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お知らせ
今月の

　コロナウイルスがなかなか終息しませんが、皆さま元気にお過ごしでしょうか。
今月以降も引き続き zoom でのオンライン勉強会を続けていきます。前回から
『シークレット・ドクトリン』を読み始めています。難しい本ではありますが、皆

で話しながら読むと、自分では気が付かなかった理解が出来たりして楽しいです。ご興味ある方はぜひご参
加ください。日程などはメールでお知らせします。
　HP の会員専用ページのログイン方法が変わります。一律のパスワードになりますのでご注意ください。
パスワードは「tsj548」です。このパスワードを使ってページにログインしてください。よろしくお願いい
たします。

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 ４

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

５章 肉体とアストラル体

BODY AND ASTRAL BODY

　贅肉、骨、筋肉、神経、脳物質、胆汁、粘液、血液、

および皮膚の塊としての肉体は、あまりにも多くの人々

にとって、もっぱらの関心の対象である。その人々は、

肉体を自分たちの神とする。なぜなら彼らは自分自身を

肉体と同一視するようになり、「私」と言う時に肉体だ

けを意味するからである。肉体はそれ自身で助けなしに、

意識せずに、反射作用と自動的な行動によってのみ働く。

このことは睡眠中に見られる。そのため肉体は、起きて

いる人間にはさせられない働きを、睡眠中に引き受けて、

作動する。それは、母なる地球が極微の「生命」で構成

されているというようなものである。これらの生命（生

き物）のそれぞれは敏感な 1点である。微生物や病原菌

や細菌だけでなく、さらにもっと微小な生命の存在で地

球は構成されている。これらの生命は体の細胞ではない

が、細胞を作り上げ、進化によって細胞に割り当てられ

た限界内にとどまる。生命たちは永遠に体全体を、共に

渦を巻いて動き、特定の見たところ空いた空間にいる。

その空間は肉、膜（まく）骨、血液が見られる場所と同

様である。また、生命たちは実際の肉体の外的境界を超

えて、適度に遠くにまで広がる。

　肉体人生の神秘の一つは、これらの「生命」（生き物）

の中に隠されている。「プラーナまたは「ジーヴァ」と

呼ばれる生命エネルギーによって推進されるそれらの生

命の活動は、活発な存在と肉体の死を解明する。生命は

2つの部類に分けられる。1つは破壊者で、もう 1つは

保存者である。そしてこれらの 2つは、誕生から破壊者

が勝つまで互いに戦う。この闘争は、生命エネルギーそ

のものが終わらせる。なぜなら殺すのは生命がするので

ある。これはヘテロドックス（異説）に見えるかもしれ

ないが、神智学的哲学では真実であると考えられている。

なぜなら、幼児は健康な器官の組み合わせが空間のいた

るところにある生命を吸収できるから生きられ、そして

生命の流れの圧倒的な強さにより毎日眠るからである。

若い体の細胞内の維持者はまだ他の段階のエネルギーに

よってマスターされていないから、眠るのである。眠り

について再び目を覚ますこのプロセスは、睡眠中の平衡

の回復と、目覚めた時にその平衡を乱すことによって生

まれる作用にすぎない。それについては、電気抵抗に合

おうとしているアーク灯の輝く弧状の光が、目覚めてい

る活動的な人間の象徴であると考えられよう。そのため、

私たちは睡眠中にまた生命エネルギーを吸収し、生命エ

ネルギーに抵抗するのである。そして目覚めると、それ

を捨てる。しかし、海で泳ぐ時に海水が周りに存在する

ように、私たちの生命エネルギーを捨てる力は必然的に

限られている。目が覚めるちょうどその時、器官と生命

に関して私たちは均衡を保っている。眠りにつく時、私

たちは朝よりも生命に満ちている。生命は私たちをへと

へとに疲れさせたのだ。そしてついには体を死なせる。

このような戦いは永遠に行うことができない。なぜなら、

太陽系全体の生命の勢力は、1つの小さな人間の範囲に

焦点を合わせることに抵抗する力と戦うからである。

　体は、「智慧の大師たち」によって、人間の一連の構

成要素の中で最も一時的で、非永続的で、幻影のもので

あると見なされている。少しの間も、体は同じではない。

常に変化し、あらゆる部分で動いているが、実際、具体

的でありながら完成したり終えたりすることはない。古

１

の人たちはこのことをはっきりと認識していた。彼らは

「ナイミティカ・プララヤ」と呼ばれる教義、または物

質的なものの絶え間ない変化、絶え間ない破壊を詳述し

たからである。これは現在、科学で体が 7年ごとに完全

に変化し刷新されるという学説で知られている。最初の

7年間の終わりには、初めの頃と同じ体ではない。私た

ちは日々の終わりに、体が 7回かおそらくそれ以上、変

わったのだ。それでも、体は完全な発達から死まで、通

常の外観と同じである。そして、それは誕生から完全な

発達まで人間の形態である。これは科学が説明しない謎

であり、細胞に関する、そして一般的な人間の姿態が保

存される方法に関する問題である。

　「細胞」は幻影である。それは単に言葉があるに過ぎ

ない。物質のものとしての細胞は存在しない。なぜなら、

どの細胞も他の細胞でできているからだ。それでは、細

胞とは何だろうか？ 細胞とは、「生命」から構成される

実際の物質的な原子が自ら配列する理想の形態である。

肉体の分子は永遠に体から逃げ去っていると認められて

いるため、毎瞬、細胞を離れているはずである。したがっ

て、体の細胞はないが、一つの欠乏の境界（訳注）、典

型的な壁、一般的な形状がある。分子は自然の法則に従っ

て典型的な形状内に位置をとり、他の原子に場所を与え

るために、ほとんど直ちにその位置を離れる。そして、

それは体と同様、地球や太陽系も同じである。したがっ

て、またそれはすべての物質的な物に、より遅い程度で

同じことが考えられる。すべての物が、絶えざる運動と

変化をしている。これは現代の、かつ太古の智慧である。

これは千里眼、透聴力、テレパシー、読心術の、物理的

な説明である。そしてこのことは、私たちの体がいかに

不十分で惑わすものであるかを示すのに役立つ。

　だが厳密に言えば、人間を構成する第 2の要素アスト

ラル体、サンスクリット語でリンガ・シャリーラ、つま

り私たちが「生命エネルギー」とみなすものか、あるい

はサンスクリット語の「プラーナ」や「ジーヴァ」と呼

ばれるものを合わせて、それらのすべてである。見たと

ころ生命現象は体に関連して、より明白に示されるから

である。

　生命とは器官の働きの結果ではなく、体が分解すると

なくなってしまうものでもない。生命は、普遍的に広がっ

ている原理である。生命は海で、その中に地球が浮かん

でいる。生命は地球と、地球上のすべての存在と物に、

浸透する。そして私たちおよび私たちの周りに絶え間な

く働き、私たちに対し、そして私たちを通して永遠に脈

動する。体を占有する時、私たちはプラーナとジーヴァ

の両方を扱うために、他のどの道具よりも特殊化された

道具を使うだけである。厳密に言えば、「プラーナ」は

息である。そして、人間の（体という）機械には、生命

の継続のために息が必要なので、それは良い言葉である。

「ジーヴァ」は「生命」を意味し、また生きている魂に

も当てはまる。生命は一般に「至高の生命」そのものに

由来するからである。したがって、「ジーヴァ」はすべ

ての用途に用いることのできる語だが、「プラーナ」は

より部分的である。体が焼かれると源へ飛んで戻るであ

ろうこの生命エネルギーに確かな量があるとは言えない

が、物質の塊が何であろうと、その中にある生命エネル

ギーは機能するのである。私たちは言うなれば、生きて

いる時にそれを分泌するか、使うのだ。生きているか死

んでいるかにかかわらず、生命エネルギーは依然として

そこにある。維持している器官の中の生命に、そして死

において、破壊から生じる無数の創造物の中に、生命エ

ネルギーがあるのである。私たちは鳥が浮かぶ空を消す

ことよりも、この生命を捨てることはできず、そして生

命は空気のように地球上のすべての空間を満たし、その

恩恵を失うことも、その最終的な粉砕力を逃れることも

できない。しかし、肉体に働いているこの生命つまりプ

ラーナは、乗り物、手段、または導きを必要とし、その

乗り物とはアストラル体である。

　アストラル体には多くの名前がある。ここにいくつか

挙げると、リンガ・シャリーラ（梵語。設計図となる体

であり、すべての中で最良のもの）、エーテル・ダブル（複

体）、ファントム、幽霊、幻影、ドッペルゲンガー、人

格人間、理性のない魂、動物魂、ブータ、エレメンタリー、

スプーク、デビル、デーモンなどがある。ブータとデビ

ルとエレメンタリーは、ほとんど同意語である。ブータ

がサンスクリット後で、他は英語である。ヒンドゥー教

徒にとってブータは、死によって体と心から解放された

時のアストラル体である。このように良心から切り離さ

れ、ブータはヒンドゥー教徒の見方では悪魔なのだ。悪

魔は天から落下した天使であるという古い概念をなくせ

ば、彼らはそれほど間違っていない。なぜなら、この肉

体の悪魔は大地（the earth）から生まれたものだからだ。

　アストラル体という用語はこの意味を表すには正しい

用語ではないと、反対されるかもしれない。そうした異

議は、英語の性質と起源から生じるのであり、本来の姿

（the nature）との戦いの中で生じ、商売人の間で目に見

えない人間の器官と機能の広範囲を表すのに必要な言葉

がまだコインに鋳造されていないため生じたのである。

そして哲学者はこれらの目に見えない人間の器官の存在

を認めていないため、正しい用語が英語にはないのだ。

そのため、内なる体を説明する言葉を探す際に英語で見

つかったのは「アストラル体」だけであった。アストラ

ル体の材料は大まかに言って宇宙的な物質または星の物

質からできているため、この用語は実際の真実に近いも

のになる。しかし、サンスクリット語の古い語は、厳密

に言い表している。リンガ・シャリーラつまり「図案の

体」は、肉体のひな形か図案だからである。この語は「エー

テル体」より良い。「エーテル体」は肉体の次に来ると

言われるだろうが、実際にはアストラル体は肉体に先行

する。

　アストラル体は、目に見える体と比較して非常に微細

な実質（テクスチャー）の物質でできており、抗張力が

大きいため、一生の間、肉体が刻々と変化する一方でこ

ちらはほとんど変化しない。そしてこの測り知れない強

さを持っているだけでなく、かなりの距離を伸びること

のできる弾力性も持っている。柔軟で、形成力があり、

伸縮性があり、強いのである。アストラル体を構成して

いる物質は、本質が電気的で磁気的であり、進化の過程

が人間の物質体を作り出す時点にまだ到達していなかっ

た薄暗い過去に、アストラル体も含め全世界が構成され

た。しかしそれは自然のままの、または粗雑な物質では

ない。広大な進化の期間を経て、数えきれないほど多く

すか、また胎生学における他の多くの神秘的な事柄が医

師たちによって無視されるということを、説明するだろ

う。このことはまた、医師たちによって否定されること

もあるが、見たいと思う人たちにはよく知られている胎

内の子供を示す事実に他ならず、たびたび起こる事実で

ある。成長する物質的形態はアストラル原型の影響を受

ける。肉体的器官と霊的な器官を通して母親の想像力と

結びついているのだ。母親は恐怖やその他の強烈なイ

メージを作り、そしてアストラル原型は同じように影響

を受ける。脚なしで生まれるケースに注目すると、母親

の考えと強い想像力がアストラルの脚を切断または収縮

させるように作用し、結果として、動ける脚の原型を持

たない分子は肉体の脚を作れない。そのような場合は何

でも同様である。また、外科医が切断した足をまだある

と感じている、または切断された指をまだ知覚している

人を見つけた場合、アストラルの身体の一部は妨げられ

ていないのでその人はまだ自分の体にあるように感じる

のだ。ナイフや酸はアストラル原型を傷つけることはな

いが、その成長の最初の段階では、考えや想像力に酸と

鋭い鋼の力がある。

　オカルティズムの実践における訓練を受けていない

か、生まれながらに能力をもっていない普通の人は、ア

ストラル体が肉体から数フィート以上離れて行けない。

アストラル体は肉体の一部であり、肉体を維持し、マン

ゴーの繊維が果実全体にあるように肉体に組み込まれて

いる。しかし、次のような人々がいる。前の生まれ変わ

りで実践に従事したために、無意識にアストラル体を送

り出す力を持っている人たちである。彼らは霊媒であり、

何人かは予言者（先見者）であり、多くはヒステリーで、

強硬症的で、堕落した人々である。道徳的および精神的

性質に効果が及ぶ、過度に厳しい修業の長い過程で自分

自身を訓練した、その時代の平均的な人間の力をはるか

に超える人たちは、アストラル形態を意のままに使うこ

とができる。それは彼らが、肉体がその一部である惑わ

せるものに完全に打ち勝って、その上、この物質を支配

している化学的および電気的な法則を学んだからであ

る。彼らの場合、知識を持って意識的に行動する。それ

以外の場合、行為は、止める力なしで為されたり、思い

のままにひき起こされたり、高い品性の性質でそのよう

な力を使用することに伴う危険を回避する力なしに行わ

れる。

　アストラル体はそれ自体の中に実際の外的な感覚器官

を持っている。アストラル体の中に視覚、聴覚、臭覚、

および触覚があるのである。肉体に血液があるように、

アストラル体の中に、アストラルの体液を運ぶための動

脈と完全な神経組織がある。潜在意識の知覚と潜在的な

記憶があり、現在の催眠術師がそれを扱って困惑させて

いる。そのため肉体が死ぬと、アストラル人間が解放さ

れ、死に際して不死の人間である三つ組が別の状態へと

飛び去ると、アストラル体はかつて生きていた人間の殻

となり、消散するのに時間を要する。アストラル体は、

その人が生きた人生のすべての記憶を保持するため、死

んだその人が知って、言い、思考し、見たことを反射的

かつ自動的に繰り返すことができる。アストラル体は完

全に消散するまで、ほとんど絶え間なしに離れた肉体の

そばにとどまる。なぜならアストラル体自身の死の過程

を経なければならないからだ。それは心霊主義の降霊術

に出る幽霊であり、あれこれいろんな人物の、本物の霊

になりすます。幽霊は霊媒と降霊会参加者の思考に引き

寄せられ、なんとなくそこら辺を浮遊し、その後エレメ

ンタルのエネルギーの群全体と、降霊術の会を開催して

いる霊媒か、または他の参加している霊媒の活発なアス

トラル体によって、人為的な人生へと駆り立てられる。

それから霊媒の脳に、証拠となるものがすべて、写真の

ように映し出される。その証拠は心霊主義者が亡くなっ

た友人や親族の身元を証明するのに役立つ。これらの証

拠は、死者の霊がそこにいる証拠として受け入れられる。

なぜなら霊媒も参加者も、自分の性質を支配している法

則や、アストラル物質とアストラル人間の構造、力、機

能をよく知らないからである。

　神智学の哲学は、心霊主義の交霊会で証明された事実

は否定しないが、その事実に、心霊主義者の説明とは完

全に反対の説明をする。そして、これらのいわゆる霊た

ちが引き起こすと言われている現象が、確かに筋の通っ

た科学的説明を完全に欠いていることは、伝える知識を

それらの霊が持っていないという主張の裏付けとなる。

そのいわゆる霊たちは、ある現象を引き起こすにすぎな

い。それらの現象の調査とそこからの推論は、霊・魂・

の精錬のプロセスを経て、アストラルの物質の性質は、

見たり触れたりできる肉体の目や手の要素をはるかに超

えて洗練されてきた。

　アストラル体は肉体を導く原型である。そして他のす

べての領域（kingdom）にも同じようにアストラル原型

がある。植物界、鉱物界、動物界にはエーテル複体

（ethereal double）があり、この理論は唯一の、いかに

種子がそれ自身の類を生み出し、すべての知覚力ある存

在が同類を産むのかという問いへの答えである。生物学

者は、真実が私たちの知っている通りだとしか言えず、

ドングリがオーク以外には成長しないのはなぜかという

ことの理由は述べられない。しかし過去の古い学派では

真の教義が知られており、H・P・ブラヴァツキーおよ

び彼女の著作にインスピレーションを見出した人々に

よって、それが再び西洋で発表された。

　その教義とは、この地球の進化の初期に、さまざまな

自然の領域（kingdom）が最初に計画され、または典型

が概略で作られ、その後アストラル物質が「生命原理」

の助けを借りてこの計画に取り組み始め、長い時代の後

アストラルの人間の形態が進化し完成するに至るという

ものである。これ（アストラル体）は、人類が持ってい

た最初の形態であり、エデンの園にいる人間の状態のす

べての寓意物語と、いくぶん一致している。物質へのさ

らなる降下のサイクルが前進している別の長い期間の

後、ついにアストラル形態は「皮膚の外衣」を身にまと

い、現在の物質的形態が現れた。これは創世記の一節の

説明であり、アダムとイブに皮膚の外衣を与えるという

ことを説明している。それは最終的な物質への降下であ

る。その時点から人間は、物質の塊としての肉体全体を

より高いレベルへ引き上げる努力の中にあり、霊的影響

のより大きな尺度を肉体全体に満たす努力をするように

なり、その結果、現在の進化の周期が終わった後、次の

進化の大いなる期間に、さらに前進する準備ができてい

るかもしれない。したがって今のところ、胎内で成長し

ている子供の原型は、生まれる前の形がすでに完全なア

ストラル体である。このことは、子供が完成するまで分

子が自分自身を配置することであり、エーテル的ひな型

である体の存在は、形態がどのように形へと成長するか、

また目はどのように内側から顔の表面へと自らを押し出

心の生きた三位一体によって導かれる訓練された脳だけ

が適切に行うことができる。そして、ここで霊的現象の

もう一つ別の種類は、ちょっとした警告をする必要があ

る。それは「物質化した霊」と呼ばれるものの出現である。

　３つの説明を提示できる。第一に、生きている霊媒の

アストラル体は、それ自身を体から引き離し、いわゆる

霊の外観を装う。アストラル物質の特性の一つは、誰の

目にも見えずに存在する像（イメージ）を反映する性質

だからである。第二に、完全に霊と良心を欠いた実際の

故人のアストラル殻は、空気とエーテルの状態がそのア

ストラル殻の分子の振動を変化させると、目に見えるよ

うになる。密度と見かけ上の重量は、他の法則によって

説明される。第三に、目に見えない大量の電気的および

磁気的物質が集められ、そこにアストラル光から、死ん

でいるか生きている会いたい人の肖像が映し出される。

これはそのような人たちの「霊」であると見なされるが、

そうではなく、H・P・ブラヴァツキーによって正しく

も「心理的欺瞞」と呼ばれている。なぜなら、それは偽

物ではないフリをしているからである。そして奇妙なこ

とに、まさしくこの物質化の説明は、定期的な降霊会で

「霊」により与えられたのに、ただ故人の霊が戻って来

たという考えを混乱させるという理由で、心霊主義者に

受け入れられたことがない。

　最後にアストラル体は、日常生活と真の霊媒を扱う中

で起こるほとんどすべての奇妙な霊的事柄を明白にする

だろう。アストラル体は、幽霊が何であるかの答えであ

り、そのような存在が見られる可能性を示し、そうする

ことで疑惑をいだく科学的な人が君の見て知っているこ

とを、見たことがないくせにと言って、良識を踏みにじ

ることを防ぐ。また、これらの現象の本当の性質を示す

ことで迷信を取り除き、人に「幽霊」を見ることを恐れ

させる未知のものへの不合理な恐怖を撲滅する。さらに、

アストラルの手が突き出て物体をつかみ、体へと引っ込

めるため、肉体の接触なしに物体を運び去ることを説明

できる。これが可能であると示されたら、ヒンドゥー教

のヨギがコーヒーカップを空中に飛ばし、遠くにある物

体がそのヨギか他の人に触れられずひとりでにはっきり

近づくのを見ても、旅行者は笑わないだろう。透視力と

透聴力のすべての器官は、アストラル体とアストラル光

によっても説明される。本物のアストラルの器官は、見

ることと聞くことを行い、そしてすべての物質的な物が

それ自身の原子間で絶えず動いているので、アストラル

の視力と聴力は妨げられずに地球の周りとその近くのア

ストラル光あるいは物質の広がりと同じくらい広く動

く。したがって、偉大な透視家であるスウェーデンボリ

は、何マイルも離れた都市にいた時に、ストックホルム

の家々が燃えるのを見たのだったが、それもそういうこ

とであり、現在の透視家が遠くのことを見たり聞いたり

するのも同じである。

＊＊＊

（訳注）privative limits



５章 肉体とアストラル体

BODY AND ASTRAL BODY

　贅肉、骨、筋肉、神経、脳物質、胆汁、粘液、血液、

および皮膚の塊としての肉体は、あまりにも多くの人々

にとって、もっぱらの関心の対象である。その人々は、

肉体を自分たちの神とする。なぜなら彼らは自分自身を

肉体と同一視するようになり、「私」と言う時に肉体だ

けを意味するからである。肉体はそれ自身で助けなしに、

意識せずに、反射作用と自動的な行動によってのみ働く。

このことは睡眠中に見られる。そのため肉体は、起きて

いる人間にはさせられない働きを、睡眠中に引き受けて、

作動する。それは、母なる地球が極微の「生命」で構成

されているというようなものである。これらの生命（生

き物）のそれぞれは敏感な 1点である。微生物や病原菌

や細菌だけでなく、さらにもっと微小な生命の存在で地

球は構成されている。これらの生命は体の細胞ではない

が、細胞を作り上げ、進化によって細胞に割り当てられ

た限界内にとどまる。生命たちは永遠に体全体を、共に

渦を巻いて動き、特定の見たところ空いた空間にいる。

その空間は肉、膜（まく）骨、血液が見られる場所と同

様である。また、生命たちは実際の肉体の外的境界を超

えて、適度に遠くにまで広がる。

　肉体人生の神秘の一つは、これらの「生命」（生き物）

の中に隠されている。「プラーナまたは「ジーヴァ」と

呼ばれる生命エネルギーによって推進されるそれらの生

命の活動は、活発な存在と肉体の死を解明する。生命は

2つの部類に分けられる。1つは破壊者で、もう 1つは

保存者である。そしてこれらの 2つは、誕生から破壊者

が勝つまで互いに戦う。この闘争は、生命エネルギーそ

のものが終わらせる。なぜなら殺すのは生命がするので

ある。これはヘテロドックス（異説）に見えるかもしれ

ないが、神智学的哲学では真実であると考えられている。

なぜなら、幼児は健康な器官の組み合わせが空間のいた

るところにある生命を吸収できるから生きられ、そして

生命の流れの圧倒的な強さにより毎日眠るからである。

若い体の細胞内の維持者はまだ他の段階のエネルギーに

よってマスターされていないから、眠るのである。眠り

について再び目を覚ますこのプロセスは、睡眠中の平衡

の回復と、目覚めた時にその平衡を乱すことによって生

まれる作用にすぎない。それについては、電気抵抗に合

おうとしているアーク灯の輝く弧状の光が、目覚めてい

る活動的な人間の象徴であると考えられよう。そのため、

私たちは睡眠中にまた生命エネルギーを吸収し、生命エ

ネルギーに抵抗するのである。そして目覚めると、それ

を捨てる。しかし、海で泳ぐ時に海水が周りに存在する

ように、私たちの生命エネルギーを捨てる力は必然的に

限られている。目が覚めるちょうどその時、器官と生命

に関して私たちは均衡を保っている。眠りにつく時、私

たちは朝よりも生命に満ちている。生命は私たちをへと

へとに疲れさせたのだ。そしてついには体を死なせる。

このような戦いは永遠に行うことができない。なぜなら、

太陽系全体の生命の勢力は、1つの小さな人間の範囲に

焦点を合わせることに抵抗する力と戦うからである。

　体は、「智慧の大師たち」によって、人間の一連の構

成要素の中で最も一時的で、非永続的で、幻影のもので

あると見なされている。少しの間も、体は同じではない。

常に変化し、あらゆる部分で動いているが、実際、具体

的でありながら完成したり終えたりすることはない。古

の人たちはこのことをはっきりと認識していた。彼らは

「ナイミティカ・プララヤ」と呼ばれる教義、または物

質的なものの絶え間ない変化、絶え間ない破壊を詳述し

たからである。これは現在、科学で体が 7年ごとに完全

に変化し刷新されるという学説で知られている。最初の

7年間の終わりには、初めの頃と同じ体ではない。私た

ちは日々の終わりに、体が 7回かおそらくそれ以上、変

わったのだ。それでも、体は完全な発達から死まで、通

常の外観と同じである。そして、それは誕生から完全な

発達まで人間の形態である。これは科学が説明しない謎

であり、細胞に関する、そして一般的な人間の姿態が保

存される方法に関する問題である。

　「細胞」は幻影である。それは単に言葉があるに過ぎ

ない。物質のものとしての細胞は存在しない。なぜなら、

どの細胞も他の細胞でできているからだ。それでは、細

胞とは何だろうか？ 細胞とは、「生命」から構成される

実際の物質的な原子が自ら配列する理想の形態である。

肉体の分子は永遠に体から逃げ去っていると認められて

いるため、毎瞬、細胞を離れているはずである。したがっ

て、体の細胞はないが、一つの欠乏の境界（訳注）、典

型的な壁、一般的な形状がある。分子は自然の法則に従っ

て典型的な形状内に位置をとり、他の原子に場所を与え

るために、ほとんど直ちにその位置を離れる。そして、

それは体と同様、地球や太陽系も同じである。したがっ

て、またそれはすべての物質的な物に、より遅い程度で

同じことが考えられる。すべての物が、絶えざる運動と

変化をしている。これは現代の、かつ太古の智慧である。

これは千里眼、透聴力、テレパシー、読心術の、物理的

な説明である。そしてこのことは、私たちの体がいかに

不十分で惑わすものであるかを示すのに役立つ。

　だが厳密に言えば、人間を構成する第 2の要素アスト

ラル体、サンスクリット語でリンガ・シャリーラ、つま

り私たちが「生命エネルギー」とみなすものか、あるい

はサンスクリット語の「プラーナ」や「ジーヴァ」と呼

ばれるものを合わせて、それらのすべてである。見たと

ころ生命現象は体に関連して、より明白に示されるから

である。

　生命とは器官の働きの結果ではなく、体が分解すると

なくなってしまうものでもない。生命は、普遍的に広がっ

ている原理である。生命は海で、その中に地球が浮かん

でいる。生命は地球と、地球上のすべての存在と物に、

浸透する。そして私たちおよび私たちの周りに絶え間な

く働き、私たちに対し、そして私たちを通して永遠に脈

動する。体を占有する時、私たちはプラーナとジーヴァ

の両方を扱うために、他のどの道具よりも特殊化された

道具を使うだけである。厳密に言えば、「プラーナ」は

息である。そして、人間の（体という）機械には、生命

の継続のために息が必要なので、それは良い言葉である。

「ジーヴァ」は「生命」を意味し、また生きている魂に

も当てはまる。生命は一般に「至高の生命」そのものに

由来するからである。したがって、「ジーヴァ」はすべ

ての用途に用いることのできる語だが、「プラーナ」は

より部分的である。体が焼かれると源へ飛んで戻るであ

ろうこの生命エネルギーに確かな量があるとは言えない

が、物質の塊が何であろうと、その中にある生命エネル

ギーは機能するのである。私たちは言うなれば、生きて

いる時にそれを分泌するか、使うのだ。生きているか死

んでいるかにかかわらず、生命エネルギーは依然として

そこにある。維持している器官の中の生命に、そして死

において、破壊から生じる無数の創造物の中に、生命エ

ネルギーがあるのである。私たちは鳥が浮かぶ空を消す

ことよりも、この生命を捨てることはできず、そして生

命は空気のように地球上のすべての空間を満たし、その

恩恵を失うことも、その最終的な粉砕力を逃れることも

できない。しかし、肉体に働いているこの生命つまりプ

ラーナは、乗り物、手段、または導きを必要とし、その

乗り物とはアストラル体である。

　アストラル体には多くの名前がある。ここにいくつか

挙げると、リンガ・シャリーラ（梵語。設計図となる体

であり、すべての中で最良のもの）、エーテル・ダブル（複

体）、ファントム、幽霊、幻影、ドッペルゲンガー、人

格人間、理性のない魂、動物魂、ブータ、エレメンタリー、
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スプーク、デビル、デーモンなどがある。ブータとデビ

ルとエレメンタリーは、ほとんど同意語である。ブータ

がサンスクリット後で、他は英語である。ヒンドゥー教

徒にとってブータは、死によって体と心から解放された

時のアストラル体である。このように良心から切り離さ

れ、ブータはヒンドゥー教徒の見方では悪魔なのだ。悪

魔は天から落下した天使であるという古い概念をなくせ

ば、彼らはそれほど間違っていない。なぜなら、この肉

体の悪魔は大地（the earth）から生まれたものだからだ。

　アストラル体という用語はこの意味を表すには正しい

用語ではないと、反対されるかもしれない。そうした異

議は、英語の性質と起源から生じるのであり、本来の姿

（the nature）との戦いの中で生じ、商売人の間で目に見

えない人間の器官と機能の広範囲を表すのに必要な言葉

がまだコインに鋳造されていないため生じたのである。

そして哲学者はこれらの目に見えない人間の器官の存在

を認めていないため、正しい用語が英語にはないのだ。

そのため、内なる体を説明する言葉を探す際に英語で見

つかったのは「アストラル体」だけであった。アストラ

ル体の材料は大まかに言って宇宙的な物質または星の物

質からできているため、この用語は実際の真実に近いも

のになる。しかし、サンスクリット語の古い語は、厳密

に言い表している。リンガ・シャリーラつまり「図案の

体」は、肉体のひな形か図案だからである。この語は「エー

テル体」より良い。「エーテル体」は肉体の次に来ると

言われるだろうが、実際にはアストラル体は肉体に先行

する。

　アストラル体は、目に見える体と比較して非常に微細

な実質（テクスチャー）の物質でできており、抗張力が

大きいため、一生の間、肉体が刻々と変化する一方でこ

ちらはほとんど変化しない。そしてこの測り知れない強

さを持っているだけでなく、かなりの距離を伸びること

のできる弾力性も持っている。柔軟で、形成力があり、

伸縮性があり、強いのである。アストラル体を構成して

いる物質は、本質が電気的で磁気的であり、進化の過程

が人間の物質体を作り出す時点にまだ到達していなかっ

た薄暗い過去に、アストラル体も含め全世界が構成され

た。しかしそれは自然のままの、または粗雑な物質では

ない。広大な進化の期間を経て、数えきれないほど多く

すか、また胎生学における他の多くの神秘的な事柄が医

師たちによって無視されるということを、説明するだろ

う。このことはまた、医師たちによって否定されること

もあるが、見たいと思う人たちにはよく知られている胎

内の子供を示す事実に他ならず、たびたび起こる事実で

ある。成長する物質的形態はアストラル原型の影響を受

ける。肉体的器官と霊的な器官を通して母親の想像力と

結びついているのだ。母親は恐怖やその他の強烈なイ

メージを作り、そしてアストラル原型は同じように影響

を受ける。脚なしで生まれるケースに注目すると、母親

の考えと強い想像力がアストラルの脚を切断または収縮

させるように作用し、結果として、動ける脚の原型を持

たない分子は肉体の脚を作れない。そのような場合は何

でも同様である。また、外科医が切断した足をまだある

と感じている、または切断された指をまだ知覚している

人を見つけた場合、アストラルの身体の一部は妨げられ

ていないのでその人はまだ自分の体にあるように感じる

のだ。ナイフや酸はアストラル原型を傷つけることはな

いが、その成長の最初の段階では、考えや想像力に酸と

鋭い鋼の力がある。

　オカルティズムの実践における訓練を受けていない

か、生まれながらに能力をもっていない普通の人は、ア

ストラル体が肉体から数フィート以上離れて行けない。

アストラル体は肉体の一部であり、肉体を維持し、マン

ゴーの繊維が果実全体にあるように肉体に組み込まれて

いる。しかし、次のような人々がいる。前の生まれ変わ

りで実践に従事したために、無意識にアストラル体を送

り出す力を持っている人たちである。彼らは霊媒であり、

何人かは予言者（先見者）であり、多くはヒステリーで、

強硬症的で、堕落した人々である。道徳的および精神的

性質に効果が及ぶ、過度に厳しい修業の長い過程で自分

自身を訓練した、その時代の平均的な人間の力をはるか

に超える人たちは、アストラル形態を意のままに使うこ

とができる。それは彼らが、肉体がその一部である惑わ

せるものに完全に打ち勝って、その上、この物質を支配

している化学的および電気的な法則を学んだからであ

る。彼らの場合、知識を持って意識的に行動する。それ

以外の場合、行為は、止める力なしで為されたり、思い

のままにひき起こされたり、高い品性の性質でそのよう

な力を使用することに伴う危険を回避する力なしに行わ

れる。

　アストラル体はそれ自体の中に実際の外的な感覚器官

を持っている。アストラル体の中に視覚、聴覚、臭覚、

および触覚があるのである。肉体に血液があるように、

アストラル体の中に、アストラルの体液を運ぶための動

脈と完全な神経組織がある。潜在意識の知覚と潜在的な

記憶があり、現在の催眠術師がそれを扱って困惑させて

いる。そのため肉体が死ぬと、アストラル人間が解放さ

れ、死に際して不死の人間である三つ組が別の状態へと

飛び去ると、アストラル体はかつて生きていた人間の殻

となり、消散するのに時間を要する。アストラル体は、

その人が生きた人生のすべての記憶を保持するため、死

んだその人が知って、言い、思考し、見たことを反射的

かつ自動的に繰り返すことができる。アストラル体は完

全に消散するまで、ほとんど絶え間なしに離れた肉体の

そばにとどまる。なぜならアストラル体自身の死の過程

を経なければならないからだ。それは心霊主義の降霊術

に出る幽霊であり、あれこれいろんな人物の、本物の霊

になりすます。幽霊は霊媒と降霊会参加者の思考に引き

寄せられ、なんとなくそこら辺を浮遊し、その後エレメ

ンタルのエネルギーの群全体と、降霊術の会を開催して

いる霊媒か、または他の参加している霊媒の活発なアス

トラル体によって、人為的な人生へと駆り立てられる。

それから霊媒の脳に、証拠となるものがすべて、写真の

ように映し出される。その証拠は心霊主義者が亡くなっ

た友人や親族の身元を証明するのに役立つ。これらの証

拠は、死者の霊がそこにいる証拠として受け入れられる。

なぜなら霊媒も参加者も、自分の性質を支配している法

則や、アストラル物質とアストラル人間の構造、力、機

能をよく知らないからである。

　神智学の哲学は、心霊主義の交霊会で証明された事実

は否定しないが、その事実に、心霊主義者の説明とは完

全に反対の説明をする。そして、これらのいわゆる霊た

ちが引き起こすと言われている現象が、確かに筋の通っ

た科学的説明を完全に欠いていることは、伝える知識を

それらの霊が持っていないという主張の裏付けとなる。

そのいわゆる霊たちは、ある現象を引き起こすにすぎな

い。それらの現象の調査とそこからの推論は、霊・魂・

の精錬のプロセスを経て、アストラルの物質の性質は、

見たり触れたりできる肉体の目や手の要素をはるかに超

えて洗練されてきた。

　アストラル体は肉体を導く原型である。そして他のす

べての領域（kingdom）にも同じようにアストラル原型

がある。植物界、鉱物界、動物界にはエーテル複体

（ethereal double）があり、この理論は唯一の、いかに

種子がそれ自身の類を生み出し、すべての知覚力ある存

在が同類を産むのかという問いへの答えである。生物学

者は、真実が私たちの知っている通りだとしか言えず、

ドングリがオーク以外には成長しないのはなぜかという

ことの理由は述べられない。しかし過去の古い学派では

真の教義が知られており、H・P・ブラヴァツキーおよ

び彼女の著作にインスピレーションを見出した人々に

よって、それが再び西洋で発表された。

　その教義とは、この地球の進化の初期に、さまざまな

自然の領域（kingdom）が最初に計画され、または典型

が概略で作られ、その後アストラル物質が「生命原理」

の助けを借りてこの計画に取り組み始め、長い時代の後

アストラルの人間の形態が進化し完成するに至るという

ものである。これ（アストラル体）は、人類が持ってい

た最初の形態であり、エデンの園にいる人間の状態のす

べての寓意物語と、いくぶん一致している。物質へのさ

らなる降下のサイクルが前進している別の長い期間の

後、ついにアストラル形態は「皮膚の外衣」を身にまと

い、現在の物質的形態が現れた。これは創世記の一節の

説明であり、アダムとイブに皮膚の外衣を与えるという

ことを説明している。それは最終的な物質への降下であ

る。その時点から人間は、物質の塊としての肉体全体を

より高いレベルへ引き上げる努力の中にあり、霊的影響

のより大きな尺度を肉体全体に満たす努力をするように

なり、その結果、現在の進化の周期が終わった後、次の

進化の大いなる期間に、さらに前進する準備ができてい

るかもしれない。したがって今のところ、胎内で成長し

ている子供の原型は、生まれる前の形がすでに完全なア

ストラル体である。このことは、子供が完成するまで分

子が自分自身を配置することであり、エーテル的ひな型

である体の存在は、形態がどのように形へと成長するか、

また目はどのように内側から顔の表面へと自らを押し出

心の生きた三位一体によって導かれる訓練された脳だけ

が適切に行うことができる。そして、ここで霊的現象の

もう一つ別の種類は、ちょっとした警告をする必要があ

る。それは「物質化した霊」と呼ばれるものの出現である。

　３つの説明を提示できる。第一に、生きている霊媒の

アストラル体は、それ自身を体から引き離し、いわゆる

霊の外観を装う。アストラル物質の特性の一つは、誰の

目にも見えずに存在する像（イメージ）を反映する性質

だからである。第二に、完全に霊と良心を欠いた実際の

故人のアストラル殻は、空気とエーテルの状態がそのア

ストラル殻の分子の振動を変化させると、目に見えるよ

うになる。密度と見かけ上の重量は、他の法則によって

説明される。第三に、目に見えない大量の電気的および

磁気的物質が集められ、そこにアストラル光から、死ん

でいるか生きている会いたい人の肖像が映し出される。

これはそのような人たちの「霊」であると見なされるが、

そうではなく、H・P・ブラヴァツキーによって正しく

も「心理的欺瞞」と呼ばれている。なぜなら、それは偽

物ではないフリをしているからである。そして奇妙なこ

とに、まさしくこの物質化の説明は、定期的な降霊会で

「霊」により与えられたのに、ただ故人の霊が戻って来

たという考えを混乱させるという理由で、心霊主義者に

受け入れられたことがない。

　最後にアストラル体は、日常生活と真の霊媒を扱う中

で起こるほとんどすべての奇妙な霊的事柄を明白にする

だろう。アストラル体は、幽霊が何であるかの答えであ

り、そのような存在が見られる可能性を示し、そうする

ことで疑惑をいだく科学的な人が君の見て知っているこ

とを、見たことがないくせにと言って、良識を踏みにじ

ることを防ぐ。また、これらの現象の本当の性質を示す

ことで迷信を取り除き、人に「幽霊」を見ることを恐れ

させる未知のものへの不合理な恐怖を撲滅する。さらに、

アストラルの手が突き出て物体をつかみ、体へと引っ込

めるため、肉体の接触なしに物体を運び去ることを説明

できる。これが可能であると示されたら、ヒンドゥー教

のヨギがコーヒーカップを空中に飛ばし、遠くにある物

体がそのヨギか他の人に触れられずひとりでにはっきり

近づくのを見ても、旅行者は笑わないだろう。透視力と

透聴力のすべての器官は、アストラル体とアストラル光

によっても説明される。本物のアストラルの器官は、見

ることと聞くことを行い、そしてすべての物質的な物が

それ自身の原子間で絶えず動いているので、アストラル

の視力と聴力は妨げられずに地球の周りとその近くのア

ストラル光あるいは物質の広がりと同じくらい広く動

く。したがって、偉大な透視家であるスウェーデンボリ

は、何マイルも離れた都市にいた時に、ストックホルム

の家々が燃えるのを見たのだったが、それもそういうこ

とであり、現在の透視家が遠くのことを見たり聞いたり

するのも同じである。

＊＊＊

（訳注）privative limits



５章 肉体とアストラル体

BODY AND ASTRAL BODY

　贅肉、骨、筋肉、神経、脳物質、胆汁、粘液、血液、

および皮膚の塊としての肉体は、あまりにも多くの人々

にとって、もっぱらの関心の対象である。その人々は、

肉体を自分たちの神とする。なぜなら彼らは自分自身を

肉体と同一視するようになり、「私」と言う時に肉体だ

けを意味するからである。肉体はそれ自身で助けなしに、

意識せずに、反射作用と自動的な行動によってのみ働く。

このことは睡眠中に見られる。そのため肉体は、起きて

いる人間にはさせられない働きを、睡眠中に引き受けて、

作動する。それは、母なる地球が極微の「生命」で構成

されているというようなものである。これらの生命（生

き物）のそれぞれは敏感な 1点である。微生物や病原菌

や細菌だけでなく、さらにもっと微小な生命の存在で地

球は構成されている。これらの生命は体の細胞ではない

が、細胞を作り上げ、進化によって細胞に割り当てられ

た限界内にとどまる。生命たちは永遠に体全体を、共に

渦を巻いて動き、特定の見たところ空いた空間にいる。

その空間は肉、膜（まく）骨、血液が見られる場所と同

様である。また、生命たちは実際の肉体の外的境界を超

えて、適度に遠くにまで広がる。

　肉体人生の神秘の一つは、これらの「生命」（生き物）

の中に隠されている。「プラーナまたは「ジーヴァ」と

呼ばれる生命エネルギーによって推進されるそれらの生

命の活動は、活発な存在と肉体の死を解明する。生命は

2つの部類に分けられる。1つは破壊者で、もう 1つは

保存者である。そしてこれらの 2つは、誕生から破壊者

が勝つまで互いに戦う。この闘争は、生命エネルギーそ

のものが終わらせる。なぜなら殺すのは生命がするので

ある。これはヘテロドックス（異説）に見えるかもしれ

ないが、神智学的哲学では真実であると考えられている。

なぜなら、幼児は健康な器官の組み合わせが空間のいた

るところにある生命を吸収できるから生きられ、そして

生命の流れの圧倒的な強さにより毎日眠るからである。

若い体の細胞内の維持者はまだ他の段階のエネルギーに

よってマスターされていないから、眠るのである。眠り

について再び目を覚ますこのプロセスは、睡眠中の平衡

の回復と、目覚めた時にその平衡を乱すことによって生

まれる作用にすぎない。それについては、電気抵抗に合

おうとしているアーク灯の輝く弧状の光が、目覚めてい

る活動的な人間の象徴であると考えられよう。そのため、

私たちは睡眠中にまた生命エネルギーを吸収し、生命エ

ネルギーに抵抗するのである。そして目覚めると、それ

を捨てる。しかし、海で泳ぐ時に海水が周りに存在する

ように、私たちの生命エネルギーを捨てる力は必然的に

限られている。目が覚めるちょうどその時、器官と生命

に関して私たちは均衡を保っている。眠りにつく時、私

たちは朝よりも生命に満ちている。生命は私たちをへと

へとに疲れさせたのだ。そしてついには体を死なせる。

このような戦いは永遠に行うことができない。なぜなら、

太陽系全体の生命の勢力は、1つの小さな人間の範囲に

焦点を合わせることに抵抗する力と戦うからである。

　体は、「智慧の大師たち」によって、人間の一連の構

成要素の中で最も一時的で、非永続的で、幻影のもので

あると見なされている。少しの間も、体は同じではない。

常に変化し、あらゆる部分で動いているが、実際、具体

的でありながら完成したり終えたりすることはない。古

の人たちはこのことをはっきりと認識していた。彼らは

「ナイミティカ・プララヤ」と呼ばれる教義、または物

質的なものの絶え間ない変化、絶え間ない破壊を詳述し

たからである。これは現在、科学で体が 7年ごとに完全

に変化し刷新されるという学説で知られている。最初の

7年間の終わりには、初めの頃と同じ体ではない。私た

ちは日々の終わりに、体が 7回かおそらくそれ以上、変

わったのだ。それでも、体は完全な発達から死まで、通

常の外観と同じである。そして、それは誕生から完全な

発達まで人間の形態である。これは科学が説明しない謎

であり、細胞に関する、そして一般的な人間の姿態が保

存される方法に関する問題である。

　「細胞」は幻影である。それは単に言葉があるに過ぎ

ない。物質のものとしての細胞は存在しない。なぜなら、

どの細胞も他の細胞でできているからだ。それでは、細

胞とは何だろうか？ 細胞とは、「生命」から構成される

実際の物質的な原子が自ら配列する理想の形態である。

肉体の分子は永遠に体から逃げ去っていると認められて

いるため、毎瞬、細胞を離れているはずである。したがっ

て、体の細胞はないが、一つの欠乏の境界（訳注）、典

型的な壁、一般的な形状がある。分子は自然の法則に従っ

て典型的な形状内に位置をとり、他の原子に場所を与え

るために、ほとんど直ちにその位置を離れる。そして、

それは体と同様、地球や太陽系も同じである。したがっ

て、またそれはすべての物質的な物に、より遅い程度で

同じことが考えられる。すべての物が、絶えざる運動と

変化をしている。これは現代の、かつ太古の智慧である。

これは千里眼、透聴力、テレパシー、読心術の、物理的

な説明である。そしてこのことは、私たちの体がいかに

不十分で惑わすものであるかを示すのに役立つ。

　だが厳密に言えば、人間を構成する第 2の要素アスト

ラル体、サンスクリット語でリンガ・シャリーラ、つま

り私たちが「生命エネルギー」とみなすものか、あるい

はサンスクリット語の「プラーナ」や「ジーヴァ」と呼

ばれるものを合わせて、それらのすべてである。見たと

ころ生命現象は体に関連して、より明白に示されるから

である。

　生命とは器官の働きの結果ではなく、体が分解すると

なくなってしまうものでもない。生命は、普遍的に広がっ

ている原理である。生命は海で、その中に地球が浮かん

でいる。生命は地球と、地球上のすべての存在と物に、

浸透する。そして私たちおよび私たちの周りに絶え間な

く働き、私たちに対し、そして私たちを通して永遠に脈

動する。体を占有する時、私たちはプラーナとジーヴァ

の両方を扱うために、他のどの道具よりも特殊化された

道具を使うだけである。厳密に言えば、「プラーナ」は

息である。そして、人間の（体という）機械には、生命

の継続のために息が必要なので、それは良い言葉である。

「ジーヴァ」は「生命」を意味し、また生きている魂に

も当てはまる。生命は一般に「至高の生命」そのものに

由来するからである。したがって、「ジーヴァ」はすべ

ての用途に用いることのできる語だが、「プラーナ」は

より部分的である。体が焼かれると源へ飛んで戻るであ

ろうこの生命エネルギーに確かな量があるとは言えない

が、物質の塊が何であろうと、その中にある生命エネル

ギーは機能するのである。私たちは言うなれば、生きて

いる時にそれを分泌するか、使うのだ。生きているか死

んでいるかにかかわらず、生命エネルギーは依然として

そこにある。維持している器官の中の生命に、そして死

において、破壊から生じる無数の創造物の中に、生命エ

ネルギーがあるのである。私たちは鳥が浮かぶ空を消す

ことよりも、この生命を捨てることはできず、そして生

命は空気のように地球上のすべての空間を満たし、その

恩恵を失うことも、その最終的な粉砕力を逃れることも

できない。しかし、肉体に働いているこの生命つまりプ

ラーナは、乗り物、手段、または導きを必要とし、その

乗り物とはアストラル体である。

　アストラル体には多くの名前がある。ここにいくつか

挙げると、リンガ・シャリーラ（梵語。設計図となる体

であり、すべての中で最良のもの）、エーテル・ダブル（複

体）、ファントム、幽霊、幻影、ドッペルゲンガー、人

格人間、理性のない魂、動物魂、ブータ、エレメンタリー、
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スプーク、デビル、デーモンなどがある。ブータとデビ

ルとエレメンタリーは、ほとんど同意語である。ブータ

がサンスクリット後で、他は英語である。ヒンドゥー教

徒にとってブータは、死によって体と心から解放された

時のアストラル体である。このように良心から切り離さ

れ、ブータはヒンドゥー教徒の見方では悪魔なのだ。悪

魔は天から落下した天使であるという古い概念をなくせ

ば、彼らはそれほど間違っていない。なぜなら、この肉

体の悪魔は大地（the earth）から生まれたものだからだ。

　アストラル体という用語はこの意味を表すには正しい

用語ではないと、反対されるかもしれない。そうした異

議は、英語の性質と起源から生じるのであり、本来の姿

（the nature）との戦いの中で生じ、商売人の間で目に見

えない人間の器官と機能の広範囲を表すのに必要な言葉

がまだコインに鋳造されていないため生じたのである。

そして哲学者はこれらの目に見えない人間の器官の存在

を認めていないため、正しい用語が英語にはないのだ。

そのため、内なる体を説明する言葉を探す際に英語で見

つかったのは「アストラル体」だけであった。アストラ

ル体の材料は大まかに言って宇宙的な物質または星の物

質からできているため、この用語は実際の真実に近いも

のになる。しかし、サンスクリット語の古い語は、厳密

に言い表している。リンガ・シャリーラつまり「図案の

体」は、肉体のひな形か図案だからである。この語は「エー

テル体」より良い。「エーテル体」は肉体の次に来ると

言われるだろうが、実際にはアストラル体は肉体に先行

する。

　アストラル体は、目に見える体と比較して非常に微細

な実質（テクスチャー）の物質でできており、抗張力が

大きいため、一生の間、肉体が刻々と変化する一方でこ

ちらはほとんど変化しない。そしてこの測り知れない強

さを持っているだけでなく、かなりの距離を伸びること

のできる弾力性も持っている。柔軟で、形成力があり、

伸縮性があり、強いのである。アストラル体を構成して

いる物質は、本質が電気的で磁気的であり、進化の過程

が人間の物質体を作り出す時点にまだ到達していなかっ

た薄暗い過去に、アストラル体も含め全世界が構成され

た。しかしそれは自然のままの、または粗雑な物質では

ない。広大な進化の期間を経て、数えきれないほど多く

すか、また胎生学における他の多くの神秘的な事柄が医

師たちによって無視されるということを、説明するだろ

う。このことはまた、医師たちによって否定されること

もあるが、見たいと思う人たちにはよく知られている胎

内の子供を示す事実に他ならず、たびたび起こる事実で

ある。成長する物質的形態はアストラル原型の影響を受

ける。肉体的器官と霊的な器官を通して母親の想像力と

結びついているのだ。母親は恐怖やその他の強烈なイ

メージを作り、そしてアストラル原型は同じように影響

を受ける。脚なしで生まれるケースに注目すると、母親

の考えと強い想像力がアストラルの脚を切断または収縮

させるように作用し、結果として、動ける脚の原型を持

たない分子は肉体の脚を作れない。そのような場合は何

でも同様である。また、外科医が切断した足をまだある

と感じている、または切断された指をまだ知覚している

人を見つけた場合、アストラルの身体の一部は妨げられ

ていないのでその人はまだ自分の体にあるように感じる

のだ。ナイフや酸はアストラル原型を傷つけることはな

いが、その成長の最初の段階では、考えや想像力に酸と

鋭い鋼の力がある。

　オカルティズムの実践における訓練を受けていない

か、生まれながらに能力をもっていない普通の人は、ア

ストラル体が肉体から数フィート以上離れて行けない。

アストラル体は肉体の一部であり、肉体を維持し、マン

ゴーの繊維が果実全体にあるように肉体に組み込まれて

いる。しかし、次のような人々がいる。前の生まれ変わ

りで実践に従事したために、無意識にアストラル体を送

り出す力を持っている人たちである。彼らは霊媒であり、

何人かは予言者（先見者）であり、多くはヒステリーで、

強硬症的で、堕落した人々である。道徳的および精神的

性質に効果が及ぶ、過度に厳しい修業の長い過程で自分

自身を訓練した、その時代の平均的な人間の力をはるか

に超える人たちは、アストラル形態を意のままに使うこ

とができる。それは彼らが、肉体がその一部である惑わ

せるものに完全に打ち勝って、その上、この物質を支配

している化学的および電気的な法則を学んだからであ

る。彼らの場合、知識を持って意識的に行動する。それ

以外の場合、行為は、止める力なしで為されたり、思い

のままにひき起こされたり、高い品性の性質でそのよう

な力を使用することに伴う危険を回避する力なしに行わ

れる。

　アストラル体はそれ自体の中に実際の外的な感覚器官

を持っている。アストラル体の中に視覚、聴覚、臭覚、

および触覚があるのである。肉体に血液があるように、

アストラル体の中に、アストラルの体液を運ぶための動

脈と完全な神経組織がある。潜在意識の知覚と潜在的な

記憶があり、現在の催眠術師がそれを扱って困惑させて

いる。そのため肉体が死ぬと、アストラル人間が解放さ

れ、死に際して不死の人間である三つ組が別の状態へと

飛び去ると、アストラル体はかつて生きていた人間の殻

となり、消散するのに時間を要する。アストラル体は、

その人が生きた人生のすべての記憶を保持するため、死

んだその人が知って、言い、思考し、見たことを反射的

かつ自動的に繰り返すことができる。アストラル体は完

全に消散するまで、ほとんど絶え間なしに離れた肉体の

そばにとどまる。なぜならアストラル体自身の死の過程

を経なければならないからだ。それは心霊主義の降霊術

に出る幽霊であり、あれこれいろんな人物の、本物の霊

になりすます。幽霊は霊媒と降霊会参加者の思考に引き

寄せられ、なんとなくそこら辺を浮遊し、その後エレメ

ンタルのエネルギーの群全体と、降霊術の会を開催して

いる霊媒か、または他の参加している霊媒の活発なアス

トラル体によって、人為的な人生へと駆り立てられる。

それから霊媒の脳に、証拠となるものがすべて、写真の

ように映し出される。その証拠は心霊主義者が亡くなっ

た友人や親族の身元を証明するのに役立つ。これらの証

拠は、死者の霊がそこにいる証拠として受け入れられる。

なぜなら霊媒も参加者も、自分の性質を支配している法

則や、アストラル物質とアストラル人間の構造、力、機

能をよく知らないからである。

　神智学の哲学は、心霊主義の交霊会で証明された事実

は否定しないが、その事実に、心霊主義者の説明とは完

全に反対の説明をする。そして、これらのいわゆる霊た

ちが引き起こすと言われている現象が、確かに筋の通っ

た科学的説明を完全に欠いていることは、伝える知識を

それらの霊が持っていないという主張の裏付けとなる。

そのいわゆる霊たちは、ある現象を引き起こすにすぎな

い。それらの現象の調査とそこからの推論は、霊・魂・

の精錬のプロセスを経て、アストラルの物質の性質は、

見たり触れたりできる肉体の目や手の要素をはるかに超

えて洗練されてきた。

　アストラル体は肉体を導く原型である。そして他のす

べての領域（kingdom）にも同じようにアストラル原型

がある。植物界、鉱物界、動物界にはエーテル複体

（ethereal double）があり、この理論は唯一の、いかに

種子がそれ自身の類を生み出し、すべての知覚力ある存

在が同類を産むのかという問いへの答えである。生物学

者は、真実が私たちの知っている通りだとしか言えず、

ドングリがオーク以外には成長しないのはなぜかという

ことの理由は述べられない。しかし過去の古い学派では

真の教義が知られており、H・P・ブラヴァツキーおよ

び彼女の著作にインスピレーションを見出した人々に

よって、それが再び西洋で発表された。

　その教義とは、この地球の進化の初期に、さまざまな

自然の領域（kingdom）が最初に計画され、または典型

が概略で作られ、その後アストラル物質が「生命原理」

の助けを借りてこの計画に取り組み始め、長い時代の後

アストラルの人間の形態が進化し完成するに至るという

ものである。これ（アストラル体）は、人類が持ってい

た最初の形態であり、エデンの園にいる人間の状態のす

べての寓意物語と、いくぶん一致している。物質へのさ

らなる降下のサイクルが前進している別の長い期間の

後、ついにアストラル形態は「皮膚の外衣」を身にまと

い、現在の物質的形態が現れた。これは創世記の一節の

説明であり、アダムとイブに皮膚の外衣を与えるという

ことを説明している。それは最終的な物質への降下であ

る。その時点から人間は、物質の塊としての肉体全体を

より高いレベルへ引き上げる努力の中にあり、霊的影響

のより大きな尺度を肉体全体に満たす努力をするように

なり、その結果、現在の進化の周期が終わった後、次の

進化の大いなる期間に、さらに前進する準備ができてい

るかもしれない。したがって今のところ、胎内で成長し

ている子供の原型は、生まれる前の形がすでに完全なア

ストラル体である。このことは、子供が完成するまで分

子が自分自身を配置することであり、エーテル的ひな型

である体の存在は、形態がどのように形へと成長するか、

また目はどのように内側から顔の表面へと自らを押し出

心の生きた三位一体によって導かれる訓練された脳だけ

が適切に行うことができる。そして、ここで霊的現象の

もう一つ別の種類は、ちょっとした警告をする必要があ

る。それは「物質化した霊」と呼ばれるものの出現である。

　３つの説明を提示できる。第一に、生きている霊媒の

アストラル体は、それ自身を体から引き離し、いわゆる

霊の外観を装う。アストラル物質の特性の一つは、誰の

目にも見えずに存在する像（イメージ）を反映する性質

だからである。第二に、完全に霊と良心を欠いた実際の

故人のアストラル殻は、空気とエーテルの状態がそのア

ストラル殻の分子の振動を変化させると、目に見えるよ

うになる。密度と見かけ上の重量は、他の法則によって

説明される。第三に、目に見えない大量の電気的および

磁気的物質が集められ、そこにアストラル光から、死ん

でいるか生きている会いたい人の肖像が映し出される。

これはそのような人たちの「霊」であると見なされるが、

そうではなく、H・P・ブラヴァツキーによって正しく

も「心理的欺瞞」と呼ばれている。なぜなら、それは偽

物ではないフリをしているからである。そして奇妙なこ

とに、まさしくこの物質化の説明は、定期的な降霊会で

「霊」により与えられたのに、ただ故人の霊が戻って来

たという考えを混乱させるという理由で、心霊主義者に

受け入れられたことがない。

　最後にアストラル体は、日常生活と真の霊媒を扱う中

で起こるほとんどすべての奇妙な霊的事柄を明白にする

だろう。アストラル体は、幽霊が何であるかの答えであ

り、そのような存在が見られる可能性を示し、そうする

ことで疑惑をいだく科学的な人が君の見て知っているこ

とを、見たことがないくせにと言って、良識を踏みにじ

ることを防ぐ。また、これらの現象の本当の性質を示す

ことで迷信を取り除き、人に「幽霊」を見ることを恐れ

させる未知のものへの不合理な恐怖を撲滅する。さらに、

アストラルの手が突き出て物体をつかみ、体へと引っ込

めるため、肉体の接触なしに物体を運び去ることを説明

できる。これが可能であると示されたら、ヒンドゥー教

のヨギがコーヒーカップを空中に飛ばし、遠くにある物

体がそのヨギか他の人に触れられずひとりでにはっきり

近づくのを見ても、旅行者は笑わないだろう。透視力と

透聴力のすべての器官は、アストラル体とアストラル光

によっても説明される。本物のアストラルの器官は、見

ることと聞くことを行い、そしてすべての物質的な物が

それ自身の原子間で絶えず動いているので、アストラル

の視力と聴力は妨げられずに地球の周りとその近くのア

ストラル光あるいは物質の広がりと同じくらい広く動

く。したがって、偉大な透視家であるスウェーデンボリ

は、何マイルも離れた都市にいた時に、ストックホルム

の家々が燃えるのを見たのだったが、それもそういうこ

とであり、現在の透視家が遠くのことを見たり聞いたり

するのも同じである。

＊＊＊

（訳注）privative limits



５章 肉体とアストラル体

BODY AND ASTRAL BODY

　贅肉、骨、筋肉、神経、脳物質、胆汁、粘液、血液、

および皮膚の塊としての肉体は、あまりにも多くの人々

にとって、もっぱらの関心の対象である。その人々は、

肉体を自分たちの神とする。なぜなら彼らは自分自身を

肉体と同一視するようになり、「私」と言う時に肉体だ

けを意味するからである。肉体はそれ自身で助けなしに、

意識せずに、反射作用と自動的な行動によってのみ働く。

このことは睡眠中に見られる。そのため肉体は、起きて

いる人間にはさせられない働きを、睡眠中に引き受けて、

作動する。それは、母なる地球が極微の「生命」で構成

されているというようなものである。これらの生命（生

き物）のそれぞれは敏感な 1点である。微生物や病原菌

や細菌だけでなく、さらにもっと微小な生命の存在で地

球は構成されている。これらの生命は体の細胞ではない

が、細胞を作り上げ、進化によって細胞に割り当てられ

た限界内にとどまる。生命たちは永遠に体全体を、共に

渦を巻いて動き、特定の見たところ空いた空間にいる。

その空間は肉、膜（まく）骨、血液が見られる場所と同

様である。また、生命たちは実際の肉体の外的境界を超

えて、適度に遠くにまで広がる。

　肉体人生の神秘の一つは、これらの「生命」（生き物）

の中に隠されている。「プラーナまたは「ジーヴァ」と

呼ばれる生命エネルギーによって推進されるそれらの生

命の活動は、活発な存在と肉体の死を解明する。生命は

2つの部類に分けられる。1つは破壊者で、もう 1つは

保存者である。そしてこれらの 2つは、誕生から破壊者

が勝つまで互いに戦う。この闘争は、生命エネルギーそ

のものが終わらせる。なぜなら殺すのは生命がするので

ある。これはヘテロドックス（異説）に見えるかもしれ

ないが、神智学的哲学では真実であると考えられている。

なぜなら、幼児は健康な器官の組み合わせが空間のいた

るところにある生命を吸収できるから生きられ、そして

生命の流れの圧倒的な強さにより毎日眠るからである。

若い体の細胞内の維持者はまだ他の段階のエネルギーに

よってマスターされていないから、眠るのである。眠り

について再び目を覚ますこのプロセスは、睡眠中の平衡

の回復と、目覚めた時にその平衡を乱すことによって生

まれる作用にすぎない。それについては、電気抵抗に合

おうとしているアーク灯の輝く弧状の光が、目覚めてい

る活動的な人間の象徴であると考えられよう。そのため、

私たちは睡眠中にまた生命エネルギーを吸収し、生命エ

ネルギーに抵抗するのである。そして目覚めると、それ

を捨てる。しかし、海で泳ぐ時に海水が周りに存在する

ように、私たちの生命エネルギーを捨てる力は必然的に

限られている。目が覚めるちょうどその時、器官と生命

に関して私たちは均衡を保っている。眠りにつく時、私

たちは朝よりも生命に満ちている。生命は私たちをへと

へとに疲れさせたのだ。そしてついには体を死なせる。

このような戦いは永遠に行うことができない。なぜなら、

太陽系全体の生命の勢力は、1つの小さな人間の範囲に

焦点を合わせることに抵抗する力と戦うからである。

　体は、「智慧の大師たち」によって、人間の一連の構

成要素の中で最も一時的で、非永続的で、幻影のもので

あると見なされている。少しの間も、体は同じではない。

常に変化し、あらゆる部分で動いているが、実際、具体

的でありながら完成したり終えたりすることはない。古

の人たちはこのことをはっきりと認識していた。彼らは

「ナイミティカ・プララヤ」と呼ばれる教義、または物

質的なものの絶え間ない変化、絶え間ない破壊を詳述し

たからである。これは現在、科学で体が 7年ごとに完全

に変化し刷新されるという学説で知られている。最初の

7年間の終わりには、初めの頃と同じ体ではない。私た

ちは日々の終わりに、体が 7回かおそらくそれ以上、変

わったのだ。それでも、体は完全な発達から死まで、通

常の外観と同じである。そして、それは誕生から完全な

発達まで人間の形態である。これは科学が説明しない謎

であり、細胞に関する、そして一般的な人間の姿態が保

存される方法に関する問題である。

　「細胞」は幻影である。それは単に言葉があるに過ぎ

ない。物質のものとしての細胞は存在しない。なぜなら、

どの細胞も他の細胞でできているからだ。それでは、細

胞とは何だろうか？ 細胞とは、「生命」から構成される

実際の物質的な原子が自ら配列する理想の形態である。

肉体の分子は永遠に体から逃げ去っていると認められて

いるため、毎瞬、細胞を離れているはずである。したがっ

て、体の細胞はないが、一つの欠乏の境界（訳注）、典

型的な壁、一般的な形状がある。分子は自然の法則に従っ

て典型的な形状内に位置をとり、他の原子に場所を与え

るために、ほとんど直ちにその位置を離れる。そして、

それは体と同様、地球や太陽系も同じである。したがっ

て、またそれはすべての物質的な物に、より遅い程度で

同じことが考えられる。すべての物が、絶えざる運動と

変化をしている。これは現代の、かつ太古の智慧である。

これは千里眼、透聴力、テレパシー、読心術の、物理的

な説明である。そしてこのことは、私たちの体がいかに

不十分で惑わすものであるかを示すのに役立つ。

　だが厳密に言えば、人間を構成する第 2の要素アスト

ラル体、サンスクリット語でリンガ・シャリーラ、つま

り私たちが「生命エネルギー」とみなすものか、あるい

はサンスクリット語の「プラーナ」や「ジーヴァ」と呼

ばれるものを合わせて、それらのすべてである。見たと

ころ生命現象は体に関連して、より明白に示されるから

である。

　生命とは器官の働きの結果ではなく、体が分解すると

なくなってしまうものでもない。生命は、普遍的に広がっ

ている原理である。生命は海で、その中に地球が浮かん

でいる。生命は地球と、地球上のすべての存在と物に、

浸透する。そして私たちおよび私たちの周りに絶え間な

く働き、私たちに対し、そして私たちを通して永遠に脈

動する。体を占有する時、私たちはプラーナとジーヴァ

の両方を扱うために、他のどの道具よりも特殊化された

道具を使うだけである。厳密に言えば、「プラーナ」は

息である。そして、人間の（体という）機械には、生命

の継続のために息が必要なので、それは良い言葉である。

「ジーヴァ」は「生命」を意味し、また生きている魂に

も当てはまる。生命は一般に「至高の生命」そのものに

由来するからである。したがって、「ジーヴァ」はすべ

ての用途に用いることのできる語だが、「プラーナ」は

より部分的である。体が焼かれると源へ飛んで戻るであ

ろうこの生命エネルギーに確かな量があるとは言えない

が、物質の塊が何であろうと、その中にある生命エネル

ギーは機能するのである。私たちは言うなれば、生きて

いる時にそれを分泌するか、使うのだ。生きているか死

んでいるかにかかわらず、生命エネルギーは依然として

そこにある。維持している器官の中の生命に、そして死

において、破壊から生じる無数の創造物の中に、生命エ

ネルギーがあるのである。私たちは鳥が浮かぶ空を消す

ことよりも、この生命を捨てることはできず、そして生

命は空気のように地球上のすべての空間を満たし、その

恩恵を失うことも、その最終的な粉砕力を逃れることも

できない。しかし、肉体に働いているこの生命つまりプ

ラーナは、乗り物、手段、または導きを必要とし、その

乗り物とはアストラル体である。

　アストラル体には多くの名前がある。ここにいくつか

挙げると、リンガ・シャリーラ（梵語。設計図となる体

であり、すべての中で最良のもの）、エーテル・ダブル（複

体）、ファントム、幽霊、幻影、ドッペルゲンガー、人

格人間、理性のない魂、動物魂、ブータ、エレメンタリー、

スプーク、デビル、デーモンなどがある。ブータとデビ

ルとエレメンタリーは、ほとんど同意語である。ブータ

がサンスクリット後で、他は英語である。ヒンドゥー教

徒にとってブータは、死によって体と心から解放された

時のアストラル体である。このように良心から切り離さ

れ、ブータはヒンドゥー教徒の見方では悪魔なのだ。悪

魔は天から落下した天使であるという古い概念をなくせ

ば、彼らはそれほど間違っていない。なぜなら、この肉

体の悪魔は大地（the earth）から生まれたものだからだ。

　アストラル体という用語はこの意味を表すには正しい

用語ではないと、反対されるかもしれない。そうした異

議は、英語の性質と起源から生じるのであり、本来の姿

（the nature）との戦いの中で生じ、商売人の間で目に見

えない人間の器官と機能の広範囲を表すのに必要な言葉

がまだコインに鋳造されていないため生じたのである。

そして哲学者はこれらの目に見えない人間の器官の存在

を認めていないため、正しい用語が英語にはないのだ。

そのため、内なる体を説明する言葉を探す際に英語で見

つかったのは「アストラル体」だけであった。アストラ

ル体の材料は大まかに言って宇宙的な物質または星の物

質からできているため、この用語は実際の真実に近いも

のになる。しかし、サンスクリット語の古い語は、厳密

に言い表している。リンガ・シャリーラつまり「図案の

体」は、肉体のひな形か図案だからである。この語は「エー

テル体」より良い。「エーテル体」は肉体の次に来ると

言われるだろうが、実際にはアストラル体は肉体に先行

する。

　アストラル体は、目に見える体と比較して非常に微細

な実質（テクスチャー）の物質でできており、抗張力が

大きいため、一生の間、肉体が刻々と変化する一方でこ

ちらはほとんど変化しない。そしてこの測り知れない強

さを持っているだけでなく、かなりの距離を伸びること

のできる弾力性も持っている。柔軟で、形成力があり、

伸縮性があり、強いのである。アストラル体を構成して

いる物質は、本質が電気的で磁気的であり、進化の過程

が人間の物質体を作り出す時点にまだ到達していなかっ

た薄暗い過去に、アストラル体も含め全世界が構成され

た。しかしそれは自然のままの、または粗雑な物質では

ない。広大な進化の期間を経て、数えきれないほど多く
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すか、また胎生学における他の多くの神秘的な事柄が医

師たちによって無視されるということを、説明するだろ

う。このことはまた、医師たちによって否定されること

もあるが、見たいと思う人たちにはよく知られている胎

内の子供を示す事実に他ならず、たびたび起こる事実で

ある。成長する物質的形態はアストラル原型の影響を受

ける。肉体的器官と霊的な器官を通して母親の想像力と

結びついているのだ。母親は恐怖やその他の強烈なイ

メージを作り、そしてアストラル原型は同じように影響

を受ける。脚なしで生まれるケースに注目すると、母親

の考えと強い想像力がアストラルの脚を切断または収縮

させるように作用し、結果として、動ける脚の原型を持

たない分子は肉体の脚を作れない。そのような場合は何

でも同様である。また、外科医が切断した足をまだある

と感じている、または切断された指をまだ知覚している

人を見つけた場合、アストラルの身体の一部は妨げられ

ていないのでその人はまだ自分の体にあるように感じる

のだ。ナイフや酸はアストラル原型を傷つけることはな

いが、その成長の最初の段階では、考えや想像力に酸と

鋭い鋼の力がある。

　オカルティズムの実践における訓練を受けていない

か、生まれながらに能力をもっていない普通の人は、ア

ストラル体が肉体から数フィート以上離れて行けない。

アストラル体は肉体の一部であり、肉体を維持し、マン

ゴーの繊維が果実全体にあるように肉体に組み込まれて

いる。しかし、次のような人々がいる。前の生まれ変わ

りで実践に従事したために、無意識にアストラル体を送

り出す力を持っている人たちである。彼らは霊媒であり、

何人かは予言者（先見者）であり、多くはヒステリーで、

強硬症的で、堕落した人々である。道徳的および精神的

性質に効果が及ぶ、過度に厳しい修業の長い過程で自分

自身を訓練した、その時代の平均的な人間の力をはるか

に超える人たちは、アストラル形態を意のままに使うこ

とができる。それは彼らが、肉体がその一部である惑わ

せるものに完全に打ち勝って、その上、この物質を支配

している化学的および電気的な法則を学んだからであ

る。彼らの場合、知識を持って意識的に行動する。それ

以外の場合、行為は、止める力なしで為されたり、思い

のままにひき起こされたり、高い品性の性質でそのよう

な力を使用することに伴う危険を回避する力なしに行わ

れる。

　アストラル体はそれ自体の中に実際の外的な感覚器官

を持っている。アストラル体の中に視覚、聴覚、臭覚、

および触覚があるのである。肉体に血液があるように、

アストラル体の中に、アストラルの体液を運ぶための動

脈と完全な神経組織がある。潜在意識の知覚と潜在的な

記憶があり、現在の催眠術師がそれを扱って困惑させて

いる。そのため肉体が死ぬと、アストラル人間が解放さ

れ、死に際して不死の人間である三つ組が別の状態へと

飛び去ると、アストラル体はかつて生きていた人間の殻

となり、消散するのに時間を要する。アストラル体は、

その人が生きた人生のすべての記憶を保持するため、死

んだその人が知って、言い、思考し、見たことを反射的

かつ自動的に繰り返すことができる。アストラル体は完

全に消散するまで、ほとんど絶え間なしに離れた肉体の

そばにとどまる。なぜならアストラル体自身の死の過程

を経なければならないからだ。それは心霊主義の降霊術

に出る幽霊であり、あれこれいろんな人物の、本物の霊

になりすます。幽霊は霊媒と降霊会参加者の思考に引き

寄せられ、なんとなくそこら辺を浮遊し、その後エレメ

ンタルのエネルギーの群全体と、降霊術の会を開催して

いる霊媒か、または他の参加している霊媒の活発なアス

トラル体によって、人為的な人生へと駆り立てられる。

それから霊媒の脳に、証拠となるものがすべて、写真の

ように映し出される。その証拠は心霊主義者が亡くなっ

た友人や親族の身元を証明するのに役立つ。これらの証

拠は、死者の霊がそこにいる証拠として受け入れられる。

なぜなら霊媒も参加者も、自分の性質を支配している法

則や、アストラル物質とアストラル人間の構造、力、機

能をよく知らないからである。

　神智学の哲学は、心霊主義の交霊会で証明された事実

は否定しないが、その事実に、心霊主義者の説明とは完

全に反対の説明をする。そして、これらのいわゆる霊た

ちが引き起こすと言われている現象が、確かに筋の通っ

た科学的説明を完全に欠いていることは、伝える知識を

それらの霊が持っていないという主張の裏付けとなる。

そのいわゆる霊たちは、ある現象を引き起こすにすぎな

い。それらの現象の調査とそこからの推論は、霊・魂・

の精錬のプロセスを経て、アストラルの物質の性質は、

見たり触れたりできる肉体の目や手の要素をはるかに超

えて洗練されてきた。

　アストラル体は肉体を導く原型である。そして他のす

べての領域（kingdom）にも同じようにアストラル原型

がある。植物界、鉱物界、動物界にはエーテル複体

（ethereal double）があり、この理論は唯一の、いかに

種子がそれ自身の類を生み出し、すべての知覚力ある存

在が同類を産むのかという問いへの答えである。生物学

者は、真実が私たちの知っている通りだとしか言えず、

ドングリがオーク以外には成長しないのはなぜかという

ことの理由は述べられない。しかし過去の古い学派では

真の教義が知られており、H・P・ブラヴァツキーおよ

び彼女の著作にインスピレーションを見出した人々に

よって、それが再び西洋で発表された。

　その教義とは、この地球の進化の初期に、さまざまな

自然の領域（kingdom）が最初に計画され、または典型

が概略で作られ、その後アストラル物質が「生命原理」

の助けを借りてこの計画に取り組み始め、長い時代の後

アストラルの人間の形態が進化し完成するに至るという

ものである。これ（アストラル体）は、人類が持ってい

た最初の形態であり、エデンの園にいる人間の状態のす

べての寓意物語と、いくぶん一致している。物質へのさ

らなる降下のサイクルが前進している別の長い期間の

後、ついにアストラル形態は「皮膚の外衣」を身にまと

い、現在の物質的形態が現れた。これは創世記の一節の

説明であり、アダムとイブに皮膚の外衣を与えるという

ことを説明している。それは最終的な物質への降下であ

る。その時点から人間は、物質の塊としての肉体全体を

より高いレベルへ引き上げる努力の中にあり、霊的影響

のより大きな尺度を肉体全体に満たす努力をするように

なり、その結果、現在の進化の周期が終わった後、次の

進化の大いなる期間に、さらに前進する準備ができてい

るかもしれない。したがって今のところ、胎内で成長し

ている子供の原型は、生まれる前の形がすでに完全なア

ストラル体である。このことは、子供が完成するまで分

子が自分自身を配置することであり、エーテル的ひな型

である体の存在は、形態がどのように形へと成長するか、

また目はどのように内側から顔の表面へと自らを押し出

心の生きた三位一体によって導かれる訓練された脳だけ

が適切に行うことができる。そして、ここで霊的現象の

もう一つ別の種類は、ちょっとした警告をする必要があ

る。それは「物質化した霊」と呼ばれるものの出現である。

　３つの説明を提示できる。第一に、生きている霊媒の

アストラル体は、それ自身を体から引き離し、いわゆる

霊の外観を装う。アストラル物質の特性の一つは、誰の

目にも見えずに存在する像（イメージ）を反映する性質

だからである。第二に、完全に霊と良心を欠いた実際の

故人のアストラル殻は、空気とエーテルの状態がそのア

ストラル殻の分子の振動を変化させると、目に見えるよ

うになる。密度と見かけ上の重量は、他の法則によって

説明される。第三に、目に見えない大量の電気的および

磁気的物質が集められ、そこにアストラル光から、死ん

でいるか生きている会いたい人の肖像が映し出される。

これはそのような人たちの「霊」であると見なされるが、

そうではなく、H・P・ブラヴァツキーによって正しく

も「心理的欺瞞」と呼ばれている。なぜなら、それは偽

物ではないフリをしているからである。そして奇妙なこ

とに、まさしくこの物質化の説明は、定期的な降霊会で

「霊」により与えられたのに、ただ故人の霊が戻って来

たという考えを混乱させるという理由で、心霊主義者に

受け入れられたことがない。

　最後にアストラル体は、日常生活と真の霊媒を扱う中

で起こるほとんどすべての奇妙な霊的事柄を明白にする

だろう。アストラル体は、幽霊が何であるかの答えであ

り、そのような存在が見られる可能性を示し、そうする

ことで疑惑をいだく科学的な人が君の見て知っているこ

とを、見たことがないくせにと言って、良識を踏みにじ

ることを防ぐ。また、これらの現象の本当の性質を示す

ことで迷信を取り除き、人に「幽霊」を見ることを恐れ

させる未知のものへの不合理な恐怖を撲滅する。さらに、

アストラルの手が突き出て物体をつかみ、体へと引っ込

めるため、肉体の接触なしに物体を運び去ることを説明

できる。これが可能であると示されたら、ヒンドゥー教

のヨギがコーヒーカップを空中に飛ばし、遠くにある物

体がそのヨギか他の人に触れられずひとりでにはっきり

近づくのを見ても、旅行者は笑わないだろう。透視力と

透聴力のすべての器官は、アストラル体とアストラル光

によっても説明される。本物のアストラルの器官は、見

ることと聞くことを行い、そしてすべての物質的な物が

それ自身の原子間で絶えず動いているので、アストラル

の視力と聴力は妨げられずに地球の周りとその近くのア

ストラル光あるいは物質の広がりと同じくらい広く動

く。したがって、偉大な透視家であるスウェーデンボリ

は、何マイルも離れた都市にいた時に、ストックホルム

の家々が燃えるのを見たのだったが、それもそういうこ

とであり、現在の透視家が遠くのことを見たり聞いたり

するのも同じである。

＊＊＊

（訳注）privative limits



５章 肉体とアストラル体

BODY AND ASTRAL BODY

　贅肉、骨、筋肉、神経、脳物質、胆汁、粘液、血液、

および皮膚の塊としての肉体は、あまりにも多くの人々

にとって、もっぱらの関心の対象である。その人々は、

肉体を自分たちの神とする。なぜなら彼らは自分自身を

肉体と同一視するようになり、「私」と言う時に肉体だ

けを意味するからである。肉体はそれ自身で助けなしに、

意識せずに、反射作用と自動的な行動によってのみ働く。

このことは睡眠中に見られる。そのため肉体は、起きて

いる人間にはさせられない働きを、睡眠中に引き受けて、

作動する。それは、母なる地球が極微の「生命」で構成

されているというようなものである。これらの生命（生

き物）のそれぞれは敏感な 1点である。微生物や病原菌

や細菌だけでなく、さらにもっと微小な生命の存在で地

球は構成されている。これらの生命は体の細胞ではない

が、細胞を作り上げ、進化によって細胞に割り当てられ

た限界内にとどまる。生命たちは永遠に体全体を、共に

渦を巻いて動き、特定の見たところ空いた空間にいる。

その空間は肉、膜（まく）骨、血液が見られる場所と同

様である。また、生命たちは実際の肉体の外的境界を超

えて、適度に遠くにまで広がる。

　肉体人生の神秘の一つは、これらの「生命」（生き物）

の中に隠されている。「プラーナまたは「ジーヴァ」と

呼ばれる生命エネルギーによって推進されるそれらの生

命の活動は、活発な存在と肉体の死を解明する。生命は

2つの部類に分けられる。1つは破壊者で、もう 1つは

保存者である。そしてこれらの 2つは、誕生から破壊者

が勝つまで互いに戦う。この闘争は、生命エネルギーそ

のものが終わらせる。なぜなら殺すのは生命がするので

ある。これはヘテロドックス（異説）に見えるかもしれ

ないが、神智学的哲学では真実であると考えられている。

なぜなら、幼児は健康な器官の組み合わせが空間のいた

るところにある生命を吸収できるから生きられ、そして

生命の流れの圧倒的な強さにより毎日眠るからである。

若い体の細胞内の維持者はまだ他の段階のエネルギーに

よってマスターされていないから、眠るのである。眠り

について再び目を覚ますこのプロセスは、睡眠中の平衡

の回復と、目覚めた時にその平衡を乱すことによって生

まれる作用にすぎない。それについては、電気抵抗に合

おうとしているアーク灯の輝く弧状の光が、目覚めてい

る活動的な人間の象徴であると考えられよう。そのため、

私たちは睡眠中にまた生命エネルギーを吸収し、生命エ

ネルギーに抵抗するのである。そして目覚めると、それ

を捨てる。しかし、海で泳ぐ時に海水が周りに存在する

ように、私たちの生命エネルギーを捨てる力は必然的に

限られている。目が覚めるちょうどその時、器官と生命

に関して私たちは均衡を保っている。眠りにつく時、私

たちは朝よりも生命に満ちている。生命は私たちをへと

へとに疲れさせたのだ。そしてついには体を死なせる。

このような戦いは永遠に行うことができない。なぜなら、

太陽系全体の生命の勢力は、1つの小さな人間の範囲に

焦点を合わせることに抵抗する力と戦うからである。

　体は、「智慧の大師たち」によって、人間の一連の構

成要素の中で最も一時的で、非永続的で、幻影のもので

あると見なされている。少しの間も、体は同じではない。

常に変化し、あらゆる部分で動いているが、実際、具体

的でありながら完成したり終えたりすることはない。古

の人たちはこのことをはっきりと認識していた。彼らは

「ナイミティカ・プララヤ」と呼ばれる教義、または物

質的なものの絶え間ない変化、絶え間ない破壊を詳述し

たからである。これは現在、科学で体が 7年ごとに完全

に変化し刷新されるという学説で知られている。最初の

7年間の終わりには、初めの頃と同じ体ではない。私た

ちは日々の終わりに、体が 7回かおそらくそれ以上、変

わったのだ。それでも、体は完全な発達から死まで、通

常の外観と同じである。そして、それは誕生から完全な

発達まで人間の形態である。これは科学が説明しない謎

であり、細胞に関する、そして一般的な人間の姿態が保

存される方法に関する問題である。

　「細胞」は幻影である。それは単に言葉があるに過ぎ

ない。物質のものとしての細胞は存在しない。なぜなら、

どの細胞も他の細胞でできているからだ。それでは、細

胞とは何だろうか？ 細胞とは、「生命」から構成される

実際の物質的な原子が自ら配列する理想の形態である。

肉体の分子は永遠に体から逃げ去っていると認められて

いるため、毎瞬、細胞を離れているはずである。したがっ

て、体の細胞はないが、一つの欠乏の境界（訳注）、典

型的な壁、一般的な形状がある。分子は自然の法則に従っ

て典型的な形状内に位置をとり、他の原子に場所を与え

るために、ほとんど直ちにその位置を離れる。そして、

それは体と同様、地球や太陽系も同じである。したがっ

て、またそれはすべての物質的な物に、より遅い程度で

同じことが考えられる。すべての物が、絶えざる運動と

変化をしている。これは現代の、かつ太古の智慧である。

これは千里眼、透聴力、テレパシー、読心術の、物理的

な説明である。そしてこのことは、私たちの体がいかに

不十分で惑わすものであるかを示すのに役立つ。

　だが厳密に言えば、人間を構成する第 2の要素アスト

ラル体、サンスクリット語でリンガ・シャリーラ、つま

り私たちが「生命エネルギー」とみなすものか、あるい

はサンスクリット語の「プラーナ」や「ジーヴァ」と呼

ばれるものを合わせて、それらのすべてである。見たと

ころ生命現象は体に関連して、より明白に示されるから

である。

　生命とは器官の働きの結果ではなく、体が分解すると

なくなってしまうものでもない。生命は、普遍的に広がっ

ている原理である。生命は海で、その中に地球が浮かん

でいる。生命は地球と、地球上のすべての存在と物に、

浸透する。そして私たちおよび私たちの周りに絶え間な

く働き、私たちに対し、そして私たちを通して永遠に脈

動する。体を占有する時、私たちはプラーナとジーヴァ

の両方を扱うために、他のどの道具よりも特殊化された

道具を使うだけである。厳密に言えば、「プラーナ」は

息である。そして、人間の（体という）機械には、生命

の継続のために息が必要なので、それは良い言葉である。

「ジーヴァ」は「生命」を意味し、また生きている魂に

も当てはまる。生命は一般に「至高の生命」そのものに

由来するからである。したがって、「ジーヴァ」はすべ

ての用途に用いることのできる語だが、「プラーナ」は

より部分的である。体が焼かれると源へ飛んで戻るであ

ろうこの生命エネルギーに確かな量があるとは言えない

が、物質の塊が何であろうと、その中にある生命エネル

ギーは機能するのである。私たちは言うなれば、生きて

いる時にそれを分泌するか、使うのだ。生きているか死

んでいるかにかかわらず、生命エネルギーは依然として

そこにある。維持している器官の中の生命に、そして死

において、破壊から生じる無数の創造物の中に、生命エ

ネルギーがあるのである。私たちは鳥が浮かぶ空を消す

ことよりも、この生命を捨てることはできず、そして生

命は空気のように地球上のすべての空間を満たし、その

恩恵を失うことも、その最終的な粉砕力を逃れることも

できない。しかし、肉体に働いているこの生命つまりプ

ラーナは、乗り物、手段、または導きを必要とし、その

乗り物とはアストラル体である。

　アストラル体には多くの名前がある。ここにいくつか

挙げると、リンガ・シャリーラ（梵語。設計図となる体

であり、すべての中で最良のもの）、エーテル・ダブル（複

体）、ファントム、幽霊、幻影、ドッペルゲンガー、人

格人間、理性のない魂、動物魂、ブータ、エレメンタリー、

スプーク、デビル、デーモンなどがある。ブータとデビ

ルとエレメンタリーは、ほとんど同意語である。ブータ

がサンスクリット後で、他は英語である。ヒンドゥー教

徒にとってブータは、死によって体と心から解放された

時のアストラル体である。このように良心から切り離さ

れ、ブータはヒンドゥー教徒の見方では悪魔なのだ。悪

魔は天から落下した天使であるという古い概念をなくせ

ば、彼らはそれほど間違っていない。なぜなら、この肉

体の悪魔は大地（the earth）から生まれたものだからだ。

　アストラル体という用語はこの意味を表すには正しい

用語ではないと、反対されるかもしれない。そうした異

議は、英語の性質と起源から生じるのであり、本来の姿

（the nature）との戦いの中で生じ、商売人の間で目に見

えない人間の器官と機能の広範囲を表すのに必要な言葉

がまだコインに鋳造されていないため生じたのである。

そして哲学者はこれらの目に見えない人間の器官の存在

を認めていないため、正しい用語が英語にはないのだ。

そのため、内なる体を説明する言葉を探す際に英語で見

つかったのは「アストラル体」だけであった。アストラ

ル体の材料は大まかに言って宇宙的な物質または星の物

質からできているため、この用語は実際の真実に近いも

のになる。しかし、サンスクリット語の古い語は、厳密

に言い表している。リンガ・シャリーラつまり「図案の

体」は、肉体のひな形か図案だからである。この語は「エー

テル体」より良い。「エーテル体」は肉体の次に来ると

言われるだろうが、実際にはアストラル体は肉体に先行

する。

　アストラル体は、目に見える体と比較して非常に微細

な実質（テクスチャー）の物質でできており、抗張力が

大きいため、一生の間、肉体が刻々と変化する一方でこ

ちらはほとんど変化しない。そしてこの測り知れない強

さを持っているだけでなく、かなりの距離を伸びること

のできる弾力性も持っている。柔軟で、形成力があり、

伸縮性があり、強いのである。アストラル体を構成して

いる物質は、本質が電気的で磁気的であり、進化の過程

が人間の物質体を作り出す時点にまだ到達していなかっ

た薄暗い過去に、アストラル体も含め全世界が構成され

た。しかしそれは自然のままの、または粗雑な物質では

ない。広大な進化の期間を経て、数えきれないほど多く

すか、また胎生学における他の多くの神秘的な事柄が医

師たちによって無視されるということを、説明するだろ

う。このことはまた、医師たちによって否定されること

もあるが、見たいと思う人たちにはよく知られている胎

内の子供を示す事実に他ならず、たびたび起こる事実で

ある。成長する物質的形態はアストラル原型の影響を受

ける。肉体的器官と霊的な器官を通して母親の想像力と

結びついているのだ。母親は恐怖やその他の強烈なイ

メージを作り、そしてアストラル原型は同じように影響

を受ける。脚なしで生まれるケースに注目すると、母親

の考えと強い想像力がアストラルの脚を切断または収縮

させるように作用し、結果として、動ける脚の原型を持

たない分子は肉体の脚を作れない。そのような場合は何

でも同様である。また、外科医が切断した足をまだある

と感じている、または切断された指をまだ知覚している

人を見つけた場合、アストラルの身体の一部は妨げられ

ていないのでその人はまだ自分の体にあるように感じる

のだ。ナイフや酸はアストラル原型を傷つけることはな

いが、その成長の最初の段階では、考えや想像力に酸と

鋭い鋼の力がある。

　オカルティズムの実践における訓練を受けていない

か、生まれながらに能力をもっていない普通の人は、ア

ストラル体が肉体から数フィート以上離れて行けない。

アストラル体は肉体の一部であり、肉体を維持し、マン

ゴーの繊維が果実全体にあるように肉体に組み込まれて

いる。しかし、次のような人々がいる。前の生まれ変わ

りで実践に従事したために、無意識にアストラル体を送

り出す力を持っている人たちである。彼らは霊媒であり、

何人かは予言者（先見者）であり、多くはヒステリーで、

強硬症的で、堕落した人々である。道徳的および精神的

性質に効果が及ぶ、過度に厳しい修業の長い過程で自分

自身を訓練した、その時代の平均的な人間の力をはるか

に超える人たちは、アストラル形態を意のままに使うこ

とができる。それは彼らが、肉体がその一部である惑わ

せるものに完全に打ち勝って、その上、この物質を支配

している化学的および電気的な法則を学んだからであ

る。彼らの場合、知識を持って意識的に行動する。それ

以外の場合、行為は、止める力なしで為されたり、思い

のままにひき起こされたり、高い品性の性質でそのよう

な力を使用することに伴う危険を回避する力なしに行わ

れる。

　アストラル体はそれ自体の中に実際の外的な感覚器官

を持っている。アストラル体の中に視覚、聴覚、臭覚、

および触覚があるのである。肉体に血液があるように、

アストラル体の中に、アストラルの体液を運ぶための動

脈と完全な神経組織がある。潜在意識の知覚と潜在的な

記憶があり、現在の催眠術師がそれを扱って困惑させて

いる。そのため肉体が死ぬと、アストラル人間が解放さ

れ、死に際して不死の人間である三つ組が別の状態へと

飛び去ると、アストラル体はかつて生きていた人間の殻

となり、消散するのに時間を要する。アストラル体は、

その人が生きた人生のすべての記憶を保持するため、死

んだその人が知って、言い、思考し、見たことを反射的

かつ自動的に繰り返すことができる。アストラル体は完

全に消散するまで、ほとんど絶え間なしに離れた肉体の

そばにとどまる。なぜならアストラル体自身の死の過程

を経なければならないからだ。それは心霊主義の降霊術

に出る幽霊であり、あれこれいろんな人物の、本物の霊

になりすます。幽霊は霊媒と降霊会参加者の思考に引き

寄せられ、なんとなくそこら辺を浮遊し、その後エレメ

ンタルのエネルギーの群全体と、降霊術の会を開催して

いる霊媒か、または他の参加している霊媒の活発なアス

トラル体によって、人為的な人生へと駆り立てられる。

それから霊媒の脳に、証拠となるものがすべて、写真の

ように映し出される。その証拠は心霊主義者が亡くなっ

た友人や親族の身元を証明するのに役立つ。これらの証

拠は、死者の霊がそこにいる証拠として受け入れられる。

なぜなら霊媒も参加者も、自分の性質を支配している法

則や、アストラル物質とアストラル人間の構造、力、機

能をよく知らないからである。

　神智学の哲学は、心霊主義の交霊会で証明された事実

は否定しないが、その事実に、心霊主義者の説明とは完

全に反対の説明をする。そして、これらのいわゆる霊た

ちが引き起こすと言われている現象が、確かに筋の通っ

た科学的説明を完全に欠いていることは、伝える知識を

それらの霊が持っていないという主張の裏付けとなる。

そのいわゆる霊たちは、ある現象を引き起こすにすぎな

い。それらの現象の調査とそこからの推論は、霊・魂・

の精錬のプロセスを経て、アストラルの物質の性質は、

見たり触れたりできる肉体の目や手の要素をはるかに超

えて洗練されてきた。

　アストラル体は肉体を導く原型である。そして他のす

べての領域（kingdom）にも同じようにアストラル原型

がある。植物界、鉱物界、動物界にはエーテル複体

（ethereal double）があり、この理論は唯一の、いかに

種子がそれ自身の類を生み出し、すべての知覚力ある存

在が同類を産むのかという問いへの答えである。生物学

者は、真実が私たちの知っている通りだとしか言えず、

ドングリがオーク以外には成長しないのはなぜかという

ことの理由は述べられない。しかし過去の古い学派では

真の教義が知られており、H・P・ブラヴァツキーおよ

び彼女の著作にインスピレーションを見出した人々に

よって、それが再び西洋で発表された。

　その教義とは、この地球の進化の初期に、さまざまな

自然の領域（kingdom）が最初に計画され、または典型

が概略で作られ、その後アストラル物質が「生命原理」

の助けを借りてこの計画に取り組み始め、長い時代の後

アストラルの人間の形態が進化し完成するに至るという

ものである。これ（アストラル体）は、人類が持ってい

た最初の形態であり、エデンの園にいる人間の状態のす

べての寓意物語と、いくぶん一致している。物質へのさ

らなる降下のサイクルが前進している別の長い期間の

後、ついにアストラル形態は「皮膚の外衣」を身にまと

い、現在の物質的形態が現れた。これは創世記の一節の

説明であり、アダムとイブに皮膚の外衣を与えるという

ことを説明している。それは最終的な物質への降下であ

る。その時点から人間は、物質の塊としての肉体全体を

より高いレベルへ引き上げる努力の中にあり、霊的影響

のより大きな尺度を肉体全体に満たす努力をするように

なり、その結果、現在の進化の周期が終わった後、次の

進化の大いなる期間に、さらに前進する準備ができてい

るかもしれない。したがって今のところ、胎内で成長し

ている子供の原型は、生まれる前の形がすでに完全なア

ストラル体である。このことは、子供が完成するまで分

子が自分自身を配置することであり、エーテル的ひな型

である体の存在は、形態がどのように形へと成長するか、

また目はどのように内側から顔の表面へと自らを押し出

心の生きた三位一体によって導かれる訓練された脳だけ

が適切に行うことができる。そして、ここで霊的現象の

もう一つ別の種類は、ちょっとした警告をする必要があ

る。それは「物質化した霊」と呼ばれるものの出現である。

　３つの説明を提示できる。第一に、生きている霊媒の

アストラル体は、それ自身を体から引き離し、いわゆる

霊の外観を装う。アストラル物質の特性の一つは、誰の

目にも見えずに存在する像（イメージ）を反映する性質

だからである。第二に、完全に霊と良心を欠いた実際の

故人のアストラル殻は、空気とエーテルの状態がそのア

ストラル殻の分子の振動を変化させると、目に見えるよ

うになる。密度と見かけ上の重量は、他の法則によって

説明される。第三に、目に見えない大量の電気的および

磁気的物質が集められ、そこにアストラル光から、死ん

でいるか生きている会いたい人の肖像が映し出される。

これはそのような人たちの「霊」であると見なされるが、

そうではなく、H・P・ブラヴァツキーによって正しく

も「心理的欺瞞」と呼ばれている。なぜなら、それは偽

物ではないフリをしているからである。そして奇妙なこ

とに、まさしくこの物質化の説明は、定期的な降霊会で

「霊」により与えられたのに、ただ故人の霊が戻って来

たという考えを混乱させるという理由で、心霊主義者に

受け入れられたことがない。

　最後にアストラル体は、日常生活と真の霊媒を扱う中

で起こるほとんどすべての奇妙な霊的事柄を明白にする

だろう。アストラル体は、幽霊が何であるかの答えであ

り、そのような存在が見られる可能性を示し、そうする

ことで疑惑をいだく科学的な人が君の見て知っているこ

とを、見たことがないくせにと言って、良識を踏みにじ

ることを防ぐ。また、これらの現象の本当の性質を示す

ことで迷信を取り除き、人に「幽霊」を見ることを恐れ

させる未知のものへの不合理な恐怖を撲滅する。さらに、

アストラルの手が突き出て物体をつかみ、体へと引っ込

めるため、肉体の接触なしに物体を運び去ることを説明

できる。これが可能であると示されたら、ヒンドゥー教

のヨギがコーヒーカップを空中に飛ばし、遠くにある物

体がそのヨギか他の人に触れられずひとりでにはっきり

近づくのを見ても、旅行者は笑わないだろう。透視力と

透聴力のすべての器官は、アストラル体とアストラル光

によっても説明される。本物のアストラルの器官は、見

ることと聞くことを行い、そしてすべての物質的な物が

それ自身の原子間で絶えず動いているので、アストラル

の視力と聴力は妨げられずに地球の周りとその近くのア

ストラル光あるいは物質の広がりと同じくらい広く動

く。したがって、偉大な透視家であるスウェーデンボリ

は、何マイルも離れた都市にいた時に、ストックホルム

の家々が燃えるのを見たのだったが、それもそういうこ

とであり、現在の透視家が遠くのことを見たり聞いたり

するのも同じである。

＊＊＊

（訳注）privative limits
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神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子

（前の号の続き）

【問】　神智学協会の中には、キリスト教会に負けず劣ら

ず、陰口、中傷、争いがあると認められるなら、いった

い協会はどんな同胞団なのかお聞きしたいと思います。

【答】　今のままでは本当につまらない見本でしかありま

せん。注意深くふるいにかけ、建て直すまでは、他の団

体とたいして違いはないでしょう。しかし、人間の性質

は神智学協会の中でも外でも、同じであることを覚えて

おいて下さい。会員達は聖者ではありません。彼等はせ

いぜいよくなろうと努力していますが、個人的弱さのた

めに、落伍しやすい罪人です。それに私達の「同胞団」

は一般に「認められた」公式の団体ではなく、いわば司

法権の範囲外にあります。さらに、協会は混沌とした状

態であって、外のどの団体よりも不当に扱われています。

ですから、協会の理想を実行できなかった会員達が、脱

会してから同情と保護を得るために、協会の敵達に目を

向け、待ち構えている敵達の耳に自分達の憎しみと恨み

を注ぎ込んでも不思議ではありません。神智学協会に対

して、どんなに理不尽な非難をしても、その敵達から支

持と同意を容易に得られると知っているので、脱会者は

直ちに協会を攻撃し、そのまま自分達の顔を映した姿見

に、自分の怒りをぶつけるのです。人々は自分が害した

人を決して許しません。自分か親切を受けて仇で返した

ので、今度は世間と自分自身の良心の前に、気違いじみ

た自己正当化に一生懸命です。世間は自分が嫌う協会へ

の非難なら何でもすぐ信じるでしょうが、良心は……も

うすでに十分言ったので、これ以上言わないでおきま

しょう。

【問】　あなたの身分は私には羨ましいとは思えません。

【答】　羨ましくはありません。けれども、この運動の指

導者達や創立者達が全力を尽くしてまだ仕事を続けてい

るので、協会とその哲学の背後に何かたいへん高尚で真

実なものがあるに違いないと思いませんか？　その人達

は協会のために、あらゆる安楽、あらゆるこの世の繁栄

や成功、また、自分の名声、名誉までも犠牲にしています。

そしてそのお返しには、絶え間ない汚名、容赦ない迫害、

飽くことのない中傷、いつも変わらぬ忘恩、そして最善

の努力に対する誤解を受け、四方八方から打ちのめされ

ます。自分達の仕事をやめさえすれば、すぐにあらゆる

責任から解放され、これ以上攻撃を受けずにすむのです

が。

【問】　そのような忍耐は驚くべきものだと思います。な

ぜ、あなた方はそのような大変なことを続けていかなけ

ればならないのでしょうか？

【問】　自己満足のためではなく、創立者達が死んでし

まっても、協会のもともとの計画通りに、人類のための

私達の仕事を続ける少数の人々を訓練したいと思ってい

るだけです。創立者達のあとを継ぐ少数の気高い献身的

な人達がすでに見つかりました。このような人達のおか

げで未来の世代の人類にとって平和への道は少し楽にな

り、少し広くなるでしょう。ですからこの苦労はみなよ

い結果を生み、その人達の自己犠牲は空しくはないで

しょう。現在、協会の主な目的は人々の心に種を蒔 ( ま )

き、それが芽を出し、もっとよい環境のもとで、今まで

よりもっと大きな幸福を大衆に与えるような、健全な改

革を生み出すよう努力することです。
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第十三章　神智学協会についての誤解

神智学と禁欲主義

【問】　神智学の規則は全会員に菜食主義者、独身主義者、

厳格な禁欲主義者であるように要求していると聞きまし

た。しかしあなたはそのようなことについては何もおっ

しゃいません。本当のことをはっきり教えて下さいませ

んか？

【答】　私達の規則はそんなことは何も要求しません。神

智学協会は会員の誰もが禁欲者になるべきだと期待もし

ませんし、ましてそう要求することはありません。ただ、

他人に利益を与えようとし、自分自身の生活には非利己

的であることをあなたが禁欲だと言うとすれば、それは

要求します。

【問】　しかし、あなた方の会員の多くは厳格な菜食主義

者で、結婚しないでいるという意向を公言しています。

これもあなた方の協会の仕事に大いに活躍する人達に多

く見られることではありませんか？

【答】　私達の本当に熱心な働き手の大部分は、以前お話

した秘教部門の会員ですので、それは当然のことです。

【問】　では、あなたはその秘教部門では禁欲的な修行を

要求なさるのですね。

【答】　いいえ、私達は秘教部門で禁欲を要求しません。

しかし、一般的な禁欲主義の問題についての私達の見解

をあなたに説明したほうがよいと思います。そうすれば、

菜食主義などについてもお分かりになるでしょう。

【問】　どうぞ続けて下さい。

【答】　すでにお話ししたように、神智学の本当の学徒と

なり、協会の積極的な働き手となった多くの人達は、私

達が教えることを理論的に学ぶよりも、実践することを

望みます。そのような学徒達は自分自身の個人的な直接

経験によって真理を知りたいと望み、また、計画性もな

く盲目的にではなく、効果的に賢明に他の人達を助ける

ために自分が必要と思う智慧や力を得る目的でオカル

ティズムを学びたいと思います。ですから、学徒達は遅

かれ早かれ秘教部門に入ります。

【問】　しかし、「禁欲的な修行」はその秘教部門でさえ

義務としてはいないと、あなたはおっしゃいました。

【答】　義務ではありませんが、会員達が秘教部門で学ぶ

第一のことは、肉体という鞘と、本当の人間との関係に

ついての正しい概念です。人間性のこの二面の関係と相

互作用が会員達にはっきりと説明されます。ですから、

彼等は内部の人間が外側の鞘、すなわち肉体よりはるか

に重要なものであることを間もなく納得するようになり

ます。道理の分からない盲目的な禁欲主義は愚かでしか

ないことを教えられます。つまり、私か前に言った聖ラ

ブロの行為のような、また、体を切ったり、焼いたり、

苦しめたりするインドの托鉢僧や密林に住む苦行者達が

するとても残酷で恐ろしい行法は、利己的な動機、つま

り自分の意志力の発達を目的とする苦行にすぎず、本当

の霊的すなわち神智学的進歩を助ける目的には全く無益

です。

【問】　分かりました。あなたは道徳的な禁欲主義だけが

必要だと考えていらっしゃるのですね。それはある目的

のための手段であって、それは、人間の内なる性質の完

全な均衡を得ること、様々な激情や欲望をもつ肉体に打

ち勝つことですね。

【答】　その通りです。しかしその手段は盲目的な、また、

ばかげた使い方ではなく、理性的で賢明なものでなくて

はなりません。大きな競争のために訓練し準備している

競技者のようにすべきであって、自分の貪欲さを満足さ

せるために病気になるほど物を食べないけちな人のよう

にしてはいけません。

【問】　 あなたの言われることかだいたい分かりました。

けれどもそれをどう実行なさるのでしょうか。例えば菜

食主義はどうですか？

【答】　ドイツの偉大な科学者の一人は、どんなに調理し

ても肉にはその動物のはっきりとした特徴を認めること

ができると言っています。それはさておき、誰でも、自

分は何の肉を食べているかその味で分かります。私達は

一歩進んで、動物の肉が食物として消化されると、その

肉からきた動物の性質が生理的に自分に伝えられること

を証明します。さらにオカルト科学はこのことを学徒に

視覚的に見せて教え、立証します。そして人間を低くす

る、つまり「動物化」するこの影響は大きな動物ほど強く、

鳥はそれより少なく、魚やその他の冷血動物はもっと少

なく、野菜だけを食べる方が最も影響が少ないというこ

とも示しています。

【問】　では、全然食べないほうがよいのですか？

【答】　もし、食べないで生きていられれば、もちろんそ

れがよいでしょう。でも実際は、生きるために食べなけ

ればなりません。ですから、私達は本当に熱心な学徒達

には、脳や体にいちばん邪魔にならず、負担をかけない

で、直観力、内的な能力やエネルギーの発達を妨げたり、

遅らせたりする影響のいちばん少ないような食べ物を勧

めるのです。

【問】　では、一般の菜食主義者が言っているような議論

をみな賛成なさるわけではないのですか？

【答】　しません。その人達の議論のあるものはたいへん

薄弱であり、全く虚偽に基づいていることも多いです。

しかし、一方、彼等の言うことの中にも正しいことはた

くさんあります。例えば、いろいろな病気、特に目立っ

てきている病気にかかりやすい傾向は、肉、特に缶詰の

肉を食べることによるものがたいへん多いと私達は思い

ます。しかし菜食主義の価値の問題について完全に論ず

ることはとても時間がかかりますので、他の問題に移っ

て下さい。

【問】　もう一つ聞かせて下さい。秘教部門の会員達が病

気になった時は何を食べるのですか？

【答】　もちろん、優れた医者の忠告に従います。私達は

決してこの問題に関して、厳格なルールを押しつけない

ことがまだお分かりになりませんか？　このような問題

について、私達は理性的な見方をしており、狂信的では

ないことをしっかりと覚えておいて下さい。もし病気や

長い習慣でどうしても肉がなければ生きられないという

なら、どうして食べさせないなどということがありま

しょう？　肉食は罪ではありません。少し進歩を遅らせ

るだけです。なぜなら、結局、純粋に肉体的な作用や機

能よりも、人間が考えたり感じたりすること、その人が

心にいだいている望み、また、心の中に根づき成長させ

ているもののほうがずっと重要ですから。

【問】　では、お酒類についてはどうでしょう。お勧めに

ならないと思いますが。

【答】　お酒は肉よりも道徳的、霊的成長に悪いです。ア

ルコールにはすべて人間のサイキック状態に直接的な、

たいへん有害な作用があります。内的な力の発達をだめ

にする点では、飲酒よりももっと破壊的なものはハシッ

シュや阿片、その他同じような薬を習慣的に用いること

です。



（前の号の続き）
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ます。自分達の仕事をやめさえすれば、すぐにあらゆる

責任から解放され、これ以上攻撃を受けずにすむのです

が。

【問】　そのような忍耐は驚くべきものだと思います。な

ぜ、あなた方はそのような大変なことを続けていかなけ

ればならないのでしょうか？
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き、それが芽を出し、もっとよい環境のもとで、今まで
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能よりも、人間が考えたり感じたりすること、その人が

心にいだいている望み、また、心の中に根づき成長させ

ているもののほうがずっと重要ですから。

【問】　では、お酒類についてはどうでしょう。お勧めに

ならないと思いますが。

【答】　お酒は肉よりも道徳的、霊的成長に悪いです。ア

ルコールにはすべて人間のサイキック状態に直接的な、

たいへん有害な作用があります。内的な力の発達をだめ

にする点では、飲酒よりももっと破壊的なものはハシッ

シュや阿片、その他同じような薬を習慣的に用いること

です。



（前の号の続き）

【問】　神智学協会の中には、キリスト教会に負けず劣ら

ず、陰口、中傷、争いがあると認められるなら、いった

い協会はどんな同胞団なのかお聞きしたいと思います。

【答】　今のままでは本当につまらない見本でしかありま

せん。注意深くふるいにかけ、建て直すまでは、他の団

体とたいして違いはないでしょう。しかし、人間の性質

は神智学協会の中でも外でも、同じであることを覚えて

おいて下さい。会員達は聖者ではありません。彼等はせ

いぜいよくなろうと努力していますが、個人的弱さのた

めに、落伍しやすい罪人です。それに私達の「同胞団」

は一般に「認められた」公式の団体ではなく、いわば司

法権の範囲外にあります。さらに、協会は混沌とした状

態であって、外のどの団体よりも不当に扱われています。

ですから、協会の理想を実行できなかった会員達が、脱

会してから同情と保護を得るために、協会の敵達に目を

向け、待ち構えている敵達の耳に自分達の憎しみと恨み

を注ぎ込んでも不思議ではありません。神智学協会に対

して、どんなに理不尽な非難をしても、その敵達から支

持と同意を容易に得られると知っているので、脱会者は

直ちに協会を攻撃し、そのまま自分達の顔を映した姿見

に、自分の怒りをぶつけるのです。人々は自分が害した

人を決して許しません。自分か親切を受けて仇で返した

ので、今度は世間と自分自身の良心の前に、気違いじみ

た自己正当化に一生懸命です。世間は自分が嫌う協会へ

の非難なら何でもすぐ信じるでしょうが、良心は……も

うすでに十分言ったので、これ以上言わないでおきま

しょう。

【問】　あなたの身分は私には羨ましいとは思えません。

【答】　羨ましくはありません。けれども、この運動の指

導者達や創立者達が全力を尽くしてまだ仕事を続けてい

るので、協会とその哲学の背後に何かたいへん高尚で真

実なものがあるに違いないと思いませんか？　その人達

は協会のために、あらゆる安楽、あらゆるこの世の繁栄

や成功、また、自分の名声、名誉までも犠牲にしています。

そしてそのお返しには、絶え間ない汚名、容赦ない迫害、

飽くことのない中傷、いつも変わらぬ忘恩、そして最善

の努力に対する誤解を受け、四方八方から打ちのめされ

ます。自分達の仕事をやめさえすれば、すぐにあらゆる

責任から解放され、これ以上攻撃を受けずにすむのです

が。

【問】　そのような忍耐は驚くべきものだと思います。な

ぜ、あなた方はそのような大変なことを続けていかなけ

ればならないのでしょうか？

【問】　自己満足のためではなく、創立者達が死んでし

まっても、協会のもともとの計画通りに、人類のための

私達の仕事を続ける少数の人々を訓練したいと思ってい

るだけです。創立者達のあとを継ぐ少数の気高い献身的

な人達がすでに見つかりました。このような人達のおか

げで未来の世代の人類にとって平和への道は少し楽にな

り、少し広くなるでしょう。ですからこの苦労はみなよ

い結果を生み、その人達の自己犠牲は空しくはないで

しょう。現在、協会の主な目的は人々の心に種を蒔 ( ま )

き、それが芽を出し、もっとよい環境のもとで、今まで

よりもっと大きな幸福を大衆に与えるような、健全な改

革を生み出すよう努力することです。

 

第十三章　神智学協会についての誤解

神智学と禁欲主義

【問】　神智学の規則は全会員に菜食主義者、独身主義者、

厳格な禁欲主義者であるように要求していると聞きまし

た。しかしあなたはそのようなことについては何もおっ

しゃいません。本当のことをはっきり教えて下さいませ

んか？

【答】　私達の規則はそんなことは何も要求しません。神

智学協会は会員の誰もが禁欲者になるべきだと期待もし

ませんし、ましてそう要求することはありません。ただ、

他人に利益を与えようとし、自分自身の生活には非利己

的であることをあなたが禁欲だと言うとすれば、それは

要求します。

【問】　しかし、あなた方の会員の多くは厳格な菜食主義

者で、結婚しないでいるという意向を公言しています。

これもあなた方の協会の仕事に大いに活躍する人達に多

く見られることではありませんか？

【答】　私達の本当に熱心な働き手の大部分は、以前お話

した秘教部門の会員ですので、それは当然のことです。

【問】　では、あなたはその秘教部門では禁欲的な修行を

要求なさるのですね。

【答】　いいえ、私達は秘教部門で禁欲を要求しません。

しかし、一般的な禁欲主義の問題についての私達の見解

をあなたに説明したほうがよいと思います。そうすれば、

菜食主義などについてもお分かりになるでしょう。

【問】　どうぞ続けて下さい。

【答】　すでにお話ししたように、神智学の本当の学徒と

なり、協会の積極的な働き手となった多くの人達は、私

達が教えることを理論的に学ぶよりも、実践することを

望みます。そのような学徒達は自分自身の個人的な直接

経験によって真理を知りたいと望み、また、計画性もな

く盲目的にではなく、効果的に賢明に他の人達を助ける

ために自分が必要と思う智慧や力を得る目的でオカル

ティズムを学びたいと思います。ですから、学徒達は遅

かれ早かれ秘教部門に入ります。

【問】　しかし、「禁欲的な修行」はその秘教部門でさえ

義務としてはいないと、あなたはおっしゃいました。

【答】　義務ではありませんが、会員達が秘教部門で学ぶ

第一のことは、肉体という鞘と、本当の人間との関係に

ついての正しい概念です。人間性のこの二面の関係と相

互作用が会員達にはっきりと説明されます。ですから、

彼等は内部の人間が外側の鞘、すなわち肉体よりはるか

に重要なものであることを間もなく納得するようになり

ます。道理の分からない盲目的な禁欲主義は愚かでしか

ないことを教えられます。つまり、私か前に言った聖ラ

ブロの行為のような、また、体を切ったり、焼いたり、

苦しめたりするインドの托鉢僧や密林に住む苦行者達が

するとても残酷で恐ろしい行法は、利己的な動機、つま

り自分の意志力の発達を目的とする苦行にすぎず、本当

の霊的すなわち神智学的進歩を助ける目的には全く無益

です。

【問】　分かりました。あなたは道徳的な禁欲主義だけが

必要だと考えていらっしゃるのですね。それはある目的

のための手段であって、それは、人間の内なる性質の完

全な均衡を得ること、様々な激情や欲望をもつ肉体に打

ち勝つことですね。

【答】　その通りです。しかしその手段は盲目的な、また、

ばかげた使い方ではなく、理性的で賢明なものでなくて

はなりません。大きな競争のために訓練し準備している

競技者のようにすべきであって、自分の貪欲さを満足さ

せるために病気になるほど物を食べないけちな人のよう

にしてはいけません。

【問】　 あなたの言われることかだいたい分かりました。

けれどもそれをどう実行なさるのでしょうか。例えば菜

食主義はどうですか？

【答】　ドイツの偉大な科学者の一人は、どんなに調理し

ても肉にはその動物のはっきりとした特徴を認めること

ができると言っています。それはさておき、誰でも、自

分は何の肉を食べているかその味で分かります。私達は

一歩進んで、動物の肉が食物として消化されると、その

肉からきた動物の性質が生理的に自分に伝えられること

を証明します。さらにオカルト科学はこのことを学徒に

視覚的に見せて教え、立証します。そして人間を低くす

る、つまり「動物化」するこの影響は大きな動物ほど強く、

鳥はそれより少なく、魚やその他の冷血動物はもっと少

なく、野菜だけを食べる方が最も影響が少ないというこ

とも示しています。

【問】　では、全然食べないほうがよいのですか？

【答】　もし、食べないで生きていられれば、もちろんそ

れがよいでしょう。でも実際は、生きるために食べなけ

ればなりません。ですから、私達は本当に熱心な学徒達

には、脳や体にいちばん邪魔にならず、負担をかけない

で、直観力、内的な能力やエネルギーの発達を妨げたり、

遅らせたりする影響のいちばん少ないような食べ物を勧

めるのです。

【問】　では、一般の菜食主義者が言っているような議論

をみな賛成なさるわけではないのですか？

【答】　しません。その人達の議論のあるものはたいへん

薄弱であり、全く虚偽に基づいていることも多いです。

しかし、一方、彼等の言うことの中にも正しいことはた

くさんあります。例えば、いろいろな病気、特に目立っ

てきている病気にかかりやすい傾向は、肉、特に缶詰の

肉を食べることによるものがたいへん多いと私達は思い

ます。しかし菜食主義の価値の問題について完全に論ず

ることはとても時間がかかりますので、他の問題に移っ

て下さい。

【問】　もう一つ聞かせて下さい。秘教部門の会員達が病

気になった時は何を食べるのですか？

【答】　もちろん、優れた医者の忠告に従います。私達は

決してこの問題に関して、厳格なルールを押しつけない

ことがまだお分かりになりませんか？　このような問題

について、私達は理性的な見方をしており、狂信的では

ないことをしっかりと覚えておいて下さい。もし病気や

長い習慣でどうしても肉がなければ生きられないという

なら、どうして食べさせないなどということがありま

しょう？　肉食は罪ではありません。少し進歩を遅らせ

るだけです。なぜなら、結局、純粋に肉体的な作用や機

能よりも、人間が考えたり感じたりすること、その人が

心にいだいている望み、また、心の中に根づき成長させ

ているもののほうがずっと重要ですから。

【問】　では、お酒類についてはどうでしょう。お勧めに

ならないと思いますが。

【答】　お酒は肉よりも道徳的、霊的成長に悪いです。ア

ルコールにはすべて人間のサイキック状態に直接的な、

たいへん有害な作用があります。内的な力の発達をだめ

にする点では、飲酒よりももっと破壊的なものはハシッ

シュや阿片、その他同じような薬を習慣的に用いること

です。

『神智学の鍵』

　

著：H・P・ブラヴァツキー
訳：田中 恵美子 定価 1000 円

電子書籍 Kindle 版

【本書について】
本書は、H・P・ブラヴァツキーによって1889年に出版されました。それは、大著『シークレット・
ドクトリン』の翌年のことであり、たいへん難しい神智学の内容を入門者向けに解説するこ
とと、当時様々な批判にさらされていた神智学協会と彼女自身の風評に反論するために書か
れました。ブラヴァツキー自身の手による神智学入門書です。



実践的オカルティズム ６

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク

五　魔術の一〇原理

　ここで魔術（Magic）と呼ばれるものは、後期の著作

ではオカルティズムといっている。サンスクリット語で

はグプタ・ヴィディヤーである。（訳者）

⑴ 奇跡というものはない。すべてのことは永久、不変、

常に活動する法則の結果である。外見上の奇跡は、たい

へん博学だが智慧のないＷ・Ｂ・カーペンター博士が「十

分に確証された自然の法則」と言っているものに対立す

るエネルギーの働きでしかない。自分と同類の多くの

人々のようにカーペンター博士は、かつては知られてい

たが、今は科学には知られていない法則があり得るとい

うことを無視している。

⑵ 自然は三位一体である。つまり、目に見える客観的

な自然と、客観的自然にエネルギーを与える目に見えな

い原型、内在する自然とその生命原理がある。この二つ

の上に霊がある。霊はすべてのエネルギーの源であり、

これだけが永遠で、破壊されることのないものである。

目に見える自然界とその目に見えない原型は絶えず変化

するが、霊は変化しない。

⑶ 人間も三位一体である。人間には客観的な肉体があ

り、活力を与えるまことの人間、すなわちアストラル存

在（魂）がある。この二つは第三のものすなわち支配者

である不死の霊によって覆いかぶされ、光を与えられる。

まことの人間は自らをその霊に溶け込ませると、不死の

存在となる。

⑷ 科学としての魔術は、このような原理の知識であり、

また、個人が肉体にいる間に霊の全知、全能と、自然力

を支配する霊の力とを得る方法についての知識である。

技術としての魔術は、この知識を実際に応用することで

ある。

⑸ 古代の知識が誤用されると黒魔術（sorcery）となり、

善行に使われると、まことの魔術すなわち智慧になる。

⑹ 霊媒道はアデプト道の反対である。霊媒は外部の影響

力の受動的な道具であり、アデプトは積極的に自らを、

また、すべての低級エネルギーを支配する。

⑺ かつてあり、今あって、これからもあるすべてのもの

は、「アストラル光」という目に見えない宇宙のタブレッ

トにその記録があって、イニシエーションを受けたアデ

プトは自分の霊の視力を用いて、かつて知られたこと、

また知り得るすべてを知ることができる。

⑻ 人種というものは、肌の色、体格、その他の外部的な

特色があるのと同じように、霊的な賜物もそれぞれ違う。

ある民族は高級な透視力が自然に発達する傾向が強い

し、他の民族は霊媒性質が強いのである。ある国民は魔

法に耽 ( ふけ ) り、その方法の秘密を代々伝えて行く。

その結果、広範囲な物質的現象を起こすことができる。

⑼ 魔術の一つの技術は、外部の人間（肉体人間）から、

内的人間（アストラル形体）を故意に、意識的に引き抜

くことである。ある霊媒の場合には、引き抜きは起こる

が、無意識的であって、故意ではない。霊媒がこのよう

になると、体が多かれ少なかれ、強直症的になる。しかし、
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アデプトの場合は、アストラル形体のなくなったことに

気づかれない。なぜなら、肉体感覚がはっきりとしてお

り、物思いに耽っているようにしか見えないからである。

　さまよっているアストラル形体の動きには、時間、空

間は何の障害にもならない。オカルト科学に熟達してい

る魔術師は、自分の肉体を消したり、外見上、自分が選

んだ形体をとっているように見せることができる。アス

トラル形体を様々な形で人に見せることもできる。いず

れの場合も、このようなことは、あらゆる目撃者が同時

に体験する、メスメル術による幻覚で起こるものである。

それはメスメル術師の抵抗できない意志によって人の意

識に印象づけられた、心の中の画像でしかないのに、こ

の幻覚は現実と寸分の違いもないので、目撃者は自分は

本当のものを見たと、命をかけて言い張るだろう。

　アストラル形体はどこにでも行けるし、どんな障害物

にも浸透し、肉体から遠く離れることができるが、肉体

は普通の輸送の方法でしか移動できない。規定された磁

気的条件の下では、肉体は空中に浮かぶことができるか

もしれないが、一つの場所から別の所へ移るには普通の

方法に頼るしかない。自ら動けないものは、ある場合、

ある条件の下では、分解し、壁を通り抜け、再び結びつ

くことができるが、生きた動物有機体にはそれはできな

い。

　これはスウェーデンボリー派の教えでもあるが、古代

の科学は、魂が生きている体を放棄することは度々起こ

り、私達は生活のあらゆる場面で、毎日、こうした生き

た死体に出会うと教えている。そのようなことは、抑え

られない驚き、悲しみ、絶望、病気の激しい発作、過度

の情欲などのいろいろな原因がある。空っぽの死体には

熟練した魔術師やエレメンタリーという地縛の人間魂が

入ったり、ごく稀な場合には、エレメンタルが入ること

もある。もちろん白魔術師のアデプトは同じことができ

るが、することは滅多にない。というのも、重要な目的

のためにしなければならない限り、アデプトは不純な人

の体に入って自分を汚そうとは決してならさないからで

ある。狂気の場合、狂人のアストラル存在は半分麻痺し

ており、うろたえていて、通りかがりのどんな種類の霊

の影響も受けるケースもあるし、アストラル存在は永久

に肉体を捨て去り、肉体は吸血鬼のようなものに取りつ

かれる場合もある。そのような吸血鬼は崩壊する間際に

なっているが、絶望的にこの世にしがみつき、人の肉体

を通して官能的快楽をしばらくの間、楽しもうとしてい

るのである。

⑽ 魔術の基礎は磁力と電気の特性、相関関係、可能性に

精通した実用知識である。特に必要なことは、動物界及

び人間の中、そして動物と人間に対する磁力と電気の作

用を知ることである。多くの鉱物には、天然磁石と同じ

ように不思議なオカルト性質がある。それはいわゆる精

密科学は全く知らないものであるが、魔術を行なうすべ

ての人達が知っていなければならないものである。植物

にも不思議な性質は驚くほどたくさんある。ヨーロッパ

の科学が「夢見草」や魔法のハープの秘密を失ってしまっ

ているだけである。いうまでもなく、阿片やハシッシュ

のようなものの効果について知っているが、こうしたわ

ずかな例でさえ、人間組織への肉体的影響は一時的精神

錯乱を起こすと考えられている。だが、テッサリアとエ

ペイロスの婦人達、サバジオスの秘儀を行なった女高僧

達の聖所が破壊されたとはいえ、植物についての彼女達

の秘密な知識がなくなったというわけではない。その知

識はいまだに保護されているので、ソーマの性質を知っ

ている者は他の植物の特性も分かるであろう。

　以上をまとめると次のようになる。魔術は霊的智慧で

ある。自然は魔術師の物質的な味方であり、弟子であり、

召使いである。一つの生命原理が万物に遍満しており、

完成した人間の意志はこれを支配できる。アデプトは植

物、動物の自然のエネルギーを法外に刺激することがで

きる。このような実験は、自然の過去を妨害するのでは

なく、促進するのである。すなわち、生命力がもっと強

力に作用できる条件が与えられているからである。

　アデプトはアデプトでない他の人の感覚を支配し、肉

体及びアストラル諸体の状態を変えることができる。ア

デプトはまた、思うままにエレメンタルを支配し、使う

ことができる。アデプトは、生きている人、死んだ人、

あらゆる人間の不死の霊を支配できない。不死の霊はす

べて、神のエッセンスの火花であって、いかなる外部の

影響力にも従わないからである。

六　大いなるパラドックス

　パラドックスでものごとを語るのは、オカルティズム

にとっていちばん自然な方法のようである。逆説 ( パラ

ドックス ) はものの奥まで浸透し、真理すなわち人生の

外観の裏にある現実を言葉で表現しようとする試みには

欠かせないものである。

　逆説とは、言葉だけでなく、活動、人生の営み方その

ものにもある。オカルティズムのパラドックスは、口で

言うだけではかく、生かさなければならないものである。

ここにこそ危険な罠がある。というのは、一歩一歩辿ら

なければ道を知ることはできないということを忘れて、

頭の中で道を考えることに夢中になるという誤りに陥り

やすいからである。

　一つの驚くべきパラドックスが、道に入る学徒の前に

立ちはだかり、道が曲る度に新しく不思議な形を取って

現れる。学徒は多分人生を正しく生きるためのルールと

指導を求めて道に入ったのであろう。生命のアルファと

オメガ、始めと終わりは無私無欲であることを学徒は学

ぶ。己れを忘れ去り、我がことを一切意識しない時にの

み真理と実在はありのままに自分の熱心な心の前に現れ

るという真実性を痛感する。

　学徒は、無私無欲がオカルティズムの唯一の法則であ

り、人生の科学と術 ( アート ) の両方であり、自分が到

達しようとする目的地への案内者であることを学ぶ。そ

の弟子は熱情に燃えににがり、思い切ってオカルティズ

ムの山道に出る。すると身体を忘れて無限者に憧れる情

熱の飛躍が、実際の生活と意識の外的なレベルに現れる。

だが、師匠達はそれをあまり奨励していないことが弟子

に分かってくる。師匠達は、たとえ弟子の熱意を鈍らせ

るつもりでなくても、体を克服して支配するという最初

に絶対必要な大課題を与える。

　弟子は、天まで舞い上がる頭脳の思いに夢中になった

り、体や外的な行為や人格我を忘れてまことの自由があ

る領に達する想像の世界に生きたいと思うのに、この世

の中の仕事を課せられる。つまり、あらゆる注意力と用

心を外的世界へと向けなければならないと同時に、自制

心を失ったり体と心と頭脳に対するコントロールを緩め

たりしてはならない。顔の各部分の表情を抑制し、一つ

ひとつの筋肉の動きを支配し、無意識のしぐさを抑える

ことなども学ばなければならない。自分の心及び周囲に

起こる日常のことこそ勉強と観察の対象であると指摘さ

れる。「些細なこと」や「ちょっとした不注意で忘れた

こと」や「言い誤り」や「記憶違い」と普通に言われる

ようなものを放っておくのではなく、毎日それらの誤り

をますます意識しなければならない。すると誤りは弟子

の吸う空気を毒し、息苦しくさせる。弟子は、苦闘の最

終的な目的地である大いなる自由の世界を見失って、そ

の世界に接触できないように感じる。毎日の一時間一時

間、自己という苦い味に満たされるようになり、弟子は

絶望的な戦いのために悲観してしまう。また、内なる声

のために心の闇はなお深くなる。その声はしきりにささ

やく、「我を忘れよ。自己中心にならぬように気をつけよ。

霊的な利己心という膨大な毒草が心に根を下ろさぬよう

注意、注意、注意せよ！」

　弟子は、声のいう言葉が真実だと感じて、心の底から

感激する。毎日、毎時間に猛威を振るっている戦闘は、

自己中心が災いのもと、苦の起源であることを教え込む。

彼の魂は自由を切望する。

　このようにして弟子は疑惑で苦しむ。自分のハートの

沈黙の中で聞こえる声と同じことを師匠達も言われるの

で、弟子は師匠達を信頼する。しかし、今は矛盾したこ

とを言う。内なる声は、人類のための奉仕に身を捧げて

我を忘れよと命じる。一方、奉仕を指導してくださるよ

う弟子が願った方々の仰せによると、まず体、外的な自

分を克服すべきである。己れとの戦いで、どんなにへま

にやっているか弟子は常に意識している。自己という多

頭の大蛇の一つの首をはねると、その代わり九つの新し

い首が生じる。

　最初は、内なる声と師匠の声の間を揺れ動き、気が定

まらないが、やがて次のことが分かるようになり、そう

するのは甲斐のないことを知る。つまり、内的空間を求

めて外的な自分を放っておくと、一時感じた自由と軽い

気持ちは間もなく鈍くなり、何か突然のショックを受け

ると険しい坂道を転げ落ちてしまうということである。

そのような時、弟子は絶望的になって、自己という校滑

な蛇に飛びかかって絞め殺そうとするが、いつもするす

ると動くその身をつかむことができず、鱗から輝き出る

人を誘惑する幻に目がくらみ、再び戦いの混乱に巻き込

まれる。苦闘は一日一日、弟子に追い迫り、ついに弟子

の全世界を飲み込み、他のすべてのものを意識から拭い

去るようになる。弟子は、心を圧倒するようなパラドッ

クスに直面する。その意味を理解するためには、まず生

活の中で解決を実践しなければならない。

　静かな瞑想の時に、雑念と欲望、感覚の騒ぎと心の幻

影から逃げることのできる一つの沈黙の空間が自分の中

にあることを発見するであろう。意識をハートの深みの

中に向けることによって、沈黙の空間に達することがで

きる。最初は、暗くて静かな所でなければこれはできな

い。しかし、沈黙の必要性が充分に大きくなれば、弟子

は自己との戦いの只中にも沈黙を探し求めて見つけるで

あろう。ただ、弟子は外的な自分、すなわち肉体を手放

してはならない。戦いが激しくなる時に沈黙の要塞に入

ることを学ぶべきだが、戦いを見失ったり、これで自分

が勝利したと思い込んだりしてはならない。勝利は、内

なる要塞の中だけでなく外も沈黙になった時にのみ得ら

れるものである。弟子は、沈黙の中から戦うことによっ

て最初の大いなるパラドックスを解決する。

　しかし、弟子はまだパラドックスを免れない。最初に

自分の中へと退く時に、弟子は自分の心の嵐から逃れる

ことができる避難所を求めただけである。自分はすでに

低級な諸力を克服すると誓ったが、激しい感情と欲望の

突風をおえようと戦う時、それらの力がどんなに強大な

ものかをより深く理解してくる。沈黙の所以外は、自分

自身はどちらかというと嵐の諸力に似ているものである

と弟子は感じる。自分の小さな力はどうやって自然界の

これらの動物的な暴君に取り組むことができようか。

この質問はおそらく直接答えることができるものではな

い。しかし、解決を探し求めることのできる道をたとえ

話によって示すことはできるだろう。呼吸する時、一定

の量の空気を肺に吸い込み、それをもって天の強風を小

さいスケールで真似ることができる。私達は自然界の下

手な真似しかできず、折り紙の船を覆えすような「ティー

カップの中の大嵐」を作るのが精一杯である。しかし、

そうすれば私達は「これは私の息によって起こしたこと

です」と言える。私達は大風に向かって息を吐いても仕

方がないし、まして貿易風を肺の中に持つようなことは

できない。にもかかわらず、天の諸力は私達の中にある。

世界のエネルギーを導く「有知者達」の本質は私達の本

質と融け合っている。私達がこのことを悟って外的な自

己を忘れ去りさえすれば、嵐そのものは私達の思うまま

になる。

　以上のことは人生にも当てはまることである。人間が

外的な自分に執着したり、仮の宿の肉体を捨ててから得

る体に執着している間、肺一杯の息で大風を吹き払うよ

うなことを試みているのである。それは無駄な努力であ

る。人生の大いなる風はいずれその人を吹き飛ばしてし

まうからである。

　しかし人間が自分の中の態度を変えて、自分の体や欲

望や感情や頭脳は自分ではなくて、自分が管理の責任を

受けたものであるという信念に従って体や感情などを自

然界の一部として扱うなら、存在の大潮流と一体となり、

自己を忘れる、安全で平和な所に達することができる。



五　魔術の一〇原理

　ここで魔術（Magic）と呼ばれるものは、後期の著作

ではオカルティズムといっている。サンスクリット語で

はグプタ・ヴィディヤーである。（訳者）

⑴ 奇跡というものはない。すべてのことは永久、不変、

常に活動する法則の結果である。外見上の奇跡は、たい

へん博学だが智慧のないＷ・Ｂ・カーペンター博士が「十

分に確証された自然の法則」と言っているものに対立す

るエネルギーの働きでしかない。自分と同類の多くの

人々のようにカーペンター博士は、かつては知られてい

たが、今は科学には知られていない法則があり得るとい

うことを無視している。

⑵ 自然は三位一体である。つまり、目に見える客観的

な自然と、客観的自然にエネルギーを与える目に見えな

い原型、内在する自然とその生命原理がある。この二つ

の上に霊がある。霊はすべてのエネルギーの源であり、

これだけが永遠で、破壊されることのないものである。

目に見える自然界とその目に見えない原型は絶えず変化

するが、霊は変化しない。

⑶ 人間も三位一体である。人間には客観的な肉体があ

り、活力を与えるまことの人間、すなわちアストラル存

在（魂）がある。この二つは第三のものすなわち支配者

である不死の霊によって覆いかぶされ、光を与えられる。

まことの人間は自らをその霊に溶け込ませると、不死の

存在となる。

⑷ 科学としての魔術は、このような原理の知識であり、

また、個人が肉体にいる間に霊の全知、全能と、自然力

を支配する霊の力とを得る方法についての知識である。

技術としての魔術は、この知識を実際に応用することで

ある。

⑸ 古代の知識が誤用されると黒魔術（sorcery）となり、

善行に使われると、まことの魔術すなわち智慧になる。

⑹ 霊媒道はアデプト道の反対である。霊媒は外部の影響

力の受動的な道具であり、アデプトは積極的に自らを、

また、すべての低級エネルギーを支配する。

⑺ かつてあり、今あって、これからもあるすべてのもの

は、「アストラル光」という目に見えない宇宙のタブレッ

トにその記録があって、イニシエーションを受けたアデ

プトは自分の霊の視力を用いて、かつて知られたこと、

また知り得るすべてを知ることができる。

⑻ 人種というものは、肌の色、体格、その他の外部的な

特色があるのと同じように、霊的な賜物もそれぞれ違う。

ある民族は高級な透視力が自然に発達する傾向が強い

し、他の民族は霊媒性質が強いのである。ある国民は魔

法に耽 ( ふけ ) り、その方法の秘密を代々伝えて行く。

その結果、広範囲な物質的現象を起こすことができる。

⑼ 魔術の一つの技術は、外部の人間（肉体人間）から、

内的人間（アストラル形体）を故意に、意識的に引き抜

くことである。ある霊媒の場合には、引き抜きは起こる

が、無意識的であって、故意ではない。霊媒がこのよう

になると、体が多かれ少なかれ、強直症的になる。しかし、
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アデプトの場合は、アストラル形体のなくなったことに

気づかれない。なぜなら、肉体感覚がはっきりとしてお

り、物思いに耽っているようにしか見えないからである。

　さまよっているアストラル形体の動きには、時間、空

間は何の障害にもならない。オカルト科学に熟達してい

る魔術師は、自分の肉体を消したり、外見上、自分が選

んだ形体をとっているように見せることができる。アス

トラル形体を様々な形で人に見せることもできる。いず

れの場合も、このようなことは、あらゆる目撃者が同時

に体験する、メスメル術による幻覚で起こるものである。

それはメスメル術師の抵抗できない意志によって人の意

識に印象づけられた、心の中の画像でしかないのに、こ

の幻覚は現実と寸分の違いもないので、目撃者は自分は

本当のものを見たと、命をかけて言い張るだろう。

　アストラル形体はどこにでも行けるし、どんな障害物

にも浸透し、肉体から遠く離れることができるが、肉体

は普通の輸送の方法でしか移動できない。規定された磁

気的条件の下では、肉体は空中に浮かぶことができるか

もしれないが、一つの場所から別の所へ移るには普通の

方法に頼るしかない。自ら動けないものは、ある場合、

ある条件の下では、分解し、壁を通り抜け、再び結びつ

くことができるが、生きた動物有機体にはそれはできな

い。

　これはスウェーデンボリー派の教えでもあるが、古代

の科学は、魂が生きている体を放棄することは度々起こ

り、私達は生活のあらゆる場面で、毎日、こうした生き

た死体に出会うと教えている。そのようなことは、抑え

られない驚き、悲しみ、絶望、病気の激しい発作、過度

の情欲などのいろいろな原因がある。空っぽの死体には

熟練した魔術師やエレメンタリーという地縛の人間魂が

入ったり、ごく稀な場合には、エレメンタルが入ること

もある。もちろん白魔術師のアデプトは同じことができ

るが、することは滅多にない。というのも、重要な目的

のためにしなければならない限り、アデプトは不純な人

の体に入って自分を汚そうとは決してならさないからで

ある。狂気の場合、狂人のアストラル存在は半分麻痺し

ており、うろたえていて、通りかがりのどんな種類の霊

の影響も受けるケースもあるし、アストラル存在は永久

に肉体を捨て去り、肉体は吸血鬼のようなものに取りつ

かれる場合もある。そのような吸血鬼は崩壊する間際に

なっているが、絶望的にこの世にしがみつき、人の肉体

を通して官能的快楽をしばらくの間、楽しもうとしてい

るのである。

⑽ 魔術の基礎は磁力と電気の特性、相関関係、可能性に

精通した実用知識である。特に必要なことは、動物界及

び人間の中、そして動物と人間に対する磁力と電気の作

用を知ることである。多くの鉱物には、天然磁石と同じ

ように不思議なオカルト性質がある。それはいわゆる精

密科学は全く知らないものであるが、魔術を行なうすべ

ての人達が知っていなければならないものである。植物

にも不思議な性質は驚くほどたくさんある。ヨーロッパ

の科学が「夢見草」や魔法のハープの秘密を失ってしまっ

ているだけである。いうまでもなく、阿片やハシッシュ

のようなものの効果について知っているが、こうしたわ

ずかな例でさえ、人間組織への肉体的影響は一時的精神

錯乱を起こすと考えられている。だが、テッサリアとエ

ペイロスの婦人達、サバジオスの秘儀を行なった女高僧

達の聖所が破壊されたとはいえ、植物についての彼女達

の秘密な知識がなくなったというわけではない。その知

識はいまだに保護されているので、ソーマの性質を知っ

ている者は他の植物の特性も分かるであろう。

　以上をまとめると次のようになる。魔術は霊的智慧で

ある。自然は魔術師の物質的な味方であり、弟子であり、

召使いである。一つの生命原理が万物に遍満しており、

完成した人間の意志はこれを支配できる。アデプトは植

物、動物の自然のエネルギーを法外に刺激することがで

きる。このような実験は、自然の過去を妨害するのでは

なく、促進するのである。すなわち、生命力がもっと強

力に作用できる条件が与えられているからである。

　アデプトはアデプトでない他の人の感覚を支配し、肉

体及びアストラル諸体の状態を変えることができる。ア

デプトはまた、思うままにエレメンタルを支配し、使う

ことができる。アデプトは、生きている人、死んだ人、

あらゆる人間の不死の霊を支配できない。不死の霊はす

べて、神のエッセンスの火花であって、いかなる外部の

影響力にも従わないからである。

六　大いなるパラドックス

　パラドックスでものごとを語るのは、オカルティズム

にとっていちばん自然な方法のようである。逆説 ( パラ

ドックス ) はものの奥まで浸透し、真理すなわち人生の

外観の裏にある現実を言葉で表現しようとする試みには

欠かせないものである。

　逆説とは、言葉だけでなく、活動、人生の営み方その

ものにもある。オカルティズムのパラドックスは、口で

言うだけではかく、生かさなければならないものである。

ここにこそ危険な罠がある。というのは、一歩一歩辿ら

なければ道を知ることはできないということを忘れて、

頭の中で道を考えることに夢中になるという誤りに陥り

やすいからである。

　一つの驚くべきパラドックスが、道に入る学徒の前に

立ちはだかり、道が曲る度に新しく不思議な形を取って

現れる。学徒は多分人生を正しく生きるためのルールと

指導を求めて道に入ったのであろう。生命のアルファと

オメガ、始めと終わりは無私無欲であることを学徒は学

ぶ。己れを忘れ去り、我がことを一切意識しない時にの

み真理と実在はありのままに自分の熱心な心の前に現れ

るという真実性を痛感する。

　学徒は、無私無欲がオカルティズムの唯一の法則であ

り、人生の科学と術 ( アート ) の両方であり、自分が到

達しようとする目的地への案内者であることを学ぶ。そ

の弟子は熱情に燃えににがり、思い切ってオカルティズ

ムの山道に出る。すると身体を忘れて無限者に憧れる情

熱の飛躍が、実際の生活と意識の外的なレベルに現れる。

だが、師匠達はそれをあまり奨励していないことが弟子

に分かってくる。師匠達は、たとえ弟子の熱意を鈍らせ

るつもりでなくても、体を克服して支配するという最初

に絶対必要な大課題を与える。

　弟子は、天まで舞い上がる頭脳の思いに夢中になった

り、体や外的な行為や人格我を忘れてまことの自由があ

る領に達する想像の世界に生きたいと思うのに、この世

の中の仕事を課せられる。つまり、あらゆる注意力と用

心を外的世界へと向けなければならないと同時に、自制

心を失ったり体と心と頭脳に対するコントロールを緩め

たりしてはならない。顔の各部分の表情を抑制し、一つ

ひとつの筋肉の動きを支配し、無意識のしぐさを抑える

ことなども学ばなければならない。自分の心及び周囲に

起こる日常のことこそ勉強と観察の対象であると指摘さ

れる。「些細なこと」や「ちょっとした不注意で忘れた

こと」や「言い誤り」や「記憶違い」と普通に言われる

ようなものを放っておくのではなく、毎日それらの誤り

をますます意識しなければならない。すると誤りは弟子

の吸う空気を毒し、息苦しくさせる。弟子は、苦闘の最

終的な目的地である大いなる自由の世界を見失って、そ

の世界に接触できないように感じる。毎日の一時間一時

間、自己という苦い味に満たされるようになり、弟子は

絶望的な戦いのために悲観してしまう。また、内なる声

のために心の闇はなお深くなる。その声はしきりにささ

やく、「我を忘れよ。自己中心にならぬように気をつけよ。

霊的な利己心という膨大な毒草が心に根を下ろさぬよう

注意、注意、注意せよ！」

　弟子は、声のいう言葉が真実だと感じて、心の底から

感激する。毎日、毎時間に猛威を振るっている戦闘は、

自己中心が災いのもと、苦の起源であることを教え込む。

彼の魂は自由を切望する。

　このようにして弟子は疑惑で苦しむ。自分のハートの

沈黙の中で聞こえる声と同じことを師匠達も言われるの

で、弟子は師匠達を信頼する。しかし、今は矛盾したこ

とを言う。内なる声は、人類のための奉仕に身を捧げて

我を忘れよと命じる。一方、奉仕を指導してくださるよ

う弟子が願った方々の仰せによると、まず体、外的な自

分を克服すべきである。己れとの戦いで、どんなにへま

にやっているか弟子は常に意識している。自己という多

頭の大蛇の一つの首をはねると、その代わり九つの新し

い首が生じる。

　最初は、内なる声と師匠の声の間を揺れ動き、気が定

まらないが、やがて次のことが分かるようになり、そう

するのは甲斐のないことを知る。つまり、内的空間を求

めて外的な自分を放っておくと、一時感じた自由と軽い

気持ちは間もなく鈍くなり、何か突然のショックを受け

ると険しい坂道を転げ落ちてしまうということである。

そのような時、弟子は絶望的になって、自己という校滑

な蛇に飛びかかって絞め殺そうとするが、いつもするす

ると動くその身をつかむことができず、鱗から輝き出る

人を誘惑する幻に目がくらみ、再び戦いの混乱に巻き込

まれる。苦闘は一日一日、弟子に追い迫り、ついに弟子

の全世界を飲み込み、他のすべてのものを意識から拭い

去るようになる。弟子は、心を圧倒するようなパラドッ

クスに直面する。その意味を理解するためには、まず生

活の中で解決を実践しなければならない。

　静かな瞑想の時に、雑念と欲望、感覚の騒ぎと心の幻

影から逃げることのできる一つの沈黙の空間が自分の中

にあることを発見するであろう。意識をハートの深みの

中に向けることによって、沈黙の空間に達することがで

きる。最初は、暗くて静かな所でなければこれはできな

い。しかし、沈黙の必要性が充分に大きくなれば、弟子

は自己との戦いの只中にも沈黙を探し求めて見つけるで

あろう。ただ、弟子は外的な自分、すなわち肉体を手放

してはならない。戦いが激しくなる時に沈黙の要塞に入

ることを学ぶべきだが、戦いを見失ったり、これで自分

が勝利したと思い込んだりしてはならない。勝利は、内

なる要塞の中だけでなく外も沈黙になった時にのみ得ら

れるものである。弟子は、沈黙の中から戦うことによっ

て最初の大いなるパラドックスを解決する。

　しかし、弟子はまだパラドックスを免れない。最初に

自分の中へと退く時に、弟子は自分の心の嵐から逃れる

ことができる避難所を求めただけである。自分はすでに

低級な諸力を克服すると誓ったが、激しい感情と欲望の

突風をおえようと戦う時、それらの力がどんなに強大な

ものかをより深く理解してくる。沈黙の所以外は、自分

自身はどちらかというと嵐の諸力に似ているものである

と弟子は感じる。自分の小さな力はどうやって自然界の

これらの動物的な暴君に取り組むことができようか。

この質問はおそらく直接答えることができるものではな

い。しかし、解決を探し求めることのできる道をたとえ

話によって示すことはできるだろう。呼吸する時、一定

の量の空気を肺に吸い込み、それをもって天の強風を小

さいスケールで真似ることができる。私達は自然界の下

手な真似しかできず、折り紙の船を覆えすような「ティー

カップの中の大嵐」を作るのが精一杯である。しかし、

そうすれば私達は「これは私の息によって起こしたこと

です」と言える。私達は大風に向かって息を吐いても仕

方がないし、まして貿易風を肺の中に持つようなことは

できない。にもかかわらず、天の諸力は私達の中にある。

世界のエネルギーを導く「有知者達」の本質は私達の本

質と融け合っている。私達がこのことを悟って外的な自

己を忘れ去りさえすれば、嵐そのものは私達の思うまま

になる。

　以上のことは人生にも当てはまることである。人間が

外的な自分に執着したり、仮の宿の肉体を捨ててから得

る体に執着している間、肺一杯の息で大風を吹き払うよ

うなことを試みているのである。それは無駄な努力であ

る。人生の大いなる風はいずれその人を吹き飛ばしてし

まうからである。

　しかし人間が自分の中の態度を変えて、自分の体や欲

望や感情や頭脳は自分ではなくて、自分が管理の責任を

受けたものであるという信念に従って体や感情などを自

然界の一部として扱うなら、存在の大潮流と一体となり、

自己を忘れる、安全で平和な所に達することができる。



五　魔術の一〇原理

　ここで魔術（Magic）と呼ばれるものは、後期の著作

ではオカルティズムといっている。サンスクリット語で

はグプタ・ヴィディヤーである。（訳者）

⑴ 奇跡というものはない。すべてのことは永久、不変、

常に活動する法則の結果である。外見上の奇跡は、たい

へん博学だが智慧のないＷ・Ｂ・カーペンター博士が「十

分に確証された自然の法則」と言っているものに対立す

るエネルギーの働きでしかない。自分と同類の多くの

人々のようにカーペンター博士は、かつては知られてい

たが、今は科学には知られていない法則があり得るとい

うことを無視している。

⑵ 自然は三位一体である。つまり、目に見える客観的

な自然と、客観的自然にエネルギーを与える目に見えな

い原型、内在する自然とその生命原理がある。この二つ

の上に霊がある。霊はすべてのエネルギーの源であり、

これだけが永遠で、破壊されることのないものである。

目に見える自然界とその目に見えない原型は絶えず変化

するが、霊は変化しない。

⑶ 人間も三位一体である。人間には客観的な肉体があ

り、活力を与えるまことの人間、すなわちアストラル存

在（魂）がある。この二つは第三のものすなわち支配者

である不死の霊によって覆いかぶされ、光を与えられる。

まことの人間は自らをその霊に溶け込ませると、不死の

存在となる。

⑷ 科学としての魔術は、このような原理の知識であり、

また、個人が肉体にいる間に霊の全知、全能と、自然力

を支配する霊の力とを得る方法についての知識である。

技術としての魔術は、この知識を実際に応用することで

ある。

⑸ 古代の知識が誤用されると黒魔術（sorcery）となり、

善行に使われると、まことの魔術すなわち智慧になる。

⑹ 霊媒道はアデプト道の反対である。霊媒は外部の影響

力の受動的な道具であり、アデプトは積極的に自らを、

また、すべての低級エネルギーを支配する。

⑺ かつてあり、今あって、これからもあるすべてのもの

は、「アストラル光」という目に見えない宇宙のタブレッ

トにその記録があって、イニシエーションを受けたアデ

プトは自分の霊の視力を用いて、かつて知られたこと、

また知り得るすべてを知ることができる。

⑻ 人種というものは、肌の色、体格、その他の外部的な

特色があるのと同じように、霊的な賜物もそれぞれ違う。

ある民族は高級な透視力が自然に発達する傾向が強い

し、他の民族は霊媒性質が強いのである。ある国民は魔

法に耽 ( ふけ ) り、その方法の秘密を代々伝えて行く。

その結果、広範囲な物質的現象を起こすことができる。

⑼ 魔術の一つの技術は、外部の人間（肉体人間）から、

内的人間（アストラル形体）を故意に、意識的に引き抜

くことである。ある霊媒の場合には、引き抜きは起こる

が、無意識的であって、故意ではない。霊媒がこのよう

になると、体が多かれ少なかれ、強直症的になる。しかし、

アデプトの場合は、アストラル形体のなくなったことに

気づかれない。なぜなら、肉体感覚がはっきりとしてお

り、物思いに耽っているようにしか見えないからである。

　さまよっているアストラル形体の動きには、時間、空

間は何の障害にもならない。オカルト科学に熟達してい

る魔術師は、自分の肉体を消したり、外見上、自分が選

んだ形体をとっているように見せることができる。アス

トラル形体を様々な形で人に見せることもできる。いず

れの場合も、このようなことは、あらゆる目撃者が同時

に体験する、メスメル術による幻覚で起こるものである。

それはメスメル術師の抵抗できない意志によって人の意

識に印象づけられた、心の中の画像でしかないのに、こ

の幻覚は現実と寸分の違いもないので、目撃者は自分は

本当のものを見たと、命をかけて言い張るだろう。

　アストラル形体はどこにでも行けるし、どんな障害物

にも浸透し、肉体から遠く離れることができるが、肉体

は普通の輸送の方法でしか移動できない。規定された磁

気的条件の下では、肉体は空中に浮かぶことができるか

もしれないが、一つの場所から別の所へ移るには普通の

方法に頼るしかない。自ら動けないものは、ある場合、

ある条件の下では、分解し、壁を通り抜け、再び結びつ

くことができるが、生きた動物有機体にはそれはできな

い。

　これはスウェーデンボリー派の教えでもあるが、古代

の科学は、魂が生きている体を放棄することは度々起こ

り、私達は生活のあらゆる場面で、毎日、こうした生き

た死体に出会うと教えている。そのようなことは、抑え

られない驚き、悲しみ、絶望、病気の激しい発作、過度

の情欲などのいろいろな原因がある。空っぽの死体には

熟練した魔術師やエレメンタリーという地縛の人間魂が

入ったり、ごく稀な場合には、エレメンタルが入ること

もある。もちろん白魔術師のアデプトは同じことができ

るが、することは滅多にない。というのも、重要な目的

のためにしなければならない限り、アデプトは不純な人

の体に入って自分を汚そうとは決してならさないからで

ある。狂気の場合、狂人のアストラル存在は半分麻痺し

ており、うろたえていて、通りかがりのどんな種類の霊

の影響も受けるケースもあるし、アストラル存在は永久

に肉体を捨て去り、肉体は吸血鬼のようなものに取りつ

かれる場合もある。そのような吸血鬼は崩壊する間際に

なっているが、絶望的にこの世にしがみつき、人の肉体

を通して官能的快楽をしばらくの間、楽しもうとしてい

るのである。

⑽ 魔術の基礎は磁力と電気の特性、相関関係、可能性に

精通した実用知識である。特に必要なことは、動物界及

び人間の中、そして動物と人間に対する磁力と電気の作

用を知ることである。多くの鉱物には、天然磁石と同じ

ように不思議なオカルト性質がある。それはいわゆる精

密科学は全く知らないものであるが、魔術を行なうすべ

ての人達が知っていなければならないものである。植物

にも不思議な性質は驚くほどたくさんある。ヨーロッパ

の科学が「夢見草」や魔法のハープの秘密を失ってしまっ

ているだけである。いうまでもなく、阿片やハシッシュ

のようなものの効果について知っているが、こうしたわ

ずかな例でさえ、人間組織への肉体的影響は一時的精神

錯乱を起こすと考えられている。だが、テッサリアとエ

ペイロスの婦人達、サバジオスの秘儀を行なった女高僧

達の聖所が破壊されたとはいえ、植物についての彼女達

の秘密な知識がなくなったというわけではない。その知

識はいまだに保護されているので、ソーマの性質を知っ

ている者は他の植物の特性も分かるであろう。

　以上をまとめると次のようになる。魔術は霊的智慧で

ある。自然は魔術師の物質的な味方であり、弟子であり、

召使いである。一つの生命原理が万物に遍満しており、

完成した人間の意志はこれを支配できる。アデプトは植

物、動物の自然のエネルギーを法外に刺激することがで

きる。このような実験は、自然の過去を妨害するのでは

なく、促進するのである。すなわち、生命力がもっと強

力に作用できる条件が与えられているからである。

　アデプトはアデプトでない他の人の感覚を支配し、肉

体及びアストラル諸体の状態を変えることができる。ア

デプトはまた、思うままにエレメンタルを支配し、使う

ことができる。アデプトは、生きている人、死んだ人、

あらゆる人間の不死の霊を支配できない。不死の霊はす

べて、神のエッセンスの火花であって、いかなる外部の

影響力にも従わないからである。
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六　大いなるパラドックス

　パラドックスでものごとを語るのは、オカルティズム

にとっていちばん自然な方法のようである。逆説 ( パラ

ドックス ) はものの奥まで浸透し、真理すなわち人生の

外観の裏にある現実を言葉で表現しようとする試みには

欠かせないものである。

　逆説とは、言葉だけでなく、活動、人生の営み方その

ものにもある。オカルティズムのパラドックスは、口で

言うだけではかく、生かさなければならないものである。

ここにこそ危険な罠がある。というのは、一歩一歩辿ら

なければ道を知ることはできないということを忘れて、

頭の中で道を考えることに夢中になるという誤りに陥り

やすいからである。

　一つの驚くべきパラドックスが、道に入る学徒の前に

立ちはだかり、道が曲る度に新しく不思議な形を取って

現れる。学徒は多分人生を正しく生きるためのルールと

指導を求めて道に入ったのであろう。生命のアルファと

オメガ、始めと終わりは無私無欲であることを学徒は学

ぶ。己れを忘れ去り、我がことを一切意識しない時にの

み真理と実在はありのままに自分の熱心な心の前に現れ

るという真実性を痛感する。

　学徒は、無私無欲がオカルティズムの唯一の法則であ

り、人生の科学と術 ( アート ) の両方であり、自分が到

達しようとする目的地への案内者であることを学ぶ。そ

の弟子は熱情に燃えににがり、思い切ってオカルティズ

ムの山道に出る。すると身体を忘れて無限者に憧れる情

熱の飛躍が、実際の生活と意識の外的なレベルに現れる。

だが、師匠達はそれをあまり奨励していないことが弟子

に分かってくる。師匠達は、たとえ弟子の熱意を鈍らせ

るつもりでなくても、体を克服して支配するという最初

に絶対必要な大課題を与える。

　弟子は、天まで舞い上がる頭脳の思いに夢中になった

り、体や外的な行為や人格我を忘れてまことの自由があ

る領に達する想像の世界に生きたいと思うのに、この世

の中の仕事を課せられる。つまり、あらゆる注意力と用

心を外的世界へと向けなければならないと同時に、自制

心を失ったり体と心と頭脳に対するコントロールを緩め

たりしてはならない。顔の各部分の表情を抑制し、一つ

ひとつの筋肉の動きを支配し、無意識のしぐさを抑える

ことなども学ばなければならない。自分の心及び周囲に

起こる日常のことこそ勉強と観察の対象であると指摘さ

れる。「些細なこと」や「ちょっとした不注意で忘れた

こと」や「言い誤り」や「記憶違い」と普通に言われる

ようなものを放っておくのではなく、毎日それらの誤り

をますます意識しなければならない。すると誤りは弟子

の吸う空気を毒し、息苦しくさせる。弟子は、苦闘の最

終的な目的地である大いなる自由の世界を見失って、そ

の世界に接触できないように感じる。毎日の一時間一時

間、自己という苦い味に満たされるようになり、弟子は

絶望的な戦いのために悲観してしまう。また、内なる声

のために心の闇はなお深くなる。その声はしきりにささ

やく、「我を忘れよ。自己中心にならぬように気をつけよ。

霊的な利己心という膨大な毒草が心に根を下ろさぬよう

注意、注意、注意せよ！」

　弟子は、声のいう言葉が真実だと感じて、心の底から

感激する。毎日、毎時間に猛威を振るっている戦闘は、

自己中心が災いのもと、苦の起源であることを教え込む。

彼の魂は自由を切望する。

　このようにして弟子は疑惑で苦しむ。自分のハートの

沈黙の中で聞こえる声と同じことを師匠達も言われるの

で、弟子は師匠達を信頼する。しかし、今は矛盾したこ

とを言う。内なる声は、人類のための奉仕に身を捧げて

我を忘れよと命じる。一方、奉仕を指導してくださるよ

う弟子が願った方々の仰せによると、まず体、外的な自

分を克服すべきである。己れとの戦いで、どんなにへま

にやっているか弟子は常に意識している。自己という多

頭の大蛇の一つの首をはねると、その代わり九つの新し

い首が生じる。

　最初は、内なる声と師匠の声の間を揺れ動き、気が定

まらないが、やがて次のことが分かるようになり、そう

するのは甲斐のないことを知る。つまり、内的空間を求

めて外的な自分を放っておくと、一時感じた自由と軽い

気持ちは間もなく鈍くなり、何か突然のショックを受け

ると険しい坂道を転げ落ちてしまうということである。

そのような時、弟子は絶望的になって、自己という校滑

な蛇に飛びかかって絞め殺そうとするが、いつもするす

ると動くその身をつかむことができず、鱗から輝き出る

人を誘惑する幻に目がくらみ、再び戦いの混乱に巻き込

まれる。苦闘は一日一日、弟子に追い迫り、ついに弟子

の全世界を飲み込み、他のすべてのものを意識から拭い

去るようになる。弟子は、心を圧倒するようなパラドッ

クスに直面する。その意味を理解するためには、まず生

活の中で解決を実践しなければならない。

　静かな瞑想の時に、雑念と欲望、感覚の騒ぎと心の幻

影から逃げることのできる一つの沈黙の空間が自分の中

にあることを発見するであろう。意識をハートの深みの

中に向けることによって、沈黙の空間に達することがで

きる。最初は、暗くて静かな所でなければこれはできな

い。しかし、沈黙の必要性が充分に大きくなれば、弟子

は自己との戦いの只中にも沈黙を探し求めて見つけるで

あろう。ただ、弟子は外的な自分、すなわち肉体を手放

してはならない。戦いが激しくなる時に沈黙の要塞に入

ることを学ぶべきだが、戦いを見失ったり、これで自分

が勝利したと思い込んだりしてはならない。勝利は、内

なる要塞の中だけでなく外も沈黙になった時にのみ得ら

れるものである。弟子は、沈黙の中から戦うことによっ

て最初の大いなるパラドックスを解決する。

　しかし、弟子はまだパラドックスを免れない。最初に

自分の中へと退く時に、弟子は自分の心の嵐から逃れる

ことができる避難所を求めただけである。自分はすでに

低級な諸力を克服すると誓ったが、激しい感情と欲望の

突風をおえようと戦う時、それらの力がどんなに強大な

ものかをより深く理解してくる。沈黙の所以外は、自分

自身はどちらかというと嵐の諸力に似ているものである

と弟子は感じる。自分の小さな力はどうやって自然界の

これらの動物的な暴君に取り組むことができようか。

この質問はおそらく直接答えることができるものではな

い。しかし、解決を探し求めることのできる道をたとえ

話によって示すことはできるだろう。呼吸する時、一定

の量の空気を肺に吸い込み、それをもって天の強風を小

さいスケールで真似ることができる。私達は自然界の下

手な真似しかできず、折り紙の船を覆えすような「ティー

カップの中の大嵐」を作るのが精一杯である。しかし、

そうすれば私達は「これは私の息によって起こしたこと

です」と言える。私達は大風に向かって息を吐いても仕

方がないし、まして貿易風を肺の中に持つようなことは

できない。にもかかわらず、天の諸力は私達の中にある。

世界のエネルギーを導く「有知者達」の本質は私達の本

質と融け合っている。私達がこのことを悟って外的な自

己を忘れ去りさえすれば、嵐そのものは私達の思うまま

になる。

　以上のことは人生にも当てはまることである。人間が

外的な自分に執着したり、仮の宿の肉体を捨ててから得

る体に執着している間、肺一杯の息で大風を吹き払うよ

うなことを試みているのである。それは無駄な努力であ

る。人生の大いなる風はいずれその人を吹き飛ばしてし

まうからである。

　しかし人間が自分の中の態度を変えて、自分の体や欲

望や感情や頭脳は自分ではなくて、自分が管理の責任を

受けたものであるという信念に従って体や感情などを自

然界の一部として扱うなら、存在の大潮流と一体となり、

自己を忘れる、安全で平和な所に達することができる。



五　魔術の一〇原理

　ここで魔術（Magic）と呼ばれるものは、後期の著作

ではオカルティズムといっている。サンスクリット語で

はグプタ・ヴィディヤーである。（訳者）

⑴ 奇跡というものはない。すべてのことは永久、不変、

常に活動する法則の結果である。外見上の奇跡は、たい

へん博学だが智慧のないＷ・Ｂ・カーペンター博士が「十

分に確証された自然の法則」と言っているものに対立す

るエネルギーの働きでしかない。自分と同類の多くの

人々のようにカーペンター博士は、かつては知られてい

たが、今は科学には知られていない法則があり得るとい

うことを無視している。

⑵ 自然は三位一体である。つまり、目に見える客観的

な自然と、客観的自然にエネルギーを与える目に見えな

い原型、内在する自然とその生命原理がある。この二つ

の上に霊がある。霊はすべてのエネルギーの源であり、

これだけが永遠で、破壊されることのないものである。

目に見える自然界とその目に見えない原型は絶えず変化

するが、霊は変化しない。

⑶ 人間も三位一体である。人間には客観的な肉体があ

り、活力を与えるまことの人間、すなわちアストラル存

在（魂）がある。この二つは第三のものすなわち支配者

である不死の霊によって覆いかぶされ、光を与えられる。

まことの人間は自らをその霊に溶け込ませると、不死の

存在となる。

⑷ 科学としての魔術は、このような原理の知識であり、

また、個人が肉体にいる間に霊の全知、全能と、自然力

を支配する霊の力とを得る方法についての知識である。

技術としての魔術は、この知識を実際に応用することで

ある。

⑸ 古代の知識が誤用されると黒魔術（sorcery）となり、

善行に使われると、まことの魔術すなわち智慧になる。

⑹ 霊媒道はアデプト道の反対である。霊媒は外部の影響

力の受動的な道具であり、アデプトは積極的に自らを、

また、すべての低級エネルギーを支配する。

⑺ かつてあり、今あって、これからもあるすべてのもの

は、「アストラル光」という目に見えない宇宙のタブレッ

トにその記録があって、イニシエーションを受けたアデ

プトは自分の霊の視力を用いて、かつて知られたこと、

また知り得るすべてを知ることができる。

⑻ 人種というものは、肌の色、体格、その他の外部的な

特色があるのと同じように、霊的な賜物もそれぞれ違う。

ある民族は高級な透視力が自然に発達する傾向が強い

し、他の民族は霊媒性質が強いのである。ある国民は魔

法に耽 ( ふけ ) り、その方法の秘密を代々伝えて行く。

その結果、広範囲な物質的現象を起こすことができる。

⑼ 魔術の一つの技術は、外部の人間（肉体人間）から、

内的人間（アストラル形体）を故意に、意識的に引き抜

くことである。ある霊媒の場合には、引き抜きは起こる

が、無意識的であって、故意ではない。霊媒がこのよう

になると、体が多かれ少なかれ、強直症的になる。しかし、

アデプトの場合は、アストラル形体のなくなったことに

気づかれない。なぜなら、肉体感覚がはっきりとしてお

り、物思いに耽っているようにしか見えないからである。

　さまよっているアストラル形体の動きには、時間、空

間は何の障害にもならない。オカルト科学に熟達してい

る魔術師は、自分の肉体を消したり、外見上、自分が選

んだ形体をとっているように見せることができる。アス

トラル形体を様々な形で人に見せることもできる。いず

れの場合も、このようなことは、あらゆる目撃者が同時

に体験する、メスメル術による幻覚で起こるものである。

それはメスメル術師の抵抗できない意志によって人の意

識に印象づけられた、心の中の画像でしかないのに、こ

の幻覚は現実と寸分の違いもないので、目撃者は自分は

本当のものを見たと、命をかけて言い張るだろう。

　アストラル形体はどこにでも行けるし、どんな障害物

にも浸透し、肉体から遠く離れることができるが、肉体

は普通の輸送の方法でしか移動できない。規定された磁

気的条件の下では、肉体は空中に浮かぶことができるか

もしれないが、一つの場所から別の所へ移るには普通の

方法に頼るしかない。自ら動けないものは、ある場合、

ある条件の下では、分解し、壁を通り抜け、再び結びつ

くことができるが、生きた動物有機体にはそれはできな

い。

　これはスウェーデンボリー派の教えでもあるが、古代

の科学は、魂が生きている体を放棄することは度々起こ

り、私達は生活のあらゆる場面で、毎日、こうした生き

た死体に出会うと教えている。そのようなことは、抑え

られない驚き、悲しみ、絶望、病気の激しい発作、過度

の情欲などのいろいろな原因がある。空っぽの死体には

熟練した魔術師やエレメンタリーという地縛の人間魂が

入ったり、ごく稀な場合には、エレメンタルが入ること

もある。もちろん白魔術師のアデプトは同じことができ

るが、することは滅多にない。というのも、重要な目的

のためにしなければならない限り、アデプトは不純な人

の体に入って自分を汚そうとは決してならさないからで

ある。狂気の場合、狂人のアストラル存在は半分麻痺し

ており、うろたえていて、通りかがりのどんな種類の霊

の影響も受けるケースもあるし、アストラル存在は永久

に肉体を捨て去り、肉体は吸血鬼のようなものに取りつ

かれる場合もある。そのような吸血鬼は崩壊する間際に

なっているが、絶望的にこの世にしがみつき、人の肉体

を通して官能的快楽をしばらくの間、楽しもうとしてい

るのである。

⑽ 魔術の基礎は磁力と電気の特性、相関関係、可能性に

精通した実用知識である。特に必要なことは、動物界及

び人間の中、そして動物と人間に対する磁力と電気の作

用を知ることである。多くの鉱物には、天然磁石と同じ

ように不思議なオカルト性質がある。それはいわゆる精

密科学は全く知らないものであるが、魔術を行なうすべ

ての人達が知っていなければならないものである。植物

にも不思議な性質は驚くほどたくさんある。ヨーロッパ

の科学が「夢見草」や魔法のハープの秘密を失ってしまっ

ているだけである。いうまでもなく、阿片やハシッシュ

のようなものの効果について知っているが、こうしたわ

ずかな例でさえ、人間組織への肉体的影響は一時的精神

錯乱を起こすと考えられている。だが、テッサリアとエ

ペイロスの婦人達、サバジオスの秘儀を行なった女高僧

達の聖所が破壊されたとはいえ、植物についての彼女達

の秘密な知識がなくなったというわけではない。その知

識はいまだに保護されているので、ソーマの性質を知っ

ている者は他の植物の特性も分かるであろう。

　以上をまとめると次のようになる。魔術は霊的智慧で

ある。自然は魔術師の物質的な味方であり、弟子であり、

召使いである。一つの生命原理が万物に遍満しており、

完成した人間の意志はこれを支配できる。アデプトは植

物、動物の自然のエネルギーを法外に刺激することがで

きる。このような実験は、自然の過去を妨害するのでは

なく、促進するのである。すなわち、生命力がもっと強

力に作用できる条件が与えられているからである。

　アデプトはアデプトでない他の人の感覚を支配し、肉

体及びアストラル諸体の状態を変えることができる。ア

デプトはまた、思うままにエレメンタルを支配し、使う

ことができる。アデプトは、生きている人、死んだ人、

あらゆる人間の不死の霊を支配できない。不死の霊はす

べて、神のエッセンスの火花であって、いかなる外部の

影響力にも従わないからである。

六　大いなるパラドックス

　パラドックスでものごとを語るのは、オカルティズム

にとっていちばん自然な方法のようである。逆説 ( パラ

ドックス ) はものの奥まで浸透し、真理すなわち人生の

外観の裏にある現実を言葉で表現しようとする試みには

欠かせないものである。

　逆説とは、言葉だけでなく、活動、人生の営み方その

ものにもある。オカルティズムのパラドックスは、口で

言うだけではかく、生かさなければならないものである。

ここにこそ危険な罠がある。というのは、一歩一歩辿ら

なければ道を知ることはできないということを忘れて、

頭の中で道を考えることに夢中になるという誤りに陥り

やすいからである。

　一つの驚くべきパラドックスが、道に入る学徒の前に

立ちはだかり、道が曲る度に新しく不思議な形を取って

現れる。学徒は多分人生を正しく生きるためのルールと

指導を求めて道に入ったのであろう。生命のアルファと

オメガ、始めと終わりは無私無欲であることを学徒は学

ぶ。己れを忘れ去り、我がことを一切意識しない時にの

み真理と実在はありのままに自分の熱心な心の前に現れ

るという真実性を痛感する。

　学徒は、無私無欲がオカルティズムの唯一の法則であ

り、人生の科学と術 ( アート ) の両方であり、自分が到

達しようとする目的地への案内者であることを学ぶ。そ

の弟子は熱情に燃えににがり、思い切ってオカルティズ

ムの山道に出る。すると身体を忘れて無限者に憧れる情

熱の飛躍が、実際の生活と意識の外的なレベルに現れる。

だが、師匠達はそれをあまり奨励していないことが弟子

に分かってくる。師匠達は、たとえ弟子の熱意を鈍らせ

るつもりでなくても、体を克服して支配するという最初

に絶対必要な大課題を与える。

　弟子は、天まで舞い上がる頭脳の思いに夢中になった

り、体や外的な行為や人格我を忘れてまことの自由があ

る領に達する想像の世界に生きたいと思うのに、この世

の中の仕事を課せられる。つまり、あらゆる注意力と用

心を外的世界へと向けなければならないと同時に、自制

心を失ったり体と心と頭脳に対するコントロールを緩め

たりしてはならない。顔の各部分の表情を抑制し、一つ

ひとつの筋肉の動きを支配し、無意識のしぐさを抑える

ことなども学ばなければならない。自分の心及び周囲に

起こる日常のことこそ勉強と観察の対象であると指摘さ

れる。「些細なこと」や「ちょっとした不注意で忘れた

こと」や「言い誤り」や「記憶違い」と普通に言われる

ようなものを放っておくのではなく、毎日それらの誤り

をますます意識しなければならない。すると誤りは弟子

の吸う空気を毒し、息苦しくさせる。弟子は、苦闘の最

終的な目的地である大いなる自由の世界を見失って、そ

の世界に接触できないように感じる。毎日の一時間一時

間、自己という苦い味に満たされるようになり、弟子は

絶望的な戦いのために悲観してしまう。また、内なる声

のために心の闇はなお深くなる。その声はしきりにささ

やく、「我を忘れよ。自己中心にならぬように気をつけよ。

霊的な利己心という膨大な毒草が心に根を下ろさぬよう

注意、注意、注意せよ！」

　弟子は、声のいう言葉が真実だと感じて、心の底から

感激する。毎日、毎時間に猛威を振るっている戦闘は、

自己中心が災いのもと、苦の起源であることを教え込む。

彼の魂は自由を切望する。

　このようにして弟子は疑惑で苦しむ。自分のハートの

沈黙の中で聞こえる声と同じことを師匠達も言われるの

で、弟子は師匠達を信頼する。しかし、今は矛盾したこ

とを言う。内なる声は、人類のための奉仕に身を捧げて

我を忘れよと命じる。一方、奉仕を指導してくださるよ

う弟子が願った方々の仰せによると、まず体、外的な自

分を克服すべきである。己れとの戦いで、どんなにへま

にやっているか弟子は常に意識している。自己という多

頭の大蛇の一つの首をはねると、その代わり九つの新し

い首が生じる。

　最初は、内なる声と師匠の声の間を揺れ動き、気が定

まらないが、やがて次のことが分かるようになり、そう

するのは甲斐のないことを知る。つまり、内的空間を求

めて外的な自分を放っておくと、一時感じた自由と軽い

気持ちは間もなく鈍くなり、何か突然のショックを受け

ると険しい坂道を転げ落ちてしまうということである。

そのような時、弟子は絶望的になって、自己という校滑

な蛇に飛びかかって絞め殺そうとするが、いつもするす

ると動くその身をつかむことができず、鱗から輝き出る

人を誘惑する幻に目がくらみ、再び戦いの混乱に巻き込

まれる。苦闘は一日一日、弟子に追い迫り、ついに弟子

の全世界を飲み込み、他のすべてのものを意識から拭い

去るようになる。弟子は、心を圧倒するようなパラドッ

クスに直面する。その意味を理解するためには、まず生

活の中で解決を実践しなければならない。

　静かな瞑想の時に、雑念と欲望、感覚の騒ぎと心の幻

影から逃げることのできる一つの沈黙の空間が自分の中

にあることを発見するであろう。意識をハートの深みの

中に向けることによって、沈黙の空間に達することがで

きる。最初は、暗くて静かな所でなければこれはできな

い。しかし、沈黙の必要性が充分に大きくなれば、弟子

は自己との戦いの只中にも沈黙を探し求めて見つけるで

あろう。ただ、弟子は外的な自分、すなわち肉体を手放

してはならない。戦いが激しくなる時に沈黙の要塞に入

ることを学ぶべきだが、戦いを見失ったり、これで自分

が勝利したと思い込んだりしてはならない。勝利は、内

なる要塞の中だけでなく外も沈黙になった時にのみ得ら

れるものである。弟子は、沈黙の中から戦うことによっ

て最初の大いなるパラドックスを解決する。

　しかし、弟子はまだパラドックスを免れない。最初に

自分の中へと退く時に、弟子は自分の心の嵐から逃れる

ことができる避難所を求めただけである。自分はすでに

低級な諸力を克服すると誓ったが、激しい感情と欲望の

突風をおえようと戦う時、それらの力がどんなに強大な

ものかをより深く理解してくる。沈黙の所以外は、自分

自身はどちらかというと嵐の諸力に似ているものである

と弟子は感じる。自分の小さな力はどうやって自然界の

これらの動物的な暴君に取り組むことができようか。

この質問はおそらく直接答えることができるものではな

い。しかし、解決を探し求めることのできる道をたとえ

話によって示すことはできるだろう。呼吸する時、一定

の量の空気を肺に吸い込み、それをもって天の強風を小

さいスケールで真似ることができる。私達は自然界の下

手な真似しかできず、折り紙の船を覆えすような「ティー

カップの中の大嵐」を作るのが精一杯である。しかし、

そうすれば私達は「これは私の息によって起こしたこと

です」と言える。私達は大風に向かって息を吐いても仕

方がないし、まして貿易風を肺の中に持つようなことは

できない。にもかかわらず、天の諸力は私達の中にある。

世界のエネルギーを導く「有知者達」の本質は私達の本

質と融け合っている。私達がこのことを悟って外的な自

己を忘れ去りさえすれば、嵐そのものは私達の思うまま

になる。

　以上のことは人生にも当てはまることである。人間が

外的な自分に執着したり、仮の宿の肉体を捨ててから得

る体に執着している間、肺一杯の息で大風を吹き払うよ

うなことを試みているのである。それは無駄な努力であ

る。人生の大いなる風はいずれその人を吹き飛ばしてし

まうからである。

　しかし人間が自分の中の態度を変えて、自分の体や欲

望や感情や頭脳は自分ではなくて、自分が管理の責任を

受けたものであるという信念に従って体や感情などを自

然界の一部として扱うなら、存在の大潮流と一体となり、

自己を忘れる、安全で平和な所に達することができる。
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これらの教義を扱う際には、多くの英単語の範囲と意

味を大幅に拡張せざるを得ないことがある。「人種」と

いう言葉もその一つである。東洋の賢者によって与えら

れたように、神智学的なスキームでは、7 つの主な人種

について言われている。その一つ一つには、私たちの現

代の民族学におけるすべてのさまざまな、いわゆる「人

種」が含まれている。それゆえに、7つの主な根本人種、

亜人種、族人種、そして無数の分枝の人種を持つ必要性

がある。根本人種は亜人種を送り出し、これらは族グルー

プに分かれる。しかしすべてが、その後の進歩を経験す

る主要な根本人種に含まれている。

これらの主な根本人種の出現は、常に世界の進歩が許

す時だけである。地球が形成されていた時、最初の根本

人種は、多かれ少なかれエーテルのようなものであり、

私達が現在宿っているような体を持っていなかった。宇

宙の環境はより濃密になり、2 番目の人種が出現し、す

ぐに最初の人種は完全に消滅した。そして、2 番目が 3

番目の人種に必要な体を発達させていた間に、時間が経

ち、3番目の人種がやって来た。第四根種族の出現により、

現在の人間の姿が進化したと言われているが、その姿は

巨大で、我々の姿とは異なる部分もある。神智学の体系

がそのように人間について語り始めるのは、この第 4 人

種の時点からである。

ブラヴァツキー夫人が引用した古い本にはこう書かれ

ている。

「このようにして、7 つの領域（ゾーン）に 2 つずつ

(*1 )、第 3の種族が第 4の種族を生み出した」。

「すべての領域の第 1 の種族は月のような色をしてい

た 第 2の種族は金のような黄色、第 3の種族は赤、第 4

の種族は茶色で、罪のために黒くなった」。

トピナールは『人類学』の中でこの説を支持し、人間

の有機体には赤、黄、黒という 3 つの基本的な色がある

と述べている。罪によって黒くなった茶色の種族とは、

前回話したアトランティスの魔術師の人種のことを指し

ている。その、精神的と物質的の両方のひどく邪悪な習

慣は、肌の色に変化をもたらした。

これらの 7 大人種 (*2) の進化は、何百万年にもわたっ

ており、新しい人種が完全に進化したときに、その中の

モナドが徐々に新しい人種の体に生まれ変わっていき、

それにつれて先行する人種が消滅することを忘れてはな

らない。私たちが属している現在の根本人種は、どんな

亜人種や族人種であっても、第 5 の人種である。それは

約 100 万年前に独立した別個の明確で完全に定義された

人種となり、第 6 番目の人種が登場するまでにはまだ何

年もかかる。この第 5 の人種には、ヨーロッパのすべて

の国が含まれており、彼らは共に 1つの族人種を形成し、

別々に分割されない。

さて、第 6 人種の先駆けとなる人種の基礎または大い

なる脊柱を形成する過程、および私が今言ったアメリカ

で起きていること (*3) の過程は、私たちにとって緩慢な

ものである。相対論以外では判断できず、数えることも

できない私たちは、国家が徐々に集まり、その子孫が何

度も何度も融合して、人間の血統に新しい何かを生み出

すことは、ほとんど進歩がないように思えるほど緩やか

なものである。だが、この変化と進化は、それにもかか

わらず続いており、非常に慎重な観察者はその証拠を見

ることができる。一つの事実が注目に値する。 それは、

アメリカ人の発明力である。これは科学者からはあまり

多くの理由を与えられていないが、オカルティストは、
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これらの発明者の脳が、古い国の脳よりも、アストラル

界からの影響と画像に対してよりオープンであることを

示している。私のところには、生まれつき言語や記憶な

どの能力が非凡な、有能な子供たち（少年少女）の報告

が寄せられてきており，そのようなケースのいくつかは、

私自身が見てきたものである。いずれもアメリカで起き

たことで、西欧でも多く発生している。ここには、古い

国よりも神経質なところがある。これは、我々の文明の

焦りと突進がもたらしたものである。しかし、そのよう

な説明では本当に何も説明できない。なぜなら、疑問は

まだ残っているからである。「なぜアメリカではこのよ

うな急ぎと推進と変化があるのか？」このような普通の

議論は、それが周期の法則に従って私たちの目の前で起

こっている人間の進化であるという、神智学徒にはおな

じみの基本的な理由を、視界から外しているので、堂々

めぐりに終わる。

神智学のアデプトたちは進化を信じているが、それは

猿を祖先と主張するような種類の進化ではない。　彼ら

の偉大で包括的な体系は、類人猿を私たちの父と呼ばな

くても、動物界でのみ完全に見られる初歩的な筋肉や器

官の痕跡を説明することができる。彼らは、神聖な自我

を使用するための神殿を建設する段階的なプロセスを示

している。それは、神聖な自我のために神殿を建設して

いく段階的な過程を示しているからであり、絶え間なく、

静かに、時代を超えて、鉱物から最高のものに至るまで、

あらゆる王国の自然界のあらゆる形態の間で螺旋状にう

ねりくねって進んでいるのである。これが「主の神殿は

手では作られず、建てる音も聞こえない」という古いユ

ダヤ教、フリーメーソン、古の格言の本当の説明である。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注

*1 … "Thus two by two on the seven zones the third 

race gave birth to the fourth" 「7 つの領域に 2 つずつ」

とは、形態とモナドの両方の進化のことだろうか。

*2…第 1?第 7根本人種。

*3…前回（8章）参照。
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私がこれまで話した中で、より明確に話された、2 つ

の階級の存在についての言葉は、そのうちの一つは神智

学の文献の中で多く語られてきたものであり、また、こ

のテーマについて真剣に、あるいは嘲笑しながら書いて

いる外部の人々によっても語られてきた。高貴な人物の

これらの 2 つの階級は、マハートマとニルマナカーヤで

ある。

マハートマに関しては、非常に多くの間違った概念が、

一般の人々だけでなく世界のあらゆる場所の神智学徒に

も流通している。

神智学協会の初期の頃には、マハートマという名前は

使用されていなかったが、その時の名称は 「兄弟 」だっ

た。これは、彼らが東洋の兄弟団（ブラザーフッド）に

属していたという事実に言及している。最も素晴らしい

力と、時には最も並外れた動機が、彼らの存在を信じて

いた人たちによって、マハートマたちにあるとされた。

彼らは瞬く間に世界のあらゆる場所に行くことができ

た。インドがここから遠く離れていても、ニューヨーク

の友人や弟子に手紙を書くことができた。多くの人は、

これが行われた場合、それは単なる娯楽のために行われ

ていると考え、他の人は、信仰者の試しの光の中でそれ

を見て、さらに他の人はしばしばマハートマが自分の力

を行使するための純粋な愛のためにこのように行動して

いると考えていた。心霊主義者の中には、ブラヴァツキー

夫人が本当に素晴らしいことをしたと信じている人もい

たが、彼女は純粋で単純な霊媒師に過ぎず、「兄弟たち」

は降霊術の部屋でよく知られたスパイだと言った。一方、

一般的に報道機関は笑って、ブラヴァツキー夫人と彼女

の神智学の友人たちは、彼らの仕事を行って、数年後に

マハートマと呼ばれるようになった「兄弟」への彼らの

信仰を放棄したことはなかった。無差別にマハートマお

よびアデプトという単語は同じ存在を記述するために使

用されているので、我々はこれらの 2 つの称号を正確に

使用せず、誤解を招くようなふうに使用している。

アデプトという言葉は熟練を意味し、珍しい言葉では

ないため、それを使用する際「兄弟」に適用される場合は、

何らかの説明が必要である。そのため、私は前の論文で

は、「神智学のアデプト」を使用している。マハートマ

はアデプトだけではなく、それ以上のものである。それ

の語源は、物質の創造者、厳密にはサンスクリット語で

ある単語のマハつまり偉大な、そしてアートマつまり魂

から来ており、それゆえに偉大な魂を指す。これは、単

に高貴な心の人を意味するものではなく、完全な存在を

意味し、その完全な存在はしばしば神秘主義者によって

記述され、科学者によってあり得ないと考えられており、

時間と空間が視覚、行為、知識、意識に障害物とはなら

ない存在である。したがって、彼らはさまざまな人と関

連のある驚異的な偉業を実行することができると言われ

ており、また、科学にとっての謎である生命そのものの

意味、働き、構成を含む自然界の法則について、そして

この惑星とそこにいる人種の起源について、明らかに事

際的な性質の情報を持っていると言われている。これら

の大規模な主張は、この問題を取り上げた協会の外の作

家たちが、神智学のアデプトたちに対して提起した最大

の不満を生んでいる。つまり、もし彼らが存在するとし

ても、彼らは冷たく利己的な静寂の状態にとどまってお

り、世界の悲惨さを見て、世界のうめき声を聞いている

にもかかわらず、徳恵扱いの少数の人以外には助けの手

を差し伸べることを拒否している、と言うのである。さ

らに、科学的原理や薬の調合の知識を持っているにもか

かわらず、学識のある人や、商売を発展させたいと願う

裕福な資本家からそれらの知識を遠ざけている、と言う

のである。しかし私個人としては、自分に与えられた証

拠に基づいて固く信じているが、これらのアデプトに関

して主張されているすべてのことは、知識の欠如による

ものであることを知っているので、唱えられた苦情を事

実無根であると宣言する。

アデプトやマハートマは、奇跡的な成長でもなければ、

偉大な真理に偶然にも出くわし、それを特許権の下で信

奉者に伝えた利己的な後継者でもない。彼らは一つの人

生だけでなく、長い一連の人生（複数）を通して訓練され、

発達し、育成された人間であり、常に進化の法則の下で、

私たちが世界の人々や科学の人々の間で見ているものと

完全に一致（同調）している。ティンダルが人間である

にもかかわらず野蛮人よりも偉大であるように、マハー

トマも人間であることをやめずに、ティンダルよりも偉

大である。マハートマであるアデプトは自然な成長の結

果であり、奇跡によって生み出されたものではない。彼

がそうなる過程は、私たちには馴染みのないものかもし

れないが、それは自然の厳格な秩序の中にあるのである。

何年か前に、ある有名なアングロインド人（インド在

住の英人）が神智学のアデプトたちに、彼らのしたこと

を疑って手紙を書き、歴史上、何か活躍したことがある

かどうかを質問した。返事は、彼はアデプトたちを有罪

にするための裁きの場を持っておらず、アデプトたちは

ごく最新の日付に至るまで、人間の人生のページに多く

の重要な記録が記されたというものだったが、目に見え

る形で君臨するだけでなく、遠く何世紀も昔から彼らは

秘密裡に彼らの仕事をしてきた。より明確に言えば、こ

れらの素晴らしい人々は、国家の運命を左右し、今日の

出来事を形作っている。ビスマルクのような平和の柱や

戦争の立案者、あるいはワシントン、リンカーン、グラ

ントのような国家の救世主は、その地位と特異な力、そ

して目的に適した人物を驚くほど把握しているが、それ

は訓練された知性やその時代の学校での長い準備の賜物

ではない。私が挙げたこれらの偉大な人間の指導者たち

はそれぞれが、無名だった時代に、将来の偉大さの予感

と呼ばれるものを持っていたか、または彼の母国で大評

判となる出来事に関係があった。

リンカーンは常に何らかの形で偉大な仕事のための道

具になるべきだと感じており、ビスマルク（*1）の迷言は、

自分が何か良いことをしたかもしれないという衝動に駆

られていると感じた時に、決して公には言及されなかっ

た沈黙の時間を指している。アデプトが「さまざまな時

代に消し去ることのできない痕跡を残してきた」ことを

示すために、多くの例を挙げることができる。インドで

イギリスの支配を脅かした大規模な反乱が起きていた時

でさえ、彼らはイギリスとインドが今日の精神的・形而

上学的な変化を通じて世界の情勢に影響を及ぼすことを

ずっと前から予見していた。ある時は、漠然とした恐怖

がヒンズー教徒の大多数に瞬時に広まり、愛国心のある

多くの原住民が別の結果を望んでいたにもかかわらず、

イングランドがついに支配者であり続けることになっ

た。しかしアデプトは人の賞賛や、その日の刹那的な影

響力のために働くのではなく、未来の人種と、人間の最

善かつ最高の利益のために働くのである。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注

（*1）ビスマルク（1815-98）ドイツの政治家；プロイセ

ン首相 (1862-90)。ドイツ統一を遂行してドイツ帝国宰

相となる (1871)。” the Iron Chancellor” ( 鉄血宰相 ) と

呼ばれた。
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た 第 2の種族は金のような黄色、第 3の種族は赤、第 4

の種族は茶色で、罪のために黒くなった」。

トピナールは『人類学』の中でこの説を支持し、人間

の有機体には赤、黄、黒という 3 つの基本的な色がある

と述べている。罪によって黒くなった茶色の種族とは、

前回話したアトランティスの魔術師の人種のことを指し

ている。その、精神的と物質的の両方のひどく邪悪な習

慣は、肌の色に変化をもたらした。

これらの 7 大人種 (*2) の進化は、何百万年にもわたっ

ており、新しい人種が完全に進化したときに、その中の

モナドが徐々に新しい人種の体に生まれ変わっていき、

それにつれて先行する人種が消滅することを忘れてはな

らない。私たちが属している現在の根本人種は、どんな

亜人種や族人種であっても、第 5 の人種である。それは

約 100 万年前に独立した別個の明確で完全に定義された

人種となり、第 6 番目の人種が登場するまでにはまだ何

年もかかる。この第 5 の人種には、ヨーロッパのすべて

の国が含まれており、彼らは共に 1つの族人種を形成し、

別々に分割されない。

さて、第 6 人種の先駆けとなる人種の基礎または大い

なる脊柱を形成する過程、および私が今言ったアメリカ

で起きていること (*3) の過程は、私たちにとって緩慢な

ものである。相対論以外では判断できず、数えることも

できない私たちは、国家が徐々に集まり、その子孫が何

度も何度も融合して、人間の血統に新しい何かを生み出

すことは、ほとんど進歩がないように思えるほど緩やか

なものである。だが、この変化と進化は、それにもかか

わらず続いており、非常に慎重な観察者はその証拠を見

ることができる。一つの事実が注目に値する。 それは、

アメリカ人の発明力である。これは科学者からはあまり

多くの理由を与えられていないが、オカルティストは、
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これらの発明者の脳が、古い国の脳よりも、アストラル

界からの影響と画像に対してよりオープンであることを

示している。私のところには、生まれつき言語や記憶な

どの能力が非凡な、有能な子供たち（少年少女）の報告

が寄せられてきており，そのようなケースのいくつかは、

私自身が見てきたものである。いずれもアメリカで起き

たことで、西欧でも多く発生している。ここには、古い

国よりも神経質なところがある。これは、我々の文明の

焦りと突進がもたらしたものである。しかし、そのよう

な説明では本当に何も説明できない。なぜなら、疑問は

まだ残っているからである。「なぜアメリカではこのよ

うな急ぎと推進と変化があるのか？」このような普通の

議論は、それが周期の法則に従って私たちの目の前で起

こっている人間の進化であるという、神智学徒にはおな

じみの基本的な理由を、視界から外しているので、堂々

めぐりに終わる。

神智学のアデプトたちは進化を信じているが、それは

猿を祖先と主張するような種類の進化ではない。　彼ら

の偉大で包括的な体系は、類人猿を私たちの父と呼ばな

くても、動物界でのみ完全に見られる初歩的な筋肉や器

官の痕跡を説明することができる。彼らは、神聖な自我

を使用するための神殿を建設する段階的なプロセスを示

している。それは、神聖な自我のために神殿を建設して

いく段階的な過程を示しているからであり、絶え間なく、

静かに、時代を超えて、鉱物から最高のものに至るまで、

あらゆる王国の自然界のあらゆる形態の間で螺旋状にう

ねりくねって進んでいるのである。これが「主の神殿は

手では作られず、建てる音も聞こえない」という古いユ

ダヤ教、フリーメーソン、古の格言の本当の説明である。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注

*1 … "Thus two by two on the seven zones the third 

race gave birth to the fourth" 「7 つの領域に 2 つずつ」

とは、形態とモナドの両方の進化のことだろうか。

*2…第 1?第 7根本人種。

*3…前回（8章）参照。
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私がこれまで話した中で、より明確に話された、2 つ

の階級の存在についての言葉は、そのうちの一つは神智

学の文献の中で多く語られてきたものであり、また、こ

のテーマについて真剣に、あるいは嘲笑しながら書いて

いる外部の人々によっても語られてきた。高貴な人物の

これらの 2 つの階級は、マハートマとニルマナカーヤで

ある。

マハートマに関しては、非常に多くの間違った概念が、

一般の人々だけでなく世界のあらゆる場所の神智学徒に

も流通している。

神智学協会の初期の頃には、マハートマという名前は

使用されていなかったが、その時の名称は 「兄弟 」だっ

た。これは、彼らが東洋の兄弟団（ブラザーフッド）に

属していたという事実に言及している。最も素晴らしい

力と、時には最も並外れた動機が、彼らの存在を信じて

いた人たちによって、マハートマたちにあるとされた。

彼らは瞬く間に世界のあらゆる場所に行くことができ

た。インドがここから遠く離れていても、ニューヨーク

の友人や弟子に手紙を書くことができた。多くの人は、

これが行われた場合、それは単なる娯楽のために行われ
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にもかかわらず、徳恵扱いの少数の人以外には助けの手
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拠に基づいて固く信じているが、これらのアデプトに関

して主張されているすべてのことは、知識の欠如による

ものであることを知っているので、唱えられた苦情を事

実無根であると宣言する。

アデプトやマハートマは、奇跡的な成長でもなければ、

偉大な真理に偶然にも出くわし、それを特許権の下で信

奉者に伝えた利己的な後継者でもない。彼らは一つの人

生だけでなく、長い一連の人生（複数）を通して訓練され、

発達し、育成された人間であり、常に進化の法則の下で、

私たちが世界の人々や科学の人々の間で見ているものと

完全に一致（同調）している。ティンダルが人間である

にもかかわらず野蛮人よりも偉大であるように、マハー

トマも人間であることをやめずに、ティンダルよりも偉

大である。マハートマであるアデプトは自然な成長の結

果であり、奇跡によって生み出されたものではない。彼

がそうなる過程は、私たちには馴染みのないものかもし

れないが、それは自然の厳格な秩序の中にあるのである。

何年か前に、ある有名なアングロインド人（インド在

住の英人）が神智学のアデプトたちに、彼らのしたこと

を疑って手紙を書き、歴史上、何か活躍したことがある

かどうかを質問した。返事は、彼はアデプトたちを有罪

にするための裁きの場を持っておらず、アデプトたちは

ごく最新の日付に至るまで、人間の人生のページに多く

の重要な記録が記されたというものだったが、目に見え

る形で君臨するだけでなく、遠く何世紀も昔から彼らは

秘密裡に彼らの仕事をしてきた。より明確に言えば、こ

れらの素晴らしい人々は、国家の運命を左右し、今日の

出来事を形作っている。ビスマルクのような平和の柱や

戦争の立案者、あるいはワシントン、リンカーン、グラ

ントのような国家の救世主は、その地位と特異な力、そ

して目的に適した人物を驚くほど把握しているが、それ

は訓練された知性やその時代の学校での長い準備の賜物

ではない。私が挙げたこれらの偉大な人間の指導者たち

はそれぞれが、無名だった時代に、将来の偉大さの予感

と呼ばれるものを持っていたか、または彼の母国で大評

判となる出来事に関係があった。

リンカーンは常に何らかの形で偉大な仕事のための道

具になるべきだと感じており、ビスマルク（*1）の迷言は、

自分が何か良いことをしたかもしれないという衝動に駆

られていると感じた時に、決して公には言及されなかっ

た沈黙の時間を指している。アデプトが「さまざまな時

代に消し去ることのできない痕跡を残してきた」ことを

示すために、多くの例を挙げることができる。インドで

イギリスの支配を脅かした大規模な反乱が起きていた時

でさえ、彼らはイギリスとインドが今日の精神的・形而

上学的な変化を通じて世界の情勢に影響を及ぼすことを

ずっと前から予見していた。ある時は、漠然とした恐怖

がヒンズー教徒の大多数に瞬時に広まり、愛国心のある

多くの原住民が別の結果を望んでいたにもかかわらず、

イングランドがついに支配者であり続けることになっ

た。しかしアデプトは人の賞賛や、その日の刹那的な影

響力のために働くのではなく、未来の人種と、人間の最

善かつ最高の利益のために働くのである。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注

（*1）ビスマルク（1815-98）ドイツの政治家；プロイセ

ン首相 (1862-90)。ドイツ統一を遂行してドイツ帝国宰

相となる (1871)。” the Iron Chancellor” ( 鉄血宰相 ) と

呼ばれた。
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力と、時には最も並外れた動機が、彼らの存在を信じて

いた人たちによって、マハートマたちにあるとされた。

彼らは瞬く間に世界のあらゆる場所に行くことができ

た。インドがここから遠く離れていても、ニューヨーク

の友人や弟子に手紙を書くことができた。多くの人は、

これが行われた場合、それは単なる娯楽のために行われ

ていると考え、他の人は、信仰者の試しの光の中でそれ

を見て、さらに他の人はしばしばマハートマが自分の力

を行使するための純粋な愛のためにこのように行動して

いると考えていた。心霊主義者の中には、ブラヴァツキー

夫人が本当に素晴らしいことをしたと信じている人もい

たが、彼女は純粋で単純な霊媒師に過ぎず、「兄弟たち」

は降霊術の部屋でよく知られたスパイだと言った。一方、

一般的に報道機関は笑って、ブラヴァツキー夫人と彼女

の神智学の友人たちは、彼らの仕事を行って、数年後に

マハートマと呼ばれるようになった「兄弟」への彼らの

信仰を放棄したことはなかった。無差別にマハートマお

よびアデプトという単語は同じ存在を記述するために使

用されているので、我々はこれらの 2 つの称号を正確に

使用せず、誤解を招くようなふうに使用している。

アデプトという言葉は熟練を意味し、珍しい言葉では

ないため、それを使用する際「兄弟」に適用される場合は、

何らかの説明が必要である。そのため、私は前の論文で

は、「神智学のアデプト」を使用している。マハートマ

はアデプトだけではなく、それ以上のものである。それ

の語源は、物質の創造者、厳密にはサンスクリット語で

ある単語のマハつまり偉大な、そしてアートマつまり魂

から来ており、それゆえに偉大な魂を指す。これは、単

に高貴な心の人を意味するものではなく、完全な存在を

意味し、その完全な存在はしばしば神秘主義者によって

記述され、科学者によってあり得ないと考えられており、

時間と空間が視覚、行為、知識、意識に障害物とはなら

ない存在である。したがって、彼らはさまざまな人と関

連のある驚異的な偉業を実行することができると言われ

ており、また、科学にとっての謎である生命そのものの

意味、働き、構成を含む自然界の法則について、そして

この惑星とそこにいる人種の起源について、明らかに事

際的な性質の情報を持っていると言われている。これら

の大規模な主張は、この問題を取り上げた協会の外の作

家たちが、神智学のアデプトたちに対して提起した最大

の不満を生んでいる。つまり、もし彼らが存在するとし

ても、彼らは冷たく利己的な静寂の状態にとどまってお

り、世界の悲惨さを見て、世界のうめき声を聞いている

にもかかわらず、徳恵扱いの少数の人以外には助けの手

を差し伸べることを拒否している、と言うのである。さ

らに、科学的原理や薬の調合の知識を持っているにもか

かわらず、学識のある人や、商売を発展させたいと願う

裕福な資本家からそれらの知識を遠ざけている、と言う

のである。しかし私個人としては、自分に与えられた証

拠に基づいて固く信じているが、これらのアデプトに関

して主張されているすべてのことは、知識の欠如による

ものであることを知っているので、唱えられた苦情を事

実無根であると宣言する。

アデプトやマハートマは、奇跡的な成長でもなければ、

偉大な真理に偶然にも出くわし、それを特許権の下で信

奉者に伝えた利己的な後継者でもない。彼らは一つの人

生だけでなく、長い一連の人生（複数）を通して訓練され、

発達し、育成された人間であり、常に進化の法則の下で、

私たちが世界の人々や科学の人々の間で見ているものと

完全に一致（同調）している。ティンダルが人間である

にもかかわらず野蛮人よりも偉大であるように、マハー

トマも人間であることをやめずに、ティンダルよりも偉

大である。マハートマであるアデプトは自然な成長の結

果であり、奇跡によって生み出されたものではない。彼

がそうなる過程は、私たちには馴染みのないものかもし

れないが、それは自然の厳格な秩序の中にあるのである。

何年か前に、ある有名なアングロインド人（インド在

住の英人）が神智学のアデプトたちに、彼らのしたこと

を疑って手紙を書き、歴史上、何か活躍したことがある

かどうかを質問した。返事は、彼はアデプトたちを有罪

にするための裁きの場を持っておらず、アデプトたちは

ごく最新の日付に至るまで、人間の人生のページに多く

の重要な記録が記されたというものだったが、目に見え

る形で君臨するだけでなく、遠く何世紀も昔から彼らは

秘密裡に彼らの仕事をしてきた。より明確に言えば、こ

れらの素晴らしい人々は、国家の運命を左右し、今日の

出来事を形作っている。ビスマルクのような平和の柱や

戦争の立案者、あるいはワシントン、リンカーン、グラ

ントのような国家の救世主は、その地位と特異な力、そ

して目的に適した人物を驚くほど把握しているが、それ

は訓練された知性やその時代の学校での長い準備の賜物

ではない。私が挙げたこれらの偉大な人間の指導者たち

はそれぞれが、無名だった時代に、将来の偉大さの予感

と呼ばれるものを持っていたか、または彼の母国で大評

判となる出来事に関係があった。

リンカーンは常に何らかの形で偉大な仕事のための道

具になるべきだと感じており、ビスマルク（*1）の迷言は、

自分が何か良いことをしたかもしれないという衝動に駆

られていると感じた時に、決して公には言及されなかっ

た沈黙の時間を指している。アデプトが「さまざまな時

代に消し去ることのできない痕跡を残してきた」ことを

示すために、多くの例を挙げることができる。インドで

イギリスの支配を脅かした大規模な反乱が起きていた時

でさえ、彼らはイギリスとインドが今日の精神的・形而

上学的な変化を通じて世界の情勢に影響を及ぼすことを

ずっと前から予見していた。ある時は、漠然とした恐怖

がヒンズー教徒の大多数に瞬時に広まり、愛国心のある

多くの原住民が別の結果を望んでいたにもかかわらず、

イングランドがついに支配者であり続けることになっ

た。しかしアデプトは人の賞賛や、その日の刹那的な影

響力のために働くのではなく、未来の人種と、人間の最

善かつ最高の利益のために働くのである。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注

（*1）ビスマルク（1815-98）ドイツの政治家；プロイセ

ン首相 (1862-90)。ドイツ統一を遂行してドイツ帝国宰

相となる (1871)。” the Iron Chancellor” ( 鉄血宰相 ) と

呼ばれた。
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これらの教義を扱う際には、多くの英単語の範囲と意

味を大幅に拡張せざるを得ないことがある。「人種」と

いう言葉もその一つである。東洋の賢者によって与えら

れたように、神智学的なスキームでは、7 つの主な人種

について言われている。その一つ一つには、私たちの現

代の民族学におけるすべてのさまざまな、いわゆる「人

種」が含まれている。それゆえに、7つの主な根本人種、

亜人種、族人種、そして無数の分枝の人種を持つ必要性

がある。根本人種は亜人種を送り出し、これらは族グルー

プに分かれる。しかしすべてが、その後の進歩を経験す

る主要な根本人種に含まれている。

これらの主な根本人種の出現は、常に世界の進歩が許

す時だけである。地球が形成されていた時、最初の根本

人種は、多かれ少なかれエーテルのようなものであり、

私達が現在宿っているような体を持っていなかった。宇

宙の環境はより濃密になり、2 番目の人種が出現し、す

ぐに最初の人種は完全に消滅した。そして、2 番目が 3

番目の人種に必要な体を発達させていた間に、時間が経

ち、3番目の人種がやって来た。第四根種族の出現により、

現在の人間の姿が進化したと言われているが、その姿は

巨大で、我々の姿とは異なる部分もある。神智学の体系

がそのように人間について語り始めるのは、この第 4 人

種の時点からである。

ブラヴァツキー夫人が引用した古い本にはこう書かれ

ている。

「このようにして、7 つの領域（ゾーン）に 2 つずつ

(*1 )、第 3の種族が第 4の種族を生み出した」。

「すべての領域の第 1 の種族は月のような色をしてい

た 第 2の種族は金のような黄色、第 3の種族は赤、第 4

の種族は茶色で、罪のために黒くなった」。

トピナールは『人類学』の中でこの説を支持し、人間

の有機体には赤、黄、黒という 3 つの基本的な色がある

と述べている。罪によって黒くなった茶色の種族とは、

前回話したアトランティスの魔術師の人種のことを指し

ている。その、精神的と物質的の両方のひどく邪悪な習

慣は、肌の色に変化をもたらした。

これらの 7 大人種 (*2) の進化は、何百万年にもわたっ

ており、新しい人種が完全に進化したときに、その中の

モナドが徐々に新しい人種の体に生まれ変わっていき、

それにつれて先行する人種が消滅することを忘れてはな

らない。私たちが属している現在の根本人種は、どんな

亜人種や族人種であっても、第 5 の人種である。それは

約 100 万年前に独立した別個の明確で完全に定義された

人種となり、第 6 番目の人種が登場するまでにはまだ何

年もかかる。この第 5 の人種には、ヨーロッパのすべて

の国が含まれており、彼らは共に 1つの族人種を形成し、

別々に分割されない。

さて、第 6 人種の先駆けとなる人種の基礎または大い

なる脊柱を形成する過程、および私が今言ったアメリカ

で起きていること (*3) の過程は、私たちにとって緩慢な

ものである。相対論以外では判断できず、数えることも

できない私たちは、国家が徐々に集まり、その子孫が何

度も何度も融合して、人間の血統に新しい何かを生み出

すことは、ほとんど進歩がないように思えるほど緩やか

なものである。だが、この変化と進化は、それにもかか

わらず続いており、非常に慎重な観察者はその証拠を見

ることができる。一つの事実が注目に値する。 それは、

アメリカ人の発明力である。これは科学者からはあまり

多くの理由を与えられていないが、オカルティストは、

これらの発明者の脳が、古い国の脳よりも、アストラル

界からの影響と画像に対してよりオープンであることを

示している。私のところには、生まれつき言語や記憶な

どの能力が非凡な、有能な子供たち（少年少女）の報告

が寄せられてきており，そのようなケースのいくつかは、

私自身が見てきたものである。いずれもアメリカで起き

たことで、西欧でも多く発生している。ここには、古い

国よりも神経質なところがある。これは、我々の文明の

焦りと突進がもたらしたものである。しかし、そのよう

な説明では本当に何も説明できない。なぜなら、疑問は

まだ残っているからである。「なぜアメリカではこのよ

うな急ぎと推進と変化があるのか？」このような普通の

議論は、それが周期の法則に従って私たちの目の前で起

こっている人間の進化であるという、神智学徒にはおな

じみの基本的な理由を、視界から外しているので、堂々

めぐりに終わる。

神智学のアデプトたちは進化を信じているが、それは

猿を祖先と主張するような種類の進化ではない。　彼ら

の偉大で包括的な体系は、類人猿を私たちの父と呼ばな

くても、動物界でのみ完全に見られる初歩的な筋肉や器

官の痕跡を説明することができる。彼らは、神聖な自我

を使用するための神殿を建設する段階的なプロセスを示

している。それは、神聖な自我のために神殿を建設して

いく段階的な過程を示しているからであり、絶え間なく、

静かに、時代を超えて、鉱物から最高のものに至るまで、

あらゆる王国の自然界のあらゆる形態の間で螺旋状にう

ねりくねって進んでいるのである。これが「主の神殿は

手では作られず、建てる音も聞こえない」という古いユ

ダヤ教、フリーメーソン、古の格言の本当の説明である。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注

*1 … "Thus two by two on the seven zones the third 

race gave birth to the fourth" 「7 つの領域に 2 つずつ」

とは、形態とモナドの両方の進化のことだろうか。

*2…第 1?第 7根本人種。

*3…前回（8章）参照。
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私がこれまで話した中で、より明確に話された、2 つ

の階級の存在についての言葉は、そのうちの一つは神智

学の文献の中で多く語られてきたものであり、また、こ

のテーマについて真剣に、あるいは嘲笑しながら書いて

いる外部の人々によっても語られてきた。高貴な人物の

これらの 2 つの階級は、マハートマとニルマナカーヤで

ある。

マハートマに関しては、非常に多くの間違った概念が、

一般の人々だけでなく世界のあらゆる場所の神智学徒に

も流通している。

神智学協会の初期の頃には、マハートマという名前は

使用されていなかったが、その時の名称は 「兄弟 」だっ

た。これは、彼らが東洋の兄弟団（ブラザーフッド）に

属していたという事実に言及している。最も素晴らしい

力と、時には最も並外れた動機が、彼らの存在を信じて

いた人たちによって、マハートマたちにあるとされた。

彼らは瞬く間に世界のあらゆる場所に行くことができ

た。インドがここから遠く離れていても、ニューヨーク

の友人や弟子に手紙を書くことができた。多くの人は、

これが行われた場合、それは単なる娯楽のために行われ

ていると考え、他の人は、信仰者の試しの光の中でそれ

を見て、さらに他の人はしばしばマハートマが自分の力

を行使するための純粋な愛のためにこのように行動して

いると考えていた。心霊主義者の中には、ブラヴァツキー

夫人が本当に素晴らしいことをしたと信じている人もい

たが、彼女は純粋で単純な霊媒師に過ぎず、「兄弟たち」

は降霊術の部屋でよく知られたスパイだと言った。一方、

一般的に報道機関は笑って、ブラヴァツキー夫人と彼女

の神智学の友人たちは、彼らの仕事を行って、数年後に

マハートマと呼ばれるようになった「兄弟」への彼らの

信仰を放棄したことはなかった。無差別にマハートマお

よびアデプトという単語は同じ存在を記述するために使

用されているので、我々はこれらの 2 つの称号を正確に

使用せず、誤解を招くようなふうに使用している。

アデプトという言葉は熟練を意味し、珍しい言葉では

ないため、それを使用する際「兄弟」に適用される場合は、

何らかの説明が必要である。そのため、私は前の論文で

は、「神智学のアデプト」を使用している。マハートマ

はアデプトだけではなく、それ以上のものである。それ

の語源は、物質の創造者、厳密にはサンスクリット語で

ある単語のマハつまり偉大な、そしてアートマつまり魂

から来ており、それゆえに偉大な魂を指す。これは、単

に高貴な心の人を意味するものではなく、完全な存在を

意味し、その完全な存在はしばしば神秘主義者によって

記述され、科学者によってあり得ないと考えられており、

時間と空間が視覚、行為、知識、意識に障害物とはなら

ない存在である。したがって、彼らはさまざまな人と関

連のある驚異的な偉業を実行することができると言われ

ており、また、科学にとっての謎である生命そのものの

意味、働き、構成を含む自然界の法則について、そして

この惑星とそこにいる人種の起源について、明らかに事

際的な性質の情報を持っていると言われている。これら

の大規模な主張は、この問題を取り上げた協会の外の作

家たちが、神智学のアデプトたちに対して提起した最大

の不満を生んでいる。つまり、もし彼らが存在するとし

ても、彼らは冷たく利己的な静寂の状態にとどまってお

り、世界の悲惨さを見て、世界のうめき声を聞いている

にもかかわらず、徳恵扱いの少数の人以外には助けの手

を差し伸べることを拒否している、と言うのである。さ

らに、科学的原理や薬の調合の知識を持っているにもか

かわらず、学識のある人や、商売を発展させたいと願う

裕福な資本家からそれらの知識を遠ざけている、と言う

のである。しかし私個人としては、自分に与えられた証

拠に基づいて固く信じているが、これらのアデプトに関

して主張されているすべてのことは、知識の欠如による

ものであることを知っているので、唱えられた苦情を事

実無根であると宣言する。

アデプトやマハートマは、奇跡的な成長でもなければ、

偉大な真理に偶然にも出くわし、それを特許権の下で信

奉者に伝えた利己的な後継者でもない。彼らは一つの人

生だけでなく、長い一連の人生（複数）を通して訓練され、

発達し、育成された人間であり、常に進化の法則の下で、

私たちが世界の人々や科学の人々の間で見ているものと

完全に一致（同調）している。ティンダルが人間である

にもかかわらず野蛮人よりも偉大であるように、マハー

トマも人間であることをやめずに、ティンダルよりも偉

大である。マハートマであるアデプトは自然な成長の結

果であり、奇跡によって生み出されたものではない。彼

がそうなる過程は、私たちには馴染みのないものかもし

れないが、それは自然の厳格な秩序の中にあるのである。

何年か前に、ある有名なアングロインド人（インド在

住の英人）が神智学のアデプトたちに、彼らのしたこと

を疑って手紙を書き、歴史上、何か活躍したことがある

かどうかを質問した。返事は、彼はアデプトたちを有罪

にするための裁きの場を持っておらず、アデプトたちは

ごく最新の日付に至るまで、人間の人生のページに多く

の重要な記録が記されたというものだったが、目に見え

る形で君臨するだけでなく、遠く何世紀も昔から彼らは

秘密裡に彼らの仕事をしてきた。より明確に言えば、こ

れらの素晴らしい人々は、国家の運命を左右し、今日の

出来事を形作っている。ビスマルクのような平和の柱や

戦争の立案者、あるいはワシントン、リンカーン、グラ

ントのような国家の救世主は、その地位と特異な力、そ

して目的に適した人物を驚くほど把握しているが、それ

は訓練された知性やその時代の学校での長い準備の賜物

ではない。私が挙げたこれらの偉大な人間の指導者たち

はそれぞれが、無名だった時代に、将来の偉大さの予感

と呼ばれるものを持っていたか、または彼の母国で大評

判となる出来事に関係があった。

リンカーンは常に何らかの形で偉大な仕事のための道

具になるべきだと感じており、ビスマルク（*1）の迷言は、

自分が何か良いことをしたかもしれないという衝動に駆

られていると感じた時に、決して公には言及されなかっ

た沈黙の時間を指している。アデプトが「さまざまな時

代に消し去ることのできない痕跡を残してきた」ことを

示すために、多くの例を挙げることができる。インドで

イギリスの支配を脅かした大規模な反乱が起きていた時

でさえ、彼らはイギリスとインドが今日の精神的・形而

上学的な変化を通じて世界の情勢に影響を及ぼすことを

ずっと前から予見していた。ある時は、漠然とした恐怖

がヒンズー教徒の大多数に瞬時に広まり、愛国心のある

多くの原住民が別の結果を望んでいたにもかかわらず、

イングランドがついに支配者であり続けることになっ

た。しかしアデプトは人の賞賛や、その日の刹那的な影

響力のために働くのではなく、未来の人種と、人間の最

善かつ最高の利益のために働くのである。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注

（*1）ビスマルク（1815-98）ドイツの政治家；プロイセ

ン首相 (1862-90)。ドイツ統一を遂行してドイツ帝国宰

相となる (1871)。” the Iron Chancellor” ( 鉄血宰相 ) と

呼ばれた。

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
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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
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