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●オンライン勉強会ではヨガの経典『ヨーガ・スートラ』を勉強しています。僕は個人的に読むべき主要な
経典として、『新約聖書』『バガヴァッド・ギーター』『ヨーガ・スートラ』をあげていますが、その中の一つです。
ぜひこの機会に学んでみてはいかがでしょうか？（岡本）
●東方のこだまは一旦お休みします。
●平日の午前中に勉強会を開催したいという声があります。主婦の方などは土日よりは平日の方が時間を取
れる方も多いかと思いますので、ご興味ある方は、（yu-ki@sun.email.ne.jp 担当：當麻）までご連絡ください。
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神智学協会のお知らせ



 神智学の海 ５

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

６章 カーマ（欲望）

BODY AND ASTRAL BODY

　4番目の原理、カーマルーパ。英語で Passions「熱情」

と Desires「欲望」。カーマルーパは体が作り出すのでは

なく、体の原因である。これは七つの本質の中のバラン

スの原理である。カーマルーパは活動の基礎であり、意

志の発動者である。正しい欲望は正しい行動につながる。

この原理（カーマルーパ）には、高い面と低い面がある。

カーマルーパはアストラル体にある。死ぬとカーマルー

パはアストラル体と合体し、それを人間の殻にする。そ

れは独自の自動的な性質の力を持っている。この殻は、

降霊術の会で言う「霊」である。それは人類にとって危

険である。エレメンタルが降霊術の会でこの殻を助ける。

そこには魂も良心もいない。自殺者と処刑された犯罪者

は、非常にはっきりとした殻を残す。欲望の原理は、９

つの組織化された領域（kingdoms）のすべてに共通で

ある。カーマルーパは人間の獣的な部分である。人間は

現在、完全に発達した四つ組であり、高級な本質が部分

的に発達している。

　すべての神智学徒が参考にするべき本『エソテリック・

ブッディズム』の著者は、それが何人かのアデプトたち

自らによって与えられた提言であるからとして「カーマ

ルーパ」という名称を、人を構成する本質の第四に付け

た。その理由は、「カーマ」という語はサンスクリット

語で「欲望」（desire）を意味し、伝えたいことは「情

熱と欲望の塊または体」が第四本質ということだったた

め、シネット氏は「ルーパ」つまりサンスクリット語の

体か形態を意味する言葉を足して、複合語「カーマルー

パ」を作った、ということだ。私は英語の同義語、情熱

と欲望で呼ぼうと思う。なぜならこれらの語がちょうど

その性質を表しているからだ。そして、西洋の心理学お

よび精神哲学と、東洋のそれらとの間に実際に存在する

際立った論点として定義するためにもそうしたい。西洋

は人間を知性、意志、感情に分けるが、情熱や欲望がそ

れ自体で本質を構成するのか、それとも完全に体による

ものなのかは理解されていない。実際、ほとんどの人は

情熱や欲望を、肉体の影響であると考えている。という

のも人々はしばしば「肉体の欲望」、「肉体的欲求」とい

う言い方で示しているからである。しかし古の人と神智

学徒は、それらが自分たちの中の本質であり、単なる肉

体の衝動ではないと知っている。この問題には西洋の心

理学は何の役にも立たないが、現在それはまだ揺籃期で、

内的なこと、つまりサイキックな人間の性質についての

知識が全くなく、この点から西洋の心理学と神智学との

間に最大の相違がある。

　情熱と欲望は体によって作り出されるのではなく、そ

の反対に体は前者に起因する。私たちに生まれさせるの

は欲望と情熱であり、それがこの体か他の体で何度も何

度も私たちに誕生させる。この世の人生と呼ばれる死の

館を通って私たちが進化させられるのは、情熱と欲望に

よってである。世界の集まり全体が顕現したのは、未知

なる最初の原因、一つの絶対的存在の中で欲望が目覚め

たことによる。そして今、現れている世界における欲望

の影響力によって、世界は存在し続けている。

　この 4 番目の原理は、7 つの全体の均衡を保つ原理で

ある。それは真ん中にあり、それから道は上と下へ分か

れる。それは行動の基礎であり、意志の発動機である。昔、

錬金術師が言うには、「意志の背後に欲望がある」。成功

するかどうかは、まずどちらかの道への欲求を自分の中

１

に喚起する必要がある。ようやく賢者になった善人は、

かつて多くの人生において、聖人の仲間になりたいとい

う欲求を自分の中に喚起し、前進を続けるために道を行

きながら進歩への欲求を保ち続けていた。仏陀やイエス

でさえ、最初に誓願を立てねばならなかった。その誓願

は、いつかの人生において、世界またはその一部を救う

という願望であり、数えきれない人生を通して自らの心

に消えない願望のまま維持しなければならなかった。ま

たその一方で、悪い人の人生の後に続く人生は、弱く利

己的で邪悪な欲望を自分にもたらし、この欲望の原理を

浄化するどころか堕落させた。オカルティズムの物質的

および科学的側面、つまり私たちの性質の中の内に秘め

られた力を使う上で、もしこの欲望の原理が強くなけれ

ば、想像力の主要なパワーは働かない。なぜなら、たと

え枠組や基盤を作ったとしても、欲望によって動かされ、

方向づけられ、極みに達しない限り、意志は働くことが

できないのだ。

　したがって、欲望と情熱には二つの面がある。一方は

低級で、もう一方は高貴である。低級なほうは、絶えず、

意識が完全に肉体とアストラル体の下に置かれているこ

とで示される。高いほうは、マインドとブッディと霊の、

高い三位一体の影響と、それへの熱望から生じる。この

第四原理は、太陽が通る黄道帯の天秤座のようなもので

ある。太陽（真の人間）が天秤座に達すると、不安定に

揺らめく状態にある。その人が後戻りすると、世界は滅

ぼされるだろう。彼は前進し、人類全体が完成へと引き

上げられる。

　一生を通じて、欲望と情熱の定位は、アストラル体と

みなされるのと同様に、低級な人間全体であり、私たち

の肉体人間のエーテル的な方のように、欲望と情熱は足

されたり減じられたりし、強くなったり弱くなったり、

堕落したり純化されたりする。

　死に際して、欲望と情熱はアストラル体を活気づかせ、

その後アストラル体は単なる殻となる。人が死ぬ時、ア

ストラル体および欲望と情熱の原理は、一体化して一緒

に肉体を去る。カーマルーパは実際にはアストラル体と

カーマで構成されているため、カーマルーパという用語

が適用される可能性がある。そしてこの二つの結合によ

り、ふだんは目に見えないが物質であり、可視化される

可能性のある形態か姿が作られる。それにはマインドと

良心がないが、条件が許せばいつでも行使できる独自の

力を持っている。この条件とは、心霊主義の霊媒によっ

てもたらされ、死んだ人のアストラル殻がいつも交霊会

参加者を欺くために出席していて、そこの参加者は不思

議なことによって識別力がそこなわれている、というも

のである。カーマルーパはヒンドゥー教徒の言う「悪魔」

であり、哀れな霊媒の手に負えない最悪の敵である。ア

ストラル幽霊またはカーマルーパは、「天国」へ逃げ去っ

てしまった本人に放棄されて、後に残された人々とは何

の関係もなく、とりわけ交霊会の人々と霊媒とは関係な

い、欲望と情熱の塊にすぎない。したがって、高貴な魂

を欠いているこれらの欲望と情熱は、霊媒の性質の非常

に低い部分でのみ働き、良い性質を引き起こさず、常に

存在するものの低い性癖を引き起こす。それゆえ、心霊

主義者自身でさえ、ある種の霊媒には詐欺師がいて、し

ばしば「霊は私をそそのかし、私はそれらの望みどおり

にインチキをした」と白状した。

　このカーマルーパの幽霊は文明の敵でもあり、人に犯

罪を犯させ、それと共に空間に、体の重みを免れた情熱

と欲望の塊を投げ出し、いつでも敏感な人に引きつけら

れやすいのである。このように引きつけられて、犯され

た犯罪のひどいイメージと、死刑執行の状況と、それに

付随する救済とすべての復讐の願いは、その悪を見な

かった生きている人々にも植え付けられ、その人々はそ

れを捨て去ることができない。したがって、犯罪と犯罪

の新たな想念が、死刑の行われている国々によって毎日、

故意に、伝搬される。

　アストラル殻並びに霊媒のまだ生きているアストラル

体は、神智学徒が「エレメンタル」と呼ぶ自然界のエネ

ルギーによって助けられ、詐欺的ではない心霊主義のほ

とんどすべての現象を引き起こす。拡張と押し出す力を

持った霊媒のアストラル体は、「物質化した霊」と呼ば

れるものの構造を形成し、肉体の接触なしに物体を動か

し、亡くなった親族からの調査を報告する。そしてその

報告のすべてがアストラル光の描くイメージと記憶にす

ぎず、すべてが自殺者の殻、殺人の犯行者、そして人生

のこの段階に自然に近づいたすべての幽霊を使い、また

それらに使われている。肉体の外にいる本物の霊から来

る伝達は非常に少ししかないケースであり、片手で数え

られるぐらいしかない。しかし時々、生きている人の霊

が、肉体の睡眠中に抜け出して交霊会に参加することが

ある。でも彼らはそれを思い出すことができず、自分が

どうやったのかも知らず、霊媒はたくさんのアストラル

殻の中から彼らの霊を見分けることはできない。そのよ

うなことが内なる人間によって行われ、そして思い出さ

れないという事実は、これらの理論に不利なことは何も

証明しない。なぜなら、子供は目がどのように機能する

のかを知らずに見ることができ、未開人が複雑な肉体の

組織の働きを知らなくても、消化のプロセスは完璧に行

われる。そして後者はその人が完全に無意識であること

が、理論とまさに一致している。というのも、内なる人

間のこのような行為やしわざは、潜在意識による無意識

的な働きなのである。これらの「意識的」および「潜在

意識」という言葉はもちろん相対的に用いられ、無意識

とは脳のみのことである。催眠術の実験はこれらのすべ

ての理論を確定的に証明した。いつか遠くない日に完全

に認められるだろう。これに加えて、自殺者や犯罪を実

行した者のアストラル殻は、最もはっきりとした、最も

長持ちする、私たち全員にとって黄泉の国を思い出させ

るものであり、それゆえに必然的に交霊会で本当の「支

配霊」となる。
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　このカーマルーパの幽霊は文明の敵でもあり、人に犯

罪を犯させ、それと共に空間に、体の重みを免れた情熱

と欲望の塊を投げ出し、いつでも敏感な人に引きつけら

れやすいのである。このように引きつけられて、犯され

た犯罪のひどいイメージと、死刑執行の状況と、それに

付随する救済とすべての復讐の願いは、その悪を見な

かった生きている人々にも植え付けられ、その人々はそ

れを捨て去ることができない。したがって、犯罪と犯罪

の新たな想念が、死刑の行われている国々によって毎日、

故意に、伝搬される。

　アストラル殻並びに霊媒のまだ生きているアストラル

体は、神智学徒が「エレメンタル」と呼ぶ自然界のエネ

ルギーによって助けられ、詐欺的ではない心霊主義のほ

とんどすべての現象を引き起こす。拡張と押し出す力を

持った霊媒のアストラル体は、「物質化した霊」と呼ば
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れるものの構造を形成し、肉体の接触なしに物体を動か

し、亡くなった親族からの調査を報告する。そしてその

報告のすべてがアストラル光の描くイメージと記憶にす

ぎず、すべてが自殺者の殻、殺人の犯行者、そして人生

のこの段階に自然に近づいたすべての幽霊を使い、また

それらに使われている。肉体の外にいる本物の霊から来

る伝達は非常に少ししかないケースであり、片手で数え

られるぐらいしかない。しかし時々、生きている人の霊

が、肉体の睡眠中に抜け出して交霊会に参加することが

ある。でも彼らはそれを思い出すことができず、自分が

どうやったのかも知らず、霊媒はたくさんのアストラル

殻の中から彼らの霊を見分けることはできない。そのよ

うなことが内なる人間によって行われ、そして思い出さ

れないという事実は、これらの理論に不利なことは何も

証明しない。なぜなら、子供は目がどのように機能する

のかを知らずに見ることができ、未開人が複雑な肉体の

組織の働きを知らなくても、消化のプロセスは完璧に行

われる。そして後者はその人が完全に無意識であること

が、理論とまさに一致している。というのも、内なる人

間のこのような行為やしわざは、潜在意識による無意識

的な働きなのである。これらの「意識的」および「潜在

意識」という言葉はもちろん相対的に用いられ、無意識

とは脳のみのことである。催眠術の実験はこれらのすべ

ての理論を確定的に証明した。いつか遠くない日に完全

に認められるだろう。これに加えて、自殺者や犯罪を実

行した者のアストラル殻は、最もはっきりとした、最も

長持ちする、私たち全員にとって黄泉の国を思い出させ

るものであり、それゆえに必然的に交霊会で本当の「支

配霊」となる。



６章 カーマ（欲望）

BODY AND ASTRAL BODY

　4番目の原理、カーマルーパ。英語で Passions「熱情」

と Desires「欲望」。カーマルーパは体が作り出すのでは

なく、体の原因である。これは七つの本質の中のバラン

スの原理である。カーマルーパは活動の基礎であり、意

志の発動者である。正しい欲望は正しい行動につながる。

この原理（カーマルーパ）には、高い面と低い面がある。

カーマルーパはアストラル体にある。死ぬとカーマルー

パはアストラル体と合体し、それを人間の殻にする。そ

れは独自の自動的な性質の力を持っている。この殻は、

降霊術の会で言う「霊」である。それは人類にとって危

険である。エレメンタルが降霊術の会でこの殻を助ける。

そこには魂も良心もいない。自殺者と処刑された犯罪者

は、非常にはっきりとした殻を残す。欲望の原理は、９

つの組織化された領域（kingdoms）のすべてに共通で

ある。カーマルーパは人間の獣的な部分である。人間は

現在、完全に発達した四つ組であり、高級な本質が部分

的に発達している。

　すべての神智学徒が参考にするべき本『エソテリック・

ブッディズム』の著者は、それが何人かのアデプトたち

自らによって与えられた提言であるからとして「カーマ

ルーパ」という名称を、人を構成する本質の第四に付け

た。その理由は、「カーマ」という語はサンスクリット

語で「欲望」（desire）を意味し、伝えたいことは「情

熱と欲望の塊または体」が第四本質ということだったた

め、シネット氏は「ルーパ」つまりサンスクリット語の

体か形態を意味する言葉を足して、複合語「カーマルー

パ」を作った、ということだ。私は英語の同義語、情熱

と欲望で呼ぼうと思う。なぜならこれらの語がちょうど

その性質を表しているからだ。そして、西洋の心理学お

よび精神哲学と、東洋のそれらとの間に実際に存在する

際立った論点として定義するためにもそうしたい。西洋

は人間を知性、意志、感情に分けるが、情熱や欲望がそ

れ自体で本質を構成するのか、それとも完全に体による

ものなのかは理解されていない。実際、ほとんどの人は

情熱や欲望を、肉体の影響であると考えている。という

のも人々はしばしば「肉体の欲望」、「肉体的欲求」とい

う言い方で示しているからである。しかし古の人と神智

学徒は、それらが自分たちの中の本質であり、単なる肉

体の衝動ではないと知っている。この問題には西洋の心

理学は何の役にも立たないが、現在それはまだ揺籃期で、

内的なこと、つまりサイキックな人間の性質についての

知識が全くなく、この点から西洋の心理学と神智学との

間に最大の相違がある。

　情熱と欲望は体によって作り出されるのではなく、そ

の反対に体は前者に起因する。私たちに生まれさせるの

は欲望と情熱であり、それがこの体か他の体で何度も何

度も私たちに誕生させる。この世の人生と呼ばれる死の

館を通って私たちが進化させられるのは、情熱と欲望に

よってである。世界の集まり全体が顕現したのは、未知

なる最初の原因、一つの絶対的存在の中で欲望が目覚め

たことによる。そして今、現れている世界における欲望

の影響力によって、世界は存在し続けている。

　この 4 番目の原理は、7 つの全体の均衡を保つ原理で

ある。それは真ん中にあり、それから道は上と下へ分か

れる。それは行動の基礎であり、意志の発動機である。昔、

錬金術師が言うには、「意志の背後に欲望がある」。成功

するかどうかは、まずどちらかの道への欲求を自分の中

に喚起する必要がある。ようやく賢者になった善人は、

かつて多くの人生において、聖人の仲間になりたいとい

う欲求を自分の中に喚起し、前進を続けるために道を行

きながら進歩への欲求を保ち続けていた。仏陀やイエス

でさえ、最初に誓願を立てねばならなかった。その誓願

は、いつかの人生において、世界またはその一部を救う

という願望であり、数えきれない人生を通して自らの心

に消えない願望のまま維持しなければならなかった。ま

たその一方で、悪い人の人生の後に続く人生は、弱く利

己的で邪悪な欲望を自分にもたらし、この欲望の原理を

浄化するどころか堕落させた。オカルティズムの物質的

および科学的側面、つまり私たちの性質の中の内に秘め

られた力を使う上で、もしこの欲望の原理が強くなけれ

ば、想像力の主要なパワーは働かない。なぜなら、たと

え枠組や基盤を作ったとしても、欲望によって動かされ、

方向づけられ、極みに達しない限り、意志は働くことが

できないのだ。

　したがって、欲望と情熱には二つの面がある。一方は

低級で、もう一方は高貴である。低級なほうは、絶えず、

意識が完全に肉体とアストラル体の下に置かれているこ

とで示される。高いほうは、マインドとブッディと霊の、

高い三位一体の影響と、それへの熱望から生じる。この

第四原理は、太陽が通る黄道帯の天秤座のようなもので

ある。太陽（真の人間）が天秤座に達すると、不安定に

揺らめく状態にある。その人が後戻りすると、世界は滅

ぼされるだろう。彼は前進し、人類全体が完成へと引き

上げられる。

　一生を通じて、欲望と情熱の定位は、アストラル体と

みなされるのと同様に、低級な人間全体であり、私たち

の肉体人間のエーテル的な方のように、欲望と情熱は足

されたり減じられたりし、強くなったり弱くなったり、

堕落したり純化されたりする。

　死に際して、欲望と情熱はアストラル体を活気づかせ、

その後アストラル体は単なる殻となる。人が死ぬ時、ア

ストラル体および欲望と情熱の原理は、一体化して一緒

に肉体を去る。カーマルーパは実際にはアストラル体と

カーマで構成されているため、カーマルーパという用語

が適用される可能性がある。そしてこの二つの結合によ

り、ふだんは目に見えないが物質であり、可視化される

可能性のある形態か姿が作られる。それにはマインドと

良心がないが、条件が許せばいつでも行使できる独自の

力を持っている。この条件とは、心霊主義の霊媒によっ

てもたらされ、死んだ人のアストラル殻がいつも交霊会

参加者を欺くために出席していて、そこの参加者は不思

議なことによって識別力がそこなわれている、というも

のである。カーマルーパはヒンドゥー教徒の言う「悪魔」

であり、哀れな霊媒の手に負えない最悪の敵である。ア

ストラル幽霊またはカーマルーパは、「天国」へ逃げ去っ

てしまった本人に放棄されて、後に残された人々とは何

の関係もなく、とりわけ交霊会の人々と霊媒とは関係な

い、欲望と情熱の塊にすぎない。したがって、高貴な魂

を欠いているこれらの欲望と情熱は、霊媒の性質の非常

に低い部分でのみ働き、良い性質を引き起こさず、常に

存在するものの低い性癖を引き起こす。それゆえ、心霊

主義者自身でさえ、ある種の霊媒には詐欺師がいて、し

ばしば「霊は私をそそのかし、私はそれらの望みどおり

にインチキをした」と白状した。

　このカーマルーパの幽霊は文明の敵でもあり、人に犯

罪を犯させ、それと共に空間に、体の重みを免れた情熱

と欲望の塊を投げ出し、いつでも敏感な人に引きつけら

れやすいのである。このように引きつけられて、犯され

た犯罪のひどいイメージと、死刑執行の状況と、それに

付随する救済とすべての復讐の願いは、その悪を見な

かった生きている人々にも植え付けられ、その人々はそ

れを捨て去ることができない。したがって、犯罪と犯罪

の新たな想念が、死刑の行われている国々によって毎日、

故意に、伝搬される。

　アストラル殻並びに霊媒のまだ生きているアストラル

体は、神智学徒が「エレメンタル」と呼ぶ自然界のエネ

ルギーによって助けられ、詐欺的ではない心霊主義のほ

とんどすべての現象を引き起こす。拡張と押し出す力を

持った霊媒のアストラル体は、「物質化した霊」と呼ば
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れるものの構造を形成し、肉体の接触なしに物体を動か

し、亡くなった親族からの調査を報告する。そしてその

報告のすべてがアストラル光の描くイメージと記憶にす

ぎず、すべてが自殺者の殻、殺人の犯行者、そして人生

のこの段階に自然に近づいたすべての幽霊を使い、また

それらに使われている。肉体の外にいる本物の霊から来

る伝達は非常に少ししかないケースであり、片手で数え

られるぐらいしかない。しかし時々、生きている人の霊

が、肉体の睡眠中に抜け出して交霊会に参加することが

ある。でも彼らはそれを思い出すことができず、自分が

どうやったのかも知らず、霊媒はたくさんのアストラル

殻の中から彼らの霊を見分けることはできない。そのよ

うなことが内なる人間によって行われ、そして思い出さ

れないという事実は、これらの理論に不利なことは何も

証明しない。なぜなら、子供は目がどのように機能する

のかを知らずに見ることができ、未開人が複雑な肉体の

組織の働きを知らなくても、消化のプロセスは完璧に行

われる。そして後者はその人が完全に無意識であること

が、理論とまさに一致している。というのも、内なる人

間のこのような行為やしわざは、潜在意識による無意識

的な働きなのである。これらの「意識的」および「潜在

意識」という言葉はもちろん相対的に用いられ、無意識

とは脳のみのことである。催眠術の実験はこれらのすべ

ての理論を確定的に証明した。いつか遠くない日に完全

に認められるだろう。これに加えて、自殺者や犯罪を実

行した者のアストラル殻は、最もはっきりとした、最も

長持ちする、私たち全員にとって黄泉の国を思い出させ

るものであり、それゆえに必然的に交霊会で本当の「支

配霊」となる。

りも優れた、より深い理解力のある脳を持つ人間の形態

を生み出した。しかし、この形態の人間には知性（マイ

ンド）がなく、動物界と自分とを区別し自意識を持つよ

うになる力を与えるために、思考し理解する第 5 の本質

が必要であった。モナドはこれらの形態の中に拘禁され

たのである。モナドはアートマとブッディで構成されて

いる。モナドが存在しなければ、進化は進むことができ

なかった。人類が知性を欠いていた時代にさかのぼると、

「誰が知性を与えたのか？ 知性はどこから来たのか、そし

て何なのか？」という疑問が生じる。知性は、上にある「神

の霊」（*1）と下の人格（the personal）との間のつなぎ

である。知性は、他の世界および世界の系列で幾時代も

前の進化の全過程を経てきた他の人たちによって、知性

のないモナドたちに与えられた。そしてそれゆえに、知

性は太陽系が始まるよりずっと前に成し遂げられ完成し

た他の進化期間から来たのである。これは現代では奇妙

で受け入れられない理論だが、神智学について真実を述

べようとするなら、言わねばならないことである。そし

て他の人たちが以前言ったことだけを伝えている。

　この知性の光が知性のない人々に与えられた方法は、

1 つのろうそくからたくさんのろうそくへ火をともす例

で理解できる。火をつけたろうそく 1 つと、ともしてな

い非常に多くのろうそくについて考えると、1 つの火か

ら他のろうそくも火がつくこととなる。マナスの場合も

同じである。マナスとはろうそくの火だ。肉体、アスト

ラル体、生命、欲望の基本となる 4 つの原理を持ってい

る知性のない人々は、自分自身を照らすことのできない、

火がついていないろうそくである。どんな惑星上でもそ

このすべての人類の兄たちである「智慧の息子たち」は

光を持ち、その光は過去にさかのぼると彼らが他者から

得たものであり、もっとさらにさかのぼると、始めも終

わりもない永久に続く前進の連なりの中で得られた。智

慧の息子たちは結合した低級本質とモナドに火をつけ、

そのようにして新しい人間たちにマナスの火をつけ最後

のイニシエーションのための別の偉大な人種を用意し

た。このマナスの火をつけることは、あらゆる大きな宗

教とフリーメーソンにおいて象徴で表されている。東で

は、祭壇でろうそくを手に持った一人の司祭が現れ、何

千人もの司祭がこのろうそくから自分のろうそくに火を

もらってともす。パールシー（*2）たちにも、他の神聖

な炎から点火した火がある。

　マナスすなわち思考者は、生まれ変わりをする存在で

あり、地球上またはどこか他の場所に住んでいたすべて

のさまざまな生命の成果と真価を運ぶ不滅の存在であ

る。マナスの性質は、肉体に結びつけられるやいなや二

重になる。人間の脳は優れた組織であり、マナスはそれ

を使って前提から結論を下す。このことも、人間を動物

とは別のものとする。と言うのも、動物は自動的でいわ

ゆる本能的な衝動から行動するが、人間は理性を使うこ

とができる。これは思考者つまりマナスの低級な側面で

あり、一部の人が考えるような人間に属する最良で最高

の能力ではない。人間のもっと他の、神智学で言うより

良い側面は、直感的に知るもので、理性に依存していな

い。低級な、そして純粋に知的なものは、欲望の原理に

最も近く、したがって上記の霊的な本質に親和力のある

他の側面とは区別される。思想家（マナス）が完全に知

的になった場合、性質全体が下向きになり始める。ただ

知性だけでは冷たく、無情で、利己的である。なぜなら、

ブッディとアートマという他の 2 つの原理によって明る

く照らされていないからだ。

　マナスの中には、すべての人生の思考が保存されてい

る。つまり、どの人生においても、その生涯のすべての

行為の根底にある思考の総計が、一般的に 1 つの性格と

なるが、1 つかそれ以上の種類に分類されることもあり

得る。つまり、現代のビジネスマンは単に 1 つのタイプ

である。その人の生涯の思考はただ１つの思考の糸を表

している。アーティストは別のタイプである。ビジネス

に従事していても、獲得できなかった権力と名声につい

て多く考えた人も、また別である。自己犠牲的、勇気が

ある、思考する時間のほとんどない貧しい人々の大集団

は、別の明確な部類（クラス）を構成する。これらすべ

ての部類（クラス）において、人生の思考の総量は、人

生という瞑想の流れまたは糸、つまり「心が置かれたも

の」を作り上げ、マナスに蓄積され、どんな人生でもい

つでも再び引き出せる。そして肉体的環境は、その部類

（クラス）の思考が生じる似たような環境となる。

　肉体の器官とその中の真の器官によって見せられた対

象を見るのは、マナスである。開いた目が網膜に画像を

　輪廻転生し、肉体を次々とまとい、次また次と人生の

印象を蓄積し、経験を得てそれを神の自我に加え、莫大

に長い期間苦しみ楽しむ内なる自我は、第５原理つまり

ブッディと統一されていないマナスである。これは、す

べての人に、他の誰かではなく自分自身であるという感

覚を与える恒久的な自我であり、若年期から人生の終わ

りまでの昼夜のすべての変化を通して１つの個性を感じ

させるものである。これは眠りによって作られた隙間を

埋める。同じように、死の眠りによって作られた隙間を

埋める。脳ではなくこのマナスが、私たちを動物の上へ

と上げるのだ。人間の脳の複雑さの深みと多様性は、マ

ナスの存在に起因するのであり、知性のせいではない。

そして、私たちが完全にあるいは時々、霊的魂であるブッ

ディと意識的に一つになった時、いわば神を見ることに

なる。この神は古代人が皆、見たいと望んでいたのだが、

現代人は信じていない。後者はむしろ、偉大な性質であ

るという自分の権利を捨てて、自分たちの幻想だけで作

り出され、弱い人間性とそう変わらない想像上の神を崇

拝することを好む。

　現在の人種におけるこの恒久的な自我は、神智学がそ

の永続性を主張し、そして進化に参加し続ける必要を主

張するため、あらゆる種類の経験を経てきた。恒久的な

自我は、地球が属する球体の連鎖に関係があるすべての

物質をより高い状態へと引き上げるという、果たすべき

義務を持っている。私たちは皆、地球上で文明に続く文

明、人種に続く人種に生きてきたし加わってきた。だか

ら第７番目が完了するまでは、すべてのラウンドと人種

を通してそうしていくのである。同時に、この地球の物

質およびそれに関連する物質は、鉱物の形態の非常に低

い階層のとある例外を除いて、すべての種類の形態を

通ってきたことを覚えておくべきである。しかし概して、

すべての目に見えるもの、または空間に保たれたままで

未だ凝結していないものは、いつしかあらゆる種類の形

態に形作られ、その多くは、現在私たちが見当もつかな

いようなものであった。したがって、進化のプロセスは

いくつかの分野において、前の時代よりも今、もっと急

速に進んでいる。これは、マナスと物質の両方が、活動

の機能を獲得したためである。特に人間に関してそうで

あり、人間はこの進化において、すべてのものや存在の

中で最も先を行っている。人間は今、「皮膚の外衣」を

得るのに何年もかかっていた初期の時代より迅速に受肉

し人生へと投げ出されている。低級マナスは今もなお、

優勢な本質である欲望に縛られているため、普通の人に

とって、この繰り返し何度も人生に転生することは避け

られない。「欲望のマナス」にたいへん影響を受けてい

るため、肉体をまとっている間ずっと継続して惑わされ

ており、このように惑わされることは、一生の間、備え

られた欲望の力の働きを妨げることをできなくする。こ

れらの（欲望の）力は、マナスすなわち生涯の思考によっ

て生み出される。どの思考も、物質的にも精神的にも、

それが根付いている願望とリンクしている。終生、この

ような思考でいっぱいであり、そして死後の休息の期間

が終わると、マナスはその最後の人生の思考のゆえに、

そして非常に多くの思考およびものごとの真の性質への

無知の原因となったのが欲望であったために、無数の電

気的・磁気的糸によってこの世へと縛りつけられている。

人間は真の思考者であり、思考でできているというこの

教えを理解することで、受肉と生まれ変わりに関連ある

その他のすべてのことが明らかになる。内的な人間の体

は思考でてきており、思考が他の場所の人生よりもこの

世の人生に親和性があるならば、この世への再来は避け

られない。

　現在、人類はまだ欲望が最上位にあるため、マナスが

完全に活動的ではない。人類の時代の次のサイクルでは、

マナスは全人類の中で完全に活動的であり発達している

だろう。したがって、この世の人々はまだ自分たちが取

るであろう道を意識的に選択する段階に来ていない。だ

が、言及されたサイクルでは、マナスが活動的となり、

すべての人は右へ行くか左へ行くかの意識的な選択を余

儀なくされ、一方はアートマとの完全で意識的な結合に

導き、もう一方はそれを選んだ人々を絶滅させる。

【訳注】

*1「神の霊」（the Spirit of God）聖書［ヨブ記］27:3, ［創

世記］1:2 ほか

*2 パールシー…8 世紀、イフラム教徒に追われペルシア

からインドのボンベイ（ムンバイ）付近に移り住んだゾ

ロアスター教徒。

7 章　マナス

MANAS

　これまでの人間の性質の分析では、低級な人間を構成

している要素のみを考え、マインド（知性）の問題に触

れずに第 4 の原理または段階つまり欲望にまで達した。

しかし私たちが達した限りを見ても、知性についての普

通の考えと神智学で見られる考えとの間に大きな違いが

あることは明白なはずだ。通常、知性は実体がないと考

えられるか、または発達する思考という脳の働きにつけ

た名前にすぎず、推論するしかない完全に未知の過程と

いうことになっており、または脳がなければ知性はあり

得ないと考えられている。いくつかの知性の働きと属性

を列挙することにかなりの注意が払われたが、この用語

は、人間についての実際の形而上的・霊的な事実を表す

言語に全く欠いている。これらの用語の意味の混乱と貧

弱さは、ほとんど完全に、次のもののせいである。第1に、

理性が是認されない教義やドグマが何世紀にもわたって

断言され押し付けられてきたこと。第 2 に、宗教が科学

にかけた足かせを取り払うやいなや大きくなった、科学

と宗教の間のもっともな闘争である。そして科学は事実

上、現実を扱うことが許されたのである。宗教に対する

反発はおのずと、科学が人間と自然を物質主義的な見方

以外の見方をすることを妨げた。だから、これら 2 つの

どちらからも、第 5、第 6、第 7 の本質を説明する言葉、

三位一体（三つ組）つまり真の人間、不滅の巡礼者を説

明するのに必要な言葉は得られていない。

　5 番目の本質はマナスであり、シネット氏が採択した

分類で、通常、マインド（精神、理性）と翻訳されている。

他の名前も付けられていて、それは知る者、知覚者、思

考者である。6 番目はブッディ、認識力（discernment）

である。7 番目はアートマまたは霊であり、絶対的存在

からの光線である。英語はマナスが何であるかをある程

度説明するのに十分であるが、ブッディやアートマは説

明する語がなく、マナスに関連する多くのことも描写す

る語がない。

　進化の過程は低級本質を発達させ、ついに他の動物よ

受け取ると、景色全体が視神経の振動に変わり、それが

脳へと消え、脳でマナスはそれらをアイデアとして知覚

することができる。他のすべての器官や感覚も同じよう

にする。マナスと脳の間の結合が遮断された場合、マナ

スが訓練によって肉体からアストラル体を投影する方法

を見つけ、それによって仲間との意思伝達についていく

方法を見つけない限り、知性は現れない。器官と感覚が

対象を認識しないこと、催眠術、メスメリズム、心霊主

義が今、立証された。というのもメスメリズムおよび催

眠術の実験で見られるように、見たり聞いたり影響が感

知される対象の固形物は、多くの場合、施術者の脳に存

在する概念にすぎない。同様に、アストラル体を使用す

るマナスは、他の人に観念を印象づけて、その観念を密

度と重量の通常の作用が続くように見える可視の肉体に

変換することで、見させるだけである。そして催眠術に

は多くの実験があり、そのすべてがいわゆる物質それ自

体は固かったり濃密ではないと証明する。つまり、視覚

はいつも目や物体から発する光線によるのではないとい

うこと、ある正常な脳と器官にとって実体のないものは、

別の脳と器官にとっては実体があるかもしれないという

こと、そして肉体の物質的な影響は観念からのみ生み出

されるかもしれないということである。ただの紙１枚で

水ぶくれを生じる有名な実験または水ぶくれがあるべき

だろうとないべきだろうと、被験者に伝達された考えの

力で、現実に水ぶくれができるのを防ぐことは、マナス

と呼ばれるものの使用が物質に変化をもたらす力がある

と決定的に証明する。しかしこれらの現象はすべて、低

級マナスがアストラル体および第 4 原理である欲望に力

を発揮したのであって、その力を発揮するフィールドと

して肉体を使ったのである。

　生涯のすべての印象を保持し、時には不思議なことに、

トランス状態か夢、錯乱、催眠状態でそれらを表し、通

常の状態でここかしこに、そして非常に多くの場合、肉

体の死の時にそれらを表すのは、この低級マナスである。

だがマナスは脳、記憶、感覚で占められているため、い

つも存在するが、何年もの月日がもたらしたたくさんの

出来事をほとんど思い起こせない。低級マナスは高級マ

ナスの働きを妨げる。なぜなら、進化のちょうど今の時

点で、欲望と欲望に相応するすべての力、機能、感覚が

最も高度に発達しているため、いわばマナスの霊的な側

面の白色光を覆い隠すからである。低級マナスは、思考

の対象であろうと物質的なものであろうと、それによっ

て示された各対象によって色付けされる。つまり、脳を

介して機能する低級マナスは、心的にせよそうでないに

せよ、一度にあらゆる対象の形やその他の特性に変化さ

せられる。そのため、次の 4つの特色を持っている。

第１に、任意の点、客観、主観から自然と飛び去る。

第２に、楽しい考えへと飛んで行く。

第３に、不愉快な考えへと飛んで行く。

第４に、受動的なままで何も考えない。

　１番目は、記憶とマナスの自然な動きによるもので、

２番目と３番目は記憶だけによるもので、第４は異常で

はない場合の睡眠、そして異常な人が心神喪失になりつ

つある場合を意味する。これらすべての低級マナスに属

する精神の特性は、ブッディとアートマに助けられて高

級マナスが戦って征服せねばならないものである。高級

マナスは、もし作用することができるなら、私たちが時々

天才と呼ぶものになる。そして完全にマスターすれば、

神になるかもしれない。しかし記憶が絶えず低級マナス

に心像を示し、その結果、高級マナスは覆い隠されてし

まう。しかし、人生の小道に沿って時々、あちらこちら

で天才や偉大な先見者や預言者である人々が見られるこ

とがある。これらの人々の中でマナスの高次の力は活発

で、その人はその力に啓発されている。過去の偉大な賢

者つまり仏陀、イエス、孔子、ゾロアスターその他の人々

がそうだった。テニソンやロングフェローなどの詩人た

ちもまた、高級マナスが時折、下の人間に明るい光を放っ

ている人たちであるが、マナスが完全に働くのをつねに

妨げて特定の像の記憶を与える教条的な宗教教育により

すぐに遮られてしまう。

　この高次の３つ組に、私たちは各自が上なる神を有す

る。これはアートマで、高級自我と呼ばれるかもしれな

い。

　（アートマの）次はブッディと呼ばれる魂の霊的な部

分である。ブッディはマナスと完全に一体化した時、神

の自我と呼ばれるかもしれない。
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りも優れた、より深い理解力のある脳を持つ人間の形態

を生み出した。しかし、この形態の人間には知性（マイ

ンド）がなく、動物界と自分とを区別し自意識を持つよ

うになる力を与えるために、思考し理解する第 5 の本質

が必要であった。モナドはこれらの形態の中に拘禁され

たのである。モナドはアートマとブッディで構成されて

いる。モナドが存在しなければ、進化は進むことができ

なかった。人類が知性を欠いていた時代にさかのぼると、

「誰が知性を与えたのか？ 知性はどこから来たのか、そし

て何なのか？」という疑問が生じる。知性は、上にある「神

の霊」（*1）と下の人格（the personal）との間のつなぎ

である。知性は、他の世界および世界の系列で幾時代も

前の進化の全過程を経てきた他の人たちによって、知性

のないモナドたちに与えられた。そしてそれゆえに、知

性は太陽系が始まるよりずっと前に成し遂げられ完成し

た他の進化期間から来たのである。これは現代では奇妙

で受け入れられない理論だが、神智学について真実を述

べようとするなら、言わねばならないことである。そし

て他の人たちが以前言ったことだけを伝えている。

　この知性の光が知性のない人々に与えられた方法は、

1 つのろうそくからたくさんのろうそくへ火をともす例

で理解できる。火をつけたろうそく 1 つと、ともしてな

い非常に多くのろうそくについて考えると、1 つの火か

ら他のろうそくも火がつくこととなる。マナスの場合も

同じである。マナスとはろうそくの火だ。肉体、アスト

ラル体、生命、欲望の基本となる 4 つの原理を持ってい

る知性のない人々は、自分自身を照らすことのできない、

火がついていないろうそくである。どんな惑星上でもそ

このすべての人類の兄たちである「智慧の息子たち」は

光を持ち、その光は過去にさかのぼると彼らが他者から

得たものであり、もっとさらにさかのぼると、始めも終

わりもない永久に続く前進の連なりの中で得られた。智

慧の息子たちは結合した低級本質とモナドに火をつけ、

そのようにして新しい人間たちにマナスの火をつけ最後

のイニシエーションのための別の偉大な人種を用意し

た。このマナスの火をつけることは、あらゆる大きな宗

教とフリーメーソンにおいて象徴で表されている。東で

は、祭壇でろうそくを手に持った一人の司祭が現れ、何

千人もの司祭がこのろうそくから自分のろうそくに火を

もらってともす。パールシー（*2）たちにも、他の神聖

な炎から点火した火がある。

　マナスすなわち思考者は、生まれ変わりをする存在で

あり、地球上またはどこか他の場所に住んでいたすべて

のさまざまな生命の成果と真価を運ぶ不滅の存在であ

る。マナスの性質は、肉体に結びつけられるやいなや二

重になる。人間の脳は優れた組織であり、マナスはそれ

を使って前提から結論を下す。このことも、人間を動物

とは別のものとする。と言うのも、動物は自動的でいわ

ゆる本能的な衝動から行動するが、人間は理性を使うこ

とができる。これは思考者つまりマナスの低級な側面で

あり、一部の人が考えるような人間に属する最良で最高

の能力ではない。人間のもっと他の、神智学で言うより

良い側面は、直感的に知るもので、理性に依存していな

い。低級な、そして純粋に知的なものは、欲望の原理に

最も近く、したがって上記の霊的な本質に親和力のある

他の側面とは区別される。思想家（マナス）が完全に知

的になった場合、性質全体が下向きになり始める。ただ

知性だけでは冷たく、無情で、利己的である。なぜなら、

ブッディとアートマという他の 2 つの原理によって明る

く照らされていないからだ。

　マナスの中には、すべての人生の思考が保存されてい

る。つまり、どの人生においても、その生涯のすべての

行為の根底にある思考の総計が、一般的に 1 つの性格と

なるが、1 つかそれ以上の種類に分類されることもあり

得る。つまり、現代のビジネスマンは単に 1 つのタイプ

である。その人の生涯の思考はただ１つの思考の糸を表

している。アーティストは別のタイプである。ビジネス

に従事していても、獲得できなかった権力と名声につい

て多く考えた人も、また別である。自己犠牲的、勇気が

ある、思考する時間のほとんどない貧しい人々の大集団

は、別の明確な部類（クラス）を構成する。これらすべ

ての部類（クラス）において、人生の思考の総量は、人

生という瞑想の流れまたは糸、つまり「心が置かれたも

の」を作り上げ、マナスに蓄積され、どんな人生でもい

つでも再び引き出せる。そして肉体的環境は、その部類

（クラス）の思考が生じる似たような環境となる。

　肉体の器官とその中の真の器官によって見せられた対

象を見るのは、マナスである。開いた目が網膜に画像を

　輪廻転生し、肉体を次々とまとい、次また次と人生の

印象を蓄積し、経験を得てそれを神の自我に加え、莫大

に長い期間苦しみ楽しむ内なる自我は、第５原理つまり

ブッディと統一されていないマナスである。これは、す

べての人に、他の誰かではなく自分自身であるという感

覚を与える恒久的な自我であり、若年期から人生の終わ

りまでの昼夜のすべての変化を通して１つの個性を感じ

させるものである。これは眠りによって作られた隙間を

埋める。同じように、死の眠りによって作られた隙間を

埋める。脳ではなくこのマナスが、私たちを動物の上へ

と上げるのだ。人間の脳の複雑さの深みと多様性は、マ

ナスの存在に起因するのであり、知性のせいではない。

そして、私たちが完全にあるいは時々、霊的魂であるブッ

ディと意識的に一つになった時、いわば神を見ることに

なる。この神は古代人が皆、見たいと望んでいたのだが、

現代人は信じていない。後者はむしろ、偉大な性質であ

るという自分の権利を捨てて、自分たちの幻想だけで作

り出され、弱い人間性とそう変わらない想像上の神を崇

拝することを好む。

　現在の人種におけるこの恒久的な自我は、神智学がそ

の永続性を主張し、そして進化に参加し続ける必要を主

張するため、あらゆる種類の経験を経てきた。恒久的な

自我は、地球が属する球体の連鎖に関係があるすべての

物質をより高い状態へと引き上げるという、果たすべき

義務を持っている。私たちは皆、地球上で文明に続く文

明、人種に続く人種に生きてきたし加わってきた。だか

ら第７番目が完了するまでは、すべてのラウンドと人種

を通してそうしていくのである。同時に、この地球の物

質およびそれに関連する物質は、鉱物の形態の非常に低

い階層のとある例外を除いて、すべての種類の形態を

通ってきたことを覚えておくべきである。しかし概して、

すべての目に見えるもの、または空間に保たれたままで

未だ凝結していないものは、いつしかあらゆる種類の形

態に形作られ、その多くは、現在私たちが見当もつかな

いようなものであった。したがって、進化のプロセスは

いくつかの分野において、前の時代よりも今、もっと急

速に進んでいる。これは、マナスと物質の両方が、活動

の機能を獲得したためである。特に人間に関してそうで

あり、人間はこの進化において、すべてのものや存在の

中で最も先を行っている。人間は今、「皮膚の外衣」を

得るのに何年もかかっていた初期の時代より迅速に受肉

し人生へと投げ出されている。低級マナスは今もなお、

優勢な本質である欲望に縛られているため、普通の人に

とって、この繰り返し何度も人生に転生することは避け

られない。「欲望のマナス」にたいへん影響を受けてい

るため、肉体をまとっている間ずっと継続して惑わされ

ており、このように惑わされることは、一生の間、備え

られた欲望の力の働きを妨げることをできなくする。こ

れらの（欲望の）力は、マナスすなわち生涯の思考によっ

て生み出される。どの思考も、物質的にも精神的にも、

それが根付いている願望とリンクしている。終生、この

ような思考でいっぱいであり、そして死後の休息の期間

が終わると、マナスはその最後の人生の思考のゆえに、

そして非常に多くの思考およびものごとの真の性質への

無知の原因となったのが欲望であったために、無数の電

気的・磁気的糸によってこの世へと縛りつけられている。

人間は真の思考者であり、思考でできているというこの

教えを理解することで、受肉と生まれ変わりに関連ある

その他のすべてのことが明らかになる。内的な人間の体

は思考でてきており、思考が他の場所の人生よりもこの

世の人生に親和性があるならば、この世への再来は避け

られない。

　現在、人類はまだ欲望が最上位にあるため、マナスが

完全に活動的ではない。人類の時代の次のサイクルでは、

マナスは全人類の中で完全に活動的であり発達している

だろう。したがって、この世の人々はまだ自分たちが取

るであろう道を意識的に選択する段階に来ていない。だ

が、言及されたサイクルでは、マナスが活動的となり、

すべての人は右へ行くか左へ行くかの意識的な選択を余

儀なくされ、一方はアートマとの完全で意識的な結合に

導き、もう一方はそれを選んだ人々を絶滅させる。

【訳注】

*1「神の霊」（the Spirit of God）聖書［ヨブ記］27:3, ［創

世記］1:2 ほか

*2 パールシー…8 世紀、イフラム教徒に追われペルシア

からインドのボンベイ（ムンバイ）付近に移り住んだゾ

ロアスター教徒。

7 章　マナス

MANAS

　これまでの人間の性質の分析では、低級な人間を構成

している要素のみを考え、マインド（知性）の問題に触

れずに第 4 の原理または段階つまり欲望にまで達した。

しかし私たちが達した限りを見ても、知性についての普

通の考えと神智学で見られる考えとの間に大きな違いが

あることは明白なはずだ。通常、知性は実体がないと考

えられるか、または発達する思考という脳の働きにつけ

た名前にすぎず、推論するしかない完全に未知の過程と

いうことになっており、または脳がなければ知性はあり

得ないと考えられている。いくつかの知性の働きと属性

を列挙することにかなりの注意が払われたが、この用語

は、人間についての実際の形而上的・霊的な事実を表す

言語に全く欠いている。これらの用語の意味の混乱と貧

弱さは、ほとんど完全に、次のもののせいである。第1に、

理性が是認されない教義やドグマが何世紀にもわたって

断言され押し付けられてきたこと。第 2 に、宗教が科学

にかけた足かせを取り払うやいなや大きくなった、科学

と宗教の間のもっともな闘争である。そして科学は事実

上、現実を扱うことが許されたのである。宗教に対する

反発はおのずと、科学が人間と自然を物質主義的な見方

以外の見方をすることを妨げた。だから、これら 2 つの

どちらからも、第 5、第 6、第 7 の本質を説明する言葉、

三位一体（三つ組）つまり真の人間、不滅の巡礼者を説

明するのに必要な言葉は得られていない。

　5 番目の本質はマナスであり、シネット氏が採択した

分類で、通常、マインド（精神、理性）と翻訳されている。

他の名前も付けられていて、それは知る者、知覚者、思

考者である。6 番目はブッディ、認識力（discernment）

である。7 番目はアートマまたは霊であり、絶対的存在

からの光線である。英語はマナスが何であるかをある程

度説明するのに十分であるが、ブッディやアートマは説

明する語がなく、マナスに関連する多くのことも描写す

る語がない。

　進化の過程は低級本質を発達させ、ついに他の動物よ

受け取ると、景色全体が視神経の振動に変わり、それが

脳へと消え、脳でマナスはそれらをアイデアとして知覚

することができる。他のすべての器官や感覚も同じよう

にする。マナスと脳の間の結合が遮断された場合、マナ

スが訓練によって肉体からアストラル体を投影する方法

を見つけ、それによって仲間との意思伝達についていく

方法を見つけない限り、知性は現れない。器官と感覚が

対象を認識しないこと、催眠術、メスメリズム、心霊主

義が今、立証された。というのもメスメリズムおよび催

眠術の実験で見られるように、見たり聞いたり影響が感

知される対象の固形物は、多くの場合、施術者の脳に存

在する概念にすぎない。同様に、アストラル体を使用す

るマナスは、他の人に観念を印象づけて、その観念を密

度と重量の通常の作用が続くように見える可視の肉体に

変換することで、見させるだけである。そして催眠術に

は多くの実験があり、そのすべてがいわゆる物質それ自

体は固かったり濃密ではないと証明する。つまり、視覚

はいつも目や物体から発する光線によるのではないとい

うこと、ある正常な脳と器官にとって実体のないものは、

別の脳と器官にとっては実体があるかもしれないという

こと、そして肉体の物質的な影響は観念からのみ生み出

されるかもしれないということである。ただの紙１枚で

水ぶくれを生じる有名な実験または水ぶくれがあるべき

だろうとないべきだろうと、被験者に伝達された考えの

力で、現実に水ぶくれができるのを防ぐことは、マナス

と呼ばれるものの使用が物質に変化をもたらす力がある

と決定的に証明する。しかしこれらの現象はすべて、低

級マナスがアストラル体および第 4 原理である欲望に力

を発揮したのであって、その力を発揮するフィールドと

して肉体を使ったのである。

　生涯のすべての印象を保持し、時には不思議なことに、

トランス状態か夢、錯乱、催眠状態でそれらを表し、通

常の状態でここかしこに、そして非常に多くの場合、肉

体の死の時にそれらを表すのは、この低級マナスである。

だがマナスは脳、記憶、感覚で占められているため、い

つも存在するが、何年もの月日がもたらしたたくさんの

出来事をほとんど思い起こせない。低級マナスは高級マ

ナスの働きを妨げる。なぜなら、進化のちょうど今の時

点で、欲望と欲望に相応するすべての力、機能、感覚が

最も高度に発達しているため、いわばマナスの霊的な側

面の白色光を覆い隠すからである。低級マナスは、思考

の対象であろうと物質的なものであろうと、それによっ

て示された各対象によって色付けされる。つまり、脳を

介して機能する低級マナスは、心的にせよそうでないに

せよ、一度にあらゆる対象の形やその他の特性に変化さ

せられる。そのため、次の 4つの特色を持っている。

第１に、任意の点、客観、主観から自然と飛び去る。

第２に、楽しい考えへと飛んで行く。

第３に、不愉快な考えへと飛んで行く。

第４に、受動的なままで何も考えない。

　１番目は、記憶とマナスの自然な動きによるもので、

２番目と３番目は記憶だけによるもので、第４は異常で

はない場合の睡眠、そして異常な人が心神喪失になりつ

つある場合を意味する。これらすべての低級マナスに属

する精神の特性は、ブッディとアートマに助けられて高

級マナスが戦って征服せねばならないものである。高級

マナスは、もし作用することができるなら、私たちが時々

天才と呼ぶものになる。そして完全にマスターすれば、

神になるかもしれない。しかし記憶が絶えず低級マナス

に心像を示し、その結果、高級マナスは覆い隠されてし

まう。しかし、人生の小道に沿って時々、あちらこちら

で天才や偉大な先見者や預言者である人々が見られるこ

とがある。これらの人々の中でマナスの高次の力は活発

で、その人はその力に啓発されている。過去の偉大な賢

者つまり仏陀、イエス、孔子、ゾロアスターその他の人々

がそうだった。テニソンやロングフェローなどの詩人た

ちもまた、高級マナスが時折、下の人間に明るい光を放っ

ている人たちであるが、マナスが完全に働くのをつねに

妨げて特定の像の記憶を与える教条的な宗教教育により

すぐに遮られてしまう。

　この高次の３つ組に、私たちは各自が上なる神を有す

る。これはアートマで、高級自我と呼ばれるかもしれな

い。

　（アートマの）次はブッディと呼ばれる魂の霊的な部

分である。ブッディはマナスと完全に一体化した時、神

の自我と呼ばれるかもしれない。
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りも優れた、より深い理解力のある脳を持つ人間の形態

を生み出した。しかし、この形態の人間には知性（マイ

ンド）がなく、動物界と自分とを区別し自意識を持つよ

うになる力を与えるために、思考し理解する第 5 の本質

が必要であった。モナドはこれらの形態の中に拘禁され

たのである。モナドはアートマとブッディで構成されて

いる。モナドが存在しなければ、進化は進むことができ

なかった。人類が知性を欠いていた時代にさかのぼると、

「誰が知性を与えたのか？ 知性はどこから来たのか、そし

て何なのか？」という疑問が生じる。知性は、上にある「神

の霊」（*1）と下の人格（the personal）との間のつなぎ

である。知性は、他の世界および世界の系列で幾時代も

前の進化の全過程を経てきた他の人たちによって、知性

のないモナドたちに与えられた。そしてそれゆえに、知

性は太陽系が始まるよりずっと前に成し遂げられ完成し

た他の進化期間から来たのである。これは現代では奇妙

で受け入れられない理論だが、神智学について真実を述

べようとするなら、言わねばならないことである。そし

て他の人たちが以前言ったことだけを伝えている。

　この知性の光が知性のない人々に与えられた方法は、

1 つのろうそくからたくさんのろうそくへ火をともす例

で理解できる。火をつけたろうそく 1 つと、ともしてな

い非常に多くのろうそくについて考えると、1 つの火か

ら他のろうそくも火がつくこととなる。マナスの場合も

同じである。マナスとはろうそくの火だ。肉体、アスト

ラル体、生命、欲望の基本となる 4 つの原理を持ってい

る知性のない人々は、自分自身を照らすことのできない、

火がついていないろうそくである。どんな惑星上でもそ

このすべての人類の兄たちである「智慧の息子たち」は

光を持ち、その光は過去にさかのぼると彼らが他者から

得たものであり、もっとさらにさかのぼると、始めも終

わりもない永久に続く前進の連なりの中で得られた。智

慧の息子たちは結合した低級本質とモナドに火をつけ、

そのようにして新しい人間たちにマナスの火をつけ最後

のイニシエーションのための別の偉大な人種を用意し

た。このマナスの火をつけることは、あらゆる大きな宗

教とフリーメーソンにおいて象徴で表されている。東で

は、祭壇でろうそくを手に持った一人の司祭が現れ、何

千人もの司祭がこのろうそくから自分のろうそくに火を

もらってともす。パールシー（*2）たちにも、他の神聖

な炎から点火した火がある。

　マナスすなわち思考者は、生まれ変わりをする存在で

あり、地球上またはどこか他の場所に住んでいたすべて

のさまざまな生命の成果と真価を運ぶ不滅の存在であ

る。マナスの性質は、肉体に結びつけられるやいなや二

重になる。人間の脳は優れた組織であり、マナスはそれ

を使って前提から結論を下す。このことも、人間を動物

とは別のものとする。と言うのも、動物は自動的でいわ

ゆる本能的な衝動から行動するが、人間は理性を使うこ

とができる。これは思考者つまりマナスの低級な側面で

あり、一部の人が考えるような人間に属する最良で最高

の能力ではない。人間のもっと他の、神智学で言うより

良い側面は、直感的に知るもので、理性に依存していな

い。低級な、そして純粋に知的なものは、欲望の原理に

最も近く、したがって上記の霊的な本質に親和力のある

他の側面とは区別される。思想家（マナス）が完全に知

的になった場合、性質全体が下向きになり始める。ただ

知性だけでは冷たく、無情で、利己的である。なぜなら、

ブッディとアートマという他の 2 つの原理によって明る

く照らされていないからだ。

　マナスの中には、すべての人生の思考が保存されてい

る。つまり、どの人生においても、その生涯のすべての

行為の根底にある思考の総計が、一般的に 1 つの性格と

なるが、1 つかそれ以上の種類に分類されることもあり

得る。つまり、現代のビジネスマンは単に 1 つのタイプ

である。その人の生涯の思考はただ１つの思考の糸を表

している。アーティストは別のタイプである。ビジネス

に従事していても、獲得できなかった権力と名声につい

て多く考えた人も、また別である。自己犠牲的、勇気が

ある、思考する時間のほとんどない貧しい人々の大集団

は、別の明確な部類（クラス）を構成する。これらすべ

ての部類（クラス）において、人生の思考の総量は、人

生という瞑想の流れまたは糸、つまり「心が置かれたも

の」を作り上げ、マナスに蓄積され、どんな人生でもい

つでも再び引き出せる。そして肉体的環境は、その部類

（クラス）の思考が生じる似たような環境となる。

　肉体の器官とその中の真の器官によって見せられた対

象を見るのは、マナスである。開いた目が網膜に画像を

　輪廻転生し、肉体を次々とまとい、次また次と人生の

印象を蓄積し、経験を得てそれを神の自我に加え、莫大

に長い期間苦しみ楽しむ内なる自我は、第５原理つまり

ブッディと統一されていないマナスである。これは、す

べての人に、他の誰かではなく自分自身であるという感

覚を与える恒久的な自我であり、若年期から人生の終わ

りまでの昼夜のすべての変化を通して１つの個性を感じ

させるものである。これは眠りによって作られた隙間を

埋める。同じように、死の眠りによって作られた隙間を

埋める。脳ではなくこのマナスが、私たちを動物の上へ

と上げるのだ。人間の脳の複雑さの深みと多様性は、マ

ナスの存在に起因するのであり、知性のせいではない。

そして、私たちが完全にあるいは時々、霊的魂であるブッ

ディと意識的に一つになった時、いわば神を見ることに

なる。この神は古代人が皆、見たいと望んでいたのだが、

現代人は信じていない。後者はむしろ、偉大な性質であ

るという自分の権利を捨てて、自分たちの幻想だけで作

り出され、弱い人間性とそう変わらない想像上の神を崇

拝することを好む。

　現在の人種におけるこの恒久的な自我は、神智学がそ

の永続性を主張し、そして進化に参加し続ける必要を主

張するため、あらゆる種類の経験を経てきた。恒久的な

自我は、地球が属する球体の連鎖に関係があるすべての

物質をより高い状態へと引き上げるという、果たすべき

義務を持っている。私たちは皆、地球上で文明に続く文

明、人種に続く人種に生きてきたし加わってきた。だか

ら第７番目が完了するまでは、すべてのラウンドと人種

を通してそうしていくのである。同時に、この地球の物

質およびそれに関連する物質は、鉱物の形態の非常に低

い階層のとある例外を除いて、すべての種類の形態を

通ってきたことを覚えておくべきである。しかし概して、

すべての目に見えるもの、または空間に保たれたままで

未だ凝結していないものは、いつしかあらゆる種類の形

態に形作られ、その多くは、現在私たちが見当もつかな

いようなものであった。したがって、進化のプロセスは

いくつかの分野において、前の時代よりも今、もっと急

速に進んでいる。これは、マナスと物質の両方が、活動

の機能を獲得したためである。特に人間に関してそうで

あり、人間はこの進化において、すべてのものや存在の

中で最も先を行っている。人間は今、「皮膚の外衣」を

得るのに何年もかかっていた初期の時代より迅速に受肉

し人生へと投げ出されている。低級マナスは今もなお、

優勢な本質である欲望に縛られているため、普通の人に

とって、この繰り返し何度も人生に転生することは避け

られない。「欲望のマナス」にたいへん影響を受けてい

るため、肉体をまとっている間ずっと継続して惑わされ

ており、このように惑わされることは、一生の間、備え

られた欲望の力の働きを妨げることをできなくする。こ

れらの（欲望の）力は、マナスすなわち生涯の思考によっ

て生み出される。どの思考も、物質的にも精神的にも、

それが根付いている願望とリンクしている。終生、この

ような思考でいっぱいであり、そして死後の休息の期間

が終わると、マナスはその最後の人生の思考のゆえに、

そして非常に多くの思考およびものごとの真の性質への

無知の原因となったのが欲望であったために、無数の電

気的・磁気的糸によってこの世へと縛りつけられている。

人間は真の思考者であり、思考でできているというこの

教えを理解することで、受肉と生まれ変わりに関連ある

その他のすべてのことが明らかになる。内的な人間の体

は思考でてきており、思考が他の場所の人生よりもこの

世の人生に親和性があるならば、この世への再来は避け

られない。

　現在、人類はまだ欲望が最上位にあるため、マナスが

完全に活動的ではない。人類の時代の次のサイクルでは、

マナスは全人類の中で完全に活動的であり発達している

だろう。したがって、この世の人々はまだ自分たちが取

るであろう道を意識的に選択する段階に来ていない。だ

が、言及されたサイクルでは、マナスが活動的となり、

すべての人は右へ行くか左へ行くかの意識的な選択を余

儀なくされ、一方はアートマとの完全で意識的な結合に

導き、もう一方はそれを選んだ人々を絶滅させる。

【訳注】

*1「神の霊」（the Spirit of God）聖書［ヨブ記］27:3, ［創

世記］1:2 ほか

*2 パールシー…8 世紀、イフラム教徒に追われペルシア

からインドのボンベイ（ムンバイ）付近に移り住んだゾ

ロアスター教徒。

7 章　マナス

MANAS

　これまでの人間の性質の分析では、低級な人間を構成

している要素のみを考え、マインド（知性）の問題に触

れずに第 4 の原理または段階つまり欲望にまで達した。

しかし私たちが達した限りを見ても、知性についての普

通の考えと神智学で見られる考えとの間に大きな違いが

あることは明白なはずだ。通常、知性は実体がないと考

えられるか、または発達する思考という脳の働きにつけ

た名前にすぎず、推論するしかない完全に未知の過程と

いうことになっており、または脳がなければ知性はあり

得ないと考えられている。いくつかの知性の働きと属性

を列挙することにかなりの注意が払われたが、この用語

は、人間についての実際の形而上的・霊的な事実を表す

言語に全く欠いている。これらの用語の意味の混乱と貧

弱さは、ほとんど完全に、次のもののせいである。第1に、

理性が是認されない教義やドグマが何世紀にもわたって

断言され押し付けられてきたこと。第 2 に、宗教が科学

にかけた足かせを取り払うやいなや大きくなった、科学

と宗教の間のもっともな闘争である。そして科学は事実

上、現実を扱うことが許されたのである。宗教に対する

反発はおのずと、科学が人間と自然を物質主義的な見方

以外の見方をすることを妨げた。だから、これら 2 つの

どちらからも、第 5、第 6、第 7 の本質を説明する言葉、

三位一体（三つ組）つまり真の人間、不滅の巡礼者を説

明するのに必要な言葉は得られていない。

　5 番目の本質はマナスであり、シネット氏が採択した

分類で、通常、マインド（精神、理性）と翻訳されている。

他の名前も付けられていて、それは知る者、知覚者、思

考者である。6 番目はブッディ、認識力（discernment）

である。7 番目はアートマまたは霊であり、絶対的存在

からの光線である。英語はマナスが何であるかをある程

度説明するのに十分であるが、ブッディやアートマは説

明する語がなく、マナスに関連する多くのことも描写す

る語がない。

　進化の過程は低級本質を発達させ、ついに他の動物よ

受け取ると、景色全体が視神経の振動に変わり、それが

脳へと消え、脳でマナスはそれらをアイデアとして知覚

することができる。他のすべての器官や感覚も同じよう

にする。マナスと脳の間の結合が遮断された場合、マナ

スが訓練によって肉体からアストラル体を投影する方法

を見つけ、それによって仲間との意思伝達についていく

方法を見つけない限り、知性は現れない。器官と感覚が

対象を認識しないこと、催眠術、メスメリズム、心霊主

義が今、立証された。というのもメスメリズムおよび催

眠術の実験で見られるように、見たり聞いたり影響が感

知される対象の固形物は、多くの場合、施術者の脳に存

在する概念にすぎない。同様に、アストラル体を使用す

るマナスは、他の人に観念を印象づけて、その観念を密

度と重量の通常の作用が続くように見える可視の肉体に

変換することで、見させるだけである。そして催眠術に

は多くの実験があり、そのすべてがいわゆる物質それ自

体は固かったり濃密ではないと証明する。つまり、視覚

はいつも目や物体から発する光線によるのではないとい

うこと、ある正常な脳と器官にとって実体のないものは、

別の脳と器官にとっては実体があるかもしれないという

こと、そして肉体の物質的な影響は観念からのみ生み出

されるかもしれないということである。ただの紙１枚で

水ぶくれを生じる有名な実験または水ぶくれがあるべき

だろうとないべきだろうと、被験者に伝達された考えの

力で、現実に水ぶくれができるのを防ぐことは、マナス

と呼ばれるものの使用が物質に変化をもたらす力がある

と決定的に証明する。しかしこれらの現象はすべて、低

級マナスがアストラル体および第 4 原理である欲望に力

を発揮したのであって、その力を発揮するフィールドと

して肉体を使ったのである。

　生涯のすべての印象を保持し、時には不思議なことに、

トランス状態か夢、錯乱、催眠状態でそれらを表し、通

常の状態でここかしこに、そして非常に多くの場合、肉

体の死の時にそれらを表すのは、この低級マナスである。

だがマナスは脳、記憶、感覚で占められているため、い

つも存在するが、何年もの月日がもたらしたたくさんの

出来事をほとんど思い起こせない。低級マナスは高級マ

ナスの働きを妨げる。なぜなら、進化のちょうど今の時

点で、欲望と欲望に相応するすべての力、機能、感覚が

最も高度に発達しているため、いわばマナスの霊的な側

面の白色光を覆い隠すからである。低級マナスは、思考

の対象であろうと物質的なものであろうと、それによっ

て示された各対象によって色付けされる。つまり、脳を

介して機能する低級マナスは、心的にせよそうでないに

せよ、一度にあらゆる対象の形やその他の特性に変化さ

せられる。そのため、次の 4つの特色を持っている。

第１に、任意の点、客観、主観から自然と飛び去る。

第２に、楽しい考えへと飛んで行く。

第３に、不愉快な考えへと飛んで行く。

第４に、受動的なままで何も考えない。

　１番目は、記憶とマナスの自然な動きによるもので、

２番目と３番目は記憶だけによるもので、第４は異常で

はない場合の睡眠、そして異常な人が心神喪失になりつ

つある場合を意味する。これらすべての低級マナスに属

する精神の特性は、ブッディとアートマに助けられて高

級マナスが戦って征服せねばならないものである。高級

マナスは、もし作用することができるなら、私たちが時々

天才と呼ぶものになる。そして完全にマスターすれば、

神になるかもしれない。しかし記憶が絶えず低級マナス

に心像を示し、その結果、高級マナスは覆い隠されてし

まう。しかし、人生の小道に沿って時々、あちらこちら

で天才や偉大な先見者や預言者である人々が見られるこ

とがある。これらの人々の中でマナスの高次の力は活発

で、その人はその力に啓発されている。過去の偉大な賢

者つまり仏陀、イエス、孔子、ゾロアスターその他の人々

がそうだった。テニソンやロングフェローなどの詩人た

ちもまた、高級マナスが時折、下の人間に明るい光を放っ

ている人たちであるが、マナスが完全に働くのをつねに

妨げて特定の像の記憶を与える教条的な宗教教育により

すぐに遮られてしまう。

　この高次の３つ組に、私たちは各自が上なる神を有す

る。これはアートマで、高級自我と呼ばれるかもしれな

い。

　（アートマの）次はブッディと呼ばれる魂の霊的な部

分である。ブッディはマナスと完全に一体化した時、神

の自我と呼ばれるかもしれない。



りも優れた、より深い理解力のある脳を持つ人間の形態

を生み出した。しかし、この形態の人間には知性（マイ

ンド）がなく、動物界と自分とを区別し自意識を持つよ

うになる力を与えるために、思考し理解する第 5 の本質

が必要であった。モナドはこれらの形態の中に拘禁され

たのである。モナドはアートマとブッディで構成されて

いる。モナドが存在しなければ、進化は進むことができ

なかった。人類が知性を欠いていた時代にさかのぼると、

「誰が知性を与えたのか？ 知性はどこから来たのか、そし

て何なのか？」という疑問が生じる。知性は、上にある「神

の霊」（*1）と下の人格（the personal）との間のつなぎ

である。知性は、他の世界および世界の系列で幾時代も

前の進化の全過程を経てきた他の人たちによって、知性

のないモナドたちに与えられた。そしてそれゆえに、知

性は太陽系が始まるよりずっと前に成し遂げられ完成し

た他の進化期間から来たのである。これは現代では奇妙

で受け入れられない理論だが、神智学について真実を述

べようとするなら、言わねばならないことである。そし

て他の人たちが以前言ったことだけを伝えている。

　この知性の光が知性のない人々に与えられた方法は、

1 つのろうそくからたくさんのろうそくへ火をともす例

で理解できる。火をつけたろうそく 1 つと、ともしてな

い非常に多くのろうそくについて考えると、1 つの火か

ら他のろうそくも火がつくこととなる。マナスの場合も

同じである。マナスとはろうそくの火だ。肉体、アスト

ラル体、生命、欲望の基本となる 4 つの原理を持ってい

る知性のない人々は、自分自身を照らすことのできない、

火がついていないろうそくである。どんな惑星上でもそ

このすべての人類の兄たちである「智慧の息子たち」は

光を持ち、その光は過去にさかのぼると彼らが他者から

得たものであり、もっとさらにさかのぼると、始めも終

わりもない永久に続く前進の連なりの中で得られた。智

慧の息子たちは結合した低級本質とモナドに火をつけ、

そのようにして新しい人間たちにマナスの火をつけ最後

のイニシエーションのための別の偉大な人種を用意し

た。このマナスの火をつけることは、あらゆる大きな宗

教とフリーメーソンにおいて象徴で表されている。東で

は、祭壇でろうそくを手に持った一人の司祭が現れ、何

千人もの司祭がこのろうそくから自分のろうそくに火を

もらってともす。パールシー（*2）たちにも、他の神聖

な炎から点火した火がある。

　マナスすなわち思考者は、生まれ変わりをする存在で

あり、地球上またはどこか他の場所に住んでいたすべて

のさまざまな生命の成果と真価を運ぶ不滅の存在であ

る。マナスの性質は、肉体に結びつけられるやいなや二

重になる。人間の脳は優れた組織であり、マナスはそれ

を使って前提から結論を下す。このことも、人間を動物

とは別のものとする。と言うのも、動物は自動的でいわ

ゆる本能的な衝動から行動するが、人間は理性を使うこ

とができる。これは思考者つまりマナスの低級な側面で

あり、一部の人が考えるような人間に属する最良で最高

の能力ではない。人間のもっと他の、神智学で言うより

良い側面は、直感的に知るもので、理性に依存していな

い。低級な、そして純粋に知的なものは、欲望の原理に

最も近く、したがって上記の霊的な本質に親和力のある

他の側面とは区別される。思想家（マナス）が完全に知

的になった場合、性質全体が下向きになり始める。ただ

知性だけでは冷たく、無情で、利己的である。なぜなら、

ブッディとアートマという他の 2 つの原理によって明る

く照らされていないからだ。

　マナスの中には、すべての人生の思考が保存されてい

る。つまり、どの人生においても、その生涯のすべての

行為の根底にある思考の総計が、一般的に 1 つの性格と

なるが、1 つかそれ以上の種類に分類されることもあり

得る。つまり、現代のビジネスマンは単に 1 つのタイプ

である。その人の生涯の思考はただ１つの思考の糸を表

している。アーティストは別のタイプである。ビジネス

に従事していても、獲得できなかった権力と名声につい

て多く考えた人も、また別である。自己犠牲的、勇気が

ある、思考する時間のほとんどない貧しい人々の大集団

は、別の明確な部類（クラス）を構成する。これらすべ

ての部類（クラス）において、人生の思考の総量は、人

生という瞑想の流れまたは糸、つまり「心が置かれたも

の」を作り上げ、マナスに蓄積され、どんな人生でもい

つでも再び引き出せる。そして肉体的環境は、その部類

（クラス）の思考が生じる似たような環境となる。

　肉体の器官とその中の真の器官によって見せられた対

象を見るのは、マナスである。開いた目が網膜に画像を
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　輪廻転生し、肉体を次々とまとい、次また次と人生の

印象を蓄積し、経験を得てそれを神の自我に加え、莫大

に長い期間苦しみ楽しむ内なる自我は、第５原理つまり

ブッディと統一されていないマナスである。これは、す

べての人に、他の誰かではなく自分自身であるという感

覚を与える恒久的な自我であり、若年期から人生の終わ

りまでの昼夜のすべての変化を通して１つの個性を感じ

させるものである。これは眠りによって作られた隙間を

埋める。同じように、死の眠りによって作られた隙間を

埋める。脳ではなくこのマナスが、私たちを動物の上へ

と上げるのだ。人間の脳の複雑さの深みと多様性は、マ

ナスの存在に起因するのであり、知性のせいではない。

そして、私たちが完全にあるいは時々、霊的魂であるブッ

ディと意識的に一つになった時、いわば神を見ることに

なる。この神は古代人が皆、見たいと望んでいたのだが、

現代人は信じていない。後者はむしろ、偉大な性質であ

るという自分の権利を捨てて、自分たちの幻想だけで作

り出され、弱い人間性とそう変わらない想像上の神を崇

拝することを好む。

　現在の人種におけるこの恒久的な自我は、神智学がそ

の永続性を主張し、そして進化に参加し続ける必要を主

張するため、あらゆる種類の経験を経てきた。恒久的な

自我は、地球が属する球体の連鎖に関係があるすべての

物質をより高い状態へと引き上げるという、果たすべき

義務を持っている。私たちは皆、地球上で文明に続く文

明、人種に続く人種に生きてきたし加わってきた。だか

ら第７番目が完了するまでは、すべてのラウンドと人種

を通してそうしていくのである。同時に、この地球の物

質およびそれに関連する物質は、鉱物の形態の非常に低

い階層のとある例外を除いて、すべての種類の形態を

通ってきたことを覚えておくべきである。しかし概して、

すべての目に見えるもの、または空間に保たれたままで

未だ凝結していないものは、いつしかあらゆる種類の形

態に形作られ、その多くは、現在私たちが見当もつかな

いようなものであった。したがって、進化のプロセスは

いくつかの分野において、前の時代よりも今、もっと急

速に進んでいる。これは、マナスと物質の両方が、活動

の機能を獲得したためである。特に人間に関してそうで

あり、人間はこの進化において、すべてのものや存在の

中で最も先を行っている。人間は今、「皮膚の外衣」を

得るのに何年もかかっていた初期の時代より迅速に受肉

し人生へと投げ出されている。低級マナスは今もなお、

優勢な本質である欲望に縛られているため、普通の人に

とって、この繰り返し何度も人生に転生することは避け

られない。「欲望のマナス」にたいへん影響を受けてい

るため、肉体をまとっている間ずっと継続して惑わされ

ており、このように惑わされることは、一生の間、備え

られた欲望の力の働きを妨げることをできなくする。こ

れらの（欲望の）力は、マナスすなわち生涯の思考によっ

て生み出される。どの思考も、物質的にも精神的にも、

それが根付いている願望とリンクしている。終生、この

ような思考でいっぱいであり、そして死後の休息の期間

が終わると、マナスはその最後の人生の思考のゆえに、

そして非常に多くの思考およびものごとの真の性質への

無知の原因となったのが欲望であったために、無数の電

気的・磁気的糸によってこの世へと縛りつけられている。

人間は真の思考者であり、思考でできているというこの

教えを理解することで、受肉と生まれ変わりに関連ある

その他のすべてのことが明らかになる。内的な人間の体

は思考でてきており、思考が他の場所の人生よりもこの

世の人生に親和性があるならば、この世への再来は避け

られない。

　現在、人類はまだ欲望が最上位にあるため、マナスが

完全に活動的ではない。人類の時代の次のサイクルでは、

マナスは全人類の中で完全に活動的であり発達している

だろう。したがって、この世の人々はまだ自分たちが取

るであろう道を意識的に選択する段階に来ていない。だ

が、言及されたサイクルでは、マナスが活動的となり、

すべての人は右へ行くか左へ行くかの意識的な選択を余

儀なくされ、一方はアートマとの完全で意識的な結合に

導き、もう一方はそれを選んだ人々を絶滅させる。

【訳注】

*1「神の霊」（the Spirit of God）聖書［ヨブ記］27:3, ［創

世記］1:2 ほか

*2 パールシー…8 世紀、イフラム教徒に追われペルシア
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している要素のみを考え、マインド（知性）の問題に触

れずに第 4 の原理または段階つまり欲望にまで達した。

しかし私たちが達した限りを見ても、知性についての普

通の考えと神智学で見られる考えとの間に大きな違いが

あることは明白なはずだ。通常、知性は実体がないと考

えられるか、または発達する思考という脳の働きにつけ

た名前にすぎず、推論するしかない完全に未知の過程と

いうことになっており、または脳がなければ知性はあり

得ないと考えられている。いくつかの知性の働きと属性

を列挙することにかなりの注意が払われたが、この用語

は、人間についての実際の形而上的・霊的な事実を表す

言語に全く欠いている。これらの用語の意味の混乱と貧

弱さは、ほとんど完全に、次のもののせいである。第1に、

理性が是認されない教義やドグマが何世紀にもわたって

断言され押し付けられてきたこと。第 2 に、宗教が科学

にかけた足かせを取り払うやいなや大きくなった、科学

と宗教の間のもっともな闘争である。そして科学は事実

上、現実を扱うことが許されたのである。宗教に対する

反発はおのずと、科学が人間と自然を物質主義的な見方

以外の見方をすることを妨げた。だから、これら 2 つの

どちらからも、第 5、第 6、第 7 の本質を説明する言葉、

三位一体（三つ組）つまり真の人間、不滅の巡礼者を説

明するのに必要な言葉は得られていない。

　5 番目の本質はマナスであり、シネット氏が採択した

分類で、通常、マインド（精神、理性）と翻訳されている。

他の名前も付けられていて、それは知る者、知覚者、思

考者である。6 番目はブッディ、認識力（discernment）

である。7 番目はアートマまたは霊であり、絶対的存在

からの光線である。英語はマナスが何であるかをある程

度説明するのに十分であるが、ブッディやアートマは説

明する語がなく、マナスに関連する多くのことも描写す

る語がない。

　進化の過程は低級本質を発達させ、ついに他の動物よ

受け取ると、景色全体が視神経の振動に変わり、それが

脳へと消え、脳でマナスはそれらをアイデアとして知覚

することができる。他のすべての器官や感覚も同じよう

にする。マナスと脳の間の結合が遮断された場合、マナ

スが訓練によって肉体からアストラル体を投影する方法

を見つけ、それによって仲間との意思伝達についていく

方法を見つけない限り、知性は現れない。器官と感覚が

対象を認識しないこと、催眠術、メスメリズム、心霊主

義が今、立証された。というのもメスメリズムおよび催

眠術の実験で見られるように、見たり聞いたり影響が感

知される対象の固形物は、多くの場合、施術者の脳に存

在する概念にすぎない。同様に、アストラル体を使用す

るマナスは、他の人に観念を印象づけて、その観念を密

度と重量の通常の作用が続くように見える可視の肉体に

変換することで、見させるだけである。そして催眠術に

は多くの実験があり、そのすべてがいわゆる物質それ自

体は固かったり濃密ではないと証明する。つまり、視覚

はいつも目や物体から発する光線によるのではないとい

うこと、ある正常な脳と器官にとって実体のないものは、

別の脳と器官にとっては実体があるかもしれないという

こと、そして肉体の物質的な影響は観念からのみ生み出

されるかもしれないということである。ただの紙１枚で

水ぶくれを生じる有名な実験または水ぶくれがあるべき

だろうとないべきだろうと、被験者に伝達された考えの

力で、現実に水ぶくれができるのを防ぐことは、マナス

と呼ばれるものの使用が物質に変化をもたらす力がある

と決定的に証明する。しかしこれらの現象はすべて、低

級マナスがアストラル体および第 4 原理である欲望に力

を発揮したのであって、その力を発揮するフィールドと

して肉体を使ったのである。

　生涯のすべての印象を保持し、時には不思議なことに、

トランス状態か夢、錯乱、催眠状態でそれらを表し、通

常の状態でここかしこに、そして非常に多くの場合、肉

体の死の時にそれらを表すのは、この低級マナスである。

だがマナスは脳、記憶、感覚で占められているため、い

つも存在するが、何年もの月日がもたらしたたくさんの

出来事をほとんど思い起こせない。低級マナスは高級マ

ナスの働きを妨げる。なぜなら、進化のちょうど今の時

点で、欲望と欲望に相応するすべての力、機能、感覚が

最も高度に発達しているため、いわばマナスの霊的な側

面の白色光を覆い隠すからである。低級マナスは、思考

の対象であろうと物質的なものであろうと、それによっ

て示された各対象によって色付けされる。つまり、脳を

介して機能する低級マナスは、心的にせよそうでないに

せよ、一度にあらゆる対象の形やその他の特性に変化さ

せられる。そのため、次の 4つの特色を持っている。

第１に、任意の点、客観、主観から自然と飛び去る。

第２に、楽しい考えへと飛んで行く。

第３に、不愉快な考えへと飛んで行く。

第４に、受動的なままで何も考えない。

　１番目は、記憶とマナスの自然な動きによるもので、

２番目と３番目は記憶だけによるもので、第４は異常で

はない場合の睡眠、そして異常な人が心神喪失になりつ

つある場合を意味する。これらすべての低級マナスに属

する精神の特性は、ブッディとアートマに助けられて高

級マナスが戦って征服せねばならないものである。高級

マナスは、もし作用することができるなら、私たちが時々

天才と呼ぶものになる。そして完全にマスターすれば、

神になるかもしれない。しかし記憶が絶えず低級マナス

に心像を示し、その結果、高級マナスは覆い隠されてし

まう。しかし、人生の小道に沿って時々、あちらこちら

で天才や偉大な先見者や預言者である人々が見られるこ

とがある。これらの人々の中でマナスの高次の力は活発

で、その人はその力に啓発されている。過去の偉大な賢

者つまり仏陀、イエス、孔子、ゾロアスターその他の人々

がそうだった。テニソンやロングフェローなどの詩人た

ちもまた、高級マナスが時折、下の人間に明るい光を放っ

ている人たちであるが、マナスが完全に働くのをつねに

妨げて特定の像の記憶を与える教条的な宗教教育により

すぐに遮られてしまう。

　この高次の３つ組に、私たちは各自が上なる神を有す

る。これはアートマで、高級自我と呼ばれるかもしれな

い。

　（アートマの）次はブッディと呼ばれる魂の霊的な部

分である。ブッディはマナスと完全に一体化した時、神

の自我と呼ばれるかもしれない。



神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子

神智学と結婚

【問】　もう一つお聞きしたいことがあります。会員は結

婚しなければいけませんか、または独身でいなければな

りませんか？

【答】　それは人によります。もしあなたがこの世で働き

たいと思っている人のことを言っておられるなら、たと

え、善良で熱心な神智学徒で私達の目的のためのよい働

き手であっても、世間とはもう縁を切り一つのことだけ、

つまり真理を知り他人を助けることだけしか望んでいな

いと思わぬ限り、この人はこの世に自分を縛りつける絆

と望みを持っています。そんな人が、もし当たりよりも

外れのほうがずっと多い結婚というくじにかける危険を

冒してもかまわないと思うなら、結婚すべきではないと

言う理由などありません。多分あなたは、私達が全く結

婚に反対するほどばかばかしく、狂信的だとは思わない

でしょうね。むしろ、実践的オカルティズムに向いてい

るごくわずかな人々の外は、結婚は不道徳にならないた

めの唯一の治療法です。

【問】　なぜ結婚生活をしている時に、オカルトの知識と

力を得ることができないのですか？

【答】　生理学的な質問にお答えするわけにはいきませ

ん。しかし、道徳的な理由に関しては、私には十分だと

思える明らかな答えがあります。人間は二人の主に仕え

ることができますか？　決してできません！　ですか

ら、オカルティズムの追求と配偶者の両方に注意を分け

ることは同じように不可能なのです。そうしようとして

も、きっとどちらもうまく行かないでしょう。実践的オ

カルティズムは冗談事ではなく、とても危険な研究です。

命がけで目的に達するために、まず自分自身をはじめと

してすべてを犠牲にする覚悟がなければなりません。し

かしこれは秘教部門の全会員に当てはまることではあり

ません。私はただ最高のゴールに至る弟子の道を行こう

と決意した人々について言っているだけです。全員では

なくても秘教部門に加わるたいていの人は、来生で本当

にその道に入るために今生で準備している初心者にすぎ

ません。

神智学と教育

【問】　既存の西洋の宗教の不十分なこと、また今は大人

気ですが、嫌われているように思える唯物哲学もある程

度不十分であるというあなたの最も強力な論点の一つ

は、西洋の大都市に不幸と貧しさが明らかに多すぎると

いうことです。しかし、教育と知性の普及によって、こ

の状態を救うために、いろいろな事が行なわれてきたし、

また今も行なわれているということを確かにあなたもお

認めになるに違いありません。

【答】　未来の世代にはそのような「知性の普及」は決し

て有り難く思わないでしょうし、また、あなた方の今の

教育は貧しく飢えている大衆にあまり役に立たないで

しょう。

【問】　私達に時間を下さらなければなりません。大衆の

教育は始めたばかりです。

【答】　大衆の教育が今まで行なわれていなかったとおっ

しゃるなら、キリスト教はいったい、十五世紀以来何を

していたのですか？　キリスト教徒つまりキリスト教に

従う教会と人々がしなければならないことがあったとす

れば、それはまさに教育の仕事ではありませんか？

りも優れた、より深い理解力のある脳を持つ人間の形態

を生み出した。しかし、この形態の人間には知性（マイ

ンド）がなく、動物界と自分とを区別し自意識を持つよ

うになる力を与えるために、思考し理解する第 5 の本質

が必要であった。モナドはこれらの形態の中に拘禁され

たのである。モナドはアートマとブッディで構成されて

いる。モナドが存在しなければ、進化は進むことができ

なかった。人類が知性を欠いていた時代にさかのぼると、

「誰が知性を与えたのか？ 知性はどこから来たのか、そし

て何なのか？」という疑問が生じる。知性は、上にある「神

の霊」（*1）と下の人格（the personal）との間のつなぎ

である。知性は、他の世界および世界の系列で幾時代も

前の進化の全過程を経てきた他の人たちによって、知性

のないモナドたちに与えられた。そしてそれゆえに、知

性は太陽系が始まるよりずっと前に成し遂げられ完成し

た他の進化期間から来たのである。これは現代では奇妙

で受け入れられない理論だが、神智学について真実を述

べようとするなら、言わねばならないことである。そし

て他の人たちが以前言ったことだけを伝えている。

　この知性の光が知性のない人々に与えられた方法は、

1 つのろうそくからたくさんのろうそくへ火をともす例

で理解できる。火をつけたろうそく 1 つと、ともしてな

い非常に多くのろうそくについて考えると、1 つの火か

ら他のろうそくも火がつくこととなる。マナスの場合も

同じである。マナスとはろうそくの火だ。肉体、アスト

ラル体、生命、欲望の基本となる 4 つの原理を持ってい

る知性のない人々は、自分自身を照らすことのできない、

火がついていないろうそくである。どんな惑星上でもそ

このすべての人類の兄たちである「智慧の息子たち」は

光を持ち、その光は過去にさかのぼると彼らが他者から

得たものであり、もっとさらにさかのぼると、始めも終

わりもない永久に続く前進の連なりの中で得られた。智

慧の息子たちは結合した低級本質とモナドに火をつけ、

そのようにして新しい人間たちにマナスの火をつけ最後

のイニシエーションのための別の偉大な人種を用意し

た。このマナスの火をつけることは、あらゆる大きな宗

教とフリーメーソンにおいて象徴で表されている。東で

は、祭壇でろうそくを手に持った一人の司祭が現れ、何

千人もの司祭がこのろうそくから自分のろうそくに火を

もらってともす。パールシー（*2）たちにも、他の神聖

な炎から点火した火がある。

　マナスすなわち思考者は、生まれ変わりをする存在で

あり、地球上またはどこか他の場所に住んでいたすべて

のさまざまな生命の成果と真価を運ぶ不滅の存在であ

る。マナスの性質は、肉体に結びつけられるやいなや二

重になる。人間の脳は優れた組織であり、マナスはそれ

を使って前提から結論を下す。このことも、人間を動物

とは別のものとする。と言うのも、動物は自動的でいわ

ゆる本能的な衝動から行動するが、人間は理性を使うこ

とができる。これは思考者つまりマナスの低級な側面で

あり、一部の人が考えるような人間に属する最良で最高

の能力ではない。人間のもっと他の、神智学で言うより

良い側面は、直感的に知るもので、理性に依存していな

い。低級な、そして純粋に知的なものは、欲望の原理に

最も近く、したがって上記の霊的な本質に親和力のある

他の側面とは区別される。思想家（マナス）が完全に知

的になった場合、性質全体が下向きになり始める。ただ

知性だけでは冷たく、無情で、利己的である。なぜなら、

ブッディとアートマという他の 2 つの原理によって明る

く照らされていないからだ。

　マナスの中には、すべての人生の思考が保存されてい

る。つまり、どの人生においても、その生涯のすべての

行為の根底にある思考の総計が、一般的に 1 つの性格と

なるが、1 つかそれ以上の種類に分類されることもあり

得る。つまり、現代のビジネスマンは単に 1 つのタイプ

である。その人の生涯の思考はただ１つの思考の糸を表

している。アーティストは別のタイプである。ビジネス

に従事していても、獲得できなかった権力と名声につい

て多く考えた人も、また別である。自己犠牲的、勇気が

ある、思考する時間のほとんどない貧しい人々の大集団

は、別の明確な部類（クラス）を構成する。これらすべ

ての部類（クラス）において、人生の思考の総量は、人

生という瞑想の流れまたは糸、つまり「心が置かれたも

の」を作り上げ、マナスに蓄積され、どんな人生でもい

つでも再び引き出せる。そして肉体的環境は、その部類

（クラス）の思考が生じる似たような環境となる。

　肉体の器官とその中の真の器官によって見せられた対

象を見るのは、マナスである。開いた目が網膜に画像を
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　輪廻転生し、肉体を次々とまとい、次また次と人生の

印象を蓄積し、経験を得てそれを神の自我に加え、莫大

に長い期間苦しみ楽しむ内なる自我は、第５原理つまり

ブッディと統一されていないマナスである。これは、す

べての人に、他の誰かではなく自分自身であるという感

覚を与える恒久的な自我であり、若年期から人生の終わ

りまでの昼夜のすべての変化を通して１つの個性を感じ

させるものである。これは眠りによって作られた隙間を

埋める。同じように、死の眠りによって作られた隙間を

埋める。脳ではなくこのマナスが、私たちを動物の上へ

と上げるのだ。人間の脳の複雑さの深みと多様性は、マ

ナスの存在に起因するのであり、知性のせいではない。

そして、私たちが完全にあるいは時々、霊的魂であるブッ

ディと意識的に一つになった時、いわば神を見ることに

なる。この神は古代人が皆、見たいと望んでいたのだが、

現代人は信じていない。後者はむしろ、偉大な性質であ

るという自分の権利を捨てて、自分たちの幻想だけで作

り出され、弱い人間性とそう変わらない想像上の神を崇

拝することを好む。

　現在の人種におけるこの恒久的な自我は、神智学がそ

の永続性を主張し、そして進化に参加し続ける必要を主

張するため、あらゆる種類の経験を経てきた。恒久的な

自我は、地球が属する球体の連鎖に関係があるすべての

物質をより高い状態へと引き上げるという、果たすべき

義務を持っている。私たちは皆、地球上で文明に続く文

明、人種に続く人種に生きてきたし加わってきた。だか

ら第７番目が完了するまでは、すべてのラウンドと人種

を通してそうしていくのである。同時に、この地球の物

質およびそれに関連する物質は、鉱物の形態の非常に低

い階層のとある例外を除いて、すべての種類の形態を

通ってきたことを覚えておくべきである。しかし概して、

すべての目に見えるもの、または空間に保たれたままで

未だ凝結していないものは、いつしかあらゆる種類の形

態に形作られ、その多くは、現在私たちが見当もつかな

いようなものであった。したがって、進化のプロセスは

いくつかの分野において、前の時代よりも今、もっと急

速に進んでいる。これは、マナスと物質の両方が、活動

の機能を獲得したためである。特に人間に関してそうで

あり、人間はこの進化において、すべてのものや存在の

中で最も先を行っている。人間は今、「皮膚の外衣」を

得るのに何年もかかっていた初期の時代より迅速に受肉

し人生へと投げ出されている。低級マナスは今もなお、

優勢な本質である欲望に縛られているため、普通の人に

とって、この繰り返し何度も人生に転生することは避け

られない。「欲望のマナス」にたいへん影響を受けてい

るため、肉体をまとっている間ずっと継続して惑わされ

ており、このように惑わされることは、一生の間、備え

られた欲望の力の働きを妨げることをできなくする。こ

れらの（欲望の）力は、マナスすなわち生涯の思考によっ

て生み出される。どの思考も、物質的にも精神的にも、

それが根付いている願望とリンクしている。終生、この

ような思考でいっぱいであり、そして死後の休息の期間

が終わると、マナスはその最後の人生の思考のゆえに、

そして非常に多くの思考およびものごとの真の性質への

無知の原因となったのが欲望であったために、無数の電

気的・磁気的糸によってこの世へと縛りつけられている。

人間は真の思考者であり、思考でできているというこの

教えを理解することで、受肉と生まれ変わりに関連ある

その他のすべてのことが明らかになる。内的な人間の体

は思考でてきており、思考が他の場所の人生よりもこの

世の人生に親和性があるならば、この世への再来は避け

られない。

　現在、人類はまだ欲望が最上位にあるため、マナスが

完全に活動的ではない。人類の時代の次のサイクルでは、

マナスは全人類の中で完全に活動的であり発達している

だろう。したがって、この世の人々はまだ自分たちが取

るであろう道を意識的に選択する段階に来ていない。だ

が、言及されたサイクルでは、マナスが活動的となり、

すべての人は右へ行くか左へ行くかの意識的な選択を余

儀なくされ、一方はアートマとの完全で意識的な結合に

導き、もう一方はそれを選んだ人々を絶滅させる。

【訳注】

*1「神の霊」（the Spirit of God）聖書［ヨブ記］27:3, ［創

世記］1:2 ほか

*2 パールシー…8 世紀、イフラム教徒に追われペルシア

からインドのボンベイ（ムンバイ）付近に移り住んだゾ

ロアスター教徒。

の学校はみなこのようなつまらぬものになるでしょう。

思考や推理力の本当の健全な養成に関しては、すべてが

テストの結果によって判断されなければならない間は不

可能なことです。もう一度言いますが、学校教育は性格

の形成、特に道徳的性質の形成に最も重要なことです。

最初から最後まであなた方の近代教育制度は、いわゆる、

科学の大発見、すなわち「生存競争」と「適者生存」に

基づいています。幼い時からずっと、すべての人は実際

の例と経験、それから直接の教えによってそれらの原理

を叩き込まれました。それでついに、「自己」、低級な人

格的動物我が人生の至上の目的であるという考えを、自

分の心から消し去ることができなくなります。これがあ

なた方も認めるように、あとの不幸、犯罪、無情な利己

主義などすべての原因となることでしょう。繰り返して

言ったように、利己主義こそ人類の呪いであり、人生の

あらゆる不幸と犯罪を生む親です。このような利己主義

の温床があなた方の学校です。

【問】　一般論としてはすべてたいへん結構ですが、二、

三の事実も知りたいと思いますし、これを改善する方法

も教えてください。

【答】　分かりました、あなたが満足のいくようにご説明

しましょう。学校組織には三つの大きな区別があります。

すなわち公立小学校、中産階級の学校、上流階級のため

の全寮制のパブリックスクールで、非常に商業的なもの

から、理想主義的で古典的なものに至るまで様々あり、

その中間的なものもあります。実際的で商業的な学校は

近代的な者を生み、古い伝統的な学校は小学校の教師達

の制度にまでその重苦しく体裁のよい影響を及ぼしま

す。ここで、明らかに科学的、俗物的で商業的なものが、

疲れ果てた伝統的で古典的なものと置き替わりつつある

ことが分かります。その理由は深く探すには当たりませ

ん。この派の教育の目的は十九世紀の至高者であるお金

にあります。拝金主義者達の脳みそのエネルギーはすべ

て一点に集中されており、従ってある程度の教育を受け

た投機的な知性をもつ少数の人々は、まとまった軍隊と

なります。その軍隊は無知で単純な大衆を餌にするよう

に訓練されています。大衆は自分より強い同胞に押さえ

つけられ、生き血を吸われ寄食されるように運命づけら

れているのです。このような訓練は神智学に反するだけ

ではなく、キリスト教にも違反します。この派の教育の

直接の結果としては、金儲け機械とハートのない利己的

人間がありあまることになります。その人達は、自分の

仲間を食い物にするよう注意深く訓練されて、自分より

弱い同胞の無知を利用する動物共です。

【問】　しかしながら、私達の優れたパブリックスクール

ではそんなことはありません。

【答】　確かに、全く同じとは言えないかもしれません。

しかし、形は違っても息づいている精神は同じです。イー

トン校やハロー校が科学者や神学者を輩出しても、非神

智学的で非キリスト教的です。

【問】　まさかあなたはイートンやハローを商業的とは言

わないでしようね。

【答】　言いません。もちろん、古典的制度は何よりもま

ず「立派な」もので、今曰ではいくらかよい実を結んで

います。古典的制度では知的教育だけではなく、社会教

育も受けられ、私達のパプリックスクールではいまだに

気に入られています。従って貴族や裕福な親のなまくら

な子供達はそのような学校へ行って、「血筋のよい」階

級や金持ち階級の他の若い人達に出会うことは非常に重

視されます。しかし不幸にも、その学校へ入学するには

大競争があります。成り金階級が増えているし、貧しい

けれど賢い子供達は豊かな奨学金で上級学校に入り、さ

らに奨学金で大学まで行こうとするからです。

【問】　この考えによれば、金持ちの「ばか者」は貧しい

仲間よりもっと一生懸命勉強しなければなりませんね。

【答】　そうです。けれどもおかしなことに、「適者生存」

の信条を信ずる上流階級の人達はその教義を実行しませ

ん。なぜなら、彼等は全力を尽くして不適当な我が子を

適当な者の代わりにさせようとします。ですから、優れ

た教師を高額な報酬で利口な生徒の中から引き抜き、お

およそ勉強には不向きな自分達の子供のためだけに受験

のための詰め込み教育を指導させます。結局、そのよう

な子供達は自分にふさわしくない職業に就くことになる

ので、教育は何の役にも立ちません。

【問】　それは何のせいだと思いますか？

【答】　これはすべて青少年の生まれつきの性質や能力を

考慮せず、親の期待通りに育てようとする有害な制度に

よります。このような進歩的な学習の楽園の哀れな幼い

志願者は、ほとんど保育園からまっすぐに紳士の息子達

となる予備校へ入って行きます。ここで彼は物質的知性

工場の労働者である教師にすぐにつかまえられ、ラテン

語やフランス語やギリシア語の初歩や歴史の年代表など

を詰め込まれます。そしてもし、その子がいくらか天才

であれば、カーライルが「役に立たぬ死語」と言ったロー

ラーで急速に絞り出されます。

【問】　しかし、子供は「役に立たぬ死語」の外に何かを

教えられるでしょう。そして神智学協会に入らないまで

も、神智学に辿りつけるものもたくさん学ぶでしょう。

【答】　あまり学ばないと思います。例えば、歴史につい

て言えば、他の国に対して鋼鉄の鎧のような偏見に満ち

た知識しか学ばないでしょう。それから年代順に、国民

的憎悪と残忍さの泥水につけられることでしょう。あな

たはきっと、それを神智学とは言われないでしょう。

【問】　その他の不満はなんですか？

【答】　普通の歴史の外に、いわゆる聖書の事実を中途半

端に学んでいますが、聖書の事実を学ぶのに全く知性を

使いません。それは単に記憶の練習で、教師の問う「なぜ」

は状況についての「なぜ」であって、理由を問いただし

ているのではありません。

【問】　そうです。しかしあなたは以前、懐疑論者や無神

論者の数が増えているとおっしゃいました。ですから、

あなたがそんなに非難される学校で訓練された人々でさ

え、自分の力で考えることを学んでいると思います。

【答】　そうです。しかし、それはむしろこの教育制度に

よるのではなく、健全な反動によるものです。私達の協

会ではどんな宗教の偏屈者よりも、懐疑論者を選びます

し、極端な無神論者でさえ、ましだと思います。懐疑論

者の心はいつも真理に対して開かれています。けれども

真理は、太陽がふくろうを盲目にするように、宗教的偏

屈者を盲目にします。私達の仲間のいちばんよい人達、

すなわち最も真理を愛し、博愛で正直な人達は懐疑論者

と無神論者（人格神を信じない人達）であったし、今も

そうです。しかし、少年達や少女達には自由な考えはあ

りません。一般に早期教育は、狭くなり歪められた心と

いう跡を残します。適正で健全な教育制度は、論理的で

鋭い考え方で厳しく訓練された活発で自由な心を生み出

すはずで、盲目的な信仰を教え込むのではありません。

子供達に日曜日には聖書の奇跡を信じるように命じ、平

日の六日間は奇跡のようなことは科学的に不可能だと教

えて、あなた方の子供達の推理能力を曲げてしまって、

どんなよい結果を期待できるでしょう？

【問】　では、どうしたらよいのですか？

【答】　もし私達にお金があれば、読み書きはできても生

活は立てられない人ではなく、何か違う人間を生み出す

学校を建てたいと思います。とりわけ子供達には、独立

独行の精神、あらゆる人々への愛、無我、助け合い、そ

して何よりも自分で考え、推論することを教えるべきで

す。全くの機械的な暗記は最小限にし、内的感覚、能力、

潜在力を発達させることに時間を用いるようにします。

子供一人ひとりを個人として扱い、その子の特別な素質

が完全で自然な発達をするために、力がいちばん調和し

バランスをとって発達するように教育するよう努力しま

す。私達は知的に、精神的に自由であらゆる点で偏見を

もたず、とりわけ利己心を脱した自由な男女を作り出す

ことを目的とすべきです。そして正しい神智学的教育に

よってこのことすべてとは言えなくても、多くを得るこ

とができると思います。

7 章　マナス

MANAS

　これまでの人間の性質の分析では、低級な人間を構成

している要素のみを考え、マインド（知性）の問題に触

れずに第 4 の原理または段階つまり欲望にまで達した。

しかし私たちが達した限りを見ても、知性についての普

通の考えと神智学で見られる考えとの間に大きな違いが

あることは明白なはずだ。通常、知性は実体がないと考

えられるか、または発達する思考という脳の働きにつけ

た名前にすぎず、推論するしかない完全に未知の過程と

いうことになっており、または脳がなければ知性はあり

得ないと考えられている。いくつかの知性の働きと属性

を列挙することにかなりの注意が払われたが、この用語

は、人間についての実際の形而上的・霊的な事実を表す

言語に全く欠いている。これらの用語の意味の混乱と貧

弱さは、ほとんど完全に、次のもののせいである。第1に、

理性が是認されない教義やドグマが何世紀にもわたって

断言され押し付けられてきたこと。第 2 に、宗教が科学

にかけた足かせを取り払うやいなや大きくなった、科学

と宗教の間のもっともな闘争である。そして科学は事実

上、現実を扱うことが許されたのである。宗教に対する

反発はおのずと、科学が人間と自然を物質主義的な見方

以外の見方をすることを妨げた。だから、これら 2 つの

どちらからも、第 5、第 6、第 7 の本質を説明する言葉、

三位一体（三つ組）つまり真の人間、不滅の巡礼者を説

明するのに必要な言葉は得られていない。

　5 番目の本質はマナスであり、シネット氏が採択した

分類で、通常、マインド（精神、理性）と翻訳されている。

他の名前も付けられていて、それは知る者、知覚者、思

考者である。6 番目はブッディ、認識力（discernment）

である。7 番目はアートマまたは霊であり、絶対的存在

からの光線である。英語はマナスが何であるかをある程

度説明するのに十分であるが、ブッディやアートマは説

明する語がなく、マナスに関連する多くのことも描写す

る語がない。

　進化の過程は低級本質を発達させ、ついに他の動物よ

受け取ると、景色全体が視神経の振動に変わり、それが

脳へと消え、脳でマナスはそれらをアイデアとして知覚

することができる。他のすべての器官や感覚も同じよう

にする。マナスと脳の間の結合が遮断された場合、マナ

スが訓練によって肉体からアストラル体を投影する方法

を見つけ、それによって仲間との意思伝達についていく

方法を見つけない限り、知性は現れない。器官と感覚が

対象を認識しないこと、催眠術、メスメリズム、心霊主

義が今、立証された。というのもメスメリズムおよび催

眠術の実験で見られるように、見たり聞いたり影響が感

知される対象の固形物は、多くの場合、施術者の脳に存

在する概念にすぎない。同様に、アストラル体を使用す

るマナスは、他の人に観念を印象づけて、その観念を密

度と重量の通常の作用が続くように見える可視の肉体に

変換することで、見させるだけである。そして催眠術に

は多くの実験があり、そのすべてがいわゆる物質それ自

体は固かったり濃密ではないと証明する。つまり、視覚

はいつも目や物体から発する光線によるのではないとい

うこと、ある正常な脳と器官にとって実体のないものは、

別の脳と器官にとっては実体があるかもしれないという

こと、そして肉体の物質的な影響は観念からのみ生み出

されるかもしれないということである。ただの紙１枚で

水ぶくれを生じる有名な実験または水ぶくれがあるべき

だろうとないべきだろうと、被験者に伝達された考えの

力で、現実に水ぶくれができるのを防ぐことは、マナス

と呼ばれるものの使用が物質に変化をもたらす力がある

と決定的に証明する。しかしこれらの現象はすべて、低

級マナスがアストラル体および第 4 原理である欲望に力

を発揮したのであって、その力を発揮するフィールドと

して肉体を使ったのである。

　生涯のすべての印象を保持し、時には不思議なことに、

トランス状態か夢、錯乱、催眠状態でそれらを表し、通

常の状態でここかしこに、そして非常に多くの場合、肉

体の死の時にそれらを表すのは、この低級マナスである。

だがマナスは脳、記憶、感覚で占められているため、い

つも存在するが、何年もの月日がもたらしたたくさんの

出来事をほとんど思い起こせない。低級マナスは高級マ

ナスの働きを妨げる。なぜなら、進化のちょうど今の時

点で、欲望と欲望に相応するすべての力、機能、感覚が

最も高度に発達しているため、いわばマナスの霊的な側

面の白色光を覆い隠すからである。低級マナスは、思考

の対象であろうと物質的なものであろうと、それによっ

て示された各対象によって色付けされる。つまり、脳を

介して機能する低級マナスは、心的にせよそうでないに

せよ、一度にあらゆる対象の形やその他の特性に変化さ

せられる。そのため、次の 4つの特色を持っている。

第１に、任意の点、客観、主観から自然と飛び去る。

第２に、楽しい考えへと飛んで行く。

第３に、不愉快な考えへと飛んで行く。

第４に、受動的なままで何も考えない。

　１番目は、記憶とマナスの自然な動きによるもので、

２番目と３番目は記憶だけによるもので、第４は異常で

はない場合の睡眠、そして異常な人が心神喪失になりつ

つある場合を意味する。これらすべての低級マナスに属

する精神の特性は、ブッディとアートマに助けられて高

級マナスが戦って征服せねばならないものである。高級

マナスは、もし作用することができるなら、私たちが時々

天才と呼ぶものになる。そして完全にマスターすれば、

神になるかもしれない。しかし記憶が絶えず低級マナス

に心像を示し、その結果、高級マナスは覆い隠されてし

まう。しかし、人生の小道に沿って時々、あちらこちら

で天才や偉大な先見者や預言者である人々が見られるこ

とがある。これらの人々の中でマナスの高次の力は活発

で、その人はその力に啓発されている。過去の偉大な賢

者つまり仏陀、イエス、孔子、ゾロアスターその他の人々

がそうだった。テニソンやロングフェローなどの詩人た

ちもまた、高級マナスが時折、下の人間に明るい光を放っ

ている人たちであるが、マナスが完全に働くのをつねに

妨げて特定の像の記憶を与える教条的な宗教教育により

すぐに遮られてしまう。

　この高次の３つ組に、私たちは各自が上なる神を有す

る。これはアートマで、高級自我と呼ばれるかもしれな

い。

　（アートマの）次はブッディと呼ばれる魂の霊的な部

分である。ブッディはマナスと完全に一体化した時、神

の自我と呼ばれるかもしれない。

【問】　ええ、おっしゃる通りですが……。

【答】　広い観点からこの教育の問題を考えましょう。そ

してあなた方の自慢する様々な改善が益よりも害を与え

ていることを私は証明しましょう。貧しい階級の子供達

の学校はあまり有益ではありませんが、その子供達が生

きていかなければならない、あなた方の近代社会のひど

い環境に比べればましです。実践的神智学をわずかでも

注ぎ込めば、無益な知識を教え込むよりも、苦しんでい

る大衆の人生に百倍以上も助けとなりましょう。

【問】　しかし……。

【答】　どうぞ、最後まで言わせて下さい。私達神智学徒

が深く感じている問題をあなたは提供されました。それ

で私は言うだけのことは言わなければなりません。スラ

ム街で育ち、どぶ板の上で遊び、絶え間ない粗暴な身振

りや言葉の中で生きている小さな子供が、絵やきれいな

花が飾ってある、明るく清潔な学校に毎日通うことはた

いへんよいことだと私も認めます。学校では清潔でやさ

しく、行儀のよいことを学び、歌ったり遊んだりするこ

とを覚え、知性を目覚めさせるおもちゃを与えられ、指

を器用に使うことを習い、しかめっ面ではなく微笑んで

話しかけられ、口汚なく罵 ( ののし ) られずにやさしく

叱られ上手になだめられます。このようなことはすべて

子供達を人間らしく、脳を目覚めさせ、知的、道徳的影

響に対して敏感にします。そのよう学校は完全な理想と

は言えないかもしれませんが、家庭に比べれば天国です。

そして学校はだんだんと家庭に影響を与えます。これは

多くの公立小学校の実態ですが、やはりあなた方の教育

制度は最悪だと言えます。

【問】　それはそうとして、お続け下さい。

【答】　近代教育の本当の目的とは何ですか？　心を正し

い方向に向け発達させること、貧しい不幸な人々にカル

マによって決められた人生の重荷を毅然 ( きぜん ) とし

て担って行くように教えること、意志を強くすること、

隣人を愛すること、相互援助と同胞愛を教え込むこと、

こうして実際生活のために子供の性格を訓練し形成する

ことではありませんか？　そんなことは少しも行なわれ

てはいませんが、こういうことが疑いもなく本当の教育

の目的です。このことを否定する者は一人もいません。

あなた方の教育学者はみなそれを認めますし、教育の本

当の目的についてたいへん幸せそうに話しています。し

かし彼等の活動の実際の結果はどうでしょうか？　すべ

ての子供達、さらには教師達でさえも「近代教育の目的

は試験にパスすることだ」と一斉に答えます。この制度

は正しい競争心を発達させることではなく、嫉妬、羨 ( う

らや ) み、ほとんど憎しみに近い感情を若い人達お互い

の中に起こすことであって、親切な気持ちではなく名誉

や報酬のための闘争、激しい利己心を基とした人生のた

めの訓練をすることになります。

【問】　その点ではおっしゃる通りだと思います。

【答】　近代の青少年が恐れるそのような試験とは何で

しょうか？　試験はあなた方の学校教育の結果を表にす

るための分類法でしかありません。言い換えれば、試験

とは近代科学的方法を、知力のある動物としての人間に

実際に適用しているものです。さて、知性は脳を構成す

る物質の機械的相互作用の結果であると科学は教えま

す。従って、近代教育はほとんど機械的なもの、すなわ

ち知性を組み立てるための一種の自動機械であるという

ことは当然の結果です。試験が生み出す教育は単に肉体

的記憶の訓練にすぎないということが、試験を少しでも

経験すれば分かります。そして遅かれ早かれ、あなた方



神智学と結婚

【問】　もう一つお聞きしたいことがあります。会員は結

婚しなければいけませんか、または独身でいなければな

りませんか？

【答】　それは人によります。もしあなたがこの世で働き

たいと思っている人のことを言っておられるなら、たと

え、善良で熱心な神智学徒で私達の目的のためのよい働

き手であっても、世間とはもう縁を切り一つのことだけ、

つまり真理を知り他人を助けることだけしか望んでいな

いと思わぬ限り、この人はこの世に自分を縛りつける絆

と望みを持っています。そんな人が、もし当たりよりも

外れのほうがずっと多い結婚というくじにかける危険を

冒してもかまわないと思うなら、結婚すべきではないと

言う理由などありません。多分あなたは、私達が全く結

婚に反対するほどばかばかしく、狂信的だとは思わない

でしょうね。むしろ、実践的オカルティズムに向いてい

るごくわずかな人々の外は、結婚は不道徳にならないた

めの唯一の治療法です。

【問】　なぜ結婚生活をしている時に、オカルトの知識と

力を得ることができないのですか？

【答】　生理学的な質問にお答えするわけにはいきませ

ん。しかし、道徳的な理由に関しては、私には十分だと

思える明らかな答えがあります。人間は二人の主に仕え

ることができますか？　決してできません！　ですか

ら、オカルティズムの追求と配偶者の両方に注意を分け

ることは同じように不可能なのです。そうしようとして

も、きっとどちらもうまく行かないでしょう。実践的オ

カルティズムは冗談事ではなく、とても危険な研究です。

命がけで目的に達するために、まず自分自身をはじめと

してすべてを犠牲にする覚悟がなければなりません。し

かしこれは秘教部門の全会員に当てはまることではあり

ません。私はただ最高のゴールに至る弟子の道を行こう

と決意した人々について言っているだけです。全員では

なくても秘教部門に加わるたいていの人は、来生で本当

にその道に入るために今生で準備している初心者にすぎ

ません。

神智学と教育

【問】　既存の西洋の宗教の不十分なこと、また今は大人

気ですが、嫌われているように思える唯物哲学もある程

度不十分であるというあなたの最も強力な論点の一つ

は、西洋の大都市に不幸と貧しさが明らかに多すぎると

いうことです。しかし、教育と知性の普及によって、こ

の状態を救うために、いろいろな事が行なわれてきたし、

また今も行なわれているということを確かにあなたもお

認めになるに違いありません。

【答】　未来の世代にはそのような「知性の普及」は決し

て有り難く思わないでしょうし、また、あなた方の今の

教育は貧しく飢えている大衆にあまり役に立たないで

しょう。

【問】　私達に時間を下さらなければなりません。大衆の

教育は始めたばかりです。

【答】　大衆の教育が今まで行なわれていなかったとおっ

しゃるなら、キリスト教はいったい、十五世紀以来何を

していたのですか？　キリスト教徒つまりキリスト教に

従う教会と人々がしなければならないことがあったとす

れば、それはまさに教育の仕事ではありませんか？

りも優れた、より深い理解力のある脳を持つ人間の形態

を生み出した。しかし、この形態の人間には知性（マイ

ンド）がなく、動物界と自分とを区別し自意識を持つよ

うになる力を与えるために、思考し理解する第 5 の本質

が必要であった。モナドはこれらの形態の中に拘禁され

たのである。モナドはアートマとブッディで構成されて

いる。モナドが存在しなければ、進化は進むことができ

なかった。人類が知性を欠いていた時代にさかのぼると、

「誰が知性を与えたのか？ 知性はどこから来たのか、そし

て何なのか？」という疑問が生じる。知性は、上にある「神

の霊」（*1）と下の人格（the personal）との間のつなぎ

である。知性は、他の世界および世界の系列で幾時代も

前の進化の全過程を経てきた他の人たちによって、知性

のないモナドたちに与えられた。そしてそれゆえに、知

性は太陽系が始まるよりずっと前に成し遂げられ完成し

た他の進化期間から来たのである。これは現代では奇妙

で受け入れられない理論だが、神智学について真実を述

べようとするなら、言わねばならないことである。そし

て他の人たちが以前言ったことだけを伝えている。

　この知性の光が知性のない人々に与えられた方法は、

1 つのろうそくからたくさんのろうそくへ火をともす例

で理解できる。火をつけたろうそく 1 つと、ともしてな

い非常に多くのろうそくについて考えると、1 つの火か

ら他のろうそくも火がつくこととなる。マナスの場合も

同じである。マナスとはろうそくの火だ。肉体、アスト

ラル体、生命、欲望の基本となる 4 つの原理を持ってい

る知性のない人々は、自分自身を照らすことのできない、

火がついていないろうそくである。どんな惑星上でもそ

このすべての人類の兄たちである「智慧の息子たち」は

光を持ち、その光は過去にさかのぼると彼らが他者から

得たものであり、もっとさらにさかのぼると、始めも終

わりもない永久に続く前進の連なりの中で得られた。智

慧の息子たちは結合した低級本質とモナドに火をつけ、

そのようにして新しい人間たちにマナスの火をつけ最後

のイニシエーションのための別の偉大な人種を用意し

た。このマナスの火をつけることは、あらゆる大きな宗

教とフリーメーソンにおいて象徴で表されている。東で

は、祭壇でろうそくを手に持った一人の司祭が現れ、何

千人もの司祭がこのろうそくから自分のろうそくに火を

もらってともす。パールシー（*2）たちにも、他の神聖

な炎から点火した火がある。

　マナスすなわち思考者は、生まれ変わりをする存在で

あり、地球上またはどこか他の場所に住んでいたすべて

のさまざまな生命の成果と真価を運ぶ不滅の存在であ

る。マナスの性質は、肉体に結びつけられるやいなや二

重になる。人間の脳は優れた組織であり、マナスはそれ

を使って前提から結論を下す。このことも、人間を動物

とは別のものとする。と言うのも、動物は自動的でいわ

ゆる本能的な衝動から行動するが、人間は理性を使うこ

とができる。これは思考者つまりマナスの低級な側面で

あり、一部の人が考えるような人間に属する最良で最高

の能力ではない。人間のもっと他の、神智学で言うより

良い側面は、直感的に知るもので、理性に依存していな

い。低級な、そして純粋に知的なものは、欲望の原理に

最も近く、したがって上記の霊的な本質に親和力のある

他の側面とは区別される。思想家（マナス）が完全に知

的になった場合、性質全体が下向きになり始める。ただ

知性だけでは冷たく、無情で、利己的である。なぜなら、

ブッディとアートマという他の 2 つの原理によって明る

く照らされていないからだ。

　マナスの中には、すべての人生の思考が保存されてい

る。つまり、どの人生においても、その生涯のすべての

行為の根底にある思考の総計が、一般的に 1 つの性格と

なるが、1 つかそれ以上の種類に分類されることもあり

得る。つまり、現代のビジネスマンは単に 1 つのタイプ

である。その人の生涯の思考はただ１つの思考の糸を表

している。アーティストは別のタイプである。ビジネス

に従事していても、獲得できなかった権力と名声につい

て多く考えた人も、また別である。自己犠牲的、勇気が

ある、思考する時間のほとんどない貧しい人々の大集団

は、別の明確な部類（クラス）を構成する。これらすべ

ての部類（クラス）において、人生の思考の総量は、人

生という瞑想の流れまたは糸、つまり「心が置かれたも

の」を作り上げ、マナスに蓄積され、どんな人生でもい

つでも再び引き出せる。そして肉体的環境は、その部類

（クラス）の思考が生じる似たような環境となる。

　肉体の器官とその中の真の器官によって見せられた対

象を見るのは、マナスである。開いた目が網膜に画像を

　輪廻転生し、肉体を次々とまとい、次また次と人生の

印象を蓄積し、経験を得てそれを神の自我に加え、莫大

に長い期間苦しみ楽しむ内なる自我は、第５原理つまり

ブッディと統一されていないマナスである。これは、す

べての人に、他の誰かではなく自分自身であるという感

覚を与える恒久的な自我であり、若年期から人生の終わ

りまでの昼夜のすべての変化を通して１つの個性を感じ

させるものである。これは眠りによって作られた隙間を

埋める。同じように、死の眠りによって作られた隙間を

埋める。脳ではなくこのマナスが、私たちを動物の上へ

と上げるのだ。人間の脳の複雑さの深みと多様性は、マ

ナスの存在に起因するのであり、知性のせいではない。

そして、私たちが完全にあるいは時々、霊的魂であるブッ

ディと意識的に一つになった時、いわば神を見ることに

なる。この神は古代人が皆、見たいと望んでいたのだが、

現代人は信じていない。後者はむしろ、偉大な性質であ

るという自分の権利を捨てて、自分たちの幻想だけで作

り出され、弱い人間性とそう変わらない想像上の神を崇

拝することを好む。

　現在の人種におけるこの恒久的な自我は、神智学がそ

の永続性を主張し、そして進化に参加し続ける必要を主

張するため、あらゆる種類の経験を経てきた。恒久的な

自我は、地球が属する球体の連鎖に関係があるすべての

物質をより高い状態へと引き上げるという、果たすべき

義務を持っている。私たちは皆、地球上で文明に続く文

明、人種に続く人種に生きてきたし加わってきた。だか

ら第７番目が完了するまでは、すべてのラウンドと人種

を通してそうしていくのである。同時に、この地球の物

質およびそれに関連する物質は、鉱物の形態の非常に低

い階層のとある例外を除いて、すべての種類の形態を

通ってきたことを覚えておくべきである。しかし概して、

すべての目に見えるもの、または空間に保たれたままで

未だ凝結していないものは、いつしかあらゆる種類の形

態に形作られ、その多くは、現在私たちが見当もつかな

いようなものであった。したがって、進化のプロセスは

いくつかの分野において、前の時代よりも今、もっと急

速に進んでいる。これは、マナスと物質の両方が、活動

の機能を獲得したためである。特に人間に関してそうで

あり、人間はこの進化において、すべてのものや存在の

中で最も先を行っている。人間は今、「皮膚の外衣」を

得るのに何年もかかっていた初期の時代より迅速に受肉

し人生へと投げ出されている。低級マナスは今もなお、

優勢な本質である欲望に縛られているため、普通の人に

とって、この繰り返し何度も人生に転生することは避け

られない。「欲望のマナス」にたいへん影響を受けてい

るため、肉体をまとっている間ずっと継続して惑わされ

ており、このように惑わされることは、一生の間、備え

られた欲望の力の働きを妨げることをできなくする。こ

れらの（欲望の）力は、マナスすなわち生涯の思考によっ

て生み出される。どの思考も、物質的にも精神的にも、

それが根付いている願望とリンクしている。終生、この

ような思考でいっぱいであり、そして死後の休息の期間

が終わると、マナスはその最後の人生の思考のゆえに、

そして非常に多くの思考およびものごとの真の性質への

無知の原因となったのが欲望であったために、無数の電

気的・磁気的糸によってこの世へと縛りつけられている。

人間は真の思考者であり、思考でできているというこの

教えを理解することで、受肉と生まれ変わりに関連ある

その他のすべてのことが明らかになる。内的な人間の体

は思考でてきており、思考が他の場所の人生よりもこの

世の人生に親和性があるならば、この世への再来は避け

られない。

　現在、人類はまだ欲望が最上位にあるため、マナスが

完全に活動的ではない。人類の時代の次のサイクルでは、

マナスは全人類の中で完全に活動的であり発達している

だろう。したがって、この世の人々はまだ自分たちが取

るであろう道を意識的に選択する段階に来ていない。だ

が、言及されたサイクルでは、マナスが活動的となり、

すべての人は右へ行くか左へ行くかの意識的な選択を余

儀なくされ、一方はアートマとの完全で意識的な結合に

導き、もう一方はそれを選んだ人々を絶滅させる。

【訳注】

*1「神の霊」（the Spirit of God）聖書［ヨブ記］27:3, ［創

世記］1:2 ほか

*2 パールシー…8 世紀、イフラム教徒に追われペルシア

からインドのボンベイ（ムンバイ）付近に移り住んだゾ

ロアスター教徒。

の学校はみなこのようなつまらぬものになるでしょう。

思考や推理力の本当の健全な養成に関しては、すべてが

テストの結果によって判断されなければならない間は不

可能なことです。もう一度言いますが、学校教育は性格

の形成、特に道徳的性質の形成に最も重要なことです。

最初から最後まであなた方の近代教育制度は、いわゆる、

科学の大発見、すなわち「生存競争」と「適者生存」に

基づいています。幼い時からずっと、すべての人は実際

の例と経験、それから直接の教えによってそれらの原理

を叩き込まれました。それでついに、「自己」、低級な人

格的動物我が人生の至上の目的であるという考えを、自

分の心から消し去ることができなくなります。これがあ

なた方も認めるように、あとの不幸、犯罪、無情な利己

主義などすべての原因となることでしょう。繰り返して

言ったように、利己主義こそ人類の呪いであり、人生の

あらゆる不幸と犯罪を生む親です。このような利己主義

の温床があなた方の学校です。

【問】　一般論としてはすべてたいへん結構ですが、二、

三の事実も知りたいと思いますし、これを改善する方法

も教えてください。

【答】　分かりました、あなたが満足のいくようにご説明

しましょう。学校組織には三つの大きな区別があります。

すなわち公立小学校、中産階級の学校、上流階級のため

の全寮制のパブリックスクールで、非常に商業的なもの

から、理想主義的で古典的なものに至るまで様々あり、

その中間的なものもあります。実際的で商業的な学校は

近代的な者を生み、古い伝統的な学校は小学校の教師達

の制度にまでその重苦しく体裁のよい影響を及ぼしま

す。ここで、明らかに科学的、俗物的で商業的なものが、

疲れ果てた伝統的で古典的なものと置き替わりつつある

ことが分かります。その理由は深く探すには当たりませ

ん。この派の教育の目的は十九世紀の至高者であるお金

にあります。拝金主義者達の脳みそのエネルギーはすべ

て一点に集中されており、従ってある程度の教育を受け

た投機的な知性をもつ少数の人々は、まとまった軍隊と

なります。その軍隊は無知で単純な大衆を餌にするよう

に訓練されています。大衆は自分より強い同胞に押さえ

つけられ、生き血を吸われ寄食されるように運命づけら

れているのです。このような訓練は神智学に反するだけ

ではなく、キリスト教にも違反します。この派の教育の

直接の結果としては、金儲け機械とハートのない利己的

人間がありあまることになります。その人達は、自分の

仲間を食い物にするよう注意深く訓練されて、自分より

弱い同胞の無知を利用する動物共です。

【問】　しかしながら、私達の優れたパブリックスクール

ではそんなことはありません。

【答】　確かに、全く同じとは言えないかもしれません。

しかし、形は違っても息づいている精神は同じです。イー

トン校やハロー校が科学者や神学者を輩出しても、非神

智学的で非キリスト教的です。

【問】　まさかあなたはイートンやハローを商業的とは言

わないでしようね。

【答】　言いません。もちろん、古典的制度は何よりもま

ず「立派な」もので、今曰ではいくらかよい実を結んで

います。古典的制度では知的教育だけではなく、社会教

育も受けられ、私達のパプリックスクールではいまだに

気に入られています。従って貴族や裕福な親のなまくら

な子供達はそのような学校へ行って、「血筋のよい」階

級や金持ち階級の他の若い人達に出会うことは非常に重

視されます。しかし不幸にも、その学校へ入学するには

大競争があります。成り金階級が増えているし、貧しい

けれど賢い子供達は豊かな奨学金で上級学校に入り、さ

らに奨学金で大学まで行こうとするからです。

【問】　この考えによれば、金持ちの「ばか者」は貧しい

仲間よりもっと一生懸命勉強しなければなりませんね。

【答】　そうです。けれどもおかしなことに、「適者生存」

の信条を信ずる上流階級の人達はその教義を実行しませ

ん。なぜなら、彼等は全力を尽くして不適当な我が子を

適当な者の代わりにさせようとします。ですから、優れ

た教師を高額な報酬で利口な生徒の中から引き抜き、お

およそ勉強には不向きな自分達の子供のためだけに受験

のための詰め込み教育を指導させます。結局、そのよう

な子供達は自分にふさわしくない職業に就くことになる

ので、教育は何の役にも立ちません。

【問】　それは何のせいだと思いますか？

【答】　これはすべて青少年の生まれつきの性質や能力を

考慮せず、親の期待通りに育てようとする有害な制度に

よります。このような進歩的な学習の楽園の哀れな幼い

志願者は、ほとんど保育園からまっすぐに紳士の息子達

となる予備校へ入って行きます。ここで彼は物質的知性

工場の労働者である教師にすぐにつかまえられ、ラテン

語やフランス語やギリシア語の初歩や歴史の年代表など

を詰め込まれます。そしてもし、その子がいくらか天才

であれば、カーライルが「役に立たぬ死語」と言ったロー

ラーで急速に絞り出されます。

【問】　しかし、子供は「役に立たぬ死語」の外に何かを

教えられるでしょう。そして神智学協会に入らないまで

も、神智学に辿りつけるものもたくさん学ぶでしょう。

【答】　あまり学ばないと思います。例えば、歴史につい

て言えば、他の国に対して鋼鉄の鎧のような偏見に満ち

た知識しか学ばないでしょう。それから年代順に、国民

的憎悪と残忍さの泥水につけられることでしょう。あな

たはきっと、それを神智学とは言われないでしょう。

【問】　その他の不満はなんですか？

【答】　普通の歴史の外に、いわゆる聖書の事実を中途半

端に学んでいますが、聖書の事実を学ぶのに全く知性を

使いません。それは単に記憶の練習で、教師の問う「なぜ」

は状況についての「なぜ」であって、理由を問いただし

ているのではありません。

【問】　そうです。しかしあなたは以前、懐疑論者や無神

論者の数が増えているとおっしゃいました。ですから、

あなたがそんなに非難される学校で訓練された人々でさ

え、自分の力で考えることを学んでいると思います。

【答】　そうです。しかし、それはむしろこの教育制度に

よるのではなく、健全な反動によるものです。私達の協

会ではどんな宗教の偏屈者よりも、懐疑論者を選びます

し、極端な無神論者でさえ、ましだと思います。懐疑論

者の心はいつも真理に対して開かれています。けれども

真理は、太陽がふくろうを盲目にするように、宗教的偏

屈者を盲目にします。私達の仲間のいちばんよい人達、

すなわち最も真理を愛し、博愛で正直な人達は懐疑論者

と無神論者（人格神を信じない人達）であったし、今も

そうです。しかし、少年達や少女達には自由な考えはあ

りません。一般に早期教育は、狭くなり歪められた心と

いう跡を残します。適正で健全な教育制度は、論理的で

鋭い考え方で厳しく訓練された活発で自由な心を生み出

すはずで、盲目的な信仰を教え込むのではありません。

子供達に日曜日には聖書の奇跡を信じるように命じ、平

日の六日間は奇跡のようなことは科学的に不可能だと教

えて、あなた方の子供達の推理能力を曲げてしまって、

どんなよい結果を期待できるでしょう？

【問】　では、どうしたらよいのですか？

【答】　もし私達にお金があれば、読み書きはできても生

活は立てられない人ではなく、何か違う人間を生み出す

学校を建てたいと思います。とりわけ子供達には、独立

独行の精神、あらゆる人々への愛、無我、助け合い、そ

して何よりも自分で考え、推論することを教えるべきで

す。全くの機械的な暗記は最小限にし、内的感覚、能力、

潜在力を発達させることに時間を用いるようにします。

子供一人ひとりを個人として扱い、その子の特別な素質

が完全で自然な発達をするために、力がいちばん調和し

バランスをとって発達するように教育するよう努力しま

す。私達は知的に、精神的に自由であらゆる点で偏見を

もたず、とりわけ利己心を脱した自由な男女を作り出す

ことを目的とすべきです。そして正しい神智学的教育に

よってこのことすべてとは言えなくても、多くを得るこ

とができると思います。

7 章　マナス

MANAS

　これまでの人間の性質の分析では、低級な人間を構成

している要素のみを考え、マインド（知性）の問題に触

れずに第 4 の原理または段階つまり欲望にまで達した。

しかし私たちが達した限りを見ても、知性についての普

通の考えと神智学で見られる考えとの間に大きな違いが

あることは明白なはずだ。通常、知性は実体がないと考

えられるか、または発達する思考という脳の働きにつけ

た名前にすぎず、推論するしかない完全に未知の過程と

いうことになっており、または脳がなければ知性はあり

得ないと考えられている。いくつかの知性の働きと属性

を列挙することにかなりの注意が払われたが、この用語

は、人間についての実際の形而上的・霊的な事実を表す

言語に全く欠いている。これらの用語の意味の混乱と貧

弱さは、ほとんど完全に、次のもののせいである。第1に、

理性が是認されない教義やドグマが何世紀にもわたって

断言され押し付けられてきたこと。第 2 に、宗教が科学

にかけた足かせを取り払うやいなや大きくなった、科学

と宗教の間のもっともな闘争である。そして科学は事実

上、現実を扱うことが許されたのである。宗教に対する

反発はおのずと、科学が人間と自然を物質主義的な見方

以外の見方をすることを妨げた。だから、これら 2 つの

どちらからも、第 5、第 6、第 7 の本質を説明する言葉、

三位一体（三つ組）つまり真の人間、不滅の巡礼者を説

明するのに必要な言葉は得られていない。

　5 番目の本質はマナスであり、シネット氏が採択した

分類で、通常、マインド（精神、理性）と翻訳されている。

他の名前も付けられていて、それは知る者、知覚者、思

考者である。6 番目はブッディ、認識力（discernment）

である。7 番目はアートマまたは霊であり、絶対的存在

からの光線である。英語はマナスが何であるかをある程

度説明するのに十分であるが、ブッディやアートマは説

明する語がなく、マナスに関連する多くのことも描写す

る語がない。

　進化の過程は低級本質を発達させ、ついに他の動物よ

受け取ると、景色全体が視神経の振動に変わり、それが

脳へと消え、脳でマナスはそれらをアイデアとして知覚

することができる。他のすべての器官や感覚も同じよう

にする。マナスと脳の間の結合が遮断された場合、マナ

スが訓練によって肉体からアストラル体を投影する方法

を見つけ、それによって仲間との意思伝達についていく

方法を見つけない限り、知性は現れない。器官と感覚が

対象を認識しないこと、催眠術、メスメリズム、心霊主

義が今、立証された。というのもメスメリズムおよび催

眠術の実験で見られるように、見たり聞いたり影響が感

知される対象の固形物は、多くの場合、施術者の脳に存

在する概念にすぎない。同様に、アストラル体を使用す

るマナスは、他の人に観念を印象づけて、その観念を密

度と重量の通常の作用が続くように見える可視の肉体に

変換することで、見させるだけである。そして催眠術に

は多くの実験があり、そのすべてがいわゆる物質それ自

体は固かったり濃密ではないと証明する。つまり、視覚

はいつも目や物体から発する光線によるのではないとい

うこと、ある正常な脳と器官にとって実体のないものは、

別の脳と器官にとっては実体があるかもしれないという

こと、そして肉体の物質的な影響は観念からのみ生み出

されるかもしれないということである。ただの紙１枚で

水ぶくれを生じる有名な実験または水ぶくれがあるべき

だろうとないべきだろうと、被験者に伝達された考えの

力で、現実に水ぶくれができるのを防ぐことは、マナス

と呼ばれるものの使用が物質に変化をもたらす力がある

と決定的に証明する。しかしこれらの現象はすべて、低

級マナスがアストラル体および第 4 原理である欲望に力

を発揮したのであって、その力を発揮するフィールドと

して肉体を使ったのである。

　生涯のすべての印象を保持し、時には不思議なことに、

トランス状態か夢、錯乱、催眠状態でそれらを表し、通

常の状態でここかしこに、そして非常に多くの場合、肉

体の死の時にそれらを表すのは、この低級マナスである。

だがマナスは脳、記憶、感覚で占められているため、い

つも存在するが、何年もの月日がもたらしたたくさんの

出来事をほとんど思い起こせない。低級マナスは高級マ

ナスの働きを妨げる。なぜなら、進化のちょうど今の時

点で、欲望と欲望に相応するすべての力、機能、感覚が

最も高度に発達しているため、いわばマナスの霊的な側

面の白色光を覆い隠すからである。低級マナスは、思考

の対象であろうと物質的なものであろうと、それによっ

て示された各対象によって色付けされる。つまり、脳を

介して機能する低級マナスは、心的にせよそうでないに

せよ、一度にあらゆる対象の形やその他の特性に変化さ

せられる。そのため、次の 4つの特色を持っている。

第１に、任意の点、客観、主観から自然と飛び去る。

第２に、楽しい考えへと飛んで行く。

第３に、不愉快な考えへと飛んで行く。

第４に、受動的なままで何も考えない。

　１番目は、記憶とマナスの自然な動きによるもので、

２番目と３番目は記憶だけによるもので、第４は異常で

はない場合の睡眠、そして異常な人が心神喪失になりつ

つある場合を意味する。これらすべての低級マナスに属

する精神の特性は、ブッディとアートマに助けられて高

級マナスが戦って征服せねばならないものである。高級

マナスは、もし作用することができるなら、私たちが時々

天才と呼ぶものになる。そして完全にマスターすれば、

神になるかもしれない。しかし記憶が絶えず低級マナス

に心像を示し、その結果、高級マナスは覆い隠されてし

まう。しかし、人生の小道に沿って時々、あちらこちら

で天才や偉大な先見者や預言者である人々が見られるこ

とがある。これらの人々の中でマナスの高次の力は活発

で、その人はその力に啓発されている。過去の偉大な賢

者つまり仏陀、イエス、孔子、ゾロアスターその他の人々

がそうだった。テニソンやロングフェローなどの詩人た

ちもまた、高級マナスが時折、下の人間に明るい光を放っ

ている人たちであるが、マナスが完全に働くのをつねに

妨げて特定の像の記憶を与える教条的な宗教教育により

すぐに遮られてしまう。

　この高次の３つ組に、私たちは各自が上なる神を有す

る。これはアートマで、高級自我と呼ばれるかもしれな

い。

　（アートマの）次はブッディと呼ばれる魂の霊的な部

分である。ブッディはマナスと完全に一体化した時、神

の自我と呼ばれるかもしれない。

【問】　ええ、おっしゃる通りですが……。

【答】　広い観点からこの教育の問題を考えましょう。そ

してあなた方の自慢する様々な改善が益よりも害を与え

ていることを私は証明しましょう。貧しい階級の子供達

の学校はあまり有益ではありませんが、その子供達が生

きていかなければならない、あなた方の近代社会のひど

い環境に比べればましです。実践的神智学をわずかでも

注ぎ込めば、無益な知識を教え込むよりも、苦しんでい

る大衆の人生に百倍以上も助けとなりましょう。

【問】　しかし……。

【答】　どうぞ、最後まで言わせて下さい。私達神智学徒

が深く感じている問題をあなたは提供されました。それ

で私は言うだけのことは言わなければなりません。スラ

ム街で育ち、どぶ板の上で遊び、絶え間ない粗暴な身振

りや言葉の中で生きている小さな子供が、絵やきれいな

花が飾ってある、明るく清潔な学校に毎日通うことはた

いへんよいことだと私も認めます。学校では清潔でやさ

しく、行儀のよいことを学び、歌ったり遊んだりするこ

とを覚え、知性を目覚めさせるおもちゃを与えられ、指

を器用に使うことを習い、しかめっ面ではなく微笑んで

話しかけられ、口汚なく罵 ( ののし ) られずにやさしく

叱られ上手になだめられます。このようなことはすべて

子供達を人間らしく、脳を目覚めさせ、知的、道徳的影

響に対して敏感にします。そのよう学校は完全な理想と

は言えないかもしれませんが、家庭に比べれば天国です。

そして学校はだんだんと家庭に影響を与えます。これは

多くの公立小学校の実態ですが、やはりあなた方の教育

制度は最悪だと言えます。

【問】　それはそうとして、お続け下さい。

【答】　近代教育の本当の目的とは何ですか？　心を正し

い方向に向け発達させること、貧しい不幸な人々にカル

マによって決められた人生の重荷を毅然 ( きぜん ) とし

て担って行くように教えること、意志を強くすること、

隣人を愛すること、相互援助と同胞愛を教え込むこと、

こうして実際生活のために子供の性格を訓練し形成する

ことではありませんか？　そんなことは少しも行なわれ

てはいませんが、こういうことが疑いもなく本当の教育

の目的です。このことを否定する者は一人もいません。

あなた方の教育学者はみなそれを認めますし、教育の本

当の目的についてたいへん幸せそうに話しています。し

かし彼等の活動の実際の結果はどうでしょうか？　すべ

ての子供達、さらには教師達でさえも「近代教育の目的

は試験にパスすることだ」と一斉に答えます。この制度

は正しい競争心を発達させることではなく、嫉妬、羨 ( う

らや ) み、ほとんど憎しみに近い感情を若い人達お互い

の中に起こすことであって、親切な気持ちではなく名誉

や報酬のための闘争、激しい利己心を基とした人生のた

めの訓練をすることになります。

【問】　その点ではおっしゃる通りだと思います。

【答】　近代の青少年が恐れるそのような試験とは何で

しょうか？　試験はあなた方の学校教育の結果を表にす

るための分類法でしかありません。言い換えれば、試験

とは近代科学的方法を、知力のある動物としての人間に

実際に適用しているものです。さて、知性は脳を構成す

る物質の機械的相互作用の結果であると科学は教えま

す。従って、近代教育はほとんど機械的なもの、すなわ

ち知性を組み立てるための一種の自動機械であるという

ことは当然の結果です。試験が生み出す教育は単に肉体

的記憶の訓練にすぎないということが、試験を少しでも

経験すれば分かります。そして遅かれ早かれ、あなた方
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神智学と結婚

【問】　もう一つお聞きしたいことがあります。会員は結

婚しなければいけませんか、または独身でいなければな

りませんか？

【答】　それは人によります。もしあなたがこの世で働き

たいと思っている人のことを言っておられるなら、たと

え、善良で熱心な神智学徒で私達の目的のためのよい働

き手であっても、世間とはもう縁を切り一つのことだけ、

つまり真理を知り他人を助けることだけしか望んでいな

いと思わぬ限り、この人はこの世に自分を縛りつける絆

と望みを持っています。そんな人が、もし当たりよりも

外れのほうがずっと多い結婚というくじにかける危険を

冒してもかまわないと思うなら、結婚すべきではないと

言う理由などありません。多分あなたは、私達が全く結

婚に反対するほどばかばかしく、狂信的だとは思わない

でしょうね。むしろ、実践的オカルティズムに向いてい

るごくわずかな人々の外は、結婚は不道徳にならないた

めの唯一の治療法です。

【問】　なぜ結婚生活をしている時に、オカルトの知識と

力を得ることができないのですか？

【答】　生理学的な質問にお答えするわけにはいきませ

ん。しかし、道徳的な理由に関しては、私には十分だと

思える明らかな答えがあります。人間は二人の主に仕え

ることができますか？　決してできません！　ですか

ら、オカルティズムの追求と配偶者の両方に注意を分け

ることは同じように不可能なのです。そうしようとして

も、きっとどちらもうまく行かないでしょう。実践的オ

カルティズムは冗談事ではなく、とても危険な研究です。

命がけで目的に達するために、まず自分自身をはじめと

してすべてを犠牲にする覚悟がなければなりません。し

かしこれは秘教部門の全会員に当てはまることではあり

ません。私はただ最高のゴールに至る弟子の道を行こう

と決意した人々について言っているだけです。全員では

なくても秘教部門に加わるたいていの人は、来生で本当

にその道に入るために今生で準備している初心者にすぎ

ません。

神智学と教育

【問】　既存の西洋の宗教の不十分なこと、また今は大人

気ですが、嫌われているように思える唯物哲学もある程

度不十分であるというあなたの最も強力な論点の一つ

は、西洋の大都市に不幸と貧しさが明らかに多すぎると

いうことです。しかし、教育と知性の普及によって、こ

の状態を救うために、いろいろな事が行なわれてきたし、

また今も行なわれているということを確かにあなたもお

認めになるに違いありません。

【答】　未来の世代にはそのような「知性の普及」は決し

て有り難く思わないでしょうし、また、あなた方の今の

教育は貧しく飢えている大衆にあまり役に立たないで

しょう。

【問】　私達に時間を下さらなければなりません。大衆の

教育は始めたばかりです。

【答】　大衆の教育が今まで行なわれていなかったとおっ

しゃるなら、キリスト教はいったい、十五世紀以来何を

していたのですか？　キリスト教徒つまりキリスト教に

従う教会と人々がしなければならないことがあったとす

れば、それはまさに教育の仕事ではありませんか？
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の学校はみなこのようなつまらぬものになるでしょう。

思考や推理力の本当の健全な養成に関しては、すべてが

テストの結果によって判断されなければならない間は不

可能なことです。もう一度言いますが、学校教育は性格

の形成、特に道徳的性質の形成に最も重要なことです。

最初から最後まであなた方の近代教育制度は、いわゆる、

科学の大発見、すなわち「生存競争」と「適者生存」に

基づいています。幼い時からずっと、すべての人は実際

の例と経験、それから直接の教えによってそれらの原理

を叩き込まれました。それでついに、「自己」、低級な人

格的動物我が人生の至上の目的であるという考えを、自

分の心から消し去ることができなくなります。これがあ

なた方も認めるように、あとの不幸、犯罪、無情な利己

主義などすべての原因となることでしょう。繰り返して

言ったように、利己主義こそ人類の呪いであり、人生の

あらゆる不幸と犯罪を生む親です。このような利己主義

の温床があなた方の学校です。

【問】　一般論としてはすべてたいへん結構ですが、二、

三の事実も知りたいと思いますし、これを改善する方法

も教えてください。

【答】　分かりました、あなたが満足のいくようにご説明

しましょう。学校組織には三つの大きな区別があります。

すなわち公立小学校、中産階級の学校、上流階級のため

の全寮制のパブリックスクールで、非常に商業的なもの

から、理想主義的で古典的なものに至るまで様々あり、

その中間的なものもあります。実際的で商業的な学校は

近代的な者を生み、古い伝統的な学校は小学校の教師達

の制度にまでその重苦しく体裁のよい影響を及ぼしま

す。ここで、明らかに科学的、俗物的で商業的なものが、

疲れ果てた伝統的で古典的なものと置き替わりつつある

ことが分かります。その理由は深く探すには当たりませ

ん。この派の教育の目的は十九世紀の至高者であるお金

にあります。拝金主義者達の脳みそのエネルギーはすべ

て一点に集中されており、従ってある程度の教育を受け

た投機的な知性をもつ少数の人々は、まとまった軍隊と

なります。その軍隊は無知で単純な大衆を餌にするよう

に訓練されています。大衆は自分より強い同胞に押さえ

つけられ、生き血を吸われ寄食されるように運命づけら

れているのです。このような訓練は神智学に反するだけ

ではなく、キリスト教にも違反します。この派の教育の

直接の結果としては、金儲け機械とハートのない利己的

人間がありあまることになります。その人達は、自分の

仲間を食い物にするよう注意深く訓練されて、自分より

弱い同胞の無知を利用する動物共です。

【問】　しかしながら、私達の優れたパブリックスクール

ではそんなことはありません。

【答】　確かに、全く同じとは言えないかもしれません。

しかし、形は違っても息づいている精神は同じです。イー

トン校やハロー校が科学者や神学者を輩出しても、非神

智学的で非キリスト教的です。

【問】　まさかあなたはイートンやハローを商業的とは言

わないでしようね。

【答】　言いません。もちろん、古典的制度は何よりもま

ず「立派な」もので、今曰ではいくらかよい実を結んで

います。古典的制度では知的教育だけではなく、社会教

育も受けられ、私達のパプリックスクールではいまだに

気に入られています。従って貴族や裕福な親のなまくら

な子供達はそのような学校へ行って、「血筋のよい」階

級や金持ち階級の他の若い人達に出会うことは非常に重

視されます。しかし不幸にも、その学校へ入学するには

大競争があります。成り金階級が増えているし、貧しい

けれど賢い子供達は豊かな奨学金で上級学校に入り、さ

らに奨学金で大学まで行こうとするからです。

【問】　この考えによれば、金持ちの「ばか者」は貧しい

仲間よりもっと一生懸命勉強しなければなりませんね。

【答】　そうです。けれどもおかしなことに、「適者生存」

の信条を信ずる上流階級の人達はその教義を実行しませ

ん。なぜなら、彼等は全力を尽くして不適当な我が子を

適当な者の代わりにさせようとします。ですから、優れ

た教師を高額な報酬で利口な生徒の中から引き抜き、お

およそ勉強には不向きな自分達の子供のためだけに受験

のための詰め込み教育を指導させます。結局、そのよう

な子供達は自分にふさわしくない職業に就くことになる

ので、教育は何の役にも立ちません。

【問】　それは何のせいだと思いますか？

【答】　これはすべて青少年の生まれつきの性質や能力を

考慮せず、親の期待通りに育てようとする有害な制度に

よります。このような進歩的な学習の楽園の哀れな幼い

志願者は、ほとんど保育園からまっすぐに紳士の息子達

となる予備校へ入って行きます。ここで彼は物質的知性

工場の労働者である教師にすぐにつかまえられ、ラテン

語やフランス語やギリシア語の初歩や歴史の年代表など

を詰め込まれます。そしてもし、その子がいくらか天才

であれば、カーライルが「役に立たぬ死語」と言ったロー

ラーで急速に絞り出されます。

【問】　しかし、子供は「役に立たぬ死語」の外に何かを

教えられるでしょう。そして神智学協会に入らないまで

も、神智学に辿りつけるものもたくさん学ぶでしょう。

【答】　あまり学ばないと思います。例えば、歴史につい

て言えば、他の国に対して鋼鉄の鎧のような偏見に満ち

た知識しか学ばないでしょう。それから年代順に、国民

的憎悪と残忍さの泥水につけられることでしょう。あな

たはきっと、それを神智学とは言われないでしょう。

【問】　その他の不満はなんですか？

【答】　普通の歴史の外に、いわゆる聖書の事実を中途半

端に学んでいますが、聖書の事実を学ぶのに全く知性を

使いません。それは単に記憶の練習で、教師の問う「なぜ」

は状況についての「なぜ」であって、理由を問いただし

ているのではありません。

【問】　そうです。しかしあなたは以前、懐疑論者や無神

論者の数が増えているとおっしゃいました。ですから、

あなたがそんなに非難される学校で訓練された人々でさ

え、自分の力で考えることを学んでいると思います。

【答】　そうです。しかし、それはむしろこの教育制度に

よるのではなく、健全な反動によるものです。私達の協

会ではどんな宗教の偏屈者よりも、懐疑論者を選びます

し、極端な無神論者でさえ、ましだと思います。懐疑論

者の心はいつも真理に対して開かれています。けれども

真理は、太陽がふくろうを盲目にするように、宗教的偏

屈者を盲目にします。私達の仲間のいちばんよい人達、

すなわち最も真理を愛し、博愛で正直な人達は懐疑論者

と無神論者（人格神を信じない人達）であったし、今も

そうです。しかし、少年達や少女達には自由な考えはあ

りません。一般に早期教育は、狭くなり歪められた心と

いう跡を残します。適正で健全な教育制度は、論理的で

鋭い考え方で厳しく訓練された活発で自由な心を生み出

すはずで、盲目的な信仰を教え込むのではありません。

子供達に日曜日には聖書の奇跡を信じるように命じ、平

日の六日間は奇跡のようなことは科学的に不可能だと教

えて、あなた方の子供達の推理能力を曲げてしまって、

どんなよい結果を期待できるでしょう？

【問】　では、どうしたらよいのですか？

【答】　もし私達にお金があれば、読み書きはできても生

活は立てられない人ではなく、何か違う人間を生み出す

学校を建てたいと思います。とりわけ子供達には、独立

独行の精神、あらゆる人々への愛、無我、助け合い、そ

して何よりも自分で考え、推論することを教えるべきで

す。全くの機械的な暗記は最小限にし、内的感覚、能力、

潜在力を発達させることに時間を用いるようにします。

子供一人ひとりを個人として扱い、その子の特別な素質

が完全で自然な発達をするために、力がいちばん調和し

バランスをとって発達するように教育するよう努力しま

す。私達は知的に、精神的に自由であらゆる点で偏見を

もたず、とりわけ利己心を脱した自由な男女を作り出す

ことを目的とすべきです。そして正しい神智学的教育に

よってこのことすべてとは言えなくても、多くを得るこ

とができると思います。

【問】　ええ、おっしゃる通りですが……。

【答】　広い観点からこの教育の問題を考えましょう。そ

してあなた方の自慢する様々な改善が益よりも害を与え

ていることを私は証明しましょう。貧しい階級の子供達

の学校はあまり有益ではありませんが、その子供達が生

きていかなければならない、あなた方の近代社会のひど

い環境に比べればましです。実践的神智学をわずかでも

注ぎ込めば、無益な知識を教え込むよりも、苦しんでい

る大衆の人生に百倍以上も助けとなりましょう。

【問】　しかし……。

【答】　どうぞ、最後まで言わせて下さい。私達神智学徒

が深く感じている問題をあなたは提供されました。それ

で私は言うだけのことは言わなければなりません。スラ

ム街で育ち、どぶ板の上で遊び、絶え間ない粗暴な身振

りや言葉の中で生きている小さな子供が、絵やきれいな

花が飾ってある、明るく清潔な学校に毎日通うことはた

いへんよいことだと私も認めます。学校では清潔でやさ

しく、行儀のよいことを学び、歌ったり遊んだりするこ

とを覚え、知性を目覚めさせるおもちゃを与えられ、指

を器用に使うことを習い、しかめっ面ではなく微笑んで

話しかけられ、口汚なく罵 ( ののし ) られずにやさしく

叱られ上手になだめられます。このようなことはすべて

子供達を人間らしく、脳を目覚めさせ、知的、道徳的影

響に対して敏感にします。そのよう学校は完全な理想と

は言えないかもしれませんが、家庭に比べれば天国です。

そして学校はだんだんと家庭に影響を与えます。これは

多くの公立小学校の実態ですが、やはりあなた方の教育

制度は最悪だと言えます。

【問】　それはそうとして、お続け下さい。

【答】　近代教育の本当の目的とは何ですか？　心を正し

い方向に向け発達させること、貧しい不幸な人々にカル

マによって決められた人生の重荷を毅然 ( きぜん ) とし

て担って行くように教えること、意志を強くすること、

隣人を愛すること、相互援助と同胞愛を教え込むこと、

こうして実際生活のために子供の性格を訓練し形成する

ことではありませんか？　そんなことは少しも行なわれ

てはいませんが、こういうことが疑いもなく本当の教育

の目的です。このことを否定する者は一人もいません。

あなた方の教育学者はみなそれを認めますし、教育の本

当の目的についてたいへん幸せそうに話しています。し

かし彼等の活動の実際の結果はどうでしょうか？　すべ

ての子供達、さらには教師達でさえも「近代教育の目的

は試験にパスすることだ」と一斉に答えます。この制度

は正しい競争心を発達させることではなく、嫉妬、羨 ( う

らや ) み、ほとんど憎しみに近い感情を若い人達お互い

の中に起こすことであって、親切な気持ちではなく名誉

や報酬のための闘争、激しい利己心を基とした人生のた

めの訓練をすることになります。

【問】　その点ではおっしゃる通りだと思います。

【答】　近代の青少年が恐れるそのような試験とは何で

しょうか？　試験はあなた方の学校教育の結果を表にす

るための分類法でしかありません。言い換えれば、試験

とは近代科学的方法を、知力のある動物としての人間に

実際に適用しているものです。さて、知性は脳を構成す

る物質の機械的相互作用の結果であると科学は教えま

す。従って、近代教育はほとんど機械的なもの、すなわ

ち知性を組み立てるための一種の自動機械であるという

ことは当然の結果です。試験が生み出す教育は単に肉体

的記憶の訓練にすぎないということが、試験を少しでも

経験すれば分かります。そして遅かれ早かれ、あなた方



神智学と結婚

【問】　もう一つお聞きしたいことがあります。会員は結

婚しなければいけませんか、または独身でいなければな

りませんか？

【答】　それは人によります。もしあなたがこの世で働き

たいと思っている人のことを言っておられるなら、たと

え、善良で熱心な神智学徒で私達の目的のためのよい働

き手であっても、世間とはもう縁を切り一つのことだけ、

つまり真理を知り他人を助けることだけしか望んでいな

いと思わぬ限り、この人はこの世に自分を縛りつける絆

と望みを持っています。そんな人が、もし当たりよりも

外れのほうがずっと多い結婚というくじにかける危険を

冒してもかまわないと思うなら、結婚すべきではないと

言う理由などありません。多分あなたは、私達が全く結

婚に反対するほどばかばかしく、狂信的だとは思わない

でしょうね。むしろ、実践的オカルティズムに向いてい

るごくわずかな人々の外は、結婚は不道徳にならないた

めの唯一の治療法です。

【問】　なぜ結婚生活をしている時に、オカルトの知識と

力を得ることができないのですか？

【答】　生理学的な質問にお答えするわけにはいきませ

ん。しかし、道徳的な理由に関しては、私には十分だと

思える明らかな答えがあります。人間は二人の主に仕え

ることができますか？　決してできません！　ですか

ら、オカルティズムの追求と配偶者の両方に注意を分け

ることは同じように不可能なのです。そうしようとして

も、きっとどちらもうまく行かないでしょう。実践的オ

カルティズムは冗談事ではなく、とても危険な研究です。

命がけで目的に達するために、まず自分自身をはじめと

してすべてを犠牲にする覚悟がなければなりません。し

かしこれは秘教部門の全会員に当てはまることではあり

ません。私はただ最高のゴールに至る弟子の道を行こう

と決意した人々について言っているだけです。全員では

なくても秘教部門に加わるたいていの人は、来生で本当

にその道に入るために今生で準備している初心者にすぎ

ません。

神智学と教育

【問】　既存の西洋の宗教の不十分なこと、また今は大人

気ですが、嫌われているように思える唯物哲学もある程

度不十分であるというあなたの最も強力な論点の一つ

は、西洋の大都市に不幸と貧しさが明らかに多すぎると

いうことです。しかし、教育と知性の普及によって、こ

の状態を救うために、いろいろな事が行なわれてきたし、

また今も行なわれているということを確かにあなたもお

認めになるに違いありません。

【答】　未来の世代にはそのような「知性の普及」は決し

て有り難く思わないでしょうし、また、あなた方の今の

教育は貧しく飢えている大衆にあまり役に立たないで

しょう。

【問】　私達に時間を下さらなければなりません。大衆の

教育は始めたばかりです。

【答】　大衆の教育が今まで行なわれていなかったとおっ

しゃるなら、キリスト教はいったい、十五世紀以来何を

していたのですか？　キリスト教徒つまりキリスト教に

従う教会と人々がしなければならないことがあったとす

れば、それはまさに教育の仕事ではありませんか？

の学校はみなこのようなつまらぬものになるでしょう。

思考や推理力の本当の健全な養成に関しては、すべてが

テストの結果によって判断されなければならない間は不

可能なことです。もう一度言いますが、学校教育は性格

の形成、特に道徳的性質の形成に最も重要なことです。

最初から最後まであなた方の近代教育制度は、いわゆる、

科学の大発見、すなわち「生存競争」と「適者生存」に

基づいています。幼い時からずっと、すべての人は実際

の例と経験、それから直接の教えによってそれらの原理

を叩き込まれました。それでついに、「自己」、低級な人

格的動物我が人生の至上の目的であるという考えを、自

分の心から消し去ることができなくなります。これがあ

なた方も認めるように、あとの不幸、犯罪、無情な利己

主義などすべての原因となることでしょう。繰り返して

言ったように、利己主義こそ人類の呪いであり、人生の

あらゆる不幸と犯罪を生む親です。このような利己主義

の温床があなた方の学校です。

【問】　一般論としてはすべてたいへん結構ですが、二、

三の事実も知りたいと思いますし、これを改善する方法

も教えてください。

【答】　分かりました、あなたが満足のいくようにご説明

しましょう。学校組織には三つの大きな区別があります。

すなわち公立小学校、中産階級の学校、上流階級のため

の全寮制のパブリックスクールで、非常に商業的なもの

から、理想主義的で古典的なものに至るまで様々あり、

その中間的なものもあります。実際的で商業的な学校は

近代的な者を生み、古い伝統的な学校は小学校の教師達

の制度にまでその重苦しく体裁のよい影響を及ぼしま

す。ここで、明らかに科学的、俗物的で商業的なものが、

疲れ果てた伝統的で古典的なものと置き替わりつつある

ことが分かります。その理由は深く探すには当たりませ

ん。この派の教育の目的は十九世紀の至高者であるお金

にあります。拝金主義者達の脳みそのエネルギーはすべ

て一点に集中されており、従ってある程度の教育を受け

た投機的な知性をもつ少数の人々は、まとまった軍隊と

なります。その軍隊は無知で単純な大衆を餌にするよう

に訓練されています。大衆は自分より強い同胞に押さえ

つけられ、生き血を吸われ寄食されるように運命づけら

れているのです。このような訓練は神智学に反するだけ

ではなく、キリスト教にも違反します。この派の教育の

直接の結果としては、金儲け機械とハートのない利己的

人間がありあまることになります。その人達は、自分の

仲間を食い物にするよう注意深く訓練されて、自分より

弱い同胞の無知を利用する動物共です。

【問】　しかしながら、私達の優れたパブリックスクール

ではそんなことはありません。

【答】　確かに、全く同じとは言えないかもしれません。

しかし、形は違っても息づいている精神は同じです。イー

トン校やハロー校が科学者や神学者を輩出しても、非神

智学的で非キリスト教的です。

【問】　まさかあなたはイートンやハローを商業的とは言

わないでしようね。

【答】　言いません。もちろん、古典的制度は何よりもま

ず「立派な」もので、今曰ではいくらかよい実を結んで

います。古典的制度では知的教育だけではなく、社会教

育も受けられ、私達のパプリックスクールではいまだに

気に入られています。従って貴族や裕福な親のなまくら

な子供達はそのような学校へ行って、「血筋のよい」階

級や金持ち階級の他の若い人達に出会うことは非常に重

視されます。しかし不幸にも、その学校へ入学するには

大競争があります。成り金階級が増えているし、貧しい

けれど賢い子供達は豊かな奨学金で上級学校に入り、さ

らに奨学金で大学まで行こうとするからです。

【問】　この考えによれば、金持ちの「ばか者」は貧しい

仲間よりもっと一生懸命勉強しなければなりませんね。

【答】　そうです。けれどもおかしなことに、「適者生存」

の信条を信ずる上流階級の人達はその教義を実行しませ

ん。なぜなら、彼等は全力を尽くして不適当な我が子を

適当な者の代わりにさせようとします。ですから、優れ

た教師を高額な報酬で利口な生徒の中から引き抜き、お

およそ勉強には不向きな自分達の子供のためだけに受験

のための詰め込み教育を指導させます。結局、そのよう

な子供達は自分にふさわしくない職業に就くことになる

ので、教育は何の役にも立ちません。

【問】　それは何のせいだと思いますか？

【答】　これはすべて青少年の生まれつきの性質や能力を

考慮せず、親の期待通りに育てようとする有害な制度に

よります。このような進歩的な学習の楽園の哀れな幼い

志願者は、ほとんど保育園からまっすぐに紳士の息子達

となる予備校へ入って行きます。ここで彼は物質的知性

工場の労働者である教師にすぐにつかまえられ、ラテン

語やフランス語やギリシア語の初歩や歴史の年代表など

を詰め込まれます。そしてもし、その子がいくらか天才

であれば、カーライルが「役に立たぬ死語」と言ったロー

ラーで急速に絞り出されます。

【問】　しかし、子供は「役に立たぬ死語」の外に何かを

教えられるでしょう。そして神智学協会に入らないまで

も、神智学に辿りつけるものもたくさん学ぶでしょう。

【答】　あまり学ばないと思います。例えば、歴史につい

て言えば、他の国に対して鋼鉄の鎧のような偏見に満ち

た知識しか学ばないでしょう。それから年代順に、国民

的憎悪と残忍さの泥水につけられることでしょう。あな

たはきっと、それを神智学とは言われないでしょう。

【問】　その他の不満はなんですか？

【答】　普通の歴史の外に、いわゆる聖書の事実を中途半

端に学んでいますが、聖書の事実を学ぶのに全く知性を

使いません。それは単に記憶の練習で、教師の問う「なぜ」

は状況についての「なぜ」であって、理由を問いただし

ているのではありません。

【問】　そうです。しかしあなたは以前、懐疑論者や無神

論者の数が増えているとおっしゃいました。ですから、

あなたがそんなに非難される学校で訓練された人々でさ

え、自分の力で考えることを学んでいると思います。

【答】　そうです。しかし、それはむしろこの教育制度に

よるのではなく、健全な反動によるものです。私達の協

会ではどんな宗教の偏屈者よりも、懐疑論者を選びます

し、極端な無神論者でさえ、ましだと思います。懐疑論

者の心はいつも真理に対して開かれています。けれども

真理は、太陽がふくろうを盲目にするように、宗教的偏

屈者を盲目にします。私達の仲間のいちばんよい人達、

すなわち最も真理を愛し、博愛で正直な人達は懐疑論者

と無神論者（人格神を信じない人達）であったし、今も

そうです。しかし、少年達や少女達には自由な考えはあ

りません。一般に早期教育は、狭くなり歪められた心と

いう跡を残します。適正で健全な教育制度は、論理的で

鋭い考え方で厳しく訓練された活発で自由な心を生み出

すはずで、盲目的な信仰を教え込むのではありません。

子供達に日曜日には聖書の奇跡を信じるように命じ、平

日の六日間は奇跡のようなことは科学的に不可能だと教

えて、あなた方の子供達の推理能力を曲げてしまって、

どんなよい結果を期待できるでしょう？

【問】　では、どうしたらよいのですか？

【答】　もし私達にお金があれば、読み書きはできても生

活は立てられない人ではなく、何か違う人間を生み出す

学校を建てたいと思います。とりわけ子供達には、独立

独行の精神、あらゆる人々への愛、無我、助け合い、そ

して何よりも自分で考え、推論することを教えるべきで

す。全くの機械的な暗記は最小限にし、内的感覚、能力、

潜在力を発達させることに時間を用いるようにします。

子供一人ひとりを個人として扱い、その子の特別な素質

が完全で自然な発達をするために、力がいちばん調和し

バランスをとって発達するように教育するよう努力しま

す。私達は知的に、精神的に自由であらゆる点で偏見を

もたず、とりわけ利己心を脱した自由な男女を作り出す

ことを目的とすべきです。そして正しい神智学的教育に

よってこのことすべてとは言えなくても、多くを得るこ

とができると思います。

【問】　ええ、おっしゃる通りですが……。

【答】　広い観点からこの教育の問題を考えましょう。そ

してあなた方の自慢する様々な改善が益よりも害を与え

ていることを私は証明しましょう。貧しい階級の子供達

の学校はあまり有益ではありませんが、その子供達が生

きていかなければならない、あなた方の近代社会のひど

い環境に比べればましです。実践的神智学をわずかでも

注ぎ込めば、無益な知識を教え込むよりも、苦しんでい

る大衆の人生に百倍以上も助けとなりましょう。

【問】　しかし……。

【答】　どうぞ、最後まで言わせて下さい。私達神智学徒

が深く感じている問題をあなたは提供されました。それ

で私は言うだけのことは言わなければなりません。スラ

ム街で育ち、どぶ板の上で遊び、絶え間ない粗暴な身振

りや言葉の中で生きている小さな子供が、絵やきれいな

花が飾ってある、明るく清潔な学校に毎日通うことはた

いへんよいことだと私も認めます。学校では清潔でやさ

しく、行儀のよいことを学び、歌ったり遊んだりするこ

とを覚え、知性を目覚めさせるおもちゃを与えられ、指

を器用に使うことを習い、しかめっ面ではなく微笑んで

話しかけられ、口汚なく罵 ( ののし ) られずにやさしく

叱られ上手になだめられます。このようなことはすべて

子供達を人間らしく、脳を目覚めさせ、知的、道徳的影

響に対して敏感にします。そのよう学校は完全な理想と

は言えないかもしれませんが、家庭に比べれば天国です。

そして学校はだんだんと家庭に影響を与えます。これは

多くの公立小学校の実態ですが、やはりあなた方の教育

制度は最悪だと言えます。

【問】　それはそうとして、お続け下さい。

【答】　近代教育の本当の目的とは何ですか？　心を正し

い方向に向け発達させること、貧しい不幸な人々にカル

マによって決められた人生の重荷を毅然 ( きぜん ) とし

て担って行くように教えること、意志を強くすること、

隣人を愛すること、相互援助と同胞愛を教え込むこと、

こうして実際生活のために子供の性格を訓練し形成する

ことではありませんか？　そんなことは少しも行なわれ

てはいませんが、こういうことが疑いもなく本当の教育

の目的です。このことを否定する者は一人もいません。

あなた方の教育学者はみなそれを認めますし、教育の本

当の目的についてたいへん幸せそうに話しています。し

かし彼等の活動の実際の結果はどうでしょうか？　すべ

ての子供達、さらには教師達でさえも「近代教育の目的

は試験にパスすることだ」と一斉に答えます。この制度

は正しい競争心を発達させることではなく、嫉妬、羨 ( う

らや ) み、ほとんど憎しみに近い感情を若い人達お互い

の中に起こすことであって、親切な気持ちではなく名誉

や報酬のための闘争、激しい利己心を基とした人生のた

めの訓練をすることになります。

【問】　その点ではおっしゃる通りだと思います。

【答】　近代の青少年が恐れるそのような試験とは何で

しょうか？　試験はあなた方の学校教育の結果を表にす

るための分類法でしかありません。言い換えれば、試験

とは近代科学的方法を、知力のある動物としての人間に

実際に適用しているものです。さて、知性は脳を構成す

る物質の機械的相互作用の結果であると科学は教えま

す。従って、近代教育はほとんど機械的なもの、すなわ

ち知性を組み立てるための一種の自動機械であるという

ことは当然の結果です。試験が生み出す教育は単に肉体

的記憶の訓練にすぎないということが、試験を少しでも

経験すれば分かります。そして遅かれ早かれ、あなた方
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実践的オカルティズム ７
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七　オカルト格言

　魔術はオカルティズムの道具の一つだが、オカルティ

ズムは魔術ではない。

　サイキック能力と知的能力はオカルティズムのしもべ

だが、それらの能力の獲得はオカルティズムではない。

また、オカルティズムは、一般に理解されている意味で

の「幸福の追求」でもない。なぜならオカルティズムの

第一歩は自己犠牲であり、第二歩は放棄だからである。

　生命は、全体のための個体の犠牲で作り上げられる。

生体の各細胞は全体の完成のために自己犠牲をしなけれ

ばならない。そうでないと、病気と死が教訓を与える。

　オカルティズムは生命の科学であり、正しい生活の方

法である。

八　自覚

　自覚（Self-knowlege）を達成するために必要な第一

歩は、自分の無知を深く意識することである。つまり、

自分が絶え間なく自分自身によってだまされていると心

の底まで痛感することである。

　第二の必須条件は、自覚という、直観による絶対確実

な知識が、努力して獲得できるものであると深く確信す

ることである。

　その知識を獲得し直面するというひるまぬ決心は、第

三の条件で最も肝要なことである。

　このような「自己認識」は、一般に「自己分析」とい

われることによっては得られないものである。また、理

屈や脳作用によって達せられるものでもない。それは意

識が人間の神聖な本質に目覚めることだからである。

　この知識を得ることは、地水火風を支配したり未来を

予知したりするようなことよりもはるかに偉大な成就で

ある。
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『道の光』解説①

著：ヒラリオン大師　メイベル・コリンズ　　　訳：星野 未来

（はじめに）

これまで見つけられていなかった、『道の光』の本の解

説を日本語訳しました。まぎれもなくヒラリオン大師に

よる解説です。これを踏まえ、2020 年 12 月に新たに『道

の光』と『黄金の門を通って』の合本を出版予定です。

真剣に弟子を目指す人に、ぜひ読んでいただきたいです。

（星野）

【本文冒頭】

目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねばなら

ない。耳が聴こえるようになる前に、敏感さを失ってい

なければならない。声が大師たちの前で話すことができ

るようになる前に、傷をつける力を失っていなければな

らない。魂が大師たちの前に立つ前に、その足を心の血

で洗わなければならない。

【解説】

Ⅰ 目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねば

ならない。

　この本は、普通の英語で書かれていると信じている人

にとっては、少し哲学があるように見えるかもしれない

がほとんど意味がない本であることを、すべての読者は

非常に明確に覚えておく必要がある。このような態度で

読む多くの人にとっては、キャビアがオリーブよりも塩

分が強くはないだろう。注意して、次から述べるように

少しずつ読め。

　読み方にはもう一つの方法があり、それは実際、多く

の著者が使っている唯一の方法である。それは、行間で

はなく、言葉の中を読むことである。実際、その方法は

深遠な暗号を解読しているのである。すべての錬金術的

著述は、私が話す暗号で書かれている。それは人生と知

識の偉大な達人（アデプト）たちによって体系的に使用

されており、彼らは一見、彼らの最も深い智慧を与えて

いるように見えるが、真の謎を表現した言葉そのものに

その智慧を隠している。これ以上のことはできない。自

然界には、人が自分のためにこれらの神秘を読まなけれ

ばならないという法則がある。他の方法では、それを得

ることはできない。生きることを望む者は、自分の食物

を自分で食べなければならない。これは自然界の単純な

法則であり、高次の生命にも適用される。自然界の中で

生き、活動しようとする者は、赤ん坊のようにスプーン

で食べさせることはできない。その人は自分で食べなけ

ればならない。

　私は『道の光』の一部を、新しい、時には分かりやす

い言葉で表現しようとしているが、私のこの努力が本当

に解釈につながるかどうかはわからない。聾唖者にとっ

ては、ある真理を理解しやすくするために、それを表現

した言葉を、見当違いの言語学者が生きている言語や死

んだ言語に翻訳して、耳元でこれらのさまざまなフレー

ズを叫んでも、それ以上に理解しやすくなることはない。

しかし、聾唖者ではない人にとっては、一つの言語が他

の言語よりも一般的には簡単である。そしてこのような

ことが、私自身の取り組んでいることである。

　第一番目に収録されている『道の光』の最初の格言は、

私がよく知っているように、この本の目的に従ってきた

多くの人々にとっては、その内的な意味について封印さ

れたままであった。

　オカルティズムへの入り口には、4 つの証明された確

かな真理がある。黄金の門の閂
かんぬき

はその入り口を塞いで

いるが、ある人たちはその門を通過して、その向こうに
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やけ、窓が暗くなり、光が役に立たなくなる。これは、

断崖絶壁の端にいる人が突然の感情でおじけづいた場

合、その人は必ず落ちるというのと同じように、文字通

りの事実である。危険な場所だけでなく、平地であって

も、自然が重力の法則によって与えてくれるすべての助

けを借りて、身体の平衡、バランスを保たなければなら

ない。それは魂も同じであり、外的な肉体とその向こう

にある星のような霊との間のつながりもそうである。自

然界の激動が空気を揺さぶることができない静寂な場所

に、神聖な閃光が宿っている。しかし魂は、これらの 2

つが 1 なる全体の一部であるにもかかわらず、それを保

持できなくなり、それについての知識を失う可能性があ

る。それは感情によって、感覚によって、この保持が緩

むのである。喜びや苦痛のいずれかを経験することは、

人間の意識にとっては、生命である強烈な振動を引き起

こす。さて、この感覚は弟子が訓練に入っても減るので

はなく、増えるのである。これは彼の強さの最初のテス

トであり、彼は他の人よりも強く苦しまなければならな

いし、楽しまなければならないし、耐えなければならな

い。それでも彼は他の人にはない義務を負っており、そ

の義務は、彼の苦しみが負わせられた義務から彼を振り

落とすことを許さない。実際、彼は最初の一歩を踏み出

して、自分の手でしっかりとくつわを自分の口に入れな

ければならない。他の誰も彼のためにそれをすることは

できない。

　『道の光』の最初の四つの格言は、完全にアストラル

の発達に言及している。この発達はある程度達成されな

ければならない。つまり、この本の残りの部分が知性以

外に本当に理解できるようになる前に、つまり、形而上

学的な論説ではなく、実際的な論説として読めるように

なる前に、完全に理解されなければならないのである。

　偉大な神秘的な同胞団の一つでは、年の初めに行われ

る 4 つの儀式があり、これらの格言を実際的に説明し、

解明している。これらは単に入口の典礼であるため、初

心者だけが参加する儀式である。しかし、これらはすべ

て犠牲の儀式であることを理解したとき、弟子になるこ

とがどれほど深刻なことであるかを示すだろう。最初の

儀式は、私が話してきたこのことである。最も鋭い快楽、

最も苦い痛み、喪失と絶望の苦悩が、暗闇の中でまだ光

を見つけていない震えている魂にもたらされる。平衡を

失わず、アストラルの感覚が封印されたままこれらの打

撃が耐えられるまで、もたらされるのである。これが慈

悲深い法である。世界に突入する「霊媒」または 「降霊

術師」は、準備なしに霊的世界に突進する、法則を破る

者であり、超自然の法則を破る者である。自然界の法則

を破る者は肉体的な健康を失い、内なる生命の法則を破

る者は精神的な健康を失う。「霊媒」は、気が狂ったり、

自殺したり、道徳心に欠けた惨めな生き物になったり、

しばしば自分の目で見たものさえも疑う不信者として終

わる。弟子は、この危険な道を冒険する前に、自分自身

の師匠になることを余儀なくされ、そしてアストラル界

に住んで働いている、私たちが大師（マスター）と呼ぶ

存在に、対面しようとする。マスターとは、彼らの偉大

な知識と、ご自身だけでなくその周りのエネルギーも制

御する能力のためにそう呼ばれている。

　知識とは異なる、感覚の生活のために生きているとき

の魂の状態は、固定されたものとは異なり、振動してい

る。これは事実の最も近い文字通りの表現であるが、そ

れは知性にとっては文字通りの表現であって、 直感に

とっては文字通りの表現ではない。人間の意識のこの部

分には、別の語彙が必要である。「固定された」という

考えは 「自宅で 」という考えに置き換えられるかもしれ

ない。感覚の中では恒久的な家を見つけることはできな

い。なぜなら、変化は振動する存在の法則だからである。

この事実は、弟子が最初に学ばなければならないことで

ある。過ぎ去った万華鏡の中の情景のために立ち止まり、

泣くことは無意味である。

　これは非常によく知られている事実であり、ブルワー・

リットンが、オカルティズムの新参者が最初に経験する

のは耐え難いほどの悲しみであることを非常に強力に

扱ったこともその一つである。世界を荒野にし、人生を

無駄な努力にする無の感覚が弟子を襲う。これは、抽象

的なものについての弟子の最初の真剣な思索に続くもの

である。自分自身の高次の性質の計り知れない神秘を見

つめたり、見つめようとしたりすることで、彼自身が最

初の試練を自分に与える。喜びと苦痛の間の振動が止ま

るのは、おそらく一瞬のことだろうが、それだけで感覚

の世界に縛り付ける鎖から彼を解放するには十分であ

崇高で無限なものを発見する。時の彼方の空間では、す

べての人がこれらの門を通過するだろう。しかし、私は、

大変な欺瞞者である「時」がそれほど支配的ではないこ

とを願う者である。彼（時）を知っていて愛している人

に私は言う言葉はないが、他の人（一部の人が想像する

ほど少数ではない）、時間の経過が大ハンマーの一振り

のように容赦ないものである人、「空間」の意味が鉄格

子の棒のようなものである人のために、彼らが完全に理

解するまで私は翻訳し、再翻訳する。

　『道の光』の最初のページに書かれている4つの真理は、

オカルティスト志望者のイニシエーションの試験を意味

している。それに合格するまで、彼は知識の取得を認め

る門の掛け金にさえ手を伸ばすことができない。知識は

人間にとって最大の遺産である。それならば、なぜあら

ゆる可能な方法を使って知識を得ようとしないのか。実

験室だけが実験の場ではない。私たちが覚えておかねば

ならないのは、科学（science）の語源は「sciens」であり、

それは語幹「scire」（「知る」）の現在分詞である。その

語源は、「見分ける」（discern）や「知る」（to ken）と

いう言葉のそれと似ている。したがって、科学は物質だ

けを扱うのではなく、いや、その微妙で曖昧な形さえも、

扱うのはそれだけではない。そのような考えは、単に時

代の愚かな精神から生まれたものである。科学とは、あ

らゆる形の知識を網羅する言葉である。化学者が何を発

見したかを聞いたり、物質の密度の高いところからより

細かい形のものに至るまでの道を見つけたりするのを見

るのは非常に興味深いことだが、これ以外の種類の知識

もあり、そして、（厳密に科学的な）知識への欲求を、

肉体の感覚で検証できる実験に限定するのは、誰もがそ

うするわけではない。

　鈍感でもなければ、何かしらの悪癖に囚われているの

でもない人は誰でも、肉体的な感覚の中に微妙な感覚が

あることを推測したことがあるだろうし、おそらくはあ

る程度の確信を持って発見したことがあるだろう。これ

には驚くべきことは何もない。もし私たちが労を惜しま

ず自然を証人席に呼んだならば、通常の視覚で知覚でき

るものはすべて、それ自体よりもさらに重要なものがそ

の中に隠されていることがわかるに違いない。顕微鏡は

私たちに世界を開いてくれたが、顕微鏡が明らかにする

その容器（encasement）の中には、どんな機械でも調

べることのできない謎が隠されているのである。

　世界全体は、その最も物質的な形に至るまで、その中

にある世界によって鼓舞され、照らされている。この内

なる世界は、一部の人々によってアストラルと呼ばれ、

それは単に星のように光る意味だが、他のどの言葉より

も良い言葉である。しかし、ロック（訳注：イングラン

ドの哲学者）が指摘したように、星はそれ自身に光を与

える発光体である。この特性は、物質の中にある生命の

特徴であり、見る人には、それを見るためのランプは必

要ない。また、星（star）という言葉は、アングロサク

ソン語の 「stir-an」から来たもので、舵をとる（steer）、

揺り動かす（stir）、動かす（move）という意味があり、

そして紛れもなく、人間の脳が唇の動きを導くように、

外的なものの主人であるのは内なる生命である。そのた

め、アストラルという言葉自体は決して優れた言葉では

ないが、私は今の目的のためにそれを使うことに満足し

ている。

　『道の光』全体はアストラル暗号で書かれているため、

アストラル的に読む者だけが解読することができる。そ

して、その教えは主にアストラル生命の育成と発達に向

けられている。この発達の第一歩を踏み出すまでは、確

信ある直観と呼ばれる迅速な知識は、人間には不可能で

ある。そして、この疑問の余地のない確かな直観こそが、

人が自分の意識的な努力の範囲内で、迅速に仕事をした

り、真の高い地位に到達したりすることを可能にする唯

一の知識の形である。 実験によって知識を得ることは、

実際の仕事を成し遂げようとする者にとっては、あまり

にも冗長な方法である。特定の直観によって知識を得る

者は、意志の猛烈な努力によって、最高の速さでさまざ

まな形の知識を手に入れる。決意した職人が自分の道具

を握り、邪魔になるかもしれないその重さや他の困難に

無関心であるのと同じように。彼はそれぞれの道具が試

されるために留まるのではなく、自分に最も適している

と判断したものを使うのである。

　『道の光』に含まれるすべての規則は、すべての弟子

のために書かれているが、弟子つまり 「知識を得る」者

のためだけに書かれている。この流派の学徒以外には、

その法則は何の役にも立たず、何のためにもならないの

である。

真剣にオカルティズムに興味を持っているすべての人

に、私は最初に言う。 知識を得よ。持っている者には与

えられる。それを待っていても無駄である。時の子宮は

あなたの前に閉じてしまい、後の日には力なく生まれな

いままになってしまう。それゆえ私は、知識に対し飢え

や渇きを持っている人に、これらの規則に傾聴するよう

に言う。

　それらは私の手細工でも発明でもない。それらは単に

超自然界の法則を言葉で表現したものであり、地球とそ

の大気の行状を支配する法則のように、それ自体の領域

で絶対的な真理を言葉にしたものである。

　これらの 4 つの記述で語られている感覚は、アストラ

ルまたは内なる感覚である。

　痛みと悲しみと絶望が彼を普通の人間性の生活から遠

ざけてしまうまでは、誰も無限の魂を照らす光を見たい

とは思わない。最初に喜びを使い尽くし、次に痛みを使

い尽くす──ついには目が涙を流すことができなくなる

まで。

　これは真実であるが、私はそれが精神生活から湧き出

る思考に共感する多くの人々から猛烈な否定に遭うこと

は十分承知している。アストラル視力で見ることは、私

たちにはすぐには理解しがたい活動の一形態である。科

学者は、世界に生まれた子供が最初に視力を獲得し、脳

に従うように強制するとき、それぞれの子供によって達

成される奇跡がどのようなものであるかをよく知ってい

る。それぞれの感覚には確かに同じような奇跡が起きる

が、この視覚の規制はおそらく最も驚異的な努力である。

しかし、子供はほとんど無意識のうちに、習慣という強

力な遺伝の力によってそれを行っている。今となっては

誰も、自分がそれをしたことがあることを全く認識して

いない。ちょうど、一年前に丘を登ることができた個々

の動きを思い出せないのと同じように、である。これは、

私たちが物質の中に動き、生き、自分の存在を持ってい

るという事実から生じる。その私達の知識が直観力に

なった。

　私たちのアストラルの生活では、それはそうでもない。

何年も前から、人間はそれにほとんど注意を払っていな

い。非常に少ししか注意を払わないので、事実上、自分

の感覚が使えなくなった。それは事実である。あらゆる

文明の中で星が現れ、人間は多かれ少なかれ愚かさと混

乱の中で、自分が自分であることを知っていると告白し

ている。しかしほとんどの場合、その人はそれを否定し、

唯物論者であることで、その奇妙なもの、自分自身の光

を見ることができない存在、生きられない生きたもの、

目と耳と言語と力を持っているが、これらの贈り物のい

ずれも使用しないアストラル動物になる。これは事実で

あり、無知の習慣がとても凝り固まっているので、今で

は、苦悩が肉体の目を見えなくするだけでなく、涙、つ

まり生命の水分をなくするまで、誰も内的な視力で見る

ことはない。涙を流すことができないということは、単

純な人間の性質と向き合い、克服したことであり、個人

的な感情では揺るがすことのできない均衡を得たことで

ある。それは心の硬さや無関心を意味するものではない。

それは、苦しみを受けている魂が、もうこれ以上、激し

く苦しむことができないと思われるときに、悲しみの枯

渇を意味するものではない。それは、振動する弦が消耗

して感情が鈍くなっている老いの死を意味するのではな

い。これらの条件のどれも弟子に適さないし、もしどれ

か一つでも彼の中に存在するならば、道に入る前に克服

しなければならない。心の硬さは利己的な人、自己中心

的な人に属し、門は永遠に閉ざされている。無関心とは、

愚か者や偽りの哲学者のことである。なまぬるさが彼ら

を単なる操り人形にし、存在の現実に直面するほど強く

ない人々である。痛みや悲しみが苦しみの鋭さを消耗す

ると、その結果、老年期に伴うものとは似ても似つかな

い無気力感が生じ、それは通常、男女が経験するもので

ある。そのような状態では、道への入り口は不可能にな

る。なぜなら、最初の一歩は困難の一つであり、それを

試みるためには、精神的、肉体的な活力に満ちた強い人

を必要とするからである。

　エドガー・アラン・ポーが言ったように、目は魂のた

めの窓であり、その窓が中に幽霊の住んでいる宮殿の窓

であるというのは真実だ。これは、テキストの意味の通

常の言語への最も近い解釈である。悲しみ、落胆、失望、

または喜びが魂を揺さぶり、それを鼓舞する穏やかな精

神の固定された足場を失い、生命の水分がどっと出てき

て、感覚の中に知識を溺れさせてしまうと、すべてがぼ

る。彼は短い間ではあったが、より大きな生命を経験し

たのだ。これはブルワー・リットンの『ザノーニ』の中

で新参者に訪れた悪夢であり、偉大な真理を学び、偉大

な力を託されたザノーニ自身でさえ、恐怖と希望、絶望

と喜びが、ある瞬間には絶対的な現実のように見え、次

の瞬間には単なる空想の形にしか見えない敷居を実際に

は通過していなかった。

　この最初の試練は、多くの場合、人生そのものによっ

てもたらされる。人生は結局のところ、偉大な教師だか

らである。化学の教師が実験室で生徒よりも多くのこと

を学んでいるように、私たちはそれを克服する力を得た

後、それを研究するために戻って来るのである。知識の

扉の近くに人々がいるため、人生そのものが人々に準備

をさせる。個々の手が入り口の恐ろしい守護者を呼び出

す必要はない。これらは当然のことながら、最も鮮明な

快楽を得ることができる鋭く強力な生物でなければなら

ない。その後、苦痛が来て、その大きな義務を果たす。

苦しみの最も激しい形は、そのような性質の上に降りか

かり、ついにそれが意識の昏睡から覚醒し、その内部の

活力によって、平和の場所へ敷居を越えて入ってくる。

その後、生命の振動は暴虐の力を失う。敏感な性質はま

だ苦しまなければならないが、魂は自分自身を解放して、

人生を偉大なものへと導くために超然としている。時間

の臣下であり、自分の空間をゆっくりと移動している人

は、長く引き延ばされた一連の感覚の中で生きており、

常に快楽と苦痛の混ざり合いに悩まされる。彼らは、自

我の蛇をしっかりと掴んでそれを征服する勇気がなく、

そうして神々しくあろうとする。そして種々の経験を通

してイライラし、反対勢力から苦しみを送りつけられる

ほうを好む。

　時の臣下の一人がオカルティズムの道に進もうと決意

したとき、それは彼の最初の課題である。人生が彼にそ

れを教えていない場合、彼が自分自身を教えるのに十分

な強さを持っていない場合、そして彼が大師の助けを要

求するのに十分な力を持っている場合は、ザノーニに描

かれているこの恐ろしい試練が彼に課せられている。彼

が生きている振動は一瞬静止し、彼は、一見何もない深

淵のように見えるものに直面したときの衝撃を乗り切ら

なければならない。彼がこの深淵に住むことを学び、そ

の安らぎを見つけるまで、彼の目が涙を流すことができ

なくなることはない。



（はじめに）

これまで見つけられていなかった、『道の光』の本の解

説を日本語訳しました。まぎれもなくヒラリオン大師に

よる解説です。これを踏まえ、2020 年 12 月に新たに『道

の光』と『黄金の門を通って』の合本を出版予定です。

真剣に弟子を目指す人に、ぜひ読んでいただきたいです。

（星野）

【本文冒頭】

目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねばなら

ない。耳が聴こえるようになる前に、敏感さを失ってい

なければならない。声が大師たちの前で話すことができ

るようになる前に、傷をつける力を失っていなければな

らない。魂が大師たちの前に立つ前に、その足を心の血

で洗わなければならない。

【解説】

Ⅰ 目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねば

ならない。

　この本は、普通の英語で書かれていると信じている人

にとっては、少し哲学があるように見えるかもしれない

がほとんど意味がない本であることを、すべての読者は

非常に明確に覚えておく必要がある。このような態度で

読む多くの人にとっては、キャビアがオリーブよりも塩

分が強くはないだろう。注意して、次から述べるように

少しずつ読め。

　読み方にはもう一つの方法があり、それは実際、多く

の著者が使っている唯一の方法である。それは、行間で

はなく、言葉の中を読むことである。実際、その方法は

深遠な暗号を解読しているのである。すべての錬金術的

著述は、私が話す暗号で書かれている。それは人生と知

識の偉大な達人（アデプト）たちによって体系的に使用

されており、彼らは一見、彼らの最も深い智慧を与えて

いるように見えるが、真の謎を表現した言葉そのものに

その智慧を隠している。これ以上のことはできない。自

然界には、人が自分のためにこれらの神秘を読まなけれ

ばならないという法則がある。他の方法では、それを得

ることはできない。生きることを望む者は、自分の食物

を自分で食べなければならない。これは自然界の単純な

法則であり、高次の生命にも適用される。自然界の中で

生き、活動しようとする者は、赤ん坊のようにスプーン

で食べさせることはできない。その人は自分で食べなけ

ればならない。

　私は『道の光』の一部を、新しい、時には分かりやす

い言葉で表現しようとしているが、私のこの努力が本当

に解釈につながるかどうかはわからない。聾唖者にとっ

ては、ある真理を理解しやすくするために、それを表現

した言葉を、見当違いの言語学者が生きている言語や死

んだ言語に翻訳して、耳元でこれらのさまざまなフレー

ズを叫んでも、それ以上に理解しやすくなることはない。

しかし、聾唖者ではない人にとっては、一つの言語が他

の言語よりも一般的には簡単である。そしてこのような

ことが、私自身の取り組んでいることである。

　第一番目に収録されている『道の光』の最初の格言は、

私がよく知っているように、この本の目的に従ってきた

多くの人々にとっては、その内的な意味について封印さ

れたままであった。

　オカルティズムへの入り口には、4 つの証明された確

かな真理がある。黄金の門の閂
かんぬき

はその入り口を塞いで

いるが、ある人たちはその門を通過して、その向こうに
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やけ、窓が暗くなり、光が役に立たなくなる。これは、

断崖絶壁の端にいる人が突然の感情でおじけづいた場

合、その人は必ず落ちるというのと同じように、文字通

りの事実である。危険な場所だけでなく、平地であって

も、自然が重力の法則によって与えてくれるすべての助

けを借りて、身体の平衡、バランスを保たなければなら

ない。それは魂も同じであり、外的な肉体とその向こう

にある星のような霊との間のつながりもそうである。自

然界の激動が空気を揺さぶることができない静寂な場所

に、神聖な閃光が宿っている。しかし魂は、これらの 2

つが 1 なる全体の一部であるにもかかわらず、それを保

持できなくなり、それについての知識を失う可能性があ

る。それは感情によって、感覚によって、この保持が緩

むのである。喜びや苦痛のいずれかを経験することは、

人間の意識にとっては、生命である強烈な振動を引き起

こす。さて、この感覚は弟子が訓練に入っても減るので

はなく、増えるのである。これは彼の強さの最初のテス

トであり、彼は他の人よりも強く苦しまなければならな

いし、楽しまなければならないし、耐えなければならな

い。それでも彼は他の人にはない義務を負っており、そ

の義務は、彼の苦しみが負わせられた義務から彼を振り

落とすことを許さない。実際、彼は最初の一歩を踏み出

して、自分の手でしっかりとくつわを自分の口に入れな

ければならない。他の誰も彼のためにそれをすることは

できない。

　『道の光』の最初の四つの格言は、完全にアストラル

の発達に言及している。この発達はある程度達成されな

ければならない。つまり、この本の残りの部分が知性以

外に本当に理解できるようになる前に、つまり、形而上

学的な論説ではなく、実際的な論説として読めるように

なる前に、完全に理解されなければならないのである。

　偉大な神秘的な同胞団の一つでは、年の初めに行われ

る 4 つの儀式があり、これらの格言を実際的に説明し、

解明している。これらは単に入口の典礼であるため、初

心者だけが参加する儀式である。しかし、これらはすべ

て犠牲の儀式であることを理解したとき、弟子になるこ

とがどれほど深刻なことであるかを示すだろう。最初の

儀式は、私が話してきたこのことである。最も鋭い快楽、

最も苦い痛み、喪失と絶望の苦悩が、暗闇の中でまだ光

を見つけていない震えている魂にもたらされる。平衡を

失わず、アストラルの感覚が封印されたままこれらの打

撃が耐えられるまで、もたらされるのである。これが慈

悲深い法である。世界に突入する「霊媒」または 「降霊

術師」は、準備なしに霊的世界に突進する、法則を破る

者であり、超自然の法則を破る者である。自然界の法則

を破る者は肉体的な健康を失い、内なる生命の法則を破

る者は精神的な健康を失う。「霊媒」は、気が狂ったり、

自殺したり、道徳心に欠けた惨めな生き物になったり、

しばしば自分の目で見たものさえも疑う不信者として終

わる。弟子は、この危険な道を冒険する前に、自分自身

の師匠になることを余儀なくされ、そしてアストラル界

に住んで働いている、私たちが大師（マスター）と呼ぶ

存在に、対面しようとする。マスターとは、彼らの偉大

な知識と、ご自身だけでなくその周りのエネルギーも制

御する能力のためにそう呼ばれている。

　知識とは異なる、感覚の生活のために生きているとき

の魂の状態は、固定されたものとは異なり、振動してい

る。これは事実の最も近い文字通りの表現であるが、そ

れは知性にとっては文字通りの表現であって、 直感に

とっては文字通りの表現ではない。人間の意識のこの部

分には、別の語彙が必要である。「固定された」という

考えは 「自宅で 」という考えに置き換えられるかもしれ

ない。感覚の中では恒久的な家を見つけることはできな

い。なぜなら、変化は振動する存在の法則だからである。

この事実は、弟子が最初に学ばなければならないことで

ある。過ぎ去った万華鏡の中の情景のために立ち止まり、

泣くことは無意味である。

　これは非常によく知られている事実であり、ブルワー・

リットンが、オカルティズムの新参者が最初に経験する

のは耐え難いほどの悲しみであることを非常に強力に

扱ったこともその一つである。世界を荒野にし、人生を

無駄な努力にする無の感覚が弟子を襲う。これは、抽象

的なものについての弟子の最初の真剣な思索に続くもの

である。自分自身の高次の性質の計り知れない神秘を見

つめたり、見つめようとしたりすることで、彼自身が最

初の試練を自分に与える。喜びと苦痛の間の振動が止ま

るのは、おそらく一瞬のことだろうが、それだけで感覚

の世界に縛り付ける鎖から彼を解放するには十分であ

崇高で無限なものを発見する。時の彼方の空間では、す

べての人がこれらの門を通過するだろう。しかし、私は、

大変な欺瞞者である「時」がそれほど支配的ではないこ

とを願う者である。彼（時）を知っていて愛している人

に私は言う言葉はないが、他の人（一部の人が想像する

ほど少数ではない）、時間の経過が大ハンマーの一振り

のように容赦ないものである人、「空間」の意味が鉄格

子の棒のようなものである人のために、彼らが完全に理

解するまで私は翻訳し、再翻訳する。

　『道の光』の最初のページに書かれている4つの真理は、

オカルティスト志望者のイニシエーションの試験を意味

している。それに合格するまで、彼は知識の取得を認め

る門の掛け金にさえ手を伸ばすことができない。知識は

人間にとって最大の遺産である。それならば、なぜあら

ゆる可能な方法を使って知識を得ようとしないのか。実

験室だけが実験の場ではない。私たちが覚えておかねば

ならないのは、科学（science）の語源は「sciens」であり、

それは語幹「scire」（「知る」）の現在分詞である。その

語源は、「見分ける」（discern）や「知る」（to ken）と

いう言葉のそれと似ている。したがって、科学は物質だ

けを扱うのではなく、いや、その微妙で曖昧な形さえも、

扱うのはそれだけではない。そのような考えは、単に時

代の愚かな精神から生まれたものである。科学とは、あ

らゆる形の知識を網羅する言葉である。化学者が何を発

見したかを聞いたり、物質の密度の高いところからより

細かい形のものに至るまでの道を見つけたりするのを見

るのは非常に興味深いことだが、これ以外の種類の知識

もあり、そして、（厳密に科学的な）知識への欲求を、

肉体の感覚で検証できる実験に限定するのは、誰もがそ

うするわけではない。

　鈍感でもなければ、何かしらの悪癖に囚われているの

でもない人は誰でも、肉体的な感覚の中に微妙な感覚が

あることを推測したことがあるだろうし、おそらくはあ

る程度の確信を持って発見したことがあるだろう。これ

には驚くべきことは何もない。もし私たちが労を惜しま

ず自然を証人席に呼んだならば、通常の視覚で知覚でき

るものはすべて、それ自体よりもさらに重要なものがそ

の中に隠されていることがわかるに違いない。顕微鏡は

私たちに世界を開いてくれたが、顕微鏡が明らかにする

その容器（encasement）の中には、どんな機械でも調

べることのできない謎が隠されているのである。

　世界全体は、その最も物質的な形に至るまで、その中

にある世界によって鼓舞され、照らされている。この内

なる世界は、一部の人々によってアストラルと呼ばれ、

それは単に星のように光る意味だが、他のどの言葉より

も良い言葉である。しかし、ロック（訳注：イングラン

ドの哲学者）が指摘したように、星はそれ自身に光を与

える発光体である。この特性は、物質の中にある生命の

特徴であり、見る人には、それを見るためのランプは必

要ない。また、星（star）という言葉は、アングロサク

ソン語の 「stir-an」から来たもので、舵をとる（steer）、

揺り動かす（stir）、動かす（move）という意味があり、

そして紛れもなく、人間の脳が唇の動きを導くように、

外的なものの主人であるのは内なる生命である。そのた

め、アストラルという言葉自体は決して優れた言葉では

ないが、私は今の目的のためにそれを使うことに満足し

ている。

　『道の光』全体はアストラル暗号で書かれているため、

アストラル的に読む者だけが解読することができる。そ

して、その教えは主にアストラル生命の育成と発達に向

けられている。この発達の第一歩を踏み出すまでは、確

信ある直観と呼ばれる迅速な知識は、人間には不可能で

ある。そして、この疑問の余地のない確かな直観こそが、

人が自分の意識的な努力の範囲内で、迅速に仕事をした

り、真の高い地位に到達したりすることを可能にする唯

一の知識の形である。 実験によって知識を得ることは、

実際の仕事を成し遂げようとする者にとっては、あまり

にも冗長な方法である。特定の直観によって知識を得る

者は、意志の猛烈な努力によって、最高の速さでさまざ

まな形の知識を手に入れる。決意した職人が自分の道具

を握り、邪魔になるかもしれないその重さや他の困難に

無関心であるのと同じように。彼はそれぞれの道具が試

されるために留まるのではなく、自分に最も適している

と判断したものを使うのである。

　『道の光』に含まれるすべての規則は、すべての弟子

のために書かれているが、弟子つまり 「知識を得る」者

のためだけに書かれている。この流派の学徒以外には、

その法則は何の役にも立たず、何のためにもならないの

である。

真剣にオカルティズムに興味を持っているすべての人

に、私は最初に言う。 知識を得よ。持っている者には与

えられる。それを待っていても無駄である。時の子宮は

あなたの前に閉じてしまい、後の日には力なく生まれな

いままになってしまう。それゆえ私は、知識に対し飢え

や渇きを持っている人に、これらの規則に傾聴するよう

に言う。

　それらは私の手細工でも発明でもない。それらは単に

超自然界の法則を言葉で表現したものであり、地球とそ

の大気の行状を支配する法則のように、それ自体の領域

で絶対的な真理を言葉にしたものである。

　これらの 4 つの記述で語られている感覚は、アストラ

ルまたは内なる感覚である。

　痛みと悲しみと絶望が彼を普通の人間性の生活から遠

ざけてしまうまでは、誰も無限の魂を照らす光を見たい

とは思わない。最初に喜びを使い尽くし、次に痛みを使

い尽くす──ついには目が涙を流すことができなくなる

まで。

　これは真実であるが、私はそれが精神生活から湧き出

る思考に共感する多くの人々から猛烈な否定に遭うこと

は十分承知している。アストラル視力で見ることは、私

たちにはすぐには理解しがたい活動の一形態である。科

学者は、世界に生まれた子供が最初に視力を獲得し、脳

に従うように強制するとき、それぞれの子供によって達

成される奇跡がどのようなものであるかをよく知ってい

る。それぞれの感覚には確かに同じような奇跡が起きる

が、この視覚の規制はおそらく最も驚異的な努力である。

しかし、子供はほとんど無意識のうちに、習慣という強

力な遺伝の力によってそれを行っている。今となっては

誰も、自分がそれをしたことがあることを全く認識して

いない。ちょうど、一年前に丘を登ることができた個々

の動きを思い出せないのと同じように、である。これは、

私たちが物質の中に動き、生き、自分の存在を持ってい

るという事実から生じる。その私達の知識が直観力に

なった。

　私たちのアストラルの生活では、それはそうでもない。

何年も前から、人間はそれにほとんど注意を払っていな

い。非常に少ししか注意を払わないので、事実上、自分

の感覚が使えなくなった。それは事実である。あらゆる

文明の中で星が現れ、人間は多かれ少なかれ愚かさと混

乱の中で、自分が自分であることを知っていると告白し

ている。しかしほとんどの場合、その人はそれを否定し、

唯物論者であることで、その奇妙なもの、自分自身の光

を見ることができない存在、生きられない生きたもの、

目と耳と言語と力を持っているが、これらの贈り物のい

ずれも使用しないアストラル動物になる。これは事実で

あり、無知の習慣がとても凝り固まっているので、今で

は、苦悩が肉体の目を見えなくするだけでなく、涙、つ

まり生命の水分をなくするまで、誰も内的な視力で見る

ことはない。涙を流すことができないということは、単

純な人間の性質と向き合い、克服したことであり、個人

的な感情では揺るがすことのできない均衡を得たことで

ある。それは心の硬さや無関心を意味するものではない。

それは、苦しみを受けている魂が、もうこれ以上、激し

く苦しむことができないと思われるときに、悲しみの枯

渇を意味するものではない。それは、振動する弦が消耗

して感情が鈍くなっている老いの死を意味するのではな

い。これらの条件のどれも弟子に適さないし、もしどれ

か一つでも彼の中に存在するならば、道に入る前に克服

しなければならない。心の硬さは利己的な人、自己中心

的な人に属し、門は永遠に閉ざされている。無関心とは、

愚か者や偽りの哲学者のことである。なまぬるさが彼ら

を単なる操り人形にし、存在の現実に直面するほど強く

ない人々である。痛みや悲しみが苦しみの鋭さを消耗す

ると、その結果、老年期に伴うものとは似ても似つかな

い無気力感が生じ、それは通常、男女が経験するもので

ある。そのような状態では、道への入り口は不可能にな

る。なぜなら、最初の一歩は困難の一つであり、それを

試みるためには、精神的、肉体的な活力に満ちた強い人

を必要とするからである。

　エドガー・アラン・ポーが言ったように、目は魂のた

めの窓であり、その窓が中に幽霊の住んでいる宮殿の窓

であるというのは真実だ。これは、テキストの意味の通

常の言語への最も近い解釈である。悲しみ、落胆、失望、

または喜びが魂を揺さぶり、それを鼓舞する穏やかな精

神の固定された足場を失い、生命の水分がどっと出てき

て、感覚の中に知識を溺れさせてしまうと、すべてがぼ

る。彼は短い間ではあったが、より大きな生命を経験し

たのだ。これはブルワー・リットンの『ザノーニ』の中

で新参者に訪れた悪夢であり、偉大な真理を学び、偉大

な力を託されたザノーニ自身でさえ、恐怖と希望、絶望

と喜びが、ある瞬間には絶対的な現実のように見え、次

の瞬間には単なる空想の形にしか見えない敷居を実際に

は通過していなかった。

　この最初の試練は、多くの場合、人生そのものによっ

てもたらされる。人生は結局のところ、偉大な教師だか

らである。化学の教師が実験室で生徒よりも多くのこと

を学んでいるように、私たちはそれを克服する力を得た

後、それを研究するために戻って来るのである。知識の

扉の近くに人々がいるため、人生そのものが人々に準備

をさせる。個々の手が入り口の恐ろしい守護者を呼び出

す必要はない。これらは当然のことながら、最も鮮明な

快楽を得ることができる鋭く強力な生物でなければなら

ない。その後、苦痛が来て、その大きな義務を果たす。

苦しみの最も激しい形は、そのような性質の上に降りか

かり、ついにそれが意識の昏睡から覚醒し、その内部の

活力によって、平和の場所へ敷居を越えて入ってくる。

その後、生命の振動は暴虐の力を失う。敏感な性質はま

だ苦しまなければならないが、魂は自分自身を解放して、

人生を偉大なものへと導くために超然としている。時間

の臣下であり、自分の空間をゆっくりと移動している人

は、長く引き延ばされた一連の感覚の中で生きており、

常に快楽と苦痛の混ざり合いに悩まされる。彼らは、自

我の蛇をしっかりと掴んでそれを征服する勇気がなく、

そうして神々しくあろうとする。そして種々の経験を通

してイライラし、反対勢力から苦しみを送りつけられる

ほうを好む。

　時の臣下の一人がオカルティズムの道に進もうと決意

したとき、それは彼の最初の課題である。人生が彼にそ

れを教えていない場合、彼が自分自身を教えるのに十分

な強さを持っていない場合、そして彼が大師の助けを要

求するのに十分な力を持っている場合は、ザノーニに描

かれているこの恐ろしい試練が彼に課せられている。彼

が生きている振動は一瞬静止し、彼は、一見何もない深

淵のように見えるものに直面したときの衝撃を乗り切ら

なければならない。彼がこの深淵に住むことを学び、そ

の安らぎを見つけるまで、彼の目が涙を流すことができ

なくなることはない。



（はじめに）

これまで見つけられていなかった、『道の光』の本の解

説を日本語訳しました。まぎれもなくヒラリオン大師に

よる解説です。これを踏まえ、2020 年 12 月に新たに『道

の光』と『黄金の門を通って』の合本を出版予定です。

真剣に弟子を目指す人に、ぜひ読んでいただきたいです。

（星野）

【本文冒頭】

目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねばなら

ない。耳が聴こえるようになる前に、敏感さを失ってい

なければならない。声が大師たちの前で話すことができ

るようになる前に、傷をつける力を失っていなければな

らない。魂が大師たちの前に立つ前に、その足を心の血

で洗わなければならない。

【解説】

Ⅰ 目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねば

ならない。

　この本は、普通の英語で書かれていると信じている人

にとっては、少し哲学があるように見えるかもしれない

がほとんど意味がない本であることを、すべての読者は

非常に明確に覚えておく必要がある。このような態度で

読む多くの人にとっては、キャビアがオリーブよりも塩

分が強くはないだろう。注意して、次から述べるように

少しずつ読め。

　読み方にはもう一つの方法があり、それは実際、多く

の著者が使っている唯一の方法である。それは、行間で

はなく、言葉の中を読むことである。実際、その方法は

深遠な暗号を解読しているのである。すべての錬金術的

著述は、私が話す暗号で書かれている。それは人生と知

識の偉大な達人（アデプト）たちによって体系的に使用

されており、彼らは一見、彼らの最も深い智慧を与えて

いるように見えるが、真の謎を表現した言葉そのものに

その智慧を隠している。これ以上のことはできない。自

然界には、人が自分のためにこれらの神秘を読まなけれ

ばならないという法則がある。他の方法では、それを得

ることはできない。生きることを望む者は、自分の食物

を自分で食べなければならない。これは自然界の単純な

法則であり、高次の生命にも適用される。自然界の中で

生き、活動しようとする者は、赤ん坊のようにスプーン

で食べさせることはできない。その人は自分で食べなけ

ればならない。

　私は『道の光』の一部を、新しい、時には分かりやす

い言葉で表現しようとしているが、私のこの努力が本当

に解釈につながるかどうかはわからない。聾唖者にとっ

ては、ある真理を理解しやすくするために、それを表現

した言葉を、見当違いの言語学者が生きている言語や死

んだ言語に翻訳して、耳元でこれらのさまざまなフレー

ズを叫んでも、それ以上に理解しやすくなることはない。

しかし、聾唖者ではない人にとっては、一つの言語が他

の言語よりも一般的には簡単である。そしてこのような

ことが、私自身の取り組んでいることである。

　第一番目に収録されている『道の光』の最初の格言は、

私がよく知っているように、この本の目的に従ってきた

多くの人々にとっては、その内的な意味について封印さ

れたままであった。

　オカルティズムへの入り口には、4 つの証明された確

かな真理がある。黄金の門の閂
かんぬき

はその入り口を塞いで

いるが、ある人たちはその門を通過して、その向こうに
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やけ、窓が暗くなり、光が役に立たなくなる。これは、

断崖絶壁の端にいる人が突然の感情でおじけづいた場

合、その人は必ず落ちるというのと同じように、文字通

りの事実である。危険な場所だけでなく、平地であって

も、自然が重力の法則によって与えてくれるすべての助

けを借りて、身体の平衡、バランスを保たなければなら

ない。それは魂も同じであり、外的な肉体とその向こう

にある星のような霊との間のつながりもそうである。自

然界の激動が空気を揺さぶることができない静寂な場所

に、神聖な閃光が宿っている。しかし魂は、これらの 2

つが 1 なる全体の一部であるにもかかわらず、それを保

持できなくなり、それについての知識を失う可能性があ

る。それは感情によって、感覚によって、この保持が緩

むのである。喜びや苦痛のいずれかを経験することは、

人間の意識にとっては、生命である強烈な振動を引き起

こす。さて、この感覚は弟子が訓練に入っても減るので

はなく、増えるのである。これは彼の強さの最初のテス

トであり、彼は他の人よりも強く苦しまなければならな

いし、楽しまなければならないし、耐えなければならな

い。それでも彼は他の人にはない義務を負っており、そ

の義務は、彼の苦しみが負わせられた義務から彼を振り

落とすことを許さない。実際、彼は最初の一歩を踏み出

して、自分の手でしっかりとくつわを自分の口に入れな

ければならない。他の誰も彼のためにそれをすることは

できない。

　『道の光』の最初の四つの格言は、完全にアストラル

の発達に言及している。この発達はある程度達成されな

ければならない。つまり、この本の残りの部分が知性以

外に本当に理解できるようになる前に、つまり、形而上

学的な論説ではなく、実際的な論説として読めるように

なる前に、完全に理解されなければならないのである。

　偉大な神秘的な同胞団の一つでは、年の初めに行われ

る 4 つの儀式があり、これらの格言を実際的に説明し、

解明している。これらは単に入口の典礼であるため、初

心者だけが参加する儀式である。しかし、これらはすべ

て犠牲の儀式であることを理解したとき、弟子になるこ

とがどれほど深刻なことであるかを示すだろう。最初の

儀式は、私が話してきたこのことである。最も鋭い快楽、

最も苦い痛み、喪失と絶望の苦悩が、暗闇の中でまだ光

を見つけていない震えている魂にもたらされる。平衡を

失わず、アストラルの感覚が封印されたままこれらの打

撃が耐えられるまで、もたらされるのである。これが慈

悲深い法である。世界に突入する「霊媒」または 「降霊

術師」は、準備なしに霊的世界に突進する、法則を破る

者であり、超自然の法則を破る者である。自然界の法則

を破る者は肉体的な健康を失い、内なる生命の法則を破

る者は精神的な健康を失う。「霊媒」は、気が狂ったり、

自殺したり、道徳心に欠けた惨めな生き物になったり、

しばしば自分の目で見たものさえも疑う不信者として終

わる。弟子は、この危険な道を冒険する前に、自分自身

の師匠になることを余儀なくされ、そしてアストラル界

に住んで働いている、私たちが大師（マスター）と呼ぶ

存在に、対面しようとする。マスターとは、彼らの偉大

な知識と、ご自身だけでなくその周りのエネルギーも制

御する能力のためにそう呼ばれている。

　知識とは異なる、感覚の生活のために生きているとき

の魂の状態は、固定されたものとは異なり、振動してい

る。これは事実の最も近い文字通りの表現であるが、そ

れは知性にとっては文字通りの表現であって、 直感に

とっては文字通りの表現ではない。人間の意識のこの部

分には、別の語彙が必要である。「固定された」という

考えは 「自宅で 」という考えに置き換えられるかもしれ

ない。感覚の中では恒久的な家を見つけることはできな

い。なぜなら、変化は振動する存在の法則だからである。

この事実は、弟子が最初に学ばなければならないことで

ある。過ぎ去った万華鏡の中の情景のために立ち止まり、

泣くことは無意味である。

　これは非常によく知られている事実であり、ブルワー・

リットンが、オカルティズムの新参者が最初に経験する

のは耐え難いほどの悲しみであることを非常に強力に

扱ったこともその一つである。世界を荒野にし、人生を

無駄な努力にする無の感覚が弟子を襲う。これは、抽象

的なものについての弟子の最初の真剣な思索に続くもの

である。自分自身の高次の性質の計り知れない神秘を見

つめたり、見つめようとしたりすることで、彼自身が最

初の試練を自分に与える。喜びと苦痛の間の振動が止ま

るのは、おそらく一瞬のことだろうが、それだけで感覚

の世界に縛り付ける鎖から彼を解放するには十分であ

崇高で無限なものを発見する。時の彼方の空間では、す

べての人がこれらの門を通過するだろう。しかし、私は、

大変な欺瞞者である「時」がそれほど支配的ではないこ

とを願う者である。彼（時）を知っていて愛している人

に私は言う言葉はないが、他の人（一部の人が想像する

ほど少数ではない）、時間の経過が大ハンマーの一振り

のように容赦ないものである人、「空間」の意味が鉄格

子の棒のようなものである人のために、彼らが完全に理

解するまで私は翻訳し、再翻訳する。

　『道の光』の最初のページに書かれている4つの真理は、

オカルティスト志望者のイニシエーションの試験を意味

している。それに合格するまで、彼は知識の取得を認め

る門の掛け金にさえ手を伸ばすことができない。知識は

人間にとって最大の遺産である。それならば、なぜあら

ゆる可能な方法を使って知識を得ようとしないのか。実

験室だけが実験の場ではない。私たちが覚えておかねば

ならないのは、科学（science）の語源は「sciens」であり、

それは語幹「scire」（「知る」）の現在分詞である。その

語源は、「見分ける」（discern）や「知る」（to ken）と

いう言葉のそれと似ている。したがって、科学は物質だ

けを扱うのではなく、いや、その微妙で曖昧な形さえも、

扱うのはそれだけではない。そのような考えは、単に時

代の愚かな精神から生まれたものである。科学とは、あ

らゆる形の知識を網羅する言葉である。化学者が何を発

見したかを聞いたり、物質の密度の高いところからより

細かい形のものに至るまでの道を見つけたりするのを見

るのは非常に興味深いことだが、これ以外の種類の知識

もあり、そして、（厳密に科学的な）知識への欲求を、

肉体の感覚で検証できる実験に限定するのは、誰もがそ

うするわけではない。

　鈍感でもなければ、何かしらの悪癖に囚われているの

でもない人は誰でも、肉体的な感覚の中に微妙な感覚が

あることを推測したことがあるだろうし、おそらくはあ

る程度の確信を持って発見したことがあるだろう。これ

には驚くべきことは何もない。もし私たちが労を惜しま

ず自然を証人席に呼んだならば、通常の視覚で知覚でき

るものはすべて、それ自体よりもさらに重要なものがそ

の中に隠されていることがわかるに違いない。顕微鏡は

私たちに世界を開いてくれたが、顕微鏡が明らかにする

その容器（encasement）の中には、どんな機械でも調

べることのできない謎が隠されているのである。

　世界全体は、その最も物質的な形に至るまで、その中

にある世界によって鼓舞され、照らされている。この内

なる世界は、一部の人々によってアストラルと呼ばれ、

それは単に星のように光る意味だが、他のどの言葉より

も良い言葉である。しかし、ロック（訳注：イングラン

ドの哲学者）が指摘したように、星はそれ自身に光を与

える発光体である。この特性は、物質の中にある生命の

特徴であり、見る人には、それを見るためのランプは必

要ない。また、星（star）という言葉は、アングロサク

ソン語の 「stir-an」から来たもので、舵をとる（steer）、

揺り動かす（stir）、動かす（move）という意味があり、

そして紛れもなく、人間の脳が唇の動きを導くように、

外的なものの主人であるのは内なる生命である。そのた

め、アストラルという言葉自体は決して優れた言葉では

ないが、私は今の目的のためにそれを使うことに満足し

ている。

　『道の光』全体はアストラル暗号で書かれているため、

アストラル的に読む者だけが解読することができる。そ

して、その教えは主にアストラル生命の育成と発達に向

けられている。この発達の第一歩を踏み出すまでは、確

信ある直観と呼ばれる迅速な知識は、人間には不可能で

ある。そして、この疑問の余地のない確かな直観こそが、

人が自分の意識的な努力の範囲内で、迅速に仕事をした

り、真の高い地位に到達したりすることを可能にする唯

一の知識の形である。 実験によって知識を得ることは、

実際の仕事を成し遂げようとする者にとっては、あまり

にも冗長な方法である。特定の直観によって知識を得る

者は、意志の猛烈な努力によって、最高の速さでさまざ

まな形の知識を手に入れる。決意した職人が自分の道具

を握り、邪魔になるかもしれないその重さや他の困難に

無関心であるのと同じように。彼はそれぞれの道具が試

されるために留まるのではなく、自分に最も適している

と判断したものを使うのである。

　『道の光』に含まれるすべての規則は、すべての弟子

のために書かれているが、弟子つまり 「知識を得る」者

のためだけに書かれている。この流派の学徒以外には、

その法則は何の役にも立たず、何のためにもならないの

である。

真剣にオカルティズムに興味を持っているすべての人

に、私は最初に言う。 知識を得よ。持っている者には与

えられる。それを待っていても無駄である。時の子宮は

あなたの前に閉じてしまい、後の日には力なく生まれな

いままになってしまう。それゆえ私は、知識に対し飢え

や渇きを持っている人に、これらの規則に傾聴するよう

に言う。

　それらは私の手細工でも発明でもない。それらは単に

超自然界の法則を言葉で表現したものであり、地球とそ

の大気の行状を支配する法則のように、それ自体の領域

で絶対的な真理を言葉にしたものである。

　これらの 4 つの記述で語られている感覚は、アストラ

ルまたは内なる感覚である。

　痛みと悲しみと絶望が彼を普通の人間性の生活から遠

ざけてしまうまでは、誰も無限の魂を照らす光を見たい

とは思わない。最初に喜びを使い尽くし、次に痛みを使

い尽くす──ついには目が涙を流すことができなくなる

まで。

　これは真実であるが、私はそれが精神生活から湧き出

る思考に共感する多くの人々から猛烈な否定に遭うこと

は十分承知している。アストラル視力で見ることは、私

たちにはすぐには理解しがたい活動の一形態である。科

学者は、世界に生まれた子供が最初に視力を獲得し、脳

に従うように強制するとき、それぞれの子供によって達

成される奇跡がどのようなものであるかをよく知ってい

る。それぞれの感覚には確かに同じような奇跡が起きる

が、この視覚の規制はおそらく最も驚異的な努力である。

しかし、子供はほとんど無意識のうちに、習慣という強

力な遺伝の力によってそれを行っている。今となっては

誰も、自分がそれをしたことがあることを全く認識して

いない。ちょうど、一年前に丘を登ることができた個々

の動きを思い出せないのと同じように、である。これは、

私たちが物質の中に動き、生き、自分の存在を持ってい

るという事実から生じる。その私達の知識が直観力に

なった。

　私たちのアストラルの生活では、それはそうでもない。

何年も前から、人間はそれにほとんど注意を払っていな

い。非常に少ししか注意を払わないので、事実上、自分

の感覚が使えなくなった。それは事実である。あらゆる

文明の中で星が現れ、人間は多かれ少なかれ愚かさと混

乱の中で、自分が自分であることを知っていると告白し

ている。しかしほとんどの場合、その人はそれを否定し、

唯物論者であることで、その奇妙なもの、自分自身の光

を見ることができない存在、生きられない生きたもの、

目と耳と言語と力を持っているが、これらの贈り物のい

ずれも使用しないアストラル動物になる。これは事実で

あり、無知の習慣がとても凝り固まっているので、今で

は、苦悩が肉体の目を見えなくするだけでなく、涙、つ

まり生命の水分をなくするまで、誰も内的な視力で見る

ことはない。涙を流すことができないということは、単

純な人間の性質と向き合い、克服したことであり、個人

的な感情では揺るがすことのできない均衡を得たことで

ある。それは心の硬さや無関心を意味するものではない。

それは、苦しみを受けている魂が、もうこれ以上、激し

く苦しむことができないと思われるときに、悲しみの枯

渇を意味するものではない。それは、振動する弦が消耗

して感情が鈍くなっている老いの死を意味するのではな

い。これらの条件のどれも弟子に適さないし、もしどれ

か一つでも彼の中に存在するならば、道に入る前に克服

しなければならない。心の硬さは利己的な人、自己中心

的な人に属し、門は永遠に閉ざされている。無関心とは、

愚か者や偽りの哲学者のことである。なまぬるさが彼ら

を単なる操り人形にし、存在の現実に直面するほど強く

ない人々である。痛みや悲しみが苦しみの鋭さを消耗す

ると、その結果、老年期に伴うものとは似ても似つかな

い無気力感が生じ、それは通常、男女が経験するもので

ある。そのような状態では、道への入り口は不可能にな

る。なぜなら、最初の一歩は困難の一つであり、それを

試みるためには、精神的、肉体的な活力に満ちた強い人

を必要とするからである。

　エドガー・アラン・ポーが言ったように、目は魂のた

めの窓であり、その窓が中に幽霊の住んでいる宮殿の窓

であるというのは真実だ。これは、テキストの意味の通

常の言語への最も近い解釈である。悲しみ、落胆、失望、

または喜びが魂を揺さぶり、それを鼓舞する穏やかな精

神の固定された足場を失い、生命の水分がどっと出てき

て、感覚の中に知識を溺れさせてしまうと、すべてがぼ

る。彼は短い間ではあったが、より大きな生命を経験し

たのだ。これはブルワー・リットンの『ザノーニ』の中

で新参者に訪れた悪夢であり、偉大な真理を学び、偉大

な力を託されたザノーニ自身でさえ、恐怖と希望、絶望

と喜びが、ある瞬間には絶対的な現実のように見え、次

の瞬間には単なる空想の形にしか見えない敷居を実際に

は通過していなかった。

　この最初の試練は、多くの場合、人生そのものによっ

てもたらされる。人生は結局のところ、偉大な教師だか

らである。化学の教師が実験室で生徒よりも多くのこと

を学んでいるように、私たちはそれを克服する力を得た

後、それを研究するために戻って来るのである。知識の

扉の近くに人々がいるため、人生そのものが人々に準備

をさせる。個々の手が入り口の恐ろしい守護者を呼び出

す必要はない。これらは当然のことながら、最も鮮明な

快楽を得ることができる鋭く強力な生物でなければなら

ない。その後、苦痛が来て、その大きな義務を果たす。

苦しみの最も激しい形は、そのような性質の上に降りか

かり、ついにそれが意識の昏睡から覚醒し、その内部の

活力によって、平和の場所へ敷居を越えて入ってくる。

その後、生命の振動は暴虐の力を失う。敏感な性質はま

だ苦しまなければならないが、魂は自分自身を解放して、

人生を偉大なものへと導くために超然としている。時間

の臣下であり、自分の空間をゆっくりと移動している人

は、長く引き延ばされた一連の感覚の中で生きており、

常に快楽と苦痛の混ざり合いに悩まされる。彼らは、自

我の蛇をしっかりと掴んでそれを征服する勇気がなく、

そうして神々しくあろうとする。そして種々の経験を通

してイライラし、反対勢力から苦しみを送りつけられる

ほうを好む。

　時の臣下の一人がオカルティズムの道に進もうと決意

したとき、それは彼の最初の課題である。人生が彼にそ

れを教えていない場合、彼が自分自身を教えるのに十分

な強さを持っていない場合、そして彼が大師の助けを要

求するのに十分な力を持っている場合は、ザノーニに描

かれているこの恐ろしい試練が彼に課せられている。彼

が生きている振動は一瞬静止し、彼は、一見何もない深

淵のように見えるものに直面したときの衝撃を乗り切ら

なければならない。彼がこの深淵に住むことを学び、そ

の安らぎを見つけるまで、彼の目が涙を流すことができ

なくなることはない。



（はじめに）

これまで見つけられていなかった、『道の光』の本の解

説を日本語訳しました。まぎれもなくヒラリオン大師に

よる解説です。これを踏まえ、2020 年 12 月に新たに『道

の光』と『黄金の門を通って』の合本を出版予定です。

真剣に弟子を目指す人に、ぜひ読んでいただきたいです。

（星野）

【本文冒頭】

目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねばなら

ない。耳が聴こえるようになる前に、敏感さを失ってい

なければならない。声が大師たちの前で話すことができ

るようになる前に、傷をつける力を失っていなければな

らない。魂が大師たちの前に立つ前に、その足を心の血

で洗わなければならない。

【解説】

Ⅰ 目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねば

ならない。

　この本は、普通の英語で書かれていると信じている人

にとっては、少し哲学があるように見えるかもしれない

がほとんど意味がない本であることを、すべての読者は

非常に明確に覚えておく必要がある。このような態度で

読む多くの人にとっては、キャビアがオリーブよりも塩

分が強くはないだろう。注意して、次から述べるように

少しずつ読め。

　読み方にはもう一つの方法があり、それは実際、多く

の著者が使っている唯一の方法である。それは、行間で

はなく、言葉の中を読むことである。実際、その方法は

深遠な暗号を解読しているのである。すべての錬金術的

著述は、私が話す暗号で書かれている。それは人生と知

識の偉大な達人（アデプト）たちによって体系的に使用

されており、彼らは一見、彼らの最も深い智慧を与えて

いるように見えるが、真の謎を表現した言葉そのものに

その智慧を隠している。これ以上のことはできない。自

然界には、人が自分のためにこれらの神秘を読まなけれ

ばならないという法則がある。他の方法では、それを得

ることはできない。生きることを望む者は、自分の食物

を自分で食べなければならない。これは自然界の単純な

法則であり、高次の生命にも適用される。自然界の中で

生き、活動しようとする者は、赤ん坊のようにスプーン

で食べさせることはできない。その人は自分で食べなけ

ればならない。

　私は『道の光』の一部を、新しい、時には分かりやす

い言葉で表現しようとしているが、私のこの努力が本当

に解釈につながるかどうかはわからない。聾唖者にとっ

ては、ある真理を理解しやすくするために、それを表現

した言葉を、見当違いの言語学者が生きている言語や死

んだ言語に翻訳して、耳元でこれらのさまざまなフレー

ズを叫んでも、それ以上に理解しやすくなることはない。

しかし、聾唖者ではない人にとっては、一つの言語が他

の言語よりも一般的には簡単である。そしてこのような

ことが、私自身の取り組んでいることである。

　第一番目に収録されている『道の光』の最初の格言は、

私がよく知っているように、この本の目的に従ってきた

多くの人々にとっては、その内的な意味について封印さ

れたままであった。

　オカルティズムへの入り口には、4 つの証明された確

かな真理がある。黄金の門の閂
かんぬき

はその入り口を塞いで

いるが、ある人たちはその門を通過して、その向こうに

やけ、窓が暗くなり、光が役に立たなくなる。これは、

断崖絶壁の端にいる人が突然の感情でおじけづいた場

合、その人は必ず落ちるというのと同じように、文字通

りの事実である。危険な場所だけでなく、平地であって

も、自然が重力の法則によって与えてくれるすべての助

けを借りて、身体の平衡、バランスを保たなければなら

ない。それは魂も同じであり、外的な肉体とその向こう

にある星のような霊との間のつながりもそうである。自

然界の激動が空気を揺さぶることができない静寂な場所

に、神聖な閃光が宿っている。しかし魂は、これらの 2

つが 1 なる全体の一部であるにもかかわらず、それを保

持できなくなり、それについての知識を失う可能性があ

る。それは感情によって、感覚によって、この保持が緩

むのである。喜びや苦痛のいずれかを経験することは、

人間の意識にとっては、生命である強烈な振動を引き起

こす。さて、この感覚は弟子が訓練に入っても減るので

はなく、増えるのである。これは彼の強さの最初のテス

トであり、彼は他の人よりも強く苦しまなければならな

いし、楽しまなければならないし、耐えなければならな

い。それでも彼は他の人にはない義務を負っており、そ

の義務は、彼の苦しみが負わせられた義務から彼を振り

落とすことを許さない。実際、彼は最初の一歩を踏み出

して、自分の手でしっかりとくつわを自分の口に入れな

ければならない。他の誰も彼のためにそれをすることは

できない。

　『道の光』の最初の四つの格言は、完全にアストラル

の発達に言及している。この発達はある程度達成されな

ければならない。つまり、この本の残りの部分が知性以

外に本当に理解できるようになる前に、つまり、形而上

学的な論説ではなく、実際的な論説として読めるように

なる前に、完全に理解されなければならないのである。

　偉大な神秘的な同胞団の一つでは、年の初めに行われ

る 4 つの儀式があり、これらの格言を実際的に説明し、

解明している。これらは単に入口の典礼であるため、初

心者だけが参加する儀式である。しかし、これらはすべ

て犠牲の儀式であることを理解したとき、弟子になるこ

とがどれほど深刻なことであるかを示すだろう。最初の

儀式は、私が話してきたこのことである。最も鋭い快楽、

最も苦い痛み、喪失と絶望の苦悩が、暗闇の中でまだ光

を見つけていない震えている魂にもたらされる。平衡を

失わず、アストラルの感覚が封印されたままこれらの打

撃が耐えられるまで、もたらされるのである。これが慈

悲深い法である。世界に突入する「霊媒」または 「降霊

術師」は、準備なしに霊的世界に突進する、法則を破る

者であり、超自然の法則を破る者である。自然界の法則

を破る者は肉体的な健康を失い、内なる生命の法則を破

る者は精神的な健康を失う。「霊媒」は、気が狂ったり、

自殺したり、道徳心に欠けた惨めな生き物になったり、

しばしば自分の目で見たものさえも疑う不信者として終

わる。弟子は、この危険な道を冒険する前に、自分自身

の師匠になることを余儀なくされ、そしてアストラル界

に住んで働いている、私たちが大師（マスター）と呼ぶ

存在に、対面しようとする。マスターとは、彼らの偉大

な知識と、ご自身だけでなくその周りのエネルギーも制

御する能力のためにそう呼ばれている。

　知識とは異なる、感覚の生活のために生きているとき

の魂の状態は、固定されたものとは異なり、振動してい

る。これは事実の最も近い文字通りの表現であるが、そ

れは知性にとっては文字通りの表現であって、 直感に

とっては文字通りの表現ではない。人間の意識のこの部

分には、別の語彙が必要である。「固定された」という

考えは 「自宅で 」という考えに置き換えられるかもしれ

ない。感覚の中では恒久的な家を見つけることはできな

い。なぜなら、変化は振動する存在の法則だからである。

この事実は、弟子が最初に学ばなければならないことで

ある。過ぎ去った万華鏡の中の情景のために立ち止まり、

泣くことは無意味である。

　これは非常によく知られている事実であり、ブルワー・

リットンが、オカルティズムの新参者が最初に経験する

のは耐え難いほどの悲しみであることを非常に強力に

扱ったこともその一つである。世界を荒野にし、人生を

無駄な努力にする無の感覚が弟子を襲う。これは、抽象

的なものについての弟子の最初の真剣な思索に続くもの

である。自分自身の高次の性質の計り知れない神秘を見

つめたり、見つめようとしたりすることで、彼自身が最

初の試練を自分に与える。喜びと苦痛の間の振動が止ま

るのは、おそらく一瞬のことだろうが、それだけで感覚

の世界に縛り付ける鎖から彼を解放するには十分であ
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崇高で無限なものを発見する。時の彼方の空間では、す

べての人がこれらの門を通過するだろう。しかし、私は、

大変な欺瞞者である「時」がそれほど支配的ではないこ

とを願う者である。彼（時）を知っていて愛している人

に私は言う言葉はないが、他の人（一部の人が想像する

ほど少数ではない）、時間の経過が大ハンマーの一振り

のように容赦ないものである人、「空間」の意味が鉄格

子の棒のようなものである人のために、彼らが完全に理

解するまで私は翻訳し、再翻訳する。

　『道の光』の最初のページに書かれている4つの真理は、

オカルティスト志望者のイニシエーションの試験を意味

している。それに合格するまで、彼は知識の取得を認め

る門の掛け金にさえ手を伸ばすことができない。知識は

人間にとって最大の遺産である。それならば、なぜあら

ゆる可能な方法を使って知識を得ようとしないのか。実

験室だけが実験の場ではない。私たちが覚えておかねば

ならないのは、科学（science）の語源は「sciens」であり、

それは語幹「scire」（「知る」）の現在分詞である。その

語源は、「見分ける」（discern）や「知る」（to ken）と

いう言葉のそれと似ている。したがって、科学は物質だ

けを扱うのではなく、いや、その微妙で曖昧な形さえも、

扱うのはそれだけではない。そのような考えは、単に時

代の愚かな精神から生まれたものである。科学とは、あ

らゆる形の知識を網羅する言葉である。化学者が何を発

見したかを聞いたり、物質の密度の高いところからより

細かい形のものに至るまでの道を見つけたりするのを見

るのは非常に興味深いことだが、これ以外の種類の知識

もあり、そして、（厳密に科学的な）知識への欲求を、

肉体の感覚で検証できる実験に限定するのは、誰もがそ

うするわけではない。

　鈍感でもなければ、何かしらの悪癖に囚われているの

でもない人は誰でも、肉体的な感覚の中に微妙な感覚が

あることを推測したことがあるだろうし、おそらくはあ

る程度の確信を持って発見したことがあるだろう。これ

には驚くべきことは何もない。もし私たちが労を惜しま

ず自然を証人席に呼んだならば、通常の視覚で知覚でき

るものはすべて、それ自体よりもさらに重要なものがそ

の中に隠されていることがわかるに違いない。顕微鏡は

私たちに世界を開いてくれたが、顕微鏡が明らかにする

その容器（encasement）の中には、どんな機械でも調

べることのできない謎が隠されているのである。

　世界全体は、その最も物質的な形に至るまで、その中

にある世界によって鼓舞され、照らされている。この内

なる世界は、一部の人々によってアストラルと呼ばれ、

それは単に星のように光る意味だが、他のどの言葉より

も良い言葉である。しかし、ロック（訳注：イングラン

ドの哲学者）が指摘したように、星はそれ自身に光を与

える発光体である。この特性は、物質の中にある生命の

特徴であり、見る人には、それを見るためのランプは必

要ない。また、星（star）という言葉は、アングロサク

ソン語の 「stir-an」から来たもので、舵をとる（steer）、

揺り動かす（stir）、動かす（move）という意味があり、

そして紛れもなく、人間の脳が唇の動きを導くように、

外的なものの主人であるのは内なる生命である。そのた

め、アストラルという言葉自体は決して優れた言葉では

ないが、私は今の目的のためにそれを使うことに満足し

ている。

　『道の光』全体はアストラル暗号で書かれているため、

アストラル的に読む者だけが解読することができる。そ

して、その教えは主にアストラル生命の育成と発達に向

けられている。この発達の第一歩を踏み出すまでは、確

信ある直観と呼ばれる迅速な知識は、人間には不可能で

ある。そして、この疑問の余地のない確かな直観こそが、

人が自分の意識的な努力の範囲内で、迅速に仕事をした

り、真の高い地位に到達したりすることを可能にする唯

一の知識の形である。 実験によって知識を得ることは、

実際の仕事を成し遂げようとする者にとっては、あまり

にも冗長な方法である。特定の直観によって知識を得る

者は、意志の猛烈な努力によって、最高の速さでさまざ

まな形の知識を手に入れる。決意した職人が自分の道具

を握り、邪魔になるかもしれないその重さや他の困難に

無関心であるのと同じように。彼はそれぞれの道具が試

されるために留まるのではなく、自分に最も適している

と判断したものを使うのである。

　『道の光』に含まれるすべての規則は、すべての弟子

のために書かれているが、弟子つまり 「知識を得る」者

のためだけに書かれている。この流派の学徒以外には、

その法則は何の役にも立たず、何のためにもならないの

である。

真剣にオカルティズムに興味を持っているすべての人

に、私は最初に言う。 知識を得よ。持っている者には与

えられる。それを待っていても無駄である。時の子宮は

あなたの前に閉じてしまい、後の日には力なく生まれな

いままになってしまう。それゆえ私は、知識に対し飢え

や渇きを持っている人に、これらの規則に傾聴するよう

に言う。

　それらは私の手細工でも発明でもない。それらは単に

超自然界の法則を言葉で表現したものであり、地球とそ

の大気の行状を支配する法則のように、それ自体の領域

で絶対的な真理を言葉にしたものである。

　これらの 4 つの記述で語られている感覚は、アストラ

ルまたは内なる感覚である。

　痛みと悲しみと絶望が彼を普通の人間性の生活から遠

ざけてしまうまでは、誰も無限の魂を照らす光を見たい

とは思わない。最初に喜びを使い尽くし、次に痛みを使

い尽くす──ついには目が涙を流すことができなくなる

まで。

　これは真実であるが、私はそれが精神生活から湧き出

る思考に共感する多くの人々から猛烈な否定に遭うこと

は十分承知している。アストラル視力で見ることは、私

たちにはすぐには理解しがたい活動の一形態である。科

学者は、世界に生まれた子供が最初に視力を獲得し、脳

に従うように強制するとき、それぞれの子供によって達

成される奇跡がどのようなものであるかをよく知ってい

る。それぞれの感覚には確かに同じような奇跡が起きる

が、この視覚の規制はおそらく最も驚異的な努力である。

しかし、子供はほとんど無意識のうちに、習慣という強

力な遺伝の力によってそれを行っている。今となっては

誰も、自分がそれをしたことがあることを全く認識して

いない。ちょうど、一年前に丘を登ることができた個々

の動きを思い出せないのと同じように、である。これは、

私たちが物質の中に動き、生き、自分の存在を持ってい

るという事実から生じる。その私達の知識が直観力に

なった。

　私たちのアストラルの生活では、それはそうでもない。

何年も前から、人間はそれにほとんど注意を払っていな

い。非常に少ししか注意を払わないので、事実上、自分

の感覚が使えなくなった。それは事実である。あらゆる

文明の中で星が現れ、人間は多かれ少なかれ愚かさと混

乱の中で、自分が自分であることを知っていると告白し

ている。しかしほとんどの場合、その人はそれを否定し、

唯物論者であることで、その奇妙なもの、自分自身の光

を見ることができない存在、生きられない生きたもの、

目と耳と言語と力を持っているが、これらの贈り物のい

ずれも使用しないアストラル動物になる。これは事実で

あり、無知の習慣がとても凝り固まっているので、今で

は、苦悩が肉体の目を見えなくするだけでなく、涙、つ

まり生命の水分をなくするまで、誰も内的な視力で見る

ことはない。涙を流すことができないということは、単

純な人間の性質と向き合い、克服したことであり、個人

的な感情では揺るがすことのできない均衡を得たことで

ある。それは心の硬さや無関心を意味するものではない。

それは、苦しみを受けている魂が、もうこれ以上、激し

く苦しむことができないと思われるときに、悲しみの枯

渇を意味するものではない。それは、振動する弦が消耗

して感情が鈍くなっている老いの死を意味するのではな

い。これらの条件のどれも弟子に適さないし、もしどれ

か一つでも彼の中に存在するならば、道に入る前に克服

しなければならない。心の硬さは利己的な人、自己中心

的な人に属し、門は永遠に閉ざされている。無関心とは、

愚か者や偽りの哲学者のことである。なまぬるさが彼ら

を単なる操り人形にし、存在の現実に直面するほど強く

ない人々である。痛みや悲しみが苦しみの鋭さを消耗す

ると、その結果、老年期に伴うものとは似ても似つかな

い無気力感が生じ、それは通常、男女が経験するもので

ある。そのような状態では、道への入り口は不可能にな

る。なぜなら、最初の一歩は困難の一つであり、それを

試みるためには、精神的、肉体的な活力に満ちた強い人

を必要とするからである。

　エドガー・アラン・ポーが言ったように、目は魂のた

めの窓であり、その窓が中に幽霊の住んでいる宮殿の窓

であるというのは真実だ。これは、テキストの意味の通

常の言語への最も近い解釈である。悲しみ、落胆、失望、

または喜びが魂を揺さぶり、それを鼓舞する穏やかな精

神の固定された足場を失い、生命の水分がどっと出てき

て、感覚の中に知識を溺れさせてしまうと、すべてがぼ

る。彼は短い間ではあったが、より大きな生命を経験し

たのだ。これはブルワー・リットンの『ザノーニ』の中

で新参者に訪れた悪夢であり、偉大な真理を学び、偉大

な力を託されたザノーニ自身でさえ、恐怖と希望、絶望

と喜びが、ある瞬間には絶対的な現実のように見え、次

の瞬間には単なる空想の形にしか見えない敷居を実際に

は通過していなかった。

　この最初の試練は、多くの場合、人生そのものによっ

てもたらされる。人生は結局のところ、偉大な教師だか

らである。化学の教師が実験室で生徒よりも多くのこと

を学んでいるように、私たちはそれを克服する力を得た

後、それを研究するために戻って来るのである。知識の

扉の近くに人々がいるため、人生そのものが人々に準備

をさせる。個々の手が入り口の恐ろしい守護者を呼び出

す必要はない。これらは当然のことながら、最も鮮明な

快楽を得ることができる鋭く強力な生物でなければなら

ない。その後、苦痛が来て、その大きな義務を果たす。

苦しみの最も激しい形は、そのような性質の上に降りか

かり、ついにそれが意識の昏睡から覚醒し、その内部の

活力によって、平和の場所へ敷居を越えて入ってくる。

その後、生命の振動は暴虐の力を失う。敏感な性質はま

だ苦しまなければならないが、魂は自分自身を解放して、

人生を偉大なものへと導くために超然としている。時間

の臣下であり、自分の空間をゆっくりと移動している人

は、長く引き延ばされた一連の感覚の中で生きており、

常に快楽と苦痛の混ざり合いに悩まされる。彼らは、自

我の蛇をしっかりと掴んでそれを征服する勇気がなく、

そうして神々しくあろうとする。そして種々の経験を通

してイライラし、反対勢力から苦しみを送りつけられる

ほうを好む。

　時の臣下の一人がオカルティズムの道に進もうと決意

したとき、それは彼の最初の課題である。人生が彼にそ

れを教えていない場合、彼が自分自身を教えるのに十分

な強さを持っていない場合、そして彼が大師の助けを要

求するのに十分な力を持っている場合は、ザノーニに描

かれているこの恐ろしい試練が彼に課せられている。彼

が生きている振動は一瞬静止し、彼は、一見何もない深

淵のように見えるものに直面したときの衝撃を乗り切ら

なければならない。彼がこの深淵に住むことを学び、そ

の安らぎを見つけるまで、彼の目が涙を流すことができ

なくなることはない。



（はじめに）

これまで見つけられていなかった、『道の光』の本の解

説を日本語訳しました。まぎれもなくヒラリオン大師に

よる解説です。これを踏まえ、2020 年 12 月に新たに『道

の光』と『黄金の門を通って』の合本を出版予定です。

真剣に弟子を目指す人に、ぜひ読んでいただきたいです。

（星野）

【本文冒頭】

目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねばなら

ない。耳が聴こえるようになる前に、敏感さを失ってい

なければならない。声が大師たちの前で話すことができ

るようになる前に、傷をつける力を失っていなければな

らない。魂が大師たちの前に立つ前に、その足を心の血

で洗わなければならない。

【解説】

Ⅰ 目が見えるようになる前に、涙を流せなくならねば

ならない。

　この本は、普通の英語で書かれていると信じている人

にとっては、少し哲学があるように見えるかもしれない

がほとんど意味がない本であることを、すべての読者は

非常に明確に覚えておく必要がある。このような態度で

読む多くの人にとっては、キャビアがオリーブよりも塩

分が強くはないだろう。注意して、次から述べるように

少しずつ読め。

　読み方にはもう一つの方法があり、それは実際、多く

の著者が使っている唯一の方法である。それは、行間で

はなく、言葉の中を読むことである。実際、その方法は

深遠な暗号を解読しているのである。すべての錬金術的

著述は、私が話す暗号で書かれている。それは人生と知

識の偉大な達人（アデプト）たちによって体系的に使用

されており、彼らは一見、彼らの最も深い智慧を与えて

いるように見えるが、真の謎を表現した言葉そのものに

その智慧を隠している。これ以上のことはできない。自

然界には、人が自分のためにこれらの神秘を読まなけれ

ばならないという法則がある。他の方法では、それを得

ることはできない。生きることを望む者は、自分の食物

を自分で食べなければならない。これは自然界の単純な

法則であり、高次の生命にも適用される。自然界の中で

生き、活動しようとする者は、赤ん坊のようにスプーン

で食べさせることはできない。その人は自分で食べなけ

ればならない。

　私は『道の光』の一部を、新しい、時には分かりやす

い言葉で表現しようとしているが、私のこの努力が本当

に解釈につながるかどうかはわからない。聾唖者にとっ

ては、ある真理を理解しやすくするために、それを表現

した言葉を、見当違いの言語学者が生きている言語や死

んだ言語に翻訳して、耳元でこれらのさまざまなフレー

ズを叫んでも、それ以上に理解しやすくなることはない。

しかし、聾唖者ではない人にとっては、一つの言語が他

の言語よりも一般的には簡単である。そしてこのような

ことが、私自身の取り組んでいることである。

　第一番目に収録されている『道の光』の最初の格言は、

私がよく知っているように、この本の目的に従ってきた

多くの人々にとっては、その内的な意味について封印さ

れたままであった。

　オカルティズムへの入り口には、4 つの証明された確

かな真理がある。黄金の門の閂
かんぬき

はその入り口を塞いで

いるが、ある人たちはその門を通過して、その向こうに

やけ、窓が暗くなり、光が役に立たなくなる。これは、

断崖絶壁の端にいる人が突然の感情でおじけづいた場

合、その人は必ず落ちるというのと同じように、文字通

りの事実である。危険な場所だけでなく、平地であって

も、自然が重力の法則によって与えてくれるすべての助

けを借りて、身体の平衡、バランスを保たなければなら

ない。それは魂も同じであり、外的な肉体とその向こう

にある星のような霊との間のつながりもそうである。自

然界の激動が空気を揺さぶることができない静寂な場所

に、神聖な閃光が宿っている。しかし魂は、これらの 2

つが 1 なる全体の一部であるにもかかわらず、それを保

持できなくなり、それについての知識を失う可能性があ

る。それは感情によって、感覚によって、この保持が緩

むのである。喜びや苦痛のいずれかを経験することは、

人間の意識にとっては、生命である強烈な振動を引き起

こす。さて、この感覚は弟子が訓練に入っても減るので

はなく、増えるのである。これは彼の強さの最初のテス

トであり、彼は他の人よりも強く苦しまなければならな

いし、楽しまなければならないし、耐えなければならな

い。それでも彼は他の人にはない義務を負っており、そ

の義務は、彼の苦しみが負わせられた義務から彼を振り

落とすことを許さない。実際、彼は最初の一歩を踏み出

して、自分の手でしっかりとくつわを自分の口に入れな

ければならない。他の誰も彼のためにそれをすることは

できない。

　『道の光』の最初の四つの格言は、完全にアストラル

の発達に言及している。この発達はある程度達成されな

ければならない。つまり、この本の残りの部分が知性以

外に本当に理解できるようになる前に、つまり、形而上

学的な論説ではなく、実際的な論説として読めるように

なる前に、完全に理解されなければならないのである。

　偉大な神秘的な同胞団の一つでは、年の初めに行われ

る 4 つの儀式があり、これらの格言を実際的に説明し、

解明している。これらは単に入口の典礼であるため、初

心者だけが参加する儀式である。しかし、これらはすべ

て犠牲の儀式であることを理解したとき、弟子になるこ

とがどれほど深刻なことであるかを示すだろう。最初の

儀式は、私が話してきたこのことである。最も鋭い快楽、

最も苦い痛み、喪失と絶望の苦悩が、暗闇の中でまだ光

を見つけていない震えている魂にもたらされる。平衡を

失わず、アストラルの感覚が封印されたままこれらの打

撃が耐えられるまで、もたらされるのである。これが慈

悲深い法である。世界に突入する「霊媒」または 「降霊

術師」は、準備なしに霊的世界に突進する、法則を破る

者であり、超自然の法則を破る者である。自然界の法則

を破る者は肉体的な健康を失い、内なる生命の法則を破

る者は精神的な健康を失う。「霊媒」は、気が狂ったり、

自殺したり、道徳心に欠けた惨めな生き物になったり、

しばしば自分の目で見たものさえも疑う不信者として終

わる。弟子は、この危険な道を冒険する前に、自分自身

の師匠になることを余儀なくされ、そしてアストラル界

に住んで働いている、私たちが大師（マスター）と呼ぶ

存在に、対面しようとする。マスターとは、彼らの偉大

な知識と、ご自身だけでなくその周りのエネルギーも制

御する能力のためにそう呼ばれている。

　知識とは異なる、感覚の生活のために生きているとき

の魂の状態は、固定されたものとは異なり、振動してい

る。これは事実の最も近い文字通りの表現であるが、そ

れは知性にとっては文字通りの表現であって、 直感に

とっては文字通りの表現ではない。人間の意識のこの部

分には、別の語彙が必要である。「固定された」という

考えは 「自宅で 」という考えに置き換えられるかもしれ

ない。感覚の中では恒久的な家を見つけることはできな

い。なぜなら、変化は振動する存在の法則だからである。

この事実は、弟子が最初に学ばなければならないことで

ある。過ぎ去った万華鏡の中の情景のために立ち止まり、

泣くことは無意味である。

　これは非常によく知られている事実であり、ブルワー・

リットンが、オカルティズムの新参者が最初に経験する

のは耐え難いほどの悲しみであることを非常に強力に

扱ったこともその一つである。世界を荒野にし、人生を

無駄な努力にする無の感覚が弟子を襲う。これは、抽象

的なものについての弟子の最初の真剣な思索に続くもの

である。自分自身の高次の性質の計り知れない神秘を見

つめたり、見つめようとしたりすることで、彼自身が最

初の試練を自分に与える。喜びと苦痛の間の振動が止ま

るのは、おそらく一瞬のことだろうが、それだけで感覚

の世界に縛り付ける鎖から彼を解放するには十分であ

崇高で無限なものを発見する。時の彼方の空間では、す

べての人がこれらの門を通過するだろう。しかし、私は、

大変な欺瞞者である「時」がそれほど支配的ではないこ

とを願う者である。彼（時）を知っていて愛している人

に私は言う言葉はないが、他の人（一部の人が想像する

ほど少数ではない）、時間の経過が大ハンマーの一振り

のように容赦ないものである人、「空間」の意味が鉄格

子の棒のようなものである人のために、彼らが完全に理

解するまで私は翻訳し、再翻訳する。

　『道の光』の最初のページに書かれている4つの真理は、

オカルティスト志望者のイニシエーションの試験を意味

している。それに合格するまで、彼は知識の取得を認め

る門の掛け金にさえ手を伸ばすことができない。知識は

人間にとって最大の遺産である。それならば、なぜあら

ゆる可能な方法を使って知識を得ようとしないのか。実

験室だけが実験の場ではない。私たちが覚えておかねば

ならないのは、科学（science）の語源は「sciens」であり、

それは語幹「scire」（「知る」）の現在分詞である。その

語源は、「見分ける」（discern）や「知る」（to ken）と

いう言葉のそれと似ている。したがって、科学は物質だ

けを扱うのではなく、いや、その微妙で曖昧な形さえも、

扱うのはそれだけではない。そのような考えは、単に時

代の愚かな精神から生まれたものである。科学とは、あ

らゆる形の知識を網羅する言葉である。化学者が何を発

見したかを聞いたり、物質の密度の高いところからより

細かい形のものに至るまでの道を見つけたりするのを見

るのは非常に興味深いことだが、これ以外の種類の知識

もあり、そして、（厳密に科学的な）知識への欲求を、

肉体の感覚で検証できる実験に限定するのは、誰もがそ

うするわけではない。

　鈍感でもなければ、何かしらの悪癖に囚われているの

でもない人は誰でも、肉体的な感覚の中に微妙な感覚が

あることを推測したことがあるだろうし、おそらくはあ

る程度の確信を持って発見したことがあるだろう。これ

には驚くべきことは何もない。もし私たちが労を惜しま

ず自然を証人席に呼んだならば、通常の視覚で知覚でき

るものはすべて、それ自体よりもさらに重要なものがそ

の中に隠されていることがわかるに違いない。顕微鏡は

私たちに世界を開いてくれたが、顕微鏡が明らかにする

その容器（encasement）の中には、どんな機械でも調

べることのできない謎が隠されているのである。

　世界全体は、その最も物質的な形に至るまで、その中

にある世界によって鼓舞され、照らされている。この内

なる世界は、一部の人々によってアストラルと呼ばれ、

それは単に星のように光る意味だが、他のどの言葉より

も良い言葉である。しかし、ロック（訳注：イングラン

ドの哲学者）が指摘したように、星はそれ自身に光を与

える発光体である。この特性は、物質の中にある生命の

特徴であり、見る人には、それを見るためのランプは必

要ない。また、星（star）という言葉は、アングロサク

ソン語の 「stir-an」から来たもので、舵をとる（steer）、

揺り動かす（stir）、動かす（move）という意味があり、

そして紛れもなく、人間の脳が唇の動きを導くように、

外的なものの主人であるのは内なる生命である。そのた

め、アストラルという言葉自体は決して優れた言葉では

ないが、私は今の目的のためにそれを使うことに満足し

ている。

　『道の光』全体はアストラル暗号で書かれているため、

アストラル的に読む者だけが解読することができる。そ

して、その教えは主にアストラル生命の育成と発達に向

けられている。この発達の第一歩を踏み出すまでは、確

信ある直観と呼ばれる迅速な知識は、人間には不可能で

ある。そして、この疑問の余地のない確かな直観こそが、

人が自分の意識的な努力の範囲内で、迅速に仕事をした

り、真の高い地位に到達したりすることを可能にする唯

一の知識の形である。 実験によって知識を得ることは、

実際の仕事を成し遂げようとする者にとっては、あまり

にも冗長な方法である。特定の直観によって知識を得る

者は、意志の猛烈な努力によって、最高の速さでさまざ

まな形の知識を手に入れる。決意した職人が自分の道具

を握り、邪魔になるかもしれないその重さや他の困難に

無関心であるのと同じように。彼はそれぞれの道具が試

されるために留まるのではなく、自分に最も適している

と判断したものを使うのである。

　『道の光』に含まれるすべての規則は、すべての弟子

のために書かれているが、弟子つまり 「知識を得る」者

のためだけに書かれている。この流派の学徒以外には、

その法則は何の役にも立たず、何のためにもならないの

である。

真剣にオカルティズムに興味を持っているすべての人

に、私は最初に言う。 知識を得よ。持っている者には与

えられる。それを待っていても無駄である。時の子宮は

あなたの前に閉じてしまい、後の日には力なく生まれな

いままになってしまう。それゆえ私は、知識に対し飢え

や渇きを持っている人に、これらの規則に傾聴するよう

に言う。

　それらは私の手細工でも発明でもない。それらは単に

超自然界の法則を言葉で表現したものであり、地球とそ

の大気の行状を支配する法則のように、それ自体の領域

で絶対的な真理を言葉にしたものである。

　これらの 4 つの記述で語られている感覚は、アストラ

ルまたは内なる感覚である。

　痛みと悲しみと絶望が彼を普通の人間性の生活から遠

ざけてしまうまでは、誰も無限の魂を照らす光を見たい

とは思わない。最初に喜びを使い尽くし、次に痛みを使

い尽くす──ついには目が涙を流すことができなくなる

まで。

　これは真実であるが、私はそれが精神生活から湧き出

る思考に共感する多くの人々から猛烈な否定に遭うこと

は十分承知している。アストラル視力で見ることは、私

たちにはすぐには理解しがたい活動の一形態である。科

学者は、世界に生まれた子供が最初に視力を獲得し、脳

に従うように強制するとき、それぞれの子供によって達

成される奇跡がどのようなものであるかをよく知ってい

る。それぞれの感覚には確かに同じような奇跡が起きる

が、この視覚の規制はおそらく最も驚異的な努力である。

しかし、子供はほとんど無意識のうちに、習慣という強

力な遺伝の力によってそれを行っている。今となっては

誰も、自分がそれをしたことがあることを全く認識して

いない。ちょうど、一年前に丘を登ることができた個々

の動きを思い出せないのと同じように、である。これは、

私たちが物質の中に動き、生き、自分の存在を持ってい

るという事実から生じる。その私達の知識が直観力に

なった。

　私たちのアストラルの生活では、それはそうでもない。

何年も前から、人間はそれにほとんど注意を払っていな

い。非常に少ししか注意を払わないので、事実上、自分

の感覚が使えなくなった。それは事実である。あらゆる

文明の中で星が現れ、人間は多かれ少なかれ愚かさと混

乱の中で、自分が自分であることを知っていると告白し

ている。しかしほとんどの場合、その人はそれを否定し、

唯物論者であることで、その奇妙なもの、自分自身の光

を見ることができない存在、生きられない生きたもの、

目と耳と言語と力を持っているが、これらの贈り物のい

ずれも使用しないアストラル動物になる。これは事実で

あり、無知の習慣がとても凝り固まっているので、今で

は、苦悩が肉体の目を見えなくするだけでなく、涙、つ

まり生命の水分をなくするまで、誰も内的な視力で見る

ことはない。涙を流すことができないということは、単

純な人間の性質と向き合い、克服したことであり、個人

的な感情では揺るがすことのできない均衡を得たことで

ある。それは心の硬さや無関心を意味するものではない。

それは、苦しみを受けている魂が、もうこれ以上、激し

く苦しむことができないと思われるときに、悲しみの枯

渇を意味するものではない。それは、振動する弦が消耗

して感情が鈍くなっている老いの死を意味するのではな

い。これらの条件のどれも弟子に適さないし、もしどれ

か一つでも彼の中に存在するならば、道に入る前に克服

しなければならない。心の硬さは利己的な人、自己中心

的な人に属し、門は永遠に閉ざされている。無関心とは、

愚か者や偽りの哲学者のことである。なまぬるさが彼ら

を単なる操り人形にし、存在の現実に直面するほど強く

ない人々である。痛みや悲しみが苦しみの鋭さを消耗す

ると、その結果、老年期に伴うものとは似ても似つかな

い無気力感が生じ、それは通常、男女が経験するもので

ある。そのような状態では、道への入り口は不可能にな

る。なぜなら、最初の一歩は困難の一つであり、それを

試みるためには、精神的、肉体的な活力に満ちた強い人

を必要とするからである。

　エドガー・アラン・ポーが言ったように、目は魂のた

めの窓であり、その窓が中に幽霊の住んでいる宮殿の窓

であるというのは真実だ。これは、テキストの意味の通

常の言語への最も近い解釈である。悲しみ、落胆、失望、

または喜びが魂を揺さぶり、それを鼓舞する穏やかな精

神の固定された足場を失い、生命の水分がどっと出てき

て、感覚の中に知識を溺れさせてしまうと、すべてがぼ

る。彼は短い間ではあったが、より大きな生命を経験し

たのだ。これはブルワー・リットンの『ザノーニ』の中

で新参者に訪れた悪夢であり、偉大な真理を学び、偉大

な力を託されたザノーニ自身でさえ、恐怖と希望、絶望

と喜びが、ある瞬間には絶対的な現実のように見え、次

の瞬間には単なる空想の形にしか見えない敷居を実際に

は通過していなかった。

　この最初の試練は、多くの場合、人生そのものによっ

てもたらされる。人生は結局のところ、偉大な教師だか

らである。化学の教師が実験室で生徒よりも多くのこと

を学んでいるように、私たちはそれを克服する力を得た

後、それを研究するために戻って来るのである。知識の

扉の近くに人々がいるため、人生そのものが人々に準備

をさせる。個々の手が入り口の恐ろしい守護者を呼び出

す必要はない。これらは当然のことながら、最も鮮明な

快楽を得ることができる鋭く強力な生物でなければなら

ない。その後、苦痛が来て、その大きな義務を果たす。

苦しみの最も激しい形は、そのような性質の上に降りか

かり、ついにそれが意識の昏睡から覚醒し、その内部の

活力によって、平和の場所へ敷居を越えて入ってくる。

その後、生命の振動は暴虐の力を失う。敏感な性質はま

だ苦しまなければならないが、魂は自分自身を解放して、

人生を偉大なものへと導くために超然としている。時間

の臣下であり、自分の空間をゆっくりと移動している人

は、長く引き延ばされた一連の感覚の中で生きており、

常に快楽と苦痛の混ざり合いに悩まされる。彼らは、自

我の蛇をしっかりと掴んでそれを征服する勇気がなく、

そうして神々しくあろうとする。そして種々の経験を通

してイライラし、反対勢力から苦しみを送りつけられる

ほうを好む。

　時の臣下の一人がオカルティズムの道に進もうと決意

したとき、それは彼の最初の課題である。人生が彼にそ

れを教えていない場合、彼が自分自身を教えるのに十分

な強さを持っていない場合、そして彼が大師の助けを要

求するのに十分な力を持っている場合は、ザノーニに描

かれているこの恐ろしい試練が彼に課せられている。彼

が生きている振動は一瞬静止し、彼は、一見何もない深

淵のように見えるものに直面したときの衝撃を乗り切ら

なければならない。彼がこの深淵に住むことを学び、そ

の安らぎを見つけるまで、彼の目が涙を流すことができ

なくなることはない。
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神智学協会ニッポン・ロッジ　勉強会のお知らせ

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

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

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

おります。ご興味ある方は、神智学協会ニッポン・ロッジまでご連絡ください。

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

【時間】　10時 ～ 12 時

【場所】　東京芸術劇場　会議室　

　　　　東京都豊島区西池袋 1-8-1　JR 池袋駅西口より徒歩３分

【費用】　会員 1,000 円　非会員 2000 円

四国地区
【日程】　毎月 1～２回

【場所】　ＨＰにてご確認ください。

【費用】　無料

神智学協会ニッポン・ロッジ　ご案内

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

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

の教えの普及活動を行っています。

神智学協会の目的

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

2）比較宗教、比較哲学、比較科学の研究を促進すること。

3）未だ解明されない自然の法則と人間に潜在する能力を調査研究すること。

神智学協会ニッポン・ロッジ　支援基金

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

ポン・ロッジ支援基金を設立し皆様からの寄付を募っております。

支援基金：一口　1,000 円

納入方法：銀行振り込み

納入口座：ゆうちょ銀行　００八支店

普通　9893687　神智学協会ニッポンロッジ

ゆうちょ銀行からの専用振替口座

記号：10070

番号：98936871

　　　神智学協会ニッポンロッジ

会報誌について

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

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

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