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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

10 章　輪廻転生を支持する論拠

人間の不死性と魂の存在を否定しない限り、それぞれ

の魂は新しい創造物であるという教会の公言を除いて

は、化身以前の存在と生まれ変わりの教義に反対する健

全な議論はない。この（教会の）公式見解は盲目の独断

主義によってのみ支持され得る。なぜなら、それぞれの

魂がこの地球上で新しいものであったとしても、この世

を去った後もどこかで生き続ける必要があるからで、自

然の摂理を考えれば、他の惑星や球体に別の体を持つこ

とになるからである。神智学は自我すなわち思考者に、

自然界全体のどこでも効力が見られるのと同じ法則を適

用する。そしてそれらは、結果が原因に従い、どんな結

果も原因なしでは起きないという、あらゆる種類の偉大

な法則である。大多数の人類が信じている魂の不滅性は、

ここでも他の場所でも肉体化（化身）を必要とし、肉体

化されるということは輪廻転生を意味する。もし私たち

がこの地上に来て数年しか経っていないのに、他の世界

に行ってしまった場合、魂はここと同じようにそこで再

肉体化されなければならないし、もし私たちが他の世界

から旅をして来たなら、私たちはそこでも適切な衣を身

につけていなければならない。心の力と、神智学的哲学

で教えられたような、心の動き、愛着、超越を支配する

法則は、心がこの地球に鎖で縛り付けられる力を克服す

ることができる時まで、その再肉体化は、心が動き働い

たこの場になければならないことを示している。ここに

引き寄せられたすべての原因を克服する前に、その進化

の同じ流れの中で他の存在への責任を果たしていないの

に、関与している（訳注）存在者が行動の別のシーンに

自分自身を転送することを許可するのは、不公平であり、

継続的にそれに働く強力なオカルト的法則と力に反する

だろう。初期のキリスト教の教父たちはこれを見て、魂

は物質の中に堕ちてしまい、その性質の法則によって、

元の場所に戻るために再び上に向かって努力しなければ

ならないと教えた。彼らは次のような古いギリシャの賛

美歌を歌った。

永遠の心よ、あなたの種の火花は、

この薄い粘土の壺を通して

混沌とした闇の波の中で

臆病な光線を放つ。

魂を包む心が

地上に蒔かれた種に化身する

祝福された主よ、ならば憐れんであなたのものにし給え、

あなたの中でその誕生を主張しているものを。

１

中心の火であるあなたから遠く離れて

地上の悲しい苦役に投げ出された

震える火花を消し給うな。

ついにはあなた自身を吸収し給え！

一人ひとりの人間は、他の人間とは異なる明確な性格を

持っているが、国家に集約された大量の人間は、国家の力

と際立った特性が、明確で別個の国民性を構成していると

いうことを、全体として示しているのである。これらの個

人的と国民的の両方の違いは、本質的な性格によるもので

あり、教育によるものではない。適者生存の教義でさえ、

このことを示すべきである。なぜなら、適応性は何もない

ところから来るものではなく、ついには実際の内的性格の

表面に出てくることから、それ自体を示さなければならな

いからである。そして、自然との闘いの中で先を行く人々

の間では、個人も国家も、その性格において絶大な力を発

揮しているので、私たちはその力が発達した場所と時間を

見つけなければならない。神智学は、これらはこの地球と、

人類が地球上にいた全期間であると言う。

したがって、遺伝は、力やモラルなどの性格の違いと関

係があり、魂や心に少し影響し、報いや罰を受けるための

適切な場所を提供しているとはいえ、すべての人が示す本

質的な性質の原因ではない。

しかし、生まれた時からの赤ちゃんが示すような違い、

性格がますます出てくる大人が示すような違い、歴史の中

での国家が示すような違いは、すべて地上での多くの人生

の中で得た長い経験によるものであり、魂自身の進化の結

果である。人間の短い一つの人生の調査は、その人の内な

る本性の所産のための根拠を与えない。一人ひとりの魂が

可能な限りの経験を積むことが必要であり、一つの人生が

最高の条件であってもこれを与えることはできない。全能

の神がこのような短い時間、私たちをここに置き、私たち

が人生の目的とその可能性を悟り始めるとすぐに私たちを

抹殺するのは、愚行であろう。人生の試練や規律から逃れ

たいという人の単なる利己的な欲求は、自然の法則を拒絶

するのに十分ではないため、魂は人間の性質のすべての

種類が示すように、すべての経験を通過したときに、そ

の可能な限界まで人格を発達させた後に、転生の原因の

動きを停止するまで生まれ変わらなければならないので

あり、知ることができるすべての真実が取得されるまで

生まれ変わるのではない。自然や神に正義があると考え

たいのであれば、輪廻転生を認め、人間の能力の格差の

起源を自我の過去の人生にまで遡らなければならないの

である。人々は、生まれや教育の事情によるのと同じく

らい、キャパシティー（能力）が限られているために、

妨げられたり障害を負ったり、虐待されたり、不公平に

見える犠牲者になったりするのである。私たちは、無学

な人々が家庭や訓練の環境を乗り越えていくのを目の当

たりにし、良い家庭に生まれた人々は非常に小さなキャ

パシティーしか持っていないことが多い。しかし、国家

や家庭の問題は、他の何よりもキャパシティーの欠如か

ら生じる。野蛮な種族だけを考えれば、そこにあるよう

に見える不公平は甚だしいものである。多くの野蛮人は、

実際の脳の理解力は優れているが、それでも野蛮人であ

ることに変わりはない。なぜなら、肉体の中の自我はま

だ野蛮で未発達だからである。野蛮人とは対照的に、内

在する自我が他の人生の文明の中で長い経験をし、より

発達した魂であることから、本来は野蛮ではないわずか

な実際の脳力を持った文明人が多く存在する。

人はそれぞれ、自分自身の個性を持っていることを感

じ、それを知っている。それは、 睡眠によって生じる隙

間だけでなく、時には脳の一時的な病変によって生じる

隙間にも架け橋となる個性である。このアイデンティ

ティーは、健常者の人生の最初から最後まで途切れるこ

とはなく、魂の永続性と永遠の性格だけがそれを説明し

てくれる。

つまり、私たちが記憶し始めて以来、どんなに記憶力

が悪くても、私たちの個人的な個性は私たちを見捨てて

いないことを知っているのである。このことは、個性が

記憶に依存しているという議論を廃棄することになる。

そして、ほとんど覚えていない人の中にも、他の人と同

じように自分の個性を強く主張している人がいることが

よく見られるように、感情の持続は、古くて不滅の魂か

ら来ているに違いない。

人間にとって可能なすべての多様な経験をもって、人

生とそのありそうな目的を見ると、人は、自然が意図し

たすべてのことを実行するには、たった一度の人生だけ

では十分ではないという結論を出さざるを得ない。経験

における多様性の規模は膨大である。人間には、機会が

与えられれば開発される可能性があると思われる、潜在

的な力の広大な領域がある。範囲と多様性の無限の知識

は私たちの前にあり、特別な調査が習慣となっている今

日では特にそうである。情熱と欲望の大群、利己的な動

機と野心の大群が、私たちおよびそれら自身と戦争をし

ている間、私たちは、その基準に到達する時間がない高

い願望を持っていることを認識し、さらに死のドアにま

で私たちに追求させる。これらはすべて、試され、克服

され、使用され、征服されなければならない。一度の人

生では足りない。私たちにはそのような可能性に対し一

度の人生しかなく、進歩することが不可能であると言う

ことは、宇宙と生命を巨大で残酷なジョークにしてしま

うことである。それは魂の特別な創造物を信じている人

たちにより、人間が小さくて全能者の創造物であるとい

う理由だけで、ちっぽけな人間に勝利して遊んでいると

非難されている、強力な神によって行われた巨大で残酷

なジョークである。人間の寿命はせいぜい 70 年で、統

計ではこれを 40 年程度に減らし、残りのわずかな部分

のうち、大部分は睡眠に費やされ、別の部分は幼少期に

費やされる。このように、一度の人生では、自然が明ら

かに期待していることのほんのわずかな部分に到達する

ことは完全に不可能である。私たちは、人生が私たちに

常に強い本能的な力を持つ動物を見ても、蜂が幾何学の

ルールに基づいて蜂巣を構築しているのを見ても、それ

はすべて精神的や物質的な蜂巣に作用する輪廻転生の結

果である。

音楽家のバッハの場合、彼の天才は家系に引き継がれ

なかったため、自我が進歩していなければ遺伝は何の意

味もないということを証明している。それは徐々に消え

て行き、ついには完全に家族の流れから去った。善良で

純粋な、あるいは非常に知的な両親のもとに、愚か者や

悪質な子供が生まれることも、同じように説明されてい

る。彼らは、完全に悪いまたは欠陥のある自我によって、

遺伝が無に設定されているケースである。

そして最後に、ある種の本来備わった考えが全人類に

共通しているという事実は、この地球上での進化の道の

最初の段階で、この地球の進歩が始まるずっと前の時代

に教訓を学び、完成された兄弟達と賢者達によって、人

間の心に植え付けられた、そのような考えの回想に起因

するものとして、賢者達によって説明されている。本来

備わった考えについての説明を科学は提供せず、「それ

らは存在する」と言う以上のことはできない。これらは

実際に、この地球の進化に従事している自我の集団に教

えられたものである。それらの考えは人々の性質に銘記

され、あるいは焼き付けられ、常に思い出される。それ

らの考えは長い巡礼の間、自我について行く。

多くの場合、転生への反論は偏見に基づいているだけ

であると考えられてきたが、知性が束縛されて知性その

ものの力を使うことができないときにのみ成り立つ教義

によるものではない。それはすべてのものの中で最も高

貴な教義であり、次の章で考慮すべき仲間の教義である

カルマと一緒に、それだけで倫理の基礎を与えるもので

ある。キリスト教の創設者が輪廻転生を当たり前のこと

と見なしていたこと、また、その宗教からの現在の輪廻

の教えの欠如が、キリスト教諸国の公言する倫理観と、

イエスによって示された道徳に非常に反する実際の実践

との間の矛盾の理由であることは、私の心に疑いの余地

がない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 「関与している」（involved）は、内巻きの進化の

ことも示しているかもしれない。

把握する時間を与えてくれない多くの真実をぼんやりと

見て、人々がともかく生きていくためにこのような苦闘

をしなければならないとき、特に一度の人生では足りな

い。私たちの能力は小さいか、矮小化されているか、弱く、

一度の人生にこれを変える機会はない。私たちは自分の

中に潜在している他の力は、このような短時間ではおそ

らく引き出すことができないと認識している。そして、

私たちが閉じこもっている狭い円よりも、真実の領域の

広さの方がはるかに大きいということに感づいている。

ここでは他に機会がないからといって、神か自然のどち

らかが私たちを苦しみで満たすためだけに肉体に投影し

たと考えるのは合理的ではないが、むしろ、一連の受肉

が現在の状態につながっており、私たちに必要な機会を

与えるために、何度も何度もここに来る過程が続いてい

ると結論づけなければならない。

単に死ぬという事実だけでは、能力の発達と、間違っ

た傾向や性質の除去をもたらすには十分ではない。もし、

天国に入ったとき私たちはすぐにすべての知識と純粋さ

を獲得すると仮定するならば、死後の状態は死んだレベ

ルに落ちぶれ、その全訓練過程を含めた人生自体がすべ

ての意味を剥ぎ取られてしまう。いくつかの教会では、

死後の訓練の学校を教えているが、そこでは不謹慎にも、

無知な人たちであることがよく知られている宣教師たち

自身が教師とされている。これは不条理であり、自然な

秩序の根拠も理由もない。その上、もしそのような死後

に引き続く訓練があるとすれば、一体なぜ私たちは人生

に投げ出されたのだろうか？ そして、なぜ苦しみと過ち

を犯した後、私たちは自分の行為をした場所から連れて

行かれるのだろうか？ 残された唯一の解答は、輪廻転生

にある。私たちがこの世に戻ってくるのは、私たちの行

いがこの世で、この世の存在と共に行われたからであり、

罰と報いが正当に与えられる唯一の適切な場所だからで

ある。私たちが持っている能力の開発と私たちの邪悪さ

の打破に向けて、ここが完璧への闘いを続ける唯一の自

然な場所だからである。自分自身と他のすべての存在に

対する正義は、そのことを要求する。なぜなら私たちは

自分自身のために生きることができず、私たちと一緒に

参加していた人たちを残して逃亡したり、永遠に続く地

獄に落とされたりすることを許すのは不公平であろう。

野蛮性の持続、国家や文明の興亡、国家の全滅など、

すべては輪廻転生以外にはどこにもない説明を必要とし

ている。経験が非常に乏しい自我がまだあるので、野蛮

性が残っている。彼らは準備ができたら、より高い人種

で出てくるだろう。人種は、自我がその人種の与える経

験を十分に持ったために死に絶える。だから我々は、高

い自我によって見捨てられた人種の例として、アメリカ

先住民、ホッテントット人、イースター島民、および他

の種族があり、彼らが死に絶えているように、過去によ

り高い人生を持っていなかった他の魂が、その人種の体

が与えるような経験を積むために、その人種の体に入る

のがわかる。ある人種が誕生して、突然いなくなるとい

うことはありえない。事実はそれとは違うと私たちは

知っているが、科学は何の説明もしていない。科学は単

に、これは国家が衰退するという事実であると言ってい

るだけである。しかしこの科学の説明では、内なる人間

の説明は行われていないし、人種を作るために結合する

深遠で微妙な、オカルト的な法則についても説明されて

いない。神智学は、一緒に引き寄せられたエネルギーが

徐々にそれ自体を使い尽くさなければならないことを示

しており、したがって自我たちは、彼らが人種と同じ発

達をしている間よりも長い間、その集団の体に宿ること

を強制されていないが、その人種特有の体の再生産は続

くだろう。こうして、人種を築き上げた自我の集団全体

が、彼ら自身のような別の物質的環境に向けて去る時が

来る。これらのより低い自我たちは、他の自我によって

残されたエネルギーの集合体の容量の限界に追いつくこ

とができないので、新しい自我の若木が可能な限り多く

の経験を得る間、期間内の人種は、その衰退を経た後、

死に絶える。これが下降する野蛮性と呼ばれるものの説

明であり、他の理論は事実に合致しない。民族学者によっ

て、より文明化された種族が他の種族を殺すと考えられ

ることがあるが、事実は、古い種族の身体に宿る自我と、

その身体自体のエネルギーとの間に大きな差があるため

に、女性が不妊になり始め、その結果ゆっくりと、しか

し確実に、死の数が出生数を上回っているということで

ある。中国自体が衰退の過程にあり、今、下方への突進

の直前にほぼ停滞した段階にいる。エジプトやバビロン

のような偉大な文明は、それらを作った魂たちが、はる

か昔にヨーロッパや現在のアメリカ大陸の偉大な征服国

に転生したので、なくなってしまった。国家や民族に、

彼らは全体として生まれ変わり、これまで以上に偉大で

高い目的のために生まれ変わったのである。すべての古

い民族の中で、アーリア人の子孫のインド人だけが、ま

だ古い教義の保存者として残っている。その種族はいつ

の日か、かつての栄光の高みへと再び上昇するだろう。

その資質を持たない家庭に天才や偉大な人が現れた

り、先祖によって示された天才が家庭から消滅したりす

ることは、転生の法則によってのみ弁明される。ナポレ

オン１世の家系は、権力と武力において、彼とは全く違っ

ていた。ナポレオンの遺伝には彼の性格を説明するもの

は何もない。タレーラン公の回想録にあるように、彼は

シャルルマーニュだと自分で言っていた。彼に正しい進

化の線を与える、あるいは彼の心と性質と力が引き出さ

れる原因を与える、長い一連の人生を仮定することに

よってのみ、私たちは彼や他の偉大な天才が一体なぜ登

場したのか、その理由をわずかに把握することができる。

モーツァルトは幼児のときオーケストラの楽譜を作曲で

きた。これは遺伝によるものではなく、そのような楽譜

は自然にではなく、強制的で、機械的で、完全に慣習的

なものであるため、彼はまだ学校教育なしでそれを理解

していた。なぜか？彼は生まれ変わった音楽家であり、

家族によって与えられた音楽的な頭脳を持っていたの

で、彼の音楽的知識を発揮しようとする努力を妨げられ

なかったからである。しかし、さらに顕著なのはブライ

ンド・トムという黒人のケースである。彼の家族は現代

の楽器であるピアノの知識を持っていなかったためその

知識を彼の体の原子に伝えることができなかったが、彼

には大きな音楽的な力があり、現在のピアノの機械的な

音階を知っていた。世界を驚かせた多くの神童の中には、

このような例が何百もある。インドには哲学などを知り

尽くして生まれた賢者の歴史が多く、どの国でも同じこ

とが言えるのではないだろうか。このような知識の復活

は、本能を説明するものでもある。それは肉体的な記憶

と精神的な記憶に分かつことのできる回想に過ぎないか

らである。それは子供や動物に見られるものであり、過

去の経験の結果でしかない。そして、生まれたばかりの

赤子が自己防衛のために腕を広げているのを見ても、非

　魂の本質から、心と魂の法則から、性格の違い

から、訓練と進化の必要性から、揺りかごでの人

生のスタートとキャパシティー（能力）の違いか

らの、輪廻転生を支持する論拠。個人のアイデン

ティティー（同一性）がそれを証明する。人生の

目的は輪廻転生を必要としている。一度の人生で

は自然界の目的は果たせない。単なる死は何の進

歩ももたらさない。（いくつかの教会が教える）死

後の学校は非論理的である。野蛮性の持続と国家

の衰退が輪廻転生を支持する。天才の出現は輪廻

転生によるものである。人間に共通する固有の考

えがそれを示している。偏見だけに基づく教義と

は反対のものであること。



10 章　輪廻転生を支持する論拠

人間の不死性と魂の存在を否定しない限り、それぞれ

の魂は新しい創造物であるという教会の公言を除いて

は、化身以前の存在と生まれ変わりの教義に反対する健

全な議論はない。この（教会の）公式見解は盲目の独断

主義によってのみ支持され得る。なぜなら、それぞれの

魂がこの地球上で新しいものであったとしても、この世

を去った後もどこかで生き続ける必要があるからで、自

然の摂理を考えれば、他の惑星や球体に別の体を持つこ

とになるからである。神智学は自我すなわち思考者に、

自然界全体のどこでも効力が見られるのと同じ法則を適

用する。そしてそれらは、結果が原因に従い、どんな結

果も原因なしでは起きないという、あらゆる種類の偉大

な法則である。大多数の人類が信じている魂の不滅性は、

ここでも他の場所でも肉体化（化身）を必要とし、肉体

化されるということは輪廻転生を意味する。もし私たち

がこの地上に来て数年しか経っていないのに、他の世界

に行ってしまった場合、魂はここと同じようにそこで再

肉体化されなければならないし、もし私たちが他の世界

から旅をして来たなら、私たちはそこでも適切な衣を身

につけていなければならない。心の力と、神智学的哲学

で教えられたような、心の動き、愛着、超越を支配する

法則は、心がこの地球に鎖で縛り付けられる力を克服す

ることができる時まで、その再肉体化は、心が動き働い

たこの場になければならないことを示している。ここに

引き寄せられたすべての原因を克服する前に、その進化

の同じ流れの中で他の存在への責任を果たしていないの

に、関与している（訳注）存在者が行動の別のシーンに

自分自身を転送することを許可するのは、不公平であり、

継続的にそれに働く強力なオカルト的法則と力に反する

だろう。初期のキリスト教の教父たちはこれを見て、魂

は物質の中に堕ちてしまい、その性質の法則によって、

元の場所に戻るために再び上に向かって努力しなければ

ならないと教えた。彼らは次のような古いギリシャの賛

美歌を歌った。

永遠の心よ、あなたの種の火花は、

この薄い粘土の壺を通して

混沌とした闇の波の中で

臆病な光線を放つ。

魂を包む心が

地上に蒔かれた種に化身する

祝福された主よ、ならば憐れんであなたのものにし給え、

あなたの中でその誕生を主張しているものを。

中心の火であるあなたから遠く離れて

地上の悲しい苦役に投げ出された

震える火花を消し給うな。

ついにはあなた自身を吸収し給え！

一人ひとりの人間は、他の人間とは異なる明確な性格を

持っているが、国家に集約された大量の人間は、国家の力

と際立った特性が、明確で別個の国民性を構成していると

いうことを、全体として示しているのである。これらの個

人的と国民的の両方の違いは、本質的な性格によるもので

あり、教育によるものではない。適者生存の教義でさえ、

このことを示すべきである。なぜなら、適応性は何もない

ところから来るものではなく、ついには実際の内的性格の

表面に出てくることから、それ自体を示さなければならな

いからである。そして、自然との闘いの中で先を行く人々

の間では、個人も国家も、その性格において絶大な力を発

揮しているので、私たちはその力が発達した場所と時間を

見つけなければならない。神智学は、これらはこの地球と、

人類が地球上にいた全期間であると言う。

したがって、遺伝は、力やモラルなどの性格の違いと関

係があり、魂や心に少し影響し、報いや罰を受けるための

適切な場所を提供しているとはいえ、すべての人が示す本

質的な性質の原因ではない。

しかし、生まれた時からの赤ちゃんが示すような違い、

性格がますます出てくる大人が示すような違い、歴史の中

での国家が示すような違いは、すべて地上での多くの人生

の中で得た長い経験によるものであり、魂自身の進化の結

果である。人間の短い一つの人生の調査は、その人の内な

る本性の所産のための根拠を与えない。一人ひとりの魂が

可能な限りの経験を積むことが必要であり、一つの人生が

最高の条件であってもこれを与えることはできない。全能

の神がこのような短い時間、私たちをここに置き、私たち

が人生の目的とその可能性を悟り始めるとすぐに私たちを

抹殺するのは、愚行であろう。人生の試練や規律から逃れ

たいという人の単なる利己的な欲求は、自然の法則を拒絶

するのに十分ではないため、魂は人間の性質のすべての

種類が示すように、すべての経験を通過したときに、そ

の可能な限界まで人格を発達させた後に、転生の原因の

動きを停止するまで生まれ変わらなければならないので

あり、知ることができるすべての真実が取得されるまで

生まれ変わるのではない。自然や神に正義があると考え

たいのであれば、輪廻転生を認め、人間の能力の格差の

起源を自我の過去の人生にまで遡らなければならないの

である。人々は、生まれや教育の事情によるのと同じく

らい、キャパシティー（能力）が限られているために、

妨げられたり障害を負ったり、虐待されたり、不公平に

見える犠牲者になったりするのである。私たちは、無学

な人々が家庭や訓練の環境を乗り越えていくのを目の当

たりにし、良い家庭に生まれた人々は非常に小さなキャ

パシティーしか持っていないことが多い。しかし、国家

や家庭の問題は、他の何よりもキャパシティーの欠如か

ら生じる。野蛮な種族だけを考えれば、そこにあるよう

に見える不公平は甚だしいものである。多くの野蛮人は、

実際の脳の理解力は優れているが、それでも野蛮人であ

ることに変わりはない。なぜなら、肉体の中の自我はま

だ野蛮で未発達だからである。野蛮人とは対照的に、内

在する自我が他の人生の文明の中で長い経験をし、より

発達した魂であることから、本来は野蛮ではないわずか

な実際の脳力を持った文明人が多く存在する。

人はそれぞれ、自分自身の個性を持っていることを感

じ、それを知っている。それは、 睡眠によって生じる隙

間だけでなく、時には脳の一時的な病変によって生じる

隙間にも架け橋となる個性である。このアイデンティ

ティーは、健常者の人生の最初から最後まで途切れるこ

とはなく、魂の永続性と永遠の性格だけがそれを説明し

てくれる。

つまり、私たちが記憶し始めて以来、どんなに記憶力

が悪くても、私たちの個人的な個性は私たちを見捨てて

いないことを知っているのである。このことは、個性が

記憶に依存しているという議論を廃棄することになる。

そして、ほとんど覚えていない人の中にも、他の人と同

じように自分の個性を強く主張している人がいることが

よく見られるように、感情の持続は、古くて不滅の魂か

ら来ているに違いない。

人間にとって可能なすべての多様な経験をもって、人

生とそのありそうな目的を見ると、人は、自然が意図し

たすべてのことを実行するには、たった一度の人生だけ

では十分ではないという結論を出さざるを得ない。経験

における多様性の規模は膨大である。人間には、機会が

与えられれば開発される可能性があると思われる、潜在

的な力の広大な領域がある。範囲と多様性の無限の知識

は私たちの前にあり、特別な調査が習慣となっている今

日では特にそうである。情熱と欲望の大群、利己的な動

機と野心の大群が、私たちおよびそれら自身と戦争をし

ている間、私たちは、その基準に到達する時間がない高

い願望を持っていることを認識し、さらに死のドアにま

で私たちに追求させる。これらはすべて、試され、克服

され、使用され、征服されなければならない。一度の人

生では足りない。私たちにはそのような可能性に対し一

度の人生しかなく、進歩することが不可能であると言う

ことは、宇宙と生命を巨大で残酷なジョークにしてしま

うことである。それは魂の特別な創造物を信じている人

たちにより、人間が小さくて全能者の創造物であるとい

う理由だけで、ちっぽけな人間に勝利して遊んでいると

非難されている、強力な神によって行われた巨大で残酷

なジョークである。人間の寿命はせいぜい 70 年で、統

計ではこれを 40 年程度に減らし、残りのわずかな部分

のうち、大部分は睡眠に費やされ、別の部分は幼少期に

費やされる。このように、一度の人生では、自然が明ら

かに期待していることのほんのわずかな部分に到達する

ことは完全に不可能である。私たちは、人生が私たちに

常に強い本能的な力を持つ動物を見ても、蜂が幾何学の

ルールに基づいて蜂巣を構築しているのを見ても、それ

はすべて精神的や物質的な蜂巣に作用する輪廻転生の結

果である。

音楽家のバッハの場合、彼の天才は家系に引き継がれ

なかったため、自我が進歩していなければ遺伝は何の意

味もないということを証明している。それは徐々に消え

て行き、ついには完全に家族の流れから去った。善良で

純粋な、あるいは非常に知的な両親のもとに、愚か者や

悪質な子供が生まれることも、同じように説明されてい

る。彼らは、完全に悪いまたは欠陥のある自我によって、

遺伝が無に設定されているケースである。

そして最後に、ある種の本来備わった考えが全人類に

共通しているという事実は、この地球上での進化の道の

最初の段階で、この地球の進歩が始まるずっと前の時代

に教訓を学び、完成された兄弟達と賢者達によって、人

間の心に植え付けられた、そのような考えの回想に起因

するものとして、賢者達によって説明されている。本来

備わった考えについての説明を科学は提供せず、「それ

らは存在する」と言う以上のことはできない。これらは

実際に、この地球の進化に従事している自我の集団に教

えられたものである。それらの考えは人々の性質に銘記

され、あるいは焼き付けられ、常に思い出される。それ

らの考えは長い巡礼の間、自我について行く。

多くの場合、転生への反論は偏見に基づいているだけ

であると考えられてきたが、知性が束縛されて知性その

ものの力を使うことができないときにのみ成り立つ教義

によるものではない。それはすべてのものの中で最も高

貴な教義であり、次の章で考慮すべき仲間の教義である

カルマと一緒に、それだけで倫理の基礎を与えるもので

ある。キリスト教の創設者が輪廻転生を当たり前のこと

と見なしていたこと、また、その宗教からの現在の輪廻

の教えの欠如が、キリスト教諸国の公言する倫理観と、

イエスによって示された道徳に非常に反する実際の実践

との間の矛盾の理由であることは、私の心に疑いの余地

がない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 「関与している」（involved）は、内巻きの進化の

ことも示しているかもしれない。

把握する時間を与えてくれない多くの真実をぼんやりと

見て、人々がともかく生きていくためにこのような苦闘

をしなければならないとき、特に一度の人生では足りな

い。私たちの能力は小さいか、矮小化されているか、弱く、

一度の人生にこれを変える機会はない。私たちは自分の

中に潜在している他の力は、このような短時間ではおそ

らく引き出すことができないと認識している。そして、

私たちが閉じこもっている狭い円よりも、真実の領域の

広さの方がはるかに大きいということに感づいている。

ここでは他に機会がないからといって、神か自然のどち

らかが私たちを苦しみで満たすためだけに肉体に投影し

たと考えるのは合理的ではないが、むしろ、一連の受肉

が現在の状態につながっており、私たちに必要な機会を

与えるために、何度も何度もここに来る過程が続いてい

ると結論づけなければならない。

単に死ぬという事実だけでは、能力の発達と、間違っ

た傾向や性質の除去をもたらすには十分ではない。もし、

天国に入ったとき私たちはすぐにすべての知識と純粋さ

を獲得すると仮定するならば、死後の状態は死んだレベ

ルに落ちぶれ、その全訓練過程を含めた人生自体がすべ

ての意味を剥ぎ取られてしまう。いくつかの教会では、

死後の訓練の学校を教えているが、そこでは不謹慎にも、

無知な人たちであることがよく知られている宣教師たち

自身が教師とされている。これは不条理であり、自然な

秩序の根拠も理由もない。その上、もしそのような死後

に引き続く訓練があるとすれば、一体なぜ私たちは人生

に投げ出されたのだろうか？ そして、なぜ苦しみと過ち

を犯した後、私たちは自分の行為をした場所から連れて

行かれるのだろうか？ 残された唯一の解答は、輪廻転生

にある。私たちがこの世に戻ってくるのは、私たちの行

いがこの世で、この世の存在と共に行われたからであり、

罰と報いが正当に与えられる唯一の適切な場所だからで

ある。私たちが持っている能力の開発と私たちの邪悪さ

の打破に向けて、ここが完璧への闘いを続ける唯一の自

然な場所だからである。自分自身と他のすべての存在に

対する正義は、そのことを要求する。なぜなら私たちは

自分自身のために生きることができず、私たちと一緒に

参加していた人たちを残して逃亡したり、永遠に続く地

獄に落とされたりすることを許すのは不公平であろう。

野蛮性の持続、国家や文明の興亡、国家の全滅など、

すべては輪廻転生以外にはどこにもない説明を必要とし

ている。経験が非常に乏しい自我がまだあるので、野蛮

性が残っている。彼らは準備ができたら、より高い人種

で出てくるだろう。人種は、自我がその人種の与える経

験を十分に持ったために死に絶える。だから我々は、高

い自我によって見捨てられた人種の例として、アメリカ

先住民、ホッテントット人、イースター島民、および他

の種族があり、彼らが死に絶えているように、過去によ

り高い人生を持っていなかった他の魂が、その人種の体

が与えるような経験を積むために、その人種の体に入る

のがわかる。ある人種が誕生して、突然いなくなるとい

うことはありえない。事実はそれとは違うと私たちは

知っているが、科学は何の説明もしていない。科学は単

に、これは国家が衰退するという事実であると言ってい

るだけである。しかしこの科学の説明では、内なる人間

の説明は行われていないし、人種を作るために結合する

深遠で微妙な、オカルト的な法則についても説明されて

いない。神智学は、一緒に引き寄せられたエネルギーが

徐々にそれ自体を使い尽くさなければならないことを示

しており、したがって自我たちは、彼らが人種と同じ発

達をしている間よりも長い間、その集団の体に宿ること

を強制されていないが、その人種特有の体の再生産は続

くだろう。こうして、人種を築き上げた自我の集団全体

が、彼ら自身のような別の物質的環境に向けて去る時が

来る。これらのより低い自我たちは、他の自我によって

残されたエネルギーの集合体の容量の限界に追いつくこ

とができないので、新しい自我の若木が可能な限り多く

の経験を得る間、期間内の人種は、その衰退を経た後、

死に絶える。これが下降する野蛮性と呼ばれるものの説

明であり、他の理論は事実に合致しない。民族学者によっ

て、より文明化された種族が他の種族を殺すと考えられ

ることがあるが、事実は、古い種族の身体に宿る自我と、

その身体自体のエネルギーとの間に大きな差があるため

に、女性が不妊になり始め、その結果ゆっくりと、しか

し確実に、死の数が出生数を上回っているということで

ある。中国自体が衰退の過程にあり、今、下方への突進

の直前にほぼ停滞した段階にいる。エジプトやバビロン

のような偉大な文明は、それらを作った魂たちが、はる

か昔にヨーロッパや現在のアメリカ大陸の偉大な征服国

に転生したので、なくなってしまった。国家や民族に、

彼らは全体として生まれ変わり、これまで以上に偉大で

高い目的のために生まれ変わったのである。すべての古

い民族の中で、アーリア人の子孫のインド人だけが、ま

だ古い教義の保存者として残っている。その種族はいつ

の日か、かつての栄光の高みへと再び上昇するだろう。

その資質を持たない家庭に天才や偉大な人が現れた

り、先祖によって示された天才が家庭から消滅したりす

ることは、転生の法則によってのみ弁明される。ナポレ

オン１世の家系は、権力と武力において、彼とは全く違っ

ていた。ナポレオンの遺伝には彼の性格を説明するもの

は何もない。タレーラン公の回想録にあるように、彼は

シャルルマーニュだと自分で言っていた。彼に正しい進

化の線を与える、あるいは彼の心と性質と力が引き出さ

れる原因を与える、長い一連の人生を仮定することに

よってのみ、私たちは彼や他の偉大な天才が一体なぜ登

場したのか、その理由をわずかに把握することができる。

モーツァルトは幼児のときオーケストラの楽譜を作曲で

きた。これは遺伝によるものではなく、そのような楽譜

は自然にではなく、強制的で、機械的で、完全に慣習的

なものであるため、彼はまだ学校教育なしでそれを理解

していた。なぜか？彼は生まれ変わった音楽家であり、

家族によって与えられた音楽的な頭脳を持っていたの

で、彼の音楽的知識を発揮しようとする努力を妨げられ

なかったからである。しかし、さらに顕著なのはブライ

ンド・トムという黒人のケースである。彼の家族は現代

の楽器であるピアノの知識を持っていなかったためその

知識を彼の体の原子に伝えることができなかったが、彼

には大きな音楽的な力があり、現在のピアノの機械的な

音階を知っていた。世界を驚かせた多くの神童の中には、

このような例が何百もある。インドには哲学などを知り

尽くして生まれた賢者の歴史が多く、どの国でも同じこ

とが言えるのではないだろうか。このような知識の復活

は、本能を説明するものでもある。それは肉体的な記憶

と精神的な記憶に分かつことのできる回想に過ぎないか

らである。それは子供や動物に見られるものであり、過

去の経験の結果でしかない。そして、生まれたばかりの

赤子が自己防衛のために腕を広げているのを見ても、非

神智学の海

　

著：W・Q・ジャッジ　訳：星野 未来 1,000円
電子書籍 Kindle 版

2,090円
POD 版

【本書について】
この本は、THE OCEAN OF THEOSOPHY の日本語版です。
アメリカの神智学協会の担い手、W・Q・ジャッジが一般の読者に理解できるように神智学の
内容を書いた著書です。この度完訳され、本になりました。



10 章　輪廻転生を支持する論拠

人間の不死性と魂の存在を否定しない限り、それぞれ

の魂は新しい創造物であるという教会の公言を除いて

は、化身以前の存在と生まれ変わりの教義に反対する健

全な議論はない。この（教会の）公式見解は盲目の独断

主義によってのみ支持され得る。なぜなら、それぞれの

魂がこの地球上で新しいものであったとしても、この世

を去った後もどこかで生き続ける必要があるからで、自

然の摂理を考えれば、他の惑星や球体に別の体を持つこ

とになるからである。神智学は自我すなわち思考者に、

自然界全体のどこでも効力が見られるのと同じ法則を適

用する。そしてそれらは、結果が原因に従い、どんな結

果も原因なしでは起きないという、あらゆる種類の偉大

な法則である。大多数の人類が信じている魂の不滅性は、

ここでも他の場所でも肉体化（化身）を必要とし、肉体

化されるということは輪廻転生を意味する。もし私たち

がこの地上に来て数年しか経っていないのに、他の世界

に行ってしまった場合、魂はここと同じようにそこで再

肉体化されなければならないし、もし私たちが他の世界

から旅をして来たなら、私たちはそこでも適切な衣を身

につけていなければならない。心の力と、神智学的哲学

で教えられたような、心の動き、愛着、超越を支配する

法則は、心がこの地球に鎖で縛り付けられる力を克服す

ることができる時まで、その再肉体化は、心が動き働い

たこの場になければならないことを示している。ここに

引き寄せられたすべての原因を克服する前に、その進化

の同じ流れの中で他の存在への責任を果たしていないの

に、関与している（訳注）存在者が行動の別のシーンに

自分自身を転送することを許可するのは、不公平であり、

継続的にそれに働く強力なオカルト的法則と力に反する

だろう。初期のキリスト教の教父たちはこれを見て、魂

は物質の中に堕ちてしまい、その性質の法則によって、

元の場所に戻るために再び上に向かって努力しなければ

ならないと教えた。彼らは次のような古いギリシャの賛

美歌を歌った。

永遠の心よ、あなたの種の火花は、

この薄い粘土の壺を通して

混沌とした闇の波の中で

臆病な光線を放つ。

魂を包む心が

地上に蒔かれた種に化身する

祝福された主よ、ならば憐れんであなたのものにし給え、

あなたの中でその誕生を主張しているものを。

中心の火であるあなたから遠く離れて

地上の悲しい苦役に投げ出された

震える火花を消し給うな。

ついにはあなた自身を吸収し給え！

一人ひとりの人間は、他の人間とは異なる明確な性格を

持っているが、国家に集約された大量の人間は、国家の力

と際立った特性が、明確で別個の国民性を構成していると

いうことを、全体として示しているのである。これらの個

人的と国民的の両方の違いは、本質的な性格によるもので

あり、教育によるものではない。適者生存の教義でさえ、

このことを示すべきである。なぜなら、適応性は何もない

ところから来るものではなく、ついには実際の内的性格の

表面に出てくることから、それ自体を示さなければならな

いからである。そして、自然との闘いの中で先を行く人々

の間では、個人も国家も、その性格において絶大な力を発

揮しているので、私たちはその力が発達した場所と時間を

見つけなければならない。神智学は、これらはこの地球と、

人類が地球上にいた全期間であると言う。

したがって、遺伝は、力やモラルなどの性格の違いと関

係があり、魂や心に少し影響し、報いや罰を受けるための

適切な場所を提供しているとはいえ、すべての人が示す本

質的な性質の原因ではない。

しかし、生まれた時からの赤ちゃんが示すような違い、

性格がますます出てくる大人が示すような違い、歴史の中

での国家が示すような違いは、すべて地上での多くの人生

の中で得た長い経験によるものであり、魂自身の進化の結

果である。人間の短い一つの人生の調査は、その人の内な

る本性の所産のための根拠を与えない。一人ひとりの魂が

可能な限りの経験を積むことが必要であり、一つの人生が

最高の条件であってもこれを与えることはできない。全能

の神がこのような短い時間、私たちをここに置き、私たち

が人生の目的とその可能性を悟り始めるとすぐに私たちを

抹殺するのは、愚行であろう。人生の試練や規律から逃れ

たいという人の単なる利己的な欲求は、自然の法則を拒絶

するのに十分ではないため、魂は人間の性質のすべての

種類が示すように、すべての経験を通過したときに、そ

の可能な限界まで人格を発達させた後に、転生の原因の

動きを停止するまで生まれ変わらなければならないので

あり、知ることができるすべての真実が取得されるまで

生まれ変わるのではない。自然や神に正義があると考え

たいのであれば、輪廻転生を認め、人間の能力の格差の

起源を自我の過去の人生にまで遡らなければならないの

である。人々は、生まれや教育の事情によるのと同じく

らい、キャパシティー（能力）が限られているために、

妨げられたり障害を負ったり、虐待されたり、不公平に

見える犠牲者になったりするのである。私たちは、無学

な人々が家庭や訓練の環境を乗り越えていくのを目の当

たりにし、良い家庭に生まれた人々は非常に小さなキャ

パシティーしか持っていないことが多い。しかし、国家

や家庭の問題は、他の何よりもキャパシティーの欠如か

ら生じる。野蛮な種族だけを考えれば、そこにあるよう

に見える不公平は甚だしいものである。多くの野蛮人は、

実際の脳の理解力は優れているが、それでも野蛮人であ

ることに変わりはない。なぜなら、肉体の中の自我はま

だ野蛮で未発達だからである。野蛮人とは対照的に、内

在する自我が他の人生の文明の中で長い経験をし、より

発達した魂であることから、本来は野蛮ではないわずか

な実際の脳力を持った文明人が多く存在する。

人はそれぞれ、自分自身の個性を持っていることを感

じ、それを知っている。それは、 睡眠によって生じる隙

間だけでなく、時には脳の一時的な病変によって生じる

3

隙間にも架け橋となる個性である。このアイデンティ

ティーは、健常者の人生の最初から最後まで途切れるこ

とはなく、魂の永続性と永遠の性格だけがそれを説明し

てくれる。

つまり、私たちが記憶し始めて以来、どんなに記憶力

が悪くても、私たちの個人的な個性は私たちを見捨てて

いないことを知っているのである。このことは、個性が

記憶に依存しているという議論を廃棄することになる。

そして、ほとんど覚えていない人の中にも、他の人と同

じように自分の個性を強く主張している人がいることが

よく見られるように、感情の持続は、古くて不滅の魂か

ら来ているに違いない。

人間にとって可能なすべての多様な経験をもって、人

生とそのありそうな目的を見ると、人は、自然が意図し

たすべてのことを実行するには、たった一度の人生だけ

では十分ではないという結論を出さざるを得ない。経験

における多様性の規模は膨大である。人間には、機会が

与えられれば開発される可能性があると思われる、潜在

的な力の広大な領域がある。範囲と多様性の無限の知識

は私たちの前にあり、特別な調査が習慣となっている今

日では特にそうである。情熱と欲望の大群、利己的な動

機と野心の大群が、私たちおよびそれら自身と戦争をし

ている間、私たちは、その基準に到達する時間がない高

い願望を持っていることを認識し、さらに死のドアにま

で私たちに追求させる。これらはすべて、試され、克服

され、使用され、征服されなければならない。一度の人

生では足りない。私たちにはそのような可能性に対し一

度の人生しかなく、進歩することが不可能であると言う

ことは、宇宙と生命を巨大で残酷なジョークにしてしま

うことである。それは魂の特別な創造物を信じている人

たちにより、人間が小さくて全能者の創造物であるとい

う理由だけで、ちっぽけな人間に勝利して遊んでいると

非難されている、強力な神によって行われた巨大で残酷

なジョークである。人間の寿命はせいぜい 70 年で、統

計ではこれを 40 年程度に減らし、残りのわずかな部分

のうち、大部分は睡眠に費やされ、別の部分は幼少期に

費やされる。このように、一度の人生では、自然が明ら

かに期待していることのほんのわずかな部分に到達する

ことは完全に不可能である。私たちは、人生が私たちに

常に強い本能的な力を持つ動物を見ても、蜂が幾何学の

ルールに基づいて蜂巣を構築しているのを見ても、それ

はすべて精神的や物質的な蜂巣に作用する輪廻転生の結

果である。

音楽家のバッハの場合、彼の天才は家系に引き継がれ

なかったため、自我が進歩していなければ遺伝は何の意

味もないということを証明している。それは徐々に消え

て行き、ついには完全に家族の流れから去った。善良で

純粋な、あるいは非常に知的な両親のもとに、愚か者や

悪質な子供が生まれることも、同じように説明されてい

る。彼らは、完全に悪いまたは欠陥のある自我によって、

遺伝が無に設定されているケースである。

そして最後に、ある種の本来備わった考えが全人類に

共通しているという事実は、この地球上での進化の道の

最初の段階で、この地球の進歩が始まるずっと前の時代

に教訓を学び、完成された兄弟達と賢者達によって、人

間の心に植え付けられた、そのような考えの回想に起因

するものとして、賢者達によって説明されている。本来

備わった考えについての説明を科学は提供せず、「それ

らは存在する」と言う以上のことはできない。これらは

実際に、この地球の進化に従事している自我の集団に教

えられたものである。それらの考えは人々の性質に銘記

され、あるいは焼き付けられ、常に思い出される。それ

らの考えは長い巡礼の間、自我について行く。

多くの場合、転生への反論は偏見に基づいているだけ

であると考えられてきたが、知性が束縛されて知性その

ものの力を使うことができないときにのみ成り立つ教義

によるものではない。それはすべてのものの中で最も高

貴な教義であり、次の章で考慮すべき仲間の教義である

カルマと一緒に、それだけで倫理の基礎を与えるもので

ある。キリスト教の創設者が輪廻転生を当たり前のこと

と見なしていたこと、また、その宗教からの現在の輪廻

の教えの欠如が、キリスト教諸国の公言する倫理観と、

イエスによって示された道徳に非常に反する実際の実践

との間の矛盾の理由であることは、私の心に疑いの余地

がない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 「関与している」（involved）は、内巻きの進化の

ことも示しているかもしれない。

把握する時間を与えてくれない多くの真実をぼんやりと

見て、人々がともかく生きていくためにこのような苦闘

をしなければならないとき、特に一度の人生では足りな

い。私たちの能力は小さいか、矮小化されているか、弱く、

一度の人生にこれを変える機会はない。私たちは自分の

中に潜在している他の力は、このような短時間ではおそ

らく引き出すことができないと認識している。そして、

私たちが閉じこもっている狭い円よりも、真実の領域の

広さの方がはるかに大きいということに感づいている。

ここでは他に機会がないからといって、神か自然のどち

らかが私たちを苦しみで満たすためだけに肉体に投影し

たと考えるのは合理的ではないが、むしろ、一連の受肉

が現在の状態につながっており、私たちに必要な機会を

与えるために、何度も何度もここに来る過程が続いてい

ると結論づけなければならない。

単に死ぬという事実だけでは、能力の発達と、間違っ

た傾向や性質の除去をもたらすには十分ではない。もし、

天国に入ったとき私たちはすぐにすべての知識と純粋さ

を獲得すると仮定するならば、死後の状態は死んだレベ

ルに落ちぶれ、その全訓練過程を含めた人生自体がすべ

ての意味を剥ぎ取られてしまう。いくつかの教会では、

死後の訓練の学校を教えているが、そこでは不謹慎にも、

無知な人たちであることがよく知られている宣教師たち

自身が教師とされている。これは不条理であり、自然な

秩序の根拠も理由もない。その上、もしそのような死後

に引き続く訓練があるとすれば、一体なぜ私たちは人生

に投げ出されたのだろうか？ そして、なぜ苦しみと過ち

を犯した後、私たちは自分の行為をした場所から連れて

行かれるのだろうか？ 残された唯一の解答は、輪廻転生

にある。私たちがこの世に戻ってくるのは、私たちの行

いがこの世で、この世の存在と共に行われたからであり、

罰と報いが正当に与えられる唯一の適切な場所だからで

ある。私たちが持っている能力の開発と私たちの邪悪さ

の打破に向けて、ここが完璧への闘いを続ける唯一の自

然な場所だからである。自分自身と他のすべての存在に

対する正義は、そのことを要求する。なぜなら私たちは

自分自身のために生きることができず、私たちと一緒に

参加していた人たちを残して逃亡したり、永遠に続く地

獄に落とされたりすることを許すのは不公平であろう。

野蛮性の持続、国家や文明の興亡、国家の全滅など、

すべては輪廻転生以外にはどこにもない説明を必要とし

ている。経験が非常に乏しい自我がまだあるので、野蛮

性が残っている。彼らは準備ができたら、より高い人種

で出てくるだろう。人種は、自我がその人種の与える経

験を十分に持ったために死に絶える。だから我々は、高

い自我によって見捨てられた人種の例として、アメリカ

先住民、ホッテントット人、イースター島民、および他

の種族があり、彼らが死に絶えているように、過去によ

り高い人生を持っていなかった他の魂が、その人種の体

が与えるような経験を積むために、その人種の体に入る

のがわかる。ある人種が誕生して、突然いなくなるとい

うことはありえない。事実はそれとは違うと私たちは

知っているが、科学は何の説明もしていない。科学は単

に、これは国家が衰退するという事実であると言ってい

るだけである。しかしこの科学の説明では、内なる人間

の説明は行われていないし、人種を作るために結合する

深遠で微妙な、オカルト的な法則についても説明されて

いない。神智学は、一緒に引き寄せられたエネルギーが

徐々にそれ自体を使い尽くさなければならないことを示

しており、したがって自我たちは、彼らが人種と同じ発

達をしている間よりも長い間、その集団の体に宿ること

を強制されていないが、その人種特有の体の再生産は続

くだろう。こうして、人種を築き上げた自我の集団全体

が、彼ら自身のような別の物質的環境に向けて去る時が

来る。これらのより低い自我たちは、他の自我によって

残されたエネルギーの集合体の容量の限界に追いつくこ

とができないので、新しい自我の若木が可能な限り多く

の経験を得る間、期間内の人種は、その衰退を経た後、

死に絶える。これが下降する野蛮性と呼ばれるものの説

明であり、他の理論は事実に合致しない。民族学者によっ

て、より文明化された種族が他の種族を殺すと考えられ

ることがあるが、事実は、古い種族の身体に宿る自我と、

その身体自体のエネルギーとの間に大きな差があるため

に、女性が不妊になり始め、その結果ゆっくりと、しか

し確実に、死の数が出生数を上回っているということで

ある。中国自体が衰退の過程にあり、今、下方への突進

の直前にほぼ停滞した段階にいる。エジプトやバビロン

のような偉大な文明は、それらを作った魂たちが、はる

か昔にヨーロッパや現在のアメリカ大陸の偉大な征服国

に転生したので、なくなってしまった。国家や民族に、

彼らは全体として生まれ変わり、これまで以上に偉大で

高い目的のために生まれ変わったのである。すべての古

い民族の中で、アーリア人の子孫のインド人だけが、ま

だ古い教義の保存者として残っている。その種族はいつ

の日か、かつての栄光の高みへと再び上昇するだろう。

その資質を持たない家庭に天才や偉大な人が現れた

り、先祖によって示された天才が家庭から消滅したりす

ることは、転生の法則によってのみ弁明される。ナポレ

オン１世の家系は、権力と武力において、彼とは全く違っ

ていた。ナポレオンの遺伝には彼の性格を説明するもの

は何もない。タレーラン公の回想録にあるように、彼は

シャルルマーニュだと自分で言っていた。彼に正しい進

化の線を与える、あるいは彼の心と性質と力が引き出さ

れる原因を与える、長い一連の人生を仮定することに

よってのみ、私たちは彼や他の偉大な天才が一体なぜ登

場したのか、その理由をわずかに把握することができる。

モーツァルトは幼児のときオーケストラの楽譜を作曲で

きた。これは遺伝によるものではなく、そのような楽譜

は自然にではなく、強制的で、機械的で、完全に慣習的

なものであるため、彼はまだ学校教育なしでそれを理解

していた。なぜか？彼は生まれ変わった音楽家であり、

家族によって与えられた音楽的な頭脳を持っていたの

で、彼の音楽的知識を発揮しようとする努力を妨げられ

なかったからである。しかし、さらに顕著なのはブライ

ンド・トムという黒人のケースである。彼の家族は現代

の楽器であるピアノの知識を持っていなかったためその

知識を彼の体の原子に伝えることができなかったが、彼

には大きな音楽的な力があり、現在のピアノの機械的な

音階を知っていた。世界を驚かせた多くの神童の中には、

このような例が何百もある。インドには哲学などを知り

尽くして生まれた賢者の歴史が多く、どの国でも同じこ

とが言えるのではないだろうか。このような知識の復活

は、本能を説明するものでもある。それは肉体的な記憶

と精神的な記憶に分かつことのできる回想に過ぎないか

らである。それは子供や動物に見られるものであり、過

去の経験の結果でしかない。そして、生まれたばかりの

赤子が自己防衛のために腕を広げているのを見ても、非
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人間の不死性と魂の存在を否定しない限り、それぞれ

の魂は新しい創造物であるという教会の公言を除いて

は、化身以前の存在と生まれ変わりの教義に反対する健

全な議論はない。この（教会の）公式見解は盲目の独断

主義によってのみ支持され得る。なぜなら、それぞれの

魂がこの地球上で新しいものであったとしても、この世

を去った後もどこかで生き続ける必要があるからで、自

然の摂理を考えれば、他の惑星や球体に別の体を持つこ

とになるからである。神智学は自我すなわち思考者に、

自然界全体のどこでも効力が見られるのと同じ法則を適

用する。そしてそれらは、結果が原因に従い、どんな結

果も原因なしでは起きないという、あらゆる種類の偉大

な法則である。大多数の人類が信じている魂の不滅性は、

ここでも他の場所でも肉体化（化身）を必要とし、肉体

化されるということは輪廻転生を意味する。もし私たち

がこの地上に来て数年しか経っていないのに、他の世界

に行ってしまった場合、魂はここと同じようにそこで再

肉体化されなければならないし、もし私たちが他の世界

から旅をして来たなら、私たちはそこでも適切な衣を身

につけていなければならない。心の力と、神智学的哲学

で教えられたような、心の動き、愛着、超越を支配する

法則は、心がこの地球に鎖で縛り付けられる力を克服す

ることができる時まで、その再肉体化は、心が動き働い

たこの場になければならないことを示している。ここに

引き寄せられたすべての原因を克服する前に、その進化

の同じ流れの中で他の存在への責任を果たしていないの

に、関与している（訳注）存在者が行動の別のシーンに

自分自身を転送することを許可するのは、不公平であり、

継続的にそれに働く強力なオカルト的法則と力に反する

だろう。初期のキリスト教の教父たちはこれを見て、魂

は物質の中に堕ちてしまい、その性質の法則によって、

元の場所に戻るために再び上に向かって努力しなければ

ならないと教えた。彼らは次のような古いギリシャの賛

美歌を歌った。

永遠の心よ、あなたの種の火花は、

この薄い粘土の壺を通して

混沌とした闇の波の中で

臆病な光線を放つ。

魂を包む心が

地上に蒔かれた種に化身する

祝福された主よ、ならば憐れんであなたのものにし給え、

あなたの中でその誕生を主張しているものを。

中心の火であるあなたから遠く離れて

地上の悲しい苦役に投げ出された

震える火花を消し給うな。

ついにはあなた自身を吸収し給え！

一人ひとりの人間は、他の人間とは異なる明確な性格を

持っているが、国家に集約された大量の人間は、国家の力

と際立った特性が、明確で別個の国民性を構成していると

いうことを、全体として示しているのである。これらの個

人的と国民的の両方の違いは、本質的な性格によるもので

あり、教育によるものではない。適者生存の教義でさえ、

このことを示すべきである。なぜなら、適応性は何もない

ところから来るものではなく、ついには実際の内的性格の

表面に出てくることから、それ自体を示さなければならな

いからである。そして、自然との闘いの中で先を行く人々

の間では、個人も国家も、その性格において絶大な力を発

揮しているので、私たちはその力が発達した場所と時間を

見つけなければならない。神智学は、これらはこの地球と、

人類が地球上にいた全期間であると言う。

したがって、遺伝は、力やモラルなどの性格の違いと関

係があり、魂や心に少し影響し、報いや罰を受けるための

適切な場所を提供しているとはいえ、すべての人が示す本

質的な性質の原因ではない。

しかし、生まれた時からの赤ちゃんが示すような違い、

性格がますます出てくる大人が示すような違い、歴史の中

での国家が示すような違いは、すべて地上での多くの人生

の中で得た長い経験によるものであり、魂自身の進化の結

果である。人間の短い一つの人生の調査は、その人の内な

る本性の所産のための根拠を与えない。一人ひとりの魂が

可能な限りの経験を積むことが必要であり、一つの人生が

最高の条件であってもこれを与えることはできない。全能

の神がこのような短い時間、私たちをここに置き、私たち

が人生の目的とその可能性を悟り始めるとすぐに私たちを

抹殺するのは、愚行であろう。人生の試練や規律から逃れ

たいという人の単なる利己的な欲求は、自然の法則を拒絶

するのに十分ではないため、魂は人間の性質のすべての

種類が示すように、すべての経験を通過したときに、そ

の可能な限界まで人格を発達させた後に、転生の原因の

動きを停止するまで生まれ変わらなければならないので

あり、知ることができるすべての真実が取得されるまで

生まれ変わるのではない。自然や神に正義があると考え

たいのであれば、輪廻転生を認め、人間の能力の格差の

起源を自我の過去の人生にまで遡らなければならないの

である。人々は、生まれや教育の事情によるのと同じく

らい、キャパシティー（能力）が限られているために、

妨げられたり障害を負ったり、虐待されたり、不公平に

見える犠牲者になったりするのである。私たちは、無学

な人々が家庭や訓練の環境を乗り越えていくのを目の当

たりにし、良い家庭に生まれた人々は非常に小さなキャ

パシティーしか持っていないことが多い。しかし、国家

や家庭の問題は、他の何よりもキャパシティーの欠如か

ら生じる。野蛮な種族だけを考えれば、そこにあるよう

に見える不公平は甚だしいものである。多くの野蛮人は、

実際の脳の理解力は優れているが、それでも野蛮人であ

ることに変わりはない。なぜなら、肉体の中の自我はま

だ野蛮で未発達だからである。野蛮人とは対照的に、内

在する自我が他の人生の文明の中で長い経験をし、より

発達した魂であることから、本来は野蛮ではないわずか

な実際の脳力を持った文明人が多く存在する。

人はそれぞれ、自分自身の個性を持っていることを感

じ、それを知っている。それは、 睡眠によって生じる隙

間だけでなく、時には脳の一時的な病変によって生じる

隙間にも架け橋となる個性である。このアイデンティ

ティーは、健常者の人生の最初から最後まで途切れるこ

とはなく、魂の永続性と永遠の性格だけがそれを説明し

てくれる。

つまり、私たちが記憶し始めて以来、どんなに記憶力

が悪くても、私たちの個人的な個性は私たちを見捨てて

いないことを知っているのである。このことは、個性が

記憶に依存しているという議論を廃棄することになる。

そして、ほとんど覚えていない人の中にも、他の人と同

じように自分の個性を強く主張している人がいることが

よく見られるように、感情の持続は、古くて不滅の魂か

ら来ているに違いない。

人間にとって可能なすべての多様な経験をもって、人

生とそのありそうな目的を見ると、人は、自然が意図し

たすべてのことを実行するには、たった一度の人生だけ

では十分ではないという結論を出さざるを得ない。経験

における多様性の規模は膨大である。人間には、機会が

与えられれば開発される可能性があると思われる、潜在

的な力の広大な領域がある。範囲と多様性の無限の知識

は私たちの前にあり、特別な調査が習慣となっている今

日では特にそうである。情熱と欲望の大群、利己的な動

機と野心の大群が、私たちおよびそれら自身と戦争をし

ている間、私たちは、その基準に到達する時間がない高

い願望を持っていることを認識し、さらに死のドアにま

で私たちに追求させる。これらはすべて、試され、克服

され、使用され、征服されなければならない。一度の人

生では足りない。私たちにはそのような可能性に対し一

度の人生しかなく、進歩することが不可能であると言う

ことは、宇宙と生命を巨大で残酷なジョークにしてしま

うことである。それは魂の特別な創造物を信じている人

たちにより、人間が小さくて全能者の創造物であるとい

う理由だけで、ちっぽけな人間に勝利して遊んでいると

非難されている、強力な神によって行われた巨大で残酷

なジョークである。人間の寿命はせいぜい 70 年で、統

計ではこれを 40 年程度に減らし、残りのわずかな部分

のうち、大部分は睡眠に費やされ、別の部分は幼少期に

費やされる。このように、一度の人生では、自然が明ら

かに期待していることのほんのわずかな部分に到達する

ことは完全に不可能である。私たちは、人生が私たちに

4

常に強い本能的な力を持つ動物を見ても、蜂が幾何学の

ルールに基づいて蜂巣を構築しているのを見ても、それ

はすべて精神的や物質的な蜂巣に作用する輪廻転生の結

果である。

音楽家のバッハの場合、彼の天才は家系に引き継がれ

なかったため、自我が進歩していなければ遺伝は何の意

味もないということを証明している。それは徐々に消え

て行き、ついには完全に家族の流れから去った。善良で

純粋な、あるいは非常に知的な両親のもとに、愚か者や

悪質な子供が生まれることも、同じように説明されてい

る。彼らは、完全に悪いまたは欠陥のある自我によって、

遺伝が無に設定されているケースである。

そして最後に、ある種の本来備わった考えが全人類に

共通しているという事実は、この地球上での進化の道の

最初の段階で、この地球の進歩が始まるずっと前の時代

に教訓を学び、完成された兄弟達と賢者達によって、人

間の心に植え付けられた、そのような考えの回想に起因

するものとして、賢者達によって説明されている。本来

備わった考えについての説明を科学は提供せず、「それ

らは存在する」と言う以上のことはできない。これらは

実際に、この地球の進化に従事している自我の集団に教

えられたものである。それらの考えは人々の性質に銘記

され、あるいは焼き付けられ、常に思い出される。それ

らの考えは長い巡礼の間、自我について行く。

多くの場合、転生への反論は偏見に基づいているだけ

であると考えられてきたが、知性が束縛されて知性その

ものの力を使うことができないときにのみ成り立つ教義

によるものではない。それはすべてのものの中で最も高

貴な教義であり、次の章で考慮すべき仲間の教義である

カルマと一緒に、それだけで倫理の基礎を与えるもので

ある。キリスト教の創設者が輪廻転生を当たり前のこと

と見なしていたこと、また、その宗教からの現在の輪廻

の教えの欠如が、キリスト教諸国の公言する倫理観と、

イエスによって示された道徳に非常に反する実際の実践

との間の矛盾の理由であることは、私の心に疑いの余地

がない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 「関与している」（involved）は、内巻きの進化の

ことも示しているかもしれない。

把握する時間を与えてくれない多くの真実をぼんやりと

見て、人々がともかく生きていくためにこのような苦闘

をしなければならないとき、特に一度の人生では足りな

い。私たちの能力は小さいか、矮小化されているか、弱く、

一度の人生にこれを変える機会はない。私たちは自分の

中に潜在している他の力は、このような短時間ではおそ

らく引き出すことができないと認識している。そして、

私たちが閉じこもっている狭い円よりも、真実の領域の

広さの方がはるかに大きいということに感づいている。

ここでは他に機会がないからといって、神か自然のどち

らかが私たちを苦しみで満たすためだけに肉体に投影し

たと考えるのは合理的ではないが、むしろ、一連の受肉

が現在の状態につながっており、私たちに必要な機会を

与えるために、何度も何度もここに来る過程が続いてい

ると結論づけなければならない。

単に死ぬという事実だけでは、能力の発達と、間違っ

た傾向や性質の除去をもたらすには十分ではない。もし、

天国に入ったとき私たちはすぐにすべての知識と純粋さ

を獲得すると仮定するならば、死後の状態は死んだレベ

ルに落ちぶれ、その全訓練過程を含めた人生自体がすべ

ての意味を剥ぎ取られてしまう。いくつかの教会では、

死後の訓練の学校を教えているが、そこでは不謹慎にも、

無知な人たちであることがよく知られている宣教師たち

自身が教師とされている。これは不条理であり、自然な

秩序の根拠も理由もない。その上、もしそのような死後

に引き続く訓練があるとすれば、一体なぜ私たちは人生

に投げ出されたのだろうか？ そして、なぜ苦しみと過ち

を犯した後、私たちは自分の行為をした場所から連れて

行かれるのだろうか？ 残された唯一の解答は、輪廻転生

にある。私たちがこの世に戻ってくるのは、私たちの行

いがこの世で、この世の存在と共に行われたからであり、

罰と報いが正当に与えられる唯一の適切な場所だからで

ある。私たちが持っている能力の開発と私たちの邪悪さ

の打破に向けて、ここが完璧への闘いを続ける唯一の自

然な場所だからである。自分自身と他のすべての存在に

対する正義は、そのことを要求する。なぜなら私たちは

自分自身のために生きることができず、私たちと一緒に

参加していた人たちを残して逃亡したり、永遠に続く地

獄に落とされたりすることを許すのは不公平であろう。

野蛮性の持続、国家や文明の興亡、国家の全滅など、

すべては輪廻転生以外にはどこにもない説明を必要とし

ている。経験が非常に乏しい自我がまだあるので、野蛮

性が残っている。彼らは準備ができたら、より高い人種

で出てくるだろう。人種は、自我がその人種の与える経

験を十分に持ったために死に絶える。だから我々は、高

い自我によって見捨てられた人種の例として、アメリカ

先住民、ホッテントット人、イースター島民、および他

の種族があり、彼らが死に絶えているように、過去によ

り高い人生を持っていなかった他の魂が、その人種の体

が与えるような経験を積むために、その人種の体に入る

のがわかる。ある人種が誕生して、突然いなくなるとい

うことはありえない。事実はそれとは違うと私たちは

知っているが、科学は何の説明もしていない。科学は単

に、これは国家が衰退するという事実であると言ってい

るだけである。しかしこの科学の説明では、内なる人間

の説明は行われていないし、人種を作るために結合する

深遠で微妙な、オカルト的な法則についても説明されて

いない。神智学は、一緒に引き寄せられたエネルギーが

徐々にそれ自体を使い尽くさなければならないことを示

しており、したがって自我たちは、彼らが人種と同じ発

達をしている間よりも長い間、その集団の体に宿ること

を強制されていないが、その人種特有の体の再生産は続

くだろう。こうして、人種を築き上げた自我の集団全体

が、彼ら自身のような別の物質的環境に向けて去る時が

来る。これらのより低い自我たちは、他の自我によって

残されたエネルギーの集合体の容量の限界に追いつくこ

とができないので、新しい自我の若木が可能な限り多く

の経験を得る間、期間内の人種は、その衰退を経た後、

死に絶える。これが下降する野蛮性と呼ばれるものの説

明であり、他の理論は事実に合致しない。民族学者によっ

て、より文明化された種族が他の種族を殺すと考えられ

ることがあるが、事実は、古い種族の身体に宿る自我と、

その身体自体のエネルギーとの間に大きな差があるため

に、女性が不妊になり始め、その結果ゆっくりと、しか

し確実に、死の数が出生数を上回っているということで

ある。中国自体が衰退の過程にあり、今、下方への突進

の直前にほぼ停滞した段階にいる。エジプトやバビロン

のような偉大な文明は、それらを作った魂たちが、はる

か昔にヨーロッパや現在のアメリカ大陸の偉大な征服国

に転生したので、なくなってしまった。国家や民族に、

彼らは全体として生まれ変わり、これまで以上に偉大で

高い目的のために生まれ変わったのである。すべての古

い民族の中で、アーリア人の子孫のインド人だけが、ま

だ古い教義の保存者として残っている。その種族はいつ

の日か、かつての栄光の高みへと再び上昇するだろう。

その資質を持たない家庭に天才や偉大な人が現れた

り、先祖によって示された天才が家庭から消滅したりす

ることは、転生の法則によってのみ弁明される。ナポレ

オン１世の家系は、権力と武力において、彼とは全く違っ

ていた。ナポレオンの遺伝には彼の性格を説明するもの

は何もない。タレーラン公の回想録にあるように、彼は

シャルルマーニュだと自分で言っていた。彼に正しい進

化の線を与える、あるいは彼の心と性質と力が引き出さ

れる原因を与える、長い一連の人生を仮定することに

よってのみ、私たちは彼や他の偉大な天才が一体なぜ登

場したのか、その理由をわずかに把握することができる。

モーツァルトは幼児のときオーケストラの楽譜を作曲で

きた。これは遺伝によるものではなく、そのような楽譜

は自然にではなく、強制的で、機械的で、完全に慣習的

なものであるため、彼はまだ学校教育なしでそれを理解

していた。なぜか？彼は生まれ変わった音楽家であり、

家族によって与えられた音楽的な頭脳を持っていたの

で、彼の音楽的知識を発揮しようとする努力を妨げられ

なかったからである。しかし、さらに顕著なのはブライ

ンド・トムという黒人のケースである。彼の家族は現代

の楽器であるピアノの知識を持っていなかったためその

知識を彼の体の原子に伝えることができなかったが、彼

には大きな音楽的な力があり、現在のピアノの機械的な

音階を知っていた。世界を驚かせた多くの神童の中には、

このような例が何百もある。インドには哲学などを知り

尽くして生まれた賢者の歴史が多く、どの国でも同じこ

とが言えるのではないだろうか。このような知識の復活

は、本能を説明するものでもある。それは肉体的な記憶

と精神的な記憶に分かつことのできる回想に過ぎないか

らである。それは子供や動物に見られるものであり、過

去の経験の結果でしかない。そして、生まれたばかりの

赤子が自己防衛のために腕を広げているのを見ても、非



10 章　輪廻転生を支持する論拠

人間の不死性と魂の存在を否定しない限り、それぞれ

の魂は新しい創造物であるという教会の公言を除いて

は、化身以前の存在と生まれ変わりの教義に反対する健

全な議論はない。この（教会の）公式見解は盲目の独断

主義によってのみ支持され得る。なぜなら、それぞれの

魂がこの地球上で新しいものであったとしても、この世

を去った後もどこかで生き続ける必要があるからで、自

然の摂理を考えれば、他の惑星や球体に別の体を持つこ

とになるからである。神智学は自我すなわち思考者に、

自然界全体のどこでも効力が見られるのと同じ法則を適

用する。そしてそれらは、結果が原因に従い、どんな結

果も原因なしでは起きないという、あらゆる種類の偉大

な法則である。大多数の人類が信じている魂の不滅性は、

ここでも他の場所でも肉体化（化身）を必要とし、肉体

化されるということは輪廻転生を意味する。もし私たち

がこの地上に来て数年しか経っていないのに、他の世界

に行ってしまった場合、魂はここと同じようにそこで再

肉体化されなければならないし、もし私たちが他の世界

から旅をして来たなら、私たちはそこでも適切な衣を身

につけていなければならない。心の力と、神智学的哲学

で教えられたような、心の動き、愛着、超越を支配する

法則は、心がこの地球に鎖で縛り付けられる力を克服す

ることができる時まで、その再肉体化は、心が動き働い

たこの場になければならないことを示している。ここに

引き寄せられたすべての原因を克服する前に、その進化

の同じ流れの中で他の存在への責任を果たしていないの

に、関与している（訳注）存在者が行動の別のシーンに

自分自身を転送することを許可するのは、不公平であり、

継続的にそれに働く強力なオカルト的法則と力に反する

だろう。初期のキリスト教の教父たちはこれを見て、魂

は物質の中に堕ちてしまい、その性質の法則によって、

元の場所に戻るために再び上に向かって努力しなければ

ならないと教えた。彼らは次のような古いギリシャの賛

美歌を歌った。

永遠の心よ、あなたの種の火花は、

この薄い粘土の壺を通して

混沌とした闇の波の中で

臆病な光線を放つ。

魂を包む心が

地上に蒔かれた種に化身する

祝福された主よ、ならば憐れんであなたのものにし給え、

あなたの中でその誕生を主張しているものを。

中心の火であるあなたから遠く離れて

地上の悲しい苦役に投げ出された

震える火花を消し給うな。

ついにはあなた自身を吸収し給え！

一人ひとりの人間は、他の人間とは異なる明確な性格を

持っているが、国家に集約された大量の人間は、国家の力

と際立った特性が、明確で別個の国民性を構成していると

いうことを、全体として示しているのである。これらの個

人的と国民的の両方の違いは、本質的な性格によるもので

あり、教育によるものではない。適者生存の教義でさえ、

このことを示すべきである。なぜなら、適応性は何もない

ところから来るものではなく、ついには実際の内的性格の

表面に出てくることから、それ自体を示さなければならな

いからである。そして、自然との闘いの中で先を行く人々

の間では、個人も国家も、その性格において絶大な力を発

揮しているので、私たちはその力が発達した場所と時間を

見つけなければならない。神智学は、これらはこの地球と、

人類が地球上にいた全期間であると言う。

したがって、遺伝は、力やモラルなどの性格の違いと関

係があり、魂や心に少し影響し、報いや罰を受けるための

適切な場所を提供しているとはいえ、すべての人が示す本

質的な性質の原因ではない。

しかし、生まれた時からの赤ちゃんが示すような違い、

性格がますます出てくる大人が示すような違い、歴史の中

での国家が示すような違いは、すべて地上での多くの人生

の中で得た長い経験によるものであり、魂自身の進化の結

果である。人間の短い一つの人生の調査は、その人の内な

る本性の所産のための根拠を与えない。一人ひとりの魂が

可能な限りの経験を積むことが必要であり、一つの人生が

最高の条件であってもこれを与えることはできない。全能

の神がこのような短い時間、私たちをここに置き、私たち

が人生の目的とその可能性を悟り始めるとすぐに私たちを

抹殺するのは、愚行であろう。人生の試練や規律から逃れ

たいという人の単なる利己的な欲求は、自然の法則を拒絶

するのに十分ではないため、魂は人間の性質のすべての

種類が示すように、すべての経験を通過したときに、そ

の可能な限界まで人格を発達させた後に、転生の原因の

動きを停止するまで生まれ変わらなければならないので

あり、知ることができるすべての真実が取得されるまで

生まれ変わるのではない。自然や神に正義があると考え

たいのであれば、輪廻転生を認め、人間の能力の格差の

起源を自我の過去の人生にまで遡らなければならないの

である。人々は、生まれや教育の事情によるのと同じく

らい、キャパシティー（能力）が限られているために、

妨げられたり障害を負ったり、虐待されたり、不公平に

見える犠牲者になったりするのである。私たちは、無学

な人々が家庭や訓練の環境を乗り越えていくのを目の当

たりにし、良い家庭に生まれた人々は非常に小さなキャ

パシティーしか持っていないことが多い。しかし、国家

や家庭の問題は、他の何よりもキャパシティーの欠如か

ら生じる。野蛮な種族だけを考えれば、そこにあるよう

に見える不公平は甚だしいものである。多くの野蛮人は、

実際の脳の理解力は優れているが、それでも野蛮人であ

ることに変わりはない。なぜなら、肉体の中の自我はま

だ野蛮で未発達だからである。野蛮人とは対照的に、内

在する自我が他の人生の文明の中で長い経験をし、より

発達した魂であることから、本来は野蛮ではないわずか

な実際の脳力を持った文明人が多く存在する。

人はそれぞれ、自分自身の個性を持っていることを感

じ、それを知っている。それは、 睡眠によって生じる隙

間だけでなく、時には脳の一時的な病変によって生じる

隙間にも架け橋となる個性である。このアイデンティ

ティーは、健常者の人生の最初から最後まで途切れるこ

とはなく、魂の永続性と永遠の性格だけがそれを説明し

てくれる。

つまり、私たちが記憶し始めて以来、どんなに記憶力

が悪くても、私たちの個人的な個性は私たちを見捨てて

いないことを知っているのである。このことは、個性が

記憶に依存しているという議論を廃棄することになる。

そして、ほとんど覚えていない人の中にも、他の人と同

じように自分の個性を強く主張している人がいることが

よく見られるように、感情の持続は、古くて不滅の魂か

ら来ているに違いない。

人間にとって可能なすべての多様な経験をもって、人

生とそのありそうな目的を見ると、人は、自然が意図し

たすべてのことを実行するには、たった一度の人生だけ

では十分ではないという結論を出さざるを得ない。経験

における多様性の規模は膨大である。人間には、機会が

与えられれば開発される可能性があると思われる、潜在

的な力の広大な領域がある。範囲と多様性の無限の知識

は私たちの前にあり、特別な調査が習慣となっている今

日では特にそうである。情熱と欲望の大群、利己的な動

機と野心の大群が、私たちおよびそれら自身と戦争をし

ている間、私たちは、その基準に到達する時間がない高

い願望を持っていることを認識し、さらに死のドアにま

で私たちに追求させる。これらはすべて、試され、克服

され、使用され、征服されなければならない。一度の人

生では足りない。私たちにはそのような可能性に対し一

度の人生しかなく、進歩することが不可能であると言う

ことは、宇宙と生命を巨大で残酷なジョークにしてしま

うことである。それは魂の特別な創造物を信じている人

たちにより、人間が小さくて全能者の創造物であるとい

う理由だけで、ちっぽけな人間に勝利して遊んでいると

非難されている、強力な神によって行われた巨大で残酷

なジョークである。人間の寿命はせいぜい 70 年で、統

計ではこれを 40 年程度に減らし、残りのわずかな部分

のうち、大部分は睡眠に費やされ、別の部分は幼少期に

費やされる。このように、一度の人生では、自然が明ら

かに期待していることのほんのわずかな部分に到達する

ことは完全に不可能である。私たちは、人生が私たちに

常に強い本能的な力を持つ動物を見ても、蜂が幾何学の

ルールに基づいて蜂巣を構築しているのを見ても、それ

はすべて精神的や物質的な蜂巣に作用する輪廻転生の結

果である。

音楽家のバッハの場合、彼の天才は家系に引き継がれ

なかったため、自我が進歩していなければ遺伝は何の意

味もないということを証明している。それは徐々に消え

て行き、ついには完全に家族の流れから去った。善良で

純粋な、あるいは非常に知的な両親のもとに、愚か者や

悪質な子供が生まれることも、同じように説明されてい

る。彼らは、完全に悪いまたは欠陥のある自我によって、

遺伝が無に設定されているケースである。

そして最後に、ある種の本来備わった考えが全人類に

共通しているという事実は、この地球上での進化の道の

最初の段階で、この地球の進歩が始まるずっと前の時代

に教訓を学び、完成された兄弟達と賢者達によって、人

間の心に植え付けられた、そのような考えの回想に起因

するものとして、賢者達によって説明されている。本来

備わった考えについての説明を科学は提供せず、「それ

らは存在する」と言う以上のことはできない。これらは

実際に、この地球の進化に従事している自我の集団に教

えられたものである。それらの考えは人々の性質に銘記

され、あるいは焼き付けられ、常に思い出される。それ

らの考えは長い巡礼の間、自我について行く。

多くの場合、転生への反論は偏見に基づいているだけ

であると考えられてきたが、知性が束縛されて知性その

ものの力を使うことができないときにのみ成り立つ教義

によるものではない。それはすべてのものの中で最も高

貴な教義であり、次の章で考慮すべき仲間の教義である

カルマと一緒に、それだけで倫理の基礎を与えるもので

ある。キリスト教の創設者が輪廻転生を当たり前のこと

と見なしていたこと、また、その宗教からの現在の輪廻

の教えの欠如が、キリスト教諸国の公言する倫理観と、

イエスによって示された道徳に非常に反する実際の実践

との間の矛盾の理由であることは、私の心に疑いの余地

がない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 「関与している」（involved）は、内巻きの進化の

ことも示しているかもしれない。

把握する時間を与えてくれない多くの真実をぼんやりと

見て、人々がともかく生きていくためにこのような苦闘

をしなければならないとき、特に一度の人生では足りな

い。私たちの能力は小さいか、矮小化されているか、弱く、

一度の人生にこれを変える機会はない。私たちは自分の

中に潜在している他の力は、このような短時間ではおそ

らく引き出すことができないと認識している。そして、

私たちが閉じこもっている狭い円よりも、真実の領域の

広さの方がはるかに大きいということに感づいている。

ここでは他に機会がないからといって、神か自然のどち

らかが私たちを苦しみで満たすためだけに肉体に投影し

たと考えるのは合理的ではないが、むしろ、一連の受肉

が現在の状態につながっており、私たちに必要な機会を

与えるために、何度も何度もここに来る過程が続いてい

ると結論づけなければならない。

単に死ぬという事実だけでは、能力の発達と、間違っ

た傾向や性質の除去をもたらすには十分ではない。もし、

天国に入ったとき私たちはすぐにすべての知識と純粋さ

を獲得すると仮定するならば、死後の状態は死んだレベ

ルに落ちぶれ、その全訓練過程を含めた人生自体がすべ

ての意味を剥ぎ取られてしまう。いくつかの教会では、

死後の訓練の学校を教えているが、そこでは不謹慎にも、

無知な人たちであることがよく知られている宣教師たち

自身が教師とされている。これは不条理であり、自然な

秩序の根拠も理由もない。その上、もしそのような死後

に引き続く訓練があるとすれば、一体なぜ私たちは人生

に投げ出されたのだろうか？ そして、なぜ苦しみと過ち

を犯した後、私たちは自分の行為をした場所から連れて

行かれるのだろうか？ 残された唯一の解答は、輪廻転生

にある。私たちがこの世に戻ってくるのは、私たちの行

いがこの世で、この世の存在と共に行われたからであり、

罰と報いが正当に与えられる唯一の適切な場所だからで

ある。私たちが持っている能力の開発と私たちの邪悪さ

の打破に向けて、ここが完璧への闘いを続ける唯一の自

然な場所だからである。自分自身と他のすべての存在に

対する正義は、そのことを要求する。なぜなら私たちは

自分自身のために生きることができず、私たちと一緒に

参加していた人たちを残して逃亡したり、永遠に続く地

獄に落とされたりすることを許すのは不公平であろう。

野蛮性の持続、国家や文明の興亡、国家の全滅など、

すべては輪廻転生以外にはどこにもない説明を必要とし

ている。経験が非常に乏しい自我がまだあるので、野蛮

性が残っている。彼らは準備ができたら、より高い人種

で出てくるだろう。人種は、自我がその人種の与える経

験を十分に持ったために死に絶える。だから我々は、高

い自我によって見捨てられた人種の例として、アメリカ

先住民、ホッテントット人、イースター島民、および他

の種族があり、彼らが死に絶えているように、過去によ

り高い人生を持っていなかった他の魂が、その人種の体

が与えるような経験を積むために、その人種の体に入る

のがわかる。ある人種が誕生して、突然いなくなるとい

うことはありえない。事実はそれとは違うと私たちは

知っているが、科学は何の説明もしていない。科学は単

に、これは国家が衰退するという事実であると言ってい

るだけである。しかしこの科学の説明では、内なる人間

の説明は行われていないし、人種を作るために結合する

深遠で微妙な、オカルト的な法則についても説明されて

いない。神智学は、一緒に引き寄せられたエネルギーが

徐々にそれ自体を使い尽くさなければならないことを示

しており、したがって自我たちは、彼らが人種と同じ発

達をしている間よりも長い間、その集団の体に宿ること

を強制されていないが、その人種特有の体の再生産は続

くだろう。こうして、人種を築き上げた自我の集団全体

が、彼ら自身のような別の物質的環境に向けて去る時が

来る。これらのより低い自我たちは、他の自我によって

残されたエネルギーの集合体の容量の限界に追いつくこ

とができないので、新しい自我の若木が可能な限り多く

の経験を得る間、期間内の人種は、その衰退を経た後、

死に絶える。これが下降する野蛮性と呼ばれるものの説

明であり、他の理論は事実に合致しない。民族学者によっ

て、より文明化された種族が他の種族を殺すと考えられ

ることがあるが、事実は、古い種族の身体に宿る自我と、

その身体自体のエネルギーとの間に大きな差があるため

に、女性が不妊になり始め、その結果ゆっくりと、しか

し確実に、死の数が出生数を上回っているということで

ある。中国自体が衰退の過程にあり、今、下方への突進

の直前にほぼ停滞した段階にいる。エジプトやバビロン

のような偉大な文明は、それらを作った魂たちが、はる

か昔にヨーロッパや現在のアメリカ大陸の偉大な征服国

に転生したので、なくなってしまった。国家や民族に、

彼らは全体として生まれ変わり、これまで以上に偉大で

高い目的のために生まれ変わったのである。すべての古

い民族の中で、アーリア人の子孫のインド人だけが、ま

だ古い教義の保存者として残っている。その種族はいつ

の日か、かつての栄光の高みへと再び上昇するだろう。
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「彼ら（マンヴァンタラの夜明けの光り輝く息子たち）

は、原初の７つの光線であり、そこから大天使であれ悪

魔であれ、人間であれ猿であれ、他のすべての光り輝く

生命や非発光の生命が次々と生まれてくる。過去に人間

になった者もいれば、これから人間になる者もいる。７

つの光線が分化し、自然の７つの力がそれらに着手し働

きかけた後に初めて、彼らは礎となり、あるいは拒絶さ

れた土のかけらとなるのである。したがって、すべては

この７つの光線の中にあるのである・・・」[8]。

「普遍的に７つの根源的な神または天使と呼ばれてい

る天空の存在のグループは、ディヤーニ・チョーハン、〈７

つの原初の光線〉またはエネルギーで、後にキリスト教

で〈存在の 7 人の天使〉として採用されたもので、存在

の梯子の上の段でアルーパ、形のないものであり、物質

性と形態の梯子を下降するにつれてますます具現化し、

階層の最も粗く不完全な、人間で終わる。この純粋に霊

的なグループこそが、オカルトの教えの中で人間の苗床

であり源泉であると指摘されているのである」 [9]。

光線と原理

これらの７つのヒエラルキー（階層）は、人に７つの

原理を提供するため、「人間の苗床と源泉」である。

「スペクトルの７つの色は、「存在」のヒエラルキーか

ら直接発せられたものであり、それぞれのヒエラルキー

は、人間の原理の１つに直接関係し、つながりがある。

実際、対応する人間の本質の創造者であり、源である」

[10]。

「各ヒエラルキーは、人間の７つの本質のうちの１つ

のオーラに特定の色を与える。さらに、これらのヒエラ

ルキーのそれぞれが神聖な惑星の１つの支配者（ルー

ラー）であることから、占星術がどのように存在するよ

うになったかが容易に理解できるだろう」[11]。

人間が「７つの異なるグループに分けられる」[12] の

は、この７つの光線のいずれかに属しているからである。

「同じ親惑星の下で生まれた＜３つ組＞　〔またはモナ

ド〕は、というよりも１人の同じ惑星霊〔ディヤーニ・ブッ

ダ〕の放射は、すべての来世や生まれ変わりにおいて、

この地球上では姉妹、つまり＜双子の魂＞なのである。

このことはどの時代、どの国でも、すべての高位のイニ

シエートに知られていた。〔私と私の父とは一つである〕

とイエスは言った（ヨハネ 10：30）。〔私は、私の父と

あなたがたの父とに昇ります〕と言わせたことは、今述

べたことを意味している。それは単に、彼に引き寄せら

れた弟子や信者のグループが、彼と同じ惑星の領域と区

分の同じディヤーニ・ブッダ、〈星〉、または〈父〉に属

していることを示すためであった」[13]。

T・スバ・ラウによると

T・スバ・ラウは、７つの光線をロゴスに由来する７

つの原初的なエネルギーまたは力の形態と考え、宇宙の

すべてのものはこれらの光線の組み合わせによって形づ

くられると述べている。

「これまで述べてきた７つの光線は、ロゴスの７つの

力の中心から流出するエネルギーを表しており、いわば、

宇宙のすべてのものに入り込まなければならない７つの

力を表している。この７つの力のそれぞれの存在なしに

は、いかなる物体も存在し得ないのである」[14]。

この７つの光線は、それぞれに他のすべての光線の意

識が存在しているにもかかわらず、独自の特徴的な意識

を持っている。

「７つの種類のロゴイはそれぞれ独自の意識を持ち、

それがそうであることを知っている。つまり、各ロゴス

は自分の光を認識している。しかし、各ロゴスは他の種

類のすべてのロゴイの生命にも参加している。つまり、

彼らの生命の独特の質がロゴスにも表れている。そのた

め、個人は特定のロゴスに融合することで、他のロゴス

の意識から切り離されることなく、彼ら（他のロゴス）

の意識をも共有し、経験することになるのである」[15]。

最後の文は、特定のモナドは進化の終わりに、自分が

属する光線に融合するが、他の光線の意識も経験できる

という事実を示している。スバ・ラウによれば、モナド

と特定の光線とのつながりはもともとあるものではな

く、人間各自の進化の過程で起こるものだという。

「これまで述べてきた７つの光線は、ロゴスから発せ

られたときには別々に存在していたが、その後、すべて

の存在の形成において混ざり合っていく。１人の人間が

進化の道を歩み始めたとき、これらの光線は彼の中で等

しくバランスを保っており、どれも他よりも優っていな

い。時が経つにつれ、その人の行動やカルマによって、

いずれかの光線の影響を特に受けるようになる。この光

線を上って、自分の生命を光と力の壮大な源であるロゴ

スの生命に融合させることに成功するまで、さらに前進

しなければならない」[16]。

T・スバ・ラウは、人格の特徴を見ただけでは、その

人のモナドがどの光線に属しているかを推測することは

できないと考えていた。

「人の過去のカルマは、７つの、実質的には５つの光

線のうち、どのオカルト的智慧の中に身を置くかを決定

する。しかし、これらの光線の１つに属するという事実

が、一方では忍耐、正直、勇気、他方では詩的、芸術的

な能力といった、特定の道徳的、心的な資質が人の中に

存在することを示すとは言えない」[17]。

先の引用文にある「実質的には５つの光線」という言

葉は、最初の２つの光線が特別なものであるという彼の

見解に基づいている。最初の２つの光線は特別なもので

あり、その影響はすべての人に適用されるが、他の５つ

の光線はより「個別的」なものである。このような理由

から、すべての世界の宗教は、異なる光線に属していて

も、最初の２つの光線の影響を受けて発展したのである。

「各人が自分の特定の光線に属しているにもかかわら

ず、普遍的な宗教を生み出したのは最初の２つの光線だ

けである。他の５つの光線の場合、人間は単に自分自身

の特定の光線に関心を持っているだけである」[18]。

「これが、仏教および第１光線が普遍的な信条を生み

出した理由である。他の５つの光線はもちろん重要では

あるが、すべての人々に適用できないため、普遍的な宗

教を生み出していない」[19]。

最後に、この特徴はアデプトの同胞団にも反映されて

いる。

「アデプトのヒエラルキーには、ロゴスの７つの光線

に対応して、常に７つの種類のアデプトが存在している。

このうち２つの種類のアデプトは非常に神秘的であり、

その代表者は地上では非常に稀であるため、ほとんど語

られることはない。おそらく、２～３千年に１人か２人

の割合で、この２つの神秘的な階級のアデプトが現れる

だろう。ブッダやシャンカラチャリヤがこのカテゴリー

に属することは間違いないだろう。しかし、他の５つの

種類のアデプトのうち、代表者は常に地球上で見つける

ことができる。ヒマラヤの学派では、この５つの種類す

べての代表者がいる。現在のところ、南インドで５つの

種類すべての代表者がいるとは思えない。しかし、この

学派と他のすべての学派のすべてのアデプトは、これら

の５つのクラスのいずれかに属しているに違いない」

[20]。

＊＊＊＊＊
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つの原初的なエネルギーまたは力の形態と考え、宇宙の

すべてのものはこれらの光線の組み合わせによって形づ

くられると述べている。

「これまで述べてきた７つの光線は、ロゴスの７つの

力の中心から流出するエネルギーを表しており、いわば、

宇宙のすべてのものに入り込まなければならない７つの

力を表している。この７つの力のそれぞれの存在なしに

は、いかなる物体も存在し得ないのである」[14]。

この７つの光線は、それぞれに他のすべての光線の意

識が存在しているにもかかわらず、独自の特徴的な意識

を持っている。

「７つの種類のロゴイはそれぞれ独自の意識を持ち、

それがそうであることを知っている。つまり、各ロゴス

は自分の光を認識している。しかし、各ロゴスは他の種

類のすべてのロゴイの生命にも参加している。つまり、

彼らの生命の独特の質がロゴスにも表れている。そのた

め、個人は特定のロゴスに融合することで、他のロゴス

の意識から切り離されることなく、彼ら（他のロゴス）

の意識をも共有し、経験することになるのである」[15]。

最後の文は、特定のモナドは進化の終わりに、自分が

属する光線に融合するが、他の光線の意識も経験できる

という事実を示している。スバ・ラウによれば、モナド

と特定の光線とのつながりはもともとあるものではな

く、人間各自の進化の過程で起こるものだという。

「これまで述べてきた７つの光線は、ロゴスから発せ

られたときには別々に存在していたが、その後、すべて

の存在の形成において混ざり合っていく。１人の人間が

進化の道を歩み始めたとき、これらの光線は彼の中で等

しくバランスを保っており、どれも他よりも優っていな

い。時が経つにつれ、その人の行動やカルマによって、

いずれかの光線の影響を特に受けるようになる。この光

線を上って、自分の生命を光と力の壮大な源であるロゴ

スの生命に融合させることに成功するまで、さらに前進

しなければならない」[16]。

T・スバ・ラウは、人格の特徴を見ただけでは、その

人のモナドがどの光線に属しているかを推測することは

できないと考えていた。

「人の過去のカルマは、７つの、実質的には５つの光

線のうち、どのオカルト的智慧の中に身を置くかを決定

する。しかし、これらの光線の１つに属するという事実

が、一方では忍耐、正直、勇気、他方では詩的、芸術的

な能力といった、特定の道徳的、心的な資質が人の中に

存在することを示すとは言えない」[17]。

先の引用文にある「実質的には５つの光線」という言

葉は、最初の２つの光線が特別なものであるという彼の

見解に基づいている。最初の２つの光線は特別なもので

あり、その影響はすべての人に適用されるが、他の５つ

の光線はより「個別的」なものである。このような理由

から、すべての世界の宗教は、異なる光線に属していて

も、最初の２つの光線の影響を受けて発展したのである。

「各人が自分の特定の光線に属しているにもかかわら

ず、普遍的な宗教を生み出したのは最初の２つの光線だ

けである。他の５つの光線の場合、人間は単に自分自身

の特定の光線に関心を持っているだけである」[18]。

「これが、仏教および第１光線が普遍的な信条を生み

出した理由である。他の５つの光線はもちろん重要では

あるが、すべての人々に適用できないため、普遍的な宗

教を生み出していない」[19]。

最後に、この特徴はアデプトの同胞団にも反映されて

いる。

「アデプトのヒエラルキーには、ロゴスの７つの光線

に対応して、常に７つの種類のアデプトが存在している。

このうち２つの種類のアデプトは非常に神秘的であり、

その代表者は地上では非常に稀であるため、ほとんど語

られることはない。おそらく、２～３千年に１人か２人

の割合で、この２つの神秘的な階級のアデプトが現れる

だろう。ブッダやシャンカラチャリヤがこのカテゴリー

に属することは間違いないだろう。しかし、他の５つの

種類のアデプトのうち、代表者は常に地球上で見つける

ことができる。ヒマラヤの学派では、この５つの種類す

べての代表者がいる。現在のところ、南インドで５つの

種類すべての代表者がいるとは思えない。しかし、この

学派と他のすべての学派のすべてのアデプトは、これら

の５つのクラスのいずれかに属しているに違いない」

[20]。

＊＊＊＊＊
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のものの種があるとされている。７つの光線は、太陽系

や惑星、生命体など、宇宙のあらゆる面に浸透している。

後期の著者たちはこのテーマをさらに発展させ、各光線

に一般的な特徴を割り当て、それをアデプト、宗教、人

間の気質、人間の活動、色、クリスタルなどに適用した。

「光線の潜在能力は、完璧に進化したとき、相違点の調

和した結合において、神の計画の完全な達成を構成する

だろう」[1] と述べられている。
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H・P・ブラヴァツキーは著書『シークレット・ドク

トリン』の中で、「秘教の書物の一節」を次のように引
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それは認識できない〈それ〉(THAT) であり、その 7 つ
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「彼ら（マンヴァンタラの夜明けの光り輝く息子たち）

は、原初の７つの光線であり、そこから大天使であれ悪

魔であれ、人間であれ猿であれ、他のすべての光り輝く

生命や非発光の生命が次々と生まれてくる。過去に人間

になった者もいれば、これから人間になる者もいる。７

つの光線が分化し、自然の７つの力がそれらに着手し働

きかけた後に初めて、彼らは礎となり、あるいは拒絶さ

れた土のかけらとなるのである。したがって、すべては
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性と形態の梯子を下降するにつれてますます具現化し、

階層の最も粗く不完全な、人間で終わる。この純粋に霊

的なグループこそが、オカルトの教えの中で人間の苗床

であり源泉であると指摘されているのである」 [9]。

光線と原理
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原初の７つ

H・P・ブラヴァツキーは著書『シークレット・ドク

トリン』の中で、「秘教の書物の一節」を次のように引

用している。

「空間と時間は一つである。空間と時間は名前がない。

それは認識できない〈それ〉(THAT) であり、その 7 つ

の光線を通してのみ感知することができるからである」

[2]。

ブラヴァツキーはその著作の中で、「最初の７つの光

線」を、原初の７人、ディヤーニ・ブッダ、ア・ヒ、ロ

ゴイなどとさまざまに呼ばれる原初的な天界の存在と同

一視している [3]。

「〈ア・ヒ〉は、最初のロゴスから発せられた原初の７

つの光線、すなわちロゴイであり、３つでありながらそ

の本質は１つである…。〈ア・ヒ〉は最高のディヤーニ

スであり、先ほど述べたようにロゴイであり、下方への

進化、すなわち流出を開始する者である」[4]。

これらの光線は、それぞれスペクトルの７色のうちの

１つで識別できる。しかしそれぞれの光線には他のすべ

ての色が含まれており、それらは特定の光線の支配的な

色によって変化する。

「顕現したロゴスを形成する最初の７つの光線である

原初の７つのそれぞれは、再び７つに分かれている。こ

のように、太陽スペクトルの７色が７つの光線または階

層に対応するように、これらの階層のそれぞれにも、同

じ一連の色に対応する７つの区分がある」。

「しかしこの場合、1 つの色、すなわち特定の階層を全

体として特徴づける色が、他の色よりも優勢であり、よ

り強烈である。…この色が、その階層全体の特徴的な色

となるのである」[5]。

この７つの光線は、自然界の７つの原理の起源であり

[6]、天界と地上の人間と非人間すべての存在の起源であ

る。

この顕現したロゴスから、『ゾハール』では下位のセ

フィロトと呼ばれる７つの光線、東洋のオカルティズム

では原初の７つの光線と呼ばれる７つの光線が生まれ

る。そこから無数のヒエラルキーの系列が生まれるので

ある [7]。
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「彼ら（マンヴァンタラの夜明けの光り輝く息子たち）

は、原初の７つの光線であり、そこから大天使であれ悪

魔であれ、人間であれ猿であれ、他のすべての光り輝く

生命や非発光の生命が次々と生まれてくる。過去に人間

になった者もいれば、これから人間になる者もいる。７

つの光線が分化し、自然の７つの力がそれらに着手し働

きかけた後に初めて、彼らは礎となり、あるいは拒絶さ

れた土のかけらとなるのである。したがって、すべては

この７つの光線の中にあるのである・・・」[8]。

「普遍的に７つの根源的な神または天使と呼ばれてい

る天空の存在のグループは、ディヤーニ・チョーハン、〈７

つの原初の光線〉またはエネルギーで、後にキリスト教

で〈存在の 7 人の天使〉として採用されたもので、存在

の梯子の上の段でアルーパ、形のないものであり、物質

性と形態の梯子を下降するにつれてますます具現化し、

階層の最も粗く不完全な、人間で終わる。この純粋に霊

的なグループこそが、オカルトの教えの中で人間の苗床

であり源泉であると指摘されているのである」 [9]。

光線と原理

これらの７つのヒエラルキー（階層）は、人に７つの

原理を提供するため、「人間の苗床と源泉」である。

「スペクトルの７つの色は、「存在」のヒエラルキーか

ら直接発せられたものであり、それぞれのヒエラルキー

は、人間の原理の１つに直接関係し、つながりがある。

実際、対応する人間の本質の創造者であり、源である」

[10]。

「各ヒエラルキーは、人間の７つの本質のうちの１つ

のオーラに特定の色を与える。さらに、これらのヒエラ

ルキーのそれぞれが神聖な惑星の１つの支配者（ルー

ラー）であることから、占星術がどのように存在するよ

うになったかが容易に理解できるだろう」[11]。

人間が「７つの異なるグループに分けられる」[12] の

は、この７つの光線のいずれかに属しているからである。

「同じ親惑星の下で生まれた＜３つ組＞　〔またはモナ

ド〕は、というよりも１人の同じ惑星霊〔ディヤーニ・ブッ

ダ〕の放射は、すべての来世や生まれ変わりにおいて、

この地球上では姉妹、つまり＜双子の魂＞なのである。

このことはどの時代、どの国でも、すべての高位のイニ

シエートに知られていた。〔私と私の父とは一つである〕

とイエスは言った（ヨハネ 10：30）。〔私は、私の父と

あなたがたの父とに昇ります〕と言わせたことは、今述

べたことを意味している。それは単に、彼に引き寄せら

れた弟子や信者のグループが、彼と同じ惑星の領域と区

分の同じディヤーニ・ブッダ、〈星〉、または〈父〉に属

していることを示すためであった」[13]。

T・スバ・ラウによると

T・スバ・ラウは、７つの光線をロゴスに由来する７

つの原初的なエネルギーまたは力の形態と考え、宇宙の

すべてのものはこれらの光線の組み合わせによって形づ

くられると述べている。

「これまで述べてきた７つの光線は、ロゴスの７つの

力の中心から流出するエネルギーを表しており、いわば、

宇宙のすべてのものに入り込まなければならない７つの

力を表している。この７つの力のそれぞれの存在なしに

は、いかなる物体も存在し得ないのである」[14]。

この７つの光線は、それぞれに他のすべての光線の意

識が存在しているにもかかわらず、独自の特徴的な意識

を持っている。

「７つの種類のロゴイはそれぞれ独自の意識を持ち、

それがそうであることを知っている。つまり、各ロゴス

は自分の光を認識している。しかし、各ロゴスは他の種

類のすべてのロゴイの生命にも参加している。つまり、

彼らの生命の独特の質がロゴスにも表れている。そのた

め、個人は特定のロゴスに融合することで、他のロゴス

の意識から切り離されることなく、彼ら（他のロゴス）

の意識をも共有し、経験することになるのである」[15]。

最後の文は、特定のモナドは進化の終わりに、自分が

属する光線に融合するが、他の光線の意識も経験できる

という事実を示している。スバ・ラウによれば、モナド

と特定の光線とのつながりはもともとあるものではな

く、人間各自の進化の過程で起こるものだという。

「これまで述べてきた７つの光線は、ロゴスから発せ

られたときには別々に存在していたが、その後、すべて

の存在の形成において混ざり合っていく。１人の人間が

進化の道を歩み始めたとき、これらの光線は彼の中で等

しくバランスを保っており、どれも他よりも優っていな

い。時が経つにつれ、その人の行動やカルマによって、

いずれかの光線の影響を特に受けるようになる。この光

線を上って、自分の生命を光と力の壮大な源であるロゴ

スの生命に融合させることに成功するまで、さらに前進

しなければならない」[16]。

T・スバ・ラウは、人格の特徴を見ただけでは、その

人のモナドがどの光線に属しているかを推測することは

できないと考えていた。

「人の過去のカルマは、７つの、実質的には５つの光

線のうち、どのオカルト的智慧の中に身を置くかを決定

する。しかし、これらの光線の１つに属するという事実

が、一方では忍耐、正直、勇気、他方では詩的、芸術的

な能力といった、特定の道徳的、心的な資質が人の中に

存在することを示すとは言えない」[17]。

先の引用文にある「実質的には５つの光線」という言

葉は、最初の２つの光線が特別なものであるという彼の

見解に基づいている。最初の２つの光線は特別なもので

あり、その影響はすべての人に適用されるが、他の５つ

の光線はより「個別的」なものである。このような理由

から、すべての世界の宗教は、異なる光線に属していて

も、最初の２つの光線の影響を受けて発展したのである。

「各人が自分の特定の光線に属しているにもかかわら

ず、普遍的な宗教を生み出したのは最初の２つの光線だ

けである。他の５つの光線の場合、人間は単に自分自身

の特定の光線に関心を持っているだけである」[18]。

「これが、仏教および第１光線が普遍的な信条を生み

出した理由である。他の５つの光線はもちろん重要では

あるが、すべての人々に適用できないため、普遍的な宗

教を生み出していない」[19]。

最後に、この特徴はアデプトの同胞団にも反映されて

いる。

「アデプトのヒエラルキーには、ロゴスの７つの光線

に対応して、常に７つの種類のアデプトが存在している。

このうち２つの種類のアデプトは非常に神秘的であり、

その代表者は地上では非常に稀であるため、ほとんど語

られることはない。おそらく、２～３千年に１人か２人

の割合で、この２つの神秘的な階級のアデプトが現れる

だろう。ブッダやシャンカラチャリヤがこのカテゴリー

に属することは間違いないだろう。しかし、他の５つの

種類のアデプトのうち、代表者は常に地球上で見つける

ことができる。ヒマラヤの学派では、この５つの種類す

べての代表者がいる。現在のところ、南インドで５つの

種類すべての代表者がいるとは思えない。しかし、この

学派と他のすべての学派のすべてのアデプトは、これら

の５つのクラスのいずれかに属しているに違いない」

[20]。

＊＊＊＊＊

脚注
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「７つの光線」は、宇宙の顕現の原理である「７つの

原理」に関連する概念である。『シークレット・ドクト

リン』では、７つの光線とは最高位の顕現の階層に現れ

る７つの原初的な存在を指し、その中には宇宙のすべて

のものの種があるとされている。７つの光線は、太陽系

や惑星、生命体など、宇宙のあらゆる面に浸透している。

後期の著者たちはこのテーマをさらに発展させ、各光線

に一般的な特徴を割り当て、それをアデプト、宗教、人

間の気質、人間の活動、色、クリスタルなどに適用した。

「光線の潜在能力は、完璧に進化したとき、相違点の調

和した結合において、神の計画の完全な達成を構成する

だろう」[1] と述べられている。

原初の７つ

H・P・ブラヴァツキーは著書『シークレット・ドク

トリン』の中で、「秘教の書物の一節」を次のように引

用している。

「空間と時間は一つである。空間と時間は名前がない。

それは認識できない〈それ〉(THAT) であり、その 7 つ

の光線を通してのみ感知することができるからである」

[2]。

ブラヴァツキーはその著作の中で、「最初の７つの光

線」を、原初の７人、ディヤーニ・ブッダ、ア・ヒ、ロ

ゴイなどとさまざまに呼ばれる原初的な天界の存在と同

一視している [3]。

「〈ア・ヒ〉は、最初のロゴスから発せられた原初の７

つの光線、すなわちロゴイであり、３つでありながらそ

の本質は１つである…。〈ア・ヒ〉は最高のディヤーニ

スであり、先ほど述べたようにロゴイであり、下方への

進化、すなわち流出を開始する者である」[4]。

これらの光線は、それぞれスペクトルの７色のうちの

１つで識別できる。しかしそれぞれの光線には他のすべ

ての色が含まれており、それらは特定の光線の支配的な

色によって変化する。

「顕現したロゴスを形成する最初の７つの光線である

原初の７つのそれぞれは、再び７つに分かれている。こ

のように、太陽スペクトルの７色が７つの光線または階

層に対応するように、これらの階層のそれぞれにも、同

じ一連の色に対応する７つの区分がある」。

「しかしこの場合、1 つの色、すなわち特定の階層を全

体として特徴づける色が、他の色よりも優勢であり、よ

り強烈である。…この色が、その階層全体の特徴的な色

となるのである」[5]。

この７つの光線は、自然界の７つの原理の起源であり

[6]、天界と地上の人間と非人間すべての存在の起源であ

る。

この顕現したロゴスから、『ゾハール』では下位のセ

フィロトと呼ばれる７つの光線、東洋のオカルティズム

では原初の７つの光線と呼ばれる７つの光線が生まれ

る。そこから無数のヒエラルキーの系列が生まれるので

ある [7]。
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『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。



七つの光線について②

訳・編：星野 未来

初心者のオカルティズムより

ウィリアム・H・ダワー著　星野 未来訳

　

　昔、事務所がまだ東京の田無にあった頃、田中恵美子

会長の書棚にいっぱい洋書がありました。ジェフ・クラー

クさんがアメリカから持って来たもので、誰か読む人が

いれば……という意図で置かれてあったようでした。時

が流れてそれらの洋書はジェフ・クラークさんの自宅に

引き取られ、クラークさんがアメリカへ帰国する際に私、

星野の実家で預かりました。この『初心者のオカルティ

ズム』は人々の寺院という団体の、ウィリアム・H・ダワー

氏により書かれたものですが、やはりそれらの書物の中

に入っていたものです。（星野）

34 章　天界と地上のヒエラルキー（階層）

「ヒエラルキー」（階層）とは主に、絶対者つまり絶対

的存在から発せられる 7 つの光線を意味し、そのように

発せられると、私たちが絶対的存在の反対、つまり分化

した、または相対的存在の中の「分離における絶対的存

在の表明」または宇宙と呼ばれるものをすぐに作成する。

この７つの光線は神の存在である。そして私たち一人一

人および宇宙の中の生命も、生命のないものもすべて、

7つのヒエラルキーの存在のいずれかに属している。

創世記の最初の文には、「初めに神は天と地を創造さ

れた」と書かれている。私たちの英語の聖書で「神」と

呼ばれている単語は、ヘブライ語で「エロヒム」と表さ

れている。エロヒムとは、文字通り神の力、つまり存在

を意味する。したがって、創世記の最初の文は次のよう

に読まれるべきである。「最初に神の力が天と地を創造

した」。このエロヒム、すなわち神の力は、この課の主

題である 7つのヒエラルキー（階層）である。

前に言われているように、それぞれのヒエラルキーは

実体であり、存在であり、宇宙的な力とエネルギーの自

己意識的な中心であり、その性質に応じて絶対的なもの

の特定の力と性質を機能させている。

これらのヒエラルキーのそれぞれは、例えば、7 つの

色や音などに対応し、識別されている。前回の課では、

ウリエルと呼ばれるアカシックのヒエラルキーが、様々

な力、部分、資質によってどのように識別されるかにつ

いて説明した。もしこのウリエルなる神が、そのすべて

の性質が絶対的な存在から顕現へと流れ込む経路になっ

ていたら、宇宙の中で一瞬だけその特定の力の働きを止

めると、ウリエルが支配するすべての力、部分、性質は、

顕現から抹消されてしまうだろう。このように、ウリエ

ルが高次のマナスまたは知性に対応しているように、こ

の大いなる存在が働くのを止めると、宇宙の高次の知性、

すべての被造物、およびそれに対応するすべてのものが

存在しなくなってしまう。それがアーカーシャと音に相

当するので、アーカーシャと音は存在しなくなるだろう。

また、それは空間と物質のエーテルに相当するので、エー

テルは存在しなくなるだろう。

同じことが他のヒエラルキーにも当てはまる。例えば

水は、その支配的原理がそう欲するから、その性質の一

部であり、顕現が保持されている。その支配的原理、ま

たはヒエラルキーの主が活動を停止していたら、水は世

界と宇宙から消えてしまうだろう。同じ法則は、火、土、

そしてすべての要素にも当てはまる。その性質のすべて
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の資質を顕在化させ続けることは、ヒエラルキーの光線

それぞれの主の願望と意志である。偉大な 7 つのヒエラ

ルキーの支配者たちが彼らの創造の仕事を終えると、彼

らは絶対的なものに再び引き込まれ、その後 「ブラフマー

の大いなる夜」と呼ばれるものの一つが続く。それは何

百万年も続く非顕現の期間である。

各学徒は、自分がどのヒエラルキーに属しているのか

を知るように努力すべきである。これは、内的と外的の

適切な研究で達成することができる。これを知ることは

重要である。なぜなら、私たちの誰もが属するヒエラル

キーの光線の支配者は、自分の本当の、基本的な父母で

あり、そこから霊的な遺伝によって自分のすべての資質

を導き出す方であるためである。今後の課では、自分の

ヒエラルキー的自我（Hierarchal Self）と意識の中心に

ついての本当の知識をどのように身につけるかについ

て、いくつかの助けが与えられる。

35 章　色

例えとして、色は 「竪琴の 7 本の弦 」を理解するため

の情報的な対応を提供している。

すべての色は、神聖な実体または神の外衣である。そ

のような色に化身した実体の進化的な役目は、それが「一

なる色」または無色、絶対者、最高の神自身に移ってい

くまで、その体現の振動を進化のもっともっと高度なレ

ベルに引き上げることである。

色は物質の魂である。鉄、錫、銅、亜鉛、金、銀、水素、

酸素、カルシウムなどの各元素は、強烈な熱、揮発によっ

て、その分光（スペクトル）の色に還元することができる。

つまり、色、光の観点からその内的性質または魂を解放

するようにできている。

これらのスペクトルの色は自然界のあらゆる要素の本

質であり、根源であり、私たち人間はさまざまな要素が

多様な組み合わせで複合化されているので、論理的に私

たちの肉体も、私たちの内側の鞘も、色の組み合わせで

あり、したがって、私たちの部分、器官、組織のさまざ

まな特性は、それらの色の組み合わせから生じるもので

ある。本当に、私たちは文字通り光の息子であり娘なの

である。

したがって、私たちの思考、感覚、願望、感情もまた、

私たちのさまざまな内側と外側の体の中で絶え間なく行

われている原子と分子の結合と解離のために、これらの

色の内側の解放の結果である、ということになるに違い

ない。音楽、芸術、詩、科学、哲学、経済、正しい政治、

倫理は、人間の本性の中にある光の現れであり、内なる

光が顕現したものである。

外界の自然界においても、光と音の機能は、未整理・

無秩序な物質を真の形に作り上げることである。鳥の歌

や無数の昆虫、自然のさまざまな音、空の青、葉の緑、

その他の自然の色は、物質の分子と原子の分解と統合を

助け、自然のより微細な内なる力の衝動を与え、すべて

の顕現の背後にある神聖な計画に一致して、より高く、

より真実な形を構築していく。タットヴァの力と呼ばれ

るものは色と音によって解放される。これらは自然の偉

大な建築力であり、私たちの周りのあらゆるもの、そし

て私たちの中のあらゆるものを絶え間なく打ちすえて、

すべてのものに進化すなわち、存在の計画と一致して生

き、死に、また生きるよう駆り立て、強要する。神は今

でも宇宙を構築するために働いていて、光と色と美妙な

音の調和の中で受肉し、働いている。それゆえに神は光、

愛、調和であり、あるいは父、母、子、一つの中の三つ

である。
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著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野未来

14

19 世紀の歴史家が過去を振り返ってみると、彼の視

界は急速に霧に襲われ、ついには闇の中へと突入してい

くことに気付く。実際には地球上に人間が生存するのは

6000 年しかないとする馬鹿げた教条主義の影響に縛ら

れており、エジプト人やインド人の古い年表を受け入れ

る気にはなれず、地質学的変化のための膨大な期間の仮

定を認めながらも、人類が地球を支配してきた時間の長

さに数百万年を加えると、多かれ少なかれ呆然としてし

まう。しかし神智学の学徒は、このテーマについての彼

の師匠たちの所説を疑うべき理由を知らない。彼は進化

の期間が無限にあることを知っている。それらの期間は

二人のマヌたち、または、二人の人間の間にあるので、

マンヴァンタラ（Manvantaras）と呼ばれている。

これらの期間は波と呼ばれることがあり、その連続は

休止することがない。すべての小さな進化を含む大期間

はそれぞれ、人間の年で 311,040,000,000,000 年にわ

たる。一人のマヌの下で、人間の年は行き来し、その数

は 306,720,000 であり、私たちに関係するより少ない

ユガ（または年数）は、4,320,000 太陽年で構成されて

いる。これらの太陽の公転周期の間、人類はこの惑星を

ぐるぐると回る。（有史以前の）洞窟の住人、湖の住人、

新石器時代やその他の時代の人々が何度も現れては消え

ていき、今、それらの人々について読み、書き、考えて

いる私たちは、一人ひとりの中に、私たちが過去を辿ろ

うとしている自我そのものを持っていた。

しかし、地質層の奥深くまで行くと、同じ地層にホモ

属の化石が発見されないため、プレシオサウルスと同時

期に人間が存在していたのではないかという疑いが生じ

てくる。ここに神智学徒の理論が登場し、その手がかり

を提供するのである。人間が肉体を発達させる前にアス

トラルの形を身にまとっていたとする説があり、これが

H・P・ブラヴァツキーの『シークレット・ドクトリン』

に「それは肉体よりも先にアストラルの誕生を教えてお

り、後者は前者の原型である 」と書かれている理由であ

る。巨大な大洪水以前の動物の時代には、人々はその巨

大な体に、感覚のある生物の骨格に利用し得る粗い物質

の総量を吸収していたため、アストラル人間はまだ「皮

膚のコート」を着ておらず、肉体の骨格を持たないまま

であった。この理由で、人間は巨大な鳥や爬虫類と同じ

場所に恐れずに存在することができた。自分たちの巨大

な大きさは恐怖を感じなくさせ、食べても食物が減るこ

とはなかった。したがって、人間は泥や粘土質の岩に何

の痕跡も残さないような構造であったため、次から次へ

とアストラル体が死んでも、化石も痕跡も残さず、同時

代の獣や鳥たちと一緒に発掘されることはなかった。

人間はこの間にも、自らを高密度の骨格で覆う力を身

にまとっていた。次々とアストラル体を投げ捨て続けて、

努力するたびに少しずつ密度を高めていった。そして、

人間はいわば影を落とし始めた。広大で扱いにくい動物

の世界も、他の世界も、来るべき人間によってもたらさ

れる家畜化をどんどん感じていった。人間は濃密になる

につれ小さくなり、その遺骸は、十分な硬さに成長する

までどの層にも堆積することができなかった。現代の人

類学者は、それがいつなのかをまだ発見していない。彼

らは明確な声明を出す準備ができているが、彼らが学ん

でいるように、そう遠くない時期に驚きが待っているの

である。

それゆえ、探検家たちは時折、動物や鳥類、爬虫類の

化石を発見しているが、人類の年代をはるかに超える地
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悪行を罰するように作用する原因を生み出しているから

である。

自我は死後に罰せられるべきだと考える人もいるかも

しれないが、そのような結論は論理的ではない。客観的

な階層で行われた悪行が、純粋に主観的な階層で罰せら

れることは、科学的にも道徳的にも妥当ではないからで

ある。このような理由から、老若男女を問わず多くの人々

が、地上で罪を犯したために永遠に罰せられるという地

獄の火の教義を拒否し、反発してきたのである。その理

由を形而上学的な言葉で表現できなくても、人々は、罪

と混乱が行われ、生み出されたまさにその場所から補償

の場面を取り除くことは不可能であることを本能的に

知っていた。イエスの弟子たちが、「生まれつき目の見

えない人は、自分が犯した何らかの罪のためにこの世に

生まれてきたのではないか」とイエスに尋ねたとき、彼

らはこのカルマの教義を念頭に置いていた。ちょうど、

すべてのヒンズー教徒と仏教徒が仲間の中に肢体不自由

や奇形や失明した人がいたときと同じだった。

前述した、死に際に自分から新しい人格を投げ出し、

いわば自我が新しい肉体を求めて地上に戻ってくる時を

待つという理論は、存在の誕生や死以外にも非常に多く

の場合に作用する一般的な法則である。それは、セオソ

フィストが月と地球の関係を説明するために用いている

ものである。月は、地球に到達する前、そして地球が存

在する前に私たちが暮らしていた惑星であると彼らは考

えている。そして、いわゆる私たちの衛星が死ぬときに

は、その衛星に含まれていたすべてのエネルギーが宇宙

に放出され、そのエネルギーがこの地球という肉体に再

び供給される時が来るまで、一つの渦の中に留まってい

たのである。同じ法則が人間にも当てはまる。高等のセ

オソフィストたちの間で偉大なマヌとして知られる広大

な集合体の一単位である。人間は、その物質的な外皮に

関しては月に由来するものであり、その起源の法則に従

わなければならない。それゆえ、仏教僧は次のように述

べている。「しかし、カンマ（カルマ）が発する影響の効力、

あるいはより比喩的な表現を用いれば光線によって、死

んだ者と全く同一の新しい存在があの世で生み出され

る」。なぜなら、この「新しい存在」には、故人のすべ

ての人生が含まれているからである。ここに使われてい

る「存在」という言葉は、私たちには多少の説明が必要

かもしれない。それは良心を欠き、自分自身を生み出し

たものである欲望で満ちていると言えばより正しい。そ

の特別な役割とは、個性が戻ってくるのを待ち、そのた

めに自分が苦しむか楽しむことになる新しい体を形成す

ることである。したがって、すべての創造物を支配する

大いなる宇宙の法則の下では、各人が自分自身の創造主

なのである。私たちは人生から人生へと、生まれ変わり

の輪を回すたびに、このマンヴァンタラで提供された素

材から新しい体を進化させることに従事しているからで

ある。この作業に使う道具は、欲望と意志である。欲望は、

意志を客観的な生命に固定させ、その階層で力を生み出

し、そこから客観的な形の物質が生まれる。

注 1. セイロン、ドダンドゥワの高僧、T・P・テルナ

ンセ師

層では、人間の骨を発見することはない。人間が粘土に

埋まったり、軟らかい溶岩層や火山塵に捕えられたりで

きなかった段階に、痕跡を残すことなどできはしない。

しかし、プレシオサウルスの時代は物質的な体を持たな

いアストラル体の人間の時代だと言いたいのではない。

正確な時期についての質問が、より詳細な説明のために

残されているかもしれないが、今述べたことは、非常に

初期の地層に人間の遺骸が現れないことの法則と説明を

指摘するだけである。しかし、神智学のアデプトたちは、

地球上にはまだ人間の骨の化石が残っており、それはす

でに認められているよりも何百万年も前に、人間の最初

の姿が濃密な体で現れたことを物語っており、これらの

化石は、多くの時間が過ぎ去る前に私たちに発見される

だろうと主張している。

これらの発見の最初の結果の一つは、私が言っている

ように、現在の時点で与えられ、受け入れられている時

代の継続に関する理論を完全に覆すことになるだろう。

また、この世から過ぎ去って行った、私たち自身の内的

な本質以外には何の痕跡も残されていない様々な文明の

推定もそうである。なぜなら、今では違う体の中にいる

私たちは、はるか昔に地球上で生き、愛し、そして死ん

だ人々そのものであると考えられているからである。私

たちはその時からカルマを作り始め、それ以来ずっとそ

の影響下にあり、その偉大な教義は、より慎重な検討の

ために別の時に取り上げられるべきであると思われる。
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人間の自我に対する報酬と罰に関する東洋の教義は、

キリスト教全体で受け入れられている神学的なスキーム

とは大きく異なっている。なぜならば、バラモン教徒や

仏教徒は、罰と報酬の場所を私たちのこの地球上に固定

するのに対し、キリスト教徒は「神の鉄格子」を来世に

移すからである。後者と論理的な議論をすることは有益

ではないかもしれない。イエス、聖マタイ、そして詩篇

の言葉を引用するだけで十分であろう。「あなたがたの

量るそのはかりで、自分にも量り与えられ」とイエスは

言い（マルコ 4:24）、そしてマタイは、すべての言葉、行動、

考えに対して償いをしなければならないと宣言し、王室

の詩人であるダビデは、主に仕える者は決して乞食のパ

ンを食べてはならないと歌っている。最初の 2 つの宣言

が身代わりの贖罪を否定していることは、私たち全員が

よく知っている。また、ユダヤ人の詩人の考えについて

は、東西どちらの半球でもすべての都市で毎日否定され

ている。

セイロンの仏教徒の間では、この教義の名前は

「Kamma」であり、ヒンズー教徒の間では「Karma」で

ある。宗教的な観点から見ると、カルマとは「衆生の善

行と悪行のことであり、その絶対的な影響力や効力に

よって、衆生はどのような状態にあっても、その人にふ

さわしい報いや罰を受けることになる」。( 注１)

人が死ぬと、いわば力やエネルギーの塊が放出され、

それが転生したときに新しい人格を構成することにな

る。このエネルギーの中には、今までの人生の集大成が

あり、それによって自我は、カルマの命令を実行するた

めの手段である適切な状況の中で、そのような肉体を身

につけることを余儀なくされるのである。

それゆえ、地獄とは、全能の神がその子らを罰するた

めに特別に用意した未知の地域にある死後の神話的な場

所や状態ではなく、まさに私たち自身の地球なのである。

なぜならば、私たちが以前に行った悪い行為のために罰

せられ、以前の功績に対する報酬として幸福や喜びを得

るのは、地球上で、人間の体で経験したこの世の人生に

おいてなのである。

よくあることだが、善良な人が人生で多くの苦しみを

味わっているのを見ると、「カルマはそれと何か関係が

あるのだろうか、このような人がこのように苦しむのは

正当なことなのだろうか」という疑問が自然と湧いてく

る。カルマを信じている人にとっては、この人は前世で

今の罰に値するような行為をしていたに違いないのだか

ら、まさに正義である。同様に、苦しみから解放され、

幸せで繁栄している悪人も、前世で仲間からひどい仕打

ちを受けたり、多くの苦しみを経験したからこそ、そう

なっているのである。カルマの完全な正義は、その人の

境遇によく示されている。なぜなら、今は幸運に恵まれ

ているが、悪人である彼は生まれ変わったときに、今の
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19 世紀の歴史家が過去を振り返ってみると、彼の視

界は急速に霧に襲われ、ついには闇の中へと突入してい

くことに気付く。実際には地球上に人間が生存するのは

6000 年しかないとする馬鹿げた教条主義の影響に縛ら

れており、エジプト人やインド人の古い年表を受け入れ

る気にはなれず、地質学的変化のための膨大な期間の仮

定を認めながらも、人類が地球を支配してきた時間の長

さに数百万年を加えると、多かれ少なかれ呆然としてし

まう。しかし神智学の学徒は、このテーマについての彼

の師匠たちの所説を疑うべき理由を知らない。彼は進化

の期間が無限にあることを知っている。それらの期間は

二人のマヌたち、または、二人の人間の間にあるので、

マンヴァンタラ（Manvantaras）と呼ばれている。

これらの期間は波と呼ばれることがあり、その連続は

休止することがない。すべての小さな進化を含む大期間

はそれぞれ、人間の年で 311,040,000,000,000 年にわ

たる。一人のマヌの下で、人間の年は行き来し、その数

は 306,720,000 であり、私たちに関係するより少ない

ユガ（または年数）は、4,320,000 太陽年で構成されて

いる。これらの太陽の公転周期の間、人類はこの惑星を

ぐるぐると回る。（有史以前の）洞窟の住人、湖の住人、

新石器時代やその他の時代の人々が何度も現れては消え

ていき、今、それらの人々について読み、書き、考えて

いる私たちは、一人ひとりの中に、私たちが過去を辿ろ

うとしている自我そのものを持っていた。

しかし、地質層の奥深くまで行くと、同じ地層にホモ

属の化石が発見されないため、プレシオサウルスと同時

期に人間が存在していたのではないかという疑いが生じ

てくる。ここに神智学徒の理論が登場し、その手がかり

を提供するのである。人間が肉体を発達させる前にアス

トラルの形を身にまとっていたとする説があり、これが

H・P・ブラヴァツキーの『シークレット・ドクトリン』

に「それは肉体よりも先にアストラルの誕生を教えてお

り、後者は前者の原型である 」と書かれている理由であ

る。巨大な大洪水以前の動物の時代には、人々はその巨

大な体に、感覚のある生物の骨格に利用し得る粗い物質

の総量を吸収していたため、アストラル人間はまだ「皮

膚のコート」を着ておらず、肉体の骨格を持たないまま

であった。この理由で、人間は巨大な鳥や爬虫類と同じ

場所に恐れずに存在することができた。自分たちの巨大

な大きさは恐怖を感じなくさせ、食べても食物が減るこ

とはなかった。したがって、人間は泥や粘土質の岩に何

の痕跡も残さないような構造であったため、次から次へ

とアストラル体が死んでも、化石も痕跡も残さず、同時

代の獣や鳥たちと一緒に発掘されることはなかった。

人間はこの間にも、自らを高密度の骨格で覆う力を身

にまとっていた。次々とアストラル体を投げ捨て続けて、

努力するたびに少しずつ密度を高めていった。そして、

人間はいわば影を落とし始めた。広大で扱いにくい動物

の世界も、他の世界も、来るべき人間によってもたらさ

れる家畜化をどんどん感じていった。人間は濃密になる

につれ小さくなり、その遺骸は、十分な硬さに成長する

までどの層にも堆積することができなかった。現代の人

類学者は、それがいつなのかをまだ発見していない。彼

らは明確な声明を出す準備ができているが、彼らが学ん

でいるように、そう遠くない時期に驚きが待っているの

である。

それゆえ、探検家たちは時折、動物や鳥類、爬虫類の

化石を発見しているが、人類の年代をはるかに超える地
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悪行を罰するように作用する原因を生み出しているから

である。

自我は死後に罰せられるべきだと考える人もいるかも

しれないが、そのような結論は論理的ではない。客観的

な階層で行われた悪行が、純粋に主観的な階層で罰せら

れることは、科学的にも道徳的にも妥当ではないからで

ある。このような理由から、老若男女を問わず多くの人々

が、地上で罪を犯したために永遠に罰せられるという地

獄の火の教義を拒否し、反発してきたのである。その理

由を形而上学的な言葉で表現できなくても、人々は、罪

と混乱が行われ、生み出されたまさにその場所から補償

の場面を取り除くことは不可能であることを本能的に

知っていた。イエスの弟子たちが、「生まれつき目の見

えない人は、自分が犯した何らかの罪のためにこの世に

生まれてきたのではないか」とイエスに尋ねたとき、彼

らはこのカルマの教義を念頭に置いていた。ちょうど、

すべてのヒンズー教徒と仏教徒が仲間の中に肢体不自由

や奇形や失明した人がいたときと同じだった。

前述した、死に際に自分から新しい人格を投げ出し、

いわば自我が新しい肉体を求めて地上に戻ってくる時を

待つという理論は、存在の誕生や死以外にも非常に多く

の場合に作用する一般的な法則である。それは、セオソ

フィストが月と地球の関係を説明するために用いている

ものである。月は、地球に到達する前、そして地球が存

在する前に私たちが暮らしていた惑星であると彼らは考

えている。そして、いわゆる私たちの衛星が死ぬときに

は、その衛星に含まれていたすべてのエネルギーが宇宙

に放出され、そのエネルギーがこの地球という肉体に再

び供給される時が来るまで、一つの渦の中に留まってい

たのである。同じ法則が人間にも当てはまる。高等のセ

オソフィストたちの間で偉大なマヌとして知られる広大

な集合体の一単位である。人間は、その物質的な外皮に

関しては月に由来するものであり、その起源の法則に従

わなければならない。それゆえ、仏教僧は次のように述

べている。「しかし、カンマ（カルマ）が発する影響の効力、

あるいはより比喩的な表現を用いれば光線によって、死

んだ者と全く同一の新しい存在があの世で生み出され

る」。なぜなら、この「新しい存在」には、故人のすべ

ての人生が含まれているからである。ここに使われてい

る「存在」という言葉は、私たちには多少の説明が必要

かもしれない。それは良心を欠き、自分自身を生み出し

たものである欲望で満ちていると言えばより正しい。そ

の特別な役割とは、個性が戻ってくるのを待ち、そのた

めに自分が苦しむか楽しむことになる新しい体を形成す

ることである。したがって、すべての創造物を支配する

大いなる宇宙の法則の下では、各人が自分自身の創造主

なのである。私たちは人生から人生へと、生まれ変わり

の輪を回すたびに、このマンヴァンタラで提供された素

材から新しい体を進化させることに従事しているからで

ある。この作業に使う道具は、欲望と意志である。欲望は、

意志を客観的な生命に固定させ、その階層で力を生み出

し、そこから客観的な形の物質が生まれる。

注 1. セイロン、ドダンドゥワの高僧、T・P・テルナ

ンセ師

層では、人間の骨を発見することはない。人間が粘土に

埋まったり、軟らかい溶岩層や火山塵に捕えられたりで

きなかった段階に、痕跡を残すことなどできはしない。

しかし、プレシオサウルスの時代は物質的な体を持たな

いアストラル体の人間の時代だと言いたいのではない。

正確な時期についての質問が、より詳細な説明のために

残されているかもしれないが、今述べたことは、非常に

初期の地層に人間の遺骸が現れないことの法則と説明を

指摘するだけである。しかし、神智学のアデプトたちは、

地球上にはまだ人間の骨の化石が残っており、それはす

でに認められているよりも何百万年も前に、人間の最初

の姿が濃密な体で現れたことを物語っており、これらの

化石は、多くの時間が過ぎ去る前に私たちに発見される

だろうと主張している。

これらの発見の最初の結果の一つは、私が言っている

ように、現在の時点で与えられ、受け入れられている時

代の継続に関する理論を完全に覆すことになるだろう。

また、この世から過ぎ去って行った、私たち自身の内的

な本質以外には何の痕跡も残されていない様々な文明の

推定もそうである。なぜなら、今では違う体の中にいる

私たちは、はるか昔に地球上で生き、愛し、そして死ん

だ人々そのものであると考えられているからである。私

たちはその時からカルマを作り始め、それ以来ずっとそ

の影響下にあり、その偉大な教義は、より慎重な検討の

ために別の時に取り上げられるべきであると思われる。
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人間の自我に対する報酬と罰に関する東洋の教義は、

キリスト教全体で受け入れられている神学的なスキーム

とは大きく異なっている。なぜならば、バラモン教徒や

仏教徒は、罰と報酬の場所を私たちのこの地球上に固定

するのに対し、キリスト教徒は「神の鉄格子」を来世に

移すからである。後者と論理的な議論をすることは有益

ではないかもしれない。イエス、聖マタイ、そして詩篇

の言葉を引用するだけで十分であろう。「あなたがたの

量るそのはかりで、自分にも量り与えられ」とイエスは

言い（マルコ 4:24）、そしてマタイは、すべての言葉、行動、

考えに対して償いをしなければならないと宣言し、王室

の詩人であるダビデは、主に仕える者は決して乞食のパ

ンを食べてはならないと歌っている。最初の 2 つの宣言

が身代わりの贖罪を否定していることは、私たち全員が

よく知っている。また、ユダヤ人の詩人の考えについて

は、東西どちらの半球でもすべての都市で毎日否定され

ている。

セイロンの仏教徒の間では、この教義の名前は

「Kamma」であり、ヒンズー教徒の間では「Karma」で

ある。宗教的な観点から見ると、カルマとは「衆生の善

行と悪行のことであり、その絶対的な影響力や効力に

よって、衆生はどのような状態にあっても、その人にふ

さわしい報いや罰を受けることになる」。( 注１)

人が死ぬと、いわば力やエネルギーの塊が放出され、

それが転生したときに新しい人格を構成することにな

る。このエネルギーの中には、今までの人生の集大成が

あり、それによって自我は、カルマの命令を実行するた

めの手段である適切な状況の中で、そのような肉体を身

につけることを余儀なくされるのである。

それゆえ、地獄とは、全能の神がその子らを罰するた

めに特別に用意した未知の地域にある死後の神話的な場

所や状態ではなく、まさに私たち自身の地球なのである。

なぜならば、私たちが以前に行った悪い行為のために罰

せられ、以前の功績に対する報酬として幸福や喜びを得

るのは、地球上で、人間の体で経験したこの世の人生に

おいてなのである。

よくあることだが、善良な人が人生で多くの苦しみを

味わっているのを見ると、「カルマはそれと何か関係が

あるのだろうか、このような人がこのように苦しむのは

正当なことなのだろうか」という疑問が自然と湧いてく

る。カルマを信じている人にとっては、この人は前世で

今の罰に値するような行為をしていたに違いないのだか

ら、まさに正義である。同様に、苦しみから解放され、

幸せで繁栄している悪人も、前世で仲間からひどい仕打

ちを受けたり、多くの苦しみを経験したからこそ、そう

なっているのである。カルマの完全な正義は、その人の

境遇によく示されている。なぜなら、今は幸運に恵まれ

ているが、悪人である彼は生まれ変わったときに、今の
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19 世紀の歴史家が過去を振り返ってみると、彼の視

界は急速に霧に襲われ、ついには闇の中へと突入してい

くことに気付く。実際には地球上に人間が生存するのは

6000 年しかないとする馬鹿げた教条主義の影響に縛ら

れており、エジプト人やインド人の古い年表を受け入れ

る気にはなれず、地質学的変化のための膨大な期間の仮

定を認めながらも、人類が地球を支配してきた時間の長

さに数百万年を加えると、多かれ少なかれ呆然としてし

まう。しかし神智学の学徒は、このテーマについての彼

の師匠たちの所説を疑うべき理由を知らない。彼は進化

の期間が無限にあることを知っている。それらの期間は

二人のマヌたち、または、二人の人間の間にあるので、

マンヴァンタラ（Manvantaras）と呼ばれている。

これらの期間は波と呼ばれることがあり、その連続は

休止することがない。すべての小さな進化を含む大期間

はそれぞれ、人間の年で 311,040,000,000,000 年にわ

たる。一人のマヌの下で、人間の年は行き来し、その数

は 306,720,000 であり、私たちに関係するより少ない

ユガ（または年数）は、4,320,000 太陽年で構成されて

いる。これらの太陽の公転周期の間、人類はこの惑星を

ぐるぐると回る。（有史以前の）洞窟の住人、湖の住人、

新石器時代やその他の時代の人々が何度も現れては消え

ていき、今、それらの人々について読み、書き、考えて

いる私たちは、一人ひとりの中に、私たちが過去を辿ろ

うとしている自我そのものを持っていた。

しかし、地質層の奥深くまで行くと、同じ地層にホモ

属の化石が発見されないため、プレシオサウルスと同時

期に人間が存在していたのではないかという疑いが生じ

てくる。ここに神智学徒の理論が登場し、その手がかり

を提供するのである。人間が肉体を発達させる前にアス

トラルの形を身にまとっていたとする説があり、これが

H・P・ブラヴァツキーの『シークレット・ドクトリン』

に「それは肉体よりも先にアストラルの誕生を教えてお

り、後者は前者の原型である 」と書かれている理由であ

る。巨大な大洪水以前の動物の時代には、人々はその巨

大な体に、感覚のある生物の骨格に利用し得る粗い物質

の総量を吸収していたため、アストラル人間はまだ「皮

膚のコート」を着ておらず、肉体の骨格を持たないまま

であった。この理由で、人間は巨大な鳥や爬虫類と同じ

場所に恐れずに存在することができた。自分たちの巨大

な大きさは恐怖を感じなくさせ、食べても食物が減るこ

とはなかった。したがって、人間は泥や粘土質の岩に何

の痕跡も残さないような構造であったため、次から次へ

とアストラル体が死んでも、化石も痕跡も残さず、同時

代の獣や鳥たちと一緒に発掘されることはなかった。

人間はこの間にも、自らを高密度の骨格で覆う力を身

にまとっていた。次々とアストラル体を投げ捨て続けて、

努力するたびに少しずつ密度を高めていった。そして、

人間はいわば影を落とし始めた。広大で扱いにくい動物

の世界も、他の世界も、来るべき人間によってもたらさ

れる家畜化をどんどん感じていった。人間は濃密になる

につれ小さくなり、その遺骸は、十分な硬さに成長する

までどの層にも堆積することができなかった。現代の人

類学者は、それがいつなのかをまだ発見していない。彼

らは明確な声明を出す準備ができているが、彼らが学ん

でいるように、そう遠くない時期に驚きが待っているの

である。

それゆえ、探検家たちは時折、動物や鳥類、爬虫類の

化石を発見しているが、人類の年代をはるかに超える地

悪行を罰するように作用する原因を生み出しているから

である。

自我は死後に罰せられるべきだと考える人もいるかも

しれないが、そのような結論は論理的ではない。客観的

な階層で行われた悪行が、純粋に主観的な階層で罰せら

れることは、科学的にも道徳的にも妥当ではないからで

ある。このような理由から、老若男女を問わず多くの人々

が、地上で罪を犯したために永遠に罰せられるという地

獄の火の教義を拒否し、反発してきたのである。その理

由を形而上学的な言葉で表現できなくても、人々は、罪

と混乱が行われ、生み出されたまさにその場所から補償

の場面を取り除くことは不可能であることを本能的に

知っていた。イエスの弟子たちが、「生まれつき目の見

えない人は、自分が犯した何らかの罪のためにこの世に

生まれてきたのではないか」とイエスに尋ねたとき、彼

らはこのカルマの教義を念頭に置いていた。ちょうど、

すべてのヒンズー教徒と仏教徒が仲間の中に肢体不自由

や奇形や失明した人がいたときと同じだった。

前述した、死に際に自分から新しい人格を投げ出し、

いわば自我が新しい肉体を求めて地上に戻ってくる時を

待つという理論は、存在の誕生や死以外にも非常に多く

の場合に作用する一般的な法則である。それは、セオソ

フィストが月と地球の関係を説明するために用いている

ものである。月は、地球に到達する前、そして地球が存

在する前に私たちが暮らしていた惑星であると彼らは考

えている。そして、いわゆる私たちの衛星が死ぬときに

は、その衛星に含まれていたすべてのエネルギーが宇宙

に放出され、そのエネルギーがこの地球という肉体に再

び供給される時が来るまで、一つの渦の中に留まってい

たのである。同じ法則が人間にも当てはまる。高等のセ

オソフィストたちの間で偉大なマヌとして知られる広大

な集合体の一単位である。人間は、その物質的な外皮に

関しては月に由来するものであり、その起源の法則に従

わなければならない。それゆえ、仏教僧は次のように述

べている。「しかし、カンマ（カルマ）が発する影響の効力、

あるいはより比喩的な表現を用いれば光線によって、死

んだ者と全く同一の新しい存在があの世で生み出され

る」。なぜなら、この「新しい存在」には、故人のすべ

ての人生が含まれているからである。ここに使われてい

る「存在」という言葉は、私たちには多少の説明が必要

かもしれない。それは良心を欠き、自分自身を生み出し

たものである欲望で満ちていると言えばより正しい。そ

の特別な役割とは、個性が戻ってくるのを待ち、そのた

めに自分が苦しむか楽しむことになる新しい体を形成す

ることである。したがって、すべての創造物を支配する

大いなる宇宙の法則の下では、各人が自分自身の創造主

なのである。私たちは人生から人生へと、生まれ変わり

の輪を回すたびに、このマンヴァンタラで提供された素

材から新しい体を進化させることに従事しているからで

ある。この作業に使う道具は、欲望と意志である。欲望は、

意志を客観的な生命に固定させ、その階層で力を生み出

し、そこから客観的な形の物質が生まれる。

注 1. セイロン、ドダンドゥワの高僧、T・P・テルナ

ンセ師

層では、人間の骨を発見することはない。人間が粘土に

埋まったり、軟らかい溶岩層や火山塵に捕えられたりで

きなかった段階に、痕跡を残すことなどできはしない。

しかし、プレシオサウルスの時代は物質的な体を持たな

いアストラル体の人間の時代だと言いたいのではない。

正確な時期についての質問が、より詳細な説明のために

残されているかもしれないが、今述べたことは、非常に

初期の地層に人間の遺骸が現れないことの法則と説明を

指摘するだけである。しかし、神智学のアデプトたちは、

地球上にはまだ人間の骨の化石が残っており、それはす

でに認められているよりも何百万年も前に、人間の最初

の姿が濃密な体で現れたことを物語っており、これらの

化石は、多くの時間が過ぎ去る前に私たちに発見される

だろうと主張している。

これらの発見の最初の結果の一つは、私が言っている

ように、現在の時点で与えられ、受け入れられている時

代の継続に関する理論を完全に覆すことになるだろう。

また、この世から過ぎ去って行った、私たち自身の内的

な本質以外には何の痕跡も残されていない様々な文明の

推定もそうである。なぜなら、今では違う体の中にいる

私たちは、はるか昔に地球上で生き、愛し、そして死ん

だ人々そのものであると考えられているからである。私

たちはその時からカルマを作り始め、それ以来ずっとそ

の影響下にあり、その偉大な教義は、より慎重な検討の

ために別の時に取り上げられるべきであると思われる。
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人間の自我に対する報酬と罰に関する東洋の教義は、

キリスト教全体で受け入れられている神学的なスキーム

とは大きく異なっている。なぜならば、バラモン教徒や

仏教徒は、罰と報酬の場所を私たちのこの地球上に固定

するのに対し、キリスト教徒は「神の鉄格子」を来世に

移すからである。後者と論理的な議論をすることは有益

ではないかもしれない。イエス、聖マタイ、そして詩篇

の言葉を引用するだけで十分であろう。「あなたがたの

量るそのはかりで、自分にも量り与えられ」とイエスは

言い（マルコ 4:24）、そしてマタイは、すべての言葉、行動、

考えに対して償いをしなければならないと宣言し、王室

の詩人であるダビデは、主に仕える者は決して乞食のパ

ンを食べてはならないと歌っている。最初の 2 つの宣言

が身代わりの贖罪を否定していることは、私たち全員が

よく知っている。また、ユダヤ人の詩人の考えについて

は、東西どちらの半球でもすべての都市で毎日否定され

ている。

セイロンの仏教徒の間では、この教義の名前は

「Kamma」であり、ヒンズー教徒の間では「Karma」で

ある。宗教的な観点から見ると、カルマとは「衆生の善

行と悪行のことであり、その絶対的な影響力や効力に

よって、衆生はどのような状態にあっても、その人にふ

さわしい報いや罰を受けることになる」。( 注１)

人が死ぬと、いわば力やエネルギーの塊が放出され、

それが転生したときに新しい人格を構成することにな

る。このエネルギーの中には、今までの人生の集大成が

あり、それによって自我は、カルマの命令を実行するた

めの手段である適切な状況の中で、そのような肉体を身

につけることを余儀なくされるのである。

それゆえ、地獄とは、全能の神がその子らを罰するた

めに特別に用意した未知の地域にある死後の神話的な場

所や状態ではなく、まさに私たち自身の地球なのである。

なぜならば、私たちが以前に行った悪い行為のために罰

せられ、以前の功績に対する報酬として幸福や喜びを得

るのは、地球上で、人間の体で経験したこの世の人生に

おいてなのである。

よくあることだが、善良な人が人生で多くの苦しみを

味わっているのを見ると、「カルマはそれと何か関係が

あるのだろうか、このような人がこのように苦しむのは

正当なことなのだろうか」という疑問が自然と湧いてく

る。カルマを信じている人にとっては、この人は前世で

今の罰に値するような行為をしていたに違いないのだか

ら、まさに正義である。同様に、苦しみから解放され、

幸せで繁栄している悪人も、前世で仲間からひどい仕打

ちを受けたり、多くの苦しみを経験したからこそ、そう

なっているのである。カルマの完全な正義は、その人の

境遇によく示されている。なぜなら、今は幸運に恵まれ

ているが、悪人である彼は生まれ変わったときに、今の

道の光・黄金の門を通って

　

著：メイベル・コリンズ　　　訳：星野未来 940円
電子書籍版

1,540円
ＰОＤ版

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

六　大いなるパラドックス

　パラドックスでものごとを語るのは、オカルティズム

にとっていちばん自然な方法のようである。逆説 ( パラ

ドックス ) はものの奥まで浸透し、真理すなわち人生の

外観の裏にある現実を言葉で表現しようとする試みには

欠かせないものである。

　逆説とは、言葉だけでなく、活動、人生の営み方その

ものにもある。オカルティズムのパラドックスは、口で

言うだけではかく、生かさなければならないものである。

ここにこそ危険な罠がある。というのは、一歩一歩辿ら

なければ道を知ることはできないということを忘れて、

頭の中で道を考えることに夢中になるという誤りに陥り

やすいからである。

　一つの驚くべきパラドックスが、道に入る学徒の前に

立ちはだかり、道が曲る度に新しく不思議な形を取って

現れる。学徒は多分人生を正しく生きるためのルールと

指導を求めて道に入ったのであろう。生命のアルファと

オメガ、始めと終わりは無私無欲であることを学徒は学

ぶ。己れを忘れ去り、我がことを一切意識しない時にの

み真理と実在はありのままに自分の熱心な心の前に現れ

るという真実性を痛感する。

　学徒は、無私無欲がオカルティズムの唯一の法則であ

り、人生の科学と術 ( アート ) の両方であり、自分が到

達しようとする目的地への案内者であることを学ぶ。そ

の弟子は熱情に燃えあがり、思い切ってオカルティズム

の山道に出る。すると身体を忘れて無限者に憧れる情熱

の飛躍が、実際の生活と意識の外的なレベルに現れる。

だが、師匠達はそれをあまり奨励していないことが弟子

に分かってくる。師匠達は、たとえ弟子の熱意を鈍らせ

るつもりでなくても、この道において絶対に必要となっ

てくる、体を克服して支配するという大きな課題を与え

る。

　弟子は、天まで舞い上がるような想像に夢中になった

り、体や外的な行為や人格我を忘れて、自由な世界で生

きたいと思うのに、この世の中の実際的な仕事を課せら

れる。つまり、あらゆる注意力と用心を外的世界へと向

けなければならないと同時に、自制心を失ったり、体と

心と頭脳に対するコントロールを緩めてはならないので

ある。また、顔の各部分の表情を抑制し、一つひとつの

筋肉の動きを支配し、無意識のしぐさを抑えることなど

も学ばなければならない。自分の心及び周囲に起こる日

常のことこそ勉強と観察の対象であると指摘される。「些

細なこと」や「ちょっとした不注意で忘れたこと」や「言

い間違い」や「記憶違い」と普通に言われるようなもの

を放っておくのではなく、毎日それらの誤りをますます

意識しなければならない。すると誤りは弟子の吸う空気

を毒し、息苦しくさせる。弟子は、苦闘の最終的な目的

地である大いなる自由の世界を見失って、その世界に接

触できないように感じる。毎日の一時間一時間、自己と

いう苦い味に満たされるようになり、弟子は絶望的な戦

いのために悲観してしまう。また、内なる声のために心

の闇はなお深くなる。その声はしきりにささやく、「我

を忘れよ。自己中心にならぬように気をつけよ。霊的な

利己心という膨大な毒草が心に根を下ろさぬよう注意、

注意、注意せよ！」

　弟子は、声のいう言葉が真実だと感じて、心の底から

感激する。毎日、毎時間に猛威を振るっている戦闘は、

自己中心が災いのもと、苦の起源であることを教え込む。

彼の魂は自由を切望する。

　このようにして弟子は疑惑で苦しむ。自分のハートの

沈黙の中で聞こえる声と同じことを師匠達も言われるの

で、弟子は師匠達を信頼する。しかし、今は矛盾したこ

とを言う。内なる声は、人類のための奉仕に身を捧げて

我を忘れよと命じる。一方、奉仕を指導してくださるよ

う弟子が願った方々の仰せによると、まず体、外的な自

分を克服すべきである。己れとの戦いで、どんなにへま

にやっているか弟子は常に意識している。自己という多

頭の大蛇の一つの首をはねると、その代わり九つの新し

い首が生じる。

　最初は、内なる声と師匠の声の間を揺れ動き、気が定

まらないが、やがて次のことが分かるようになり、そう

するのは甲斐のないことを知る。つまり、内的空間を求

めて外的な自分を放っておくと、一時感じた自由と軽い

気持ちは間もなく鈍くなり、何か突然のショックを受け

ると険しい坂道を転げ落ちてしまうということである。

そのような時、弟子は絶望的になって、自己という校滑

な蛇に飛びかかって絞め殺そうとするが、いつもするす

ると動くその身をつかむことができず、鱗から輝き出る

人を誘惑する幻に目がくらみ、再び戦いの混乱に巻き込

まれる。苦闘は一日一日、弟子に追い迫り、ついに弟子

の全世界を飲み込み、他のすべてのものを意識から拭い

去るようになる。弟子は、心を圧倒するようなパラドッ

クスに直面する。その意味を理解するためには、まず生

活の中で解決を実践しなければならない。

　静かな瞑想の時に、雑念と欲望、感覚の騒ぎと心の幻

影から逃げることのできる一つの沈黙の空間が自分の中

にあることを発見するであろう。意識をハートの深みの

中に向けることによって、沈黙の空間に達することがで

きる。最初は、暗くて静かな所でなければこれはできな

い。しかし、沈黙の必要性が充分に大きくなれば、弟子

は自己との戦いの只中にも沈黙を探し求めて見つけるで

あろう。ただ、弟子は外的な自分、すなわち肉体を手放

してはならない。戦いが激しくなる時に沈黙の要塞に入

ることを学ぶべきだが、戦いを見失ったり、これで自分

が勝利したと思い込んだりしてはならない。勝利は、内

なる要塞の中だけでなく外も沈黙になった時にのみ得ら

れるものである。弟子は、沈黙の中から戦うことによっ

て最初の大いなるパラドックスを解決する。

　しかし、弟子はまだパラドックスを免れない。最初に

自分の中へと退く時に、弟子は自分の心の嵐から逃れる

ことができる避難所を求めただけである。自分はすでに

低級な諸力を克服すると誓ったが、激しい感情と欲望の

突風をおえようと戦う時、それらの力がどんなに強大な

ものかをより深く理解してくる。沈黙の所以外は、自分

自身はどちらかというと嵐の諸力に似ているものである

と弟子は感じる。自分の小さな力はどうやって自然界の

これらの動物的な暴君に取り組むことができようか。

この質問はおそらく直接答えることができるものではな

い。しかし、解決を探し求めることのできる道をたとえ

話によって示すことはできるだろう。呼吸する時、一定

の量の空気を肺に吸い込み、それをもって天の強風を小

さいスケールで真似ることができる。私達は自然界の下

手な真似しかできず、折り紙の船を覆えすような「ティー

カップの中の大嵐」を作るのが精一杯である。しかし、

そうすれば私達は「これは私の息によって起こしたこと

です」と言える。私達は大風に向かって息を吐いても仕

方がないし、まして貿易風を肺の中に持つようなことは

できない。にもかかわらず、天の諸力は私達の中にある。

世界のエネルギーを導く「有知者達」の本質は私達の本

質と融け合っている。私達がこのことを悟って外的な自

己を忘れ去りさえすれば、嵐そのものは私達の思うまま

になる。

　以上のことは人生にも当てはまることである。人間が

外的な自分に執着したり、仮の宿の肉体を捨ててから得

る体に執着している間、肺一杯の息で大風を吹き払うよ

うなことを試みているのである。それは無駄な努力であ

る。人生の大いなる風はいずれその人を吹き飛ばしてし

まうからである。

　しかし人間が自分の中の態度を変えて、自分の体や欲

望や感情や思考は自分ではなくて、自分が管理の責任を

受けたものであるという信念に従って体や感情などを自

然界の一部として扱うなら、存在の大潮流と一体となり、

自己 ( エゴ ) を忘れる。そして、安全で平安な場所に達

することができる。
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六　大いなるパラドックス

　パラドックスでものごとを語るのは、オカルティズム

にとっていちばん自然な方法のようである。逆説 ( パラ

ドックス ) はものの奥まで浸透し、真理すなわち人生の

外観の裏にある現実を言葉で表現しようとする試みには

欠かせないものである。

　逆説とは、言葉だけでなく、活動、人生の営み方その

ものにもある。オカルティズムのパラドックスは、口で

言うだけではかく、生かさなければならないものである。

ここにこそ危険な罠がある。というのは、一歩一歩辿ら

なければ道を知ることはできないということを忘れて、

頭の中で道を考えることに夢中になるという誤りに陥り

やすいからである。

　一つの驚くべきパラドックスが、道に入る学徒の前に

立ちはだかり、道が曲る度に新しく不思議な形を取って

現れる。学徒は多分人生を正しく生きるためのルールと

指導を求めて道に入ったのであろう。生命のアルファと

オメガ、始めと終わりは無私無欲であることを学徒は学

ぶ。己れを忘れ去り、我がことを一切意識しない時にの

み真理と実在はありのままに自分の熱心な心の前に現れ

るという真実性を痛感する。

　学徒は、無私無欲がオカルティズムの唯一の法則であ

り、人生の科学と術 ( アート ) の両方であり、自分が到

達しようとする目的地への案内者であることを学ぶ。そ

の弟子は熱情に燃えあがり、思い切ってオカルティズム

の山道に出る。すると身体を忘れて無限者に憧れる情熱

の飛躍が、実際の生活と意識の外的なレベルに現れる。

だが、師匠達はそれをあまり奨励していないことが弟子

に分かってくる。師匠達は、たとえ弟子の熱意を鈍らせ

るつもりでなくても、この道において絶対に必要となっ

てくる、体を克服して支配するという大きな課題を与え

る。

　弟子は、天まで舞い上がるような想像に夢中になった

り、体や外的な行為や人格我を忘れて、自由な世界で生

きたいと思うのに、この世の中の実際的な仕事を課せら

れる。つまり、あらゆる注意力と用心を外的世界へと向

けなければならないと同時に、自制心を失ったり、体と

心と頭脳に対するコントロールを緩めてはならないので

ある。また、顔の各部分の表情を抑制し、一つひとつの

筋肉の動きを支配し、無意識のしぐさを抑えることなど

も学ばなければならない。自分の心及び周囲に起こる日

常のことこそ勉強と観察の対象であると指摘される。「些

細なこと」や「ちょっとした不注意で忘れたこと」や「言

い間違い」や「記憶違い」と普通に言われるようなもの

を放っておくのではなく、毎日それらの誤りをますます

意識しなければならない。すると誤りは弟子の吸う空気

を毒し、息苦しくさせる。弟子は、苦闘の最終的な目的

地である大いなる自由の世界を見失って、その世界に接

触できないように感じる。毎日の一時間一時間、自己と

いう苦い味に満たされるようになり、弟子は絶望的な戦

いのために悲観してしまう。また、内なる声のために心

の闇はなお深くなる。その声はしきりにささやく、「我

を忘れよ。自己中心にならぬように気をつけよ。霊的な

利己心という膨大な毒草が心に根を下ろさぬよう注意、

注意、注意せよ！」

　弟子は、声のいう言葉が真実だと感じて、心の底から

感激する。毎日、毎時間に猛威を振るっている戦闘は、

自己中心が災いのもと、苦の起源であることを教え込む。

彼の魂は自由を切望する。

　このようにして弟子は疑惑で苦しむ。自分のハートの

沈黙の中で聞こえる声と同じことを師匠達も言われるの

で、弟子は師匠達を信頼する。しかし、今は矛盾したこ

とを言う。内なる声は、人類のための奉仕に身を捧げて

我を忘れよと命じる。一方、奉仕を指導してくださるよ

う弟子が願った方々の仰せによると、まず体、外的な自

分を克服すべきである。己れとの戦いで、どんなにへま

にやっているか弟子は常に意識している。自己という多

頭の大蛇の一つの首をはねると、その代わり九つの新し

い首が生じる。
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まらないが、やがて次のことが分かるようになり、そう

するのは甲斐のないことを知る。つまり、内的空間を求

めて外的な自分を放っておくと、一時感じた自由と軽い

気持ちは間もなく鈍くなり、何か突然のショックを受け

ると険しい坂道を転げ落ちてしまうということである。

そのような時、弟子は絶望的になって、自己という校滑

な蛇に飛びかかって絞め殺そうとするが、いつもするす

ると動くその身をつかむことができず、鱗から輝き出る

人を誘惑する幻に目がくらみ、再び戦いの混乱に巻き込

まれる。苦闘は一日一日、弟子に追い迫り、ついに弟子

の全世界を飲み込み、他のすべてのものを意識から拭い

去るようになる。弟子は、心を圧倒するようなパラドッ

クスに直面する。その意味を理解するためには、まず生

活の中で解決を実践しなければならない。

　静かな瞑想の時に、雑念と欲望、感覚の騒ぎと心の幻

影から逃げることのできる一つの沈黙の空間が自分の中

にあることを発見するであろう。意識をハートの深みの

中に向けることによって、沈黙の空間に達することがで

きる。最初は、暗くて静かな所でなければこれはできな
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は自己との戦いの只中にも沈黙を探し求めて見つけるで

あろう。ただ、弟子は外的な自分、すなわち肉体を手放

してはならない。戦いが激しくなる時に沈黙の要塞に入

ることを学ぶべきだが、戦いを見失ったり、これで自分
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なる要塞の中だけでなく外も沈黙になった時にのみ得ら

れるものである。弟子は、沈黙の中から戦うことによっ
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自分の中へと退く時に、弟子は自分の心の嵐から逃れる

ことができる避難所を求めただけである。自分はすでに

低級な諸力を克服すると誓ったが、激しい感情と欲望の

突風をおえようと戦う時、それらの力がどんなに強大な

ものかをより深く理解してくる。沈黙の所以外は、自分

自身はどちらかというと嵐の諸力に似ているものである

と弟子は感じる。自分の小さな力はどうやって自然界の

これらの動物的な暴君に取り組むことができようか。

この質問はおそらく直接答えることができるものではな

い。しかし、解決を探し求めることのできる道をたとえ

話によって示すことはできるだろう。呼吸する時、一定

の量の空気を肺に吸い込み、それをもって天の強風を小

さいスケールで真似ることができる。私達は自然界の下

手な真似しかできず、折り紙の船を覆えすような「ティー

カップの中の大嵐」を作るのが精一杯である。しかし、

そうすれば私達は「これは私の息によって起こしたこと

です」と言える。私達は大風に向かって息を吐いても仕

方がないし、まして貿易風を肺の中に持つようなことは

できない。にもかかわらず、天の諸力は私達の中にある。

世界のエネルギーを導く「有知者達」の本質は私達の本

質と融け合っている。私達がこのことを悟って外的な自

己を忘れ去りさえすれば、嵐そのものは私達の思うまま

になる。

　以上のことは人生にも当てはまることである。人間が

外的な自分に執着したり、仮の宿の肉体を捨ててから得

る体に執着している間、肺一杯の息で大風を吹き払うよ

うなことを試みているのである。それは無駄な努力であ

る。人生の大いなる風はいずれその人を吹き飛ばしてし

まうからである。

　しかし人間が自分の中の態度を変えて、自分の体や欲

望や感情や思考は自分ではなくて、自分が管理の責任を

受けたものであるという信念に従って体や感情などを自

然界の一部として扱うなら、存在の大潮流と一体となり、

自己 ( エゴ ) を忘れる。そして、安全で平安な場所に達
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