラモ

ンの男で、ヒンズー教の習慣に従ってその「妻」はまだ

子供であった。その二人は、チェーラというよりも、子

供の結婚と隷属を廃止しようとした改革家であった。他

の人は、大昔のインドの習慣に従って道に入る前に妻の

承諾を得なければならなかった。

　投稿者はきっと、神智学とローマカトリック教会とを、

また、オカルティズムと聖書の文字通りの教えとを混同

したに違いない。というのは、司祭になるために「父と母、

妻と子供を捨て」、実直な男と市民が果たすべき義務を

すべて放棄することが、神とキリストに仕えるための立

派な行為と言われるのはローマ教会においてだけであ

る。そして『ルカによる福音書』には次の恐ろしい言葉

がイエスによって言われている。つまり、「誰でも、父、母、

妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨てて、わ

たしの許に来るのでなければ、わたしの弟子となること

はできない」（一四章二六節）。

　聖（？）ヒエロニムスはある本で言う、「もし、君が

家出することを妨げようと父が敷居の所に寝たり、母が

君が乳を飲んだ胸を見せたら、父の体を踏み殺し、母の

胸を踏みつけよ！　そして涙を一滴も流さず、君を呼ん

でいる主の所へ飛んで行け！」

　従って、神智学とその大師方に対するそのようなひど

い非難の出所は確かに神智学の刊行物ではなく、おそら

く反キリスト教の雑誌か、または、非常にドグマチック

なキリスト教誌である。

　私達の協会は大師方の教えをかたくなに主張したこと

がない。協会はなるべく大師方によって指摘された道を

進んで行こうとしたが、いくつかの点において骨の折れ

るこの仕事をやり損なったとすれば、それは神智学とそ

の大師方のせいではなく、人間の性質の限界のためであ

る。しかし弟子道のルールは多くのサンスクリット語や

チペット語の本に書いてある。『キウ・ティ』の四巻の「ウ

パサンス（弟子達）の法」についての章によると、普通

のチェーラに要求されることは次の通りである。「①申

し分ない健康体＊。②精神及び肉体上の完全な清潔さ。③

無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあわ

れみ。④正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。

⑤真理を支持するのに命に危険があってもひるまない勇

気。⑥自分は顕現した神聖なアートマン（霊）の媒体で

あるという直観。⑦はかないことの客観的世界のすべて

のものを正当に評価しながら、それに対して冷静で無頓

着であること。⑧両親から弟子道に入る許可と祝福を受

けること＊＊。⑨独身生活と、いかなる義務にも束縛され

ないこと」

＊　このルールは、完璧でなければならない「寺院の

チェーラ達」だけに当てはまる。

＊＊　片親が死んだ場合は、一人の親の許可だけでよい。

　最後の二つのルールは特に厳しく施行される。親に対

して不敬の行為をしたり、不正に妻を見捨てたというこ

とが分かったなら、在俗チェーラとしても受け入れるこ

とは絶対にできない。

　以上の説明で十分と思う。そのような義務を怠ること

か、何か他の理由で失敗したチェーラが、自分の失敗を

大師方の教えのせいにするというケースについて聞いた

ことがある。これは驚くべきことではない。哀れな弱い

人間は、自分の過ちを認めるだけの勇気がないし、また、

自分の失敗を公に自認するような高潔さが滅多にないの

で、いつも己れの罪の責任を他に負わせようとする。私

達はそのような者をあわれみ、カルマすなわち応報の法

則に任せるのである。敵に打ち勝つのはこうした弱者　

ではなく、バーラヴィ著の智慧ある詩『キラータールジュ

ニーヤ』（一一の三二）に描き出された者である。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

世界の征服者に等しい



四　質疑応答

⑴「実践的オカルティズム」について

【問】　先月号の「実践的オカルティズム」という非常に

興味深い論文では、師匠は弟子を教え始めた時から、弟

子がイニシエーションを受け大師となり自分の弟子達に

対して責任を取れるようになるまで、オカルト科学に関

して弟子の一切の罪の責任を引き受けることになってい

ると言われています。

　幾世紀もの間「個人主義」に慣れきった西洋人達の心

にとって、前記の法則の正義は理解し難く、従ってその

真実性の理解も難しいことです。この法則の正しさを直

観するが、理論的な理由などを示すことができない者は

何人もいるはずですから、より詳しく説明していただけ

ましたら有り難く思います。

【答】　有力で論理的な理由は次の事実にある。つまり、

普通の生活の場合でも、一般にいえば親や保母や家庭教

師や学校の先生などは子供の未来の倫理感や習慣に対し

て責任を負うということである。すりの技術を親に教

わった哀れな子供は、その罪の責任を負うことなく、か

えって、すりを働いてもいいということを子供の心に印

象づけた者達がその重大な結果を引き受けなければなら

ない。さもなければ、論理も正義もないだろう。西洋人

達の心が「個人主義に慣れきった」とはいえ、このこと

を理解できないはずはあるまい。「結果の世界」である

この世では、理性が開いていない子供の、印象を受けや

すい心の形成に影響を与えた人達が、子供の頃に行なわ

れた作為犯と不作為犯及び若い時の教育が後に生み出す

結果に対して責任を負うとすれば、「霊的グル」はさら

に重い責任を受けなければならない。グルは弟子の手を

引いて全く未知の世界を紹介するのである。この世界は、

目に見えないが常に強く働いてい原因の世界である。そ

れは、カルマの活動と媒体と力という細いが切れること

のない糸であり、聖なるマインドの領域ではカルマその

ものである。動機が善くて価値のある活動でも、悪い結

果を生み出すということもあるが、アデプトは一たび目

に見えない原因の世界を悟ったら、活動の結果を知らな

かったと自己弁解することができなくなる。いうのも、

この神秘的な世界を知るオカルティストは、前もって計

画した行為であろうと、全く計画性のない行為であろう

と、あらゆる行為の前に開く二つの道を予見して、する

場合しない場合、両方の場合の結果を確実に知る方法を

もっているからである。弟子はこの原則に従って活動す

るが、無知のために自分の透視力と識別力を完全に信頼

できない間、危険な領域へ連れて行った道案内は弟子の

罪に対して責任を負うのは当然のことではないだろう

か？

⑵ 見込みはないか

【問】　「ルシファー」四月号でオカルト研究の必須条件

について読んでから、この雑誌の読者達はオカルティス

トになるのをあきらめたほうがいいと私は思います。英

国では、修道院以外は、そのような条件を満たしている

場所はないでしょう。神々が許して下されば私は将来医

師になる予定でいますが、その場合、第八条件を満たす

ことは不可能となります。これは非常に遺憾に思います。

というのも、医業で成功するためにオカルティズムを研

究することは特に必要のように思えるからです。（「成功」

というと、医師だけでなく、関係者全員にとっての成功

を意味します。）

　次のことを質問させていただき、『ルシファー』でお

返事を下されば有り難く存じます。すなわち、英国でオ

カルティズムを研究することができるでしょうか？

　最後につけ加えざるを得ないことですが、科学的な

ジャーナルとして『ルシファー』を評価し、『キリスト

に倣いて』と共に宗教生活のガイドブックとして貴誌を

尊びます。

ディヴィド・クライトン

マリシャル大学、アバディーン

【答】　ご意見は悲観的すぎる。いきなり高度のオカル

ティズムの道に入らずに、オカルト科学の様々な分野を

研究すればためになるだろう。クライトン氏の場合は特

にそうである。将来、医師になる時、薬草や鉱物や自然

界のほかの物の治療効果について知ることは、オカル

ティズムやテオパニアの心理学や形而上学についての知

識よりもはるかに重要であろう。このために、パタンジャ

リの『ヨーガ経』とターラカ・ラージャ・ヨーガの瞑想

法を身につけるよりも、パラケルススとヴァン・ヘルモ

ント達の著作を勉強して理解しようとするほうが役に立

つのである。

　オカルティズム（あるいは、もっと正確に言えばオカ

ルティズムの様々な科学分野や技術）を研究しようと思

えば、英国を含めて世界のどこにいても研究できるもの

である。しかし英国では激しい利己主義がはびこってお

り、低級な磁気のために人の霊性が自由に現れることが

できないので、孤独な状態で研究する方が最も効果があ

る。

⑶　二、三の疑問

　神智学に関する質問を受けておられるようですから、

二、三の質問をさせていただきたく、お返事をいただけ

れば有り難く思います。

【問一】　科学に知られている九惑星と神智学のいう七惑

星をどう一致させればよいのでしょうか。

【答】　『シークレット・ドクトリン』の数個所でその理

由を述べている（訳注：例『Secret Doctrine I』五七五頁）。

【問二】　働かなくても暮らせるほどの資産家でない限

り、どうして弟子道に入って暮らして行けるでしょう？

　『ルシファー』四月号に書いてある最初の規則のため

に、本を書くことはできるかもしれませんが、それ以外

のどんな職業であっても、仕事をして生活する人は梯子

の第一段でさえも上ることができないようです。アデプ

トになろうとする人の大望を支えるために他の人が数年

間苦労して自己犠牲すべきであるということになるので

しょうか？　もしそうであるなら、神智学の原理の立場

からは他人のために働く身分の低い者のほうが、正しく

完成の道を進んでいるように思えます。

【答】　弟子道は生計の手段などとは一切関係がない。な

ぜなら人間は、肉体や環境から自分の心を完全に孤立さ

せることができるからである。弟子道とは、厳重な規則

に従った物質界での生活ではなくて、心の状態である。

これは特に最初の見習い期間についていえることであ

る。去年の四月号で述べた規則はあとの段階、すなわち、

神通力や洞察力を開発する、実際のオカルト・トレーニ

ングに当てはまるものである。しかしこの規則は、すべ

ての志願者ができる限り守るべき生活様式を示している

だけである。その生活様式は、皆が熱望する目的の実現

を助けるからである。

　オカルティズムは「内なる人間」（the inner man）と

関係するということを忘れてはならない。内なる人間を

強力にし、肉体と環境の支配から解放し、ついには肉体

と環境を支配するようにしなければならない。従って、

弟子道が最初に必要とすることは主に、絶対的な無私無

欲の精神と真理への献身である。その次に、自覚と自制

心が必要なのである。これらの性質は最も重要であり、

厳しい生活のルールを守ることは二次的な問題である。

【問三】　女性が完全なアデプトになるということがある

でしょうか。仮に、道では避け難い苦難を肉体的に耐え

ることができるとすれば、女性の霊的性質と知的能力は

アデプトになることを可能とするでしょうか。今生でひ

どい目にあったフレタの例は、女性がアデプトになるの

は不可能だと示しているようです。しかしすべての愛と

すべての智慧を包含する神は、男性なら達成できる高級

の智慧を身につける手段と可能性を（愛は神の男性原理、

智慧は女性原理だから）、その智慧を代表する人類の半

分すなわち女性に与えないのは、不公平でおかしなこと

です。

『ルシファー』でのご説明を期待しております。

――ＣＳ

ストックホルム

【答】　フレタは黒魔術師だったので、ひどい目にあった。

彼女はドゥグパの女王として、骨の髄まで利己的で、権

力欲を満たすためにすべてのものを犠牲にしようとし

た。（訳注：フレタはメイべル・コリンズ著の小説『花と実』

の主人公。）

高位のアデプトになる可能性は、女性、男性に変わりは

ない。ヨーロッパの女性がこの可能性を実現しないのは

幼い時の教育と、女性を男性よりも低いものと見なす社

会的な偏見のためである。キリスト教の国々では、主に

ユダヤの聖書に基づいたこの偏見は大きな呪いであり、

男性達はそれをうまく利用してきた。

⑷　投稿欄の質疑応答

ニューヨークのある一人の投稿者は次のように書いてい

る。

【問】　もし『ルシファー』の編集者達が次のことを説明

して下されば、編集者達が推進している運動に引きつけ

られている人達に大きな恩恵を施すことになりましょ

う。

　神智学者＝オカルティストになりたがっている人は、

家族愛や親、妻、子供、友人などに対する愛情というこ

の世の絆や義務を捨てる必要がありますか。

ある神智学関係の出版物はそのようにいっているという

噂があるので、私はこの質問をします。このような必須

条件は本当にあなた方のルールにあるでしょうか。同じ

ようなことが新約聖書にもあります。「わたしよりも父

または母を愛する者は、わたしにふさわしくない。わた

しよりも息子や娘を愛する者はわたしにふさわしくな

い」などと『マタイによる福音書』一〇章三七節にあり

ます。神智学の大師方は同じようなことを要求なさいま

すか。

光の探求で、

ＬＭＣ

【答】　これは非常に古い問題であり、また最初は神智学

の敵達によって作られた神智学に対するさらに古い非難

である。とにかく答えははっきりと「ノー！」である。

そのような虚偽と中傷を広めるという大失敗を犯す神智

学的な出版物などはあるはずがない。そのような条件で

は受け入れられた神智学徒は一人としていないし、まし

て「神智学の大師方」の弟子（つまりグルのチェーラ）

はあり得ない。志願者は多いが「選ばれる者は少ない」。

結婚して妻と子供に対して神聖な義務を果たさなければ

ならないというただ一つの理由で拒否された志願者は数

十人もいた（＊）。父か母を見捨てよと言われた者も一

人もいない。なぜなら、その望みがどんなに大きく誠実

なものであっても、知識への渇望または利己的な欲望を

満たそうとして、生活のために自分に頼っている親を見

捨てる者は、科学の中の科学を学んだり、聖なる大師に

近づくにはふさわしくない。

＊　結婚したチェーラが受け入れられたケースを二つ

知っている。しかしどちらの場合も、チェーラはバラモ

ンの男で、ヒンズー教の習慣に従ってその「妻」はまだ

子供であった。その二人は、チェーラというよりも、子

供の結婚と隷属を廃止しようとした改革家であった。他

の人は、大昔のインドの習慣に従って道に入る前に妻の

承諾を得なければならなかった。

　投稿者はきっと、神智学とローマカトリック教会とを、

また、オカルティズムと聖書の文字通りの教えとを混同

したに違いない。というのは、司祭になるために「父と母、

妻と子供を捨て」、実直な男と市民が果たすべき義務を

すべて放棄することが、神とキリストに仕えるための立

派な行為と言われるのはローマ教会においてだけであ

る。そして『ルカによる福音書』には次の恐ろしい言葉

がイエスによって言われている。つまり、「誰でも、父、母、

妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨てて、わ

たしの許に来るのでなければ、わたしの弟子となること

はできない」（一四章二六節）。

　聖（？）ヒエロニムスはある本で言う、「もし、君が

家出することを妨げようと父が敷居の所に寝たり、母が

君が乳を飲んだ胸を見せたら、父の体を踏み殺し、母の

胸を踏みつけよ！　そして涙を一滴も流さず、君を呼ん

でいる主の所へ飛んで行け！」

　従って、神智学とその大師方に対するそのようなひど

い非難の出所は確かに神智学の刊行物ではなく、おそら

く反キリスト教の雑誌か、または、非常にドグマチック

なキリスト教誌である。

　私達の協会は大師方の教えをかたくなに主張したこと

がない。協会はなるべく大師方によって指摘された道を

進んで行こうとしたが、いくつかの点において骨の折れ

るこの仕事をやり損なったとすれば、それは神智学とそ

の大師方のせいではなく、人間の性質の限界のためであ

る。しかし弟子道のルールは多くのサンスクリット語や

チペット語の本に書いてある。『キウ・ティ』の四巻の「ウ

パサンス（弟子達）の法」についての章によると、普通

のチェーラに要求されることは次の通りである。「①申

し分ない健康体＊。②精神及び肉体上の完全な清潔さ。③

無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあわ

れみ。④正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。

⑤真理を支持するのに命に危険があってもひるまない勇

気。⑥自分は顕現した神聖なアートマン（霊）の媒体で

あるという直観。⑦はかないことの客観的世界のすべて

のものを正当に評価しながら、それに対して冷静で無頓

着であること。⑧両親から弟子道に入る許可と祝福を受

けること＊＊。⑨独身生活と、いかなる義務にも束縛され

ないこと」

＊　このルールは、完璧でなければならない「寺院の

チェーラ達」だけに当てはまる。

＊＊　片親が死んだ場合は、一人の親の許可だけでよい。

　最後の二つのルールは特に厳しく施行される。親に対

して不敬の行為をしたり、不正に妻を見捨てたというこ

とが分かったなら、在俗チェーラとしても受け入れるこ

とは絶対にできない。

　以上の説明で十分と思う。そのような義務を怠ること

か、何か他の理由で失敗したチェーラが、自分の失敗を

大師方の教えのせいにするというケースについて聞いた

ことがある。これは驚くべきことではない。哀れな弱い

人間は、自分の過ちを認めるだけの勇気がないし、また、

自分の失敗を公に自認するような高潔さが滅多にないの

で、いつも己れの罪の責任を他に負わせようとする。私

達はそのような者をあわれみ、カルマすなわち応報の法

則に任せるのである。敵に打ち勝つのはこうした弱者　

ではなく、バーラヴィ著の智慧ある詩『キラータールジュ

ニーヤ』（一一の三二）に描き出された者である。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

世界の征服者に等しい

オカルティズム対話集

　

著：W・Q・ジャッジ　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク 700円
電子書籍 Kindle 版

【本書について】
W・Q・ジャッジは 19 世紀のアメリカで神智学を広め多くの論文を発表した。本書はエ
レメンタル、サイキック能力、瞑想、マハートマをテーマにした論文の選集です。



東方のこだま

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

こう書いている。

「我々は、〈諸世界の宇宙的な関係の全般的な流れ〉があ

るにもかかわらず、かれやこれやの危機に際し、国々を

まとめて引っ張り上げることができるふりをしたことは

なかった。周期はそのラウンドを進ませる必要がある。

精神的、道徳的な光と闇の期間は、昼と夜のように互い

の後に続く。大きなユガと小さなユガは、〈ものごとの

確立された順〉に達成されねばならない。そして我々は、

大きな潮の流れに乗って運ばれて、その小さな流れの一

部を少し変え、指揮することができるだけだ。もし我々

が想像上の人格神の力を持っていて、不変の法則が遊ぶ

ためのオモチャにすぎなかったら、確かに我々はこの世

を高尚な魂の理想郷に変えてしまうような理想の状態を

作り出していたかもしれない」。

そのため、個々のケースでは、たとえあるアデプトと直

接関係のある者であっても、法則を侵害することはでき

ない。カルマが自我に、かくかくしかじかのことが起こ

るべきだと強要し、最大の神や最小のアデプトはそれを

止めるために指１本も動かすことはできない。国家は、

国家としての莫大な量の悪しきカルマという勘定に対抗

して富を蓄えたかもしれない。その運命は確かであり、

高貴な部隊、アデプトたち自身すらいるかもしれないが、

それを陥れることはできず、「水に浸した松明のように

消えてしまう」だろう。

古代エジプトの終わりはこのようであり、かつての栄光

は今日、誰にも知られていない。当時のエジプトは私た

ちにとって、歴史という空に上り切った太陽のように見

えるが、強大なアデプトが王座に座って人々を導いた時、

エジプトにはまだ伸びしろがあった。エジプトが権力の

頂点に達し、人々が物質を発展させた。アデプトは引退

した。偽りのアデプトが取って代わり、しだいにエジプ

トの栄光は弱まり、ついにエジプトは暗闇となった。同

じことがカルデアとアッシリア、そして私たち自身のア

メリカの表層でも繰り返された。ここではかつて、素晴

らしい栄光の文明が繁栄したが、他の文明と同じように

消滅してしまった。そして、アメリカに再び文明の華々

しい発展が始まっているのはカルマの一つだということ

が神智学徒の目には明らかであるが、他の人々の領土を

善良なキリスト教信者に与える人格神を信じる人たちへ

の無責任な神意のミステリアスな働きの一つではある。

アメリカの国家の発展は、アトランティスの素晴らしい

過去と神秘的で強いつながりがあり、先週私が言及した

リピカたちの運命の本で解説されている偉大な物語の１

つである。
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宇宙外の、人格をそなえた神の存在についての古くから

の議論は、まさに自然界に広がっているように見える知

性であり、そこから知力を有する管理者が存在するとい

う結論が導き出される。しかし、神智学はそのような神

を認めない。なぜなら、その神は必要でもないし、あり

得ないからである。私たちにとって非常に長い間、人格

神の概念を大事にはぐくむことができるように、あまり

にも無慈悲な自然の作用の徴候がありすぎる。嵐が猛り

狂い善も悪もともに圧倒することを私たちは理解してい

る。地震は年齢や性別や階級を考慮しないこと、自然の

法則が働くところならどこでも、人の痛みや絶望など気

にせずそうすることを知っている。

私が以前に言及したようなヒエラルキーを前提とする

「智慧の宗教」は、教義で人格神を概説してはいない。

人格神、一例としてエホバと、ディヤーン・チョーハン

たちの主も含めてリピカとの違いは、非常に大きい。法

と秩序、良識、品位、進歩は、すべてエホバに従属的で、

時にはエホバの「慈悲深い」統治の下で完全に消えてし

まう。智慧の宗教では、ディヤーン・チョーハンたちは

宇宙マインド（the Universal Mind）に由来する不変の

法則に永遠に従うことができるのみである。これらの永

遠の法則は広範であり、そして自然界そのものは盲目で

あるため、ある角度からは主人であるヒエラルキーは、

物質の進化の経緯を導く必要がある。

教義をより良く理解するために、私たちが現在いるよう

な顕現の一時代を取り上げてみよう。これは無数の時代

の前に始まり、暗闇あるいは冬眠の莫大に長い期間の後

に現れた。暗闇や冬眠の期間はキリスト教の体系で「混

沌」と呼ばれる。そして、その眠りの期間の前に、他の

活動または顕現の期間が永遠にあった。さて、それらの

以前あったエネルギーと活動の期間に、今と同じ進化の

過程が続き、それから、そしてそれによって、偉大な存

在が生まれた。完成した人々、私たちにとっては神になっ

た人々、永遠の過去において数え切れないほどの進化を

助けた人たちである。それらの人たちはディヤーン・

チョーハンになり、その後に続くすべての進化に貢献し

た。このようなことが、人間の魂が目指すべき大きな目

標である。その目標を前に、キリスト教の天国のあり得

ない報酬は、屑に変わってしまう。

偉大な進化の時代と、今語られている偉大な人々を、私

たちの惨めな地球に限定するという間違いを犯してはな

らない。私たちはただ連鎖しているのである。エネルギー

と知識と力が働く他の惑星系、他の宇宙がある。神秘的

な天の川の中には、我々の太陽系のような空間の多くあ

る、広大で理解できぬほど遠い彼方にある地点がある。

そして星の集まりを眺めているまさに今、その星々の中

に、かつてあったかなりの規模の宇宙を覆って広漠たる

死の夜が無情にも広がっている所がある。

現在、これらの存在は、法則の支配下にあり、時に容赦

ないように思われる。都市を破壊から、国家を衰退から、

人類を完全な絶滅から救うことが賢明であるように思わ

れる、致命的な決断が下される時がある。しかしそのよ

うな運命が、為された行動の自然な結果であったり、周

期的な一掃に必要な手段であったりする場合、回避する

ことはできない。この高貴な科学のマスターのお１人が
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アデプトたちの間では、国家と文明の興亡は、大きな周

期的な動きの項目で研究されているテーマである。アデ

プトたちは、政治や社会生活における通常の変化だけで

なく、鉱物、植物、動物界で起こるすべての出来事とい

うこの地球上の一つひとつの事象と人間との間には、

切っても切れないつながりがあると考えている。大陸の

大変動、巨大な氷河の動き、火山の恐るべき噴火、ある

いは大河の突然の氾濫などは、意識していようがいなか

ろうが、そこいようがいまいが、すべて人間が原因で、

人間によって行われている。そして、アデプトたちは地

軸の傾きに大きな変化が過去にあったしこれからもある

ということを伝えている。すべては人間のせいである。

この教義は、観察からは隠されており、伝統に反し、教

育と矛盾しているため、19 世紀の西欧には理解しがた

いものである。しかし、初歩的な段階を通過した神智学

徒はそれが真実であることを知っている。科学の崇拝者

が言う。「チャールストン地震や、大気圏に侵入する宇

宙塵のシャワーが、人間と何の関係かあるのか。何もな

い」。

しかし、何世紀にもわたって横たわる計り知れない高さ

に立っているアデプトは、その視線の先に、人間の影響

を受けた大きな周期とより小さい周期が、その罰、報酬、

経験、発達のために変化していくのを見ているのである。

人の思考や行動がどのように物質的なものの変化に影響

を与えるかを、今ここで明確にしようとする必要はない。

お望みならば、私は今のところドグマとして、後に明ら

かにするためにとっておこう。

周期の大いなる主題が言及され、神智学のアデプトたち

によって提示された、最も心を引きつけて離さない所説

へと、私たちは導かれた。それはつまり、彼らの運動の

周期は、アメリカと合衆国では一般的に、11,000 年以

上前に忘れられていた文明の偉大な栄光だけでなく、真

の人間であるモナドつまり人々が自我と呼ぶもの、発達

させてその最終的な輝きへと至らせて以来、多くの年月

が経ったものである。実際、19 世紀の私たちは、毎日

新しい発見や発明を耳にし、あらゆる芸術や科学の偉大

な進歩を夢見ているが、大西洋（the Atlantic Ocean）

でその名を永遠に不滅のものとされているアトランティ

ス人の中で、強力で聡明で邪悪なアトランティス人の体

に宿った人たちと同じである。ヨーロッパ人もまた、ア

トランティス人のモナドであるが、この復活の花はいわ

ばアメリカ大陸であるし、あることになっている。私は

合衆国とは言わない。我々の力の太陽が再び昇った時に

は合衆国は存在しないかもしれないからだ。

もちろん、この理論をどの程度でも受け入れることがで

きるようにするためには、カルマと輪廻転生の、双子の

神智学の教義を信じることが不可欠である。私には、そ

れは非常に明白なことのように思える。私は、アメリカ

のこれらの市民の中に、まだ眠くて自分たちが誰である

かよくわかっていないが、それでもアトランティス人の

考えでいっぱいであるアトランティス人の姿を、ほぼ見

ることができる。彼らの中でアトランティス人の考えは、

内なる強大な人間を拘束し、縛り付ける遺伝的な身体的、

精神的環境によって、完全かつ明確な表現が妨げられて

いるだけなのである。これもまた、私たちの力を封じ込

め、当面は野心を阻むために、これらの苦しめる制限に

よって私たちを罰するネメシス - カルマ（※）である。

それは、私たちがアトランティス人の体を持っていた時

に邪悪なことをしたのは、今の時代の単なる卑劣な邪悪

のことではなく、高い次元の邪悪な行為だったからであ

る。しかし聖パウロのような高次元の悪行は、高所の未

知な霊的存在の特質であった。私たちは霊的なものを堕

落させ、自然の強大な力を根底の用途に変えてしまった。 

私たちは現在、富や物質的な物の栄光、霊や偉大な人間

を上回る個性の賛美を「いと高く」匂わせている。これ

は今、私たちが望んでいることを達成できなかったり、

貧困の砥石を私たちの中から取り除くことができないと

いう現在の自分たちの無力さを補っている。私たちはま

だ準備者に過ぎず、私たちの素朴で粗野なアメリカの発

展を高く評価するかもしれないのと同じである。

ここにサイクル（周期）の意味の要旨がある。それは、

必要な破壊の多くが含まれている準備サイクルである。

建設の前に私たちには何らかの崩壊が起きなければなら

ないのである。私たちはここアメリカで新しい人種を準

備している。その人種は私が言ったように、長い間忘れ

去られていた過去からゆっくりと表面化しつつある栄光

の完璧さを示すものである。これがアメリカ大陸が永続

的な動乱の状態にあると見られる理由である。それは精

錬所での古い人種の煮えたぎる沸騰、そして新しい人種

のための材料のゆっくりとした到来である。他のどこで

もなくこのアメリカが、すべての人種の男女が一緒に住

み、共に統治され、共に自然や人生の問題に取り組み、

２つの人種のそれぞれを組み合わせた子供たちを産み出

すことになっている。このプロセスは、何世代にもわたっ

てアメリカ大陸に全く新しい人種が誕生するまで続くだ

ろう。新しい身体、新しい知性の状態、新しい心の力、

好奇心や前例のないサイキック力、それと同じくらい並

外れた肉体的な力、新しい感覚や現在の感覚の拡大など、

今では考えられないようなものが生まれるだろう。この

ような新しい種類の身体と心が生成されたとき、他のモ

ナド、あるいは私たち自身のモナドが、それらに生命を

吹き込まれ、10 万年前のイメージを時間のスクリーン

に描くことになる。

※ネメシス…ギリシャ神話で、人間の思い上がりに対す

る神の怒りと罰とを擬人化した女神。



こう書いている。

「我々は、〈諸世界の宇宙的な関係の全般的な流れ〉があ

るにもかかわらず、かれやこれやの危機に際し、国々を

まとめて引っ張り上げることができるふりをしたことは

なかった。周期はそのラウンドを進ませる必要がある。

精神的、道徳的な光と闇の期間は、昼と夜のように互い

の後に続く。大きなユガと小さなユガは、〈ものごとの

確立された順〉に達成されねばならない。そして我々は、

大きな潮の流れに乗って運ばれて、その小さな流れの一

部を少し変え、指揮することができるだけだ。もし我々

が想像上の人格神の力を持っていて、不変の法則が遊ぶ

ためのオモチャにすぎなかったら、確かに我々はこの世

を高尚な魂の理想郷に変えてしまうような理想の状態を

作り出していたかもしれない」。

そのため、個々のケースでは、たとえあるアデプトと直

接関係のある者であっても、法則を侵害することはでき

ない。カルマが自我に、かくかくしかじかのことが起こ

るべきだと強要し、最大の神や最小のアデプトはそれを

止めるために指１本も動かすことはできない。国家は、

国家としての莫大な量の悪しきカルマという勘定に対抗

して富を蓄えたかもしれない。その運命は確かであり、

高貴な部隊、アデプトたち自身すらいるかもしれないが、

それを陥れることはできず、「水に浸した松明のように

消えてしまう」だろう。

古代エジプトの終わりはこのようであり、かつての栄光

は今日、誰にも知られていない。当時のエジプトは私た

ちにとって、歴史という空に上り切った太陽のように見

えるが、強大なアデプトが王座に座って人々を導いた時、

エジプトにはまだ伸びしろがあった。エジプトが権力の

頂点に達し、人々が物質を発展させた。アデプトは引退

した。偽りのアデプトが取って代わり、しだいにエジプ

トの栄光は弱まり、ついにエジプトは暗闇となった。同

じことがカルデアとアッシリア、そして私たち自身のア

メリカの表層でも繰り返された。ここではかつて、素晴

らしい栄光の文明が繁栄したが、他の文明と同じように

消滅してしまった。そして、アメリカに再び文明の華々

しい発展が始まっているのはカルマの一つだということ

が神智学徒の目には明らかであるが、他の人々の領土を

善良なキリスト教信者に与える人格神を信じる人たちへ

の無責任な神意のミステリアスな働きの一つではある。

アメリカの国家の発展は、アトランティスの素晴らしい

過去と神秘的で強いつながりがあり、先週私が言及した

リピカたちの運命の本で解説されている偉大な物語の１

つである。
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宇宙外の、人格をそなえた神の存在についての古くから

の議論は、まさに自然界に広がっているように見える知

性であり、そこから知力を有する管理者が存在するとい

う結論が導き出される。しかし、神智学はそのような神

を認めない。なぜなら、その神は必要でもないし、あり

得ないからである。私たちにとって非常に長い間、人格

神の概念を大事にはぐくむことができるように、あまり

にも無慈悲な自然の作用の徴候がありすぎる。嵐が猛り

狂い善も悪もともに圧倒することを私たちは理解してい

る。地震は年齢や性別や階級を考慮しないこと、自然の

法則が働くところならどこでも、人の痛みや絶望など気

にせずそうすることを知っている。

私が以前に言及したようなヒエラルキーを前提とする

「智慧の宗教」は、教義で人格神を概説してはいない。

人格神、一例としてエホバと、ディヤーン・チョーハン

たちの主も含めてリピカとの違いは、非常に大きい。法

と秩序、良識、品位、進歩は、すべてエホバに従属的で、
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な天の川の中には、我々の太陽系のような空間の多くあ

る、広大で理解できぬほど遠い彼方にある地点がある。
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れる、致命的な決断が下される時がある。しかしそのよ

うな運命が、為された行動の自然な結果であったり、周

期的な一掃に必要な手段であったりする場合、回避する

ことはできない。この高貴な科学のマスターのお１人が
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法則が働くところならどこでも、人の痛みや絶望など気

にせずそうすることを知っている。

私が以前に言及したようなヒエラルキーを前提とする

「智慧の宗教」は、教義で人格神を概説してはいない。

人格神、一例としてエホバと、ディヤーン・チョーハン

たちの主も含めてリピカとの違いは、非常に大きい。法

と秩序、良識、品位、進歩は、すべてエホバに従属的で、

時にはエホバの「慈悲深い」統治の下で完全に消えてし

まう。智慧の宗教では、ディヤーン・チョーハンたちは

宇宙マインド（the Universal Mind）に由来する不変の

法則に永遠に従うことができるのみである。これらの永

遠の法則は広範であり、そして自然界そのものは盲目で

あるため、ある角度からは主人であるヒエラルキーは、

物質の進化の経緯を導く必要がある。

教義をより良く理解するために、私たちが現在いるよう

な顕現の一時代を取り上げてみよう。これは無数の時代

の前に始まり、暗闇あるいは冬眠の莫大に長い期間の後

に現れた。暗闇や冬眠の期間はキリスト教の体系で「混

沌」と呼ばれる。そして、その眠りの期間の前に、他の

活動または顕現の期間が永遠にあった。さて、それらの

以前あったエネルギーと活動の期間に、今と同じ進化の

過程が続き、それから、そしてそれによって、偉大な存

在が生まれた。完成した人々、私たちにとっては神になっ

た人々、永遠の過去において数え切れないほどの進化を

助けた人たちである。それらの人たちはディヤーン・

チョーハンになり、その後に続くすべての進化に貢献し

た。このようなことが、人間の魂が目指すべき大きな目

標である。その目標を前に、キリスト教の天国のあり得

ない報酬は、屑に変わってしまう。

偉大な進化の時代と、今語られている偉大な人々を、私

たちの惨めな地球に限定するという間違いを犯してはな

らない。私たちはただ連鎖しているのである。エネルギー

と知識と力が働く他の惑星系、他の宇宙がある。神秘的

な天の川の中には、我々の太陽系のような空間の多くあ

る、広大で理解できぬほど遠い彼方にある地点がある。

そして星の集まりを眺めているまさに今、その星々の中

に、かつてあったかなりの規模の宇宙を覆って広漠たる

死の夜が無情にも広がっている所がある。

現在、これらの存在は、法則の支配下にあり、時に容赦

ないように思われる。都市を破壊から、国家を衰退から、

人類を完全な絶滅から救うことが賢明であるように思わ

れる、致命的な決断が下される時がある。しかしそのよ

うな運命が、為された行動の自然な結果であったり、周

期的な一掃に必要な手段であったりする場合、回避する

ことはできない。この高貴な科学のマスターのお１人が
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アデプトたちの間では、国家と文明の興亡は、大きな周

期的な動きの項目で研究されているテーマである。アデ

プトたちは、政治や社会生活における通常の変化だけで

なく、鉱物、植物、動物界で起こるすべての出来事とい

うこの地球上の一つひとつの事象と人間との間には、

切っても切れないつながりがあると考えている。大陸の

大変動、巨大な氷河の動き、火山の恐るべき噴火、ある

いは大河の突然の氾濫などは、意識していようがいなか

ろうが、そこいようがいまいが、すべて人間が原因で、

人間によって行われている。そして、アデプトたちは地

軸の傾きに大きな変化が過去にあったしこれからもある

ということを伝えている。すべては人間のせいである。

この教義は、観察からは隠されており、伝統に反し、教

育と矛盾しているため、19 世紀の西欧には理解しがた

いものである。しかし、初歩的な段階を通過した神智学

徒はそれが真実であることを知っている。科学の崇拝者

が言う。「チャールストン地震や、大気圏に侵入する宇

宙塵のシャワーが、人間と何の関係かあるのか。何もな

い」。

しかし、何世紀にもわたって横たわる計り知れない高さ

に立っているアデプトは、その視線の先に、人間の影響

を受けた大きな周期とより小さい周期が、その罰、報酬、

経験、発達のために変化していくのを見ているのである。

人の思考や行動がどのように物質的なものの変化に影響

を与えるかを、今ここで明確にしようとする必要はない。

お望みならば、私は今のところドグマとして、後に明ら

かにするためにとっておこう。

周期の大いなる主題が言及され、神智学のアデプトたち

によって提示された、最も心を引きつけて離さない所説

へと、私たちは導かれた。それはつまり、彼らの運動の

周期は、アメリカと合衆国では一般的に、11,000 年以

上前に忘れられていた文明の偉大な栄光だけでなく、真

の人間であるモナドつまり人々が自我と呼ぶもの、発達

させてその最終的な輝きへと至らせて以来、多くの年月

が経ったものである。実際、19 世紀の私たちは、毎日

新しい発見や発明を耳にし、あらゆる芸術や科学の偉大

な進歩を夢見ているが、大西洋（the Atlantic Ocean）

でその名を永遠に不滅のものとされているアトランティ

ス人の中で、強力で聡明で邪悪なアトランティス人の体

に宿った人たちと同じである。ヨーロッパ人もまた、ア

トランティス人のモナドであるが、この復活の花はいわ

ばアメリカ大陸であるし、あることになっている。私は

合衆国とは言わない。我々の力の太陽が再び昇った時に

は合衆国は存在しないかもしれないからだ。

もちろん、この理論をどの程度でも受け入れることがで

きるようにするためには、カルマと輪廻転生の、双子の

神智学の教義を信じることが不可欠である。私には、そ

れは非常に明白なことのように思える。私は、アメリカ

のこれらの市民の中に、まだ眠くて自分たちが誰である

かよくわかっていないが、それでもアトランティス人の

考えでいっぱいであるアトランティス人の姿を、ほぼ見

ることができる。彼らの中でアトランティス人の考えは、

内なる強大な人間を拘束し、縛り付ける遺伝的な身体的、

精神的環境によって、完全かつ明確な表現が妨げられて

いるだけなのである。これもまた、私たちの力を封じ込

め、当面は野心を阻むために、これらの苦しめる制限に

よって私たちを罰するネメシス - カルマ（※）である。

それは、私たちがアトランティス人の体を持っていた時

に邪悪なことをしたのは、今の時代の単なる卑劣な邪悪

のことではなく、高い次元の邪悪な行為だったからであ

る。しかし聖パウロのような高次元の悪行は、高所の未

知な霊的存在の特質であった。私たちは霊的なものを堕

落させ、自然の強大な力を根底の用途に変えてしまった。 

私たちは現在、富や物質的な物の栄光、霊や偉大な人間

を上回る個性の賛美を「いと高く」匂わせている。これ

は今、私たちが望んでいることを達成できなかったり、

貧困の砥石を私たちの中から取り除くことができないと

いう現在の自分たちの無力さを補っている。私たちはま

だ準備者に過ぎず、私たちの素朴で粗野なアメリカの発

展を高く評価するかもしれないのと同じである。

ここにサイクル（周期）の意味の要旨がある。それは、

必要な破壊の多くが含まれている準備サイクルである。

建設の前に私たちには何らかの崩壊が起きなければなら

ないのである。私たちはここアメリカで新しい人種を準

備している。その人種は私が言ったように、長い間忘れ

去られていた過去からゆっくりと表面化しつつある栄光

の完璧さを示すものである。これがアメリカ大陸が永続

的な動乱の状態にあると見られる理由である。それは精

錬所での古い人種の煮えたぎる沸騰、そして新しい人種

のための材料のゆっくりとした到来である。他のどこで

もなくこのアメリカが、すべての人種の男女が一緒に住

み、共に統治され、共に自然や人生の問題に取り組み、

２つの人種のそれぞれを組み合わせた子供たちを産み出

すことになっている。このプロセスは、何世代にもわたっ

てアメリカ大陸に全く新しい人種が誕生するまで続くだ

ろう。新しい身体、新しい知性の状態、新しい心の力、

好奇心や前例のないサイキック力、それと同じくらい並

外れた肉体的な力、新しい感覚や現在の感覚の拡大など、

今では考えられないようなものが生まれるだろう。この

ような新しい種類の身体と心が生成されたとき、他のモ

ナド、あるいは私たち自身のモナドが、それらに生命を

吹き込まれ、10 万年前のイメージを時間のスクリーン

に描くことになる。

※ネメシス…ギリシャ神話で、人間の思い上がりに対す

る神の怒りと罰とを擬人化した女神。



こう書いている。
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が想像上の人格神の力を持っていて、不変の法則が遊ぶ

ためのオモチャにすぎなかったら、確かに我々はこの世

を高尚な魂の理想郷に変えてしまうような理想の状態を

作り出していたかもしれない」。
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それを陥れることはできず、「水に浸した松明のように

消えてしまう」だろう。

古代エジプトの終わりはこのようであり、かつての栄光

は今日、誰にも知られていない。当時のエジプトは私た

ちにとって、歴史という空に上り切った太陽のように見

えるが、強大なアデプトが王座に座って人々を導いた時、

エジプトにはまだ伸びしろがあった。エジプトが権力の

頂点に達し、人々が物質を発展させた。アデプトは引退

した。偽りのアデプトが取って代わり、しだいにエジプ

トの栄光は弱まり、ついにエジプトは暗闇となった。同

じことがカルデアとアッシリア、そして私たち自身のア

メリカの表層でも繰り返された。ここではかつて、素晴

らしい栄光の文明が繁栄したが、他の文明と同じように

消滅してしまった。そして、アメリカに再び文明の華々

しい発展が始まっているのはカルマの一つだということ

が神智学徒の目には明らかであるが、他の人々の領土を

善良なキリスト教信者に与える人格神を信じる人たちへ

の無責任な神意のミステリアスな働きの一つではある。

アメリカの国家の発展は、アトランティスの素晴らしい

過去と神秘的で強いつながりがあり、先週私が言及した

リピカたちの運命の本で解説されている偉大な物語の１

つである。

7　

宇宙外の、人格をそなえた神の存在についての古くから

の議論は、まさに自然界に広がっているように見える知

性であり、そこから知力を有する管理者が存在するとい

う結論が導き出される。しかし、神智学はそのような神

を認めない。なぜなら、その神は必要でもないし、あり

得ないからである。私たちにとって非常に長い間、人格

神の概念を大事にはぐくむことができるように、あまり

にも無慈悲な自然の作用の徴候がありすぎる。嵐が猛り

狂い善も悪もともに圧倒することを私たちは理解してい

る。地震は年齢や性別や階級を考慮しないこと、自然の

法則が働くところならどこでも、人の痛みや絶望など気

にせずそうすることを知っている。

私が以前に言及したようなヒエラルキーを前提とする

「智慧の宗教」は、教義で人格神を概説してはいない。

人格神、一例としてエホバと、ディヤーン・チョーハン

たちの主も含めてリピカとの違いは、非常に大きい。法

と秩序、良識、品位、進歩は、すべてエホバに従属的で、

時にはエホバの「慈悲深い」統治の下で完全に消えてし

まう。智慧の宗教では、ディヤーン・チョーハンたちは

宇宙マインド（the Universal Mind）に由来する不変の

法則に永遠に従うことができるのみである。これらの永

遠の法則は広範であり、そして自然界そのものは盲目で

あるため、ある角度からは主人であるヒエラルキーは、

物質の進化の経緯を導く必要がある。

教義をより良く理解するために、私たちが現在いるよう

な顕現の一時代を取り上げてみよう。これは無数の時代

の前に始まり、暗闇あるいは冬眠の莫大に長い期間の後

に現れた。暗闇や冬眠の期間はキリスト教の体系で「混

沌」と呼ばれる。そして、その眠りの期間の前に、他の

活動または顕現の期間が永遠にあった。さて、それらの

以前あったエネルギーと活動の期間に、今と同じ進化の

過程が続き、それから、そしてそれによって、偉大な存

在が生まれた。完成した人々、私たちにとっては神になっ

た人々、永遠の過去において数え切れないほどの進化を

助けた人たちである。それらの人たちはディヤーン・

チョーハンになり、その後に続くすべての進化に貢献し

た。このようなことが、人間の魂が目指すべき大きな目

標である。その目標を前に、キリスト教の天国のあり得

ない報酬は、屑に変わってしまう。

偉大な進化の時代と、今語られている偉大な人々を、私

たちの惨めな地球に限定するという間違いを犯してはな

らない。私たちはただ連鎖しているのである。エネルギー

と知識と力が働く他の惑星系、他の宇宙がある。神秘的

な天の川の中には、我々の太陽系のような空間の多くあ

る、広大で理解できぬほど遠い彼方にある地点がある。

そして星の集まりを眺めているまさに今、その星々の中

に、かつてあったかなりの規模の宇宙を覆って広漠たる

死の夜が無情にも広がっている所がある。

現在、これらの存在は、法則の支配下にあり、時に容赦

ないように思われる。都市を破壊から、国家を衰退から、

人類を完全な絶滅から救うことが賢明であるように思わ

れる、致命的な決断が下される時がある。しかしそのよ

うな運命が、為された行動の自然な結果であったり、周

期的な一掃に必要な手段であったりする場合、回避する

ことはできない。この高貴な科学のマスターのお１人が

8

アデプトたちの間では、国家と文明の興亡は、大きな周

期的な動きの項目で研究されているテーマである。アデ

プトたちは、政治や社会生活における通常の変化だけで

なく、鉱物、植物、動物界で起こるすべての出来事とい

うこの地球上の一つひとつの事象と人間との間には、

切っても切れないつながりがあると考えている。大陸の

大変動、巨大な氷河の動き、火山の恐るべき噴火、ある

いは大河の突然の氾濫などは、意識していようがいなか

ろうが、そこいようがいまいが、すべて人間が原因で、

人間によって行われている。そして、アデプトたちは地

軸の傾きに大きな変化が過去にあったしこれからもある

ということを伝えている。すべては人間のせいである。

この教義は、観察からは隠されており、伝統に反し、教

育と矛盾しているため、19 世紀の西欧には理解しがた

いものである。しかし、初歩的な段階を通過した神智学

徒はそれが真実であることを知っている。科学の崇拝者

が言う。「チャールストン地震や、大気圏に侵入する宇

宙塵のシャワーが、人間と何の関係かあるのか。何もな

い」。

しかし、何世紀にもわたって横たわる計り知れない高さ

に立っているアデプトは、その視線の先に、人間の影響

を受けた大きな周期とより小さい周期が、その罰、報酬、

経験、発達のために変化していくのを見ているのである。

人の思考や行動がどのように物質的なものの変化に影響

を与えるかを、今ここで明確にしようとする必要はない。

お望みならば、私は今のところドグマとして、後に明ら

かにするためにとっておこう。

周期の大いなる主題が言及され、神智学のアデプトたち

によって提示された、最も心を引きつけて離さない所説

へと、私たちは導かれた。それはつまり、彼らの運動の

周期は、アメリカと合衆国では一般的に、11,000 年以

上前に忘れられていた文明の偉大な栄光だけでなく、真

の人間であるモナドつまり人々が自我と呼ぶもの、発達

させてその最終的な輝きへと至らせて以来、多くの年月

が経ったものである。実際、19 世紀の私たちは、毎日

新しい発見や発明を耳にし、あらゆる芸術や科学の偉大

な進歩を夢見ているが、大西洋（the Atlantic Ocean）

でその名を永遠に不滅のものとされているアトランティ

ス人の中で、強力で聡明で邪悪なアトランティス人の体

に宿った人たちと同じである。ヨーロッパ人もまた、ア

トランティス人のモナドであるが、この復活の花はいわ

ばアメリカ大陸であるし、あることになっている。私は

合衆国とは言わない。我々の力の太陽が再び昇った時に

は合衆国は存在しないかもしれないからだ。

もちろん、この理論をどの程度でも受け入れることがで

きるようにするためには、カルマと輪廻転生の、双子の

神智学の教義を信じることが不可欠である。私には、そ

れは非常に明白なことのように思える。私は、アメリカ

のこれらの市民の中に、まだ眠くて自分たちが誰である

かよくわかっていないが、それでもアトランティス人の

考えでいっぱいであるアトランティス人の姿を、ほぼ見

ることができる。彼らの中でアトランティス人の考えは、

内なる強大な人間を拘束し、縛り付ける遺伝的な身体的、

精神的環境によって、完全かつ明確な表現が妨げられて

いるだけなのである。これもまた、私たちの力を封じ込

め、当面は野心を阻むために、これらの苦しめる制限に

よって私たちを罰するネメシス - カルマ（※）である。

それは、私たちがアトランティス人の体を持っていた時

に邪悪なことをしたのは、今の時代の単なる卑劣な邪悪

のことではなく、高い次元の邪悪な行為だったからであ

る。しかし聖パウロのような高次元の悪行は、高所の未

知な霊的存在の特質であった。私たちは霊的なものを堕

落させ、自然の強大な力を根底の用途に変えてしまった。 

私たちは現在、富や物質的な物の栄光、霊や偉大な人間

を上回る個性の賛美を「いと高く」匂わせている。これ

は今、私たちが望んでいることを達成できなかったり、

貧困の砥石を私たちの中から取り除くことができないと

いう現在の自分たちの無力さを補っている。私たちはま

だ準備者に過ぎず、私たちの素朴で粗野なアメリカの発

展を高く評価するかもしれないのと同じである。

ここにサイクル（周期）の意味の要旨がある。それは、

必要な破壊の多くが含まれている準備サイクルである。

建設の前に私たちには何らかの崩壊が起きなければなら

ないのである。私たちはここアメリカで新しい人種を準

備している。その人種は私が言ったように、長い間忘れ

去られていた過去からゆっくりと表面化しつつある栄光

の完璧さを示すものである。これがアメリカ大陸が永続

的な動乱の状態にあると見られる理由である。それは精

錬所での古い人種の煮えたぎる沸騰、そして新しい人種

のための材料のゆっくりとした到来である。他のどこで

もなくこのアメリカが、すべての人種の男女が一緒に住

み、共に統治され、共に自然や人生の問題に取り組み、

２つの人種のそれぞれを組み合わせた子供たちを産み出

すことになっている。このプロセスは、何世代にもわたっ

てアメリカ大陸に全く新しい人種が誕生するまで続くだ

ろう。新しい身体、新しい知性の状態、新しい心の力、

好奇心や前例のないサイキック力、それと同じくらい並

外れた肉体的な力、新しい感覚や現在の感覚の拡大など、

今では考えられないようなものが生まれるだろう。この

ような新しい種類の身体と心が生成されたとき、他のモ

ナド、あるいは私たち自身のモナドが、それらに生命を

吹き込まれ、10 万年前のイメージを時間のスクリーン

に描くことになる。

※ネメシス…ギリシャ神話で、人間の思い上がりに対す

る神の怒りと罰とを擬人化した女神。

www.bookclubkai.jp

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

スピリチュアルのブックショップ



神智学協会ニッポン・ロッジ　勉強会のお知らせ

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

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

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

おります。ご興味ある方は、神智学協会ニッポン・ロッジまでご連絡ください。

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

【時間】　10時 ～ 12 時

【場所】　東京芸術劇場　会議室　

　　　　東京都豊島区西池袋 1-8-1　JR 池袋駅西口より徒歩３分

【費用】　会員 1,000 円　非会員 2000 円

四国地区
【日程】　毎月 1～２回

【場所】　ＨＰにてご確認ください。

【費用】　無料

神智学協会ニッポン・ロッジ　ご案内

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

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

の教えの普及活動を行っています。

神智学協会の目的

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

2）比較宗教、比較哲学、比較科学の研究を促進すること。

3）未だ解明されない自然の法則と人間に潜在する能力を調査研究すること。

神智学協会ニッポン・ロッジ　支援基金

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

ポン・ロッジ支援基金を設立し皆様からの寄付を募っております。

支援基金：一口　1,000 円

納入方法：銀行振り込み

納入口座：ゆうちょ銀行　００八支店

普通　9893687　神智学協会ニッポンロッジ

ゆうちょ銀行からの専用振替口座

記号：10070

番号：98936871

　　　神智学協会ニッポンロッジ

会報誌について

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

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

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

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