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●いつもテオソフィアに原稿を提供していただいている翻訳者の星野未来さんですが、体調不良のため掲載
は当面お休みいたします。原稿を楽しみにしていた皆様には残念なおしらせですが、体調がまた回復される
ことをお祈りしています。
●コロナウイルスの影響のため、当面勉強会はオンラインで行います。開催の日時などはメールでご案内し
ます。メールアドレスが送信エラーになる方がいらっしゃいますので、勉強会のお知らせなどが届いていな
い会員の方がおりましたら、info@theosophy.jp までご連絡ください。

神智学協会のお知らせ



 神智学の鍵

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク

神智学協会は儲かる商売か？

【問】　ある新聞が言っているように、創立者Ｈ・Ｓ・オル

コット大佐とＨ・Ｐ・ブラヴァツキーは二人とも神智学協

会からお金を儲けたり、世俗的な利益を得たのでしょう

か？

【答】　一銭も取ったことはありません。新聞は嘘を書い

ています。むしろ二人とも自分の持っていたものをすっ

かり与えてしまい、文字通り乞食のように貧乏になりま

した。「世俗的利益」については、二人が被った中傷に

ついて考えて下さい。それから聞いて下さい！

【問】　けれども多くの宣教師の機関誌で、入会費と会費

が費用よりはるかに多いと書いてあるのを読みました

し、ある人は創立者達が一年に二万ポンド稼いでいると

言っています。

【答】　それも嘘です。一八八九年一月に発行された収支

明細を見れば、一八七九年以来どんな所から受け取った

金もみんな正確に書いてあります。入会金や寄附金など

あらゆる財源から受けた総額はこの十年間で六千ポンド

以下でした。しかもその多くは創立者達の私財と彼等の

文筆からの収益を寄附したものです。これはすべて、敵

達である心霊研究会にさえ公に認められました。そして

今、創立者達二人は一文なしです。創立者の一人は彼女

が前にしていたように働くには年をとり過ぎ、病身なの

で、金銭的に協会を助けるために協会以外の文筆の仕事

をする時間をとることはできず、神智学のために書くこ

としかできません。もう一人の創立者は前の通りに働き

続け、依然としてそのためにほとんど報酬は受けていま

せん。

【問】　二人とも生活費が必要でしょう？

【答】　少しも必要ではありません。食べるのと住むのは

二、三の友人達の献身のおかげで、お金はほとんどいり

ません。

【問】　しかし、特にブラヴァツキー夫人は文筆で食べて

行く以上のことができるのではありませんか？

【答】　インドで彼女はロシアやその他の新聞などに記事

を寄稿して、一年平均、数千ルピーを得ましたが、そっ

くり協会に与えました。

【問】　政治的な論文は？

【答】　ありません。彼女がインドにいた七年の間に書い

たものはみな、誰でも自由に調べることができます。そ

れは宗教、民俗学、インドの習慣、それに神智学を扱っ

たもので、政治的なものはありません。彼女は政治的な

ことは何も知りませんし、気にもしていません。また言

いますが、二年前、彼女は毎月、金で約千二百ルーブル

になる契約を断りました。なぜなら彼女は協会の仕事を

捨てなければ、それを受けることはできなかったからで

す。協会の仕事のために彼女の時間と力のすべてが必要

でした。彼女はそれを証明する書類を持っています。

【問】　ＨＰＢもオルコット大佐も、たいへん多くの神智

学徒達のように、職業をもってあまった時間を協会の仕

事に捧げることはなぜできないのですか？

【答】　二人の主に仕えることはできませんから、職業的

な仕事か博愛的な仕事のどちらかが、なおざりになりま

す。本当の神智学徒はみな個人のことを公益に、自分自

身の現在の幸福を他の人々の未来のために犠牲にすると

いう道徳的な義務を負っています。もし創立者達が模範

を示さなかったなら、誰がするでしょう？

【問】　その模範に従う人はたくさんいますか？

【答】　あなたには本当のことを言う義務があります。

ヨーロッパには六つ以上の支部がありますが、その中で
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六人位です。

【問】　では神智学協会が多額な資金か協会自身の基金を

持っているというのは事実ではないのですか？

【答】　嘘です。協会には全く何もありません。今、一ポ

ンドの入会金とわずかな年会費は廃止されました。イン

ドの本部のスタッフはすぐに餓死するのではないかとい

う心配さえあります。

【問】　ではどうして募金はしないのですか？

【答】　私達は救世軍ではありません。私達は物乞いをす

ることはできませんし、したこともありません。また、

教会や宗派を手本にして寄附金を募ったこともありませ

ん。時々、協会を支えるために献身的な会員達が少額な

寄附金を送ってくれますが、それはみな自発的なもので

す。

【問】　多額なお金がブラヴァツキー夫人に贈られたと私

は聞きました。四年前、インドに行ったある金持ちの若

い会員から五千ポンド贈られ、また別の金持ちの有名な

アメリカ人から一万ポンドもらったと言われていまし

た。そのアメリカ人は会員の一人で、四年前にヨーロッ

パで亡くなりました。

【答】　そんなことを言った人達に、彼等はひどい嘘を繰

り返していると言って下さい。ブラヴァツキー夫人は、

神智学協会が創立されて以来、その二人の紳士や誰かに

一文も頼んだことももらったこともありません。創立者

が神智学からお金を儲けたことがあったというよりも、

英国銀行が倒産者であると証明するほうがずっとやさし

いでしょう。この二つの中傷はロンドンの貴族階級の二

人の生まれのよい女性から出ましたが、すぐに調べられ、

その誤りは正されました。それは二つの作り話の死骸で、

忘却の海に葬られていましたが、また噂の泥水の表面に

浮かび上がってきたのです。

【問】　それから、神智学協会にいくつかの多額の遺産が

残されたと聞きました。一つは約八千ポンドで、協会に

属していなかった風変わりな英国人が残しました。もう

一つは三千ポンドか四千ポンドでオーストラリアの会員

の遺言が残されたと言うことです。

【答】　初めの話は聞きました。合法的に残されても残さ

れなくても、協会がそれによって利益を得たり、創立者

達に公にそれを告げられたことはないということも知っ

ています。なぜなら、私達の協会は当時、認可された団

体ではなかったので、法人ではなく、検認裁判所の判事

はその遺言には何も注意を払わず、その人の親戚にお金

を渡しました。最初はそれだけです。二番目は全くその

通りです。遺言者は献身的な会員の一人でした。彼の持っ

ていたすべてを神智学協会に遺贈しました。しかし、会

長オルコット大佐がそのことを調査に行った時、何か家

庭的な事情で何も相続しない子供達がいるのを知りまし

た。ですから、大佐は審議会を召集し、遺贈は謝絶して、

財産をその子供達に渡すべきであると決めました。神智

学協会がたとえ法律上からでなくても、とにかく神智学

の原則上、他人に権利のある金で利益を得たならば、そ

の名に忠実ではありません。

【問】　また、あなた方の雑誌、『セオソフィスト』の中に、

協会に二万五千ルピー寄附したインドの王様のことが出

ていました。一八八八年一月号『セオソフィスト』に出

ているこの多額な助成金に対して、あなた方は彼に感謝

しなかったのですか？

【答】　しましたよ。「マハーラージャ……殿下が協会の

基金に二万五千ルピーの多額な贈物の約束をされたこと

に対して、会議は感謝の意を表す」という言葉で。その

感謝は十分に伝えられましたが、そのお金はまだ「約束」

だけで本部には届いていません。

【問】　もしマハーラージャが約束され、その贈与に対す

る感謝を公に受けられたならば、彼は約束を果たされる

のではないですか？

【答】　その約束は一八か月前のことですが、いつか果た

されるかもしれません。私は現在のことを言っているの

で、未来のことを言ってはいません。

【問】　ではあなたはどうやって協会を続けて行くつもり

ですか？

【答】　神智学協会に、報酬や感謝を受けないでもよろこ

んで協会のために働く少数の献身的な会員達がいる限

り、続けます。少数の善良な神智学徒が時々献金で協会

を支えている限り、協会は存在し続け、何ものもこれを

つぶすことはできません。

【問】　「協会の背後にある勢力」について、私は多くの

神智学徒から聞いたことがあります。また、シネット氏

の著書にもある「マハートマ達」が協会を創立され、見

守っておられ、保護しておられると書いてあるようです。

【答】　あなたは笑うかもしれませんが、本当にそうです。

神智学協会で働いている人々

【問】　その人達は偉大なアデプトやアルケミストなどだ

と聞きました。もしシネット氏の『オカルトワールド』

に書いてあるように、思いのままに様々な種類の奇跡を

起こす上に、マハートマ達が鉛を金に変えて好きなだけ

お金を作ることができるなら、なぜあなたにお金を与え、

創立者達と協会を支援してくれないのですか？

【答】　マハートマ達は「奇跡クラブ」を作られたのでは

ありません。協会が出来た目的の一つは人々の努力と長

所によって、自分の中に潜んでいる能力を発達させるこ

とを助けることです。また、マハートマ達がどんな方法

で現象を起こされても起こされなくても、にせ金造りに

はなりませんし、お金を造って会員や志願者達にもう一

つ、強い誘惑をお与えになるつもりはありません。神智

学は金で買えるものではありません。これまで過去一四

年間、協会のために働いている会員には大師方や協会か

ら月給をいただいた人は一人もいません。

【問】　ではあなた方のスタッフは全然お金をもらってい

ないのですか？

【答】　今までは一人ももらっていません。しかし、誰で

も飲んだり食べたり着たりしなければなりません。生活

の道がなくて、協会の仕事に自分の時間をすべて捧げて

いる人達には、インドのマドラスの本部では生活の必需

品を満たしています。その必需品は本当に粗末なもので

すが。しかし、今は協会の仕事がたいへん増え、特にヨー

ロッパでは中傷のおかげで働き于が多く要ります。私達

は報酬を与える何人かの会員がいればよいと思っていま

す。このような仲間はみな、協会に自分の時間をすっか

り捧げる用意をし、すばらしい見込みのある公の地位を

辞職して、以前の給料の半分以下で私達のために働こう

としているからです。

【問】　そのための基金は誰が用意するのですか？

【答】　他の人より少し豊かなだけの私達の会員のある者

達です。神智学に投機したり、神智学で金を作ったりす

る人は、私達の中にいる値打ちはありません。

【問】　あなた方は神智学の本や雑誌やその他の刊行物で

お金を儲けているに違いありません。

【答】　雑誌の中でマドラスの『セオソフィスト』だけは

利益があります。この利益は公にした収支が示す通り、

年々協会に引き渡されます。『ルシファー』誌は徐々に

ですが確実にお金を食っています。キリスト教を信じる

書店や鉄道の売店のボイコットのおかげで、まだその経

費が出ていません。フランスの『ル・ロータス』はある

神智学徒のあまり大きくない資力で始めました。その人

は時間と労力をすべてこれに捧げましたが、お金が足り

なくなりました。ニューヨークの『道』誌も収支が賄 ( ま

かな ) えません。パリの『神智学レヴュー』は最近始まっ

たばかりですが、これはある婦人会員の私有財産により

ます。その上、ロンドンの神智学出版会社で発行された

本が引き合う時はいつでも、その利益は協会に捧げられ

ます。

【問】　では、マハートマ達についてできるだけ話して下

さい。マハートマ方については非常に多くの矛盾したこ

とが言われています。何を信じてよいのか分からず、こっ

けいな話を数多く聞いています。

【答】　「こっけい」だと言われるのはもっともです。
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【問】　ある新聞が言っているように、創立者Ｈ・Ｓ・オル

コット大佐とＨ・Ｐ・ブラヴァツキーは二人とも神智学協

会からお金を儲けたり、世俗的な利益を得たのでしょう

か？

【答】　一銭も取ったことはありません。新聞は嘘を書い

ています。むしろ二人とも自分の持っていたものをすっ

かり与えてしまい、文字通り乞食のように貧乏になりま

した。「世俗的利益」については、二人が被った中傷に

ついて考えて下さい。それから聞いて下さい！

【問】　けれども多くの宣教師の機関誌で、入会費と会費

が費用よりはるかに多いと書いてあるのを読みました

し、ある人は創立者達が一年に二万ポンド稼いでいると

言っています。

【答】　それも嘘です。一八八九年一月に発行された収支

明細を見れば、一八七九年以来どんな所から受け取った

金もみんな正確に書いてあります。入会金や寄附金など

あらゆる財源から受けた総額はこの十年間で六千ポンド

以下でした。しかもその多くは創立者達の私財と彼等の

文筆からの収益を寄附したものです。これはすべて、敵

達である心霊研究会にさえ公に認められました。そして

今、創立者達二人は一文なしです。創立者の一人は彼女

が前にしていたように働くには年をとり過ぎ、病身なの

で、金銭的に協会を助けるために協会以外の文筆の仕事

をする時間をとることはできず、神智学のために書くこ

としかできません。もう一人の創立者は前の通りに働き

続け、依然としてそのためにほとんど報酬は受けていま

せん。

【問】　二人とも生活費が必要でしょう？

【答】　少しも必要ではありません。食べるのと住むのは

二、三の友人達の献身のおかげで、お金はほとんどいり

ません。

【問】　しかし、特にブラヴァツキー夫人は文筆で食べて

行く以上のことができるのではありませんか？

【答】　インドで彼女はロシアやその他の新聞などに記事

を寄稿して、一年平均、数千ルピーを得ましたが、そっ

くり協会に与えました。

【問】　政治的な論文は？

【答】　ありません。彼女がインドにいた七年の間に書い

たものはみな、誰でも自由に調べることができます。そ

れは宗教、民俗学、インドの習慣、それに神智学を扱っ

たもので、政治的なものはありません。彼女は政治的な

ことは何も知りませんし、気にもしていません。また言

いますが、二年前、彼女は毎月、金で約千二百ルーブル

になる契約を断りました。なぜなら彼女は協会の仕事を

捨てなければ、それを受けることはできなかったからで

す。協会の仕事のために彼女の時間と力のすべてが必要

でした。彼女はそれを証明する書類を持っています。

【問】　ＨＰＢもオルコット大佐も、たいへん多くの神智

学徒達のように、職業をもってあまった時間を協会の仕

事に捧げることはなぜできないのですか？

【答】　二人の主に仕えることはできませんから、職業的

な仕事か博愛的な仕事のどちらかが、なおざりになりま

す。本当の神智学徒はみな個人のことを公益に、自分自

身の現在の幸福を他の人々の未来のために犠牲にすると

いう道徳的な義務を負っています。もし創立者達が模範

を示さなかったなら、誰がするでしょう？

【問】　その模範に従う人はたくさんいますか？

【答】　あなたには本当のことを言う義務があります。

ヨーロッパには六つ以上の支部がありますが、その中で

六人位です。

【問】　では神智学協会が多額な資金か協会自身の基金を

持っているというのは事実ではないのですか？

【答】　嘘です。協会には全く何もありません。今、一ポ

ンドの入会金とわずかな年会費は廃止されました。イン

ドの本部のスタッフはすぐに餓死するのではないかとい

う心配さえあります。

【問】　ではどうして募金はしないのですか？

【答】　私達は救世軍ではありません。私達は物乞いをす

ることはできませんし、したこともありません。また、

教会や宗派を手本にして寄附金を募ったこともありませ

ん。時々、協会を支えるために献身的な会員達が少額な

寄附金を送ってくれますが、それはみな自発的なもので

す。

【問】　多額なお金がブラヴァツキー夫人に贈られたと私

は聞きました。四年前、インドに行ったある金持ちの若

い会員から五千ポンド贈られ、また別の金持ちの有名な

アメリカ人から一万ポンドもらったと言われていまし

た。そのアメリカ人は会員の一人で、四年前にヨーロッ

パで亡くなりました。

【答】　そんなことを言った人達に、彼等はひどい嘘を繰

り返していると言って下さい。ブラヴァツキー夫人は、

神智学協会が創立されて以来、その二人の紳士や誰かに

一文も頼んだことももらったこともありません。創立者

が神智学からお金を儲けたことがあったというよりも、

英国銀行が倒産者であると証明するほうがずっとやさし

いでしょう。この二つの中傷はロンドンの貴族階級の二

人の生まれのよい女性から出ましたが、すぐに調べられ、

その誤りは正されました。それは二つの作り話の死骸で、

忘却の海に葬られていましたが、また噂の泥水の表面に

浮かび上がってきたのです。

【問】　それから、神智学協会にいくつかの多額の遺産が

残されたと聞きました。一つは約八千ポンドで、協会に

属していなかった風変わりな英国人が残しました。もう

一つは三千ポンドか四千ポンドでオーストラリアの会員

の遺言が残されたと言うことです。

【答】　初めの話は聞きました。合法的に残されても残さ

れなくても、協会がそれによって利益を得たり、創立者

達に公にそれを告げられたことはないということも知っ

ています。なぜなら、私達の協会は当時、認可された団

体ではなかったので、法人ではなく、検認裁判所の判事

はその遺言には何も注意を払わず、その人の親戚にお金

を渡しました。最初はそれだけです。二番目は全くその

通りです。遺言者は献身的な会員の一人でした。彼の持っ

ていたすべてを神智学協会に遺贈しました。しかし、会

長オルコット大佐がそのことを調査に行った時、何か家

庭的な事情で何も相続しない子供達がいるのを知りまし

た。ですから、大佐は審議会を召集し、遺贈は謝絶して、

財産をその子供達に渡すべきであると決めました。神智

学協会がたとえ法律上からでなくても、とにかく神智学

の原則上、他人に権利のある金で利益を得たならば、そ

の名に忠実ではありません。

【問】　また、あなた方の雑誌、『セオソフィスト』の中に、

協会に二万五千ルピー寄附したインドの王様のことが出

ていました。一八八八年一月号『セオソフィスト』に出

ているこの多額な助成金に対して、あなた方は彼に感謝

しなかったのですか？

【答】　しましたよ。「マハーラージャ……殿下が協会の

基金に二万五千ルピーの多額な贈物の約束をされたこと

に対して、会議は感謝の意を表す」という言葉で。その

感謝は十分に伝えられましたが、そのお金はまだ「約束」

だけで本部には届いていません。

【問】　もしマハーラージャが約束され、その贈与に対す

る感謝を公に受けられたならば、彼は約束を果たされる

のではないですか？

【答】　その約束は一八か月前のことですが、いつか果た

されるかもしれません。私は現在のことを言っているの

で、未来のことを言ってはいません。

【問】　ではあなたはどうやって協会を続けて行くつもり

ですか？

【答】　神智学協会に、報酬や感謝を受けないでもよろこ

んで協会のために働く少数の献身的な会員達がいる限
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り、続けます。少数の善良な神智学徒が時々献金で協会

を支えている限り、協会は存在し続け、何ものもこれを

つぶすことはできません。

【問】　「協会の背後にある勢力」について、私は多くの

神智学徒から聞いたことがあります。また、シネット氏

の著書にもある「マハートマ達」が協会を創立され、見

守っておられ、保護しておられると書いてあるようです。

【答】　あなたは笑うかもしれませんが、本当にそうです。

神智学協会で働いている人々

【問】　その人達は偉大なアデプトやアルケミストなどだ

と聞きました。もしシネット氏の『オカルトワールド』

に書いてあるように、思いのままに様々な種類の奇跡を

起こす上に、マハートマ達が鉛を金に変えて好きなだけ

お金を作ることができるなら、なぜあなたにお金を与え、

創立者達と協会を支援してくれないのですか？

【答】　マハートマ達は「奇跡クラブ」を作られたのでは

ありません。協会が出来た目的の一つは人々の努力と長

所によって、自分の中に潜んでいる能力を発達させるこ

とを助けることです。また、マハートマ達がどんな方法

で現象を起こされても起こされなくても、にせ金造りに

はなりませんし、お金を造って会員や志願者達にもう一

つ、強い誘惑をお与えになるつもりはありません。神智

学は金で買えるものではありません。これまで過去一四

年間、協会のために働いている会員には大師方や協会か

ら月給をいただいた人は一人もいません。

【問】　ではあなた方のスタッフは全然お金をもらってい

ないのですか？

【答】　今までは一人ももらっていません。しかし、誰で

も飲んだり食べたり着たりしなければなりません。生活

の道がなくて、協会の仕事に自分の時間をすべて捧げて

いる人達には、インドのマドラスの本部では生活の必需

品を満たしています。その必需品は本当に粗末なもので

すが。しかし、今は協会の仕事がたいへん増え、特にヨー

ロッパでは中傷のおかげで働き于が多く要ります。私達

は報酬を与える何人かの会員がいればよいと思っていま

す。このような仲間はみな、協会に自分の時間をすっか

り捧げる用意をし、すばらしい見込みのある公の地位を

辞職して、以前の給料の半分以下で私達のために働こう

としているからです。

【問】　そのための基金は誰が用意するのですか？

【答】　他の人より少し豊かなだけの私達の会員のある者

達です。神智学に投機したり、神智学で金を作ったりす

る人は、私達の中にいる値打ちはありません。

【問】　あなた方は神智学の本や雑誌やその他の刊行物で

お金を儲けているに違いありません。

【答】　雑誌の中でマドラスの『セオソフィスト』だけは

利益があります。この利益は公にした収支が示す通り、

年々協会に引き渡されます。『ルシファー』誌は徐々に

ですが確実にお金を食っています。キリスト教を信じる

書店や鉄道の売店のボイコットのおかげで、まだその経

費が出ていません。フランスの『ル・ロータス』はある

神智学徒のあまり大きくない資力で始めました。その人

は時間と労力をすべてこれに捧げましたが、お金が足り

なくなりました。ニューヨークの『道』誌も収支が賄 ( ま

かな ) えません。パリの『神智学レヴュー』は最近始まっ

たばかりですが、これはある婦人会員の私有財産により

ます。その上、ロンドンの神智学出版会社で発行された

本が引き合う時はいつでも、その利益は協会に捧げられ

ます。

【問】　では、マハートマ達についてできるだけ話して下

さい。マハートマ方については非常に多くの矛盾したこ

とが言われています。何を信じてよいのか分からず、こっ

けいな話を数多く聞いています。

【答】　「こっけい」だと言われるのはもっともです。



神智学協会は儲かる商売か？

【問】　ある新聞が言っているように、創立者Ｈ・Ｓ・オル

コット大佐とＨ・Ｐ・ブラヴァツキーは二人とも神智学協

会からお金を儲けたり、世俗的な利益を得たのでしょう

か？

【答】　一銭も取ったことはありません。新聞は嘘を書い

ています。むしろ二人とも自分の持っていたものをすっ

かり与えてしまい、文字通り乞食のように貧乏になりま

した。「世俗的利益」については、二人が被った中傷に

ついて考えて下さい。それから聞いて下さい！

【問】　けれども多くの宣教師の機関誌で、入会費と会費

が費用よりはるかに多いと書いてあるのを読みました

し、ある人は創立者達が一年に二万ポンド稼いでいると

言っています。

【答】　それも嘘です。一八八九年一月に発行された収支

明細を見れば、一八七九年以来どんな所から受け取った

金もみんな正確に書いてあります。入会金や寄附金など

あらゆる財源から受けた総額はこの十年間で六千ポンド

以下でした。しかもその多くは創立者達の私財と彼等の

文筆からの収益を寄附したものです。これはすべて、敵

達である心霊研究会にさえ公に認められました。そして

今、創立者達二人は一文なしです。創立者の一人は彼女

が前にしていたように働くには年をとり過ぎ、病身なの

で、金銭的に協会を助けるために協会以外の文筆の仕事

をする時間をとることはできず、神智学のために書くこ

としかできません。もう一人の創立者は前の通りに働き

続け、依然としてそのためにほとんど報酬は受けていま

せん。

【問】　二人とも生活費が必要でしょう？

【答】　少しも必要ではありません。食べるのと住むのは

二、三の友人達の献身のおかげで、お金はほとんどいり

ません。

【問】　しかし、特にブラヴァツキー夫人は文筆で食べて

行く以上のことができるのではありませんか？

【答】　インドで彼女はロシアやその他の新聞などに記事

を寄稿して、一年平均、数千ルピーを得ましたが、そっ

くり協会に与えました。

【問】　政治的な論文は？

【答】　ありません。彼女がインドにいた七年の間に書い

たものはみな、誰でも自由に調べることができます。そ

れは宗教、民俗学、インドの習慣、それに神智学を扱っ

たもので、政治的なものはありません。彼女は政治的な

ことは何も知りませんし、気にもしていません。また言

いますが、二年前、彼女は毎月、金で約千二百ルーブル

になる契約を断りました。なぜなら彼女は協会の仕事を

捨てなければ、それを受けることはできなかったからで

す。協会の仕事のために彼女の時間と力のすべてが必要

でした。彼女はそれを証明する書類を持っています。

【問】　ＨＰＢもオルコット大佐も、たいへん多くの神智

学徒達のように、職業をもってあまった時間を協会の仕

事に捧げることはなぜできないのですか？

【答】　二人の主に仕えることはできませんから、職業的

な仕事か博愛的な仕事のどちらかが、なおざりになりま

す。本当の神智学徒はみな個人のことを公益に、自分自

身の現在の幸福を他の人々の未来のために犠牲にすると

いう道徳的な義務を負っています。もし創立者達が模範

を示さなかったなら、誰がするでしょう？

【問】　その模範に従う人はたくさんいますか？

【答】　あなたには本当のことを言う義務があります。

ヨーロッパには六つ以上の支部がありますが、その中で

六人位です。

【問】　では神智学協会が多額な資金か協会自身の基金を

持っているというのは事実ではないのですか？

【答】　嘘です。協会には全く何もありません。今、一ポ

ンドの入会金とわずかな年会費は廃止されました。イン

ドの本部のスタッフはすぐに餓死するのではないかとい

う心配さえあります。

【問】　ではどうして募金はしないのですか？

【答】　私達は救世軍ではありません。私達は物乞いをす

ることはできませんし、したこともありません。また、

教会や宗派を手本にして寄附金を募ったこともありませ

ん。時々、協会を支えるために献身的な会員達が少額な

寄附金を送ってくれますが、それはみな自発的なもので

す。

【問】　多額なお金がブラヴァツキー夫人に贈られたと私

は聞きました。四年前、インドに行ったある金持ちの若

い会員から五千ポンド贈られ、また別の金持ちの有名な

アメリカ人から一万ポンドもらったと言われていまし

た。そのアメリカ人は会員の一人で、四年前にヨーロッ

パで亡くなりました。

【答】　そんなことを言った人達に、彼等はひどい嘘を繰

り返していると言って下さい。ブラヴァツキー夫人は、

神智学協会が創立されて以来、その二人の紳士や誰かに

一文も頼んだことももらったこともありません。創立者

が神智学からお金を儲けたことがあったというよりも、

英国銀行が倒産者であると証明するほうがずっとやさし

いでしょう。この二つの中傷はロンドンの貴族階級の二

人の生まれのよい女性から出ましたが、すぐに調べられ、

その誤りは正されました。それは二つの作り話の死骸で、

忘却の海に葬られていましたが、また噂の泥水の表面に

浮かび上がってきたのです。

【問】　それから、神智学協会にいくつかの多額の遺産が

残されたと聞きました。一つは約八千ポンドで、協会に

属していなかった風変わりな英国人が残しました。もう

一つは三千ポンドか四千ポンドでオーストラリアの会員

の遺言が残されたと言うことです。

【答】　初めの話は聞きました。合法的に残されても残さ

れなくても、協会がそれによって利益を得たり、創立者

達に公にそれを告げられたことはないということも知っ

ています。なぜなら、私達の協会は当時、認可された団

体ではなかったので、法人ではなく、検認裁判所の判事

はその遺言には何も注意を払わず、その人の親戚にお金

を渡しました。最初はそれだけです。二番目は全くその

通りです。遺言者は献身的な会員の一人でした。彼の持っ

ていたすべてを神智学協会に遺贈しました。しかし、会

長オルコット大佐がそのことを調査に行った時、何か家

庭的な事情で何も相続しない子供達がいるのを知りまし

た。ですから、大佐は審議会を召集し、遺贈は謝絶して、

財産をその子供達に渡すべきであると決めました。神智

学協会がたとえ法律上からでなくても、とにかく神智学

の原則上、他人に権利のある金で利益を得たならば、そ

の名に忠実ではありません。

【問】　また、あなた方の雑誌、『セオソフィスト』の中に、

協会に二万五千ルピー寄附したインドの王様のことが出

ていました。一八八八年一月号『セオソフィスト』に出

ているこの多額な助成金に対して、あなた方は彼に感謝

しなかったのですか？

【答】　しましたよ。「マハーラージャ……殿下が協会の

基金に二万五千ルピーの多額な贈物の約束をされたこと

に対して、会議は感謝の意を表す」という言葉で。その

感謝は十分に伝えられましたが、そのお金はまだ「約束」

だけで本部には届いていません。

【問】　もしマハーラージャが約束され、その贈与に対す

る感謝を公に受けられたならば、彼は約束を果たされる

のではないですか？

【答】　その約束は一八か月前のことですが、いつか果た

されるかもしれません。私は現在のことを言っているの

で、未来のことを言ってはいません。

【問】　ではあなたはどうやって協会を続けて行くつもり

ですか？

【答】　神智学協会に、報酬や感謝を受けないでもよろこ

んで協会のために働く少数の献身的な会員達がいる限
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り、続けます。少数の善良な神智学徒が時々献金で協会

を支えている限り、協会は存在し続け、何ものもこれを

つぶすことはできません。

【問】　「協会の背後にある勢力」について、私は多くの

神智学徒から聞いたことがあります。また、シネット氏

の著書にもある「マハートマ達」が協会を創立され、見

守っておられ、保護しておられると書いてあるようです。

【答】　あなたは笑うかもしれませんが、本当にそうです。

神智学協会で働いている人々

【問】　その人達は偉大なアデプトやアルケミストなどだ

と聞きました。もしシネット氏の『オカルトワールド』

に書いてあるように、思いのままに様々な種類の奇跡を

起こす上に、マハートマ達が鉛を金に変えて好きなだけ

お金を作ることができるなら、なぜあなたにお金を与え、

創立者達と協会を支援してくれないのですか？

【答】　マハートマ達は「奇跡クラブ」を作られたのでは

ありません。協会が出来た目的の一つは人々の努力と長

所によって、自分の中に潜んでいる能力を発達させるこ

とを助けることです。また、マハートマ達がどんな方法

で現象を起こされても起こされなくても、にせ金造りに

はなりませんし、お金を造って会員や志願者達にもう一

つ、強い誘惑をお与えになるつもりはありません。神智

学は金で買えるものではありません。これまで過去一四

年間、協会のために働いている会員には大師方や協会か

ら月給をいただいた人は一人もいません。

【問】　ではあなた方のスタッフは全然お金をもらってい

ないのですか？

【答】　今までは一人ももらっていません。しかし、誰で

も飲んだり食べたり着たりしなければなりません。生活

の道がなくて、協会の仕事に自分の時間をすべて捧げて

いる人達には、インドのマドラスの本部では生活の必需

品を満たしています。その必需品は本当に粗末なもので

すが。しかし、今は協会の仕事がたいへん増え、特にヨー

ロッパでは中傷のおかげで働き于が多く要ります。私達

は報酬を与える何人かの会員がいればよいと思っていま

す。このような仲間はみな、協会に自分の時間をすっか

り捧げる用意をし、すばらしい見込みのある公の地位を

辞職して、以前の給料の半分以下で私達のために働こう

としているからです。

【問】　そのための基金は誰が用意するのですか？

【答】　他の人より少し豊かなだけの私達の会員のある者

達です。神智学に投機したり、神智学で金を作ったりす

る人は、私達の中にいる値打ちはありません。

【問】　あなた方は神智学の本や雑誌やその他の刊行物で

お金を儲けているに違いありません。

【答】　雑誌の中でマドラスの『セオソフィスト』だけは

利益があります。この利益は公にした収支が示す通り、

年々協会に引き渡されます。『ルシファー』誌は徐々に

ですが確実にお金を食っています。キリスト教を信じる

書店や鉄道の売店のボイコットのおかげで、まだその経

費が出ていません。フランスの『ル・ロータス』はある

神智学徒のあまり大きくない資力で始めました。その人

は時間と労力をすべてこれに捧げましたが、お金が足り

なくなりました。ニューヨークの『道』誌も収支が賄 ( ま

かな ) えません。パリの『神智学レヴュー』は最近始まっ

たばかりですが、これはある婦人会員の私有財産により

ます。その上、ロンドンの神智学出版会社で発行された

本が引き合う時はいつでも、その利益は協会に捧げられ

ます。

【問】　では、マハートマ達についてできるだけ話して下

さい。マハートマ方については非常に多くの矛盾したこ

とが言われています。何を信じてよいのか分からず、こっ

けいな話を数多く聞いています。

【答】　「こっけい」だと言われるのはもっともです。



実践的オカルティズム

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子

（先月号の続き）

　このような悪の最も微妙な形は、報酬を得ようとする

期待と欲望である。知らず知らずのうちに報酬への希望

を心にいだいて、自分の努力をすべて台無しにしている

人がたくさんいる。というのは、報酬欲が生活の中で働

くようになると、悩みや疑いや恐怖や絶望、すなわち失

敗がついてくる。

　霊的智慧を熱望する者の目的は、より高い存在界に入

ることである。熱望者は、あらゆる面では今よりも完全

な新しい人間になりたいと思っている。そして目に見え

る世界では生物の進化段階が進むにつれて能力も増加す

ると同様に、探求者がより高い世界に入ることができた

なら、可能性と能力の範囲と強さには進歩に相応する増

加があるだろう。このような方法でアデプト方は、度々

述べられてきた神通力を体得する。しかし心にとめるべ

きポイントは、人間の通常の能力がこの世での存在に自

然なつき物であるように、アデプトの神通力はより高い

進化段階の世界には自然なものであるという点である。

　多くの人達は、アデプトになることは、人間を徹底的

に変える根本的な過程ではなく、一種の「建増し」のよ

うなプロセスだと思っているようである。つまり、勝手

に定められた一組のルールを細かいところまで守るとい

う、はっきりした訓練のコースをとって人は神通力を

次々と身につけ、そしてある一定の数の能力を我が物に

したら「アデプト」と呼ばれるようになるという考えで

ある。この間違った考えを受け入れる人は、アデプトに

なるためにまず第一にしなければならないことは、「超

能力」の開発であると思い込んでいる。特に透視力と、

肉体を離れ遠くまで行くという能力に関心をもっている

ようである。

　自分個人の利益のためにそのような能力を獲得したい

と思う人々に、私達が言うことは何もない。彼等は、純

粋に利己的な目的のために働くすべての人々と同じよう

に非難すべきだからである。

　ところが、結果を原因と取り違えて、神通力の獲得が

霊的進歩への唯一の道であると心から思っている人もい

る。このような人達は、神智学協会をこの方面の知識を

得るためにいちばん便利な手段と見なしている。つまり、

協会は一種のオカルト・アカデミーであり、奇跡を行な

う者達を育てるための機関を備えた団体だと考えてい

る。こうした考えに反対する主張や、警告が繰り返し唱

えられたのに、この思い違いを根絶することができない

ほど深く心にしみ込んでしまった会員もいる。この人達

は以前に協会の目的について十分教えられたことが全く

真実であり、協会は霊能力の養成所でないことが分かる

と、非常にうるさく不平をこぼす。

　神智学協会は、超能力開発への新しくやさしい道を

人々に教えるために創立されたものではない。協会の唯

一の使命は、ごく少数の人達を除いて人類の大部分には

消えてしまった「真理の松
たい

明
まつ

」を新たにともすことと、

よい種が芽を出せる唯一の土壌である「人類同胞団」を

組織することによってその真理を生かすことである。確

かに協会は、その影響の範囲に入るすべての人の霊的な

発展を促したいと思っているが、その方法は古代の聖者

達のものであり、その教えは最古の秘教に属するもので

ある。協会はいんちき療法、特に、正直な治療師が決し

て処方しないような劇薬を施すものではない。

　この件に関して、すべての霊的知識を求めている会員

及び他の人達に、超能力開発のやさしい方法の指導を授

けるという者等に気をつけるよう、注意をしたいと思う。

そのような贈物（サンスクリット語でラウキカ、現世的

なもの）は機械的な行法によって比較的に手に入れやす
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いが、神経の刺激が尽きるとすぐに消えてしまう。一方、

本当の透視家＝アデプトの状態にまことのサイキックな

進展（ローコータラ、超俗世的なもの）がつき物だが、

ひとたびそれを達成すれば、消え失せることは決してな

い。

　神智学協会は心霊研究の問題に一般の興味を起こさせ

たが、協会の創立後こうした興味の波に乗って超能力開

発のやさしい方法を看板に、たくさんのメンバーを誘い

込もうとする団体がいくつも現れた。ここインドでは、

いろいろな種類のにせの修行者が昔からよく知られてい

たが、インドにも欧米にもこの方面では新しい危険があ

るのではないかと思う。そのような団体の指導者には、

自己欺瞞の夢想家もいれば、故意に他をだます者もいる

が、願わくは、その者達の空手形の輝きに目がくらんで

そのペテンに引っ掛かる人が協会のメンバーにはいない

ことを望む。

　このような注意と抗議が必要であることを明らかにす

るために、ベナレスからの手紙に同封した広告について

触れたいと思う。その広告を発行した自称マハートマは

「英語またはインドの言語のいずれにも精通している八

人の男女」を募集しているようである。広告の最後に「修

行と指導料についてもっと詳しく問い合わせたいと思う

人」は返送料と申し込みの手紙を「マハートマ」の住所

に送るようにと言う！

　また、去年英国で発行された『神聖なポイマンドレー

ス』の再販が私達の前のテーブルの上にある。その中に

「インドのマハートマ達が自由に高級な智慧を授けてく

ださるという期待を裏切られた神智学者達」への文章が

ある。そしてそのような神智学者達は、名前を編集者に

送るように勧誘している。そうすれば「短期の見習いが

済んだら」オカルト同胞団の入団を許されて、「受け入

れられる価値があると思われた人達には、差し控えるこ

となく自由に教える」と言っている。しかし妙なことに、

その本の中でヘルメス・トリスメギストスはその団体の

方針と矛盾するような次のことを述べている。

　「⑻これこそ真理に至る唯一の道である。私達の先祖

達はこの道を辿り、善に達することができた。この道は

美しく平坦だが、魂にとっては肉体の中に閉じ込められ

ている間は進みにくい道である…… (88) 大衆を避けよ。

そうすれば、物は無知だから未知のことを恐れ、度を越

さないようになる」

　確かに私達がヨーガ・ヴィディヤーヘの近道を勧めな

かったためにたいへん失望した神智学者はいるが、それ

は他が悪いのではなく彼等自身のせいである。また他の

会員はもっと実際的なことをやりたがっている。しかし、

非常に興味深いことだが、協会のためにほとんど何もし

たことのない人こそ、いちばん大きな声であら探しをし

ている。こうした人達及びメスメリズムに向いている会

員はなぜ、メスメル術の研究を真剣に取り上げないの

か？　メルメス術は、オカルト科学の鍵と呼ばれたこと

がある。その上、メルメス術ができる者は、人類を益す

る独特な機会を与えられるという利点もある。ボンベイ

支部はメスメル術による治療を行なうと同時にホメオパ

シー療法の施薬所を創立してたいへん大きな成功を遂げ

たが、インドの医学をもっとしっかりした土台に打ち立

てることに貢献して、しかも、計り知れないほど一般大

衆を益することになる。

　ボンベイ支部以外にこの方面で立派な仕事を為した他

の支部もあるが、これまで試みたことよりもはるかに多

くのことを行なう余裕がある。協会の活動の他の部分に

ついても同じことが言える。各支部の会員達は知恵を合

わせて、協会の宣言した目的を促進するためにどんな具

体的な手段を取ることができるか真剣に話し合うべきで

ある。会員達があまり深く考えずに神智学の本をざっと

読むことに満足して、協会の積極的な仕事に本当の貢献

をしないケースはあまりにも多すぎる。インドや他の国

で神智学協会が効果的に善をなすためには、各会員はそ

の目的に積極的に協力して貢献しなければならない。自

分にできる仕事はどういうものなのかをまじめに考え

て、その仕事を熱心に実践するよう心から各会員にお願

いしたいと思う。正しい思いはよいことだが、活動につ

ながらないなら正しい思いもあまり価値がない。真理と

普遍的同胞団のために何もできない会員は一人としてい

ない。自分にできることを実践するのは会員の意志次第

である。

　再び繰り返すが、協会はアデプトのタマゴを育てる養

成所ではない。協会の研究範囲の諸問題に関する指導を

授けるためにいろいろな支部に「師匠達」を派遣するわ

けにはいかない。各支部は自分で勉強しなければならな

い。諸問題についての本を手に入れることができるので、

その知識は一人ひとりの会員によって応用するべきであ

る。そうすれば、独立心と推理力が育つだろう。是非こ

の方針に従って進んで行くよう各支部にお勧めしたいと

思う。支部に派遣された講師が実験心理学や透視力（魔

法の鏡を見たり、未来のことを予見したりすること等々）

の実践者でないといけないという願いの声もある。しか

し、私達の考えでは、個人の発達では価値のあることに

なり、上り道を進む会員の進歩を助けるためには、その

ような実験は会員自身のほうから始まらなければならな

いと思う。だから、自分で試みるよう、会員達に切にお

勧めする。
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組織することによってその真理を生かすことである。確

かに協会は、その影響の範囲に入るすべての人の霊的な

発展を促したいと思っているが、その方法は古代の聖者

達のものであり、その教えは最古の秘教に属するもので

ある。協会はいんちき療法、特に、正直な治療師が決し

て処方しないような劇薬を施すものではない。

　この件に関して、すべての霊的知識を求めている会員

及び他の人達に、超能力開発のやさしい方法の指導を授

けるという者等に気をつけるよう、注意をしたいと思う。

そのような贈物（サンスクリット語でラウキカ、現世的
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が、願わくは、その者達の空手形の輝きに目がくらんで
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ことを望む。
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るために、ベナレスからの手紙に同封した広告について

触れたいと思う。その広告を発行した自称マハートマは

「英語またはインドの言語のいずれにも精通している八

人の男女」を募集しているようである。広告の最後に「修

行と指導料についてもっと詳しく問い合わせたいと思う

人」は返送料と申し込みの手紙を「マハートマ」の住所

に送るようにと言う！
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ス』の再販が私達の前のテーブルの上にある。その中に

「インドのマハートマ達が自由に高級な智慧を授けてく

ださるという期待を裏切られた神智学者達」への文章が

ある。そしてそのような神智学者達は、名前を編集者に

送るように勧誘している。そうすれば「短期の見習いが

済んだら」オカルト同胞団の入団を許されて、「受け入

れられる価値があると思われた人達には、差し控えるこ

となく自由に教える」と言っている。しかし妙なことに、

その本の中でヘルメス・トリスメギストスはその団体の

方針と矛盾するような次のことを述べている。

　「⑻これこそ真理に至る唯一の道である。私達の先祖

達はこの道を辿り、善に達することができた。この道は

美しく平坦だが、魂にとっては肉体の中に閉じ込められ

ている間は進みにくい道である…… (88) 大衆を避けよ。

そうすれば、物は無知だから未知のことを恐れ、度を越

さないようになる」

　確かに私達がヨーガ・ヴィディヤーヘの近道を勧めな

かったためにたいへん失望した神智学者はいるが、それ

は他が悪いのではなく彼等自身のせいである。また他の

会員はもっと実際的なことをやりたがっている。しかし、

非常に興味深いことだが、協会のためにほとんど何もし

たことのない人こそ、いちばん大きな声であら探しをし

ている。こうした人達及びメスメリズムに向いている会

員はなぜ、メスメル術の研究を真剣に取り上げないの

か？　メルメス術は、オカルト科学の鍵と呼ばれたこと
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けにはいかない。各支部は自分で勉強しなければならな

い。諸問題についての本を手に入れることができるので、

その知識は一人ひとりの会員によって応用するべきであ

る。そうすれば、独立心と推理力が育つだろう。是非こ

の方針に従って進んで行くよう各支部にお勧めしたいと
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法の鏡を見たり、未来のことを予見したりすること等々）

の実践者でないといけないという願いの声もある。しか

し、私達の考えでは、個人の発達では価値のあることに

なり、上り道を進む会員の進歩を助けるためには、その

ような実験は会員自身のほうから始まらなければならな

いと思う。だから、自分で試みるよう、会員達に切にお

勧めする。
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　このような悪の最も微妙な形は、報酬を得ようとする

期待と欲望である。知らず知らずのうちに報酬への希望
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敗がついてくる。

　霊的智慧を熱望する者の目的は、より高い存在界に入

ることである。熱望者は、あらゆる面では今よりも完全

な新しい人間になりたいと思っている。そして目に見え

る世界では生物の進化段階が進むにつれて能力も増加す
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加があるだろう。このような方法でアデプト方は、度々

述べられてきた神通力を体得する。しかし心にとめるべ

きポイントは、人間の通常の能力がこの世での存在に自

然なつき物であるように、アデプトの神通力はより高い

進化段階の世界には自然なものであるという点である。

　多くの人達は、アデプトになることは、人間を徹底的

に変える根本的な過程ではなく、一種の「建増し」のよ

うなプロセスだと思っているようである。つまり、勝手

に定められた一組のルールを細かいところまで守るとい

う、はっきりした訓練のコースをとって人は神通力を

次々と身につけ、そしてある一定の数の能力を我が物に

したら「アデプト」と呼ばれるようになるという考えで

ある。この間違った考えを受け入れる人は、アデプトに

なるためにまず第一にしなければならないことは、「超

能力」の開発であると思い込んでいる。特に透視力と、

肉体を離れ遠くまで行くという能力に関心をもっている

ようである。

　自分個人の利益のためにそのような能力を獲得したい

と思う人々に、私達が言うことは何もない。彼等は、純

粋に利己的な目的のために働くすべての人々と同じよう
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　ところが、結果を原因と取り違えて、神通力の獲得が

霊的進歩への唯一の道であると心から思っている人もい

る。このような人達は、神智学協会をこの方面の知識を

得るためにいちばん便利な手段と見なしている。つまり、

協会は一種のオカルト・アカデミーであり、奇跡を行な

う者達を育てるための機関を備えた団体だと考えてい

る。こうした考えに反対する主張や、警告が繰り返し唱

えられたのに、この思い違いを根絶することができない

ほど深く心にしみ込んでしまった会員もいる。この人達

は以前に協会の目的について十分教えられたことが全く

真実であり、協会は霊能力の養成所でないことが分かる

と、非常にうるさく不平をこぼす。

　神智学協会は、超能力開発への新しくやさしい道を

人々に教えるために創立されたものではない。協会の唯

一の使命は、ごく少数の人達を除いて人類の大部分には

消えてしまった「真理の松
たい

明
まつ

」を新たにともすことと、

よい種が芽を出せる唯一の土壌である「人類同胞団」を

組織することによってその真理を生かすことである。確

かに協会は、その影響の範囲に入るすべての人の霊的な

発展を促したいと思っているが、その方法は古代の聖者

達のものであり、その教えは最古の秘教に属するもので

ある。協会はいんちき療法、特に、正直な治療師が決し

て処方しないような劇薬を施すものではない。

　この件に関して、すべての霊的知識を求めている会員

及び他の人達に、超能力開発のやさしい方法の指導を授

けるという者等に気をつけるよう、注意をしたいと思う。

そのような贈物（サンスクリット語でラウキカ、現世的

なもの）は機械的な行法によって比較的に手に入れやす

いが、神経の刺激が尽きるとすぐに消えてしまう。一方、

本当の透視家＝アデプトの状態にまことのサイキックな

進展（ローコータラ、超俗世的なもの）がつき物だが、

ひとたびそれを達成すれば、消え失せることは決してな

い。

　神智学協会は心霊研究の問題に一般の興味を起こさせ

たが、協会の創立後こうした興味の波に乗って超能力開

発のやさしい方法を看板に、たくさんのメンバーを誘い

込もうとする団体がいくつも現れた。ここインドでは、

いろいろな種類のにせの修行者が昔からよく知られてい

たが、インドにも欧米にもこの方面では新しい危険があ

るのではないかと思う。そのような団体の指導者には、

自己欺瞞の夢想家もいれば、故意に他をだます者もいる
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　このような注意と抗議が必要であることを明らかにす

るために、ベナレスからの手紙に同封した広告について
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である。

　再び繰り返すが、協会はアデプトのタマゴを育てる養

成所ではない。協会の研究範囲の諸問題に関する指導を

授けるためにいろいろな支部に「師匠達」を派遣するわ
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けにはいかない。各支部は自分で勉強しなければならな
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思う。支部に派遣された講師が実験心理学や透視力（魔

法の鏡を見たり、未来のことを予見したりすること等々）

の実践者でないといけないという願いの声もある。しか

し、私達の考えでは、個人の発達では価値のあることに

なり、上り道を進む会員の進歩を助けるためには、その

ような実験は会員自身のほうから始まらなければならな

いと思う。だから、自分で試みるよう、会員達に切にお

勧めする。

　

第二部　マハートマ達と弟子道

　神智学運動が一八七五年に起こされた時、マハートマ

達（大師達、同胞達、アデプト達ともいわれる）とその

同胞団について知っている人は東洋でも少数であり、大

師方の指導下で弟子道を辿ることの資格と本質が忘れら

れつつあった。ところが、一八八一年、Ａ・Ｐ・シネット

著の『オカルト・ワールド』はＫＨ大師の手紙を八通載せ、

ブラヴァツキー夫人の心霊現象について詳述して、欧米

でセンセーションを起こした。大勢の西洋人達は、超人

的な知識と能力を身につけようと、大師方またはチェー

ラ達（大師方の弟子達）からオカルティズムを教わりに

来た。一八八三年、数人の志願者達がみごとに失敗した

あと、弟子道についての間違った考えを取り除くために

ブラヴァツキーは「チェーラと在俗チェーラ」（一）を

書いた。翌年、夫人は二人のインド人のチェーラ達と共

にヨーロッパに渡ったあと、弟子道に関する一般の誤解

がさらに深くなっていたので、彼女はマハートマ達や師

弟関係についての一連の論文を『セオソフィスト』に投

稿した（二～七）。当時は心霊主義や降霊術が流行って

いたのでこれらの論文はみな、非利己心の重要さを説い

ただけではなく、霊媒道と弟子道の違いを十分説明して

いる。同じ理由で、本書で「ヒマラヤのマハートマ達の

実在」という題でまとめられている諸論文（八）は、そ

の実在を否定する唯物論者に答えると共に、マハートマ

達を死者の「霊」と見なす心霊主義者達の誤解も正して

いる。これらの論文は主に、モーヒニとダモダールとい

うチェーラ達によって書かれたもので、「編集者」の文

だけはブラヴァツキーによるものである。最後の二論文

は、大師方の実在と誠実さについて疑いを抱いた神智学

徒からの批判に対する答えである。「モーヒニヘのロイ

ド氏の質疑とブラヴァツキー夫人の応答」（九）は、ヘ

ルメス哲学の大家アンナ・キングズフォード博士の弟子

の疑問に対する強いレスポンスである。「神智学のマハー

トマ達」（一〇）で、ブラヴァツキーは批判者達の矛盾

を指摘しながら、弟子道に絶対に必要な、師匠への献身

と愛を示す。

　（　）は本書の原典を参照。

一　チェーラと在俗チェーラ

　チェーラという言葉は、神智学によって西洋の哲学用

語に取り入れられ、また、『セオソフィスト』誌の普及

がますます広くなっているので、東洋人の会員には必要

がないかもしれないが、少なくともヨーロッパ系の会員

のために、この言葉の意味をもっと詳しく説明したほう

がよいと思う。

　チェーラとは、「自然界の秘められている神秘と人間

に潜在するサイキック能力」を実践的に学ぶ弟子になる

ことを申し込んだ男女である。申し込みを受けて霊的な

指導を授ける師匠はインドでは「グル」と呼ばれ、本当

のグルはいつもオカルト科学に熟達しているアデプトで

ある。顕教的な知識、そして特に秘教的な知識に精通し

ている造詣の深い者、肉体的な欲望を意志に従わせた者、

自然力を支配する能力（シッディ、神通力）を自分の中

に育て、かつては潜在的であったが現在は活動している

自分の本質の能力を開発して自然界の秘密を探究するこ

とのできる者、このような者こそまことのグルである。

チェーラになろうと申し込むことは簡単だが、アデプト

になることほど難しいことはほかにない。「生まれなが

ら」の詩人や数学者や職人や政治家などはたくさんいる

が、生まれながらのアデプトというものはほとんどあり

得ない。オカルトの知識と能力を身につけるための生得

の可能性を不思議なほどもっている人のことはたまに耳

にすることもあるが、そのような人でさえも同じ試験と

見習いに合格し、それほど生まれつきの才能のない他の

者と同じ自己訓練を経験しなければならない。この件に

関して、運命の寵児が通ることのできる楽な「王道」と

いうものはない。

　チェーラの選択に関して言えば、コンパ（寺院）の中

の世襲的なグループを除いて、数世紀もの間、ヒマラヤ

のマハートマ方ご自身はチベットではかなりの数に上

る、生まれながらの神秘家達の中から弟子を選ばれた。

その知られている限りの例外について言えば、ロバート・

フラッド、トマス・ヴォーン、パラケルスス、ピコ・デ

ラ＝ミランドラ、サン＝ジェルマン伯爵などの西洋人は

生まれながらこの天上の科学と気質が合っていたので、

遠くにいたアデプト達はその人達と個人的な関係を余儀

なくもたせられたのである。そのおかげで、この人達は、

社会環境が許す限り全真理の小さなまたは大きな部分を

得ることができた。『キウ・ティ』四巻のウパサナにつ

いての章では、チェーラに要求された条件が書かれてい

る。

⑴ 申し分ない健康体。

⑵ 精神及び肉体上の完全な清潔さ。

⑶ 無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあ

われみ。

⑷ 正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。いか

なる自然界の勢力もそれに影響を及ぼすことができず、

いかなる権力もその進行を妨げることができず、顕教の

祈願や儀式もそれをなだめ静めることのできない法則で

ある。

⑸ どのような緊急の事態にも、命が危険な場合にさえも

ひるむことのない勇気。

⑹ 自分は、顕現した観自在すなわち神聖なアートマン

（霊）の媒体であるという直観。

⑺ 目に見えない世界とはかないこの客観的世界の関係を

理解しながら、この世のすべてのものを正当に評価する

と同時にそれらに対して冷静で無頓着であること。

　とにかく完全なチェーラになりたいと望んでいる者は

この条件を満たさなければならない。第一条件は滅多に

起こらない例外的なケースではいくぶん変えられること

もあるが、あとの条件は厳しく要求される。チェーラは、

外から何の助けもない努力によって多かれ少なかれこれ

らの特性をすでに心の中に養っていなければ、試される

ことはあり得ない。
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トマ達」（一〇）で、ブラヴァツキーは批判者達の矛盾

を指摘しながら、弟子道に絶対に必要な、師匠への献身

と愛を示す。

　（　）は本書の原典を参照。

一　チェーラと在俗チェーラ

　チェーラという言葉は、神智学によって西洋の哲学用

語に取り入れられ、また、『セオソフィスト』誌の普及

がますます広くなっているので、東洋人の会員には必要

がないかもしれないが、少なくともヨーロッパ系の会員

のために、この言葉の意味をもっと詳しく説明したほう

がよいと思う。

　チェーラとは、「自然界の秘められている神秘と人間

に潜在するサイキック能力」を実践的に学ぶ弟子になる

ことを申し込んだ男女である。申し込みを受けて霊的な

指導を授ける師匠はインドでは「グル」と呼ばれ、本当

のグルはいつもオカルト科学に熟達しているアデプトで

ある。顕教的な知識、そして特に秘教的な知識に精通し

ている造詣の深い者、肉体的な欲望を意志に従わせた者、

自然力を支配する能力（シッディ、神通力）を自分の中

に育て、かつては潜在的であったが現在は活動している

自分の本質の能力を開発して自然界の秘密を探究するこ

とのできる者、このような者こそまことのグルである。

チェーラになろうと申し込むことは簡単だが、アデプト

になることほど難しいことはほかにない。「生まれなが

ら」の詩人や数学者や職人や政治家などはたくさんいる

が、生まれながらのアデプトというものはほとんどあり

得ない。オカルトの知識と能力を身につけるための生得

の可能性を不思議なほどもっている人のことはたまに耳

にすることもあるが、そのような人でさえも同じ試験と

見習いに合格し、それほど生まれつきの才能のない他の

者と同じ自己訓練を経験しなければならない。この件に

関して、運命の寵児が通ることのできる楽な「王道」と

いうものはない。

　チェーラの選択に関して言えば、コンパ（寺院）の中

の世襲的なグループを除いて、数世紀もの間、ヒマラヤ

のマハートマ方ご自身はチベットではかなりの数に上

る、生まれながらの神秘家達の中から弟子を選ばれた。

その知られている限りの例外について言えば、ロバート・

フラッド、トマス・ヴォーン、パラケルスス、ピコ・デ

ラ＝ミランドラ、サン＝ジェルマン伯爵などの西洋人は

生まれながらこの天上の科学と気質が合っていたので、

遠くにいたアデプト達はその人達と個人的な関係を余儀

なくもたせられたのである。そのおかげで、この人達は、

社会環境が許す限り全真理の小さなまたは大きな部分を

得ることができた。『キウ・ティ』四巻のウパサナにつ

いての章では、チェーラに要求された条件が書かれてい

る。

⑴ 申し分ない健康体。

⑵ 精神及び肉体上の完全な清潔さ。

⑶ 無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあ

われみ。

⑷ 正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。いか

なる自然界の勢力もそれに影響を及ぼすことができず、

いかなる権力もその進行を妨げることができず、顕教の

祈願や儀式もそれをなだめ静めることのできない法則で

ある。

⑸ どのような緊急の事態にも、命が危険な場合にさえも

ひるむことのない勇気。

⑹ 自分は、顕現した観自在すなわち神聖なアートマン

（霊）の媒体であるという直観。

⑺ 目に見えない世界とはかないこの客観的世界の関係を

理解しながら、この世のすべてのものを正当に評価する

と同時にそれらに対して冷静で無頓着であること。

　とにかく完全なチェーラになりたいと望んでいる者は

この条件を満たさなければならない。第一条件は滅多に

起こらない例外的なケースではいくぶん変えられること

もあるが、あとの条件は厳しく要求される。チェーラは、

外から何の助けもない努力によって多かれ少なかれこれ

らの特性をすでに心の中に養っていなければ、試される

ことはあり得ない。



「バガヴァッド・ギータ」講釈　３

著：スバ・ラウ　　　訳：ジェフ・クラーク

「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ
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るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら

れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。
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「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ

るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら

れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。



「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ
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るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら

れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。



「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ
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るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら

れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。



「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ
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るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら

れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。



「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ
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るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら

れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。



「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ
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るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら

れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。



「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ

15

るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら

れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。



「バガヴァッド・ギーター」講釈１、２はテオソフィア

vol.43、44 に掲載しています。

「バガヴァッドギータ」講釈 I

　主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言って

おかなければならないと思う。皆様はご存知のように、

神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。私たちに

一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執してい

ることがない。私たちの団体は単に探求者の団体にすぎ

ない。研究の対象としてあらゆる偉大な哲学体系が私た

ちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全

会員が受け入れる神智学協会の思想（philosophy）とし

て唱道できる一つの主義は全くない。最初の段階ではこ

れは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言っ

て、私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎない

とは限らない。むしろ、私たちはいずれ全ての哲学の基

本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を満

たすような体系を必ず立てることができるであろう。こ

のことを記憶に留めて、私の意見を協会の主張や私より

も高位の方の見解と考えないでください。愚見の価値に

ついて各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うこ

とは様々な体系についての私の個人的研究の結果にすぎ

ず、より高い権威に基づいていると決して主張しない。

この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと

思う。

　覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッ

ドギータ』を理解しようとするときに心に留めるべき基

本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内容を繰

り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（こ

の後、ロゴスの意味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」

と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを象徴するという

ことだけを思い出させよう。

　現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質

的に言えば実践に向いているものである。その点では、

精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授ける

ために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わら

ない。キリストの格言、ブッダの対話、そして私たちに

残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的な調子で実

践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しか

し、いつもその教えの基盤を心に留めておかなければ、

それを理解できないばかりか、時間が経つにつれ誤解す

る可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギー

タ』は、詳しく説明されていない前提から出発する。と

ころどころそれらの前提に触れる文章があり、教えを裏

付けるために引用される箇所及び権威として持ち出され

る箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を

詳しく述べることがない。にもかかわらず、クリシュナ

の教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入りに

調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教え

の実践的な応用を理解することができないし、唯一の試

し方によってそれを試すことさえできない。

　先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎

であると主張している哲学体系の大要を述べておくこと

が絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉を集

めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とは

いえ、ギータの基礎となっている原理の中にそれがかな

り明瞭に示されていることを証明することはできる。

　これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面

がたくさんある。多かれ少なかれ「自明の理」と思われ

るものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」と考

えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するため

に必ず必要なものだけを言おう。近代科学の研究者には

自然を調べて様々な法則を証明しようとする方法がある

が、私はそのような方法に従ってこれから述べようとす

る哲学原理を証明するつもりはない。

　この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外であ

る。しかも普通の生活の中で、また一般の人間には利用

できる方法によってそれを試すこともできない。にもか

かわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所

がある。それが綿密に解説されるなら、人間の知性に築

かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎であるという

ことが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発

見してきた全ての事実と完全に一致していることもわか

る、と私は保証できる。とにかく、一応その原理を作業

仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する

労役に取り掛かることができる。もし新しい事実を発見

して、この仮説を変える必要があると確信すれば、それ

を変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要の

ある全ての事実を説明してくれる作業仮説のように思わ

れる。

　その仮説に進もう。最初に言っておかなければならな

いことだが、精神的指導の実践的体系を評価するために、

先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々な可能

性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と

諸力及び人間の前進の状況を考慮に入れなければならな

い。これら２つの観点を十分に研究しておかなければ、

人間が到達できる最高の目標を確認することができない

であろう。しかし、到達すべき一定の目標か行き先がな

くて、あるいは人間の前進の対象とされる理想がなけれ

ば、ある教えは人類のためになるか否かを判断すること

はできない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進

化が漸次にそこへと展開して行っている目的地を考察し

なければ、これらの教えを理解することができないと私

は主張している。

　先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている

人間の７つの本質という分類法を私は使うつもりがない

と言っておこう。人間の本質の分類法と同じようなもの

を、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。

人間と太陽系と宇宙にはある程度の類似性があり、どう

いうわけか、ある著者によって「相応の法則」と呼ばれ

るものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小

宇宙なる人間に起こることを理解するなら、大宇宙に起

こることを推理できることが度々ある。諸本質の数と相

互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７

重の分類法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるような

ものであると私は思う。確かに七という数は、一つのエ

ネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割

を果たすように見える。だからと言って、いつも７重の

ものを受け入れなければならないとは限らない。７重の

分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的に述

べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素

の「自然な分け方」に従わない。

　一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。

肉体がいわば「生命原理（life principle）」から離され、

生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがスーシュマ・

シャリーラと混同される）から離されている。このよう

に、肉体が３つの本質に分かれてしまう。しかし、その

ような分け方をすれば、いくつもの区分を作ることがで

きる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨

などを別々の部分にして、１６か３５の区分を作ること

ができる。しかし、肉体とは生命原理と離れた実在者で

はないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、

いわゆる「アストラル体」の中で、第五本質［マナス］

から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］はすぐ

分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質

に結びつかなければほとんど生気がなくなる。七重分類

法には、独立した存在性を持つようなはっきりしたもの

はない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は

全く出てこない。いずれにせよ、七重分類法の大部分は

インド人の心にはほとんど理解できないものである。昔

から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであ

ろう。その分類法は、別々の存在を持つことができる四

つのものに人間を分けるからである。これらの四つの本

質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけら
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れている。したがって、具体的な目的を果たすために、

そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分類法に

固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七

重分類法は様々な本質を導入することによって、問題に

光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向がある。だか

ら、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質

（principle、原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」

とは、太陽系だけではなくて、宇宙全体を指している。

　最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げて

みよう。各々の原理が自然の進化の中でどんな位置を占

めるかを示して、第一原因から現在のように組織された

人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎

を教えてあげよう。

　まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自

明の理（postulate）は、パラブラフマンと呼ばれる存在

である。もちろん、このような第一原因の存在を否定し

た哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさ

えもそれを否定しない。諸々の宗教は第一原因の特徴に

ついて様々の仮説を持ち出している。宗派の間の論争と

意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題につ

いてではなくて、人間の知性がいつも第一原因に押し付

けようとする特徴の相違についてのものである。第一原

因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、

可能である。その顕現について色々知ることができるが、

その本質の奥まで見抜き、どんなものかを断言すること

は人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教哲学

者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという

主張に同意している。その上、第一原因には能動期と受

動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第一原因の

活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的とな

る。

　しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人

間の知性には理解できない。第一原因は物質あるいは物

質のようなものではない。それは意識でもない。なぜな

ら、私たちが意識について知っていることは全てある一

定の有機体と関係することである。そのような媒体（ウ

パーディ）から完全に離れた意識が何であろうかが私に

は全く考えられないものである。私たち人間だけではな

く、心の中に「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、

個別化した存在を持っているどの知者も、媒体のない意

識を考えることができない。それはアートマでさえもな

い。インドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使

われている。それはいつも「自己（self）」という概念に

結び付けられている。しかし、パラブラフマンはそのよ

うに結び付けられていない。したがって、それは自我

（ego）ではなく、無我（non-ego）でもなく、意識でもない。

古代インドの哲学者の用語で言えば、それはジュニャー

タ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュ

ニェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の

中のどの存在者もこれらの３つの語のいずれに属するは

ずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さない

のである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュ

ニェーヤがその顕現あるいは「存在様式」である唯一の

起源である。

　「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数

の他の局面に読者の注意を向けさせたいと思う。

　客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」

または「無我」と呼ばれているものは色々の属性の集ま

りに過ぎないということを私たちは知っている。し推論

によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得よ

うとも、属性の基盤となっている実在者（entity）、現象

の真の本質があることを前提とする。属性を持っている

本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを

書いた全ての人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのも

のの唯一の本質であるという原理を明確に表現した。古

典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言っ

た時、私たちは「自己でない」「無我」という概念に結

びつける様々な属性をブラフマンとみなすべきだと教え

ていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウ

パーダーナ・カーラナと考えるべきだという意味でもな

かった。私たちの意識が注意する属性の集まりの中の本

当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなす

のはパラブラフマンであるということを指摘していたに

過ぎない。パラブラフマンそのものは知識の対象ではな

いが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支

えたり生み出したりすることができる。宇宙のすべての

ものの前に存在するこのパラブラフマンは、私が当面「ロ

ゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。

　古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイー

シュヴァラ、プラティヤガートマン、シャブダ・ブラフ

マンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムすなわ

ち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリスト

スである。仏教はそれをアヴァォーキテーシュヴァラ（観

音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つの意味でア

ヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、

中国の教えでは他の概念にも結び付けられる。ほとんど

の教えで、生まれたことのない永遠の霊的エネルギーの

中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブ

ラフマンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の

時に意識的エネルギーの中心として動き出す。それは宇

宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべ

ての他の自我はその反映であり、その顕現でしかない。

ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理ではな

いが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。そ

れは宇宙の中で唯一の最大の神秘であり、すべての秘伝、

すべての哲学体系はそれについてです。この講座におい

てその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に

触れないが、「バガヴァッドギータ」の教えを理解する

ためにそれをいくつかの観点から考察する必要がある。

　この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。

それは物理的なものからなっていないし、客観的なもの

でもない。その実体すなわち本質においてパラブラフマ

ンと変わらないと同時に、個性を持っているという点で

はパラブラフマンと違う。自意識（sense of self）がスシュ

プティすなわち睡眠の時に潜在していると同じように、

プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐

に潜在している。インドの聖典でそれは度 「々サッチダー

ナンダ」と呼ばれる。この名称でわかるように、それは

サット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］とアー

ナンダ［ananda：喜び、至福］である。

　ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは

宇宙に存在する唯一の人格神（personal God）であると

言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないために

次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐

の中にロゴスのようなエネルギーの中枢はほとんど無数

である、ということである。このロゴスを、パラブラフ

マンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えては

ならない。そのような中枢は数えようがないからである。

その数はほとんど無限である。「ロゴス」と呼ばれる一

つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれな

い。言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、

様々な形でパラブラフマンは自らをロゴスとして顕現さ

せることができる。諸形体の変化がなんであろうと、「バ

ガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べ

なくてもいいのである。私たちがここで考えているロゴ

スは、個々のロゴスではなくて、一般に応用することの

できる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスであ

る。このロゴスすなわちヴェルブムの登場の後に現れて

くる諸々の原理（principles）の特徴について私は教え

てから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。

　もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇

宙に現れる最初の自我（ego）で、全ての創造の出発点で、

あらゆる進化の終点である。これは宇宙のすべてのエネ

ルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の

基盤である。その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ

［意識、活気づける熱意］がそこから出てくるので、ロ

ゴスはいわば「生命の樹」でもある。

　この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的

な意識を持つものとして存在し始めると、その顕現の出

発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマン］

に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロ

ゴスの意識の客観的な立場からパラブラフマンはムラプ

ラクリティのように見える。これを心に留めて私の言葉

の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラク

リティ［神我と自性、主客と観客、精神と物質］の関係

を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たちが感じている困難

の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちに

とってどの物体も物質的であると同じように、ロゴスに

とってムラプラクリティが物質的である。この柱の様々

な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフ

マンは条件づけていない絶対的な実在であるが、ムラプ

ラクリティはそれを覆うベールのようなものである。パ

ラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベー

ルを覆った形でロゴスに見える。そのベールとは、宇宙

の質料（物質）という強大な広がりである。それは宇宙

の中のあらゆる物質的顕現の土台である。

　パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方で

はムラプラクリティとして現れながら、ロゴスを通じて

唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って「ロ

ゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念を

ある程度把握する助けとなる例えに過ぎないので、あま

り広く拡大して解釈するわけにはいかない。ロゴスを太

陽に例えることができる。そこから光と熱が放射される

が、太陽の熱とエネルギーは何らの未知の状態で空間に

存在しており、太陽のおかげで目に見える光と熱として

空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働き

を考えた。同じような様式でパラブラフマンはロゴスか

ら放射して、ロゴスの光とエネルギーとして自らを顕現

させる。

　このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体で

あり、しかも私たち人間には理解できる最高の三位一体

である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ（ロ

ゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と

光である。その３つの原理が全宇宙の基礎に思われる。

第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中のすべての

力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源で

あり、いかなる他の種類の自我もその顕現または反映で

ある。

　ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベー

ルのムラプラクリティと、ロゴスから放射するエネル

ギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるというこ

とを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッ

ドギータ」でクリシュナはこの２つの原理をはっきり区

別する。２つの原理を混同することによって様々な哲学

体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意す

ると、その区別の重要さがわかるであろう。

　パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、

サーンキヤ哲学で「アヴィヤクタ、avyakta」［無顕現、

形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分化なの

で、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変

化のない、一様の］と呼ばれる。「根の質料」というム

ラプラクリティの文字通りの意味でさえも、分化した質

料（物質）と対照をなしている未分化の質料であること

を大雑把に示している。ロゴスから放射する光が「バガ

ヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれる。

それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」であり、

キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的

に思っているように、ロゴスと見なされたクリシュナが

アヴィヤクタの顕現であると考えるのは誤りである。む

しろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマン

である。そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通し

て発するのである。聖霊がクリストスの母親と呼ばれる

のは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは

自らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光とい

う子宮から生まれる。故に、ロゴスが人間として現れる

時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの光

の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、

このダイヴィプラクリティは「ロゴスの母」ではなくて、

「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。

　これをより明快にするために、この光がガーヤトリー

として象徴化されると述べておこう。ご存知のように、

ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの光と

見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝え

るためにそれが太陽の光として描かれている。しかし、

その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではなく、智慧の

光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤー

ヴァンダという［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］

日の出・日没の祈祷には物理的な太陽を示すシンボルが

一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全

ての自然の生命である。

　光として自らを現すもの、意識として現すもの、力と

して現すものは、同一のエネルギーであるという点に気

づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私たちに

気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れ

ている生命のすべては、同一のエネルギーであり、すな

わち元々ロゴスから発するエネルギーである。このエネ

ルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、こ

れら様々な局面においてそれを調べなければならない。

　これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラ

フマン、２）イーシュヴァラ、３）「バガヴァッドギータ」

で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシュヴァラ

を通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠す

ベールのように思われるムラプラクリティである。創世

または進化を始めるのは、ロゴスの精神的エネルギーで

ある。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、

単なる偶然のために現れてくるのではなく、また、ただ

ムラプラクリティに潜在する可能性のために生まれてく

るのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して

現れてくるのである。そのエネルギーは、パラブラフマ

ンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開するに

連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生

じるが、それらの属性と力の全ては、ロゴスから発する

この光のムラプラクリティに対する作用から来るのであ

る。

　［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な

種類の物質の傾向と一般的に思われるものを一つも持た

ず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受けるときに

初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私

たちにとってこのような「物質」とはどんなものなのか

が極めて想像しにくいことである。ロゴスの光は、いわ

ば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結

びつけるもの（link）である。いくつかの仏教の書物で

はそれが「フォーハット」と呼ばれる。それはロゴスが

使っている唯一の道具である。

　ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであ

り、すなわち宇宙にいるとはどんなものなのかという概

念である。この光またはエネルギーはそのイメージを捉

えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。

顕現しているすべての太陽系はこの方法で出現する。も

ちろん、上記した四つの原理は永遠であり、全宇宙に共

通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが

存在しない箇所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱

うために私が採用している四重分類法の基にはこの４つ

の永遠のエネルギーがある。

　顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）

全体として、全宇宙のストゥーラシャリーラ［物質体］

を構成していると想定しよう。ロゴスから発する上述の

光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応

するものと考えよう。さらに、そこから全宇宙が生まれ

る唯一のタネであり、その宇宙のイメージがその中に含

まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］

であると想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在す

るので、原因の体と呼ばれるのは適切である。最後にパ

ラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンと

カーラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。

ムラプラクリティ：宇宙の物質体（ストゥーラシャリー

ラ）

ロゴスの光：宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ）

ロゴス：宇宙の原因体（カーラナシャリーラ）

パラブラフマン：宇宙のアートマン

　この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系

の原理ではないことを覚えるべきである。ヴェーダンタ

派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］の

原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混

同してはならない。ある意味でプラナヴァは大宇宙であ

り、別の意味で小宇宙である。ある観点から見れば、プ

ラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言

えばヴェーダンタ派の書物のプラナヴァの解説にはその

意味で取り上げられていないので、ここで私はその意味

のプラナヴァを説明する必要がなかろう。

　この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわち

イーシュヴァラ［最高神］がなぜヴェルブムとかロゴス

と呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、イー

シュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフ

マン］とも言われる。これから私が言う解説は完全に神

秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘主義であ

るとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を

持っている。古代インドの古典を書いた人たちによると、

ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別称］は四種類が

あり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・

ヴァイカリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及び

いくつかのウパニシャッドの中に出てくるのである。私

たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらに

パシヤンティーに、最終的にパラーの形にも存在する。

無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァーチと

呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四

種類に相応するからである。顕現している全太陽系はロ

ゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマの形で存在す

る。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映

されるし、全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の

中に必ず存在するからである。全宇宙の客観的な形は

ヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤ

マー・ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、

パラブラフマンはパラー・ヴァーチである。私たちはこ

の解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として現れ

たヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張

を理解しようと努力しなければならない。４大原理の相

互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕現の相互関

係と同じようなものである。

　今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。

プラナヴァ［アウム］とそのマートラー（構成要素、単位、

長さ）の意味について一般的に与えられる解説に触れた

ら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙

の両方を意味するように使われている。つまり、人間の

四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現した宇宙の四原

理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュ

ヴァーナラです。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現

した客観的な世界ではなく、客観的な世界すべての出発

点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいので

ある。これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のよう

に輝く胎・卵］である。これをアストラル界と混同して

はならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、

ヴァイシュヴァーナラと客観的な世界［物質界］との関

係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ［たびた

び最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招

きかねないので、昔からの慣用によって正しいと認めら

れている別の名称スートラートマンで呼ぼう。一般的に、

この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われてい

る。［訳注。この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・

ウパニシャッド』の最初のところにある「アートマンの

四分」を参照。］

　第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相

違から難解な問題点がいくつも生じた。宇宙に関してい

えば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に存在

し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つ

の原理を生み出す第四の原理があるはずである。だとす

れば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」［不定の、

顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきであ

る。このアヴィヤクタはムラプラクリティである。すな

わち、ロゴスの客観的な立場から見たパラブラフマンを

覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見

である。太陽系の進化についてここで詳しく説明する必

要がなかろう。ムラプラクリティの分化より現れてくる

３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生す

るかを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルック

ス博士がした近代化学のいわゆる元素についての講義を

調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つの原

理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから

元素がどのように現れるかをある程度明らかにする。そ

の講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴァイシュ

ヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細

かい点では相違があろうが、ヴァイシュヴァーナラとい

う物理世界の進化論の輪郭に関していえば、私が知って

いる限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本

当の理論に似通っているものである。

　これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに

超えているので、実践的な知識の対象というよりも単な

る理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の中に

存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろ

ん難しいだが、その基礎についてはっきりした概念を得

ることはさらに困難なことである。ともかく厳密にいえ

ば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よ

りも物理学に関係するものであり、私がこれまで述べて

きた基本的原理は当面の目的を果たすために十分であ

る。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラ

クリティという土台に基づいている３つの原理から顕現

した宇宙とその中の全てのものの存在が始まったという

ことを想像することができるであろう。進化の全過程を

推し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とそ

の顕現物に遍満しているロゴスの光であることを心に留

めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神的エ

ネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後

までの宇宙進化の計画を立てる。進化の程度の最も低い

生物から始まって調べたら、この唯一の生命はいわば「未

分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」

と厳密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、こ

の光が未分化の状態であることがわかる。長い時代を経

てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機体

はますます分化していく傾向がある。動物界になると、

分化過程がされに完成され、しかもその光は意識として

自らを顕現させる。「意識」をこの光によって創造され

た一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生

命である光そのものの様式であり、またはその現れであ

る。人間界になると、光は分化して自我（エゴ）という

中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見え

る全ての精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界で

は分化は個々の有機体の環境から出てくる。１つの有機

体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及び

その環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生

み出す行動は全て、決してカルマと言われない。にもか

かわらず、その命と行動は、その中に働いている生命エ

ネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるか

もしれない。人間界の段階になると、唯一の光はあるモ

ナドたちに分化しているので、個性が固定されている。

　個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人

間が生み出す精神的・道徳的衝動と、人間のカルマの結

果とによって各自が他の者たちと分化して区別されれば

されるほど、その人を構成する本質（principle）がもっ

と明確になる。人間には４つの本質がある。まず、肉体

がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生理学者の研

究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくても

いい。確かに、生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあ

るいくつかの話題と重要な関係を持っているが、当面、

それを持ち出す必要がない。

　今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュ

マ・シャリーラと肉体の関係は、アストラル界と太陽系

の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学の文

書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適

切な表現から、カーマと呼ばれる本質はアストラル体そ

のものを代表してアストラル体になってしまうという誤

解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリー

ラはそれと全く違う要素からなっている。スークシュマ・

シャリーラの感覚は、肉体の感覚ほど分化されていなく、

位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体の

ものに勝る。カーラナ・シャリーラ［原因体］は、プラジュ

ニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙の第三原理

であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の

中枢としか考えることができない。宇宙的諸原理全ての

分化をもたらした同じ衝動は、スートラートマンの分化

も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組に

するのはなんであろう？　（注）もちろん、それはロゴ

スの光である。先に述べたように、その光は全ての有機

体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エ

ゴ）」として現れる。

　（後でつけた脚注：この光の行動によって形成された

ロゴスの反映したイメージは人間の中の第四本質として

みなされることができるし、そのように考える哲学者も

いるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのも

のは真の実在である。）

　概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表

現しよう。例えば、ロゴスそのものを太陽に譬えよう。

綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映った光

線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に

映った光線を壁に反射させるとしよう。すると、３つの

イメージができる。金属板のイメージは壁のイメージよ

りもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも

明るく輝く。綺麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属

板をアストラル体に、壁を肉体に例えることができる。

各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時そ

れぞれの反映が「自我（self）」とみなされる。アストラ

ル体に映ったビムバムが肉体と違ったものとみなされる

時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間

が持っている一番目立った形の「個性」が生じる。ビム

バムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバムの輝

きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディか

らさほどはっきりしていないウパーディへと移ると、そ

の知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に一番暗い肉体

の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態に

よる。清い水面に映った太陽の反映は、水そのものの動

きによって乱されて見えなくなることがあると同じよう

に、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現

れ方を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくな

るイメージをぼかすことさえもある。

　さらに進むと、この「自我」という概念は妄想である

ことが分かるであろう。ブッダとシャンカーラーチャリ

ヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほとんど

は、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。

しかし、これら偉大な方々が自我の概念が妄想的である

と主張した理由は、ジョン・スチュアート・ミルが自我

の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造さ

れたものであると推測する理由と同じではない。「自我」

はいわば製造された概念ではなく、精神的状態の連続か

ら生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われる

のは、真の自我はロゴスそのものであり、一般的に「自我」

と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないからである。

反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動す

ることができないとあなたは反論すれば、比喩に限界が

あると私は簡単に答えよう。一つ一つの影は、個別の中

心となることができると私たちはわかるであろう。私た

ちはこれを否定しながら自我そのものを個別の実在であ

ると主張すれば、非常に困難な立場に置かれるであろう。

その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識して

いる間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。

しかし、どのようにしてその実在をアストラル体に移す

ことができるだろうか。さらに、その実在をカーラナ・

シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在

をロゴスそのものに移すことがなおさらに難しいことで

ある。しかし、人間の個性すなわち自我をロゴスに移す

ことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎな

い。ある独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、

原因体など］媒体から媒体へと移される実在するユニッ

ト（モナド）であるという主張によっておびただしい数

の現象を説明することができないであろう。

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示して

いるようにクリシュナの意見にもよると、人間は四つ組

である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリーラで

あり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャ

リーラで、第三はより高い個性の座であるカーラナ・シャ

リーラで、最後の第四はアートマンである。私がすでに

述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのか

について意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な

謬見が生まれてきた。例えば、サーンキヤ学派の信徒に

よると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュ

ワラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つ

の本質があり、そしてアヴィヤクタはその四つ組を完成

する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、あ

るいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラ

フマンである。この立場によると、パラブラフマンは第

四本質であり、人間の最高の本質であるので、他の３つ

の本質はただその中にあり、そのために存在している。

言い換えれば、アヴィヤクタはすべての自我の根本であ

る唯一の原理である。それは進化の経過で分化し、ある

いはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。

この説によれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパー

ディ（媒体）の根底に存在し、人間がそれに達するべき

真の精神的実在である。

　この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴ

スが完全に締め出されており、全く注目を与えられてい

ない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サーンキヤ」

と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否

定していないが、人間の本質の分類法を考えるとき、ロ

ゴスとその光を完全に無視している。しかし、宇宙の中

にロゴスとその光は最も重要な存在である。
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