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●５月から新年度となります。会員を継続される方は、お手数ですが５月末日までに年会費のご納入をお願
いいたします。ご入金の詳細は神智学協会 HP から会員専用ページ→年会費でご確認できます。何卒よろし
くお願いいたします。
●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

第十四章　神智学のマハートマ達

マハートマ達は「光の霊」か、それとも「悪魔」か？

【問】　結局あなたが「大師方」と言っていらっしゃる方々

はどなたですか？　ある人達は、彼等は「偉大な霊達」

であると言い、他の人達は一種の超常的な存在であると

言い、その他の人達は「架空の人」だと言っています。

【答】　どちらでもありません。かつて一人の局外者が、

マハートマは一種の男性の人魚だと言っているのを聞き

ました。そんな生きものがあるかどうか分かりませんが、

人々の言っていることに耳を傾けても、マハートマ方の

本当の概念を得ることはできないでしょう。まず第一に、

マハートマ方は私達が生まれるように生まれ、また、他

のすべての人間のように死ぬ運命にある、生きている

方々だということです。

【問】　それは分かりますが、その方々のある方は千歳位

だということですが、本当ですか？

【答】　私達が人の噂を否定すればするほど、人々を正そ

うとすればするほど、ばかばかしい話が考え出されるよ

うになります。『創世記』のメトセラは九六九歳まで生

きたと私は聞きましたが、それを信じず笑いましたので、

私はすぐに多くの人達に不敬な異端者と言われました。

【問】　ですが、まじめな話、マハートマ達は人間の普通

の寿命より長く生きられるのですか？

【答】　何を普通の寿命とおっしゃるのですか？　約一九

〇歳のメキシコ人のことを『ランセット』という医学誌

で読んだことを覚えています。しかし、凡人であれアデ

プトであれ、メトセラの年齢の半分も生きた人間のこと

は聞いたことがありません。あるアデプトは私達の言う

普通の年齢よりずっと長生きされますが、それには奇跡

的なことは何もありません。長生きをしようと思うアデ

プトはほとんどおられません。

【問】　「マハートマ」という言葉の本当の意味はどうい

うことですか？

【答】　単に「偉大な魂」ということです。つまり、道徳

的高潔さと知的成就のために偉大であるという意味で

す。アレクサンダーのような飲んだくれの軍人に大帝と

いう称号をつけるなら、アレクサンダーの戦場での勝利

よりももっと偉大な征服を、大自然の秘密の領域で成就

された方々を、なぜ「マハー（大）」とお呼びしてはい

けないのでしょう？　その上、マハートマという言葉は

インドの言葉でたいへん古いものです。

【問】　なぜあなた方はその人達を「大師」と呼ぶのです

か？

【答】　その方々は私達の師匠なので「大師」とお呼びし

ます。私達はその方々から神智学の真理をすべて得たか

らです。たとえ、ある人達には不十分にしかその真理を

表現できず、ある人は十分に理解できないとしてもです。

私達は大師方のことを「イニシエート」と言いますが、

この方々はたいへん博学であって、それ以上にその神聖

さは偉大なものです。この方々は確かに西洋の騒動や闘

争から離れていらっしゃいますが、普通の意味で言う隠

者ではありません。

【問】　そのように社会から遠ざかっているのは利己的で

はありませんか？

【答】　どこが利己的ですか？　神智学協会のこれまでの

経験は、世間は大師方を認めようともしないし、その教

えを役に立てようともしていないことを十分に立証して

いるではありませんか？　その上、大師方は西洋からは

離れておられますが、ご自分の国では他の人達と同じよ

１

うに人々の中を歩かれます。

【問】　大師方には超自然的な力があるとお思いですか？

【答】　すでにお話ししたように、私達は超自然的なこと

は何も信じていません。もしエジソンが二百年前に生き

ていて蓄音機を発明したならば、おそらく彼は蓄音機と

一緒に焼かれ、すべては悪魔のせいだとされたでしょう。

大師方の使われる能力は、すべての人間に潜在している

可能性を発達させたものにすぎません。そのような能力

があることは正式な科学も認め始めています。

【問】　マハートマ達が神智学の著者達の何人かにインス

ピレーションを与え、全部ではなくとも、神智学の本の

多くは、大師達の口授を書き取ったものであるというの

は本当ですか？

【答】　あるものはそうです。ある箇所は全く口伝された

ものをそのまま書き取ったものですが、大部分は大師方

がアイデアを吹き込んで下さり、書き方は筆者達に任せ

られました。

【問】　しかし、それ自体は奇跡的です。というよりも、

実際に奇跡そのものです。どうしてそんなことができる

のですか？

【答】　あなたは大きな間違いをしておられます。科学も、

遠からずあなたの「奇跡説」に反論するでしょう。なぜ

これが奇跡ですか？　奇跡というのは何か超自然的な働

きのことですが、自然及び自然の法則を超えるものは何

もありません。近代科学が認めるようになった「奇跡」

の様々なものの中に、催眠術があります。その力の一面

は「暗示」として知られており、一種の思いの伝達で、

肉体のある病気を治すのに用いて成功しています。接触

している体と体の間に物理的なエネルギーが伝えられる

と同様に、一人の人の心と別の人の心との間に相互作用

があることを科学界が認めざるを得なくなる日はそう遠

いことではありません。二つの心が共鳴して関連し合い、

その心の媒体となる器官が磁気的、電気的に相互に応答

するように調子が合っていると、何にも妨げられず、自

由に思いを送ることができます。なぜならば、心は触れ

ることができる物理的なものではないので、物理的な距

離は心とその対象を離すことはできないからです。つま

り、二つの心の間に存在する隔たりは、内的状態の違い

だけです。ですから、この状態の違いを克服すれば、ど

んなに離れていても思いを送ることができます。こうし

てあなたが奇跡と言われるものは、奇跡ではなくなりま

す。

【問】　しかし、催眠術はそのような奇跡的で不思議なこ

とはしないでしょうね？

【答】　いいえ、します。催眠術師が被術者の有機体に働

きかけて、自分の思いや言葉を表現させるよう、被術者

の脳に影響を及ぼせることはよく確証された事実です。

そして実際に思いを伝達するこの方法による現象は数こ

そまだ少ないですが、将来、それを支配する法則がもっ

と科学的に確認されたら、そのような現象がどんなに広

がるか断定できる人は一人もいないでしょう。それで、

もし、催眠術の初歩的知識をもっているだけでこのよう

な結果を生み出すことができるなら、サイキック的、霊

的な能力をもっておられるアデプトが、今のあなたの制

限された知識で「奇跡的」だと思っていることを行なわ

れるのに何の差し支えもありません。

【問】　それなら、なぜ今の医師達は実験して、自分達も

同じようにできるかどうか、してみないのですか？

【答】　なぜなら、まず第一に医師達はサイキックと霊的

な領域の秘密と法則を徹底的に理解しているアデプトで

はありませんし、物質の狭いわだちの外に出ることを恐

れている唯物論者だからです。第二に、このような能力

が得られるということを認めるようになる時まで、彼等

は失敗するに違いありません。

【問】　教えてもらうことはできるのですか？

【答】　まず、自分の脳に集めてきた唯物主義のかすを

すっかり掃き出して準備しなければだめです。

【問】　それはたいへん面白いです。ところで、アデプト

達は多くの神智学徒に霊感を吹き込んだり、自分の言う

ことを書かせたりしたのですか？

【答】　いいえ、違います。それはごくわずかな人達の場

合だけです。そのようなことをするには特別な条件が必

要です。マハートマ達とその弟子達ではなくて、黒の同

胞団（「影の兄弟達」とドウグパ達と私達が言っている

もの）の破廉恥で腕のあるアデプトなら、ずっと難なく

行ないます。なぜなら、このような黒魔術師には自分の

行為を拘束する霊的な法則はないので、人の心を平気で

支配することができ、自分の悪い力でその心を完全に従

わせるでしょう。しかし私達の大師方は決してそうはな

さいません。黒魔術に陥る以外に、他人の不死の自我を

完全に支配することはありません。従って相手の自由意

志を全く妨げずに、その人の肉体的とサイキックな性質

にだけ働きかけることしかできません。ですから、大師

方とサイキック関係が出来て、大師方への完全な信頼と

献身に肋けられた人でなければ、すなわち条件が十分

備っていない人の場合、大師方が思いを伝えられる時は

いつでも、その人の濁った混沌としたオーラに浸透する

のはたいへん難しいのです。しかし、ここデはこのよう

な問題をこれ以上扱うことはやめましょう。その力があ

るとすれば、その力を支配する知性ある者（肉体をもつ

者も肉体を脱した者も）がおり、また力を伝えたり受け

たりする意識的存在があると言えば十分でしよう。この

問題に関して私達が用心しなければならないのは黒魔術

だけです。

【問】　黒魔術とは本当はどんなものですか？

【答】　サイキック能力の悪用及び自然の秘密についての

知識の悪用ということです。つまり、オカルティズムの

力を利己的で罪深い目的に適用するということです。「暗

示」の力を利用して被術者に盗みをさせたり、殺人をさ

せたりする催眠術師を私は黒魔術師と言います。パリの

ブラウン＝セカー博士の有名な「回春法」、つまり、人

間の血に動物の分泌液を注入するという胸の悪くなるよ

うな方法について、ヨーロッパのあらゆる医学誌は今も

議論していますが、もし本当なら、無意識的な黒魔術で

す。

【問】　それは魔法などについての中世の信仰に近いと思

います。法律そのものもそんなことは信じなくなりまし

た。

【答】　それは法律の問題です。識別力がないため裁判官

は何度も間違いをし、罪を犯すことになりました。魔術

という言葉には迷信的な響きがあるので、あなたを怖が

アツキーの脳の灰白質というマハートマの国だけにおら

れるということ、つまり、彼女自身の内なる意識の深み

から彼女が展開したものだと人々が本気で考えたほうが

ましだとブラヴアツキーは公言します。初め彼女は、人

が大師の存在を疑うと憤然として抗議するのが常でした

が、今ではそのことを証明したり、反論したりする努力

はしなくなりました。人々に、好きなように考えさせま

す。

【問】　　でも、もちろん、大師方はいらっしゃるのです

ね？

【答】　　いらっしゃると私達は断言します。けれども、

それでは理解させる助けにはあまりなりません。多くの

人々、ある神智学徒達や脱会した会員でさえ、大師の存

在の証拠は全く見当たらないと言います。これに対して

ブラヴァツキー夫人は次のように答えています。つまり、

もし彼女が大師方を考え出したとすれば、その哲学やわ

ずかな人達しか得ていない実際的な知識も彼女が作った

ことになります。もしそうだとすれば、彼女自身ここに

いるのですから、大師方はいらしても、いらっしゃらな

くてもかまいません。とにかく、彼女自身の存在は否定

することはできません。もし、大師方がお授けになった

と考えられている知識が、本質的によいもので、平均的

知性よりも高い知性をもつ多くの人々によって受け入れ

られるならば、なぜ、この問題についてそう大騒ぎする

のでしょうか？　彼女が詐欺師であるということは決し

て証明されたことはなく、いつまでも審理中です。けれ

ども誰が考え出したにせよ、「大師方」によって教えら

れた哲学は一たび正しく理解されると、最も立派な、最

も有益な哲学の一つであるということは、否定できない

確かな事実です。ですから、中傷者達は憎しみや恨みや

悪意、傷つけられた虚栄心や果たせなかった野心などの

最も低く、最も卑しい感情によって動かされる一方、自

分がブラヴァツキー夫人の知力に最大の尊敬の言葉を捧

げていることに全く気づいていないようです。もし哀れ

な愚か者がそうしようとするなら、そうしておきましょ

う。本当にブラヴァツキー夫人は、敵達に第三位のアデ

プトと言われ、おまけに「マハートマ」と言われても少

しも反対はしません。今日まで、自分はそうではないと

主張してきたのは、鳥のような自分を孔雀の羽で飾り立

てるのはいやだったからです。

【問】　協会を導いてくれるマハートマ達のように賢明で

優れた方々がいるのに、協会が間違いをたくさんするの

はどうしてですか？

【答】　　大師方は協会も創立者でさえも、指導はなさい

ません。大師方が協会を指導されるという人は誰もいま

せん。大師方はただ見守り、保護して下さるだけです。

これは、いかなる間違いをしても、協会に大きな損害を

与えることはできないし、内からのスキャンダルも外か

らの最もひどい攻撃も協会を倒すことはできないという

事実によって十分に証明されます。大師方は現在ではな

く未来を見ておられます。誤りをするごとに来るべき

日々のための智慧がつきます。新約聖書にある五タラン

トを与えて召し使いを送り出した「主人」は、どのよう

にしてその金を倍にすればよいか、召し使いに言いませ

んでしたし、自分の預かった一タラントを地面に埋めた

愚かな召し使いをとめもしませんでした。人々はそれぞ

れ、自分自身の経験と長所によって智慧を得なければな

りません。はるかに高い「大師」、つまり聖霊そのもの

によって自分は指導されていると主張しているキリスト

教会は、昔から間違いだけでなく、血生臭い罪もたくさ

ん犯しています。しかし、その「大師」の存在はマハー

トマ達の存在よりもずっと仮説的であるにもかかわら

ず、聖霊に対する自分の信仰を捨てるキリスト教徒はい

ないと思います。誰も聖霊を見たことはなく、その上、

聖霊が教会を指導するのも見たことはなく、キリスト教

会の歴史は明らかに聖霊に指導されるという主張に矛盾

しています。人間は間違うものです。では本題に戻りま

しょう。

らせるにすぎません。法律は私が今言ったような催眠術

の悪用を罰しないのでしょうか？　いいえ、フランスや

ドイツではすでに罰しましたが、紛れもない魔術の犯罪

に罰を課したというと憤慨して否定するでしょう。医師

達やメスメル術師達による暗示の効力と存在をあなたが

信じるとすれば、悪い動機で用いられた同じ力も認めざ

るを得ません。もしその力の悪用を認めるならば、魔術

も信じることになります。善の場合は信じ、悪の場合は

信じないということはできませんし、本物のお金を信じ

るなら、にせ金もあり得るということを否定するわけに

はいきません。何ものもその対照物がなければ存在でき

ません。対照すべき夜や闇や悪がないならば、昼も光も

善も人の意識の中に現れることはできません。

【問】　しかし、あなたが偉大なサイキック能力や魔法の

力と言われるものを信じながら、黒魔術のことを言うと

笑っている人達を私は知っています。

【答】　それは何を立証しているでしょうか？　彼等は非

論理的だということにすぎません。それもまた彼等の問

題です。私達はよい、神聖なアデプト達の存在を知って

いるので、悪く、よこしまなアデプト達すなわちドゥグ

パ達の存在も信じています。

【問】　大師方がおられるなら、なぜすべての人々の前に

出てきて、ブラヴァツキー夫人や協会に対して行なわれ

た数多くの非難をきっぱりと否定しないのですか？

【答】　何の非難ですか？

【問】　大師方は、本当は存在しないものであり、彼女が

でっち上げたものであって、手品によって作り上げられ

た「藁人形のマハートマ達」だと言われています。こん

なことは彼女の評判を傷つけはしませんか？

【答】　そんな非難がどうして彼女を傷つけることができ

るのですか？　彼女は大師方が存在すると言ってお金を

儲けたり、利益や名声を得たことがありましたか？　彼

女は侮辱と悪口と中傷を得ただけです。もし彼女が昔、

このような言いがかりに全く無関心でいることを学んで

いなかったなら、とても苦しかったことでしょう。いっ

たい、そんな非難はどんな意味がありますか？　かえっ

て、それとはなしの敬意です。彼女の愚かな非難者達か

自分の無分別な憎しみに夢中になっていなかったら、言

う前に考え直したことでしょう。彼女が大師方を作り出

したというならば次のようなことになります。つまり、

彼女はこれまでに神智学の本に書いた哲学のすべてを作

り出したことになりますし、『エソテリック・ブッディ

ズム』の基となった手紙の書き手でなければなりません

し、『シークレット・ドクトリン』の中の教えもみな彼

女が考え出したことになります。『シークレット・ドク

トリン』という本は、もし世間が公平ならば、科学説の

欠けたところをたくさん補っているものと認められるで

しょう。そして今後百年たてば、科学は実際にそのこと

を認めるでしょう。非難者達の言うことはまた、ブラヴァ

ツキー夫人は自分の言うことを信じる何百人の人達（多

くの知性の優れた人達や科学者達を含めて）よりずっと

賢いことになります。彼女はその人達全部をだましたこ

とになるからです！　もし非難者達の言うことが本当で

あるなら、ブラヴァツキー夫人は何人かのマハートマ達

を中国の重ね箱のように一まとめにしたことになりま

す。いわゆる「マハートマ・レターズ」の中には文体が

全く違っているのがたくさんあるのに、彼女の誹誇者達

はそれ全部を彼女が書いたものだと言っているからで

す。

【問】　それは噂の通りです。しかし、心霊研究会の報告

書のように、「その名を後世に伝えるに値する、当代随

一の熟達した詐欺師」であると公然と非難されるのは、

彼女にとって苦しいことではありませんか？

【答】　それが本当なら、または偏見に満ちた狂信的な唯

物論者でない人達から言われたなら、苦しいかもしれま

せん。実際は、彼女は個人的にはそのようなことすべて

を軽蔑しており、一方、大師方はただ笑っておられるだ

けです。私は繰り返しそう言います。

【問】　彼女の敵は自分達の立場を立証したと言っていま

すが。

【答】　彼等がしたように、勝手に自分達を判事や陪審員

や検察官に任命するなら、そんなことを言うのはやさし

いでしょう。しかし、彼等の仲間や私達の敵以外、誰が

それを信じますか？

【問】　しかし、研究会はこの問題を調べるために、代表

をインドに送ったのではありませんか？

【答】　そうです。そして彼等の最終結論は、代表の青年

の行なった全く照合してない、検証されてない言明に

よっています。この青年の報告書を通読したある弁護士

は私の友達に、自分はこれまで「こんなばからしい矛盾

だらけな文書を見たことがない」と言いました。その報

告書は食い違う推測や根拠のない「仮説」でいっぱいで

した。これが重大な嫌疑ですか？

【問】　けれどもその報告書は協会に大きな被害を及ぼし

ました。なぜブラヴァツキー夫人は少なくとも法廷に出

て、自分の正しさを立証しなかったのですか？

【答】　第一に、神智学徒としてあらゆる個人的侮辱を気

にかけないのが彼女の義務だからです。第二に、協会も

ブラヴァツキー夫人もそのような訴訟に費やすお金がな

かったからです。そして最後に、オーストラリアから跳

び込んできた若い羊に駆り立てられてついて行った、英

国の老いぼれ去勢羊の群に攻撃されたからと言って、協

会とブラヴァツキー夫人が自分達の主義から外れるわけ

にはいきません。

【問】　お口がうまいですね。もしも彼女がきっぱりとす

べてに反論したならば、本当は神智学のためによかった

とお思いになりませんか？

【答】　よかったかもしれません。けれども、たとえ前か

ら偏見をもたれていなかったとしても、英国の陪審や判

事がサイキック現象の真実性を認めたと思いますか？　

しかも彼等はロシアのスパイ恐慌や無神論と不信心の咎

( とが ) で、すでに払達には対抗していたこと、また、

私達の周りを取り巻いていたその他の多くの中傷を思い

出せば、法廷で勝とうとすることは無益どころか、悪い

ことだったことがきっと分かるでしょう！　心霊研究会

の人達はこのことをすべてよく知っていたので、彼等は

自分達を私達の上にあげ、私達を犠牲にして自分達を肋

けるという卑しい干段をとりました。

【問】　心霊研究会は今、完全にマハートマ達の存在を否

定しています。初めから終わりまで、マハートマ達はブ

ラヴァツキー夫人が作り上げた話だと言っています。

【答】　彼女はこれよりも愚かなことをしようと思えば、

いくらでもできたでしよう。とにかくこの説には少しも

反対はしません。人々が大師方を信じないほうがむしろ

よいのではないかとブラヴァツキー夫人はいつも言って

います。大師方のみ名と壮人な理想が現在のように破廉

恥に冒涜 ( ぼうとく ) されるよりも、大師方は、ブラヴ



第十四章　神智学のマハートマ達

マハートマ達は「光の霊」か、それとも「悪魔」か？

【問】　結局あなたが「大師方」と言っていらっしゃる方々

はどなたですか？　ある人達は、彼等は「偉大な霊達」

であると言い、他の人達は一種の超常的な存在であると

言い、その他の人達は「架空の人」だと言っています。

【答】　どちらでもありません。かつて一人の局外者が、

マハートマは一種の男性の人魚だと言っているのを聞き

ました。そんな生きものがあるかどうか分かりませんが、

人々の言っていることに耳を傾けても、マハートマ方の

本当の概念を得ることはできないでしょう。まず第一に、

マハートマ方は私達が生まれるように生まれ、また、他

のすべての人間のように死ぬ運命にある、生きている

方々だということです。

【問】　それは分かりますが、その方々のある方は千歳位

だということですが、本当ですか？

【答】　私達が人の噂を否定すればするほど、人々を正そ

うとすればするほど、ばかばかしい話が考え出されるよ

うになります。『創世記』のメトセラは九六九歳まで生

きたと私は聞きましたが、それを信じず笑いましたので、

私はすぐに多くの人達に不敬な異端者と言われました。

【問】　ですが、まじめな話、マハートマ達は人間の普通

の寿命より長く生きられるのですか？

【答】　何を普通の寿命とおっしゃるのですか？　約一九

〇歳のメキシコ人のことを『ランセット』という医学誌

で読んだことを覚えています。しかし、凡人であれアデ

プトであれ、メトセラの年齢の半分も生きた人間のこと

は聞いたことがありません。あるアデプトは私達の言う

普通の年齢よりずっと長生きされますが、それには奇跡

的なことは何もありません。長生きをしようと思うアデ

プトはほとんどおられません。

【問】　「マハートマ」という言葉の本当の意味はどうい

うことですか？

【答】　単に「偉大な魂」ということです。つまり、道徳

的高潔さと知的成就のために偉大であるという意味で

す。アレクサンダーのような飲んだくれの軍人に大帝と

いう称号をつけるなら、アレクサンダーの戦場での勝利

よりももっと偉大な征服を、大自然の秘密の領域で成就

された方々を、なぜ「マハー（大）」とお呼びしてはい

けないのでしょう？　その上、マハートマという言葉は

インドの言葉でたいへん古いものです。

【問】　なぜあなた方はその人達を「大師」と呼ぶのです

か？

【答】　その方々は私達の師匠なので「大師」とお呼びし

ます。私達はその方々から神智学の真理をすべて得たか

らです。たとえ、ある人達には不十分にしかその真理を

表現できず、ある人は十分に理解できないとしてもです。

私達は大師方のことを「イニシエート」と言いますが、

この方々はたいへん博学であって、それ以上にその神聖

さは偉大なものです。この方々は確かに西洋の騒動や闘

争から離れていらっしゃいますが、普通の意味で言う隠

者ではありません。

【問】　そのように社会から遠ざかっているのは利己的で

はありませんか？

【答】　どこが利己的ですか？　神智学協会のこれまでの

経験は、世間は大師方を認めようともしないし、その教

えを役に立てようともしていないことを十分に立証して

いるではありませんか？　その上、大師方は西洋からは

離れておられますが、ご自分の国では他の人達と同じよ

うに人々の中を歩かれます。

【問】　大師方には超自然的な力があるとお思いですか？

【答】　すでにお話ししたように、私達は超自然的なこと

は何も信じていません。もしエジソンが二百年前に生き

ていて蓄音機を発明したならば、おそらく彼は蓄音機と

一緒に焼かれ、すべては悪魔のせいだとされたでしょう。

大師方の使われる能力は、すべての人間に潜在している

可能性を発達させたものにすぎません。そのような能力

があることは正式な科学も認め始めています。

【問】　マハートマ達が神智学の著者達の何人かにインス

ピレーションを与え、全部ではなくとも、神智学の本の

多くは、大師達の口授を書き取ったものであるというの

は本当ですか？

【答】　あるものはそうです。ある箇所は全く口伝された

ものをそのまま書き取ったものですが、大部分は大師方

がアイデアを吹き込んで下さり、書き方は筆者達に任せ

られました。

【問】　しかし、それ自体は奇跡的です。というよりも、

実際に奇跡そのものです。どうしてそんなことができる

のですか？

【答】　あなたは大きな間違いをしておられます。科学も、

遠からずあなたの「奇跡説」に反論するでしょう。なぜ

これが奇跡ですか？　奇跡というのは何か超自然的な働

きのことですが、自然及び自然の法則を超えるものは何

もありません。近代科学が認めるようになった「奇跡」

の様々なものの中に、催眠術があります。その力の一面

は「暗示」として知られており、一種の思いの伝達で、

肉体のある病気を治すのに用いて成功しています。接触

している体と体の間に物理的なエネルギーが伝えられる

と同様に、一人の人の心と別の人の心との間に相互作用

があることを科学界が認めざるを得なくなる日はそう遠

いことではありません。二つの心が共鳴して関連し合い、

その心の媒体となる器官が磁気的、電気的に相互に応答

するように調子が合っていると、何にも妨げられず、自

由に思いを送ることができます。なぜならば、心は触れ

ることができる物理的なものではないので、物理的な距

離は心とその対象を離すことはできないからです。つま

り、二つの心の間に存在する隔たりは、内的状態の違い

だけです。ですから、この状態の違いを克服すれば、ど

んなに離れていても思いを送ることができます。こうし

てあなたが奇跡と言われるものは、奇跡ではなくなりま

す。

【問】　しかし、催眠術はそのような奇跡的で不思議なこ

とはしないでしょうね？

【答】　いいえ、します。催眠術師が被術者の有機体に働

きかけて、自分の思いや言葉を表現させるよう、被術者

の脳に影響を及ぼせることはよく確証された事実です。

そして実際に思いを伝達するこの方法による現象は数こ

そまだ少ないですが、将来、それを支配する法則がもっ

と科学的に確認されたら、そのような現象がどんなに広

がるか断定できる人は一人もいないでしょう。それで、

もし、催眠術の初歩的知識をもっているだけでこのよう

な結果を生み出すことができるなら、サイキック的、霊

的な能力をもっておられるアデプトが、今のあなたの制

限された知識で「奇跡的」だと思っていることを行なわ

れるのに何の差し支えもありません。

【問】　それなら、なぜ今の医師達は実験して、自分達も

同じようにできるかどうか、してみないのですか？

【答】　なぜなら、まず第一に医師達はサイキックと霊的

な領域の秘密と法則を徹底的に理解しているアデプトで

はありませんし、物質の狭いわだちの外に出ることを恐

れている唯物論者だからです。第二に、このような能力

が得られるということを認めるようになる時まで、彼等

は失敗するに違いありません。

【問】　教えてもらうことはできるのですか？

【答】　まず、自分の脳に集めてきた唯物主義のかすを

すっかり掃き出して準備しなければだめです。

【問】　それはたいへん面白いです。ところで、アデプト

達は多くの神智学徒に霊感を吹き込んだり、自分の言う

ことを書かせたりしたのですか？

【答】　いいえ、違います。それはごくわずかな人達の場

合だけです。そのようなことをするには特別な条件が必
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要です。マハートマ達とその弟子達ではなくて、黒の同

胞団（「影の兄弟達」とドウグパ達と私達が言っている

もの）の破廉恥で腕のあるアデプトなら、ずっと難なく

行ないます。なぜなら、このような黒魔術師には自分の

行為を拘束する霊的な法則はないので、人の心を平気で

支配することができ、自分の悪い力でその心を完全に従

わせるでしょう。しかし私達の大師方は決してそうはな

さいません。黒魔術に陥る以外に、他人の不死の自我を

完全に支配することはありません。従って相手の自由意

志を全く妨げずに、その人の肉体的とサイキックな性質

にだけ働きかけることしかできません。ですから、大師

方とサイキック関係が出来て、大師方への完全な信頼と

献身に肋けられた人でなければ、すなわち条件が十分

備っていない人の場合、大師方が思いを伝えられる時は

いつでも、その人の濁った混沌としたオーラに浸透する

のはたいへん難しいのです。しかし、ここデはこのよう

な問題をこれ以上扱うことはやめましょう。その力があ

るとすれば、その力を支配する知性ある者（肉体をもつ

者も肉体を脱した者も）がおり、また力を伝えたり受け

たりする意識的存在があると言えば十分でしよう。この

問題に関して私達が用心しなければならないのは黒魔術

だけです。

【問】　黒魔術とは本当はどんなものですか？

【答】　サイキック能力の悪用及び自然の秘密についての

知識の悪用ということです。つまり、オカルティズムの

力を利己的で罪深い目的に適用するということです。「暗

示」の力を利用して被術者に盗みをさせたり、殺人をさ

せたりする催眠術師を私は黒魔術師と言います。パリの

ブラウン＝セカー博士の有名な「回春法」、つまり、人

間の血に動物の分泌液を注入するという胸の悪くなるよ

うな方法について、ヨーロッパのあらゆる医学誌は今も

議論していますが、もし本当なら、無意識的な黒魔術で

す。

【問】　それは魔法などについての中世の信仰に近いと思

います。法律そのものもそんなことは信じなくなりまし

た。

【答】　それは法律の問題です。識別力がないため裁判官

は何度も間違いをし、罪を犯すことになりました。魔術

という言葉には迷信的な響きがあるので、あなたを怖が

アツキーの脳の灰白質というマハートマの国だけにおら

れるということ、つまり、彼女自身の内なる意識の深み

から彼女が展開したものだと人々が本気で考えたほうが

ましだとブラヴアツキーは公言します。初め彼女は、人

が大師の存在を疑うと憤然として抗議するのが常でした

が、今ではそのことを証明したり、反論したりする努力

はしなくなりました。人々に、好きなように考えさせま

す。

【問】　　でも、もちろん、大師方はいらっしゃるのです

ね？

【答】　　いらっしゃると私達は断言します。けれども、

それでは理解させる助けにはあまりなりません。多くの

人々、ある神智学徒達や脱会した会員でさえ、大師の存

在の証拠は全く見当たらないと言います。これに対して

ブラヴァツキー夫人は次のように答えています。つまり、

もし彼女が大師方を考え出したとすれば、その哲学やわ

ずかな人達しか得ていない実際的な知識も彼女が作った

ことになります。もしそうだとすれば、彼女自身ここに

いるのですから、大師方はいらしても、いらっしゃらな

くてもかまいません。とにかく、彼女自身の存在は否定

することはできません。もし、大師方がお授けになった

と考えられている知識が、本質的によいもので、平均的

知性よりも高い知性をもつ多くの人々によって受け入れ

られるならば、なぜ、この問題についてそう大騒ぎする

のでしょうか？　彼女が詐欺師であるということは決し

て証明されたことはなく、いつまでも審理中です。けれ

ども誰が考え出したにせよ、「大師方」によって教えら

れた哲学は一たび正しく理解されると、最も立派な、最

も有益な哲学の一つであるということは、否定できない

確かな事実です。ですから、中傷者達は憎しみや恨みや

悪意、傷つけられた虚栄心や果たせなかった野心などの

最も低く、最も卑しい感情によって動かされる一方、自

分がブラヴァツキー夫人の知力に最大の尊敬の言葉を捧

げていることに全く気づいていないようです。もし哀れ

な愚か者がそうしようとするなら、そうしておきましょ

う。本当にブラヴァツキー夫人は、敵達に第三位のアデ

プトと言われ、おまけに「マハートマ」と言われても少

しも反対はしません。今日まで、自分はそうではないと

主張してきたのは、鳥のような自分を孔雀の羽で飾り立

てるのはいやだったからです。

【問】　協会を導いてくれるマハートマ達のように賢明で

優れた方々がいるのに、協会が間違いをたくさんするの

はどうしてですか？

【答】　　大師方は協会も創立者でさえも、指導はなさい

ません。大師方が協会を指導されるという人は誰もいま

せん。大師方はただ見守り、保護して下さるだけです。

これは、いかなる間違いをしても、協会に大きな損害を

与えることはできないし、内からのスキャンダルも外か

らの最もひどい攻撃も協会を倒すことはできないという

事実によって十分に証明されます。大師方は現在ではな

く未来を見ておられます。誤りをするごとに来るべき

日々のための智慧がつきます。新約聖書にある五タラン

トを与えて召し使いを送り出した「主人」は、どのよう

にしてその金を倍にすればよいか、召し使いに言いませ

んでしたし、自分の預かった一タラントを地面に埋めた

愚かな召し使いをとめもしませんでした。人々はそれぞ

れ、自分自身の経験と長所によって智慧を得なければな

りません。はるかに高い「大師」、つまり聖霊そのもの

によって自分は指導されていると主張しているキリスト

教会は、昔から間違いだけでなく、血生臭い罪もたくさ

ん犯しています。しかし、その「大師」の存在はマハー

トマ達の存在よりもずっと仮説的であるにもかかわら

ず、聖霊に対する自分の信仰を捨てるキリスト教徒はい

ないと思います。誰も聖霊を見たことはなく、その上、

聖霊が教会を指導するのも見たことはなく、キリスト教

会の歴史は明らかに聖霊に指導されるという主張に矛盾

しています。人間は間違うものです。では本題に戻りま

しょう。

らせるにすぎません。法律は私が今言ったような催眠術

の悪用を罰しないのでしょうか？　いいえ、フランスや

ドイツではすでに罰しましたが、紛れもない魔術の犯罪

に罰を課したというと憤慨して否定するでしょう。医師

達やメスメル術師達による暗示の効力と存在をあなたが

信じるとすれば、悪い動機で用いられた同じ力も認めざ

るを得ません。もしその力の悪用を認めるならば、魔術

も信じることになります。善の場合は信じ、悪の場合は

信じないということはできませんし、本物のお金を信じ

るなら、にせ金もあり得るということを否定するわけに

はいきません。何ものもその対照物がなければ存在でき

ません。対照すべき夜や闇や悪がないならば、昼も光も

善も人の意識の中に現れることはできません。

【問】　しかし、あなたが偉大なサイキック能力や魔法の

力と言われるものを信じながら、黒魔術のことを言うと

笑っている人達を私は知っています。

【答】　それは何を立証しているでしょうか？　彼等は非

論理的だということにすぎません。それもまた彼等の問

題です。私達はよい、神聖なアデプト達の存在を知って

いるので、悪く、よこしまなアデプト達すなわちドゥグ

パ達の存在も信じています。

【問】　大師方がおられるなら、なぜすべての人々の前に

出てきて、ブラヴァツキー夫人や協会に対して行なわれ

た数多くの非難をきっぱりと否定しないのですか？

【答】　何の非難ですか？

【問】　大師方は、本当は存在しないものであり、彼女が

でっち上げたものであって、手品によって作り上げられ

た「藁人形のマハートマ達」だと言われています。こん

なことは彼女の評判を傷つけはしませんか？

【答】　そんな非難がどうして彼女を傷つけることができ

るのですか？　彼女は大師方が存在すると言ってお金を

儲けたり、利益や名声を得たことがありましたか？　彼

女は侮辱と悪口と中傷を得ただけです。もし彼女が昔、

このような言いがかりに全く無関心でいることを学んで

いなかったなら、とても苦しかったことでしょう。いっ

たい、そんな非難はどんな意味がありますか？　かえっ

て、それとはなしの敬意です。彼女の愚かな非難者達か

自分の無分別な憎しみに夢中になっていなかったら、言

う前に考え直したことでしょう。彼女が大師方を作り出

したというならば次のようなことになります。つまり、

彼女はこれまでに神智学の本に書いた哲学のすべてを作

り出したことになりますし、『エソテリック・ブッディ

ズム』の基となった手紙の書き手でなければなりません

し、『シークレット・ドクトリン』の中の教えもみな彼

女が考え出したことになります。『シークレット・ドク

トリン』という本は、もし世間が公平ならば、科学説の

欠けたところをたくさん補っているものと認められるで

しょう。そして今後百年たてば、科学は実際にそのこと

を認めるでしょう。非難者達の言うことはまた、ブラヴァ

ツキー夫人は自分の言うことを信じる何百人の人達（多

くの知性の優れた人達や科学者達を含めて）よりずっと

賢いことになります。彼女はその人達全部をだましたこ

とになるからです！　もし非難者達の言うことが本当で

あるなら、ブラヴァツキー夫人は何人かのマハートマ達

を中国の重ね箱のように一まとめにしたことになりま

す。いわゆる「マハートマ・レターズ」の中には文体が

全く違っているのがたくさんあるのに、彼女の誹誇者達

はそれ全部を彼女が書いたものだと言っているからで

す。

【問】　それは噂の通りです。しかし、心霊研究会の報告

書のように、「その名を後世に伝えるに値する、当代随

一の熟達した詐欺師」であると公然と非難されるのは、

彼女にとって苦しいことではありませんか？

【答】　それが本当なら、または偏見に満ちた狂信的な唯

物論者でない人達から言われたなら、苦しいかもしれま

せん。実際は、彼女は個人的にはそのようなことすべて

を軽蔑しており、一方、大師方はただ笑っておられるだ

けです。私は繰り返しそう言います。

【問】　彼女の敵は自分達の立場を立証したと言っていま

すが。

【答】　彼等がしたように、勝手に自分達を判事や陪審員

や検察官に任命するなら、そんなことを言うのはやさし

いでしょう。しかし、彼等の仲間や私達の敵以外、誰が

それを信じますか？

【問】　しかし、研究会はこの問題を調べるために、代表

をインドに送ったのではありませんか？

【答】　そうです。そして彼等の最終結論は、代表の青年

の行なった全く照合してない、検証されてない言明に

よっています。この青年の報告書を通読したある弁護士

は私の友達に、自分はこれまで「こんなばからしい矛盾

だらけな文書を見たことがない」と言いました。その報

告書は食い違う推測や根拠のない「仮説」でいっぱいで

した。これが重大な嫌疑ですか？

【問】　けれどもその報告書は協会に大きな被害を及ぼし

ました。なぜブラヴァツキー夫人は少なくとも法廷に出

て、自分の正しさを立証しなかったのですか？

【答】　第一に、神智学徒としてあらゆる個人的侮辱を気

にかけないのが彼女の義務だからです。第二に、協会も

ブラヴァツキー夫人もそのような訴訟に費やすお金がな

かったからです。そして最後に、オーストラリアから跳

び込んできた若い羊に駆り立てられてついて行った、英

国の老いぼれ去勢羊の群に攻撃されたからと言って、協

会とブラヴァツキー夫人が自分達の主義から外れるわけ

にはいきません。

【問】　お口がうまいですね。もしも彼女がきっぱりとす

べてに反論したならば、本当は神智学のためによかった

とお思いになりませんか？

【答】　よかったかもしれません。けれども、たとえ前か

ら偏見をもたれていなかったとしても、英国の陪審や判

事がサイキック現象の真実性を認めたと思いますか？　

しかも彼等はロシアのスパイ恐慌や無神論と不信心の咎

( とが ) で、すでに払達には対抗していたこと、また、

私達の周りを取り巻いていたその他の多くの中傷を思い

出せば、法廷で勝とうとすることは無益どころか、悪い

ことだったことがきっと分かるでしょう！　心霊研究会

の人達はこのことをすべてよく知っていたので、彼等は

自分達を私達の上にあげ、私達を犠牲にして自分達を肋

けるという卑しい干段をとりました。

【問】　心霊研究会は今、完全にマハートマ達の存在を否

定しています。初めから終わりまで、マハートマ達はブ

ラヴァツキー夫人が作り上げた話だと言っています。

【答】　彼女はこれよりも愚かなことをしようと思えば、

いくらでもできたでしよう。とにかくこの説には少しも

反対はしません。人々が大師方を信じないほうがむしろ

よいのではないかとブラヴァツキー夫人はいつも言って

います。大師方のみ名と壮人な理想が現在のように破廉

恥に冒涜 ( ぼうとく ) されるよりも、大師方は、ブラヴ



第十四章　神智学のマハートマ達

マハートマ達は「光の霊」か、それとも「悪魔」か？

【問】　結局あなたが「大師方」と言っていらっしゃる方々

はどなたですか？　ある人達は、彼等は「偉大な霊達」

であると言い、他の人達は一種の超常的な存在であると

言い、その他の人達は「架空の人」だと言っています。

【答】　どちらでもありません。かつて一人の局外者が、

マハートマは一種の男性の人魚だと言っているのを聞き

ました。そんな生きものがあるかどうか分かりませんが、

人々の言っていることに耳を傾けても、マハートマ方の

本当の概念を得ることはできないでしょう。まず第一に、

マハートマ方は私達が生まれるように生まれ、また、他

のすべての人間のように死ぬ運命にある、生きている

方々だということです。

【問】　それは分かりますが、その方々のある方は千歳位

だということですが、本当ですか？

【答】　私達が人の噂を否定すればするほど、人々を正そ

うとすればするほど、ばかばかしい話が考え出されるよ

うになります。『創世記』のメトセラは九六九歳まで生

きたと私は聞きましたが、それを信じず笑いましたので、

私はすぐに多くの人達に不敬な異端者と言われました。

【問】　ですが、まじめな話、マハートマ達は人間の普通

の寿命より長く生きられるのですか？

【答】　何を普通の寿命とおっしゃるのですか？　約一九

〇歳のメキシコ人のことを『ランセット』という医学誌

で読んだことを覚えています。しかし、凡人であれアデ

プトであれ、メトセラの年齢の半分も生きた人間のこと

は聞いたことがありません。あるアデプトは私達の言う

普通の年齢よりずっと長生きされますが、それには奇跡

的なことは何もありません。長生きをしようと思うアデ

プトはほとんどおられません。

【問】　「マハートマ」という言葉の本当の意味はどうい

うことですか？

【答】　単に「偉大な魂」ということです。つまり、道徳

的高潔さと知的成就のために偉大であるという意味で

す。アレクサンダーのような飲んだくれの軍人に大帝と

いう称号をつけるなら、アレクサンダーの戦場での勝利

よりももっと偉大な征服を、大自然の秘密の領域で成就

された方々を、なぜ「マハー（大）」とお呼びしてはい

けないのでしょう？　その上、マハートマという言葉は

インドの言葉でたいへん古いものです。

【問】　なぜあなた方はその人達を「大師」と呼ぶのです

か？

【答】　その方々は私達の師匠なので「大師」とお呼びし

ます。私達はその方々から神智学の真理をすべて得たか

らです。たとえ、ある人達には不十分にしかその真理を

表現できず、ある人は十分に理解できないとしてもです。

私達は大師方のことを「イニシエート」と言いますが、

この方々はたいへん博学であって、それ以上にその神聖

さは偉大なものです。この方々は確かに西洋の騒動や闘

争から離れていらっしゃいますが、普通の意味で言う隠

者ではありません。

【問】　そのように社会から遠ざかっているのは利己的で

はありませんか？

【答】　どこが利己的ですか？　神智学協会のこれまでの

経験は、世間は大師方を認めようともしないし、その教

えを役に立てようともしていないことを十分に立証して

いるではありませんか？　その上、大師方は西洋からは

離れておられますが、ご自分の国では他の人達と同じよ

うに人々の中を歩かれます。

【問】　大師方には超自然的な力があるとお思いですか？

【答】　すでにお話ししたように、私達は超自然的なこと

は何も信じていません。もしエジソンが二百年前に生き

ていて蓄音機を発明したならば、おそらく彼は蓄音機と

一緒に焼かれ、すべては悪魔のせいだとされたでしょう。

大師方の使われる能力は、すべての人間に潜在している

可能性を発達させたものにすぎません。そのような能力

があることは正式な科学も認め始めています。

【問】　マハートマ達が神智学の著者達の何人かにインス

ピレーションを与え、全部ではなくとも、神智学の本の

多くは、大師達の口授を書き取ったものであるというの

は本当ですか？

【答】　あるものはそうです。ある箇所は全く口伝された

ものをそのまま書き取ったものですが、大部分は大師方

がアイデアを吹き込んで下さり、書き方は筆者達に任せ

られました。

【問】　しかし、それ自体は奇跡的です。というよりも、

実際に奇跡そのものです。どうしてそんなことができる

のですか？

【答】　あなたは大きな間違いをしておられます。科学も、

遠からずあなたの「奇跡説」に反論するでしょう。なぜ

これが奇跡ですか？　奇跡というのは何か超自然的な働

きのことですが、自然及び自然の法則を超えるものは何

もありません。近代科学が認めるようになった「奇跡」

の様々なものの中に、催眠術があります。その力の一面

は「暗示」として知られており、一種の思いの伝達で、

肉体のある病気を治すのに用いて成功しています。接触

している体と体の間に物理的なエネルギーが伝えられる

と同様に、一人の人の心と別の人の心との間に相互作用

があることを科学界が認めざるを得なくなる日はそう遠

いことではありません。二つの心が共鳴して関連し合い、

その心の媒体となる器官が磁気的、電気的に相互に応答

するように調子が合っていると、何にも妨げられず、自

由に思いを送ることができます。なぜならば、心は触れ

ることができる物理的なものではないので、物理的な距

離は心とその対象を離すことはできないからです。つま

り、二つの心の間に存在する隔たりは、内的状態の違い

だけです。ですから、この状態の違いを克服すれば、ど

んなに離れていても思いを送ることができます。こうし

てあなたが奇跡と言われるものは、奇跡ではなくなりま

す。

【問】　しかし、催眠術はそのような奇跡的で不思議なこ

とはしないでしょうね？

【答】　いいえ、します。催眠術師が被術者の有機体に働

きかけて、自分の思いや言葉を表現させるよう、被術者

の脳に影響を及ぼせることはよく確証された事実です。

そして実際に思いを伝達するこの方法による現象は数こ

そまだ少ないですが、将来、それを支配する法則がもっ

と科学的に確認されたら、そのような現象がどんなに広

がるか断定できる人は一人もいないでしょう。それで、

もし、催眠術の初歩的知識をもっているだけでこのよう

な結果を生み出すことができるなら、サイキック的、霊

的な能力をもっておられるアデプトが、今のあなたの制

限された知識で「奇跡的」だと思っていることを行なわ

れるのに何の差し支えもありません。

【問】　それなら、なぜ今の医師達は実験して、自分達も

同じようにできるかどうか、してみないのですか？

【答】　なぜなら、まず第一に医師達はサイキックと霊的

な領域の秘密と法則を徹底的に理解しているアデプトで

はありませんし、物質の狭いわだちの外に出ることを恐

れている唯物論者だからです。第二に、このような能力

が得られるということを認めるようになる時まで、彼等

は失敗するに違いありません。

【問】　教えてもらうことはできるのですか？

【答】　まず、自分の脳に集めてきた唯物主義のかすを

すっかり掃き出して準備しなければだめです。

【問】　それはたいへん面白いです。ところで、アデプト

達は多くの神智学徒に霊感を吹き込んだり、自分の言う

ことを書かせたりしたのですか？

【答】　いいえ、違います。それはごくわずかな人達の場

合だけです。そのようなことをするには特別な条件が必
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要です。マハートマ達とその弟子達ではなくて、黒の同

胞団（「影の兄弟達」とドウグパ達と私達が言っている

もの）の破廉恥で腕のあるアデプトなら、ずっと難なく

行ないます。なぜなら、このような黒魔術師には自分の

行為を拘束する霊的な法則はないので、人の心を平気で

支配することができ、自分の悪い力でその心を完全に従

わせるでしょう。しかし私達の大師方は決してそうはな

さいません。黒魔術に陥る以外に、他人の不死の自我を

完全に支配することはありません。従って相手の自由意

志を全く妨げずに、その人の肉体的とサイキックな性質

にだけ働きかけることしかできません。ですから、大師

方とサイキック関係が出来て、大師方への完全な信頼と

献身に肋けられた人でなければ、すなわち条件が十分

備っていない人の場合、大師方が思いを伝えられる時は

いつでも、その人の濁った混沌としたオーラに浸透する

のはたいへん難しいのです。しかし、ここデはこのよう

な問題をこれ以上扱うことはやめましょう。その力があ

るとすれば、その力を支配する知性ある者（肉体をもつ

者も肉体を脱した者も）がおり、また力を伝えたり受け

たりする意識的存在があると言えば十分でしよう。この

問題に関して私達が用心しなければならないのは黒魔術

だけです。

【問】　黒魔術とは本当はどんなものですか？

【答】　サイキック能力の悪用及び自然の秘密についての

知識の悪用ということです。つまり、オカルティズムの

力を利己的で罪深い目的に適用するということです。「暗

示」の力を利用して被術者に盗みをさせたり、殺人をさ

せたりする催眠術師を私は黒魔術師と言います。パリの

ブラウン＝セカー博士の有名な「回春法」、つまり、人

間の血に動物の分泌液を注入するという胸の悪くなるよ

うな方法について、ヨーロッパのあらゆる医学誌は今も

議論していますが、もし本当なら、無意識的な黒魔術で

す。

【問】　それは魔法などについての中世の信仰に近いと思

います。法律そのものもそんなことは信じなくなりまし

た。

【答】　それは法律の問題です。識別力がないため裁判官

は何度も間違いをし、罪を犯すことになりました。魔術

という言葉には迷信的な響きがあるので、あなたを怖が

アツキーの脳の灰白質というマハートマの国だけにおら

れるということ、つまり、彼女自身の内なる意識の深み

から彼女が展開したものだと人々が本気で考えたほうが

ましだとブラヴアツキーは公言します。初め彼女は、人

が大師の存在を疑うと憤然として抗議するのが常でした

が、今ではそのことを証明したり、反論したりする努力

はしなくなりました。人々に、好きなように考えさせま

す。

【問】　　でも、もちろん、大師方はいらっしゃるのです

ね？

【答】　　いらっしゃると私達は断言します。けれども、

それでは理解させる助けにはあまりなりません。多くの

人々、ある神智学徒達や脱会した会員でさえ、大師の存

在の証拠は全く見当たらないと言います。これに対して

ブラヴァツキー夫人は次のように答えています。つまり、

もし彼女が大師方を考え出したとすれば、その哲学やわ

ずかな人達しか得ていない実際的な知識も彼女が作った

ことになります。もしそうだとすれば、彼女自身ここに

いるのですから、大師方はいらしても、いらっしゃらな

くてもかまいません。とにかく、彼女自身の存在は否定

することはできません。もし、大師方がお授けになった

と考えられている知識が、本質的によいもので、平均的

知性よりも高い知性をもつ多くの人々によって受け入れ

られるならば、なぜ、この問題についてそう大騒ぎする

のでしょうか？　彼女が詐欺師であるということは決し

て証明されたことはなく、いつまでも審理中です。けれ

ども誰が考え出したにせよ、「大師方」によって教えら

れた哲学は一たび正しく理解されると、最も立派な、最

も有益な哲学の一つであるということは、否定できない

確かな事実です。ですから、中傷者達は憎しみや恨みや

悪意、傷つけられた虚栄心や果たせなかった野心などの

最も低く、最も卑しい感情によって動かされる一方、自

分がブラヴァツキー夫人の知力に最大の尊敬の言葉を捧

げていることに全く気づいていないようです。もし哀れ

な愚か者がそうしようとするなら、そうしておきましょ

う。本当にブラヴァツキー夫人は、敵達に第三位のアデ

プトと言われ、おまけに「マハートマ」と言われても少

しも反対はしません。今日まで、自分はそうではないと

主張してきたのは、鳥のような自分を孔雀の羽で飾り立

てるのはいやだったからです。

【問】　協会を導いてくれるマハートマ達のように賢明で

優れた方々がいるのに、協会が間違いをたくさんするの

はどうしてですか？

【答】　　大師方は協会も創立者でさえも、指導はなさい

ません。大師方が協会を指導されるという人は誰もいま

せん。大師方はただ見守り、保護して下さるだけです。

これは、いかなる間違いをしても、協会に大きな損害を

与えることはできないし、内からのスキャンダルも外か

らの最もひどい攻撃も協会を倒すことはできないという

事実によって十分に証明されます。大師方は現在ではな

く未来を見ておられます。誤りをするごとに来るべき

日々のための智慧がつきます。新約聖書にある五タラン

トを与えて召し使いを送り出した「主人」は、どのよう

にしてその金を倍にすればよいか、召し使いに言いませ

んでしたし、自分の預かった一タラントを地面に埋めた

愚かな召し使いをとめもしませんでした。人々はそれぞ

れ、自分自身の経験と長所によって智慧を得なければな

りません。はるかに高い「大師」、つまり聖霊そのもの

によって自分は指導されていると主張しているキリスト

教会は、昔から間違いだけでなく、血生臭い罪もたくさ

ん犯しています。しかし、その「大師」の存在はマハー

トマ達の存在よりもずっと仮説的であるにもかかわら

ず、聖霊に対する自分の信仰を捨てるキリスト教徒はい

ないと思います。誰も聖霊を見たことはなく、その上、

聖霊が教会を指導するのも見たことはなく、キリスト教

会の歴史は明らかに聖霊に指導されるという主張に矛盾

しています。人間は間違うものです。では本題に戻りま

しょう。

らせるにすぎません。法律は私が今言ったような催眠術

の悪用を罰しないのでしょうか？　いいえ、フランスや

ドイツではすでに罰しましたが、紛れもない魔術の犯罪

に罰を課したというと憤慨して否定するでしょう。医師

達やメスメル術師達による暗示の効力と存在をあなたが

信じるとすれば、悪い動機で用いられた同じ力も認めざ

るを得ません。もしその力の悪用を認めるならば、魔術

も信じることになります。善の場合は信じ、悪の場合は

信じないということはできませんし、本物のお金を信じ

るなら、にせ金もあり得るということを否定するわけに

はいきません。何ものもその対照物がなければ存在でき

ません。対照すべき夜や闇や悪がないならば、昼も光も

善も人の意識の中に現れることはできません。

【問】　しかし、あなたが偉大なサイキック能力や魔法の

力と言われるものを信じながら、黒魔術のことを言うと

笑っている人達を私は知っています。

【答】　それは何を立証しているでしょうか？　彼等は非

論理的だということにすぎません。それもまた彼等の問

題です。私達はよい、神聖なアデプト達の存在を知って

いるので、悪く、よこしまなアデプト達すなわちドゥグ

パ達の存在も信じています。

【問】　大師方がおられるなら、なぜすべての人々の前に

出てきて、ブラヴァツキー夫人や協会に対して行なわれ

た数多くの非難をきっぱりと否定しないのですか？

【答】　何の非難ですか？

【問】　大師方は、本当は存在しないものであり、彼女が

でっち上げたものであって、手品によって作り上げられ

た「藁人形のマハートマ達」だと言われています。こん

なことは彼女の評判を傷つけはしませんか？

【答】　そんな非難がどうして彼女を傷つけることができ

るのですか？　彼女は大師方が存在すると言ってお金を

儲けたり、利益や名声を得たことがありましたか？　彼

女は侮辱と悪口と中傷を得ただけです。もし彼女が昔、

このような言いがかりに全く無関心でいることを学んで

いなかったなら、とても苦しかったことでしょう。いっ

たい、そんな非難はどんな意味がありますか？　かえっ

て、それとはなしの敬意です。彼女の愚かな非難者達か

自分の無分別な憎しみに夢中になっていなかったら、言

う前に考え直したことでしょう。彼女が大師方を作り出

したというならば次のようなことになります。つまり、

彼女はこれまでに神智学の本に書いた哲学のすべてを作

り出したことになりますし、『エソテリック・ブッディ

ズム』の基となった手紙の書き手でなければなりません

し、『シークレット・ドクトリン』の中の教えもみな彼

女が考え出したことになります。『シークレット・ドク

トリン』という本は、もし世間が公平ならば、科学説の

欠けたところをたくさん補っているものと認められるで

しょう。そして今後百年たてば、科学は実際にそのこと

を認めるでしょう。非難者達の言うことはまた、ブラヴァ

ツキー夫人は自分の言うことを信じる何百人の人達（多

くの知性の優れた人達や科学者達を含めて）よりずっと

賢いことになります。彼女はその人達全部をだましたこ

とになるからです！　もし非難者達の言うことが本当で

あるなら、ブラヴァツキー夫人は何人かのマハートマ達

を中国の重ね箱のように一まとめにしたことになりま

す。いわゆる「マハートマ・レターズ」の中には文体が

全く違っているのがたくさんあるのに、彼女の誹誇者達

はそれ全部を彼女が書いたものだと言っているからで

す。

【問】　それは噂の通りです。しかし、心霊研究会の報告

書のように、「その名を後世に伝えるに値する、当代随

一の熟達した詐欺師」であると公然と非難されるのは、

彼女にとって苦しいことではありませんか？

【答】　それが本当なら、または偏見に満ちた狂信的な唯

物論者でない人達から言われたなら、苦しいかもしれま

せん。実際は、彼女は個人的にはそのようなことすべて

を軽蔑しており、一方、大師方はただ笑っておられるだ

けです。私は繰り返しそう言います。

【問】　彼女の敵は自分達の立場を立証したと言っていま

すが。

【答】　彼等がしたように、勝手に自分達を判事や陪審員

や検察官に任命するなら、そんなことを言うのはやさし

いでしょう。しかし、彼等の仲間や私達の敵以外、誰が

それを信じますか？

【問】　しかし、研究会はこの問題を調べるために、代表

をインドに送ったのではありませんか？

【答】　そうです。そして彼等の最終結論は、代表の青年

の行なった全く照合してない、検証されてない言明に

よっています。この青年の報告書を通読したある弁護士

は私の友達に、自分はこれまで「こんなばからしい矛盾

だらけな文書を見たことがない」と言いました。その報

告書は食い違う推測や根拠のない「仮説」でいっぱいで

した。これが重大な嫌疑ですか？

【問】　けれどもその報告書は協会に大きな被害を及ぼし

ました。なぜブラヴァツキー夫人は少なくとも法廷に出

て、自分の正しさを立証しなかったのですか？

【答】　第一に、神智学徒としてあらゆる個人的侮辱を気

にかけないのが彼女の義務だからです。第二に、協会も

ブラヴァツキー夫人もそのような訴訟に費やすお金がな

かったからです。そして最後に、オーストラリアから跳

び込んできた若い羊に駆り立てられてついて行った、英

国の老いぼれ去勢羊の群に攻撃されたからと言って、協

会とブラヴァツキー夫人が自分達の主義から外れるわけ

にはいきません。

【問】　お口がうまいですね。もしも彼女がきっぱりとす

べてに反論したならば、本当は神智学のためによかった

とお思いになりませんか？

【答】　よかったかもしれません。けれども、たとえ前か

ら偏見をもたれていなかったとしても、英国の陪審や判

事がサイキック現象の真実性を認めたと思いますか？　

しかも彼等はロシアのスパイ恐慌や無神論と不信心の咎

( とが ) で、すでに払達には対抗していたこと、また、

私達の周りを取り巻いていたその他の多くの中傷を思い

出せば、法廷で勝とうとすることは無益どころか、悪い

ことだったことがきっと分かるでしょう！　心霊研究会

の人達はこのことをすべてよく知っていたので、彼等は

自分達を私達の上にあげ、私達を犠牲にして自分達を肋

けるという卑しい干段をとりました。

【問】　心霊研究会は今、完全にマハートマ達の存在を否

定しています。初めから終わりまで、マハートマ達はブ

ラヴァツキー夫人が作り上げた話だと言っています。

【答】　彼女はこれよりも愚かなことをしようと思えば、

いくらでもできたでしよう。とにかくこの説には少しも

反対はしません。人々が大師方を信じないほうがむしろ

よいのではないかとブラヴァツキー夫人はいつも言って

います。大師方のみ名と壮人な理想が現在のように破廉

恥に冒涜 ( ぼうとく ) されるよりも、大師方は、ブラヴ



第十四章　神智学のマハートマ達

マハートマ達は「光の霊」か、それとも「悪魔」か？

【問】　結局あなたが「大師方」と言っていらっしゃる方々

はどなたですか？　ある人達は、彼等は「偉大な霊達」

であると言い、他の人達は一種の超常的な存在であると

言い、その他の人達は「架空の人」だと言っています。

【答】　どちらでもありません。かつて一人の局外者が、

マハートマは一種の男性の人魚だと言っているのを聞き

ました。そんな生きものがあるかどうか分かりませんが、

人々の言っていることに耳を傾けても、マハートマ方の

本当の概念を得ることはできないでしょう。まず第一に、

マハートマ方は私達が生まれるように生まれ、また、他

のすべての人間のように死ぬ運命にある、生きている

方々だということです。

【問】　それは分かりますが、その方々のある方は千歳位

だということですが、本当ですか？

【答】　私達が人の噂を否定すればするほど、人々を正そ

うとすればするほど、ばかばかしい話が考え出されるよ

うになります。『創世記』のメトセラは九六九歳まで生

きたと私は聞きましたが、それを信じず笑いましたので、

私はすぐに多くの人達に不敬な異端者と言われました。

【問】　ですが、まじめな話、マハートマ達は人間の普通

の寿命より長く生きられるのですか？

【答】　何を普通の寿命とおっしゃるのですか？　約一九

〇歳のメキシコ人のことを『ランセット』という医学誌

で読んだことを覚えています。しかし、凡人であれアデ

プトであれ、メトセラの年齢の半分も生きた人間のこと

は聞いたことがありません。あるアデプトは私達の言う

普通の年齢よりずっと長生きされますが、それには奇跡

的なことは何もありません。長生きをしようと思うアデ

プトはほとんどおられません。

【問】　「マハートマ」という言葉の本当の意味はどうい

うことですか？

【答】　単に「偉大な魂」ということです。つまり、道徳

的高潔さと知的成就のために偉大であるという意味で

す。アレクサンダーのような飲んだくれの軍人に大帝と

いう称号をつけるなら、アレクサンダーの戦場での勝利

よりももっと偉大な征服を、大自然の秘密の領域で成就

された方々を、なぜ「マハー（大）」とお呼びしてはい

けないのでしょう？　その上、マハートマという言葉は

インドの言葉でたいへん古いものです。

【問】　なぜあなた方はその人達を「大師」と呼ぶのです

か？

【答】　その方々は私達の師匠なので「大師」とお呼びし

ます。私達はその方々から神智学の真理をすべて得たか

らです。たとえ、ある人達には不十分にしかその真理を

表現できず、ある人は十分に理解できないとしてもです。

私達は大師方のことを「イニシエート」と言いますが、

この方々はたいへん博学であって、それ以上にその神聖

さは偉大なものです。この方々は確かに西洋の騒動や闘

争から離れていらっしゃいますが、普通の意味で言う隠

者ではありません。

【問】　そのように社会から遠ざかっているのは利己的で

はありませんか？

【答】　どこが利己的ですか？　神智学協会のこれまでの

経験は、世間は大師方を認めようともしないし、その教

えを役に立てようともしていないことを十分に立証して

いるではありませんか？　その上、大師方は西洋からは

離れておられますが、ご自分の国では他の人達と同じよ

うに人々の中を歩かれます。

【問】　大師方には超自然的な力があるとお思いですか？

【答】　すでにお話ししたように、私達は超自然的なこと

は何も信じていません。もしエジソンが二百年前に生き

ていて蓄音機を発明したならば、おそらく彼は蓄音機と

一緒に焼かれ、すべては悪魔のせいだとされたでしょう。

大師方の使われる能力は、すべての人間に潜在している

可能性を発達させたものにすぎません。そのような能力

があることは正式な科学も認め始めています。

【問】　マハートマ達が神智学の著者達の何人かにインス

ピレーションを与え、全部ではなくとも、神智学の本の

多くは、大師達の口授を書き取ったものであるというの

は本当ですか？

【答】　あるものはそうです。ある箇所は全く口伝された

ものをそのまま書き取ったものですが、大部分は大師方

がアイデアを吹き込んで下さり、書き方は筆者達に任せ

られました。

【問】　しかし、それ自体は奇跡的です。というよりも、

実際に奇跡そのものです。どうしてそんなことができる

のですか？

【答】　あなたは大きな間違いをしておられます。科学も、

遠からずあなたの「奇跡説」に反論するでしょう。なぜ

これが奇跡ですか？　奇跡というのは何か超自然的な働

きのことですが、自然及び自然の法則を超えるものは何

もありません。近代科学が認めるようになった「奇跡」

の様々なものの中に、催眠術があります。その力の一面

は「暗示」として知られており、一種の思いの伝達で、

肉体のある病気を治すのに用いて成功しています。接触

している体と体の間に物理的なエネルギーが伝えられる

と同様に、一人の人の心と別の人の心との間に相互作用

があることを科学界が認めざるを得なくなる日はそう遠

いことではありません。二つの心が共鳴して関連し合い、

その心の媒体となる器官が磁気的、電気的に相互に応答

するように調子が合っていると、何にも妨げられず、自

由に思いを送ることができます。なぜならば、心は触れ

ることができる物理的なものではないので、物理的な距

離は心とその対象を離すことはできないからです。つま

り、二つの心の間に存在する隔たりは、内的状態の違い

だけです。ですから、この状態の違いを克服すれば、ど

んなに離れていても思いを送ることができます。こうし

てあなたが奇跡と言われるものは、奇跡ではなくなりま

す。

【問】　しかし、催眠術はそのような奇跡的で不思議なこ

とはしないでしょうね？

【答】　いいえ、します。催眠術師が被術者の有機体に働

きかけて、自分の思いや言葉を表現させるよう、被術者

の脳に影響を及ぼせることはよく確証された事実です。

そして実際に思いを伝達するこの方法による現象は数こ

そまだ少ないですが、将来、それを支配する法則がもっ

と科学的に確認されたら、そのような現象がどんなに広

がるか断定できる人は一人もいないでしょう。それで、

もし、催眠術の初歩的知識をもっているだけでこのよう

な結果を生み出すことができるなら、サイキック的、霊

的な能力をもっておられるアデプトが、今のあなたの制

限された知識で「奇跡的」だと思っていることを行なわ

れるのに何の差し支えもありません。

【問】　それなら、なぜ今の医師達は実験して、自分達も

同じようにできるかどうか、してみないのですか？

【答】　なぜなら、まず第一に医師達はサイキックと霊的

な領域の秘密と法則を徹底的に理解しているアデプトで

はありませんし、物質の狭いわだちの外に出ることを恐

れている唯物論者だからです。第二に、このような能力

が得られるということを認めるようになる時まで、彼等

は失敗するに違いありません。

【問】　教えてもらうことはできるのですか？

【答】　まず、自分の脳に集めてきた唯物主義のかすを

すっかり掃き出して準備しなければだめです。

【問】　それはたいへん面白いです。ところで、アデプト

達は多くの神智学徒に霊感を吹き込んだり、自分の言う

ことを書かせたりしたのですか？

【答】　いいえ、違います。それはごくわずかな人達の場

合だけです。そのようなことをするには特別な条件が必

要です。マハートマ達とその弟子達ではなくて、黒の同

胞団（「影の兄弟達」とドウグパ達と私達が言っている

もの）の破廉恥で腕のあるアデプトなら、ずっと難なく

行ないます。なぜなら、このような黒魔術師には自分の

行為を拘束する霊的な法則はないので、人の心を平気で

支配することができ、自分の悪い力でその心を完全に従

わせるでしょう。しかし私達の大師方は決してそうはな

さいません。黒魔術に陥る以外に、他人の不死の自我を

完全に支配することはありません。従って相手の自由意

志を全く妨げずに、その人の肉体的とサイキックな性質

にだけ働きかけることしかできません。ですから、大師

方とサイキック関係が出来て、大師方への完全な信頼と

献身に肋けられた人でなければ、すなわち条件が十分

備っていない人の場合、大師方が思いを伝えられる時は

いつでも、その人の濁った混沌としたオーラに浸透する

のはたいへん難しいのです。しかし、ここデはこのよう

な問題をこれ以上扱うことはやめましょう。その力があ

るとすれば、その力を支配する知性ある者（肉体をもつ

者も肉体を脱した者も）がおり、また力を伝えたり受け

たりする意識的存在があると言えば十分でしよう。この

問題に関して私達が用心しなければならないのは黒魔術

だけです。

【問】　黒魔術とは本当はどんなものですか？

【答】　サイキック能力の悪用及び自然の秘密についての

知識の悪用ということです。つまり、オカルティズムの

力を利己的で罪深い目的に適用するということです。「暗

示」の力を利用して被術者に盗みをさせたり、殺人をさ

せたりする催眠術師を私は黒魔術師と言います。パリの

ブラウン＝セカー博士の有名な「回春法」、つまり、人

間の血に動物の分泌液を注入するという胸の悪くなるよ

うな方法について、ヨーロッパのあらゆる医学誌は今も

議論していますが、もし本当なら、無意識的な黒魔術で

す。

【問】　それは魔法などについての中世の信仰に近いと思

います。法律そのものもそんなことは信じなくなりまし

た。

【答】　それは法律の問題です。識別力がないため裁判官

は何度も間違いをし、罪を犯すことになりました。魔術

という言葉には迷信的な響きがあるので、あなたを怖が

4

アツキーの脳の灰白質というマハートマの国だけにおら

れるということ、つまり、彼女自身の内なる意識の深み

から彼女が展開したものだと人々が本気で考えたほうが

ましだとブラヴアツキーは公言します。初め彼女は、人

が大師の存在を疑うと憤然として抗議するのが常でした

が、今ではそのことを証明したり、反論したりする努力

はしなくなりました。人々に、好きなように考えさせま

す。

【問】　　でも、もちろん、大師方はいらっしゃるのです

ね？

【答】　　いらっしゃると私達は断言します。けれども、

それでは理解させる助けにはあまりなりません。多くの

人々、ある神智学徒達や脱会した会員でさえ、大師の存

在の証拠は全く見当たらないと言います。これに対して

ブラヴァツキー夫人は次のように答えています。つまり、

もし彼女が大師方を考え出したとすれば、その哲学やわ

ずかな人達しか得ていない実際的な知識も彼女が作った

ことになります。もしそうだとすれば、彼女自身ここに

いるのですから、大師方はいらしても、いらっしゃらな

くてもかまいません。とにかく、彼女自身の存在は否定

することはできません。もし、大師方がお授けになった

と考えられている知識が、本質的によいもので、平均的

知性よりも高い知性をもつ多くの人々によって受け入れ

られるならば、なぜ、この問題についてそう大騒ぎする

のでしょうか？　彼女が詐欺師であるということは決し

て証明されたことはなく、いつまでも審理中です。けれ

ども誰が考え出したにせよ、「大師方」によって教えら

れた哲学は一たび正しく理解されると、最も立派な、最

も有益な哲学の一つであるということは、否定できない

確かな事実です。ですから、中傷者達は憎しみや恨みや

悪意、傷つけられた虚栄心や果たせなかった野心などの

最も低く、最も卑しい感情によって動かされる一方、自

分がブラヴァツキー夫人の知力に最大の尊敬の言葉を捧

げていることに全く気づいていないようです。もし哀れ

な愚か者がそうしようとするなら、そうしておきましょ

う。本当にブラヴァツキー夫人は、敵達に第三位のアデ

プトと言われ、おまけに「マハートマ」と言われても少

しも反対はしません。今日まで、自分はそうではないと

主張してきたのは、鳥のような自分を孔雀の羽で飾り立

てるのはいやだったからです。

【問】　協会を導いてくれるマハートマ達のように賢明で

優れた方々がいるのに、協会が間違いをたくさんするの

はどうしてですか？

【答】　　大師方は協会も創立者でさえも、指導はなさい

ません。大師方が協会を指導されるという人は誰もいま

せん。大師方はただ見守り、保護して下さるだけです。

これは、いかなる間違いをしても、協会に大きな損害を

与えることはできないし、内からのスキャンダルも外か

らの最もひどい攻撃も協会を倒すことはできないという

事実によって十分に証明されます。大師方は現在ではな

く未来を見ておられます。誤りをするごとに来るべき

日々のための智慧がつきます。新約聖書にある五タラン

トを与えて召し使いを送り出した「主人」は、どのよう

にしてその金を倍にすればよいか、召し使いに言いませ

んでしたし、自分の預かった一タラントを地面に埋めた

愚かな召し使いをとめもしませんでした。人々はそれぞ

れ、自分自身の経験と長所によって智慧を得なければな

りません。はるかに高い「大師」、つまり聖霊そのもの

によって自分は指導されていると主張しているキリスト

教会は、昔から間違いだけでなく、血生臭い罪もたくさ

ん犯しています。しかし、その「大師」の存在はマハー

トマ達の存在よりもずっと仮説的であるにもかかわら

ず、聖霊に対する自分の信仰を捨てるキリスト教徒はい

ないと思います。誰も聖霊を見たことはなく、その上、

聖霊が教会を指導するのも見たことはなく、キリスト教

会の歴史は明らかに聖霊に指導されるという主張に矛盾

しています。人間は間違うものです。では本題に戻りま

しょう。

らせるにすぎません。法律は私が今言ったような催眠術

の悪用を罰しないのでしょうか？　いいえ、フランスや

ドイツではすでに罰しましたが、紛れもない魔術の犯罪

に罰を課したというと憤慨して否定するでしょう。医師

達やメスメル術師達による暗示の効力と存在をあなたが

信じるとすれば、悪い動機で用いられた同じ力も認めざ

るを得ません。もしその力の悪用を認めるならば、魔術

も信じることになります。善の場合は信じ、悪の場合は

信じないということはできませんし、本物のお金を信じ

るなら、にせ金もあり得るということを否定するわけに

はいきません。何ものもその対照物がなければ存在でき

ません。対照すべき夜や闇や悪がないならば、昼も光も

善も人の意識の中に現れることはできません。

【問】　しかし、あなたが偉大なサイキック能力や魔法の

力と言われるものを信じながら、黒魔術のことを言うと

笑っている人達を私は知っています。

【答】　それは何を立証しているでしょうか？　彼等は非

論理的だということにすぎません。それもまた彼等の問

題です。私達はよい、神聖なアデプト達の存在を知って

いるので、悪く、よこしまなアデプト達すなわちドゥグ

パ達の存在も信じています。

【問】　大師方がおられるなら、なぜすべての人々の前に

出てきて、ブラヴァツキー夫人や協会に対して行なわれ

た数多くの非難をきっぱりと否定しないのですか？

【答】　何の非難ですか？

【問】　大師方は、本当は存在しないものであり、彼女が

でっち上げたものであって、手品によって作り上げられ

た「藁人形のマハートマ達」だと言われています。こん

なことは彼女の評判を傷つけはしませんか？

【答】　そんな非難がどうして彼女を傷つけることができ

るのですか？　彼女は大師方が存在すると言ってお金を

儲けたり、利益や名声を得たことがありましたか？　彼

女は侮辱と悪口と中傷を得ただけです。もし彼女が昔、

このような言いがかりに全く無関心でいることを学んで

いなかったなら、とても苦しかったことでしょう。いっ

たい、そんな非難はどんな意味がありますか？　かえっ

て、それとはなしの敬意です。彼女の愚かな非難者達か

自分の無分別な憎しみに夢中になっていなかったら、言

う前に考え直したことでしょう。彼女が大師方を作り出

したというならば次のようなことになります。つまり、

彼女はこれまでに神智学の本に書いた哲学のすべてを作

り出したことになりますし、『エソテリック・ブッディ

ズム』の基となった手紙の書き手でなければなりません

し、『シークレット・ドクトリン』の中の教えもみな彼

女が考え出したことになります。『シークレット・ドク

トリン』という本は、もし世間が公平ならば、科学説の

欠けたところをたくさん補っているものと認められるで

しょう。そして今後百年たてば、科学は実際にそのこと

を認めるでしょう。非難者達の言うことはまた、ブラヴァ

ツキー夫人は自分の言うことを信じる何百人の人達（多

くの知性の優れた人達や科学者達を含めて）よりずっと

賢いことになります。彼女はその人達全部をだましたこ

とになるからです！　もし非難者達の言うことが本当で

あるなら、ブラヴァツキー夫人は何人かのマハートマ達

を中国の重ね箱のように一まとめにしたことになりま

す。いわゆる「マハートマ・レターズ」の中には文体が

全く違っているのがたくさんあるのに、彼女の誹誇者達

はそれ全部を彼女が書いたものだと言っているからで

す。

【問】　それは噂の通りです。しかし、心霊研究会の報告

書のように、「その名を後世に伝えるに値する、当代随

一の熟達した詐欺師」であると公然と非難されるのは、

彼女にとって苦しいことではありませんか？

【答】　それが本当なら、または偏見に満ちた狂信的な唯

物論者でない人達から言われたなら、苦しいかもしれま

せん。実際は、彼女は個人的にはそのようなことすべて

を軽蔑しており、一方、大師方はただ笑っておられるだ

けです。私は繰り返しそう言います。

【問】　彼女の敵は自分達の立場を立証したと言っていま

すが。

【答】　彼等がしたように、勝手に自分達を判事や陪審員

や検察官に任命するなら、そんなことを言うのはやさし

いでしょう。しかし、彼等の仲間や私達の敵以外、誰が

それを信じますか？

【問】　しかし、研究会はこの問題を調べるために、代表

をインドに送ったのではありませんか？

【答】　そうです。そして彼等の最終結論は、代表の青年

の行なった全く照合してない、検証されてない言明に

よっています。この青年の報告書を通読したある弁護士

は私の友達に、自分はこれまで「こんなばからしい矛盾

だらけな文書を見たことがない」と言いました。その報

告書は食い違う推測や根拠のない「仮説」でいっぱいで

した。これが重大な嫌疑ですか？

【問】　けれどもその報告書は協会に大きな被害を及ぼし

ました。なぜブラヴァツキー夫人は少なくとも法廷に出

て、自分の正しさを立証しなかったのですか？

【答】　第一に、神智学徒としてあらゆる個人的侮辱を気

にかけないのが彼女の義務だからです。第二に、協会も

ブラヴァツキー夫人もそのような訴訟に費やすお金がな

かったからです。そして最後に、オーストラリアから跳

び込んできた若い羊に駆り立てられてついて行った、英

国の老いぼれ去勢羊の群に攻撃されたからと言って、協

会とブラヴァツキー夫人が自分達の主義から外れるわけ

にはいきません。

【問】　お口がうまいですね。もしも彼女がきっぱりとす

べてに反論したならば、本当は神智学のためによかった

とお思いになりませんか？

【答】　よかったかもしれません。けれども、たとえ前か

ら偏見をもたれていなかったとしても、英国の陪審や判

事がサイキック現象の真実性を認めたと思いますか？　

しかも彼等はロシアのスパイ恐慌や無神論と不信心の咎

( とが ) で、すでに払達には対抗していたこと、また、

私達の周りを取り巻いていたその他の多くの中傷を思い

出せば、法廷で勝とうとすることは無益どころか、悪い

ことだったことがきっと分かるでしょう！　心霊研究会

の人達はこのことをすべてよく知っていたので、彼等は

自分達を私達の上にあげ、私達を犠牲にして自分達を肋

けるという卑しい干段をとりました。

【問】　心霊研究会は今、完全にマハートマ達の存在を否

定しています。初めから終わりまで、マハートマ達はブ

ラヴァツキー夫人が作り上げた話だと言っています。

【答】　彼女はこれよりも愚かなことをしようと思えば、

いくらでもできたでしよう。とにかくこの説には少しも

反対はしません。人々が大師方を信じないほうがむしろ

よいのではないかとブラヴァツキー夫人はいつも言って

います。大師方のみ名と壮人な理想が現在のように破廉

恥に冒涜 ( ぼうとく ) されるよりも、大師方は、ブラヴ



第十四章　神智学のマハートマ達

マハートマ達は「光の霊」か、それとも「悪魔」か？

【問】　結局あなたが「大師方」と言っていらっしゃる方々

はどなたですか？　ある人達は、彼等は「偉大な霊達」

であると言い、他の人達は一種の超常的な存在であると

言い、その他の人達は「架空の人」だと言っています。

【答】　どちらでもありません。かつて一人の局外者が、

マハートマは一種の男性の人魚だと言っているのを聞き

ました。そんな生きものがあるかどうか分かりませんが、

人々の言っていることに耳を傾けても、マハートマ方の

本当の概念を得ることはできないでしょう。まず第一に、

マハートマ方は私達が生まれるように生まれ、また、他

のすべての人間のように死ぬ運命にある、生きている

方々だということです。

【問】　それは分かりますが、その方々のある方は千歳位

だということですが、本当ですか？

【答】　私達が人の噂を否定すればするほど、人々を正そ

うとすればするほど、ばかばかしい話が考え出されるよ

うになります。『創世記』のメトセラは九六九歳まで生

きたと私は聞きましたが、それを信じず笑いましたので、

私はすぐに多くの人達に不敬な異端者と言われました。

【問】　ですが、まじめな話、マハートマ達は人間の普通

の寿命より長く生きられるのですか？

【答】　何を普通の寿命とおっしゃるのですか？　約一九

〇歳のメキシコ人のことを『ランセット』という医学誌

で読んだことを覚えています。しかし、凡人であれアデ

プトであれ、メトセラの年齢の半分も生きた人間のこと

は聞いたことがありません。あるアデプトは私達の言う

普通の年齢よりずっと長生きされますが、それには奇跡

的なことは何もありません。長生きをしようと思うアデ

プトはほとんどおられません。

【問】　「マハートマ」という言葉の本当の意味はどうい

うことですか？

【答】　単に「偉大な魂」ということです。つまり、道徳

的高潔さと知的成就のために偉大であるという意味で

す。アレクサンダーのような飲んだくれの軍人に大帝と

いう称号をつけるなら、アレクサンダーの戦場での勝利

よりももっと偉大な征服を、大自然の秘密の領域で成就

された方々を、なぜ「マハー（大）」とお呼びしてはい

けないのでしょう？　その上、マハートマという言葉は

インドの言葉でたいへん古いものです。

【問】　なぜあなた方はその人達を「大師」と呼ぶのです

か？

【答】　その方々は私達の師匠なので「大師」とお呼びし

ます。私達はその方々から神智学の真理をすべて得たか

らです。たとえ、ある人達には不十分にしかその真理を

表現できず、ある人は十分に理解できないとしてもです。

私達は大師方のことを「イニシエート」と言いますが、

この方々はたいへん博学であって、それ以上にその神聖

さは偉大なものです。この方々は確かに西洋の騒動や闘

争から離れていらっしゃいますが、普通の意味で言う隠

者ではありません。

【問】　そのように社会から遠ざかっているのは利己的で

はありませんか？

【答】　どこが利己的ですか？　神智学協会のこれまでの

経験は、世間は大師方を認めようともしないし、その教

えを役に立てようともしていないことを十分に立証して

いるではありませんか？　その上、大師方は西洋からは

離れておられますが、ご自分の国では他の人達と同じよ

うに人々の中を歩かれます。

【問】　大師方には超自然的な力があるとお思いですか？

【答】　すでにお話ししたように、私達は超自然的なこと

は何も信じていません。もしエジソンが二百年前に生き

ていて蓄音機を発明したならば、おそらく彼は蓄音機と

一緒に焼かれ、すべては悪魔のせいだとされたでしょう。

大師方の使われる能力は、すべての人間に潜在している

可能性を発達させたものにすぎません。そのような能力

があることは正式な科学も認め始めています。

【問】　マハートマ達が神智学の著者達の何人かにインス

ピレーションを与え、全部ではなくとも、神智学の本の

多くは、大師達の口授を書き取ったものであるというの

は本当ですか？

【答】　あるものはそうです。ある箇所は全く口伝された

ものをそのまま書き取ったものですが、大部分は大師方

がアイデアを吹き込んで下さり、書き方は筆者達に任せ

られました。

【問】　しかし、それ自体は奇跡的です。というよりも、

実際に奇跡そのものです。どうしてそんなことができる

のですか？

【答】　あなたは大きな間違いをしておられます。科学も、

遠からずあなたの「奇跡説」に反論するでしょう。なぜ

これが奇跡ですか？　奇跡というのは何か超自然的な働

きのことですが、自然及び自然の法則を超えるものは何

もありません。近代科学が認めるようになった「奇跡」

の様々なものの中に、催眠術があります。その力の一面

は「暗示」として知られており、一種の思いの伝達で、

肉体のある病気を治すのに用いて成功しています。接触

している体と体の間に物理的なエネルギーが伝えられる

と同様に、一人の人の心と別の人の心との間に相互作用

があることを科学界が認めざるを得なくなる日はそう遠

いことではありません。二つの心が共鳴して関連し合い、

その心の媒体となる器官が磁気的、電気的に相互に応答

するように調子が合っていると、何にも妨げられず、自

由に思いを送ることができます。なぜならば、心は触れ

ることができる物理的なものではないので、物理的な距

離は心とその対象を離すことはできないからです。つま

り、二つの心の間に存在する隔たりは、内的状態の違い

だけです。ですから、この状態の違いを克服すれば、ど

んなに離れていても思いを送ることができます。こうし

てあなたが奇跡と言われるものは、奇跡ではなくなりま

す。

【問】　しかし、催眠術はそのような奇跡的で不思議なこ

とはしないでしょうね？

【答】　いいえ、します。催眠術師が被術者の有機体に働

きかけて、自分の思いや言葉を表現させるよう、被術者

の脳に影響を及ぼせることはよく確証された事実です。

そして実際に思いを伝達するこの方法による現象は数こ

そまだ少ないですが、将来、それを支配する法則がもっ

と科学的に確認されたら、そのような現象がどんなに広

がるか断定できる人は一人もいないでしょう。それで、

もし、催眠術の初歩的知識をもっているだけでこのよう

な結果を生み出すことができるなら、サイキック的、霊

的な能力をもっておられるアデプトが、今のあなたの制

限された知識で「奇跡的」だと思っていることを行なわ

れるのに何の差し支えもありません。

【問】　それなら、なぜ今の医師達は実験して、自分達も

同じようにできるかどうか、してみないのですか？

【答】　なぜなら、まず第一に医師達はサイキックと霊的

な領域の秘密と法則を徹底的に理解しているアデプトで

はありませんし、物質の狭いわだちの外に出ることを恐

れている唯物論者だからです。第二に、このような能力

が得られるということを認めるようになる時まで、彼等

は失敗するに違いありません。

【問】　教えてもらうことはできるのですか？

【答】　まず、自分の脳に集めてきた唯物主義のかすを

すっかり掃き出して準備しなければだめです。

【問】　それはたいへん面白いです。ところで、アデプト

達は多くの神智学徒に霊感を吹き込んだり、自分の言う

ことを書かせたりしたのですか？

【答】　いいえ、違います。それはごくわずかな人達の場

合だけです。そのようなことをするには特別な条件が必

要です。マハートマ達とその弟子達ではなくて、黒の同

胞団（「影の兄弟達」とドウグパ達と私達が言っている

もの）の破廉恥で腕のあるアデプトなら、ずっと難なく

行ないます。なぜなら、このような黒魔術師には自分の

行為を拘束する霊的な法則はないので、人の心を平気で

支配することができ、自分の悪い力でその心を完全に従

わせるでしょう。しかし私達の大師方は決してそうはな

さいません。黒魔術に陥る以外に、他人の不死の自我を

完全に支配することはありません。従って相手の自由意

志を全く妨げずに、その人の肉体的とサイキックな性質

にだけ働きかけることしかできません。ですから、大師

方とサイキック関係が出来て、大師方への完全な信頼と

献身に肋けられた人でなければ、すなわち条件が十分

備っていない人の場合、大師方が思いを伝えられる時は

いつでも、その人の濁った混沌としたオーラに浸透する

のはたいへん難しいのです。しかし、ここデはこのよう

な問題をこれ以上扱うことはやめましょう。その力があ

るとすれば、その力を支配する知性ある者（肉体をもつ

者も肉体を脱した者も）がおり、また力を伝えたり受け

たりする意識的存在があると言えば十分でしよう。この

問題に関して私達が用心しなければならないのは黒魔術

だけです。

【問】　黒魔術とは本当はどんなものですか？

【答】　サイキック能力の悪用及び自然の秘密についての

知識の悪用ということです。つまり、オカルティズムの

力を利己的で罪深い目的に適用するということです。「暗

示」の力を利用して被術者に盗みをさせたり、殺人をさ

せたりする催眠術師を私は黒魔術師と言います。パリの

ブラウン＝セカー博士の有名な「回春法」、つまり、人

間の血に動物の分泌液を注入するという胸の悪くなるよ

うな方法について、ヨーロッパのあらゆる医学誌は今も

議論していますが、もし本当なら、無意識的な黒魔術で

す。

【問】　それは魔法などについての中世の信仰に近いと思

います。法律そのものもそんなことは信じなくなりまし

た。

【答】　それは法律の問題です。識別力がないため裁判官

は何度も間違いをし、罪を犯すことになりました。魔術

という言葉には迷信的な響きがあるので、あなたを怖が
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アツキーの脳の灰白質というマハートマの国だけにおら

れるということ、つまり、彼女自身の内なる意識の深み

から彼女が展開したものだと人々が本気で考えたほうが

ましだとブラヴアツキーは公言します。初め彼女は、人

が大師の存在を疑うと憤然として抗議するのが常でした

が、今ではそのことを証明したり、反論したりする努力

はしなくなりました。人々に、好きなように考えさせま

す。

【問】　　でも、もちろん、大師方はいらっしゃるのです

ね？

【答】　　いらっしゃると私達は断言します。けれども、

それでは理解させる助けにはあまりなりません。多くの

人々、ある神智学徒達や脱会した会員でさえ、大師の存

在の証拠は全く見当たらないと言います。これに対して

ブラヴァツキー夫人は次のように答えています。つまり、

もし彼女が大師方を考え出したとすれば、その哲学やわ

ずかな人達しか得ていない実際的な知識も彼女が作った

ことになります。もしそうだとすれば、彼女自身ここに

いるのですから、大師方はいらしても、いらっしゃらな

くてもかまいません。とにかく、彼女自身の存在は否定

することはできません。もし、大師方がお授けになった

と考えられている知識が、本質的によいもので、平均的

知性よりも高い知性をもつ多くの人々によって受け入れ

られるならば、なぜ、この問題についてそう大騒ぎする

のでしょうか？　彼女が詐欺師であるということは決し

て証明されたことはなく、いつまでも審理中です。けれ

ども誰が考え出したにせよ、「大師方」によって教えら

れた哲学は一たび正しく理解されると、最も立派な、最

も有益な哲学の一つであるということは、否定できない

確かな事実です。ですから、中傷者達は憎しみや恨みや

悪意、傷つけられた虚栄心や果たせなかった野心などの

最も低く、最も卑しい感情によって動かされる一方、自

分がブラヴァツキー夫人の知力に最大の尊敬の言葉を捧

げていることに全く気づいていないようです。もし哀れ

な愚か者がそうしようとするなら、そうしておきましょ

う。本当にブラヴァツキー夫人は、敵達に第三位のアデ

プトと言われ、おまけに「マハートマ」と言われても少

しも反対はしません。今日まで、自分はそうではないと

主張してきたのは、鳥のような自分を孔雀の羽で飾り立

てるのはいやだったからです。

【問】　協会を導いてくれるマハートマ達のように賢明で

優れた方々がいるのに、協会が間違いをたくさんするの

はどうしてですか？

【答】　　大師方は協会も創立者でさえも、指導はなさい

ません。大師方が協会を指導されるという人は誰もいま

せん。大師方はただ見守り、保護して下さるだけです。

これは、いかなる間違いをしても、協会に大きな損害を

与えることはできないし、内からのスキャンダルも外か

らの最もひどい攻撃も協会を倒すことはできないという

事実によって十分に証明されます。大師方は現在ではな

く未来を見ておられます。誤りをするごとに来るべき

日々のための智慧がつきます。新約聖書にある五タラン

トを与えて召し使いを送り出した「主人」は、どのよう

にしてその金を倍にすればよいか、召し使いに言いませ

んでしたし、自分の預かった一タラントを地面に埋めた

愚かな召し使いをとめもしませんでした。人々はそれぞ

れ、自分自身の経験と長所によって智慧を得なければな

りません。はるかに高い「大師」、つまり聖霊そのもの

によって自分は指導されていると主張しているキリスト

教会は、昔から間違いだけでなく、血生臭い罪もたくさ

ん犯しています。しかし、その「大師」の存在はマハー

トマ達の存在よりもずっと仮説的であるにもかかわら

ず、聖霊に対する自分の信仰を捨てるキリスト教徒はい

ないと思います。誰も聖霊を見たことはなく、その上、

聖霊が教会を指導するのも見たことはなく、キリスト教

会の歴史は明らかに聖霊に指導されるという主張に矛盾

しています。人間は間違うものです。では本題に戻りま

しょう。

らせるにすぎません。法律は私が今言ったような催眠術

の悪用を罰しないのでしょうか？　いいえ、フランスや

ドイツではすでに罰しましたが、紛れもない魔術の犯罪

に罰を課したというと憤慨して否定するでしょう。医師

達やメスメル術師達による暗示の効力と存在をあなたが

信じるとすれば、悪い動機で用いられた同じ力も認めざ

るを得ません。もしその力の悪用を認めるならば、魔術

も信じることになります。善の場合は信じ、悪の場合は

信じないということはできませんし、本物のお金を信じ

るなら、にせ金もあり得るということを否定するわけに

はいきません。何ものもその対照物がなければ存在でき

ません。対照すべき夜や闇や悪がないならば、昼も光も

善も人の意識の中に現れることはできません。

【問】　しかし、あなたが偉大なサイキック能力や魔法の

力と言われるものを信じながら、黒魔術のことを言うと

笑っている人達を私は知っています。

【答】　それは何を立証しているでしょうか？　彼等は非

論理的だということにすぎません。それもまた彼等の問

題です。私達はよい、神聖なアデプト達の存在を知って

いるので、悪く、よこしまなアデプト達すなわちドゥグ

パ達の存在も信じています。

【問】　大師方がおられるなら、なぜすべての人々の前に

出てきて、ブラヴァツキー夫人や協会に対して行なわれ

た数多くの非難をきっぱりと否定しないのですか？

【答】　何の非難ですか？

【問】　大師方は、本当は存在しないものであり、彼女が

でっち上げたものであって、手品によって作り上げられ

た「藁人形のマハートマ達」だと言われています。こん

なことは彼女の評判を傷つけはしませんか？

【答】　そんな非難がどうして彼女を傷つけることができ

るのですか？　彼女は大師方が存在すると言ってお金を

儲けたり、利益や名声を得たことがありましたか？　彼

女は侮辱と悪口と中傷を得ただけです。もし彼女が昔、

このような言いがかりに全く無関心でいることを学んで

いなかったなら、とても苦しかったことでしょう。いっ

たい、そんな非難はどんな意味がありますか？　かえっ

て、それとはなしの敬意です。彼女の愚かな非難者達か

自分の無分別な憎しみに夢中になっていなかったら、言

う前に考え直したことでしょう。彼女が大師方を作り出

したというならば次のようなことになります。つまり、

彼女はこれまでに神智学の本に書いた哲学のすべてを作

り出したことになりますし、『エソテリック・ブッディ

ズム』の基となった手紙の書き手でなければなりません

し、『シークレット・ドクトリン』の中の教えもみな彼

女が考え出したことになります。『シークレット・ドク

トリン』という本は、もし世間が公平ならば、科学説の

欠けたところをたくさん補っているものと認められるで

しょう。そして今後百年たてば、科学は実際にそのこと

を認めるでしょう。非難者達の言うことはまた、ブラヴァ

ツキー夫人は自分の言うことを信じる何百人の人達（多

くの知性の優れた人達や科学者達を含めて）よりずっと

賢いことになります。彼女はその人達全部をだましたこ

とになるからです！　もし非難者達の言うことが本当で

あるなら、ブラヴァツキー夫人は何人かのマハートマ達

を中国の重ね箱のように一まとめにしたことになりま

す。いわゆる「マハートマ・レターズ」の中には文体が

全く違っているのがたくさんあるのに、彼女の誹誇者達

はそれ全部を彼女が書いたものだと言っているからで

す。

【問】　それは噂の通りです。しかし、心霊研究会の報告

書のように、「その名を後世に伝えるに値する、当代随

一の熟達した詐欺師」であると公然と非難されるのは、

彼女にとって苦しいことではありませんか？

【答】　それが本当なら、または偏見に満ちた狂信的な唯

物論者でない人達から言われたなら、苦しいかもしれま

せん。実際は、彼女は個人的にはそのようなことすべて

を軽蔑しており、一方、大師方はただ笑っておられるだ

けです。私は繰り返しそう言います。

【問】　彼女の敵は自分達の立場を立証したと言っていま

すが。

【答】　彼等がしたように、勝手に自分達を判事や陪審員

や検察官に任命するなら、そんなことを言うのはやさし

いでしょう。しかし、彼等の仲間や私達の敵以外、誰が

それを信じますか？

【問】　しかし、研究会はこの問題を調べるために、代表

をインドに送ったのではありませんか？

【答】　そうです。そして彼等の最終結論は、代表の青年

の行なった全く照合してない、検証されてない言明に

よっています。この青年の報告書を通読したある弁護士

は私の友達に、自分はこれまで「こんなばからしい矛盾

だらけな文書を見たことがない」と言いました。その報

告書は食い違う推測や根拠のない「仮説」でいっぱいで

した。これが重大な嫌疑ですか？

【問】　けれどもその報告書は協会に大きな被害を及ぼし

ました。なぜブラヴァツキー夫人は少なくとも法廷に出

て、自分の正しさを立証しなかったのですか？

【答】　第一に、神智学徒としてあらゆる個人的侮辱を気

にかけないのが彼女の義務だからです。第二に、協会も

ブラヴァツキー夫人もそのような訴訟に費やすお金がな

かったからです。そして最後に、オーストラリアから跳

び込んできた若い羊に駆り立てられてついて行った、英

国の老いぼれ去勢羊の群に攻撃されたからと言って、協

会とブラヴァツキー夫人が自分達の主義から外れるわけ

にはいきません。

【問】　お口がうまいですね。もしも彼女がきっぱりとす

べてに反論したならば、本当は神智学のためによかった

とお思いになりませんか？

【答】　よかったかもしれません。けれども、たとえ前か

ら偏見をもたれていなかったとしても、英国の陪審や判

事がサイキック現象の真実性を認めたと思いますか？　

しかも彼等はロシアのスパイ恐慌や無神論と不信心の咎

( とが ) で、すでに払達には対抗していたこと、また、

私達の周りを取り巻いていたその他の多くの中傷を思い

出せば、法廷で勝とうとすることは無益どころか、悪い

ことだったことがきっと分かるでしょう！　心霊研究会

の人達はこのことをすべてよく知っていたので、彼等は

自分達を私達の上にあげ、私達を犠牲にして自分達を肋

けるという卑しい干段をとりました。

【問】　心霊研究会は今、完全にマハートマ達の存在を否

定しています。初めから終わりまで、マハートマ達はブ

ラヴァツキー夫人が作り上げた話だと言っています。

【答】　彼女はこれよりも愚かなことをしようと思えば、

いくらでもできたでしよう。とにかくこの説には少しも

反対はしません。人々が大師方を信じないほうがむしろ

よいのではないかとブラヴァツキー夫人はいつも言って

います。大師方のみ名と壮人な理想が現在のように破廉

恥に冒涜 ( ぼうとく ) されるよりも、大師方は、ブラヴ
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　社会に出て活動しているか否かは別として、自らの進

化を進めている修行者は、生得の能力に従って、自分の

①シャリーラ（体）、②インドリヤ（感覚）、③ドーシャ（欠

点）、④ドウッカ（苦痛）を乗り越え支配したなら、マナ

ス（知性）とブッディ（霊的知性）とアートマン（最高

の魂すなわち霊）と一体になる準備ができたといえる。

またさらに、認識の世界ではアートマンは至高の支配者

であり、意志は実行上の最高のエネルギーであると認め

た時、昔からのルールに従って一人のイニシエートに師

事することができる。すると、チェーラは神秘の道を示

され、さらに進むと、パラ（Phala）すなわち原因の成

果を間違いなく見極める方法を教えられ、アパヴァルガ

すなわち解説に達する方法を授けられる。

無知の人は自分の肉体化身を決めることができず、繰り

返し生まれ変わるという苦しみを受けるが、チェーラは

解脱の教えに従ってプレーディヤバーヴァすなわち輪廻

転生を逃れることができる。

　オカルト科学及び人間の超越的な可能性の実在につい

ての記憶はアーリア人の心に潜在しているが、その記憶

を呼び起こすことは神智学協会に与えられた骨の折れる

仕事の一つである。協会の創立以来、チェーラ選択のルー

ルはある面では少し緩められた。多くの会員は、前記の

ことについての実際上の証拠を見て納得した。この会員

達は他の人がオカルティズムの目的を成就したのだとす

れば、自分も資質があって同じ道を辿ったなら、その目

的を達成できるだろうという正しい結論を出して、弟子

道に入る許可をしつこくせがんだ。少なくとも道に踏み

出すチャンスを与えないならカルマの働きを邪魔するこ

とになると、皆がしつこく求めたので、機会を与えるこ

とになったのである。その結果は決して、励みになるよ

うなものではなかった。だから、この論文を書くように

命じられたのは、こうした不幸な人達に自分の失敗の原

因を示すと同時に、向こう見ずに同じ不運へと突進しな

いように他の人達に注意を与えるためである。

　問題の志願者達は、前もってそうしてはいけないとい

うはっきりした警告を与えられていたのに、過去のこと

を忘れ利己心をいだいて未来を期待したので、間違いが

起きたのである。チェーラとして選ばれるという滅多に

しか与えられない光栄を受けるに値するようなことは一

つとしてしたことがなく、そのような特権を与えられる

ことを期待できる根拠も一切なく、前に述べられた長所

などが自分には一つもないことを、皆は気にとめなかっ

た。利己的で即物的なこの世の者として、独身者も既婚

者も、民間人も軍人も、商人も知的職業人も、皆、動物

的性質をたいへんうまく育て霊的な可能性をほとんど発

達させない「人生の学校」に通ってきた。しかし各自は

うぬぼれのあまり、自分の場合なら、幾世紀とも数えら

れないほど古い規則の例外とされ、まるで新しい救世主

( アヴァターラ ) が到来したかのように歓迎されるだろ

うと思っていた。皆は、神智学協会に入るだけで、秘密

にされていることを教えてもらうことができ、超能力を

授けられると期待していた。邪道を離れ行状を改めると

まじめに決心した者もいたので、とにかくその人達の誠

実さは認めなければならない。

　最初のころは、会長のオルコット大佐をはじめとして

皆が断られた。大佐に関しては、今なら言っても差し支

えないが、一年以上の献身的な奉仕と、いかなる拒否に

も耐えるという決意によって、自分が安全に試されるこ

とができると証明されるまでは正式にチェーラとして受

け入れられなかった。その時、四方八方から不平が起き

た。弟子道のルールについて一つも知る立場にいない

ヨーロッパ人だけではなく、もっとよく知っているはず
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のインド人からも苦情が起きたのである。つまり、少な

くとも二、三人の神智学徒が弟子道に入るチャンスを与

えられないなら協会は存続することができないという世

論が起きた。隣人や国に対する人間の義務、自分よりも

恵まれていない人達を助ける義務など、協会の綱領の他

の高尚で無私無欲の面はすべて忘れ去られ、まるで気が

狂ったかのように皆アデプトになろうと殺到した。「現

象を、現象を、現象を！」という叫び声が、方々から鳴

り響いた。会員は、協会の創立者達の本当の仕事を邪魔

して、何とか大師に取りなすようにとうるさくせがみ続

けた。皆はマハートマ方に不満をいだいており、マハー

トマ方の哀れな代表者達はその攻撃をすべて受けなけれ

ばならなかった。ついに上の方々は、最もしつこく要求

した志願者の中の二、三人をそのいうことを真に受けて

弟子道に入らせるといわれた。この実験の結果はおそら

く、いろいろの説教よりもチェーラ道の意味をはっきり

示し、利己心と無分別の結果を明らかにしたのである。

各志願者は、自分の適性を証明するまではとにかく数年

もかかり、一連の試練を受け、それによって、よしあし

を問わず自分の内に潜んでいるありとあらゆる特性が引

き出されなければならないと警告された。志願者のほと

んどは既婚の男性だったので、在俗チェーラ（Lay 

Chela）と呼ばれた。これは英語では新用語だが、それ

に当たる言葉は昔からアジアの言語にあった。在俗弟子

はただ、霊的なことを奥まで学びたいと断言する世間一

般の人である。神智学協会の三大目的の二番目のものを

受け入れる会員は実際上、このようなチェーラである。

なぜなら、そうした人はたとえ本当のチェーラの中に数

えられなくても、自分とマハートマ達とを分ける境界線

を超えたなら、いわばマハートマ達の注目下になるので、

いずれはチェーラになる可能性をもっている。協会は、

マハートマ達のご命令に従って創立されたものであり、

今もマハートマ達の条件づきの保護の下にあるので、人

が協会に入ってその仕事を助ける義務を引き受けること

で、ある程度マハートマ達と協調して活動することを

誓ったことになる。つまり、入会することで道に足を踏

み入れることになるが、そのあとのことは全部会員自身

による。自分の個人的な功績で得られたものでない限り、

神智学協会と関係のあるマハートマ達の一人、または、

もし世間に知られることに承諾されるなら世界の他のマ

ハートマ達の一人から「寵愛」を受けることを少しも期

待することはできない。マハートマ達はカルマの法則の

しもべであり、その法則を定めるものではない。一人の

大師の監視下で功徳のために働けるということ以外は、

在俗チェーラであることは誰にも何の特権も与えない。

チェーラが大師を見るか否かは、結果とは全く関係がな

い。弟子の善い思いと言葉と行ないから善い実がなり、

悪いものから悪い実がなる。在俗弟子であることを自慢

して見せびらかすことは、グルとの関係を有名無実のも

のにする最も確実な方法である。なぜならそれは、弟子

は虚栄心が強く、進歩することに適していないという証

拠だからである。数年前からどこででも同じ金言を教え

てきた――マハートマ達との親交を「まず受けるに値す

るようになり、それから望め」（First deserve, then 

desire）。

　この二、三年、ある人達はチェーラとして選ばれたあ

と、不行跡に陥ってしまった。そのような人がなぜ選択

されたかと疑問に思う人もいるが、その「神秘」は、恐

ろしい不変の自然法則の働きによって解決される。読者

は多分「薮を突いて蛇を出すな」という諺 ( ことわざ )

を知っているであろう。その中に深いオカルト的な意味

がある。自分の道徳的な力が試されるまでは、どの男女

もその強さを知ることができない。せっぱ詰まったこと

がないので「立派な市民」として一生を過ごすことがで

きた人は何千何万人もいる。これは確かに分かり切った

ことだが、当面の問題に直接関係がある。チェーラにな

ろうとする人はそれだけで、自分の動物的性質の中に

じっと眠っている欲望をすべて目覚めさせ、やけを起こ

させてしまう。というのも、その時、支配するか支配さ

れるかという、助命を許すことも許されることもない激

戦が始まるからである。乗るか反るかという生死の闘争

である。打ち勝つ者はアデプトになり、失敗する者は不

面目にも犠牲者になる。なぜなら、情欲、慢心、貪欲、

虚栄心、利己心、臆病などの低級な性質の犠牲者となる

のは、まことの人間性の尺度で計ると、本当に不面目な

ことである。

つまらない茶番劇を見破り、その付き物である偽善、利

己心、好色、貪欲などの悪性質を発見したので、努力し

てより高いレベルまで進歩するよう決心したということ

がひとたび人々に知られたら、その人は直ちに嫌われ、

悪い人、偏狭な人、敵意のある人から流れてくる反対す

る意地もなく虚偽だと証明していたのに、その宗教に改

宗した。二番目の人は借金の支払いを怠って、雇用者の

金を持ち逃げした（雇用者も神智学徒である）。三番目

の人は放蕩に身を持ち崩してから、ありったけの涙を流

して泣きながら自分の選んだグルに告白したが、無益で

あった。四番目の人は異性の人と深い仲になって、最も

忠実で親しい友人達と仲違いした。五番目の人は精神病

の症状を示し、不面目なふるまいという咎 ( とが ) で公

判廷に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露

見しそうになった時、その結果から逃れようと自殺を企

てた！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない
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にされていることを教えてもらうことができ、超能力を

授けられると期待していた。邪道を離れ行状を改めると

まじめに決心した者もいたので、とにかくその人達の誠

実さは認めなければならない。

　最初のころは、会長のオルコット大佐をはじめとして

皆が断られた。大佐に関しては、今なら言っても差し支

えないが、一年以上の献身的な奉仕と、いかなる拒否に

も耐えるという決意によって、自分が安全に試されるこ

とができると証明されるまでは正式にチェーラとして受

け入れられなかった。その時、四方八方から不平が起き

た。弟子道のルールについて一つも知る立場にいない
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のインド人からも苦情が起きたのである。つまり、少な
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えられないなら協会は存続することができないという世

論が起きた。隣人や国に対する人間の義務、自分よりも

恵まれていない人達を助ける義務など、協会の綱領の他
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狂ったかのように皆アデプトになろうと殺到した。「現
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トマ方の哀れな代表者達はその攻撃をすべて受けなけれ
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く、いろいろの説教よりもチェーラ道の意味をはっきり

示し、利己心と無分別の結果を明らかにしたのである。

各志願者は、自分の適性を証明するまではとにかく数年

もかかり、一連の試練を受け、それによって、よしあし

を問わず自分の内に潜んでいるありとあらゆる特性が引

き出されなければならないと警告された。志願者のほと

んどは既婚の男性だったので、在俗チェーラ（Lay 

Chela）と呼ばれた。これは英語では新用語だが、それ

に当たる言葉は昔からアジアの言語にあった。在俗弟子

はただ、霊的なことを奥まで学びたいと断言する世間一

般の人である。神智学協会の三大目的の二番目のものを
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えられなくても、自分とマハートマ達とを分ける境界線

を超えたなら、いわばマハートマ達の注目下になるので、
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今もマハートマ達の条件づきの保護の下にあるので、人

が協会に入ってその仕事を助ける義務を引き受けること

で、ある程度マハートマ達と協調して活動することを
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み入れることになるが、そのあとのことは全部会員自身

による。自分の個人的な功績で得られたものでない限り、
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大師の監視下で功徳のために働けるということ以外は、

在俗チェーラであることは誰にも何の特権も与えない。
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い。弟子の善い思いと言葉と行ないから善い実がなり、
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して見せびらかすことは、グルとの関係を有名無実のも

のにする最も確実な方法である。なぜならそれは、弟子

は虚栄心が強く、進歩することに適していないという証

拠だからである。数年前からどこででも同じ金言を教え
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るようになり、それから望め」（First deserve, then 
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と、不行跡に陥ってしまった。そのような人がなぜ選択
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ろしい不変の自然法則の働きによって解決される。読者
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がないので「立派な市民」として一生を過ごすことがで

きた人は何千何万人もいる。これは確かに分かり切った
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己心、好色、貪欲などの悪性質を発見したので、努力し

てより高いレベルまで進歩するよう決心したということ
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判廷に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露

見しそうになった時、その結果から逃れようと自殺を企

てた！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない

ということが分かったのである。

　これはもちろん、失敗した在俗チェーラについてだけ

だが、部分的に成功した人もおり、その人達は見習い期

の最初の段階を徐々に進んでいる。ある者達はよい手本

を示し、よい教えを伝えて、協会と世界の役に立つこと

をしている。その人達が断固として初志を貫徹すれば、

彼等のためにも私達のためにもなる。勝ち目は非常に薄

いが、「意志を働かせる者にとって不可能なことはない」。

人間性が変わり、新しい人類が進化するまでは、弟子道

の困難は相変わらず大変なものであろう。聖パウロが、

「善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力

がない。つまり、欲している善はしないで、欲していな

い悪は、これを行なっている」（『ローマ人への手紙』七

章一八～一九節）と書いた時、チェーラのことを考えて

いたのかもしれない。そしてバーラヴィ著の智慧ある詩

『キラータールジュニーヤ』（一一の三二）に次のように

書いてある。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

　雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

　世界の征服者に等しい



　社会に出て活動しているか否かは別として、自らの進

化を進めている修行者は、生得の能力に従って、自分の

①シャリーラ（体）、②インドリヤ（感覚）、③ドーシャ（欠

点）、④ドウッカ（苦痛）を乗り越え支配したなら、マナ

ス（知性）とブッディ（霊的知性）とアートマン（最高

の魂すなわち霊）と一体になる準備ができたといえる。

またさらに、認識の世界ではアートマンは至高の支配者

であり、意志は実行上の最高のエネルギーであると認め

た時、昔からのルールに従って一人のイニシエートに師

事することができる。すると、チェーラは神秘の道を示

され、さらに進むと、パラ（Phala）すなわち原因の成

果を間違いなく見極める方法を教えられ、アパヴァルガ

すなわち解説に達する方法を授けられる。

無知の人は自分の肉体化身を決めることができず、繰り

返し生まれ変わるという苦しみを受けるが、チェーラは

解脱の教えに従ってプレーディヤバーヴァすなわち輪廻

転生を逃れることができる。

　オカルト科学及び人間の超越的な可能性の実在につい

ての記憶はアーリア人の心に潜在しているが、その記憶

を呼び起こすことは神智学協会に与えられた骨の折れる

仕事の一つである。協会の創立以来、チェーラ選択のルー

ルはある面では少し緩められた。多くの会員は、前記の

ことについての実際上の証拠を見て納得した。この会員

達は他の人がオカルティズムの目的を成就したのだとす

れば、自分も資質があって同じ道を辿ったなら、その目

的を達成できるだろうという正しい結論を出して、弟子

道に入る許可をしつこくせがんだ。少なくとも道に踏み

出すチャンスを与えないならカルマの働きを邪魔するこ

とになると、皆がしつこく求めたので、機会を与えるこ

とになったのである。その結果は決して、励みになるよ

うなものではなかった。だから、この論文を書くように

命じられたのは、こうした不幸な人達に自分の失敗の原

因を示すと同時に、向こう見ずに同じ不運へと突進しな

いように他の人達に注意を与えるためである。

　問題の志願者達は、前もってそうしてはいけないとい

うはっきりした警告を与えられていたのに、過去のこと

を忘れ利己心をいだいて未来を期待したので、間違いが

起きたのである。チェーラとして選ばれるという滅多に

しか与えられない光栄を受けるに値するようなことは一

つとしてしたことがなく、そのような特権を与えられる

ことを期待できる根拠も一切なく、前に述べられた長所

などが自分には一つもないことを、皆は気にとめなかっ

た。利己的で即物的なこの世の者として、独身者も既婚

者も、民間人も軍人も、商人も知的職業人も、皆、動物

的性質をたいへんうまく育て霊的な可能性をほとんど発

達させない「人生の学校」に通ってきた。しかし各自は

うぬぼれのあまり、自分の場合なら、幾世紀とも数えら

れないほど古い規則の例外とされ、まるで新しい救世主

( アヴァターラ ) が到来したかのように歓迎されるだろ

うと思っていた。皆は、神智学協会に入るだけで、秘密

にされていることを教えてもらうことができ、超能力を

授けられると期待していた。邪道を離れ行状を改めると

まじめに決心した者もいたので、とにかくその人達の誠

実さは認めなければならない。

　最初のころは、会長のオルコット大佐をはじめとして

皆が断られた。大佐に関しては、今なら言っても差し支

えないが、一年以上の献身的な奉仕と、いかなる拒否に

も耐えるという決意によって、自分が安全に試されるこ

とができると証明されるまでは正式にチェーラとして受

け入れられなかった。その時、四方八方から不平が起き

た。弟子道のルールについて一つも知る立場にいない

ヨーロッパ人だけではなく、もっとよく知っているはず

のインド人からも苦情が起きたのである。つまり、少な

くとも二、三人の神智学徒が弟子道に入るチャンスを与

えられないなら協会は存続することができないという世

論が起きた。隣人や国に対する人間の義務、自分よりも

恵まれていない人達を助ける義務など、協会の綱領の他

の高尚で無私無欲の面はすべて忘れ去られ、まるで気が

狂ったかのように皆アデプトになろうと殺到した。「現

象を、現象を、現象を！」という叫び声が、方々から鳴

り響いた。会員は、協会の創立者達の本当の仕事を邪魔

して、何とか大師に取りなすようにとうるさくせがみ続

けた。皆はマハートマ方に不満をいだいており、マハー

トマ方の哀れな代表者達はその攻撃をすべて受けなけれ

ばならなかった。ついに上の方々は、最もしつこく要求

した志願者の中の二、三人をそのいうことを真に受けて

弟子道に入らせるといわれた。この実験の結果はおそら

く、いろいろの説教よりもチェーラ道の意味をはっきり

示し、利己心と無分別の結果を明らかにしたのである。

各志願者は、自分の適性を証明するまではとにかく数年

もかかり、一連の試練を受け、それによって、よしあし

を問わず自分の内に潜んでいるありとあらゆる特性が引

き出されなければならないと警告された。志願者のほと

んどは既婚の男性だったので、在俗チェーラ（Lay 

Chela）と呼ばれた。これは英語では新用語だが、それ

に当たる言葉は昔からアジアの言語にあった。在俗弟子

はただ、霊的なことを奥まで学びたいと断言する世間一

般の人である。神智学協会の三大目的の二番目のものを

受け入れる会員は実際上、このようなチェーラである。

なぜなら、そうした人はたとえ本当のチェーラの中に数

えられなくても、自分とマハートマ達とを分ける境界線

を超えたなら、いわばマハートマ達の注目下になるので、

いずれはチェーラになる可能性をもっている。協会は、

マハートマ達のご命令に従って創立されたものであり、

今もマハートマ達の条件づきの保護の下にあるので、人

が協会に入ってその仕事を助ける義務を引き受けること

で、ある程度マハートマ達と協調して活動することを

誓ったことになる。つまり、入会することで道に足を踏

み入れることになるが、そのあとのことは全部会員自身

による。自分の個人的な功績で得られたものでない限り、

神智学協会と関係のあるマハートマ達の一人、または、

もし世間に知られることに承諾されるなら世界の他のマ

ハートマ達の一人から「寵愛」を受けることを少しも期

待することはできない。マハートマ達はカルマの法則の

しもべであり、その法則を定めるものではない。一人の

大師の監視下で功徳のために働けるということ以外は、

在俗チェーラであることは誰にも何の特権も与えない。

チェーラが大師を見るか否かは、結果とは全く関係がな

い。弟子の善い思いと言葉と行ないから善い実がなり、

悪いものから悪い実がなる。在俗弟子であることを自慢

して見せびらかすことは、グルとの関係を有名無実のも

のにする最も確実な方法である。なぜならそれは、弟子

は虚栄心が強く、進歩することに適していないという証

拠だからである。数年前からどこででも同じ金言を教え

てきた――マハートマ達との親交を「まず受けるに値す

るようになり、それから望め」（First deserve, then 

desire）。

　この二、三年、ある人達はチェーラとして選ばれたあ

と、不行跡に陥ってしまった。そのような人がなぜ選択

されたかと疑問に思う人もいるが、その「神秘」は、恐

ろしい不変の自然法則の働きによって解決される。読者

は多分「薮を突いて蛇を出すな」という諺 ( ことわざ )

を知っているであろう。その中に深いオカルト的な意味

がある。自分の道徳的な力が試されるまでは、どの男女

もその強さを知ることができない。せっぱ詰まったこと

がないので「立派な市民」として一生を過ごすことがで

きた人は何千何万人もいる。これは確かに分かり切った

ことだが、当面の問題に直接関係がある。チェーラにな

ろうとする人はそれだけで、自分の動物的性質の中に

じっと眠っている欲望をすべて目覚めさせ、やけを起こ

させてしまう。というのも、その時、支配するか支配さ

れるかという、助命を許すことも許されることもない激

戦が始まるからである。乗るか反るかという生死の闘争

である。打ち勝つ者はアデプトになり、失敗する者は不

面目にも犠牲者になる。なぜなら、情欲、慢心、貪欲、

虚栄心、利己心、臆病などの低級な性質の犠牲者となる

のは、まことの人間性の尺度で計ると、本当に不面目な

ことである。

つまらない茶番劇を見破り、その付き物である偽善、利

己心、好色、貪欲などの悪性質を発見したので、努力し
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てより高いレベルまで進歩するよう決心したということ

がひとたび人々に知られたら、その人は直ちに嫌われ、

悪い人、偏狭な人、敵意のある人から流れてくる反対す

る意地もなく虚偽だと証明していたのに、その宗教に改

宗した。二番目の人は借金の支払いを怠って、雇用者の

金を持ち逃げした（雇用者も神智学徒である）。三番目

の人は放蕩に身を持ち崩してから、ありったけの涙を流

して泣きながら自分の選んだグルに告白したが、無益で

あった。四番目の人は異性の人と深い仲になって、最も

忠実で親しい友人達と仲違いした。五番目の人は精神病

の症状を示し、不面目なふるまいという咎 ( とが ) で公

判廷に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露

見しそうになった時、その結果から逃れようと自殺を企

てた！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない

ということが分かったのである。

　これはもちろん、失敗した在俗チェーラについてだけ

だが、部分的に成功した人もおり、その人達は見習い期

の最初の段階を徐々に進んでいる。ある者達はよい手本

を示し、よい教えを伝えて、協会と世界の役に立つこと

をしている。その人達が断固として初志を貫徹すれば、

彼等のためにも私達のためにもなる。勝ち目は非常に薄

いが、「意志を働かせる者にとって不可能なことはない」。

人間性が変わり、新しい人類が進化するまでは、弟子道

の困難は相変わらず大変なものであろう。聖パウロが、

「善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力

がない。つまり、欲している善はしないで、欲していな

い悪は、これを行なっている」（『ローマ人への手紙』七

章一八～一九節）と書いた時、チェーラのことを考えて

いたのかもしれない。そしてバーラヴィ著の智慧ある詩

『キラータールジュニーヤ』（一一の三二）に次のように

書いてある。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

　雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

　世界の征服者に等しい



チャクラ１

著：C.W.リードビーター　　　訳：岡本 直人

はじめに

人が自分の感覚を発達させ、他の人が見ているものよ

りも少しでも多くのものを見ることができるようになる

と、新しい魅力的な世界が目の前に広がります。チャク

ラは、その世界の中で最初に注意を引く対象の一つです。

これまで目に見えなかったものが認識できるようになる

と、以前よりもはるかに人をよく理解し、評価し、必要

に応じて助けることができるようになります。彼らの考

えや感情を目の前に色や形の表れとしてはっきりと見る

ことができ、彼らの発達段階や健康状態をより深く把握

することができます。チャクラの鮮やかな色と絶え間な

く急速な動きを見た人は、それが何なのか、何を意味す

るのかを知りたいと思うようになるでしょう。本書の目

的は、そのような疑問に対する答えを提供し、まだ眠っ

ている能力を解き明かそうとしていない人たちに対して

も、この能力の一部をお伝えすることです。

誤解を避けるために、次の点をはっきりと理解してい

ただきたいと思います。ある人が他の人よりも多くのこ

とを感じることができる視力には、架空のものや不自然

なものは何もありません。それは単に私たちが慣れ親し

んだ能力の延長線上にあるものであり、それを身につけ

ることは、肉体的な感覚が通常反応するものよりも速い

振動に対して敏感になることによって起こります。これ

らの能力は、進化の過程で誰にでも備わってくるもので

す。そして、他の人に先駆けて、特別な努力をしてこれ

らの能力を開発した人もいるのです。

鉄道を見たことのない村人がいるように、そのような

力の存在を否定する時代遅れの人たちが世の中にはまだ

たくさんいることを私は知っています。私にはそのよう

な無知に反論する時間も場所もありませんので、疑問を

持っている方に対しては私の著書『透視』か、あるいは

他の著者による数多くの本をご紹介するしかありませ

ん。これらの現象はすでに何百回も確認されており、理

性的に価値を判断できる人であれば、もはや疑う余地の

ないことです。

チャクラについては古くから多くのことが書かれてき

ましたが、それらは主にサンスクリット語かインドの方

言で書かれています。英語で書かれたのはごく最近のこ

とで、私自身は 1910 年頃に『内なる生命』の中でチャ

クラについて言及しました。それ以降、ジョン・ウッド

ロフ卿の著作『蛇の力』が出版され、他にもいくつかの

書籍が出版されるようになりました。しかし、私の知る

限り、本書に掲載されているイラストが実際に目に見え

る形でチャクラを表現した初めての試みであると思いま

す。実際、私がこの本を書いたのは、私の友人であるエ

ドワード・ワーナー氏が描いたこの一連の素晴らしいを

世間に発表するためでもあります。また、第五章に掲載

されている、このテーマに関するインド人の見解に関す

る貴重な情報を集めてくれた、アーネスト・ウッド教授

にも感謝しなければなりません。

当初、私は他の仕事に追われていて十分な時間をかけ

ることができなかったため、以前このテーマについて書

いた様々な論文を集めて、挿絵を添えて印刷するつもり

でいました。しかし、それらを準備しているうちにある

疑問が浮かび、これらに加筆する必要があることが分か

りました。興味深い点は、生気小球とクンダリニーの両

方が、1895 年にアニー・ベサント博士によって観察され、

ハイパーメタ・プロトタイプとして分類されたことです。

しかし、当時はまだ、これらの元素が互いに関係してい

ることや、人間の生命の活動においてどのような役割を
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果たしているかを発見するまでには至りませんでした。

Ｃ・Ｗ・リードビーター

第一章　力の中心

言葉の意味

チャクラとは、サンスクリット語で「車輪」を意味し

ます。英語の wheel（車輪、自動車、輪など様々な意味

がある）と同じように、様々な意味で使われることがあ

ります。イギリスでは「運命の歯車（the wheel of fate）」

という慣用句があり、仏教では生と死のことを「輪廻」

と呼びます。また、ブッダが説いた最初の教えを『転法

輪経（ダンマチャッカ・パヴァッタナ・スッタ）』と呼

びます（パーリー語のチャッカはサンスクリット語の

チャクラに相当する）。この語を直訳すれば「法の輪を

回す」となりますが、リス・デイヴィス教授はこれを「真

理と正義の戦車を走らせる」と詩的に表現しており、そ

こには仏教が伝えようとしている精神が表れています。

いずれにしろ、私たちがこれから使う「チャクラ」とい

う言葉は、人間のエーテル体の表面に存在する一連の車

輪のような渦を意味します。

予備知識

この本が神智学の用語に慣れていない人の手に渡る可

能性も考慮して、まずは前提となる知識を説明しておき

たいと思います。私たちは日常の会話の中で時々自分の

「魂」を話題にすることがあります。このようなとき、

一般的には話している肉体の方が主体であり、魂はいわ

ば肉体につながっている風船のように、肉体の付属物と

して扱われています。しかし、これは正しい理解ではあ

りません。なぜなら、本来は魂が体を所有しているから

です。また、それは目に見える肉体だけでなく、目では

見ることのできない感情や知性を働かせる複数の体もあ

るのです。しかし、それらの体については今すぐには関

係がありませんので、また後でお話ししたいと思います。

　物質的な体に対する私たちの知識は、この１世紀の

間に飛躍的に進歩しました。医学を学んでいる人であれ

ば人間の身体の複雑な構造や機能を把握していますし、

一般の人であってもある程度の知識を持っています。

エーテル体

しかしながら、近代の医学は目に見えるレベルの身体

にしか注意を払わなかったので、生理的ではありますが、

神智学がエーテル体と呼んでいる目に見えない体につい

ては気が付いていないようです。この体は私たちにとっ

て非常に重要なもので、肉体を活性化させる生命力の流

れの媒体であり、それがなければアストラル体からの想

念や感情を身体へと伝えることもできませんし、エゴが

脳細胞を働かせることもできないのです。このエーテル

体は、透視能力のある人には、身体の周りに微妙に光る

バイオレットグレー（紫灰色）の霧のようなものとして

見えます。

肉体の生命は絶え間ない変化の一つであり、それが生

きていくためには、異なる 3 つの生命力が常に供給され

ている必要があります。それらは、肉体に消化されるた

めの食物、呼吸のための空気、そして吸収された生気で

す。この生気は本質的にはエネルギーですが、物質をま

とっているときはあたかも高度に精製された化学元素の

ように見えます。それはあらゆる次元に存在しています

が、ここでは物理的な世界での現れだけを考えてみま

しょう。

　この力を理解するためには、私たちの体のこのエー

テル部分の構成と配置についてよく知る必要がありま

す。私はこのテーマについて何年も前に様々な本で書い

てきましたし、Ａ・Ｅ・パウエル大佐が最近、それまでに

出版された情報をまとめた『エーテル』という本を出版

しました。 



はじめに

人が自分の感覚を発達させ、他の人が見ているものよ

りも少しでも多くのものを見ることができるようになる

と、新しい魅力的な世界が目の前に広がります。チャク

ラは、その世界の中で最初に注意を引く対象の一つです。

これまで目に見えなかったものが認識できるようになる

と、以前よりもはるかに人をよく理解し、評価し、必要

に応じて助けることができるようになります。彼らの考

えや感情を目の前に色や形の表れとしてはっきりと見る

ことができ、彼らの発達段階や健康状態をより深く把握

することができます。チャクラの鮮やかな色と絶え間な

く急速な動きを見た人は、それが何なのか、何を意味す

るのかを知りたいと思うようになるでしょう。本書の目

的は、そのような疑問に対する答えを提供し、まだ眠っ

ている能力を解き明かそうとしていない人たちに対して

も、この能力の一部をお伝えすることです。

誤解を避けるために、次の点をはっきりと理解してい

ただきたいと思います。ある人が他の人よりも多くのこ

とを感じることができる視力には、架空のものや不自然

なものは何もありません。それは単に私たちが慣れ親し

んだ能力の延長線上にあるものであり、それを身につけ

ることは、肉体的な感覚が通常反応するものよりも速い

振動に対して敏感になることによって起こります。これ

らの能力は、進化の過程で誰にでも備わってくるもので

す。そして、他の人に先駆けて、特別な努力をしてこれ

らの能力を開発した人もいるのです。

鉄道を見たことのない村人がいるように、そのような

力の存在を否定する時代遅れの人たちが世の中にはまだ

たくさんいることを私は知っています。私にはそのよう

な無知に反論する時間も場所もありませんので、疑問を

持っている方に対しては私の著書『透視』か、あるいは

他の著者による数多くの本をご紹介するしかありませ

ん。これらの現象はすでに何百回も確認されており、理

性的に価値を判断できる人であれば、もはや疑う余地の

ないことです。

チャクラについては古くから多くのことが書かれてき

ましたが、それらは主にサンスクリット語かインドの方

言で書かれています。英語で書かれたのはごく最近のこ

とで、私自身は 1910 年頃に『内なる生命』の中でチャ

クラについて言及しました。それ以降、ジョン・ウッド

ロフ卿の著作『蛇の力』が出版され、他にもいくつかの

書籍が出版されるようになりました。しかし、私の知る

限り、本書に掲載されているイラストが実際に目に見え

る形でチャクラを表現した初めての試みであると思いま

す。実際、私がこの本を書いたのは、私の友人であるエ

ドワード・ワーナー氏が描いたこの一連の素晴らしいを

世間に発表するためでもあります。また、第五章に掲載

されている、このテーマに関するインド人の見解に関す

る貴重な情報を集めてくれた、アーネスト・ウッド教授

にも感謝しなければなりません。

当初、私は他の仕事に追われていて十分な時間をかけ

ることができなかったため、以前このテーマについて書

いた様々な論文を集めて、挿絵を添えて印刷するつもり

でいました。しかし、それらを準備しているうちにある

疑問が浮かび、これらに加筆する必要があることが分か

りました。興味深い点は、生気小球とクンダリニーの両

方が、1895 年にアニー・ベサント博士によって観察され、

ハイパーメタ・プロトタイプとして分類されたことです。

しかし、当時はまだ、これらの元素が互いに関係してい

ることや、人間の生命の活動においてどのような役割を
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果たしているかを発見するまでには至りませんでした。

Ｃ・Ｗ・リードビーター

第一章　力の中心

言葉の意味

チャクラとは、サンスクリット語で「車輪」を意味し

ます。英語の wheel（車輪、自動車、輪など様々な意味

がある）と同じように、様々な意味で使われることがあ

ります。イギリスでは「運命の歯車（the wheel of fate）」

という慣用句があり、仏教では生と死のことを「輪廻」

と呼びます。また、ブッダが説いた最初の教えを『転法

輪経（ダンマチャッカ・パヴァッタナ・スッタ）』と呼

びます（パーリー語のチャッカはサンスクリット語の

チャクラに相当する）。この語を直訳すれば「法の輪を

回す」となりますが、リス・デイヴィス教授はこれを「真

理と正義の戦車を走らせる」と詩的に表現しており、そ

こには仏教が伝えようとしている精神が表れています。

いずれにしろ、私たちがこれから使う「チャクラ」とい

う言葉は、人間のエーテル体の表面に存在する一連の車

輪のような渦を意味します。

予備知識

この本が神智学の用語に慣れていない人の手に渡る可

能性も考慮して、まずは前提となる知識を説明しておき

たいと思います。私たちは日常の会話の中で時々自分の

「魂」を話題にすることがあります。このようなとき、

一般的には話している肉体の方が主体であり、魂はいわ

ば肉体につながっている風船のように、肉体の付属物と

して扱われています。しかし、これは正しい理解ではあ

りません。なぜなら、本来は魂が体を所有しているから

です。また、それは目に見える肉体だけでなく、目では

見ることのできない感情や知性を働かせる複数の体もあ

るのです。しかし、それらの体については今すぐには関

係がありませんので、また後でお話ししたいと思います。

　物質的な体に対する私たちの知識は、この１世紀の

間に飛躍的に進歩しました。医学を学んでいる人であれ

ば人間の身体の複雑な構造や機能を把握していますし、

一般の人であってもある程度の知識を持っています。

エーテル体

しかしながら、近代の医学は目に見えるレベルの身体

にしか注意を払わなかったので、生理的ではありますが、

神智学がエーテル体と呼んでいる目に見えない体につい

ては気が付いていないようです。この体は私たちにとっ

て非常に重要なもので、肉体を活性化させる生命力の流

れの媒体であり、それがなければアストラル体からの想

念や感情を身体へと伝えることもできませんし、エゴが

脳細胞を働かせることもできないのです。このエーテル

体は、透視能力のある人には、身体の周りに微妙に光る

バイオレットグレー（紫灰色）の霧のようなものとして

見えます。

肉体の生命は絶え間ない変化の一つであり、それが生

きていくためには、異なる 3 つの生命力が常に供給され

ている必要があります。それらは、肉体に消化されるた

めの食物、呼吸のための空気、そして吸収された生気で

す。この生気は本質的にはエネルギーですが、物質をま

とっているときはあたかも高度に精製された化学元素の

ように見えます。それはあらゆる次元に存在しています

が、ここでは物理的な世界での現れだけを考えてみま

しょう。

　この力を理解するためには、私たちの体のこのエー

テル部分の構成と配置についてよく知る必要がありま

す。私はこのテーマについて何年も前に様々な本で書い

てきましたし、Ａ・Ｅ・パウエル大佐が最近、それまでに

出版された情報をまとめた『エーテル』という本を出版

しました。 



「バガヴァッドギータ」講釈４

著：スバ・ラウ　　　訳：ジェフ・クラーク

講釈Ⅱ

前回の講義で私は宇宙進化の初期の展開を辿ろうとし

て、無限の宇宙の中に作用する４つの主要な原理をある

程度はっきり示そうとした。その他に、私は顕現した太

陽系すべての基盤をなすように思える４つの原理を述

べ、人間の構成要素とした４つの原理の本質を定義した。

これらの原理がはっきり理解されると、ヴェーダンタの

教えの全ては解明できるようになるので、皆様が前回の

解説を心に留めておくことをお願いしたいと思う。その

上、これらの原理の本質に関して誤解があるから、諸国

の宗教哲学がたいへん混乱に陥っている。その結果、諸

原理が正しく理解されたら決して現れてこない結論が間

違った仮定から引き出されている。

私の立場を明らかにするために、これらの原理につい

て少し付け加えたいことがある。前回の内容を思い起こ

したら、私は太陽系そのものを４つの主要な原理に分け

たことを覚えるであろう。 私は、「ターラカ・ヨーガ」

と呼んでもいいものについての論文の用語を使って四大

原理に名前をつけた。「ターラカ」の「ターラ」は「プ

ラナヴァ」であり、しかも顕現した人間の象徴である。

４つのマートラー［アウムの構成要素］からアルダマー

トラーを除くと、残りの３つのマートラーは太陽系に置

ける元のムラプラクリティの３つの原理、３つの顕現を

象徴する。正しく名付けられた「サーンキヤ・ヨーガ」

は主に、この３つの原理及びそこから発生した全ての物

質的有機体の進化を扱う。「物質的」というと、物質界

とアストラル界の有機体だけではなくて、アストラル界

よりも高い世界の有機体も示している。たとえその構成

物質は普通の「客観的な」世界のよく知られている物質

とは違っていても、私の意見ではその世界の多くのもの

は「物質的」である。厳密に言えば、この権限した太陽

系の全体は物理的研究の対象になり得るのである。これ

まで私たちは外的宇宙の表面しか調べていない。つまり、

物理科学はそこにしか到達していないということであ

る。しかし、物理化学はいずれ、表面的現象の土台とな

る深い基礎の奥まで入り込むに違いないと私は確信して

いる。その深い層はヴェーダンタ派の著者たちが「スー

トラートマ」に相応する。ムラプラクリティの３つの構

成要素から各種の物理現象の展開をたどることは、サー

ンキヤ哲学の仕事である。とは言え、現在ではサーンキ

ヤ哲学と思われるものが様々な現象の起源を探し求める

方法を私は決して承認しない。むしろ、クルックス博士

［1832-1919 のイギリス人の化学者・物理学者、神智学

協会の会員］のように西洋で物理学を調べている方が、
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一般的に知られている現存のサーンキヤ哲学体系の内容

よりも正しい結果を得るだろうと思う理由は十分ある。

もちろん、オカルト科学には各種の有機体の起源を説明

するはっきりした理論があるが、あまり表に出されるも

のではなく、それを詳述してもギーターの解説のために

はならないのであろう。今の所、サーンキヤ哲学の範囲

は何であり、また物理化学の視野に何が入ってくるかと

いうことに注意すれば十分である。

アストラル界に生きている存在達がどんなものなのか

私たちは全く見当がつかないし、ましてアストラル界よ

りも先の世界に生きている存在たちのことがわからな

い。現代人の心にとって、普通に経験するこの物質界以

外のものは全て空白である。しかしオカルト科学は、様々

なより精妙な存在界について組織的なことをはっきり述

べており、いわゆる降霊術の会に出てくる心霊現象につ

いて考えると、アストラル界の存在たちがどんなものか

をある程度理解できる。

ほとんどのプラーナ典にはスヴァルガ［天界、デヴァ

チャン］にいるデーヴァ［神々］が出てくるが、実は「神」

と呼ばれる存在は全てスヴァルガにいるとは限らない。

疑いもなく、ヴァス神群、ルドラ神群［マルト神群］とアー

ディティヤ神群、その他の群は紛れもない神だが、一方、

ヤクシャ（夜叉）、ガンダルヴァ（乾闥婆・ケンダツバ）、

キンナラ（緊那羅）など他のガナ（群）は、アストラル

光の世界に生きている存在たちに含まれなければならな

い。

ヴァスの８神は：水（ヴァルナ、アーパス）、諸星・

北極星（ナクストラニ、ドルヴァ）、月（チャンドラマス、

ソーマ）、大地（プリトヴィ、ダラー）、風（ヴァーユ、

アニラ）、火（アグニ、アナラ）、空・暁（ディアウス、

プラバーサ）、日・光（スーリヤ、プラティユーシャ）

アーディティヤ神群（リグ・ヴェーダで）：ヴァルナ、

ミトラ、アリヤマン（款待）、バガ（分配、幸運）、アンサ（配

当）、ダクシャ（意思）、インドラ（帝釈天）、スーリヤ（マー

ルタンダ、太陽）

神智学の文献ではアストラル界に生息するこのような

存在たちが「エレメンタル」という総称で呼ばれる。し

かし、正しく「エレメンタル」と呼ばれるものの他に、

厳密に「デーヴァ」と呼ばれるべきさらに高いレベルの

存在たちもいる。デーヴァという語は「神」を意味し、

ヒンズー教には 3 億 3 千万のデーヴァがいるからと言っ

て 3 億 3 千万の神々が崇拝されると思うのは間違いであ

る。ヨーロッパ人はよくこの重大な過ちを犯す。デーヴァ

は一種の精神的な存在であるが、同じ「デーヴァ」は一

般的に「神」を示すために使われるからと言って、3 億

3 千万の神がいるというわけではない。簡単に推論でき

ることだが、これらの存在たちはそれぞれ人間を構成す

る３つのウパーディの中の１つと何らかの親和性があ

る。

１つの有機体は、同じ世界に生きて同じ素材からなっ

ている他の有機体と一種の親和関係を持っている。当然

ながら、人間のアストラル体はエレメンタルたちと親和

性があり、いわばカーラナ・シャリーラ［原因体］はデー

ヴァたちと親和性がある。昔、インド哲学について書い

た人たちは宇宙を３つのローカ（世界）に分けた。第一

世界はブールローカであり、第二世界はブヴァルローカ

で、第三世界はスヴァルローカである。ブールローカは

私たちがよく知っている物質世界である。厳密に言えば、

ブヴァルローカはアストラル界である。ウパニシャッド

では、時にはそれがアンタリークシャと呼ばれる。ここ

でアンタリークシャは「空、空間、大気」という一般的

な意味ではなくて、哲学の専門用語として使われている。

スヴァルローカは一般的にスワルガ・スヴァルガと呼ば

れるものに当たる。そして神智学文献のいうデヴァチャ

ンと同じである。仏教徒が「デヴァチャン」と呼び、ヒ

ンズー教徒が「スワルガ」と呼ぶこの領域にはより高い

種類の「デーヴァ」がいる。

人間の３つのウパーディについてもう一言付け加えた

いと思う。この３つの中にカーラナ・シャリーラは最も

重要である。その中に人間のより高い個性が存在するか

らである。生まれ変わるたびに新しい肉体が生まれてく

るが、この世での生涯が終わると滅びてしまう。アスト

ラル体は、ひとたびカーラナ・シャリーラから離れると、

物質界に生きている間に受けた行動と存在の推進力に動

かされてしばらく存続するかもしれないが、その影響が

それを生み出した源から切り離されるにつれ、その力が

いわば孤立し、遅かれ早かれアストラル体は構成要素に

分解してしまう。一方、カーラナ・シャリーラは、アス

トラル体から独立して存続することができる体あるいは

有機体である。その世界がスートラートマン［糸魂］と

呼ばれる。なぜなら、個人が次々と生まれ変わる間、連

続する人格は糸に通されたビーズのようにスートラート

マンに通される。ここで「人格」とは、持続する自我観

念（persistent sense of self）及び、物質界での生涯そ

れぞれの経験に関係するはっきりした連想のことであ

る。

もちろん、人が経験するありとあらゆる精神状態の連

想と観念が必ずしも「アストラル人間」に伝えられると

は限らないし、ましてカーラナ・シャリーラに伝えられ

ないだろう。肉体人間のすべての経験の中で、アストラ

ル人間及びそれを超えたカーラナ・シャリーラは、その

構成と性質が自分の経験に似ているものだけを同化でき

る。しかも、すべての精神状態が保存されないことは、

道理にかなっている。というのも、精神状態のほとんど

が日常的なことや気晴らしだけに関わりがあり、または

本人の肉体的なニーズだけに関係するので、それを永続

的な保存するによってどんな目的にも叶わないからであ

る。一方、人間の知性の深みに入ること、人間の魂の高

邁な気持ち、高潔な熱望によって持たされた知的な趣味

などはすべてほとんど消すことができないくらいカーラ

ナ・シャリーラに印象付けられる。アストラル体は、人

間のより低い性質の座にすぎない。動物的な欲望と感情、

肉体の欲求に関する月並みの考えなどはアストラル人間

に伝わるだろうが、それよりも高く届くことがない。

カーラナ・シャリーラは真の自我と通用するものであ

る。肉体化身が相次いで展開している間、カーラナ・シャ

リーラは存続し、それぞれの化身を通して経験の蓄えに

何かを加え、その同化の全過程でさらに高等な個性を発

展させる。故に、

カーラナ・シャリーラが人間の自我（エゴ）と呼ばれ、

ある哲学体系において「ジーヴァ」［生命あるもの、魂］

と言われる。

次のこともはっきりと理解して覚えておく必要があ

る。カーラナ・シャリーラは主としてロゴスの光の作用

の結果であり、その光はカーラナ・シャリーラの生命と

エネルギーだけではなくて、私たちがスートラートマン

と呼んでいるムラプラクリティの１つの世界ではその意

識の元でもある。しかも、スートラートマンという世界

はカーラナ・シャリーラの物理的あるいは質料的な基盤

である。

この２つの要素の組み合わせから、そしてカーラナ・

シャリーラの物理的な枠を構成する独特な質料に対す

る、ロゴスが放射する光のエネルギーの作用により、一

種の個性が発展する。

個々のものの存在、すなわち分化した意識の存在は、

進化の機械を始動させる生命の唯一の流れから徐々に現

れる、と私はすでに述べている。まさにこの生命の流れ

はその使命を果たしているうちに漸進的に個々の有機体

を進化させる、ということも指摘している。その上、生

命の流れは私たちが「意識的な生命」と呼ぶものを顕現

させる。それが人間になると、人の意識的な個性は生命

の流れの作用によって明確にかつ完全に定められる。こ

の結果を生み出すために、時間・空間・環境に特有な状

態から生じる幾つかの副次的な力は唯一の生命と協力す

る。一般的にカーラナ・シャリーラと呼ばれるものは、

この結果を生み出すために働いてきた諸力の自然な産物

である。進歩の道で人間の自由意志による行為が含まれ

る意識段階に達すると、その自発的な行為はカーラナ・

シャリーラの個性を守るだけではなく、相次ぐ化身でさ

らなる進歩が達成されるにつれカーラナ・シャリーラを

なお一層明確にし、それによって個性あるモナドとして

のジーヴァの存続を保存する。したがって、ある意味で

カーラナ・シャリーラはカルマの働きの結果であり、い

わばカルマの子供である。それはカルマのおかげで生き

続き、カルマの影響力が拭い取られるならば消えていく

であろう。一方、アストラル体は、肉体の存在が肉体的

な欲求や連想や渇望に関わる限り、大いにその存在の結

果である。だから、普通の状態の下で死後のアストラル

体の存続の長さは、そのような感情と動物的な欲望の強

さ次第であると考えていい。

人間の構成がこのようなものであるとすれば、人間が

どんな規則に支配されているのか、また、進化しつつあ

るすべてのものはどんな目的へと進んでいるか調べてみ

よう。その答えを得た時にのみ、人間の進歩のために特

別な規則を設け、それによって進化の展開の速度を増す

ことができるかを考える立場になる。

ダイヴィプラクリティ
（ロゴスの光、フォーハット）

ヴィシュヴァナラ

ストゥーラ・シャリーラ
（肉体）

ムラプラクリティ

ヒランヤガルバ

スークシュマ・シャリーラ
（精妙体）

ロゴス

イーシュヴァラ

カーラナ・シャリーラ
（原因体）

パラブラフマン

アヴィヤクタ
（パラブラマン・ムラプラクリティ）

アートマン

無限の宇宙

太陽系

人間

普通の人間の死後に次のことが起きる。まず、カーラ

ナ・シャリーラとアストラル体は肉体から離れ、その結

果として肉体は生命力とエネルギーを失う。昨日、３つ

の体とその中で働いている生命エネルギーを説明するた

めに、その生命の作用を次々と３つの物体を照らす太陽

光線の作用に例えた。その比喩で分かるところで、アス

トラル体に、あるいはむしろアストラル体の中に反映す

る光は、カーラナ・シャリーラから発する光である。また、

アストラル体から光はストゥーラ・シャリーラに反映し、

その生命とエネルギーとなり、肉体の中で私たちが経験

する自我感を発達させる。明らかに、カーラナ・シャリー

ラがなくなったらアストラル体は光の反映を受けなくな

る。カーラナ・シャリーラはアストラル体から独立して

存続できるが、アストラル体がカーラナ・シャリーラか

ら離れるなら生き延びられない。同様に、カーラナ・シャ

リーラとアストラル体が取り除かれると、肉体は死んで

しまう。生命の流れが肉体に伝えられる唯一のルートは

アストラル体を通してである。アストラル体から離れた

肉体が分解するとは、それに生命を与えた衝動がなく

なっているからである。カーラナ・シャリーラはデヴァ

チャンという世界にいるので、肉体から離れる時に移れ

る唯一の場所はデヴァチャンすなわちスヴァルガである

が、アストラル体から離れる時に、肉体化身の連続でそ

の人のカルマによって蓄積された衝動の推進力の全てを

持っていく。

それらの衝動はカーラナ・シャリーラの中に存続し、

たぶんデヴァチャンで新しい生き方を楽しむであろう。

その生き方は地上界の人間が知っている人生と全く違う

のだが、この世での意識的な存在が私たちにとって当た

り前なものと思われるように、デヴァチャンにいる者に

とってその生き方がごく自然なものに思われる。諸々の

衝動の中に物質界で顕現を求めるある量のエネルギーが

閉じ込められているので、次の肉体化身を来たす。だか

ら、カーラナ・シャリーラを次々と肉体化身へと導くの

はカルマである。

アストラル体のいわば自然生息地は、ブヴァルローカ

すなわちアストラル界である。それはアストラル界に行

き、アストラル界で留置されている。その性質により物

質界に引きつけられることがないので、アストラル体が

物質界に降りてくることがほとんどない。したがって、

カーラナ・シャリーラが物質界に止まることができない

ように、アストラル体もそうである。カーラナ・シャリー

ラから離れたアストラル体は、生きようとする勢いを無

くしてしまう。そのように生命とエネルギーの源から別

れたアストラル体は、存続させてくれる唯一の生命の元

を奪われる。しかし、アストラル界の質料の構成は物質

界の質料よりもはるかに霊妙なものなので、物質界に伝

えられたエネルギーと比べてアストラル界に伝えられた

エネルギーの方は永く存続する。一度アストラル体から

離れたら、肉体はすぐに死滅するが、アストラル体［と

カーラナ・シャリーラの分離］の場合、完全に分解する

まで幾らかの時間が必要である。なぜなら、すでにアス

トラル体に伝えられたエネルギーはそれを構成する分子

を結合させ続けるからである。アストラル体の死後の存

続の期間はそのエネルギーの強さ次第である。その力が

尽きるまでにアストラル体はまとまりのあるものとして

存続する。アストラル界でのその独立した存在期間の長

さは、生きようとする渇望の強さと満たされていない欲

望の激しさによる。例えば、自殺者など早死にする者は、

物質界で生きている間に全力を出して求めたが満たし切

れなかった強い欲望を抱きながら死んだ場合、そのアス

トラル体はある期間中に生き続き、その目的を果たすた

めに物質界に降りて行こうと必死の努力をすることもあ

る。降霊術などの心霊主義的な現象のほとんどは、その

ようなアストラル体の働き及び、エレメンタリー（悪霊）

やピシャーチャ（食人鬼）と偽るアストラル界で生息す

るエレメンタルたちの技によるものである。

しかし、この話題は、この講演の主題であるバガヴァッ

ドギータの教えとわずかな関係しかないので、これ以上

話す必要がなかろう。次のことだけを付け加えておこう。

つまり、上述したことは一般的に人の死去の際に起こる

ことだが、ある種類のカルマは一般の法則の例外をもた

らす。例えば、エレメンタルを召喚することに一生を捧

げた人の場合、エレメンタルはその人に乗り移りその人

を霊媒にする。人が物質界に生きている間にその過程が

完成されないなら、エレメンタルたちは、死の瞬間にア

ストラル体を入手して吸収する。その場合、アストラル

体はエレメンタルという独立した存在と関係しているの

で、かなり長い期間に存続するだろう。エレメンタルを

崇拝する人が、霊媒（ほとんどの時は無責任の霊媒）に

なるかもしれないし、知性が混乱して品行が悪くなるか

もしれないが、エレメンタルはその人のカーラナ・シャ

リーラを滅ぼすことはできない。とはいえ、エレメンタ

ルの支配下に身を置くことは決して望ましいことではな

い。

しかし、人が行別の種類の崇拝は、はるかに重大な結

果を起こすのである。アストラル体に起こり得ることは、

カーラナ・シャリーラに起こることもある。カーラナ・

シャリーラとスヴァルガのデーヴァたちとの関係は、ア

ストラル体とアストラル界のエレメンタルとの関係に似

ている。デーヴァの世界には色々の存在がおり、その中

に悪いものも良いものもいる。そのような力ある存在た

ちを呼び出したい人はずっとそれに注意を向けるなら、

時が経つにつれそれを身に引きつけるかもしれない。す

ると、引き続きそれらの存在に集中することから生じる

力がある段階を達成すると、アストラル体がエレメンタ

ルに吸収されるように、カーラナ・シャリーラが一人の

デーヴァに吸収されるという可能性が十分ある。この結

果がエレメンタル崇拝の結果よりもはるかに重大なもの

である。なぜなら、その場合、ロゴスに達する見込みが

なくなるからである。

その人の個性の全てがその一つのデーヴァの中に吸収

されているので、デーヴァが存続する間に生き続けるが、

それ以上生きることができない。宇宙のプララヤ［夜］

が来るとデーヴァが溶解するので、その人の個性も溶解

するであろう。その人にとって不死性はないだろう。数

百万年に存続するかもしれないが、永久に生き続けるこ

とに比べてそれは取るに足りない。シネット氏が著した

本の中に「悪の中の不死性」についての話をたぶん皆様

は読まれたことがあろう。それを文字通り受け入れるな

ら、誇大表現である。シネット氏はその表現で次のこと

を言おうとしている。すなわち、左手の道を歩んでいる

人は邪悪な性質のある諸力を呼び出して、自分の個性を

それらの力へと移せば、宇宙の夜が来るまでその力の中

に存続する、ということである。その場合、それは宇宙

の中に強力なものとなり、人類の事情に大いに干渉する。

人間の個性が邪悪な諸力に結びついている結果として、

悪の諸力が真実の諸力よりも人類に対する影響力が強く

なることさえもある。したがって、全ての偉大なる宗教

は次の深遠な真理を教え込んできた。すなわち、利益や

目的達成が一時極めて魅力的に思われても、人間はそれ

を与えると約束する悪の勢力を決して崇拝してはいけな

くて、あらゆる真実で偉大な宗教が受け入れる唯一の真

のロゴスにひたすら注意を集中して崇拝すべきである、

と。ロゴスだけは真の道徳の道に人を安全に導くことが

できる。ロゴスの指導の下で人間は高く、またさらに高

く上昇し、ついに不死の存在として、顕現したイーシュ

ヴァラとして、そして必要があれば未来の世代の正覚の

起源としてロゴスの中に宿ることができる。

この目的へこそ、全体として進化の過程が向かってい

るが、ある個々の場合には過程の速度の増加が可能であ

る。いわば全進化のコースを導き、宇宙・自然をその目

的へと方向づける唯一の大いなる力は、ロゴスの光であ

る。ロゴスはいわば形態（pattern）であり、そこから

発するのはこの命の光である。光は形態を印象つけられ

てこの世に入り、進化の周期の全体を通ってからその出

発点であるロゴスに戻ろうとする。光の作用を受けその

媒体である有機体の絶え間ない改良によって進化の発展

が行われている。光そのものは、改良される必要がない。

改良されるのはロゴスではなく、その光でもなく、光の

媒体であるウパーディすなわち物理的な枠である。前述

の通り、ロゴスの現れる明快さ輝かしさの度合いは主に

ウパーディの清浄さと性質によるのである。時が経つに

つれ、諸々のウパーディが改良されている間中に霊的・

アストラル的・物質的という世界で働く人間の知性がま

すます完璧無欠の状態に近づいていく。ついに、自分の

ロゴスを認識するために最終的な努力をすることができ

る地点に到達して、不死性よりも地獄落ちの方を好んで

強情に目を瞑って見ようとしないことがない限り、我が

ロゴスだと認めることができよう。自然界は、まさにこ

の目的地へと進んでいく。

私は一般的な進歩を邪魔するかもしれないいくつかの

状態に触れながら、進歩を早めることのできる様々な原

因も述べた。人間が考え出したありとあらゆるイニシ

エーションは、ロゴスについてのはっきりした概念を伝

え、目標を示し、全自然界が達成しようと絶え間無く働

いている目的へとより早く近づくのに役にたつ規則を定

めるために設立されている。

これらの前提からクリシュナは出発する。はっきりし

た主張という形を取ろうが、引き出さざるを得ない含意

として伝えられようが、これらの命題は全てギーターの

中にある。そしてクリシュナは、これらの基本的な命題

に基づいて実践的な人生論を築き上げる。

この理論を立てるには、私はバガヴァッドギーターの

個々の節に触れてこなかった。この理論の命題がギー

ターの中ではっきり述べられている箇所や、その意味が

含まれている他の箇所などをいつも引用したなら、私は

ただ混乱を引き起こしたにすぎなかったであろう。故に、

首尾一貫した全体を伝えるために、まず理論を私自身の

言葉で言った方がいいかと思った。インドの全ての宗教

の全ての信者は、必ずしもクリシュナが上記の命題から

始まったということを認めるとは限らない。その理論は

多くの思想家によって誤解されており、そして時が経つ

につれサーンキヤ派の憶測によりインド哲学の発展に重

大な影響力を及ぼした誤解の元が生じた。しかし、先に

言われたことの中に真のヴェーダンタ哲学の基礎が含ま

れていることには疑う余地がいささかもないと私は確信

している。時間の制限があるから理論を裏付ける権威あ

る典拠を引用することが必要と思わなかった。もし引用

しようとしたなら、ギーターの哲学を解説することは３

日ではなくて３年間かかったであろう。上述の命題を調

べながら、それがヒンズー教だけではなく、仏教、古代

エジプトとカルデアの哲学、薔薇十字の理論、及びいわ

ゆる有志時代よりもはるかに古い時代以来の、わずかで

もオカルティズムと関係のあるほとんどの体系の基礎を

どの程度なしているかを各自に確認してもらいたいと思

う。



講釈Ⅱ

前回の講義で私は宇宙進化の初期の展開を辿ろうとし

て、無限の宇宙の中に作用する４つの主要な原理をある

程度はっきり示そうとした。その他に、私は顕現した太

陽系すべての基盤をなすように思える４つの原理を述

べ、人間の構成要素とした４つの原理の本質を定義した。

これらの原理がはっきり理解されると、ヴェーダンタの

教えの全ては解明できるようになるので、皆様が前回の

解説を心に留めておくことをお願いしたいと思う。その

上、これらの原理の本質に関して誤解があるから、諸国

の宗教哲学がたいへん混乱に陥っている。その結果、諸

原理が正しく理解されたら決して現れてこない結論が間

違った仮定から引き出されている。

私の立場を明らかにするために、これらの原理につい

て少し付け加えたいことがある。前回の内容を思い起こ

したら、私は太陽系そのものを４つの主要な原理に分け

たことを覚えるであろう。 私は、「ターラカ・ヨーガ」

と呼んでもいいものについての論文の用語を使って四大

原理に名前をつけた。「ターラカ」の「ターラ」は「プ

ラナヴァ」であり、しかも顕現した人間の象徴である。

４つのマートラー［アウムの構成要素］からアルダマー

トラーを除くと、残りの３つのマートラーは太陽系に置

ける元のムラプラクリティの３つの原理、３つの顕現を

象徴する。正しく名付けられた「サーンキヤ・ヨーガ」

は主に、この３つの原理及びそこから発生した全ての物

質的有機体の進化を扱う。「物質的」というと、物質界

とアストラル界の有機体だけではなくて、アストラル界

よりも高い世界の有機体も示している。たとえその構成

物質は普通の「客観的な」世界のよく知られている物質

とは違っていても、私の意見ではその世界の多くのもの

は「物質的」である。厳密に言えば、この権限した太陽

系の全体は物理的研究の対象になり得るのである。これ

まで私たちは外的宇宙の表面しか調べていない。つまり、

物理科学はそこにしか到達していないということであ

る。しかし、物理化学はいずれ、表面的現象の土台とな

る深い基礎の奥まで入り込むに違いないと私は確信して

いる。その深い層はヴェーダンタ派の著者たちが「スー

トラートマ」に相応する。ムラプラクリティの３つの構

成要素から各種の物理現象の展開をたどることは、サー

ンキヤ哲学の仕事である。とは言え、現在ではサーンキ

ヤ哲学と思われるものが様々な現象の起源を探し求める

方法を私は決して承認しない。むしろ、クルックス博士

［1832-1919 のイギリス人の化学者・物理学者、神智学

協会の会員］のように西洋で物理学を調べている方が、
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一般的に知られている現存のサーンキヤ哲学体系の内容

よりも正しい結果を得るだろうと思う理由は十分ある。

もちろん、オカルト科学には各種の有機体の起源を説明

するはっきりした理論があるが、あまり表に出されるも

のではなく、それを詳述してもギーターの解説のために

はならないのであろう。今の所、サーンキヤ哲学の範囲

は何であり、また物理化学の視野に何が入ってくるかと

いうことに注意すれば十分である。

アストラル界に生きている存在達がどんなものなのか

私たちは全く見当がつかないし、ましてアストラル界よ

りも先の世界に生きている存在たちのことがわからな

い。現代人の心にとって、普通に経験するこの物質界以

外のものは全て空白である。しかしオカルト科学は、様々

なより精妙な存在界について組織的なことをはっきり述

べており、いわゆる降霊術の会に出てくる心霊現象につ

いて考えると、アストラル界の存在たちがどんなものか

をある程度理解できる。

ほとんどのプラーナ典にはスヴァルガ［天界、デヴァ

チャン］にいるデーヴァ［神々］が出てくるが、実は「神」

と呼ばれる存在は全てスヴァルガにいるとは限らない。

疑いもなく、ヴァス神群、ルドラ神群［マルト神群］とアー

ディティヤ神群、その他の群は紛れもない神だが、一方、

ヤクシャ（夜叉）、ガンダルヴァ（乾闥婆・ケンダツバ）、

キンナラ（緊那羅）など他のガナ（群）は、アストラル

光の世界に生きている存在たちに含まれなければならな

い。

ヴァスの８神は：水（ヴァルナ、アーパス）、諸星・

北極星（ナクストラニ、ドルヴァ）、月（チャンドラマス、

ソーマ）、大地（プリトヴィ、ダラー）、風（ヴァーユ、

アニラ）、火（アグニ、アナラ）、空・暁（ディアウス、

プラバーサ）、日・光（スーリヤ、プラティユーシャ）

アーディティヤ神群（リグ・ヴェーダで）：ヴァルナ、

ミトラ、アリヤマン（款待）、バガ（分配、幸運）、アンサ（配

当）、ダクシャ（意思）、インドラ（帝釈天）、スーリヤ（マー

ルタンダ、太陽）

神智学の文献ではアストラル界に生息するこのような

存在たちが「エレメンタル」という総称で呼ばれる。し

かし、正しく「エレメンタル」と呼ばれるものの他に、

厳密に「デーヴァ」と呼ばれるべきさらに高いレベルの

存在たちもいる。デーヴァという語は「神」を意味し、

ヒンズー教には 3 億 3 千万のデーヴァがいるからと言っ

て 3 億 3 千万の神々が崇拝されると思うのは間違いであ

る。ヨーロッパ人はよくこの重大な過ちを犯す。デーヴァ

は一種の精神的な存在であるが、同じ「デーヴァ」は一

般的に「神」を示すために使われるからと言って、3 億

3 千万の神がいるというわけではない。簡単に推論でき

ることだが、これらの存在たちはそれぞれ人間を構成す

る３つのウパーディの中の１つと何らかの親和性があ

る。

１つの有機体は、同じ世界に生きて同じ素材からなっ

ている他の有機体と一種の親和関係を持っている。当然

ながら、人間のアストラル体はエレメンタルたちと親和

性があり、いわばカーラナ・シャリーラ［原因体］はデー

ヴァたちと親和性がある。昔、インド哲学について書い

た人たちは宇宙を３つのローカ（世界）に分けた。第一

世界はブールローカであり、第二世界はブヴァルローカ

で、第三世界はスヴァルローカである。ブールローカは

私たちがよく知っている物質世界である。厳密に言えば、

ブヴァルローカはアストラル界である。ウパニシャッド

では、時にはそれがアンタリークシャと呼ばれる。ここ

でアンタリークシャは「空、空間、大気」という一般的

な意味ではなくて、哲学の専門用語として使われている。

スヴァルローカは一般的にスワルガ・スヴァルガと呼ば

れるものに当たる。そして神智学文献のいうデヴァチャ

ンと同じである。仏教徒が「デヴァチャン」と呼び、ヒ

ンズー教徒が「スワルガ」と呼ぶこの領域にはより高い

種類の「デーヴァ」がいる。

人間の３つのウパーディについてもう一言付け加えた

いと思う。この３つの中にカーラナ・シャリーラは最も

重要である。その中に人間のより高い個性が存在するか

らである。生まれ変わるたびに新しい肉体が生まれてく

るが、この世での生涯が終わると滅びてしまう。アスト

ラル体は、ひとたびカーラナ・シャリーラから離れると、

物質界に生きている間に受けた行動と存在の推進力に動

かされてしばらく存続するかもしれないが、その影響が

それを生み出した源から切り離されるにつれ、その力が

いわば孤立し、遅かれ早かれアストラル体は構成要素に

分解してしまう。一方、カーラナ・シャリーラは、アス

トラル体から独立して存続することができる体あるいは

有機体である。その世界がスートラートマン［糸魂］と

呼ばれる。なぜなら、個人が次々と生まれ変わる間、連

続する人格は糸に通されたビーズのようにスートラート

マンに通される。ここで「人格」とは、持続する自我観

念（persistent sense of self）及び、物質界での生涯そ

れぞれの経験に関係するはっきりした連想のことであ

る。

もちろん、人が経験するありとあらゆる精神状態の連

想と観念が必ずしも「アストラル人間」に伝えられると

は限らないし、ましてカーラナ・シャリーラに伝えられ

ないだろう。肉体人間のすべての経験の中で、アストラ

ル人間及びそれを超えたカーラナ・シャリーラは、その

構成と性質が自分の経験に似ているものだけを同化でき

る。しかも、すべての精神状態が保存されないことは、

道理にかなっている。というのも、精神状態のほとんど

が日常的なことや気晴らしだけに関わりがあり、または

本人の肉体的なニーズだけに関係するので、それを永続

的な保存するによってどんな目的にも叶わないからであ

る。一方、人間の知性の深みに入ること、人間の魂の高

邁な気持ち、高潔な熱望によって持たされた知的な趣味

などはすべてほとんど消すことができないくらいカーラ

ナ・シャリーラに印象付けられる。アストラル体は、人

間のより低い性質の座にすぎない。動物的な欲望と感情、

肉体の欲求に関する月並みの考えなどはアストラル人間

に伝わるだろうが、それよりも高く届くことがない。

カーラナ・シャリーラは真の自我と通用するものであ

る。肉体化身が相次いで展開している間、カーラナ・シャ

リーラは存続し、それぞれの化身を通して経験の蓄えに

何かを加え、その同化の全過程でさらに高等な個性を発

展させる。故に、

カーラナ・シャリーラが人間の自我（エゴ）と呼ばれ、

ある哲学体系において「ジーヴァ」［生命あるもの、魂］

と言われる。

次のこともはっきりと理解して覚えておく必要があ

る。カーラナ・シャリーラは主としてロゴスの光の作用

の結果であり、その光はカーラナ・シャリーラの生命と

エネルギーだけではなくて、私たちがスートラートマン

と呼んでいるムラプラクリティの１つの世界ではその意

識の元でもある。しかも、スートラートマンという世界

はカーラナ・シャリーラの物理的あるいは質料的な基盤

である。

この２つの要素の組み合わせから、そしてカーラナ・

シャリーラの物理的な枠を構成する独特な質料に対す

る、ロゴスが放射する光のエネルギーの作用により、一

種の個性が発展する。

個々のものの存在、すなわち分化した意識の存在は、

進化の機械を始動させる生命の唯一の流れから徐々に現

れる、と私はすでに述べている。まさにこの生命の流れ

はその使命を果たしているうちに漸進的に個々の有機体

を進化させる、ということも指摘している。その上、生

命の流れは私たちが「意識的な生命」と呼ぶものを顕現

させる。それが人間になると、人の意識的な個性は生命

の流れの作用によって明確にかつ完全に定められる。こ

の結果を生み出すために、時間・空間・環境に特有な状

態から生じる幾つかの副次的な力は唯一の生命と協力す

る。一般的にカーラナ・シャリーラと呼ばれるものは、

この結果を生み出すために働いてきた諸力の自然な産物

である。進歩の道で人間の自由意志による行為が含まれ

る意識段階に達すると、その自発的な行為はカーラナ・

シャリーラの個性を守るだけではなく、相次ぐ化身でさ

らなる進歩が達成されるにつれカーラナ・シャリーラを

なお一層明確にし、それによって個性あるモナドとして

のジーヴァの存続を保存する。したがって、ある意味で

カーラナ・シャリーラはカルマの働きの結果であり、い

わばカルマの子供である。それはカルマのおかげで生き

続き、カルマの影響力が拭い取られるならば消えていく

であろう。一方、アストラル体は、肉体の存在が肉体的

な欲求や連想や渇望に関わる限り、大いにその存在の結

果である。だから、普通の状態の下で死後のアストラル

体の存続の長さは、そのような感情と動物的な欲望の強

さ次第であると考えていい。

人間の構成がこのようなものであるとすれば、人間が

どんな規則に支配されているのか、また、進化しつつあ

るすべてのものはどんな目的へと進んでいるか調べてみ

よう。その答えを得た時にのみ、人間の進歩のために特

別な規則を設け、それによって進化の展開の速度を増す

ことができるかを考える立場になる。

普通の人間の死後に次のことが起きる。まず、カーラ

ナ・シャリーラとアストラル体は肉体から離れ、その結

果として肉体は生命力とエネルギーを失う。昨日、３つ

の体とその中で働いている生命エネルギーを説明するた

めに、その生命の作用を次々と３つの物体を照らす太陽

光線の作用に例えた。その比喩で分かるところで、アス

トラル体に、あるいはむしろアストラル体の中に反映す

る光は、カーラナ・シャリーラから発する光である。また、

アストラル体から光はストゥーラ・シャリーラに反映し、

その生命とエネルギーとなり、肉体の中で私たちが経験

する自我感を発達させる。明らかに、カーラナ・シャリー

ラがなくなったらアストラル体は光の反映を受けなくな

る。カーラナ・シャリーラはアストラル体から独立して

存続できるが、アストラル体がカーラナ・シャリーラか

ら離れるなら生き延びられない。同様に、カーラナ・シャ

リーラとアストラル体が取り除かれると、肉体は死んで

しまう。生命の流れが肉体に伝えられる唯一のルートは

アストラル体を通してである。アストラル体から離れた

肉体が分解するとは、それに生命を与えた衝動がなく

なっているからである。カーラナ・シャリーラはデヴァ

チャンという世界にいるので、肉体から離れる時に移れ

る唯一の場所はデヴァチャンすなわちスヴァルガである

が、アストラル体から離れる時に、肉体化身の連続でそ

の人のカルマによって蓄積された衝動の推進力の全てを

持っていく。

それらの衝動はカーラナ・シャリーラの中に存続し、

たぶんデヴァチャンで新しい生き方を楽しむであろう。

その生き方は地上界の人間が知っている人生と全く違う

のだが、この世での意識的な存在が私たちにとって当た

り前なものと思われるように、デヴァチャンにいる者に

とってその生き方がごく自然なものに思われる。諸々の

衝動の中に物質界で顕現を求めるある量のエネルギーが

閉じ込められているので、次の肉体化身を来たす。だか

ら、カーラナ・シャリーラを次々と肉体化身へと導くの

はカルマである。

アストラル体のいわば自然生息地は、ブヴァルローカ

すなわちアストラル界である。それはアストラル界に行

き、アストラル界で留置されている。その性質により物

質界に引きつけられることがないので、アストラル体が

物質界に降りてくることがほとんどない。したがって、

カーラナ・シャリーラが物質界に止まることができない

ように、アストラル体もそうである。カーラナ・シャリー

ラから離れたアストラル体は、生きようとする勢いを無

くしてしまう。そのように生命とエネルギーの源から別

れたアストラル体は、存続させてくれる唯一の生命の元

を奪われる。しかし、アストラル界の質料の構成は物質

界の質料よりもはるかに霊妙なものなので、物質界に伝

えられたエネルギーと比べてアストラル界に伝えられた

エネルギーの方は永く存続する。一度アストラル体から

離れたら、肉体はすぐに死滅するが、アストラル体［と

カーラナ・シャリーラの分離］の場合、完全に分解する

まで幾らかの時間が必要である。なぜなら、すでにアス

トラル体に伝えられたエネルギーはそれを構成する分子

を結合させ続けるからである。アストラル体の死後の存

続の期間はそのエネルギーの強さ次第である。その力が

尽きるまでにアストラル体はまとまりのあるものとして

存続する。アストラル界でのその独立した存在期間の長

さは、生きようとする渇望の強さと満たされていない欲

望の激しさによる。例えば、自殺者など早死にする者は、

物質界で生きている間に全力を出して求めたが満たし切

れなかった強い欲望を抱きながら死んだ場合、そのアス

トラル体はある期間中に生き続き、その目的を果たすた

めに物質界に降りて行こうと必死の努力をすることもあ

る。降霊術などの心霊主義的な現象のほとんどは、その

ようなアストラル体の働き及び、エレメンタリー（悪霊）

やピシャーチャ（食人鬼）と偽るアストラル界で生息す

るエレメンタルたちの技によるものである。

しかし、この話題は、この講演の主題であるバガヴァッ

ドギータの教えとわずかな関係しかないので、これ以上

話す必要がなかろう。次のことだけを付け加えておこう。

つまり、上述したことは一般的に人の死去の際に起こる

ことだが、ある種類のカルマは一般の法則の例外をもた

らす。例えば、エレメンタルを召喚することに一生を捧

げた人の場合、エレメンタルはその人に乗り移りその人

を霊媒にする。人が物質界に生きている間にその過程が

完成されないなら、エレメンタルたちは、死の瞬間にア

ストラル体を入手して吸収する。その場合、アストラル

体はエレメンタルという独立した存在と関係しているの

で、かなり長い期間に存続するだろう。エレメンタルを

崇拝する人が、霊媒（ほとんどの時は無責任の霊媒）に

なるかもしれないし、知性が混乱して品行が悪くなるか

もしれないが、エレメンタルはその人のカーラナ・シャ

リーラを滅ぼすことはできない。とはいえ、エレメンタ

ルの支配下に身を置くことは決して望ましいことではな

い。

しかし、人が行別の種類の崇拝は、はるかに重大な結

果を起こすのである。アストラル体に起こり得ることは、

カーラナ・シャリーラに起こることもある。カーラナ・

シャリーラとスヴァルガのデーヴァたちとの関係は、ア

ストラル体とアストラル界のエレメンタルとの関係に似

ている。デーヴァの世界には色々の存在がおり、その中

に悪いものも良いものもいる。そのような力ある存在た

ちを呼び出したい人はずっとそれに注意を向けるなら、

時が経つにつれそれを身に引きつけるかもしれない。す

ると、引き続きそれらの存在に集中することから生じる

力がある段階を達成すると、アストラル体がエレメンタ

ルに吸収されるように、カーラナ・シャリーラが一人の

デーヴァに吸収されるという可能性が十分ある。この結

果がエレメンタル崇拝の結果よりもはるかに重大なもの

である。なぜなら、その場合、ロゴスに達する見込みが

なくなるからである。

その人の個性の全てがその一つのデーヴァの中に吸収

されているので、デーヴァが存続する間に生き続けるが、

それ以上生きることができない。宇宙のプララヤ［夜］

が来るとデーヴァが溶解するので、その人の個性も溶解

するであろう。その人にとって不死性はないだろう。数

百万年に存続するかもしれないが、永久に生き続けるこ

とに比べてそれは取るに足りない。シネット氏が著した

本の中に「悪の中の不死性」についての話をたぶん皆様

は読まれたことがあろう。それを文字通り受け入れるな

ら、誇大表現である。シネット氏はその表現で次のこと

を言おうとしている。すなわち、左手の道を歩んでいる

人は邪悪な性質のある諸力を呼び出して、自分の個性を

それらの力へと移せば、宇宙の夜が来るまでその力の中

に存続する、ということである。その場合、それは宇宙

の中に強力なものとなり、人類の事情に大いに干渉する。

人間の個性が邪悪な諸力に結びついている結果として、

悪の諸力が真実の諸力よりも人類に対する影響力が強く

なることさえもある。したがって、全ての偉大なる宗教

は次の深遠な真理を教え込んできた。すなわち、利益や

目的達成が一時極めて魅力的に思われても、人間はそれ

を与えると約束する悪の勢力を決して崇拝してはいけな

くて、あらゆる真実で偉大な宗教が受け入れる唯一の真

のロゴスにひたすら注意を集中して崇拝すべきである、

と。ロゴスだけは真の道徳の道に人を安全に導くことが

できる。ロゴスの指導の下で人間は高く、またさらに高

く上昇し、ついに不死の存在として、顕現したイーシュ

ヴァラとして、そして必要があれば未来の世代の正覚の

起源としてロゴスの中に宿ることができる。

この目的へこそ、全体として進化の過程が向かってい

るが、ある個々の場合には過程の速度の増加が可能であ

る。いわば全進化のコースを導き、宇宙・自然をその目

的へと方向づける唯一の大いなる力は、ロゴスの光であ

る。ロゴスはいわば形態（pattern）であり、そこから

発するのはこの命の光である。光は形態を印象つけられ

てこの世に入り、進化の周期の全体を通ってからその出

発点であるロゴスに戻ろうとする。光の作用を受けその

媒体である有機体の絶え間ない改良によって進化の発展

が行われている。光そのものは、改良される必要がない。

改良されるのはロゴスではなく、その光でもなく、光の

媒体であるウパーディすなわち物理的な枠である。前述

の通り、ロゴスの現れる明快さ輝かしさの度合いは主に

ウパーディの清浄さと性質によるのである。時が経つに

つれ、諸々のウパーディが改良されている間中に霊的・

アストラル的・物質的という世界で働く人間の知性がま

すます完璧無欠の状態に近づいていく。ついに、自分の

ロゴスを認識するために最終的な努力をすることができ

る地点に到達して、不死性よりも地獄落ちの方を好んで

強情に目を瞑って見ようとしないことがない限り、我が

ロゴスだと認めることができよう。自然界は、まさにこ

の目的地へと進んでいく。

私は一般的な進歩を邪魔するかもしれないいくつかの

状態に触れながら、進歩を早めることのできる様々な原

因も述べた。人間が考え出したありとあらゆるイニシ

エーションは、ロゴスについてのはっきりした概念を伝

え、目標を示し、全自然界が達成しようと絶え間無く働

いている目的へとより早く近づくのに役にたつ規則を定

めるために設立されている。

これらの前提からクリシュナは出発する。はっきりし

た主張という形を取ろうが、引き出さざるを得ない含意

として伝えられようが、これらの命題は全てギーターの

中にある。そしてクリシュナは、これらの基本的な命題

に基づいて実践的な人生論を築き上げる。

この理論を立てるには、私はバガヴァッドギーターの

個々の節に触れてこなかった。この理論の命題がギー

ターの中ではっきり述べられている箇所や、その意味が

含まれている他の箇所などをいつも引用したなら、私は

ただ混乱を引き起こしたにすぎなかったであろう。故に、

首尾一貫した全体を伝えるために、まず理論を私自身の

言葉で言った方がいいかと思った。インドの全ての宗教

の全ての信者は、必ずしもクリシュナが上記の命題から

始まったということを認めるとは限らない。その理論は

多くの思想家によって誤解されており、そして時が経つ

につれサーンキヤ派の憶測によりインド哲学の発展に重

大な影響力を及ぼした誤解の元が生じた。しかし、先に

言われたことの中に真のヴェーダンタ哲学の基礎が含ま

れていることには疑う余地がいささかもないと私は確信

している。時間の制限があるから理論を裏付ける権威あ

る典拠を引用することが必要と思わなかった。もし引用

しようとしたなら、ギーターの哲学を解説することは３

日ではなくて３年間かかったであろう。上述の命題を調

べながら、それがヒンズー教だけではなく、仏教、古代

エジプトとカルデアの哲学、薔薇十字の理論、及びいわ

ゆる有志時代よりもはるかに古い時代以来の、わずかで

もオカルティズムと関係のあるほとんどの体系の基礎を

どの程度なしているかを各自に確認してもらいたいと思

う。



講釈Ⅱ

前回の講義で私は宇宙進化の初期の展開を辿ろうとし

て、無限の宇宙の中に作用する４つの主要な原理をある

程度はっきり示そうとした。その他に、私は顕現した太

陽系すべての基盤をなすように思える４つの原理を述

べ、人間の構成要素とした４つの原理の本質を定義した。

これらの原理がはっきり理解されると、ヴェーダンタの

教えの全ては解明できるようになるので、皆様が前回の

解説を心に留めておくことをお願いしたいと思う。その

上、これらの原理の本質に関して誤解があるから、諸国

の宗教哲学がたいへん混乱に陥っている。その結果、諸

原理が正しく理解されたら決して現れてこない結論が間

違った仮定から引き出されている。

私の立場を明らかにするために、これらの原理につい

て少し付け加えたいことがある。前回の内容を思い起こ

したら、私は太陽系そのものを４つの主要な原理に分け

たことを覚えるであろう。 私は、「ターラカ・ヨーガ」

と呼んでもいいものについての論文の用語を使って四大

原理に名前をつけた。「ターラカ」の「ターラ」は「プ

ラナヴァ」であり、しかも顕現した人間の象徴である。

４つのマートラー［アウムの構成要素］からアルダマー

トラーを除くと、残りの３つのマートラーは太陽系に置

ける元のムラプラクリティの３つの原理、３つの顕現を

象徴する。正しく名付けられた「サーンキヤ・ヨーガ」

は主に、この３つの原理及びそこから発生した全ての物

質的有機体の進化を扱う。「物質的」というと、物質界

とアストラル界の有機体だけではなくて、アストラル界

よりも高い世界の有機体も示している。たとえその構成

物質は普通の「客観的な」世界のよく知られている物質

とは違っていても、私の意見ではその世界の多くのもの

は「物質的」である。厳密に言えば、この権限した太陽

系の全体は物理的研究の対象になり得るのである。これ

まで私たちは外的宇宙の表面しか調べていない。つまり、

物理科学はそこにしか到達していないということであ

る。しかし、物理化学はいずれ、表面的現象の土台とな

る深い基礎の奥まで入り込むに違いないと私は確信して

いる。その深い層はヴェーダンタ派の著者たちが「スー

トラートマ」に相応する。ムラプラクリティの３つの構

成要素から各種の物理現象の展開をたどることは、サー

ンキヤ哲学の仕事である。とは言え、現在ではサーンキ

ヤ哲学と思われるものが様々な現象の起源を探し求める

方法を私は決して承認しない。むしろ、クルックス博士

［1832-1919 のイギリス人の化学者・物理学者、神智学

協会の会員］のように西洋で物理学を調べている方が、
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一般的に知られている現存のサーンキヤ哲学体系の内容

よりも正しい結果を得るだろうと思う理由は十分ある。

もちろん、オカルト科学には各種の有機体の起源を説明

するはっきりした理論があるが、あまり表に出されるも

のではなく、それを詳述してもギーターの解説のために

はならないのであろう。今の所、サーンキヤ哲学の範囲

は何であり、また物理化学の視野に何が入ってくるかと

いうことに注意すれば十分である。

アストラル界に生きている存在達がどんなものなのか

私たちは全く見当がつかないし、ましてアストラル界よ

りも先の世界に生きている存在たちのことがわからな

い。現代人の心にとって、普通に経験するこの物質界以

外のものは全て空白である。しかしオカルト科学は、様々

なより精妙な存在界について組織的なことをはっきり述

べており、いわゆる降霊術の会に出てくる心霊現象につ

いて考えると、アストラル界の存在たちがどんなものか

をある程度理解できる。

ほとんどのプラーナ典にはスヴァルガ［天界、デヴァ

チャン］にいるデーヴァ［神々］が出てくるが、実は「神」

と呼ばれる存在は全てスヴァルガにいるとは限らない。

疑いもなく、ヴァス神群、ルドラ神群［マルト神群］とアー

ディティヤ神群、その他の群は紛れもない神だが、一方、

ヤクシャ（夜叉）、ガンダルヴァ（乾闥婆・ケンダツバ）、

キンナラ（緊那羅）など他のガナ（群）は、アストラル

光の世界に生きている存在たちに含まれなければならな

い。

ヴァスの８神は：水（ヴァルナ、アーパス）、諸星・

北極星（ナクストラニ、ドルヴァ）、月（チャンドラマス、

ソーマ）、大地（プリトヴィ、ダラー）、風（ヴァーユ、

アニラ）、火（アグニ、アナラ）、空・暁（ディアウス、

プラバーサ）、日・光（スーリヤ、プラティユーシャ）

アーディティヤ神群（リグ・ヴェーダで）：ヴァルナ、

ミトラ、アリヤマン（款待）、バガ（分配、幸運）、アンサ（配

当）、ダクシャ（意思）、インドラ（帝釈天）、スーリヤ（マー

ルタンダ、太陽）

神智学の文献ではアストラル界に生息するこのような

存在たちが「エレメンタル」という総称で呼ばれる。し

かし、正しく「エレメンタル」と呼ばれるものの他に、

厳密に「デーヴァ」と呼ばれるべきさらに高いレベルの

存在たちもいる。デーヴァという語は「神」を意味し、

ヒンズー教には 3 億 3 千万のデーヴァがいるからと言っ

て 3 億 3 千万の神々が崇拝されると思うのは間違いであ

る。ヨーロッパ人はよくこの重大な過ちを犯す。デーヴァ

は一種の精神的な存在であるが、同じ「デーヴァ」は一

般的に「神」を示すために使われるからと言って、3 億

3 千万の神がいるというわけではない。簡単に推論でき

ることだが、これらの存在たちはそれぞれ人間を構成す

る３つのウパーディの中の１つと何らかの親和性があ

る。

１つの有機体は、同じ世界に生きて同じ素材からなっ

ている他の有機体と一種の親和関係を持っている。当然

ながら、人間のアストラル体はエレメンタルたちと親和

性があり、いわばカーラナ・シャリーラ［原因体］はデー

ヴァたちと親和性がある。昔、インド哲学について書い

た人たちは宇宙を３つのローカ（世界）に分けた。第一

世界はブールローカであり、第二世界はブヴァルローカ

で、第三世界はスヴァルローカである。ブールローカは

私たちがよく知っている物質世界である。厳密に言えば、

ブヴァルローカはアストラル界である。ウパニシャッド

では、時にはそれがアンタリークシャと呼ばれる。ここ

でアンタリークシャは「空、空間、大気」という一般的

な意味ではなくて、哲学の専門用語として使われている。

スヴァルローカは一般的にスワルガ・スヴァルガと呼ば

れるものに当たる。そして神智学文献のいうデヴァチャ

ンと同じである。仏教徒が「デヴァチャン」と呼び、ヒ

ンズー教徒が「スワルガ」と呼ぶこの領域にはより高い

種類の「デーヴァ」がいる。

人間の３つのウパーディについてもう一言付け加えた

いと思う。この３つの中にカーラナ・シャリーラは最も

重要である。その中に人間のより高い個性が存在するか

らである。生まれ変わるたびに新しい肉体が生まれてく

るが、この世での生涯が終わると滅びてしまう。アスト

ラル体は、ひとたびカーラナ・シャリーラから離れると、

物質界に生きている間に受けた行動と存在の推進力に動

かされてしばらく存続するかもしれないが、その影響が

それを生み出した源から切り離されるにつれ、その力が

いわば孤立し、遅かれ早かれアストラル体は構成要素に

分解してしまう。一方、カーラナ・シャリーラは、アス

トラル体から独立して存続することができる体あるいは

有機体である。その世界がスートラートマン［糸魂］と

呼ばれる。なぜなら、個人が次々と生まれ変わる間、連

続する人格は糸に通されたビーズのようにスートラート

マンに通される。ここで「人格」とは、持続する自我観

念（persistent sense of self）及び、物質界での生涯そ

れぞれの経験に関係するはっきりした連想のことであ

る。

もちろん、人が経験するありとあらゆる精神状態の連

想と観念が必ずしも「アストラル人間」に伝えられると

は限らないし、ましてカーラナ・シャリーラに伝えられ

ないだろう。肉体人間のすべての経験の中で、アストラ

ル人間及びそれを超えたカーラナ・シャリーラは、その

構成と性質が自分の経験に似ているものだけを同化でき

る。しかも、すべての精神状態が保存されないことは、

道理にかなっている。というのも、精神状態のほとんど

が日常的なことや気晴らしだけに関わりがあり、または

本人の肉体的なニーズだけに関係するので、それを永続

的な保存するによってどんな目的にも叶わないからであ

る。一方、人間の知性の深みに入ること、人間の魂の高

邁な気持ち、高潔な熱望によって持たされた知的な趣味

などはすべてほとんど消すことができないくらいカーラ

ナ・シャリーラに印象付けられる。アストラル体は、人

間のより低い性質の座にすぎない。動物的な欲望と感情、

肉体の欲求に関する月並みの考えなどはアストラル人間

に伝わるだろうが、それよりも高く届くことがない。

カーラナ・シャリーラは真の自我と通用するものであ

る。肉体化身が相次いで展開している間、カーラナ・シャ

リーラは存続し、それぞれの化身を通して経験の蓄えに

何かを加え、その同化の全過程でさらに高等な個性を発

展させる。故に、

カーラナ・シャリーラが人間の自我（エゴ）と呼ばれ、

ある哲学体系において「ジーヴァ」［生命あるもの、魂］

と言われる。

次のこともはっきりと理解して覚えておく必要があ

る。カーラナ・シャリーラは主としてロゴスの光の作用

の結果であり、その光はカーラナ・シャリーラの生命と

エネルギーだけではなくて、私たちがスートラートマン

と呼んでいるムラプラクリティの１つの世界ではその意

識の元でもある。しかも、スートラートマンという世界

はカーラナ・シャリーラの物理的あるいは質料的な基盤

である。

この２つの要素の組み合わせから、そしてカーラナ・

シャリーラの物理的な枠を構成する独特な質料に対す

る、ロゴスが放射する光のエネルギーの作用により、一

種の個性が発展する。

個々のものの存在、すなわち分化した意識の存在は、

進化の機械を始動させる生命の唯一の流れから徐々に現

れる、と私はすでに述べている。まさにこの生命の流れ

はその使命を果たしているうちに漸進的に個々の有機体

を進化させる、ということも指摘している。その上、生

命の流れは私たちが「意識的な生命」と呼ぶものを顕現

させる。それが人間になると、人の意識的な個性は生命

の流れの作用によって明確にかつ完全に定められる。こ

の結果を生み出すために、時間・空間・環境に特有な状

態から生じる幾つかの副次的な力は唯一の生命と協力す

る。一般的にカーラナ・シャリーラと呼ばれるものは、

この結果を生み出すために働いてきた諸力の自然な産物

である。進歩の道で人間の自由意志による行為が含まれ

る意識段階に達すると、その自発的な行為はカーラナ・

シャリーラの個性を守るだけではなく、相次ぐ化身でさ

らなる進歩が達成されるにつれカーラナ・シャリーラを

なお一層明確にし、それによって個性あるモナドとして

のジーヴァの存続を保存する。したがって、ある意味で

カーラナ・シャリーラはカルマの働きの結果であり、い

わばカルマの子供である。それはカルマのおかげで生き

続き、カルマの影響力が拭い取られるならば消えていく

であろう。一方、アストラル体は、肉体の存在が肉体的

な欲求や連想や渇望に関わる限り、大いにその存在の結

果である。だから、普通の状態の下で死後のアストラル

体の存続の長さは、そのような感情と動物的な欲望の強

さ次第であると考えていい。

人間の構成がこのようなものであるとすれば、人間が

どんな規則に支配されているのか、また、進化しつつあ

るすべてのものはどんな目的へと進んでいるか調べてみ

よう。その答えを得た時にのみ、人間の進歩のために特

別な規則を設け、それによって進化の展開の速度を増す

ことができるかを考える立場になる。

普通の人間の死後に次のことが起きる。まず、カーラ

ナ・シャリーラとアストラル体は肉体から離れ、その結

果として肉体は生命力とエネルギーを失う。昨日、３つ

の体とその中で働いている生命エネルギーを説明するた

めに、その生命の作用を次々と３つの物体を照らす太陽

光線の作用に例えた。その比喩で分かるところで、アス

トラル体に、あるいはむしろアストラル体の中に反映す

る光は、カーラナ・シャリーラから発する光である。また、

アストラル体から光はストゥーラ・シャリーラに反映し、

その生命とエネルギーとなり、肉体の中で私たちが経験

する自我感を発達させる。明らかに、カーラナ・シャリー

ラがなくなったらアストラル体は光の反映を受けなくな

る。カーラナ・シャリーラはアストラル体から独立して

存続できるが、アストラル体がカーラナ・シャリーラか

ら離れるなら生き延びられない。同様に、カーラナ・シャ

リーラとアストラル体が取り除かれると、肉体は死んで

しまう。生命の流れが肉体に伝えられる唯一のルートは

アストラル体を通してである。アストラル体から離れた

肉体が分解するとは、それに生命を与えた衝動がなく

なっているからである。カーラナ・シャリーラはデヴァ

チャンという世界にいるので、肉体から離れる時に移れ

る唯一の場所はデヴァチャンすなわちスヴァルガである

が、アストラル体から離れる時に、肉体化身の連続でそ

の人のカルマによって蓄積された衝動の推進力の全てを

持っていく。

それらの衝動はカーラナ・シャリーラの中に存続し、

たぶんデヴァチャンで新しい生き方を楽しむであろう。

その生き方は地上界の人間が知っている人生と全く違う

のだが、この世での意識的な存在が私たちにとって当た

り前なものと思われるように、デヴァチャンにいる者に

とってその生き方がごく自然なものに思われる。諸々の

衝動の中に物質界で顕現を求めるある量のエネルギーが

閉じ込められているので、次の肉体化身を来たす。だか

ら、カーラナ・シャリーラを次々と肉体化身へと導くの

はカルマである。

アストラル体のいわば自然生息地は、ブヴァルローカ

すなわちアストラル界である。それはアストラル界に行

き、アストラル界で留置されている。その性質により物

質界に引きつけられることがないので、アストラル体が

物質界に降りてくることがほとんどない。したがって、

カーラナ・シャリーラが物質界に止まることができない

ように、アストラル体もそうである。カーラナ・シャリー

ラから離れたアストラル体は、生きようとする勢いを無

くしてしまう。そのように生命とエネルギーの源から別

れたアストラル体は、存続させてくれる唯一の生命の元

を奪われる。しかし、アストラル界の質料の構成は物質

界の質料よりもはるかに霊妙なものなので、物質界に伝

えられたエネルギーと比べてアストラル界に伝えられた

エネルギーの方は永く存続する。一度アストラル体から

離れたら、肉体はすぐに死滅するが、アストラル体［と

カーラナ・シャリーラの分離］の場合、完全に分解する

まで幾らかの時間が必要である。なぜなら、すでにアス

トラル体に伝えられたエネルギーはそれを構成する分子

を結合させ続けるからである。アストラル体の死後の存

続の期間はそのエネルギーの強さ次第である。その力が

尽きるまでにアストラル体はまとまりのあるものとして

存続する。アストラル界でのその独立した存在期間の長

さは、生きようとする渇望の強さと満たされていない欲

望の激しさによる。例えば、自殺者など早死にする者は、

物質界で生きている間に全力を出して求めたが満たし切

れなかった強い欲望を抱きながら死んだ場合、そのアス

トラル体はある期間中に生き続き、その目的を果たすた

めに物質界に降りて行こうと必死の努力をすることもあ

る。降霊術などの心霊主義的な現象のほとんどは、その

ようなアストラル体の働き及び、エレメンタリー（悪霊）

やピシャーチャ（食人鬼）と偽るアストラル界で生息す

るエレメンタルたちの技によるものである。

しかし、この話題は、この講演の主題であるバガヴァッ

ドギータの教えとわずかな関係しかないので、これ以上

話す必要がなかろう。次のことだけを付け加えておこう。

つまり、上述したことは一般的に人の死去の際に起こる

ことだが、ある種類のカルマは一般の法則の例外をもた

らす。例えば、エレメンタルを召喚することに一生を捧

げた人の場合、エレメンタルはその人に乗り移りその人

を霊媒にする。人が物質界に生きている間にその過程が

完成されないなら、エレメンタルたちは、死の瞬間にア

ストラル体を入手して吸収する。その場合、アストラル

体はエレメンタルという独立した存在と関係しているの

で、かなり長い期間に存続するだろう。エレメンタルを

崇拝する人が、霊媒（ほとんどの時は無責任の霊媒）に

なるかもしれないし、知性が混乱して品行が悪くなるか

もしれないが、エレメンタルはその人のカーラナ・シャ

リーラを滅ぼすことはできない。とはいえ、エレメンタ

ルの支配下に身を置くことは決して望ましいことではな

い。

しかし、人が行別の種類の崇拝は、はるかに重大な結

果を起こすのである。アストラル体に起こり得ることは、

カーラナ・シャリーラに起こることもある。カーラナ・

シャリーラとスヴァルガのデーヴァたちとの関係は、ア

ストラル体とアストラル界のエレメンタルとの関係に似

ている。デーヴァの世界には色々の存在がおり、その中

に悪いものも良いものもいる。そのような力ある存在た

ちを呼び出したい人はずっとそれに注意を向けるなら、

時が経つにつれそれを身に引きつけるかもしれない。す

ると、引き続きそれらの存在に集中することから生じる

力がある段階を達成すると、アストラル体がエレメンタ

ルに吸収されるように、カーラナ・シャリーラが一人の

デーヴァに吸収されるという可能性が十分ある。この結

果がエレメンタル崇拝の結果よりもはるかに重大なもの

である。なぜなら、その場合、ロゴスに達する見込みが

なくなるからである。

その人の個性の全てがその一つのデーヴァの中に吸収

されているので、デーヴァが存続する間に生き続けるが、

それ以上生きることができない。宇宙のプララヤ［夜］

が来るとデーヴァが溶解するので、その人の個性も溶解

するであろう。その人にとって不死性はないだろう。数

百万年に存続するかもしれないが、永久に生き続けるこ

とに比べてそれは取るに足りない。シネット氏が著した

本の中に「悪の中の不死性」についての話をたぶん皆様

は読まれたことがあろう。それを文字通り受け入れるな

ら、誇大表現である。シネット氏はその表現で次のこと

を言おうとしている。すなわち、左手の道を歩んでいる

人は邪悪な性質のある諸力を呼び出して、自分の個性を

それらの力へと移せば、宇宙の夜が来るまでその力の中

に存続する、ということである。その場合、それは宇宙

の中に強力なものとなり、人類の事情に大いに干渉する。

人間の個性が邪悪な諸力に結びついている結果として、

悪の諸力が真実の諸力よりも人類に対する影響力が強く

なることさえもある。したがって、全ての偉大なる宗教

は次の深遠な真理を教え込んできた。すなわち、利益や

目的達成が一時極めて魅力的に思われても、人間はそれ

を与えると約束する悪の勢力を決して崇拝してはいけな

くて、あらゆる真実で偉大な宗教が受け入れる唯一の真

のロゴスにひたすら注意を集中して崇拝すべきである、

と。ロゴスだけは真の道徳の道に人を安全に導くことが

できる。ロゴスの指導の下で人間は高く、またさらに高

く上昇し、ついに不死の存在として、顕現したイーシュ

ヴァラとして、そして必要があれば未来の世代の正覚の

起源としてロゴスの中に宿ることができる。

この目的へこそ、全体として進化の過程が向かってい

るが、ある個々の場合には過程の速度の増加が可能であ

る。いわば全進化のコースを導き、宇宙・自然をその目

的へと方向づける唯一の大いなる力は、ロゴスの光であ

る。ロゴスはいわば形態（pattern）であり、そこから

発するのはこの命の光である。光は形態を印象つけられ

てこの世に入り、進化の周期の全体を通ってからその出

発点であるロゴスに戻ろうとする。光の作用を受けその

媒体である有機体の絶え間ない改良によって進化の発展

が行われている。光そのものは、改良される必要がない。

改良されるのはロゴスではなく、その光でもなく、光の

媒体であるウパーディすなわち物理的な枠である。前述

の通り、ロゴスの現れる明快さ輝かしさの度合いは主に

ウパーディの清浄さと性質によるのである。時が経つに

つれ、諸々のウパーディが改良されている間中に霊的・

アストラル的・物質的という世界で働く人間の知性がま

すます完璧無欠の状態に近づいていく。ついに、自分の

ロゴスを認識するために最終的な努力をすることができ

る地点に到達して、不死性よりも地獄落ちの方を好んで

強情に目を瞑って見ようとしないことがない限り、我が

ロゴスだと認めることができよう。自然界は、まさにこ

の目的地へと進んでいく。

私は一般的な進歩を邪魔するかもしれないいくつかの

状態に触れながら、進歩を早めることのできる様々な原

因も述べた。人間が考え出したありとあらゆるイニシ

エーションは、ロゴスについてのはっきりした概念を伝

え、目標を示し、全自然界が達成しようと絶え間無く働

いている目的へとより早く近づくのに役にたつ規則を定

めるために設立されている。

これらの前提からクリシュナは出発する。はっきりし

た主張という形を取ろうが、引き出さざるを得ない含意

として伝えられようが、これらの命題は全てギーターの

中にある。そしてクリシュナは、これらの基本的な命題

に基づいて実践的な人生論を築き上げる。

この理論を立てるには、私はバガヴァッドギーターの

個々の節に触れてこなかった。この理論の命題がギー

ターの中ではっきり述べられている箇所や、その意味が

含まれている他の箇所などをいつも引用したなら、私は

ただ混乱を引き起こしたにすぎなかったであろう。故に、

首尾一貫した全体を伝えるために、まず理論を私自身の

言葉で言った方がいいかと思った。インドの全ての宗教

の全ての信者は、必ずしもクリシュナが上記の命題から

始まったということを認めるとは限らない。その理論は

多くの思想家によって誤解されており、そして時が経つ

につれサーンキヤ派の憶測によりインド哲学の発展に重

大な影響力を及ぼした誤解の元が生じた。しかし、先に

言われたことの中に真のヴェーダンタ哲学の基礎が含ま

れていることには疑う余地がいささかもないと私は確信

している。時間の制限があるから理論を裏付ける権威あ

る典拠を引用することが必要と思わなかった。もし引用

しようとしたなら、ギーターの哲学を解説することは３

日ではなくて３年間かかったであろう。上述の命題を調

べながら、それがヒンズー教だけではなく、仏教、古代

エジプトとカルデアの哲学、薔薇十字の理論、及びいわ

ゆる有志時代よりもはるかに古い時代以来の、わずかで

もオカルティズムと関係のあるほとんどの体系の基礎を

どの程度なしているかを各自に確認してもらいたいと思

う。



講釈Ⅱ

前回の講義で私は宇宙進化の初期の展開を辿ろうとし

て、無限の宇宙の中に作用する４つの主要な原理をある

程度はっきり示そうとした。その他に、私は顕現した太

陽系すべての基盤をなすように思える４つの原理を述

べ、人間の構成要素とした４つの原理の本質を定義した。

これらの原理がはっきり理解されると、ヴェーダンタの

教えの全ては解明できるようになるので、皆様が前回の

解説を心に留めておくことをお願いしたいと思う。その

上、これらの原理の本質に関して誤解があるから、諸国

の宗教哲学がたいへん混乱に陥っている。その結果、諸

原理が正しく理解されたら決して現れてこない結論が間

違った仮定から引き出されている。

私の立場を明らかにするために、これらの原理につい

て少し付け加えたいことがある。前回の内容を思い起こ

したら、私は太陽系そのものを４つの主要な原理に分け

たことを覚えるであろう。 私は、「ターラカ・ヨーガ」

と呼んでもいいものについての論文の用語を使って四大

原理に名前をつけた。「ターラカ」の「ターラ」は「プ

ラナヴァ」であり、しかも顕現した人間の象徴である。

４つのマートラー［アウムの構成要素］からアルダマー

トラーを除くと、残りの３つのマートラーは太陽系に置

ける元のムラプラクリティの３つの原理、３つの顕現を

象徴する。正しく名付けられた「サーンキヤ・ヨーガ」

は主に、この３つの原理及びそこから発生した全ての物

質的有機体の進化を扱う。「物質的」というと、物質界

とアストラル界の有機体だけではなくて、アストラル界

よりも高い世界の有機体も示している。たとえその構成

物質は普通の「客観的な」世界のよく知られている物質

とは違っていても、私の意見ではその世界の多くのもの

は「物質的」である。厳密に言えば、この権限した太陽

系の全体は物理的研究の対象になり得るのである。これ

まで私たちは外的宇宙の表面しか調べていない。つまり、

物理科学はそこにしか到達していないということであ

る。しかし、物理化学はいずれ、表面的現象の土台とな

る深い基礎の奥まで入り込むに違いないと私は確信して

いる。その深い層はヴェーダンタ派の著者たちが「スー

トラートマ」に相応する。ムラプラクリティの３つの構

成要素から各種の物理現象の展開をたどることは、サー

ンキヤ哲学の仕事である。とは言え、現在ではサーンキ

ヤ哲学と思われるものが様々な現象の起源を探し求める

方法を私は決して承認しない。むしろ、クルックス博士

［1832-1919 のイギリス人の化学者・物理学者、神智学

協会の会員］のように西洋で物理学を調べている方が、
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一般的に知られている現存のサーンキヤ哲学体系の内容

よりも正しい結果を得るだろうと思う理由は十分ある。

もちろん、オカルト科学には各種の有機体の起源を説明

するはっきりした理論があるが、あまり表に出されるも

のではなく、それを詳述してもギーターの解説のために

はならないのであろう。今の所、サーンキヤ哲学の範囲

は何であり、また物理化学の視野に何が入ってくるかと

いうことに注意すれば十分である。

アストラル界に生きている存在達がどんなものなのか

私たちは全く見当がつかないし、ましてアストラル界よ

りも先の世界に生きている存在たちのことがわからな

い。現代人の心にとって、普通に経験するこの物質界以

外のものは全て空白である。しかしオカルト科学は、様々

なより精妙な存在界について組織的なことをはっきり述

べており、いわゆる降霊術の会に出てくる心霊現象につ

いて考えると、アストラル界の存在たちがどんなものか

をある程度理解できる。

ほとんどのプラーナ典にはスヴァルガ［天界、デヴァ

チャン］にいるデーヴァ［神々］が出てくるが、実は「神」

と呼ばれる存在は全てスヴァルガにいるとは限らない。

疑いもなく、ヴァス神群、ルドラ神群［マルト神群］とアー

ディティヤ神群、その他の群は紛れもない神だが、一方、

ヤクシャ（夜叉）、ガンダルヴァ（乾闥婆・ケンダツバ）、

キンナラ（緊那羅）など他のガナ（群）は、アストラル

光の世界に生きている存在たちに含まれなければならな

い。

ヴァスの８神は：水（ヴァルナ、アーパス）、諸星・

北極星（ナクストラニ、ドルヴァ）、月（チャンドラマス、

ソーマ）、大地（プリトヴィ、ダラー）、風（ヴァーユ、

アニラ）、火（アグニ、アナラ）、空・暁（ディアウス、

プラバーサ）、日・光（スーリヤ、プラティユーシャ）

アーディティヤ神群（リグ・ヴェーダで）：ヴァルナ、

ミトラ、アリヤマン（款待）、バガ（分配、幸運）、アンサ（配

当）、ダクシャ（意思）、インドラ（帝釈天）、スーリヤ（マー

ルタンダ、太陽）

神智学の文献ではアストラル界に生息するこのような

存在たちが「エレメンタル」という総称で呼ばれる。し

かし、正しく「エレメンタル」と呼ばれるものの他に、

厳密に「デーヴァ」と呼ばれるべきさらに高いレベルの

存在たちもいる。デーヴァという語は「神」を意味し、

ヒンズー教には 3 億 3 千万のデーヴァがいるからと言っ

て 3 億 3 千万の神々が崇拝されると思うのは間違いであ

る。ヨーロッパ人はよくこの重大な過ちを犯す。デーヴァ

は一種の精神的な存在であるが、同じ「デーヴァ」は一

般的に「神」を示すために使われるからと言って、3 億

3 千万の神がいるというわけではない。簡単に推論でき

ることだが、これらの存在たちはそれぞれ人間を構成す

る３つのウパーディの中の１つと何らかの親和性があ

る。

１つの有機体は、同じ世界に生きて同じ素材からなっ

ている他の有機体と一種の親和関係を持っている。当然

ながら、人間のアストラル体はエレメンタルたちと親和

性があり、いわばカーラナ・シャリーラ［原因体］はデー

ヴァたちと親和性がある。昔、インド哲学について書い

た人たちは宇宙を３つのローカ（世界）に分けた。第一

世界はブールローカであり、第二世界はブヴァルローカ

で、第三世界はスヴァルローカである。ブールローカは

私たちがよく知っている物質世界である。厳密に言えば、

ブヴァルローカはアストラル界である。ウパニシャッド

では、時にはそれがアンタリークシャと呼ばれる。ここ

でアンタリークシャは「空、空間、大気」という一般的

な意味ではなくて、哲学の専門用語として使われている。

スヴァルローカは一般的にスワルガ・スヴァルガと呼ば

れるものに当たる。そして神智学文献のいうデヴァチャ

ンと同じである。仏教徒が「デヴァチャン」と呼び、ヒ

ンズー教徒が「スワルガ」と呼ぶこの領域にはより高い

種類の「デーヴァ」がいる。

人間の３つのウパーディについてもう一言付け加えた

いと思う。この３つの中にカーラナ・シャリーラは最も

重要である。その中に人間のより高い個性が存在するか

らである。生まれ変わるたびに新しい肉体が生まれてく

るが、この世での生涯が終わると滅びてしまう。アスト

ラル体は、ひとたびカーラナ・シャリーラから離れると、

物質界に生きている間に受けた行動と存在の推進力に動

かされてしばらく存続するかもしれないが、その影響が

それを生み出した源から切り離されるにつれ、その力が

いわば孤立し、遅かれ早かれアストラル体は構成要素に

分解してしまう。一方、カーラナ・シャリーラは、アス

トラル体から独立して存続することができる体あるいは

有機体である。その世界がスートラートマン［糸魂］と

呼ばれる。なぜなら、個人が次々と生まれ変わる間、連

続する人格は糸に通されたビーズのようにスートラート

マンに通される。ここで「人格」とは、持続する自我観

念（persistent sense of self）及び、物質界での生涯そ

れぞれの経験に関係するはっきりした連想のことであ

る。

もちろん、人が経験するありとあらゆる精神状態の連

想と観念が必ずしも「アストラル人間」に伝えられると

は限らないし、ましてカーラナ・シャリーラに伝えられ

ないだろう。肉体人間のすべての経験の中で、アストラ

ル人間及びそれを超えたカーラナ・シャリーラは、その

構成と性質が自分の経験に似ているものだけを同化でき

る。しかも、すべての精神状態が保存されないことは、

道理にかなっている。というのも、精神状態のほとんど

が日常的なことや気晴らしだけに関わりがあり、または

本人の肉体的なニーズだけに関係するので、それを永続

的な保存するによってどんな目的にも叶わないからであ

る。一方、人間の知性の深みに入ること、人間の魂の高

邁な気持ち、高潔な熱望によって持たされた知的な趣味

などはすべてほとんど消すことができないくらいカーラ

ナ・シャリーラに印象付けられる。アストラル体は、人

間のより低い性質の座にすぎない。動物的な欲望と感情、

肉体の欲求に関する月並みの考えなどはアストラル人間

に伝わるだろうが、それよりも高く届くことがない。

カーラナ・シャリーラは真の自我と通用するものであ

る。肉体化身が相次いで展開している間、カーラナ・シャ

リーラは存続し、それぞれの化身を通して経験の蓄えに

何かを加え、その同化の全過程でさらに高等な個性を発

展させる。故に、

カーラナ・シャリーラが人間の自我（エゴ）と呼ばれ、

ある哲学体系において「ジーヴァ」［生命あるもの、魂］

と言われる。

次のこともはっきりと理解して覚えておく必要があ

る。カーラナ・シャリーラは主としてロゴスの光の作用

の結果であり、その光はカーラナ・シャリーラの生命と

エネルギーだけではなくて、私たちがスートラートマン

と呼んでいるムラプラクリティの１つの世界ではその意

識の元でもある。しかも、スートラートマンという世界

はカーラナ・シャリーラの物理的あるいは質料的な基盤

である。

この２つの要素の組み合わせから、そしてカーラナ・

シャリーラの物理的な枠を構成する独特な質料に対す

る、ロゴスが放射する光のエネルギーの作用により、一

種の個性が発展する。

個々のものの存在、すなわち分化した意識の存在は、

進化の機械を始動させる生命の唯一の流れから徐々に現

れる、と私はすでに述べている。まさにこの生命の流れ

はその使命を果たしているうちに漸進的に個々の有機体

を進化させる、ということも指摘している。その上、生

命の流れは私たちが「意識的な生命」と呼ぶものを顕現

させる。それが人間になると、人の意識的な個性は生命

の流れの作用によって明確にかつ完全に定められる。こ

の結果を生み出すために、時間・空間・環境に特有な状

態から生じる幾つかの副次的な力は唯一の生命と協力す

る。一般的にカーラナ・シャリーラと呼ばれるものは、

この結果を生み出すために働いてきた諸力の自然な産物

である。進歩の道で人間の自由意志による行為が含まれ

る意識段階に達すると、その自発的な行為はカーラナ・

シャリーラの個性を守るだけではなく、相次ぐ化身でさ

らなる進歩が達成されるにつれカーラナ・シャリーラを

なお一層明確にし、それによって個性あるモナドとして

のジーヴァの存続を保存する。したがって、ある意味で

カーラナ・シャリーラはカルマの働きの結果であり、い

わばカルマの子供である。それはカルマのおかげで生き

続き、カルマの影響力が拭い取られるならば消えていく

であろう。一方、アストラル体は、肉体の存在が肉体的

な欲求や連想や渇望に関わる限り、大いにその存在の結

果である。だから、普通の状態の下で死後のアストラル

体の存続の長さは、そのような感情と動物的な欲望の強

さ次第であると考えていい。

人間の構成がこのようなものであるとすれば、人間が

どんな規則に支配されているのか、また、進化しつつあ

るすべてのものはどんな目的へと進んでいるか調べてみ

よう。その答えを得た時にのみ、人間の進歩のために特

別な規則を設け、それによって進化の展開の速度を増す

ことができるかを考える立場になる。

普通の人間の死後に次のことが起きる。まず、カーラ

ナ・シャリーラとアストラル体は肉体から離れ、その結

果として肉体は生命力とエネルギーを失う。昨日、３つ

の体とその中で働いている生命エネルギーを説明するた

めに、その生命の作用を次々と３つの物体を照らす太陽

光線の作用に例えた。その比喩で分かるところで、アス

トラル体に、あるいはむしろアストラル体の中に反映す

る光は、カーラナ・シャリーラから発する光である。また、

アストラル体から光はストゥーラ・シャリーラに反映し、

その生命とエネルギーとなり、肉体の中で私たちが経験

する自我感を発達させる。明らかに、カーラナ・シャリー

ラがなくなったらアストラル体は光の反映を受けなくな

る。カーラナ・シャリーラはアストラル体から独立して

存続できるが、アストラル体がカーラナ・シャリーラか

ら離れるなら生き延びられない。同様に、カーラナ・シャ

リーラとアストラル体が取り除かれると、肉体は死んで

しまう。生命の流れが肉体に伝えられる唯一のルートは

アストラル体を通してである。アストラル体から離れた

肉体が分解するとは、それに生命を与えた衝動がなく

なっているからである。カーラナ・シャリーラはデヴァ

チャンという世界にいるので、肉体から離れる時に移れ

る唯一の場所はデヴァチャンすなわちスヴァルガである

が、アストラル体から離れる時に、肉体化身の連続でそ

の人のカルマによって蓄積された衝動の推進力の全てを

持っていく。

それらの衝動はカーラナ・シャリーラの中に存続し、

たぶんデヴァチャンで新しい生き方を楽しむであろう。

その生き方は地上界の人間が知っている人生と全く違う

のだが、この世での意識的な存在が私たちにとって当た

り前なものと思われるように、デヴァチャンにいる者に

とってその生き方がごく自然なものに思われる。諸々の

衝動の中に物質界で顕現を求めるある量のエネルギーが

閉じ込められているので、次の肉体化身を来たす。だか

ら、カーラナ・シャリーラを次々と肉体化身へと導くの

はカルマである。

アストラル体のいわば自然生息地は、ブヴァルローカ

すなわちアストラル界である。それはアストラル界に行

き、アストラル界で留置されている。その性質により物

質界に引きつけられることがないので、アストラル体が

物質界に降りてくることがほとんどない。したがって、

カーラナ・シャリーラが物質界に止まることができない

ように、アストラル体もそうである。カーラナ・シャリー

ラから離れたアストラル体は、生きようとする勢いを無

くしてしまう。そのように生命とエネルギーの源から別

れたアストラル体は、存続させてくれる唯一の生命の元

を奪われる。しかし、アストラル界の質料の構成は物質

界の質料よりもはるかに霊妙なものなので、物質界に伝

えられたエネルギーと比べてアストラル界に伝えられた

エネルギーの方は永く存続する。一度アストラル体から

離れたら、肉体はすぐに死滅するが、アストラル体［と

カーラナ・シャリーラの分離］の場合、完全に分解する

まで幾らかの時間が必要である。なぜなら、すでにアス

トラル体に伝えられたエネルギーはそれを構成する分子

を結合させ続けるからである。アストラル体の死後の存

続の期間はそのエネルギーの強さ次第である。その力が

尽きるまでにアストラル体はまとまりのあるものとして

存続する。アストラル界でのその独立した存在期間の長

さは、生きようとする渇望の強さと満たされていない欲

望の激しさによる。例えば、自殺者など早死にする者は、

物質界で生きている間に全力を出して求めたが満たし切

れなかった強い欲望を抱きながら死んだ場合、そのアス

トラル体はある期間中に生き続き、その目的を果たすた

めに物質界に降りて行こうと必死の努力をすることもあ

る。降霊術などの心霊主義的な現象のほとんどは、その

ようなアストラル体の働き及び、エレメンタリー（悪霊）

やピシャーチャ（食人鬼）と偽るアストラル界で生息す

るエレメンタルたちの技によるものである。

しかし、この話題は、この講演の主題であるバガヴァッ

ドギータの教えとわずかな関係しかないので、これ以上

話す必要がなかろう。次のことだけを付け加えておこう。

つまり、上述したことは一般的に人の死去の際に起こる

ことだが、ある種類のカルマは一般の法則の例外をもた

らす。例えば、エレメンタルを召喚することに一生を捧

げた人の場合、エレメンタルはその人に乗り移りその人

を霊媒にする。人が物質界に生きている間にその過程が

完成されないなら、エレメンタルたちは、死の瞬間にア

ストラル体を入手して吸収する。その場合、アストラル

体はエレメンタルという独立した存在と関係しているの

で、かなり長い期間に存続するだろう。エレメンタルを

崇拝する人が、霊媒（ほとんどの時は無責任の霊媒）に

なるかもしれないし、知性が混乱して品行が悪くなるか

もしれないが、エレメンタルはその人のカーラナ・シャ

リーラを滅ぼすことはできない。とはいえ、エレメンタ

ルの支配下に身を置くことは決して望ましいことではな

い。

しかし、人が行別の種類の崇拝は、はるかに重大な結

果を起こすのである。アストラル体に起こり得ることは、

カーラナ・シャリーラに起こることもある。カーラナ・

シャリーラとスヴァルガのデーヴァたちとの関係は、ア

ストラル体とアストラル界のエレメンタルとの関係に似

ている。デーヴァの世界には色々の存在がおり、その中

に悪いものも良いものもいる。そのような力ある存在た

ちを呼び出したい人はずっとそれに注意を向けるなら、

時が経つにつれそれを身に引きつけるかもしれない。す

ると、引き続きそれらの存在に集中することから生じる

力がある段階を達成すると、アストラル体がエレメンタ

ルに吸収されるように、カーラナ・シャリーラが一人の

デーヴァに吸収されるという可能性が十分ある。この結

果がエレメンタル崇拝の結果よりもはるかに重大なもの

である。なぜなら、その場合、ロゴスに達する見込みが

なくなるからである。

その人の個性の全てがその一つのデーヴァの中に吸収

されているので、デーヴァが存続する間に生き続けるが、

それ以上生きることができない。宇宙のプララヤ［夜］

が来るとデーヴァが溶解するので、その人の個性も溶解

するであろう。その人にとって不死性はないだろう。数

百万年に存続するかもしれないが、永久に生き続けるこ

とに比べてそれは取るに足りない。シネット氏が著した

本の中に「悪の中の不死性」についての話をたぶん皆様

は読まれたことがあろう。それを文字通り受け入れるな

ら、誇大表現である。シネット氏はその表現で次のこと

を言おうとしている。すなわち、左手の道を歩んでいる

人は邪悪な性質のある諸力を呼び出して、自分の個性を

それらの力へと移せば、宇宙の夜が来るまでその力の中

に存続する、ということである。その場合、それは宇宙

の中に強力なものとなり、人類の事情に大いに干渉する。

人間の個性が邪悪な諸力に結びついている結果として、

悪の諸力が真実の諸力よりも人類に対する影響力が強く

なることさえもある。したがって、全ての偉大なる宗教

は次の深遠な真理を教え込んできた。すなわち、利益や

目的達成が一時極めて魅力的に思われても、人間はそれ

を与えると約束する悪の勢力を決して崇拝してはいけな

くて、あらゆる真実で偉大な宗教が受け入れる唯一の真

のロゴスにひたすら注意を集中して崇拝すべきである、

と。ロゴスだけは真の道徳の道に人を安全に導くことが

できる。ロゴスの指導の下で人間は高く、またさらに高

く上昇し、ついに不死の存在として、顕現したイーシュ

ヴァラとして、そして必要があれば未来の世代の正覚の

起源としてロゴスの中に宿ることができる。

この目的へこそ、全体として進化の過程が向かってい

るが、ある個々の場合には過程の速度の増加が可能であ

る。いわば全進化のコースを導き、宇宙・自然をその目

的へと方向づける唯一の大いなる力は、ロゴスの光であ

る。ロゴスはいわば形態（pattern）であり、そこから

発するのはこの命の光である。光は形態を印象つけられ

てこの世に入り、進化の周期の全体を通ってからその出

発点であるロゴスに戻ろうとする。光の作用を受けその

媒体である有機体の絶え間ない改良によって進化の発展

が行われている。光そのものは、改良される必要がない。

改良されるのはロゴスではなく、その光でもなく、光の

媒体であるウパーディすなわち物理的な枠である。前述

の通り、ロゴスの現れる明快さ輝かしさの度合いは主に

ウパーディの清浄さと性質によるのである。時が経つに

つれ、諸々のウパーディが改良されている間中に霊的・

アストラル的・物質的という世界で働く人間の知性がま

すます完璧無欠の状態に近づいていく。ついに、自分の

ロゴスを認識するために最終的な努力をすることができ

る地点に到達して、不死性よりも地獄落ちの方を好んで

強情に目を瞑って見ようとしないことがない限り、我が

ロゴスだと認めることができよう。自然界は、まさにこ

の目的地へと進んでいく。

私は一般的な進歩を邪魔するかもしれないいくつかの

状態に触れながら、進歩を早めることのできる様々な原

因も述べた。人間が考え出したありとあらゆるイニシ

エーションは、ロゴスについてのはっきりした概念を伝

え、目標を示し、全自然界が達成しようと絶え間無く働

いている目的へとより早く近づくのに役にたつ規則を定

めるために設立されている。

これらの前提からクリシュナは出発する。はっきりし

た主張という形を取ろうが、引き出さざるを得ない含意

として伝えられようが、これらの命題は全てギーターの

中にある。そしてクリシュナは、これらの基本的な命題

に基づいて実践的な人生論を築き上げる。

この理論を立てるには、私はバガヴァッドギーターの

個々の節に触れてこなかった。この理論の命題がギー

ターの中ではっきり述べられている箇所や、その意味が

含まれている他の箇所などをいつも引用したなら、私は

ただ混乱を引き起こしたにすぎなかったであろう。故に、

首尾一貫した全体を伝えるために、まず理論を私自身の

言葉で言った方がいいかと思った。インドの全ての宗教

の全ての信者は、必ずしもクリシュナが上記の命題から

始まったということを認めるとは限らない。その理論は

多くの思想家によって誤解されており、そして時が経つ

につれサーンキヤ派の憶測によりインド哲学の発展に重

大な影響力を及ぼした誤解の元が生じた。しかし、先に

言われたことの中に真のヴェーダンタ哲学の基礎が含ま

れていることには疑う余地がいささかもないと私は確信

している。時間の制限があるから理論を裏付ける権威あ

る典拠を引用することが必要と思わなかった。もし引用

しようとしたなら、ギーターの哲学を解説することは３

日ではなくて３年間かかったであろう。上述の命題を調

べながら、それがヒンズー教だけではなく、仏教、古代

エジプトとカルデアの哲学、薔薇十字の理論、及びいわ

ゆる有志時代よりもはるかに古い時代以来の、わずかで

もオカルティズムと関係のあるほとんどの体系の基礎を

どの程度なしているかを各自に確認してもらいたいと思

う。



講釈Ⅱ

前回の講義で私は宇宙進化の初期の展開を辿ろうとし

て、無限の宇宙の中に作用する４つの主要な原理をある

程度はっきり示そうとした。その他に、私は顕現した太

陽系すべての基盤をなすように思える４つの原理を述

べ、人間の構成要素とした４つの原理の本質を定義した。

これらの原理がはっきり理解されると、ヴェーダンタの

教えの全ては解明できるようになるので、皆様が前回の

解説を心に留めておくことをお願いしたいと思う。その

上、これらの原理の本質に関して誤解があるから、諸国

の宗教哲学がたいへん混乱に陥っている。その結果、諸

原理が正しく理解されたら決して現れてこない結論が間

違った仮定から引き出されている。

私の立場を明らかにするために、これらの原理につい

て少し付け加えたいことがある。前回の内容を思い起こ

したら、私は太陽系そのものを４つの主要な原理に分け

たことを覚えるであろう。 私は、「ターラカ・ヨーガ」

と呼んでもいいものについての論文の用語を使って四大

原理に名前をつけた。「ターラカ」の「ターラ」は「プ

ラナヴァ」であり、しかも顕現した人間の象徴である。

４つのマートラー［アウムの構成要素］からアルダマー

トラーを除くと、残りの３つのマートラーは太陽系に置

ける元のムラプラクリティの３つの原理、３つの顕現を

象徴する。正しく名付けられた「サーンキヤ・ヨーガ」

は主に、この３つの原理及びそこから発生した全ての物

質的有機体の進化を扱う。「物質的」というと、物質界

とアストラル界の有機体だけではなくて、アストラル界

よりも高い世界の有機体も示している。たとえその構成

物質は普通の「客観的な」世界のよく知られている物質

とは違っていても、私の意見ではその世界の多くのもの

は「物質的」である。厳密に言えば、この権限した太陽

系の全体は物理的研究の対象になり得るのである。これ

まで私たちは外的宇宙の表面しか調べていない。つまり、

物理科学はそこにしか到達していないということであ

る。しかし、物理化学はいずれ、表面的現象の土台とな

る深い基礎の奥まで入り込むに違いないと私は確信して

いる。その深い層はヴェーダンタ派の著者たちが「スー

トラートマ」に相応する。ムラプラクリティの３つの構

成要素から各種の物理現象の展開をたどることは、サー

ンキヤ哲学の仕事である。とは言え、現在ではサーンキ

ヤ哲学と思われるものが様々な現象の起源を探し求める

方法を私は決して承認しない。むしろ、クルックス博士

［1832-1919 のイギリス人の化学者・物理学者、神智学

協会の会員］のように西洋で物理学を調べている方が、

15

一般的に知られている現存のサーンキヤ哲学体系の内容

よりも正しい結果を得るだろうと思う理由は十分ある。

もちろん、オカルト科学には各種の有機体の起源を説明

するはっきりした理論があるが、あまり表に出されるも

のではなく、それを詳述してもギーターの解説のために

はならないのであろう。今の所、サーンキヤ哲学の範囲

は何であり、また物理化学の視野に何が入ってくるかと

いうことに注意すれば十分である。

アストラル界に生きている存在達がどんなものなのか

私たちは全く見当がつかないし、ましてアストラル界よ

りも先の世界に生きている存在たちのことがわからな

い。現代人の心にとって、普通に経験するこの物質界以

外のものは全て空白である。しかしオカルト科学は、様々

なより精妙な存在界について組織的なことをはっきり述

べており、いわゆる降霊術の会に出てくる心霊現象につ

いて考えると、アストラル界の存在たちがどんなものか

をある程度理解できる。

ほとんどのプラーナ典にはスヴァルガ［天界、デヴァ

チャン］にいるデーヴァ［神々］が出てくるが、実は「神」

と呼ばれる存在は全てスヴァルガにいるとは限らない。

疑いもなく、ヴァス神群、ルドラ神群［マルト神群］とアー

ディティヤ神群、その他の群は紛れもない神だが、一方、

ヤクシャ（夜叉）、ガンダルヴァ（乾闥婆・ケンダツバ）、

キンナラ（緊那羅）など他のガナ（群）は、アストラル

光の世界に生きている存在たちに含まれなければならな

い。

ヴァスの８神は：水（ヴァルナ、アーパス）、諸星・

北極星（ナクストラニ、ドルヴァ）、月（チャンドラマス、

ソーマ）、大地（プリトヴィ、ダラー）、風（ヴァーユ、

アニラ）、火（アグニ、アナラ）、空・暁（ディアウス、

プラバーサ）、日・光（スーリヤ、プラティユーシャ）

アーディティヤ神群（リグ・ヴェーダで）：ヴァルナ、

ミトラ、アリヤマン（款待）、バガ（分配、幸運）、アンサ（配

当）、ダクシャ（意思）、インドラ（帝釈天）、スーリヤ（マー

ルタンダ、太陽）

神智学の文献ではアストラル界に生息するこのような

存在たちが「エレメンタル」という総称で呼ばれる。し

かし、正しく「エレメンタル」と呼ばれるものの他に、

厳密に「デーヴァ」と呼ばれるべきさらに高いレベルの

存在たちもいる。デーヴァという語は「神」を意味し、

ヒンズー教には 3 億 3 千万のデーヴァがいるからと言っ

て 3 億 3 千万の神々が崇拝されると思うのは間違いであ

る。ヨーロッパ人はよくこの重大な過ちを犯す。デーヴァ

は一種の精神的な存在であるが、同じ「デーヴァ」は一

般的に「神」を示すために使われるからと言って、3 億

3 千万の神がいるというわけではない。簡単に推論でき

ることだが、これらの存在たちはそれぞれ人間を構成す

る３つのウパーディの中の１つと何らかの親和性があ

る。

１つの有機体は、同じ世界に生きて同じ素材からなっ

ている他の有機体と一種の親和関係を持っている。当然

ながら、人間のアストラル体はエレメンタルたちと親和

性があり、いわばカーラナ・シャリーラ［原因体］はデー

ヴァたちと親和性がある。昔、インド哲学について書い

た人たちは宇宙を３つのローカ（世界）に分けた。第一

世界はブールローカであり、第二世界はブヴァルローカ

で、第三世界はスヴァルローカである。ブールローカは

私たちがよく知っている物質世界である。厳密に言えば、

ブヴァルローカはアストラル界である。ウパニシャッド

では、時にはそれがアンタリークシャと呼ばれる。ここ

でアンタリークシャは「空、空間、大気」という一般的

な意味ではなくて、哲学の専門用語として使われている。

スヴァルローカは一般的にスワルガ・スヴァルガと呼ば

れるものに当たる。そして神智学文献のいうデヴァチャ

ンと同じである。仏教徒が「デヴァチャン」と呼び、ヒ

ンズー教徒が「スワルガ」と呼ぶこの領域にはより高い

種類の「デーヴァ」がいる。

人間の３つのウパーディについてもう一言付け加えた

いと思う。この３つの中にカーラナ・シャリーラは最も

重要である。その中に人間のより高い個性が存在するか

らである。生まれ変わるたびに新しい肉体が生まれてく

るが、この世での生涯が終わると滅びてしまう。アスト

ラル体は、ひとたびカーラナ・シャリーラから離れると、

物質界に生きている間に受けた行動と存在の推進力に動

かされてしばらく存続するかもしれないが、その影響が

それを生み出した源から切り離されるにつれ、その力が

いわば孤立し、遅かれ早かれアストラル体は構成要素に

分解してしまう。一方、カーラナ・シャリーラは、アス

トラル体から独立して存続することができる体あるいは

有機体である。その世界がスートラートマン［糸魂］と

呼ばれる。なぜなら、個人が次々と生まれ変わる間、連

続する人格は糸に通されたビーズのようにスートラート

マンに通される。ここで「人格」とは、持続する自我観

念（persistent sense of self）及び、物質界での生涯そ

れぞれの経験に関係するはっきりした連想のことであ

る。

もちろん、人が経験するありとあらゆる精神状態の連

想と観念が必ずしも「アストラル人間」に伝えられると

は限らないし、ましてカーラナ・シャリーラに伝えられ

ないだろう。肉体人間のすべての経験の中で、アストラ

ル人間及びそれを超えたカーラナ・シャリーラは、その

構成と性質が自分の経験に似ているものだけを同化でき

る。しかも、すべての精神状態が保存されないことは、

道理にかなっている。というのも、精神状態のほとんど

が日常的なことや気晴らしだけに関わりがあり、または

本人の肉体的なニーズだけに関係するので、それを永続

的な保存するによってどんな目的にも叶わないからであ

る。一方、人間の知性の深みに入ること、人間の魂の高

邁な気持ち、高潔な熱望によって持たされた知的な趣味

などはすべてほとんど消すことができないくらいカーラ

ナ・シャリーラに印象付けられる。アストラル体は、人

間のより低い性質の座にすぎない。動物的な欲望と感情、

肉体の欲求に関する月並みの考えなどはアストラル人間

に伝わるだろうが、それよりも高く届くことがない。

カーラナ・シャリーラは真の自我と通用するものであ

る。肉体化身が相次いで展開している間、カーラナ・シャ

リーラは存続し、それぞれの化身を通して経験の蓄えに

何かを加え、その同化の全過程でさらに高等な個性を発

展させる。故に、

カーラナ・シャリーラが人間の自我（エゴ）と呼ばれ、

ある哲学体系において「ジーヴァ」［生命あるもの、魂］

と言われる。

次のこともはっきりと理解して覚えておく必要があ

る。カーラナ・シャリーラは主としてロゴスの光の作用

の結果であり、その光はカーラナ・シャリーラの生命と

エネルギーだけではなくて、私たちがスートラートマン

と呼んでいるムラプラクリティの１つの世界ではその意

識の元でもある。しかも、スートラートマンという世界

はカーラナ・シャリーラの物理的あるいは質料的な基盤

である。

この２つの要素の組み合わせから、そしてカーラナ・

シャリーラの物理的な枠を構成する独特な質料に対す

る、ロゴスが放射する光のエネルギーの作用により、一

種の個性が発展する。

個々のものの存在、すなわち分化した意識の存在は、

進化の機械を始動させる生命の唯一の流れから徐々に現

れる、と私はすでに述べている。まさにこの生命の流れ

はその使命を果たしているうちに漸進的に個々の有機体

を進化させる、ということも指摘している。その上、生

命の流れは私たちが「意識的な生命」と呼ぶものを顕現

させる。それが人間になると、人の意識的な個性は生命

の流れの作用によって明確にかつ完全に定められる。こ

の結果を生み出すために、時間・空間・環境に特有な状

態から生じる幾つかの副次的な力は唯一の生命と協力す

る。一般的にカーラナ・シャリーラと呼ばれるものは、

この結果を生み出すために働いてきた諸力の自然な産物

である。進歩の道で人間の自由意志による行為が含まれ

る意識段階に達すると、その自発的な行為はカーラナ・

シャリーラの個性を守るだけではなく、相次ぐ化身でさ

らなる進歩が達成されるにつれカーラナ・シャリーラを

なお一層明確にし、それによって個性あるモナドとして

のジーヴァの存続を保存する。したがって、ある意味で

カーラナ・シャリーラはカルマの働きの結果であり、い

わばカルマの子供である。それはカルマのおかげで生き

続き、カルマの影響力が拭い取られるならば消えていく

であろう。一方、アストラル体は、肉体の存在が肉体的

な欲求や連想や渇望に関わる限り、大いにその存在の結

果である。だから、普通の状態の下で死後のアストラル

体の存続の長さは、そのような感情と動物的な欲望の強

さ次第であると考えていい。

人間の構成がこのようなものであるとすれば、人間が

どんな規則に支配されているのか、また、進化しつつあ

るすべてのものはどんな目的へと進んでいるか調べてみ

よう。その答えを得た時にのみ、人間の進歩のために特

別な規則を設け、それによって進化の展開の速度を増す

ことができるかを考える立場になる。

普通の人間の死後に次のことが起きる。まず、カーラ

ナ・シャリーラとアストラル体は肉体から離れ、その結

果として肉体は生命力とエネルギーを失う。昨日、３つ

の体とその中で働いている生命エネルギーを説明するた

めに、その生命の作用を次々と３つの物体を照らす太陽

光線の作用に例えた。その比喩で分かるところで、アス

トラル体に、あるいはむしろアストラル体の中に反映す

る光は、カーラナ・シャリーラから発する光である。また、

アストラル体から光はストゥーラ・シャリーラに反映し、

その生命とエネルギーとなり、肉体の中で私たちが経験

する自我感を発達させる。明らかに、カーラナ・シャリー

ラがなくなったらアストラル体は光の反映を受けなくな

る。カーラナ・シャリーラはアストラル体から独立して

存続できるが、アストラル体がカーラナ・シャリーラか

ら離れるなら生き延びられない。同様に、カーラナ・シャ

リーラとアストラル体が取り除かれると、肉体は死んで

しまう。生命の流れが肉体に伝えられる唯一のルートは

アストラル体を通してである。アストラル体から離れた

肉体が分解するとは、それに生命を与えた衝動がなく

なっているからである。カーラナ・シャリーラはデヴァ

チャンという世界にいるので、肉体から離れる時に移れ

る唯一の場所はデヴァチャンすなわちスヴァルガである

が、アストラル体から離れる時に、肉体化身の連続でそ

の人のカルマによって蓄積された衝動の推進力の全てを

持っていく。

それらの衝動はカーラナ・シャリーラの中に存続し、

たぶんデヴァチャンで新しい生き方を楽しむであろう。

その生き方は地上界の人間が知っている人生と全く違う

のだが、この世での意識的な存在が私たちにとって当た

り前なものと思われるように、デヴァチャンにいる者に

とってその生き方がごく自然なものに思われる。諸々の

衝動の中に物質界で顕現を求めるある量のエネルギーが

閉じ込められているので、次の肉体化身を来たす。だか

ら、カーラナ・シャリーラを次々と肉体化身へと導くの

はカルマである。

アストラル体のいわば自然生息地は、ブヴァルローカ

すなわちアストラル界である。それはアストラル界に行

き、アストラル界で留置されている。その性質により物

質界に引きつけられることがないので、アストラル体が

物質界に降りてくることがほとんどない。したがって、

カーラナ・シャリーラが物質界に止まることができない

ように、アストラル体もそうである。カーラナ・シャリー

ラから離れたアストラル体は、生きようとする勢いを無

くしてしまう。そのように生命とエネルギーの源から別

れたアストラル体は、存続させてくれる唯一の生命の元

を奪われる。しかし、アストラル界の質料の構成は物質

界の質料よりもはるかに霊妙なものなので、物質界に伝

えられたエネルギーと比べてアストラル界に伝えられた

エネルギーの方は永く存続する。一度アストラル体から

離れたら、肉体はすぐに死滅するが、アストラル体［と

カーラナ・シャリーラの分離］の場合、完全に分解する

まで幾らかの時間が必要である。なぜなら、すでにアス

トラル体に伝えられたエネルギーはそれを構成する分子

を結合させ続けるからである。アストラル体の死後の存

続の期間はそのエネルギーの強さ次第である。その力が

尽きるまでにアストラル体はまとまりのあるものとして

存続する。アストラル界でのその独立した存在期間の長

さは、生きようとする渇望の強さと満たされていない欲

望の激しさによる。例えば、自殺者など早死にする者は、

物質界で生きている間に全力を出して求めたが満たし切

れなかった強い欲望を抱きながら死んだ場合、そのアス

トラル体はある期間中に生き続き、その目的を果たすた

めに物質界に降りて行こうと必死の努力をすることもあ

る。降霊術などの心霊主義的な現象のほとんどは、その

ようなアストラル体の働き及び、エレメンタリー（悪霊）

やピシャーチャ（食人鬼）と偽るアストラル界で生息す

るエレメンタルたちの技によるものである。

しかし、この話題は、この講演の主題であるバガヴァッ

ドギータの教えとわずかな関係しかないので、これ以上

話す必要がなかろう。次のことだけを付け加えておこう。

つまり、上述したことは一般的に人の死去の際に起こる

ことだが、ある種類のカルマは一般の法則の例外をもた

らす。例えば、エレメンタルを召喚することに一生を捧

げた人の場合、エレメンタルはその人に乗り移りその人

を霊媒にする。人が物質界に生きている間にその過程が

完成されないなら、エレメンタルたちは、死の瞬間にア

ストラル体を入手して吸収する。その場合、アストラル

体はエレメンタルという独立した存在と関係しているの

で、かなり長い期間に存続するだろう。エレメンタルを

崇拝する人が、霊媒（ほとんどの時は無責任の霊媒）に

なるかもしれないし、知性が混乱して品行が悪くなるか

もしれないが、エレメンタルはその人のカーラナ・シャ

リーラを滅ぼすことはできない。とはいえ、エレメンタ

ルの支配下に身を置くことは決して望ましいことではな

い。

しかし、人が行別の種類の崇拝は、はるかに重大な結

果を起こすのである。アストラル体に起こり得ることは、

カーラナ・シャリーラに起こることもある。カーラナ・

シャリーラとスヴァルガのデーヴァたちとの関係は、ア

ストラル体とアストラル界のエレメンタルとの関係に似

ている。デーヴァの世界には色々の存在がおり、その中

に悪いものも良いものもいる。そのような力ある存在た

ちを呼び出したい人はずっとそれに注意を向けるなら、

時が経つにつれそれを身に引きつけるかもしれない。す

ると、引き続きそれらの存在に集中することから生じる

力がある段階を達成すると、アストラル体がエレメンタ

ルに吸収されるように、カーラナ・シャリーラが一人の

デーヴァに吸収されるという可能性が十分ある。この結

果がエレメンタル崇拝の結果よりもはるかに重大なもの

である。なぜなら、その場合、ロゴスに達する見込みが

なくなるからである。

その人の個性の全てがその一つのデーヴァの中に吸収

されているので、デーヴァが存続する間に生き続けるが、

それ以上生きることができない。宇宙のプララヤ［夜］

が来るとデーヴァが溶解するので、その人の個性も溶解

するであろう。その人にとって不死性はないだろう。数

百万年に存続するかもしれないが、永久に生き続けるこ

とに比べてそれは取るに足りない。シネット氏が著した

本の中に「悪の中の不死性」についての話をたぶん皆様

は読まれたことがあろう。それを文字通り受け入れるな

ら、誇大表現である。シネット氏はその表現で次のこと

を言おうとしている。すなわち、左手の道を歩んでいる

人は邪悪な性質のある諸力を呼び出して、自分の個性を

それらの力へと移せば、宇宙の夜が来るまでその力の中

に存続する、ということである。その場合、それは宇宙

の中に強力なものとなり、人類の事情に大いに干渉する。

人間の個性が邪悪な諸力に結びついている結果として、

悪の諸力が真実の諸力よりも人類に対する影響力が強く

なることさえもある。したがって、全ての偉大なる宗教

は次の深遠な真理を教え込んできた。すなわち、利益や

目的達成が一時極めて魅力的に思われても、人間はそれ

を与えると約束する悪の勢力を決して崇拝してはいけな

くて、あらゆる真実で偉大な宗教が受け入れる唯一の真

のロゴスにひたすら注意を集中して崇拝すべきである、

と。ロゴスだけは真の道徳の道に人を安全に導くことが

できる。ロゴスの指導の下で人間は高く、またさらに高

く上昇し、ついに不死の存在として、顕現したイーシュ

ヴァラとして、そして必要があれば未来の世代の正覚の

起源としてロゴスの中に宿ることができる。

この目的へこそ、全体として進化の過程が向かってい

るが、ある個々の場合には過程の速度の増加が可能であ

る。いわば全進化のコースを導き、宇宙・自然をその目

的へと方向づける唯一の大いなる力は、ロゴスの光であ

る。ロゴスはいわば形態（pattern）であり、そこから

発するのはこの命の光である。光は形態を印象つけられ

てこの世に入り、進化の周期の全体を通ってからその出

発点であるロゴスに戻ろうとする。光の作用を受けその

媒体である有機体の絶え間ない改良によって進化の発展

が行われている。光そのものは、改良される必要がない。

改良されるのはロゴスではなく、その光でもなく、光の

媒体であるウパーディすなわち物理的な枠である。前述

の通り、ロゴスの現れる明快さ輝かしさの度合いは主に

ウパーディの清浄さと性質によるのである。時が経つに

つれ、諸々のウパーディが改良されている間中に霊的・

アストラル的・物質的という世界で働く人間の知性がま

すます完璧無欠の状態に近づいていく。ついに、自分の

ロゴスを認識するために最終的な努力をすることができ

る地点に到達して、不死性よりも地獄落ちの方を好んで

強情に目を瞑って見ようとしないことがない限り、我が

ロゴスだと認めることができよう。自然界は、まさにこ

の目的地へと進んでいく。

私は一般的な進歩を邪魔するかもしれないいくつかの

状態に触れながら、進歩を早めることのできる様々な原

因も述べた。人間が考え出したありとあらゆるイニシ

エーションは、ロゴスについてのはっきりした概念を伝

え、目標を示し、全自然界が達成しようと絶え間無く働

いている目的へとより早く近づくのに役にたつ規則を定

めるために設立されている。

これらの前提からクリシュナは出発する。はっきりし

た主張という形を取ろうが、引き出さざるを得ない含意

として伝えられようが、これらの命題は全てギーターの

中にある。そしてクリシュナは、これらの基本的な命題

に基づいて実践的な人生論を築き上げる。

この理論を立てるには、私はバガヴァッドギーターの

個々の節に触れてこなかった。この理論の命題がギー

ターの中ではっきり述べられている箇所や、その意味が

含まれている他の箇所などをいつも引用したなら、私は

ただ混乱を引き起こしたにすぎなかったであろう。故に、

首尾一貫した全体を伝えるために、まず理論を私自身の

言葉で言った方がいいかと思った。インドの全ての宗教

の全ての信者は、必ずしもクリシュナが上記の命題から

始まったということを認めるとは限らない。その理論は

多くの思想家によって誤解されており、そして時が経つ

につれサーンキヤ派の憶測によりインド哲学の発展に重

大な影響力を及ぼした誤解の元が生じた。しかし、先に

言われたことの中に真のヴェーダンタ哲学の基礎が含ま

れていることには疑う余地がいささかもないと私は確信

している。時間の制限があるから理論を裏付ける権威あ

る典拠を引用することが必要と思わなかった。もし引用

しようとしたなら、ギーターの哲学を解説することは３

日ではなくて３年間かかったであろう。上述の命題を調

べながら、それがヒンズー教だけではなく、仏教、古代

エジプトとカルデアの哲学、薔薇十字の理論、及びいわ

ゆる有志時代よりもはるかに古い時代以来の、わずかで

もオカルティズムと関係のあるほとんどの体系の基礎を

どの程度なしているかを各自に確認してもらいたいと思

う。



講釈Ⅱ

前回の講義で私は宇宙進化の初期の展開を辿ろうとし

て、無限の宇宙の中に作用する４つの主要な原理をある

程度はっきり示そうとした。その他に、私は顕現した太

陽系すべての基盤をなすように思える４つの原理を述

べ、人間の構成要素とした４つの原理の本質を定義した。

これらの原理がはっきり理解されると、ヴェーダンタの

教えの全ては解明できるようになるので、皆様が前回の

解説を心に留めておくことをお願いしたいと思う。その

上、これらの原理の本質に関して誤解があるから、諸国

の宗教哲学がたいへん混乱に陥っている。その結果、諸

原理が正しく理解されたら決して現れてこない結論が間

違った仮定から引き出されている。

私の立場を明らかにするために、これらの原理につい

て少し付け加えたいことがある。前回の内容を思い起こ

したら、私は太陽系そのものを４つの主要な原理に分け

たことを覚えるであろう。 私は、「ターラカ・ヨーガ」

と呼んでもいいものについての論文の用語を使って四大

原理に名前をつけた。「ターラカ」の「ターラ」は「プ

ラナヴァ」であり、しかも顕現した人間の象徴である。

４つのマートラー［アウムの構成要素］からアルダマー

トラーを除くと、残りの３つのマートラーは太陽系に置

ける元のムラプラクリティの３つの原理、３つの顕現を

象徴する。正しく名付けられた「サーンキヤ・ヨーガ」

は主に、この３つの原理及びそこから発生した全ての物

質的有機体の進化を扱う。「物質的」というと、物質界

とアストラル界の有機体だけではなくて、アストラル界

よりも高い世界の有機体も示している。たとえその構成

物質は普通の「客観的な」世界のよく知られている物質

とは違っていても、私の意見ではその世界の多くのもの

は「物質的」である。厳密に言えば、この権限した太陽

系の全体は物理的研究の対象になり得るのである。これ

まで私たちは外的宇宙の表面しか調べていない。つまり、

物理科学はそこにしか到達していないということであ

る。しかし、物理化学はいずれ、表面的現象の土台とな

る深い基礎の奥まで入り込むに違いないと私は確信して

いる。その深い層はヴェーダンタ派の著者たちが「スー

トラートマ」に相応する。ムラプラクリティの３つの構

成要素から各種の物理現象の展開をたどることは、サー

ンキヤ哲学の仕事である。とは言え、現在ではサーンキ

ヤ哲学と思われるものが様々な現象の起源を探し求める

方法を私は決して承認しない。むしろ、クルックス博士

［1832-1919 のイギリス人の化学者・物理学者、神智学

協会の会員］のように西洋で物理学を調べている方が、

一般的に知られている現存のサーンキヤ哲学体系の内容

よりも正しい結果を得るだろうと思う理由は十分ある。

もちろん、オカルト科学には各種の有機体の起源を説明

するはっきりした理論があるが、あまり表に出されるも

のではなく、それを詳述してもギーターの解説のために

はならないのであろう。今の所、サーンキヤ哲学の範囲

は何であり、また物理化学の視野に何が入ってくるかと

いうことに注意すれば十分である。

アストラル界に生きている存在達がどんなものなのか

私たちは全く見当がつかないし、ましてアストラル界よ

りも先の世界に生きている存在たちのことがわからな

い。現代人の心にとって、普通に経験するこの物質界以

外のものは全て空白である。しかしオカルト科学は、様々

なより精妙な存在界について組織的なことをはっきり述

べており、いわゆる降霊術の会に出てくる心霊現象につ

いて考えると、アストラル界の存在たちがどんなものか

をある程度理解できる。

ほとんどのプラーナ典にはスヴァルガ［天界、デヴァ

チャン］にいるデーヴァ［神々］が出てくるが、実は「神」

と呼ばれる存在は全てスヴァルガにいるとは限らない。

疑いもなく、ヴァス神群、ルドラ神群［マルト神群］とアー

ディティヤ神群、その他の群は紛れもない神だが、一方、

ヤクシャ（夜叉）、ガンダルヴァ（乾闥婆・ケンダツバ）、

キンナラ（緊那羅）など他のガナ（群）は、アストラル

光の世界に生きている存在たちに含まれなければならな

い。

ヴァスの８神は：水（ヴァルナ、アーパス）、諸星・

北極星（ナクストラニ、ドルヴァ）、月（チャンドラマス、

ソーマ）、大地（プリトヴィ、ダラー）、風（ヴァーユ、

アニラ）、火（アグニ、アナラ）、空・暁（ディアウス、

プラバーサ）、日・光（スーリヤ、プラティユーシャ）

アーディティヤ神群（リグ・ヴェーダで）：ヴァルナ、

ミトラ、アリヤマン（款待）、バガ（分配、幸運）、アンサ（配

当）、ダクシャ（意思）、インドラ（帝釈天）、スーリヤ（マー

ルタンダ、太陽）

神智学の文献ではアストラル界に生息するこのような

存在たちが「エレメンタル」という総称で呼ばれる。し

かし、正しく「エレメンタル」と呼ばれるものの他に、

厳密に「デーヴァ」と呼ばれるべきさらに高いレベルの

存在たちもいる。デーヴァという語は「神」を意味し、

ヒンズー教には 3 億 3 千万のデーヴァがいるからと言っ

て 3 億 3 千万の神々が崇拝されると思うのは間違いであ

る。ヨーロッパ人はよくこの重大な過ちを犯す。デーヴァ

は一種の精神的な存在であるが、同じ「デーヴァ」は一

般的に「神」を示すために使われるからと言って、3 億

3 千万の神がいるというわけではない。簡単に推論でき

ることだが、これらの存在たちはそれぞれ人間を構成す

る３つのウパーディの中の１つと何らかの親和性があ

る。

１つの有機体は、同じ世界に生きて同じ素材からなっ

ている他の有機体と一種の親和関係を持っている。当然

ながら、人間のアストラル体はエレメンタルたちと親和

性があり、いわばカーラナ・シャリーラ［原因体］はデー

ヴァたちと親和性がある。昔、インド哲学について書い

た人たちは宇宙を３つのローカ（世界）に分けた。第一

世界はブールローカであり、第二世界はブヴァルローカ

で、第三世界はスヴァルローカである。ブールローカは

私たちがよく知っている物質世界である。厳密に言えば、

ブヴァルローカはアストラル界である。ウパニシャッド

では、時にはそれがアンタリークシャと呼ばれる。ここ

でアンタリークシャは「空、空間、大気」という一般的

な意味ではなくて、哲学の専門用語として使われている。

スヴァルローカは一般的にスワルガ・スヴァルガと呼ば

れるものに当たる。そして神智学文献のいうデヴァチャ

ンと同じである。仏教徒が「デヴァチャン」と呼び、ヒ

ンズー教徒が「スワルガ」と呼ぶこの領域にはより高い

種類の「デーヴァ」がいる。

人間の３つのウパーディについてもう一言付け加えた

いと思う。この３つの中にカーラナ・シャリーラは最も

重要である。その中に人間のより高い個性が存在するか

らである。生まれ変わるたびに新しい肉体が生まれてく

るが、この世での生涯が終わると滅びてしまう。アスト

ラル体は、ひとたびカーラナ・シャリーラから離れると、

物質界に生きている間に受けた行動と存在の推進力に動

かされてしばらく存続するかもしれないが、その影響が

それを生み出した源から切り離されるにつれ、その力が

いわば孤立し、遅かれ早かれアストラル体は構成要素に

分解してしまう。一方、カーラナ・シャリーラは、アス

トラル体から独立して存続することができる体あるいは

有機体である。その世界がスートラートマン［糸魂］と

呼ばれる。なぜなら、個人が次々と生まれ変わる間、連

続する人格は糸に通されたビーズのようにスートラート

マンに通される。ここで「人格」とは、持続する自我観

念（persistent sense of self）及び、物質界での生涯そ

れぞれの経験に関係するはっきりした連想のことであ

る。

もちろん、人が経験するありとあらゆる精神状態の連

想と観念が必ずしも「アストラル人間」に伝えられると

は限らないし、ましてカーラナ・シャリーラに伝えられ

ないだろう。肉体人間のすべての経験の中で、アストラ

ル人間及びそれを超えたカーラナ・シャリーラは、その

構成と性質が自分の経験に似ているものだけを同化でき

る。しかも、すべての精神状態が保存されないことは、

道理にかなっている。というのも、精神状態のほとんど

が日常的なことや気晴らしだけに関わりがあり、または

本人の肉体的なニーズだけに関係するので、それを永続

的な保存するによってどんな目的にも叶わないからであ

る。一方、人間の知性の深みに入ること、人間の魂の高

邁な気持ち、高潔な熱望によって持たされた知的な趣味

などはすべてほとんど消すことができないくらいカーラ

ナ・シャリーラに印象付けられる。アストラル体は、人

間のより低い性質の座にすぎない。動物的な欲望と感情、

肉体の欲求に関する月並みの考えなどはアストラル人間

に伝わるだろうが、それよりも高く届くことがない。

カーラナ・シャリーラは真の自我と通用するものであ

る。肉体化身が相次いで展開している間、カーラナ・シャ

リーラは存続し、それぞれの化身を通して経験の蓄えに

何かを加え、その同化の全過程でさらに高等な個性を発

展させる。故に、

カーラナ・シャリーラが人間の自我（エゴ）と呼ばれ、

ある哲学体系において「ジーヴァ」［生命あるもの、魂］

と言われる。

次のこともはっきりと理解して覚えておく必要があ

る。カーラナ・シャリーラは主としてロゴスの光の作用

の結果であり、その光はカーラナ・シャリーラの生命と

エネルギーだけではなくて、私たちがスートラートマン

と呼んでいるムラプラクリティの１つの世界ではその意

識の元でもある。しかも、スートラートマンという世界

はカーラナ・シャリーラの物理的あるいは質料的な基盤

である。

この２つの要素の組み合わせから、そしてカーラナ・

シャリーラの物理的な枠を構成する独特な質料に対す

る、ロゴスが放射する光のエネルギーの作用により、一

種の個性が発展する。

個々のものの存在、すなわち分化した意識の存在は、

進化の機械を始動させる生命の唯一の流れから徐々に現

れる、と私はすでに述べている。まさにこの生命の流れ

はその使命を果たしているうちに漸進的に個々の有機体

を進化させる、ということも指摘している。その上、生

命の流れは私たちが「意識的な生命」と呼ぶものを顕現

させる。それが人間になると、人の意識的な個性は生命

の流れの作用によって明確にかつ完全に定められる。こ

の結果を生み出すために、時間・空間・環境に特有な状

態から生じる幾つかの副次的な力は唯一の生命と協力す

る。一般的にカーラナ・シャリーラと呼ばれるものは、

この結果を生み出すために働いてきた諸力の自然な産物

である。進歩の道で人間の自由意志による行為が含まれ

る意識段階に達すると、その自発的な行為はカーラナ・

シャリーラの個性を守るだけではなく、相次ぐ化身でさ

らなる進歩が達成されるにつれカーラナ・シャリーラを

なお一層明確にし、それによって個性あるモナドとして

のジーヴァの存続を保存する。したがって、ある意味で

カーラナ・シャリーラはカルマの働きの結果であり、い

わばカルマの子供である。それはカルマのおかげで生き

続き、カルマの影響力が拭い取られるならば消えていく

であろう。一方、アストラル体は、肉体の存在が肉体的

な欲求や連想や渇望に関わる限り、大いにその存在の結

果である。だから、普通の状態の下で死後のアストラル

体の存続の長さは、そのような感情と動物的な欲望の強

さ次第であると考えていい。

人間の構成がこのようなものであるとすれば、人間が

どんな規則に支配されているのか、また、進化しつつあ

るすべてのものはどんな目的へと進んでいるか調べてみ

よう。その答えを得た時にのみ、人間の進歩のために特

別な規則を設け、それによって進化の展開の速度を増す

ことができるかを考える立場になる。

普通の人間の死後に次のことが起きる。まず、カーラ

ナ・シャリーラとアストラル体は肉体から離れ、その結

果として肉体は生命力とエネルギーを失う。昨日、３つ

の体とその中で働いている生命エネルギーを説明するた

めに、その生命の作用を次々と３つの物体を照らす太陽

光線の作用に例えた。その比喩で分かるところで、アス

トラル体に、あるいはむしろアストラル体の中に反映す

る光は、カーラナ・シャリーラから発する光である。また、

アストラル体から光はストゥーラ・シャリーラに反映し、

その生命とエネルギーとなり、肉体の中で私たちが経験

する自我感を発達させる。明らかに、カーラナ・シャリー

ラがなくなったらアストラル体は光の反映を受けなくな

る。カーラナ・シャリーラはアストラル体から独立して

存続できるが、アストラル体がカーラナ・シャリーラか

ら離れるなら生き延びられない。同様に、カーラナ・シャ

リーラとアストラル体が取り除かれると、肉体は死んで

しまう。生命の流れが肉体に伝えられる唯一のルートは

アストラル体を通してである。アストラル体から離れた

肉体が分解するとは、それに生命を与えた衝動がなく

なっているからである。カーラナ・シャリーラはデヴァ

チャンという世界にいるので、肉体から離れる時に移れ

る唯一の場所はデヴァチャンすなわちスヴァルガである

が、アストラル体から離れる時に、肉体化身の連続でそ

の人のカルマによって蓄積された衝動の推進力の全てを

持っていく。

それらの衝動はカーラナ・シャリーラの中に存続し、

たぶんデヴァチャンで新しい生き方を楽しむであろう。

その生き方は地上界の人間が知っている人生と全く違う

のだが、この世での意識的な存在が私たちにとって当た

り前なものと思われるように、デヴァチャンにいる者に

とってその生き方がごく自然なものに思われる。諸々の

衝動の中に物質界で顕現を求めるある量のエネルギーが

閉じ込められているので、次の肉体化身を来たす。だか

ら、カーラナ・シャリーラを次々と肉体化身へと導くの

はカルマである。

アストラル体のいわば自然生息地は、ブヴァルローカ

すなわちアストラル界である。それはアストラル界に行

き、アストラル界で留置されている。その性質により物

質界に引きつけられることがないので、アストラル体が

物質界に降りてくることがほとんどない。したがって、

カーラナ・シャリーラが物質界に止まることができない

ように、アストラル体もそうである。カーラナ・シャリー

ラから離れたアストラル体は、生きようとする勢いを無

くしてしまう。そのように生命とエネルギーの源から別

れたアストラル体は、存続させてくれる唯一の生命の元

を奪われる。しかし、アストラル界の質料の構成は物質

界の質料よりもはるかに霊妙なものなので、物質界に伝

えられたエネルギーと比べてアストラル界に伝えられた

エネルギーの方は永く存続する。一度アストラル体から

離れたら、肉体はすぐに死滅するが、アストラル体［と

カーラナ・シャリーラの分離］の場合、完全に分解する

まで幾らかの時間が必要である。なぜなら、すでにアス

トラル体に伝えられたエネルギーはそれを構成する分子

を結合させ続けるからである。アストラル体の死後の存

続の期間はそのエネルギーの強さ次第である。その力が

尽きるまでにアストラル体はまとまりのあるものとして

存続する。アストラル界でのその独立した存在期間の長

さは、生きようとする渇望の強さと満たされていない欲

望の激しさによる。例えば、自殺者など早死にする者は、

物質界で生きている間に全力を出して求めたが満たし切

れなかった強い欲望を抱きながら死んだ場合、そのアス

トラル体はある期間中に生き続き、その目的を果たすた

めに物質界に降りて行こうと必死の努力をすることもあ

る。降霊術などの心霊主義的な現象のほとんどは、その

ようなアストラル体の働き及び、エレメンタリー（悪霊）

やピシャーチャ（食人鬼）と偽るアストラル界で生息す

るエレメンタルたちの技によるものである。

しかし、この話題は、この講演の主題であるバガヴァッ

ドギータの教えとわずかな関係しかないので、これ以上

話す必要がなかろう。次のことだけを付け加えておこう。

つまり、上述したことは一般的に人の死去の際に起こる

ことだが、ある種類のカルマは一般の法則の例外をもた

らす。例えば、エレメンタルを召喚することに一生を捧

げた人の場合、エレメンタルはその人に乗り移りその人

を霊媒にする。人が物質界に生きている間にその過程が

完成されないなら、エレメンタルたちは、死の瞬間にア

ストラル体を入手して吸収する。その場合、アストラル

体はエレメンタルという独立した存在と関係しているの

で、かなり長い期間に存続するだろう。エレメンタルを

崇拝する人が、霊媒（ほとんどの時は無責任の霊媒）に

なるかもしれないし、知性が混乱して品行が悪くなるか

もしれないが、エレメンタルはその人のカーラナ・シャ

リーラを滅ぼすことはできない。とはいえ、エレメンタ

ルの支配下に身を置くことは決して望ましいことではな

い。

しかし、人が行別の種類の崇拝は、はるかに重大な結

果を起こすのである。アストラル体に起こり得ることは、

カーラナ・シャリーラに起こることもある。カーラナ・

シャリーラとスヴァルガのデーヴァたちとの関係は、ア

ストラル体とアストラル界のエレメンタルとの関係に似

ている。デーヴァの世界には色々の存在がおり、その中

に悪いものも良いものもいる。そのような力ある存在た

ちを呼び出したい人はずっとそれに注意を向けるなら、

時が経つにつれそれを身に引きつけるかもしれない。す

ると、引き続きそれらの存在に集中することから生じる

力がある段階を達成すると、アストラル体がエレメンタ

ルに吸収されるように、カーラナ・シャリーラが一人の

デーヴァに吸収されるという可能性が十分ある。この結

果がエレメンタル崇拝の結果よりもはるかに重大なもの

である。なぜなら、その場合、ロゴスに達する見込みが

なくなるからである。

その人の個性の全てがその一つのデーヴァの中に吸収

されているので、デーヴァが存続する間に生き続けるが、

それ以上生きることができない。宇宙のプララヤ［夜］

が来るとデーヴァが溶解するので、その人の個性も溶解

するであろう。その人にとって不死性はないだろう。数

百万年に存続するかもしれないが、永久に生き続けるこ

とに比べてそれは取るに足りない。シネット氏が著した

本の中に「悪の中の不死性」についての話をたぶん皆様

は読まれたことがあろう。それを文字通り受け入れるな

ら、誇大表現である。シネット氏はその表現で次のこと

を言おうとしている。すなわち、左手の道を歩んでいる

人は邪悪な性質のある諸力を呼び出して、自分の個性を

それらの力へと移せば、宇宙の夜が来るまでその力の中

に存続する、ということである。その場合、それは宇宙

の中に強力なものとなり、人類の事情に大いに干渉する。

人間の個性が邪悪な諸力に結びついている結果として、

悪の諸力が真実の諸力よりも人類に対する影響力が強く

なることさえもある。したがって、全ての偉大なる宗教

は次の深遠な真理を教え込んできた。すなわち、利益や

目的達成が一時極めて魅力的に思われても、人間はそれ

を与えると約束する悪の勢力を決して崇拝してはいけな

くて、あらゆる真実で偉大な宗教が受け入れる唯一の真

のロゴスにひたすら注意を集中して崇拝すべきである、

と。ロゴスだけは真の道徳の道に人を安全に導くことが

できる。ロゴスの指導の下で人間は高く、またさらに高

く上昇し、ついに不死の存在として、顕現したイーシュ

ヴァラとして、そして必要があれば未来の世代の正覚の

起源としてロゴスの中に宿ることができる。

この目的へこそ、全体として進化の過程が向かってい

るが、ある個々の場合には過程の速度の増加が可能であ

る。いわば全進化のコースを導き、宇宙・自然をその目

的へと方向づける唯一の大いなる力は、ロゴスの光であ

る。ロゴスはいわば形態（pattern）であり、そこから

発するのはこの命の光である。光は形態を印象つけられ

てこの世に入り、進化の周期の全体を通ってからその出

発点であるロゴスに戻ろうとする。光の作用を受けその

媒体である有機体の絶え間ない改良によって進化の発展

が行われている。光そのものは、改良される必要がない。

改良されるのはロゴスではなく、その光でもなく、光の

媒体であるウパーディすなわち物理的な枠である。前述

の通り、ロゴスの現れる明快さ輝かしさの度合いは主に

ウパーディの清浄さと性質によるのである。時が経つに

つれ、諸々のウパーディが改良されている間中に霊的・

アストラル的・物質的という世界で働く人間の知性がま

すます完璧無欠の状態に近づいていく。ついに、自分の

ロゴスを認識するために最終的な努力をすることができ

る地点に到達して、不死性よりも地獄落ちの方を好んで

強情に目を瞑って見ようとしないことがない限り、我が

ロゴスだと認めることができよう。自然界は、まさにこ

の目的地へと進んでいく。

私は一般的な進歩を邪魔するかもしれないいくつかの

状態に触れながら、進歩を早めることのできる様々な原

因も述べた。人間が考え出したありとあらゆるイニシ

エーションは、ロゴスについてのはっきりした概念を伝

え、目標を示し、全自然界が達成しようと絶え間無く働

いている目的へとより早く近づくのに役にたつ規則を定

めるために設立されている。

これらの前提からクリシュナは出発する。はっきりし

た主張という形を取ろうが、引き出さざるを得ない含意

として伝えられようが、これらの命題は全てギーターの

中にある。そしてクリシュナは、これらの基本的な命題

に基づいて実践的な人生論を築き上げる。

この理論を立てるには、私はバガヴァッドギーターの

個々の節に触れてこなかった。この理論の命題がギー

ターの中ではっきり述べられている箇所や、その意味が

含まれている他の箇所などをいつも引用したなら、私は

ただ混乱を引き起こしたにすぎなかったであろう。故に、

首尾一貫した全体を伝えるために、まず理論を私自身の

言葉で言った方がいいかと思った。インドの全ての宗教

の全ての信者は、必ずしもクリシュナが上記の命題から

始まったということを認めるとは限らない。その理論は

多くの思想家によって誤解されており、そして時が経つ

につれサーンキヤ派の憶測によりインド哲学の発展に重

大な影響力を及ぼした誤解の元が生じた。しかし、先に

言われたことの中に真のヴェーダンタ哲学の基礎が含ま

れていることには疑う余地がいささかもないと私は確信

している。時間の制限があるから理論を裏付ける権威あ

る典拠を引用することが必要と思わなかった。もし引用

しようとしたなら、ギーターの哲学を解説することは３

日ではなくて３年間かかったであろう。上述の命題を調

べながら、それがヒンズー教だけではなく、仏教、古代

エジプトとカルデアの哲学、薔薇十字の理論、及びいわ

ゆる有志時代よりもはるかに古い時代以来の、わずかで

もオカルティズムと関係のあるほとんどの体系の基礎を

どの程度なしているかを各自に確認してもらいたいと思

う。
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