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シークレット・ドクトリン  Ⅰ巻   第３部 

 

 

補遺 

 

科学とシークレット・ドクトリンの対比 

 

 

 

“この下界の知識は ――― 

虚偽あるいは真実とは何でしょうか？ 

虚偽とは人間が知りたいと思う事ではないでしょうか。 

真実とは人間がかつて知っていた事ではないでしょうか。 

 

 

 

 

Ｈ．Ｐ．ブラヴァツキー著 
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Ⅰ巻 3部 補遺 科学とシークレット・ドクトリンの対比 

   Ⅰ．これらを追加した理由 

   Ⅱ．現代の物理学者達は、目隠し鬼をして遊んでいる 

   Ⅲ．光は物質か、それとも、そうではないのか？ 

   Ⅳ．重力は法則か？ 

   Ⅴ．科学における回転の理論 

   Ⅵ．科学のいくつかの仮面 

   Ⅶ．フォースに関する科学理論への科学者の攻撃 

   Ⅷ．生命、フォース、或いは、重力？ 

   Ⅸ．太陽の理論 

   Ⅹ．到来するフォース 

   Ⅺ．元素と原子について 

   Ⅻ．現代的な装いをした古代思想 

   13．現代星雲理論に対する科学的な証言と異議、秘教的な証言と異議 

   14．フォース─―運動の様相か、それとも知性達か？ 

   15．神々、モナド達、そして原子達 

   16．周期的な進化とカルマ 

   17．黄道十二宮とその古代性 

   18．双方の立場についての総括 
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Ⅰ巻への補遺 

 

Ⅰ．これらを追加した理由 

 

 既に述べた七つのスタンザ（章）と注釈の中に含まれている多数の教義が、ある西洋の神智学者

達によって研究され批判的に検証された結果、現代科学の知識に関する通常の観点から、オカル

ト〔訳注 1〕の教えのいくつかが不足している事が分かりました。それらは、許容できる範囲を超えて

困難な状況あるため、科学的批判を考慮して再考の必要性があるように思われました。何人かの

友人達はすでに、現代科学の諸説に度々異議を唱えなければならない事に遺憾の意を表明して

います。私はここで彼らの意見だけを繰り返しますが、西洋世界の見地からは、その最も著名な代

表者諸氏の教えに背く事は時期尚早の敗北を招く事であると彼らには思われたようです。 

 従って、この点について友人達と意見を異にする著者としては、自分が擁護しようと意図する立

場を一度明確にする事が望ましいと思います。 ハックスレー教授〔訳注４〕の言葉によれば、すな

わち科学が組織化された常識の範囲にとどまる限り、その結論が正確な前提から引き出される限り

―─ その一般化が純粋に帰納的論拠に基づく限り─― 全ての神智学者ないしオカルティストは

敬意と相応な称賛を以って、科学が宇宙論的法則の領域に寄与してくれる事を歓迎します。 オカ

ルトの教えといわゆる精密科学との間に矛盾はありません。後者の結論は難攻不落の事実という土

台の上に基づいています。オカルティストが彼らの理論を問題とし、そして疑いを差し挟む権利を

要求するのは、そのより熱心な唱道者達が存在の神秘に踏み込もうとして観測された現象の限界

を踏み越えて、宇宙の形成と、霊からくるその生きた
・ ・ ・

フォース〔訳注 7〕の意味を歪曲しようとする時

だけです。 物事のまさにその本質のために、科学は、私達を取り巻く宇宙の神秘のヴェールを取

り除く事はできません。科学が現象を集め、分類し、一般化する事ができるのは事実です。しかし

オカルティストは、認められた形而上学〔訳注 8〕のデータから議論して次のように宣言します。自然

の最も奥深い所にある秘密を厳密に調べようとする勇敢な開拓者は、彼の意識を感覚の狭い限界

を超えて物そのものの領域に、第一の原因の境界へと上昇させて行かなければなりません。これを

実現するために、彼は、─― ごくまれな人と例外を除いて―─ ヨーロッパやアメリカの私達の現

在の第五根本人種〔訳注 9〕]の亞人種の体質の中に完全に眠っているその能力を目覚めさせなけ

ればなりません。彼は他の考えうる如何なる方法によっても、その上に彼の考察の基礎を置く事の

できる事実(複)を集める事はできません。 これは 帰納論理学と形而上学 の原理に基づいても同

様に明らかではないでしょうか？ 
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 一方、著者はどんな事をしても、真実と科学の両方を満たす事はできないでしょう。古代のスタン

ザの体系的で途切れのない版を読者に提供する事は不可能です。すでに与えられた７番目とⅡ

巻の課題となる５１番目の間には、４３のスタンザ又は節からなるギャップが残されています。より読

みやすく参照しやすくするために、後者は１から始まっています。地球上の人類の出現だけで多く

のスタンザを占めていますが、人間のディヤーニ・チョーハン方〔訳注１1〕 からの最初の進化、その

当時の天体の状態等々を詳しく述べています。現在化合する事を中止しているため、私達の第五

根本人種の後半の亞人種には知られていない化学物質とその化合物につけられた沢山の名前が

相当のスペースを占めます。それらは簡単には翻訳できないうえ、いずれにしろ説明できずに残っ

てしまうので、公にできないものと一緒にして削除されました。しかし、与えられたものが少なくても、

これを読む事になった教条的な物質主義的〔訳注１2〕科学の信奉者や擁護者達をいらいらさせる

事でしょう。 

 従って、次のスタンザに進む前に、既に与えられたものを弁護しようと思います。それらは現代科

学とは完全に一致する事も調和する事もありませんが ── 私達はこの事についてはすっかり承

知しております。しかしたとえそれらが、W.トムソン卿〔訳注１3〕の講演のように現代の学問の見解と

一致してきたものであっても、それでも拒否されるでしょう。 なぜならそれらは意識をもつパワーや

霊的実在達、地球上の他の平面上の半知性的または高度な知性をもつフォースそして望遠鏡や

顕微鏡を用いるか用いないかに関わらず、私達の周りに住む不可視の領域の存在達に対する確

信を教えるからです。従って、物質主義的科学の信条を検証する必要性、元素についてのその概

念を古代のそれと比較する必要性、そしてオカルティスト達が彼ら自身間違えている事を認める前

に、現代の知覚作用の中にそれらが存在するものとして物理的フォースを解析する必要性がありま

す。私達は太陽と、諸惑星の構造、デーヴァ〔訳注１4〕とジェニー〔訳注１5〕と呼ばれているものの

オカルト的特性について、そして現在科学によってフォース又は“運動の様相”と呼ばれているもの

について触れるでしょう、そして秘教的確信が弁護できるかどうかを見るでしょう（下記参照“ 神々
・ ・

、

モナド
・ ・ ・

達
・

〔訳注１6〕、そして
・ ・ ・

原子
・ ・

達
・

”）。それと反対に、払われた努力に関わらず、偏見のないマイン

ドは ニュートン〔訳注１7〕の“物質的ないし非物質的代行者” 〔訳注１8〕 の下にベントリー 〔訳注

１9〕に宛てた彼の三番目の手紙）、重力
・ ・

を
・

引き起こす
・ ・ ・ ・ ・

代行者を発見するでしょう、そして人は、まさ

に各惑星を導くケプラー〔訳注 20〕のお告げ
・ ・ ・

の
・

祈り
・ ・

の
・

司祭
・ ・

の中や、その天文学者に従い諸天体を

それらの軌道に沿って運行させる霊的
・ ・

な
・

種
・

の中に存在するものと丁度同じだけ、形而上学的

デーヴァ
・ ・ ・ ・

達
・

やジェニー
・ ・ ・ ・

達
・

を彼の個人的に働く
・ ・

神の中に見出します。 

  Ⅱ巻で私達は危険な課題を公然と扱わなければならないでしょう。私達は勇敢に科学と向き合

わなければなりません、そして真のオカルティストは唯物論的教え、観念論〔訳注 21〕、物是観念論、
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実証哲学〔訳注 22〕、そして全てを否定する現代の心理学反対して、“光の主”を信じていると宣言

しなければなりません。物理法則に従って動く単なる“昼間の灯火”とは全く違う、そしてリヒター に

よると ―─より高次の光からなる太陽の花々である”─― 他の１０億もの太陽と同様、神の住居又

は乗り物，そして多数の神々にすぎないこれらの太陽の一つとは全く違う太陽〔訳注23〕を信じてい

ると宣言しなければなりません。 

 この問題においても、もちろん敗北させられるのはオカルティスト達です。彼らは論争の表面
・ ・

では

無学だと思われるでしょう。そして現存している隠された偉大な真実については無知な大衆によっ

て、表面的な判断を下され、中世の迷信を信じていると言って責め立てられる人々に、通常与えら

れる通り名を一つ以上与えられるでしょう。そうさせておきましょう。彼らの仕事を続けさせるために、

あらかじめあらゆる批判に従うなら、物理学者達はオカルトの教えに矛盾しているのと同じ位、自分

達の考察とも矛盾しているという事を証明する権利を要求しているにすぎないのです。 

 太陽は物質です、しかも太陽は霊です。 私達の祖先達 ―─“異教徒達”─― 彼らの現代の後

継者達、パルシー教徒達〔訳注 24〕に加えて―― は彼らの世代においてその中に神性のシンボ

ルを見出す程、そして同時に物質的 [シンボル]によって隠された霊的な光と地上の光の輝く神 

を内に感じる事ができる程、十分秘法に通じていましたし、又います。 このような信仰は現在、物

質主義的な人々によって迷信と見做されているにすぎません。彼らは神も霊も魂も否定し、そして

人間のマインドの他、知性を認めません。しかしもし“過度の宗教的愛着”―─  ローレンス・オリフ

ァント〔訳注 25〕がそれをそう呼んだように―― によって生み出された多くの誤った迷信が「人間を

愚かにする」というのであれば、極端な無神論は人間を狂気にします。私達は行きすぎた信仰にお

ける愚かさによる罪の方が、 唯物論や理想主義のようにあらゆるものを否定する狂気の沙汰よりは

真っ当だと考えます。従って、オカルティスト達は唯物論から当然受けるべきものを受ける用意は

完全に出来ています、そして、それを書くためではなく、それ
・ ・

が
・

包含
・ ・

する
・ ・

もの
・ ・

を
・

信じる
・ ・ ・

ため
・ ・

に
・

、この

仕事に注がれるであろう敵意に満ちた批判を迎え撃つ覚悟はできています。 

 従って科学評論家達によって暴露、憶説、避け難い異議が出される事は予想されます、そして処

理されなければなりません。又オカルトの教えが実際の科学からどれ程かけ離れているか、そして

古代の理論と現代の理論のどちらがより論理的で哲学的に正しいかを明らかにする必要がありま

す。 コスモスのあらゆる部分の一体性と相互の関係は、それらが現代の天文学者や哲学者に明ら

かになる以前に、古代の文明人によって知られていました。そして宇宙の現象界や目に見える部

分、それから、それらの相互の関係でさえ、もし物理科学における宇宙の力学理論の信奉者達が

用いるもの以外の他の如何なる用語によっても説明される事ができないなら、( 形而上学的哲学に

属する )コスモスの魂が存在する事を否定する唯物論者には、その形而上学的領域を侵害する権
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利はないという事が、当然の帰結として出てきます。物理科学がそこに侵入しようとしている事、そし

て実際に侵入している事は“力は正義なり”という事のもう一つの証明にすぎず、又それ以上のもの

ではありません。 

 これらの補遺のためのもう一つの理由は次の事です。秘教の教えのある部分だけが今の時代に

発表されてから、もしそれらが如何なる説明も注釈もせずに出版されたなら、教義はたとえ神智学

者によってさえ決して理解される事はないでしょう。従って、それらは現代科学の考察と対比される

必要があります。古代の公理は現代の仮説と並べて置かれなければなりません、そして比較は賢

明な読者に委ねられます。 

  ヘルメス〔訳注 26〕が七人の建設者達〔訳注 27〕、自然の働きを導く霊的存在達と呼ぶように、生

命を吹き込まれた彼らの原子達が彼らの世界において、アストラル領域にいる彼らの原型達の影と

なる、七人の統治者達〔訳注 28〕の問題について─―この仕事にはもちろん科学者達の他にもあ

らゆる唯物論者達が反対します。しかしこの反対はせいぜい一時的なものにすぎません。人々は

最初、あらゆる事を笑いました、そして馴染みのない考えを観察しました、それからそれを受け入れ

て終わりました。唯物論と無神論は、人間がこのラウンド〔訳注29〕の第一と第二根本人種の間に持

っていたものを身につけるために、彼の現在の濃密な形体を放棄しない限り、この世界に残らなけ

ればならない悪です。もし無神論と現在の私達の生まれつきの無知が、直感と天性の霊性によっ

て平衡化されなければ、このような感覚に悩まされているあらゆる存在は、彼の内に感覚と感情を

収納するという目的に仕えるための空
から

の屋根裏部屋を備えた、肉と骨と筋肉の固まり以上のものを

彼自身に見出す事はないでしょう。ハンフリー・デイヴィー卿〔訳注 30〕は今日のあらゆる理論家と

同様、物理学に深く精通していた偉大な科学者でしたが、彼は唯物論を嫌っていました。「私は解

剖室で不快感を覚えながら、肉体の漸次的分泌作用に関する生理学者の考えを聞きました」と彼

は言います。「それは被刺激性が賦与されると、感覚能力へと成熟し、それからそれ自身の生来の

フォースにより、必要とされた器官を獲得し、そして最後に知性を備えた存在に昇進するというもの

です。」 しかし、生理学者達は彼らの肉体感覚の証拠に関して、見て評価する事ができるものの

範囲で話すという責任の大半を負わされている訳ではありません。私達が考えるには、天文学者や

物理学者達は彼らの物質主義的見解において生理学者よりずっと非論理的です、そしてこれにつ

いては証明されなければなりません。ミルトン〔訳注 31〕の ─― 

        ・・・・・“エーテル〔訳注 32〕の光、物事の始まり、純粋な第五元*33 ” 

は物質主義者にとってのみ ―─ 

    ・・・・・原初の歓喜、 

あらゆる物質的存在達の、最初で最高の光 
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─― となった。 

 オカルティストにとって、それは霊と物質の両方です。現在では物質の特性と見做され、そしてそ

れ以上の何ものでもないと考えられている“運動の様相”の背後に、彼らは輝く本質を知覚します。

それは永遠の純粋な元素の最初に生れた “光の霊” です、そしてそのエネルギーは (或いは発

散は)、隠され秘密にされた霊的太陽が霊的ないしサイキック〔訳注 34〕な領域の光と生命の賦与

者であるのと同様に、物質世界の偉大な生命の賦与者である太陽の中に貯蔵されています。 ベ

ーコン〔訳注 35〕は（誤解されたアリストテレス〔訳注 36〕から刷新された) 彼の帰納法 によるだけ

でなく、彼の著書の全体の方針によっても、物質主義の基調を探る最初の人でした。彼は次のよう

に言う時、精神の [発達]の順序を逆転しています。 「 [神]の最初の [創造] は感覚の光であっ

た。最後は理性の光であった。従って彼の [安息日] の仕事は以来ずっと [霊] の照明である。」 

それはまさに反対です。 [霊] の光は神秘家、又はオカルティストにとって永遠の [安息日] です、

そして彼は単なる感覚の光にはほとんど注意を払いません。寓話的
ぐ う わ て き

な文章  “ [命ぜ
・ ・

られた
・ ・ ・

ルックス
・ ・ ・ ・

]” 〔訳注 37〕によって意味されるものは―─ 秘教的に表現された時 ─―“ ‘ 光の息子

達’ 〔訳注 38〕をあらしめよ ”、又はあらゆる現象の本質をあらしめよ、です。このようにローマ・カソ

リックは天使達に関連させる事によって、聖書の一節を正しく解釈しますが、常に怒鳴ったり罰を与

えたりするエホヴァにより擬人化された神人同形の神によって創造されたパワーを意味するという

時、誤って解釈しています。 

 これらの存在達は“光の息子達”です、なぜなら彼らはあの無限の光の海から発出し、そしてそこ

で自然-発生させられるからです。そしてその一つの極は非存在の絶対性の中に消えた純粋な 

霊
・

であり、もう一つの極は物質
・ ・

です。 それは顕現するために降下して行き、ますます濃密なタイプ

へと結晶化する事により凝縮してゆきます。 従ってそれは一つの意味で物質ですが、創造的フォ

ースをそれの手足として持つ、その光の幻覚的な屑でしかないのです。しかもその中には、それの

魂が、その原理が完全に存在しています。そしてそれについては―─ その <絶対的暗闇> から

展開した “光の息子達”でさえ―― 誰も決して知る事はできないでしょう。 そのアイデアは聖なる

光を降り注ぐミルトンによって次のように、真実であると同時に、美しく表現されています ──     

    「  ……不滅の、永遠に共存する光線より、 

      最初に生れし、天界の子孫 ; 

      ……神は光である故、 

      永遠この方、近づくことのできない [光] の中より他には 

      住まわれぬ、それから汝の中に住まわれる 

      創造されない輝くエッセンス*39 の、輝ける発出。 」 
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 [訳注] 

訳注３ オカルトの教え the occult teaching オカルト科学、つまり秘教科学の教えの事で、秘教的

知識つまり秘密の知識を言います。オカルティスト occultist はオカルティズムを実践する人の事

です。ここでオカルティズムとオカルト科学の違いを明確にする事が大切です。秘密の知識は大別

して(1)ヤジュニャ・ヴィディヤー、(2)マハー・ヴィディヤー、(3)グヒヤ・ヴィディヤー、(4)アートマ・ヴィ

ディヤーの四種がありますが、このうち(4)番目の“魂の知識”と言われる知識だけが唯一のオカル

ティズムであり、他の知識はオカルト科学の分野に属します。オカルト科学の技術は、鉱物、植物、

動物等、自然界のあらゆるものの究極的なエッセンスについての知識に基づいており、物質性の

領域に属する技術です。言い換えれば(1)から(3)は人間の外にある自然界のエネルギーを扱うの

に対し、(4)のアートマ・ヴィディヤーは外界を観察する内なる人間の本質を追求します。「人よ、汝

を知れ」はアートマ・ヴィディヤーのモットーであり、これなくしては他のヴィディヤーは非常に限られ

たものになってしまい、時には有害な応用により危険を招く恐れさえあります。従ってアートマ・ヴィ

ディヤーはありとあらゆる秘密の知識の核と言えます。アルケミー(錬金術)、占星術、オカルト生理

学、手相術は自然界の本当の現象を研究するものです。 

訳注４ ハックスリー教授 Thomas Henry Huxley (1825-95) 英国の生物学者。Darwinの進化論を

支持したので“ダーウィンのブルドック”として知られています。1869 年に“不可知論”という用語を

造った事でも有名です。 

訳注５ コスモス Kosmos 英語の辞書では(秩序整然として考えられた) 宇宙という意味ですが、

HPB は私達の太陽系を含むその周辺までの宇宙をさし、銀河系宇宙は universe で表している様

です。 

訳注６ 霊 spirit  HPB は SDⅠ巻上で霊と物質について次の様に述べています。新しい周期の

夜明けに活動力、即ち“唯一の実在である永遠の元素の息といわれる不断の運動”は、コスモスを

目覚めさせ、遠心力と求心力という二つの反対の力によってコスモスを動き出させて、それを永遠

の世界から有限の顕現世界に移します。秘教の宇宙発生論は何もない処から宇宙を創造するの

ではなく、本質の世界から現象界へ移すのです。存在しており、存在していた、存在するであろう

全てのものは永遠に存在します。無数の形体でさえ理想的原型の中ではなく、その客観的な面に

おいてのみ有限で朽ち果てるべきものとなります。二つの反対の力は陽と陰、積極と消極、物質と

霊であり、これら二つは唯一の原初の力です。根源質料の陽と陰の原則は父・母ともいわれ、コス
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モスのあらゆる界の全てのものに現れる相反する両極、即ち霊と物質です。秘教の宇宙創造の原

理はこの霊と物質から宇宙が生じると説きます。ある意味で物質は周波数が低くなった霊です。巻

末の訳者解説参照。 

 人間に関して、HPB は霊について次の様に説きます。「 私達は、生命とは物質と言われているも

のに現れている“存在の唯一の形体”と考えている；或いは人間に関して言うと、私達は間違って分

けてしまっているが、霊、魂、物質と呼んでいるものの事である。物質はこの存在界に魂が現れるた

めの媒体であり、魂は霊が現れるためのより高い界での媒体である。この三つはそれぞれに遍満し

ている“生命”によって総合される三位一体である。」  

 人間の構造では、霊とはモナドであり、魂はアートマ・ブッディ・マナスから成る上位三つ組、物質

は肉体を表しています。その他、霊としては次の意味でも使われます。これらは文脈から判断する

しかありません。 

①神や天使や自然霊などの肉体を持たない精妙な存在。至高の惑星霊から、最も低い四大霊(エ

レメンタル)に到るまで、色々な段階の存在にあてはまる。 

②霊は“まさに宇宙意識に属するものであり、宇宙意識と同質で純粋な放射”であるとすると、魂

(Soul)はまさにその媒体である。 

③アートマ、即ち純粋霊。他の人間本質又は霊的魂(ブッディ)と区別して。 

④アートマ・ブッディ。自己意識を帯びた人間魂、マナスと区別して。 

⑤上位三つ組アートマ・ブッディ・マナス。肉体人間や人格と区別して。 

⑥体或いは物質に対して、精神的又は非物質的なものとして。 

＊７ フォース force 文字通り日本語訳は力ですが、オカルト科学における力の定義は現代物理

学とは異なっています。引力、斥力、重力等、従来の物理学の意味で用いられている場合は力と

訳しましたが、オカルト科学の意味で用いられていると思われる場合には、フォースという英語をそ

のまま用いました。たとえば現代の物理学では、重力は引力だけから成るニュートンの定義が採用

されていますが、オカルト科学では重力としてエンペドクルスの引力と斥力が採用されています。 

＊８ 形而上学 metaphysics 物事の根本原理を精神面から探究する学問。時間・存在・物質・原

因等の最も根本的な原理を扱う哲学の分野。第一哲学。 

＊９ 第五根本人種の亞人種 the off-shoot of the Fifth Root-race 人類は、第四天体である地球

上で一天体期にわたり進化する間に、七種の人種を経る事になっていますが、これを七つの根本

人種といいます。第一根本人種はエーテル体以上の濃密体を持っていなかったので、エーテル人

種と言われていますが、とうの昔に地球上より姿を消しています。第二根本人種はハイパーボレア

ス人種とも言われ、肉体を所持し、地球の北にあるプラクシャという大陸に住んでいましたが、やは
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り地球上からは消滅してしまっています。第三根本人種はかつて太平洋に存在したレムリア大陸に

住んでいたのでレムリア人種とも言われます。現在は地球上には残っていません。第四根本人種

はアトランティス大陸に住んでいたので、アトランティス人種と言われます。この大陸は大部分が大

西洋の底に姿を消してしまっています。又この人種がいつ絶滅したかも不明です。第五根本人種

はアーリアン人種とも言われ、今日の地球住民の大半はこの人種の第五亞人種です。アメリカ人や

オーストラリア人は第六亞人種に入っています。第六根本人種はまだ出現していませんが、間もな

く出現すると言われています。ある新しい大陸に居住する事になっており、新大陸は既に太平洋に

少しずつ隆起し始めています。第七根本人種は第六根本人種の後に続き、この天体期最後の人

種になります。 

訳注 11 ディヤーニ・チョーハン Dhyan Chohann 全ての天界の存在達の総称、即ち霊的存在達

の集合体。高級三界のディヤーニ・チョーハンはア・ヒと呼ばれます。ア・ヒはキリスト教でいう七大

天使の集合体の事で、宇宙意識の手足となって、宇宙意識から放射される思いや意志を下位の次

元(階層)に伝える役割を果たします。ア・ヒは原初の光線つまり七人のロゴス達であり、最初のロゴ

スから発散します。最初のロゴスは三重ですが、本質的に一者です。低級四界のディヤーニ・チョ

ーハンは大雑把にリピカ達、建設者達、惑星霊達という三大種類に分かれます。 

訳注 12 物質主義(唯物論) Materialism 宇宙の諸現象の本質は主体を離れた客体的な物質で

あって、人間の精神も物質としての頭脳の一つの機能に過ぎないという説。本書の訳では、時によ

って物質主義と唯物論のどちらかを用いています。 

訳注 13 W. トムソン卿 Sir William Thomson、 Lord Kelvin (1824-1907) 英国の物理学者。1848

年、カルノーの熱機関の理論に基づいて絶対温度目盛りを導入しました。ジュールの熱の仕事当

量の研究から、カルノー理論を見直し、51 年にクラウジウスと独立に熱力学第二法則に到達しまし

た。 50 年から 60 年代にかけて電磁気現象をエーテルの力学として理論化する試みを行い、マク

スウェルに影響を与えました。その他渦の理論、船の波の解析など流体力学でも重要な貢献をしま

した。 

訳注 14 デーヴァ Deva 秘教の宇宙論の基礎である天界流出論では、万物は唯一の不滅の宇

宙元素が多種多様に分化して出来たと説きます。分化とは進歩・発展に伴って等質・単純なものが

多くの異質・複雑なものに分かれる事です。第一流出により、大きさを異にする七種の互いに浸透

し合う原子が生成され、これらは階層毎に集められて出来た分子と共に、太陽系の七階層(世界)を

形成します。第二流出の生命の流れは、あらゆる階層の原子や分子を生命で活性化し、それらを

階層毎に集めて多種多様な生命形体を生成します。第一流出によって作られた地、水、火、風の

四大元素(エレメント)はそれぞれ太陽系の七階層の下位四階層、即ちエーテル層(物質階層の上
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位四亞層)、アストラル層、メンタル層、ブッディ層を構成する質料です。太陽系内の万物は二元性

を呈するので、一般に言う四大元素は元素の物質的局面を指しますが、四大霊と呼ばれるエレメ

ンタルは元素の霊的局面を言い、一種のフォースの中心となります。第二流出により活性化された

四大元素と四大霊は階層毎に集められて自然霊と呼ばれる生命体を形成します。自然霊は第二

流出による創造活動の流れが退化の弧状にある時生成された生命体ですが、生命の流れが進化

の弧状に達するとデーヴァと呼ばれる生命体に進化します。これらは人間の進化体系とは異なる

進化体系を構成します。アグニチャイタン、アグニスリヤン、アグニシュヴァッタと呼ばれる火のデー

ヴァ達は、それぞれエーテル層、アストラル層、メンタル層で働き、人間にとって重要です。アグニ

は火を意味します。アグニチャイタンは太陽系の固体質料の生成に関与します。アグニスリヤンは

人間の感情、情緒、欲望等の精神作用の基盤となる精妙体の形成を含めてアストラル階層で働き

ます。アグニシュヴァッタは魂の体や思考のための精妙体の形成も含めてメンタル階層で働きます。

デーヴァもエレメンタルも本来質料であると同時にフォースでもあるという二元性を有するため、そ

れぞれ能動的乃至受動的フォースとして働き、また意識的乃至盲目的な働き手とも言われ、ロゴス

の良く働く代行者として、ロゴスの世界計画の細部を全て遂行する事から建設者の名がついていま

す。 

訳注 15 ジェニー Genii, Genius 又は Gence の複数形。前項のデーヴァの部類に属する四大霊

の事ですが、アストラル界に存在する超人間的アストラル霊達より下の部類です。ジェニーは無数

の聖歌隊となって、太陽の周りに存在し、太陽の命令のもとで色々な合唱を歌い、人類を見守って

います。 

訳注 16 モナド Monad モナドは“至高の火”の閃光、又は“神の一断片”とも言われる様に統一

体であり、唯一なるものですが、秘教科学ではしばしば結合した一対であるアートマ・ブッディを指

す事もあります。モナド自体は第二階層に留まりますが、進化の目的を達成するために、その生命

光線を下位の階層に向けて放ち、その光線に下位の各階層の原子を附着させる事により、下位の

各階層に接触するための媒体を形成します。アートマ・ブッディ・マナスの各原子は上位三つ組を

形成し、下位メンタル・アストラル・物質の各原子は下位三つ組を形成して、生命の初期の王国で

ある鉱物、植物、動物界に順に入り込んで進化して行きます。この第二流出による生命形体の進

化が進み、人体にまで達した時、モナドが降下し、上位と下位の三つ組は合体してコーザル体が

形成され、ここに人間が誕生します。アートマ・ブッディの一対は人間の不死の部分ですが、人間

が進歩を重ねていくにつれ、究極的ゴールである涅槃への道を見出します。モナドは全にして、無

始無終なる神の本質を顕現する最高の霊意識単位ですが、大霊、宇宙意識、神の息、霊火、プレ
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ゼンスとも呼ばれます。この域に達すると大自由を得て、宇宙隈なく知らざるものもなく、ロゴスの進

化の経綸に携わり得る至高の存在になります。( 訳者解説 3-(ⅲ)-(c)も参照して下さい。)  

＊17  ニュートン Sir Isaac Newton  (1642-1727) 英国の数学者、物理学者、天文学者。1668年

反射望遠鏡を発明。1672年、スペクトルの実験について報告し、白色光はそれぞれ一定の屈折率

をもつ単色光の合成である事を主張し、光は粒子的実体である事を示唆した。1685-86 年、“自然

哲学の数学的原理”(Philsophiae naturalis principia mathematica、1687、しばしば“プリンキピア”と

略称) の大著が完成された。これはラテン文で書かれ、３部からなり、力学原理、引力の法則、その

応用、流体の問題、太陽系諸惑星の運動などについて系統的に叙述してある。その後彼の名声

はいよいよ高く、1696 年ロンドンに移り造幣局長、1703-27 年の間は王立協会の会長を務めた。ニ

ュートンの物理学における数学的方法の完成は実に精密自然科学の規範とされ、近代科学の祖と

見られる様になった。彼は又化学、錬金術の実験に耽ったが、その結果は発表されていない。又

神学に関する著述もある。(久保亮五他編『岩波理化学事典第４版』より抜粋、1987年)  

訳注 18 代行者 agent 文字通りの意味は、代わって事を行う人となりますが、秘教科学では人間

に限っていません。本書Ⅶ章に出てきますが、物質的代行者と非物質的代行者の二種類あります。

重さがあり、見る事ができ、そして触知できる物質と重さの計れない、目に見えない、そして物質へ

のその影響によってのみ感知できる何かが実際に存在するという事です。一例として、エレメンタル

やデーヴァの様にロゴスの代わりに、ロゴスのプランと命令に従って、宇宙の管理運営、又は宇宙

の建設という実際の仕事を行う存在達が、あげられます。 

訳注 19  ベントリー Richard Bentley (1662-1742) 英国の古典学者。ケンブリッジ大学に学び、

イーリー大執事、王室蔵書管理官となる(1694)。ギリシア語新約聖書などの多数の古典の校訂本を

出した。 

訳注 20 ケプラー Johannes Kepler  (1571-1630) ドイツの天文学者。1594年グラーツ大学で数

学、天文学を講じた。1599 年皇帝フェルディナンド２世の新教徒迫害のためグラーツを追われて、

1600 年プラハでティコ・ブラーエの助手となり、1601 年皇帝ルドルフ２世に仕えた。ティコ・ブラー

エが多年観測した火星の位置に基づいて、“ケプラーの法則”を導き出し、同時に天体の運動を始

めて太陽の力によって説明しようと試みて、近代力学成立の先駆をなした。貧困と不幸の生涯を天

文学に捧げた。 

訳注 21 観念論 idealism 物質ではなく観念的なもの(イデア・理念・意識など)が根本的本質だと

する考え方。生滅変転の現象界に対し永劫不変のイデア界の優位を主張するプラトンの客観的観

念論、近代では物の存在を知覚に解消しようとするバークリーの主観的観念論、経験的世界は超

個人的な超越論的主観により構成されるとするカントの超越論的観念論など多様に存在する。“観
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念論”は主として認識論上の語で、倫理的な局面では“理想主義”と称する。又、存在論・世界観

上は別に“唯心論”の語を与える事もある。 

訳注 22 実証哲学 positivism 思弁を排除した経験的・実在的事実に基づく科学的知識を真の

知識として主張する立場。 

訳注23 これらの[太陽(複)]の一つとは全く違う[太陽]・・・ オカルト科学は、人間が霊、魂、肉体の

三重構造から成るのと同様、太陽ロゴスの体である太陽系も三つの様相として現れる、三重構造と

なっていると説きます。三体にはそれぞれの神秘が潜在しています。 

第Ⅰ様相 意志、目的 霊的中心太陽 大霊   生命 肯定的エネルギー 火の神秘 

第Ⅱ様相 愛、智慧  主観的太陽  魂    意識 平衡エネルギー  極の神秘 

第Ⅲ様相 行動的知性 物質太陽   体、物質 形体 否定的エネルギー 電気の神秘 

 HPB は、私達の目に見える太陽は物質太陽であり、他の二つの太陽を隠すヴェールの役割をし

ていると述べています。 

訳注 24 パルシー教徒 Parsi イスラム教徒の迫害を避けるため、8 世紀頃からインドに逃げたペ

ルシャ系のゾロアスター教の一派の人々。 

訳注 25 ローレンス・オリファント Lawrence Oliphant (1829-1888) 英国の作家、旅行家、外交官、

神秘主義者。1870年に出版された風刺小説『Picccadilly』の作家として知られる。 

＊26 ヘルメス Hermes トスはアトランティス大陸沈没後、大西洋に残った十島のうちウナルの島

に住んでいたトツトメス王の子でした。ウナル島沈没後エジプトに移り、その地の未開人達を教化し、

ギゼーのピラミッドを建設しました。エメラルド・タブレットはトスがアメンティーに降りて行く前に、そ

の記録をエメラルド板に刻んだものです。トスはその後、三度化身しており、最後の化身はギリシア

のヘルメスとして知られています。一方ヘルメスは古代ギリシアの神で、旅行者や商人の守護神と

して崇拝されました。ローマ神話のマーキュリーに当たります。後に新プラトン学派によりエジプトの

智慧の神トス(或いはトト)に比定され、“錬金術”の始祖ヘルメス・トリスメギストス(三重の偉大なヘル

メスの意)として崇拝されました。神秘主義的な古代思想の文献写本の総称であるヘルメス文書を

著わしたと考えられています。又中世の錬金術師は賢者の石を手にした唯一の人物と考えていま

した。 

訳注 27 七人の建設者達 the Seven Builders ディヤーニ・チョーハンの低級四界に属する三大

種のうちの一つです。又はデーヴァの中の建設デーヴァに相当します。建設者達は別名形体付与

者とも言われ、宇宙の創造の仕事において、質料の形体を付与する働きをし、記録者達がそれを

固定させ、分解させない様に保存します。又記録者達は建設者達が各プララヤ後にコスモスを再



14 

 

建する時の青写真となる宇宙の理想的プランを、宇宙意識から客観的な状態へと投射します。七

大天使がこれら全てを監督指導しています。 

訳注 28 七人の統治者達 the Seven Governors 高級三界にいるディヤーニ・チョーハン、即ち七

大天使達。 

訳注 29 ラウンド(環期) Round 太陽系には水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王

星、ヴァルカンという九つの物質天体で代表される九つの惑星があります。それぞれは連続して継

起する七つのチェーン(連鎖)から成る進化系に属しており、太陽も含めて十の進化系は、これらの

惑星の名を付して表されます。一つのチェーンはそれぞれ七つの天体を持ちますが、進化系を構

成する七つのチェーンのうち、第三、第四、第五のチェーンだけがそれぞれ一つの物質天体を持

ちます。たとえば地球は、地球進化系の第四チェーンに属する七つの天体のうち唯一の物質天体

です。それ以外の六つの天体、或いは上記三チェーン以外のチェーンの天体は全て霊的天体で

あるため、私達のこの物質界には属していません。そのため一つの進化系として物質宇宙に現れ

るのは第三、第四、第五の三つのチェーンだけという事になります。各進化系の中の同じ番号のチ

ェーンに注目すると、それらは全ての進化系で大体同じ時期に存在しているので、同じ番号のチェ

ーンを集めれば一つの太陽系になります。従って各進化系の第三チェーンが集まって第一の太陽

系を形成し、第四チェーンは第二の太陽系を、第五チェーンは第三の太陽系を形成します。 

 オカルト科学によれば、現在の宇宙の年齢 137億年のうち、現在の太陽系の年齢 46億年を引き

去った残りの 91 億年の間に、第一の太陽系は既にその活動期と休眠期を終えている計算になる

ので、現在は第二の太陽系になります。オカルト科学では一つの太陽系の存続期間は平均 43 億

年ですから、この計算は道理に適っている事になります。地球は現在地球進化系の第四連鎖(チェ

ーン)の中の第四天体に相当し、第四環期にあります。月は第三連鎖において第四天体に相当す

る惑星でした。 

 オカルト科学は、各連鎖の七つの天体は前の連鎖の七つの天体からそれぞれ生命やエネルギ

ー等の諸本質の全てを譲り受けて誕生すると説きます。たとえば第三連鎖の七つの惑星が第二連

鎖のそれぞれ対応する七つの天体からこの様に形成されたとすると、次の段階で、第二連鎖から

送られてきた第一から第三までのエレメンタル王国及び鉱物、植物、動物、人間の各王国から成る

生命の波は、第三連鎖の第一天体に順を追って送りこまれ、活動期を迎えます。しかしやがて周

期を終えると、それらの生命の波は第二天体に移行し、第一天体は休眠期に入ります。この様にし

て幾つもの生命の波が次々に送りこまれ、進化しつつ七天体を一巡すると一環期が終了します。

そして再び生命の波は第一天体に戻り、次の環期が始まります。この様な過程が七回繰り返され

七環が完了すると、一つの連鎖が終了します。各王国は一連鎖期間にわたり進化のプロセスを経
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て、次の連鎖に生まれ変わる時は、一段上の王国に移行します。第三連鎖が終了すると、生命の

波は次の第四連鎖に移って行き、第三連鎖はプララヤ(休眠期)に入ります。その時第三連鎖の七

天体は崩壊し、次の第四連鎖の七天体を形成するための質料となります。 

 七亞人種で 七根本人種で 七天体期で 七環期で 七連鎖期で 十進化系で  

 一根本人種 一天体期   一環期   一連鎖期 一進化系  一太陽系 

訳注 30 ハンフリー・デイヴィー卿 Sir Hummphry Davy (1778-1829) 英国の化学者。1795 年に

ペンザスの外科医の徒弟となり、1797 年には化学の勉強を始めた。電気分解により化合物を構成

要素に分解できる事を発見した事で著名。この方法によりカリウム、ナトリウム、バリウム、ストロンチ

ウム、カルシウム、マグネシウムを単離した。 

訳注 31 ミルトン John Milton (1608-1674) 英国の詩人。新教徒革命を支持する著作を著わし、

内面的自由の主張と共和制擁護の論陣を張る。晩年、失明の逆境の中で宗教的主題による深遠

な叙事詩を口述した。『失楽園』『複楽園』など。 

訳注 32 エーテル ether 太陽系の七平面(階層)のうち、最も濃密な物質平面に属する上位四亞

平面を構成する元素(巻末の訳者解説の第 1 章(ⅴ)節の図 A-3 を参照)。尚、太陽系の七階層(平

面)は宇宙物質階層に属するので、太陽系の第一階層から第四階層までを宇宙第一エーテル亞

界・・・宇宙第四エーテル亞界という事もある(同上の(ⅳ)節の図 A-2参照)。 

訳注 33 第五元 quintessence  古代・中世哲学で土、水、空気、火の四元( four elements )以外

の究極・至高の元素で、万象に拡充して宇宙を構成すると考えられた。エーテルの事。 

訳注 34 サイキック psychic ギリシア語のプシュケー(魂)からきた言葉で、魂的と言う意。 

訳注 35  ベーコン Francis Bacon  (1561-1626) 英国の哲学者・政治家。大法官にまで進む一

方、学問の大刷新という雄大な構想を展開。自然に従うことによってのみ自然を征服できるという信

念のもと、帰納法を用い、経験と観察によって実在の法則を取り出すことをめざした。四つのイドラ

(偶像)も有名。著書『新オルガノン』『随想録』など。 

訳注 36 アリストテレス  Aristoteles  (前 384-前 322) 古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子。

アテネ郊外に学園リュケイオンを創設。その学徒は逍遥(ペリパトス)学派と呼ばれる。プラトンのイ

デア論を批判し、形相(エイドス)は現実の個物において内在・実現されるとし、あらゆる存在を説明

する古代で最大の学的体系を立てた。中世スコラ哲学をはじめ、後世の学問への影響は大きい。

主な著作に、後世『オルガノン』と総称される論理学関係の諸著書、自然学関係の『動物誌』『自然

学』、存在自体を問う『形而上学』など。 

＊37 ルックス Lux 混沌の深みから躍り出た第一大天使、“朝の輝かしい息子”、ルシファーの事。 

＊38 光の息子達 the Sons of Light 高級三界のディヤーニ・チョーハン、七大天使の事。 
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訳注 39 エッセンス essence 物をしてその物たらしめる本質。    

 


