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●本年度の神智学協会会員ページログインパスワードは thth227 になります。
●会員専用動画ページに勉強会の動画をアップしています。ご興味ある方はぜひご覧ください。
●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



 神智学の海

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野未来

2020 年 11・12 月号テオソフィア vol.52 の続き

９章 続・輪廻転生

西洋では、人生の目的が商業的、経済的、社会的、科

学的な成功、つまり個人的な利益、増大、権力であり、

人間の本当の人生はほとんど注目されず、私たち西洋人

は東洋人とは異なり、生まれる前の存在と輪廻転生の教

義にほとんど注目しない。教会がそれを否定しているこ

とは、議論が何の役にも立たない多くの人にとっては十

分なことである。教会に依存している彼らは、非論理的

であるかもしれない教義で信仰の平穏を乱したくないの

だ。また、教会は彼らを地獄に縛り付けることができる

と教えられてきたので、西暦 500 年頃のコンスタンチ

ノープルの公会議で輪廻転生に対して投げつけられた異

端の言葉を盲目的に恐れるだけで、この呪われた理論を

受け入れることはできない。そして、教会は教義につい

て議論する際に、もし人が多くの人生を生きると確信し

ているならば、現在を甘受して抑制なしで悪を行う誘惑

があまりにも強くなるという異議を力説している。これ

は不合理に思えるが、学識あるイエズス会の人々は、人

間は他の人を待つよりも今がチャンスだと言っている。

報復が全くなかった場合、そのことは良い反論になる

が、自然はすべての悪を行う者へのネメシス（応報）も

持っており、それぞれが原因と結果と完全な正義である

カルマの法則の下で、他の人生で行ったことと考えたこ

とのために、すべての人生で自分自身が正確な結果を受

けなければならないように、道徳行為のための基礎は揺

るぎない。このシステムの下では、どのような可能性、

好意、命令、信念によっても結果から逃れることはでき

ないので、安全であり、この教義を理解した者は、良心

と自然の力全体によって、善を受けて幸せになるために

善を行うよう動かされる。

生まれ変わりの概念は、一方で感情の介入を許さず、

悲しみに満ちた人生を思いのままに放棄することを禁じ

ているのが冷たく、他方では、私たちの前に亡くなった

愛する人に会う機会がないように見えるから、好みでは

なく不愉快であると主張されている。しかし、私たちが

好むと好まざるとにかかわらず自然の法則は確実に進行

しており、心情や感情は、原因に続く結果を回避するこ

とはできない。悪いものを食べれば、悪い結果が来るに

違いない。大食漢は、自分が消化不良にならずに暴食す

ることを自然界に許してもらいたいが、自然の法則はこ

のように脇に置いておくべきではない。さて、教条的宗

教で約束されているように天国で愛する人に会えないと

いう輪廻転生への反論は、自分よりも先に地上を去る者
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の進化と発達が完全に停止していることを前提としてお

り、また、認識が肉体的な外見に依存していることを前

提としている。 しかし、私たちがこの人生で進歩するよ

うに、人生を離れた時にも進歩しなければならず、そし

て、私たちが他の人たちを見てわかるために彼らに私た

ちの到着を待つことを強要するのは、不公平であろう。

さらに、もし人がすべての束縛が振り捨てられた天国へ

の自然な帰結を考えるならば、そこにいた人たち、例え

ば私たちより 20 年前にこの世にいた人たちは、精神的、

霊的なものの性質上、変化に富んだ非常に好都合な状況

の下、そこで何百年に相当する進歩を遂げているに違い

ないことが明らかでなければならない。後に到着した私

たちは、まだ不完全であるにもかかわらず、どのように

してこのような利点を持って天国で自分自身を完成させ

ていた人々を認識することができるのだろうか？ また私

たちは、肉体は崩壊するために置き去りにされているこ

とを知っているのだから、精神的な人生と霊的な人生の

中で、肉体的な外観を認知することはできないことは明

らかだ。このように明白であるだけでなく、私たちは、

醜い体や奇形の体がしばしば輝かしい精神と純粋な魂を

秘めていること、また、ボルジア（訳注）の場合のように、

美しく形成された外見が、性格的に悪魔の化身を隠して

いる可能性があることを認識しているので、体のない世

界では、体の形は、認識の保証を与えてくれない。そして、

自分の子供が成熟してもう子供ではなくなった母親

は、赤ちゃんの頃の子供を、その後の人生への大きな変

化が人生初期の若さの形や特徴を完全に払拭した時と同

じくらい愛していたことを、知らなければならない。

セオソフィストは、魂の永遠で純粋な生命に直面して、

この異論は存在し得ないと見ている。また神智学では、

お互いに似ていて愛し合っている人は、条件が許せばい

つでも一緒に生まれ変わると教えている。私たちの一人

が完成への道をさらに進んで行った時はいつでも、彼は

常に同じ家族に属する人々を助け、慰めるために動かさ

れる。しかし、人が粗で利己的で邪悪になったとき、ど

んな人生においても、誰も彼との交友関係を望むことは

ない。認識は外見ではなく内面の視覚に依存しているの

で、この異議には何の力もない。親、子、または親族を

失うことに関連するその他の状態は、親が子にその体を

与えるように、その魂を与えているという誤った概念に

基づいている。しかし魂は不滅であり、親はいないので

ある。

遺伝は輪廻転生を無効にすると主張する者もいる。

我々は遺伝を、輪廻転生を証明するものとして主張して

いる。遺伝は、どのような家庭でも私たちに肉体を与え

ることで、自我のための適切な環境を提供してくれる。

自我は、完全にその性質全体に応じる家族か、またはそ

の進化のための機会を与え、また過去の化身や相互に設

定された原因が理由で自分と繋がりのある家族にのみ入

る。親と子は過去の行動によって不可分に結びついてい

るので、悪の子が現在の善良な家庭に来るかもしれない

子供にとっては贖罪のチャンスであり、親にとっては罰

の機会でもある。このことは、都市の家々が建築家の心

を示すように、私たちが住まなければならない身体を支

配する自然の法則としての身体的な遺伝性を指摘してい

る。そして私たちの両親と同様に、私たちも身体の作り

手であり影響者であったように、身体と脳の発達が遅れ

たり助けられたり、堕落したりその逆になったりした社

会の状態に参加し、その責任を負っている。私たちは今、

自分たちが登場する文明の責任を現世に負っているので

ある。しかし、人間の肉体の中の人格を見ると、大きな

内在的な違いが見られる。これは、家族、国家、人種で

苦しむか楽しんでいる内なる魂によるもので、過去世に

おける彼自身の思考や行為が、それへ転生することを避

けられないものとしている。

遺伝は肉体の住みかを提供し、また、しばしば罰であ

り、時には助けとなる脳や身体の能力の制限を課すが、

それは真の自我には影響しない。特性の伝達は物理的な

問題であり、その人種に属することになるすべての自我

の前世の結果が国家に現れてくること以外の何ものでも

ない。家族の遺伝によって自我に課せられた制限は、そ

の自我の前世の正確な結果である。このような身体的特

徴や精神的特性が伝達されるという事実は、輪廻転生を

論駁するものではない。なぜなら、それぞれの人の指導

的な心と本当の性格が、身体と脳の結果ではなく、その

本質的な生命の中で自我に特有のものであることを私た

ちは知っているからである。親と体を介した形質と傾向

の伝達は、まさに自然が選択した方法で、化身する自我

にその仕事を遂行するための適切な肉体の住みかを提供

するためのものである。別の方法は不可能であり、秩序

を破壊するだろう。

繰り返しになるが、遺伝性から見た反論にこだわる人

たちは、類似点を強調し、相違点を見落としていること

を忘れている。遺伝学の研究では、多くの形質の伝承が

記録されているが、数が膨大に多い遺伝との乖離につい

ては記録されていない。一家の子供たちは、一つの手の

指と同じように性格が違うことを、すべての母親は知っ

ている。彼らは全員が同じ両親から来たが、全員の性格

と能力が違う。

しかし、偉大なルールとして、また完全な説明として

の遺伝は、学習、力、能力の絶え間ない伝承を示さない

歴史によって完全に覆される。例えば、古代エジプト人

がとっくの昔にいなくなり、伝承のラインが粉々になっ

てしまった場合、その子孫への伝承はない。肉体的な遺

伝が性格の問題を解決するならば、エジプトの偉大な性

格はどのようにして失われてしまったのだろうか？ 他の

古代国家や絶滅した国家についても同じことが言える。

そして個人の実例を取ると、偉大な音楽家のバッハがい

る。その直系の子孫は音楽的能力の低下を示し、家系か

ら最終的に姿を消した。しかし神智学では、これらの事

例の両方、それらのすべてと同様に、本当の能力は家族

や国の母体から消えただけで、現在いくつかの他の国や

家族で化身している、かつてそれらを示した自我たちに

保持されていることを教えている。

苦しみはほぼすべての人に訪れ、多くの人がゆりかご

から墓場まで悲しみの人生を送っているので、転生は不

当であると主張されている。この異議は、他の人生では

誰か他の人であるという誤った考えに基づいている。し

かし、どの人生においてもそれは同じ人である。私たち

が再びこの世に来たとき、別の誰かの体を取るのではな

く、別の誰かの行為を取るのでもなく、多くの役を演じ

めない。

＊＊＊＊＊

訳注 チェーザレ・ボルジア（ヴァレンティーノ公）

1475-1507。イタリア・ルネサンス期の軍人・政治家。

父ロドリーゴの力添えにより、幼少の頃から教会内要職

を歴任した。容姿は、灰色の目およびオレンジ色の髪の

大変な美男子だったと言われ、後にマキャヴェッリも「容

姿ことのほか美しく堂々とし、武器を取れば勇猛果敢で

あった」とチェーザレの印象を書き残している。

る俳優のようなものであり、新しい劇のたびに衣装も台

詞も違っているが、内面は同じ俳優である。シェイクス

ピアは、人生は劇であると言って正しかった。魂の偉大

な人生は劇であり、新しい人生と再生のたびに、別の役

を引き受けて、新しい服を着て、別の芝居をするが、そ

の間ずっと私たちは同じ人間である。だから、それは不

公平ではなく完全な正義であり、他の方法で正義を維持

することはできないのだった。

しかし、もし私たちが転生したとしても、どうしてあ

の世のことを覚えていないのか、また、私たちが苦しん

でいる行為を覚えていないので、それが理由で不当なこ

とではないのか、と言われている。このように問う人た

ちは、自分たちにも人生の楽しみと報酬があるという事

実と、そしてそれを疑いなく受け入れることに満足して

いるという事実をいつも無視する。覚えていない行為の

ために罰せられるのが不公平であるならば、忘れられた

他の行為のために報われるのもまた不公平である。単な

る人生への参入は、いかなる報いや罰のための適切な基

盤でもない。報酬と罰は、それ以前の行為に対する正当

な報いでなければならない。自然の正義の法則は不完全

なものではなく、犯罪者が罰を伴う行為を現世で知り、

記憶することを要求するのは、人間の正義の不完全さだ

けである。前世では、行為者は自分が何をしたかを十分

に認識していたので、自然は彼の行為に結果を付け加え、

それで公正である。私たちが何をしたかを覚えていよう

が忘れていようが、私たちが望もうが、何をしようが、

自然は結果を原因に従わせることをよく知っている。赤

ん坊が最初の数年の間に看護師に傷を負わされたとする

と、後の人生の障害となる病気の土台が築かれ、よくあ

ることだがその子供は現在の原因を起こしたわけでもな

いし、それについて何も覚えていなくても、障害となる

病気が起こるのである。しかし、正しく理解されたカル

マとその仲間の教義である輪廻転生は、自然全体のス

キームがいかに完全であるかを示している。

前世の記憶は、我々がその存在（前世）を経験したこ

とを証明するために必要とされていないし、また、覚え

ていないという事実は良い異議ではない。私たちは、現

世の年月や日々の出来事の大部分を忘れているが、その

理由で私たちがこれらの年月を経ていないと言う人はい

ないだろう。前世を生きていたので、私たちはその詳細

についてはほとんど脳には残っていないが、それらが性

格に与えた影響の全体が保持され、私たち自身の一部と

なっている。幾多の人生の詳細全体は、ある日完全に我々

が完成したときに、ある他の人生で意識的な記憶として

呼び戻すことができるように、内なる人間に保存されて

いる。そして今でも、私たちは不完全で、知っているこ

とはほとんどないが、催眠術の実験では、すべての細部

の詳細は現在、潜在意識の心として知られているものに

登録されていることを示している。神智学の教義は、こ

れらの出来事のうちのどれも実際には忘れられていない

というものであり、人生の終わりに目が閉じられ、私た

ちが死んでいると言う状態の人は、人生のすべての思考

と状況が心の中で鮮明に閃く。

だが、多くの人は以前に生きていたことを覚えている。

詩人はこれを歌ってきた。子供たちはそれをよく知って

いる。不信仰の雰囲気の中で絶え間なく生きることは差

し当たって人々の心から過去世の記憶を追い払うが、す

べての人はそれぞれの人生の新しい脳によって自我に課

された制限を受ける。これが、現世であろうと前世であ

ろうと、私たちが過去の光景を持ち続けることができな

い理由である。脳は魂の記憶のための道具であり、それ

ぞれの人生では新しい脳は一定の能力を持っているが、

自我はその能力の範囲内でしか新しい人生のために脳を

使うことができない。その能力は、自我自身の欲望と以

前の行ないに応じて、完全に利用できるか、または逆に

なる。なぜならそのような過去の生活は、物質的存在の

力に打ち勝つための力を増加させたり減少させたりする

からである。魂の指示に従って生きることで、脳は少な

くとも魂の回想に対して多孔質になるかもしれない。し

かし、脳は前回の人生に関与していないので、一般的に

は記憶することができない。そして、これは賢明な法則

である。なぜなら、前世の行為や場面が、規律（訓練）

によってそれらの知識を身につけることができるように

なるまで視界から隠されていなければ、私たちは非常に

悲惨な目に遭うはずだからである。

もう一つの異論は、輪廻転生の教義の下では、世界の

人口増加を説明することは不可能だということである。

これは、世界の人口が増加していることを確実に知って

いて、その変動について情報を得ている、ということを

前提としている。しかし地球の住民が増加していること

は確かではないし、さらに、我々が何も知らない膨大な

数の人々が、毎年滅されている。中国では、毎年何千人

もの人々が洪水によって流されている。

飢饉の統計は作られていない。アフリカでの死亡者数

が、どの年の出生者数を何千人上回っているのか、我々

は知らない。異議は、西洋の国々だけに関係している不

完全なリストに基づいている。それはまた、輪廻転生（肉

体化身）を離れて、再び化身するのを待っている人の数

は、肉体をまとって生きている自我の数より少ないと仮

定しているが、それは間違っている。アニー・ベサント

は彼女の本『輪廻転生』の中で、世界が、はるかに大き

な人口の外の町から来た人で満たされているホールに似

ていると言って、これをよく説明している。ホール内の

人数は変わるかもしれないが、町から一定の人数供給の

源がある。この地球に関しては、それに属する自我の数

が明確であることは事実だが、その量がいかほどである

か、また、それらを維持するための地球の総容量がどれ

ほどであるかは、誰も知らない。今日の統計学者は、主

に西洋にいて、彼らのリストは人間の歴史のごく一部し

か包含していない。彼らは、地球のすべての地域がいっ

ぱいだった以前のある日付に、何人の人が地球上に転生

したか言うことはできない。それゆえ、生まれ変わりを

望んでいるか、または待っている自我の数は、今日の人

間には不明である。神智学的知識のマスター（大師）た

ちは、そのような自我の総数は膨大であり、そのため死

ぬ数以上の、生まれてくる自我が占有する体の供給は、

十分であると言う。それにまた、各自我はそれ自身、死

後の状態での滞在の長さが違うことに留意しなければな

らない。彼らは同じ間隔で生まれ変わるのではなく、異

なる速度で死後の状態から出てきて、戦争、疫病、また

は飢饉による大量の死が発生するたびに、同じ場所に、

または他の場所や人種に生まれ変わるための魂の急襲が

すぐにある。地球は、居住可能な惑星の広大な集合体の

中でとても小さな天体であり、ここでの肉体化身のため

の自我の十分な供給がある。しかし、この異議を唱えた

人たちへの敬意を持って、私はそれが輪廻転生の教義の

真実にわずかな力や何らかの関係を持っていることを認

生まれ変わりへの異議が唱えられてきた。欲望

は法則を変えることはできない。異議を支持すれ

ば天国に早く到着した者たちは私たちを待たなけ

ればならない。天国での魂の認識は客観性に依存

しない。遺伝は異議にならない。遺伝が何をするか。

反論者は遺伝の相違点を認識していない。歴史は

遺伝に逆らっている。輪廻転生は不公平ではない。

正義とは何か。我々は他人のために苦しむのでは

なく、自分自身の行いのために苦しむ。記憶につ

いて。なぜ私たちは他の人生を覚えていないのか。

誰がそれを覚えているのか。人口の増加はどのよ

うに説明されるか。
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９章 続・輪廻転生

西洋では、人生の目的が商業的、経済的、社会的、科

学的な成功、つまり個人的な利益、増大、権力であり、

人間の本当の人生はほとんど注目されず、私たち西洋人

は東洋人とは異なり、生まれる前の存在と輪廻転生の教

義にほとんど注目しない。教会がそれを否定しているこ

とは、議論が何の役にも立たない多くの人にとっては十

分なことである。教会に依存している彼らは、非論理的

であるかもしれない教義で信仰の平穏を乱したくないの

だ。また、教会は彼らを地獄に縛り付けることができる

と教えられてきたので、西暦 500 年頃のコンスタンチ

ノープルの公会議で輪廻転生に対して投げつけられた異

端の言葉を盲目的に恐れるだけで、この呪われた理論を

受け入れることはできない。そして、教会は教義につい

て議論する際に、もし人が多くの人生を生きると確信し

ているならば、現在を甘受して抑制なしで悪を行う誘惑

があまりにも強くなるという異議を力説している。これ

は不合理に思えるが、学識あるイエズス会の人々は、人

間は他の人を待つよりも今がチャンスだと言っている。

報復が全くなかった場合、そのことは良い反論になる

が、自然はすべての悪を行う者へのネメシス（応報）も

持っており、それぞれが原因と結果と完全な正義である

カルマの法則の下で、他の人生で行ったことと考えたこ

とのために、すべての人生で自分自身が正確な結果を受

けなければならないように、道徳行為のための基礎は揺

るぎない。このシステムの下では、どのような可能性、

好意、命令、信念によっても結果から逃れることはでき

ないので、安全であり、この教義を理解した者は、良心

と自然の力全体によって、善を受けて幸せになるために

善を行うよう動かされる。

生まれ変わりの概念は、一方で感情の介入を許さず、

悲しみに満ちた人生を思いのままに放棄することを禁じ

ているのが冷たく、他方では、私たちの前に亡くなった

愛する人に会う機会がないように見えるから、好みでは

なく不愉快であると主張されている。しかし、私たちが

好むと好まざるとにかかわらず自然の法則は確実に進行

しており、心情や感情は、原因に続く結果を回避するこ

とはできない。悪いものを食べれば、悪い結果が来るに

違いない。大食漢は、自分が消化不良にならずに暴食す

ることを自然界に許してもらいたいが、自然の法則はこ

のように脇に置いておくべきではない。さて、教条的宗

教で約束されているように天国で愛する人に会えないと

いう輪廻転生への反論は、自分よりも先に地上を去る者

の進化と発達が完全に停止していることを前提としてお

り、また、認識が肉体的な外見に依存していることを前

提としている。 しかし、私たちがこの人生で進歩するよ

うに、人生を離れた時にも進歩しなければならず、そし

て、私たちが他の人たちを見てわかるために彼らに私た

ちの到着を待つことを強要するのは、不公平であろう。

さらに、もし人がすべての束縛が振り捨てられた天国へ

の自然な帰結を考えるならば、そこにいた人たち、例え

ば私たちより 20 年前にこの世にいた人たちは、精神的、

霊的なものの性質上、変化に富んだ非常に好都合な状況

の下、そこで何百年に相当する進歩を遂げているに違い

ないことが明らかでなければならない。後に到着した私

たちは、まだ不完全であるにもかかわらず、どのように

してこのような利点を持って天国で自分自身を完成させ

ていた人々を認識することができるのだろうか？ また私

たちは、肉体は崩壊するために置き去りにされているこ

とを知っているのだから、精神的な人生と霊的な人生の

中で、肉体的な外観を認知することはできないことは明

らかだ。このように明白であるだけでなく、私たちは、

醜い体や奇形の体がしばしば輝かしい精神と純粋な魂を

秘めていること、また、ボルジア（訳注）の場合のように、

美しく形成された外見が、性格的に悪魔の化身を隠して

いる可能性があることを認識しているので、体のない世

界では、体の形は、認識の保証を与えてくれない。そして、

自分の子供が成熟してもう子供ではなくなった母親

は、赤ちゃんの頃の子供を、その後の人生への大きな変

化が人生初期の若さの形や特徴を完全に払拭した時と同

じくらい愛していたことを、知らなければならない。

セオソフィストは、魂の永遠で純粋な生命に直面して、

この異論は存在し得ないと見ている。また神智学では、

お互いに似ていて愛し合っている人は、条件が許せばい

つでも一緒に生まれ変わると教えている。私たちの一人

が完成への道をさらに進んで行った時はいつでも、彼は

常に同じ家族に属する人々を助け、慰めるために動かさ

れる。しかし、人が粗で利己的で邪悪になったとき、ど

んな人生においても、誰も彼との交友関係を望むことは

ない。認識は外見ではなく内面の視覚に依存しているの

で、この異議には何の力もない。親、子、または親族を

失うことに関連するその他の状態は、親が子にその体を

与えるように、その魂を与えているという誤った概念に

基づいている。しかし魂は不滅であり、親はいないので

ある。

遺伝は輪廻転生を無効にすると主張する者もいる。

我々は遺伝を、輪廻転生を証明するものとして主張して

いる。遺伝は、どのような家庭でも私たちに肉体を与え

ることで、自我のための適切な環境を提供してくれる。

自我は、完全にその性質全体に応じる家族か、またはそ

の進化のための機会を与え、また過去の化身や相互に設

定された原因が理由で自分と繋がりのある家族にのみ入

る。親と子は過去の行動によって不可分に結びついてい

るので、悪の子が現在の善良な家庭に来るかもしれない

子供にとっては贖罪のチャンスであり、親にとっては罰

の機会でもある。このことは、都市の家々が建築家の心

を示すように、私たちが住まなければならない身体を支

配する自然の法則としての身体的な遺伝性を指摘してい

る。そして私たちの両親と同様に、私たちも身体の作り

手であり影響者であったように、身体と脳の発達が遅れ

たり助けられたり、堕落したりその逆になったりした社

会の状態に参加し、その責任を負っている。私たちは今、

自分たちが登場する文明の責任を現世に負っているので

ある。しかし、人間の肉体の中の人格を見ると、大きな

内在的な違いが見られる。これは、家族、国家、人種で

苦しむか楽しんでいる内なる魂によるもので、過去世に

おける彼自身の思考や行為が、それへ転生することを避

けられないものとしている。

遺伝は肉体の住みかを提供し、また、しばしば罰であ

り、時には助けとなる脳や身体の能力の制限を課すが、

それは真の自我には影響しない。特性の伝達は物理的な

問題であり、その人種に属することになるすべての自我

の前世の結果が国家に現れてくること以外の何ものでも

ない。家族の遺伝によって自我に課せられた制限は、そ

の自我の前世の正確な結果である。このような身体的特
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徴や精神的特性が伝達されるという事実は、輪廻転生を

論駁するものではない。なぜなら、それぞれの人の指導

的な心と本当の性格が、身体と脳の結果ではなく、その

本質的な生命の中で自我に特有のものであることを私た

ちは知っているからである。親と体を介した形質と傾向

の伝達は、まさに自然が選択した方法で、化身する自我

にその仕事を遂行するための適切な肉体の住みかを提供

するためのものである。別の方法は不可能であり、秩序

を破壊するだろう。

繰り返しになるが、遺伝性から見た反論にこだわる人

たちは、類似点を強調し、相違点を見落としていること

を忘れている。遺伝学の研究では、多くの形質の伝承が

記録されているが、数が膨大に多い遺伝との乖離につい

ては記録されていない。一家の子供たちは、一つの手の

指と同じように性格が違うことを、すべての母親は知っ

ている。彼らは全員が同じ両親から来たが、全員の性格

と能力が違う。

しかし、偉大なルールとして、また完全な説明として

の遺伝は、学習、力、能力の絶え間ない伝承を示さない

歴史によって完全に覆される。例えば、古代エジプト人

がとっくの昔にいなくなり、伝承のラインが粉々になっ

てしまった場合、その子孫への伝承はない。肉体的な遺

伝が性格の問題を解決するならば、エジプトの偉大な性

格はどのようにして失われてしまったのだろうか？ 他の

古代国家や絶滅した国家についても同じことが言える。

そして個人の実例を取ると、偉大な音楽家のバッハがい

る。その直系の子孫は音楽的能力の低下を示し、家系か

ら最終的に姿を消した。しかし神智学では、これらの事

例の両方、それらのすべてと同様に、本当の能力は家族

や国の母体から消えただけで、現在いくつかの他の国や

家族で化身している、かつてそれらを示した自我たちに

保持されていることを教えている。

苦しみはほぼすべての人に訪れ、多くの人がゆりかご

から墓場まで悲しみの人生を送っているので、転生は不

当であると主張されている。この異議は、他の人生では

誰か他の人であるという誤った考えに基づいている。し

かし、どの人生においてもそれは同じ人である。私たち

が再びこの世に来たとき、別の誰かの体を取るのではな

く、別の誰かの行為を取るのでもなく、多くの役を演じ

めない。

＊＊＊＊＊

訳注 チェーザレ・ボルジア（ヴァレンティーノ公）

1475-1507。イタリア・ルネサンス期の軍人・政治家。

父ロドリーゴの力添えにより、幼少の頃から教会内要職

を歴任した。容姿は、灰色の目およびオレンジ色の髪の

大変な美男子だったと言われ、後にマキャヴェッリも「容

姿ことのほか美しく堂々とし、武器を取れば勇猛果敢で

あった」とチェーザレの印象を書き残している。

る俳優のようなものであり、新しい劇のたびに衣装も台

詞も違っているが、内面は同じ俳優である。シェイクス

ピアは、人生は劇であると言って正しかった。魂の偉大

な人生は劇であり、新しい人生と再生のたびに、別の役

を引き受けて、新しい服を着て、別の芝居をするが、そ

の間ずっと私たちは同じ人間である。だから、それは不

公平ではなく完全な正義であり、他の方法で正義を維持

することはできないのだった。

しかし、もし私たちが転生したとしても、どうしてあ

の世のことを覚えていないのか、また、私たちが苦しん

でいる行為を覚えていないので、それが理由で不当なこ

とではないのか、と言われている。このように問う人た

ちは、自分たちにも人生の楽しみと報酬があるという事

実と、そしてそれを疑いなく受け入れることに満足して

いるという事実をいつも無視する。覚えていない行為の

ために罰せられるのが不公平であるならば、忘れられた

他の行為のために報われるのもまた不公平である。単な

る人生への参入は、いかなる報いや罰のための適切な基

盤でもない。報酬と罰は、それ以前の行為に対する正当

な報いでなければならない。自然の正義の法則は不完全

なものではなく、犯罪者が罰を伴う行為を現世で知り、

記憶することを要求するのは、人間の正義の不完全さだ

けである。前世では、行為者は自分が何をしたかを十分

に認識していたので、自然は彼の行為に結果を付け加え、

それで公正である。私たちが何をしたかを覚えていよう

が忘れていようが、私たちが望もうが、何をしようが、

自然は結果を原因に従わせることをよく知っている。赤

ん坊が最初の数年の間に看護師に傷を負わされたとする

と、後の人生の障害となる病気の土台が築かれ、よくあ

ることだがその子供は現在の原因を起こしたわけでもな

いし、それについて何も覚えていなくても、障害となる

病気が起こるのである。しかし、正しく理解されたカル

マとその仲間の教義である輪廻転生は、自然全体のス

キームがいかに完全であるかを示している。

前世の記憶は、我々がその存在（前世）を経験したこ

とを証明するために必要とされていないし、また、覚え

ていないという事実は良い異議ではない。私たちは、現

世の年月や日々の出来事の大部分を忘れているが、その

理由で私たちがこれらの年月を経ていないと言う人はい

ないだろう。前世を生きていたので、私たちはその詳細

についてはほとんど脳には残っていないが、それらが性

格に与えた影響の全体が保持され、私たち自身の一部と

なっている。幾多の人生の詳細全体は、ある日完全に我々

が完成したときに、ある他の人生で意識的な記憶として

呼び戻すことができるように、内なる人間に保存されて

いる。そして今でも、私たちは不完全で、知っているこ

とはほとんどないが、催眠術の実験では、すべての細部

の詳細は現在、潜在意識の心として知られているものに

登録されていることを示している。神智学の教義は、こ

れらの出来事のうちのどれも実際には忘れられていない

というものであり、人生の終わりに目が閉じられ、私た

ちが死んでいると言う状態の人は、人生のすべての思考

と状況が心の中で鮮明に閃く。

だが、多くの人は以前に生きていたことを覚えている。

詩人はこれを歌ってきた。子供たちはそれをよく知って

いる。不信仰の雰囲気の中で絶え間なく生きることは差

し当たって人々の心から過去世の記憶を追い払うが、す

べての人はそれぞれの人生の新しい脳によって自我に課

された制限を受ける。これが、現世であろうと前世であ

ろうと、私たちが過去の光景を持ち続けることができな

い理由である。脳は魂の記憶のための道具であり、それ

ぞれの人生では新しい脳は一定の能力を持っているが、

自我はその能力の範囲内でしか新しい人生のために脳を

使うことができない。その能力は、自我自身の欲望と以

前の行ないに応じて、完全に利用できるか、または逆に

なる。なぜならそのような過去の生活は、物質的存在の

力に打ち勝つための力を増加させたり減少させたりする

からである。魂の指示に従って生きることで、脳は少な

くとも魂の回想に対して多孔質になるかもしれない。し

かし、脳は前回の人生に関与していないので、一般的に

は記憶することができない。そして、これは賢明な法則

である。なぜなら、前世の行為や場面が、規律（訓練）

によってそれらの知識を身につけることができるように

なるまで視界から隠されていなければ、私たちは非常に

悲惨な目に遭うはずだからである。

もう一つの異論は、輪廻転生の教義の下では、世界の

人口増加を説明することは不可能だということである。

これは、世界の人口が増加していることを確実に知って

いて、その変動について情報を得ている、ということを

前提としている。しかし地球の住民が増加していること

は確かではないし、さらに、我々が何も知らない膨大な

数の人々が、毎年滅されている。中国では、毎年何千人

もの人々が洪水によって流されている。

飢饉の統計は作られていない。アフリカでの死亡者数

が、どの年の出生者数を何千人上回っているのか、我々

は知らない。異議は、西洋の国々だけに関係している不

完全なリストに基づいている。それはまた、輪廻転生（肉

体化身）を離れて、再び化身するのを待っている人の数

は、肉体をまとって生きている自我の数より少ないと仮

定しているが、それは間違っている。アニー・ベサント

は彼女の本『輪廻転生』の中で、世界が、はるかに大き

な人口の外の町から来た人で満たされているホールに似

ていると言って、これをよく説明している。ホール内の

人数は変わるかもしれないが、町から一定の人数供給の

源がある。この地球に関しては、それに属する自我の数

が明確であることは事実だが、その量がいかほどである

か、また、それらを維持するための地球の総容量がどれ

ほどであるかは、誰も知らない。今日の統計学者は、主

に西洋にいて、彼らのリストは人間の歴史のごく一部し

か包含していない。彼らは、地球のすべての地域がいっ

ぱいだった以前のある日付に、何人の人が地球上に転生

したか言うことはできない。それゆえ、生まれ変わりを

望んでいるか、または待っている自我の数は、今日の人

間には不明である。神智学的知識のマスター（大師）た

ちは、そのような自我の総数は膨大であり、そのため死

ぬ数以上の、生まれてくる自我が占有する体の供給は、

十分であると言う。それにまた、各自我はそれ自身、死

後の状態での滞在の長さが違うことに留意しなければな

らない。彼らは同じ間隔で生まれ変わるのではなく、異

なる速度で死後の状態から出てきて、戦争、疫病、また

は飢饉による大量の死が発生するたびに、同じ場所に、

または他の場所や人種に生まれ変わるための魂の急襲が

すぐにある。地球は、居住可能な惑星の広大な集合体の

中でとても小さな天体であり、ここでの肉体化身のため

の自我の十分な供給がある。しかし、この異議を唱えた

人たちへの敬意を持って、私はそれが輪廻転生の教義の

真実にわずかな力や何らかの関係を持っていることを認
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学的な成功、つまり個人的な利益、増大、権力であり、

人間の本当の人生はほとんど注目されず、私たち西洋人

は東洋人とは異なり、生まれる前の存在と輪廻転生の教

義にほとんど注目しない。教会がそれを否定しているこ

とは、議論が何の役にも立たない多くの人にとっては十

分なことである。教会に依存している彼らは、非論理的

であるかもしれない教義で信仰の平穏を乱したくないの

だ。また、教会は彼らを地獄に縛り付けることができる

と教えられてきたので、西暦 500 年頃のコンスタンチ

ノープルの公会議で輪廻転生に対して投げつけられた異

端の言葉を盲目的に恐れるだけで、この呪われた理論を

受け入れることはできない。そして、教会は教義につい

て議論する際に、もし人が多くの人生を生きると確信し

ているならば、現在を甘受して抑制なしで悪を行う誘惑

があまりにも強くなるという異議を力説している。これ

は不合理に思えるが、学識あるイエズス会の人々は、人

間は他の人を待つよりも今がチャンスだと言っている。

報復が全くなかった場合、そのことは良い反論になる

が、自然はすべての悪を行う者へのネメシス（応報）も

持っており、それぞれが原因と結果と完全な正義である

カルマの法則の下で、他の人生で行ったことと考えたこ

とのために、すべての人生で自分自身が正確な結果を受

けなければならないように、道徳行為のための基礎は揺

るぎない。このシステムの下では、どのような可能性、

好意、命令、信念によっても結果から逃れることはでき

ないので、安全であり、この教義を理解した者は、良心

と自然の力全体によって、善を受けて幸せになるために

善を行うよう動かされる。

生まれ変わりの概念は、一方で感情の介入を許さず、

悲しみに満ちた人生を思いのままに放棄することを禁じ

ているのが冷たく、他方では、私たちの前に亡くなった

愛する人に会う機会がないように見えるから、好みでは

なく不愉快であると主張されている。しかし、私たちが

好むと好まざるとにかかわらず自然の法則は確実に進行

しており、心情や感情は、原因に続く結果を回避するこ

とはできない。悪いものを食べれば、悪い結果が来るに

違いない。大食漢は、自分が消化不良にならずに暴食す

ることを自然界に許してもらいたいが、自然の法則はこ

のように脇に置いておくべきではない。さて、教条的宗

教で約束されているように天国で愛する人に会えないと

いう輪廻転生への反論は、自分よりも先に地上を去る者

の進化と発達が完全に停止していることを前提としてお

り、また、認識が肉体的な外見に依存していることを前

提としている。 しかし、私たちがこの人生で進歩するよ

うに、人生を離れた時にも進歩しなければならず、そし

て、私たちが他の人たちを見てわかるために彼らに私た

ちの到着を待つことを強要するのは、不公平であろう。

さらに、もし人がすべての束縛が振り捨てられた天国へ

の自然な帰結を考えるならば、そこにいた人たち、例え

ば私たちより 20 年前にこの世にいた人たちは、精神的、

霊的なものの性質上、変化に富んだ非常に好都合な状況

の下、そこで何百年に相当する進歩を遂げているに違い

ないことが明らかでなければならない。後に到着した私

たちは、まだ不完全であるにもかかわらず、どのように

してこのような利点を持って天国で自分自身を完成させ

ていた人々を認識することができるのだろうか？ また私

たちは、肉体は崩壊するために置き去りにされているこ

とを知っているのだから、精神的な人生と霊的な人生の

中で、肉体的な外観を認知することはできないことは明

らかだ。このように明白であるだけでなく、私たちは、

醜い体や奇形の体がしばしば輝かしい精神と純粋な魂を

秘めていること、また、ボルジア（訳注）の場合のように、

美しく形成された外見が、性格的に悪魔の化身を隠して

いる可能性があることを認識しているので、体のない世

界では、体の形は、認識の保証を与えてくれない。そして、

自分の子供が成熟してもう子供ではなくなった母親

は、赤ちゃんの頃の子供を、その後の人生への大きな変

化が人生初期の若さの形や特徴を完全に払拭した時と同

じくらい愛していたことを、知らなければならない。

セオソフィストは、魂の永遠で純粋な生命に直面して、

この異論は存在し得ないと見ている。また神智学では、

お互いに似ていて愛し合っている人は、条件が許せばい

つでも一緒に生まれ変わると教えている。私たちの一人

が完成への道をさらに進んで行った時はいつでも、彼は

常に同じ家族に属する人々を助け、慰めるために動かさ

れる。しかし、人が粗で利己的で邪悪になったとき、ど

んな人生においても、誰も彼との交友関係を望むことは

ない。認識は外見ではなく内面の視覚に依存しているの

で、この異議には何の力もない。親、子、または親族を

失うことに関連するその他の状態は、親が子にその体を

与えるように、その魂を与えているという誤った概念に

基づいている。しかし魂は不滅であり、親はいないので

ある。

遺伝は輪廻転生を無効にすると主張する者もいる。

我々は遺伝を、輪廻転生を証明するものとして主張して

いる。遺伝は、どのような家庭でも私たちに肉体を与え

ることで、自我のための適切な環境を提供してくれる。

自我は、完全にその性質全体に応じる家族か、またはそ

の進化のための機会を与え、また過去の化身や相互に設

定された原因が理由で自分と繋がりのある家族にのみ入

る。親と子は過去の行動によって不可分に結びついてい

るので、悪の子が現在の善良な家庭に来るかもしれない

子供にとっては贖罪のチャンスであり、親にとっては罰

の機会でもある。このことは、都市の家々が建築家の心

を示すように、私たちが住まなければならない身体を支

配する自然の法則としての身体的な遺伝性を指摘してい

る。そして私たちの両親と同様に、私たちも身体の作り

手であり影響者であったように、身体と脳の発達が遅れ

たり助けられたり、堕落したりその逆になったりした社

会の状態に参加し、その責任を負っている。私たちは今、

自分たちが登場する文明の責任を現世に負っているので

ある。しかし、人間の肉体の中の人格を見ると、大きな

内在的な違いが見られる。これは、家族、国家、人種で

苦しむか楽しんでいる内なる魂によるもので、過去世に

おける彼自身の思考や行為が、それへ転生することを避

けられないものとしている。

遺伝は肉体の住みかを提供し、また、しばしば罰であ

り、時には助けとなる脳や身体の能力の制限を課すが、

それは真の自我には影響しない。特性の伝達は物理的な

問題であり、その人種に属することになるすべての自我

の前世の結果が国家に現れてくること以外の何ものでも

ない。家族の遺伝によって自我に課せられた制限は、そ

の自我の前世の正確な結果である。このような身体的特
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徴や精神的特性が伝達されるという事実は、輪廻転生を

論駁するものではない。なぜなら、それぞれの人の指導

的な心と本当の性格が、身体と脳の結果ではなく、その

本質的な生命の中で自我に特有のものであることを私た

ちは知っているからである。親と体を介した形質と傾向

の伝達は、まさに自然が選択した方法で、化身する自我

にその仕事を遂行するための適切な肉体の住みかを提供

するためのものである。別の方法は不可能であり、秩序

を破壊するだろう。

繰り返しになるが、遺伝性から見た反論にこだわる人

たちは、類似点を強調し、相違点を見落としていること

を忘れている。遺伝学の研究では、多くの形質の伝承が

記録されているが、数が膨大に多い遺伝との乖離につい

ては記録されていない。一家の子供たちは、一つの手の

指と同じように性格が違うことを、すべての母親は知っ

ている。彼らは全員が同じ両親から来たが、全員の性格

と能力が違う。

しかし、偉大なルールとして、また完全な説明として

の遺伝は、学習、力、能力の絶え間ない伝承を示さない

歴史によって完全に覆される。例えば、古代エジプト人

がとっくの昔にいなくなり、伝承のラインが粉々になっ

てしまった場合、その子孫への伝承はない。肉体的な遺

伝が性格の問題を解決するならば、エジプトの偉大な性

格はどのようにして失われてしまったのだろうか？ 他の

古代国家や絶滅した国家についても同じことが言える。

そして個人の実例を取ると、偉大な音楽家のバッハがい

る。その直系の子孫は音楽的能力の低下を示し、家系か

ら最終的に姿を消した。しかし神智学では、これらの事

例の両方、それらのすべてと同様に、本当の能力は家族

や国の母体から消えただけで、現在いくつかの他の国や

家族で化身している、かつてそれらを示した自我たちに

保持されていることを教えている。

苦しみはほぼすべての人に訪れ、多くの人がゆりかご

から墓場まで悲しみの人生を送っているので、転生は不

当であると主張されている。この異議は、他の人生では

誰か他の人であるという誤った考えに基づいている。し

かし、どの人生においてもそれは同じ人である。私たち

が再びこの世に来たとき、別の誰かの体を取るのではな

く、別の誰かの行為を取るのでもなく、多くの役を演じ

めない。

＊＊＊＊＊

訳注 チェーザレ・ボルジア（ヴァレンティーノ公）

1475-1507。イタリア・ルネサンス期の軍人・政治家。

父ロドリーゴの力添えにより、幼少の頃から教会内要職

を歴任した。容姿は、灰色の目およびオレンジ色の髪の

大変な美男子だったと言われ、後にマキャヴェッリも「容

姿ことのほか美しく堂々とし、武器を取れば勇猛果敢で

あった」とチェーザレの印象を書き残している。

る俳優のようなものであり、新しい劇のたびに衣装も台

詞も違っているが、内面は同じ俳優である。シェイクス

ピアは、人生は劇であると言って正しかった。魂の偉大

な人生は劇であり、新しい人生と再生のたびに、別の役

を引き受けて、新しい服を着て、別の芝居をするが、そ

の間ずっと私たちは同じ人間である。だから、それは不

公平ではなく完全な正義であり、他の方法で正義を維持

することはできないのだった。

しかし、もし私たちが転生したとしても、どうしてあ

の世のことを覚えていないのか、また、私たちが苦しん

でいる行為を覚えていないので、それが理由で不当なこ

とではないのか、と言われている。このように問う人た

ちは、自分たちにも人生の楽しみと報酬があるという事

実と、そしてそれを疑いなく受け入れることに満足して

いるという事実をいつも無視する。覚えていない行為の

ために罰せられるのが不公平であるならば、忘れられた

他の行為のために報われるのもまた不公平である。単な

る人生への参入は、いかなる報いや罰のための適切な基

盤でもない。報酬と罰は、それ以前の行為に対する正当

な報いでなければならない。自然の正義の法則は不完全

なものではなく、犯罪者が罰を伴う行為を現世で知り、

記憶することを要求するのは、人間の正義の不完全さだ

けである。前世では、行為者は自分が何をしたかを十分

に認識していたので、自然は彼の行為に結果を付け加え、

それで公正である。私たちが何をしたかを覚えていよう

が忘れていようが、私たちが望もうが、何をしようが、

自然は結果を原因に従わせることをよく知っている。赤

ん坊が最初の数年の間に看護師に傷を負わされたとする

と、後の人生の障害となる病気の土台が築かれ、よくあ

ることだがその子供は現在の原因を起こしたわけでもな

いし、それについて何も覚えていなくても、障害となる

病気が起こるのである。しかし、正しく理解されたカル

マとその仲間の教義である輪廻転生は、自然全体のス

キームがいかに完全であるかを示している。

前世の記憶は、我々がその存在（前世）を経験したこ

とを証明するために必要とされていないし、また、覚え

ていないという事実は良い異議ではない。私たちは、現

世の年月や日々の出来事の大部分を忘れているが、その

理由で私たちがこれらの年月を経ていないと言う人はい

ないだろう。前世を生きていたので、私たちはその詳細

についてはほとんど脳には残っていないが、それらが性

格に与えた影響の全体が保持され、私たち自身の一部と

なっている。幾多の人生の詳細全体は、ある日完全に我々

が完成したときに、ある他の人生で意識的な記憶として

呼び戻すことができるように、内なる人間に保存されて

いる。そして今でも、私たちは不完全で、知っているこ

とはほとんどないが、催眠術の実験では、すべての細部

の詳細は現在、潜在意識の心として知られているものに

登録されていることを示している。神智学の教義は、こ

れらの出来事のうちのどれも実際には忘れられていない

というものであり、人生の終わりに目が閉じられ、私た

ちが死んでいると言う状態の人は、人生のすべての思考

と状況が心の中で鮮明に閃く。

だが、多くの人は以前に生きていたことを覚えている。

詩人はこれを歌ってきた。子供たちはそれをよく知って

いる。不信仰の雰囲気の中で絶え間なく生きることは差

し当たって人々の心から過去世の記憶を追い払うが、す

べての人はそれぞれの人生の新しい脳によって自我に課

された制限を受ける。これが、現世であろうと前世であ

ろうと、私たちが過去の光景を持ち続けることができな

い理由である。脳は魂の記憶のための道具であり、それ

ぞれの人生では新しい脳は一定の能力を持っているが、

自我はその能力の範囲内でしか新しい人生のために脳を

使うことができない。その能力は、自我自身の欲望と以

前の行ないに応じて、完全に利用できるか、または逆に

なる。なぜならそのような過去の生活は、物質的存在の

力に打ち勝つための力を増加させたり減少させたりする

からである。魂の指示に従って生きることで、脳は少な

くとも魂の回想に対して多孔質になるかもしれない。し

かし、脳は前回の人生に関与していないので、一般的に

は記憶することができない。そして、これは賢明な法則

である。なぜなら、前世の行為や場面が、規律（訓練）

によってそれらの知識を身につけることができるように

なるまで視界から隠されていなければ、私たちは非常に

悲惨な目に遭うはずだからである。

もう一つの異論は、輪廻転生の教義の下では、世界の

人口増加を説明することは不可能だということである。

これは、世界の人口が増加していることを確実に知って

いて、その変動について情報を得ている、ということを

前提としている。しかし地球の住民が増加していること

は確かではないし、さらに、我々が何も知らない膨大な

数の人々が、毎年滅されている。中国では、毎年何千人

もの人々が洪水によって流されている。

飢饉の統計は作られていない。アフリカでの死亡者数

が、どの年の出生者数を何千人上回っているのか、我々

は知らない。異議は、西洋の国々だけに関係している不

完全なリストに基づいている。それはまた、輪廻転生（肉

体化身）を離れて、再び化身するのを待っている人の数

は、肉体をまとって生きている自我の数より少ないと仮

定しているが、それは間違っている。アニー・ベサント

は彼女の本『輪廻転生』の中で、世界が、はるかに大き

な人口の外の町から来た人で満たされているホールに似

ていると言って、これをよく説明している。ホール内の

人数は変わるかもしれないが、町から一定の人数供給の

源がある。この地球に関しては、それに属する自我の数

が明確であることは事実だが、その量がいかほどである

か、また、それらを維持するための地球の総容量がどれ

ほどであるかは、誰も知らない。今日の統計学者は、主

に西洋にいて、彼らのリストは人間の歴史のごく一部し

か包含していない。彼らは、地球のすべての地域がいっ

ぱいだった以前のある日付に、何人の人が地球上に転生

したか言うことはできない。それゆえ、生まれ変わりを

望んでいるか、または待っている自我の数は、今日の人

間には不明である。神智学的知識のマスター（大師）た

ちは、そのような自我の総数は膨大であり、そのため死

ぬ数以上の、生まれてくる自我が占有する体の供給は、

十分であると言う。それにまた、各自我はそれ自身、死

後の状態での滞在の長さが違うことに留意しなければな

らない。彼らは同じ間隔で生まれ変わるのではなく、異

なる速度で死後の状態から出てきて、戦争、疫病、また

は飢饉による大量の死が発生するたびに、同じ場所に、

または他の場所や人種に生まれ変わるための魂の急襲が

すぐにある。地球は、居住可能な惑星の広大な集合体の

中でとても小さな天体であり、ここでの肉体化身のため

の自我の十分な供給がある。しかし、この異議を唱えた

人たちへの敬意を持って、私はそれが輪廻転生の教義の

真実にわずかな力や何らかの関係を持っていることを認
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９章 続・輪廻転生

西洋では、人生の目的が商業的、経済的、社会的、科

学的な成功、つまり個人的な利益、増大、権力であり、

人間の本当の人生はほとんど注目されず、私たち西洋人

は東洋人とは異なり、生まれる前の存在と輪廻転生の教

義にほとんど注目しない。教会がそれを否定しているこ

とは、議論が何の役にも立たない多くの人にとっては十

分なことである。教会に依存している彼らは、非論理的

であるかもしれない教義で信仰の平穏を乱したくないの

だ。また、教会は彼らを地獄に縛り付けることができる

と教えられてきたので、西暦 500 年頃のコンスタンチ

ノープルの公会議で輪廻転生に対して投げつけられた異

端の言葉を盲目的に恐れるだけで、この呪われた理論を

受け入れることはできない。そして、教会は教義につい

て議論する際に、もし人が多くの人生を生きると確信し

ているならば、現在を甘受して抑制なしで悪を行う誘惑

があまりにも強くなるという異議を力説している。これ

は不合理に思えるが、学識あるイエズス会の人々は、人

間は他の人を待つよりも今がチャンスだと言っている。

報復が全くなかった場合、そのことは良い反論になる

が、自然はすべての悪を行う者へのネメシス（応報）も

持っており、それぞれが原因と結果と完全な正義である

カルマの法則の下で、他の人生で行ったことと考えたこ

とのために、すべての人生で自分自身が正確な結果を受

けなければならないように、道徳行為のための基礎は揺

るぎない。このシステムの下では、どのような可能性、

好意、命令、信念によっても結果から逃れることはでき

ないので、安全であり、この教義を理解した者は、良心

と自然の力全体によって、善を受けて幸せになるために

善を行うよう動かされる。

生まれ変わりの概念は、一方で感情の介入を許さず、

悲しみに満ちた人生を思いのままに放棄することを禁じ

ているのが冷たく、他方では、私たちの前に亡くなった

愛する人に会う機会がないように見えるから、好みでは

なく不愉快であると主張されている。しかし、私たちが

好むと好まざるとにかかわらず自然の法則は確実に進行

しており、心情や感情は、原因に続く結果を回避するこ

とはできない。悪いものを食べれば、悪い結果が来るに

違いない。大食漢は、自分が消化不良にならずに暴食す

ることを自然界に許してもらいたいが、自然の法則はこ

のように脇に置いておくべきではない。さて、教条的宗

教で約束されているように天国で愛する人に会えないと

いう輪廻転生への反論は、自分よりも先に地上を去る者

の進化と発達が完全に停止していることを前提としてお

り、また、認識が肉体的な外見に依存していることを前

提としている。 しかし、私たちがこの人生で進歩するよ

うに、人生を離れた時にも進歩しなければならず、そし

て、私たちが他の人たちを見てわかるために彼らに私た

ちの到着を待つことを強要するのは、不公平であろう。

さらに、もし人がすべての束縛が振り捨てられた天国へ

の自然な帰結を考えるならば、そこにいた人たち、例え

ば私たちより 20 年前にこの世にいた人たちは、精神的、

霊的なものの性質上、変化に富んだ非常に好都合な状況

の下、そこで何百年に相当する進歩を遂げているに違い

ないことが明らかでなければならない。後に到着した私

たちは、まだ不完全であるにもかかわらず、どのように

してこのような利点を持って天国で自分自身を完成させ

ていた人々を認識することができるのだろうか？ また私

たちは、肉体は崩壊するために置き去りにされているこ

とを知っているのだから、精神的な人生と霊的な人生の

中で、肉体的な外観を認知することはできないことは明

らかだ。このように明白であるだけでなく、私たちは、

醜い体や奇形の体がしばしば輝かしい精神と純粋な魂を

秘めていること、また、ボルジア（訳注）の場合のように、

美しく形成された外見が、性格的に悪魔の化身を隠して

いる可能性があることを認識しているので、体のない世

界では、体の形は、認識の保証を与えてくれない。そして、

自分の子供が成熟してもう子供ではなくなった母親

は、赤ちゃんの頃の子供を、その後の人生への大きな変

化が人生初期の若さの形や特徴を完全に払拭した時と同

じくらい愛していたことを、知らなければならない。

セオソフィストは、魂の永遠で純粋な生命に直面して、

この異論は存在し得ないと見ている。また神智学では、

お互いに似ていて愛し合っている人は、条件が許せばい

つでも一緒に生まれ変わると教えている。私たちの一人

が完成への道をさらに進んで行った時はいつでも、彼は

常に同じ家族に属する人々を助け、慰めるために動かさ

れる。しかし、人が粗で利己的で邪悪になったとき、ど

んな人生においても、誰も彼との交友関係を望むことは

ない。認識は外見ではなく内面の視覚に依存しているの

で、この異議には何の力もない。親、子、または親族を

失うことに関連するその他の状態は、親が子にその体を

与えるように、その魂を与えているという誤った概念に

基づいている。しかし魂は不滅であり、親はいないので

ある。

遺伝は輪廻転生を無効にすると主張する者もいる。

我々は遺伝を、輪廻転生を証明するものとして主張して

いる。遺伝は、どのような家庭でも私たちに肉体を与え

ることで、自我のための適切な環境を提供してくれる。

自我は、完全にその性質全体に応じる家族か、またはそ

の進化のための機会を与え、また過去の化身や相互に設

定された原因が理由で自分と繋がりのある家族にのみ入

る。親と子は過去の行動によって不可分に結びついてい

るので、悪の子が現在の善良な家庭に来るかもしれない

子供にとっては贖罪のチャンスであり、親にとっては罰

の機会でもある。このことは、都市の家々が建築家の心

を示すように、私たちが住まなければならない身体を支

配する自然の法則としての身体的な遺伝性を指摘してい

る。そして私たちの両親と同様に、私たちも身体の作り

手であり影響者であったように、身体と脳の発達が遅れ

たり助けられたり、堕落したりその逆になったりした社

会の状態に参加し、その責任を負っている。私たちは今、

自分たちが登場する文明の責任を現世に負っているので

ある。しかし、人間の肉体の中の人格を見ると、大きな

内在的な違いが見られる。これは、家族、国家、人種で

苦しむか楽しんでいる内なる魂によるもので、過去世に

おける彼自身の思考や行為が、それへ転生することを避

けられないものとしている。

遺伝は肉体の住みかを提供し、また、しばしば罰であ

り、時には助けとなる脳や身体の能力の制限を課すが、

それは真の自我には影響しない。特性の伝達は物理的な

問題であり、その人種に属することになるすべての自我

の前世の結果が国家に現れてくること以外の何ものでも

ない。家族の遺伝によって自我に課せられた制限は、そ

の自我の前世の正確な結果である。このような身体的特

徴や精神的特性が伝達されるという事実は、輪廻転生を

論駁するものではない。なぜなら、それぞれの人の指導

的な心と本当の性格が、身体と脳の結果ではなく、その

本質的な生命の中で自我に特有のものであることを私た

ちは知っているからである。親と体を介した形質と傾向

の伝達は、まさに自然が選択した方法で、化身する自我

にその仕事を遂行するための適切な肉体の住みかを提供

するためのものである。別の方法は不可能であり、秩序

を破壊するだろう。

繰り返しになるが、遺伝性から見た反論にこだわる人

たちは、類似点を強調し、相違点を見落としていること

を忘れている。遺伝学の研究では、多くの形質の伝承が

記録されているが、数が膨大に多い遺伝との乖離につい

ては記録されていない。一家の子供たちは、一つの手の

指と同じように性格が違うことを、すべての母親は知っ

ている。彼らは全員が同じ両親から来たが、全員の性格

と能力が違う。

しかし、偉大なルールとして、また完全な説明として

の遺伝は、学習、力、能力の絶え間ない伝承を示さない

歴史によって完全に覆される。例えば、古代エジプト人

がとっくの昔にいなくなり、伝承のラインが粉々になっ

てしまった場合、その子孫への伝承はない。肉体的な遺

伝が性格の問題を解決するならば、エジプトの偉大な性

格はどのようにして失われてしまったのだろうか？ 他の

古代国家や絶滅した国家についても同じことが言える。

そして個人の実例を取ると、偉大な音楽家のバッハがい

る。その直系の子孫は音楽的能力の低下を示し、家系か

ら最終的に姿を消した。しかし神智学では、これらの事

例の両方、それらのすべてと同様に、本当の能力は家族

や国の母体から消えただけで、現在いくつかの他の国や

家族で化身している、かつてそれらを示した自我たちに

保持されていることを教えている。

苦しみはほぼすべての人に訪れ、多くの人がゆりかご

から墓場まで悲しみの人生を送っているので、転生は不

当であると主張されている。この異議は、他の人生では

誰か他の人であるという誤った考えに基づいている。し

かし、どの人生においてもそれは同じ人である。私たち

が再びこの世に来たとき、別の誰かの体を取るのではな

く、別の誰かの行為を取るのでもなく、多くの役を演じ
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めない。

＊＊＊＊＊

訳注 チェーザレ・ボルジア（ヴァレンティーノ公）

1475-1507。イタリア・ルネサンス期の軍人・政治家。

父ロドリーゴの力添えにより、幼少の頃から教会内要職

を歴任した。容姿は、灰色の目およびオレンジ色の髪の

大変な美男子だったと言われ、後にマキャヴェッリも「容

姿ことのほか美しく堂々とし、武器を取れば勇猛果敢で

あった」とチェーザレの印象を書き残している。

る俳優のようなものであり、新しい劇のたびに衣装も台

詞も違っているが、内面は同じ俳優である。シェイクス

ピアは、人生は劇であると言って正しかった。魂の偉大

な人生は劇であり、新しい人生と再生のたびに、別の役

を引き受けて、新しい服を着て、別の芝居をするが、そ

の間ずっと私たちは同じ人間である。だから、それは不

公平ではなく完全な正義であり、他の方法で正義を維持

することはできないのだった。

しかし、もし私たちが転生したとしても、どうしてあ

の世のことを覚えていないのか、また、私たちが苦しん

でいる行為を覚えていないので、それが理由で不当なこ

とではないのか、と言われている。このように問う人た

ちは、自分たちにも人生の楽しみと報酬があるという事

実と、そしてそれを疑いなく受け入れることに満足して

いるという事実をいつも無視する。覚えていない行為の

ために罰せられるのが不公平であるならば、忘れられた

他の行為のために報われるのもまた不公平である。単な

る人生への参入は、いかなる報いや罰のための適切な基

盤でもない。報酬と罰は、それ以前の行為に対する正当

な報いでなければならない。自然の正義の法則は不完全

なものではなく、犯罪者が罰を伴う行為を現世で知り、

記憶することを要求するのは、人間の正義の不完全さだ

けである。前世では、行為者は自分が何をしたかを十分

に認識していたので、自然は彼の行為に結果を付け加え、

それで公正である。私たちが何をしたかを覚えていよう

が忘れていようが、私たちが望もうが、何をしようが、

自然は結果を原因に従わせることをよく知っている。赤

ん坊が最初の数年の間に看護師に傷を負わされたとする

と、後の人生の障害となる病気の土台が築かれ、よくあ

ることだがその子供は現在の原因を起こしたわけでもな

いし、それについて何も覚えていなくても、障害となる

病気が起こるのである。しかし、正しく理解されたカル

マとその仲間の教義である輪廻転生は、自然全体のス

キームがいかに完全であるかを示している。

前世の記憶は、我々がその存在（前世）を経験したこ

とを証明するために必要とされていないし、また、覚え

ていないという事実は良い異議ではない。私たちは、現

世の年月や日々の出来事の大部分を忘れているが、その

理由で私たちがこれらの年月を経ていないと言う人はい

ないだろう。前世を生きていたので、私たちはその詳細

についてはほとんど脳には残っていないが、それらが性

格に与えた影響の全体が保持され、私たち自身の一部と

なっている。幾多の人生の詳細全体は、ある日完全に我々

が完成したときに、ある他の人生で意識的な記憶として

呼び戻すことができるように、内なる人間に保存されて

いる。そして今でも、私たちは不完全で、知っているこ

とはほとんどないが、催眠術の実験では、すべての細部

の詳細は現在、潜在意識の心として知られているものに

登録されていることを示している。神智学の教義は、こ

れらの出来事のうちのどれも実際には忘れられていない

というものであり、人生の終わりに目が閉じられ、私た

ちが死んでいると言う状態の人は、人生のすべての思考

と状況が心の中で鮮明に閃く。

だが、多くの人は以前に生きていたことを覚えている。

詩人はこれを歌ってきた。子供たちはそれをよく知って

いる。不信仰の雰囲気の中で絶え間なく生きることは差

し当たって人々の心から過去世の記憶を追い払うが、す

べての人はそれぞれの人生の新しい脳によって自我に課

された制限を受ける。これが、現世であろうと前世であ

ろうと、私たちが過去の光景を持ち続けることができな

い理由である。脳は魂の記憶のための道具であり、それ

ぞれの人生では新しい脳は一定の能力を持っているが、

自我はその能力の範囲内でしか新しい人生のために脳を

使うことができない。その能力は、自我自身の欲望と以

前の行ないに応じて、完全に利用できるか、または逆に

なる。なぜならそのような過去の生活は、物質的存在の

力に打ち勝つための力を増加させたり減少させたりする

からである。魂の指示に従って生きることで、脳は少な

くとも魂の回想に対して多孔質になるかもしれない。し

かし、脳は前回の人生に関与していないので、一般的に

は記憶することができない。そして、これは賢明な法則

である。なぜなら、前世の行為や場面が、規律（訓練）

によってそれらの知識を身につけることができるように

なるまで視界から隠されていなければ、私たちは非常に

悲惨な目に遭うはずだからである。

もう一つの異論は、輪廻転生の教義の下では、世界の

人口増加を説明することは不可能だということである。

これは、世界の人口が増加していることを確実に知って

いて、その変動について情報を得ている、ということを

前提としている。しかし地球の住民が増加していること

は確かではないし、さらに、我々が何も知らない膨大な

数の人々が、毎年滅されている。中国では、毎年何千人

もの人々が洪水によって流されている。

飢饉の統計は作られていない。アフリカでの死亡者数

が、どの年の出生者数を何千人上回っているのか、我々

は知らない。異議は、西洋の国々だけに関係している不

完全なリストに基づいている。それはまた、輪廻転生（肉

体化身）を離れて、再び化身するのを待っている人の数

は、肉体をまとって生きている自我の数より少ないと仮

定しているが、それは間違っている。アニー・ベサント

は彼女の本『輪廻転生』の中で、世界が、はるかに大き

な人口の外の町から来た人で満たされているホールに似

ていると言って、これをよく説明している。ホール内の

人数は変わるかもしれないが、町から一定の人数供給の

源がある。この地球に関しては、それに属する自我の数

が明確であることは事実だが、その量がいかほどである

か、また、それらを維持するための地球の総容量がどれ

ほどであるかは、誰も知らない。今日の統計学者は、主

に西洋にいて、彼らのリストは人間の歴史のごく一部し

か包含していない。彼らは、地球のすべての地域がいっ

ぱいだった以前のある日付に、何人の人が地球上に転生

したか言うことはできない。それゆえ、生まれ変わりを

望んでいるか、または待っている自我の数は、今日の人

間には不明である。神智学的知識のマスター（大師）た

ちは、そのような自我の総数は膨大であり、そのため死

ぬ数以上の、生まれてくる自我が占有する体の供給は、

十分であると言う。それにまた、各自我はそれ自身、死

後の状態での滞在の長さが違うことに留意しなければな

らない。彼らは同じ間隔で生まれ変わるのではなく、異

なる速度で死後の状態から出てきて、戦争、疫病、また

は飢饉による大量の死が発生するたびに、同じ場所に、

または他の場所や人種に生まれ変わるための魂の急襲が

すぐにある。地球は、居住可能な惑星の広大な集合体の

中でとても小さな天体であり、ここでの肉体化身のため

の自我の十分な供給がある。しかし、この異議を唱えた

人たちへの敬意を持って、私はそれが輪廻転生の教義の

真実にわずかな力や何らかの関係を持っていることを認
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西洋では、人生の目的が商業的、経済的、社会的、科

学的な成功、つまり個人的な利益、増大、権力であり、

人間の本当の人生はほとんど注目されず、私たち西洋人

は東洋人とは異なり、生まれる前の存在と輪廻転生の教

義にほとんど注目しない。教会がそれを否定しているこ

とは、議論が何の役にも立たない多くの人にとっては十

分なことである。教会に依存している彼らは、非論理的

であるかもしれない教義で信仰の平穏を乱したくないの

だ。また、教会は彼らを地獄に縛り付けることができる

と教えられてきたので、西暦 500 年頃のコンスタンチ

ノープルの公会議で輪廻転生に対して投げつけられた異

端の言葉を盲目的に恐れるだけで、この呪われた理論を

受け入れることはできない。そして、教会は教義につい

て議論する際に、もし人が多くの人生を生きると確信し

ているならば、現在を甘受して抑制なしで悪を行う誘惑

があまりにも強くなるという異議を力説している。これ

は不合理に思えるが、学識あるイエズス会の人々は、人

間は他の人を待つよりも今がチャンスだと言っている。

報復が全くなかった場合、そのことは良い反論になる

が、自然はすべての悪を行う者へのネメシス（応報）も

持っており、それぞれが原因と結果と完全な正義である

カルマの法則の下で、他の人生で行ったことと考えたこ

とのために、すべての人生で自分自身が正確な結果を受

けなければならないように、道徳行為のための基礎は揺

るぎない。このシステムの下では、どのような可能性、

好意、命令、信念によっても結果から逃れることはでき

ないので、安全であり、この教義を理解した者は、良心

と自然の力全体によって、善を受けて幸せになるために

善を行うよう動かされる。

生まれ変わりの概念は、一方で感情の介入を許さず、

悲しみに満ちた人生を思いのままに放棄することを禁じ

ているのが冷たく、他方では、私たちの前に亡くなった

愛する人に会う機会がないように見えるから、好みでは

なく不愉快であると主張されている。しかし、私たちが

好むと好まざるとにかかわらず自然の法則は確実に進行

しており、心情や感情は、原因に続く結果を回避するこ

とはできない。悪いものを食べれば、悪い結果が来るに

違いない。大食漢は、自分が消化不良にならずに暴食す

ることを自然界に許してもらいたいが、自然の法則はこ

のように脇に置いておくべきではない。さて、教条的宗

教で約束されているように天国で愛する人に会えないと

いう輪廻転生への反論は、自分よりも先に地上を去る者

の進化と発達が完全に停止していることを前提としてお

り、また、認識が肉体的な外見に依存していることを前

提としている。 しかし、私たちがこの人生で進歩するよ

うに、人生を離れた時にも進歩しなければならず、そし

て、私たちが他の人たちを見てわかるために彼らに私た

ちの到着を待つことを強要するのは、不公平であろう。

さらに、もし人がすべての束縛が振り捨てられた天国へ

の自然な帰結を考えるならば、そこにいた人たち、例え

ば私たちより 20 年前にこの世にいた人たちは、精神的、

霊的なものの性質上、変化に富んだ非常に好都合な状況

の下、そこで何百年に相当する進歩を遂げているに違い

ないことが明らかでなければならない。後に到着した私

たちは、まだ不完全であるにもかかわらず、どのように

してこのような利点を持って天国で自分自身を完成させ

ていた人々を認識することができるのだろうか？ また私

たちは、肉体は崩壊するために置き去りにされているこ

とを知っているのだから、精神的な人生と霊的な人生の

中で、肉体的な外観を認知することはできないことは明

らかだ。このように明白であるだけでなく、私たちは、

醜い体や奇形の体がしばしば輝かしい精神と純粋な魂を

秘めていること、また、ボルジア（訳注）の場合のように、

美しく形成された外見が、性格的に悪魔の化身を隠して

いる可能性があることを認識しているので、体のない世

界では、体の形は、認識の保証を与えてくれない。そして、

自分の子供が成熟してもう子供ではなくなった母親

は、赤ちゃんの頃の子供を、その後の人生への大きな変

化が人生初期の若さの形や特徴を完全に払拭した時と同

じくらい愛していたことを、知らなければならない。

セオソフィストは、魂の永遠で純粋な生命に直面して、

この異論は存在し得ないと見ている。また神智学では、

お互いに似ていて愛し合っている人は、条件が許せばい

つでも一緒に生まれ変わると教えている。私たちの一人

が完成への道をさらに進んで行った時はいつでも、彼は

常に同じ家族に属する人々を助け、慰めるために動かさ

れる。しかし、人が粗で利己的で邪悪になったとき、ど

んな人生においても、誰も彼との交友関係を望むことは

ない。認識は外見ではなく内面の視覚に依存しているの

で、この異議には何の力もない。親、子、または親族を

失うことに関連するその他の状態は、親が子にその体を

与えるように、その魂を与えているという誤った概念に

基づいている。しかし魂は不滅であり、親はいないので

ある。

遺伝は輪廻転生を無効にすると主張する者もいる。

我々は遺伝を、輪廻転生を証明するものとして主張して

いる。遺伝は、どのような家庭でも私たちに肉体を与え

ることで、自我のための適切な環境を提供してくれる。

自我は、完全にその性質全体に応じる家族か、またはそ

の進化のための機会を与え、また過去の化身や相互に設

定された原因が理由で自分と繋がりのある家族にのみ入

る。親と子は過去の行動によって不可分に結びついてい

るので、悪の子が現在の善良な家庭に来るかもしれない

子供にとっては贖罪のチャンスであり、親にとっては罰

の機会でもある。このことは、都市の家々が建築家の心

を示すように、私たちが住まなければならない身体を支

配する自然の法則としての身体的な遺伝性を指摘してい

る。そして私たちの両親と同様に、私たちも身体の作り

手であり影響者であったように、身体と脳の発達が遅れ

たり助けられたり、堕落したりその逆になったりした社

会の状態に参加し、その責任を負っている。私たちは今、

自分たちが登場する文明の責任を現世に負っているので

ある。しかし、人間の肉体の中の人格を見ると、大きな

内在的な違いが見られる。これは、家族、国家、人種で

苦しむか楽しんでいる内なる魂によるもので、過去世に

おける彼自身の思考や行為が、それへ転生することを避

けられないものとしている。

遺伝は肉体の住みかを提供し、また、しばしば罰であ

り、時には助けとなる脳や身体の能力の制限を課すが、

それは真の自我には影響しない。特性の伝達は物理的な

問題であり、その人種に属することになるすべての自我

の前世の結果が国家に現れてくること以外の何ものでも

ない。家族の遺伝によって自我に課せられた制限は、そ

の自我の前世の正確な結果である。このような身体的特

徴や精神的特性が伝達されるという事実は、輪廻転生を

論駁するものではない。なぜなら、それぞれの人の指導

的な心と本当の性格が、身体と脳の結果ではなく、その

本質的な生命の中で自我に特有のものであることを私た

ちは知っているからである。親と体を介した形質と傾向

の伝達は、まさに自然が選択した方法で、化身する自我

にその仕事を遂行するための適切な肉体の住みかを提供

するためのものである。別の方法は不可能であり、秩序

を破壊するだろう。

繰り返しになるが、遺伝性から見た反論にこだわる人

たちは、類似点を強調し、相違点を見落としていること

を忘れている。遺伝学の研究では、多くの形質の伝承が

記録されているが、数が膨大に多い遺伝との乖離につい

ては記録されていない。一家の子供たちは、一つの手の

指と同じように性格が違うことを、すべての母親は知っ

ている。彼らは全員が同じ両親から来たが、全員の性格

と能力が違う。

しかし、偉大なルールとして、また完全な説明として

の遺伝は、学習、力、能力の絶え間ない伝承を示さない

歴史によって完全に覆される。例えば、古代エジプト人

がとっくの昔にいなくなり、伝承のラインが粉々になっ

てしまった場合、その子孫への伝承はない。肉体的な遺

伝が性格の問題を解決するならば、エジプトの偉大な性

格はどのようにして失われてしまったのだろうか？ 他の

古代国家や絶滅した国家についても同じことが言える。

そして個人の実例を取ると、偉大な音楽家のバッハがい

る。その直系の子孫は音楽的能力の低下を示し、家系か

ら最終的に姿を消した。しかし神智学では、これらの事

例の両方、それらのすべてと同様に、本当の能力は家族

や国の母体から消えただけで、現在いくつかの他の国や

家族で化身している、かつてそれらを示した自我たちに

保持されていることを教えている。

苦しみはほぼすべての人に訪れ、多くの人がゆりかご

から墓場まで悲しみの人生を送っているので、転生は不

当であると主張されている。この異議は、他の人生では

誰か他の人であるという誤った考えに基づいている。し

かし、どの人生においてもそれは同じ人である。私たち

が再びこの世に来たとき、別の誰かの体を取るのではな

く、別の誰かの行為を取るのでもなく、多くの役を演じ

めない。

＊＊＊＊＊

訳注 チェーザレ・ボルジア（ヴァレンティーノ公）

1475-1507。イタリア・ルネサンス期の軍人・政治家。

父ロドリーゴの力添えにより、幼少の頃から教会内要職

を歴任した。容姿は、灰色の目およびオレンジ色の髪の

大変な美男子だったと言われ、後にマキャヴェッリも「容

姿ことのほか美しく堂々とし、武器を取れば勇猛果敢で

あった」とチェーザレの印象を書き残している。

る俳優のようなものであり、新しい劇のたびに衣装も台

詞も違っているが、内面は同じ俳優である。シェイクス

ピアは、人生は劇であると言って正しかった。魂の偉大

な人生は劇であり、新しい人生と再生のたびに、別の役

を引き受けて、新しい服を着て、別の芝居をするが、そ

の間ずっと私たちは同じ人間である。だから、それは不

公平ではなく完全な正義であり、他の方法で正義を維持

することはできないのだった。

しかし、もし私たちが転生したとしても、どうしてあ

の世のことを覚えていないのか、また、私たちが苦しん

でいる行為を覚えていないので、それが理由で不当なこ

とではないのか、と言われている。このように問う人た

ちは、自分たちにも人生の楽しみと報酬があるという事

実と、そしてそれを疑いなく受け入れることに満足して

いるという事実をいつも無視する。覚えていない行為の

ために罰せられるのが不公平であるならば、忘れられた

他の行為のために報われるのもまた不公平である。単な

る人生への参入は、いかなる報いや罰のための適切な基

盤でもない。報酬と罰は、それ以前の行為に対する正当

な報いでなければならない。自然の正義の法則は不完全

なものではなく、犯罪者が罰を伴う行為を現世で知り、

記憶することを要求するのは、人間の正義の不完全さだ

けである。前世では、行為者は自分が何をしたかを十分

に認識していたので、自然は彼の行為に結果を付け加え、

それで公正である。私たちが何をしたかを覚えていよう

が忘れていようが、私たちが望もうが、何をしようが、

自然は結果を原因に従わせることをよく知っている。赤

ん坊が最初の数年の間に看護師に傷を負わされたとする

と、後の人生の障害となる病気の土台が築かれ、よくあ

ることだがその子供は現在の原因を起こしたわけでもな

いし、それについて何も覚えていなくても、障害となる

病気が起こるのである。しかし、正しく理解されたカル

マとその仲間の教義である輪廻転生は、自然全体のス

キームがいかに完全であるかを示している。

前世の記憶は、我々がその存在（前世）を経験したこ

とを証明するために必要とされていないし、また、覚え

ていないという事実は良い異議ではない。私たちは、現

世の年月や日々の出来事の大部分を忘れているが、その

理由で私たちがこれらの年月を経ていないと言う人はい

ないだろう。前世を生きていたので、私たちはその詳細

についてはほとんど脳には残っていないが、それらが性

格に与えた影響の全体が保持され、私たち自身の一部と

なっている。幾多の人生の詳細全体は、ある日完全に我々

が完成したときに、ある他の人生で意識的な記憶として

呼び戻すことができるように、内なる人間に保存されて

いる。そして今でも、私たちは不完全で、知っているこ

とはほとんどないが、催眠術の実験では、すべての細部

の詳細は現在、潜在意識の心として知られているものに

登録されていることを示している。神智学の教義は、こ

れらの出来事のうちのどれも実際には忘れられていない

というものであり、人生の終わりに目が閉じられ、私た

ちが死んでいると言う状態の人は、人生のすべての思考

と状況が心の中で鮮明に閃く。

だが、多くの人は以前に生きていたことを覚えている。

詩人はこれを歌ってきた。子供たちはそれをよく知って

いる。不信仰の雰囲気の中で絶え間なく生きることは差

し当たって人々の心から過去世の記憶を追い払うが、す

べての人はそれぞれの人生の新しい脳によって自我に課

された制限を受ける。これが、現世であろうと前世であ

ろうと、私たちが過去の光景を持ち続けることができな

い理由である。脳は魂の記憶のための道具であり、それ

ぞれの人生では新しい脳は一定の能力を持っているが、

自我はその能力の範囲内でしか新しい人生のために脳を

使うことができない。その能力は、自我自身の欲望と以

前の行ないに応じて、完全に利用できるか、または逆に

なる。なぜならそのような過去の生活は、物質的存在の

力に打ち勝つための力を増加させたり減少させたりする

からである。魂の指示に従って生きることで、脳は少な

くとも魂の回想に対して多孔質になるかもしれない。し

かし、脳は前回の人生に関与していないので、一般的に

は記憶することができない。そして、これは賢明な法則

である。なぜなら、前世の行為や場面が、規律（訓練）

によってそれらの知識を身につけることができるように

なるまで視界から隠されていなければ、私たちは非常に

悲惨な目に遭うはずだからである。

もう一つの異論は、輪廻転生の教義の下では、世界の

人口増加を説明することは不可能だということである。

これは、世界の人口が増加していることを確実に知って

いて、その変動について情報を得ている、ということを

前提としている。しかし地球の住民が増加していること

は確かではないし、さらに、我々が何も知らない膨大な

数の人々が、毎年滅されている。中国では、毎年何千人

もの人々が洪水によって流されている。

飢饉の統計は作られていない。アフリカでの死亡者数

が、どの年の出生者数を何千人上回っているのか、我々

は知らない。異議は、西洋の国々だけに関係している不

完全なリストに基づいている。それはまた、輪廻転生（肉

体化身）を離れて、再び化身するのを待っている人の数

は、肉体をまとって生きている自我の数より少ないと仮

定しているが、それは間違っている。アニー・ベサント

は彼女の本『輪廻転生』の中で、世界が、はるかに大き

な人口の外の町から来た人で満たされているホールに似

ていると言って、これをよく説明している。ホール内の

人数は変わるかもしれないが、町から一定の人数供給の

源がある。この地球に関しては、それに属する自我の数

が明確であることは事実だが、その量がいかほどである

か、また、それらを維持するための地球の総容量がどれ

ほどであるかは、誰も知らない。今日の統計学者は、主

に西洋にいて、彼らのリストは人間の歴史のごく一部し

か包含していない。彼らは、地球のすべての地域がいっ

ぱいだった以前のある日付に、何人の人が地球上に転生

したか言うことはできない。それゆえ、生まれ変わりを

望んでいるか、または待っている自我の数は、今日の人

間には不明である。神智学的知識のマスター（大師）た

ちは、そのような自我の総数は膨大であり、そのため死

ぬ数以上の、生まれてくる自我が占有する体の供給は、

十分であると言う。それにまた、各自我はそれ自身、死

後の状態での滞在の長さが違うことに留意しなければな

らない。彼らは同じ間隔で生まれ変わるのではなく、異

なる速度で死後の状態から出てきて、戦争、疫病、また

は飢饉による大量の死が発生するたびに、同じ場所に、

または他の場所や人種に生まれ変わるための魂の急襲が

すぐにある。地球は、居住可能な惑星の広大な集合体の

中でとても小さな天体であり、ここでの肉体化身のため

の自我の十分な供給がある。しかし、この異議を唱えた

人たちへの敬意を持って、私はそれが輪廻転生の教義の

真実にわずかな力や何らかの関係を持っていることを認
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カルト知識をもっておられるという事実をはじめて世に

知らせたのは、私達神智学徒でした。そして今、その名

は一般的なものとなりました。神聖なみ名が冒涜された

結果、つまりカルマは、今私達に降りかかっています。

現代の書物には、今、このようなことはたくさん書かれ

ていますが、元をただせば、それはすべて神智学協会と

その創立者達がこの方面に与えた刺激によります。私達

の敵は、この誤りによって今日に至るまで利益を得てい

ます。私達の教えに反対しているいちばん最近の本は、

二〇年間アデプトだったという人が書いたと言い張って

いる本です。それは見えすいた嘘です。私は筆記者と、

彼に虚偽の考えを吹き込んだ者達を知っています。（筆

記者自身はあまりにも無知でその類のことは何も書けま

せん。）このように考えを吹き込んだ者達は生きている

人達で、知性が優れていればいるほど、執念深く破廉恥

です。このようなにせのアデプトは一人ならず、複数い

ます。神智学を破壊する道具として用いられた「アデプ

ト達」の系列は一二年前にエンマ・ハーディンジ・ブリ

テン夫人の書いた『アート・マジック』と『幽霊の国』

の中の「ルーイ」という、いわばアデプトで始まり、今、

神智学とその教えに反対する心霊主義者達が書いた著作

『エジプトの光』の自称アデプトである著者で終わって

います。しかし、すでにしたことを今さら悔いても仕方

がありません。私達の軽率さがせめて、人々が大師への

道をもう少し容易に見つけることができるようなったと

願って耐え忍ぶしかありません。大師方のみ名は、今、

至る所でみだりに唱えられ、その名のもとに多くの罪が

すでに犯されています。

【問】　ルーイはアデプトではないとおっしゃるのです

か？

【答】　私達は誰も非難せず、非難の役目は敵に任せます。

『アート・マジック』などの心霊主義の著者はこのよう

なアデプトを知っているかいないか分かりません。それ

は彼女の問題です。その婦人が過去数年間に私達や神智

学について言ったり書いたりした非難よりも、私達の発

言の方がずっと少ないでしょう。ただ、神秘的なヴィジョ

ンの出る厳粛な場面で、「アデプト」と言われている方が、

英国のグリニッジで、ロス卿の望遠鏡を通して霊達を見

るという話を読むと（『幽霊の国』第一章一三三頁）、私

はそのアデプトの科学的知識のないことを不思議に思い

ます。その本の中で英国のグリニッジ天文台で覗いたと

いう望遠鏡は、実際はアイルランドのパーソンズタウン

に作られたもので、そこから動かされたことはないから

です。私達の師匠達の弟子達も時々、間違いやしくじり

を犯しますが、これはそのような間違いのすべてより

ずっとひどいです！　私達の大師方のみ教えを、今破壊

しようとしているのはこの「アデプト」です！

【問】　このことであなたが感じておられることはよく分

かりました。それは当然だと思います。これまであなた

がおっしゃり、また説明して下さったお考えの中で、少

し質問をしたいと思う問題が一つあります。

【答】　私に答えられることでしたらお答えします。

 

結論・神智学協会の未来

【問】　神智学の未来に対して、どんな期待をしておられ

ますか？

【答】　神智学そのものについて言われるなら、神智学と

いうものは、過去の無数の周期中、いつも存在してきた

ように、未来にも無窮に存在することでしょうとお答え

します。神智学とは永遠の真理というものと同じ意味だ

からです。

【問】　いいえ、私はむしろ、神智学協会の前途を聞くつ

もりでした。

【答】　協会の未来はほとんどすべてと言ってよいほど、

創立者達の死後、仕事を続け、協会を指導するメンバー

達の無私無欲と熱意と献身の度合いと、最後に彼等のも

つ知識と智慧の深さによります。

【問】　メンバー達が利己的でなく、献身的であることの

重要さはよく分かりますが、彼等の知識が他の特性のよ

うに重要なものであるのはどうしてなのか、あまりよく

分かりません。すでにある本や今でも絶えず書かれてい

るもので十分ではありませんか？

【答】　秘教の専門的知識のことを言っているのではあり

ません。それもたいへん大事ではありますが、私はむし

ろ、協会を指導する後継者達は偏見のない明晰な判断力

をもつ必要が大いにあるということを言っているので

す。神智学協会のような試みは皆、これまで失敗に終わ

りました。なぜなら、遅かれ早かれその会は宗派となっ

て、その宗派自体の堅い教義を作りあげたからです。そ

のため、生きている真理だけが与えることのできる活力

を、知らないうちになくしてしまったのです。私達のメ

ンバーはみな、何かの宗教の中で生まれ躾
しつ
けられました

し、またその人達はすべて肉体的にも精神的にも自分達

の世代の子であるので、その判断は歪められ、無意識に

そのような影響によって偏りがちです。それでもし会員

がこのような先天的偏見から自由になることができなけ

れば、または少なくとも直ちにそれに気づき、それによっ

て迷わないように教えられなければ、協会はどこか思い

の砂丘に押し流されて、そこで朽ち果て、死骸を残すだ

けでしょう。

【問】　しかし、その危険を防げばどうなるのでしょう

か？

【答】　その時協会は、二十世紀のあとまでも生き続ける

でしょう。宗教、義務、博愛について寛大で高尚な思想

をもって、思考力と知性のある多くの人々に、協会は徐々

に影響を及ぼしてその人達の心に浸透するでしょう。

ゆっくりと、しかし着実に、宗派や独断、社会的、階級

的偏見の鉄の足かせを引きちぎります。協会は人種的、

国民的反感の垣
かき
根
ね
を打ち壊し、すべての人間の同胞団を

実現するための道を開くでしょう。近代人が到達でき、

理解できるようにしたその教えと哲学を通して、西洋人

は東洋を理解し、その真価を知るようになるでしょう。

その上、すでにアメリカでその前駆的な兆候が見られる

ようなサイキック能力の発達が、健康的に正常に進んで

行くでしょう。サイキック能力の発達が、現在の利己主

義やあらゆる煩悩の温床の中で起こると、必然的に人類

は精神的にも肉体的にも恐ろしい危険にさらされます。

神智学こそ、その差し迫った危険から人類を救うことが

できるのです。そのとき、人間の精神的、サイキック的

成長は道徳的な進歩と調和して進み、私達を取り巻いて

いる物質的環境に無秩序と争いはなくなり、自分の心を

支配する平和と友愛が反映されるでしょう。

【問】　本当にすばらしいヴィジョンだと思います！　し

かし、わずか百年間にこれがすべて成就するとあなたは

お思いですか？

【答】　難しいでしょう。しかし各世紀の最後の二五年の

間に、私が話したこのような「大師方」によって、たい

へん明確な方法で人類の霊的進歩を助けるための試みが

行なわれます。各世紀の終わりに向かって、霊性（もし

お好みなら神秘主義と言われてもよいですが）の流出と

激変が起こります。世界に一人か何人かの人達が大師方

の代理として現れ、多かれ少なかれオカルト知識と教え

が与えられます。もしあなたがしたければ、詳細な歴史

の記録がある限り、世紀ごとにそのような運動があった

ことを追跡することができます。

【問】　それが神智学協会の未来とどう関係があるのです

か？

【答】　私達の協会として現れた一九世紀の試みが、以前

のものよりうまく行くならば、二十世紀の試みが来る時、

協会はよく組織された活発な団体として存在することで

しょう。人々の一般的な精神状態は、この教えが広がる

ことによってよくなり浄化されるでしょう。そして私が

言ったように、人々の偏見と独断的妄想は少なくともあ

る程度取り除かれるでしょう。それだけでなく、たいへ

ん手に入れやすい本がたくさん用意され、新しい真理を

伝える人を歓迎する用意の整った、統一された大きな団

体が出来るでしょう。新しい真理を伝えるこの人は自分

のメッセージを受ける用意の出来た心の持ち主達がお

り、自分がもたらす真理を表現するのに役立つ言葉や、

自分の到着を待っている組織が用意されているのを知る

ことでしょう。その組織は機械的、物質的障害や困難を

その人の道から取り除くことでしょう。このような機会

を与えられた人に、どれだけのことが成就できるか考え

てごらんなさい。こうした有利な状態は何もなく、様々

な障害に囲まれていた神智学協会が過去一四年間に実際

に成就してきたことを考慮に入れて、有利な環境があり、

障害もない新しい二十世紀の指導者にできることを考え

てごらんなさい。そう考えてから、もし神智学協会が次

の百年を生き残って、その使命と本来の動機に忠実であ

るなら、二十一世紀の世界は今と比べて極楽であると断

言するなら、私はあまりにも楽観的でしょうか！　（終）

神聖な名と言葉の誤用

【問】　私の聞いたこと、すなわち神智学の著者達の多く

が、大師達に霊感を受けたり、大師方を見たり、話を交

したりしたと言うのは本当ではないのですか？

【答】　本当かもしれないし、本当ではないかもしれませ

ん。それがどうして私に分かりますか？　それを立証す

る責任は著者にあります。ごくわずかな著者は明らかに

嘘をついていたり、またはこのような霊感を自慢する時

は幻覚を起こしたりしていました。他の人達は本当に、

偉大なアデプトから霊感を受けました。木はその果実に

よって良し悪しが分がります。そして神智学徒は書いた

り言ったりしたことによってではなく、その行ないに

よって判断されるべきです。すべての神智学の本は、著

者達が言い立てる典拠によるのではなく、その内容の価

値によって受け入れなければなりません。

【問】　ブラヴァツキー夫人は自分の著作、例えば『シー

クレット・ドクトリン』にもその原則を適用しているで

しょうか？

【答】　もちろんしています。彼女はその序文に大師から

学んだ教えを公表すると言っていますが、彼女が最近書

いたものには、霊感を受けたとは全く主張していません。

優れた神智学徒達は、大師方のみ名は決して神智学の本

に出ないほうがよかったと思います。例外もありますが、

そのような本の多くは不完全であるばかりでなく、はっ

きりと間違っています。大師方の中のお二人のみ名がた

いへん冒涜されてきました。このお二人を見たと言わな

い霊媒はほとんどいません。商業目的のいんちき協会は

みな、私達の大師よりもっと高いとよく想像されている

「大師方」に指導されていると言い張っています！　貪

欲か、虚栄か、無責任な霊媒性質かによって喚起されて、

このようなことを言いふらした人々の罪は多く、また重

いものです。力や知識や霊的真理の秘密を無価値な黄金

のために売ると申し出るこのような協会で金を奪われた

人はたくさんいます。いちばん悪いことはオカルティズ

ムの神聖な名とそれを守る神聖な方々が、この不潔なぬ

かるみに引きずり込まれ、汚い動機と不道徳な手段で汚

されました。そしてこのようなにせものや詐欺師達がこ

の分野全体に不名誉と不評判をもたらしたために、何千

人もの人々が真理の道を踏まなくなりました。もう一度

申しますが、今、熱心な神智学徒はみな、こうした神聖

な名や事実を公衆の前に言ったことを心の底から後悔

し、信用のできる献身的な友人達の小さな集まりの中で

秘密を　　守っておけばよかったと心から思っていま

す。

【問】　近頃では、大師のみ名は度々聞くようですが、最

近まで私は「大師方」というような人達のことを聞いた

ことはありませんでした。

【答】　そうです。もし私達が、自分達が知ったり聞いた

りしたことすべてを、急いで知らせたり出版したりせず、

沈黙という賢明な方法をとったならば、こんな冒
ぼう

涜
とく

は決

して起こらなかったでしょう。ご覧なさい。たった一四

年前、神智学協会が作られる前は、心霊界の話は「霊達」

のことばかりでした。霊達のことは至る所で誰の口から

も話され、生きておられる「アデプト達」や「マハート

マ達」または「大師方」について話そうとは夢にも思い

ませんでした。バラ十字という名さえほとんど聞いたこ

とはなく、また、オカルティズムのようなものがあるこ

とは、少数の人々しか考えもしませんでした。今は全く

違います。不幸なことに、このようなことを初めて言い

出し、東洋に「アデプト達」や「大師達」がおられ、オ

訳者後書き

　七年前に『神智学の鍵』初版出版の際、「訳者はしがき」

では邦訳の由来を次のように説明致しました。

　はじめて『神智学の鍵』を訳そうと思ったのは、今か

ら十年あまり前のことでした。それは当時、オーストラ

リアの神智学協会の書記長から、シカゴのアメリカ神智

学協会へ移られたばかりの故ヘレン・ザハラ女史にすす

められて一九七一年六月に神智学協会のニッポン・ロッ

ジをつくった直後のことでした。その翌年一九七二年に

インドの神智学協会の副会長だったジョイ・ミルス女史

が『神智学の鍵』の要約版を出版されました。サハラ女

史は私にこれを訳すようにと手紙を下さいましたが、ど

うせ訳すなら、要約版ではなく原版を訳したいと申し出

ました。彼女の口添えがあったことと思いますが、この

少しあとに、当時まだお元気で、Ｈ・Ｐ・ブラヴァツキー

の諸著書の整理をしておられた彼女の甥ボリス・ド＝ジ

ルコフ氏から一冊の本が送られて来ました。それは明治

四十三年に『霊智学解説』と題して訳された『神智学の鍵』

のまだ一度も頁を開いたこともないようにきれいな本で

した。これを参考にという心遣いだったことと思います。

『霊智学解説』はＥ・Ｓ・スティブンソン氏と宇高兵作氏

の共訳でありますが、訳語が古く、神智学用語も現在私

達が使っているものとは大分違います。又、若干、解釈

の違う所もあります。現代語でこの本を訳しますことは、

日本の神智学研究および神智学活動に大事なことでし

た。それで仕事の合間に少しずつ訳しはじめましたが、

集会やら月刊誌の編集やらに追われ、長いこと中断して

おりました。やっと一九八五年七月に訳了しましたが、

またいろいろな事仏で出版にこぎつけることができませ

んでした。ちょうど神智学協会ニッポン・ロッジ設立十

五周年記念出版として、今、故ヘレン・ザハラ女史との

約束を果たし、故ジルコフ氏の御親切に報いることがで

き、感慨無量です。……

　この翻訳を完成するに当たり、ジェフ・クラーク氏に

は全篇校閲の労をとっていただき、大平鈴子女史には本

文中のサンスクリット用語の読み方の御指導をいただ

き、更に用語解説の翻訳をしていただきました。此処に

お二人の御協力に、心から感謝致します。

初版本には誤植がたいへん多くありましたので、思い

切って一九九五年一月に大幅な改訂を加え、体裁も以前

の横書きから、縦書きに変え、目新しい改訂版としてお

目見え致しました。

一九九五年一月

神智学協会　ニッポン・ロッジ会長

田中　恵美子
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カルト知識をもっておられるという事実をはじめて世に

知らせたのは、私達神智学徒でした。そして今、その名

は一般的なものとなりました。神聖なみ名が冒涜された

結果、つまりカルマは、今私達に降りかかっています。

現代の書物には、今、このようなことはたくさん書かれ

ていますが、元をただせば、それはすべて神智学協会と

その創立者達がこの方面に与えた刺激によります。私達

の敵は、この誤りによって今日に至るまで利益を得てい

ます。私達の教えに反対しているいちばん最近の本は、

二〇年間アデプトだったという人が書いたと言い張って

いる本です。それは見えすいた嘘です。私は筆記者と、

彼に虚偽の考えを吹き込んだ者達を知っています。（筆

記者自身はあまりにも無知でその類のことは何も書けま

せん。）このように考えを吹き込んだ者達は生きている

人達で、知性が優れていればいるほど、執念深く破廉恥

です。このようなにせのアデプトは一人ならず、複数い

ます。神智学を破壊する道具として用いられた「アデプ

ト達」の系列は一二年前にエンマ・ハーディンジ・ブリ

テン夫人の書いた『アート・マジック』と『幽霊の国』

の中の「ルーイ」という、いわばアデプトで始まり、今、

神智学とその教えに反対する心霊主義者達が書いた著作

『エジプトの光』の自称アデプトである著者で終わって

います。しかし、すでにしたことを今さら悔いても仕方

がありません。私達の軽率さがせめて、人々が大師への

道をもう少し容易に見つけることができるようなったと

願って耐え忍ぶしかありません。大師方のみ名は、今、

至る所でみだりに唱えられ、その名のもとに多くの罪が

すでに犯されています。

【問】　ルーイはアデプトではないとおっしゃるのです

か？

【答】　私達は誰も非難せず、非難の役目は敵に任せます。

『アート・マジック』などの心霊主義の著者はこのよう

なアデプトを知っているかいないか分かりません。それ

は彼女の問題です。その婦人が過去数年間に私達や神智

学について言ったり書いたりした非難よりも、私達の発

言の方がずっと少ないでしょう。ただ、神秘的なヴィジョ

ンの出る厳粛な場面で、「アデプト」と言われている方が、

英国のグリニッジで、ロス卿の望遠鏡を通して霊達を見

るという話を読むと（『幽霊の国』第一章一三三頁）、私

はそのアデプトの科学的知識のないことを不思議に思い

ます。その本の中で英国のグリニッジ天文台で覗いたと

いう望遠鏡は、実際はアイルランドのパーソンズタウン

に作られたもので、そこから動かされたことはないから

です。私達の師匠達の弟子達も時々、間違いやしくじり

を犯しますが、これはそのような間違いのすべてより

ずっとひどいです！　私達の大師方のみ教えを、今破壊

しようとしているのはこの「アデプト」です！

【問】　このことであなたが感じておられることはよく分

かりました。それは当然だと思います。これまであなた

がおっしゃり、また説明して下さったお考えの中で、少

し質問をしたいと思う問題が一つあります。

【答】　私に答えられることでしたらお答えします。

 

結論・神智学協会の未来

【問】　神智学の未来に対して、どんな期待をしておられ

ますか？

【答】　神智学そのものについて言われるなら、神智学と

いうものは、過去の無数の周期中、いつも存在してきた

ように、未来にも無窮に存在することでしょうとお答え

します。神智学とは永遠の真理というものと同じ意味だ

からです。

【問】　いいえ、私はむしろ、神智学協会の前途を聞くつ

もりでした。

【答】　協会の未来はほとんどすべてと言ってよいほど、

創立者達の死後、仕事を続け、協会を指導するメンバー

達の無私無欲と熱意と献身の度合いと、最後に彼等のも

つ知識と智慧の深さによります。

【問】　メンバー達が利己的でなく、献身的であることの

重要さはよく分かりますが、彼等の知識が他の特性のよ

うに重要なものであるのはどうしてなのか、あまりよく

分かりません。すでにある本や今でも絶えず書かれてい

るもので十分ではありませんか？

【答】　秘教の専門的知識のことを言っているのではあり

ません。それもたいへん大事ではありますが、私はむし

ろ、協会を指導する後継者達は偏見のない明晰な判断力

をもつ必要が大いにあるということを言っているので

す。神智学協会のような試みは皆、これまで失敗に終わ

りました。なぜなら、遅かれ早かれその会は宗派となっ

て、その宗派自体の堅い教義を作りあげたからです。そ

のため、生きている真理だけが与えることのできる活力

を、知らないうちになくしてしまったのです。私達のメ

ンバーはみな、何かの宗教の中で生まれ躾
しつ
けられました

し、またその人達はすべて肉体的にも精神的にも自分達

の世代の子であるので、その判断は歪められ、無意識に

そのような影響によって偏りがちです。それでもし会員

がこのような先天的偏見から自由になることができなけ

れば、または少なくとも直ちにそれに気づき、それによっ

て迷わないように教えられなければ、協会はどこか思い

の砂丘に押し流されて、そこで朽ち果て、死骸を残すだ

けでしょう。

【問】　しかし、その危険を防げばどうなるのでしょう

か？

【答】　その時協会は、二十世紀のあとまでも生き続ける

でしょう。宗教、義務、博愛について寛大で高尚な思想

をもって、思考力と知性のある多くの人々に、協会は徐々

に影響を及ぼしてその人達の心に浸透するでしょう。

ゆっくりと、しかし着実に、宗派や独断、社会的、階級

的偏見の鉄の足かせを引きちぎります。協会は人種的、

国民的反感の垣
かき
根
ね
を打ち壊し、すべての人間の同胞団を

実現するための道を開くでしょう。近代人が到達でき、

理解できるようにしたその教えと哲学を通して、西洋人

は東洋を理解し、その真価を知るようになるでしょう。

その上、すでにアメリカでその前駆的な兆候が見られる

ようなサイキック能力の発達が、健康的に正常に進んで

行くでしょう。サイキック能力の発達が、現在の利己主

義やあらゆる煩悩の温床の中で起こると、必然的に人類

は精神的にも肉体的にも恐ろしい危険にさらされます。

神智学こそ、その差し迫った危険から人類を救うことが

できるのです。そのとき、人間の精神的、サイキック的

成長は道徳的な進歩と調和して進み、私達を取り巻いて

いる物質的環境に無秩序と争いはなくなり、自分の心を

支配する平和と友愛が反映されるでしょう。

【問】　本当にすばらしいヴィジョンだと思います！　し

かし、わずか百年間にこれがすべて成就するとあなたは

お思いですか？

【答】　難しいでしょう。しかし各世紀の最後の二五年の

間に、私が話したこのような「大師方」によって、たい

へん明確な方法で人類の霊的進歩を助けるための試みが

行なわれます。各世紀の終わりに向かって、霊性（もし

お好みなら神秘主義と言われてもよいですが）の流出と

激変が起こります。世界に一人か何人かの人達が大師方

の代理として現れ、多かれ少なかれオカルト知識と教え

が与えられます。もしあなたがしたければ、詳細な歴史

の記録がある限り、世紀ごとにそのような運動があった

ことを追跡することができます。

【問】　それが神智学協会の未来とどう関係があるのです

か？

【答】　私達の協会として現れた一九世紀の試みが、以前

のものよりうまく行くならば、二十世紀の試みが来る時、

協会はよく組織された活発な団体として存在することで

しょう。人々の一般的な精神状態は、この教えが広がる

ことによってよくなり浄化されるでしょう。そして私が

言ったように、人々の偏見と独断的妄想は少なくともあ

る程度取り除かれるでしょう。それだけでなく、たいへ

ん手に入れやすい本がたくさん用意され、新しい真理を

伝える人を歓迎する用意の整った、統一された大きな団

体が出来るでしょう。新しい真理を伝えるこの人は自分

のメッセージを受ける用意の出来た心の持ち主達がお

り、自分がもたらす真理を表現するのに役立つ言葉や、

自分の到着を待っている組織が用意されているのを知る

ことでしょう。その組織は機械的、物質的障害や困難を

その人の道から取り除くことでしょう。このような機会

を与えられた人に、どれだけのことが成就できるか考え

てごらんなさい。こうした有利な状態は何もなく、様々

な障害に囲まれていた神智学協会が過去一四年間に実際

に成就してきたことを考慮に入れて、有利な環境があり、

障害もない新しい二十世紀の指導者にできることを考え

てごらんなさい。そう考えてから、もし神智学協会が次

の百年を生き残って、その使命と本来の動機に忠実であ

るなら、二十一世紀の世界は今と比べて極楽であると断

言するなら、私はあまりにも楽観的でしょうか！　（終）

神聖な名と言葉の誤用

【問】　私の聞いたこと、すなわち神智学の著者達の多く

が、大師達に霊感を受けたり、大師方を見たり、話を交

したりしたと言うのは本当ではないのですか？

【答】　本当かもしれないし、本当ではないかもしれませ

ん。それがどうして私に分かりますか？　それを立証す

る責任は著者にあります。ごくわずかな著者は明らかに

嘘をついていたり、またはこのような霊感を自慢する時

は幻覚を起こしたりしていました。他の人達は本当に、

偉大なアデプトから霊感を受けました。木はその果実に

よって良し悪しが分がります。そして神智学徒は書いた

り言ったりしたことによってではなく、その行ないに

よって判断されるべきです。すべての神智学の本は、著

者達が言い立てる典拠によるのではなく、その内容の価

値によって受け入れなければなりません。

【問】　ブラヴァツキー夫人は自分の著作、例えば『シー

クレット・ドクトリン』にもその原則を適用しているで

しょうか？

【答】　もちろんしています。彼女はその序文に大師から

学んだ教えを公表すると言っていますが、彼女が最近書

いたものには、霊感を受けたとは全く主張していません。

優れた神智学徒達は、大師方のみ名は決して神智学の本

に出ないほうがよかったと思います。例外もありますが、

そのような本の多くは不完全であるばかりでなく、はっ

きりと間違っています。大師方の中のお二人のみ名がた

いへん冒涜されてきました。このお二人を見たと言わな

い霊媒はほとんどいません。商業目的のいんちき協会は

みな、私達の大師よりもっと高いとよく想像されている

「大師方」に指導されていると言い張っています！　貪

欲か、虚栄か、無責任な霊媒性質かによって喚起されて、

このようなことを言いふらした人々の罪は多く、また重

いものです。力や知識や霊的真理の秘密を無価値な黄金

のために売ると申し出るこのような協会で金を奪われた

人はたくさんいます。いちばん悪いことはオカルティズ

ムの神聖な名とそれを守る神聖な方々が、この不潔なぬ

かるみに引きずり込まれ、汚い動機と不道徳な手段で汚

されました。そしてこのようなにせものや詐欺師達がこ

の分野全体に不名誉と不評判をもたらしたために、何千

人もの人々が真理の道を踏まなくなりました。もう一度

申しますが、今、熱心な神智学徒はみな、こうした神聖

な名や事実を公衆の前に言ったことを心の底から後悔

し、信用のできる献身的な友人達の小さな集まりの中で

秘密を　　守っておけばよかったと心から思っていま

す。

【問】　近頃では、大師のみ名は度々聞くようですが、最

近まで私は「大師方」というような人達のことを聞いた

ことはありませんでした。

【答】　そうです。もし私達が、自分達が知ったり聞いた

りしたことすべてを、急いで知らせたり出版したりせず、

沈黙という賢明な方法をとったならば、こんな冒
ぼう

涜
とく

は決

して起こらなかったでしょう。ご覧なさい。たった一四

年前、神智学協会が作られる前は、心霊界の話は「霊達」

のことばかりでした。霊達のことは至る所で誰の口から

も話され、生きておられる「アデプト達」や「マハート

マ達」または「大師方」について話そうとは夢にも思い

ませんでした。バラ十字という名さえほとんど聞いたこ

とはなく、また、オカルティズムのようなものがあるこ

とは、少数の人々しか考えもしませんでした。今は全く

違います。不幸なことに、このようなことを初めて言い

出し、東洋に「アデプト達」や「大師達」がおられ、オ

訳者後書き

　七年前に『神智学の鍵』初版出版の際、「訳者はしがき」

では邦訳の由来を次のように説明致しました。

　はじめて『神智学の鍵』を訳そうと思ったのは、今か

ら十年あまり前のことでした。それは当時、オーストラ

リアの神智学協会の書記長から、シカゴのアメリカ神智

学協会へ移られたばかりの故ヘレン・ザハラ女史にすす

められて一九七一年六月に神智学協会のニッポン・ロッ

ジをつくった直後のことでした。その翌年一九七二年に

インドの神智学協会の副会長だったジョイ・ミルス女史

が『神智学の鍵』の要約版を出版されました。サハラ女

史は私にこれを訳すようにと手紙を下さいましたが、ど

うせ訳すなら、要約版ではなく原版を訳したいと申し出

ました。彼女の口添えがあったことと思いますが、この

少しあとに、当時まだお元気で、Ｈ・Ｐ・ブラヴァツキー

の諸著書の整理をしておられた彼女の甥ボリス・ド＝ジ

ルコフ氏から一冊の本が送られて来ました。それは明治

四十三年に『霊智学解説』と題して訳された『神智学の鍵』

のまだ一度も頁を開いたこともないようにきれいな本で

した。これを参考にという心遣いだったことと思います。

『霊智学解説』はＥ・Ｓ・スティブンソン氏と宇高兵作氏

の共訳でありますが、訳語が古く、神智学用語も現在私

達が使っているものとは大分違います。又、若干、解釈

の違う所もあります。現代語でこの本を訳しますことは、

日本の神智学研究および神智学活動に大事なことでし

た。それで仕事の合間に少しずつ訳しはじめましたが、

集会やら月刊誌の編集やらに追われ、長いこと中断して

おりました。やっと一九八五年七月に訳了しましたが、

またいろいろな事仏で出版にこぎつけることができませ

んでした。ちょうど神智学協会ニッポン・ロッジ設立十

五周年記念出版として、今、故ヘレン・ザハラ女史との

約束を果たし、故ジルコフ氏の御親切に報いることがで

き、感慨無量です。……

　この翻訳を完成するに当たり、ジェフ・クラーク氏に

は全篇校閲の労をとっていただき、大平鈴子女史には本

文中のサンスクリット用語の読み方の御指導をいただ

き、更に用語解説の翻訳をしていただきました。此処に

お二人の御協力に、心から感謝致します。

初版本には誤植がたいへん多くありましたので、思い

切って一九九五年一月に大幅な改訂を加え、体裁も以前

の横書きから、縦書きに変え、目新しい改訂版としてお

目見え致しました。

一九九五年一月

神智学協会　ニッポン・ロッジ会長

田中　恵美子



カルト知識をもっておられるという事実をはじめて世に

知らせたのは、私達神智学徒でした。そして今、その名

は一般的なものとなりました。神聖なみ名が冒涜された

結果、つまりカルマは、今私達に降りかかっています。

現代の書物には、今、このようなことはたくさん書かれ

ていますが、元をただせば、それはすべて神智学協会と

その創立者達がこの方面に与えた刺激によります。私達

の敵は、この誤りによって今日に至るまで利益を得てい

ます。私達の教えに反対しているいちばん最近の本は、

二〇年間アデプトだったという人が書いたと言い張って

いる本です。それは見えすいた嘘です。私は筆記者と、

彼に虚偽の考えを吹き込んだ者達を知っています。（筆

記者自身はあまりにも無知でその類のことは何も書けま

せん。）このように考えを吹き込んだ者達は生きている

人達で、知性が優れていればいるほど、執念深く破廉恥

です。このようなにせのアデプトは一人ならず、複数い

ます。神智学を破壊する道具として用いられた「アデプ

ト達」の系列は一二年前にエンマ・ハーディンジ・ブリ

テン夫人の書いた『アート・マジック』と『幽霊の国』

の中の「ルーイ」という、いわばアデプトで始まり、今、

神智学とその教えに反対する心霊主義者達が書いた著作

『エジプトの光』の自称アデプトである著者で終わって

います。しかし、すでにしたことを今さら悔いても仕方

がありません。私達の軽率さがせめて、人々が大師への

道をもう少し容易に見つけることができるようなったと

願って耐え忍ぶしかありません。大師方のみ名は、今、

至る所でみだりに唱えられ、その名のもとに多くの罪が

すでに犯されています。

【問】　ルーイはアデプトではないとおっしゃるのです

か？

【答】　私達は誰も非難せず、非難の役目は敵に任せます。

『アート・マジック』などの心霊主義の著者はこのよう

なアデプトを知っているかいないか分かりません。それ

は彼女の問題です。その婦人が過去数年間に私達や神智

学について言ったり書いたりした非難よりも、私達の発

言の方がずっと少ないでしょう。ただ、神秘的なヴィジョ

ンの出る厳粛な場面で、「アデプト」と言われている方が、

英国のグリニッジで、ロス卿の望遠鏡を通して霊達を見

るという話を読むと（『幽霊の国』第一章一三三頁）、私

はそのアデプトの科学的知識のないことを不思議に思い

ます。その本の中で英国のグリニッジ天文台で覗いたと

いう望遠鏡は、実際はアイルランドのパーソンズタウン

に作られたもので、そこから動かされたことはないから

です。私達の師匠達の弟子達も時々、間違いやしくじり

を犯しますが、これはそのような間違いのすべてより

ずっとひどいです！　私達の大師方のみ教えを、今破壊

しようとしているのはこの「アデプト」です！

【問】　このことであなたが感じておられることはよく分

かりました。それは当然だと思います。これまであなた

がおっしゃり、また説明して下さったお考えの中で、少

し質問をしたいと思う問題が一つあります。

【答】　私に答えられることでしたらお答えします。

 

結論・神智学協会の未来

【問】　神智学の未来に対して、どんな期待をしておられ

ますか？

【答】　神智学そのものについて言われるなら、神智学と

いうものは、過去の無数の周期中、いつも存在してきた

ように、未来にも無窮に存在することでしょうとお答え

します。神智学とは永遠の真理というものと同じ意味だ

からです。

【問】　いいえ、私はむしろ、神智学協会の前途を聞くつ

もりでした。

【答】　協会の未来はほとんどすべてと言ってよいほど、

創立者達の死後、仕事を続け、協会を指導するメンバー

達の無私無欲と熱意と献身の度合いと、最後に彼等のも

つ知識と智慧の深さによります。

【問】　メンバー達が利己的でなく、献身的であることの

重要さはよく分かりますが、彼等の知識が他の特性のよ

うに重要なものであるのはどうしてなのか、あまりよく

分かりません。すでにある本や今でも絶えず書かれてい

るもので十分ではありませんか？

【答】　秘教の専門的知識のことを言っているのではあり
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ません。それもたいへん大事ではありますが、私はむし

ろ、協会を指導する後継者達は偏見のない明晰な判断力

をもつ必要が大いにあるということを言っているので

す。神智学協会のような試みは皆、これまで失敗に終わ

りました。なぜなら、遅かれ早かれその会は宗派となっ

て、その宗派自体の堅い教義を作りあげたからです。そ

のため、生きている真理だけが与えることのできる活力

を、知らないうちになくしてしまったのです。私達のメ

ンバーはみな、何かの宗教の中で生まれ躾
しつ
けられました

し、またその人達はすべて肉体的にも精神的にも自分達

の世代の子であるので、その判断は歪められ、無意識に

そのような影響によって偏りがちです。それでもし会員

がこのような先天的偏見から自由になることができなけ

れば、または少なくとも直ちにそれに気づき、それによっ

て迷わないように教えられなければ、協会はどこか思い

の砂丘に押し流されて、そこで朽ち果て、死骸を残すだ

けでしょう。

【問】　しかし、その危険を防げばどうなるのでしょう

か？

【答】　その時協会は、二十世紀のあとまでも生き続ける

でしょう。宗教、義務、博愛について寛大で高尚な思想

をもって、思考力と知性のある多くの人々に、協会は徐々

に影響を及ぼしてその人達の心に浸透するでしょう。

ゆっくりと、しかし着実に、宗派や独断、社会的、階級

的偏見の鉄の足かせを引きちぎります。協会は人種的、

国民的反感の垣
かき
根
ね
を打ち壊し、すべての人間の同胞団を

実現するための道を開くでしょう。近代人が到達でき、

理解できるようにしたその教えと哲学を通して、西洋人

は東洋を理解し、その真価を知るようになるでしょう。

その上、すでにアメリカでその前駆的な兆候が見られる

ようなサイキック能力の発達が、健康的に正常に進んで

行くでしょう。サイキック能力の発達が、現在の利己主

義やあらゆる煩悩の温床の中で起こると、必然的に人類

は精神的にも肉体的にも恐ろしい危険にさらされます。

神智学こそ、その差し迫った危険から人類を救うことが

できるのです。そのとき、人間の精神的、サイキック的

成長は道徳的な進歩と調和して進み、私達を取り巻いて

いる物質的環境に無秩序と争いはなくなり、自分の心を

支配する平和と友愛が反映されるでしょう。

【問】　本当にすばらしいヴィジョンだと思います！　し

かし、わずか百年間にこれがすべて成就するとあなたは

お思いですか？

【答】　難しいでしょう。しかし各世紀の最後の二五年の

間に、私が話したこのような「大師方」によって、たい

へん明確な方法で人類の霊的進歩を助けるための試みが

行なわれます。各世紀の終わりに向かって、霊性（もし

お好みなら神秘主義と言われてもよいですが）の流出と

激変が起こります。世界に一人か何人かの人達が大師方

の代理として現れ、多かれ少なかれオカルト知識と教え

が与えられます。もしあなたがしたければ、詳細な歴史

の記録がある限り、世紀ごとにそのような運動があった

ことを追跡することができます。

【問】　それが神智学協会の未来とどう関係があるのです

か？

【答】　私達の協会として現れた一九世紀の試みが、以前

のものよりうまく行くならば、二十世紀の試みが来る時、

協会はよく組織された活発な団体として存在することで

しょう。人々の一般的な精神状態は、この教えが広がる

ことによってよくなり浄化されるでしょう。そして私が

言ったように、人々の偏見と独断的妄想は少なくともあ

る程度取り除かれるでしょう。それだけでなく、たいへ

ん手に入れやすい本がたくさん用意され、新しい真理を

伝える人を歓迎する用意の整った、統一された大きな団

体が出来るでしょう。新しい真理を伝えるこの人は自分

のメッセージを受ける用意の出来た心の持ち主達がお

り、自分がもたらす真理を表現するのに役立つ言葉や、

自分の到着を待っている組織が用意されているのを知る

ことでしょう。その組織は機械的、物質的障害や困難を

その人の道から取り除くことでしょう。このような機会

を与えられた人に、どれだけのことが成就できるか考え

てごらんなさい。こうした有利な状態は何もなく、様々

な障害に囲まれていた神智学協会が過去一四年間に実際

に成就してきたことを考慮に入れて、有利な環境があり、

障害もない新しい二十世紀の指導者にできることを考え

てごらんなさい。そう考えてから、もし神智学協会が次

の百年を生き残って、その使命と本来の動機に忠実であ

るなら、二十一世紀の世界は今と比べて極楽であると断

言するなら、私はあまりにも楽観的でしょうか！　（終）

神聖な名と言葉の誤用

【問】　私の聞いたこと、すなわち神智学の著者達の多く

が、大師達に霊感を受けたり、大師方を見たり、話を交

したりしたと言うのは本当ではないのですか？

【答】　本当かもしれないし、本当ではないかもしれませ

ん。それがどうして私に分かりますか？　それを立証す

る責任は著者にあります。ごくわずかな著者は明らかに

嘘をついていたり、またはこのような霊感を自慢する時

は幻覚を起こしたりしていました。他の人達は本当に、

偉大なアデプトから霊感を受けました。木はその果実に

よって良し悪しが分がります。そして神智学徒は書いた

り言ったりしたことによってではなく、その行ないに

よって判断されるべきです。すべての神智学の本は、著

者達が言い立てる典拠によるのではなく、その内容の価

値によって受け入れなければなりません。

【問】　ブラヴァツキー夫人は自分の著作、例えば『シー

クレット・ドクトリン』にもその原則を適用しているで

しょうか？

【答】　もちろんしています。彼女はその序文に大師から

学んだ教えを公表すると言っていますが、彼女が最近書

いたものには、霊感を受けたとは全く主張していません。

優れた神智学徒達は、大師方のみ名は決して神智学の本

に出ないほうがよかったと思います。例外もありますが、

そのような本の多くは不完全であるばかりでなく、はっ

きりと間違っています。大師方の中のお二人のみ名がた

いへん冒涜されてきました。このお二人を見たと言わな

い霊媒はほとんどいません。商業目的のいんちき協会は

みな、私達の大師よりもっと高いとよく想像されている

「大師方」に指導されていると言い張っています！　貪

欲か、虚栄か、無責任な霊媒性質かによって喚起されて、

このようなことを言いふらした人々の罪は多く、また重

いものです。力や知識や霊的真理の秘密を無価値な黄金

のために売ると申し出るこのような協会で金を奪われた

人はたくさんいます。いちばん悪いことはオカルティズ

ムの神聖な名とそれを守る神聖な方々が、この不潔なぬ

かるみに引きずり込まれ、汚い動機と不道徳な手段で汚

されました。そしてこのようなにせものや詐欺師達がこ

の分野全体に不名誉と不評判をもたらしたために、何千

人もの人々が真理の道を踏まなくなりました。もう一度

申しますが、今、熱心な神智学徒はみな、こうした神聖

な名や事実を公衆の前に言ったことを心の底から後悔

し、信用のできる献身的な友人達の小さな集まりの中で

秘密を　　守っておけばよかったと心から思っていま

す。

【問】　近頃では、大師のみ名は度々聞くようですが、最

近まで私は「大師方」というような人達のことを聞いた

ことはありませんでした。

【答】　そうです。もし私達が、自分達が知ったり聞いた

りしたことすべてを、急いで知らせたり出版したりせず、

沈黙という賢明な方法をとったならば、こんな冒
ぼう

涜
とく

は決

して起こらなかったでしょう。ご覧なさい。たった一四

年前、神智学協会が作られる前は、心霊界の話は「霊達」

のことばかりでした。霊達のことは至る所で誰の口から

も話され、生きておられる「アデプト達」や「マハート

マ達」または「大師方」について話そうとは夢にも思い

ませんでした。バラ十字という名さえほとんど聞いたこ

とはなく、また、オカルティズムのようなものがあるこ

とは、少数の人々しか考えもしませんでした。今は全く

違います。不幸なことに、このようなことを初めて言い

出し、東洋に「アデプト達」や「大師達」がおられ、オ

訳者後書き

　七年前に『神智学の鍵』初版出版の際、「訳者はしがき」

では邦訳の由来を次のように説明致しました。

　はじめて『神智学の鍵』を訳そうと思ったのは、今か

ら十年あまり前のことでした。それは当時、オーストラ

リアの神智学協会の書記長から、シカゴのアメリカ神智

学協会へ移られたばかりの故ヘレン・ザハラ女史にすす

められて一九七一年六月に神智学協会のニッポン・ロッ

ジをつくった直後のことでした。その翌年一九七二年に

インドの神智学協会の副会長だったジョイ・ミルス女史

が『神智学の鍵』の要約版を出版されました。サハラ女

史は私にこれを訳すようにと手紙を下さいましたが、ど

うせ訳すなら、要約版ではなく原版を訳したいと申し出

ました。彼女の口添えがあったことと思いますが、この

少しあとに、当時まだお元気で、Ｈ・Ｐ・ブラヴァツキー

の諸著書の整理をしておられた彼女の甥ボリス・ド＝ジ

ルコフ氏から一冊の本が送られて来ました。それは明治

四十三年に『霊智学解説』と題して訳された『神智学の鍵』

のまだ一度も頁を開いたこともないようにきれいな本で

した。これを参考にという心遣いだったことと思います。

『霊智学解説』はＥ・Ｓ・スティブンソン氏と宇高兵作氏

の共訳でありますが、訳語が古く、神智学用語も現在私

達が使っているものとは大分違います。又、若干、解釈

の違う所もあります。現代語でこの本を訳しますことは、

日本の神智学研究および神智学活動に大事なことでし

た。それで仕事の合間に少しずつ訳しはじめましたが、

集会やら月刊誌の編集やらに追われ、長いこと中断して

おりました。やっと一九八五年七月に訳了しましたが、

またいろいろな事仏で出版にこぎつけることができませ

んでした。ちょうど神智学協会ニッポン・ロッジ設立十

五周年記念出版として、今、故ヘレン・ザハラ女史との

約束を果たし、故ジルコフ氏の御親切に報いることがで

き、感慨無量です。……

　この翻訳を完成するに当たり、ジェフ・クラーク氏に

は全篇校閲の労をとっていただき、大平鈴子女史には本

文中のサンスクリット用語の読み方の御指導をいただ

き、更に用語解説の翻訳をしていただきました。此処に

お二人の御協力に、心から感謝致します。

初版本には誤植がたいへん多くありましたので、思い

切って一九九五年一月に大幅な改訂を加え、体裁も以前

の横書きから、縦書きに変え、目新しい改訂版としてお

目見え致しました。

一九九五年一月

神智学協会　ニッポン・ロッジ会長

田中　恵美子



カルト知識をもっておられるという事実をはじめて世に

知らせたのは、私達神智学徒でした。そして今、その名

は一般的なものとなりました。神聖なみ名が冒涜された

結果、つまりカルマは、今私達に降りかかっています。

現代の書物には、今、このようなことはたくさん書かれ

ていますが、元をただせば、それはすべて神智学協会と

その創立者達がこの方面に与えた刺激によります。私達

の敵は、この誤りによって今日に至るまで利益を得てい

ます。私達の教えに反対しているいちばん最近の本は、

二〇年間アデプトだったという人が書いたと言い張って

いる本です。それは見えすいた嘘です。私は筆記者と、

彼に虚偽の考えを吹き込んだ者達を知っています。（筆

記者自身はあまりにも無知でその類のことは何も書けま

せん。）このように考えを吹き込んだ者達は生きている

人達で、知性が優れていればいるほど、執念深く破廉恥

です。このようなにせのアデプトは一人ならず、複数い

ます。神智学を破壊する道具として用いられた「アデプ

ト達」の系列は一二年前にエンマ・ハーディンジ・ブリ

テン夫人の書いた『アート・マジック』と『幽霊の国』

の中の「ルーイ」という、いわばアデプトで始まり、今、

神智学とその教えに反対する心霊主義者達が書いた著作

『エジプトの光』の自称アデプトである著者で終わって

います。しかし、すでにしたことを今さら悔いても仕方

がありません。私達の軽率さがせめて、人々が大師への

道をもう少し容易に見つけることができるようなったと

願って耐え忍ぶしかありません。大師方のみ名は、今、

至る所でみだりに唱えられ、その名のもとに多くの罪が

すでに犯されています。

【問】　ルーイはアデプトではないとおっしゃるのです

か？

【答】　私達は誰も非難せず、非難の役目は敵に任せます。

『アート・マジック』などの心霊主義の著者はこのよう

なアデプトを知っているかいないか分かりません。それ

は彼女の問題です。その婦人が過去数年間に私達や神智

学について言ったり書いたりした非難よりも、私達の発

言の方がずっと少ないでしょう。ただ、神秘的なヴィジョ

ンの出る厳粛な場面で、「アデプト」と言われている方が、

英国のグリニッジで、ロス卿の望遠鏡を通して霊達を見

るという話を読むと（『幽霊の国』第一章一三三頁）、私

はそのアデプトの科学的知識のないことを不思議に思い

ます。その本の中で英国のグリニッジ天文台で覗いたと

いう望遠鏡は、実際はアイルランドのパーソンズタウン

に作られたもので、そこから動かされたことはないから

です。私達の師匠達の弟子達も時々、間違いやしくじり

を犯しますが、これはそのような間違いのすべてより

ずっとひどいです！　私達の大師方のみ教えを、今破壊

しようとしているのはこの「アデプト」です！

【問】　このことであなたが感じておられることはよく分

かりました。それは当然だと思います。これまであなた

がおっしゃり、また説明して下さったお考えの中で、少

し質問をしたいと思う問題が一つあります。

【答】　私に答えられることでしたらお答えします。

 

結論・神智学協会の未来

【問】　神智学の未来に対して、どんな期待をしておられ

ますか？

【答】　神智学そのものについて言われるなら、神智学と

いうものは、過去の無数の周期中、いつも存在してきた

ように、未来にも無窮に存在することでしょうとお答え

します。神智学とは永遠の真理というものと同じ意味だ

からです。

【問】　いいえ、私はむしろ、神智学協会の前途を聞くつ

もりでした。

【答】　協会の未来はほとんどすべてと言ってよいほど、

創立者達の死後、仕事を続け、協会を指導するメンバー

達の無私無欲と熱意と献身の度合いと、最後に彼等のも

つ知識と智慧の深さによります。

【問】　メンバー達が利己的でなく、献身的であることの

重要さはよく分かりますが、彼等の知識が他の特性のよ

うに重要なものであるのはどうしてなのか、あまりよく

分かりません。すでにある本や今でも絶えず書かれてい

るもので十分ではありませんか？

【答】　秘教の専門的知識のことを言っているのではあり

ません。それもたいへん大事ではありますが、私はむし

ろ、協会を指導する後継者達は偏見のない明晰な判断力

をもつ必要が大いにあるということを言っているので

す。神智学協会のような試みは皆、これまで失敗に終わ

りました。なぜなら、遅かれ早かれその会は宗派となっ

て、その宗派自体の堅い教義を作りあげたからです。そ

のため、生きている真理だけが与えることのできる活力

を、知らないうちになくしてしまったのです。私達のメ

ンバーはみな、何かの宗教の中で生まれ躾
しつ
けられました

し、またその人達はすべて肉体的にも精神的にも自分達

の世代の子であるので、その判断は歪められ、無意識に

そのような影響によって偏りがちです。それでもし会員

がこのような先天的偏見から自由になることができなけ

れば、または少なくとも直ちにそれに気づき、それによっ

て迷わないように教えられなければ、協会はどこか思い

の砂丘に押し流されて、そこで朽ち果て、死骸を残すだ

けでしょう。

【問】　しかし、その危険を防げばどうなるのでしょう

か？

【答】　その時協会は、二十世紀のあとまでも生き続ける

でしょう。宗教、義務、博愛について寛大で高尚な思想

をもって、思考力と知性のある多くの人々に、協会は徐々

に影響を及ぼしてその人達の心に浸透するでしょう。

ゆっくりと、しかし着実に、宗派や独断、社会的、階級

的偏見の鉄の足かせを引きちぎります。協会は人種的、

国民的反感の垣
かき
根
ね
を打ち壊し、すべての人間の同胞団を

実現するための道を開くでしょう。近代人が到達でき、

理解できるようにしたその教えと哲学を通して、西洋人

は東洋を理解し、その真価を知るようになるでしょう。

その上、すでにアメリカでその前駆的な兆候が見られる

ようなサイキック能力の発達が、健康的に正常に進んで

行くでしょう。サイキック能力の発達が、現在の利己主

義やあらゆる煩悩の温床の中で起こると、必然的に人類

は精神的にも肉体的にも恐ろしい危険にさらされます。

神智学こそ、その差し迫った危険から人類を救うことが

できるのです。そのとき、人間の精神的、サイキック的

成長は道徳的な進歩と調和して進み、私達を取り巻いて

いる物質的環境に無秩序と争いはなくなり、自分の心を

支配する平和と友愛が反映されるでしょう。

【問】　本当にすばらしいヴィジョンだと思います！　し

かし、わずか百年間にこれがすべて成就するとあなたは

お思いですか？

【答】　難しいでしょう。しかし各世紀の最後の二五年の

間に、私が話したこのような「大師方」によって、たい

へん明確な方法で人類の霊的進歩を助けるための試みが

行なわれます。各世紀の終わりに向かって、霊性（もし

お好みなら神秘主義と言われてもよいですが）の流出と

激変が起こります。世界に一人か何人かの人達が大師方

の代理として現れ、多かれ少なかれオカルト知識と教え

が与えられます。もしあなたがしたければ、詳細な歴史

の記録がある限り、世紀ごとにそのような運動があった

ことを追跡することができます。

【問】　それが神智学協会の未来とどう関係があるのです

か？

【答】　私達の協会として現れた一九世紀の試みが、以前

のものよりうまく行くならば、二十世紀の試みが来る時、

協会はよく組織された活発な団体として存在することで

しょう。人々の一般的な精神状態は、この教えが広がる

ことによってよくなり浄化されるでしょう。そして私が

言ったように、人々の偏見と独断的妄想は少なくともあ

る程度取り除かれるでしょう。それだけでなく、たいへ

ん手に入れやすい本がたくさん用意され、新しい真理を

伝える人を歓迎する用意の整った、統一された大きな団

体が出来るでしょう。新しい真理を伝えるこの人は自分

のメッセージを受ける用意の出来た心の持ち主達がお

り、自分がもたらす真理を表現するのに役立つ言葉や、

自分の到着を待っている組織が用意されているのを知る

ことでしょう。その組織は機械的、物質的障害や困難を

その人の道から取り除くことでしょう。このような機会

を与えられた人に、どれだけのことが成就できるか考え

てごらんなさい。こうした有利な状態は何もなく、様々

な障害に囲まれていた神智学協会が過去一四年間に実際

に成就してきたことを考慮に入れて、有利な環境があり、

障害もない新しい二十世紀の指導者にできることを考え

てごらんなさい。そう考えてから、もし神智学協会が次

の百年を生き残って、その使命と本来の動機に忠実であ

るなら、二十一世紀の世界は今と比べて極楽であると断

言するなら、私はあまりにも楽観的でしょうか！　（終）

神聖な名と言葉の誤用

【問】　私の聞いたこと、すなわち神智学の著者達の多く

が、大師達に霊感を受けたり、大師方を見たり、話を交

したりしたと言うのは本当ではないのですか？

【答】　本当かもしれないし、本当ではないかもしれませ

ん。それがどうして私に分かりますか？　それを立証す

る責任は著者にあります。ごくわずかな著者は明らかに

嘘をついていたり、またはこのような霊感を自慢する時

は幻覚を起こしたりしていました。他の人達は本当に、

偉大なアデプトから霊感を受けました。木はその果実に

よって良し悪しが分がります。そして神智学徒は書いた

り言ったりしたことによってではなく、その行ないに

よって判断されるべきです。すべての神智学の本は、著

者達が言い立てる典拠によるのではなく、その内容の価

値によって受け入れなければなりません。

【問】　ブラヴァツキー夫人は自分の著作、例えば『シー

クレット・ドクトリン』にもその原則を適用しているで

しょうか？

【答】　もちろんしています。彼女はその序文に大師から

学んだ教えを公表すると言っていますが、彼女が最近書

いたものには、霊感を受けたとは全く主張していません。

優れた神智学徒達は、大師方のみ名は決して神智学の本

に出ないほうがよかったと思います。例外もありますが、

そのような本の多くは不完全であるばかりでなく、はっ

きりと間違っています。大師方の中のお二人のみ名がた

いへん冒涜されてきました。このお二人を見たと言わな
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人はたくさんいます。いちばん悪いことはオカルティズ

ムの神聖な名とそれを守る神聖な方々が、この不潔なぬ

かるみに引きずり込まれ、汚い動機と不道徳な手段で汚

されました。そしてこのようなにせものや詐欺師達がこ

の分野全体に不名誉と不評判をもたらしたために、何千

人もの人々が真理の道を踏まなくなりました。もう一度

申しますが、今、熱心な神智学徒はみな、こうした神聖

な名や事実を公衆の前に言ったことを心の底から後悔

し、信用のできる献身的な友人達の小さな集まりの中で

秘密を　　守っておけばよかったと心から思っていま

す。

【問】　近頃では、大師のみ名は度々聞くようですが、最

近まで私は「大師方」というような人達のことを聞いた

ことはありませんでした。

【答】　そうです。もし私達が、自分達が知ったり聞いた

りしたことすべてを、急いで知らせたり出版したりせず、

沈黙という賢明な方法をとったならば、こんな冒
ぼう

涜
とく

は決

して起こらなかったでしょう。ご覧なさい。たった一四

年前、神智学協会が作られる前は、心霊界の話は「霊達」

のことばかりでした。霊達のことは至る所で誰の口から

も話され、生きておられる「アデプト達」や「マハート

マ達」または「大師方」について話そうとは夢にも思い

ませんでした。バラ十字という名さえほとんど聞いたこ

とはなく、また、オカルティズムのようなものがあるこ

とは、少数の人々しか考えもしませんでした。今は全く

違います。不幸なことに、このようなことを初めて言い

出し、東洋に「アデプト達」や「大師達」がおられ、オ

訳者後書き

　七年前に『神智学の鍵』初版出版の際、「訳者はしがき」

では邦訳の由来を次のように説明致しました。

　はじめて『神智学の鍵』を訳そうと思ったのは、今か

ら十年あまり前のことでした。それは当時、オーストラ

リアの神智学協会の書記長から、シカゴのアメリカ神智

学協会へ移られたばかりの故ヘレン・ザハラ女史にすす

められて一九七一年六月に神智学協会のニッポン・ロッ

ジをつくった直後のことでした。その翌年一九七二年に

インドの神智学協会の副会長だったジョイ・ミルス女史

が『神智学の鍵』の要約版を出版されました。サハラ女

史は私にこれを訳すようにと手紙を下さいましたが、ど

うせ訳すなら、要約版ではなく原版を訳したいと申し出

ました。彼女の口添えがあったことと思いますが、この

少しあとに、当時まだお元気で、Ｈ・Ｐ・ブラヴァツキー

の諸著書の整理をしておられた彼女の甥ボリス・ド＝ジ

ルコフ氏から一冊の本が送られて来ました。それは明治

四十三年に『霊智学解説』と題して訳された『神智学の鍵』

のまだ一度も頁を開いたこともないようにきれいな本で

した。これを参考にという心遣いだったことと思います。

『霊智学解説』はＥ・Ｓ・スティブンソン氏と宇高兵作氏

の共訳でありますが、訳語が古く、神智学用語も現在私

達が使っているものとは大分違います。又、若干、解釈

の違う所もあります。現代語でこの本を訳しますことは、

日本の神智学研究および神智学活動に大事なことでし

た。それで仕事の合間に少しずつ訳しはじめましたが、

集会やら月刊誌の編集やらに追われ、長いこと中断して

おりました。やっと一九八五年七月に訳了しましたが、

またいろいろな事仏で出版にこぎつけることができませ

んでした。ちょうど神智学協会ニッポン・ロッジ設立十

五周年記念出版として、今、故ヘレン・ザハラ女史との

約束を果たし、故ジルコフ氏の御親切に報いることがで

き、感慨無量です。……

　この翻訳を完成するに当たり、ジェフ・クラーク氏に
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一九九五年一月

神智学協会　ニッポン・ロッジ会長

田中　恵美子

『神智学の鍵』

　

著：H・P・ブラヴァツキー
訳：田中 恵美子 定価 1000 円

電子書籍 Kindle 版

【本書について】
本書は、H・P・ブラヴァツキーによって1889年に出版されました。それは、大著『シークレット・
ドクトリン』の翌年のことであり、たいへん難しい神智学の内容を入門者向けに解説するこ
とと、当時様々な批判にさらされていた神智学協会と彼女自身の風評に反論するために書か
れました。ブラヴァツキー自身の手による神智学入門書です。



実践的オカルティズム

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：田中 恵美子

五　魔術の一〇原理

　ここで魔術（Magic）と呼ばれるものは、後期の著作

ではオカルティズムといっている。サンスクリット語で

はグプタ・ヴィディヤーである。（訳者）

⑴ 奇跡というものはない。すべてのことは永久、不変、

常に活動する法則の結果である。外見上の奇跡は、たい

へん博学だが智慧のないＷ・Ｂ・カーペンター博士が「十

分に確証された自然の法則」と言っているものに対立す

るエネルギーの働きでしかない。自分と同類の多くの

人々のようにカーペンター博士は、かつては知られてい

たが、今は科学には知られていない法則があり得るとい

うことを無視している。

⑵ 自然は三位一体である。つまり、目に見える客観的

な自然と、客観的自然にエネルギーを与える目に見えな

い原型、内在する自然とその生命原理がある。この二つ

の上に霊がある。霊はすべてのエネルギーの源であり、

これだけが永遠で、破壊されることのないものである。

目に見える自然界とその目に見えない原型は絶えず変化

するが、霊は変化しない。

⑶ 人間も三位一体である。人間には客観的な肉体があ

り、活力を与えるまことの人間、すなわちアストラル存

在（魂）がある。この二つは第三のものすなわち支配者

である不死の霊によって覆いかぶされ、光を与えられる。

まことの人間は自らをその霊に溶け込ませると、不死の

存在となる。

⑷ 科学としての魔術は、このような原理の知識であり、

また、個人が肉体にいる間に霊の全知、全能と、自然力

を支配する霊の力とを得る方法についての知識である。

技術としての魔術は、この知識を実際に応用することで

ある。

⑸ 古代の知識が誤用されると黒魔術（sorcery）となり、

善行に使われると、まことの魔術すなわち智慧になる。

⑹ 霊媒道はアデプト道の反対である。霊媒は外部の影響

力の受動的な道具であり、アデプトは積極的に自らを、

また、すべての低級エネルギーを支配する。

⑺ かつてあり、今あって、これからもあるすべてのもの

は、「アストラル光」という目に見えない宇宙のタブレッ

トにその記録があって、イニシエーションを受けたアデ

プトは自分の霊の視力を用いて、かつて知られたこと、

また知り得るすべてを知ることができる。

⑻ 人種というものは、肌の色、体格、その他の外部的な

特色があるのと同じように、霊的な賜物もそれぞれ違う。

ある民族は高級な透視力が自然に発達する傾向が強い

し、他の民族は霊媒性質が強いのである。ある国民は魔

法に耽
ふけ

り、その方法の秘密を代々伝えて行く。その結果、

広範囲な物質的現象を起こすことができる。

⑼ 魔術の一つの技術は、外部の人間（肉体人間）から、

内的人間（アストラル形体）を故意に、意識的に引き抜

くことである。ある霊媒の場合には、引き抜きは起こる

が、無意識的であって、故意ではない。霊媒がこのよう
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になると、体が多かれ少なかれ、強直症的になる。しかし、

アデプトの場合は、アストラル形体のなくなったことに

気づかれない。なぜなら、肉体感覚がはっきりとしてお

り、物思いに耽っているようにしか見えないからである。

　さまよっているアストラル形体の動きには、時間、空

間は何の障害にもならない。オカルト科学に熟達してい

る魔術師は、自分の肉体を消したり、外見上、自分が選

んだ形体をとっているように見せることができる。アス

トラル形体を様々な形で人に見せることもできる。いず

れの場合も、このようなことは、あらゆる目撃者が同時

に体験する、メスメル術による幻覚で起こるものである。

それはメスメル術師の抵抗できない意志によって人の意

識に印象づけられた、心の中の画像でしかないのに、こ

の幻覚は現実と寸分の違いもないので、目撃者は自分は

本当のものを見たと、命をかけて言い張るだろう。

　アストラル形体はどこにでも行けるし、どんな障害物

にも浸透し、肉体から遠く離れることができるが、肉体

は普通の輸送の方法でしか移動できない。規定された磁

気的条件の下では、肉体は空中に浮かぶことができるか

もしれないが、一つの場所から別の所へ移るには普通の

方法に頼るしかない。自ら動けないものは、ある場合、

ある条件の下では、分解し、壁を通り抜け、再び結びつ

くことができるが、生きた動物有機体にはそれはできな

い。

　これはスウェーデンボリー派の教えでもあるが、古代

の科学は、魂が生きている体を放棄することは度々起こ

り、私達は生活のあらゆる場面で、毎日、こうした生き

た死体に出会うと教えている。そのようなことは、抑え

られない驚き、悲しみ、絶望、病気の激しい発作、過度

の情欲などのいろいろな原因がある。空っぽの死体には

熟練した魔術師やエレメンタリーという地縛の人間魂が

入ったり、ごく稀な場合には、エレメンタルが入ること

もある。もちろん白魔術師のアデプトは同じことができ

るが、することは滅多にない。というのも、重要な目的

のためにしなければならない限り、アデプトは不純な人

の体に入って自分を汚そうとは決してならさないからで

ある。狂気の場合、狂人のアストラル存在は半分麻痺し

ており、うろたえていて、通りかがりのどんな種類の霊

の影響も受けるケースもあるし、アストラル存在は永久

に肉体を捨て去り、肉体は吸血鬼のようなものに取りつ

かれる場合もある。そのような吸血鬼は崩壊する間際に

なっているが、絶望的にこの世にしがみつき、人の肉体

を通して官能的快楽をしばらくの間、楽しもうとしてい

るのである。

⑽ 魔術の基礎は磁力と電気の特性、相関関係、可能性に

精通した実用知識である。特に必要なことは、動物界及

び人間の中、そして動物と人間に対する磁力と電気の作

用を知ることである。多くの鉱物には、天然磁石と同じ

ように不思議なオカルト性質がある。それはいわゆる精

密科学は全く知らないものであるが、魔術を行なうすべ

ての人達が知っていなければならないものである。植物

にも不思議な性質は驚くほどたくさんある。ヨーロッパ

の科学が「夢見草」や魔法のハープの秘密を失ってしまっ

ているだけである。いうまでもなく、阿片やハシッシュ

のようなものの効果について知っているが、こうしたわ

ずかな例でさえ、人間組織への肉体的影響は一時的精神

錯乱を起こすと考えられている。だが、テッサリアとエ

ペイロスの婦人達、サバジオスの秘儀を行なった女高僧

達の聖所が破壊されたとはいえ、植物についての彼女達

の秘密な知識がなくなったというわけではない。その知

識はいまだに保護されているので、ソーマの性質を知っ

ている者は他の植物の特性も分かるであろう。

　以上をまとめると次のようになる。魔術は霊的智慧で

ある。自然は魔術師の物質的な味方であり、弟子であり、

召使いである。一つの生命原理が万物に遍満しており、

完成した人間の意志はこれを支配できる。アデプトは植

物、動物の自然のエネルギーを法外に刺激することがで

きる。このような実験は、自然の過去を妨害するのでは

なく、促進するのである。すなわち、生命力がもっと強

力に作用できる条件が与えられているからである。

　アデプトはアデプトでない他の人の感覚を支配し、肉

体及びアストラル諸体の状態を変えることができる。ア

デプトはまた、思うままにエレメンタルを支配し、使う

ことができる。アデプトは、生きている人、死んだ人、

あらゆる人間の不死の霊を支配できない。不死の霊はす

べて、神のエッセンスの火花であって、いかなる外部の

影響力にも従わないからである。
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くことができるが、生きた動物有機体にはそれはできな

い。

　これはスウェーデンボリー派の教えでもあるが、古代

の科学は、魂が生きている体を放棄することは度々起こ

り、私達は生活のあらゆる場面で、毎日、こうした生き

た死体に出会うと教えている。そのようなことは、抑え

られない驚き、悲しみ、絶望、病気の激しい発作、過度

の情欲などのいろいろな原因がある。空っぽの死体には

熟練した魔術師やエレメンタリーという地縛の人間魂が

入ったり、ごく稀な場合には、エレメンタルが入ること

もある。もちろん白魔術師のアデプトは同じことができ

るが、することは滅多にない。というのも、重要な目的

のためにしなければならない限り、アデプトは不純な人

の体に入って自分を汚そうとは決してならさないからで

ある。狂気の場合、狂人のアストラル存在は半分麻痺し

ており、うろたえていて、通りかがりのどんな種類の霊

の影響も受けるケースもあるし、アストラル存在は永久

に肉体を捨て去り、肉体は吸血鬼のようなものに取りつ

かれる場合もある。そのような吸血鬼は崩壊する間際に

なっているが、絶望的にこの世にしがみつき、人の肉体

を通して官能的快楽をしばらくの間、楽しもうとしてい

るのである。

⑽ 魔術の基礎は磁力と電気の特性、相関関係、可能性に

精通した実用知識である。特に必要なことは、動物界及

び人間の中、そして動物と人間に対する磁力と電気の作

用を知ることである。多くの鉱物には、天然磁石と同じ

ように不思議なオカルト性質がある。それはいわゆる精

密科学は全く知らないものであるが、魔術を行なうすべ

ての人達が知っていなければならないものである。植物

にも不思議な性質は驚くほどたくさんある。ヨーロッパ

の科学が「夢見草」や魔法のハープの秘密を失ってしまっ

ているだけである。いうまでもなく、阿片やハシッシュ

のようなものの効果について知っているが、こうしたわ

ずかな例でさえ、人間組織への肉体的影響は一時的精神

錯乱を起こすと考えられている。だが、テッサリアとエ

ペイロスの婦人達、サバジオスの秘儀を行なった女高僧

達の聖所が破壊されたとはいえ、植物についての彼女達

の秘密な知識がなくなったというわけではない。その知

識はいまだに保護されているので、ソーマの性質を知っ

ている者は他の植物の特性も分かるであろう。

　以上をまとめると次のようになる。魔術は霊的智慧で

ある。自然は魔術師の物質的な味方であり、弟子であり、

召使いである。一つの生命原理が万物に遍満しており、

完成した人間の意志はこれを支配できる。アデプトは植

物、動物の自然のエネルギーを法外に刺激することがで

きる。このような実験は、自然の過去を妨害するのでは

なく、促進するのである。すなわち、生命力がもっと強

力に作用できる条件が与えられているからである。

　アデプトはアデプトでない他の人の感覚を支配し、肉

体及びアストラル諸体の状態を変えることができる。ア

デプトはまた、思うままにエレメンタルを支配し、使う

ことができる。アデプトは、生きている人、死んだ人、

あらゆる人間の不死の霊を支配できない。不死の霊はす

べて、神のエッセンスの火花であって、いかなる外部の

影響力にも従わないからである。
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アデプト、マハートマ、ニルマーナカーヤについての

網羅的な論考には、1 巻以上が必要になるだろう。彼ら

によって示された発達は、現代人の心にはあまりにも奇

妙であり、一般的な平凡さの現代ではあまりにも異常で

あるため、平均的な読者は、凝縮された記事で進められ

た見解を容易に把握することができない。また、アデプ

トについて言うことのほとんどすべて（ニルマーナカー

ヤについては何も言わない）は、たとえ何巻もの本が書

かれたとしても、誤解される可能性がある。これらの存

在の発達、条件、力、機能は、進化の全体的な計画を伴っ

ている。アデプトは今日、ぼんやりと理解されているか

もしれないが、ニルマーナカーヤはまだほんのわずかに

言及されているだけであり、同様にマハートマは信者と

否定者によって誤解されている。

しかし、彼らを支配する一つの法則は簡単に述べられ

ており、理解するのは難しいことではないはずである。

それは、彼らはカルマに干渉しないし、することを望ま

ないし、してはならないということである。つまり、個

人がどんなに助けを受けるに値するように見えても、そ

の人のカルマがそれを許さない場合には、希望する方法

で助けを広げないということである。ある人は、もし神

智学のアデプトがヨーロッパの人々の目の前でいくつか

の偉業を成し遂げれば、すぐに膨大な支持者が生まれる

だろうと言っているが、そのような結果にはならないで

あろう。その代わりに、これまで以上に悪い教条主義と

偶像崇拝が発生し、有害な性質の反作用を打ち消すこと

は不可能となるだろう。

催眠術は、別の名前でだが、長い間彼らに知られてい

る。催眠状態はしばしば司祭や教会の計画を手伝ってき

た。真の教義を強制的に認識させることは、これらの賢

者たち（神智学のアデプトたち）のやり方ではない。たっ

た 5 つのパンで大勢を養うことは、彼らにとっては簡単

であろう。 しかし、彼らは感情に基づいて行動すること

はなく、絶えず偉大な宇宙法則の下で行動しているため、

貧しい人々のために現在の物質的な援助を手にして前進

することはない。だが、彼らは自然な力を使って毎日、

ヨーロッパやアメリカの富者と貧者の間だけでなく、他

のすべての国で世界に影響を与えているので、私たちの

生活の中で起こることは、彼らがそこに参加していな

かった場合よりも良いものである。

ニルマーナカーヤと呼ばれる他の階級は、常に地上の

事業よりも偉大だと考えられているこの仕事に従事して

いる。つまり、人間の魂の改善、および彼らが人間の代

理人を通して達成できる善である。彼らの周りには、ニ

ルヴァーナについての長い間議論されてきた疑問が渦巻

いているが、それはニルヴァーナについて明確に考慮さ

れていないからである。マックス・ミュラーの涅槃観、

つまり涅槃は消滅であるとする見解が正しければ、ニル

マーナカーヤはあり得ないものである。逆説的に言えば、

彼らは同時にその状態の中にいて、同時にその状態から

抜け出しているのである。彼らは、苦しんでいる孤児で

ある人類を助けるために、涅槃を受け入れることを拒否

する涅槃の所有者なのである。彼らは『黄金の戒律の書』

（『沈黙の声』）の次の命令に従っている。「日光の当たる

ところから日陰に下がり、他の人のために場所をゆずれ」

（断片Ⅱ）。
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依存している。

しかし、私たちが話す賢者やその弟子たちは、法則の

下で発達した存在であり、単に子供じみた試練を経験し

て卒業証書を持っているだけの人ではないことを示す、

消えない印を持っており、よく知られた言葉を口にする。

アデプトは何の変装もしていないゴツゴツしたオークの

木と呼ばれるかもしれないが、フリーメーソン団の言葉

や定則に手を出している未発達な人は、ライオンの皮を

被ったロバにすぎない。

この世界には多くのアデプトが住んでいて、その全員

がお互いを知っている。彼らは現代文明では知られてい

ないコミュニケーション手段を持っており、それを使っ

て、機械的な手段を使わずにいつでも、遠く離れた場所

からでも、お互いにメッセージを送受信することができ

る。「協会」（Society）という言葉に、通常それによっ

て伝えられる意味を決して結びつけないという条件で、

私たちはアデプトたちの協会があると言うかもしれな

い。それは、集会所もなく、会費も払わず、自然の永遠

の法則以外の規約や会則もなく、警察もスパイもいない

し、苦情を申し立ても受け取りもしない協会である。そ

の理由は、犯罪者は自分のコントロールを完全に超えた

法則の働きによって処罰され、法を侵害した時点で彼の

法の支配力（mastery）が失われるからである。

この「アデプトの協会」の保護と援助と指導の下、メ

ンバーの一人一人に弟子がいる。これらの弟子は、発達

の様々な段階に応じた異なる等級に分かれている。最も

発達の程度の低い弟子は、それより進んだ人たちによっ

て支援され、後者も他の人々によって、アデプトとの直

接の交信が可能な弟子の等級に到達するまで助けられ

る。同時に、各アデプトはすべての自分の弟子たちを監

督している。アデプトの弟子たちの働きかけによって、

人間の思考や問題に多くの影響がもたらされる。なぜな

ら、高い等級からは多くの場合、神秘主義（mysticism）

との関係を明らかにすることなく、発生しようとしてい

る出来事の主な要因であることが知られている個人に影

響を与える人がしばしば送られるからである。

神智学協会はその成長と影響力の広がりにおいて、ア

デプトとその受け入れられた弟子たちから援助を受けて

いると主張されている。神智学協会の歴史はこれを証明

するように見えるだろう。協会の好結果のために作用す

るいくつかの隠された強力な力がなかったならば、ずっ

と前に世に埋もれ、それが受けた嘲笑と罵倒の嵐によっ

て破壊されてしまったであろうからだ。協会の初期の歴

史において、支援は常に提供されるだろうという約束が

なされ、そしてそれが中傷の標的および中傷とは反対の

対象になるだろうという予言がほのめかされた。両方の

予言は手紙に果たされている。

磨かれたダイヤモンドがその価値と輝きを与える細工

を示すのと同じように、アデプトの下で見習い期間と教

えを受けた者は、その人の身に消すことのできない印を

つけている。この部門で訓練されていない普通の目には、

そのような兆候は見えないが、見ることができる人は、

それらが非常に顕著であり、完全に印の持ち主の制御下

にないと説明している。このような理由から、進歩した

人は、例えば、道に沿った3つの等級では、3つの印を持っ

ていることになる。もしそうだとしたら、その人の進歩

とともに成長するため、第 4 の印があるだろう。さて、

これらの印は真似したり偽造したりすることができない

ので、内的な同胞団全体が印を隠す必要はない。誰も本

からサインやパスワードを入手したり、料金の支払いの

見返りにサインやパスワードを入手したりして、その人

たちに詐欺を働いたり、その人たちから上級の秘密を引

き出すことはできないし、自分の性質全体が望ましい進

歩の地点に正確に一致するまでは、誰も昇進の授与を得

ることはできない。

アデプトの同胞団と世俗的な秘密結社との違いは、2

つの方法でわかる。彼らが国をどう扱うかと、彼ら自身

の直接の特別な弟子をどう扱うか、である。何も強制さ

れないし、好意に頼るものはない。すべてのものは、そ

の時々の周期的な影響を考慮して、国家の最善の利益に

従って配置されており、適切な時期の前には決してない

のである。彼らが独断主義によって作られた鎖を破壊す

ることを望むとき、彼らは民衆の驚愕の目の前に突然現

れるという過ちを犯さない。彼らは、そのような道を歩

むことは、一つの考えに対する独断的な信念を、神とし

てのアデプトへの無意味で同じように独断的な固執に変

えるだけであり、多くの人の心に悪魔が存在することを

確信させることになると、よく知っているからである。
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神智学のアデプトが所属する学派の師匠たちによる弟

子の訓練は、それ自体に特有のものであり、一般的な現

代の教育観念とは一致していない。ある意味では、それ

はインドでは一般的な神聖な場所への巡礼の特別なもの

であり、その旅の目的は魂そのものである。魂の存在は

彼らにとって第一の原理の一つだからである。

東洋では人間の人生は、ゆりかごから墓場までだけで

なく、何百万年、さらに何百万年という広大な時間の中

を巡礼するものと考えられており、マンヴァンタラの始

まりから終わりまで、または進化過程にわたり、そして

人間は精神的な存在であると考えられているため、その

存在の連続性は途切れることがない。国や文明は上昇し、

老い、衰退し、消滅していくが、存在は生き続け、環境

の無数の変化を見守る存在である。偉大なる万物から出

発し、中央の火から火花のように放射し、彼はあらゆる

時代、あらゆる支配者、文明、習慣の下で経験を収集し、

彼が来た聖堂への巡礼に従事している。今は支配者、今

は奴隷、今日は富と権力の頂点にいて、明日は梯子の一

番下、恐らくは落ちぶれた惨めさの中にいるだろうが、

その人はいつも同じ存在である。このことを象徴するよ

うに、インド全土には神聖な聖堂が点在しており、そこ

への巡礼が行われている。そのいわゆる行き暮れの地に、

すべての人が死ぬ前に一度は旅をすることを望んでい

る。そのような神聖な場所を訪れなければ、人生の宗教

的義務は完全には果たされないからである。

その大きな理由の一つは、巡礼の場所が霊的な力の中

心であり、そこからは豚を食ったり、ワインを飲んだり

する旅人には感知できないような高揚した影響が放射さ

れているからだと、その内的な意味を理解している人た

ちが教えてくれた。実際、有名な巡礼地のほとんどには、

神智学のアデプトが所属していると言われているのと同

じ一団のアデプトがいて、そこに行くかもしれない純粋

な心の持ち主に霊的な洞察力と援助を常に与える準備が

できていると多くの人が主張している。巡礼者はもちろ

ん、人々に自分自身を明らかにしない。それは全く不必

要なことであり、彼がどこかよその場所に行く必要性を

生み出す可能性があるからだ。迷信が巡礼の教義から生

じたが、この時代にはそうなる可能性が高いからと言っ

て巡礼の場所が廃止されるべき理由はない。なぜなら、

霊的な中心地が取り除かれた場合、迷信にとらわれてい

ない善良な人々が、現在得られるかもしれない恩恵を受

けることができなくなるからである。アデプトたちは、

現代の科学と教育がすぐに不可知論に変わり、抑制され

ずに魂の認識より優勢になったであろう、その魂の認識

を人々の心の中で生き続けさせるために、これらの場所

を創設した。

しかしアデプトの弟子は、巡礼の場所が自分自身の本

質を象徴していると知っており、その場所がどのように

科学的な調査を開始し、どのような道で、どの方向に進

むべきかを自分に示していることを知っている。彼は、

普通の人が身につけるのに数え切れないほどの転生を必

要とする経験と実践を、いくつかの人生に集中させるこ

とになっている。彼の最初の一歩は、最後の一歩と同様

に、困難な、しばしば危険な場所である。道は確かに「ずっ

と坂を登っていく」ものであり、そこに入るとき、彼は

すべての仕事に共通する報酬への希望を置き去りにして

来る。好意によって得られるものは何もないが、すべて

はその人の実際の功徳にかかっている。到達すべき目的

は、完全な冷静さと明晰さをもった自立であるので、彼

は最初から独立させられており、これは私たちのほとん

どにとって、しばしば一種の絶望をもたらす難しいこと

である。人々は仲間が好きで、一人になってしまう可能

性を考えることは簡単ではない。したがって、通常の世

俗的な秘密結社の場合のように、常に仲間の見習い弟子

のロッジに一緒にいるのではなく、彼は一人でこの世に

生まれて来たようにそこに一人で生きることを学ぶこと

を余儀なくされ、来た時のようにたった一人で仲間を去

らねばならない。しかし、目に見えないものについての

絶え間ない瞑想によって達成され、孤独を感じるのはよ

り低い、個人的な、世俗的な自我に関してのみであると

いう知識が得られるので、これは利己主義を生み出さな

い。

この弟子が従わなければならないもう一つの規則は、

いかなる機会にも自慢をしてはならないということで、

これは私たちに、自分の力をアデプトのものとして話し

ニルマーナカーヤの人たちは、誰もが想像する以上に

国家の歴史の中で大きな役割を担っている。彼らの何人

かは、将来の偉大な代理人となるように運命づけられて

いる、すべての国の特定の人々の世話を、誕生のときか

らしている。彼らは、定められた期間まで導き、保護し

ている。そして特に 19 世紀には、そのような保護を受

ける被保護者が、そのような影響力は彼らについてのこ

とであるのを知っていることは滅多にない。このような

偉大な助力への認識と感謝を、ベールの後ろで働き、明

確な目的のための材料を準備するニルマーナカーヤは必

要としていない。同時に、1 人のニルマナカーヤが多く

の男性たちまたは女性たちを指導する可能性がある。パ

タンジャリが言うように「これらのすべての肉体で、1

つの心が動く原因である」。

奇妙なことだが、ナポレオン・ボナパルトのような人

たちは、時々、彼らに助けられている。ナポレオンのよ

うな存在は、偶然に現れたわけではなかった。彼の誕生

と不思議な力は自然の摂理に従ったものに違いない。彼

が持つような性質に伴う広範囲にわたる結果は、私たち

には計り知れないが、東洋の神智学的哲学では観察され、

提供されるに違いない。もし彼が邪悪な人だったとした

ら、彼にとってはもっとひどいことであるが、それでも

ニルマーナカーヤが彼を自分の目的に向かわせることを

妨げることはできなかった。それはひょっとしたら、ナ

ポレオンが道を踏み外し、世界を苦難の淵に陥れ、後年、

ナポレオンが夢にも思わなかったような結果をもたらす

ことによるかもしれない。世界がある時点でモンスター

を奨励することを考えているかもしれないことへの恐れ

は、最高の目的を見ている賢者を思いとどまらせること

は決してできない。そして、ナポレオンが人生の中で、

彼が対処できるよりも強力な影響を時折示すことがたく

さんある。彼のモスクワへの無謀な行進は、おそらくこ

れらの無言の従軍者によって計画されたものであり、ま

た、彼の突然の悲惨な撤退もそうであった。彼がフラン

スに残っていたら何をしていたかは、現在の歴史家は語

ることができない。ナポレオンが迷いに迷っていた時に

赤い男から赤い手紙が届いたという話はよく知られてい

るが、これは特定の時期の励ましだったのかもしれない。

「神々は滅ぼそうとする者をまず狂わせる」。また、ワー

テルローでの敗北は、ニルマーナカーヤの人たちが記録

を明かすまでは理解されないだろう。

はなはだしい無神論に傾いている人々の思考が変わる

ことは、「智慧の宗教」の賢者が常に望んでいることで

あるため、霊的な現象の波は今、たいへん明らかに魂の

普遍的な認識に戻る傾向にあると考えられる。そのこと

はニルマーナカーヤによって支援されていると仮定する

ことができるかもしれない。彼らはその現象の中にいて、

その現象の一部分である。彼らは多くの人々に押し寄せ

るサイキック的な海流の進行を押し進める。その結果は、

現代の文学、宗教、演劇に見られる。ゆっくりと、しか

し確実に、潮は徐々に上がって来て、かつて乾いていた

唯物論の岸辺を覆う。司祭たちが「しっかりとした制御

による神智学の弾圧」を要求して遠吠えをしたり、金銭

ずくのマスコミが彼らを助けようとしたりしても、彼ら

には後ろ向きの波紋を起こす力も知識もない。なぜなら、

大師の手は巨大な力によって推進された全知全能の知性

によって導かれており、舞台裏で働いているからだ。
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キリスト教時代には多くの秘密結社があった。自然の

秘密の法則についての知識を主張していた人たちである

から、当然の疑問が生じる。「神智学の東洋の賢者は、

よく耳にする多くの薔薇十字会員や他の人たちとは何が

違うのだろうか？」ドイツの古い本棚には、薔薇十字団

に関する出版物や、薔薇十字団員のふりをした人と真の

団員による出版物がたくさんあり、今日では、自分たち

をむやみやたらに「薔薇十字団員」と名乗るに足る軽率

な人々を見つけることも珍しくない。

その違いは、現実と幻影の間に存在する違いであり、

単なる儀式と、自然がより高い段階への道を永遠に上っ

ていくすべてのものや存在につけたしるしとの間にある

違いである。歴史的に知られている薔薇十字団員とフ

リーメーソンの団体は、そのような確約のない、ただの

見ず知らずの部外者であるメンバーの一団の中での地位

を示すために、外見上のサインとトークン（合言葉）に

たり、霊的な面で自分の進歩を自慢したりする人がいれ

ば、その人はアデプトでも弟子でもないことを常に確信

することができるという公式を与えてくれる。神智学協

会の中には、自分たちが実際にはアデプトであるか、あ

るいはそれに非常に近い存在であり、偉大な力を持って

いることを世界に公表した人たちがいた。我々の定則の

下では、彼らは単なる自慢家であり、その愚かな気取り

の背後の虚栄心と人間性の弱点と騙されやすさについて

の公正な知識がある。彼らは利益または喜びのために演

じているのである。しかし、外観の下に身を隠している、

注目されない本当の弟子たちが世の中にはたくさんい

る。彼らは自分自身や他の人の心を研究している。彼ら

には資格証明書はないが、彼らの中には、絶え間ない助

けの意識と、本当の意味での秘密裏に開かれる、どの名

簿にも記載されていない真のロッジについての明確な知

識がある。彼らの全人生は、静止しているように見えて

も雷を遠ざけることができる、動きの速い魂を執拗に追

求することであり、彼らの死は、新しい人生の中でより

良い肉体を通して、より大きな知識を得るためのもう一

つのステップに過ぎないのである。
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アデプト、マハートマ、ニルマーナカーヤについての

網羅的な論考には、1 巻以上が必要になるだろう。彼ら

によって示された発達は、現代人の心にはあまりにも奇

妙であり、一般的な平凡さの現代ではあまりにも異常で

あるため、平均的な読者は、凝縮された記事で進められ

た見解を容易に把握することができない。また、アデプ

トについて言うことのほとんどすべて（ニルマーナカー

ヤについては何も言わない）は、たとえ何巻もの本が書

かれたとしても、誤解される可能性がある。これらの存

在の発達、条件、力、機能は、進化の全体的な計画を伴っ

ている。アデプトは今日、ぼんやりと理解されているか

もしれないが、ニルマーナカーヤはまだほんのわずかに

言及されているだけであり、同様にマハートマは信者と

否定者によって誤解されている。

しかし、彼らを支配する一つの法則は簡単に述べられ

ており、理解するのは難しいことではないはずである。

それは、彼らはカルマに干渉しないし、することを望ま

ないし、してはならないということである。つまり、個

人がどんなに助けを受けるに値するように見えても、そ

の人のカルマがそれを許さない場合には、希望する方法

で助けを広げないということである。ある人は、もし神

智学のアデプトがヨーロッパの人々の目の前でいくつか

の偉業を成し遂げれば、すぐに膨大な支持者が生まれる

だろうと言っているが、そのような結果にはならないで

あろう。その代わりに、これまで以上に悪い教条主義と

偶像崇拝が発生し、有害な性質の反作用を打ち消すこと

は不可能となるだろう。

催眠術は、別の名前でだが、長い間彼らに知られてい

る。催眠状態はしばしば司祭や教会の計画を手伝ってき

た。真の教義を強制的に認識させることは、これらの賢

者たち（神智学のアデプトたち）のやり方ではない。たっ

た 5 つのパンで大勢を養うことは、彼らにとっては簡単

であろう。 しかし、彼らは感情に基づいて行動すること

はなく、絶えず偉大な宇宙法則の下で行動しているため、

貧しい人々のために現在の物質的な援助を手にして前進

することはない。だが、彼らは自然な力を使って毎日、

ヨーロッパやアメリカの富者と貧者の間だけでなく、他

のすべての国で世界に影響を与えているので、私たちの

生活の中で起こることは、彼らがそこに参加していな

かった場合よりも良いものである。

ニルマーナカーヤと呼ばれる他の階級は、常に地上の

事業よりも偉大だと考えられているこの仕事に従事して

いる。つまり、人間の魂の改善、および彼らが人間の代

理人を通して達成できる善である。彼らの周りには、ニ

ルヴァーナについての長い間議論されてきた疑問が渦巻

いているが、それはニルヴァーナについて明確に考慮さ

れていないからである。マックス・ミュラーの涅槃観、

つまり涅槃は消滅であるとする見解が正しければ、ニル

マーナカーヤはあり得ないものである。逆説的に言えば、

彼らは同時にその状態の中にいて、同時にその状態から

抜け出しているのである。彼らは、苦しんでいる孤児で

ある人類を助けるために、涅槃を受け入れることを拒否

する涅槃の所有者なのである。彼らは『黄金の戒律の書』

（『沈黙の声』）の次の命令に従っている。「日光の当たる

ところから日陰に下がり、他の人のために場所をゆずれ」

（断片Ⅱ）。
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依存している。

しかし、私たちが話す賢者やその弟子たちは、法則の

下で発達した存在であり、単に子供じみた試練を経験し

て卒業証書を持っているだけの人ではないことを示す、

消えない印を持っており、よく知られた言葉を口にする。

アデプトは何の変装もしていないゴツゴツしたオークの

木と呼ばれるかもしれないが、フリーメーソン団の言葉

や定則に手を出している未発達な人は、ライオンの皮を

被ったロバにすぎない。

この世界には多くのアデプトが住んでいて、その全員

がお互いを知っている。彼らは現代文明では知られてい

ないコミュニケーション手段を持っており、それを使っ

て、機械的な手段を使わずにいつでも、遠く離れた場所

からでも、お互いにメッセージを送受信することができ

る。「協会」（Society）という言葉に、通常それによっ

て伝えられる意味を決して結びつけないという条件で、

私たちはアデプトたちの協会があると言うかもしれな

い。それは、集会所もなく、会費も払わず、自然の永遠

の法則以外の規約や会則もなく、警察もスパイもいない

し、苦情を申し立ても受け取りもしない協会である。そ

の理由は、犯罪者は自分のコントロールを完全に超えた

法則の働きによって処罰され、法を侵害した時点で彼の

法の支配力（mastery）が失われるからである。

この「アデプトの協会」の保護と援助と指導の下、メ

ンバーの一人一人に弟子がいる。これらの弟子は、発達

の様々な段階に応じた異なる等級に分かれている。最も

発達の程度の低い弟子は、それより進んだ人たちによっ

て支援され、後者も他の人々によって、アデプトとの直

接の交信が可能な弟子の等級に到達するまで助けられ

る。同時に、各アデプトはすべての自分の弟子たちを監

督している。アデプトの弟子たちの働きかけによって、

人間の思考や問題に多くの影響がもたらされる。なぜな

ら、高い等級からは多くの場合、神秘主義（mysticism）

との関係を明らかにすることなく、発生しようとしてい

る出来事の主な要因であることが知られている個人に影

響を与える人がしばしば送られるからである。

神智学協会はその成長と影響力の広がりにおいて、ア

デプトとその受け入れられた弟子たちから援助を受けて

いると主張されている。神智学協会の歴史はこれを証明

するように見えるだろう。協会の好結果のために作用す

るいくつかの隠された強力な力がなかったならば、ずっ

と前に世に埋もれ、それが受けた嘲笑と罵倒の嵐によっ

て破壊されてしまったであろうからだ。協会の初期の歴

史において、支援は常に提供されるだろうという約束が

なされ、そしてそれが中傷の標的および中傷とは反対の

対象になるだろうという予言がほのめかされた。両方の

予言は手紙に果たされている。

磨かれたダイヤモンドがその価値と輝きを与える細工

を示すのと同じように、アデプトの下で見習い期間と教

えを受けた者は、その人の身に消すことのできない印を

つけている。この部門で訓練されていない普通の目には、

そのような兆候は見えないが、見ることができる人は、

それらが非常に顕著であり、完全に印の持ち主の制御下

にないと説明している。このような理由から、進歩した

人は、例えば、道に沿った3つの等級では、3つの印を持っ

ていることになる。もしそうだとしたら、その人の進歩

とともに成長するため、第 4 の印があるだろう。さて、

これらの印は真似したり偽造したりすることができない

ので、内的な同胞団全体が印を隠す必要はない。誰も本

からサインやパスワードを入手したり、料金の支払いの

見返りにサインやパスワードを入手したりして、その人

たちに詐欺を働いたり、その人たちから上級の秘密を引

き出すことはできないし、自分の性質全体が望ましい進

歩の地点に正確に一致するまでは、誰も昇進の授与を得

ることはできない。

アデプトの同胞団と世俗的な秘密結社との違いは、2

つの方法でわかる。彼らが国をどう扱うかと、彼ら自身

の直接の特別な弟子をどう扱うか、である。何も強制さ

れないし、好意に頼るものはない。すべてのものは、そ

の時々の周期的な影響を考慮して、国家の最善の利益に

従って配置されており、適切な時期の前には決してない

のである。彼らが独断主義によって作られた鎖を破壊す

ることを望むとき、彼らは民衆の驚愕の目の前に突然現

れるという過ちを犯さない。彼らは、そのような道を歩

むことは、一つの考えに対する独断的な信念を、神とし

てのアデプトへの無意味で同じように独断的な固執に変

えるだけであり、多くの人の心に悪魔が存在することを

確信させることになると、よく知っているからである。
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神智学のアデプトが所属する学派の師匠たちによる弟

子の訓練は、それ自体に特有のものであり、一般的な現

代の教育観念とは一致していない。ある意味では、それ

はインドでは一般的な神聖な場所への巡礼の特別なもの

であり、その旅の目的は魂そのものである。魂の存在は

彼らにとって第一の原理の一つだからである。

東洋では人間の人生は、ゆりかごから墓場までだけで

なく、何百万年、さらに何百万年という広大な時間の中

を巡礼するものと考えられており、マンヴァンタラの始

まりから終わりまで、または進化過程にわたり、そして

人間は精神的な存在であると考えられているため、その

存在の連続性は途切れることがない。国や文明は上昇し、

老い、衰退し、消滅していくが、存在は生き続け、環境

の無数の変化を見守る存在である。偉大なる万物から出

発し、中央の火から火花のように放射し、彼はあらゆる

時代、あらゆる支配者、文明、習慣の下で経験を収集し、

彼が来た聖堂への巡礼に従事している。今は支配者、今

は奴隷、今日は富と権力の頂点にいて、明日は梯子の一

番下、恐らくは落ちぶれた惨めさの中にいるだろうが、

その人はいつも同じ存在である。このことを象徴するよ

うに、インド全土には神聖な聖堂が点在しており、そこ

への巡礼が行われている。そのいわゆる行き暮れの地に、

すべての人が死ぬ前に一度は旅をすることを望んでい

る。そのような神聖な場所を訪れなければ、人生の宗教

的義務は完全には果たされないからである。

その大きな理由の一つは、巡礼の場所が霊的な力の中

心であり、そこからは豚を食ったり、ワインを飲んだり

する旅人には感知できないような高揚した影響が放射さ

れているからだと、その内的な意味を理解している人た

ちが教えてくれた。実際、有名な巡礼地のほとんどには、

神智学のアデプトが所属していると言われているのと同

じ一団のアデプトがいて、そこに行くかもしれない純粋

な心の持ち主に霊的な洞察力と援助を常に与える準備が

できていると多くの人が主張している。巡礼者はもちろ

ん、人々に自分自身を明らかにしない。それは全く不必

要なことであり、彼がどこかよその場所に行く必要性を

生み出す可能性があるからだ。迷信が巡礼の教義から生

じたが、この時代にはそうなる可能性が高いからと言っ

て巡礼の場所が廃止されるべき理由はない。なぜなら、

霊的な中心地が取り除かれた場合、迷信にとらわれてい

ない善良な人々が、現在得られるかもしれない恩恵を受

けることができなくなるからである。アデプトたちは、

現代の科学と教育がすぐに不可知論に変わり、抑制され

ずに魂の認識より優勢になったであろう、その魂の認識

を人々の心の中で生き続けさせるために、これらの場所

を創設した。

しかしアデプトの弟子は、巡礼の場所が自分自身の本

質を象徴していると知っており、その場所がどのように

科学的な調査を開始し、どのような道で、どの方向に進

むべきかを自分に示していることを知っている。彼は、

普通の人が身につけるのに数え切れないほどの転生を必

要とする経験と実践を、いくつかの人生に集中させるこ

とになっている。彼の最初の一歩は、最後の一歩と同様

に、困難な、しばしば危険な場所である。道は確かに「ずっ

と坂を登っていく」ものであり、そこに入るとき、彼は

すべての仕事に共通する報酬への希望を置き去りにして

来る。好意によって得られるものは何もないが、すべて

はその人の実際の功徳にかかっている。到達すべき目的

は、完全な冷静さと明晰さをもった自立であるので、彼

は最初から独立させられており、これは私たちのほとん

どにとって、しばしば一種の絶望をもたらす難しいこと

である。人々は仲間が好きで、一人になってしまう可能

性を考えることは簡単ではない。したがって、通常の世

俗的な秘密結社の場合のように、常に仲間の見習い弟子

のロッジに一緒にいるのではなく、彼は一人でこの世に

生まれて来たようにそこに一人で生きることを学ぶこと

を余儀なくされ、来た時のようにたった一人で仲間を去

らねばならない。しかし、目に見えないものについての

絶え間ない瞑想によって達成され、孤独を感じるのはよ

り低い、個人的な、世俗的な自我に関してのみであると

いう知識が得られるので、これは利己主義を生み出さな

い。

この弟子が従わなければならないもう一つの規則は、

いかなる機会にも自慢をしてはならないということで、

これは私たちに、自分の力をアデプトのものとして話し

ニルマーナカーヤの人たちは、誰もが想像する以上に

国家の歴史の中で大きな役割を担っている。彼らの何人

かは、将来の偉大な代理人となるように運命づけられて

いる、すべての国の特定の人々の世話を、誕生のときか

らしている。彼らは、定められた期間まで導き、保護し

ている。そして特に 19 世紀には、そのような保護を受

ける被保護者が、そのような影響力は彼らについてのこ

とであるのを知っていることは滅多にない。このような

偉大な助力への認識と感謝を、ベールの後ろで働き、明

確な目的のための材料を準備するニルマーナカーヤは必

要としていない。同時に、1 人のニルマナカーヤが多く

の男性たちまたは女性たちを指導する可能性がある。パ

タンジャリが言うように「これらのすべての肉体で、1

つの心が動く原因である」。

奇妙なことだが、ナポレオン・ボナパルトのような人

たちは、時々、彼らに助けられている。ナポレオンのよ

うな存在は、偶然に現れたわけではなかった。彼の誕生

と不思議な力は自然の摂理に従ったものに違いない。彼

が持つような性質に伴う広範囲にわたる結果は、私たち

には計り知れないが、東洋の神智学的哲学では観察され、

提供されるに違いない。もし彼が邪悪な人だったとした

ら、彼にとってはもっとひどいことであるが、それでも

ニルマーナカーヤが彼を自分の目的に向かわせることを

妨げることはできなかった。それはひょっとしたら、ナ

ポレオンが道を踏み外し、世界を苦難の淵に陥れ、後年、

ナポレオンが夢にも思わなかったような結果をもたらす

ことによるかもしれない。世界がある時点でモンスター

を奨励することを考えているかもしれないことへの恐れ

は、最高の目的を見ている賢者を思いとどまらせること

は決してできない。そして、ナポレオンが人生の中で、

彼が対処できるよりも強力な影響を時折示すことがたく

さんある。彼のモスクワへの無謀な行進は、おそらくこ

れらの無言の従軍者によって計画されたものであり、ま

た、彼の突然の悲惨な撤退もそうであった。彼がフラン

スに残っていたら何をしていたかは、現在の歴史家は語

ることができない。ナポレオンが迷いに迷っていた時に

赤い男から赤い手紙が届いたという話はよく知られてい

るが、これは特定の時期の励ましだったのかもしれない。

「神々は滅ぼそうとする者をまず狂わせる」。また、ワー

テルローでの敗北は、ニルマーナカーヤの人たちが記録

を明かすまでは理解されないだろう。

はなはだしい無神論に傾いている人々の思考が変わる

ことは、「智慧の宗教」の賢者が常に望んでいることで

あるため、霊的な現象の波は今、たいへん明らかに魂の

普遍的な認識に戻る傾向にあると考えられる。そのこと

はニルマーナカーヤによって支援されていると仮定する

ことができるかもしれない。彼らはその現象の中にいて、

その現象の一部分である。彼らは多くの人々に押し寄せ

るサイキック的な海流の進行を押し進める。その結果は、

現代の文学、宗教、演劇に見られる。ゆっくりと、しか

し確実に、潮は徐々に上がって来て、かつて乾いていた

唯物論の岸辺を覆う。司祭たちが「しっかりとした制御

による神智学の弾圧」を要求して遠吠えをしたり、金銭

ずくのマスコミが彼らを助けようとしたりしても、彼ら

には後ろ向きの波紋を起こす力も知識もない。なぜなら、

大師の手は巨大な力によって推進された全知全能の知性

によって導かれており、舞台裏で働いているからだ。
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キリスト教時代には多くの秘密結社があった。自然の

秘密の法則についての知識を主張していた人たちである

から、当然の疑問が生じる。「神智学の東洋の賢者は、

よく耳にする多くの薔薇十字会員や他の人たちとは何が

違うのだろうか？」ドイツの古い本棚には、薔薇十字団

に関する出版物や、薔薇十字団員のふりをした人と真の

団員による出版物がたくさんあり、今日では、自分たち

をむやみやたらに「薔薇十字団員」と名乗るに足る軽率

な人々を見つけることも珍しくない。

その違いは、現実と幻影の間に存在する違いであり、

単なる儀式と、自然がより高い段階への道を永遠に上っ

ていくすべてのものや存在につけたしるしとの間にある

違いである。歴史的に知られている薔薇十字団員とフ

リーメーソンの団体は、そのような確約のない、ただの

見ず知らずの部外者であるメンバーの一団の中での地位

を示すために、外見上のサインとトークン（合言葉）に

たり、霊的な面で自分の進歩を自慢したりする人がいれ

ば、その人はアデプトでも弟子でもないことを常に確信

することができるという公式を与えてくれる。神智学協

会の中には、自分たちが実際にはアデプトであるか、あ

るいはそれに非常に近い存在であり、偉大な力を持って

いることを世界に公表した人たちがいた。我々の定則の

下では、彼らは単なる自慢家であり、その愚かな気取り

の背後の虚栄心と人間性の弱点と騙されやすさについて

の公正な知識がある。彼らは利益または喜びのために演

じているのである。しかし、外観の下に身を隠している、

注目されない本当の弟子たちが世の中にはたくさんい

る。彼らは自分自身や他の人の心を研究している。彼ら

には資格証明書はないが、彼らの中には、絶え間ない助

けの意識と、本当の意味での秘密裏に開かれる、どの名

簿にも記載されていない真のロッジについての明確な知

識がある。彼らの全人生は、静止しているように見えて

も雷を遠ざけることができる、動きの速い魂を執拗に追

求することであり、彼らの死は、新しい人生の中でより

良い肉体を通して、より大きな知識を得るためのもう一

つのステップに過ぎないのである。
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アデプト、マハートマ、ニルマーナカーヤについての

網羅的な論考には、1 巻以上が必要になるだろう。彼ら

によって示された発達は、現代人の心にはあまりにも奇

妙であり、一般的な平凡さの現代ではあまりにも異常で

あるため、平均的な読者は、凝縮された記事で進められ

た見解を容易に把握することができない。また、アデプ

トについて言うことのほとんどすべて（ニルマーナカー

ヤについては何も言わない）は、たとえ何巻もの本が書

かれたとしても、誤解される可能性がある。これらの存

在の発達、条件、力、機能は、進化の全体的な計画を伴っ

ている。アデプトは今日、ぼんやりと理解されているか

もしれないが、ニルマーナカーヤはまだほんのわずかに

言及されているだけであり、同様にマハートマは信者と

否定者によって誤解されている。

しかし、彼らを支配する一つの法則は簡単に述べられ

ており、理解するのは難しいことではないはずである。

それは、彼らはカルマに干渉しないし、することを望ま

ないし、してはならないということである。つまり、個

人がどんなに助けを受けるに値するように見えても、そ

の人のカルマがそれを許さない場合には、希望する方法

で助けを広げないということである。ある人は、もし神

智学のアデプトがヨーロッパの人々の目の前でいくつか

の偉業を成し遂げれば、すぐに膨大な支持者が生まれる

だろうと言っているが、そのような結果にはならないで

あろう。その代わりに、これまで以上に悪い教条主義と

偶像崇拝が発生し、有害な性質の反作用を打ち消すこと

は不可能となるだろう。

催眠術は、別の名前でだが、長い間彼らに知られてい

る。催眠状態はしばしば司祭や教会の計画を手伝ってき

た。真の教義を強制的に認識させることは、これらの賢

者たち（神智学のアデプトたち）のやり方ではない。たっ

た 5 つのパンで大勢を養うことは、彼らにとっては簡単

であろう。 しかし、彼らは感情に基づいて行動すること

はなく、絶えず偉大な宇宙法則の下で行動しているため、

貧しい人々のために現在の物質的な援助を手にして前進

することはない。だが、彼らは自然な力を使って毎日、

ヨーロッパやアメリカの富者と貧者の間だけでなく、他

のすべての国で世界に影響を与えているので、私たちの

生活の中で起こることは、彼らがそこに参加していな

かった場合よりも良いものである。

ニルマーナカーヤと呼ばれる他の階級は、常に地上の

事業よりも偉大だと考えられているこの仕事に従事して

いる。つまり、人間の魂の改善、および彼らが人間の代

理人を通して達成できる善である。彼らの周りには、ニ

ルヴァーナについての長い間議論されてきた疑問が渦巻

いているが、それはニルヴァーナについて明確に考慮さ

れていないからである。マックス・ミュラーの涅槃観、

つまり涅槃は消滅であるとする見解が正しければ、ニル

マーナカーヤはあり得ないものである。逆説的に言えば、

彼らは同時にその状態の中にいて、同時にその状態から

抜け出しているのである。彼らは、苦しんでいる孤児で

ある人類を助けるために、涅槃を受け入れることを拒否

する涅槃の所有者なのである。彼らは『黄金の戒律の書』

（『沈黙の声』）の次の命令に従っている。「日光の当たる

ところから日陰に下がり、他の人のために場所をゆずれ」

（断片Ⅱ）。
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依存している。

しかし、私たちが話す賢者やその弟子たちは、法則の

下で発達した存在であり、単に子供じみた試練を経験し

て卒業証書を持っているだけの人ではないことを示す、

消えない印を持っており、よく知られた言葉を口にする。

アデプトは何の変装もしていないゴツゴツしたオークの

木と呼ばれるかもしれないが、フリーメーソン団の言葉

や定則に手を出している未発達な人は、ライオンの皮を

被ったロバにすぎない。

この世界には多くのアデプトが住んでいて、その全員

がお互いを知っている。彼らは現代文明では知られてい

ないコミュニケーション手段を持っており、それを使っ

て、機械的な手段を使わずにいつでも、遠く離れた場所

からでも、お互いにメッセージを送受信することができ

る。「協会」（Society）という言葉に、通常それによっ

て伝えられる意味を決して結びつけないという条件で、

私たちはアデプトたちの協会があると言うかもしれな

い。それは、集会所もなく、会費も払わず、自然の永遠

の法則以外の規約や会則もなく、警察もスパイもいない

し、苦情を申し立ても受け取りもしない協会である。そ

の理由は、犯罪者は自分のコントロールを完全に超えた

法則の働きによって処罰され、法を侵害した時点で彼の

法の支配力（mastery）が失われるからである。

この「アデプトの協会」の保護と援助と指導の下、メ

ンバーの一人一人に弟子がいる。これらの弟子は、発達

の様々な段階に応じた異なる等級に分かれている。最も

発達の程度の低い弟子は、それより進んだ人たちによっ

て支援され、後者も他の人々によって、アデプトとの直

接の交信が可能な弟子の等級に到達するまで助けられ

る。同時に、各アデプトはすべての自分の弟子たちを監

督している。アデプトの弟子たちの働きかけによって、

人間の思考や問題に多くの影響がもたらされる。なぜな

ら、高い等級からは多くの場合、神秘主義（mysticism）

との関係を明らかにすることなく、発生しようとしてい

る出来事の主な要因であることが知られている個人に影

響を与える人がしばしば送られるからである。

神智学協会はその成長と影響力の広がりにおいて、ア

デプトとその受け入れられた弟子たちから援助を受けて

いると主張されている。神智学協会の歴史はこれを証明

するように見えるだろう。協会の好結果のために作用す

るいくつかの隠された強力な力がなかったならば、ずっ

と前に世に埋もれ、それが受けた嘲笑と罵倒の嵐によっ

て破壊されてしまったであろうからだ。協会の初期の歴

史において、支援は常に提供されるだろうという約束が

なされ、そしてそれが中傷の標的および中傷とは反対の

対象になるだろうという予言がほのめかされた。両方の

予言は手紙に果たされている。

磨かれたダイヤモンドがその価値と輝きを与える細工

を示すのと同じように、アデプトの下で見習い期間と教

えを受けた者は、その人の身に消すことのできない印を

つけている。この部門で訓練されていない普通の目には、

そのような兆候は見えないが、見ることができる人は、

それらが非常に顕著であり、完全に印の持ち主の制御下

にないと説明している。このような理由から、進歩した

人は、例えば、道に沿った3つの等級では、3つの印を持っ

ていることになる。もしそうだとしたら、その人の進歩

とともに成長するため、第 4 の印があるだろう。さて、

これらの印は真似したり偽造したりすることができない

ので、内的な同胞団全体が印を隠す必要はない。誰も本

からサインやパスワードを入手したり、料金の支払いの

見返りにサインやパスワードを入手したりして、その人

たちに詐欺を働いたり、その人たちから上級の秘密を引

き出すことはできないし、自分の性質全体が望ましい進

歩の地点に正確に一致するまでは、誰も昇進の授与を得

ることはできない。

アデプトの同胞団と世俗的な秘密結社との違いは、2

つの方法でわかる。彼らが国をどう扱うかと、彼ら自身

の直接の特別な弟子をどう扱うか、である。何も強制さ

れないし、好意に頼るものはない。すべてのものは、そ

の時々の周期的な影響を考慮して、国家の最善の利益に

従って配置されており、適切な時期の前には決してない

のである。彼らが独断主義によって作られた鎖を破壊す

ることを望むとき、彼らは民衆の驚愕の目の前に突然現

れるという過ちを犯さない。彼らは、そのような道を歩

むことは、一つの考えに対する独断的な信念を、神とし

てのアデプトへの無意味で同じように独断的な固執に変

えるだけであり、多くの人の心に悪魔が存在することを

確信させることになると、よく知っているからである。
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神智学のアデプトが所属する学派の師匠たちによる弟

子の訓練は、それ自体に特有のものであり、一般的な現

代の教育観念とは一致していない。ある意味では、それ

はインドでは一般的な神聖な場所への巡礼の特別なもの

であり、その旅の目的は魂そのものである。魂の存在は

彼らにとって第一の原理の一つだからである。

東洋では人間の人生は、ゆりかごから墓場までだけで

なく、何百万年、さらに何百万年という広大な時間の中

を巡礼するものと考えられており、マンヴァンタラの始

まりから終わりまで、または進化過程にわたり、そして

人間は精神的な存在であると考えられているため、その

存在の連続性は途切れることがない。国や文明は上昇し、

老い、衰退し、消滅していくが、存在は生き続け、環境

の無数の変化を見守る存在である。偉大なる万物から出

発し、中央の火から火花のように放射し、彼はあらゆる

時代、あらゆる支配者、文明、習慣の下で経験を収集し、

彼が来た聖堂への巡礼に従事している。今は支配者、今

は奴隷、今日は富と権力の頂点にいて、明日は梯子の一

番下、恐らくは落ちぶれた惨めさの中にいるだろうが、

その人はいつも同じ存在である。このことを象徴するよ

うに、インド全土には神聖な聖堂が点在しており、そこ

への巡礼が行われている。そのいわゆる行き暮れの地に、

すべての人が死ぬ前に一度は旅をすることを望んでい

る。そのような神聖な場所を訪れなければ、人生の宗教

的義務は完全には果たされないからである。

その大きな理由の一つは、巡礼の場所が霊的な力の中

心であり、そこからは豚を食ったり、ワインを飲んだり

する旅人には感知できないような高揚した影響が放射さ

れているからだと、その内的な意味を理解している人た

ちが教えてくれた。実際、有名な巡礼地のほとんどには、

神智学のアデプトが所属していると言われているのと同

じ一団のアデプトがいて、そこに行くかもしれない純粋

な心の持ち主に霊的な洞察力と援助を常に与える準備が

できていると多くの人が主張している。巡礼者はもちろ

ん、人々に自分自身を明らかにしない。それは全く不必

要なことであり、彼がどこかよその場所に行く必要性を

生み出す可能性があるからだ。迷信が巡礼の教義から生

じたが、この時代にはそうなる可能性が高いからと言っ

て巡礼の場所が廃止されるべき理由はない。なぜなら、

霊的な中心地が取り除かれた場合、迷信にとらわれてい

ない善良な人々が、現在得られるかもしれない恩恵を受

けることができなくなるからである。アデプトたちは、

現代の科学と教育がすぐに不可知論に変わり、抑制され

ずに魂の認識より優勢になったであろう、その魂の認識

を人々の心の中で生き続けさせるために、これらの場所

を創設した。

しかしアデプトの弟子は、巡礼の場所が自分自身の本

質を象徴していると知っており、その場所がどのように

科学的な調査を開始し、どのような道で、どの方向に進

むべきかを自分に示していることを知っている。彼は、

普通の人が身につけるのに数え切れないほどの転生を必

要とする経験と実践を、いくつかの人生に集中させるこ

とになっている。彼の最初の一歩は、最後の一歩と同様

に、困難な、しばしば危険な場所である。道は確かに「ずっ

と坂を登っていく」ものであり、そこに入るとき、彼は

すべての仕事に共通する報酬への希望を置き去りにして

来る。好意によって得られるものは何もないが、すべて

はその人の実際の功徳にかかっている。到達すべき目的

は、完全な冷静さと明晰さをもった自立であるので、彼

は最初から独立させられており、これは私たちのほとん

どにとって、しばしば一種の絶望をもたらす難しいこと

である。人々は仲間が好きで、一人になってしまう可能

性を考えることは簡単ではない。したがって、通常の世

俗的な秘密結社の場合のように、常に仲間の見習い弟子

のロッジに一緒にいるのではなく、彼は一人でこの世に

生まれて来たようにそこに一人で生きることを学ぶこと

を余儀なくされ、来た時のようにたった一人で仲間を去

らねばならない。しかし、目に見えないものについての

絶え間ない瞑想によって達成され、孤独を感じるのはよ

り低い、個人的な、世俗的な自我に関してのみであると

いう知識が得られるので、これは利己主義を生み出さな

い。

この弟子が従わなければならないもう一つの規則は、

いかなる機会にも自慢をしてはならないということで、

これは私たちに、自分の力をアデプトのものとして話し

ニルマーナカーヤの人たちは、誰もが想像する以上に

国家の歴史の中で大きな役割を担っている。彼らの何人

かは、将来の偉大な代理人となるように運命づけられて

いる、すべての国の特定の人々の世話を、誕生のときか

らしている。彼らは、定められた期間まで導き、保護し

ている。そして特に 19 世紀には、そのような保護を受

ける被保護者が、そのような影響力は彼らについてのこ

とであるのを知っていることは滅多にない。このような

偉大な助力への認識と感謝を、ベールの後ろで働き、明

確な目的のための材料を準備するニルマーナカーヤは必

要としていない。同時に、1 人のニルマナカーヤが多く

の男性たちまたは女性たちを指導する可能性がある。パ

タンジャリが言うように「これらのすべての肉体で、1

つの心が動く原因である」。

奇妙なことだが、ナポレオン・ボナパルトのような人

たちは、時々、彼らに助けられている。ナポレオンのよ

うな存在は、偶然に現れたわけではなかった。彼の誕生

と不思議な力は自然の摂理に従ったものに違いない。彼

が持つような性質に伴う広範囲にわたる結果は、私たち

には計り知れないが、東洋の神智学的哲学では観察され、

提供されるに違いない。もし彼が邪悪な人だったとした

ら、彼にとってはもっとひどいことであるが、それでも

ニルマーナカーヤが彼を自分の目的に向かわせることを

妨げることはできなかった。それはひょっとしたら、ナ

ポレオンが道を踏み外し、世界を苦難の淵に陥れ、後年、

ナポレオンが夢にも思わなかったような結果をもたらす

ことによるかもしれない。世界がある時点でモンスター

を奨励することを考えているかもしれないことへの恐れ

は、最高の目的を見ている賢者を思いとどまらせること

は決してできない。そして、ナポレオンが人生の中で、

彼が対処できるよりも強力な影響を時折示すことがたく

さんある。彼のモスクワへの無謀な行進は、おそらくこ

れらの無言の従軍者によって計画されたものであり、ま

た、彼の突然の悲惨な撤退もそうであった。彼がフラン

スに残っていたら何をしていたかは、現在の歴史家は語

ることができない。ナポレオンが迷いに迷っていた時に

赤い男から赤い手紙が届いたという話はよく知られてい

るが、これは特定の時期の励ましだったのかもしれない。

「神々は滅ぼそうとする者をまず狂わせる」。また、ワー

テルローでの敗北は、ニルマーナカーヤの人たちが記録

を明かすまでは理解されないだろう。

はなはだしい無神論に傾いている人々の思考が変わる

ことは、「智慧の宗教」の賢者が常に望んでいることで

あるため、霊的な現象の波は今、たいへん明らかに魂の

普遍的な認識に戻る傾向にあると考えられる。そのこと

はニルマーナカーヤによって支援されていると仮定する

ことができるかもしれない。彼らはその現象の中にいて、

その現象の一部分である。彼らは多くの人々に押し寄せ

るサイキック的な海流の進行を押し進める。その結果は、

現代の文学、宗教、演劇に見られる。ゆっくりと、しか

し確実に、潮は徐々に上がって来て、かつて乾いていた

唯物論の岸辺を覆う。司祭たちが「しっかりとした制御

による神智学の弾圧」を要求して遠吠えをしたり、金銭

ずくのマスコミが彼らを助けようとしたりしても、彼ら

には後ろ向きの波紋を起こす力も知識もない。なぜなら、

大師の手は巨大な力によって推進された全知全能の知性

によって導かれており、舞台裏で働いているからだ。
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キリスト教時代には多くの秘密結社があった。自然の

秘密の法則についての知識を主張していた人たちである

から、当然の疑問が生じる。「神智学の東洋の賢者は、

よく耳にする多くの薔薇十字会員や他の人たちとは何が

違うのだろうか？」ドイツの古い本棚には、薔薇十字団

に関する出版物や、薔薇十字団員のふりをした人と真の

団員による出版物がたくさんあり、今日では、自分たち

をむやみやたらに「薔薇十字団員」と名乗るに足る軽率

な人々を見つけることも珍しくない。

その違いは、現実と幻影の間に存在する違いであり、

単なる儀式と、自然がより高い段階への道を永遠に上っ

ていくすべてのものや存在につけたしるしとの間にある

違いである。歴史的に知られている薔薇十字団員とフ

リーメーソンの団体は、そのような確約のない、ただの

見ず知らずの部外者であるメンバーの一団の中での地位

を示すために、外見上のサインとトークン（合言葉）に

たり、霊的な面で自分の進歩を自慢したりする人がいれ

ば、その人はアデプトでも弟子でもないことを常に確信

することができるという公式を与えてくれる。神智学協

会の中には、自分たちが実際にはアデプトであるか、あ

るいはそれに非常に近い存在であり、偉大な力を持って

いることを世界に公表した人たちがいた。我々の定則の

下では、彼らは単なる自慢家であり、その愚かな気取り

の背後の虚栄心と人間性の弱点と騙されやすさについて

の公正な知識がある。彼らは利益または喜びのために演

じているのである。しかし、外観の下に身を隠している、

注目されない本当の弟子たちが世の中にはたくさんい

る。彼らは自分自身や他の人の心を研究している。彼ら

には資格証明書はないが、彼らの中には、絶え間ない助

けの意識と、本当の意味での秘密裏に開かれる、どの名

簿にも記載されていない真のロッジについての明確な知

識がある。彼らの全人生は、静止しているように見えて

も雷を遠ざけることができる、動きの速い魂を執拗に追

求することであり、彼らの死は、新しい人生の中でより

良い肉体を通して、より大きな知識を得るためのもう一

つのステップに過ぎないのである。
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アデプト、マハートマ、ニルマーナカーヤについての

網羅的な論考には、1 巻以上が必要になるだろう。彼ら

によって示された発達は、現代人の心にはあまりにも奇

妙であり、一般的な平凡さの現代ではあまりにも異常で

あるため、平均的な読者は、凝縮された記事で進められ

た見解を容易に把握することができない。また、アデプ

トについて言うことのほとんどすべて（ニルマーナカー

ヤについては何も言わない）は、たとえ何巻もの本が書

かれたとしても、誤解される可能性がある。これらの存

在の発達、条件、力、機能は、進化の全体的な計画を伴っ

ている。アデプトは今日、ぼんやりと理解されているか

もしれないが、ニルマーナカーヤはまだほんのわずかに

言及されているだけであり、同様にマハートマは信者と

否定者によって誤解されている。

しかし、彼らを支配する一つの法則は簡単に述べられ

ており、理解するのは難しいことではないはずである。

それは、彼らはカルマに干渉しないし、することを望ま

ないし、してはならないということである。つまり、個

人がどんなに助けを受けるに値するように見えても、そ

の人のカルマがそれを許さない場合には、希望する方法

で助けを広げないということである。ある人は、もし神

智学のアデプトがヨーロッパの人々の目の前でいくつか

の偉業を成し遂げれば、すぐに膨大な支持者が生まれる

だろうと言っているが、そのような結果にはならないで

あろう。その代わりに、これまで以上に悪い教条主義と

偶像崇拝が発生し、有害な性質の反作用を打ち消すこと

は不可能となるだろう。

催眠術は、別の名前でだが、長い間彼らに知られてい

る。催眠状態はしばしば司祭や教会の計画を手伝ってき

た。真の教義を強制的に認識させることは、これらの賢

者たち（神智学のアデプトたち）のやり方ではない。たっ

た 5 つのパンで大勢を養うことは、彼らにとっては簡単

であろう。 しかし、彼らは感情に基づいて行動すること

はなく、絶えず偉大な宇宙法則の下で行動しているため、

貧しい人々のために現在の物質的な援助を手にして前進

することはない。だが、彼らは自然な力を使って毎日、

ヨーロッパやアメリカの富者と貧者の間だけでなく、他

のすべての国で世界に影響を与えているので、私たちの

生活の中で起こることは、彼らがそこに参加していな

かった場合よりも良いものである。

ニルマーナカーヤと呼ばれる他の階級は、常に地上の

事業よりも偉大だと考えられているこの仕事に従事して

いる。つまり、人間の魂の改善、および彼らが人間の代

理人を通して達成できる善である。彼らの周りには、ニ

ルヴァーナについての長い間議論されてきた疑問が渦巻

いているが、それはニルヴァーナについて明確に考慮さ

れていないからである。マックス・ミュラーの涅槃観、

つまり涅槃は消滅であるとする見解が正しければ、ニル

マーナカーヤはあり得ないものである。逆説的に言えば、

彼らは同時にその状態の中にいて、同時にその状態から

抜け出しているのである。彼らは、苦しんでいる孤児で

ある人類を助けるために、涅槃を受け入れることを拒否

する涅槃の所有者なのである。彼らは『黄金の戒律の書』

（『沈黙の声』）の次の命令に従っている。「日光の当たる

ところから日陰に下がり、他の人のために場所をゆずれ」

（断片Ⅱ）。
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依存している。

しかし、私たちが話す賢者やその弟子たちは、法則の

下で発達した存在であり、単に子供じみた試練を経験し

て卒業証書を持っているだけの人ではないことを示す、

消えない印を持っており、よく知られた言葉を口にする。

アデプトは何の変装もしていないゴツゴツしたオークの

木と呼ばれるかもしれないが、フリーメーソン団の言葉

や定則に手を出している未発達な人は、ライオンの皮を

被ったロバにすぎない。

この世界には多くのアデプトが住んでいて、その全員

がお互いを知っている。彼らは現代文明では知られてい

ないコミュニケーション手段を持っており、それを使っ

て、機械的な手段を使わずにいつでも、遠く離れた場所

からでも、お互いにメッセージを送受信することができ

る。「協会」（Society）という言葉に、通常それによっ

て伝えられる意味を決して結びつけないという条件で、

私たちはアデプトたちの協会があると言うかもしれな

い。それは、集会所もなく、会費も払わず、自然の永遠

の法則以外の規約や会則もなく、警察もスパイもいない

し、苦情を申し立ても受け取りもしない協会である。そ

の理由は、犯罪者は自分のコントロールを完全に超えた

法則の働きによって処罰され、法を侵害した時点で彼の

法の支配力（mastery）が失われるからである。

この「アデプトの協会」の保護と援助と指導の下、メ

ンバーの一人一人に弟子がいる。これらの弟子は、発達

の様々な段階に応じた異なる等級に分かれている。最も

発達の程度の低い弟子は、それより進んだ人たちによっ

て支援され、後者も他の人々によって、アデプトとの直

接の交信が可能な弟子の等級に到達するまで助けられ

る。同時に、各アデプトはすべての自分の弟子たちを監

督している。アデプトの弟子たちの働きかけによって、

人間の思考や問題に多くの影響がもたらされる。なぜな

ら、高い等級からは多くの場合、神秘主義（mysticism）

との関係を明らかにすることなく、発生しようとしてい

る出来事の主な要因であることが知られている個人に影

響を与える人がしばしば送られるからである。

神智学協会はその成長と影響力の広がりにおいて、ア

デプトとその受け入れられた弟子たちから援助を受けて

いると主張されている。神智学協会の歴史はこれを証明

するように見えるだろう。協会の好結果のために作用す

るいくつかの隠された強力な力がなかったならば、ずっ

と前に世に埋もれ、それが受けた嘲笑と罵倒の嵐によっ

て破壊されてしまったであろうからだ。協会の初期の歴

史において、支援は常に提供されるだろうという約束が

なされ、そしてそれが中傷の標的および中傷とは反対の

対象になるだろうという予言がほのめかされた。両方の

予言は手紙に果たされている。

磨かれたダイヤモンドがその価値と輝きを与える細工

を示すのと同じように、アデプトの下で見習い期間と教

えを受けた者は、その人の身に消すことのできない印を

つけている。この部門で訓練されていない普通の目には、

そのような兆候は見えないが、見ることができる人は、

それらが非常に顕著であり、完全に印の持ち主の制御下

にないと説明している。このような理由から、進歩した

人は、例えば、道に沿った3つの等級では、3つの印を持っ

ていることになる。もしそうだとしたら、その人の進歩

とともに成長するため、第 4 の印があるだろう。さて、

これらの印は真似したり偽造したりすることができない

ので、内的な同胞団全体が印を隠す必要はない。誰も本

からサインやパスワードを入手したり、料金の支払いの

見返りにサインやパスワードを入手したりして、その人

たちに詐欺を働いたり、その人たちから上級の秘密を引

き出すことはできないし、自分の性質全体が望ましい進

歩の地点に正確に一致するまでは、誰も昇進の授与を得

ることはできない。

アデプトの同胞団と世俗的な秘密結社との違いは、2

つの方法でわかる。彼らが国をどう扱うかと、彼ら自身

の直接の特別な弟子をどう扱うか、である。何も強制さ

れないし、好意に頼るものはない。すべてのものは、そ

の時々の周期的な影響を考慮して、国家の最善の利益に

従って配置されており、適切な時期の前には決してない

のである。彼らが独断主義によって作られた鎖を破壊す

ることを望むとき、彼らは民衆の驚愕の目の前に突然現

れるという過ちを犯さない。彼らは、そのような道を歩

むことは、一つの考えに対する独断的な信念を、神とし

てのアデプトへの無意味で同じように独断的な固執に変

えるだけであり、多くの人の心に悪魔が存在することを

確信させることになると、よく知っているからである。
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神智学のアデプトが所属する学派の師匠たちによる弟

子の訓練は、それ自体に特有のものであり、一般的な現

代の教育観念とは一致していない。ある意味では、それ

はインドでは一般的な神聖な場所への巡礼の特別なもの

であり、その旅の目的は魂そのものである。魂の存在は

彼らにとって第一の原理の一つだからである。

東洋では人間の人生は、ゆりかごから墓場までだけで

なく、何百万年、さらに何百万年という広大な時間の中

を巡礼するものと考えられており、マンヴァンタラの始

まりから終わりまで、または進化過程にわたり、そして

人間は精神的な存在であると考えられているため、その

存在の連続性は途切れることがない。国や文明は上昇し、

老い、衰退し、消滅していくが、存在は生き続け、環境

の無数の変化を見守る存在である。偉大なる万物から出

発し、中央の火から火花のように放射し、彼はあらゆる

時代、あらゆる支配者、文明、習慣の下で経験を収集し、

彼が来た聖堂への巡礼に従事している。今は支配者、今

は奴隷、今日は富と権力の頂点にいて、明日は梯子の一

番下、恐らくは落ちぶれた惨めさの中にいるだろうが、

その人はいつも同じ存在である。このことを象徴するよ

うに、インド全土には神聖な聖堂が点在しており、そこ

への巡礼が行われている。そのいわゆる行き暮れの地に、

すべての人が死ぬ前に一度は旅をすることを望んでい

る。そのような神聖な場所を訪れなければ、人生の宗教

的義務は完全には果たされないからである。

その大きな理由の一つは、巡礼の場所が霊的な力の中

心であり、そこからは豚を食ったり、ワインを飲んだり

する旅人には感知できないような高揚した影響が放射さ

れているからだと、その内的な意味を理解している人た

ちが教えてくれた。実際、有名な巡礼地のほとんどには、

神智学のアデプトが所属していると言われているのと同

じ一団のアデプトがいて、そこに行くかもしれない純粋

な心の持ち主に霊的な洞察力と援助を常に与える準備が

できていると多くの人が主張している。巡礼者はもちろ

ん、人々に自分自身を明らかにしない。それは全く不必

要なことであり、彼がどこかよその場所に行く必要性を

生み出す可能性があるからだ。迷信が巡礼の教義から生

じたが、この時代にはそうなる可能性が高いからと言っ

て巡礼の場所が廃止されるべき理由はない。なぜなら、

霊的な中心地が取り除かれた場合、迷信にとらわれてい

ない善良な人々が、現在得られるかもしれない恩恵を受

けることができなくなるからである。アデプトたちは、

現代の科学と教育がすぐに不可知論に変わり、抑制され

ずに魂の認識より優勢になったであろう、その魂の認識

を人々の心の中で生き続けさせるために、これらの場所

を創設した。

しかしアデプトの弟子は、巡礼の場所が自分自身の本

質を象徴していると知っており、その場所がどのように

科学的な調査を開始し、どのような道で、どの方向に進

むべきかを自分に示していることを知っている。彼は、

普通の人が身につけるのに数え切れないほどの転生を必

要とする経験と実践を、いくつかの人生に集中させるこ

とになっている。彼の最初の一歩は、最後の一歩と同様

に、困難な、しばしば危険な場所である。道は確かに「ずっ

と坂を登っていく」ものであり、そこに入るとき、彼は

すべての仕事に共通する報酬への希望を置き去りにして

来る。好意によって得られるものは何もないが、すべて

はその人の実際の功徳にかかっている。到達すべき目的

は、完全な冷静さと明晰さをもった自立であるので、彼

は最初から独立させられており、これは私たちのほとん

どにとって、しばしば一種の絶望をもたらす難しいこと

である。人々は仲間が好きで、一人になってしまう可能

性を考えることは簡単ではない。したがって、通常の世

俗的な秘密結社の場合のように、常に仲間の見習い弟子

のロッジに一緒にいるのではなく、彼は一人でこの世に

生まれて来たようにそこに一人で生きることを学ぶこと

を余儀なくされ、来た時のようにたった一人で仲間を去

らねばならない。しかし、目に見えないものについての

絶え間ない瞑想によって達成され、孤独を感じるのはよ

り低い、個人的な、世俗的な自我に関してのみであると

いう知識が得られるので、これは利己主義を生み出さな

い。

この弟子が従わなければならないもう一つの規則は、

いかなる機会にも自慢をしてはならないということで、

これは私たちに、自分の力をアデプトのものとして話し

ニルマーナカーヤの人たちは、誰もが想像する以上に

国家の歴史の中で大きな役割を担っている。彼らの何人

かは、将来の偉大な代理人となるように運命づけられて

いる、すべての国の特定の人々の世話を、誕生のときか

らしている。彼らは、定められた期間まで導き、保護し

ている。そして特に 19 世紀には、そのような保護を受

ける被保護者が、そのような影響力は彼らについてのこ

とであるのを知っていることは滅多にない。このような

偉大な助力への認識と感謝を、ベールの後ろで働き、明

確な目的のための材料を準備するニルマーナカーヤは必

要としていない。同時に、1 人のニルマナカーヤが多く

の男性たちまたは女性たちを指導する可能性がある。パ

タンジャリが言うように「これらのすべての肉体で、1

つの心が動く原因である」。

奇妙なことだが、ナポレオン・ボナパルトのような人

たちは、時々、彼らに助けられている。ナポレオンのよ

うな存在は、偶然に現れたわけではなかった。彼の誕生

と不思議な力は自然の摂理に従ったものに違いない。彼

が持つような性質に伴う広範囲にわたる結果は、私たち

には計り知れないが、東洋の神智学的哲学では観察され、

提供されるに違いない。もし彼が邪悪な人だったとした

ら、彼にとってはもっとひどいことであるが、それでも

ニルマーナカーヤが彼を自分の目的に向かわせることを

妨げることはできなかった。それはひょっとしたら、ナ

ポレオンが道を踏み外し、世界を苦難の淵に陥れ、後年、

ナポレオンが夢にも思わなかったような結果をもたらす

ことによるかもしれない。世界がある時点でモンスター

を奨励することを考えているかもしれないことへの恐れ

は、最高の目的を見ている賢者を思いとどまらせること

は決してできない。そして、ナポレオンが人生の中で、

彼が対処できるよりも強力な影響を時折示すことがたく

さんある。彼のモスクワへの無謀な行進は、おそらくこ

れらの無言の従軍者によって計画されたものであり、ま

た、彼の突然の悲惨な撤退もそうであった。彼がフラン

スに残っていたら何をしていたかは、現在の歴史家は語

ることができない。ナポレオンが迷いに迷っていた時に

赤い男から赤い手紙が届いたという話はよく知られてい

るが、これは特定の時期の励ましだったのかもしれない。

「神々は滅ぼそうとする者をまず狂わせる」。また、ワー

テルローでの敗北は、ニルマーナカーヤの人たちが記録

を明かすまでは理解されないだろう。

はなはだしい無神論に傾いている人々の思考が変わる

ことは、「智慧の宗教」の賢者が常に望んでいることで

あるため、霊的な現象の波は今、たいへん明らかに魂の

普遍的な認識に戻る傾向にあると考えられる。そのこと

はニルマーナカーヤによって支援されていると仮定する

ことができるかもしれない。彼らはその現象の中にいて、

その現象の一部分である。彼らは多くの人々に押し寄せ

るサイキック的な海流の進行を押し進める。その結果は、

現代の文学、宗教、演劇に見られる。ゆっくりと、しか

し確実に、潮は徐々に上がって来て、かつて乾いていた

唯物論の岸辺を覆う。司祭たちが「しっかりとした制御

による神智学の弾圧」を要求して遠吠えをしたり、金銭

ずくのマスコミが彼らを助けようとしたりしても、彼ら

には後ろ向きの波紋を起こす力も知識もない。なぜなら、

大師の手は巨大な力によって推進された全知全能の知性

によって導かれており、舞台裏で働いているからだ。
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キリスト教時代には多くの秘密結社があった。自然の

秘密の法則についての知識を主張していた人たちである

から、当然の疑問が生じる。「神智学の東洋の賢者は、

よく耳にする多くの薔薇十字会員や他の人たちとは何が

違うのだろうか？」ドイツの古い本棚には、薔薇十字団

に関する出版物や、薔薇十字団員のふりをした人と真の

団員による出版物がたくさんあり、今日では、自分たち

をむやみやたらに「薔薇十字団員」と名乗るに足る軽率

な人々を見つけることも珍しくない。

その違いは、現実と幻影の間に存在する違いであり、

単なる儀式と、自然がより高い段階への道を永遠に上っ

ていくすべてのものや存在につけたしるしとの間にある

違いである。歴史的に知られている薔薇十字団員とフ

リーメーソンの団体は、そのような確約のない、ただの

見ず知らずの部外者であるメンバーの一団の中での地位

を示すために、外見上のサインとトークン（合言葉）に

たり、霊的な面で自分の進歩を自慢したりする人がいれ

ば、その人はアデプトでも弟子でもないことを常に確信

することができるという公式を与えてくれる。神智学協

会の中には、自分たちが実際にはアデプトであるか、あ

るいはそれに非常に近い存在であり、偉大な力を持って

いることを世界に公表した人たちがいた。我々の定則の

下では、彼らは単なる自慢家であり、その愚かな気取り

の背後の虚栄心と人間性の弱点と騙されやすさについて

の公正な知識がある。彼らは利益または喜びのために演

じているのである。しかし、外観の下に身を隠している、

注目されない本当の弟子たちが世の中にはたくさんい

る。彼らは自分自身や他の人の心を研究している。彼ら

には資格証明書はないが、彼らの中には、絶え間ない助

けの意識と、本当の意味での秘密裏に開かれる、どの名

簿にも記載されていない真のロッジについての明確な知

識がある。彼らの全人生は、静止しているように見えて

も雷を遠ざけることができる、動きの速い魂を執拗に追

求することであり、彼らの死は、新しい人生の中でより

良い肉体を通して、より大きな知識を得るためのもう一

つのステップに過ぎないのである。
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アデプト、マハートマ、ニルマーナカーヤについての

網羅的な論考には、1 巻以上が必要になるだろう。彼ら

によって示された発達は、現代人の心にはあまりにも奇

妙であり、一般的な平凡さの現代ではあまりにも異常で

あるため、平均的な読者は、凝縮された記事で進められ

た見解を容易に把握することができない。また、アデプ

トについて言うことのほとんどすべて（ニルマーナカー

ヤについては何も言わない）は、たとえ何巻もの本が書

かれたとしても、誤解される可能性がある。これらの存

在の発達、条件、力、機能は、進化の全体的な計画を伴っ

ている。アデプトは今日、ぼんやりと理解されているか

もしれないが、ニルマーナカーヤはまだほんのわずかに

言及されているだけであり、同様にマハートマは信者と

否定者によって誤解されている。

しかし、彼らを支配する一つの法則は簡単に述べられ

ており、理解するのは難しいことではないはずである。

それは、彼らはカルマに干渉しないし、することを望ま

ないし、してはならないということである。つまり、個

人がどんなに助けを受けるに値するように見えても、そ

の人のカルマがそれを許さない場合には、希望する方法

で助けを広げないということである。ある人は、もし神

智学のアデプトがヨーロッパの人々の目の前でいくつか

の偉業を成し遂げれば、すぐに膨大な支持者が生まれる

だろうと言っているが、そのような結果にはならないで

あろう。その代わりに、これまで以上に悪い教条主義と

偶像崇拝が発生し、有害な性質の反作用を打ち消すこと

は不可能となるだろう。

催眠術は、別の名前でだが、長い間彼らに知られてい

る。催眠状態はしばしば司祭や教会の計画を手伝ってき

た。真の教義を強制的に認識させることは、これらの賢

者たち（神智学のアデプトたち）のやり方ではない。たっ

た 5 つのパンで大勢を養うことは、彼らにとっては簡単

であろう。 しかし、彼らは感情に基づいて行動すること

はなく、絶えず偉大な宇宙法則の下で行動しているため、

貧しい人々のために現在の物質的な援助を手にして前進

することはない。だが、彼らは自然な力を使って毎日、

ヨーロッパやアメリカの富者と貧者の間だけでなく、他

のすべての国で世界に影響を与えているので、私たちの

生活の中で起こることは、彼らがそこに参加していな

かった場合よりも良いものである。

ニルマーナカーヤと呼ばれる他の階級は、常に地上の

事業よりも偉大だと考えられているこの仕事に従事して

いる。つまり、人間の魂の改善、および彼らが人間の代

理人を通して達成できる善である。彼らの周りには、ニ

ルヴァーナについての長い間議論されてきた疑問が渦巻

いているが、それはニルヴァーナについて明確に考慮さ

れていないからである。マックス・ミュラーの涅槃観、

つまり涅槃は消滅であるとする見解が正しければ、ニル

マーナカーヤはあり得ないものである。逆説的に言えば、

彼らは同時にその状態の中にいて、同時にその状態から

抜け出しているのである。彼らは、苦しんでいる孤児で

ある人類を助けるために、涅槃を受け入れることを拒否

する涅槃の所有者なのである。彼らは『黄金の戒律の書』

（『沈黙の声』）の次の命令に従っている。「日光の当たる

ところから日陰に下がり、他の人のために場所をゆずれ」

（断片Ⅱ）。

依存している。

しかし、私たちが話す賢者やその弟子たちは、法則の

下で発達した存在であり、単に子供じみた試練を経験し

て卒業証書を持っているだけの人ではないことを示す、

消えない印を持っており、よく知られた言葉を口にする。

アデプトは何の変装もしていないゴツゴツしたオークの

木と呼ばれるかもしれないが、フリーメーソン団の言葉

や定則に手を出している未発達な人は、ライオンの皮を

被ったロバにすぎない。

この世界には多くのアデプトが住んでいて、その全員

がお互いを知っている。彼らは現代文明では知られてい

ないコミュニケーション手段を持っており、それを使っ

て、機械的な手段を使わずにいつでも、遠く離れた場所

からでも、お互いにメッセージを送受信することができ

る。「協会」（Society）という言葉に、通常それによっ

て伝えられる意味を決して結びつけないという条件で、

私たちはアデプトたちの協会があると言うかもしれな

い。それは、集会所もなく、会費も払わず、自然の永遠

の法則以外の規約や会則もなく、警察もスパイもいない

し、苦情を申し立ても受け取りもしない協会である。そ

の理由は、犯罪者は自分のコントロールを完全に超えた

法則の働きによって処罰され、法を侵害した時点で彼の

法の支配力（mastery）が失われるからである。

この「アデプトの協会」の保護と援助と指導の下、メ

ンバーの一人一人に弟子がいる。これらの弟子は、発達

の様々な段階に応じた異なる等級に分かれている。最も

発達の程度の低い弟子は、それより進んだ人たちによっ

て支援され、後者も他の人々によって、アデプトとの直

接の交信が可能な弟子の等級に到達するまで助けられ

る。同時に、各アデプトはすべての自分の弟子たちを監

督している。アデプトの弟子たちの働きかけによって、

人間の思考や問題に多くの影響がもたらされる。なぜな

ら、高い等級からは多くの場合、神秘主義（mysticism）

との関係を明らかにすることなく、発生しようとしてい

る出来事の主な要因であることが知られている個人に影

響を与える人がしばしば送られるからである。

神智学協会はその成長と影響力の広がりにおいて、ア

デプトとその受け入れられた弟子たちから援助を受けて

いると主張されている。神智学協会の歴史はこれを証明

するように見えるだろう。協会の好結果のために作用す

るいくつかの隠された強力な力がなかったならば、ずっ

と前に世に埋もれ、それが受けた嘲笑と罵倒の嵐によっ

て破壊されてしまったであろうからだ。協会の初期の歴

史において、支援は常に提供されるだろうという約束が

なされ、そしてそれが中傷の標的および中傷とは反対の

対象になるだろうという予言がほのめかされた。両方の

予言は手紙に果たされている。

磨かれたダイヤモンドがその価値と輝きを与える細工

を示すのと同じように、アデプトの下で見習い期間と教

えを受けた者は、その人の身に消すことのできない印を

つけている。この部門で訓練されていない普通の目には、

そのような兆候は見えないが、見ることができる人は、

それらが非常に顕著であり、完全に印の持ち主の制御下

にないと説明している。このような理由から、進歩した

人は、例えば、道に沿った3つの等級では、3つの印を持っ

ていることになる。もしそうだとしたら、その人の進歩

とともに成長するため、第 4 の印があるだろう。さて、

これらの印は真似したり偽造したりすることができない

ので、内的な同胞団全体が印を隠す必要はない。誰も本

からサインやパスワードを入手したり、料金の支払いの

見返りにサインやパスワードを入手したりして、その人

たちに詐欺を働いたり、その人たちから上級の秘密を引

き出すことはできないし、自分の性質全体が望ましい進

歩の地点に正確に一致するまでは、誰も昇進の授与を得

ることはできない。

アデプトの同胞団と世俗的な秘密結社との違いは、2

つの方法でわかる。彼らが国をどう扱うかと、彼ら自身

の直接の特別な弟子をどう扱うか、である。何も強制さ

れないし、好意に頼るものはない。すべてのものは、そ

の時々の周期的な影響を考慮して、国家の最善の利益に

従って配置されており、適切な時期の前には決してない

のである。彼らが独断主義によって作られた鎖を破壊す

ることを望むとき、彼らは民衆の驚愕の目の前に突然現

れるという過ちを犯さない。彼らは、そのような道を歩

むことは、一つの考えに対する独断的な信念を、神とし

てのアデプトへの無意味で同じように独断的な固執に変

えるだけであり、多くの人の心に悪魔が存在することを

確信させることになると、よく知っているからである。
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神智学のアデプトが所属する学派の師匠たちによる弟

子の訓練は、それ自体に特有のものであり、一般的な現

代の教育観念とは一致していない。ある意味では、それ

はインドでは一般的な神聖な場所への巡礼の特別なもの

であり、その旅の目的は魂そのものである。魂の存在は

彼らにとって第一の原理の一つだからである。

東洋では人間の人生は、ゆりかごから墓場までだけで

なく、何百万年、さらに何百万年という広大な時間の中

を巡礼するものと考えられており、マンヴァンタラの始

まりから終わりまで、または進化過程にわたり、そして

人間は精神的な存在であると考えられているため、その

存在の連続性は途切れることがない。国や文明は上昇し、

老い、衰退し、消滅していくが、存在は生き続け、環境

の無数の変化を見守る存在である。偉大なる万物から出

発し、中央の火から火花のように放射し、彼はあらゆる

時代、あらゆる支配者、文明、習慣の下で経験を収集し、

彼が来た聖堂への巡礼に従事している。今は支配者、今

は奴隷、今日は富と権力の頂点にいて、明日は梯子の一

番下、恐らくは落ちぶれた惨めさの中にいるだろうが、

その人はいつも同じ存在である。このことを象徴するよ

うに、インド全土には神聖な聖堂が点在しており、そこ

への巡礼が行われている。そのいわゆる行き暮れの地に、

すべての人が死ぬ前に一度は旅をすることを望んでい

る。そのような神聖な場所を訪れなければ、人生の宗教

的義務は完全には果たされないからである。

その大きな理由の一つは、巡礼の場所が霊的な力の中

心であり、そこからは豚を食ったり、ワインを飲んだり

する旅人には感知できないような高揚した影響が放射さ

れているからだと、その内的な意味を理解している人た

ちが教えてくれた。実際、有名な巡礼地のほとんどには、

神智学のアデプトが所属していると言われているのと同

じ一団のアデプトがいて、そこに行くかもしれない純粋

な心の持ち主に霊的な洞察力と援助を常に与える準備が

できていると多くの人が主張している。巡礼者はもちろ

ん、人々に自分自身を明らかにしない。それは全く不必

要なことであり、彼がどこかよその場所に行く必要性を

生み出す可能性があるからだ。迷信が巡礼の教義から生

じたが、この時代にはそうなる可能性が高いからと言っ

て巡礼の場所が廃止されるべき理由はない。なぜなら、

霊的な中心地が取り除かれた場合、迷信にとらわれてい

ない善良な人々が、現在得られるかもしれない恩恵を受

けることができなくなるからである。アデプトたちは、

現代の科学と教育がすぐに不可知論に変わり、抑制され

ずに魂の認識より優勢になったであろう、その魂の認識

を人々の心の中で生き続けさせるために、これらの場所

を創設した。

しかしアデプトの弟子は、巡礼の場所が自分自身の本

質を象徴していると知っており、その場所がどのように

科学的な調査を開始し、どのような道で、どの方向に進

むべきかを自分に示していることを知っている。彼は、

普通の人が身につけるのに数え切れないほどの転生を必

要とする経験と実践を、いくつかの人生に集中させるこ

とになっている。彼の最初の一歩は、最後の一歩と同様

に、困難な、しばしば危険な場所である。道は確かに「ずっ

と坂を登っていく」ものであり、そこに入るとき、彼は

すべての仕事に共通する報酬への希望を置き去りにして

来る。好意によって得られるものは何もないが、すべて

はその人の実際の功徳にかかっている。到達すべき目的

は、完全な冷静さと明晰さをもった自立であるので、彼

は最初から独立させられており、これは私たちのほとん

どにとって、しばしば一種の絶望をもたらす難しいこと

である。人々は仲間が好きで、一人になってしまう可能

性を考えることは簡単ではない。したがって、通常の世

俗的な秘密結社の場合のように、常に仲間の見習い弟子

のロッジに一緒にいるのではなく、彼は一人でこの世に

生まれて来たようにそこに一人で生きることを学ぶこと

を余儀なくされ、来た時のようにたった一人で仲間を去

らねばならない。しかし、目に見えないものについての

絶え間ない瞑想によって達成され、孤独を感じるのはよ

り低い、個人的な、世俗的な自我に関してのみであると

いう知識が得られるので、これは利己主義を生み出さな

い。

この弟子が従わなければならないもう一つの規則は、

いかなる機会にも自慢をしてはならないということで、

これは私たちに、自分の力をアデプトのものとして話し

ニルマーナカーヤの人たちは、誰もが想像する以上に

国家の歴史の中で大きな役割を担っている。彼らの何人

かは、将来の偉大な代理人となるように運命づけられて

いる、すべての国の特定の人々の世話を、誕生のときか

らしている。彼らは、定められた期間まで導き、保護し

ている。そして特に 19 世紀には、そのような保護を受

ける被保護者が、そのような影響力は彼らについてのこ

とであるのを知っていることは滅多にない。このような

偉大な助力への認識と感謝を、ベールの後ろで働き、明

確な目的のための材料を準備するニルマーナカーヤは必

要としていない。同時に、1 人のニルマナカーヤが多く

の男性たちまたは女性たちを指導する可能性がある。パ

タンジャリが言うように「これらのすべての肉体で、1

つの心が動く原因である」。

奇妙なことだが、ナポレオン・ボナパルトのような人

たちは、時々、彼らに助けられている。ナポレオンのよ

うな存在は、偶然に現れたわけではなかった。彼の誕生

と不思議な力は自然の摂理に従ったものに違いない。彼

が持つような性質に伴う広範囲にわたる結果は、私たち

には計り知れないが、東洋の神智学的哲学では観察され、

提供されるに違いない。もし彼が邪悪な人だったとした

ら、彼にとってはもっとひどいことであるが、それでも

ニルマーナカーヤが彼を自分の目的に向かわせることを

妨げることはできなかった。それはひょっとしたら、ナ

ポレオンが道を踏み外し、世界を苦難の淵に陥れ、後年、

ナポレオンが夢にも思わなかったような結果をもたらす

ことによるかもしれない。世界がある時点でモンスター

を奨励することを考えているかもしれないことへの恐れ

は、最高の目的を見ている賢者を思いとどまらせること

は決してできない。そして、ナポレオンが人生の中で、

彼が対処できるよりも強力な影響を時折示すことがたく

さんある。彼のモスクワへの無謀な行進は、おそらくこ

れらの無言の従軍者によって計画されたものであり、ま

た、彼の突然の悲惨な撤退もそうであった。彼がフラン

スに残っていたら何をしていたかは、現在の歴史家は語

ることができない。ナポレオンが迷いに迷っていた時に

赤い男から赤い手紙が届いたという話はよく知られてい

るが、これは特定の時期の励ましだったのかもしれない。

「神々は滅ぼそうとする者をまず狂わせる」。また、ワー

テルローでの敗北は、ニルマーナカーヤの人たちが記録

を明かすまでは理解されないだろう。

はなはだしい無神論に傾いている人々の思考が変わる

ことは、「智慧の宗教」の賢者が常に望んでいることで

あるため、霊的な現象の波は今、たいへん明らかに魂の

普遍的な認識に戻る傾向にあると考えられる。そのこと

はニルマーナカーヤによって支援されていると仮定する

ことができるかもしれない。彼らはその現象の中にいて、

その現象の一部分である。彼らは多くの人々に押し寄せ

るサイキック的な海流の進行を押し進める。その結果は、

現代の文学、宗教、演劇に見られる。ゆっくりと、しか

し確実に、潮は徐々に上がって来て、かつて乾いていた

唯物論の岸辺を覆う。司祭たちが「しっかりとした制御

による神智学の弾圧」を要求して遠吠えをしたり、金銭

ずくのマスコミが彼らを助けようとしたりしても、彼ら

には後ろ向きの波紋を起こす力も知識もない。なぜなら、

大師の手は巨大な力によって推進された全知全能の知性

によって導かれており、舞台裏で働いているからだ。
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キリスト教時代には多くの秘密結社があった。自然の

秘密の法則についての知識を主張していた人たちである

から、当然の疑問が生じる。「神智学の東洋の賢者は、

よく耳にする多くの薔薇十字会員や他の人たちとは何が

違うのだろうか？」ドイツの古い本棚には、薔薇十字団

に関する出版物や、薔薇十字団員のふりをした人と真の

団員による出版物がたくさんあり、今日では、自分たち

をむやみやたらに「薔薇十字団員」と名乗るに足る軽率

な人々を見つけることも珍しくない。

その違いは、現実と幻影の間に存在する違いであり、

単なる儀式と、自然がより高い段階への道を永遠に上っ

ていくすべてのものや存在につけたしるしとの間にある

違いである。歴史的に知られている薔薇十字団員とフ

リーメーソンの団体は、そのような確約のない、ただの

見ず知らずの部外者であるメンバーの一団の中での地位

を示すために、外見上のサインとトークン（合言葉）に

たり、霊的な面で自分の進歩を自慢したりする人がいれ

ば、その人はアデプトでも弟子でもないことを常に確信

することができるという公式を与えてくれる。神智学協

会の中には、自分たちが実際にはアデプトであるか、あ

るいはそれに非常に近い存在であり、偉大な力を持って

いることを世界に公表した人たちがいた。我々の定則の

下では、彼らは単なる自慢家であり、その愚かな気取り

の背後の虚栄心と人間性の弱点と騙されやすさについて

の公正な知識がある。彼らは利益または喜びのために演

じているのである。しかし、外観の下に身を隠している、

注目されない本当の弟子たちが世の中にはたくさんい

る。彼らは自分自身や他の人の心を研究している。彼ら

には資格証明書はないが、彼らの中には、絶え間ない助

けの意識と、本当の意味での秘密裏に開かれる、どの名

簿にも記載されていない真のロッジについての明確な知

識がある。彼らの全人生は、静止しているように見えて

も雷を遠ざけることができる、動きの速い魂を執拗に追

求することであり、彼らの死は、新しい人生の中でより

良い肉体を通して、より大きな知識を得るためのもう一

つのステップに過ぎないのである。

www.bookclubkai.jp

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

スピリチュアルのブックショップ



神智学協会日本・ロッジ　勉強会のお知らせ

月一回程度勉強会をオンラインで行っております。会員の参加費は無料です。勉強会の日程はメールでお知らせして

いますが、メールが届いていない会員の方はinfo@theosophy.jpまでご連絡ください。

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

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

する神智学の教えの普及活動を行っています。

神智学協会の目的

⑴ 人種、信条、性別、階級、皮膚の色の相違にとらわれることなく、人類愛の中核となること。

⑵ 比較宗教、比較哲学、比較科学の研究を促進すること。

⑶ 未だ解明されない自然の法則と人間に潜在する能力を調査研究すること。

神智学協会の会員

⑴ 神智学協会日本ロッジの会員は、神智学協会国際本部の会員名簿に登録されます。

⑵ 神智学協会日本ロッジの会員制度は１年ごとの会費納入によって更新されます。
⑶ 神智学協会日本ロッジの会員は、会報誌『テオソフィア』の配布を受けます。

神智学協会日本・ロッジ　ご案内

神智学協会日本ロッジでは、神智学の教えを普及するために会の活動を支援することを目的として、支援基金を設立

し皆様からの募金を募っております。ご支援いただける方は、下記口座にご入金ください。

【銀行振込によるご入金口座】　

ゆうちょ銀行　〇〇八支店（ゼロゼロハチ）

口座番号：普通預金98936871

口座名義：神智学協会ニッポン・ロッジ

【他の金融機関からご入金する場合】

ゆうちょ銀行　○○八支店（ゼロゼロハチ）

口座番号：普通9893687

口座名義：神智学協会ニッポン・ロッジ

支援基金

神智学協会日本ロッジの会報誌『テオソフィア』は２ヶ月ごと年６回発行されます。会報誌についてのお問い合わせ

は、メールにてお願いいたします。【Email】info@theosophy.jp　【編集部】岡本

会報誌について
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