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●個人的なお知らせではありますが、瞑想についての入門書を電子書籍で出版しました。瞑想にご興味のあ
る方はぜひお読みください。アマゾンで『ヨガの教えと瞑想』と書籍名を検索していただけると見つけられ
ます。よろしくお願いします。（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。

神智学協会のお知らせ



 神智学の海 ６

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

８章 輪廻転生について

OF REINCARNATION

人間はどのようにして複合的存在になったのか、そし

てなぜそうなったのか、それは科学も宗教も決定的な答

えを出すことができない問題である。前述のような非常

に大きな力と可能性を持つこの不滅の思考者は、自然界

のごく秘められた部分と自分との深い結びつきのすべて

のために、作り上げられて、遠大で静かな進化の頂点に

立っている。彼（思考者）は、なぜ自然が存在するのか、

生命のドラマは何を目的としているのか、その目的はど

うやって達成されるのかを問いかけている。しかし、科

学も宗教も理にかなった回答をすることができない。科

学は、あるがままの物事の調査をすれば十分であるとし、

解答を与えることができるふりをしてはいない。宗教は、

非論理的で無意味な説明を提供し、自然の全体を神秘と

みなし、発見することのできない神の喜びの中で、すべ

ての悲しみをもって人生の意味と目的を求めているの

で、偏見に固まった人にしか受け入れられない。教養が

あり探究心のある人は、ドグマ的宗教は神から来たふり

をしているが、人が創り出した回答しか出せないことを

知っている。

では、宇宙は何のためにあるのか、そして人間はどん

な最終的目標のために不滅の思考者がこの進化の中にあ

るのか。それはすべて、魂の経験と解放のためであり、

顕現した物質の全集合体を、偉大さ、本性、意識的な神

性の地位にまで引き上げることを目的としている。大き

な目的は、人種や部族、あるいはどこかの恵まれた国家

を介してではなく、物質の全体と、現在私たちが魂と呼

んでいるものを変容した後に、完成させることによって

自己意識に到達することである。除外されるものはない

し、ないことになっている。現在の人間の目的は、完全

な知識への入門（イニシエーション）であり、それによ

り人間より下にある他の界も段階から段階へと徐々に引

き上げられ、いずれは入門する（initiated）ことである。

これは、その最高の力へと進む進化であり、壮大な展望

である。進化は人間を神にし、自然のすべての部分にい

つかは同じものになる可能性を与える。進化の中には強

さと気高さがあり、それによって人が矮小化されたり、

劣化させられたりすることはない。なぜなら、もともと

罪深い人はいないため、すべての罪を乗り越えることが

できない人はいないからである。科学の唯物論的立場か

ら扱われると、進化は人生の半分だけを包括する。かた

や進化の宗教的概念はナンセンスと恐怖の混合である。

現在の宗教は恐怖の要素を維持し、同時に全能の存在が

この地球以外の地球には考えられず、この地球を非常に

不完全に支配しなければならないと想像している。しか

し、古い神智学的見解では、宇宙は広大で完全な全体で

あるとしている。

さて、物質的と霊的の二重の進化を仮定した瞬間、同

時に私たちはそれが輪廻転生によってのみ実行され得る

ことを認めなければならない。これは、実は科学で実証

されている。地球および地球上に物質的に存在するすべ

てのものが、ある時期には気体であるか溶融していたこ

と、冷却していたこと、変化していたこと、その変化と

進化から、最終的にすべての多種多様なものや存在が生

み出されたことが示されている。これは、物質の階層上

では、ある形態から別の形態への変容または変化である。

物質の全体量は、この地球の最初の頃とほぼ同じで、星
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くず（star dust）が非常にわずかな量だけ足されている。

それゆえ、地球上の物質全体は何度も何度も変化して、

物理的に改革され、再構築されたに違いない。もちろん、

厳密に言うと「化身」（incarnate）は肉を意味するので、

「輪廻転生」（reincarnation）という言葉を使うことはで

きない。「再具現化」（reembodied）と言ってみると、

物質も人間も常に形が変化してきたことがわかる。そし

てこれが、広義の意味での「輪廻転生」である。物質全

体に関しては、人間がさらに自分自身より上に行ったと

きに、それらすべてが人間の財産になるという教義であ

る。人間の最終的な救済の後には、神秘的な方法で、自

然界のどこか遠くのごみくずの山の中で処分されてしま

うような残余はない。真の教義はそのようなことは何も

認めず、同時に残留物と思われるものに真の処分を与え

ることを恐れていない。 哲学が無機物は何も存在せず、

すべての原子が生きており、自己意識の芽を持っている

と宣言しているように、いつかすべてが変化した状態に

なるに違いない。このように、現在人間の肉体と呼ばれ

ているものは、ある日、完全に鉱物であった物質が、後

に植物の物質となり、今では人間の原子に精製されたの

である。今から非常に遠い未来の時点には、植物の物質

は動物の段階にまで引き上げられ、私たちが現在、自分

の有機体や肉の物質として使用しているものは、進化を

経て変容されることによって、自己意識のある思考者へ

と変化し、その他も今は鉱物として知られているものが

人間の段階を経て、思考者の段階へと移行する時が来る

まで、このように全体の階級を上げていくのである。そ

して、別の偉大な進化の時期が来ると、その時の鉱物の

物質は、今、他の惑星や他の世界の系統で低級な変質を

経ている或るものになるだろう。これはおそらく、生ま

れた時から悪い、罪深い、弱い、そしてまったく愚かで

あると呼ばれることに慣れており、自分自身についての

真実を信じることを恐れている現代人にとって「空想的

な」スキームだが、 往古の神智学者の弟子とっては不可

能でも空想でもなく、論理的で広大である。そして疑う

ことなく、それはいつか西洋人の心がモーセの律法の年

代記や人間と自然に関するモーセの律法の考えから脱却

した時に、誰もが認める日が来るだろう。したがって、

輪廻転生と生まれ変わり（metempsychosis）（*1）に関

しては、最初にそれらが宇宙全体に適用されるべきであ

り、人間だけに適用されるのではない、と我々は言う。

しかし、人間は人間自身にとって最も興味深い対象であ

るので、その人間への適用について詳しく考えてみよう。

輪廻転生は教義の中で最も古いものであり、今ではそ

れを保持していない人よりも多数の人の心によって信じ

られている。東洋の何百万人もの人々は、ほとんどすべ

ての人がこれを受け入れている。それはギリシャ人が教

えていた。多くの中国人は、かつて彼らの先祖がしたよ

うに、今それを信じている。ユダヤ人はそれが真実だと

思い、そしてそれは彼らの宗教から消えていない。キリ

スト教の創始者と呼ばれるイエスも、それを信じて教え

た。初期のキリスト教会では、それが知られ、教えられ、

教会の最も優れた神父たちがそれを信じ、広めていた。

キリスト教徒は、イエスがユダヤ人であり、自分には

ユダヤ人への使命があると考えていた、ということを覚

えておくべきである。マタイ伝の中でイエスは、「わた

しはイスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わさ

れていない」(*2) と言っているからである。イエスは彼

らが保持する教義をよく知っていたに違いない。彼らは

皆、輪廻転生を信じていた。彼らにとっては、モーセ、

アダム、ノア、セス（*3）などが地上に戻ってきており、

イエスの時代には一般に、古い預言者エリヤがまだ戻っ

て来ないと信じられていた。（*4）したがって、まず、

イエスは決してこの教義を否定せず、様々な場面でこの

教義に同意していたことがわかる。例えば、バプテスマ

のヨハネが、人々が期待していた昔のエリヤであると

言ったときなどである。これらのことはすべて、マタイ

17章、11章を参考にすればわかる。

これらの中で、イエスは輪廻転生の教義を承認してい

ることがはっきりと示されている。そして、イエスに続

いてローマ人への手紙 IX の中に、聖パウロによる、エ

サウとヤコブが生まれる前に実際に存在していた話を私

たちは見つける。後にオリゲネス、シネシウス（*5）そ

の他といった偉大なキリスト教の教父が信じて教えてい

る理論がある。箴言 8 章 22 節にはソロモンが、地球が

造られた時に彼は存在していたと述べており、ソロモン

がソロモンとして生まれるずっと前から、彼の喜びは人

の子らと一緒に地上の居住可能な部分にあったと述べて

いる。黙示録者聖ヨハネは、黙示録 III, 12 にこう書い

ている。III, 12 によると、彼は神の声、または神のため

に話す人の声を意味するビジョンの中でこう言われた。

克服すべき者は誰でも、これ以上 「出て行く 」必要がな

い、つまり再化身する必要がないということである。イ

エスの後 500 年間、この教義はコンスタンティノープル

公会議まで教会で教えられていた。その後、多くの人が

輪廻転生に反対であると考えてきた問題のフェーズで、

ある非難が下されたが、もしその非難がイエスの言葉に

反するものであれば、それは無効である。それはイエス

の言葉に反していたため、教会は、その時代に知られ、

教えられていたイエスの教義について、追放するに十分

なほどの知識を持っていなかったという立場にある。キ

リスト教はユダヤの宗教であり、この輪廻転生の教義は

歴史的にユダヤ人からの継承によってキリスト教に属し

ており、また、イエスや初期の教会の神父たちによって

教えられていたという理由から、キリスト教にも属して

いる。もしキリスト教会がこの立場から抜け出すための

真実で論理的な方法があるとすれば、もちろん教会の教

義を除外して、神智学徒はそれを示したいと思う。確か

に神智学徒は、信仰を明言しているキリスト教徒が、そ

の判断をイエスの判断に対抗させることで理論を否定す

る時はいつでも、彼に従う人々はその問題について知っ

ている必要があると考える。それは教会会議によって投

げつけられた呪いであり、現在の教えからの教義の欠落

であり、キリスト教を損傷し、イエスと愛の法則の信者

であるふりをしているが本当は報復のモーセの律法の信

者のいるすべてのキリスト教国を損傷した。輪廻転生だ

けが人生のすべての問題への答えであり、それとカルマ

には、人が実際に理論上持っている倫理を追求させる力

がある。この教義を失ったすべての宗教にこの教義を復

元することが、古い哲学の目的であり、それゆえに我々

はそれを 「キリスト教の失われたコード」と呼んでいる。

しかし、生まれ変わるのは誰なのか、何なのか？ それ

は肉体ではない。肉体は死んで崩壊するからだ。そして、

現在私たちが持っているような、病気に感染することが

認められている肉体に永遠に鎖でつながれたいと思う者

は、野蛮人の場合を除いてほとんどいない。それはアス

トラル体ではない。なぜならば、示されているように、

国にいて、足のマナスは、肉体と肉体の生活である地獄

の中を歩いている。そのため、人間はまだ完全に意識的

であるわけではなく、ついに三つ組すべての受肉（化身）

を完成させるためには、輪廻転生が必要となる。それが

達成されたとき、人類は神となり、神のような三つ組は

完全に所有され、物質の集合体全体は完全になり、次の

段階のために引き上げられるだろう。これが「肉にされ

た言葉」の本当の意味である。それは、イエスやブッダ

のような一人の人間の場合には、神の化身と見なされる

ほど壮大なものであった。マナスはこのようにして、泥

棒を天国に引き上げようとする目的で十字架につけられ

たのだから、このことからも磔刑の観念が出て来る。

三つ組がまだ人類の中に受肉（化身）していないから

こそ、人生には多くの謎があり、その中には人間に為さ

れるさまざまな試しの中で日に日にその姿を現している

ものもある。

科学者は暗闇の中でさまよっており、催眠術や他の奇

妙なものが彼の前にもたらすすべてのものにとまどい、

混乱している。そして、司祭は人間の神のような性質を

否定し、すべてを原罪のレベルにまで下げ、私たちの神

の概念に、想像上の間違いを正すための方法論を捏造し

なければ、創造物を制御したり管理したりすることがで

きないという黒い印をつけてしまうため、私たちに光を

与えることが全くできない。しかし、この古い真理は謎

を解き、神と自然を調和のとれた色で描くのである。

輪廻転生とは、一部の東洋人が信じているように、死

後に動物の姿になるという意味ではない。「一たび人に

なれば常に人である」というのが大ロッジの格言である。

しかし、ある人たちにとっては、獣の体に生まれ変わっ

たとしても、それはそれほど重すぎる罰でもないだろう。

だが自然は感情によってではなく、法則によって働く。

そして私たちはすべてを見ることができないため、残忍

に見える人がすべてその性質は残忍であるとは言えな

い。そして、マナスを思考者と不滅の人間の段階に至ら

せた進化は、その人をマナスを持っていない獣に送り返

すことはできない。

獣、昆虫などに転生することを教えるように見える、

マヌの法則の東洋人たちの何人かが、文字通り受け取る

ことについての次の 2 つの説明を研究することで、この

教義の真の学徒が同じ間違いに陥らない方法がわかる。

第一は、そのような転生を教えるさまざまな詩や本は、

形態のない状態から形態をまとった状態への移行の際に

自我が経験せねばならない実際の物理的なプロセスの説

明と、また、道筋、方法、または目に見えない階層から

目に見える階層へ下降する手段、つまり輪廻転生の実際

の方法と関係しているということである。これは、一方

ではデリケートな事柄であり、他方では、詳細はまだ神

智学徒でさえも信憑性を持って受け取っていないだろう

から、まだ神智学の本では明確に説明されていない。い

つかは説明されるであろうが。そして、これらの詳細は

重要ではないので、ここでは説明しない。しかし私たち

は、男女の結合なしに人体が形成されていないことを

知っているように、そしてそのような生産のための種は

性別にしまい込まれており、体内に取り込まれた糧から

来なければならないことを知っているように、糧は自我

の輪廻転生と関係があることが明白である。ところで、

輪廻転生への道が他の糧ではない特定の糧を介して導か

れるとすれば、自我が肉体的な生殖につながらない種に

導く糧に関わり合った場合、マヌは、かくかくしかじか

の実行は、その後「妨害」ある転生に導かれるだろうと

言っている箇所で罰を示している可能性がある。これら

を読んで、このテーマに関する自分の理論が今かなり漠

然としており、場合によっては全く異なる仮説に基づい

ている、ある神智学徒たちの利益のために、私はこれを

ここまで否定する。

第二の説明は、自然が私たちの体とアストラル体に

入ってくる物質を、とりわけ人間の自我との関連から得

られる印象によって物質に利益をもたらす目的のために

使用することを意図しているので、もし私たちが残忍な

印象だけを与えるようにそれを使用するならば、それは

人間の階層上で洗練されて保持される代わりに、動物界

に吸収されるためにそこへ飛んで戻って行かなければな

らないということである。そして、人間の自我が自らに

集めたすべての物質は、人間の性質や鮮明な印象を保持

しているので、自我によって動物的な印象を与えられる

と、物質は下層に移行する。自然界の偉大な化学実験室

でのこの事実は、無知な人には簡単に誤解されてしまう

かもしれない。しかし、現代の学徒たちは、一たび「思

アストラル体もまた存続期間があり、肉体的なものがな

くなった後に必ずバラバラになる。また、情熱と欲望で

もない。それらは根絶しない限り、各人生でそれ自体を

再現する力を持っているので、確かに非常に長い存続期

間がある。輪廻転生はそのために定められており、私た

ちはそれによってゆっくりと、一つずつ、霊的人間の天

の絵を損なう欲望や情熱を殺すための多くの機会を与え

られている。

私たちの情熱的な部分が死後にアストラル体とどのよ

うに合体し、崩壊している間に生きるべき短い命を持っ

ているように見える存在を作るかが示されている。死ん

だ肉体、アストラル体、そして情熱と欲望の間の分離が

完了すると、生命は他の形態に忙しくなり始めているが、

真の人間である高次の三つ組、マナス、ブッディ、アー

トマはすぐに別の状態に入り、デヴァチャン（天国）と

呼ばれるその状態が終わると、彼らは輪廻転生のために

この世に引き寄せられる。それらは私たちの不滅の部分

であり、実際には、他のものは私たちではない。教え全

体の理解度はこのことの明確な理解に依存するため、心

でしっかりと把握する必要がある。現代の西洋人がこの

ことを明確に理解する道に立ちはだかって邪魔をするの

は、私たち西洋人が皆受けてきた、唯物論的な科学と唯

物論的な宗教の長い間の訓練である。一方は物質だけを

教え、他方は肉体の復活を説き、常識、事実、論理、証

言に反する教義を説いてきた。しかし、肉体的な復活の

理論は、古い真実の教えの腐敗から生じたものであるこ

とに疑いの余地はない。復活は、ヨブが贖い主の肉体の

姿を見たと言っていることと、聖パウロが肉体は不滅に

よみがえったと言っていることに基づいている。しかし、

ヨブはエジプト人で、贖い主である自分の師やイニシ

エーターを見たと語っており、イエスとパウロは霊的な

体だけに言及したのである。

輪廻転生は自然の法則だが、アートマ・ブッディ・マ

ナスの完全な三つ組はまだこの人種に完全には化身して

いない。人々は、3 つの中で最も低いマナスの入り口に

よって体を使用し、占有し、他の2つは上からそれに輝き、

天の神を構成している。これは、頭を天国に、足を地獄

に置いて立つ天人についての古いユダヤ教の教えに象徴

されている。つまり、頭のアートマとブッディはまだ天

考者マナス」がその場に現れると、基本形には戻らない

ことを知っている。体内の血液が逆流して心臓に充満す

るのを弁で防いでいるのと同じように、普遍的な循環の

この大きなシステムでは、ドアが思考者の後ろで閉じら

れており、その後退を防いでいる。真の人間に適用され

る教義としての輪廻転生は、人間の下にある自然の界へ

の転生を教えていない。

【訳注】

*1 … metempsychosis … 語 源 は ギ リ シ ャ 語

metempsychousthai「１つの体から他の体に移る」よ

り

*2…マタイ 15章 24

*3…Set ［set］…セト：（エジプト）Osiris の兄弟で，そ

の殺害者である悪神 ; ロバなど哺乳動物の形で表され、

砂漠の化身とみなされている。（また Seth）

*4…エリヤはまず、旧約聖書に出て来る。新約聖書では、

イエス・キリストの変容の際、エリヤはモーセと並ん

でイエスの傍にあったものとして書かれていた（マタ

イ 17:3 ほか）。エリヤの死が聖書に記載されていない

ことから、1 世紀当時、エリヤが再来するとの伝承が

あったことが、新約聖書などから知られる。洗礼者ヨ

ハネもイエス・キリストも、一部からはエリヤの再来

とみなされたようである（マタイ 16:14,17:10）。これ

はメシア預言と複合して、来るべき救世主の再来を告

げるものとされた。福音書は洗礼者ヨハネをこれに比

定して書かれている。

十字架上のキリストの最後の 7 つの言葉のうち第四

の言葉が、見物人にはエリヤを呼んでいると誤解され

た言葉として残る。

“そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、

エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、

わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」

という意味である。すると、そこに立っていたある人々

が、これを聞いて言った、「あれはエリヤを呼んでい

るのだ」。するとすぐ、彼らのうちのひとりが走り寄っ

て、海綿を取り、それに酢いぶどう酒を含ませて葦の

棒につけ、イエスに飲ませようとした。ほかの人々は

言った、「待て、エリヤが彼を救いに来るかどうか、

見ていよう」”。（マタイによる福音書第 27 章第 46 節

- 第 54 節）

“そして三時に、イエスは大声で、「エロイ、エロイ、

ラマ、サバクタニ」と叫ばれた。それは「わが神、わが神、

どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という

意味である。すると、そばに立っていたある人々が、

これを聞いて言った、「そら、エリヤを呼んでいる」。

ひとりの人が走って行き、海綿に酢いぶどう酒を含ま

せて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとして言った、

「待て、エリヤが彼をおろしに来るかどうか、見てい

よう」”。（マルコによる福音書第15章第34節-第39節）

*5 …シネシウス（c. 373 - c. 414）は、古代リビアのプ

トレマイオスのギリシャ司教で、410 年以降のキレネ

カの西ペンタポリスの一部であり、370 年から 375 年

の間にキレネ近郊のバラグラエ（現在のリビアのバイ

ダ）で裕福な両親のもとに生まれた。



８章 輪廻転生について

OF REINCARNATION

人間はどのようにして複合的存在になったのか、そし

てなぜそうなったのか、それは科学も宗教も決定的な答

えを出すことができない問題である。前述のような非常

に大きな力と可能性を持つこの不滅の思考者は、自然界

のごく秘められた部分と自分との深い結びつきのすべて

のために、作り上げられて、遠大で静かな進化の頂点に

立っている。彼（思考者）は、なぜ自然が存在するのか、

生命のドラマは何を目的としているのか、その目的はど

うやって達成されるのかを問いかけている。しかし、科

学も宗教も理にかなった回答をすることができない。科

学は、あるがままの物事の調査をすれば十分であるとし、

解答を与えることができるふりをしてはいない。宗教は、

非論理的で無意味な説明を提供し、自然の全体を神秘と

みなし、発見することのできない神の喜びの中で、すべ

ての悲しみをもって人生の意味と目的を求めているの

で、偏見に固まった人にしか受け入れられない。教養が

あり探究心のある人は、ドグマ的宗教は神から来たふり

をしているが、人が創り出した回答しか出せないことを

知っている。

では、宇宙は何のためにあるのか、そして人間はどん

な最終的目標のために不滅の思考者がこの進化の中にあ

るのか。それはすべて、魂の経験と解放のためであり、

顕現した物質の全集合体を、偉大さ、本性、意識的な神

性の地位にまで引き上げることを目的としている。大き

な目的は、人種や部族、あるいはどこかの恵まれた国家

を介してではなく、物質の全体と、現在私たちが魂と呼

んでいるものを変容した後に、完成させることによって

自己意識に到達することである。除外されるものはない

し、ないことになっている。現在の人間の目的は、完全

な知識への入門（イニシエーション）であり、それによ

り人間より下にある他の界も段階から段階へと徐々に引

き上げられ、いずれは入門する（initiated）ことである。

これは、その最高の力へと進む進化であり、壮大な展望

である。進化は人間を神にし、自然のすべての部分にい

つかは同じものになる可能性を与える。進化の中には強

さと気高さがあり、それによって人が矮小化されたり、

劣化させられたりすることはない。なぜなら、もともと

罪深い人はいないため、すべての罪を乗り越えることが

できない人はいないからである。科学の唯物論的立場か

ら扱われると、進化は人生の半分だけを包括する。かた

や進化の宗教的概念はナンセンスと恐怖の混合である。

現在の宗教は恐怖の要素を維持し、同時に全能の存在が

この地球以外の地球には考えられず、この地球を非常に

不完全に支配しなければならないと想像している。しか

し、古い神智学的見解では、宇宙は広大で完全な全体で

あるとしている。

さて、物質的と霊的の二重の進化を仮定した瞬間、同

時に私たちはそれが輪廻転生によってのみ実行され得る

ことを認めなければならない。これは、実は科学で実証

されている。地球および地球上に物質的に存在するすべ

てのものが、ある時期には気体であるか溶融していたこ

と、冷却していたこと、変化していたこと、その変化と

進化から、最終的にすべての多種多様なものや存在が生

み出されたことが示されている。これは、物質の階層上

では、ある形態から別の形態への変容または変化である。

物質の全体量は、この地球の最初の頃とほぼ同じで、星

くず（star dust）が非常にわずかな量だけ足されている。

それゆえ、地球上の物質全体は何度も何度も変化して、

物理的に改革され、再構築されたに違いない。もちろん、

厳密に言うと「化身」（incarnate）は肉を意味するので、

「輪廻転生」（reincarnation）という言葉を使うことはで

きない。「再具現化」（reembodied）と言ってみると、

物質も人間も常に形が変化してきたことがわかる。そし

てこれが、広義の意味での「輪廻転生」である。物質全

体に関しては、人間がさらに自分自身より上に行ったと

きに、それらすべてが人間の財産になるという教義であ

る。人間の最終的な救済の後には、神秘的な方法で、自

然界のどこか遠くのごみくずの山の中で処分されてしま

うような残余はない。真の教義はそのようなことは何も

認めず、同時に残留物と思われるものに真の処分を与え

ることを恐れていない。 哲学が無機物は何も存在せず、

すべての原子が生きており、自己意識の芽を持っている

と宣言しているように、いつかすべてが変化した状態に

なるに違いない。このように、現在人間の肉体と呼ばれ

ているものは、ある日、完全に鉱物であった物質が、後

に植物の物質となり、今では人間の原子に精製されたの

である。今から非常に遠い未来の時点には、植物の物質

は動物の段階にまで引き上げられ、私たちが現在、自分

の有機体や肉の物質として使用しているものは、進化を

経て変容されることによって、自己意識のある思考者へ

と変化し、その他も今は鉱物として知られているものが

人間の段階を経て、思考者の段階へと移行する時が来る

まで、このように全体の階級を上げていくのである。そ

して、別の偉大な進化の時期が来ると、その時の鉱物の

物質は、今、他の惑星や他の世界の系統で低級な変質を

経ている或るものになるだろう。これはおそらく、生ま

れた時から悪い、罪深い、弱い、そしてまったく愚かで

あると呼ばれることに慣れており、自分自身についての

真実を信じることを恐れている現代人にとって「空想的

な」スキームだが、 往古の神智学者の弟子とっては不可

能でも空想でもなく、論理的で広大である。そして疑う

ことなく、それはいつか西洋人の心がモーセの律法の年

代記や人間と自然に関するモーセの律法の考えから脱却

した時に、誰もが認める日が来るだろう。したがって、

輪廻転生と生まれ変わり（metempsychosis）（*1）に関

しては、最初にそれらが宇宙全体に適用されるべきであ

り、人間だけに適用されるのではない、と我々は言う。

しかし、人間は人間自身にとって最も興味深い対象であ

るので、その人間への適用について詳しく考えてみよう。

輪廻転生は教義の中で最も古いものであり、今ではそ

れを保持していない人よりも多数の人の心によって信じ

られている。東洋の何百万人もの人々は、ほとんどすべ

ての人がこれを受け入れている。それはギリシャ人が教

えていた。多くの中国人は、かつて彼らの先祖がしたよ

うに、今それを信じている。ユダヤ人はそれが真実だと

思い、そしてそれは彼らの宗教から消えていない。キリ

スト教の創始者と呼ばれるイエスも、それを信じて教え

た。初期のキリスト教会では、それが知られ、教えられ、

教会の最も優れた神父たちがそれを信じ、広めていた。

キリスト教徒は、イエスがユダヤ人であり、自分には

ユダヤ人への使命があると考えていた、ということを覚

えておくべきである。マタイ伝の中でイエスは、「わた

しはイスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わさ

れていない」(*2) と言っているからである。イエスは彼

らが保持する教義をよく知っていたに違いない。彼らは

皆、輪廻転生を信じていた。彼らにとっては、モーセ、

アダム、ノア、セス（*3）などが地上に戻ってきており、

イエスの時代には一般に、古い預言者エリヤがまだ戻っ

て来ないと信じられていた。（*4）したがって、まず、

イエスは決してこの教義を否定せず、様々な場面でこの

教義に同意していたことがわかる。例えば、バプテスマ

のヨハネが、人々が期待していた昔のエリヤであると

言ったときなどである。これらのことはすべて、マタイ

17章、11章を参考にすればわかる。

これらの中で、イエスは輪廻転生の教義を承認してい

ることがはっきりと示されている。そして、イエスに続

いてローマ人への手紙 IX の中に、聖パウロによる、エ

サウとヤコブが生まれる前に実際に存在していた話を私

たちは見つける。後にオリゲネス、シネシウス（*5）そ

の他といった偉大なキリスト教の教父が信じて教えてい

る理論がある。箴言 8 章 22 節にはソロモンが、地球が

造られた時に彼は存在していたと述べており、ソロモン

がソロモンとして生まれるずっと前から、彼の喜びは人

の子らと一緒に地上の居住可能な部分にあったと述べて

いる。黙示録者聖ヨハネは、黙示録 III, 12 にこう書い

ている。III, 12 によると、彼は神の声、または神のため

に話す人の声を意味するビジョンの中でこう言われた。

克服すべき者は誰でも、これ以上 「出て行く 」必要がな

い、つまり再化身する必要がないということである。イ

エスの後 500 年間、この教義はコンスタンティノープル

公会議まで教会で教えられていた。その後、多くの人が

輪廻転生に反対であると考えてきた問題のフェーズで、

ある非難が下されたが、もしその非難がイエスの言葉に

反するものであれば、それは無効である。それはイエス

の言葉に反していたため、教会は、その時代に知られ、

教えられていたイエスの教義について、追放するに十分

なほどの知識を持っていなかったという立場にある。キ

リスト教はユダヤの宗教であり、この輪廻転生の教義は

歴史的にユダヤ人からの継承によってキリスト教に属し

ており、また、イエスや初期の教会の神父たちによって

教えられていたという理由から、キリスト教にも属して

いる。もしキリスト教会がこの立場から抜け出すための

真実で論理的な方法があるとすれば、もちろん教会の教

義を除外して、神智学徒はそれを示したいと思う。確か

に神智学徒は、信仰を明言しているキリスト教徒が、そ

の判断をイエスの判断に対抗させることで理論を否定す

る時はいつでも、彼に従う人々はその問題について知っ

ている必要があると考える。それは教会会議によって投

げつけられた呪いであり、現在の教えからの教義の欠落

であり、キリスト教を損傷し、イエスと愛の法則の信者

であるふりをしているが本当は報復のモーセの律法の信

者のいるすべてのキリスト教国を損傷した。輪廻転生だ

けが人生のすべての問題への答えであり、それとカルマ

には、人が実際に理論上持っている倫理を追求させる力

がある。この教義を失ったすべての宗教にこの教義を復

元することが、古い哲学の目的であり、それゆえに我々

はそれを 「キリスト教の失われたコード」と呼んでいる。

しかし、生まれ変わるのは誰なのか、何なのか？ それ

は肉体ではない。肉体は死んで崩壊するからだ。そして、

現在私たちが持っているような、病気に感染することが

認められている肉体に永遠に鎖でつながれたいと思う者

は、野蛮人の場合を除いてほとんどいない。それはアス

トラル体ではない。なぜならば、示されているように、

国にいて、足のマナスは、肉体と肉体の生活である地獄

の中を歩いている。そのため、人間はまだ完全に意識的

であるわけではなく、ついに三つ組すべての受肉（化身）

を完成させるためには、輪廻転生が必要となる。それが

達成されたとき、人類は神となり、神のような三つ組は

完全に所有され、物質の集合体全体は完全になり、次の

段階のために引き上げられるだろう。これが「肉にされ

た言葉」の本当の意味である。それは、イエスやブッダ

のような一人の人間の場合には、神の化身と見なされる

ほど壮大なものであった。マナスはこのようにして、泥

棒を天国に引き上げようとする目的で十字架につけられ

たのだから、このことからも磔刑の観念が出て来る。

三つ組がまだ人類の中に受肉（化身）していないから

こそ、人生には多くの謎があり、その中には人間に為さ

れるさまざまな試しの中で日に日にその姿を現している

ものもある。

科学者は暗闇の中でさまよっており、催眠術や他の奇

妙なものが彼の前にもたらすすべてのものにとまどい、

混乱している。そして、司祭は人間の神のような性質を

否定し、すべてを原罪のレベルにまで下げ、私たちの神

の概念に、想像上の間違いを正すための方法論を捏造し

なければ、創造物を制御したり管理したりすることがで

きないという黒い印をつけてしまうため、私たちに光を

与えることが全くできない。しかし、この古い真理は謎

を解き、神と自然を調和のとれた色で描くのである。

輪廻転生とは、一部の東洋人が信じているように、死

後に動物の姿になるという意味ではない。「一たび人に

なれば常に人である」というのが大ロッジの格言である。

しかし、ある人たちにとっては、獣の体に生まれ変わっ

たとしても、それはそれほど重すぎる罰でもないだろう。

だが自然は感情によってではなく、法則によって働く。

そして私たちはすべてを見ることができないため、残忍

に見える人がすべてその性質は残忍であるとは言えな

い。そして、マナスを思考者と不滅の人間の段階に至ら

せた進化は、その人をマナスを持っていない獣に送り返

すことはできない。

獣、昆虫などに転生することを教えるように見える、

マヌの法則の東洋人たちの何人かが、文字通り受け取る

ことについての次の 2 つの説明を研究することで、この

教義の真の学徒が同じ間違いに陥らない方法がわかる。

第一は、そのような転生を教えるさまざまな詩や本は、

形態のない状態から形態をまとった状態への移行の際に

自我が経験せねばならない実際の物理的なプロセスの説

明と、また、道筋、方法、または目に見えない階層から

目に見える階層へ下降する手段、つまり輪廻転生の実際

の方法と関係しているということである。これは、一方

ではデリケートな事柄であり、他方では、詳細はまだ神

智学徒でさえも信憑性を持って受け取っていないだろう

から、まだ神智学の本では明確に説明されていない。い

つかは説明されるであろうが。そして、これらの詳細は

重要ではないので、ここでは説明しない。しかし私たち

は、男女の結合なしに人体が形成されていないことを

知っているように、そしてそのような生産のための種は

性別にしまい込まれており、体内に取り込まれた糧から

来なければならないことを知っているように、糧は自我

の輪廻転生と関係があることが明白である。ところで、

輪廻転生への道が他の糧ではない特定の糧を介して導か

れるとすれば、自我が肉体的な生殖につながらない種に

導く糧に関わり合った場合、マヌは、かくかくしかじか

の実行は、その後「妨害」ある転生に導かれるだろうと

言っている箇所で罰を示している可能性がある。これら

を読んで、このテーマに関する自分の理論が今かなり漠

然としており、場合によっては全く異なる仮説に基づい

ている、ある神智学徒たちの利益のために、私はこれを

ここまで否定する。

第二の説明は、自然が私たちの体とアストラル体に

入ってくる物質を、とりわけ人間の自我との関連から得

られる印象によって物質に利益をもたらす目的のために

使用することを意図しているので、もし私たちが残忍な

印象だけを与えるようにそれを使用するならば、それは

人間の階層上で洗練されて保持される代わりに、動物界

に吸収されるためにそこへ飛んで戻って行かなければな

らないということである。そして、人間の自我が自らに

集めたすべての物質は、人間の性質や鮮明な印象を保持

しているので、自我によって動物的な印象を与えられる

と、物質は下層に移行する。自然界の偉大な化学実験室

でのこの事実は、無知な人には簡単に誤解されてしまう

かもしれない。しかし、現代の学徒たちは、一たび「思

アストラル体もまた存続期間があり、肉体的なものがな

くなった後に必ずバラバラになる。また、情熱と欲望で

もない。それらは根絶しない限り、各人生でそれ自体を

再現する力を持っているので、確かに非常に長い存続期

間がある。輪廻転生はそのために定められており、私た

ちはそれによってゆっくりと、一つずつ、霊的人間の天

の絵を損なう欲望や情熱を殺すための多くの機会を与え

られている。

私たちの情熱的な部分が死後にアストラル体とどのよ

うに合体し、崩壊している間に生きるべき短い命を持っ

ているように見える存在を作るかが示されている。死ん

だ肉体、アストラル体、そして情熱と欲望の間の分離が

完了すると、生命は他の形態に忙しくなり始めているが、

真の人間である高次の三つ組、マナス、ブッディ、アー

トマはすぐに別の状態に入り、デヴァチャン（天国）と

呼ばれるその状態が終わると、彼らは輪廻転生のために

この世に引き寄せられる。それらは私たちの不滅の部分

であり、実際には、他のものは私たちではない。教え全

体の理解度はこのことの明確な理解に依存するため、心

でしっかりと把握する必要がある。現代の西洋人がこの

ことを明確に理解する道に立ちはだかって邪魔をするの

は、私たち西洋人が皆受けてきた、唯物論的な科学と唯

物論的な宗教の長い間の訓練である。一方は物質だけを

教え、他方は肉体の復活を説き、常識、事実、論理、証

言に反する教義を説いてきた。しかし、肉体的な復活の

理論は、古い真実の教えの腐敗から生じたものであるこ

とに疑いの余地はない。復活は、ヨブが贖い主の肉体の

姿を見たと言っていることと、聖パウロが肉体は不滅に

よみがえったと言っていることに基づいている。しかし、

ヨブはエジプト人で、贖い主である自分の師やイニシ

エーターを見たと語っており、イエスとパウロは霊的な

体だけに言及したのである。

輪廻転生は自然の法則だが、アートマ・ブッディ・マ

ナスの完全な三つ組はまだこの人種に完全には化身して

いない。人々は、3 つの中で最も低いマナスの入り口に

よって体を使用し、占有し、他の2つは上からそれに輝き、

天の神を構成している。これは、頭を天国に、足を地獄

に置いて立つ天人についての古いユダヤ教の教えに象徴

されている。つまり、頭のアートマとブッディはまだ天

考者マナス」がその場に現れると、基本形には戻らない

ことを知っている。体内の血液が逆流して心臓に充満す

るのを弁で防いでいるのと同じように、普遍的な循環の

この大きなシステムでは、ドアが思考者の後ろで閉じら

れており、その後退を防いでいる。真の人間に適用され

る教義としての輪廻転生は、人間の下にある自然の界へ

の転生を教えていない。

【訳注】

*1 … metempsychosis … 語 源 は ギ リ シ ャ 語

metempsychousthai「１つの体から他の体に移る」よ

り

*2…マタイ 15章 24

*3…Set ［set］…セト：（エジプト）Osiris の兄弟で，そ

の殺害者である悪神 ; ロバなど哺乳動物の形で表され、

砂漠の化身とみなされている。（また Seth）

*4…エリヤはまず、旧約聖書に出て来る。新約聖書では、

イエス・キリストの変容の際、エリヤはモーセと並ん

でイエスの傍にあったものとして書かれていた（マタ

イ 17:3 ほか）。エリヤの死が聖書に記載されていない

ことから、1 世紀当時、エリヤが再来するとの伝承が

あったことが、新約聖書などから知られる。洗礼者ヨ

ハネもイエス・キリストも、一部からはエリヤの再来

とみなされたようである（マタイ 16:14,17:10）。これ

はメシア預言と複合して、来るべき救世主の再来を告

げるものとされた。福音書は洗礼者ヨハネをこれに比

定して書かれている。

十字架上のキリストの最後の 7 つの言葉のうち第四

の言葉が、見物人にはエリヤを呼んでいると誤解され

た言葉として残る。

“そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、

エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、

わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」

という意味である。すると、そこに立っていたある人々

が、これを聞いて言った、「あれはエリヤを呼んでい

るのだ」。するとすぐ、彼らのうちのひとりが走り寄っ

て、海綿を取り、それに酢いぶどう酒を含ませて葦の

棒につけ、イエスに飲ませようとした。ほかの人々は

言った、「待て、エリヤが彼を救いに来るかどうか、

見ていよう」”。（マタイによる福音書第 27 章第 46 節

- 第 54 節）

“そして三時に、イエスは大声で、「エロイ、エロイ、

ラマ、サバクタニ」と叫ばれた。それは「わが神、わが神、

どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という

意味である。すると、そばに立っていたある人々が、

これを聞いて言った、「そら、エリヤを呼んでいる」。

ひとりの人が走って行き、海綿に酢いぶどう酒を含ま

せて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとして言った、

「待て、エリヤが彼をおろしに来るかどうか、見てい

よう」”。（マルコによる福音書第15章第34節-第39節）

*5 …シネシウス（c. 373 - c. 414）は、古代リビアのプ

トレマイオスのギリシャ司教で、410 年以降のキレネ

カの西ペンタポリスの一部であり、370 年から 375 年

の間にキレネ近郊のバラグラエ（現在のリビアのバイ

ダ）で裕福な両親のもとに生まれた。
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８章 輪廻転生について

OF REINCARNATION

人間はどのようにして複合的存在になったのか、そし

てなぜそうなったのか、それは科学も宗教も決定的な答

えを出すことができない問題である。前述のような非常

に大きな力と可能性を持つこの不滅の思考者は、自然界

のごく秘められた部分と自分との深い結びつきのすべて

のために、作り上げられて、遠大で静かな進化の頂点に

立っている。彼（思考者）は、なぜ自然が存在するのか、

生命のドラマは何を目的としているのか、その目的はど

うやって達成されるのかを問いかけている。しかし、科

学も宗教も理にかなった回答をすることができない。科

学は、あるがままの物事の調査をすれば十分であるとし、

解答を与えることができるふりをしてはいない。宗教は、

非論理的で無意味な説明を提供し、自然の全体を神秘と

みなし、発見することのできない神の喜びの中で、すべ

ての悲しみをもって人生の意味と目的を求めているの

で、偏見に固まった人にしか受け入れられない。教養が

あり探究心のある人は、ドグマ的宗教は神から来たふり

をしているが、人が創り出した回答しか出せないことを

知っている。

では、宇宙は何のためにあるのか、そして人間はどん

な最終的目標のために不滅の思考者がこの進化の中にあ

るのか。それはすべて、魂の経験と解放のためであり、

顕現した物質の全集合体を、偉大さ、本性、意識的な神

性の地位にまで引き上げることを目的としている。大き

な目的は、人種や部族、あるいはどこかの恵まれた国家

を介してではなく、物質の全体と、現在私たちが魂と呼

んでいるものを変容した後に、完成させることによって

自己意識に到達することである。除外されるものはない

し、ないことになっている。現在の人間の目的は、完全

な知識への入門（イニシエーション）であり、それによ

り人間より下にある他の界も段階から段階へと徐々に引

き上げられ、いずれは入門する（initiated）ことである。

これは、その最高の力へと進む進化であり、壮大な展望

である。進化は人間を神にし、自然のすべての部分にい

つかは同じものになる可能性を与える。進化の中には強

さと気高さがあり、それによって人が矮小化されたり、

劣化させられたりすることはない。なぜなら、もともと

罪深い人はいないため、すべての罪を乗り越えることが

できない人はいないからである。科学の唯物論的立場か

ら扱われると、進化は人生の半分だけを包括する。かた

や進化の宗教的概念はナンセンスと恐怖の混合である。

現在の宗教は恐怖の要素を維持し、同時に全能の存在が

この地球以外の地球には考えられず、この地球を非常に

不完全に支配しなければならないと想像している。しか

し、古い神智学的見解では、宇宙は広大で完全な全体で

あるとしている。

さて、物質的と霊的の二重の進化を仮定した瞬間、同

時に私たちはそれが輪廻転生によってのみ実行され得る

ことを認めなければならない。これは、実は科学で実証

されている。地球および地球上に物質的に存在するすべ

てのものが、ある時期には気体であるか溶融していたこ

と、冷却していたこと、変化していたこと、その変化と

進化から、最終的にすべての多種多様なものや存在が生

み出されたことが示されている。これは、物質の階層上

では、ある形態から別の形態への変容または変化である。

物質の全体量は、この地球の最初の頃とほぼ同じで、星

くず（star dust）が非常にわずかな量だけ足されている。

それゆえ、地球上の物質全体は何度も何度も変化して、

物理的に改革され、再構築されたに違いない。もちろん、

厳密に言うと「化身」（incarnate）は肉を意味するので、

「輪廻転生」（reincarnation）という言葉を使うことはで

きない。「再具現化」（reembodied）と言ってみると、

物質も人間も常に形が変化してきたことがわかる。そし

てこれが、広義の意味での「輪廻転生」である。物質全

体に関しては、人間がさらに自分自身より上に行ったと

きに、それらすべてが人間の財産になるという教義であ

る。人間の最終的な救済の後には、神秘的な方法で、自

然界のどこか遠くのごみくずの山の中で処分されてしま

うような残余はない。真の教義はそのようなことは何も

認めず、同時に残留物と思われるものに真の処分を与え

ることを恐れていない。 哲学が無機物は何も存在せず、

すべての原子が生きており、自己意識の芽を持っている

と宣言しているように、いつかすべてが変化した状態に

なるに違いない。このように、現在人間の肉体と呼ばれ

ているものは、ある日、完全に鉱物であった物質が、後

に植物の物質となり、今では人間の原子に精製されたの

である。今から非常に遠い未来の時点には、植物の物質

は動物の段階にまで引き上げられ、私たちが現在、自分

の有機体や肉の物質として使用しているものは、進化を

経て変容されることによって、自己意識のある思考者へ

と変化し、その他も今は鉱物として知られているものが

人間の段階を経て、思考者の段階へと移行する時が来る

まで、このように全体の階級を上げていくのである。そ

して、別の偉大な進化の時期が来ると、その時の鉱物の

物質は、今、他の惑星や他の世界の系統で低級な変質を

経ている或るものになるだろう。これはおそらく、生ま

れた時から悪い、罪深い、弱い、そしてまったく愚かで

あると呼ばれることに慣れており、自分自身についての

真実を信じることを恐れている現代人にとって「空想的

な」スキームだが、 往古の神智学者の弟子とっては不可

能でも空想でもなく、論理的で広大である。そして疑う

ことなく、それはいつか西洋人の心がモーセの律法の年

代記や人間と自然に関するモーセの律法の考えから脱却

した時に、誰もが認める日が来るだろう。したがって、

輪廻転生と生まれ変わり（metempsychosis）（*1）に関

しては、最初にそれらが宇宙全体に適用されるべきであ

り、人間だけに適用されるのではない、と我々は言う。

しかし、人間は人間自身にとって最も興味深い対象であ

るので、その人間への適用について詳しく考えてみよう。

輪廻転生は教義の中で最も古いものであり、今ではそ

れを保持していない人よりも多数の人の心によって信じ

られている。東洋の何百万人もの人々は、ほとんどすべ

ての人がこれを受け入れている。それはギリシャ人が教

えていた。多くの中国人は、かつて彼らの先祖がしたよ

うに、今それを信じている。ユダヤ人はそれが真実だと

思い、そしてそれは彼らの宗教から消えていない。キリ

スト教の創始者と呼ばれるイエスも、それを信じて教え

た。初期のキリスト教会では、それが知られ、教えられ、

教会の最も優れた神父たちがそれを信じ、広めていた。

キリスト教徒は、イエスがユダヤ人であり、自分には

ユダヤ人への使命があると考えていた、ということを覚

えておくべきである。マタイ伝の中でイエスは、「わた

しはイスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わさ

れていない」(*2) と言っているからである。イエスは彼

らが保持する教義をよく知っていたに違いない。彼らは

皆、輪廻転生を信じていた。彼らにとっては、モーセ、

アダム、ノア、セス（*3）などが地上に戻ってきており、

イエスの時代には一般に、古い預言者エリヤがまだ戻っ

て来ないと信じられていた。（*4）したがって、まず、

イエスは決してこの教義を否定せず、様々な場面でこの

教義に同意していたことがわかる。例えば、バプテスマ

のヨハネが、人々が期待していた昔のエリヤであると

言ったときなどである。これらのことはすべて、マタイ

17章、11章を参考にすればわかる。

これらの中で、イエスは輪廻転生の教義を承認してい

ることがはっきりと示されている。そして、イエスに続

いてローマ人への手紙 IX の中に、聖パウロによる、エ

サウとヤコブが生まれる前に実際に存在していた話を私

たちは見つける。後にオリゲネス、シネシウス（*5）そ

の他といった偉大なキリスト教の教父が信じて教えてい

る理論がある。箴言 8 章 22 節にはソロモンが、地球が

造られた時に彼は存在していたと述べており、ソロモン

がソロモンとして生まれるずっと前から、彼の喜びは人

の子らと一緒に地上の居住可能な部分にあったと述べて

3

いる。黙示録者聖ヨハネは、黙示録 III, 12 にこう書い

ている。III, 12 によると、彼は神の声、または神のため

に話す人の声を意味するビジョンの中でこう言われた。

克服すべき者は誰でも、これ以上 「出て行く 」必要がな

い、つまり再化身する必要がないということである。イ

エスの後 500 年間、この教義はコンスタンティノープル

公会議まで教会で教えられていた。その後、多くの人が

輪廻転生に反対であると考えてきた問題のフェーズで、

ある非難が下されたが、もしその非難がイエスの言葉に

反するものであれば、それは無効である。それはイエス

の言葉に反していたため、教会は、その時代に知られ、

教えられていたイエスの教義について、追放するに十分

なほどの知識を持っていなかったという立場にある。キ

リスト教はユダヤの宗教であり、この輪廻転生の教義は

歴史的にユダヤ人からの継承によってキリスト教に属し

ており、また、イエスや初期の教会の神父たちによって

教えられていたという理由から、キリスト教にも属して

いる。もしキリスト教会がこの立場から抜け出すための

真実で論理的な方法があるとすれば、もちろん教会の教

義を除外して、神智学徒はそれを示したいと思う。確か

に神智学徒は、信仰を明言しているキリスト教徒が、そ

の判断をイエスの判断に対抗させることで理論を否定す

る時はいつでも、彼に従う人々はその問題について知っ

ている必要があると考える。それは教会会議によって投

げつけられた呪いであり、現在の教えからの教義の欠落

であり、キリスト教を損傷し、イエスと愛の法則の信者

であるふりをしているが本当は報復のモーセの律法の信

者のいるすべてのキリスト教国を損傷した。輪廻転生だ

けが人生のすべての問題への答えであり、それとカルマ

には、人が実際に理論上持っている倫理を追求させる力

がある。この教義を失ったすべての宗教にこの教義を復

元することが、古い哲学の目的であり、それゆえに我々

はそれを 「キリスト教の失われたコード」と呼んでいる。

しかし、生まれ変わるのは誰なのか、何なのか？ それ

は肉体ではない。肉体は死んで崩壊するからだ。そして、

現在私たちが持っているような、病気に感染することが

認められている肉体に永遠に鎖でつながれたいと思う者

は、野蛮人の場合を除いてほとんどいない。それはアス

トラル体ではない。なぜならば、示されているように、

国にいて、足のマナスは、肉体と肉体の生活である地獄

の中を歩いている。そのため、人間はまだ完全に意識的

であるわけではなく、ついに三つ組すべての受肉（化身）

を完成させるためには、輪廻転生が必要となる。それが

達成されたとき、人類は神となり、神のような三つ組は

完全に所有され、物質の集合体全体は完全になり、次の

段階のために引き上げられるだろう。これが「肉にされ

た言葉」の本当の意味である。それは、イエスやブッダ

のような一人の人間の場合には、神の化身と見なされる

ほど壮大なものであった。マナスはこのようにして、泥

棒を天国に引き上げようとする目的で十字架につけられ

たのだから、このことからも磔刑の観念が出て来る。

三つ組がまだ人類の中に受肉（化身）していないから

こそ、人生には多くの謎があり、その中には人間に為さ

れるさまざまな試しの中で日に日にその姿を現している

ものもある。

科学者は暗闇の中でさまよっており、催眠術や他の奇

妙なものが彼の前にもたらすすべてのものにとまどい、

混乱している。そして、司祭は人間の神のような性質を

否定し、すべてを原罪のレベルにまで下げ、私たちの神

の概念に、想像上の間違いを正すための方法論を捏造し

なければ、創造物を制御したり管理したりすることがで

きないという黒い印をつけてしまうため、私たちに光を

与えることが全くできない。しかし、この古い真理は謎

を解き、神と自然を調和のとれた色で描くのである。

輪廻転生とは、一部の東洋人が信じているように、死

後に動物の姿になるという意味ではない。「一たび人に

なれば常に人である」というのが大ロッジの格言である。

しかし、ある人たちにとっては、獣の体に生まれ変わっ

たとしても、それはそれほど重すぎる罰でもないだろう。

だが自然は感情によってではなく、法則によって働く。

そして私たちはすべてを見ることができないため、残忍

に見える人がすべてその性質は残忍であるとは言えな

い。そして、マナスを思考者と不滅の人間の段階に至ら

せた進化は、その人をマナスを持っていない獣に送り返

すことはできない。

獣、昆虫などに転生することを教えるように見える、

マヌの法則の東洋人たちの何人かが、文字通り受け取る

ことについての次の 2 つの説明を研究することで、この

教義の真の学徒が同じ間違いに陥らない方法がわかる。

第一は、そのような転生を教えるさまざまな詩や本は、

形態のない状態から形態をまとった状態への移行の際に

自我が経験せねばならない実際の物理的なプロセスの説

明と、また、道筋、方法、または目に見えない階層から

目に見える階層へ下降する手段、つまり輪廻転生の実際

の方法と関係しているということである。これは、一方

ではデリケートな事柄であり、他方では、詳細はまだ神

智学徒でさえも信憑性を持って受け取っていないだろう

から、まだ神智学の本では明確に説明されていない。い

つかは説明されるであろうが。そして、これらの詳細は

重要ではないので、ここでは説明しない。しかし私たち

は、男女の結合なしに人体が形成されていないことを

知っているように、そしてそのような生産のための種は

性別にしまい込まれており、体内に取り込まれた糧から

来なければならないことを知っているように、糧は自我

の輪廻転生と関係があることが明白である。ところで、

輪廻転生への道が他の糧ではない特定の糧を介して導か

れるとすれば、自我が肉体的な生殖につながらない種に

導く糧に関わり合った場合、マヌは、かくかくしかじか

の実行は、その後「妨害」ある転生に導かれるだろうと

言っている箇所で罰を示している可能性がある。これら

を読んで、このテーマに関する自分の理論が今かなり漠

然としており、場合によっては全く異なる仮説に基づい

ている、ある神智学徒たちの利益のために、私はこれを

ここまで否定する。

第二の説明は、自然が私たちの体とアストラル体に

入ってくる物質を、とりわけ人間の自我との関連から得

られる印象によって物質に利益をもたらす目的のために

使用することを意図しているので、もし私たちが残忍な

印象だけを与えるようにそれを使用するならば、それは

人間の階層上で洗練されて保持される代わりに、動物界

に吸収されるためにそこへ飛んで戻って行かなければな

らないということである。そして、人間の自我が自らに

集めたすべての物質は、人間の性質や鮮明な印象を保持

しているので、自我によって動物的な印象を与えられる

と、物質は下層に移行する。自然界の偉大な化学実験室

でのこの事実は、無知な人には簡単に誤解されてしまう

かもしれない。しかし、現代の学徒たちは、一たび「思

アストラル体もまた存続期間があり、肉体的なものがな

くなった後に必ずバラバラになる。また、情熱と欲望で

もない。それらは根絶しない限り、各人生でそれ自体を

再現する力を持っているので、確かに非常に長い存続期

間がある。輪廻転生はそのために定められており、私た

ちはそれによってゆっくりと、一つずつ、霊的人間の天

の絵を損なう欲望や情熱を殺すための多くの機会を与え

られている。

私たちの情熱的な部分が死後にアストラル体とどのよ

うに合体し、崩壊している間に生きるべき短い命を持っ

ているように見える存在を作るかが示されている。死ん

だ肉体、アストラル体、そして情熱と欲望の間の分離が

完了すると、生命は他の形態に忙しくなり始めているが、

真の人間である高次の三つ組、マナス、ブッディ、アー

トマはすぐに別の状態に入り、デヴァチャン（天国）と

呼ばれるその状態が終わると、彼らは輪廻転生のために

この世に引き寄せられる。それらは私たちの不滅の部分

であり、実際には、他のものは私たちではない。教え全

体の理解度はこのことの明確な理解に依存するため、心

でしっかりと把握する必要がある。現代の西洋人がこの

ことを明確に理解する道に立ちはだかって邪魔をするの

は、私たち西洋人が皆受けてきた、唯物論的な科学と唯

物論的な宗教の長い間の訓練である。一方は物質だけを

教え、他方は肉体の復活を説き、常識、事実、論理、証

言に反する教義を説いてきた。しかし、肉体的な復活の

理論は、古い真実の教えの腐敗から生じたものであるこ

とに疑いの余地はない。復活は、ヨブが贖い主の肉体の

姿を見たと言っていることと、聖パウロが肉体は不滅に

よみがえったと言っていることに基づいている。しかし、

ヨブはエジプト人で、贖い主である自分の師やイニシ

エーターを見たと語っており、イエスとパウロは霊的な

体だけに言及したのである。

輪廻転生は自然の法則だが、アートマ・ブッディ・マ

ナスの完全な三つ組はまだこの人種に完全には化身して

いない。人々は、3 つの中で最も低いマナスの入り口に

よって体を使用し、占有し、他の2つは上からそれに輝き、

天の神を構成している。これは、頭を天国に、足を地獄

に置いて立つ天人についての古いユダヤ教の教えに象徴

されている。つまり、頭のアートマとブッディはまだ天

考者マナス」がその場に現れると、基本形には戻らない

ことを知っている。体内の血液が逆流して心臓に充満す

るのを弁で防いでいるのと同じように、普遍的な循環の

この大きなシステムでは、ドアが思考者の後ろで閉じら

れており、その後退を防いでいる。真の人間に適用され

る教義としての輪廻転生は、人間の下にある自然の界へ

の転生を教えていない。

【訳注】

*1 … metempsychosis … 語 源 は ギ リ シ ャ 語

metempsychousthai「１つの体から他の体に移る」よ

り

*2…マタイ 15章 24

*3…Set ［set］…セト：（エジプト）Osiris の兄弟で，そ

の殺害者である悪神 ; ロバなど哺乳動物の形で表され、

砂漠の化身とみなされている。（また Seth）

*4…エリヤはまず、旧約聖書に出て来る。新約聖書では、

イエス・キリストの変容の際、エリヤはモーセと並ん

でイエスの傍にあったものとして書かれていた（マタ

イ 17:3 ほか）。エリヤの死が聖書に記載されていない

ことから、1 世紀当時、エリヤが再来するとの伝承が

あったことが、新約聖書などから知られる。洗礼者ヨ

ハネもイエス・キリストも、一部からはエリヤの再来

とみなされたようである（マタイ 16:14,17:10）。これ

はメシア預言と複合して、来るべき救世主の再来を告

げるものとされた。福音書は洗礼者ヨハネをこれに比

定して書かれている。

十字架上のキリストの最後の 7 つの言葉のうち第四

の言葉が、見物人にはエリヤを呼んでいると誤解され

た言葉として残る。

“そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、

エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、

わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」

という意味である。すると、そこに立っていたある人々

が、これを聞いて言った、「あれはエリヤを呼んでい

るのだ」。するとすぐ、彼らのうちのひとりが走り寄っ

て、海綿を取り、それに酢いぶどう酒を含ませて葦の

棒につけ、イエスに飲ませようとした。ほかの人々は

言った、「待て、エリヤが彼を救いに来るかどうか、

見ていよう」”。（マタイによる福音書第 27 章第 46 節

- 第 54 節）

“そして三時に、イエスは大声で、「エロイ、エロイ、

ラマ、サバクタニ」と叫ばれた。それは「わが神、わが神、

どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という

意味である。すると、そばに立っていたある人々が、

これを聞いて言った、「そら、エリヤを呼んでいる」。

ひとりの人が走って行き、海綿に酢いぶどう酒を含ま

せて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとして言った、

「待て、エリヤが彼をおろしに来るかどうか、見てい

よう」”。（マルコによる福音書第15章第34節-第39節）

*5 …シネシウス（c. 373 - c. 414）は、古代リビアのプ

トレマイオスのギリシャ司教で、410 年以降のキレネ

カの西ペンタポリスの一部であり、370 年から 375 年

の間にキレネ近郊のバラグラエ（現在のリビアのバイ

ダ）で裕福な両親のもとに生まれた。



８章 輪廻転生について

OF REINCARNATION

人間はどのようにして複合的存在になったのか、そし

てなぜそうなったのか、それは科学も宗教も決定的な答

えを出すことができない問題である。前述のような非常

に大きな力と可能性を持つこの不滅の思考者は、自然界

のごく秘められた部分と自分との深い結びつきのすべて

のために、作り上げられて、遠大で静かな進化の頂点に

立っている。彼（思考者）は、なぜ自然が存在するのか、

生命のドラマは何を目的としているのか、その目的はど

うやって達成されるのかを問いかけている。しかし、科

学も宗教も理にかなった回答をすることができない。科

学は、あるがままの物事の調査をすれば十分であるとし、

解答を与えることができるふりをしてはいない。宗教は、

非論理的で無意味な説明を提供し、自然の全体を神秘と

みなし、発見することのできない神の喜びの中で、すべ

ての悲しみをもって人生の意味と目的を求めているの

で、偏見に固まった人にしか受け入れられない。教養が

あり探究心のある人は、ドグマ的宗教は神から来たふり

をしているが、人が創り出した回答しか出せないことを

知っている。

では、宇宙は何のためにあるのか、そして人間はどん

な最終的目標のために不滅の思考者がこの進化の中にあ

るのか。それはすべて、魂の経験と解放のためであり、

顕現した物質の全集合体を、偉大さ、本性、意識的な神

性の地位にまで引き上げることを目的としている。大き

な目的は、人種や部族、あるいはどこかの恵まれた国家

を介してではなく、物質の全体と、現在私たちが魂と呼

んでいるものを変容した後に、完成させることによって

自己意識に到達することである。除外されるものはない

し、ないことになっている。現在の人間の目的は、完全

な知識への入門（イニシエーション）であり、それによ

り人間より下にある他の界も段階から段階へと徐々に引

き上げられ、いずれは入門する（initiated）ことである。

これは、その最高の力へと進む進化であり、壮大な展望

である。進化は人間を神にし、自然のすべての部分にい

つかは同じものになる可能性を与える。進化の中には強

さと気高さがあり、それによって人が矮小化されたり、

劣化させられたりすることはない。なぜなら、もともと

罪深い人はいないため、すべての罪を乗り越えることが

できない人はいないからである。科学の唯物論的立場か

ら扱われると、進化は人生の半分だけを包括する。かた

や進化の宗教的概念はナンセンスと恐怖の混合である。

現在の宗教は恐怖の要素を維持し、同時に全能の存在が

この地球以外の地球には考えられず、この地球を非常に

不完全に支配しなければならないと想像している。しか

し、古い神智学的見解では、宇宙は広大で完全な全体で

あるとしている。

さて、物質的と霊的の二重の進化を仮定した瞬間、同

時に私たちはそれが輪廻転生によってのみ実行され得る

ことを認めなければならない。これは、実は科学で実証

されている。地球および地球上に物質的に存在するすべ

てのものが、ある時期には気体であるか溶融していたこ

と、冷却していたこと、変化していたこと、その変化と

進化から、最終的にすべての多種多様なものや存在が生

み出されたことが示されている。これは、物質の階層上

では、ある形態から別の形態への変容または変化である。

物質の全体量は、この地球の最初の頃とほぼ同じで、星

くず（star dust）が非常にわずかな量だけ足されている。

それゆえ、地球上の物質全体は何度も何度も変化して、

物理的に改革され、再構築されたに違いない。もちろん、

厳密に言うと「化身」（incarnate）は肉を意味するので、

「輪廻転生」（reincarnation）という言葉を使うことはで

きない。「再具現化」（reembodied）と言ってみると、

物質も人間も常に形が変化してきたことがわかる。そし

てこれが、広義の意味での「輪廻転生」である。物質全

体に関しては、人間がさらに自分自身より上に行ったと

きに、それらすべてが人間の財産になるという教義であ

る。人間の最終的な救済の後には、神秘的な方法で、自

然界のどこか遠くのごみくずの山の中で処分されてしま

うような残余はない。真の教義はそのようなことは何も

認めず、同時に残留物と思われるものに真の処分を与え

ることを恐れていない。 哲学が無機物は何も存在せず、

すべての原子が生きており、自己意識の芽を持っている

と宣言しているように、いつかすべてが変化した状態に

なるに違いない。このように、現在人間の肉体と呼ばれ

ているものは、ある日、完全に鉱物であった物質が、後

に植物の物質となり、今では人間の原子に精製されたの

である。今から非常に遠い未来の時点には、植物の物質

は動物の段階にまで引き上げられ、私たちが現在、自分

の有機体や肉の物質として使用しているものは、進化を

経て変容されることによって、自己意識のある思考者へ

と変化し、その他も今は鉱物として知られているものが

人間の段階を経て、思考者の段階へと移行する時が来る

まで、このように全体の階級を上げていくのである。そ

して、別の偉大な進化の時期が来ると、その時の鉱物の

物質は、今、他の惑星や他の世界の系統で低級な変質を

経ている或るものになるだろう。これはおそらく、生ま

れた時から悪い、罪深い、弱い、そしてまったく愚かで

あると呼ばれることに慣れており、自分自身についての

真実を信じることを恐れている現代人にとって「空想的

な」スキームだが、 往古の神智学者の弟子とっては不可

能でも空想でもなく、論理的で広大である。そして疑う

ことなく、それはいつか西洋人の心がモーセの律法の年

代記や人間と自然に関するモーセの律法の考えから脱却

した時に、誰もが認める日が来るだろう。したがって、

輪廻転生と生まれ変わり（metempsychosis）（*1）に関

しては、最初にそれらが宇宙全体に適用されるべきであ

り、人間だけに適用されるのではない、と我々は言う。

しかし、人間は人間自身にとって最も興味深い対象であ

るので、その人間への適用について詳しく考えてみよう。

輪廻転生は教義の中で最も古いものであり、今ではそ

れを保持していない人よりも多数の人の心によって信じ

られている。東洋の何百万人もの人々は、ほとんどすべ

ての人がこれを受け入れている。それはギリシャ人が教

えていた。多くの中国人は、かつて彼らの先祖がしたよ

うに、今それを信じている。ユダヤ人はそれが真実だと

思い、そしてそれは彼らの宗教から消えていない。キリ

スト教の創始者と呼ばれるイエスも、それを信じて教え

た。初期のキリスト教会では、それが知られ、教えられ、

教会の最も優れた神父たちがそれを信じ、広めていた。

キリスト教徒は、イエスがユダヤ人であり、自分には

ユダヤ人への使命があると考えていた、ということを覚

えておくべきである。マタイ伝の中でイエスは、「わた

しはイスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わさ

れていない」(*2) と言っているからである。イエスは彼

らが保持する教義をよく知っていたに違いない。彼らは

皆、輪廻転生を信じていた。彼らにとっては、モーセ、

アダム、ノア、セス（*3）などが地上に戻ってきており、

イエスの時代には一般に、古い預言者エリヤがまだ戻っ

て来ないと信じられていた。（*4）したがって、まず、

イエスは決してこの教義を否定せず、様々な場面でこの

教義に同意していたことがわかる。例えば、バプテスマ

のヨハネが、人々が期待していた昔のエリヤであると

言ったときなどである。これらのことはすべて、マタイ

17章、11章を参考にすればわかる。

これらの中で、イエスは輪廻転生の教義を承認してい

ることがはっきりと示されている。そして、イエスに続

いてローマ人への手紙 IX の中に、聖パウロによる、エ

サウとヤコブが生まれる前に実際に存在していた話を私

たちは見つける。後にオリゲネス、シネシウス（*5）そ

の他といった偉大なキリスト教の教父が信じて教えてい

る理論がある。箴言 8 章 22 節にはソロモンが、地球が

造られた時に彼は存在していたと述べており、ソロモン

がソロモンとして生まれるずっと前から、彼の喜びは人

の子らと一緒に地上の居住可能な部分にあったと述べて

いる。黙示録者聖ヨハネは、黙示録 III, 12 にこう書い

ている。III, 12 によると、彼は神の声、または神のため

に話す人の声を意味するビジョンの中でこう言われた。

克服すべき者は誰でも、これ以上 「出て行く 」必要がな

い、つまり再化身する必要がないということである。イ

エスの後 500 年間、この教義はコンスタンティノープル

公会議まで教会で教えられていた。その後、多くの人が

輪廻転生に反対であると考えてきた問題のフェーズで、

ある非難が下されたが、もしその非難がイエスの言葉に

反するものであれば、それは無効である。それはイエス

の言葉に反していたため、教会は、その時代に知られ、

教えられていたイエスの教義について、追放するに十分

なほどの知識を持っていなかったという立場にある。キ

リスト教はユダヤの宗教であり、この輪廻転生の教義は

歴史的にユダヤ人からの継承によってキリスト教に属し

ており、また、イエスや初期の教会の神父たちによって

教えられていたという理由から、キリスト教にも属して

いる。もしキリスト教会がこの立場から抜け出すための

真実で論理的な方法があるとすれば、もちろん教会の教

義を除外して、神智学徒はそれを示したいと思う。確か

に神智学徒は、信仰を明言しているキリスト教徒が、そ

の判断をイエスの判断に対抗させることで理論を否定す

る時はいつでも、彼に従う人々はその問題について知っ

ている必要があると考える。それは教会会議によって投

げつけられた呪いであり、現在の教えからの教義の欠落

であり、キリスト教を損傷し、イエスと愛の法則の信者

であるふりをしているが本当は報復のモーセの律法の信

者のいるすべてのキリスト教国を損傷した。輪廻転生だ

けが人生のすべての問題への答えであり、それとカルマ

には、人が実際に理論上持っている倫理を追求させる力

がある。この教義を失ったすべての宗教にこの教義を復

元することが、古い哲学の目的であり、それゆえに我々

はそれを 「キリスト教の失われたコード」と呼んでいる。

しかし、生まれ変わるのは誰なのか、何なのか？ それ

は肉体ではない。肉体は死んで崩壊するからだ。そして、

現在私たちが持っているような、病気に感染することが

認められている肉体に永遠に鎖でつながれたいと思う者

は、野蛮人の場合を除いてほとんどいない。それはアス

トラル体ではない。なぜならば、示されているように、

4

国にいて、足のマナスは、肉体と肉体の生活である地獄

の中を歩いている。そのため、人間はまだ完全に意識的

であるわけではなく、ついに三つ組すべての受肉（化身）

を完成させるためには、輪廻転生が必要となる。それが

達成されたとき、人類は神となり、神のような三つ組は

完全に所有され、物質の集合体全体は完全になり、次の

段階のために引き上げられるだろう。これが「肉にされ

た言葉」の本当の意味である。それは、イエスやブッダ

のような一人の人間の場合には、神の化身と見なされる

ほど壮大なものであった。マナスはこのようにして、泥

棒を天国に引き上げようとする目的で十字架につけられ

たのだから、このことからも磔刑の観念が出て来る。

三つ組がまだ人類の中に受肉（化身）していないから

こそ、人生には多くの謎があり、その中には人間に為さ

れるさまざまな試しの中で日に日にその姿を現している

ものもある。

科学者は暗闇の中でさまよっており、催眠術や他の奇

妙なものが彼の前にもたらすすべてのものにとまどい、

混乱している。そして、司祭は人間の神のような性質を

否定し、すべてを原罪のレベルにまで下げ、私たちの神

の概念に、想像上の間違いを正すための方法論を捏造し

なければ、創造物を制御したり管理したりすることがで

きないという黒い印をつけてしまうため、私たちに光を

与えることが全くできない。しかし、この古い真理は謎

を解き、神と自然を調和のとれた色で描くのである。

輪廻転生とは、一部の東洋人が信じているように、死

後に動物の姿になるという意味ではない。「一たび人に

なれば常に人である」というのが大ロッジの格言である。

しかし、ある人たちにとっては、獣の体に生まれ変わっ

たとしても、それはそれほど重すぎる罰でもないだろう。

だが自然は感情によってではなく、法則によって働く。

そして私たちはすべてを見ることができないため、残忍

に見える人がすべてその性質は残忍であるとは言えな

い。そして、マナスを思考者と不滅の人間の段階に至ら

せた進化は、その人をマナスを持っていない獣に送り返

すことはできない。

獣、昆虫などに転生することを教えるように見える、

マヌの法則の東洋人たちの何人かが、文字通り受け取る

ことについての次の 2 つの説明を研究することで、この

教義の真の学徒が同じ間違いに陥らない方法がわかる。

第一は、そのような転生を教えるさまざまな詩や本は、

形態のない状態から形態をまとった状態への移行の際に

自我が経験せねばならない実際の物理的なプロセスの説

明と、また、道筋、方法、または目に見えない階層から

目に見える階層へ下降する手段、つまり輪廻転生の実際

の方法と関係しているということである。これは、一方

ではデリケートな事柄であり、他方では、詳細はまだ神

智学徒でさえも信憑性を持って受け取っていないだろう

から、まだ神智学の本では明確に説明されていない。い

つかは説明されるであろうが。そして、これらの詳細は

重要ではないので、ここでは説明しない。しかし私たち

は、男女の結合なしに人体が形成されていないことを

知っているように、そしてそのような生産のための種は

性別にしまい込まれており、体内に取り込まれた糧から

来なければならないことを知っているように、糧は自我

の輪廻転生と関係があることが明白である。ところで、

輪廻転生への道が他の糧ではない特定の糧を介して導か

れるとすれば、自我が肉体的な生殖につながらない種に

導く糧に関わり合った場合、マヌは、かくかくしかじか

の実行は、その後「妨害」ある転生に導かれるだろうと

言っている箇所で罰を示している可能性がある。これら

を読んで、このテーマに関する自分の理論が今かなり漠

然としており、場合によっては全く異なる仮説に基づい

ている、ある神智学徒たちの利益のために、私はこれを

ここまで否定する。

第二の説明は、自然が私たちの体とアストラル体に

入ってくる物質を、とりわけ人間の自我との関連から得

られる印象によって物質に利益をもたらす目的のために

使用することを意図しているので、もし私たちが残忍な

印象だけを与えるようにそれを使用するならば、それは

人間の階層上で洗練されて保持される代わりに、動物界

に吸収されるためにそこへ飛んで戻って行かなければな

らないということである。そして、人間の自我が自らに

集めたすべての物質は、人間の性質や鮮明な印象を保持

しているので、自我によって動物的な印象を与えられる

と、物質は下層に移行する。自然界の偉大な化学実験室

でのこの事実は、無知な人には簡単に誤解されてしまう

かもしれない。しかし、現代の学徒たちは、一たび「思

アストラル体もまた存続期間があり、肉体的なものがな

くなった後に必ずバラバラになる。また、情熱と欲望で

もない。それらは根絶しない限り、各人生でそれ自体を

再現する力を持っているので、確かに非常に長い存続期

間がある。輪廻転生はそのために定められており、私た

ちはそれによってゆっくりと、一つずつ、霊的人間の天

の絵を損なう欲望や情熱を殺すための多くの機会を与え

られている。

私たちの情熱的な部分が死後にアストラル体とどのよ

うに合体し、崩壊している間に生きるべき短い命を持っ

ているように見える存在を作るかが示されている。死ん

だ肉体、アストラル体、そして情熱と欲望の間の分離が

完了すると、生命は他の形態に忙しくなり始めているが、

真の人間である高次の三つ組、マナス、ブッディ、アー

トマはすぐに別の状態に入り、デヴァチャン（天国）と

呼ばれるその状態が終わると、彼らは輪廻転生のために

この世に引き寄せられる。それらは私たちの不滅の部分

であり、実際には、他のものは私たちではない。教え全

体の理解度はこのことの明確な理解に依存するため、心

でしっかりと把握する必要がある。現代の西洋人がこの

ことを明確に理解する道に立ちはだかって邪魔をするの

は、私たち西洋人が皆受けてきた、唯物論的な科学と唯

物論的な宗教の長い間の訓練である。一方は物質だけを

教え、他方は肉体の復活を説き、常識、事実、論理、証

言に反する教義を説いてきた。しかし、肉体的な復活の

理論は、古い真実の教えの腐敗から生じたものであるこ

とに疑いの余地はない。復活は、ヨブが贖い主の肉体の

姿を見たと言っていることと、聖パウロが肉体は不滅に

よみがえったと言っていることに基づいている。しかし、

ヨブはエジプト人で、贖い主である自分の師やイニシ

エーターを見たと語っており、イエスとパウロは霊的な

体だけに言及したのである。

輪廻転生は自然の法則だが、アートマ・ブッディ・マ

ナスの完全な三つ組はまだこの人種に完全には化身して

いない。人々は、3 つの中で最も低いマナスの入り口に

よって体を使用し、占有し、他の2つは上からそれに輝き、

天の神を構成している。これは、頭を天国に、足を地獄

に置いて立つ天人についての古いユダヤ教の教えに象徴

されている。つまり、頭のアートマとブッディはまだ天

考者マナス」がその場に現れると、基本形には戻らない

ことを知っている。体内の血液が逆流して心臓に充満す

るのを弁で防いでいるのと同じように、普遍的な循環の

この大きなシステムでは、ドアが思考者の後ろで閉じら

れており、その後退を防いでいる。真の人間に適用され

る教義としての輪廻転生は、人間の下にある自然の界へ

の転生を教えていない。

【訳注】

*1 … metempsychosis … 語 源 は ギ リ シ ャ 語

metempsychousthai「１つの体から他の体に移る」よ

り

*2…マタイ 15章 24

*3…Set ［set］…セト：（エジプト）Osiris の兄弟で，そ

の殺害者である悪神 ; ロバなど哺乳動物の形で表され、

砂漠の化身とみなされている。（また Seth）

*4…エリヤはまず、旧約聖書に出て来る。新約聖書では、

イエス・キリストの変容の際、エリヤはモーセと並ん

でイエスの傍にあったものとして書かれていた（マタ

イ 17:3 ほか）。エリヤの死が聖書に記載されていない

ことから、1 世紀当時、エリヤが再来するとの伝承が

あったことが、新約聖書などから知られる。洗礼者ヨ

ハネもイエス・キリストも、一部からはエリヤの再来

とみなされたようである（マタイ 16:14,17:10）。これ

はメシア預言と複合して、来るべき救世主の再来を告

げるものとされた。福音書は洗礼者ヨハネをこれに比

定して書かれている。

十字架上のキリストの最後の 7 つの言葉のうち第四

の言葉が、見物人にはエリヤを呼んでいると誤解され

た言葉として残る。

“そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、

エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、

わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」

という意味である。すると、そこに立っていたある人々

が、これを聞いて言った、「あれはエリヤを呼んでい

るのだ」。するとすぐ、彼らのうちのひとりが走り寄っ

て、海綿を取り、それに酢いぶどう酒を含ませて葦の

棒につけ、イエスに飲ませようとした。ほかの人々は

言った、「待て、エリヤが彼を救いに来るかどうか、

見ていよう」”。（マタイによる福音書第 27 章第 46 節

- 第 54 節）

“そして三時に、イエスは大声で、「エロイ、エロイ、

ラマ、サバクタニ」と叫ばれた。それは「わが神、わが神、

どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という

意味である。すると、そばに立っていたある人々が、

これを聞いて言った、「そら、エリヤを呼んでいる」。

ひとりの人が走って行き、海綿に酢いぶどう酒を含ま

せて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとして言った、

「待て、エリヤが彼をおろしに来るかどうか、見てい

よう」”。（マルコによる福音書第15章第34節-第39節）

*5 …シネシウス（c. 373 - c. 414）は、古代リビアのプ

トレマイオスのギリシャ司教で、410 年以降のキレネ

カの西ペンタポリスの一部であり、370 年から 375 年

の間にキレネ近郊のバラグラエ（現在のリビアのバイ

ダ）で裕福な両親のもとに生まれた。



８章 輪廻転生について

OF REINCARNATION

人間はどのようにして複合的存在になったのか、そし

てなぜそうなったのか、それは科学も宗教も決定的な答

えを出すことができない問題である。前述のような非常

に大きな力と可能性を持つこの不滅の思考者は、自然界

のごく秘められた部分と自分との深い結びつきのすべて

のために、作り上げられて、遠大で静かな進化の頂点に

立っている。彼（思考者）は、なぜ自然が存在するのか、

生命のドラマは何を目的としているのか、その目的はど

うやって達成されるのかを問いかけている。しかし、科

学も宗教も理にかなった回答をすることができない。科

学は、あるがままの物事の調査をすれば十分であるとし、

解答を与えることができるふりをしてはいない。宗教は、

非論理的で無意味な説明を提供し、自然の全体を神秘と

みなし、発見することのできない神の喜びの中で、すべ

ての悲しみをもって人生の意味と目的を求めているの

で、偏見に固まった人にしか受け入れられない。教養が

あり探究心のある人は、ドグマ的宗教は神から来たふり

をしているが、人が創り出した回答しか出せないことを

知っている。

では、宇宙は何のためにあるのか、そして人間はどん

な最終的目標のために不滅の思考者がこの進化の中にあ

るのか。それはすべて、魂の経験と解放のためであり、

顕現した物質の全集合体を、偉大さ、本性、意識的な神

性の地位にまで引き上げることを目的としている。大き

な目的は、人種や部族、あるいはどこかの恵まれた国家

を介してではなく、物質の全体と、現在私たちが魂と呼

んでいるものを変容した後に、完成させることによって

自己意識に到達することである。除外されるものはない

し、ないことになっている。現在の人間の目的は、完全

な知識への入門（イニシエーション）であり、それによ

り人間より下にある他の界も段階から段階へと徐々に引

き上げられ、いずれは入門する（initiated）ことである。

これは、その最高の力へと進む進化であり、壮大な展望

である。進化は人間を神にし、自然のすべての部分にい

つかは同じものになる可能性を与える。進化の中には強

さと気高さがあり、それによって人が矮小化されたり、

劣化させられたりすることはない。なぜなら、もともと

罪深い人はいないため、すべての罪を乗り越えることが

できない人はいないからである。科学の唯物論的立場か

ら扱われると、進化は人生の半分だけを包括する。かた

や進化の宗教的概念はナンセンスと恐怖の混合である。

現在の宗教は恐怖の要素を維持し、同時に全能の存在が

この地球以外の地球には考えられず、この地球を非常に

不完全に支配しなければならないと想像している。しか

し、古い神智学的見解では、宇宙は広大で完全な全体で

あるとしている。

さて、物質的と霊的の二重の進化を仮定した瞬間、同

時に私たちはそれが輪廻転生によってのみ実行され得る

ことを認めなければならない。これは、実は科学で実証

されている。地球および地球上に物質的に存在するすべ

てのものが、ある時期には気体であるか溶融していたこ

と、冷却していたこと、変化していたこと、その変化と

進化から、最終的にすべての多種多様なものや存在が生

み出されたことが示されている。これは、物質の階層上

では、ある形態から別の形態への変容または変化である。

物質の全体量は、この地球の最初の頃とほぼ同じで、星

くず（star dust）が非常にわずかな量だけ足されている。

それゆえ、地球上の物質全体は何度も何度も変化して、

物理的に改革され、再構築されたに違いない。もちろん、

厳密に言うと「化身」（incarnate）は肉を意味するので、

「輪廻転生」（reincarnation）という言葉を使うことはで

きない。「再具現化」（reembodied）と言ってみると、

物質も人間も常に形が変化してきたことがわかる。そし

てこれが、広義の意味での「輪廻転生」である。物質全

体に関しては、人間がさらに自分自身より上に行ったと

きに、それらすべてが人間の財産になるという教義であ

る。人間の最終的な救済の後には、神秘的な方法で、自

然界のどこか遠くのごみくずの山の中で処分されてしま

うような残余はない。真の教義はそのようなことは何も

認めず、同時に残留物と思われるものに真の処分を与え

ることを恐れていない。 哲学が無機物は何も存在せず、

すべての原子が生きており、自己意識の芽を持っている

と宣言しているように、いつかすべてが変化した状態に

なるに違いない。このように、現在人間の肉体と呼ばれ

ているものは、ある日、完全に鉱物であった物質が、後

に植物の物質となり、今では人間の原子に精製されたの

である。今から非常に遠い未来の時点には、植物の物質

は動物の段階にまで引き上げられ、私たちが現在、自分

の有機体や肉の物質として使用しているものは、進化を

経て変容されることによって、自己意識のある思考者へ

と変化し、その他も今は鉱物として知られているものが

人間の段階を経て、思考者の段階へと移行する時が来る

まで、このように全体の階級を上げていくのである。そ

して、別の偉大な進化の時期が来ると、その時の鉱物の

物質は、今、他の惑星や他の世界の系統で低級な変質を

経ている或るものになるだろう。これはおそらく、生ま

れた時から悪い、罪深い、弱い、そしてまったく愚かで

あると呼ばれることに慣れており、自分自身についての

真実を信じることを恐れている現代人にとって「空想的

な」スキームだが、 往古の神智学者の弟子とっては不可

能でも空想でもなく、論理的で広大である。そして疑う

ことなく、それはいつか西洋人の心がモーセの律法の年

代記や人間と自然に関するモーセの律法の考えから脱却

した時に、誰もが認める日が来るだろう。したがって、

輪廻転生と生まれ変わり（metempsychosis）（*1）に関

しては、最初にそれらが宇宙全体に適用されるべきであ

り、人間だけに適用されるのではない、と我々は言う。

しかし、人間は人間自身にとって最も興味深い対象であ

るので、その人間への適用について詳しく考えてみよう。

輪廻転生は教義の中で最も古いものであり、今ではそ

れを保持していない人よりも多数の人の心によって信じ

られている。東洋の何百万人もの人々は、ほとんどすべ

ての人がこれを受け入れている。それはギリシャ人が教

えていた。多くの中国人は、かつて彼らの先祖がしたよ

うに、今それを信じている。ユダヤ人はそれが真実だと

思い、そしてそれは彼らの宗教から消えていない。キリ

スト教の創始者と呼ばれるイエスも、それを信じて教え

た。初期のキリスト教会では、それが知られ、教えられ、

教会の最も優れた神父たちがそれを信じ、広めていた。

キリスト教徒は、イエスがユダヤ人であり、自分には

ユダヤ人への使命があると考えていた、ということを覚

えておくべきである。マタイ伝の中でイエスは、「わた

しはイスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わさ

れていない」(*2) と言っているからである。イエスは彼

らが保持する教義をよく知っていたに違いない。彼らは

皆、輪廻転生を信じていた。彼らにとっては、モーセ、

アダム、ノア、セス（*3）などが地上に戻ってきており、

イエスの時代には一般に、古い預言者エリヤがまだ戻っ

て来ないと信じられていた。（*4）したがって、まず、

イエスは決してこの教義を否定せず、様々な場面でこの

教義に同意していたことがわかる。例えば、バプテスマ

のヨハネが、人々が期待していた昔のエリヤであると

言ったときなどである。これらのことはすべて、マタイ

17章、11章を参考にすればわかる。

これらの中で、イエスは輪廻転生の教義を承認してい

ることがはっきりと示されている。そして、イエスに続

いてローマ人への手紙 IX の中に、聖パウロによる、エ

サウとヤコブが生まれる前に実際に存在していた話を私

たちは見つける。後にオリゲネス、シネシウス（*5）そ

の他といった偉大なキリスト教の教父が信じて教えてい

る理論がある。箴言 8 章 22 節にはソロモンが、地球が

造られた時に彼は存在していたと述べており、ソロモン

がソロモンとして生まれるずっと前から、彼の喜びは人

の子らと一緒に地上の居住可能な部分にあったと述べて

いる。黙示録者聖ヨハネは、黙示録 III, 12 にこう書い

ている。III, 12 によると、彼は神の声、または神のため

に話す人の声を意味するビジョンの中でこう言われた。

克服すべき者は誰でも、これ以上 「出て行く 」必要がな

い、つまり再化身する必要がないということである。イ

エスの後 500 年間、この教義はコンスタンティノープル

公会議まで教会で教えられていた。その後、多くの人が

輪廻転生に反対であると考えてきた問題のフェーズで、

ある非難が下されたが、もしその非難がイエスの言葉に

反するものであれば、それは無効である。それはイエス

の言葉に反していたため、教会は、その時代に知られ、

教えられていたイエスの教義について、追放するに十分

なほどの知識を持っていなかったという立場にある。キ

リスト教はユダヤの宗教であり、この輪廻転生の教義は

歴史的にユダヤ人からの継承によってキリスト教に属し

ており、また、イエスや初期の教会の神父たちによって

教えられていたという理由から、キリスト教にも属して

いる。もしキリスト教会がこの立場から抜け出すための

真実で論理的な方法があるとすれば、もちろん教会の教

義を除外して、神智学徒はそれを示したいと思う。確か

に神智学徒は、信仰を明言しているキリスト教徒が、そ

の判断をイエスの判断に対抗させることで理論を否定す

る時はいつでも、彼に従う人々はその問題について知っ

ている必要があると考える。それは教会会議によって投

げつけられた呪いであり、現在の教えからの教義の欠落

であり、キリスト教を損傷し、イエスと愛の法則の信者

であるふりをしているが本当は報復のモーセの律法の信

者のいるすべてのキリスト教国を損傷した。輪廻転生だ

けが人生のすべての問題への答えであり、それとカルマ

には、人が実際に理論上持っている倫理を追求させる力

がある。この教義を失ったすべての宗教にこの教義を復

元することが、古い哲学の目的であり、それゆえに我々

はそれを 「キリスト教の失われたコード」と呼んでいる。

しかし、生まれ変わるのは誰なのか、何なのか？ それ

は肉体ではない。肉体は死んで崩壊するからだ。そして、

現在私たちが持っているような、病気に感染することが

認められている肉体に永遠に鎖でつながれたいと思う者

は、野蛮人の場合を除いてほとんどいない。それはアス

トラル体ではない。なぜならば、示されているように、

国にいて、足のマナスは、肉体と肉体の生活である地獄

の中を歩いている。そのため、人間はまだ完全に意識的

であるわけではなく、ついに三つ組すべての受肉（化身）

を完成させるためには、輪廻転生が必要となる。それが

達成されたとき、人類は神となり、神のような三つ組は

完全に所有され、物質の集合体全体は完全になり、次の

段階のために引き上げられるだろう。これが「肉にされ

た言葉」の本当の意味である。それは、イエスやブッダ

のような一人の人間の場合には、神の化身と見なされる

ほど壮大なものであった。マナスはこのようにして、泥

棒を天国に引き上げようとする目的で十字架につけられ

たのだから、このことからも磔刑の観念が出て来る。

三つ組がまだ人類の中に受肉（化身）していないから

こそ、人生には多くの謎があり、その中には人間に為さ

れるさまざまな試しの中で日に日にその姿を現している

ものもある。

科学者は暗闇の中でさまよっており、催眠術や他の奇

妙なものが彼の前にもたらすすべてのものにとまどい、

混乱している。そして、司祭は人間の神のような性質を

否定し、すべてを原罪のレベルにまで下げ、私たちの神

の概念に、想像上の間違いを正すための方法論を捏造し

なければ、創造物を制御したり管理したりすることがで

きないという黒い印をつけてしまうため、私たちに光を

与えることが全くできない。しかし、この古い真理は謎

を解き、神と自然を調和のとれた色で描くのである。

輪廻転生とは、一部の東洋人が信じているように、死

後に動物の姿になるという意味ではない。「一たび人に

なれば常に人である」というのが大ロッジの格言である。

しかし、ある人たちにとっては、獣の体に生まれ変わっ

たとしても、それはそれほど重すぎる罰でもないだろう。

だが自然は感情によってではなく、法則によって働く。

そして私たちはすべてを見ることができないため、残忍

に見える人がすべてその性質は残忍であるとは言えな

い。そして、マナスを思考者と不滅の人間の段階に至ら

せた進化は、その人をマナスを持っていない獣に送り返

すことはできない。

獣、昆虫などに転生することを教えるように見える、

マヌの法則の東洋人たちの何人かが、文字通り受け取る

ことについての次の 2 つの説明を研究することで、この

教義の真の学徒が同じ間違いに陥らない方法がわかる。

第一は、そのような転生を教えるさまざまな詩や本は、

形態のない状態から形態をまとった状態への移行の際に

自我が経験せねばならない実際の物理的なプロセスの説

明と、また、道筋、方法、または目に見えない階層から

目に見える階層へ下降する手段、つまり輪廻転生の実際

の方法と関係しているということである。これは、一方

ではデリケートな事柄であり、他方では、詳細はまだ神

智学徒でさえも信憑性を持って受け取っていないだろう

から、まだ神智学の本では明確に説明されていない。い

つかは説明されるであろうが。そして、これらの詳細は

重要ではないので、ここでは説明しない。しかし私たち

は、男女の結合なしに人体が形成されていないことを

知っているように、そしてそのような生産のための種は

性別にしまい込まれており、体内に取り込まれた糧から

来なければならないことを知っているように、糧は自我

の輪廻転生と関係があることが明白である。ところで、

輪廻転生への道が他の糧ではない特定の糧を介して導か

れるとすれば、自我が肉体的な生殖につながらない種に

導く糧に関わり合った場合、マヌは、かくかくしかじか

の実行は、その後「妨害」ある転生に導かれるだろうと

言っている箇所で罰を示している可能性がある。これら

を読んで、このテーマに関する自分の理論が今かなり漠

然としており、場合によっては全く異なる仮説に基づい

ている、ある神智学徒たちの利益のために、私はこれを

ここまで否定する。

第二の説明は、自然が私たちの体とアストラル体に

入ってくる物質を、とりわけ人間の自我との関連から得

られる印象によって物質に利益をもたらす目的のために

使用することを意図しているので、もし私たちが残忍な

印象だけを与えるようにそれを使用するならば、それは

人間の階層上で洗練されて保持される代わりに、動物界

に吸収されるためにそこへ飛んで戻って行かなければな

らないということである。そして、人間の自我が自らに

集めたすべての物質は、人間の性質や鮮明な印象を保持

しているので、自我によって動物的な印象を与えられる

と、物質は下層に移行する。自然界の偉大な化学実験室

でのこの事実は、無知な人には簡単に誤解されてしまう

かもしれない。しかし、現代の学徒たちは、一たび「思

アストラル体もまた存続期間があり、肉体的なものがな

くなった後に必ずバラバラになる。また、情熱と欲望で

もない。それらは根絶しない限り、各人生でそれ自体を

再現する力を持っているので、確かに非常に長い存続期

間がある。輪廻転生はそのために定められており、私た

ちはそれによってゆっくりと、一つずつ、霊的人間の天

の絵を損なう欲望や情熱を殺すための多くの機会を与え

られている。

私たちの情熱的な部分が死後にアストラル体とどのよ

うに合体し、崩壊している間に生きるべき短い命を持っ

ているように見える存在を作るかが示されている。死ん

だ肉体、アストラル体、そして情熱と欲望の間の分離が

完了すると、生命は他の形態に忙しくなり始めているが、

真の人間である高次の三つ組、マナス、ブッディ、アー

トマはすぐに別の状態に入り、デヴァチャン（天国）と

呼ばれるその状態が終わると、彼らは輪廻転生のために

この世に引き寄せられる。それらは私たちの不滅の部分

であり、実際には、他のものは私たちではない。教え全

体の理解度はこのことの明確な理解に依存するため、心

でしっかりと把握する必要がある。現代の西洋人がこの

ことを明確に理解する道に立ちはだかって邪魔をするの

は、私たち西洋人が皆受けてきた、唯物論的な科学と唯

物論的な宗教の長い間の訓練である。一方は物質だけを

教え、他方は肉体の復活を説き、常識、事実、論理、証

言に反する教義を説いてきた。しかし、肉体的な復活の

理論は、古い真実の教えの腐敗から生じたものであるこ

とに疑いの余地はない。復活は、ヨブが贖い主の肉体の

姿を見たと言っていることと、聖パウロが肉体は不滅に

よみがえったと言っていることに基づいている。しかし、

ヨブはエジプト人で、贖い主である自分の師やイニシ

エーターを見たと語っており、イエスとパウロは霊的な

体だけに言及したのである。

輪廻転生は自然の法則だが、アートマ・ブッディ・マ

ナスの完全な三つ組はまだこの人種に完全には化身して

いない。人々は、3 つの中で最も低いマナスの入り口に

よって体を使用し、占有し、他の2つは上からそれに輝き、

天の神を構成している。これは、頭を天国に、足を地獄

に置いて立つ天人についての古いユダヤ教の教えに象徴

されている。つまり、頭のアートマとブッディはまだ天

考者マナス」がその場に現れると、基本形には戻らない

ことを知っている。体内の血液が逆流して心臓に充満す

るのを弁で防いでいるのと同じように、普遍的な循環の

この大きなシステムでは、ドアが思考者の後ろで閉じら

れており、その後退を防いでいる。真の人間に適用され

る教義としての輪廻転生は、人間の下にある自然の界へ

の転生を教えていない。

【訳注】

*1 … metempsychosis … 語 源 は ギ リ シ ャ 語

metempsychousthai「１つの体から他の体に移る」よ

り

*2…マタイ 15章 24

*3…Set ［set］…セト：（エジプト）Osiris の兄弟で，そ

の殺害者である悪神 ; ロバなど哺乳動物の形で表され、

砂漠の化身とみなされている。（また Seth）

*4…エリヤはまず、旧約聖書に出て来る。新約聖書では、

イエス・キリストの変容の際、エリヤはモーセと並ん

でイエスの傍にあったものとして書かれていた（マタ

イ 17:3 ほか）。エリヤの死が聖書に記載されていない

ことから、1 世紀当時、エリヤが再来するとの伝承が

あったことが、新約聖書などから知られる。洗礼者ヨ

ハネもイエス・キリストも、一部からはエリヤの再来

とみなされたようである（マタイ 16:14,17:10）。これ

はメシア預言と複合して、来るべき救世主の再来を告

げるものとされた。福音書は洗礼者ヨハネをこれに比

定して書かれている。

十字架上のキリストの最後の 7 つの言葉のうち第四

の言葉が、見物人にはエリヤを呼んでいると誤解され

た言葉として残る。

“そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、

エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、

わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」

という意味である。すると、そこに立っていたある人々

が、これを聞いて言った、「あれはエリヤを呼んでい

るのだ」。するとすぐ、彼らのうちのひとりが走り寄っ

て、海綿を取り、それに酢いぶどう酒を含ませて葦の

棒につけ、イエスに飲ませようとした。ほかの人々は

言った、「待て、エリヤが彼を救いに来るかどうか、

見ていよう」”。（マタイによる福音書第 27 章第 46 節

- 第 54 節）

“そして三時に、イエスは大声で、「エロイ、エロイ、

ラマ、サバクタニ」と叫ばれた。それは「わが神、わが神、

どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という

意味である。すると、そばに立っていたある人々が、

これを聞いて言った、「そら、エリヤを呼んでいる」。

ひとりの人が走って行き、海綿に酢いぶどう酒を含ま

せて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとして言った、

「待て、エリヤが彼をおろしに来るかどうか、見てい

よう」”。（マルコによる福音書第15章第34節-第39節）

*5 …シネシウス（c. 373 - c. 414）は、古代リビアのプ

トレマイオスのギリシャ司教で、410 年以降のキレネ

カの西ペンタポリスの一部であり、370 年から 375 年

の間にキレネ近郊のバラグラエ（現在のリビアのバイ

ダ）で裕福な両親のもとに生まれた。

道の光・黄金の門を通って

　

著：メイベル・コリンズ　　　訳：星野未来 940円
電子書籍版

1,540円
ＰОＤ版

【内容紹介】
神智学の道の知識を与える書、Light On The Path（道の光）と Through the Gate of 
Gold（黄金の門を通って）の日本語全訳版です。『道の光』では、弟子道の規則が１部と２
部に記され、その次に注と解説が加えられています。『黄金の門を通って』は、「最も注目さ
れてきた神秘主義の指導書」、「ある意味では、この本は『道の光』の解説書と考えてもいい
かもしれません」、「何か実践的なことを切望してきた私たちは、この本にそれを見出だすで
しょう」と書かれています（本文「解説」より）。神智学協会でも有名なメイベル・コリンズ
の手によって書かれた、大師の叡智がここにあります。



神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子

なぜ神智学協会に対してそんなに偏見が
あるのか？

【問】　神智学があなたの言われることの半分でもすばら

しいなら、どうしてそんなに激しく憎まれるのでしょ

う？　これが何よりも問題です。

【答】　そうです。けれども私達の協会を作って以来、ど

んなに強力な敵を作ってきたか忘れてはなりません。私

が今言ったように、もし神智学運動が多くの現代的大流

行の一つとして一時的で無害なものにすぎなかったな

ら、今まだその真意を理解してない人々がしているよう

に、ただ嘲笑されるだけでしょう。そして完全に取り残

されるでしょう。しかし、そんなものではありません。

本質的に神智学はこの時代の最もまじめな運動です。そ

の上、現在の社会悪と、ほとんどの昔ながらの詐欺や偏

見の存在を危うくするものです。このような悪は上流階

級やそれを真似してへつらう中流階級の中の裕福な者達

を肥やし、幸福にしながら、何百万もの貧しい人々を押

しつぶし飢えさせます。このことを考えてごらんなさい。

そうすれば、神智学の本当の性質を知り、従ってそれを

恐れる、もっと観察力と洞察力のある人々がどうしてこ

のように執拗な迫害をするのか容易に分かるでしょう。

【問】　少数の人達が神智学運動をつぶそうとするのは、

この人達は神智学の目的を理解しているからというわけ

ですか？　しかし、神智学が善だけを目ざしているなら、

そのわずかな人達に対しても、あのような冷酷な裏切や

非難をするはずはないでしょう。

【答】　いいえ、そう言おうと思っています。協会が出来

てから九年か十年の間は、敵は強力だったとも危険だっ

たとも言いませんが、この三、四年、私達に反対する人

達は強力で危険です。この人達は神智学に対して口でも

言わず、書きもせず、説教もしませんが、目に見える自

分達の操り人形として働く愚かな人々の背後で黙って働

きます。私達の協会のメンバーの多くには見えなくても、

彼等は協会の本当の創立者や保護者達にはよく知られて

います。しかし、ある理由で今はその名をあげることは

できません。

【問】　その人達は協会の多くの人達に知られているので

すか、それともあなただけが知っているのですか？

【答】　私は彼等を知っていると言ったことはありませ

ん。私は彼等を知っているともいないとも言いませんが、

彼等については知っています。それで十分です。彼等が

最も悪いことをしようと思うならやらせてみなさい。彼

等は多くの危害を加えて、私達の会員達、特に気の弱い

人々や外見でしか判断できない人達を混乱させるでしょ

う。しかし彼等はどんなことをしても協会をつぶすこと

はできません。彼等は本当に危険ですが、神智学徒の名

に価しない人すなわち本当は協会に入るべきでない会員

にとってだけ危険です。しかし彼等以外にも私達の敵は

とてもたくさんいます。

【問】　その危険な敵の名は言えなくても、少なくとも他

の敵の名はおっしゃれませんか？

【答】　もちろん、できます。第一にアメリカやイギリス

やフランスの心霊主義者の憎しみ、第二にあらゆる宗派

の牧師達の絶え間ない反対、第三に特にインドの宣教師

達の容赦のない憎しみと迫害、第四にインドの宣教師達

が組織した陰謀によって唆された英国心霊研究会による

神智学協会に対する音に聞こえた攻撃があります。これ

らの敵達すべてに対して私達は闘わなければなりませ

ん。そして最後に私達は数人の著名な（？）会員達の離

反をつけ加えなければなりません。彼等はみなすでに説
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明した理由で脱会して、私達に反する偏見を増すのに最

大限の努力を尽くしてきました。

【問】　その人達についてもっと詳しく説明して下さいま

せんか？　協会の簡単な歴史や、なぜ世間はそんなにい

ろんな悪口を信じるのかと聞かれた時に答えられるよう

に。

【答】　その理由は簡単です。たいていの局外者は協会自

体について、また、その動機、目的、信念については何

も知りませんでした。協会のごく始めから世間は神智学

にはある不思議な現象以外何もないと考えていました。

そして心霊主義者でない人の三分の二は現象を信じてい

ません。すぐに協会は「奇跡的」な力の持ち主のふりを

する団体と見なされるようになりました。協会は奇跡を

絶対に信じないし、奇跡の可能性さえないと教えている

ことを世間は理解しませんでした。また、協会にはこの

ようなサイキック能力を持っている人達はごくわずかし

かいないし、そんな力を欲しがる人もほとんどいないと

いうことも理解しません。また、その現象は決して公に

起こされたものではなく、私的に友達のためにしたこと

で、現象のようなことは暗い部屋や霊達や霊媒や普通の

小道具がなくてもできることを直接見せることで証明し

ようと、一つの補助物として行なったにすぎないことも

理解しませんでした。不幸なことに、ヨーロッパでたい

へんな注目を喚起した現象の問題についての最初の本、

シネット氏の『オカルトワールド』によってこの誤解は

非常に強められ、広められました。たとえこの本がたい

へん協会を目立たせたとしても、その不運な主人公達に

その成功よりもずっと多くの悪口や嘲笑や誤報を浴びせ

ました。これについて著者は『オカルトワールド』の基

となった大師からの手紙で十分に警告を受けていました

が、その時ははっきりと述べられていなかったので、そ

の予言に注意を払いませんでした。

【問】　何のために、いつから心霊主義者達はあなたを憎

んでいるのですか？

【答】　協会が出来た時からです。神智学協会が団体とし

て、死者の霊との交流を信じず、いわゆる「霊達」はた

いてい、肉体を持たない人格我や魂殻のアストラル的な

反映であると考えていることを知るや否や、心霊主義者

達は私達、特に創立者達に激しい憎しみをいだきました。

この憎しみはアメリカの心霊主義の機関すべてで、あら

ゆる種類の中傷、容赦のない個人攻撃、神智学の教えの

ばかばかしい誤報となって現れました。何年も私達は迫

害され、非難され、ばかにされました。これは一八七五

年に始まり、現在まで続いています。一八七九年に神智

学協会の本部はニューヨークからインドのボンベイに移

され、それから永久的にマドラスに移されました。協会

の最初の支部である英国神智学協会がロンドンに設立さ

れると、英国の心霊主義者達はアメリカ人がしたように

兵を挙げてやってきました。フランスの心霊主義者達も

それに倣
なら

いました。

【問】　結局、神智学の教義の主な傾向は、今日のあらゆ

る形体の宗教の大敵である唯物論に反対することなの

に、なぜ牧師達はあなた方に敵意をいだくのですか？

【答】　牧師は「自分に同意しない者は自分の反対者であ

る」という一般原理で私達に反対したのです。神智学は

一宗一派と組することはないので、どこからも同じよう

に敵と考えられています。なぜなら神智学は、宗派はみ

な多かれ少なかれ間違っていると教えるからです。イン

ドの宣教師達は、キリスト教にほとんど改宗しないイン

ドの教育のある粒ぞろいのバラモン達の多くが協会に入

会する様子を見たので私達を憎み、つぶそうとしたので

す。しかしこの一般的な牧師の憎しみとは別に、神智学

協会にはたくさんの聖職者や二、三人の司教もいます。

【問】　英国の心霊研究会はどんなことであなた方に反対

するようになったのですか？　神智学協会と心霊研究会

は両方ともある点では同じ方面の研究をし、研究会の何

人かは神智学協会に属していました。

【答】　初め私達は、心霊研究会の指導者達とたいへんよ

い友達でした。しかし、神智学者の現象についての攻撃

が『クリスチャン・カレッジ・マガジン』に出て、ある

下女の偽りの摘発に支えられた時、心霊研究会は神智学

協会で起こった現象をあまりにも多く自分の議事録に掲

載していたので、自分達に災いが降りかかることとなり

ました。彼等の野心は研究会を権威のある厳密に科学的

な団体に見せかけることでした。そして彼等は、神智学

協会を攻撃して自分達の立場を保つか、または上流階級

の「サドカイ派」すなわち物質主義者達から、だまされ

やすい神智学徒や心霊主義者達と共一緒くたにされるか

を選択せねばなりませんでした。結局のところ、研究会

はその二つの道のうち、私達を捨てることを選びました。

それは彼等にとっては差し迫ったことだったのです。し

かし、二人の創立者達が献身と絶え間ない労役の人生を

送っており、何ら金銭上やその他の利益を全く得てない

ことは明白でしたし、合理的な動機を見つけることはた

いへん難しかったので、この献身を説明するために何と

も言えないほどばかばかしい、今や有名となった「ロシ

アのスパイ説」を立てるしかなかったのです。しかし「殉

教者の血は教会の種」という古い諺が再び証明されまし

た。この攻撃の最初のショツクのあと、神智学協会は会

員数が二倍、三倍となりました。しかし心霊研究会報告

が生み出した悪い印象はまだ残っています。あるフラン

ス人の作家に言われた通り、「一たび中傷されれば、そ

の印象はいつになっても残る」。その報告は悪意のある

噂だけに基づいていたので、不正な偏見が広がり、神智

学協会と関連のあるすべてのこと、特に創立者と関係の

あることはたいへん歪められています。

【問】　神智学協会が一四年間存在してきた間に、あなた

方は自分と自分の仕事を正しく示す十分な時間と機会が

あったはずです。

【答】　どうやっていつ私達はそんな機会を与えられたで

しょう？　私達のいちばん有名な会員達は公に自分自身

を正当化するようにみえることは何でも嫌っていまし

た。会員達の方針はいつも「我慢しなければならない」

また「新聞がどう言おうと、人々がどう考えようとかま

わない」ということでした。協会は貧しくて、よそへ講

師を送れなかったので、私達の見解や教えの説明は、成

功したわずかな神智学書に限られましたが、人々はたい

ていその内容を誤解し、噂によって知るだけでした。私

達の書籍は無視されましたし、雑誌は今でもボイコット

されています。今でも、神智学徒は一種の蛇か悪魔崇拝

者であるか、または単に秘教派の仏教徒（それがどんな

意味であれ）であるのか、確信している人はいません。

私達についてのあらゆる種類の思いもよらない、大げさ

な作り話が、打ち消しても毎日、毎年、生まれてきます。

なぜなら、一つの話がなくなれば、すぐに別のもっとずっ

とばかばかしい悪質な噂話が最初の悪口の灰の中から出

て来るからです。不幸なことに、人間性は人について言っ

たよいことはすぐに忘れ、二度と繰り返されることはあ

りませんが、中傷や作り話は、どんなとっぴな嘘で信じ

られないことでも、それが何か不人気なことと関係があ

りさえすれば、事実として受け入れられ広がります。中

傷は、最初は靴の下の草をなびかすこともできない、ど

こへ吹いて行くのか分からない柔らかな優しいそよ風の

ように芽生え、間もなく強い疾風となり、最後にはうそ

ぶく嵐となります！　中傷はタコのようなもので、人の

心に吸いつき、私達の記憶に固く結びついて栄養を得、

中傷がなくなったあとでさえ消すことのできない痕跡を

残します。中傷こそ、あらゆる人の脳を開く鍵です。ど

んな卑しい所から出ようと、その動機はどうであろうが、

中傷は少しの偏見さえあれば、最高の人も最低の人も、

すべての人の心によろこんで受け入れられます。

【問】　あなたのおっしゃることはあまりにも大ざっぱで

はありませんか？　英国人は決して言われたことをすぐ

信じようとはしませんし、私達の国民はフェアプレーを

愛することは周知の事実です。嘘は長持ちするものでは

ありません。そして、……

【答】　英国人は他のどの国民とも同じように、悪口を信

じようとしています。それは人間性であって、国民性で

はないからです。たとえ諺
ことわざ

通りに、嘘は長持ちしない

としても、嘘というものは、とても速い翼を持っていま

す。嘘は英国でもどこでも、どんな種類のニュースより

遠く広く飛んで行きます。嘘と中傷は私達がいつもただ

で、誌代も払わずに得ることのできる唯一の本です。も

しお好みなら実験をすることができます。神智学に興味

を持ち、私達についてよく知っているあなたが、このよ

うな噂について知っている限り私に質問してみてくださ

い？　最も厳密な証明に基づいた真実だけをお答えしま

す。

【問】　話題を変える前に、この問題の真相を聞かせて下

さい。今、ある著者達はあなたの教えを「不道徳で有害

なものである」と断定し、他の人達は、いわゆる権威者

や東洋学者がインドの宗教には様々な形のセックス崇拝

しか見当たらないという理由で、あなた方の教えは性器

崇拝にすぎないと咎
とが

めています。近代神智学は東洋思想、

特にインド思想と固く結びついているので、この害悪か

ら逃れることはできないと彼等は言います。その人達は、

ヨーロッパの神智学徒はこの崇拝に関連したことを復活

させようとしていると非難さえしています。これについ

てはどうですか？

【答】　それについて前に聞いたり、読んだりしたことが

あります。これまで考え出され、広げられた中傷の中で

これほど根拠がなく虚偽なものはないとお答えします。

ロシアには、「ばか者はばかな夢しか見ない」という諺
ことわざ

があります。何ら根拠もなく、単なる当てこすりに基づ

いたそうしたひどい非難を聞くと、血が煮えたぎります。

何年も神智学協会の会員だった何百人もの、名誉を貴ぶ

イギリスの男女に不道徳な教えや有害なことがこれまで

教えられたかどうか聞いてごらんなさい。『シークレッ

ト・ドクトリン』を開いてごらんなさい。そこではどの

頁にも、ユダヤ人や他の民族が性器崇拝に耽ったことが

非難されているのが分かるでしょう。自然の陰陽の二元

性について、とんでもない物質的概念があらゆる顕教の

宗派にあるから、そのような性器崇拝が生まれました。

私達の教えと信念についての絶え間ない悪意をこめた誤

報は本当に恥ずべきことです。

【問】　しかし、東洋の宗教には性器崇拝の要素のあるこ

とは否定なさらないでしょう。

【答】　それは否定しません。しかしその点では西洋の宗

教、キリスト教も変わらないと私は主張するだけです。

確かめたいなら、ハーグレイヴ・ジェニングズ著の『バ

ラ十字』を読んでごらんなさい。東洋では性器のシンボ

リズムはおそらく西洋のものよりも露骨ですが、それは

自然にもっと忠実で、西洋よりももっと純真で誠実だか

らだと思います。東洋の象徴は西洋の象徴よりわいせつ

というわけではなく、また、その象徴を見ると、東洋人

の心には西洋人と同じような好色でみだらな考えは思い

浮かびません。もちろん、マハーラージャ派すなわち

ヴァッラバーチャーリヤ派のような恥ずべき一、二の例

外もありますが。

【問】　『アグノスティック』誌のあるライターはあなた

の非難者の一人ですが、この恥ずべき宗派の信者は神智

学徒であり、この人達は自分には本当の神智学的洞察力

があると主張していると彼は言っています。

【答】　彼は嘘を書いたのです。それだけです。私達の協

会には一人もヴァッラバーチャーリヤ信者がいたことは

ありませんし、今もいません。神智学的洞察力があると

言っていることも別の嘘で、インドの宗派について徹底

的な無知に基づいています。彼等を指導する「マハーラー

ジャ」は自分の愚かな信者達の金や妻や娘をとる権利が

あるというだけです。この宗派は他のすべてのインド人

に軽蔑されています。

　しかしあなたは『シークレット・ドクトリン』を読め

ばこの問題についての詳細な説明を見つけるでしょう。

どうぞそれをご参照下さい。終わりに、神智学の真髄は

性器崇拝に全く反対することです。そして神智学協会の

秘教部門は顕教部門より一層これに反対しています。こ

のような非難よりひどい虚偽はありません。では別の質

問をして下さい。



なぜ神智学協会に対してそんなに偏見が
あるのか？

【問】　神智学があなたの言われることの半分でもすばら

しいなら、どうしてそんなに激しく憎まれるのでしょ

う？　これが何よりも問題です。

【答】　そうです。けれども私達の協会を作って以来、ど

んなに強力な敵を作ってきたか忘れてはなりません。私

が今言ったように、もし神智学運動が多くの現代的大流

行の一つとして一時的で無害なものにすぎなかったな

ら、今まだその真意を理解してない人々がしているよう

に、ただ嘲笑されるだけでしょう。そして完全に取り残

されるでしょう。しかし、そんなものではありません。

本質的に神智学はこの時代の最もまじめな運動です。そ

の上、現在の社会悪と、ほとんどの昔ながらの詐欺や偏

見の存在を危うくするものです。このような悪は上流階

級やそれを真似してへつらう中流階級の中の裕福な者達

を肥やし、幸福にしながら、何百万もの貧しい人々を押

しつぶし飢えさせます。このことを考えてごらんなさい。

そうすれば、神智学の本当の性質を知り、従ってそれを

恐れる、もっと観察力と洞察力のある人々がどうしてこ

のように執拗な迫害をするのか容易に分かるでしょう。

【問】　少数の人達が神智学運動をつぶそうとするのは、

この人達は神智学の目的を理解しているからというわけ

ですか？　しかし、神智学が善だけを目ざしているなら、

そのわずかな人達に対しても、あのような冷酷な裏切や

非難をするはずはないでしょう。

【答】　いいえ、そう言おうと思っています。協会が出来

てから九年か十年の間は、敵は強力だったとも危険だっ

たとも言いませんが、この三、四年、私達に反対する人

達は強力で危険です。この人達は神智学に対して口でも

言わず、書きもせず、説教もしませんが、目に見える自

分達の操り人形として働く愚かな人々の背後で黙って働

きます。私達の協会のメンバーの多くには見えなくても、

彼等は協会の本当の創立者や保護者達にはよく知られて

います。しかし、ある理由で今はその名をあげることは

できません。

【問】　その人達は協会の多くの人達に知られているので

すか、それともあなただけが知っているのですか？

【答】　私は彼等を知っていると言ったことはありませ

ん。私は彼等を知っているともいないとも言いませんが、

彼等については知っています。それで十分です。彼等が

最も悪いことをしようと思うならやらせてみなさい。彼

等は多くの危害を加えて、私達の会員達、特に気の弱い

人々や外見でしか判断できない人達を混乱させるでしょ

う。しかし彼等はどんなことをしても協会をつぶすこと

はできません。彼等は本当に危険ですが、神智学徒の名

に価しない人すなわち本当は協会に入るべきでない会員

にとってだけ危険です。しかし彼等以外にも私達の敵は

とてもたくさんいます。

【問】　その危険な敵の名は言えなくても、少なくとも他

の敵の名はおっしゃれませんか？

【答】　もちろん、できます。第一にアメリカやイギリス

やフランスの心霊主義者の憎しみ、第二にあらゆる宗派

の牧師達の絶え間ない反対、第三に特にインドの宣教師

達の容赦のない憎しみと迫害、第四にインドの宣教師達

が組織した陰謀によって唆された英国心霊研究会による

神智学協会に対する音に聞こえた攻撃があります。これ

らの敵達すべてに対して私達は闘わなければなりませ

ん。そして最後に私達は数人の著名な（？）会員達の離

反をつけ加えなければなりません。彼等はみなすでに説
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明した理由で脱会して、私達に反する偏見を増すのに最

大限の努力を尽くしてきました。

【問】　その人達についてもっと詳しく説明して下さいま

せんか？　協会の簡単な歴史や、なぜ世間はそんなにい

ろんな悪口を信じるのかと聞かれた時に答えられるよう

に。

【答】　その理由は簡単です。たいていの局外者は協会自

体について、また、その動機、目的、信念については何

も知りませんでした。協会のごく始めから世間は神智学

にはある不思議な現象以外何もないと考えていました。

そして心霊主義者でない人の三分の二は現象を信じてい

ません。すぐに協会は「奇跡的」な力の持ち主のふりを

する団体と見なされるようになりました。協会は奇跡を

絶対に信じないし、奇跡の可能性さえないと教えている

ことを世間は理解しませんでした。また、協会にはこの

ようなサイキック能力を持っている人達はごくわずかし

かいないし、そんな力を欲しがる人もほとんどいないと

いうことも理解しません。また、その現象は決して公に

起こされたものではなく、私的に友達のためにしたこと

で、現象のようなことは暗い部屋や霊達や霊媒や普通の

小道具がなくてもできることを直接見せることで証明し

ようと、一つの補助物として行なったにすぎないことも

理解しませんでした。不幸なことに、ヨーロッパでたい

へんな注目を喚起した現象の問題についての最初の本、

シネット氏の『オカルトワールド』によってこの誤解は

非常に強められ、広められました。たとえこの本がたい

へん協会を目立たせたとしても、その不運な主人公達に

その成功よりもずっと多くの悪口や嘲笑や誤報を浴びせ

ました。これについて著者は『オカルトワールド』の基

となった大師からの手紙で十分に警告を受けていました

が、その時ははっきりと述べられていなかったので、そ

の予言に注意を払いませんでした。

【問】　何のために、いつから心霊主義者達はあなたを憎

んでいるのですか？

【答】　協会が出来た時からです。神智学協会が団体とし

て、死者の霊との交流を信じず、いわゆる「霊達」はた

いてい、肉体を持たない人格我や魂殻のアストラル的な

反映であると考えていることを知るや否や、心霊主義者

達は私達、特に創立者達に激しい憎しみをいだきました。

この憎しみはアメリカの心霊主義の機関すべてで、あら

ゆる種類の中傷、容赦のない個人攻撃、神智学の教えの

ばかばかしい誤報となって現れました。何年も私達は迫

害され、非難され、ばかにされました。これは一八七五

年に始まり、現在まで続いています。一八七九年に神智

学協会の本部はニューヨークからインドのボンベイに移

され、それから永久的にマドラスに移されました。協会

の最初の支部である英国神智学協会がロンドンに設立さ

れると、英国の心霊主義者達はアメリカ人がしたように

兵を挙げてやってきました。フランスの心霊主義者達も

それに倣
なら

いました。

【問】　結局、神智学の教義の主な傾向は、今日のあらゆ

る形体の宗教の大敵である唯物論に反対することなの

に、なぜ牧師達はあなた方に敵意をいだくのですか？

【答】　牧師は「自分に同意しない者は自分の反対者であ

る」という一般原理で私達に反対したのです。神智学は

一宗一派と組することはないので、どこからも同じよう

に敵と考えられています。なぜなら神智学は、宗派はみ

な多かれ少なかれ間違っていると教えるからです。イン

ドの宣教師達は、キリスト教にほとんど改宗しないイン

ドの教育のある粒ぞろいのバラモン達の多くが協会に入

会する様子を見たので私達を憎み、つぶそうとしたので

す。しかしこの一般的な牧師の憎しみとは別に、神智学

協会にはたくさんの聖職者や二、三人の司教もいます。

【問】　英国の心霊研究会はどんなことであなた方に反対

するようになったのですか？　神智学協会と心霊研究会

は両方ともある点では同じ方面の研究をし、研究会の何

人かは神智学協会に属していました。

【答】　初め私達は、心霊研究会の指導者達とたいへんよ

い友達でした。しかし、神智学者の現象についての攻撃

が『クリスチャン・カレッジ・マガジン』に出て、ある

下女の偽りの摘発に支えられた時、心霊研究会は神智学

協会で起こった現象をあまりにも多く自分の議事録に掲

載していたので、自分達に災いが降りかかることとなり

ました。彼等の野心は研究会を権威のある厳密に科学的

な団体に見せかけることでした。そして彼等は、神智学

協会を攻撃して自分達の立場を保つか、または上流階級

の「サドカイ派」すなわち物質主義者達から、だまされ

やすい神智学徒や心霊主義者達と共一緒くたにされるか

を選択せねばなりませんでした。結局のところ、研究会

はその二つの道のうち、私達を捨てることを選びました。

それは彼等にとっては差し迫ったことだったのです。し

かし、二人の創立者達が献身と絶え間ない労役の人生を

送っており、何ら金銭上やその他の利益を全く得てない

ことは明白でしたし、合理的な動機を見つけることはた

いへん難しかったので、この献身を説明するために何と

も言えないほどばかばかしい、今や有名となった「ロシ

アのスパイ説」を立てるしかなかったのです。しかし「殉

教者の血は教会の種」という古い諺が再び証明されまし

た。この攻撃の最初のショツクのあと、神智学協会は会

員数が二倍、三倍となりました。しかし心霊研究会報告

が生み出した悪い印象はまだ残っています。あるフラン

ス人の作家に言われた通り、「一たび中傷されれば、そ

の印象はいつになっても残る」。その報告は悪意のある

噂だけに基づいていたので、不正な偏見が広がり、神智

学協会と関連のあるすべてのこと、特に創立者と関係の

あることはたいへん歪められています。

【問】　神智学協会が一四年間存在してきた間に、あなた

方は自分と自分の仕事を正しく示す十分な時間と機会が

あったはずです。

【答】　どうやっていつ私達はそんな機会を与えられたで

しょう？　私達のいちばん有名な会員達は公に自分自身

を正当化するようにみえることは何でも嫌っていまし

た。会員達の方針はいつも「我慢しなければならない」

また「新聞がどう言おうと、人々がどう考えようとかま

わない」ということでした。協会は貧しくて、よそへ講

師を送れなかったので、私達の見解や教えの説明は、成

功したわずかな神智学書に限られましたが、人々はたい

ていその内容を誤解し、噂によって知るだけでした。私

達の書籍は無視されましたし、雑誌は今でもボイコット

されています。今でも、神智学徒は一種の蛇か悪魔崇拝

者であるか、または単に秘教派の仏教徒（それがどんな

意味であれ）であるのか、確信している人はいません。

私達についてのあらゆる種類の思いもよらない、大げさ

な作り話が、打ち消しても毎日、毎年、生まれてきます。

なぜなら、一つの話がなくなれば、すぐに別のもっとずっ

とばかばかしい悪質な噂話が最初の悪口の灰の中から出

て来るからです。不幸なことに、人間性は人について言っ

たよいことはすぐに忘れ、二度と繰り返されることはあ

りませんが、中傷や作り話は、どんなとっぴな嘘で信じ

られないことでも、それが何か不人気なことと関係があ

りさえすれば、事実として受け入れられ広がります。中

傷は、最初は靴の下の草をなびかすこともできない、ど

こへ吹いて行くのか分からない柔らかな優しいそよ風の

ように芽生え、間もなく強い疾風となり、最後にはうそ

ぶく嵐となります！　中傷はタコのようなもので、人の

心に吸いつき、私達の記憶に固く結びついて栄養を得、

中傷がなくなったあとでさえ消すことのできない痕跡を

残します。中傷こそ、あらゆる人の脳を開く鍵です。ど

んな卑しい所から出ようと、その動機はどうであろうが、

中傷は少しの偏見さえあれば、最高の人も最低の人も、

すべての人の心によろこんで受け入れられます。

【問】　あなたのおっしゃることはあまりにも大ざっぱで

はありませんか？　英国人は決して言われたことをすぐ

信じようとはしませんし、私達の国民はフェアプレーを

愛することは周知の事実です。嘘は長持ちするものでは

ありません。そして、……

【答】　英国人は他のどの国民とも同じように、悪口を信

じようとしています。それは人間性であって、国民性で

はないからです。たとえ諺
ことわざ

通りに、嘘は長持ちしない

としても、嘘というものは、とても速い翼を持っていま

す。嘘は英国でもどこでも、どんな種類のニュースより

遠く広く飛んで行きます。嘘と中傷は私達がいつもただ

で、誌代も払わずに得ることのできる唯一の本です。も

しお好みなら実験をすることができます。神智学に興味

を持ち、私達についてよく知っているあなたが、このよ

うな噂について知っている限り私に質問してみてくださ

い？　最も厳密な証明に基づいた真実だけをお答えしま

す。

【問】　話題を変える前に、この問題の真相を聞かせて下

さい。今、ある著者達はあなたの教えを「不道徳で有害

なものである」と断定し、他の人達は、いわゆる権威者

や東洋学者がインドの宗教には様々な形のセックス崇拝

しか見当たらないという理由で、あなた方の教えは性器

崇拝にすぎないと咎
とが

めています。近代神智学は東洋思想、

特にインド思想と固く結びついているので、この害悪か

ら逃れることはできないと彼等は言います。その人達は、

ヨーロッパの神智学徒はこの崇拝に関連したことを復活

させようとしていると非難さえしています。これについ

てはどうですか？

【答】　それについて前に聞いたり、読んだりしたことが

あります。これまで考え出され、広げられた中傷の中で

これほど根拠がなく虚偽なものはないとお答えします。

ロシアには、「ばか者はばかな夢しか見ない」という諺
ことわざ

があります。何ら根拠もなく、単なる当てこすりに基づ

いたそうしたひどい非難を聞くと、血が煮えたぎります。

何年も神智学協会の会員だった何百人もの、名誉を貴ぶ

イギリスの男女に不道徳な教えや有害なことがこれまで

教えられたかどうか聞いてごらんなさい。『シークレッ

ト・ドクトリン』を開いてごらんなさい。そこではどの

頁にも、ユダヤ人や他の民族が性器崇拝に耽ったことが

非難されているのが分かるでしょう。自然の陰陽の二元

性について、とんでもない物質的概念があらゆる顕教の

宗派にあるから、そのような性器崇拝が生まれました。

私達の教えと信念についての絶え間ない悪意をこめた誤

報は本当に恥ずべきことです。

【問】　しかし、東洋の宗教には性器崇拝の要素のあるこ

とは否定なさらないでしょう。

【答】　それは否定しません。しかしその点では西洋の宗

教、キリスト教も変わらないと私は主張するだけです。

確かめたいなら、ハーグレイヴ・ジェニングズ著の『バ

ラ十字』を読んでごらんなさい。東洋では性器のシンボ

リズムはおそらく西洋のものよりも露骨ですが、それは

自然にもっと忠実で、西洋よりももっと純真で誠実だか

らだと思います。東洋の象徴は西洋の象徴よりわいせつ

というわけではなく、また、その象徴を見ると、東洋人

の心には西洋人と同じような好色でみだらな考えは思い

浮かびません。もちろん、マハーラージャ派すなわち

ヴァッラバーチャーリヤ派のような恥ずべき一、二の例

外もありますが。

【問】　『アグノスティック』誌のあるライターはあなた

の非難者の一人ですが、この恥ずべき宗派の信者は神智

学徒であり、この人達は自分には本当の神智学的洞察力

があると主張していると彼は言っています。

【答】　彼は嘘を書いたのです。それだけです。私達の協

会には一人もヴァッラバーチャーリヤ信者がいたことは

ありませんし、今もいません。神智学的洞察力があると

言っていることも別の嘘で、インドの宗派について徹底

的な無知に基づいています。彼等を指導する「マハーラー

ジャ」は自分の愚かな信者達の金や妻や娘をとる権利が

あるというだけです。この宗派は他のすべてのインド人

に軽蔑されています。

　しかしあなたは『シークレット・ドクトリン』を読め

ばこの問題についての詳細な説明を見つけるでしょう。

どうぞそれをご参照下さい。終わりに、神智学の真髄は

性器崇拝に全く反対することです。そして神智学協会の

秘教部門は顕教部門より一層これに反対しています。こ

のような非難よりひどい虚偽はありません。では別の質

問をして下さい。



なぜ神智学協会に対してそんなに偏見が
あるのか？

【問】　神智学があなたの言われることの半分でもすばら

しいなら、どうしてそんなに激しく憎まれるのでしょ

う？　これが何よりも問題です。

【答】　そうです。けれども私達の協会を作って以来、ど

んなに強力な敵を作ってきたか忘れてはなりません。私

が今言ったように、もし神智学運動が多くの現代的大流

行の一つとして一時的で無害なものにすぎなかったな

ら、今まだその真意を理解してない人々がしているよう

に、ただ嘲笑されるだけでしょう。そして完全に取り残

されるでしょう。しかし、そんなものではありません。

本質的に神智学はこの時代の最もまじめな運動です。そ

の上、現在の社会悪と、ほとんどの昔ながらの詐欺や偏

見の存在を危うくするものです。このような悪は上流階

級やそれを真似してへつらう中流階級の中の裕福な者達

を肥やし、幸福にしながら、何百万もの貧しい人々を押

しつぶし飢えさせます。このことを考えてごらんなさい。

そうすれば、神智学の本当の性質を知り、従ってそれを

恐れる、もっと観察力と洞察力のある人々がどうしてこ

のように執拗な迫害をするのか容易に分かるでしょう。

【問】　少数の人達が神智学運動をつぶそうとするのは、

この人達は神智学の目的を理解しているからというわけ

ですか？　しかし、神智学が善だけを目ざしているなら、

そのわずかな人達に対しても、あのような冷酷な裏切や

非難をするはずはないでしょう。

【答】　いいえ、そう言おうと思っています。協会が出来

てから九年か十年の間は、敵は強力だったとも危険だっ

たとも言いませんが、この三、四年、私達に反対する人

達は強力で危険です。この人達は神智学に対して口でも

言わず、書きもせず、説教もしませんが、目に見える自

分達の操り人形として働く愚かな人々の背後で黙って働

きます。私達の協会のメンバーの多くには見えなくても、

彼等は協会の本当の創立者や保護者達にはよく知られて

います。しかし、ある理由で今はその名をあげることは

できません。

【問】　その人達は協会の多くの人達に知られているので

すか、それともあなただけが知っているのですか？

【答】　私は彼等を知っていると言ったことはありませ

ん。私は彼等を知っているともいないとも言いませんが、

彼等については知っています。それで十分です。彼等が

最も悪いことをしようと思うならやらせてみなさい。彼

等は多くの危害を加えて、私達の会員達、特に気の弱い

人々や外見でしか判断できない人達を混乱させるでしょ

う。しかし彼等はどんなことをしても協会をつぶすこと

はできません。彼等は本当に危険ですが、神智学徒の名

に価しない人すなわち本当は協会に入るべきでない会員

にとってだけ危険です。しかし彼等以外にも私達の敵は

とてもたくさんいます。

【問】　その危険な敵の名は言えなくても、少なくとも他

の敵の名はおっしゃれませんか？

【答】　もちろん、できます。第一にアメリカやイギリス

やフランスの心霊主義者の憎しみ、第二にあらゆる宗派

の牧師達の絶え間ない反対、第三に特にインドの宣教師

達の容赦のない憎しみと迫害、第四にインドの宣教師達

が組織した陰謀によって唆された英国心霊研究会による

神智学協会に対する音に聞こえた攻撃があります。これ

らの敵達すべてに対して私達は闘わなければなりませ

ん。そして最後に私達は数人の著名な（？）会員達の離

反をつけ加えなければなりません。彼等はみなすでに説

明した理由で脱会して、私達に反する偏見を増すのに最

大限の努力を尽くしてきました。

【問】　その人達についてもっと詳しく説明して下さいま

せんか？　協会の簡単な歴史や、なぜ世間はそんなにい

ろんな悪口を信じるのかと聞かれた時に答えられるよう

に。

【答】　その理由は簡単です。たいていの局外者は協会自

体について、また、その動機、目的、信念については何

も知りませんでした。協会のごく始めから世間は神智学

にはある不思議な現象以外何もないと考えていました。

そして心霊主義者でない人の三分の二は現象を信じてい

ません。すぐに協会は「奇跡的」な力の持ち主のふりを

する団体と見なされるようになりました。協会は奇跡を

絶対に信じないし、奇跡の可能性さえないと教えている

ことを世間は理解しませんでした。また、協会にはこの

ようなサイキック能力を持っている人達はごくわずかし

かいないし、そんな力を欲しがる人もほとんどいないと

いうことも理解しません。また、その現象は決して公に

起こされたものではなく、私的に友達のためにしたこと

で、現象のようなことは暗い部屋や霊達や霊媒や普通の

小道具がなくてもできることを直接見せることで証明し

ようと、一つの補助物として行なったにすぎないことも

理解しませんでした。不幸なことに、ヨーロッパでたい

へんな注目を喚起した現象の問題についての最初の本、

シネット氏の『オカルトワールド』によってこの誤解は

非常に強められ、広められました。たとえこの本がたい

へん協会を目立たせたとしても、その不運な主人公達に

その成功よりもずっと多くの悪口や嘲笑や誤報を浴びせ

ました。これについて著者は『オカルトワールド』の基

となった大師からの手紙で十分に警告を受けていました

が、その時ははっきりと述べられていなかったので、そ

の予言に注意を払いませんでした。

【問】　何のために、いつから心霊主義者達はあなたを憎

んでいるのですか？

【答】　協会が出来た時からです。神智学協会が団体とし

て、死者の霊との交流を信じず、いわゆる「霊達」はた

いてい、肉体を持たない人格我や魂殻のアストラル的な

反映であると考えていることを知るや否や、心霊主義者

達は私達、特に創立者達に激しい憎しみをいだきました。

この憎しみはアメリカの心霊主義の機関すべてで、あら

ゆる種類の中傷、容赦のない個人攻撃、神智学の教えの

ばかばかしい誤報となって現れました。何年も私達は迫

害され、非難され、ばかにされました。これは一八七五

年に始まり、現在まで続いています。一八七九年に神智

学協会の本部はニューヨークからインドのボンベイに移

され、それから永久的にマドラスに移されました。協会

の最初の支部である英国神智学協会がロンドンに設立さ

れると、英国の心霊主義者達はアメリカ人がしたように

兵を挙げてやってきました。フランスの心霊主義者達も

それに倣
なら

いました。

【問】　結局、神智学の教義の主な傾向は、今日のあらゆ

る形体の宗教の大敵である唯物論に反対することなの

に、なぜ牧師達はあなた方に敵意をいだくのですか？

【答】　牧師は「自分に同意しない者は自分の反対者であ

る」という一般原理で私達に反対したのです。神智学は

一宗一派と組することはないので、どこからも同じよう

に敵と考えられています。なぜなら神智学は、宗派はみ

な多かれ少なかれ間違っていると教えるからです。イン

ドの宣教師達は、キリスト教にほとんど改宗しないイン

ドの教育のある粒ぞろいのバラモン達の多くが協会に入

会する様子を見たので私達を憎み、つぶそうとしたので

す。しかしこの一般的な牧師の憎しみとは別に、神智学

協会にはたくさんの聖職者や二、三人の司教もいます。

【問】　英国の心霊研究会はどんなことであなた方に反対

するようになったのですか？　神智学協会と心霊研究会

は両方ともある点では同じ方面の研究をし、研究会の何

人かは神智学協会に属していました。

【答】　初め私達は、心霊研究会の指導者達とたいへんよ

い友達でした。しかし、神智学者の現象についての攻撃

が『クリスチャン・カレッジ・マガジン』に出て、ある

下女の偽りの摘発に支えられた時、心霊研究会は神智学

協会で起こった現象をあまりにも多く自分の議事録に掲

載していたので、自分達に災いが降りかかることとなり

ました。彼等の野心は研究会を権威のある厳密に科学的

な団体に見せかけることでした。そして彼等は、神智学

協会を攻撃して自分達の立場を保つか、または上流階級

の「サドカイ派」すなわち物質主義者達から、だまされ

やすい神智学徒や心霊主義者達と共一緒くたにされるか
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を選択せねばなりませんでした。結局のところ、研究会

はその二つの道のうち、私達を捨てることを選びました。

それは彼等にとっては差し迫ったことだったのです。し

かし、二人の創立者達が献身と絶え間ない労役の人生を

送っており、何ら金銭上やその他の利益を全く得てない

ことは明白でしたし、合理的な動機を見つけることはた

いへん難しかったので、この献身を説明するために何と

も言えないほどばかばかしい、今や有名となった「ロシ

アのスパイ説」を立てるしかなかったのです。しかし「殉

教者の血は教会の種」という古い諺が再び証明されまし

た。この攻撃の最初のショツクのあと、神智学協会は会

員数が二倍、三倍となりました。しかし心霊研究会報告

が生み出した悪い印象はまだ残っています。あるフラン

ス人の作家に言われた通り、「一たび中傷されれば、そ

の印象はいつになっても残る」。その報告は悪意のある

噂だけに基づいていたので、不正な偏見が広がり、神智

学協会と関連のあるすべてのこと、特に創立者と関係の

あることはたいへん歪められています。

【問】　神智学協会が一四年間存在してきた間に、あなた

方は自分と自分の仕事を正しく示す十分な時間と機会が

あったはずです。

【答】　どうやっていつ私達はそんな機会を与えられたで

しょう？　私達のいちばん有名な会員達は公に自分自身

を正当化するようにみえることは何でも嫌っていまし

た。会員達の方針はいつも「我慢しなければならない」

また「新聞がどう言おうと、人々がどう考えようとかま

わない」ということでした。協会は貧しくて、よそへ講

師を送れなかったので、私達の見解や教えの説明は、成

功したわずかな神智学書に限られましたが、人々はたい

ていその内容を誤解し、噂によって知るだけでした。私

達の書籍は無視されましたし、雑誌は今でもボイコット

されています。今でも、神智学徒は一種の蛇か悪魔崇拝

者であるか、または単に秘教派の仏教徒（それがどんな

意味であれ）であるのか、確信している人はいません。

私達についてのあらゆる種類の思いもよらない、大げさ

な作り話が、打ち消しても毎日、毎年、生まれてきます。

なぜなら、一つの話がなくなれば、すぐに別のもっとずっ

とばかばかしい悪質な噂話が最初の悪口の灰の中から出

て来るからです。不幸なことに、人間性は人について言っ

たよいことはすぐに忘れ、二度と繰り返されることはあ

りませんが、中傷や作り話は、どんなとっぴな嘘で信じ

られないことでも、それが何か不人気なことと関係があ

りさえすれば、事実として受け入れられ広がります。中

傷は、最初は靴の下の草をなびかすこともできない、ど

こへ吹いて行くのか分からない柔らかな優しいそよ風の

ように芽生え、間もなく強い疾風となり、最後にはうそ

ぶく嵐となります！　中傷はタコのようなもので、人の

心に吸いつき、私達の記憶に固く結びついて栄養を得、

中傷がなくなったあとでさえ消すことのできない痕跡を

残します。中傷こそ、あらゆる人の脳を開く鍵です。ど

んな卑しい所から出ようと、その動機はどうであろうが、

中傷は少しの偏見さえあれば、最高の人も最低の人も、

すべての人の心によろこんで受け入れられます。

【問】　あなたのおっしゃることはあまりにも大ざっぱで

はありませんか？　英国人は決して言われたことをすぐ

信じようとはしませんし、私達の国民はフェアプレーを

愛することは周知の事実です。嘘は長持ちするものでは

ありません。そして、……

【答】　英国人は他のどの国民とも同じように、悪口を信

じようとしています。それは人間性であって、国民性で

はないからです。たとえ諺
ことわざ

通りに、嘘は長持ちしない

としても、嘘というものは、とても速い翼を持っていま

す。嘘は英国でもどこでも、どんな種類のニュースより

遠く広く飛んで行きます。嘘と中傷は私達がいつもただ

で、誌代も払わずに得ることのできる唯一の本です。も

しお好みなら実験をすることができます。神智学に興味

を持ち、私達についてよく知っているあなたが、このよ

うな噂について知っている限り私に質問してみてくださ

い？　最も厳密な証明に基づいた真実だけをお答えしま

す。

【問】　話題を変える前に、この問題の真相を聞かせて下

さい。今、ある著者達はあなたの教えを「不道徳で有害

なものである」と断定し、他の人達は、いわゆる権威者

や東洋学者がインドの宗教には様々な形のセックス崇拝

しか見当たらないという理由で、あなた方の教えは性器

崇拝にすぎないと咎
とが

めています。近代神智学は東洋思想、

特にインド思想と固く結びついているので、この害悪か

ら逃れることはできないと彼等は言います。その人達は、

ヨーロッパの神智学徒はこの崇拝に関連したことを復活

させようとしていると非難さえしています。これについ

てはどうですか？

【答】　それについて前に聞いたり、読んだりしたことが

あります。これまで考え出され、広げられた中傷の中で

これほど根拠がなく虚偽なものはないとお答えします。

ロシアには、「ばか者はばかな夢しか見ない」という諺
ことわざ

があります。何ら根拠もなく、単なる当てこすりに基づ

いたそうしたひどい非難を聞くと、血が煮えたぎります。

何年も神智学協会の会員だった何百人もの、名誉を貴ぶ

イギリスの男女に不道徳な教えや有害なことがこれまで

教えられたかどうか聞いてごらんなさい。『シークレッ

ト・ドクトリン』を開いてごらんなさい。そこではどの

頁にも、ユダヤ人や他の民族が性器崇拝に耽ったことが

非難されているのが分かるでしょう。自然の陰陽の二元

性について、とんでもない物質的概念があらゆる顕教の

宗派にあるから、そのような性器崇拝が生まれました。

私達の教えと信念についての絶え間ない悪意をこめた誤

報は本当に恥ずべきことです。

【問】　しかし、東洋の宗教には性器崇拝の要素のあるこ

とは否定なさらないでしょう。

【答】　それは否定しません。しかしその点では西洋の宗

教、キリスト教も変わらないと私は主張するだけです。

確かめたいなら、ハーグレイヴ・ジェニングズ著の『バ

ラ十字』を読んでごらんなさい。東洋では性器のシンボ

リズムはおそらく西洋のものよりも露骨ですが、それは

自然にもっと忠実で、西洋よりももっと純真で誠実だか

らだと思います。東洋の象徴は西洋の象徴よりわいせつ

というわけではなく、また、その象徴を見ると、東洋人

の心には西洋人と同じような好色でみだらな考えは思い

浮かびません。もちろん、マハーラージャ派すなわち

ヴァッラバーチャーリヤ派のような恥ずべき一、二の例

外もありますが。

【問】　『アグノスティック』誌のあるライターはあなた

の非難者の一人ですが、この恥ずべき宗派の信者は神智

学徒であり、この人達は自分には本当の神智学的洞察力

があると主張していると彼は言っています。

【答】　彼は嘘を書いたのです。それだけです。私達の協

会には一人もヴァッラバーチャーリヤ信者がいたことは

ありませんし、今もいません。神智学的洞察力があると

言っていることも別の嘘で、インドの宗派について徹底

的な無知に基づいています。彼等を指導する「マハーラー

ジャ」は自分の愚かな信者達の金や妻や娘をとる権利が

あるというだけです。この宗派は他のすべてのインド人

に軽蔑されています。

　しかしあなたは『シークレット・ドクトリン』を読め

ばこの問題についての詳細な説明を見つけるでしょう。

どうぞそれをご参照下さい。終わりに、神智学の真髄は

性器崇拝に全く反対することです。そして神智学協会の

秘教部門は顕教部門より一層これに反対しています。こ

のような非難よりひどい虚偽はありません。では別の質

問をして下さい。



なぜ神智学協会に対してそんなに偏見が
あるのか？

【問】　神智学があなたの言われることの半分でもすばら

しいなら、どうしてそんなに激しく憎まれるのでしょ

う？　これが何よりも問題です。

【答】　そうです。けれども私達の協会を作って以来、ど

んなに強力な敵を作ってきたか忘れてはなりません。私

が今言ったように、もし神智学運動が多くの現代的大流

行の一つとして一時的で無害なものにすぎなかったな

ら、今まだその真意を理解してない人々がしているよう

に、ただ嘲笑されるだけでしょう。そして完全に取り残

されるでしょう。しかし、そんなものではありません。

本質的に神智学はこの時代の最もまじめな運動です。そ

の上、現在の社会悪と、ほとんどの昔ながらの詐欺や偏

見の存在を危うくするものです。このような悪は上流階

級やそれを真似してへつらう中流階級の中の裕福な者達

を肥やし、幸福にしながら、何百万もの貧しい人々を押

しつぶし飢えさせます。このことを考えてごらんなさい。

そうすれば、神智学の本当の性質を知り、従ってそれを

恐れる、もっと観察力と洞察力のある人々がどうしてこ

のように執拗な迫害をするのか容易に分かるでしょう。

【問】　少数の人達が神智学運動をつぶそうとするのは、

この人達は神智学の目的を理解しているからというわけ

ですか？　しかし、神智学が善だけを目ざしているなら、

そのわずかな人達に対しても、あのような冷酷な裏切や

非難をするはずはないでしょう。

【答】　いいえ、そう言おうと思っています。協会が出来

てから九年か十年の間は、敵は強力だったとも危険だっ

たとも言いませんが、この三、四年、私達に反対する人

達は強力で危険です。この人達は神智学に対して口でも

言わず、書きもせず、説教もしませんが、目に見える自

分達の操り人形として働く愚かな人々の背後で黙って働

きます。私達の協会のメンバーの多くには見えなくても、

彼等は協会の本当の創立者や保護者達にはよく知られて

います。しかし、ある理由で今はその名をあげることは

できません。

【問】　その人達は協会の多くの人達に知られているので

すか、それともあなただけが知っているのですか？

【答】　私は彼等を知っていると言ったことはありませ

ん。私は彼等を知っているともいないとも言いませんが、

彼等については知っています。それで十分です。彼等が

最も悪いことをしようと思うならやらせてみなさい。彼

等は多くの危害を加えて、私達の会員達、特に気の弱い

人々や外見でしか判断できない人達を混乱させるでしょ

う。しかし彼等はどんなことをしても協会をつぶすこと

はできません。彼等は本当に危険ですが、神智学徒の名

に価しない人すなわち本当は協会に入るべきでない会員

にとってだけ危険です。しかし彼等以外にも私達の敵は

とてもたくさんいます。

【問】　その危険な敵の名は言えなくても、少なくとも他

の敵の名はおっしゃれませんか？

【答】　もちろん、できます。第一にアメリカやイギリス

やフランスの心霊主義者の憎しみ、第二にあらゆる宗派

の牧師達の絶え間ない反対、第三に特にインドの宣教師

達の容赦のない憎しみと迫害、第四にインドの宣教師達

が組織した陰謀によって唆された英国心霊研究会による

神智学協会に対する音に聞こえた攻撃があります。これ

らの敵達すべてに対して私達は闘わなければなりませ

ん。そして最後に私達は数人の著名な（？）会員達の離

反をつけ加えなければなりません。彼等はみなすでに説

明した理由で脱会して、私達に反する偏見を増すのに最

大限の努力を尽くしてきました。

【問】　その人達についてもっと詳しく説明して下さいま

せんか？　協会の簡単な歴史や、なぜ世間はそんなにい

ろんな悪口を信じるのかと聞かれた時に答えられるよう

に。

【答】　その理由は簡単です。たいていの局外者は協会自

体について、また、その動機、目的、信念については何

も知りませんでした。協会のごく始めから世間は神智学

にはある不思議な現象以外何もないと考えていました。

そして心霊主義者でない人の三分の二は現象を信じてい

ません。すぐに協会は「奇跡的」な力の持ち主のふりを

する団体と見なされるようになりました。協会は奇跡を

絶対に信じないし、奇跡の可能性さえないと教えている

ことを世間は理解しませんでした。また、協会にはこの

ようなサイキック能力を持っている人達はごくわずかし

かいないし、そんな力を欲しがる人もほとんどいないと

いうことも理解しません。また、その現象は決して公に

起こされたものではなく、私的に友達のためにしたこと

で、現象のようなことは暗い部屋や霊達や霊媒や普通の

小道具がなくてもできることを直接見せることで証明し

ようと、一つの補助物として行なったにすぎないことも

理解しませんでした。不幸なことに、ヨーロッパでたい

へんな注目を喚起した現象の問題についての最初の本、

シネット氏の『オカルトワールド』によってこの誤解は

非常に強められ、広められました。たとえこの本がたい

へん協会を目立たせたとしても、その不運な主人公達に

その成功よりもずっと多くの悪口や嘲笑や誤報を浴びせ

ました。これについて著者は『オカルトワールド』の基

となった大師からの手紙で十分に警告を受けていました

が、その時ははっきりと述べられていなかったので、そ

の予言に注意を払いませんでした。

【問】　何のために、いつから心霊主義者達はあなたを憎

んでいるのですか？

【答】　協会が出来た時からです。神智学協会が団体とし

て、死者の霊との交流を信じず、いわゆる「霊達」はた

いてい、肉体を持たない人格我や魂殻のアストラル的な

反映であると考えていることを知るや否や、心霊主義者

達は私達、特に創立者達に激しい憎しみをいだきました。

この憎しみはアメリカの心霊主義の機関すべてで、あら

ゆる種類の中傷、容赦のない個人攻撃、神智学の教えの

ばかばかしい誤報となって現れました。何年も私達は迫

害され、非難され、ばかにされました。これは一八七五

年に始まり、現在まで続いています。一八七九年に神智

学協会の本部はニューヨークからインドのボンベイに移

され、それから永久的にマドラスに移されました。協会

の最初の支部である英国神智学協会がロンドンに設立さ

れると、英国の心霊主義者達はアメリカ人がしたように

兵を挙げてやってきました。フランスの心霊主義者達も

それに倣
なら

いました。

【問】　結局、神智学の教義の主な傾向は、今日のあらゆ

る形体の宗教の大敵である唯物論に反対することなの

に、なぜ牧師達はあなた方に敵意をいだくのですか？

【答】　牧師は「自分に同意しない者は自分の反対者であ

る」という一般原理で私達に反対したのです。神智学は

一宗一派と組することはないので、どこからも同じよう

に敵と考えられています。なぜなら神智学は、宗派はみ

な多かれ少なかれ間違っていると教えるからです。イン

ドの宣教師達は、キリスト教にほとんど改宗しないイン

ドの教育のある粒ぞろいのバラモン達の多くが協会に入

会する様子を見たので私達を憎み、つぶそうとしたので

す。しかしこの一般的な牧師の憎しみとは別に、神智学

協会にはたくさんの聖職者や二、三人の司教もいます。

【問】　英国の心霊研究会はどんなことであなた方に反対

するようになったのですか？　神智学協会と心霊研究会

は両方ともある点では同じ方面の研究をし、研究会の何

人かは神智学協会に属していました。

【答】　初め私達は、心霊研究会の指導者達とたいへんよ

い友達でした。しかし、神智学者の現象についての攻撃

が『クリスチャン・カレッジ・マガジン』に出て、ある

下女の偽りの摘発に支えられた時、心霊研究会は神智学

協会で起こった現象をあまりにも多く自分の議事録に掲

載していたので、自分達に災いが降りかかることとなり

ました。彼等の野心は研究会を権威のある厳密に科学的

な団体に見せかけることでした。そして彼等は、神智学

協会を攻撃して自分達の立場を保つか、または上流階級

の「サドカイ派」すなわち物質主義者達から、だまされ

やすい神智学徒や心霊主義者達と共一緒くたにされるか

を選択せねばなりませんでした。結局のところ、研究会

はその二つの道のうち、私達を捨てることを選びました。

それは彼等にとっては差し迫ったことだったのです。し

かし、二人の創立者達が献身と絶え間ない労役の人生を

送っており、何ら金銭上やその他の利益を全く得てない

ことは明白でしたし、合理的な動機を見つけることはた

いへん難しかったので、この献身を説明するために何と

も言えないほどばかばかしい、今や有名となった「ロシ

アのスパイ説」を立てるしかなかったのです。しかし「殉

教者の血は教会の種」という古い諺が再び証明されまし

た。この攻撃の最初のショツクのあと、神智学協会は会

員数が二倍、三倍となりました。しかし心霊研究会報告

が生み出した悪い印象はまだ残っています。あるフラン

ス人の作家に言われた通り、「一たび中傷されれば、そ

の印象はいつになっても残る」。その報告は悪意のある

噂だけに基づいていたので、不正な偏見が広がり、神智

学協会と関連のあるすべてのこと、特に創立者と関係の

あることはたいへん歪められています。

【問】　神智学協会が一四年間存在してきた間に、あなた

方は自分と自分の仕事を正しく示す十分な時間と機会が

あったはずです。

【答】　どうやっていつ私達はそんな機会を与えられたで

しょう？　私達のいちばん有名な会員達は公に自分自身

を正当化するようにみえることは何でも嫌っていまし

た。会員達の方針はいつも「我慢しなければならない」

また「新聞がどう言おうと、人々がどう考えようとかま

わない」ということでした。協会は貧しくて、よそへ講

師を送れなかったので、私達の見解や教えの説明は、成

功したわずかな神智学書に限られましたが、人々はたい

ていその内容を誤解し、噂によって知るだけでした。私

達の書籍は無視されましたし、雑誌は今でもボイコット

されています。今でも、神智学徒は一種の蛇か悪魔崇拝

者であるか、または単に秘教派の仏教徒（それがどんな

意味であれ）であるのか、確信している人はいません。

私達についてのあらゆる種類の思いもよらない、大げさ

な作り話が、打ち消しても毎日、毎年、生まれてきます。

なぜなら、一つの話がなくなれば、すぐに別のもっとずっ

とばかばかしい悪質な噂話が最初の悪口の灰の中から出

て来るからです。不幸なことに、人間性は人について言っ

たよいことはすぐに忘れ、二度と繰り返されることはあ

りませんが、中傷や作り話は、どんなとっぴな嘘で信じ

られないことでも、それが何か不人気なことと関係があ

りさえすれば、事実として受け入れられ広がります。中

傷は、最初は靴の下の草をなびかすこともできない、ど

こへ吹いて行くのか分からない柔らかな優しいそよ風の

ように芽生え、間もなく強い疾風となり、最後にはうそ

ぶく嵐となります！　中傷はタコのようなもので、人の

心に吸いつき、私達の記憶に固く結びついて栄養を得、

中傷がなくなったあとでさえ消すことのできない痕跡を

残します。中傷こそ、あらゆる人の脳を開く鍵です。ど

んな卑しい所から出ようと、その動機はどうであろうが、

中傷は少しの偏見さえあれば、最高の人も最低の人も、

すべての人の心によろこんで受け入れられます。

【問】　あなたのおっしゃることはあまりにも大ざっぱで

はありませんか？　英国人は決して言われたことをすぐ

信じようとはしませんし、私達の国民はフェアプレーを

愛することは周知の事実です。嘘は長持ちするものでは

ありません。そして、……

【答】　英国人は他のどの国民とも同じように、悪口を信

じようとしています。それは人間性であって、国民性で

はないからです。たとえ諺
ことわざ

通りに、嘘は長持ちしない

としても、嘘というものは、とても速い翼を持っていま

す。嘘は英国でもどこでも、どんな種類のニュースより

遠く広く飛んで行きます。嘘と中傷は私達がいつもただ

で、誌代も払わずに得ることのできる唯一の本です。も

しお好みなら実験をすることができます。神智学に興味

を持ち、私達についてよく知っているあなたが、このよ

うな噂について知っている限り私に質問してみてくださ

い？　最も厳密な証明に基づいた真実だけをお答えしま

す。

【問】　話題を変える前に、この問題の真相を聞かせて下

さい。今、ある著者達はあなたの教えを「不道徳で有害

なものである」と断定し、他の人達は、いわゆる権威者

や東洋学者がインドの宗教には様々な形のセックス崇拝

しか見当たらないという理由で、あなた方の教えは性器

崇拝にすぎないと咎
とが

めています。近代神智学は東洋思想、

特にインド思想と固く結びついているので、この害悪か

ら逃れることはできないと彼等は言います。その人達は、

ヨーロッパの神智学徒はこの崇拝に関連したことを復活

させようとしていると非難さえしています。これについ

てはどうですか？

【答】　それについて前に聞いたり、読んだりしたことが

あります。これまで考え出され、広げられた中傷の中で

これほど根拠がなく虚偽なものはないとお答えします。

ロシアには、「ばか者はばかな夢しか見ない」という諺
ことわざ

があります。何ら根拠もなく、単なる当てこすりに基づ

いたそうしたひどい非難を聞くと、血が煮えたぎります。

何年も神智学協会の会員だった何百人もの、名誉を貴ぶ

イギリスの男女に不道徳な教えや有害なことがこれまで

教えられたかどうか聞いてごらんなさい。『シークレッ

ト・ドクトリン』を開いてごらんなさい。そこではどの

頁にも、ユダヤ人や他の民族が性器崇拝に耽ったことが

非難されているのが分かるでしょう。自然の陰陽の二元

性について、とんでもない物質的概念があらゆる顕教の

宗派にあるから、そのような性器崇拝が生まれました。

私達の教えと信念についての絶え間ない悪意をこめた誤

報は本当に恥ずべきことです。

【問】　しかし、東洋の宗教には性器崇拝の要素のあるこ

とは否定なさらないでしょう。

【答】　それは否定しません。しかしその点では西洋の宗

教、キリスト教も変わらないと私は主張するだけです。

確かめたいなら、ハーグレイヴ・ジェニングズ著の『バ

ラ十字』を読んでごらんなさい。東洋では性器のシンボ

リズムはおそらく西洋のものよりも露骨ですが、それは

自然にもっと忠実で、西洋よりももっと純真で誠実だか

らだと思います。東洋の象徴は西洋の象徴よりわいせつ

というわけではなく、また、その象徴を見ると、東洋人

の心には西洋人と同じような好色でみだらな考えは思い

浮かびません。もちろん、マハーラージャ派すなわち

ヴァッラバーチャーリヤ派のような恥ずべき一、二の例

外もありますが。

【問】　『アグノスティック』誌のあるライターはあなた

の非難者の一人ですが、この恥ずべき宗派の信者は神智

学徒であり、この人達は自分には本当の神智学的洞察力

があると主張していると彼は言っています。

【答】　彼は嘘を書いたのです。それだけです。私達の協

会には一人もヴァッラバーチャーリヤ信者がいたことは

ありませんし、今もいません。神智学的洞察力があると

言っていることも別の嘘で、インドの宗派について徹底

的な無知に基づいています。彼等を指導する「マハーラー

ジャ」は自分の愚かな信者達の金や妻や娘をとる権利が

あるというだけです。この宗派は他のすべてのインド人

に軽蔑されています。

　しかしあなたは『シークレット・ドクトリン』を読め

ばこの問題についての詳細な説明を見つけるでしょう。

どうぞそれをご参照下さい。終わりに、神智学の真髄は

性器崇拝に全く反対することです。そして神智学協会の

秘教部門は顕教部門より一層これに反対しています。こ

のような非難よりひどい虚偽はありません。では別の質

問をして下さい。

ヨガの教えと瞑想

　

著：岡本直人 500円
電子書籍 Kindle 版

【内容紹介】
ヨガの経典『ヨーガ・スートラ』をもとに、瞑想のやり方や、日常的な心のとらえ方を解説。
思考を止める方法、怒りが起きる原因を取り除くなど、心について理解を深め瞑想を日常
に取り入れるための入門書。



実践的オカルティズム ８

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク

９　意志と欲望

　私達のこの意識界において、意志を有するのは人間だ

けである。意志こそ人間と動物を区別するものである。

動物には本能的な欲望だけが働いている。

　最も広い意味において、欲望は宇宙の唯一の創造力で

ある。その意味での欲望は、意志とは区別できないもの

である。しかし私達人間が単なる人間である間は、この

形の欲望を決して知ることができない。従って、ここで

は意志と欲望を、反対のものと見なす。

　こうして意志とは、人間の神聖な部分、人間の内なる

神から生じるものであり、欲望は動物としての生活の原

動力となる。

　ほとんどの人間は欲望を意志と取り違えて、欲望の中

で、欲望を通して生きている。しかし、より高い段階を

成就しようと思う者は、意志と欲望を分けて、意志を支

配者としなければならない。なぜなら、欲望は不安定で

常に移り変わっているが、意志はぐらつくことがなく不

動だからである。

　意志と欲望はどちらも絶対的な創造者として、人間及

び人間の環境を作り上げる。しかし、意志が故意に創造

することに対し、欲望は盲目的、かつ無意識に創造する。

従って人間は、光の子である意志によって、聖なるもの

に象
かたど

って自分を創造しない限り、自分の欲望のイメージ

で自分を作ることになる。

　人間には二つの課題が与えられている。つまり、意志

を呼び起こし、克己により意志を働かせて強化し、体を

支配する絶対君主にすると同時に、欲望を浄化するとい

う二重の仕事である。知識と意志こそ、この浄化を遂行

するための道具である。

10　浄化された欲望

　欲望の対象は純粋に抽象的なものとなり、欲望に「我」

という要素が跡形もなく一切なくなった時、その時こそ

欲望は浄化されたと言える。

　このような清浄さへの第一歩は、物質的なものに対す

る欲望を抹殺することである。なぜなら、物質的なもの

は、他の存在と分離してしまった人格我だけに楽しみを

与えるからである。

　第二歩は、権力、知識、愛、幸福、名声のように抽象

的なことも自分のために望むのをやめることである。と

いうのも、結局、それらのことを望むのは利己主義にす

ぎないからである。

　人生そのものがこのことを教える。なぜなら、美しい

死海のリンゴが口のなかで灰に変わるのと同様に、これ

らの欲望の対象は、得た瞬間に幻滅と苦しみをもたらす

からである。この否定的な真理は経験により学ぶのだが、

無限の中にのみ満足を得ることができるという肯定的な

真理は直観的な認識によって悟るのである。意志の働き

でこの確信は意識の中の事実となり、最後にあらゆる欲

望は永遠者に集中することになる。

10

11　霊的進歩

「この路はどこまでもうねる上り路でしょうか」

「そうです、路の果てまでは」

「一日の道
みち

程
のり

はたっぷり夜までかかるでしょうか」

「朝から夜まで、私の友よ」

（岩波書店発行　入江直祐訳『クリスチナ・ロセッティ

詩抄』「上り路」）

　このクリスチナ・ロセッティの有名な詩は、より高い

精神的なものに至る道を進んでいる人達の人生の概略の

ようなものである。エソテリックな教えは各時代に、前

時代のものと布地や色が違う新しい衣に着替えたので、

いろいろな表現には相違がある。しかし一つのことに関

しては、様々な教えは完全に一致している。つまり、霊

的発達への道という点に関してである。今も昔と同様に、

弟子を拘束すると絶対に曲げられないルールがただ一つ

だけある。つまり、低級性質を完全に高級性質に従わせ

なければならないというルールである。『ヴェーダ』と『ウ

パニシャッド』から最近発行された『道の光』に至るまで、

各国民や各宗教の聖典を探しても、人間がまことの霊的

洞察力を得る苦難に満ちたただ一つの道しか見つからな

い。あらゆる宗教とあらゆる哲学は、この大周期の初め

に惑星霊が人類に授けた「唯一の智慧」の最初の教えの

変形でしかないので、同じことを教えるのは不思議では

ない。

　まことのアデプト、つまり本当に発達した人間は、作

られるものではなく、成るものであると私達はいつも教

えられている。従って、アデプトになるプロセスは、進

化を通してゆっくりと成長して行くことであり、これは

多かれ少なかれ苦痛を伴うものである。

　私達の苦痛の主な原囚は、永久的でないものの中に永

久的なものを常に探し求めることである。絶対に確実な

この世の唯一の特性が絶え間ない変化ということである

のに、私達は永久的なものを探し求めるだけでなく、ま

るで不変なものを身につけたかのように行動する。私達

は永久的なものをしっかりつかまえたと思い込んだ途端

に、それが私達の手の中で変わってしまい、そして苦痛

が生じる。

　成長という概念には崩壊という概念が含まれている。

内なる存在はいつも、それを束縛する狭い殼を壊して先

へ進まなければならない。そのような崩壊には必ず、肉

体的な苦痛ではなくて精神的な苦痛が伴う。

　生涯中ずっとそうである。今回ってきた困難こそ、あ

り得るすべての困難の中で最もつらく、どうしても耐え

ることができないものと私達は感じる。しかしもっと広

い視野から見たら、私達がそのような困難を通して、自

分を包む殼のいちばん弱いところに穴をあけようとして

いることが分かる。一連の異常増加の総合的な結果では

なくて本当の成長を得るには、全面的にしかも、どこに

も同じペースで進歩しなければならない。つまり、最初

は頭、そのあとに手か足が出来るというふうにではなく、

子供の体が成長して行くように、気がつかないうちにあ

らゆる方面で規則正しく成長するということである。人

間は、自分の各部分を別々に養い、一部に集中している

間は他の部分をすべて無視する傾向がある。しかし、心

を圧倒するような苦しみ一つひとつが、無視された部分

の拡大によって起こされ、他の部分を集中的に養えばそ

の拡大はさらに難しいことになる。

　悪とは、悩み過ぎる結果であることが多い。人間はい

つもあまりにもたくさんのことを企てている。現状に甘

んずることができなくて、必要以上に余計なことをして、

来生に精算しなければならないカルマを作る。

（つづく）
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る欲望を抹殺することである。なぜなら、物質的なもの

は、他の存在と分離してしまった人格我だけに楽しみを

与えるからである。

　第二歩は、権力、知識、愛、幸福、名声のように抽象

的なことも自分のために望むのをやめることである。と

いうのも、結局、それらのことを望むのは利己主義にす

ぎないからである。

　人生そのものがこのことを教える。なぜなら、美しい

死海のリンゴが口のなかで灰に変わるのと同様に、これ

らの欲望の対象は、得た瞬間に幻滅と苦しみをもたらす

からである。この否定的な真理は経験により学ぶのだが、

無限の中にのみ満足を得ることができるという肯定的な

真理は直観的な認識によって悟るのである。意志の働き

でこの確信は意識の中の事実となり、最後にあらゆる欲

望は永遠者に集中することになる。
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11　霊的進歩

「この路はどこまでもうねる上り路でしょうか」

「そうです、路の果てまでは」

「一日の道
みち

程
のり

はたっぷり夜までかかるでしょうか」

「朝から夜まで、私の友よ」

（岩波書店発行　入江直祐訳『クリスチナ・ロセッティ

詩抄』「上り路」）

　このクリスチナ・ロセッティの有名な詩は、より高い

精神的なものに至る道を進んでいる人達の人生の概略の

ようなものである。エソテリックな教えは各時代に、前

時代のものと布地や色が違う新しい衣に着替えたので、

いろいろな表現には相違がある。しかし一つのことに関

しては、様々な教えは完全に一致している。つまり、霊

的発達への道という点に関してである。今も昔と同様に、

弟子を拘束すると絶対に曲げられないルールがただ一つ

だけある。つまり、低級性質を完全に高級性質に従わせ

なければならないというルールである。『ヴェーダ』と『ウ

パニシャッド』から最近発行された『道の光』に至るまで、

各国民や各宗教の聖典を探しても、人間がまことの霊的

洞察力を得る苦難に満ちたただ一つの道しか見つからな

い。あらゆる宗教とあらゆる哲学は、この大周期の初め

に惑星霊が人類に授けた「唯一の智慧」の最初の教えの

変形でしかないので、同じことを教えるのは不思議では

ない。

　まことのアデプト、つまり本当に発達した人間は、作

られるものではなく、成るものであると私達はいつも教

えられている。従って、アデプトになるプロセスは、進

化を通してゆっくりと成長して行くことであり、これは

多かれ少なかれ苦痛を伴うものである。

　私達の苦痛の主な原囚は、永久的でないものの中に永

久的なものを常に探し求めることである。絶対に確実な

この世の唯一の特性が絶え間ない変化ということである

のに、私達は永久的なものを探し求めるだけでなく、ま

るで不変なものを身につけたかのように行動する。私達

は永久的なものをしっかりつかまえたと思い込んだ途端

に、それが私達の手の中で変わってしまい、そして苦痛

が生じる。

　成長という概念には崩壊という概念が含まれている。

内なる存在はいつも、それを束縛する狭い殼を壊して先

へ進まなければならない。そのような崩壊には必ず、肉

体的な苦痛ではなくて精神的な苦痛が伴う。

　生涯中ずっとそうである。今回ってきた困難こそ、あ

り得るすべての困難の中で最もつらく、どうしても耐え

ることができないものと私達は感じる。しかしもっと広

い視野から見たら、私達がそのような困難を通して、自

分を包む殼のいちばん弱いところに穴をあけようとして

いることが分かる。一連の異常増加の総合的な結果では

なくて本当の成長を得るには、全面的にしかも、どこに

も同じペースで進歩しなければならない。つまり、最初

は頭、そのあとに手か足が出来るというふうにではなく、

子供の体が成長して行くように、気がつかないうちにあ

らゆる方面で規則正しく成長するということである。人

間は、自分の各部分を別々に養い、一部に集中している

間は他の部分をすべて無視する傾向がある。しかし、心

を圧倒するような苦しみ一つひとつが、無視された部分

の拡大によって起こされ、他の部分を集中的に養えばそ

の拡大はさらに難しいことになる。

　悪とは、悩み過ぎる結果であることが多い。人間はい

つもあまりにもたくさんのことを企てている。現状に甘

んずることができなくて、必要以上に余計なことをして、

来生に精算しなければならないカルマを作る。

（つづく）

　



『道の光』解説②

著：ヒラリオン大師　メイベル・コリンズ　　　訳：星野 未来

Ⅱ 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。

　『道の光』の最初の四つの規則は間違いなく、その文

は好奇心をそそるものであるように見えるかもしれない

が、一つだけを除いては、この本全体の中で最も重要な

ものである。なぜそれらが重要なのかというと、それら

には生きた法則、アストラル人間の創造的な本質が含ま

れているからである。そして、それらに従う規則が生き

た意味を持っているのはアストラル（または自ずと照ら

すもの）の意識においてのみである。一度アストラル感

覚の使用に到達すると、当然のことながら、それらを使

用し始めることになる。そして、その後の規則は、それ

らのアストラル感覚の使用のためのガイダンスに過ぎな

い。私がこのように話すとき、当然のことながら、最初

の 4 つの規則は、ページ上に印刷された文字でそれらを

読む人にとって重要であり、関心を持つものであること

を意味している。それらが人の心と人生に刻まれたとき、

他の規則は、紛れもなく、単に面白いとか、特別な形而

上学的な記述ではなく、人生の実際の事実であり、把握

し、経験しなければならないものとなる。

　4 つの規則は、生きた同胞団の実際のロッジの大きな

部屋に書かれている。ファウストのように悪魔に魂を売

ろうとしていようと、ハムレットのように戦いの中で最

悪の状態に陥ろうとしていようと、あるいは境界を通過

しようとしていようと、いずれにしてもこの言葉はその

人のためのものである。人間は美徳と悪徳のどちらかを

選択することができるが、人間になるまではできない。

赤ん坊や野生動物はそのように選ぶことができない。こ

のように、弟子にとって、選ぶべき道を見さえする前に、

彼は最初に弟子にならねばならない。弟子として自分自

身を創造するこの努力、生まれ変わることは、彼が自分

自身のために、どんな先生もなしで行わなければならな

い。4 つの規則を学ぶまで、どんな先生も彼にとって何

の役にも立たない。そしてそれがマスター（大師）たち

がそう呼ばれる理由である。権力であろうと、愛であろ

うと、または闇であろうと、それに精通したどんな真の

マスターも、この 4 つの規則を通過するまで、人に影響

を与えることはできない。

　私が言ったように、涙は生命の水分と言っても過言で

はない。魂は人間性の感情を脇に置いて、その目が超人

間の世界に開くことができる前に、不幸にも揺るがない

バランスを確保しなければならない。マスター（大師）

の声は常に世界にある。しかし、それを聞くことができ

るのは、個人の生活に影響を与える音を耳が受け付けな

くなった者だけである。笑いはもはや心を明るくするこ

とはできず、怒りはもはや心を激怒させることはできず、

優しい言葉はもう心に癒しをもたらすことはできない。

耳が外への入り口となっている内なるものは、誰にも邪

魔されることのない、それ自体が揺るぎない平和の場所

であるからだ。

　目が魂の窓であるように、耳はその入り口やドアであ

る。それらを通して、世界の混乱の知識が得られるので

ある。人生を征服した偉大な人たち、弟子以上の存在に

なった人たちは、人類の振動と万華鏡のような動きの中

で、平安と乱れのない状態で立っている。彼らは自分自

身の中に確実な知識と完全な平安を保持しているので、

周囲の人々の変化する声によって耳に入ってくる部分的

で誤った情報の断片によって感情が激発したり、興奮し

たりすることはない。私が知識について話すとき、直感

的な知識を意味している。この特定の情報は、懸命な努

力や実験によって取得することはできない。そうした方
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法は物質にしか適用できず、物質はそれ自体が完全に不

確実なものであり、絶えず変化の影響を受けているから

である。科学者が理解しているように、自然の生命と肉

体生命の最も絶対的で普遍的な法則は、この宇宙の生命

が消滅したときに消え去り、その魂（本質）だけが静寂

の中に残される。では、勤勉と観察によって得られたそ

の法則の知識の価値はどうなるのだろうか？ 私が言った

ことによって、 私が獲得した知識や科学者の仕事を見く

びったり、軽蔑したりしようとしていると読者や批評家

が想像しないことを祈る。それどころか、私は、科学者

こそが近代思想の先駆者であると考えている。詩人や彫

刻家が神聖な光を見て、それを自分たちの偉大な言葉で

表現した文学や芸術の時代は、フェイディアス風以前の

彫刻家やホメロス風以前の詩人とともに、遠い過去に埋

もれてしまったのである。思考と美の世界を支配するの

はもはや神秘ではなく、人間の生命が支配する力であっ

て、それを超えた先にあるものではない。しかし科学者

たちは、自分たちの意志というよりも、純然たる状況の

力によって、解釈可能なものと解釈不可能なものを分け

る遠くまで延びた線に向かって、進歩している。すべて

の新しい発見は、彼らを一歩前進させている。したがっ

て、私は仕事と実験によって得られた知識を非常に高く

評価している。

　しかし、直観的な知識は全く別のものである。それは

どのような方法でも得られないが、いわば、魂の能力で

ある。その魂とは、欲望または嗜好または悪行の記憶が

人間の近くにそれを保持するとき、死後に幽霊になる動

物の魂ではなく、個別化された存在のすべての外的な形

態を活気づける神聖な魂である。

　これはもちろん、その魂に内在する能力で、本来備わっ

ているものである。弟子になる人は、熱烈で断固とした

不屈の意志の努力によって、この能力を意識するように

自分自身を駆り立てなければならない。私は特別な理由

で不屈という言葉を使っている。この能力を呼び覚ます

ことができるのは、御しえない者、支配されない者、人

間と事実と自分自身の神性を除いた全てのものを支配す

る主に頼らなければならないことを知っている者だけで

ある。「信仰があればすべてのことが可能である」。懐疑

的な人々は信仰を笑い、自分の心の中に信仰がないこと

を誇りにする。本当は、信仰は偉大な動力源であり、巨

大な力であり、実際にはすべてのことを成し遂げること

ができるのである。それは人間の神聖な部分とそれより

も小さい自己との間の盟約、または誓約であるからだ。

　直観的な知識を得るためには、この動力源の使用は非

常に必要である。人がそのような知識が自分自身の中に

存在すると信じない限り、どのようにしてそれを主張し、

使用することができるというのか？

　それがなければ、彼はどんな流木や海の大潮の残骸よ

りも無力である。人は確かにあちこちに放り込まれてい

るが、運が良ければそうなるかもしれない。しかし、そ

のような冒険は純粋に外面的なものであり、それほど重

要ではない。奴隷が鎖につながれて街中を引きずり回さ

れても、エピクテトスのように哲学者の静かな魂を保っ

ているかもしれない。人はこの世のあらゆる賞品を手に

し、見かけ上は個人的な運命の絶対的な支配者になって

いても、平安や確実性を知らない。自分が触れる思考の

あらゆる潮流によって彼自身の中で揺さぶられるから

だ。そして、これらの変化する潮の流れは、単に水の上

の流木のように身体的にあちこちに人を流しているので

はない。それらの流れは彼の魂の入り口に入り込み、そ

の魂を洗い流し、その魂を盲目にし、うつろにし、すべ

ての不変な知性を無にし、束の間の印象がそれに影響を

与えるようにする。

　私の意味をより分かりやすくするために、例話を使っ

てみよう。作家が文章を書いているとき、画家がキャン

バスに向かっているとき、作曲家が喜びに満ちた想像力

の中でメロディーに耳を傾けているとき、これらの労働

者の誰かが、毎日の時間を広い窓辺で賑やかな通りを眺

めながら過ごしているとしよう。生き生きとした生命の

力は、視覚も聴覚も鈍くし、街の大往来は、通り過ぎる

ページェントのように過ぎ去っていく。しかし、心が空っ

ぽで一日が無目的の人は、同じ窓辺に座って、通行人に

注意を払い、自分を喜ばせたり関心を持ったりする機会

のある顔を覚えている。それは心と永遠の真理との関係

と同じである。もしそれが、もはやその変動や部分的な

知識、信頼できない情報を魂に伝えないならば、最初の

規則を学んだときにすでに発見されている平和の内なる

場所では、実際の知識の光が炎の中にぱっと燃え上がる。

そして、耳は聞き始める。最初は非常にかすかに、ほの

かに。そして実に、これらの最初の兆候は、本当の現実

の人生の幕開けのための非常にかすかで優しいものであ

り、その幕開けは時々、単なる空想、単なる想像として

押しのけられてしまう。

　しかし、これらが単なる想像以上のものになる前に、

無の深淵は別の形で直面しなければならない。すべての

一過性の音に耳を閉ざすことによってのみ得られる完全

な沈黙は、形のない空間の空虚さよりももっと恐ろしい

恐怖として現れる。私たちが考える空白の唯一の心的な

概念は、思考の最小の要素に還元されたとき、黒い闇の

概念だと私は思う。これは、ほとんどの人にとって大き

な肉体的恐怖であり、永遠で不変の事実とみなされる場

合、心にはきっと何か他のものよりも絶滅するという考

えを意味するだろう。しかし、それはただ一つの感覚の

抹殺であり、声の音が来て、最も深い暗闇の中でも慰め

をもたらすかもしれない。弟子は、恐ろしい深淵である

この暗闇への自分の道を見つけた後、自分の魂の門を閉

じて、慰め手も敵もそこを入ることができないようにし

なければならない。そして、苦痛と喜びが同一の感覚に

すぎないという事実は、それまでそれを認識できなかっ

た人にも認識できるようになるのは、この第二の努力を

することである。沈黙の孤独に到達したとき、魂は休息

するための感覚を激しく、情熱的に切望する。休息のた

めのいくつかの感覚にとって、痛みを伴うものは快いも

のと同じくらい歓迎されるだろうからである。この意識

に到達したときに、それをつかみ、保持することによっ

て勇敢な人は、直ちに 「敏感さ」を破壊することができる。

耳がもはや快いものと痛みを伴うものを区別しないと

き、耳はもはや他人の声によって影響を受けることはな

い。それから、魂の扉を開くことは安全であり、可能で

ある。

　「視力」は最初の努力であり、知的努力によって部分

的に成し遂げられるため、最も簡単な努力である。通常

の生活の中でよく知られているように、知性は心を征服

することができる。したがって、この第一段階はまだ物

質の支配下にある。しかし、第二段階では、そのような

助けもないし、どんな物質的な救助もない。もちろん、

物質的な救助とは、脳や感情や人間魂の働きを指してい

る。耳に永遠の沈黙だけを聴かせることで、人間と呼ば

れる存在は、もはや人間ではない何かになる。他者によっ

て私たちにもたらされる千と一の影響を非常に表面的に

調査すると、これがそうであるに違いないことがわかる

だろう。弟子は成人としての義務をすべて果たすことに

なるが、それは彼自身の正しい感覚に基づいて行うので

あって、他者や他者の体の感覚に基づいて行うのではな

い。これは、盲目的な信条のどれかではなく、知識の信

条に従うことの明白な結果である。

　弟子に必要な純粋な沈黙を得るためには、心と感情、

脳とその知識主義を脇に置かなければならない。どちら

もメカニズムに過ぎず、人間の寿命とともに滅びる。そ

れは超越した本質であり、動力源であり、人間を生かす

ものであり、今、それ自身を奮い立たせ、行動すること

を余儀なくされているのである。今が最大の危機の時で

ある。最初の試しでは、人は恐怖で気が狂いそうになる。

この最初の試しをブルワー・リットンは書いた。続いて

第二の試しを書いた小説家はいないが、詩人の中にそれ

を書いた人もいる。その巧妙さと大きな危険性は、人の

強さの尺度が、それを超えたり対処したりする可能性の

尺度であるという事実にある。彼が自分自身のその慣れ

ない部分、最高の本質を、目覚めさせるのに十分な力を

持っている場合は、その後、彼は黄金の門の掛け金を持

ち上げるために力を持っており、彼は真の錬金術師であ

り、生命のエリクサー（不老不死の霊薬）を所有している。

　オカルティストが他のすべての人間から分離され、自

分自身の人生に入ることは、この時点での経験である。

それはこの世を支配する天才への単なる従順ではなく、

高級自我の達成への道である。この高級自我の力へと自

分自身を高めることは、実際には人生の高貴な力とその

人とを結び付け、それらの力とその人を一つにする。彼

らはこの地上の力やこの宇宙の法則を超えて立っている

からである。ここに、人間が大いなる努力を成功させる

ための唯一の希望がある。それは、自分の現在の立場か

ら次の立場へとすぐに飛躍し、自分が属する大いなる自

然の知的な力の本質的な一部であったように、すぐに神

聖な力の本質的な一部となることである。このような矛

盾が理解できるならば、彼は常に自分よりも先に立って

いる。この立場を堅持し、自分の生来の進歩の力と全人

類の進歩の力を信じている者こそが、兄たちであり開拓

者である。一人ひとりが自分の力で、助けを借りずに大

いなる飛躍を達成しなければならないが、他の人がその

道を歩んできたことを知ることは、頼りになるものであ

る。深淵で道に迷ってしまった可能性もあるが、それが

何であろう、深淵に入る勇気を持っていたのだ。彼らが

深淵で道に迷った可能性があると私が言うのは、この事

実のために、通過した人は、他の全く新しい状態に達す

るまでそれとわからないということである。その状態が

現在どのようなものであるかという主題に入る必要はな

い。

　私がこれを言うのは、人間が沈黙に入っていく初期の

状態では、友人や恋人、身近で親しい人たちの知識を失

い、また、師匠や先人たちの姿を見失ってしまうという

ことである。私がこれを説明するのは、苦い文句を言わ

ずに通過する人が少ないからである。沈黙が完全でなけ

ればならないことを事前に心が把握することはできた

が、確かにこの苦情が道の邪魔になる必要はない。君の

師、または先輩が君の手を握って、人間の心ができる最

大限の共感を与えてくれるかもしれない。しかし、沈黙

と暗闇が来るとき、君は彼のすべての知識を失う。君は

独りになり、彼は君を助けることができない。彼の力が

なくなったからではなく、君が君の大いなる敵を呼び出

したからである。

　君の大いなる敵とは、君自身のことである。暗闇と沈

黙の中で自分の魂と向き合う力を持つならば、感覚だけ

に宿る肉体的な自我や動物的な自我を克服したことにな

る。

　この言明は複雑なものに見えるかもしれないが、実際

には非常に単純なことである。人間は自分の成就に達し、

文明は最高潮に達したとき、二つの火の間に立っている。

彼が自分の偉大な継承権を主張することができれば、足

手まといとなるただの動物的な生活は、何の問題もなく

彼から離れていくだろう。しかし、彼はそうしないので、

人間の種族は花を咲かせ、その後しおれ、死に、地表か

ら朽ちていくのである……どんなに立派な花が咲いてい

たとしても。そして、この偉大な努力をするのは個人に

委ねられているのである。彼の大いなる性質におびえる

ことを拒否することも、彼のより小さいまたはより物質

的な自己によって引き戻されることを拒否することも。

これを達成した個人の自我は皆、人類の贖罪者である。

彼は自分の行いを紋章にしないかもしれない。彼は秘密

と沈黙の中に住むかもしれない。しかし彼が人間と彼の

神聖な部分との間に、そして既知のものと未知のものと

の間に、そして市場の喧騒と雪をかぶったヒマラヤの静

けさとの間に、つながりを形成していることは事実であ

る。彼はこのつながりを形成するために人間（複数）の

間を移動する必要はない。アストラルでは彼はそのつな

がりであり、この事実は彼を残りの人類とは別の段階の

存在にしている。知識への道を歩み始めたばかりの頃で

さえ、第二段階を踏んだばかりの時、彼は自分の足元が

より確かなものであることを知り、自分が全体の一部と

して認識されていることを意識するようになる。

　これは、小説家にエネルギー源を供給することができ

るほど絶えず発生する人生の矛盾の一つである。オカル

ティストは自分が選んだ人生を生きようと努力するにつ

れて、矛盾がはるかに顕著になることに気づく。自分自

身の中に退き、独立独行になるにつれて、彼は自分自身

がより明確に、はっきりした思考と感情の大きな潮流の

一部になっていることに気づく。彼が最初の教訓を学び、

心の飢えを克服し、他人の愛に頼って生きることを拒否

したとき、彼は自分自身がもっと愛を鼓舞することがで

きるようになることに気付く。彼が人生を捨ててしまう

と、それは新しい形と新しい意味で彼の元にやって来る。

人間にとって、世界は常に多くの矛盾がある場所だった。

弟子になったとき、彼は人生が一連のパラドックスとし

て描写可能であることに気づく。これは自然界の事実で

あり、その理由は十分に理解できる。人間の魂は「離れ

た星のようにある」のであり、私たちの中で最も堕落し

た者でさえもそうである。その人の意識は振動的で官能

的な生命の法則の下にあるのである。このことだけで、

小説家の題材となる人物像の複雑さをもたらすには十分

である。すべての人は、友人にも敵にも、そして自分自

身にとっても謎である。 その人の動機は見いだし得ない

ことが多く、それを探ったり、なぜ彼があれやこれやを

するのかを知ることもできない。弟子の努力は、自分の

力と神性が眠っているこの自分自身の星の部分で意識を

覚醒させることである。この意識が覚醒すると、その人

自身の矛盾がこれまで以上に顕著になり、その人が生き

ている逆説も同様に顕著になる。なぜなら、人間は当然、

自分自身の人生を創造するからであり、「冒険は冒険家

のためにある」というのは、実際の現実から導き出され

た、人間の経験の全領域をカバーする賢明な格言の一つ

だからである。

　人間の神聖な部分への圧力は、動物の部分にも作用す

る。沈黙した魂が目覚めると、それは人間の平凡な生活

をより目的あるものにし、より生き生きとしたものにし、

より現実的なものにし、より責任あるものにする。すで

に述べた2つの例をまた使うと、自分の城塞に引きこもっ

たオカルティストは、自分の力を見つけた。すぐに彼は

彼に対する義務の要求に気づく。彼は自分自身の力を得

るのではなく、自分が全体の一部であるからこそ力を得

ることができるのである。そして、彼が生命の振動から

安全になり、揺るぎない状態に立つことができるとすぐ

に、外的世界は彼に、来てそこで働くように求める。心

もそうである。心がもはや受け取ることを望まないとき、

それは豊富に与えることを求められている。

　『道の光』はパラドックスの本と呼ばれ、それは非常

に正しい。この本が弟子の実際の個人的な経験を扱って

いるとき、他に何があり得ようか？

　視覚と聴覚のアストラル感覚を獲得すること、言い換

えれば、知覚を獲得し、魂の扉を開くことは、厖大な仕

事であり、多くの連続した転生を捧げることを必要とす

るかもしれない。しかし、意志がその強さに達した時に

は、すべての奇跡は一秒の時間の中で行われるかもしれ

ない。その時、弟子はもはや時の下僕ではなくなる。

　これら二つの最初のステップは否定的なものである。

つまり、それらは別のものに向かって進むのではなく、

物事の現在の状態から退く。 次の二つは能動的なもので、

別の状態への前進を暗示している。



Ⅱ 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。

　『道の光』の最初の四つの規則は間違いなく、その文

は好奇心をそそるものであるように見えるかもしれない

が、一つだけを除いては、この本全体の中で最も重要な

ものである。なぜそれらが重要なのかというと、それら

には生きた法則、アストラル人間の創造的な本質が含ま

れているからである。そして、それらに従う規則が生き

た意味を持っているのはアストラル（または自ずと照ら

すもの）の意識においてのみである。一度アストラル感

覚の使用に到達すると、当然のことながら、それらを使

用し始めることになる。そして、その後の規則は、それ

らのアストラル感覚の使用のためのガイダンスに過ぎな

い。私がこのように話すとき、当然のことながら、最初

の 4 つの規則は、ページ上に印刷された文字でそれらを

読む人にとって重要であり、関心を持つものであること

を意味している。それらが人の心と人生に刻まれたとき、

他の規則は、紛れもなく、単に面白いとか、特別な形而

上学的な記述ではなく、人生の実際の事実であり、把握

し、経験しなければならないものとなる。

　4 つの規則は、生きた同胞団の実際のロッジの大きな

部屋に書かれている。ファウストのように悪魔に魂を売

ろうとしていようと、ハムレットのように戦いの中で最

悪の状態に陥ろうとしていようと、あるいは境界を通過

しようとしていようと、いずれにしてもこの言葉はその

人のためのものである。人間は美徳と悪徳のどちらかを

選択することができるが、人間になるまではできない。

赤ん坊や野生動物はそのように選ぶことができない。こ

のように、弟子にとって、選ぶべき道を見さえする前に、

彼は最初に弟子にならねばならない。弟子として自分自

身を創造するこの努力、生まれ変わることは、彼が自分

自身のために、どんな先生もなしで行わなければならな

い。4 つの規則を学ぶまで、どんな先生も彼にとって何

の役にも立たない。そしてそれがマスター（大師）たち

がそう呼ばれる理由である。権力であろうと、愛であろ

うと、または闇であろうと、それに精通したどんな真の

マスターも、この 4 つの規則を通過するまで、人に影響

を与えることはできない。

　私が言ったように、涙は生命の水分と言っても過言で

はない。魂は人間性の感情を脇に置いて、その目が超人

間の世界に開くことができる前に、不幸にも揺るがない

バランスを確保しなければならない。マスター（大師）

の声は常に世界にある。しかし、それを聞くことができ

るのは、個人の生活に影響を与える音を耳が受け付けな

くなった者だけである。笑いはもはや心を明るくするこ

とはできず、怒りはもはや心を激怒させることはできず、

優しい言葉はもう心に癒しをもたらすことはできない。

耳が外への入り口となっている内なるものは、誰にも邪

魔されることのない、それ自体が揺るぎない平和の場所

であるからだ。

　目が魂の窓であるように、耳はその入り口やドアであ

る。それらを通して、世界の混乱の知識が得られるので

ある。人生を征服した偉大な人たち、弟子以上の存在に

なった人たちは、人類の振動と万華鏡のような動きの中

で、平安と乱れのない状態で立っている。彼らは自分自

身の中に確実な知識と完全な平安を保持しているので、

周囲の人々の変化する声によって耳に入ってくる部分的

で誤った情報の断片によって感情が激発したり、興奮し

たりすることはない。私が知識について話すとき、直感

的な知識を意味している。この特定の情報は、懸命な努

力や実験によって取得することはできない。そうした方
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法は物質にしか適用できず、物質はそれ自体が完全に不

確実なものであり、絶えず変化の影響を受けているから

である。科学者が理解しているように、自然の生命と肉

体生命の最も絶対的で普遍的な法則は、この宇宙の生命

が消滅したときに消え去り、その魂（本質）だけが静寂

の中に残される。では、勤勉と観察によって得られたそ

の法則の知識の価値はどうなるのだろうか？ 私が言った

ことによって、 私が獲得した知識や科学者の仕事を見く

びったり、軽蔑したりしようとしていると読者や批評家

が想像しないことを祈る。それどころか、私は、科学者

こそが近代思想の先駆者であると考えている。詩人や彫

刻家が神聖な光を見て、それを自分たちの偉大な言葉で

表現した文学や芸術の時代は、フェイディアス風以前の

彫刻家やホメロス風以前の詩人とともに、遠い過去に埋

もれてしまったのである。思考と美の世界を支配するの

はもはや神秘ではなく、人間の生命が支配する力であっ

て、それを超えた先にあるものではない。しかし科学者

たちは、自分たちの意志というよりも、純然たる状況の

力によって、解釈可能なものと解釈不可能なものを分け

る遠くまで延びた線に向かって、進歩している。すべて

の新しい発見は、彼らを一歩前進させている。したがっ

て、私は仕事と実験によって得られた知識を非常に高く

評価している。

　しかし、直観的な知識は全く別のものである。それは

どのような方法でも得られないが、いわば、魂の能力で

ある。その魂とは、欲望または嗜好または悪行の記憶が

人間の近くにそれを保持するとき、死後に幽霊になる動

物の魂ではなく、個別化された存在のすべての外的な形

態を活気づける神聖な魂である。

　これはもちろん、その魂に内在する能力で、本来備わっ

ているものである。弟子になる人は、熱烈で断固とした

不屈の意志の努力によって、この能力を意識するように

自分自身を駆り立てなければならない。私は特別な理由

で不屈という言葉を使っている。この能力を呼び覚ます

ことができるのは、御しえない者、支配されない者、人

間と事実と自分自身の神性を除いた全てのものを支配す

る主に頼らなければならないことを知っている者だけで

ある。「信仰があればすべてのことが可能である」。懐疑

的な人々は信仰を笑い、自分の心の中に信仰がないこと

を誇りにする。本当は、信仰は偉大な動力源であり、巨

大な力であり、実際にはすべてのことを成し遂げること

ができるのである。それは人間の神聖な部分とそれより

も小さい自己との間の盟約、または誓約であるからだ。

　直観的な知識を得るためには、この動力源の使用は非

常に必要である。人がそのような知識が自分自身の中に

存在すると信じない限り、どのようにしてそれを主張し、

使用することができるというのか？

　それがなければ、彼はどんな流木や海の大潮の残骸よ

りも無力である。人は確かにあちこちに放り込まれてい

るが、運が良ければそうなるかもしれない。しかし、そ

のような冒険は純粋に外面的なものであり、それほど重

要ではない。奴隷が鎖につながれて街中を引きずり回さ

れても、エピクテトスのように哲学者の静かな魂を保っ

ているかもしれない。人はこの世のあらゆる賞品を手に

し、見かけ上は個人的な運命の絶対的な支配者になって

いても、平安や確実性を知らない。自分が触れる思考の

あらゆる潮流によって彼自身の中で揺さぶられるから

だ。そして、これらの変化する潮の流れは、単に水の上

の流木のように身体的にあちこちに人を流しているので

はない。それらの流れは彼の魂の入り口に入り込み、そ

の魂を洗い流し、その魂を盲目にし、うつろにし、すべ

ての不変な知性を無にし、束の間の印象がそれに影響を

与えるようにする。

　私の意味をより分かりやすくするために、例話を使っ

てみよう。作家が文章を書いているとき、画家がキャン

バスに向かっているとき、作曲家が喜びに満ちた想像力

の中でメロディーに耳を傾けているとき、これらの労働

者の誰かが、毎日の時間を広い窓辺で賑やかな通りを眺

めながら過ごしているとしよう。生き生きとした生命の

力は、視覚も聴覚も鈍くし、街の大往来は、通り過ぎる

ページェントのように過ぎ去っていく。しかし、心が空っ

ぽで一日が無目的の人は、同じ窓辺に座って、通行人に

注意を払い、自分を喜ばせたり関心を持ったりする機会

のある顔を覚えている。それは心と永遠の真理との関係

と同じである。もしそれが、もはやその変動や部分的な

知識、信頼できない情報を魂に伝えないならば、最初の

規則を学んだときにすでに発見されている平和の内なる

場所では、実際の知識の光が炎の中にぱっと燃え上がる。

そして、耳は聞き始める。最初は非常にかすかに、ほの

かに。そして実に、これらの最初の兆候は、本当の現実

の人生の幕開けのための非常にかすかで優しいものであ

り、その幕開けは時々、単なる空想、単なる想像として

押しのけられてしまう。

　しかし、これらが単なる想像以上のものになる前に、

無の深淵は別の形で直面しなければならない。すべての

一過性の音に耳を閉ざすことによってのみ得られる完全

な沈黙は、形のない空間の空虚さよりももっと恐ろしい

恐怖として現れる。私たちが考える空白の唯一の心的な

概念は、思考の最小の要素に還元されたとき、黒い闇の

概念だと私は思う。これは、ほとんどの人にとって大き

な肉体的恐怖であり、永遠で不変の事実とみなされる場

合、心にはきっと何か他のものよりも絶滅するという考

えを意味するだろう。しかし、それはただ一つの感覚の

抹殺であり、声の音が来て、最も深い暗闇の中でも慰め

をもたらすかもしれない。弟子は、恐ろしい深淵である

この暗闇への自分の道を見つけた後、自分の魂の門を閉

じて、慰め手も敵もそこを入ることができないようにし

なければならない。そして、苦痛と喜びが同一の感覚に

すぎないという事実は、それまでそれを認識できなかっ

た人にも認識できるようになるのは、この第二の努力を

することである。沈黙の孤独に到達したとき、魂は休息

するための感覚を激しく、情熱的に切望する。休息のた

めのいくつかの感覚にとって、痛みを伴うものは快いも

のと同じくらい歓迎されるだろうからである。この意識

に到達したときに、それをつかみ、保持することによっ

て勇敢な人は、直ちに 「敏感さ」を破壊することができる。

耳がもはや快いものと痛みを伴うものを区別しないと

き、耳はもはや他人の声によって影響を受けることはな

い。それから、魂の扉を開くことは安全であり、可能で

ある。

　「視力」は最初の努力であり、知的努力によって部分

的に成し遂げられるため、最も簡単な努力である。通常

の生活の中でよく知られているように、知性は心を征服

することができる。したがって、この第一段階はまだ物

質の支配下にある。しかし、第二段階では、そのような

助けもないし、どんな物質的な救助もない。もちろん、

物質的な救助とは、脳や感情や人間魂の働きを指してい

る。耳に永遠の沈黙だけを聴かせることで、人間と呼ば

れる存在は、もはや人間ではない何かになる。他者によっ

て私たちにもたらされる千と一の影響を非常に表面的に

調査すると、これがそうであるに違いないことがわかる

だろう。弟子は成人としての義務をすべて果たすことに

なるが、それは彼自身の正しい感覚に基づいて行うので

あって、他者や他者の体の感覚に基づいて行うのではな

い。これは、盲目的な信条のどれかではなく、知識の信

条に従うことの明白な結果である。

　弟子に必要な純粋な沈黙を得るためには、心と感情、

脳とその知識主義を脇に置かなければならない。どちら

もメカニズムに過ぎず、人間の寿命とともに滅びる。そ

れは超越した本質であり、動力源であり、人間を生かす

ものであり、今、それ自身を奮い立たせ、行動すること

を余儀なくされているのである。今が最大の危機の時で

ある。最初の試しでは、人は恐怖で気が狂いそうになる。

この最初の試しをブルワー・リットンは書いた。続いて

第二の試しを書いた小説家はいないが、詩人の中にそれ

を書いた人もいる。その巧妙さと大きな危険性は、人の

強さの尺度が、それを超えたり対処したりする可能性の

尺度であるという事実にある。彼が自分自身のその慣れ

ない部分、最高の本質を、目覚めさせるのに十分な力を

持っている場合は、その後、彼は黄金の門の掛け金を持

ち上げるために力を持っており、彼は真の錬金術師であ

り、生命のエリクサー（不老不死の霊薬）を所有している。

　オカルティストが他のすべての人間から分離され、自

分自身の人生に入ることは、この時点での経験である。

それはこの世を支配する天才への単なる従順ではなく、

高級自我の達成への道である。この高級自我の力へと自

分自身を高めることは、実際には人生の高貴な力とその

人とを結び付け、それらの力とその人を一つにする。彼

らはこの地上の力やこの宇宙の法則を超えて立っている

からである。ここに、人間が大いなる努力を成功させる

ための唯一の希望がある。それは、自分の現在の立場か

ら次の立場へとすぐに飛躍し、自分が属する大いなる自

然の知的な力の本質的な一部であったように、すぐに神

聖な力の本質的な一部となることである。このような矛

盾が理解できるならば、彼は常に自分よりも先に立って

いる。この立場を堅持し、自分の生来の進歩の力と全人

類の進歩の力を信じている者こそが、兄たちであり開拓

者である。一人ひとりが自分の力で、助けを借りずに大

いなる飛躍を達成しなければならないが、他の人がその

道を歩んできたことを知ることは、頼りになるものであ

る。深淵で道に迷ってしまった可能性もあるが、それが

何であろう、深淵に入る勇気を持っていたのだ。彼らが

深淵で道に迷った可能性があると私が言うのは、この事

実のために、通過した人は、他の全く新しい状態に達す

るまでそれとわからないということである。その状態が

現在どのようなものであるかという主題に入る必要はな

い。

　私がこれを言うのは、人間が沈黙に入っていく初期の

状態では、友人や恋人、身近で親しい人たちの知識を失

い、また、師匠や先人たちの姿を見失ってしまうという

ことである。私がこれを説明するのは、苦い文句を言わ

ずに通過する人が少ないからである。沈黙が完全でなけ

ればならないことを事前に心が把握することはできた

が、確かにこの苦情が道の邪魔になる必要はない。君の

師、または先輩が君の手を握って、人間の心ができる最

大限の共感を与えてくれるかもしれない。しかし、沈黙

と暗闇が来るとき、君は彼のすべての知識を失う。君は

独りになり、彼は君を助けることができない。彼の力が

なくなったからではなく、君が君の大いなる敵を呼び出

したからである。

　君の大いなる敵とは、君自身のことである。暗闇と沈

黙の中で自分の魂と向き合う力を持つならば、感覚だけ

に宿る肉体的な自我や動物的な自我を克服したことにな

る。

　この言明は複雑なものに見えるかもしれないが、実際

には非常に単純なことである。人間は自分の成就に達し、

文明は最高潮に達したとき、二つの火の間に立っている。

彼が自分の偉大な継承権を主張することができれば、足

手まといとなるただの動物的な生活は、何の問題もなく

彼から離れていくだろう。しかし、彼はそうしないので、

人間の種族は花を咲かせ、その後しおれ、死に、地表か

ら朽ちていくのである……どんなに立派な花が咲いてい

たとしても。そして、この偉大な努力をするのは個人に

委ねられているのである。彼の大いなる性質におびえる

ことを拒否することも、彼のより小さいまたはより物質

的な自己によって引き戻されることを拒否することも。

これを達成した個人の自我は皆、人類の贖罪者である。

彼は自分の行いを紋章にしないかもしれない。彼は秘密

と沈黙の中に住むかもしれない。しかし彼が人間と彼の

神聖な部分との間に、そして既知のものと未知のものと

の間に、そして市場の喧騒と雪をかぶったヒマラヤの静

けさとの間に、つながりを形成していることは事実であ

る。彼はこのつながりを形成するために人間（複数）の

間を移動する必要はない。アストラルでは彼はそのつな

がりであり、この事実は彼を残りの人類とは別の段階の

存在にしている。知識への道を歩み始めたばかりの頃で

さえ、第二段階を踏んだばかりの時、彼は自分の足元が

より確かなものであることを知り、自分が全体の一部と

して認識されていることを意識するようになる。

　これは、小説家にエネルギー源を供給することができ

るほど絶えず発生する人生の矛盾の一つである。オカル

ティストは自分が選んだ人生を生きようと努力するにつ

れて、矛盾がはるかに顕著になることに気づく。自分自

身の中に退き、独立独行になるにつれて、彼は自分自身

がより明確に、はっきりした思考と感情の大きな潮流の

一部になっていることに気づく。彼が最初の教訓を学び、

心の飢えを克服し、他人の愛に頼って生きることを拒否

したとき、彼は自分自身がもっと愛を鼓舞することがで

きるようになることに気付く。彼が人生を捨ててしまう

と、それは新しい形と新しい意味で彼の元にやって来る。

人間にとって、世界は常に多くの矛盾がある場所だった。

弟子になったとき、彼は人生が一連のパラドックスとし

て描写可能であることに気づく。これは自然界の事実で

あり、その理由は十分に理解できる。人間の魂は「離れ

た星のようにある」のであり、私たちの中で最も堕落し

た者でさえもそうである。その人の意識は振動的で官能

的な生命の法則の下にあるのである。このことだけで、

小説家の題材となる人物像の複雑さをもたらすには十分

である。すべての人は、友人にも敵にも、そして自分自

身にとっても謎である。 その人の動機は見いだし得ない

ことが多く、それを探ったり、なぜ彼があれやこれやを

するのかを知ることもできない。弟子の努力は、自分の

力と神性が眠っているこの自分自身の星の部分で意識を

覚醒させることである。この意識が覚醒すると、その人

自身の矛盾がこれまで以上に顕著になり、その人が生き

ている逆説も同様に顕著になる。なぜなら、人間は当然、

自分自身の人生を創造するからであり、「冒険は冒険家

のためにある」というのは、実際の現実から導き出され

た、人間の経験の全領域をカバーする賢明な格言の一つ

だからである。

　人間の神聖な部分への圧力は、動物の部分にも作用す

る。沈黙した魂が目覚めると、それは人間の平凡な生活

をより目的あるものにし、より生き生きとしたものにし、

より現実的なものにし、より責任あるものにする。すで

に述べた2つの例をまた使うと、自分の城塞に引きこもっ

たオカルティストは、自分の力を見つけた。すぐに彼は

彼に対する義務の要求に気づく。彼は自分自身の力を得

るのではなく、自分が全体の一部であるからこそ力を得

ることができるのである。そして、彼が生命の振動から

安全になり、揺るぎない状態に立つことができるとすぐ

に、外的世界は彼に、来てそこで働くように求める。心

もそうである。心がもはや受け取ることを望まないとき、

それは豊富に与えることを求められている。

　『道の光』はパラドックスの本と呼ばれ、それは非常

に正しい。この本が弟子の実際の個人的な経験を扱って

いるとき、他に何があり得ようか？

　視覚と聴覚のアストラル感覚を獲得すること、言い換

えれば、知覚を獲得し、魂の扉を開くことは、厖大な仕

事であり、多くの連続した転生を捧げることを必要とす

るかもしれない。しかし、意志がその強さに達した時に

は、すべての奇跡は一秒の時間の中で行われるかもしれ

ない。その時、弟子はもはや時の下僕ではなくなる。

　これら二つの最初のステップは否定的なものである。

つまり、それらは別のものに向かって進むのではなく、

物事の現在の状態から退く。 次の二つは能動的なもので、

別の状態への前進を暗示している。



Ⅱ 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。

　『道の光』の最初の四つの規則は間違いなく、その文

は好奇心をそそるものであるように見えるかもしれない

が、一つだけを除いては、この本全体の中で最も重要な

ものである。なぜそれらが重要なのかというと、それら

には生きた法則、アストラル人間の創造的な本質が含ま

れているからである。そして、それらに従う規則が生き

た意味を持っているのはアストラル（または自ずと照ら

すもの）の意識においてのみである。一度アストラル感

覚の使用に到達すると、当然のことながら、それらを使

用し始めることになる。そして、その後の規則は、それ

らのアストラル感覚の使用のためのガイダンスに過ぎな

い。私がこのように話すとき、当然のことながら、最初

の 4 つの規則は、ページ上に印刷された文字でそれらを

読む人にとって重要であり、関心を持つものであること

を意味している。それらが人の心と人生に刻まれたとき、

他の規則は、紛れもなく、単に面白いとか、特別な形而

上学的な記述ではなく、人生の実際の事実であり、把握

し、経験しなければならないものとなる。

　4 つの規則は、生きた同胞団の実際のロッジの大きな

部屋に書かれている。ファウストのように悪魔に魂を売

ろうとしていようと、ハムレットのように戦いの中で最

悪の状態に陥ろうとしていようと、あるいは境界を通過

しようとしていようと、いずれにしてもこの言葉はその

人のためのものである。人間は美徳と悪徳のどちらかを

選択することができるが、人間になるまではできない。

赤ん坊や野生動物はそのように選ぶことができない。こ

のように、弟子にとって、選ぶべき道を見さえする前に、

彼は最初に弟子にならねばならない。弟子として自分自

身を創造するこの努力、生まれ変わることは、彼が自分

自身のために、どんな先生もなしで行わなければならな

い。4 つの規則を学ぶまで、どんな先生も彼にとって何

の役にも立たない。そしてそれがマスター（大師）たち

がそう呼ばれる理由である。権力であろうと、愛であろ

うと、または闇であろうと、それに精通したどんな真の

マスターも、この 4 つの規則を通過するまで、人に影響

を与えることはできない。

　私が言ったように、涙は生命の水分と言っても過言で

はない。魂は人間性の感情を脇に置いて、その目が超人

間の世界に開くことができる前に、不幸にも揺るがない

バランスを確保しなければならない。マスター（大師）

の声は常に世界にある。しかし、それを聞くことができ

るのは、個人の生活に影響を与える音を耳が受け付けな

くなった者だけである。笑いはもはや心を明るくするこ

とはできず、怒りはもはや心を激怒させることはできず、

優しい言葉はもう心に癒しをもたらすことはできない。

耳が外への入り口となっている内なるものは、誰にも邪

魔されることのない、それ自体が揺るぎない平和の場所

であるからだ。

　目が魂の窓であるように、耳はその入り口やドアであ

る。それらを通して、世界の混乱の知識が得られるので

ある。人生を征服した偉大な人たち、弟子以上の存在に

なった人たちは、人類の振動と万華鏡のような動きの中

で、平安と乱れのない状態で立っている。彼らは自分自

身の中に確実な知識と完全な平安を保持しているので、

周囲の人々の変化する声によって耳に入ってくる部分的

で誤った情報の断片によって感情が激発したり、興奮し

たりすることはない。私が知識について話すとき、直感

的な知識を意味している。この特定の情報は、懸命な努

力や実験によって取得することはできない。そうした方
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法は物質にしか適用できず、物質はそれ自体が完全に不

確実なものであり、絶えず変化の影響を受けているから

である。科学者が理解しているように、自然の生命と肉

体生命の最も絶対的で普遍的な法則は、この宇宙の生命

が消滅したときに消え去り、その魂（本質）だけが静寂

の中に残される。では、勤勉と観察によって得られたそ

の法則の知識の価値はどうなるのだろうか？ 私が言った

ことによって、 私が獲得した知識や科学者の仕事を見く

びったり、軽蔑したりしようとしていると読者や批評家

が想像しないことを祈る。それどころか、私は、科学者

こそが近代思想の先駆者であると考えている。詩人や彫

刻家が神聖な光を見て、それを自分たちの偉大な言葉で

表現した文学や芸術の時代は、フェイディアス風以前の

彫刻家やホメロス風以前の詩人とともに、遠い過去に埋

もれてしまったのである。思考と美の世界を支配するの

はもはや神秘ではなく、人間の生命が支配する力であっ

て、それを超えた先にあるものではない。しかし科学者

たちは、自分たちの意志というよりも、純然たる状況の

力によって、解釈可能なものと解釈不可能なものを分け

る遠くまで延びた線に向かって、進歩している。すべて

の新しい発見は、彼らを一歩前進させている。したがっ

て、私は仕事と実験によって得られた知識を非常に高く

評価している。

　しかし、直観的な知識は全く別のものである。それは

どのような方法でも得られないが、いわば、魂の能力で

ある。その魂とは、欲望または嗜好または悪行の記憶が

人間の近くにそれを保持するとき、死後に幽霊になる動

物の魂ではなく、個別化された存在のすべての外的な形

態を活気づける神聖な魂である。

　これはもちろん、その魂に内在する能力で、本来備わっ

ているものである。弟子になる人は、熱烈で断固とした

不屈の意志の努力によって、この能力を意識するように

自分自身を駆り立てなければならない。私は特別な理由

で不屈という言葉を使っている。この能力を呼び覚ます

ことができるのは、御しえない者、支配されない者、人

間と事実と自分自身の神性を除いた全てのものを支配す

る主に頼らなければならないことを知っている者だけで

ある。「信仰があればすべてのことが可能である」。懐疑

的な人々は信仰を笑い、自分の心の中に信仰がないこと

を誇りにする。本当は、信仰は偉大な動力源であり、巨

大な力であり、実際にはすべてのことを成し遂げること

ができるのである。それは人間の神聖な部分とそれより

も小さい自己との間の盟約、または誓約であるからだ。

　直観的な知識を得るためには、この動力源の使用は非

常に必要である。人がそのような知識が自分自身の中に

存在すると信じない限り、どのようにしてそれを主張し、

使用することができるというのか？

　それがなければ、彼はどんな流木や海の大潮の残骸よ

りも無力である。人は確かにあちこちに放り込まれてい

るが、運が良ければそうなるかもしれない。しかし、そ

のような冒険は純粋に外面的なものであり、それほど重

要ではない。奴隷が鎖につながれて街中を引きずり回さ

れても、エピクテトスのように哲学者の静かな魂を保っ

ているかもしれない。人はこの世のあらゆる賞品を手に

し、見かけ上は個人的な運命の絶対的な支配者になって

いても、平安や確実性を知らない。自分が触れる思考の

あらゆる潮流によって彼自身の中で揺さぶられるから

だ。そして、これらの変化する潮の流れは、単に水の上

の流木のように身体的にあちこちに人を流しているので

はない。それらの流れは彼の魂の入り口に入り込み、そ

の魂を洗い流し、その魂を盲目にし、うつろにし、すべ

ての不変な知性を無にし、束の間の印象がそれに影響を

与えるようにする。

　私の意味をより分かりやすくするために、例話を使っ

てみよう。作家が文章を書いているとき、画家がキャン

バスに向かっているとき、作曲家が喜びに満ちた想像力

の中でメロディーに耳を傾けているとき、これらの労働

者の誰かが、毎日の時間を広い窓辺で賑やかな通りを眺

めながら過ごしているとしよう。生き生きとした生命の

力は、視覚も聴覚も鈍くし、街の大往来は、通り過ぎる

ページェントのように過ぎ去っていく。しかし、心が空っ

ぽで一日が無目的の人は、同じ窓辺に座って、通行人に

注意を払い、自分を喜ばせたり関心を持ったりする機会

のある顔を覚えている。それは心と永遠の真理との関係

と同じである。もしそれが、もはやその変動や部分的な

知識、信頼できない情報を魂に伝えないならば、最初の

規則を学んだときにすでに発見されている平和の内なる

場所では、実際の知識の光が炎の中にぱっと燃え上がる。

そして、耳は聞き始める。最初は非常にかすかに、ほの

かに。そして実に、これらの最初の兆候は、本当の現実

の人生の幕開けのための非常にかすかで優しいものであ

り、その幕開けは時々、単なる空想、単なる想像として

押しのけられてしまう。

　しかし、これらが単なる想像以上のものになる前に、

無の深淵は別の形で直面しなければならない。すべての

一過性の音に耳を閉ざすことによってのみ得られる完全

な沈黙は、形のない空間の空虚さよりももっと恐ろしい

恐怖として現れる。私たちが考える空白の唯一の心的な

概念は、思考の最小の要素に還元されたとき、黒い闇の

概念だと私は思う。これは、ほとんどの人にとって大き

な肉体的恐怖であり、永遠で不変の事実とみなされる場

合、心にはきっと何か他のものよりも絶滅するという考

えを意味するだろう。しかし、それはただ一つの感覚の

抹殺であり、声の音が来て、最も深い暗闇の中でも慰め

をもたらすかもしれない。弟子は、恐ろしい深淵である

この暗闇への自分の道を見つけた後、自分の魂の門を閉

じて、慰め手も敵もそこを入ることができないようにし

なければならない。そして、苦痛と喜びが同一の感覚に

すぎないという事実は、それまでそれを認識できなかっ

た人にも認識できるようになるのは、この第二の努力を

することである。沈黙の孤独に到達したとき、魂は休息

するための感覚を激しく、情熱的に切望する。休息のた

めのいくつかの感覚にとって、痛みを伴うものは快いも

のと同じくらい歓迎されるだろうからである。この意識

に到達したときに、それをつかみ、保持することによっ

て勇敢な人は、直ちに 「敏感さ」を破壊することができる。

耳がもはや快いものと痛みを伴うものを区別しないと

き、耳はもはや他人の声によって影響を受けることはな

い。それから、魂の扉を開くことは安全であり、可能で

ある。

　「視力」は最初の努力であり、知的努力によって部分

的に成し遂げられるため、最も簡単な努力である。通常

の生活の中でよく知られているように、知性は心を征服

することができる。したがって、この第一段階はまだ物

質の支配下にある。しかし、第二段階では、そのような

助けもないし、どんな物質的な救助もない。もちろん、

物質的な救助とは、脳や感情や人間魂の働きを指してい

る。耳に永遠の沈黙だけを聴かせることで、人間と呼ば

れる存在は、もはや人間ではない何かになる。他者によっ

て私たちにもたらされる千と一の影響を非常に表面的に

調査すると、これがそうであるに違いないことがわかる

だろう。弟子は成人としての義務をすべて果たすことに

なるが、それは彼自身の正しい感覚に基づいて行うので

あって、他者や他者の体の感覚に基づいて行うのではな

い。これは、盲目的な信条のどれかではなく、知識の信

条に従うことの明白な結果である。

　弟子に必要な純粋な沈黙を得るためには、心と感情、

脳とその知識主義を脇に置かなければならない。どちら

もメカニズムに過ぎず、人間の寿命とともに滅びる。そ

れは超越した本質であり、動力源であり、人間を生かす

ものであり、今、それ自身を奮い立たせ、行動すること

を余儀なくされているのである。今が最大の危機の時で

ある。最初の試しでは、人は恐怖で気が狂いそうになる。

この最初の試しをブルワー・リットンは書いた。続いて

第二の試しを書いた小説家はいないが、詩人の中にそれ

を書いた人もいる。その巧妙さと大きな危険性は、人の

強さの尺度が、それを超えたり対処したりする可能性の

尺度であるという事実にある。彼が自分自身のその慣れ

ない部分、最高の本質を、目覚めさせるのに十分な力を

持っている場合は、その後、彼は黄金の門の掛け金を持

ち上げるために力を持っており、彼は真の錬金術師であ

り、生命のエリクサー（不老不死の霊薬）を所有している。

　オカルティストが他のすべての人間から分離され、自

分自身の人生に入ることは、この時点での経験である。

それはこの世を支配する天才への単なる従順ではなく、

高級自我の達成への道である。この高級自我の力へと自

分自身を高めることは、実際には人生の高貴な力とその

人とを結び付け、それらの力とその人を一つにする。彼

らはこの地上の力やこの宇宙の法則を超えて立っている

からである。ここに、人間が大いなる努力を成功させる

ための唯一の希望がある。それは、自分の現在の立場か

ら次の立場へとすぐに飛躍し、自分が属する大いなる自

然の知的な力の本質的な一部であったように、すぐに神

聖な力の本質的な一部となることである。このような矛

盾が理解できるならば、彼は常に自分よりも先に立って

いる。この立場を堅持し、自分の生来の進歩の力と全人

類の進歩の力を信じている者こそが、兄たちであり開拓

者である。一人ひとりが自分の力で、助けを借りずに大

いなる飛躍を達成しなければならないが、他の人がその

道を歩んできたことを知ることは、頼りになるものであ

る。深淵で道に迷ってしまった可能性もあるが、それが

何であろう、深淵に入る勇気を持っていたのだ。彼らが

深淵で道に迷った可能性があると私が言うのは、この事

実のために、通過した人は、他の全く新しい状態に達す

るまでそれとわからないということである。その状態が

現在どのようなものであるかという主題に入る必要はな

い。

　私がこれを言うのは、人間が沈黙に入っていく初期の

状態では、友人や恋人、身近で親しい人たちの知識を失

い、また、師匠や先人たちの姿を見失ってしまうという

ことである。私がこれを説明するのは、苦い文句を言わ

ずに通過する人が少ないからである。沈黙が完全でなけ

ればならないことを事前に心が把握することはできた

が、確かにこの苦情が道の邪魔になる必要はない。君の

師、または先輩が君の手を握って、人間の心ができる最

大限の共感を与えてくれるかもしれない。しかし、沈黙

と暗闇が来るとき、君は彼のすべての知識を失う。君は

独りになり、彼は君を助けることができない。彼の力が

なくなったからではなく、君が君の大いなる敵を呼び出

したからである。

　君の大いなる敵とは、君自身のことである。暗闇と沈

黙の中で自分の魂と向き合う力を持つならば、感覚だけ

に宿る肉体的な自我や動物的な自我を克服したことにな

る。

　この言明は複雑なものに見えるかもしれないが、実際

には非常に単純なことである。人間は自分の成就に達し、

文明は最高潮に達したとき、二つの火の間に立っている。

彼が自分の偉大な継承権を主張することができれば、足

手まといとなるただの動物的な生活は、何の問題もなく

彼から離れていくだろう。しかし、彼はそうしないので、

人間の種族は花を咲かせ、その後しおれ、死に、地表か

ら朽ちていくのである……どんなに立派な花が咲いてい

たとしても。そして、この偉大な努力をするのは個人に

委ねられているのである。彼の大いなる性質におびえる

ことを拒否することも、彼のより小さいまたはより物質

的な自己によって引き戻されることを拒否することも。

これを達成した個人の自我は皆、人類の贖罪者である。

彼は自分の行いを紋章にしないかもしれない。彼は秘密

と沈黙の中に住むかもしれない。しかし彼が人間と彼の

神聖な部分との間に、そして既知のものと未知のものと

の間に、そして市場の喧騒と雪をかぶったヒマラヤの静

けさとの間に、つながりを形成していることは事実であ

る。彼はこのつながりを形成するために人間（複数）の

間を移動する必要はない。アストラルでは彼はそのつな

がりであり、この事実は彼を残りの人類とは別の段階の

存在にしている。知識への道を歩み始めたばかりの頃で

さえ、第二段階を踏んだばかりの時、彼は自分の足元が

より確かなものであることを知り、自分が全体の一部と

して認識されていることを意識するようになる。

　これは、小説家にエネルギー源を供給することができ

るほど絶えず発生する人生の矛盾の一つである。オカル

ティストは自分が選んだ人生を生きようと努力するにつ

れて、矛盾がはるかに顕著になることに気づく。自分自

身の中に退き、独立独行になるにつれて、彼は自分自身

がより明確に、はっきりした思考と感情の大きな潮流の

一部になっていることに気づく。彼が最初の教訓を学び、

心の飢えを克服し、他人の愛に頼って生きることを拒否

したとき、彼は自分自身がもっと愛を鼓舞することがで

きるようになることに気付く。彼が人生を捨ててしまう

と、それは新しい形と新しい意味で彼の元にやって来る。

人間にとって、世界は常に多くの矛盾がある場所だった。

弟子になったとき、彼は人生が一連のパラドックスとし

て描写可能であることに気づく。これは自然界の事実で

あり、その理由は十分に理解できる。人間の魂は「離れ

た星のようにある」のであり、私たちの中で最も堕落し

た者でさえもそうである。その人の意識は振動的で官能

的な生命の法則の下にあるのである。このことだけで、

小説家の題材となる人物像の複雑さをもたらすには十分

である。すべての人は、友人にも敵にも、そして自分自

身にとっても謎である。 その人の動機は見いだし得ない

ことが多く、それを探ったり、なぜ彼があれやこれやを

するのかを知ることもできない。弟子の努力は、自分の

力と神性が眠っているこの自分自身の星の部分で意識を

覚醒させることである。この意識が覚醒すると、その人

自身の矛盾がこれまで以上に顕著になり、その人が生き

ている逆説も同様に顕著になる。なぜなら、人間は当然、

自分自身の人生を創造するからであり、「冒険は冒険家

のためにある」というのは、実際の現実から導き出され

た、人間の経験の全領域をカバーする賢明な格言の一つ

だからである。

　人間の神聖な部分への圧力は、動物の部分にも作用す

る。沈黙した魂が目覚めると、それは人間の平凡な生活

をより目的あるものにし、より生き生きとしたものにし、

より現実的なものにし、より責任あるものにする。すで

に述べた2つの例をまた使うと、自分の城塞に引きこもっ

たオカルティストは、自分の力を見つけた。すぐに彼は

彼に対する義務の要求に気づく。彼は自分自身の力を得

るのではなく、自分が全体の一部であるからこそ力を得

ることができるのである。そして、彼が生命の振動から

安全になり、揺るぎない状態に立つことができるとすぐ

に、外的世界は彼に、来てそこで働くように求める。心

もそうである。心がもはや受け取ることを望まないとき、

それは豊富に与えることを求められている。

　『道の光』はパラドックスの本と呼ばれ、それは非常

に正しい。この本が弟子の実際の個人的な経験を扱って

いるとき、他に何があり得ようか？

　視覚と聴覚のアストラル感覚を獲得すること、言い換

えれば、知覚を獲得し、魂の扉を開くことは、厖大な仕

事であり、多くの連続した転生を捧げることを必要とす

るかもしれない。しかし、意志がその強さに達した時に

は、すべての奇跡は一秒の時間の中で行われるかもしれ

ない。その時、弟子はもはや時の下僕ではなくなる。

　これら二つの最初のステップは否定的なものである。

つまり、それらは別のものに向かって進むのではなく、

物事の現在の状態から退く。 次の二つは能動的なもので、

別の状態への前進を暗示している。



Ⅱ 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。

　『道の光』の最初の四つの規則は間違いなく、その文

は好奇心をそそるものであるように見えるかもしれない

が、一つだけを除いては、この本全体の中で最も重要な

ものである。なぜそれらが重要なのかというと、それら

には生きた法則、アストラル人間の創造的な本質が含ま

れているからである。そして、それらに従う規則が生き

た意味を持っているのはアストラル（または自ずと照ら

すもの）の意識においてのみである。一度アストラル感

覚の使用に到達すると、当然のことながら、それらを使

用し始めることになる。そして、その後の規則は、それ

らのアストラル感覚の使用のためのガイダンスに過ぎな

い。私がこのように話すとき、当然のことながら、最初

の 4 つの規則は、ページ上に印刷された文字でそれらを

読む人にとって重要であり、関心を持つものであること

を意味している。それらが人の心と人生に刻まれたとき、

他の規則は、紛れもなく、単に面白いとか、特別な形而

上学的な記述ではなく、人生の実際の事実であり、把握

し、経験しなければならないものとなる。

　4 つの規則は、生きた同胞団の実際のロッジの大きな

部屋に書かれている。ファウストのように悪魔に魂を売

ろうとしていようと、ハムレットのように戦いの中で最

悪の状態に陥ろうとしていようと、あるいは境界を通過

しようとしていようと、いずれにしてもこの言葉はその

人のためのものである。人間は美徳と悪徳のどちらかを

選択することができるが、人間になるまではできない。

赤ん坊や野生動物はそのように選ぶことができない。こ

のように、弟子にとって、選ぶべき道を見さえする前に、

彼は最初に弟子にならねばならない。弟子として自分自

身を創造するこの努力、生まれ変わることは、彼が自分

自身のために、どんな先生もなしで行わなければならな

い。4 つの規則を学ぶまで、どんな先生も彼にとって何

の役にも立たない。そしてそれがマスター（大師）たち

がそう呼ばれる理由である。権力であろうと、愛であろ

うと、または闇であろうと、それに精通したどんな真の

マスターも、この 4 つの規則を通過するまで、人に影響

を与えることはできない。

　私が言ったように、涙は生命の水分と言っても過言で

はない。魂は人間性の感情を脇に置いて、その目が超人

間の世界に開くことができる前に、不幸にも揺るがない

バランスを確保しなければならない。マスター（大師）

の声は常に世界にある。しかし、それを聞くことができ

るのは、個人の生活に影響を与える音を耳が受け付けな

くなった者だけである。笑いはもはや心を明るくするこ

とはできず、怒りはもはや心を激怒させることはできず、

優しい言葉はもう心に癒しをもたらすことはできない。

耳が外への入り口となっている内なるものは、誰にも邪

魔されることのない、それ自体が揺るぎない平和の場所

であるからだ。

　目が魂の窓であるように、耳はその入り口やドアであ

る。それらを通して、世界の混乱の知識が得られるので

ある。人生を征服した偉大な人たち、弟子以上の存在に

なった人たちは、人類の振動と万華鏡のような動きの中

で、平安と乱れのない状態で立っている。彼らは自分自

身の中に確実な知識と完全な平安を保持しているので、

周囲の人々の変化する声によって耳に入ってくる部分的

で誤った情報の断片によって感情が激発したり、興奮し

たりすることはない。私が知識について話すとき、直感

的な知識を意味している。この特定の情報は、懸命な努

力や実験によって取得することはできない。そうした方
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法は物質にしか適用できず、物質はそれ自体が完全に不

確実なものであり、絶えず変化の影響を受けているから

である。科学者が理解しているように、自然の生命と肉

体生命の最も絶対的で普遍的な法則は、この宇宙の生命

が消滅したときに消え去り、その魂（本質）だけが静寂

の中に残される。では、勤勉と観察によって得られたそ

の法則の知識の価値はどうなるのだろうか？ 私が言った

ことによって、 私が獲得した知識や科学者の仕事を見く

びったり、軽蔑したりしようとしていると読者や批評家

が想像しないことを祈る。それどころか、私は、科学者

こそが近代思想の先駆者であると考えている。詩人や彫

刻家が神聖な光を見て、それを自分たちの偉大な言葉で

表現した文学や芸術の時代は、フェイディアス風以前の

彫刻家やホメロス風以前の詩人とともに、遠い過去に埋

もれてしまったのである。思考と美の世界を支配するの

はもはや神秘ではなく、人間の生命が支配する力であっ

て、それを超えた先にあるものではない。しかし科学者

たちは、自分たちの意志というよりも、純然たる状況の

力によって、解釈可能なものと解釈不可能なものを分け

る遠くまで延びた線に向かって、進歩している。すべて

の新しい発見は、彼らを一歩前進させている。したがっ

て、私は仕事と実験によって得られた知識を非常に高く

評価している。

　しかし、直観的な知識は全く別のものである。それは

どのような方法でも得られないが、いわば、魂の能力で

ある。その魂とは、欲望または嗜好または悪行の記憶が

人間の近くにそれを保持するとき、死後に幽霊になる動

物の魂ではなく、個別化された存在のすべての外的な形

態を活気づける神聖な魂である。

　これはもちろん、その魂に内在する能力で、本来備わっ

ているものである。弟子になる人は、熱烈で断固とした

不屈の意志の努力によって、この能力を意識するように

自分自身を駆り立てなければならない。私は特別な理由

で不屈という言葉を使っている。この能力を呼び覚ます

ことができるのは、御しえない者、支配されない者、人

間と事実と自分自身の神性を除いた全てのものを支配す

る主に頼らなければならないことを知っている者だけで

ある。「信仰があればすべてのことが可能である」。懐疑

的な人々は信仰を笑い、自分の心の中に信仰がないこと

を誇りにする。本当は、信仰は偉大な動力源であり、巨

大な力であり、実際にはすべてのことを成し遂げること

ができるのである。それは人間の神聖な部分とそれより

も小さい自己との間の盟約、または誓約であるからだ。

　直観的な知識を得るためには、この動力源の使用は非

常に必要である。人がそのような知識が自分自身の中に

存在すると信じない限り、どのようにしてそれを主張し、

使用することができるというのか？

　それがなければ、彼はどんな流木や海の大潮の残骸よ

りも無力である。人は確かにあちこちに放り込まれてい

るが、運が良ければそうなるかもしれない。しかし、そ

のような冒険は純粋に外面的なものであり、それほど重

要ではない。奴隷が鎖につながれて街中を引きずり回さ

れても、エピクテトスのように哲学者の静かな魂を保っ

ているかもしれない。人はこの世のあらゆる賞品を手に

し、見かけ上は個人的な運命の絶対的な支配者になって

いても、平安や確実性を知らない。自分が触れる思考の

あらゆる潮流によって彼自身の中で揺さぶられるから

だ。そして、これらの変化する潮の流れは、単に水の上

の流木のように身体的にあちこちに人を流しているので

はない。それらの流れは彼の魂の入り口に入り込み、そ

の魂を洗い流し、その魂を盲目にし、うつろにし、すべ

ての不変な知性を無にし、束の間の印象がそれに影響を

与えるようにする。

　私の意味をより分かりやすくするために、例話を使っ

てみよう。作家が文章を書いているとき、画家がキャン

バスに向かっているとき、作曲家が喜びに満ちた想像力

の中でメロディーに耳を傾けているとき、これらの労働

者の誰かが、毎日の時間を広い窓辺で賑やかな通りを眺

めながら過ごしているとしよう。生き生きとした生命の

力は、視覚も聴覚も鈍くし、街の大往来は、通り過ぎる

ページェントのように過ぎ去っていく。しかし、心が空っ

ぽで一日が無目的の人は、同じ窓辺に座って、通行人に

注意を払い、自分を喜ばせたり関心を持ったりする機会

のある顔を覚えている。それは心と永遠の真理との関係

と同じである。もしそれが、もはやその変動や部分的な

知識、信頼できない情報を魂に伝えないならば、最初の

規則を学んだときにすでに発見されている平和の内なる

場所では、実際の知識の光が炎の中にぱっと燃え上がる。

そして、耳は聞き始める。最初は非常にかすかに、ほの

かに。そして実に、これらの最初の兆候は、本当の現実

の人生の幕開けのための非常にかすかで優しいものであ

り、その幕開けは時々、単なる空想、単なる想像として

押しのけられてしまう。

　しかし、これらが単なる想像以上のものになる前に、

無の深淵は別の形で直面しなければならない。すべての

一過性の音に耳を閉ざすことによってのみ得られる完全

な沈黙は、形のない空間の空虚さよりももっと恐ろしい

恐怖として現れる。私たちが考える空白の唯一の心的な

概念は、思考の最小の要素に還元されたとき、黒い闇の

概念だと私は思う。これは、ほとんどの人にとって大き

な肉体的恐怖であり、永遠で不変の事実とみなされる場

合、心にはきっと何か他のものよりも絶滅するという考

えを意味するだろう。しかし、それはただ一つの感覚の

抹殺であり、声の音が来て、最も深い暗闇の中でも慰め

をもたらすかもしれない。弟子は、恐ろしい深淵である

この暗闇への自分の道を見つけた後、自分の魂の門を閉

じて、慰め手も敵もそこを入ることができないようにし

なければならない。そして、苦痛と喜びが同一の感覚に

すぎないという事実は、それまでそれを認識できなかっ

た人にも認識できるようになるのは、この第二の努力を

することである。沈黙の孤独に到達したとき、魂は休息

するための感覚を激しく、情熱的に切望する。休息のた

めのいくつかの感覚にとって、痛みを伴うものは快いも

のと同じくらい歓迎されるだろうからである。この意識

に到達したときに、それをつかみ、保持することによっ

て勇敢な人は、直ちに 「敏感さ」を破壊することができる。

耳がもはや快いものと痛みを伴うものを区別しないと

き、耳はもはや他人の声によって影響を受けることはな

い。それから、魂の扉を開くことは安全であり、可能で

ある。

　「視力」は最初の努力であり、知的努力によって部分

的に成し遂げられるため、最も簡単な努力である。通常

の生活の中でよく知られているように、知性は心を征服

することができる。したがって、この第一段階はまだ物

質の支配下にある。しかし、第二段階では、そのような

助けもないし、どんな物質的な救助もない。もちろん、

物質的な救助とは、脳や感情や人間魂の働きを指してい

る。耳に永遠の沈黙だけを聴かせることで、人間と呼ば

れる存在は、もはや人間ではない何かになる。他者によっ

て私たちにもたらされる千と一の影響を非常に表面的に

調査すると、これがそうであるに違いないことがわかる

だろう。弟子は成人としての義務をすべて果たすことに

なるが、それは彼自身の正しい感覚に基づいて行うので

あって、他者や他者の体の感覚に基づいて行うのではな

い。これは、盲目的な信条のどれかではなく、知識の信

条に従うことの明白な結果である。

　弟子に必要な純粋な沈黙を得るためには、心と感情、

脳とその知識主義を脇に置かなければならない。どちら

もメカニズムに過ぎず、人間の寿命とともに滅びる。そ

れは超越した本質であり、動力源であり、人間を生かす

ものであり、今、それ自身を奮い立たせ、行動すること

を余儀なくされているのである。今が最大の危機の時で

ある。最初の試しでは、人は恐怖で気が狂いそうになる。

この最初の試しをブルワー・リットンは書いた。続いて

第二の試しを書いた小説家はいないが、詩人の中にそれ

を書いた人もいる。その巧妙さと大きな危険性は、人の

強さの尺度が、それを超えたり対処したりする可能性の

尺度であるという事実にある。彼が自分自身のその慣れ

ない部分、最高の本質を、目覚めさせるのに十分な力を

持っている場合は、その後、彼は黄金の門の掛け金を持

ち上げるために力を持っており、彼は真の錬金術師であ

り、生命のエリクサー（不老不死の霊薬）を所有している。

　オカルティストが他のすべての人間から分離され、自

分自身の人生に入ることは、この時点での経験である。

それはこの世を支配する天才への単なる従順ではなく、

高級自我の達成への道である。この高級自我の力へと自

分自身を高めることは、実際には人生の高貴な力とその

人とを結び付け、それらの力とその人を一つにする。彼

らはこの地上の力やこの宇宙の法則を超えて立っている

からである。ここに、人間が大いなる努力を成功させる

ための唯一の希望がある。それは、自分の現在の立場か

ら次の立場へとすぐに飛躍し、自分が属する大いなる自

然の知的な力の本質的な一部であったように、すぐに神

聖な力の本質的な一部となることである。このような矛

盾が理解できるならば、彼は常に自分よりも先に立って

いる。この立場を堅持し、自分の生来の進歩の力と全人

類の進歩の力を信じている者こそが、兄たちであり開拓

者である。一人ひとりが自分の力で、助けを借りずに大

いなる飛躍を達成しなければならないが、他の人がその

道を歩んできたことを知ることは、頼りになるものであ

る。深淵で道に迷ってしまった可能性もあるが、それが

何であろう、深淵に入る勇気を持っていたのだ。彼らが

深淵で道に迷った可能性があると私が言うのは、この事

実のために、通過した人は、他の全く新しい状態に達す

るまでそれとわからないということである。その状態が

現在どのようなものであるかという主題に入る必要はな

い。

　私がこれを言うのは、人間が沈黙に入っていく初期の

状態では、友人や恋人、身近で親しい人たちの知識を失

い、また、師匠や先人たちの姿を見失ってしまうという

ことである。私がこれを説明するのは、苦い文句を言わ

ずに通過する人が少ないからである。沈黙が完全でなけ

ればならないことを事前に心が把握することはできた

が、確かにこの苦情が道の邪魔になる必要はない。君の

師、または先輩が君の手を握って、人間の心ができる最

大限の共感を与えてくれるかもしれない。しかし、沈黙

と暗闇が来るとき、君は彼のすべての知識を失う。君は

独りになり、彼は君を助けることができない。彼の力が

なくなったからではなく、君が君の大いなる敵を呼び出

したからである。

　君の大いなる敵とは、君自身のことである。暗闇と沈

黙の中で自分の魂と向き合う力を持つならば、感覚だけ

に宿る肉体的な自我や動物的な自我を克服したことにな

る。

　この言明は複雑なものに見えるかもしれないが、実際

には非常に単純なことである。人間は自分の成就に達し、

文明は最高潮に達したとき、二つの火の間に立っている。

彼が自分の偉大な継承権を主張することができれば、足

手まといとなるただの動物的な生活は、何の問題もなく

彼から離れていくだろう。しかし、彼はそうしないので、

人間の種族は花を咲かせ、その後しおれ、死に、地表か

ら朽ちていくのである……どんなに立派な花が咲いてい

たとしても。そして、この偉大な努力をするのは個人に

委ねられているのである。彼の大いなる性質におびえる

ことを拒否することも、彼のより小さいまたはより物質

的な自己によって引き戻されることを拒否することも。

これを達成した個人の自我は皆、人類の贖罪者である。

彼は自分の行いを紋章にしないかもしれない。彼は秘密

と沈黙の中に住むかもしれない。しかし彼が人間と彼の

神聖な部分との間に、そして既知のものと未知のものと

の間に、そして市場の喧騒と雪をかぶったヒマラヤの静

けさとの間に、つながりを形成していることは事実であ

る。彼はこのつながりを形成するために人間（複数）の

間を移動する必要はない。アストラルでは彼はそのつな

がりであり、この事実は彼を残りの人類とは別の段階の

存在にしている。知識への道を歩み始めたばかりの頃で

さえ、第二段階を踏んだばかりの時、彼は自分の足元が

より確かなものであることを知り、自分が全体の一部と

して認識されていることを意識するようになる。

　これは、小説家にエネルギー源を供給することができ

るほど絶えず発生する人生の矛盾の一つである。オカル

ティストは自分が選んだ人生を生きようと努力するにつ

れて、矛盾がはるかに顕著になることに気づく。自分自

身の中に退き、独立独行になるにつれて、彼は自分自身

がより明確に、はっきりした思考と感情の大きな潮流の

一部になっていることに気づく。彼が最初の教訓を学び、

心の飢えを克服し、他人の愛に頼って生きることを拒否

したとき、彼は自分自身がもっと愛を鼓舞することがで

きるようになることに気付く。彼が人生を捨ててしまう

と、それは新しい形と新しい意味で彼の元にやって来る。

人間にとって、世界は常に多くの矛盾がある場所だった。

弟子になったとき、彼は人生が一連のパラドックスとし

て描写可能であることに気づく。これは自然界の事実で

あり、その理由は十分に理解できる。人間の魂は「離れ

た星のようにある」のであり、私たちの中で最も堕落し

た者でさえもそうである。その人の意識は振動的で官能

的な生命の法則の下にあるのである。このことだけで、

小説家の題材となる人物像の複雑さをもたらすには十分

である。すべての人は、友人にも敵にも、そして自分自

身にとっても謎である。 その人の動機は見いだし得ない

ことが多く、それを探ったり、なぜ彼があれやこれやを

するのかを知ることもできない。弟子の努力は、自分の

力と神性が眠っているこの自分自身の星の部分で意識を

覚醒させることである。この意識が覚醒すると、その人

自身の矛盾がこれまで以上に顕著になり、その人が生き

ている逆説も同様に顕著になる。なぜなら、人間は当然、

自分自身の人生を創造するからであり、「冒険は冒険家

のためにある」というのは、実際の現実から導き出され

た、人間の経験の全領域をカバーする賢明な格言の一つ

だからである。

　人間の神聖な部分への圧力は、動物の部分にも作用す

る。沈黙した魂が目覚めると、それは人間の平凡な生活

をより目的あるものにし、より生き生きとしたものにし、

より現実的なものにし、より責任あるものにする。すで

に述べた2つの例をまた使うと、自分の城塞に引きこもっ

たオカルティストは、自分の力を見つけた。すぐに彼は

彼に対する義務の要求に気づく。彼は自分自身の力を得

るのではなく、自分が全体の一部であるからこそ力を得

ることができるのである。そして、彼が生命の振動から

安全になり、揺るぎない状態に立つことができるとすぐ

に、外的世界は彼に、来てそこで働くように求める。心

もそうである。心がもはや受け取ることを望まないとき、

それは豊富に与えることを求められている。

　『道の光』はパラドックスの本と呼ばれ、それは非常

に正しい。この本が弟子の実際の個人的な経験を扱って

いるとき、他に何があり得ようか？

　視覚と聴覚のアストラル感覚を獲得すること、言い換

えれば、知覚を獲得し、魂の扉を開くことは、厖大な仕

事であり、多くの連続した転生を捧げることを必要とす

るかもしれない。しかし、意志がその強さに達した時に

は、すべての奇跡は一秒の時間の中で行われるかもしれ

ない。その時、弟子はもはや時の下僕ではなくなる。

　これら二つの最初のステップは否定的なものである。

つまり、それらは別のものに向かって進むのではなく、

物事の現在の状態から退く。 次の二つは能動的なもので、

別の状態への前進を暗示している。



Ⅱ 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。

　『道の光』の最初の四つの規則は間違いなく、その文

は好奇心をそそるものであるように見えるかもしれない

が、一つだけを除いては、この本全体の中で最も重要な

ものである。なぜそれらが重要なのかというと、それら

には生きた法則、アストラル人間の創造的な本質が含ま

れているからである。そして、それらに従う規則が生き

た意味を持っているのはアストラル（または自ずと照ら

すもの）の意識においてのみである。一度アストラル感

覚の使用に到達すると、当然のことながら、それらを使

用し始めることになる。そして、その後の規則は、それ

らのアストラル感覚の使用のためのガイダンスに過ぎな

い。私がこのように話すとき、当然のことながら、最初

の 4 つの規則は、ページ上に印刷された文字でそれらを

読む人にとって重要であり、関心を持つものであること

を意味している。それらが人の心と人生に刻まれたとき、

他の規則は、紛れもなく、単に面白いとか、特別な形而

上学的な記述ではなく、人生の実際の事実であり、把握

し、経験しなければならないものとなる。

　4 つの規則は、生きた同胞団の実際のロッジの大きな

部屋に書かれている。ファウストのように悪魔に魂を売

ろうとしていようと、ハムレットのように戦いの中で最

悪の状態に陥ろうとしていようと、あるいは境界を通過

しようとしていようと、いずれにしてもこの言葉はその

人のためのものである。人間は美徳と悪徳のどちらかを

選択することができるが、人間になるまではできない。

赤ん坊や野生動物はそのように選ぶことができない。こ

のように、弟子にとって、選ぶべき道を見さえする前に、

彼は最初に弟子にならねばならない。弟子として自分自

身を創造するこの努力、生まれ変わることは、彼が自分

自身のために、どんな先生もなしで行わなければならな

い。4 つの規則を学ぶまで、どんな先生も彼にとって何

の役にも立たない。そしてそれがマスター（大師）たち

がそう呼ばれる理由である。権力であろうと、愛であろ

うと、または闇であろうと、それに精通したどんな真の

マスターも、この 4 つの規則を通過するまで、人に影響

を与えることはできない。

　私が言ったように、涙は生命の水分と言っても過言で

はない。魂は人間性の感情を脇に置いて、その目が超人

間の世界に開くことができる前に、不幸にも揺るがない

バランスを確保しなければならない。マスター（大師）

の声は常に世界にある。しかし、それを聞くことができ

るのは、個人の生活に影響を与える音を耳が受け付けな

くなった者だけである。笑いはもはや心を明るくするこ

とはできず、怒りはもはや心を激怒させることはできず、

優しい言葉はもう心に癒しをもたらすことはできない。

耳が外への入り口となっている内なるものは、誰にも邪

魔されることのない、それ自体が揺るぎない平和の場所

であるからだ。

　目が魂の窓であるように、耳はその入り口やドアであ

る。それらを通して、世界の混乱の知識が得られるので

ある。人生を征服した偉大な人たち、弟子以上の存在に

なった人たちは、人類の振動と万華鏡のような動きの中

で、平安と乱れのない状態で立っている。彼らは自分自

身の中に確実な知識と完全な平安を保持しているので、

周囲の人々の変化する声によって耳に入ってくる部分的

で誤った情報の断片によって感情が激発したり、興奮し

たりすることはない。私が知識について話すとき、直感

的な知識を意味している。この特定の情報は、懸命な努

力や実験によって取得することはできない。そうした方

法は物質にしか適用できず、物質はそれ自体が完全に不

確実なものであり、絶えず変化の影響を受けているから

である。科学者が理解しているように、自然の生命と肉

体生命の最も絶対的で普遍的な法則は、この宇宙の生命

が消滅したときに消え去り、その魂（本質）だけが静寂

の中に残される。では、勤勉と観察によって得られたそ

の法則の知識の価値はどうなるのだろうか？ 私が言った

ことによって、 私が獲得した知識や科学者の仕事を見く

びったり、軽蔑したりしようとしていると読者や批評家

が想像しないことを祈る。それどころか、私は、科学者

こそが近代思想の先駆者であると考えている。詩人や彫

刻家が神聖な光を見て、それを自分たちの偉大な言葉で

表現した文学や芸術の時代は、フェイディアス風以前の

彫刻家やホメロス風以前の詩人とともに、遠い過去に埋

もれてしまったのである。思考と美の世界を支配するの

はもはや神秘ではなく、人間の生命が支配する力であっ

て、それを超えた先にあるものではない。しかし科学者

たちは、自分たちの意志というよりも、純然たる状況の

力によって、解釈可能なものと解釈不可能なものを分け

る遠くまで延びた線に向かって、進歩している。すべて

の新しい発見は、彼らを一歩前進させている。したがっ

て、私は仕事と実験によって得られた知識を非常に高く

評価している。

　しかし、直観的な知識は全く別のものである。それは

どのような方法でも得られないが、いわば、魂の能力で

ある。その魂とは、欲望または嗜好または悪行の記憶が

人間の近くにそれを保持するとき、死後に幽霊になる動

物の魂ではなく、個別化された存在のすべての外的な形

態を活気づける神聖な魂である。

　これはもちろん、その魂に内在する能力で、本来備わっ

ているものである。弟子になる人は、熱烈で断固とした

不屈の意志の努力によって、この能力を意識するように

自分自身を駆り立てなければならない。私は特別な理由

で不屈という言葉を使っている。この能力を呼び覚ます

ことができるのは、御しえない者、支配されない者、人

間と事実と自分自身の神性を除いた全てのものを支配す

る主に頼らなければならないことを知っている者だけで

ある。「信仰があればすべてのことが可能である」。懐疑

的な人々は信仰を笑い、自分の心の中に信仰がないこと

を誇りにする。本当は、信仰は偉大な動力源であり、巨

大な力であり、実際にはすべてのことを成し遂げること

ができるのである。それは人間の神聖な部分とそれより

も小さい自己との間の盟約、または誓約であるからだ。

　直観的な知識を得るためには、この動力源の使用は非

常に必要である。人がそのような知識が自分自身の中に

存在すると信じない限り、どのようにしてそれを主張し、

使用することができるというのか？

　それがなければ、彼はどんな流木や海の大潮の残骸よ

りも無力である。人は確かにあちこちに放り込まれてい

るが、運が良ければそうなるかもしれない。しかし、そ

のような冒険は純粋に外面的なものであり、それほど重

要ではない。奴隷が鎖につながれて街中を引きずり回さ

れても、エピクテトスのように哲学者の静かな魂を保っ

ているかもしれない。人はこの世のあらゆる賞品を手に

し、見かけ上は個人的な運命の絶対的な支配者になって

いても、平安や確実性を知らない。自分が触れる思考の

あらゆる潮流によって彼自身の中で揺さぶられるから

だ。そして、これらの変化する潮の流れは、単に水の上

の流木のように身体的にあちこちに人を流しているので

はない。それらの流れは彼の魂の入り口に入り込み、そ

の魂を洗い流し、その魂を盲目にし、うつろにし、すべ

ての不変な知性を無にし、束の間の印象がそれに影響を

与えるようにする。

　私の意味をより分かりやすくするために、例話を使っ

てみよう。作家が文章を書いているとき、画家がキャン

バスに向かっているとき、作曲家が喜びに満ちた想像力

の中でメロディーに耳を傾けているとき、これらの労働

者の誰かが、毎日の時間を広い窓辺で賑やかな通りを眺

めながら過ごしているとしよう。生き生きとした生命の

力は、視覚も聴覚も鈍くし、街の大往来は、通り過ぎる

ページェントのように過ぎ去っていく。しかし、心が空っ

ぽで一日が無目的の人は、同じ窓辺に座って、通行人に

注意を払い、自分を喜ばせたり関心を持ったりする機会

のある顔を覚えている。それは心と永遠の真理との関係

と同じである。もしそれが、もはやその変動や部分的な

知識、信頼できない情報を魂に伝えないならば、最初の

規則を学んだときにすでに発見されている平和の内なる

場所では、実際の知識の光が炎の中にぱっと燃え上がる。

そして、耳は聞き始める。最初は非常にかすかに、ほの

かに。そして実に、これらの最初の兆候は、本当の現実

の人生の幕開けのための非常にかすかで優しいものであ

り、その幕開けは時々、単なる空想、単なる想像として

押しのけられてしまう。

　しかし、これらが単なる想像以上のものになる前に、

無の深淵は別の形で直面しなければならない。すべての

一過性の音に耳を閉ざすことによってのみ得られる完全

な沈黙は、形のない空間の空虚さよりももっと恐ろしい

恐怖として現れる。私たちが考える空白の唯一の心的な

概念は、思考の最小の要素に還元されたとき、黒い闇の

概念だと私は思う。これは、ほとんどの人にとって大き

な肉体的恐怖であり、永遠で不変の事実とみなされる場

合、心にはきっと何か他のものよりも絶滅するという考

えを意味するだろう。しかし、それはただ一つの感覚の

抹殺であり、声の音が来て、最も深い暗闇の中でも慰め

をもたらすかもしれない。弟子は、恐ろしい深淵である

この暗闇への自分の道を見つけた後、自分の魂の門を閉

じて、慰め手も敵もそこを入ることができないようにし

なければならない。そして、苦痛と喜びが同一の感覚に

すぎないという事実は、それまでそれを認識できなかっ

た人にも認識できるようになるのは、この第二の努力を

することである。沈黙の孤独に到達したとき、魂は休息

するための感覚を激しく、情熱的に切望する。休息のた

めのいくつかの感覚にとって、痛みを伴うものは快いも

のと同じくらい歓迎されるだろうからである。この意識

に到達したときに、それをつかみ、保持することによっ

て勇敢な人は、直ちに 「敏感さ」を破壊することができる。

耳がもはや快いものと痛みを伴うものを区別しないと

き、耳はもはや他人の声によって影響を受けることはな

い。それから、魂の扉を開くことは安全であり、可能で

ある。

　「視力」は最初の努力であり、知的努力によって部分

的に成し遂げられるため、最も簡単な努力である。通常

の生活の中でよく知られているように、知性は心を征服

することができる。したがって、この第一段階はまだ物

質の支配下にある。しかし、第二段階では、そのような

助けもないし、どんな物質的な救助もない。もちろん、

物質的な救助とは、脳や感情や人間魂の働きを指してい

る。耳に永遠の沈黙だけを聴かせることで、人間と呼ば

れる存在は、もはや人間ではない何かになる。他者によっ

て私たちにもたらされる千と一の影響を非常に表面的に

調査すると、これがそうであるに違いないことがわかる

だろう。弟子は成人としての義務をすべて果たすことに

なるが、それは彼自身の正しい感覚に基づいて行うので

あって、他者や他者の体の感覚に基づいて行うのではな

い。これは、盲目的な信条のどれかではなく、知識の信

条に従うことの明白な結果である。

　弟子に必要な純粋な沈黙を得るためには、心と感情、

脳とその知識主義を脇に置かなければならない。どちら

もメカニズムに過ぎず、人間の寿命とともに滅びる。そ

れは超越した本質であり、動力源であり、人間を生かす

ものであり、今、それ自身を奮い立たせ、行動すること

を余儀なくされているのである。今が最大の危機の時で

ある。最初の試しでは、人は恐怖で気が狂いそうになる。

この最初の試しをブルワー・リットンは書いた。続いて

第二の試しを書いた小説家はいないが、詩人の中にそれ

を書いた人もいる。その巧妙さと大きな危険性は、人の

強さの尺度が、それを超えたり対処したりする可能性の

尺度であるという事実にある。彼が自分自身のその慣れ

ない部分、最高の本質を、目覚めさせるのに十分な力を

持っている場合は、その後、彼は黄金の門の掛け金を持

ち上げるために力を持っており、彼は真の錬金術師であ

り、生命のエリクサー（不老不死の霊薬）を所有している。

　オカルティストが他のすべての人間から分離され、自

分自身の人生に入ることは、この時点での経験である。

それはこの世を支配する天才への単なる従順ではなく、

高級自我の達成への道である。この高級自我の力へと自

分自身を高めることは、実際には人生の高貴な力とその

人とを結び付け、それらの力とその人を一つにする。彼

らはこの地上の力やこの宇宙の法則を超えて立っている

からである。ここに、人間が大いなる努力を成功させる

ための唯一の希望がある。それは、自分の現在の立場か

ら次の立場へとすぐに飛躍し、自分が属する大いなる自

然の知的な力の本質的な一部であったように、すぐに神

聖な力の本質的な一部となることである。このような矛

盾が理解できるならば、彼は常に自分よりも先に立って

いる。この立場を堅持し、自分の生来の進歩の力と全人

類の進歩の力を信じている者こそが、兄たちであり開拓

者である。一人ひとりが自分の力で、助けを借りずに大

いなる飛躍を達成しなければならないが、他の人がその

道を歩んできたことを知ることは、頼りになるものであ

る。深淵で道に迷ってしまった可能性もあるが、それが

何であろう、深淵に入る勇気を持っていたのだ。彼らが

深淵で道に迷った可能性があると私が言うのは、この事

実のために、通過した人は、他の全く新しい状態に達す

るまでそれとわからないということである。その状態が

現在どのようなものであるかという主題に入る必要はな

い。

　私がこれを言うのは、人間が沈黙に入っていく初期の

状態では、友人や恋人、身近で親しい人たちの知識を失

い、また、師匠や先人たちの姿を見失ってしまうという

ことである。私がこれを説明するのは、苦い文句を言わ

ずに通過する人が少ないからである。沈黙が完全でなけ

ればならないことを事前に心が把握することはできた

が、確かにこの苦情が道の邪魔になる必要はない。君の

師、または先輩が君の手を握って、人間の心ができる最

大限の共感を与えてくれるかもしれない。しかし、沈黙

と暗闇が来るとき、君は彼のすべての知識を失う。君は

独りになり、彼は君を助けることができない。彼の力が

なくなったからではなく、君が君の大いなる敵を呼び出

したからである。

　君の大いなる敵とは、君自身のことである。暗闇と沈

黙の中で自分の魂と向き合う力を持つならば、感覚だけ

に宿る肉体的な自我や動物的な自我を克服したことにな

る。

　この言明は複雑なものに見えるかもしれないが、実際

には非常に単純なことである。人間は自分の成就に達し、

文明は最高潮に達したとき、二つの火の間に立っている。

彼が自分の偉大な継承権を主張することができれば、足

手まといとなるただの動物的な生活は、何の問題もなく

彼から離れていくだろう。しかし、彼はそうしないので、

人間の種族は花を咲かせ、その後しおれ、死に、地表か

ら朽ちていくのである……どんなに立派な花が咲いてい

たとしても。そして、この偉大な努力をするのは個人に

委ねられているのである。彼の大いなる性質におびえる

ことを拒否することも、彼のより小さいまたはより物質

的な自己によって引き戻されることを拒否することも。

これを達成した個人の自我は皆、人類の贖罪者である。

彼は自分の行いを紋章にしないかもしれない。彼は秘密

と沈黙の中に住むかもしれない。しかし彼が人間と彼の

神聖な部分との間に、そして既知のものと未知のものと

の間に、そして市場の喧騒と雪をかぶったヒマラヤの静

けさとの間に、つながりを形成していることは事実であ

る。彼はこのつながりを形成するために人間（複数）の

間を移動する必要はない。アストラルでは彼はそのつな

がりであり、この事実は彼を残りの人類とは別の段階の

存在にしている。知識への道を歩み始めたばかりの頃で

さえ、第二段階を踏んだばかりの時、彼は自分の足元が

より確かなものであることを知り、自分が全体の一部と

して認識されていることを意識するようになる。

　これは、小説家にエネルギー源を供給することができ

るほど絶えず発生する人生の矛盾の一つである。オカル

ティストは自分が選んだ人生を生きようと努力するにつ

れて、矛盾がはるかに顕著になることに気づく。自分自

身の中に退き、独立独行になるにつれて、彼は自分自身

がより明確に、はっきりした思考と感情の大きな潮流の

一部になっていることに気づく。彼が最初の教訓を学び、

心の飢えを克服し、他人の愛に頼って生きることを拒否

したとき、彼は自分自身がもっと愛を鼓舞することがで

きるようになることに気付く。彼が人生を捨ててしまう

と、それは新しい形と新しい意味で彼の元にやって来る。

人間にとって、世界は常に多くの矛盾がある場所だった。

弟子になったとき、彼は人生が一連のパラドックスとし

て描写可能であることに気づく。これは自然界の事実で

あり、その理由は十分に理解できる。人間の魂は「離れ

た星のようにある」のであり、私たちの中で最も堕落し

た者でさえもそうである。その人の意識は振動的で官能

的な生命の法則の下にあるのである。このことだけで、

小説家の題材となる人物像の複雑さをもたらすには十分

である。すべての人は、友人にも敵にも、そして自分自

身にとっても謎である。 その人の動機は見いだし得ない

ことが多く、それを探ったり、なぜ彼があれやこれやを

するのかを知ることもできない。弟子の努力は、自分の

力と神性が眠っているこの自分自身の星の部分で意識を

覚醒させることである。この意識が覚醒すると、その人

自身の矛盾がこれまで以上に顕著になり、その人が生き

ている逆説も同様に顕著になる。なぜなら、人間は当然、

自分自身の人生を創造するからであり、「冒険は冒険家

のためにある」というのは、実際の現実から導き出され

た、人間の経験の全領域をカバーする賢明な格言の一つ

だからである。

　人間の神聖な部分への圧力は、動物の部分にも作用す

る。沈黙した魂が目覚めると、それは人間の平凡な生活

をより目的あるものにし、より生き生きとしたものにし、

より現実的なものにし、より責任あるものにする。すで

に述べた2つの例をまた使うと、自分の城塞に引きこもっ

たオカルティストは、自分の力を見つけた。すぐに彼は

彼に対する義務の要求に気づく。彼は自分自身の力を得

るのではなく、自分が全体の一部であるからこそ力を得

ることができるのである。そして、彼が生命の振動から

安全になり、揺るぎない状態に立つことができるとすぐ

に、外的世界は彼に、来てそこで働くように求める。心

もそうである。心がもはや受け取ることを望まないとき、

それは豊富に与えることを求められている。

　『道の光』はパラドックスの本と呼ばれ、それは非常

に正しい。この本が弟子の実際の個人的な経験を扱って

いるとき、他に何があり得ようか？

　視覚と聴覚のアストラル感覚を獲得すること、言い換

えれば、知覚を獲得し、魂の扉を開くことは、厖大な仕

事であり、多くの連続した転生を捧げることを必要とす

るかもしれない。しかし、意志がその強さに達した時に

は、すべての奇跡は一秒の時間の中で行われるかもしれ

ない。その時、弟子はもはや時の下僕ではなくなる。

　これら二つの最初のステップは否定的なものである。

つまり、それらは別のものに向かって進むのではなく、

物事の現在の状態から退く。 次の二つは能動的なもので、

別の状態への前進を暗示している。

www.bookclubkai.jp

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

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

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

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