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●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。
●HPにて会報誌バックナンバーが閲覧できます。今期のパスワードは【thth227】です。ぜひご覧ください。
●新しいオンライン勉強会が始まります。
◇使うテキストは、『マハートマ・レターズ』ほか
◇日曜日（土曜日）の午後 1時～２時半　予定日 11月 28 日、12月 26 日
◇参加無料
◇参加資格は神智学協会の会員であること
◇３名集まれば必ず開催します
◇内容：神智学協会の根本的思想、イニシエート（弟子）になるための試練の道のことなどをテキストをも
とに学ぶ
◇参加を希望される方はこちらへメールをください。テキストをお送りします↓jptheos7@gmail.com（ヨ
ギぐま宛）
◇ZOOMを使いますのでインストールしてご参加ください
【勉強会主催者紹介】
担当：當麻 由紀子
1989 年　神智学協会入会
若手会員として、故田中恵美子会長から、「神智学協会をよろしく頼む」と言われる。
著者名「星野 未来」として神智学の書を翻訳・出版。
出版した主な書物：
　『睡蓮の牧歌』（メイベル・コリンズ）
　『睡蓮の牧歌　解説』（スバ・ラウ）
　『神智学の要約』（ジャッジ）
　『道の光・黄金の門を通って』（メイベル・コリンズ）
　『神智学の海』（ジャッジ）
　『沈黙の声』（ブラヴァツキー）

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

11 章 カルマ

　カルマという言葉は、西洋人の耳には馴染みのない言

葉である。これは、19 世紀のセオソフィストが自然界

の法則の中で最も重要なものの一つとして採用した名前

である。その働きは絶え間なく、惑星、惑星系、人種、国家、

家族、個人にも同様に影響を与える。それは輪廻転生と

双子の教義である。この２つの法則は非常に密接に絡み

合っており、一方を他方から切り離して考えることはほ

とんど不可能である。宇宙の中のどんな場所や存在もカ

ルマの作用を免れることはできない。すべての人はカル

マの影響下にあり、過ちを犯した場合にはカルマによっ

て罰せられることになるが、その一方で規律、休息、報

酬を通して、遠く離れた完全性の高みへと恩恵を受けな

がら導かれて行く。それは、私たちの肉体的な存在と道

徳的な存在を一度に包含する、その広がりにおいて非常

に包括的な法則であり、英語でその意味を伝えるには、

言い換えと豊富な説明によるしかない。そのようなわけ

で、サンスクリット語の「カルマ」という言葉が使われ

るようになった。

　人間の道徳的な生活に適用されるカルマは、倫理的な

因果関係、正義、報酬と罰の法則である。 誕生と転生の

原因であると同時に、受肉から逃れるための手段でもあ

る。別の観点から見ると、カルマは単に原因、行動、反

応から生じる結果であり、すべての思考や行動の正確な

結果である。カルマは行為であり、行為の結果である。

というのは、この言葉の文字通りの意味は「行為」だか

らである。神智学は宇宙を理知的な全体と見なしている

ため、宇宙のすべての動きは、全体が結果につながり、

その結果はそれ自体がさらなる結果の原因となるのであ

る。このように広く見て、大昔のヒンドゥー教徒は、ブ

ラフマンにまで至るすべての存在はカルマの支配下にあ

るとった。

　カルマは存在ではなく、法則であり、すべての乱れを

均衡へと確実に回復させる普遍的な調和の法則である。

この点で、この理論はユダヤ教の体系から構築された神

に関する通常の概念と矛盾している。この理論は、宇宙

と無関係な思考の実体としての全能者が構築し、その構

築物が不調和で、不均衡で、誤っており、乱れていると

仮定する。その後、彼が創造したものを引きずり下ろし、

破壊し、または罰しなければならない。これにより、何

千人もの人々が、報酬を得たり神の怒りから逃れること

を保証するという利己的な目的を持って、神の命令だと

仮定されたことを守り、神を恐れて生きるようになった

か、あるいは、すべての霊的生活を否定することから来

る暗闇に陥ってしまったかのどちらかである。しかし、

人間の間だけでなく、太陽系全体を通して、あらゆる方

向に悲しみをもたらしている絶え間ない戦争が、私たち

の内外で起こっていることは、すべての人間にとって明
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白であり、実際に痛ましいほど明白であるので、理性は

謎の解決を必要とする。避難所も希望もない貧しい人々

は、何も答えてくれない神に向かって大声で叫び、金持

ちの快適さと機会を考えると、彼らの中に妬みが湧き上

がってくる。彼らは金持ちの浪費家や金持ちの愚か者た

ちが、罰を受けずに楽しんでいるのを見ている。宗教の

師匠に目を向けると、何の手段もなく、教育の機会もな

く、社会的、人種的、状況的障害を克服する能力もなく、

生まれてくることを何からも求められなかった人々にこ

のような不幸を許すのは誰なのかという彼らの正義の質

問への回答に出会う。つまり「それは神の意志である」

という回答に、である。親は最愛の子孫を産むが、その

子孫は時機を逸した時に急死させられる。彼らもまた「な

ぜ私はこのように苦しんでいるのか」という質問に対す

る答えを持っていないが、専制的な意志が彼らの不幸を

引き起こす、その近づくことのできない神への同じよう

な理不尽な言及を持っている。このように、あらゆる人

生の歩みの中で、損失、怪我、迫害、機会の剥奪、人間

の幸福を破壊するために働く自然の力、死、敗北、失望は、

善人と悪人を同じように絶えず悩ませている。しかし、

どこにも答えや救済はない。答えや救済は、各人が自分

の運命の創造者であり、自分の幸福と不幸の原因を動か

す唯一の人であるという古来からの真理の中にある。あ

る人生では種を蒔き、次の人生では刈り取る。このよう

に、カルマの法則は永遠にその人を導く。

　カルマとは、完全に慈悲深く、容赦なく正義である。

真の慈悲は好意ではなく公平な正義だからである。

「兄弟よ、それぞれの人の人生、つまり彼のかつての人

生の結果は、過ぎ去った誤りが悲しみと災いをもたらす。

過ぎ去った正しさは、至福を育む。……これはカルマの

教義である」

　現在の人生は、過ぎ去った善悪の行為によってどのよ

うに影響を受けているのだろうか？ カルマとは別の名前

で運命を表しているに過ぎないのだろうか？ すでに決

まっていて、そこから逃れることができない運命であり、

それゆえに運命に影響を与えることのできない行動や思

考を私たちに無頓着にさせるのであろうか？ カルマは運

命論ではない。以前の体で行われたすべてのことは、新

しい誕生で自我が楽しく享受したり苦難を被ったりしな

ければならない結果を招く。聖パウロが「人は自分の蒔

いたものを、また刈り取ることにもなる」と言ったよう

に、である。なぜなら、結果は原因の中にあり、カルマ

はそれを、輪廻転生によって整えられた肉体、脳、心の

中に顕現させているからである。そして、一人の人間に

よって始動された原因が、それが来た中心としての自分

と明確な関係を持っているように、一人ひとりが自分の

行為の結果を経験するのである。私たちは、他人の行為

からだけ結果を受けているように見えることがあるが、

これは、今生やいずれかの前世での自分の行為や思考の

結果である。私たちは常に他者と一緒に行為を行い、そ

の根底にある思考を持った行為は、常に他者や自分自身

との関係を持っている。

　どんな行為も実行のときには、根底にある、それにつ

ながる思考なしには為されない。これらの思考は、私た

ちがマナスと呼んでいる人間の知性の部分に宿ってい

る。マナスは太陽系を網にからませる磁気の糸との微細

だが強力なきずなとしてそこにとどまっており、それを

通してさまざまな結果がもたらされている。この地球が

属する太陽系全体が生きていて、あらゆる階層で意識し

ているという前のページで提唱された理論は、人間の中

だけに自己意識があることを示すが、現世での行為の下

にある思考が、どのようにしてこの人生または次の誕生

で結果を引き起こすかを説明するために、ここで役に立

つ。催眠術の驚異的な現代の実験は、ある人の過去をど

れだけ遡っても、わずかな印象がよみがえる可能性があ

ることを示している。したがって、それが失われるので

はなく、潜在的であるだけだということが証明される。

例えば、せむしで生まれた子供の場合、頭は肩の間に沈

んでいて、腕は長く、足は短くなっている。これはなぜ

だろうか？ 前生での思考と行為に対する彼のカルマであ

る。彼は、奇形の人を、その被害者の奇形の実写を自分

の不滅の心に刻印するほど執拗に、あるいは暴力的に非

難し、迫害し、あるいはその他の方法で負傷させたりし

た。彼の思考の強さに比例して、その実写の強さと深さ

が増すからである。これは感光写真の感光板の露光と全

く同じで、露光が長かったり短かったりするように、感

光板の印象は弱かったり深かったりする。だから、この

思考者であり俳優である自我が再び生まれ変わると、自

分と一緒にこの実写を運んで来て、その人が誕生のため

に引き付けられている家族がその流れの中で同様の身体

的な傾向を持っている場合、精神的な写真は、新たに形

成されたアストラル体が子供の母親を介して電気的およ

び磁気的浸透によって変形した形をとる原因となる。そ

して、地球上のすべての存在は不可分に結合しているの

で、奇形な子供は両親のカルマでもあり、他の人生で彼

らが行った同様の行為や思考の正確な結果でもある。こ

こには、他の理論では得られない正義の正確さがある。

　しかし、私たちはしばしば、幸福な気質、優れた知性、

健全な判断力、そしてあらゆる善良な道徳的資質を持っ

た不具の人間を見ているので、この例は、カルマが個々

のケースごとにいくつかの異なる種類のものであるに違

いなく、また明らかに私たちの性質のある部分では効果

的に快く、別の部分では不快になる可能性を有し、カル

マが私たちの存在の複数の部門で作用しているという結

論に導く。

　カルマには３つの種類がある。

　第１に、私たちの生活の中で、いくつかの他のカルマ

的な原因が私たちに作用するために何の影響も及ぼし始

めていないもの。これは、物理学者によく知られている

法則の下にある、２つの対向する力が中立になる傾向が

あり、１つの力が一時的に別の力の作用を防げるのに十

分強いかもしれないということである。この法則は、物

質的な階層で作用するのと同じように、目に見えない精

神的な階層やカルマ的な階層、あるいは存在の領域で作

用する。この法則の実行には各人の全性質が使用される

ので、それらの傾向を持つ身体的、精神的、心理的な能

力の、ある一連の力は、私たちが関係している原因の私

たちへの作用を完全に阻害する可能性がある。それゆえ、

弱者と平凡な者はカルマの焦点を弱くし、彼らには生涯

ちは生き続け、今の私たちの時代に、どこかの他の国家

として自分たちで作った運命を果たしている。彼らは新

しいアメリカの国民かもしれないし、あるいは世界を

行ったり来たりしてさまよい、他人により多くの苦しみ

にあわされる運命にあるユダヤ人かもしれない。このプ

ロセスは完全に正しい。例えば、アメリカ合衆国とレッ

ド・インディアン（アメリカ先住民）を例に挙げてみよう。

後者は国家によって最も恥ずべき扱いを受けてきた。イ

ンディアンの自我は、新しい、征服した人々の中で生ま

れ変わり、その偉大な家族の一員として、彼らが赤い体

を持っていた時に彼らに対して行われたような行為の正

当な結果をもたらす手段そのものとなるだろう。このよ

うに、それは以前にも起こったことであり、再び起こる

だろう。

　このように、どのような人生においても個人の不幸は

次のように説明されている。

　(a) それは過去世で行われた悪事に対する罰であり、

(b) それは欠点を排除したり、不屈の精神と思いやりを

獲得する目的で、自我によって始められた訓練である。

欠陥が取り除かれると、それは灌漑用水路の障害物を取

り除くようなもので、それによって水が流れるようにな

る。幸福は同じように説明される。つまり美徳の前世の

結果である。

　正しい倫理のための科学的で自己説得力のある根拠

は、これらの教義にあり、他の教義にはない。もし正し

い倫理が単に自分自身のためだけに実践されるべきであ

るならば、人はその理由を理解できないだろうし、その

ため正しいことをすべきであるという理由がわからな

かっただろう。倫理が恐れから従わなければならないも

のならば、人間は堕落し、確実に逃げ出すだろう。法や

正義に基づくものではなく、全能の神の好意が理由であ

るならば、私たちはちょうど今日はびこっている状態に

なるだろう。つまり、国々がイエスのよって西洋にもた

らされたと見せかけた規範であり、いかなる場合でも善

良である少数の人々にしか実践されていない規範を持つ

ことになる。

　このテーマについて、アデプトたちは『シークレット・

ドクトリン』に次のように書いている。

「また、カルマのやり方は、人間が不和と争いではなく、

団結と調和の中で働くようになっていれば、不可解なも

のになってはいなかっただろう。人類のある一部の人々

は神意のとる方法を暗く難解なものと呼んでいるが、別

の一部の人々は盲目的な宿命論の作用と、神も悪魔も導

いてくれない単純な偶然の作用と見ており、私たちがこ

れらのすべてを正しい原因に帰するならば、カルマのや

り方に対する無知は確実に消えるだろう。正しい知識が

あれば、またはあってもなくても、私たちが隣人を傷つ

けようと考える以上に隣人が私たちを傷つけるために働

くことはないという確信があれば、世界の悪の３分の２

は空中に消え去ってしまうだろう。兄弟を傷つける者が

いなければ、カルマ・ネメシスには働きかける理由もな

ければ行動する武器もない。……私たちは毎日自分たち

の手でこのような運命の中の無数の巻き糸を切り、尊厳

と義務の王道を進んでいると想像しながら、その道がと

ても複雑で暗いことに不満を感じている。私たちは自分

が作った謎と、解決できない人生の謎の前に戸惑い、偉

大なスフィンクスが私たちをむさぼり食うと言って非難

する。……

……カルマの知識は、以下のような確信を与えてくれる。

《……苦難の中の美徳、勝利の中の悪徳は、人類の無神

論者を作る》。

　それは、人間が自分自身の破壊者であり、自分自身の

救世主であるという偉大な真実に目をつぶってきたから

に他ならない。天国や神々、運命や神意を非難する必要

はない。しかし、人に、むしろこのギリシャの智慧の一

節を覚えて繰り返させよう。それは人に、次のように非

難することを差し控えるよう警告する。

《 …………………………》

《謎に包まれていても、私達を確実に導いてくれる罪か

ら罰への道標なき道で……》。

　それは今ではヨーロッパの偉大な国々を前進させるた

めの道であり、王道である。西部アーリア人は、東部の

はその定まった順番を待っている。

　カルマのこれらの３つの種類は、人間、動物、諸世界、

進化の期間を支配する。すべての結果は以前の原因から

生じ、すべての存在は絶えず生まれ変わっているので、

それらは絶えず前の化身の思考と行為（それ自体が原因

である）の結果を経験している。このようにして、聖マ

タイが言うように、すべての言葉と思考はそれぞれに報

いがある。祈りによっても、恩寵によっても、力によっ

ても、その他の仲介によっても、誰も逃れることはでき

ない。

　さて、カルマの原因は３つの種類に分けることができ

るので、それらが働くためのさまざまな分野を持ってい

るはずである。カルマは、人間の心的そして知的な性質、

魂的な性質、そして肉体と環境の中で、人間に作用する。

人間の霊的な性質は、決してカルマの影響や働きを受け

ることはない。

　カルマの１つの種類は、同じ程度に同時に私たちの性

質の、具体的に述べた３つの階層に作用するか、または

ある階層上と別の階層上で入り混じった原因があるかも

しれない。魂の性質に欠陥があり、優れた心を持ってい

る、奇形の人を例に取ってみよう。この場合、彼の精神的、

知的な性質の中で良いカルマが経験されている間、彼の

体で懲罰的または不愉快なカルマが作用しているが、魂

的にカルマまたは原因は、無作用な種類のものであり、

結果が無作用である。別の人には他の組み合わせが現れ

る。その人は、体は立派で恵まれた環境にあるが、性格

は不機嫌で、ピリピリしていて、イライラしており、復

讐心が強く、病的で、自分にも他人にも不愉快な思いを

させてしまう。この場合、良い肉体的なカルマが、非常

に悪い精神的、知的、魂的なカルマと一緒に働いている。

高い地位に生まれた人が、あらゆる機会と力を持ってい

るにもかかわらず、痴愚者であったり、突然狂ってしまっ

たりするケースが、読者の間で起こる。

　そして、カルマの法則のこれらのすべての段階が個々

の人間に影響を与えているのと同様に、それらは人種、

国家、家族にも作用する。それぞれの種族には、全体と

してのカルマがある。それが良いものであれば、その種

族は前進する。悪い場合は、それはすたれる、つまり種

族として全滅する。関係する魂は、他の種族と体で彼ら

のカルマを返済するが。国家は国家のカルマから逃れる

ことはできないし、邪悪な方法で行動しているどの国家

も、遅かれ早かれ、いつかは苦しまねばならない。西洋

における 19 世紀のカルマはイスラエルのカルマであり、

モーセの律法の影響力がヨーロッパやアメリカの国々で

最も強いことは、たとえただの初学者であってもわかる。

アステカ族や他の古代アメリカの民族は、自分たちのカ

ルマ（遠い過去の国家としての人生の結果）が彼らの上

に降りかかって来て破壊されたため、絶滅した。飢饉、

戦争、自然界の激変、そして国家の女性の不妊など、国

家に対するカルマのこの猛烈な作用は常に行われてい

る。今述べた原因は終わりに近づき、生き残ったものす

べてを一掃する。そして、種族や国家の個人は、この偉

大な教義によって、もし彼が思考と行動の無関心に陥っ

て、その結果、自分の種族や国家全体の平均的カルマに

自分自身をはめ込んでしまうと、その国家や民族のカル

マは、最後には一般的な運命の中で彼を連れ去ることに

なると警告されている。これが、昔の師匠たちが「出て

きて、離脱せよ」と叫んだ理由である。

　輪廻転生と共にカルマの教義は、世界の不幸と苦しみ

を説明し、自然界の不正を非難する余地は残されていな

い。

　いかなる国家や種族の不幸も、その種族や種族を構成

する自我たちの思考や行動の直接的な結果である。遥か

昔、彼らは邪悪なことをして、今、苦しんでいるのである。

彼らは調和の法則に違反した。不変のルールは、もし違

反した場合、調和は修復されなければならないというこ

とである。だから、これらの自我は償いをし、オカルト

宇宙の均衡を確立するために苦しみをこうむる。自我の

集団全体は、設定されたすべての原因を彼らが最後まで

解決するまで、その国家や種族に転生し、輪廻転生し続

けなければならない。国家は一時的に物質的なものとし

て消えてしまうかもしれないが、国家を作った自我たち

は世界を去ることなく、新しい国家を作る者として出て

きて、彼らのカルマに応じて罰を受けるか、報いを受け

るかのいずれかの仕事を続けなければならない。この法

則については、古いエジプト人を例に挙げることができ

る。彼らは確かに発展の頂点に上り詰め、そして確かに

国家として滅亡した。しかし魂たち、つまり古い自我た

第５人種の兄弟たちのように、すべての国と部族に黄金

時代と鉄器時代、比較的無責任な時代あるいは純粋なサ

ティヤ時代があったが、現在は鉄の時代、カリ・ユガ、

恐怖の暗黒時代に至っている。……

……この状態は、私たちが外側から来る衝動に従うので

はなく、内側から行動を開始するまで続くだろう。それ

までの間、人生の悪の唯一の緩和策は、団結と調和、つ

まり事実上の同胞愛、そして単に名前だけでない利他主

義である」

　カルマの語の定義。これは聞きなれない言葉で

ある（訳注：19 世紀の西洋において）。恩恵の法則。

現在の人生が、他の人生の過去の行為によってど

のように影響を受けるか。それぞれの行為には、

その根底に思考がある。マナスを通して、人々は

それぞれの個別の自我の人生を再び演じる。なぜ

人は奇形や悪い状況で生まれてくるのか。カルマ

の３つの種類とその３つの作用する場。国家と人

種のカルマ。自我の不幸と幸福。カルマに関する

マスター（大師）の言葉。

の一般的な結果は限られているが、すべてが非常に重い

と感じるかもしれない。しかし、広くて深い性格で、強

い力を持っている人は、弱い人よりも多くの量のカルマ

の作用を感じるだろう。

　第２に、私たちが今、自分の思考や行為によって作っ

たり、蓄えたりしているカルマは、将来的に、適切な身体、

心、環境を他の人生に転生する自我が選んでそこに住ん

だとき、または妨害カルマが除去されたときにはいつで

も働く。

　これは今の人生と次の人生の両方に関係している。こ

の人生では、以前のすべての原因が解決され、新しいカ

ルマ、または消費されていないカルマが作用し始めなけ

ればならない地点に来るかもしれないためである。

　これは、人が突然の運勢の逆転や、状況や性格のどち

らかが良い方に変化した場合のことを指す。カルマと運

命の非常に重要な関係は、私たちの現在の行動にある。

古いカルマは解決しなければならず、止めることはでき

ないが、それが何であろうと、現在の状況下で考え、行

動することは、次の生まれ変わりや今の人生での後年の

ために悪い原因や不利益な原因を生み出さないようにす

るために、人にとって賢明なことである。反逆は役に立

たない。法則は我々が泣こうが喜ぼうが働くからだ。

フランスの偉大なエンジニア、レセップスは、この種の

カルマの良い例である。人生の何年もの間、栄光と業績

の高みに出世した彼は、パナマ運河のスキャンダルに

よって、突然恥辱に覆われてしまう。無罪か有罪かはと

もかく、高官を巻き込んだ贈収賄や汚職ですべてを汚さ

れた国家的企業と自分の名前がつながっているという不

名誉が彼にはある。これは、彼の以前の年を支配してい

たカルマの原因が使い果たされたまさにその瞬間に、彼

に古いカルマの原因が作用したのである。ナポレオン１

世もそうだが、彼は非常に大きな名声を得た後、突然倒

れ、流刑と不名誉の中で死んだ。思慮深い読者には、他

にも多くの事例があるだろう。

　第３に、結果を生み出し始めたカルマ。それは、他の

自我たちと一緒に前生で設定された原因が、今生の私た

ちに今、作用している。そして現在転生している家系、

個人の体、アストラル体、人種の傾向に最も適合してい

るので、それは効力を発動中だが、他の未使用のカルマ



11 章 カルマ

　カルマという言葉は、西洋人の耳には馴染みのない言

葉である。これは、19 世紀のセオソフィストが自然界

の法則の中で最も重要なものの一つとして採用した名前

である。その働きは絶え間なく、惑星、惑星系、人種、国家、

家族、個人にも同様に影響を与える。それは輪廻転生と

双子の教義である。この２つの法則は非常に密接に絡み

合っており、一方を他方から切り離して考えることはほ

とんど不可能である。宇宙の中のどんな場所や存在もカ

ルマの作用を免れることはできない。すべての人はカル

マの影響下にあり、過ちを犯した場合にはカルマによっ

て罰せられることになるが、その一方で規律、休息、報

酬を通して、遠く離れた完全性の高みへと恩恵を受けな

がら導かれて行く。それは、私たちの肉体的な存在と道

徳的な存在を一度に包含する、その広がりにおいて非常

に包括的な法則であり、英語でその意味を伝えるには、

言い換えと豊富な説明によるしかない。そのようなわけ

で、サンスクリット語の「カルマ」という言葉が使われ

るようになった。

　人間の道徳的な生活に適用されるカルマは、倫理的な

因果関係、正義、報酬と罰の法則である。 誕生と転生の

原因であると同時に、受肉から逃れるための手段でもあ

る。別の観点から見ると、カルマは単に原因、行動、反

応から生じる結果であり、すべての思考や行動の正確な

結果である。カルマは行為であり、行為の結果である。

というのは、この言葉の文字通りの意味は「行為」だか

らである。神智学は宇宙を理知的な全体と見なしている

ため、宇宙のすべての動きは、全体が結果につながり、

その結果はそれ自体がさらなる結果の原因となるのであ

る。このように広く見て、大昔のヒンドゥー教徒は、ブ

ラフマンにまで至るすべての存在はカルマの支配下にあ

るとった。

　カルマは存在ではなく、法則であり、すべての乱れを

均衡へと確実に回復させる普遍的な調和の法則である。

この点で、この理論はユダヤ教の体系から構築された神

に関する通常の概念と矛盾している。この理論は、宇宙

と無関係な思考の実体としての全能者が構築し、その構

築物が不調和で、不均衡で、誤っており、乱れていると

仮定する。その後、彼が創造したものを引きずり下ろし、

破壊し、または罰しなければならない。これにより、何

千人もの人々が、報酬を得たり神の怒りから逃れること

を保証するという利己的な目的を持って、神の命令だと

仮定されたことを守り、神を恐れて生きるようになった

か、あるいは、すべての霊的生活を否定することから来

る暗闇に陥ってしまったかのどちらかである。しかし、

人間の間だけでなく、太陽系全体を通して、あらゆる方

向に悲しみをもたらしている絶え間ない戦争が、私たち

の内外で起こっていることは、すべての人間にとって明

白であり、実際に痛ましいほど明白であるので、理性は

謎の解決を必要とする。避難所も希望もない貧しい人々

は、何も答えてくれない神に向かって大声で叫び、金持

ちの快適さと機会を考えると、彼らの中に妬みが湧き上

がってくる。彼らは金持ちの浪費家や金持ちの愚か者た

ちが、罰を受けずに楽しんでいるのを見ている。宗教の

師匠に目を向けると、何の手段もなく、教育の機会もな

く、社会的、人種的、状況的障害を克服する能力もなく、

生まれてくることを何からも求められなかった人々にこ

のような不幸を許すのは誰なのかという彼らの正義の質

問への回答に出会う。つまり「それは神の意志である」

という回答に、である。親は最愛の子孫を産むが、その

子孫は時機を逸した時に急死させられる。彼らもまた「な

ぜ私はこのように苦しんでいるのか」という質問に対す

る答えを持っていないが、専制的な意志が彼らの不幸を

引き起こす、その近づくことのできない神への同じよう

な理不尽な言及を持っている。このように、あらゆる人

生の歩みの中で、損失、怪我、迫害、機会の剥奪、人間

の幸福を破壊するために働く自然の力、死、敗北、失望は、

善人と悪人を同じように絶えず悩ませている。しかし、

どこにも答えや救済はない。答えや救済は、各人が自分

の運命の創造者であり、自分の幸福と不幸の原因を動か

す唯一の人であるという古来からの真理の中にある。あ

る人生では種を蒔き、次の人生では刈り取る。このよう

に、カルマの法則は永遠にその人を導く。

　カルマとは、完全に慈悲深く、容赦なく正義である。

真の慈悲は好意ではなく公平な正義だからである。

「兄弟よ、それぞれの人の人生、つまり彼のかつての人

生の結果は、過ぎ去った誤りが悲しみと災いをもたらす。

過ぎ去った正しさは、至福を育む。……これはカルマの

教義である」

　現在の人生は、過ぎ去った善悪の行為によってどのよ

うに影響を受けているのだろうか？ カルマとは別の名前

で運命を表しているに過ぎないのだろうか？ すでに決

まっていて、そこから逃れることができない運命であり、

それゆえに運命に影響を与えることのできない行動や思

考を私たちに無頓着にさせるのであろうか？ カルマは運

命論ではない。以前の体で行われたすべてのことは、新

しい誕生で自我が楽しく享受したり苦難を被ったりしな

ければならない結果を招く。聖パウロが「人は自分の蒔

いたものを、また刈り取ることにもなる」と言ったよう

に、である。なぜなら、結果は原因の中にあり、カルマ

はそれを、輪廻転生によって整えられた肉体、脳、心の

中に顕現させているからである。そして、一人の人間に

よって始動された原因が、それが来た中心としての自分

と明確な関係を持っているように、一人ひとりが自分の

行為の結果を経験するのである。私たちは、他人の行為

からだけ結果を受けているように見えることがあるが、

これは、今生やいずれかの前世での自分の行為や思考の

結果である。私たちは常に他者と一緒に行為を行い、そ

の根底にある思考を持った行為は、常に他者や自分自身

との関係を持っている。

　どんな行為も実行のときには、根底にある、それにつ

ながる思考なしには為されない。これらの思考は、私た

ちがマナスと呼んでいる人間の知性の部分に宿ってい

る。マナスは太陽系を網にからませる磁気の糸との微細

だが強力なきずなとしてそこにとどまっており、それを

通してさまざまな結果がもたらされている。この地球が

属する太陽系全体が生きていて、あらゆる階層で意識し

ているという前のページで提唱された理論は、人間の中

だけに自己意識があることを示すが、現世での行為の下

にある思考が、どのようにしてこの人生または次の誕生

で結果を引き起こすかを説明するために、ここで役に立

つ。催眠術の驚異的な現代の実験は、ある人の過去をど

れだけ遡っても、わずかな印象がよみがえる可能性があ

ることを示している。したがって、それが失われるので

はなく、潜在的であるだけだということが証明される。

例えば、せむしで生まれた子供の場合、頭は肩の間に沈

んでいて、腕は長く、足は短くなっている。これはなぜ

だろうか？ 前生での思考と行為に対する彼のカルマであ
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る。彼は、奇形の人を、その被害者の奇形の実写を自分

の不滅の心に刻印するほど執拗に、あるいは暴力的に非

難し、迫害し、あるいはその他の方法で負傷させたりし

た。彼の思考の強さに比例して、その実写の強さと深さ

が増すからである。これは感光写真の感光板の露光と全

く同じで、露光が長かったり短かったりするように、感

光板の印象は弱かったり深かったりする。だから、この

思考者であり俳優である自我が再び生まれ変わると、自

分と一緒にこの実写を運んで来て、その人が誕生のため

に引き付けられている家族がその流れの中で同様の身体

的な傾向を持っている場合、精神的な写真は、新たに形

成されたアストラル体が子供の母親を介して電気的およ

び磁気的浸透によって変形した形をとる原因となる。そ

して、地球上のすべての存在は不可分に結合しているの

で、奇形な子供は両親のカルマでもあり、他の人生で彼

らが行った同様の行為や思考の正確な結果でもある。こ

こには、他の理論では得られない正義の正確さがある。

　しかし、私たちはしばしば、幸福な気質、優れた知性、

健全な判断力、そしてあらゆる善良な道徳的資質を持っ

た不具の人間を見ているので、この例は、カルマが個々

のケースごとにいくつかの異なる種類のものであるに違

いなく、また明らかに私たちの性質のある部分では効果

的に快く、別の部分では不快になる可能性を有し、カル

マが私たちの存在の複数の部門で作用しているという結

論に導く。

　カルマには３つの種類がある。

　第１に、私たちの生活の中で、いくつかの他のカルマ

的な原因が私たちに作用するために何の影響も及ぼし始

めていないもの。これは、物理学者によく知られている

法則の下にある、２つの対向する力が中立になる傾向が

あり、１つの力が一時的に別の力の作用を防げるのに十

分強いかもしれないということである。この法則は、物

質的な階層で作用するのと同じように、目に見えない精

神的な階層やカルマ的な階層、あるいは存在の領域で作

用する。この法則の実行には各人の全性質が使用される

ので、それらの傾向を持つ身体的、精神的、心理的な能

力の、ある一連の力は、私たちが関係している原因の私

たちへの作用を完全に阻害する可能性がある。それゆえ、

弱者と平凡な者はカルマの焦点を弱くし、彼らには生涯

ちは生き続け、今の私たちの時代に、どこかの他の国家

として自分たちで作った運命を果たしている。彼らは新

しいアメリカの国民かもしれないし、あるいは世界を

行ったり来たりしてさまよい、他人により多くの苦しみ

にあわされる運命にあるユダヤ人かもしれない。このプ

ロセスは完全に正しい。例えば、アメリカ合衆国とレッ

ド・インディアン（アメリカ先住民）を例に挙げてみよう。

後者は国家によって最も恥ずべき扱いを受けてきた。イ

ンディアンの自我は、新しい、征服した人々の中で生ま

れ変わり、その偉大な家族の一員として、彼らが赤い体

を持っていた時に彼らに対して行われたような行為の正

当な結果をもたらす手段そのものとなるだろう。このよ

うに、それは以前にも起こったことであり、再び起こる

だろう。

　このように、どのような人生においても個人の不幸は

次のように説明されている。

　(a) それは過去世で行われた悪事に対する罰であり、

(b) それは欠点を排除したり、不屈の精神と思いやりを

獲得する目的で、自我によって始められた訓練である。

欠陥が取り除かれると、それは灌漑用水路の障害物を取

り除くようなもので、それによって水が流れるようにな

る。幸福は同じように説明される。つまり美徳の前世の

結果である。

　正しい倫理のための科学的で自己説得力のある根拠

は、これらの教義にあり、他の教義にはない。もし正し

い倫理が単に自分自身のためだけに実践されるべきであ

るならば、人はその理由を理解できないだろうし、その

ため正しいことをすべきであるという理由がわからな

かっただろう。倫理が恐れから従わなければならないも

のならば、人間は堕落し、確実に逃げ出すだろう。法や

正義に基づくものではなく、全能の神の好意が理由であ

るならば、私たちはちょうど今日はびこっている状態に

なるだろう。つまり、国々がイエスのよって西洋にもた

らされたと見せかけた規範であり、いかなる場合でも善

良である少数の人々にしか実践されていない規範を持つ

ことになる。

　このテーマについて、アデプトたちは『シークレット・

ドクトリン』に次のように書いている。

「また、カルマのやり方は、人間が不和と争いではなく、

団結と調和の中で働くようになっていれば、不可解なも

のになってはいなかっただろう。人類のある一部の人々

は神意のとる方法を暗く難解なものと呼んでいるが、別

の一部の人々は盲目的な宿命論の作用と、神も悪魔も導

いてくれない単純な偶然の作用と見ており、私たちがこ

れらのすべてを正しい原因に帰するならば、カルマのや

り方に対する無知は確実に消えるだろう。正しい知識が

あれば、またはあってもなくても、私たちが隣人を傷つ

けようと考える以上に隣人が私たちを傷つけるために働

くことはないという確信があれば、世界の悪の３分の２

は空中に消え去ってしまうだろう。兄弟を傷つける者が

いなければ、カルマ・ネメシスには働きかける理由もな

ければ行動する武器もない。……私たちは毎日自分たち

の手でこのような運命の中の無数の巻き糸を切り、尊厳

と義務の王道を進んでいると想像しながら、その道がと

ても複雑で暗いことに不満を感じている。私たちは自分

が作った謎と、解決できない人生の謎の前に戸惑い、偉

大なスフィンクスが私たちをむさぼり食うと言って非難

する。……

……カルマの知識は、以下のような確信を与えてくれる。

《……苦難の中の美徳、勝利の中の悪徳は、人類の無神

論者を作る》。

　それは、人間が自分自身の破壊者であり、自分自身の

救世主であるという偉大な真実に目をつぶってきたから

に他ならない。天国や神々、運命や神意を非難する必要

はない。しかし、人に、むしろこのギリシャの智慧の一

節を覚えて繰り返させよう。それは人に、次のように非

難することを差し控えるよう警告する。

《 …………………………》

《謎に包まれていても、私達を確実に導いてくれる罪か

ら罰への道標なき道で……》。

　それは今ではヨーロッパの偉大な国々を前進させるた

めの道であり、王道である。西部アーリア人は、東部の

はその定まった順番を待っている。

　カルマのこれらの３つの種類は、人間、動物、諸世界、

進化の期間を支配する。すべての結果は以前の原因から

生じ、すべての存在は絶えず生まれ変わっているので、

それらは絶えず前の化身の思考と行為（それ自体が原因

である）の結果を経験している。このようにして、聖マ

タイが言うように、すべての言葉と思考はそれぞれに報

いがある。祈りによっても、恩寵によっても、力によっ

ても、その他の仲介によっても、誰も逃れることはでき

ない。

　さて、カルマの原因は３つの種類に分けることができ

るので、それらが働くためのさまざまな分野を持ってい

るはずである。カルマは、人間の心的そして知的な性質、

魂的な性質、そして肉体と環境の中で、人間に作用する。

人間の霊的な性質は、決してカルマの影響や働きを受け

ることはない。

　カルマの１つの種類は、同じ程度に同時に私たちの性

質の、具体的に述べた３つの階層に作用するか、または

ある階層上と別の階層上で入り混じった原因があるかも

しれない。魂の性質に欠陥があり、優れた心を持ってい

る、奇形の人を例に取ってみよう。この場合、彼の精神的、

知的な性質の中で良いカルマが経験されている間、彼の

体で懲罰的または不愉快なカルマが作用しているが、魂

的にカルマまたは原因は、無作用な種類のものであり、

結果が無作用である。別の人には他の組み合わせが現れ

る。その人は、体は立派で恵まれた環境にあるが、性格

は不機嫌で、ピリピリしていて、イライラしており、復

讐心が強く、病的で、自分にも他人にも不愉快な思いを

させてしまう。この場合、良い肉体的なカルマが、非常

に悪い精神的、知的、魂的なカルマと一緒に働いている。

高い地位に生まれた人が、あらゆる機会と力を持ってい

るにもかかわらず、痴愚者であったり、突然狂ってしまっ

たりするケースが、読者の間で起こる。

　そして、カルマの法則のこれらのすべての段階が個々

の人間に影響を与えているのと同様に、それらは人種、

国家、家族にも作用する。それぞれの種族には、全体と

してのカルマがある。それが良いものであれば、その種

族は前進する。悪い場合は、それはすたれる、つまり種

族として全滅する。関係する魂は、他の種族と体で彼ら

のカルマを返済するが。国家は国家のカルマから逃れる

ことはできないし、邪悪な方法で行動しているどの国家

も、遅かれ早かれ、いつかは苦しまねばならない。西洋

における 19 世紀のカルマはイスラエルのカルマであり、

モーセの律法の影響力がヨーロッパやアメリカの国々で

最も強いことは、たとえただの初学者であってもわかる。

アステカ族や他の古代アメリカの民族は、自分たちのカ

ルマ（遠い過去の国家としての人生の結果）が彼らの上

に降りかかって来て破壊されたため、絶滅した。飢饉、

戦争、自然界の激変、そして国家の女性の不妊など、国

家に対するカルマのこの猛烈な作用は常に行われてい

る。今述べた原因は終わりに近づき、生き残ったものす

べてを一掃する。そして、種族や国家の個人は、この偉

大な教義によって、もし彼が思考と行動の無関心に陥っ

て、その結果、自分の種族や国家全体の平均的カルマに

自分自身をはめ込んでしまうと、その国家や民族のカル

マは、最後には一般的な運命の中で彼を連れ去ることに

なると警告されている。これが、昔の師匠たちが「出て

きて、離脱せよ」と叫んだ理由である。

　輪廻転生と共にカルマの教義は、世界の不幸と苦しみ

を説明し、自然界の不正を非難する余地は残されていな

い。

　いかなる国家や種族の不幸も、その種族や種族を構成

する自我たちの思考や行動の直接的な結果である。遥か

昔、彼らは邪悪なことをして、今、苦しんでいるのである。

彼らは調和の法則に違反した。不変のルールは、もし違

反した場合、調和は修復されなければならないというこ

とである。だから、これらの自我は償いをし、オカルト

宇宙の均衡を確立するために苦しみをこうむる。自我の

集団全体は、設定されたすべての原因を彼らが最後まで

解決するまで、その国家や種族に転生し、輪廻転生し続

けなければならない。国家は一時的に物質的なものとし

て消えてしまうかもしれないが、国家を作った自我たち

は世界を去ることなく、新しい国家を作る者として出て

きて、彼らのカルマに応じて罰を受けるか、報いを受け

るかのいずれかの仕事を続けなければならない。この法

則については、古いエジプト人を例に挙げることができ

る。彼らは確かに発展の頂点に上り詰め、そして確かに

国家として滅亡した。しかし魂たち、つまり古い自我た

第５人種の兄弟たちのように、すべての国と部族に黄金

時代と鉄器時代、比較的無責任な時代あるいは純粋なサ

ティヤ時代があったが、現在は鉄の時代、カリ・ユガ、

恐怖の暗黒時代に至っている。……

……この状態は、私たちが外側から来る衝動に従うので

はなく、内側から行動を開始するまで続くだろう。それ

までの間、人生の悪の唯一の緩和策は、団結と調和、つ

まり事実上の同胞愛、そして単に名前だけでない利他主

義である」

の一般的な結果は限られているが、すべてが非常に重い

と感じるかもしれない。しかし、広くて深い性格で、強

い力を持っている人は、弱い人よりも多くの量のカルマ

の作用を感じるだろう。

　第２に、私たちが今、自分の思考や行為によって作っ

たり、蓄えたりしているカルマは、将来的に、適切な身体、

心、環境を他の人生に転生する自我が選んでそこに住ん

だとき、または妨害カルマが除去されたときにはいつで

も働く。

　これは今の人生と次の人生の両方に関係している。こ

の人生では、以前のすべての原因が解決され、新しいカ

ルマ、または消費されていないカルマが作用し始めなけ

ればならない地点に来るかもしれないためである。

　これは、人が突然の運勢の逆転や、状況や性格のどち

らかが良い方に変化した場合のことを指す。カルマと運

命の非常に重要な関係は、私たちの現在の行動にある。

古いカルマは解決しなければならず、止めることはでき

ないが、それが何であろうと、現在の状況下で考え、行

動することは、次の生まれ変わりや今の人生での後年の

ために悪い原因や不利益な原因を生み出さないようにす

るために、人にとって賢明なことである。反逆は役に立

たない。法則は我々が泣こうが喜ぼうが働くからだ。

フランスの偉大なエンジニア、レセップスは、この種の

カルマの良い例である。人生の何年もの間、栄光と業績

の高みに出世した彼は、パナマ運河のスキャンダルに

よって、突然恥辱に覆われてしまう。無罪か有罪かはと

もかく、高官を巻き込んだ贈収賄や汚職ですべてを汚さ

れた国家的企業と自分の名前がつながっているという不

名誉が彼にはある。これは、彼の以前の年を支配してい

たカルマの原因が使い果たされたまさにその瞬間に、彼

に古いカルマの原因が作用したのである。ナポレオン１

世もそうだが、彼は非常に大きな名声を得た後、突然倒

れ、流刑と不名誉の中で死んだ。思慮深い読者には、他

にも多くの事例があるだろう。

　第３に、結果を生み出し始めたカルマ。それは、他の

自我たちと一緒に前生で設定された原因が、今生の私た

ちに今、作用している。そして現在転生している家系、

個人の体、アストラル体、人種の傾向に最も適合してい

るので、それは効力を発動中だが、他の未使用のカルマ
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　カルマという言葉は、西洋人の耳には馴染みのない言

葉である。これは、19 世紀のセオソフィストが自然界

の法則の中で最も重要なものの一つとして採用した名前

である。その働きは絶え間なく、惑星、惑星系、人種、国家、

家族、個人にも同様に影響を与える。それは輪廻転生と

双子の教義である。この２つの法則は非常に密接に絡み

合っており、一方を他方から切り離して考えることはほ

とんど不可能である。宇宙の中のどんな場所や存在もカ

ルマの作用を免れることはできない。すべての人はカル

マの影響下にあり、過ちを犯した場合にはカルマによっ

て罰せられることになるが、その一方で規律、休息、報

酬を通して、遠く離れた完全性の高みへと恩恵を受けな

がら導かれて行く。それは、私たちの肉体的な存在と道

徳的な存在を一度に包含する、その広がりにおいて非常

に包括的な法則であり、英語でその意味を伝えるには、

言い換えと豊富な説明によるしかない。そのようなわけ

で、サンスクリット語の「カルマ」という言葉が使われ

るようになった。

　人間の道徳的な生活に適用されるカルマは、倫理的な

因果関係、正義、報酬と罰の法則である。 誕生と転生の

原因であると同時に、受肉から逃れるための手段でもあ

る。別の観点から見ると、カルマは単に原因、行動、反

応から生じる結果であり、すべての思考や行動の正確な

結果である。カルマは行為であり、行為の結果である。

というのは、この言葉の文字通りの意味は「行為」だか

らである。神智学は宇宙を理知的な全体と見なしている

ため、宇宙のすべての動きは、全体が結果につながり、

その結果はそれ自体がさらなる結果の原因となるのであ

る。このように広く見て、大昔のヒンドゥー教徒は、ブ

ラフマンにまで至るすべての存在はカルマの支配下にあ

るとった。

　カルマは存在ではなく、法則であり、すべての乱れを

均衡へと確実に回復させる普遍的な調和の法則である。

この点で、この理論はユダヤ教の体系から構築された神

に関する通常の概念と矛盾している。この理論は、宇宙

と無関係な思考の実体としての全能者が構築し、その構

築物が不調和で、不均衡で、誤っており、乱れていると

仮定する。その後、彼が創造したものを引きずり下ろし、

破壊し、または罰しなければならない。これにより、何

千人もの人々が、報酬を得たり神の怒りから逃れること

を保証するという利己的な目的を持って、神の命令だと

仮定されたことを守り、神を恐れて生きるようになった

か、あるいは、すべての霊的生活を否定することから来

る暗闇に陥ってしまったかのどちらかである。しかし、

人間の間だけでなく、太陽系全体を通して、あらゆる方

向に悲しみをもたらしている絶え間ない戦争が、私たち

の内外で起こっていることは、すべての人間にとって明

白であり、実際に痛ましいほど明白であるので、理性は

謎の解決を必要とする。避難所も希望もない貧しい人々

は、何も答えてくれない神に向かって大声で叫び、金持

ちの快適さと機会を考えると、彼らの中に妬みが湧き上

がってくる。彼らは金持ちの浪費家や金持ちの愚か者た

ちが、罰を受けずに楽しんでいるのを見ている。宗教の

師匠に目を向けると、何の手段もなく、教育の機会もな

く、社会的、人種的、状況的障害を克服する能力もなく、

生まれてくることを何からも求められなかった人々にこ

のような不幸を許すのは誰なのかという彼らの正義の質

問への回答に出会う。つまり「それは神の意志である」

という回答に、である。親は最愛の子孫を産むが、その

子孫は時機を逸した時に急死させられる。彼らもまた「な

ぜ私はこのように苦しんでいるのか」という質問に対す

る答えを持っていないが、専制的な意志が彼らの不幸を

引き起こす、その近づくことのできない神への同じよう

な理不尽な言及を持っている。このように、あらゆる人

生の歩みの中で、損失、怪我、迫害、機会の剥奪、人間

の幸福を破壊するために働く自然の力、死、敗北、失望は、

善人と悪人を同じように絶えず悩ませている。しかし、

どこにも答えや救済はない。答えや救済は、各人が自分

の運命の創造者であり、自分の幸福と不幸の原因を動か

す唯一の人であるという古来からの真理の中にある。あ

る人生では種を蒔き、次の人生では刈り取る。このよう

に、カルマの法則は永遠にその人を導く。

　カルマとは、完全に慈悲深く、容赦なく正義である。

真の慈悲は好意ではなく公平な正義だからである。

「兄弟よ、それぞれの人の人生、つまり彼のかつての人

生の結果は、過ぎ去った誤りが悲しみと災いをもたらす。

過ぎ去った正しさは、至福を育む。……これはカルマの

教義である」

　現在の人生は、過ぎ去った善悪の行為によってどのよ

うに影響を受けているのだろうか？ カルマとは別の名前

で運命を表しているに過ぎないのだろうか？ すでに決

まっていて、そこから逃れることができない運命であり、

それゆえに運命に影響を与えることのできない行動や思

考を私たちに無頓着にさせるのであろうか？ カルマは運

命論ではない。以前の体で行われたすべてのことは、新

しい誕生で自我が楽しく享受したり苦難を被ったりしな

ければならない結果を招く。聖パウロが「人は自分の蒔

いたものを、また刈り取ることにもなる」と言ったよう

に、である。なぜなら、結果は原因の中にあり、カルマ

はそれを、輪廻転生によって整えられた肉体、脳、心の

中に顕現させているからである。そして、一人の人間に

よって始動された原因が、それが来た中心としての自分

と明確な関係を持っているように、一人ひとりが自分の

行為の結果を経験するのである。私たちは、他人の行為

からだけ結果を受けているように見えることがあるが、

これは、今生やいずれかの前世での自分の行為や思考の

結果である。私たちは常に他者と一緒に行為を行い、そ

の根底にある思考を持った行為は、常に他者や自分自身

との関係を持っている。

　どんな行為も実行のときには、根底にある、それにつ

ながる思考なしには為されない。これらの思考は、私た

ちがマナスと呼んでいる人間の知性の部分に宿ってい

る。マナスは太陽系を網にからませる磁気の糸との微細

だが強力なきずなとしてそこにとどまっており、それを

通してさまざまな結果がもたらされている。この地球が

属する太陽系全体が生きていて、あらゆる階層で意識し

ているという前のページで提唱された理論は、人間の中

だけに自己意識があることを示すが、現世での行為の下

にある思考が、どのようにしてこの人生または次の誕生

で結果を引き起こすかを説明するために、ここで役に立

つ。催眠術の驚異的な現代の実験は、ある人の過去をど

れだけ遡っても、わずかな印象がよみがえる可能性があ

ることを示している。したがって、それが失われるので

はなく、潜在的であるだけだということが証明される。

例えば、せむしで生まれた子供の場合、頭は肩の間に沈

んでいて、腕は長く、足は短くなっている。これはなぜ

だろうか？ 前生での思考と行為に対する彼のカルマであ
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る。彼は、奇形の人を、その被害者の奇形の実写を自分

の不滅の心に刻印するほど執拗に、あるいは暴力的に非

難し、迫害し、あるいはその他の方法で負傷させたりし

た。彼の思考の強さに比例して、その実写の強さと深さ

が増すからである。これは感光写真の感光板の露光と全

く同じで、露光が長かったり短かったりするように、感

光板の印象は弱かったり深かったりする。だから、この

思考者であり俳優である自我が再び生まれ変わると、自

分と一緒にこの実写を運んで来て、その人が誕生のため

に引き付けられている家族がその流れの中で同様の身体

的な傾向を持っている場合、精神的な写真は、新たに形

成されたアストラル体が子供の母親を介して電気的およ

び磁気的浸透によって変形した形をとる原因となる。そ

して、地球上のすべての存在は不可分に結合しているの

で、奇形な子供は両親のカルマでもあり、他の人生で彼

らが行った同様の行為や思考の正確な結果でもある。こ

こには、他の理論では得られない正義の正確さがある。

　しかし、私たちはしばしば、幸福な気質、優れた知性、

健全な判断力、そしてあらゆる善良な道徳的資質を持っ

た不具の人間を見ているので、この例は、カルマが個々

のケースごとにいくつかの異なる種類のものであるに違

いなく、また明らかに私たちの性質のある部分では効果

的に快く、別の部分では不快になる可能性を有し、カル

マが私たちの存在の複数の部門で作用しているという結

論に導く。

　カルマには３つの種類がある。

　第１に、私たちの生活の中で、いくつかの他のカルマ

的な原因が私たちに作用するために何の影響も及ぼし始

めていないもの。これは、物理学者によく知られている

法則の下にある、２つの対向する力が中立になる傾向が

あり、１つの力が一時的に別の力の作用を防げるのに十

分強いかもしれないということである。この法則は、物

質的な階層で作用するのと同じように、目に見えない精

神的な階層やカルマ的な階層、あるいは存在の領域で作

用する。この法則の実行には各人の全性質が使用される

ので、それらの傾向を持つ身体的、精神的、心理的な能

力の、ある一連の力は、私たちが関係している原因の私

たちへの作用を完全に阻害する可能性がある。それゆえ、

弱者と平凡な者はカルマの焦点を弱くし、彼らには生涯

ちは生き続け、今の私たちの時代に、どこかの他の国家

として自分たちで作った運命を果たしている。彼らは新

しいアメリカの国民かもしれないし、あるいは世界を

行ったり来たりしてさまよい、他人により多くの苦しみ

にあわされる運命にあるユダヤ人かもしれない。このプ

ロセスは完全に正しい。例えば、アメリカ合衆国とレッ

ド・インディアン（アメリカ先住民）を例に挙げてみよう。

後者は国家によって最も恥ずべき扱いを受けてきた。イ

ンディアンの自我は、新しい、征服した人々の中で生ま

れ変わり、その偉大な家族の一員として、彼らが赤い体

を持っていた時に彼らに対して行われたような行為の正

当な結果をもたらす手段そのものとなるだろう。このよ

うに、それは以前にも起こったことであり、再び起こる

だろう。

　このように、どのような人生においても個人の不幸は

次のように説明されている。

　(a) それは過去世で行われた悪事に対する罰であり、

(b) それは欠点を排除したり、不屈の精神と思いやりを

獲得する目的で、自我によって始められた訓練である。

欠陥が取り除かれると、それは灌漑用水路の障害物を取

り除くようなもので、それによって水が流れるようにな

る。幸福は同じように説明される。つまり美徳の前世の

結果である。

　正しい倫理のための科学的で自己説得力のある根拠

は、これらの教義にあり、他の教義にはない。もし正し

い倫理が単に自分自身のためだけに実践されるべきであ

るならば、人はその理由を理解できないだろうし、その

ため正しいことをすべきであるという理由がわからな

かっただろう。倫理が恐れから従わなければならないも

のならば、人間は堕落し、確実に逃げ出すだろう。法や

正義に基づくものではなく、全能の神の好意が理由であ

るならば、私たちはちょうど今日はびこっている状態に

なるだろう。つまり、国々がイエスのよって西洋にもた

らされたと見せかけた規範であり、いかなる場合でも善

良である少数の人々にしか実践されていない規範を持つ

ことになる。

　このテーマについて、アデプトたちは『シークレット・

ドクトリン』に次のように書いている。

「また、カルマのやり方は、人間が不和と争いではなく、

団結と調和の中で働くようになっていれば、不可解なも

のになってはいなかっただろう。人類のある一部の人々

は神意のとる方法を暗く難解なものと呼んでいるが、別

の一部の人々は盲目的な宿命論の作用と、神も悪魔も導

いてくれない単純な偶然の作用と見ており、私たちがこ

れらのすべてを正しい原因に帰するならば、カルマのや

り方に対する無知は確実に消えるだろう。正しい知識が

あれば、またはあってもなくても、私たちが隣人を傷つ

けようと考える以上に隣人が私たちを傷つけるために働

くことはないという確信があれば、世界の悪の３分の２

は空中に消え去ってしまうだろう。兄弟を傷つける者が

いなければ、カルマ・ネメシスには働きかける理由もな

ければ行動する武器もない。……私たちは毎日自分たち

の手でこのような運命の中の無数の巻き糸を切り、尊厳

と義務の王道を進んでいると想像しながら、その道がと

ても複雑で暗いことに不満を感じている。私たちは自分

が作った謎と、解決できない人生の謎の前に戸惑い、偉

大なスフィンクスが私たちをむさぼり食うと言って非難

する。……

……カルマの知識は、以下のような確信を与えてくれる。

《……苦難の中の美徳、勝利の中の悪徳は、人類の無神

論者を作る》。

　それは、人間が自分自身の破壊者であり、自分自身の

救世主であるという偉大な真実に目をつぶってきたから

に他ならない。天国や神々、運命や神意を非難する必要

はない。しかし、人に、むしろこのギリシャの智慧の一

節を覚えて繰り返させよう。それは人に、次のように非

難することを差し控えるよう警告する。

《 …………………………》

《謎に包まれていても、私達を確実に導いてくれる罪か

ら罰への道標なき道で……》。

　それは今ではヨーロッパの偉大な国々を前進させるた

めの道であり、王道である。西部アーリア人は、東部の

はその定まった順番を待っている。

　カルマのこれらの３つの種類は、人間、動物、諸世界、

進化の期間を支配する。すべての結果は以前の原因から

生じ、すべての存在は絶えず生まれ変わっているので、

それらは絶えず前の化身の思考と行為（それ自体が原因

である）の結果を経験している。このようにして、聖マ

タイが言うように、すべての言葉と思考はそれぞれに報

いがある。祈りによっても、恩寵によっても、力によっ

ても、その他の仲介によっても、誰も逃れることはでき

ない。

　さて、カルマの原因は３つの種類に分けることができ

るので、それらが働くためのさまざまな分野を持ってい

るはずである。カルマは、人間の心的そして知的な性質、

魂的な性質、そして肉体と環境の中で、人間に作用する。

人間の霊的な性質は、決してカルマの影響や働きを受け

ることはない。

　カルマの１つの種類は、同じ程度に同時に私たちの性

質の、具体的に述べた３つの階層に作用するか、または

ある階層上と別の階層上で入り混じった原因があるかも

しれない。魂の性質に欠陥があり、優れた心を持ってい

る、奇形の人を例に取ってみよう。この場合、彼の精神的、

知的な性質の中で良いカルマが経験されている間、彼の

体で懲罰的または不愉快なカルマが作用しているが、魂

的にカルマまたは原因は、無作用な種類のものであり、

結果が無作用である。別の人には他の組み合わせが現れ

る。その人は、体は立派で恵まれた環境にあるが、性格

は不機嫌で、ピリピリしていて、イライラしており、復

讐心が強く、病的で、自分にも他人にも不愉快な思いを

させてしまう。この場合、良い肉体的なカルマが、非常

に悪い精神的、知的、魂的なカルマと一緒に働いている。

高い地位に生まれた人が、あらゆる機会と力を持ってい

るにもかかわらず、痴愚者であったり、突然狂ってしまっ

たりするケースが、読者の間で起こる。

　そして、カルマの法則のこれらのすべての段階が個々

の人間に影響を与えているのと同様に、それらは人種、

国家、家族にも作用する。それぞれの種族には、全体と

してのカルマがある。それが良いものであれば、その種

族は前進する。悪い場合は、それはすたれる、つまり種

族として全滅する。関係する魂は、他の種族と体で彼ら

のカルマを返済するが。国家は国家のカルマから逃れる

ことはできないし、邪悪な方法で行動しているどの国家

も、遅かれ早かれ、いつかは苦しまねばならない。西洋

における 19 世紀のカルマはイスラエルのカルマであり、

モーセの律法の影響力がヨーロッパやアメリカの国々で

最も強いことは、たとえただの初学者であってもわかる。

アステカ族や他の古代アメリカの民族は、自分たちのカ

ルマ（遠い過去の国家としての人生の結果）が彼らの上

に降りかかって来て破壊されたため、絶滅した。飢饉、

戦争、自然界の激変、そして国家の女性の不妊など、国

家に対するカルマのこの猛烈な作用は常に行われてい

る。今述べた原因は終わりに近づき、生き残ったものす

べてを一掃する。そして、種族や国家の個人は、この偉

大な教義によって、もし彼が思考と行動の無関心に陥っ

て、その結果、自分の種族や国家全体の平均的カルマに

自分自身をはめ込んでしまうと、その国家や民族のカル

マは、最後には一般的な運命の中で彼を連れ去ることに

なると警告されている。これが、昔の師匠たちが「出て

きて、離脱せよ」と叫んだ理由である。

　輪廻転生と共にカルマの教義は、世界の不幸と苦しみ

を説明し、自然界の不正を非難する余地は残されていな

い。

　いかなる国家や種族の不幸も、その種族や種族を構成

する自我たちの思考や行動の直接的な結果である。遥か

昔、彼らは邪悪なことをして、今、苦しんでいるのである。

彼らは調和の法則に違反した。不変のルールは、もし違

反した場合、調和は修復されなければならないというこ

とである。だから、これらの自我は償いをし、オカルト

宇宙の均衡を確立するために苦しみをこうむる。自我の

集団全体は、設定されたすべての原因を彼らが最後まで

解決するまで、その国家や種族に転生し、輪廻転生し続

けなければならない。国家は一時的に物質的なものとし

て消えてしまうかもしれないが、国家を作った自我たち

は世界を去ることなく、新しい国家を作る者として出て

きて、彼らのカルマに応じて罰を受けるか、報いを受け

るかのいずれかの仕事を続けなければならない。この法

則については、古いエジプト人を例に挙げることができ

る。彼らは確かに発展の頂点に上り詰め、そして確かに

国家として滅亡した。しかし魂たち、つまり古い自我た

第５人種の兄弟たちのように、すべての国と部族に黄金

時代と鉄器時代、比較的無責任な時代あるいは純粋なサ

ティヤ時代があったが、現在は鉄の時代、カリ・ユガ、

恐怖の暗黒時代に至っている。……

……この状態は、私たちが外側から来る衝動に従うので

はなく、内側から行動を開始するまで続くだろう。それ

までの間、人生の悪の唯一の緩和策は、団結と調和、つ

まり事実上の同胞愛、そして単に名前だけでない利他主

義である」

の一般的な結果は限られているが、すべてが非常に重い

と感じるかもしれない。しかし、広くて深い性格で、強

い力を持っている人は、弱い人よりも多くの量のカルマ

の作用を感じるだろう。

　第２に、私たちが今、自分の思考や行為によって作っ

たり、蓄えたりしているカルマは、将来的に、適切な身体、

心、環境を他の人生に転生する自我が選んでそこに住ん

だとき、または妨害カルマが除去されたときにはいつで

も働く。

　これは今の人生と次の人生の両方に関係している。こ

の人生では、以前のすべての原因が解決され、新しいカ

ルマ、または消費されていないカルマが作用し始めなけ

ればならない地点に来るかもしれないためである。

　これは、人が突然の運勢の逆転や、状況や性格のどち

らかが良い方に変化した場合のことを指す。カルマと運

命の非常に重要な関係は、私たちの現在の行動にある。

古いカルマは解決しなければならず、止めることはでき

ないが、それが何であろうと、現在の状況下で考え、行

動することは、次の生まれ変わりや今の人生での後年の

ために悪い原因や不利益な原因を生み出さないようにす

るために、人にとって賢明なことである。反逆は役に立

たない。法則は我々が泣こうが喜ぼうが働くからだ。

フランスの偉大なエンジニア、レセップスは、この種の

カルマの良い例である。人生の何年もの間、栄光と業績

の高みに出世した彼は、パナマ運河のスキャンダルに

よって、突然恥辱に覆われてしまう。無罪か有罪かはと

もかく、高官を巻き込んだ贈収賄や汚職ですべてを汚さ

れた国家的企業と自分の名前がつながっているという不

名誉が彼にはある。これは、彼の以前の年を支配してい

たカルマの原因が使い果たされたまさにその瞬間に、彼

に古いカルマの原因が作用したのである。ナポレオン１

世もそうだが、彼は非常に大きな名声を得た後、突然倒

れ、流刑と不名誉の中で死んだ。思慮深い読者には、他

にも多くの事例があるだろう。

　第３に、結果を生み出し始めたカルマ。それは、他の

自我たちと一緒に前生で設定された原因が、今生の私た

ちに今、作用している。そして現在転生している家系、

個人の体、アストラル体、人種の傾向に最も適合してい

るので、それは効力を発動中だが、他の未使用のカルマ



11 章 カルマ

　カルマという言葉は、西洋人の耳には馴染みのない言

葉である。これは、19 世紀のセオソフィストが自然界

の法則の中で最も重要なものの一つとして採用した名前

である。その働きは絶え間なく、惑星、惑星系、人種、国家、

家族、個人にも同様に影響を与える。それは輪廻転生と

双子の教義である。この２つの法則は非常に密接に絡み

合っており、一方を他方から切り離して考えることはほ

とんど不可能である。宇宙の中のどんな場所や存在もカ

ルマの作用を免れることはできない。すべての人はカル

マの影響下にあり、過ちを犯した場合にはカルマによっ

て罰せられることになるが、その一方で規律、休息、報

酬を通して、遠く離れた完全性の高みへと恩恵を受けな

がら導かれて行く。それは、私たちの肉体的な存在と道

徳的な存在を一度に包含する、その広がりにおいて非常

に包括的な法則であり、英語でその意味を伝えるには、

言い換えと豊富な説明によるしかない。そのようなわけ

で、サンスクリット語の「カルマ」という言葉が使われ

るようになった。

　人間の道徳的な生活に適用されるカルマは、倫理的な

因果関係、正義、報酬と罰の法則である。 誕生と転生の

原因であると同時に、受肉から逃れるための手段でもあ

る。別の観点から見ると、カルマは単に原因、行動、反

応から生じる結果であり、すべての思考や行動の正確な

結果である。カルマは行為であり、行為の結果である。

というのは、この言葉の文字通りの意味は「行為」だか

らである。神智学は宇宙を理知的な全体と見なしている

ため、宇宙のすべての動きは、全体が結果につながり、

その結果はそれ自体がさらなる結果の原因となるのであ

る。このように広く見て、大昔のヒンドゥー教徒は、ブ

ラフマンにまで至るすべての存在はカルマの支配下にあ

るとった。

　カルマは存在ではなく、法則であり、すべての乱れを

均衡へと確実に回復させる普遍的な調和の法則である。

この点で、この理論はユダヤ教の体系から構築された神

に関する通常の概念と矛盾している。この理論は、宇宙

と無関係な思考の実体としての全能者が構築し、その構

築物が不調和で、不均衡で、誤っており、乱れていると

仮定する。その後、彼が創造したものを引きずり下ろし、

破壊し、または罰しなければならない。これにより、何

千人もの人々が、報酬を得たり神の怒りから逃れること

を保証するという利己的な目的を持って、神の命令だと

仮定されたことを守り、神を恐れて生きるようになった

か、あるいは、すべての霊的生活を否定することから来

る暗闇に陥ってしまったかのどちらかである。しかし、

人間の間だけでなく、太陽系全体を通して、あらゆる方

向に悲しみをもたらしている絶え間ない戦争が、私たち

の内外で起こっていることは、すべての人間にとって明

白であり、実際に痛ましいほど明白であるので、理性は

謎の解決を必要とする。避難所も希望もない貧しい人々

は、何も答えてくれない神に向かって大声で叫び、金持

ちの快適さと機会を考えると、彼らの中に妬みが湧き上

がってくる。彼らは金持ちの浪費家や金持ちの愚か者た

ちが、罰を受けずに楽しんでいるのを見ている。宗教の

師匠に目を向けると、何の手段もなく、教育の機会もな

く、社会的、人種的、状況的障害を克服する能力もなく、

生まれてくることを何からも求められなかった人々にこ

のような不幸を許すのは誰なのかという彼らの正義の質

問への回答に出会う。つまり「それは神の意志である」

という回答に、である。親は最愛の子孫を産むが、その

子孫は時機を逸した時に急死させられる。彼らもまた「な

ぜ私はこのように苦しんでいるのか」という質問に対す

る答えを持っていないが、専制的な意志が彼らの不幸を

引き起こす、その近づくことのできない神への同じよう

な理不尽な言及を持っている。このように、あらゆる人

生の歩みの中で、損失、怪我、迫害、機会の剥奪、人間

の幸福を破壊するために働く自然の力、死、敗北、失望は、

善人と悪人を同じように絶えず悩ませている。しかし、

どこにも答えや救済はない。答えや救済は、各人が自分

の運命の創造者であり、自分の幸福と不幸の原因を動か

す唯一の人であるという古来からの真理の中にある。あ

る人生では種を蒔き、次の人生では刈り取る。このよう

に、カルマの法則は永遠にその人を導く。

　カルマとは、完全に慈悲深く、容赦なく正義である。

真の慈悲は好意ではなく公平な正義だからである。

「兄弟よ、それぞれの人の人生、つまり彼のかつての人

生の結果は、過ぎ去った誤りが悲しみと災いをもたらす。

過ぎ去った正しさは、至福を育む。……これはカルマの

教義である」

　現在の人生は、過ぎ去った善悪の行為によってどのよ

うに影響を受けているのだろうか？ カルマとは別の名前

で運命を表しているに過ぎないのだろうか？ すでに決

まっていて、そこから逃れることができない運命であり、

それゆえに運命に影響を与えることのできない行動や思

考を私たちに無頓着にさせるのであろうか？ カルマは運

命論ではない。以前の体で行われたすべてのことは、新

しい誕生で自我が楽しく享受したり苦難を被ったりしな

ければならない結果を招く。聖パウロが「人は自分の蒔

いたものを、また刈り取ることにもなる」と言ったよう

に、である。なぜなら、結果は原因の中にあり、カルマ

はそれを、輪廻転生によって整えられた肉体、脳、心の

中に顕現させているからである。そして、一人の人間に

よって始動された原因が、それが来た中心としての自分

と明確な関係を持っているように、一人ひとりが自分の

行為の結果を経験するのである。私たちは、他人の行為

からだけ結果を受けているように見えることがあるが、

これは、今生やいずれかの前世での自分の行為や思考の

結果である。私たちは常に他者と一緒に行為を行い、そ

の根底にある思考を持った行為は、常に他者や自分自身

との関係を持っている。

　どんな行為も実行のときには、根底にある、それにつ

ながる思考なしには為されない。これらの思考は、私た

ちがマナスと呼んでいる人間の知性の部分に宿ってい

る。マナスは太陽系を網にからませる磁気の糸との微細

だが強力なきずなとしてそこにとどまっており、それを

通してさまざまな結果がもたらされている。この地球が

属する太陽系全体が生きていて、あらゆる階層で意識し

ているという前のページで提唱された理論は、人間の中

だけに自己意識があることを示すが、現世での行為の下

にある思考が、どのようにしてこの人生または次の誕生

で結果を引き起こすかを説明するために、ここで役に立

つ。催眠術の驚異的な現代の実験は、ある人の過去をど

れだけ遡っても、わずかな印象がよみがえる可能性があ

ることを示している。したがって、それが失われるので

はなく、潜在的であるだけだということが証明される。

例えば、せむしで生まれた子供の場合、頭は肩の間に沈

んでいて、腕は長く、足は短くなっている。これはなぜ

だろうか？ 前生での思考と行為に対する彼のカルマであ

る。彼は、奇形の人を、その被害者の奇形の実写を自分

の不滅の心に刻印するほど執拗に、あるいは暴力的に非

難し、迫害し、あるいはその他の方法で負傷させたりし

た。彼の思考の強さに比例して、その実写の強さと深さ

が増すからである。これは感光写真の感光板の露光と全

く同じで、露光が長かったり短かったりするように、感

光板の印象は弱かったり深かったりする。だから、この

思考者であり俳優である自我が再び生まれ変わると、自

分と一緒にこの実写を運んで来て、その人が誕生のため

に引き付けられている家族がその流れの中で同様の身体

的な傾向を持っている場合、精神的な写真は、新たに形

成されたアストラル体が子供の母親を介して電気的およ

び磁気的浸透によって変形した形をとる原因となる。そ

して、地球上のすべての存在は不可分に結合しているの

で、奇形な子供は両親のカルマでもあり、他の人生で彼

らが行った同様の行為や思考の正確な結果でもある。こ

こには、他の理論では得られない正義の正確さがある。

　しかし、私たちはしばしば、幸福な気質、優れた知性、

健全な判断力、そしてあらゆる善良な道徳的資質を持っ

た不具の人間を見ているので、この例は、カルマが個々

のケースごとにいくつかの異なる種類のものであるに違

いなく、また明らかに私たちの性質のある部分では効果

的に快く、別の部分では不快になる可能性を有し、カル

マが私たちの存在の複数の部門で作用しているという結

論に導く。

　カルマには３つの種類がある。

　第１に、私たちの生活の中で、いくつかの他のカルマ

的な原因が私たちに作用するために何の影響も及ぼし始

めていないもの。これは、物理学者によく知られている

法則の下にある、２つの対向する力が中立になる傾向が

あり、１つの力が一時的に別の力の作用を防げるのに十

分強いかもしれないということである。この法則は、物

質的な階層で作用するのと同じように、目に見えない精

神的な階層やカルマ的な階層、あるいは存在の領域で作

用する。この法則の実行には各人の全性質が使用される

ので、それらの傾向を持つ身体的、精神的、心理的な能

力の、ある一連の力は、私たちが関係している原因の私

たちへの作用を完全に阻害する可能性がある。それゆえ、

弱者と平凡な者はカルマの焦点を弱くし、彼らには生涯
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ちは生き続け、今の私たちの時代に、どこかの他の国家

として自分たちで作った運命を果たしている。彼らは新

しいアメリカの国民かもしれないし、あるいは世界を

行ったり来たりしてさまよい、他人により多くの苦しみ

にあわされる運命にあるユダヤ人かもしれない。このプ

ロセスは完全に正しい。例えば、アメリカ合衆国とレッ

ド・インディアン（アメリカ先住民）を例に挙げてみよう。

後者は国家によって最も恥ずべき扱いを受けてきた。イ

ンディアンの自我は、新しい、征服した人々の中で生ま

れ変わり、その偉大な家族の一員として、彼らが赤い体

を持っていた時に彼らに対して行われたような行為の正

当な結果をもたらす手段そのものとなるだろう。このよ

うに、それは以前にも起こったことであり、再び起こる

だろう。

　このように、どのような人生においても個人の不幸は

次のように説明されている。

　(a) それは過去世で行われた悪事に対する罰であり、

(b) それは欠点を排除したり、不屈の精神と思いやりを

獲得する目的で、自我によって始められた訓練である。

欠陥が取り除かれると、それは灌漑用水路の障害物を取

り除くようなもので、それによって水が流れるようにな

る。幸福は同じように説明される。つまり美徳の前世の

結果である。

　正しい倫理のための科学的で自己説得力のある根拠

は、これらの教義にあり、他の教義にはない。もし正し

い倫理が単に自分自身のためだけに実践されるべきであ

るならば、人はその理由を理解できないだろうし、その

ため正しいことをすべきであるという理由がわからな

かっただろう。倫理が恐れから従わなければならないも

のならば、人間は堕落し、確実に逃げ出すだろう。法や

正義に基づくものではなく、全能の神の好意が理由であ

るならば、私たちはちょうど今日はびこっている状態に

なるだろう。つまり、国々がイエスのよって西洋にもた

らされたと見せかけた規範であり、いかなる場合でも善

良である少数の人々にしか実践されていない規範を持つ

ことになる。

　このテーマについて、アデプトたちは『シークレット・

ドクトリン』に次のように書いている。

「また、カルマのやり方は、人間が不和と争いではなく、

団結と調和の中で働くようになっていれば、不可解なも

のになってはいなかっただろう。人類のある一部の人々

は神意のとる方法を暗く難解なものと呼んでいるが、別

の一部の人々は盲目的な宿命論の作用と、神も悪魔も導

いてくれない単純な偶然の作用と見ており、私たちがこ

れらのすべてを正しい原因に帰するならば、カルマのや

り方に対する無知は確実に消えるだろう。正しい知識が

あれば、またはあってもなくても、私たちが隣人を傷つ

けようと考える以上に隣人が私たちを傷つけるために働

くことはないという確信があれば、世界の悪の３分の２

は空中に消え去ってしまうだろう。兄弟を傷つける者が

いなければ、カルマ・ネメシスには働きかける理由もな

ければ行動する武器もない。……私たちは毎日自分たち

の手でこのような運命の中の無数の巻き糸を切り、尊厳

と義務の王道を進んでいると想像しながら、その道がと

ても複雑で暗いことに不満を感じている。私たちは自分

が作った謎と、解決できない人生の謎の前に戸惑い、偉

大なスフィンクスが私たちをむさぼり食うと言って非難

する。……

……カルマの知識は、以下のような確信を与えてくれる。

《……苦難の中の美徳、勝利の中の悪徳は、人類の無神

論者を作る》。

　それは、人間が自分自身の破壊者であり、自分自身の

救世主であるという偉大な真実に目をつぶってきたから

に他ならない。天国や神々、運命や神意を非難する必要

はない。しかし、人に、むしろこのギリシャの智慧の一

節を覚えて繰り返させよう。それは人に、次のように非

難することを差し控えるよう警告する。

《 …………………………》

《謎に包まれていても、私達を確実に導いてくれる罪か

ら罰への道標なき道で……》。

　それは今ではヨーロッパの偉大な国々を前進させるた

めの道であり、王道である。西部アーリア人は、東部の

はその定まった順番を待っている。

　カルマのこれらの３つの種類は、人間、動物、諸世界、

進化の期間を支配する。すべての結果は以前の原因から

生じ、すべての存在は絶えず生まれ変わっているので、

それらは絶えず前の化身の思考と行為（それ自体が原因

である）の結果を経験している。このようにして、聖マ

タイが言うように、すべての言葉と思考はそれぞれに報

いがある。祈りによっても、恩寵によっても、力によっ

ても、その他の仲介によっても、誰も逃れることはでき

ない。

　さて、カルマの原因は３つの種類に分けることができ

るので、それらが働くためのさまざまな分野を持ってい

るはずである。カルマは、人間の心的そして知的な性質、

魂的な性質、そして肉体と環境の中で、人間に作用する。

人間の霊的な性質は、決してカルマの影響や働きを受け

ることはない。

　カルマの１つの種類は、同じ程度に同時に私たちの性

質の、具体的に述べた３つの階層に作用するか、または

ある階層上と別の階層上で入り混じった原因があるかも

しれない。魂の性質に欠陥があり、優れた心を持ってい

る、奇形の人を例に取ってみよう。この場合、彼の精神的、

知的な性質の中で良いカルマが経験されている間、彼の

体で懲罰的または不愉快なカルマが作用しているが、魂

的にカルマまたは原因は、無作用な種類のものであり、

結果が無作用である。別の人には他の組み合わせが現れ

る。その人は、体は立派で恵まれた環境にあるが、性格

は不機嫌で、ピリピリしていて、イライラしており、復

讐心が強く、病的で、自分にも他人にも不愉快な思いを

させてしまう。この場合、良い肉体的なカルマが、非常

に悪い精神的、知的、魂的なカルマと一緒に働いている。

高い地位に生まれた人が、あらゆる機会と力を持ってい

るにもかかわらず、痴愚者であったり、突然狂ってしまっ

たりするケースが、読者の間で起こる。

　そして、カルマの法則のこれらのすべての段階が個々

の人間に影響を与えているのと同様に、それらは人種、

国家、家族にも作用する。それぞれの種族には、全体と

してのカルマがある。それが良いものであれば、その種

族は前進する。悪い場合は、それはすたれる、つまり種

族として全滅する。関係する魂は、他の種族と体で彼ら

のカルマを返済するが。国家は国家のカルマから逃れる

ことはできないし、邪悪な方法で行動しているどの国家

も、遅かれ早かれ、いつかは苦しまねばならない。西洋

における 19 世紀のカルマはイスラエルのカルマであり、

モーセの律法の影響力がヨーロッパやアメリカの国々で

最も強いことは、たとえただの初学者であってもわかる。

アステカ族や他の古代アメリカの民族は、自分たちのカ

ルマ（遠い過去の国家としての人生の結果）が彼らの上

に降りかかって来て破壊されたため、絶滅した。飢饉、

戦争、自然界の激変、そして国家の女性の不妊など、国

家に対するカルマのこの猛烈な作用は常に行われてい

る。今述べた原因は終わりに近づき、生き残ったものす

べてを一掃する。そして、種族や国家の個人は、この偉

大な教義によって、もし彼が思考と行動の無関心に陥っ

て、その結果、自分の種族や国家全体の平均的カルマに

自分自身をはめ込んでしまうと、その国家や民族のカル

マは、最後には一般的な運命の中で彼を連れ去ることに

なると警告されている。これが、昔の師匠たちが「出て

きて、離脱せよ」と叫んだ理由である。

　輪廻転生と共にカルマの教義は、世界の不幸と苦しみ

を説明し、自然界の不正を非難する余地は残されていな

い。

　いかなる国家や種族の不幸も、その種族や種族を構成

する自我たちの思考や行動の直接的な結果である。遥か

昔、彼らは邪悪なことをして、今、苦しんでいるのである。

彼らは調和の法則に違反した。不変のルールは、もし違

反した場合、調和は修復されなければならないというこ

とである。だから、これらの自我は償いをし、オカルト

宇宙の均衡を確立するために苦しみをこうむる。自我の

集団全体は、設定されたすべての原因を彼らが最後まで

解決するまで、その国家や種族に転生し、輪廻転生し続

けなければならない。国家は一時的に物質的なものとし

て消えてしまうかもしれないが、国家を作った自我たち

は世界を去ることなく、新しい国家を作る者として出て

きて、彼らのカルマに応じて罰を受けるか、報いを受け

るかのいずれかの仕事を続けなければならない。この法

則については、古いエジプト人を例に挙げることができ

る。彼らは確かに発展の頂点に上り詰め、そして確かに

国家として滅亡した。しかし魂たち、つまり古い自我た

第５人種の兄弟たちのように、すべての国と部族に黄金

時代と鉄器時代、比較的無責任な時代あるいは純粋なサ

ティヤ時代があったが、現在は鉄の時代、カリ・ユガ、

恐怖の暗黒時代に至っている。……

……この状態は、私たちが外側から来る衝動に従うので

はなく、内側から行動を開始するまで続くだろう。それ

までの間、人生の悪の唯一の緩和策は、団結と調和、つ

まり事実上の同胞愛、そして単に名前だけでない利他主

義である」

の一般的な結果は限られているが、すべてが非常に重い

と感じるかもしれない。しかし、広くて深い性格で、強

い力を持っている人は、弱い人よりも多くの量のカルマ

の作用を感じるだろう。

　第２に、私たちが今、自分の思考や行為によって作っ

たり、蓄えたりしているカルマは、将来的に、適切な身体、

心、環境を他の人生に転生する自我が選んでそこに住ん

だとき、または妨害カルマが除去されたときにはいつで

も働く。

　これは今の人生と次の人生の両方に関係している。こ

の人生では、以前のすべての原因が解決され、新しいカ

ルマ、または消費されていないカルマが作用し始めなけ

ればならない地点に来るかもしれないためである。

　これは、人が突然の運勢の逆転や、状況や性格のどち

らかが良い方に変化した場合のことを指す。カルマと運

命の非常に重要な関係は、私たちの現在の行動にある。

古いカルマは解決しなければならず、止めることはでき

ないが、それが何であろうと、現在の状況下で考え、行

動することは、次の生まれ変わりや今の人生での後年の

ために悪い原因や不利益な原因を生み出さないようにす

るために、人にとって賢明なことである。反逆は役に立

たない。法則は我々が泣こうが喜ぼうが働くからだ。

フランスの偉大なエンジニア、レセップスは、この種の

カルマの良い例である。人生の何年もの間、栄光と業績

の高みに出世した彼は、パナマ運河のスキャンダルに

よって、突然恥辱に覆われてしまう。無罪か有罪かはと

もかく、高官を巻き込んだ贈収賄や汚職ですべてを汚さ

れた国家的企業と自分の名前がつながっているという不

名誉が彼にはある。これは、彼の以前の年を支配してい

たカルマの原因が使い果たされたまさにその瞬間に、彼

に古いカルマの原因が作用したのである。ナポレオン１

世もそうだが、彼は非常に大きな名声を得た後、突然倒

れ、流刑と不名誉の中で死んだ。思慮深い読者には、他

にも多くの事例があるだろう。

　第３に、結果を生み出し始めたカルマ。それは、他の

自我たちと一緒に前生で設定された原因が、今生の私た

ちに今、作用している。そして現在転生している家系、

個人の体、アストラル体、人種の傾向に最も適合してい

るので、それは効力を発動中だが、他の未使用のカルマ



11 章 カルマ

　カルマという言葉は、西洋人の耳には馴染みのない言

葉である。これは、19 世紀のセオソフィストが自然界

の法則の中で最も重要なものの一つとして採用した名前

である。その働きは絶え間なく、惑星、惑星系、人種、国家、

家族、個人にも同様に影響を与える。それは輪廻転生と

双子の教義である。この２つの法則は非常に密接に絡み

合っており、一方を他方から切り離して考えることはほ

とんど不可能である。宇宙の中のどんな場所や存在もカ

ルマの作用を免れることはできない。すべての人はカル

マの影響下にあり、過ちを犯した場合にはカルマによっ

て罰せられることになるが、その一方で規律、休息、報

酬を通して、遠く離れた完全性の高みへと恩恵を受けな

がら導かれて行く。それは、私たちの肉体的な存在と道

徳的な存在を一度に包含する、その広がりにおいて非常

に包括的な法則であり、英語でその意味を伝えるには、

言い換えと豊富な説明によるしかない。そのようなわけ

で、サンスクリット語の「カルマ」という言葉が使われ

るようになった。

　人間の道徳的な生活に適用されるカルマは、倫理的な

因果関係、正義、報酬と罰の法則である。 誕生と転生の

原因であると同時に、受肉から逃れるための手段でもあ

る。別の観点から見ると、カルマは単に原因、行動、反

応から生じる結果であり、すべての思考や行動の正確な

結果である。カルマは行為であり、行為の結果である。

というのは、この言葉の文字通りの意味は「行為」だか

らである。神智学は宇宙を理知的な全体と見なしている

ため、宇宙のすべての動きは、全体が結果につながり、

その結果はそれ自体がさらなる結果の原因となるのであ

る。このように広く見て、大昔のヒンドゥー教徒は、ブ

ラフマンにまで至るすべての存在はカルマの支配下にあ

るとった。

　カルマは存在ではなく、法則であり、すべての乱れを

均衡へと確実に回復させる普遍的な調和の法則である。

この点で、この理論はユダヤ教の体系から構築された神

に関する通常の概念と矛盾している。この理論は、宇宙

と無関係な思考の実体としての全能者が構築し、その構

築物が不調和で、不均衡で、誤っており、乱れていると

仮定する。その後、彼が創造したものを引きずり下ろし、

破壊し、または罰しなければならない。これにより、何

千人もの人々が、報酬を得たり神の怒りから逃れること

を保証するという利己的な目的を持って、神の命令だと

仮定されたことを守り、神を恐れて生きるようになった

か、あるいは、すべての霊的生活を否定することから来

る暗闇に陥ってしまったかのどちらかである。しかし、

人間の間だけでなく、太陽系全体を通して、あらゆる方

向に悲しみをもたらしている絶え間ない戦争が、私たち

の内外で起こっていることは、すべての人間にとって明

白であり、実際に痛ましいほど明白であるので、理性は

謎の解決を必要とする。避難所も希望もない貧しい人々

は、何も答えてくれない神に向かって大声で叫び、金持

ちの快適さと機会を考えると、彼らの中に妬みが湧き上

がってくる。彼らは金持ちの浪費家や金持ちの愚か者た

ちが、罰を受けずに楽しんでいるのを見ている。宗教の

師匠に目を向けると、何の手段もなく、教育の機会もな

く、社会的、人種的、状況的障害を克服する能力もなく、

生まれてくることを何からも求められなかった人々にこ

のような不幸を許すのは誰なのかという彼らの正義の質

問への回答に出会う。つまり「それは神の意志である」

という回答に、である。親は最愛の子孫を産むが、その

子孫は時機を逸した時に急死させられる。彼らもまた「な

ぜ私はこのように苦しんでいるのか」という質問に対す

る答えを持っていないが、専制的な意志が彼らの不幸を

引き起こす、その近づくことのできない神への同じよう

な理不尽な言及を持っている。このように、あらゆる人

生の歩みの中で、損失、怪我、迫害、機会の剥奪、人間

の幸福を破壊するために働く自然の力、死、敗北、失望は、

善人と悪人を同じように絶えず悩ませている。しかし、

どこにも答えや救済はない。答えや救済は、各人が自分

の運命の創造者であり、自分の幸福と不幸の原因を動か

す唯一の人であるという古来からの真理の中にある。あ

る人生では種を蒔き、次の人生では刈り取る。このよう

に、カルマの法則は永遠にその人を導く。

　カルマとは、完全に慈悲深く、容赦なく正義である。

真の慈悲は好意ではなく公平な正義だからである。

「兄弟よ、それぞれの人の人生、つまり彼のかつての人

生の結果は、過ぎ去った誤りが悲しみと災いをもたらす。

過ぎ去った正しさは、至福を育む。……これはカルマの

教義である」

　現在の人生は、過ぎ去った善悪の行為によってどのよ

うに影響を受けているのだろうか？ カルマとは別の名前

で運命を表しているに過ぎないのだろうか？ すでに決

まっていて、そこから逃れることができない運命であり、

それゆえに運命に影響を与えることのできない行動や思

考を私たちに無頓着にさせるのであろうか？ カルマは運

命論ではない。以前の体で行われたすべてのことは、新

しい誕生で自我が楽しく享受したり苦難を被ったりしな

ければならない結果を招く。聖パウロが「人は自分の蒔

いたものを、また刈り取ることにもなる」と言ったよう

に、である。なぜなら、結果は原因の中にあり、カルマ

はそれを、輪廻転生によって整えられた肉体、脳、心の

中に顕現させているからである。そして、一人の人間に

よって始動された原因が、それが来た中心としての自分

と明確な関係を持っているように、一人ひとりが自分の

行為の結果を経験するのである。私たちは、他人の行為

からだけ結果を受けているように見えることがあるが、

これは、今生やいずれかの前世での自分の行為や思考の

結果である。私たちは常に他者と一緒に行為を行い、そ

の根底にある思考を持った行為は、常に他者や自分自身

との関係を持っている。

　どんな行為も実行のときには、根底にある、それにつ

ながる思考なしには為されない。これらの思考は、私た

ちがマナスと呼んでいる人間の知性の部分に宿ってい

る。マナスは太陽系を網にからませる磁気の糸との微細

だが強力なきずなとしてそこにとどまっており、それを

通してさまざまな結果がもたらされている。この地球が

属する太陽系全体が生きていて、あらゆる階層で意識し

ているという前のページで提唱された理論は、人間の中

だけに自己意識があることを示すが、現世での行為の下

にある思考が、どのようにしてこの人生または次の誕生

で結果を引き起こすかを説明するために、ここで役に立

つ。催眠術の驚異的な現代の実験は、ある人の過去をど

れだけ遡っても、わずかな印象がよみがえる可能性があ

ることを示している。したがって、それが失われるので

はなく、潜在的であるだけだということが証明される。

例えば、せむしで生まれた子供の場合、頭は肩の間に沈

んでいて、腕は長く、足は短くなっている。これはなぜ

だろうか？ 前生での思考と行為に対する彼のカルマであ

る。彼は、奇形の人を、その被害者の奇形の実写を自分

の不滅の心に刻印するほど執拗に、あるいは暴力的に非

難し、迫害し、あるいはその他の方法で負傷させたりし

た。彼の思考の強さに比例して、その実写の強さと深さ

が増すからである。これは感光写真の感光板の露光と全

く同じで、露光が長かったり短かったりするように、感

光板の印象は弱かったり深かったりする。だから、この

思考者であり俳優である自我が再び生まれ変わると、自

分と一緒にこの実写を運んで来て、その人が誕生のため

に引き付けられている家族がその流れの中で同様の身体

的な傾向を持っている場合、精神的な写真は、新たに形

成されたアストラル体が子供の母親を介して電気的およ

び磁気的浸透によって変形した形をとる原因となる。そ

して、地球上のすべての存在は不可分に結合しているの

で、奇形な子供は両親のカルマでもあり、他の人生で彼

らが行った同様の行為や思考の正確な結果でもある。こ

こには、他の理論では得られない正義の正確さがある。

　しかし、私たちはしばしば、幸福な気質、優れた知性、

健全な判断力、そしてあらゆる善良な道徳的資質を持っ

た不具の人間を見ているので、この例は、カルマが個々

のケースごとにいくつかの異なる種類のものであるに違

いなく、また明らかに私たちの性質のある部分では効果

的に快く、別の部分では不快になる可能性を有し、カル

マが私たちの存在の複数の部門で作用しているという結

論に導く。

　カルマには３つの種類がある。

　第１に、私たちの生活の中で、いくつかの他のカルマ

的な原因が私たちに作用するために何の影響も及ぼし始

めていないもの。これは、物理学者によく知られている

法則の下にある、２つの対向する力が中立になる傾向が

あり、１つの力が一時的に別の力の作用を防げるのに十

分強いかもしれないということである。この法則は、物

質的な階層で作用するのと同じように、目に見えない精

神的な階層やカルマ的な階層、あるいは存在の領域で作

用する。この法則の実行には各人の全性質が使用される

ので、それらの傾向を持つ身体的、精神的、心理的な能

力の、ある一連の力は、私たちが関係している原因の私

たちへの作用を完全に阻害する可能性がある。それゆえ、

弱者と平凡な者はカルマの焦点を弱くし、彼らには生涯
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ちは生き続け、今の私たちの時代に、どこかの他の国家

として自分たちで作った運命を果たしている。彼らは新

しいアメリカの国民かもしれないし、あるいは世界を

行ったり来たりしてさまよい、他人により多くの苦しみ

にあわされる運命にあるユダヤ人かもしれない。このプ

ロセスは完全に正しい。例えば、アメリカ合衆国とレッ

ド・インディアン（アメリカ先住民）を例に挙げてみよう。

後者は国家によって最も恥ずべき扱いを受けてきた。イ

ンディアンの自我は、新しい、征服した人々の中で生ま

れ変わり、その偉大な家族の一員として、彼らが赤い体

を持っていた時に彼らに対して行われたような行為の正

当な結果をもたらす手段そのものとなるだろう。このよ

うに、それは以前にも起こったことであり、再び起こる

だろう。

　このように、どのような人生においても個人の不幸は

次のように説明されている。

　(a) それは過去世で行われた悪事に対する罰であり、

(b) それは欠点を排除したり、不屈の精神と思いやりを

獲得する目的で、自我によって始められた訓練である。

欠陥が取り除かれると、それは灌漑用水路の障害物を取

り除くようなもので、それによって水が流れるようにな

る。幸福は同じように説明される。つまり美徳の前世の

結果である。

　正しい倫理のための科学的で自己説得力のある根拠

は、これらの教義にあり、他の教義にはない。もし正し

い倫理が単に自分自身のためだけに実践されるべきであ

るならば、人はその理由を理解できないだろうし、その

ため正しいことをすべきであるという理由がわからな

かっただろう。倫理が恐れから従わなければならないも

のならば、人間は堕落し、確実に逃げ出すだろう。法や

正義に基づくものではなく、全能の神の好意が理由であ

るならば、私たちはちょうど今日はびこっている状態に

なるだろう。つまり、国々がイエスのよって西洋にもた

らされたと見せかけた規範であり、いかなる場合でも善

良である少数の人々にしか実践されていない規範を持つ

ことになる。

　このテーマについて、アデプトたちは『シークレット・

ドクトリン』に次のように書いている。

「また、カルマのやり方は、人間が不和と争いではなく、

団結と調和の中で働くようになっていれば、不可解なも

のになってはいなかっただろう。人類のある一部の人々

は神意のとる方法を暗く難解なものと呼んでいるが、別

の一部の人々は盲目的な宿命論の作用と、神も悪魔も導

いてくれない単純な偶然の作用と見ており、私たちがこ

れらのすべてを正しい原因に帰するならば、カルマのや

り方に対する無知は確実に消えるだろう。正しい知識が

あれば、またはあってもなくても、私たちが隣人を傷つ

けようと考える以上に隣人が私たちを傷つけるために働

くことはないという確信があれば、世界の悪の３分の２

は空中に消え去ってしまうだろう。兄弟を傷つける者が

いなければ、カルマ・ネメシスには働きかける理由もな

ければ行動する武器もない。……私たちは毎日自分たち

の手でこのような運命の中の無数の巻き糸を切り、尊厳

と義務の王道を進んでいると想像しながら、その道がと

ても複雑で暗いことに不満を感じている。私たちは自分

が作った謎と、解決できない人生の謎の前に戸惑い、偉

大なスフィンクスが私たちをむさぼり食うと言って非難

する。……

……カルマの知識は、以下のような確信を与えてくれる。

《……苦難の中の美徳、勝利の中の悪徳は、人類の無神

論者を作る》。

　それは、人間が自分自身の破壊者であり、自分自身の

救世主であるという偉大な真実に目をつぶってきたから

に他ならない。天国や神々、運命や神意を非難する必要

はない。しかし、人に、むしろこのギリシャの智慧の一

節を覚えて繰り返させよう。それは人に、次のように非

難することを差し控えるよう警告する。

《 …………………………》

《謎に包まれていても、私達を確実に導いてくれる罪か

ら罰への道標なき道で……》。

　それは今ではヨーロッパの偉大な国々を前進させるた

めの道であり、王道である。西部アーリア人は、東部の

はその定まった順番を待っている。

　カルマのこれらの３つの種類は、人間、動物、諸世界、

進化の期間を支配する。すべての結果は以前の原因から

生じ、すべての存在は絶えず生まれ変わっているので、

それらは絶えず前の化身の思考と行為（それ自体が原因

である）の結果を経験している。このようにして、聖マ

タイが言うように、すべての言葉と思考はそれぞれに報

いがある。祈りによっても、恩寵によっても、力によっ

ても、その他の仲介によっても、誰も逃れることはでき

ない。

　さて、カルマの原因は３つの種類に分けることができ

るので、それらが働くためのさまざまな分野を持ってい

るはずである。カルマは、人間の心的そして知的な性質、

魂的な性質、そして肉体と環境の中で、人間に作用する。

人間の霊的な性質は、決してカルマの影響や働きを受け

ることはない。

　カルマの１つの種類は、同じ程度に同時に私たちの性

質の、具体的に述べた３つの階層に作用するか、または

ある階層上と別の階層上で入り混じった原因があるかも

しれない。魂の性質に欠陥があり、優れた心を持ってい

る、奇形の人を例に取ってみよう。この場合、彼の精神的、

知的な性質の中で良いカルマが経験されている間、彼の

体で懲罰的または不愉快なカルマが作用しているが、魂

的にカルマまたは原因は、無作用な種類のものであり、

結果が無作用である。別の人には他の組み合わせが現れ

る。その人は、体は立派で恵まれた環境にあるが、性格

は不機嫌で、ピリピリしていて、イライラしており、復

讐心が強く、病的で、自分にも他人にも不愉快な思いを

させてしまう。この場合、良い肉体的なカルマが、非常

に悪い精神的、知的、魂的なカルマと一緒に働いている。

高い地位に生まれた人が、あらゆる機会と力を持ってい

るにもかかわらず、痴愚者であったり、突然狂ってしまっ

たりするケースが、読者の間で起こる。

　そして、カルマの法則のこれらのすべての段階が個々

の人間に影響を与えているのと同様に、それらは人種、

国家、家族にも作用する。それぞれの種族には、全体と

してのカルマがある。それが良いものであれば、その種

族は前進する。悪い場合は、それはすたれる、つまり種

族として全滅する。関係する魂は、他の種族と体で彼ら

のカルマを返済するが。国家は国家のカルマから逃れる

ことはできないし、邪悪な方法で行動しているどの国家

も、遅かれ早かれ、いつかは苦しまねばならない。西洋

における 19 世紀のカルマはイスラエルのカルマであり、

モーセの律法の影響力がヨーロッパやアメリカの国々で

最も強いことは、たとえただの初学者であってもわかる。

アステカ族や他の古代アメリカの民族は、自分たちのカ

ルマ（遠い過去の国家としての人生の結果）が彼らの上

に降りかかって来て破壊されたため、絶滅した。飢饉、

戦争、自然界の激変、そして国家の女性の不妊など、国

家に対するカルマのこの猛烈な作用は常に行われてい

る。今述べた原因は終わりに近づき、生き残ったものす

べてを一掃する。そして、種族や国家の個人は、この偉

大な教義によって、もし彼が思考と行動の無関心に陥っ

て、その結果、自分の種族や国家全体の平均的カルマに

自分自身をはめ込んでしまうと、その国家や民族のカル

マは、最後には一般的な運命の中で彼を連れ去ることに

なると警告されている。これが、昔の師匠たちが「出て

きて、離脱せよ」と叫んだ理由である。

　輪廻転生と共にカルマの教義は、世界の不幸と苦しみ

を説明し、自然界の不正を非難する余地は残されていな

い。

　いかなる国家や種族の不幸も、その種族や種族を構成

する自我たちの思考や行動の直接的な結果である。遥か

昔、彼らは邪悪なことをして、今、苦しんでいるのである。

彼らは調和の法則に違反した。不変のルールは、もし違

反した場合、調和は修復されなければならないというこ

とである。だから、これらの自我は償いをし、オカルト

宇宙の均衡を確立するために苦しみをこうむる。自我の

集団全体は、設定されたすべての原因を彼らが最後まで

解決するまで、その国家や種族に転生し、輪廻転生し続

けなければならない。国家は一時的に物質的なものとし

て消えてしまうかもしれないが、国家を作った自我たち

は世界を去ることなく、新しい国家を作る者として出て

きて、彼らのカルマに応じて罰を受けるか、報いを受け

るかのいずれかの仕事を続けなければならない。この法

則については、古いエジプト人を例に挙げることができ

る。彼らは確かに発展の頂点に上り詰め、そして確かに

国家として滅亡した。しかし魂たち、つまり古い自我た

第５人種の兄弟たちのように、すべての国と部族に黄金

時代と鉄器時代、比較的無責任な時代あるいは純粋なサ

ティヤ時代があったが、現在は鉄の時代、カリ・ユガ、

恐怖の暗黒時代に至っている。……

……この状態は、私たちが外側から来る衝動に従うので

はなく、内側から行動を開始するまで続くだろう。それ

までの間、人生の悪の唯一の緩和策は、団結と調和、つ

まり事実上の同胞愛、そして単に名前だけでない利他主

義である」

の一般的な結果は限られているが、すべてが非常に重い

と感じるかもしれない。しかし、広くて深い性格で、強

い力を持っている人は、弱い人よりも多くの量のカルマ

の作用を感じるだろう。

　第２に、私たちが今、自分の思考や行為によって作っ

たり、蓄えたりしているカルマは、将来的に、適切な身体、

心、環境を他の人生に転生する自我が選んでそこに住ん

だとき、または妨害カルマが除去されたときにはいつで

も働く。

　これは今の人生と次の人生の両方に関係している。こ

の人生では、以前のすべての原因が解決され、新しいカ

ルマ、または消費されていないカルマが作用し始めなけ

ればならない地点に来るかもしれないためである。

　これは、人が突然の運勢の逆転や、状況や性格のどち

らかが良い方に変化した場合のことを指す。カルマと運

命の非常に重要な関係は、私たちの現在の行動にある。

古いカルマは解決しなければならず、止めることはでき

ないが、それが何であろうと、現在の状況下で考え、行

動することは、次の生まれ変わりや今の人生での後年の

ために悪い原因や不利益な原因を生み出さないようにす

るために、人にとって賢明なことである。反逆は役に立

たない。法則は我々が泣こうが喜ぼうが働くからだ。

フランスの偉大なエンジニア、レセップスは、この種の

カルマの良い例である。人生の何年もの間、栄光と業績

の高みに出世した彼は、パナマ運河のスキャンダルに

よって、突然恥辱に覆われてしまう。無罪か有罪かはと

もかく、高官を巻き込んだ贈収賄や汚職ですべてを汚さ

れた国家的企業と自分の名前がつながっているという不

名誉が彼にはある。これは、彼の以前の年を支配してい

たカルマの原因が使い果たされたまさにその瞬間に、彼

に古いカルマの原因が作用したのである。ナポレオン１

世もそうだが、彼は非常に大きな名声を得た後、突然倒

れ、流刑と不名誉の中で死んだ。思慮深い読者には、他

にも多くの事例があるだろう。

　第３に、結果を生み出し始めたカルマ。それは、他の

自我たちと一緒に前生で設定された原因が、今生の私た

ちに今、作用している。そして現在転生している家系、

個人の体、アストラル体、人種の傾向に最も適合してい

るので、それは効力を発動中だが、他の未使用のカルマ



11 章 カルマ

　カルマという言葉は、西洋人の耳には馴染みのない言

葉である。これは、19 世紀のセオソフィストが自然界

の法則の中で最も重要なものの一つとして採用した名前

である。その働きは絶え間なく、惑星、惑星系、人種、国家、

家族、個人にも同様に影響を与える。それは輪廻転生と

双子の教義である。この２つの法則は非常に密接に絡み

合っており、一方を他方から切り離して考えることはほ

とんど不可能である。宇宙の中のどんな場所や存在もカ

ルマの作用を免れることはできない。すべての人はカル

マの影響下にあり、過ちを犯した場合にはカルマによっ

て罰せられることになるが、その一方で規律、休息、報

酬を通して、遠く離れた完全性の高みへと恩恵を受けな

がら導かれて行く。それは、私たちの肉体的な存在と道

徳的な存在を一度に包含する、その広がりにおいて非常

に包括的な法則であり、英語でその意味を伝えるには、

言い換えと豊富な説明によるしかない。そのようなわけ

で、サンスクリット語の「カルマ」という言葉が使われ

るようになった。

　人間の道徳的な生活に適用されるカルマは、倫理的な

因果関係、正義、報酬と罰の法則である。 誕生と転生の

原因であると同時に、受肉から逃れるための手段でもあ

る。別の観点から見ると、カルマは単に原因、行動、反

応から生じる結果であり、すべての思考や行動の正確な

結果である。カルマは行為であり、行為の結果である。

というのは、この言葉の文字通りの意味は「行為」だか

らである。神智学は宇宙を理知的な全体と見なしている

ため、宇宙のすべての動きは、全体が結果につながり、

その結果はそれ自体がさらなる結果の原因となるのであ

る。このように広く見て、大昔のヒンドゥー教徒は、ブ

ラフマンにまで至るすべての存在はカルマの支配下にあ

るとった。

　カルマは存在ではなく、法則であり、すべての乱れを

均衡へと確実に回復させる普遍的な調和の法則である。

この点で、この理論はユダヤ教の体系から構築された神

に関する通常の概念と矛盾している。この理論は、宇宙

と無関係な思考の実体としての全能者が構築し、その構

築物が不調和で、不均衡で、誤っており、乱れていると

仮定する。その後、彼が創造したものを引きずり下ろし、

破壊し、または罰しなければならない。これにより、何

千人もの人々が、報酬を得たり神の怒りから逃れること

を保証するという利己的な目的を持って、神の命令だと

仮定されたことを守り、神を恐れて生きるようになった

か、あるいは、すべての霊的生活を否定することから来

る暗闇に陥ってしまったかのどちらかである。しかし、

人間の間だけでなく、太陽系全体を通して、あらゆる方

向に悲しみをもたらしている絶え間ない戦争が、私たち

の内外で起こっていることは、すべての人間にとって明

白であり、実際に痛ましいほど明白であるので、理性は

謎の解決を必要とする。避難所も希望もない貧しい人々

は、何も答えてくれない神に向かって大声で叫び、金持

ちの快適さと機会を考えると、彼らの中に妬みが湧き上

がってくる。彼らは金持ちの浪費家や金持ちの愚か者た

ちが、罰を受けずに楽しんでいるのを見ている。宗教の

師匠に目を向けると、何の手段もなく、教育の機会もな

く、社会的、人種的、状況的障害を克服する能力もなく、

生まれてくることを何からも求められなかった人々にこ

のような不幸を許すのは誰なのかという彼らの正義の質

問への回答に出会う。つまり「それは神の意志である」

という回答に、である。親は最愛の子孫を産むが、その

子孫は時機を逸した時に急死させられる。彼らもまた「な

ぜ私はこのように苦しんでいるのか」という質問に対す

る答えを持っていないが、専制的な意志が彼らの不幸を

引き起こす、その近づくことのできない神への同じよう

な理不尽な言及を持っている。このように、あらゆる人

生の歩みの中で、損失、怪我、迫害、機会の剥奪、人間

の幸福を破壊するために働く自然の力、死、敗北、失望は、

善人と悪人を同じように絶えず悩ませている。しかし、

どこにも答えや救済はない。答えや救済は、各人が自分

の運命の創造者であり、自分の幸福と不幸の原因を動か

す唯一の人であるという古来からの真理の中にある。あ

る人生では種を蒔き、次の人生では刈り取る。このよう

に、カルマの法則は永遠にその人を導く。

　カルマとは、完全に慈悲深く、容赦なく正義である。

真の慈悲は好意ではなく公平な正義だからである。

「兄弟よ、それぞれの人の人生、つまり彼のかつての人

生の結果は、過ぎ去った誤りが悲しみと災いをもたらす。

過ぎ去った正しさは、至福を育む。……これはカルマの

教義である」

　現在の人生は、過ぎ去った善悪の行為によってどのよ

うに影響を受けているのだろうか？ カルマとは別の名前

で運命を表しているに過ぎないのだろうか？ すでに決

まっていて、そこから逃れることができない運命であり、

それゆえに運命に影響を与えることのできない行動や思

考を私たちに無頓着にさせるのであろうか？ カルマは運

命論ではない。以前の体で行われたすべてのことは、新

しい誕生で自我が楽しく享受したり苦難を被ったりしな

ければならない結果を招く。聖パウロが「人は自分の蒔

いたものを、また刈り取ることにもなる」と言ったよう

に、である。なぜなら、結果は原因の中にあり、カルマ

はそれを、輪廻転生によって整えられた肉体、脳、心の

中に顕現させているからである。そして、一人の人間に

よって始動された原因が、それが来た中心としての自分

と明確な関係を持っているように、一人ひとりが自分の

行為の結果を経験するのである。私たちは、他人の行為

からだけ結果を受けているように見えることがあるが、

これは、今生やいずれかの前世での自分の行為や思考の

結果である。私たちは常に他者と一緒に行為を行い、そ

の根底にある思考を持った行為は、常に他者や自分自身

との関係を持っている。

　どんな行為も実行のときには、根底にある、それにつ

ながる思考なしには為されない。これらの思考は、私た

ちがマナスと呼んでいる人間の知性の部分に宿ってい

る。マナスは太陽系を網にからませる磁気の糸との微細

だが強力なきずなとしてそこにとどまっており、それを

通してさまざまな結果がもたらされている。この地球が

属する太陽系全体が生きていて、あらゆる階層で意識し

ているという前のページで提唱された理論は、人間の中

だけに自己意識があることを示すが、現世での行為の下

にある思考が、どのようにしてこの人生または次の誕生

で結果を引き起こすかを説明するために、ここで役に立

つ。催眠術の驚異的な現代の実験は、ある人の過去をど

れだけ遡っても、わずかな印象がよみがえる可能性があ

ることを示している。したがって、それが失われるので

はなく、潜在的であるだけだということが証明される。

例えば、せむしで生まれた子供の場合、頭は肩の間に沈

んでいて、腕は長く、足は短くなっている。これはなぜ

だろうか？ 前生での思考と行為に対する彼のカルマであ

る。彼は、奇形の人を、その被害者の奇形の実写を自分

の不滅の心に刻印するほど執拗に、あるいは暴力的に非

難し、迫害し、あるいはその他の方法で負傷させたりし

た。彼の思考の強さに比例して、その実写の強さと深さ

が増すからである。これは感光写真の感光板の露光と全

く同じで、露光が長かったり短かったりするように、感

光板の印象は弱かったり深かったりする。だから、この

思考者であり俳優である自我が再び生まれ変わると、自

分と一緒にこの実写を運んで来て、その人が誕生のため

に引き付けられている家族がその流れの中で同様の身体

的な傾向を持っている場合、精神的な写真は、新たに形

成されたアストラル体が子供の母親を介して電気的およ

び磁気的浸透によって変形した形をとる原因となる。そ

して、地球上のすべての存在は不可分に結合しているの

で、奇形な子供は両親のカルマでもあり、他の人生で彼

らが行った同様の行為や思考の正確な結果でもある。こ

こには、他の理論では得られない正義の正確さがある。

　しかし、私たちはしばしば、幸福な気質、優れた知性、

健全な判断力、そしてあらゆる善良な道徳的資質を持っ

た不具の人間を見ているので、この例は、カルマが個々

のケースごとにいくつかの異なる種類のものであるに違

いなく、また明らかに私たちの性質のある部分では効果

的に快く、別の部分では不快になる可能性を有し、カル

マが私たちの存在の複数の部門で作用しているという結

論に導く。

　カルマには３つの種類がある。

　第１に、私たちの生活の中で、いくつかの他のカルマ

的な原因が私たちに作用するために何の影響も及ぼし始

めていないもの。これは、物理学者によく知られている

法則の下にある、２つの対向する力が中立になる傾向が

あり、１つの力が一時的に別の力の作用を防げるのに十

分強いかもしれないということである。この法則は、物

質的な階層で作用するのと同じように、目に見えない精

神的な階層やカルマ的な階層、あるいは存在の領域で作

用する。この法則の実行には各人の全性質が使用される

ので、それらの傾向を持つ身体的、精神的、心理的な能

力の、ある一連の力は、私たちが関係している原因の私

たちへの作用を完全に阻害する可能性がある。それゆえ、

弱者と平凡な者はカルマの焦点を弱くし、彼らには生涯

ちは生き続け、今の私たちの時代に、どこかの他の国家

として自分たちで作った運命を果たしている。彼らは新

しいアメリカの国民かもしれないし、あるいは世界を

行ったり来たりしてさまよい、他人により多くの苦しみ

にあわされる運命にあるユダヤ人かもしれない。このプ

ロセスは完全に正しい。例えば、アメリカ合衆国とレッ

ド・インディアン（アメリカ先住民）を例に挙げてみよう。

後者は国家によって最も恥ずべき扱いを受けてきた。イ

ンディアンの自我は、新しい、征服した人々の中で生ま

れ変わり、その偉大な家族の一員として、彼らが赤い体

を持っていた時に彼らに対して行われたような行為の正

当な結果をもたらす手段そのものとなるだろう。このよ

うに、それは以前にも起こったことであり、再び起こる

だろう。

　このように、どのような人生においても個人の不幸は

次のように説明されている。

　(a) それは過去世で行われた悪事に対する罰であり、

(b) それは欠点を排除したり、不屈の精神と思いやりを

獲得する目的で、自我によって始められた訓練である。

欠陥が取り除かれると、それは灌漑用水路の障害物を取

り除くようなもので、それによって水が流れるようにな

る。幸福は同じように説明される。つまり美徳の前世の

結果である。

　正しい倫理のための科学的で自己説得力のある根拠

は、これらの教義にあり、他の教義にはない。もし正し

い倫理が単に自分自身のためだけに実践されるべきであ

るならば、人はその理由を理解できないだろうし、その

ため正しいことをすべきであるという理由がわからな

かっただろう。倫理が恐れから従わなければならないも

のならば、人間は堕落し、確実に逃げ出すだろう。法や

正義に基づくものではなく、全能の神の好意が理由であ

るならば、私たちはちょうど今日はびこっている状態に

なるだろう。つまり、国々がイエスのよって西洋にもた

らされたと見せかけた規範であり、いかなる場合でも善

良である少数の人々にしか実践されていない規範を持つ

ことになる。

　このテーマについて、アデプトたちは『シークレット・

ドクトリン』に次のように書いている。

「また、カルマのやり方は、人間が不和と争いではなく、

団結と調和の中で働くようになっていれば、不可解なも

のになってはいなかっただろう。人類のある一部の人々

は神意のとる方法を暗く難解なものと呼んでいるが、別

の一部の人々は盲目的な宿命論の作用と、神も悪魔も導

いてくれない単純な偶然の作用と見ており、私たちがこ

れらのすべてを正しい原因に帰するならば、カルマのや

り方に対する無知は確実に消えるだろう。正しい知識が

あれば、またはあってもなくても、私たちが隣人を傷つ

けようと考える以上に隣人が私たちを傷つけるために働

くことはないという確信があれば、世界の悪の３分の２

は空中に消え去ってしまうだろう。兄弟を傷つける者が

いなければ、カルマ・ネメシスには働きかける理由もな

ければ行動する武器もない。……私たちは毎日自分たち

の手でこのような運命の中の無数の巻き糸を切り、尊厳

と義務の王道を進んでいると想像しながら、その道がと

ても複雑で暗いことに不満を感じている。私たちは自分

が作った謎と、解決できない人生の謎の前に戸惑い、偉

大なスフィンクスが私たちをむさぼり食うと言って非難

する。……

……カルマの知識は、以下のような確信を与えてくれる。

《……苦難の中の美徳、勝利の中の悪徳は、人類の無神

論者を作る》。

　それは、人間が自分自身の破壊者であり、自分自身の

救世主であるという偉大な真実に目をつぶってきたから

に他ならない。天国や神々、運命や神意を非難する必要

はない。しかし、人に、むしろこのギリシャの智慧の一

節を覚えて繰り返させよう。それは人に、次のように非

難することを差し控えるよう警告する。

《 …………………………》

《謎に包まれていても、私達を確実に導いてくれる罪か

ら罰への道標なき道で……》。

　それは今ではヨーロッパの偉大な国々を前進させるた

めの道であり、王道である。西部アーリア人は、東部の

はその定まった順番を待っている。

　カルマのこれらの３つの種類は、人間、動物、諸世界、

進化の期間を支配する。すべての結果は以前の原因から

生じ、すべての存在は絶えず生まれ変わっているので、

それらは絶えず前の化身の思考と行為（それ自体が原因

である）の結果を経験している。このようにして、聖マ

タイが言うように、すべての言葉と思考はそれぞれに報

いがある。祈りによっても、恩寵によっても、力によっ

ても、その他の仲介によっても、誰も逃れることはでき

ない。

　さて、カルマの原因は３つの種類に分けることができ

るので、それらが働くためのさまざまな分野を持ってい

るはずである。カルマは、人間の心的そして知的な性質、

魂的な性質、そして肉体と環境の中で、人間に作用する。

人間の霊的な性質は、決してカルマの影響や働きを受け

ることはない。

　カルマの１つの種類は、同じ程度に同時に私たちの性

質の、具体的に述べた３つの階層に作用するか、または

ある階層上と別の階層上で入り混じった原因があるかも

しれない。魂の性質に欠陥があり、優れた心を持ってい

る、奇形の人を例に取ってみよう。この場合、彼の精神的、

知的な性質の中で良いカルマが経験されている間、彼の

体で懲罰的または不愉快なカルマが作用しているが、魂

的にカルマまたは原因は、無作用な種類のものであり、

結果が無作用である。別の人には他の組み合わせが現れ

る。その人は、体は立派で恵まれた環境にあるが、性格

は不機嫌で、ピリピリしていて、イライラしており、復

讐心が強く、病的で、自分にも他人にも不愉快な思いを

させてしまう。この場合、良い肉体的なカルマが、非常

に悪い精神的、知的、魂的なカルマと一緒に働いている。

高い地位に生まれた人が、あらゆる機会と力を持ってい

るにもかかわらず、痴愚者であったり、突然狂ってしまっ

たりするケースが、読者の間で起こる。

　そして、カルマの法則のこれらのすべての段階が個々

の人間に影響を与えているのと同様に、それらは人種、

国家、家族にも作用する。それぞれの種族には、全体と

してのカルマがある。それが良いものであれば、その種

族は前進する。悪い場合は、それはすたれる、つまり種

族として全滅する。関係する魂は、他の種族と体で彼ら

のカルマを返済するが。国家は国家のカルマから逃れる

ことはできないし、邪悪な方法で行動しているどの国家

も、遅かれ早かれ、いつかは苦しまねばならない。西洋

における 19 世紀のカルマはイスラエルのカルマであり、

モーセの律法の影響力がヨーロッパやアメリカの国々で

最も強いことは、たとえただの初学者であってもわかる。

アステカ族や他の古代アメリカの民族は、自分たちのカ

ルマ（遠い過去の国家としての人生の結果）が彼らの上

に降りかかって来て破壊されたため、絶滅した。飢饉、

戦争、自然界の激変、そして国家の女性の不妊など、国

家に対するカルマのこの猛烈な作用は常に行われてい

る。今述べた原因は終わりに近づき、生き残ったものす

べてを一掃する。そして、種族や国家の個人は、この偉

大な教義によって、もし彼が思考と行動の無関心に陥っ

て、その結果、自分の種族や国家全体の平均的カルマに

自分自身をはめ込んでしまうと、その国家や民族のカル

マは、最後には一般的な運命の中で彼を連れ去ることに

なると警告されている。これが、昔の師匠たちが「出て

きて、離脱せよ」と叫んだ理由である。

　輪廻転生と共にカルマの教義は、世界の不幸と苦しみ

を説明し、自然界の不正を非難する余地は残されていな

い。

　いかなる国家や種族の不幸も、その種族や種族を構成

する自我たちの思考や行動の直接的な結果である。遥か

昔、彼らは邪悪なことをして、今、苦しんでいるのである。

彼らは調和の法則に違反した。不変のルールは、もし違

反した場合、調和は修復されなければならないというこ

とである。だから、これらの自我は償いをし、オカルト

宇宙の均衡を確立するために苦しみをこうむる。自我の

集団全体は、設定されたすべての原因を彼らが最後まで

解決するまで、その国家や種族に転生し、輪廻転生し続

けなければならない。国家は一時的に物質的なものとし

て消えてしまうかもしれないが、国家を作った自我たち

は世界を去ることなく、新しい国家を作る者として出て

きて、彼らのカルマに応じて罰を受けるか、報いを受け

るかのいずれかの仕事を続けなければならない。この法

則については、古いエジプト人を例に挙げることができ

る。彼らは確かに発展の頂点に上り詰め、そして確かに

国家として滅亡した。しかし魂たち、つまり古い自我た

第５人種の兄弟たちのように、すべての国と部族に黄金

時代と鉄器時代、比較的無責任な時代あるいは純粋なサ

ティヤ時代があったが、現在は鉄の時代、カリ・ユガ、

恐怖の暗黒時代に至っている。……

……この状態は、私たちが外側から来る衝動に従うので

はなく、内側から行動を開始するまで続くだろう。それ

までの間、人生の悪の唯一の緩和策は、団結と調和、つ

まり事実上の同胞愛、そして単に名前だけでない利他主

義である」

の一般的な結果は限られているが、すべてが非常に重い

と感じるかもしれない。しかし、広くて深い性格で、強

い力を持っている人は、弱い人よりも多くの量のカルマ

の作用を感じるだろう。

　第２に、私たちが今、自分の思考や行為によって作っ

たり、蓄えたりしているカルマは、将来的に、適切な身体、

心、環境を他の人生に転生する自我が選んでそこに住ん

だとき、または妨害カルマが除去されたときにはいつで

も働く。

　これは今の人生と次の人生の両方に関係している。こ

の人生では、以前のすべての原因が解決され、新しいカ

ルマ、または消費されていないカルマが作用し始めなけ

ればならない地点に来るかもしれないためである。

　これは、人が突然の運勢の逆転や、状況や性格のどち

らかが良い方に変化した場合のことを指す。カルマと運

命の非常に重要な関係は、私たちの現在の行動にある。

古いカルマは解決しなければならず、止めることはでき

ないが、それが何であろうと、現在の状況下で考え、行

動することは、次の生まれ変わりや今の人生での後年の

ために悪い原因や不利益な原因を生み出さないようにす

るために、人にとって賢明なことである。反逆は役に立

たない。法則は我々が泣こうが喜ぼうが働くからだ。

フランスの偉大なエンジニア、レセップスは、この種の

カルマの良い例である。人生の何年もの間、栄光と業績

の高みに出世した彼は、パナマ運河のスキャンダルに

よって、突然恥辱に覆われてしまう。無罪か有罪かはと

もかく、高官を巻き込んだ贈収賄や汚職ですべてを汚さ

れた国家的企業と自分の名前がつながっているという不

名誉が彼にはある。これは、彼の以前の年を支配してい

たカルマの原因が使い果たされたまさにその瞬間に、彼

に古いカルマの原因が作用したのである。ナポレオン１

世もそうだが、彼は非常に大きな名声を得た後、突然倒

れ、流刑と不名誉の中で死んだ。思慮深い読者には、他

にも多くの事例があるだろう。

　第３に、結果を生み出し始めたカルマ。それは、他の

自我たちと一緒に前生で設定された原因が、今生の私た

ちに今、作用している。そして現在転生している家系、

個人の体、アストラル体、人種の傾向に最も適合してい

るので、それは効力を発動中だが、他の未使用のカルマ

沈黙の声

　

著：H・P・ブラヴァツキー　　訳：星野 未来 550 円 1100 円
電子書籍 Kindle 版 POD 版

H・P・ブラヴァツキー著『沈黙の声』は別名「黄金の戒律の書」とも言われています。著者
はこの本が、神智学の大著『シークレット・ドクトリン』と同じように、もととなる「ディヤー
ンの書」から取られていると言っています。その内容をすべて暗記し英語に翻訳したのがこの
本の内容と言うのです。神智学協会が唱える真の霊的な道がここに記されています。ブラヴァ
ツキー本人による用語集のほか、日本語訳者がまとめた解説「センザル語について」「アラヤ
について」「ヨーガチャーラについて」その他も加えられ、このたび再版されました。神智学
の主要文献の一つです。
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に、「本質が私たちの中で命を得て、カルマを獲得し、

死んで、転生しないでは、一瞬たりとも過ぎて行かない」

のである。

カルマの主な分類は 3 つある。一つは、現在の人生と

肉体に作用し、人生のあらゆる状況と変化をもたらすも

のである。これについては、私たちは毎日のように実例

を目にするが、時折、この教義に最も明るい光を与える

奇妙なクライマックスがある。その一つが、インドで不

朽の名作となっている、いわば幸運の寵児が建てた建物

である。あるラジャ（王）が非常に奇妙な夢を見た。あ

まりにも印象的だったので、占い師たちに解釈を求めた。

彼らの星占いによると、次の日、目が覚めて最初に見た

人に莫大な金額を渡す必要があり、占いはそれが早い時

間に起こることを意味しているという。次の日、王はい

つもより早く起きて窓に向かい、窓を開けると、目の前

には土を掃いている旃陀羅（訳注：せんだら《( 梵 )

candala の音写》インドで、四姓外の、最下級とされた

階級。狩猟と畜などを生業とした）がいた。王は彼に財

産を与え、一瞬にして絶望的な貧困から豊かさを手に入

れた。そして、そのチャンダラーは、貧困の鎖から突然

解放されたことを記念して、巨大な建物を建てた。

もう一つのカルマは、人間がカルマを作用させるため

の有効な手段をもたらさないために、今は作用しないで

保留されているカルマである。これは、大気中に浮遊し

ていて目には見えないが条件が整った瞬間に雨となって

地上に降り注ぐ水蒸気に例えることができる。

最後の主なクラスは、私たちが今作っているカルマで

あり、未来生まれ変わったとき私たちが感じることにな

るカルマである。その適切なシンボルは、弓の射手が空

中で前方に放つ矢である。
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霊はいつでも、どんな状況でも、カルマの影響を受け

ないので、神智学のアデプト（達人）たちは「霊の修養」

という言葉を使わない。人間の中の霊は、彼らによって

イシュワラと呼ばれ、不変であり、永遠であり、不可分

であり、すべての基本となるものである。それゆえ神智

学のアデプトたちは、肉体やすべての物体は無常であり、

現実と勘違いするたびに魂を惑わせるものだと言う。そ

れらは、この階層上で、そしてこの階層のためにのみ実

在し、意識が認識のためにそれらをここに取り込んでい

る間、実在する。したがって、肉体とすべての物体は相

対的な現実であり、絶対的な意味でそうではない。これ

は夢により簡単に証明できる。夢の状態では、起きてい

るときには実在すると思っていた対象についての知識を

すべて失い、その新しい状態で苦しみ、楽しむようにな

る。夢の中では、もちろん意識は起きているときの経験

の性質を持つ対象に自分自身を適用しているが、同時に、

それらの経験が続いている間、喜びと痛みの感覚を生み

出している。ある人の肉体が 20 年以上にわたり昏睡状

態に陥り、心（マインド）は楽しい夢や不快な夢を見て

いる状態を想像してみよう。この夢を見ている人の意識

にとっては、起きている時に知っている物の現実性は滅

されている。しかし、物質的な存在は必要悪であり、そ

の中でのみ解放や救済を得ることができるので、それは

最も重要なことであり、したがって物質を支配するカル

マと、解放の決定（decree 神意とも）に達することが

できるカルマをよく理解し、そして受け入れて従わなけ

ればならない。

カルマは、変形した身体や欠損した身体を生み出した

り、良い身体に悪い気質を与えたり、その逆にしたりす

る。カルマは病気や痛みや不快さを引き起こしたり、物

質的な肉体構造（フレーム）に快楽や好ましい状況をも

たらすように作用する。そのため、変形した体や不愉快

な体の中に、最も悟りを開いた高貴な心を見出すことが

ある。この場合、肉体的なカルマは悪く、精神的なカル

マは良いのである。

このことから、精神面に作用するカルマの種類につい
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カルマの教義に反対する人たちは、カルマの教義が不

公平で情けがなく、運命論的であると主張しているが、

そのような結論はカルマを信じる民族の経験からは裏付

けられておらず、また、その反論は精査に耐えない。ヒ

ンズー教徒や仏教徒はカルマを完全に信じており、現世

でも来世でも自分自身以外の誰かが罰したり報いたりす

ることはないと確信しているが、彼らが冷淡で無慈悲で

あるということはない。実際、人生の人間関係で、ヒン

ズー教徒がアメリカ人の兄弟と同じように愛情深く、優

しいことはよく知られているし、彼らの歴史の中には私

たちと同じように英雄的な自己犠牲の例がたくさんあ

る。さらに、カルマや輪廻転生を信じることで、ヒンズー

教徒はヨーロッパ人よりも人や動物に対して優しくな

り、日常生活においてもより霊的に豊かになったと言う

人もいる。ヒンズー教徒の歴史をより深く掘り下げてみ

ると、カルマの信仰は今日の私たちの驚異、感嘆、賞賛

に挑む大規模な物質的業
わざ

と隣り合わせになっていること

がわかる。私たちがヒンドゥスターンの岩を切った寺院

でいつでも見られるような自然に対する勝利を示すこと

ができるかどうかは疑わしい。このように、私たちのこ

のカルマの教義は、それを受け入れる人々に悪い影響や

衰弱させる影響を与えることはないと思われる。

「しかし」と反論者は言う、「それは運命論だ。カルマ

がカルマであるならば、もし私がこのような罰を受ける

のであれば、私が望もうと望むまいとそのようになるの

だから、私はトルコ人のように『アッラーの意志』と言っ

て何もしないでいなければならない」。さて、イスラム

教のアッラーの意志（宿命）の教義は、純粋で単純な運

命論として悪用されているが、預言者やその最も偉大な

弟子たちは、それは運命ではなく法則であると教えてい

たため、その宿命論の教義を持っていなかった。そして、

カルマもこの反論には導かれない。カルマは一度きりの

人生に適用されるものだと漠然と理解していて、この教

義に本当の意味での荘厳さと無限の広がりを与えない

人々の心の中では、運命論が評定されます。一方、各人

が次のこの世のつかの間の人格のための運命の創造者で

あると見なされるとき、そこには運命はありえない。そ

の人は、必然的に特定の結果をもたらす原因を動かした。

同じように簡単に、その人はさまざまな原因を作り、そ

れによってさまざまな結果をもたらすことができた。

このように厳しい正義を下し、ひとたび死が扉を閉ざ

すと友人や最愛の親族を永遠に失うことを強いる教義に

は、嫌な冷たさや優しさの欠乏があるというのが、感情

を人生のルールとする一部の人たちの気持ちである。し

かし、感情や私たち自身の願望が自然界の指針となる法

則ではないが、この反論の感傷的な基盤でさえ理由がな

い。それは、この教義を部分的に知っているからであり、

完全に知れば他の人生の理論と同様に、心に大切なもの

を及ぼす機会に満ちていることがわかる。私たちを人生

へ投げ込んで、当然のように苦しんだり楽しんだりさせ

るのと同じ法則が、お互いに似た者同士の友人や親類が、

性格の違いによって、どんな引力の法則でも一緒にいら

れなくなるまで、一緒に転生しなければならないと定め

ている。互いに異なるものにならない限り、そして異な

るものになるまで、彼らは互いに離れることはない。そ

して誰が、単に誕生という偶然があったという理由で、

気の合わない親類や知人のそばに永遠に縛られることを

望むだろうか。

私たちの助けにも、この法則はしっかりと、そして絶

え間なく働いている。「あなたが助けた人は、他の人生

でもあなたを助けるでしょう」と宣言されている。過去

の時代、私たちは、はるか昔に高みへと昇っていった人

たちを知っていたかもしれない。長い輪廻転生の中で、

彼らが巡礼の旅をしているところに私たちが近づくと、

彼らは物質的な面であれ、道徳的な面であれ、すぐに援

助をしてくれる。そして、誰が援助しているのかまたは

援助されているのかを、どちらか一方が認識しているか

どうかは関係ない。不変の法則が流れを導き、結果をも

たらすのである。これは、家族である人類全体の一人ひ

とりのお互いに対する行為が、偉大かつ親切な法則に

よって、過去に受けた侮辱を現在の名誉と仲間を助ける

機会に変えるようにさせられるものである。

自然界にはえこひいきは存在しない。誰もが報酬や対

価として、自分にふさわしくない特権や贈り物は持って

いない。私たちの限られた視野の前に広がる現在の生活

を見ると、価値のない人間にそのような報酬が与えられ

る理由はおそらく見当たらないかもしれないが、カルマ

は決して過ちを犯さず、必ず報いてくれる。そして、カ

ルマは報酬を与えるだけでなく、私たちが復讐のために

行うことへの報いも、カルマにのみ帰属するのである。

キリスト教の聖典に「復讐は我にあり、我は報いん」と

書かれているのは、この点を考慮してのことである。人

が人を傷つけると、カルマが確実に加害者を襲うからで

ある。しかし、傷つけられた人は、相手が罰せられるこ

とを望まないように気をつけよう。カルマによって自分

も罰せられるからである。だからカルマは、このような

人生の網と絶え間なく回転する車輪からの脱出および脱

出の手段を提供し、私たちは輪廻転生によって脱出のた

めの時間を与えられるのである。

東方からのこだま

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野未来
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非常に多くの西洋人が、この東洋のカルマの教義は理

解するのが難しく、教育を受けた思慮深い人だけが理解

できるものだと言う。しかし、インド、セイロン、ビルマ、

そして他のアジア諸国では、人々は皆カルマを受け入れ、

理解しているようである。その理由は、おそらく彼らが

輪廻転生をしっかりと信じているからであろう。輪廻転

生はカルマと双璧をなす教義であると言える。確かに、

一方が他方を視野に入れずに適切に検討することはでき

ない。なぜなら、カルマは、罰であれ報酬であれ、その

作用のための手段が輪廻転生によってもたらされない限

り、自我に対して実際の、または正当な作用を及ぼさな

いからである。

私たちの報酬は、私たちが人生において互いに結びつ

いている間に与えられるものであり、私たちが一人でい

るときや分離しているときに与えられるものではない。

国の権力者になったり、財産を持ったりすることを報酬

と呼ぶならば、統治する人々や、財産を使うことができ、

私たちの多様な欲望を満たすために助けてくれる関係の

ある人間がいなければ、その価値はすべて失われてしま

う。このようにして輪廻転生の法則は、私たちを何度も

何度も人生に引きずり込み、前生で知っていた様々な自

我を数え切れないほど連れてくる。なぜなら、私たちを

別々に、ある種の罰を受けるために未知の地獄に連れて

行ったり、報いを受けるために不可能で滑稽な天国に連

れて行ったりすることは、不正であると同時に不可能だ

からである。したがって、イエスを賛美したことで司祭

に赦された死刑囚も逃れることはできない。彼は被害者

と共にこの地上に戻り、それぞれが乱れた調和を調整す

るために他方を助け、その過程でそれぞれが正当な補償

をしなければならない。なぜなら、この教義がなければ、

有罪判決を受けた後に殺人者を合法的に殺害しても、半

分の救済にしかならないからである。それは、国家は肉

体から追い出された者や、残された彼の扶養家族のため

に何の準備もしないし、さらに、殺人者の家族の中で彼

に先立たれた者のために何もしないからである。

しかし、すべての時代の神智学の聖者たちは、カルマ

の教義を、単に転生した人間に作用するだけのものでは

ないとしている。彼らは、すべての世界がカルマによっ

て結び付けられ、動かされていると考えている。ヒンズー

教の古い書物である『バガヴァッド・ギーター』には、「ブ

ラフマーに至るまでのすべての世界はカルマの対象であ

る」と書かれている。それゆえ、カルマはすべての階層

で作用する。このように考えると、現在の世界の状態は、

何十億年も前に起こったプララヤつまり壮大なる死の始

まりにあったものの実際の結果であると考えられる。つ

まり、世界は人間と同じように進化する。生まれて、老

いて、死んで、また生まれ変わる。それが何度も繰り返

され、その輪廻転生の繰り返しの間、以前の進化のため

にそれ自体苦しんだり、楽しんだりする。報酬は進化の

線に沿ったより大きな進歩であり、罰は劣化した状態で

ある。もちろん、前の記事で述べたように、これらの状

態は人間をその目的と原因としている。人間はすべての

進化の頂点だからである。そして、大いなる宇宙空間や

現象の高い考察から教えを伝えられたセオソフィスト

は、カルマと輪廻の法則を、全体のカルマとは別に、特

に体の中のすべての原子に適用するよう教えられてい

る。私たちは生命の塊で構成されているので、私たちの

思考や行為は体の中の原子や生命に影響を与え、それら

に独自のカルマを印象づける。東洋の思想家が言うよう

て考えてみよう。悪いカルマの原因が肉体構造に現れて

いるのと同時に、別の優れたカルマが心や気質に作用し

ており、バランスのとれた穏やかで明るい、深みのある

輝かしい心をもたらす結果となっている。このように、

完全に精神的なカルマと比較して、純粋に肉体的なカル

マが見出せる。純粋に肉体的なものとは、例えば、見知

らぬ人が転んで怪我をする可能性のある果物の皮を地面

から取り除いたことによるものである。純粋に精神的な

ものとは、穏やかで哲学的な思考などに費やした人生に

よるものかもしれない。

ヒンズー教の本の一つには、このことに関して次のよ

うな奇妙な文章がある。「完璧な肉体や超人的な力は、

生まれつき、あるいは薬草によって、あるいは呪文や苦

行、瞑想によって生み出される」。

肉体的な傷や損失よりも悪いと考えられている精神

（メンタル）的な苦悩の中には、前世からのカルマがあり、

その結果、魂の実在や霊の存在を想像する力をすべて

失ってしまうような性質の暗さ、つまり唯物論がある。

この法則が作用する最後に残った分野は、心霊的な性

質であると言えるだろう。アメリカでは、霊媒、透視能

力者、透聴能力者、読心術師、ヒステリー患者、その他

あらゆる種類の異常な感覚の持ち主など、数多くの例が

ある。東洋の理論によれば、もしそのように悩んでいる

人（適切な言葉だと思うが）が、前世の多くの時間を精

神的性質の一方面の発達（one-sided development）に

費やしていなかったならば、社会的に異常な透視能力者

は存在しないことになる。

ヒンズー教徒の非常に奇妙な信仰は、かつての人間

だった者がデーヴァ（劣った神）になるような状態の変

化の可能性を認めるものである。彼らは自然をいくつか

の部門に分け、それぞれの部門に意識のある力や実体が

あり、大まかに言えばデーヴァと呼ばれている。しかし

これは、スペクトルの各光線の中に目に見えない存在が

いないわけがないと言った、現代の優れた科学者たちの

考えとそれほどかけ離れていない。何世紀も前に、ヒン

ズー教の思想家がこのことを認め、さらに推し進めて、

人間はある種のカルマによってこれらの存在の 1 つにな

り、それに応じた楽しみと苦労からの解放を得られるか

もしれないと宣言した。しかし、いずれはまた元に戻っ

て、くたびれ果てる誕生のラウンドを繰り返すことにな

るという確信がある。

カルマの無効化の教義と呼ばれるものは、物理学でよ

く知られている法則をこの部門に応用したもので、2 つ

の等しい力が互いに向かい合ったときに均衡が保たれる

というものである。ある人のカルマの勘定には、非常に

不愉快な原因と、それとは反対の性格の原因があるかも

しれない。これらが同時に表現されるようになると、お

互いに打ち消しあってどちらも明らかにならず、均衡は

両方に相当するものとなる。このようにして、聖書の一

節を理解することができる。「愛は多くの罪を覆う」（箴

言 10 章 12 節、ペテロの手紙一 4 章 8?9 節）とは、悪

事を働くのではなく、博愛的行いをすることで緩和効果

が得られることを意味しており、中世の騎士が人生の何

年かを施しに充てる理由となっている。

インドで誰もが崇拝する本『バガヴァッド・ギーター』

では、カルマ・ヨーガ（業と義務の遂行の宗教）と呼ば

れるものが最高の地位を占めており、そこにはこう書か

れている。「自分の行為の成果に執着せず、なすべき行

為をなす者は、離俗者であり帰依者である。犠牲の火を

燃やしたり、儀式を実行したりする人がそうなのではな

い。行動器官を抑制して、心の中で感覚の対象物につい

て考えている不活発な者は、道に迷った魂を持つ偽りの

敬虔主義者と呼ばれる。しかし、心で感覚を抑制し、行

動することへの関心から解放され、行動の器官を使って

積極的な献身を行う者は称賛に値する」。
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に、「本質が私たちの中で命を得て、カルマを獲得し、

死んで、転生しないでは、一瞬たりとも過ぎて行かない」

のである。

カルマの主な分類は 3 つある。一つは、現在の人生と

肉体に作用し、人生のあらゆる状況と変化をもたらすも

のである。これについては、私たちは毎日のように実例

を目にするが、時折、この教義に最も明るい光を与える

奇妙なクライマックスがある。その一つが、インドで不

朽の名作となっている、いわば幸運の寵児が建てた建物

である。あるラジャ（王）が非常に奇妙な夢を見た。あ

まりにも印象的だったので、占い師たちに解釈を求めた。

彼らの星占いによると、次の日、目が覚めて最初に見た

人に莫大な金額を渡す必要があり、占いはそれが早い時

間に起こることを意味しているという。次の日、王はい

つもより早く起きて窓に向かい、窓を開けると、目の前

には土を掃いている旃陀羅（訳注：せんだら《( 梵 )

candala の音写》インドで、四姓外の、最下級とされた

階級。狩猟と畜などを生業とした）がいた。王は彼に財

産を与え、一瞬にして絶望的な貧困から豊かさを手に入

れた。そして、そのチャンダラーは、貧困の鎖から突然

解放されたことを記念して、巨大な建物を建てた。

もう一つのカルマは、人間がカルマを作用させるため

の有効な手段をもたらさないために、今は作用しないで

保留されているカルマである。これは、大気中に浮遊し

ていて目には見えないが条件が整った瞬間に雨となって

地上に降り注ぐ水蒸気に例えることができる。

最後の主なクラスは、私たちが今作っているカルマで

あり、未来生まれ変わったとき私たちが感じることにな

るカルマである。その適切なシンボルは、弓の射手が空

中で前方に放つ矢である。
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霊はいつでも、どんな状況でも、カルマの影響を受け

ないので、神智学のアデプト（達人）たちは「霊の修養」

という言葉を使わない。人間の中の霊は、彼らによって

イシュワラと呼ばれ、不変であり、永遠であり、不可分

であり、すべての基本となるものである。それゆえ神智

学のアデプトたちは、肉体やすべての物体は無常であり、

現実と勘違いするたびに魂を惑わせるものだと言う。そ

れらは、この階層上で、そしてこの階層のためにのみ実

在し、意識が認識のためにそれらをここに取り込んでい

る間、実在する。したがって、肉体とすべての物体は相

対的な現実であり、絶対的な意味でそうではない。これ

は夢により簡単に証明できる。夢の状態では、起きてい

るときには実在すると思っていた対象についての知識を

すべて失い、その新しい状態で苦しみ、楽しむようにな

る。夢の中では、もちろん意識は起きているときの経験

の性質を持つ対象に自分自身を適用しているが、同時に、

それらの経験が続いている間、喜びと痛みの感覚を生み

出している。ある人の肉体が 20 年以上にわたり昏睡状

態に陥り、心（マインド）は楽しい夢や不快な夢を見て

いる状態を想像してみよう。この夢を見ている人の意識

にとっては、起きている時に知っている物の現実性は滅

されている。しかし、物質的な存在は必要悪であり、そ

の中でのみ解放や救済を得ることができるので、それは

最も重要なことであり、したがって物質を支配するカル

マと、解放の決定（decree 神意とも）に達することが

できるカルマをよく理解し、そして受け入れて従わなけ

ればならない。

カルマは、変形した身体や欠損した身体を生み出した

り、良い身体に悪い気質を与えたり、その逆にしたりす

る。カルマは病気や痛みや不快さを引き起こしたり、物

質的な肉体構造（フレーム）に快楽や好ましい状況をも

たらすように作用する。そのため、変形した体や不愉快

な体の中に、最も悟りを開いた高貴な心を見出すことが

ある。この場合、肉体的なカルマは悪く、精神的なカル

マは良いのである。

このことから、精神面に作用するカルマの種類につい
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カルマの教義に反対する人たちは、カルマの教義が不

公平で情けがなく、運命論的であると主張しているが、

そのような結論はカルマを信じる民族の経験からは裏付

けられておらず、また、その反論は精査に耐えない。ヒ

ンズー教徒や仏教徒はカルマを完全に信じており、現世

でも来世でも自分自身以外の誰かが罰したり報いたりす

ることはないと確信しているが、彼らが冷淡で無慈悲で

あるということはない。実際、人生の人間関係で、ヒン

ズー教徒がアメリカ人の兄弟と同じように愛情深く、優

しいことはよく知られているし、彼らの歴史の中には私

たちと同じように英雄的な自己犠牲の例がたくさんあ

る。さらに、カルマや輪廻転生を信じることで、ヒンズー

教徒はヨーロッパ人よりも人や動物に対して優しくな

り、日常生活においてもより霊的に豊かになったと言う

人もいる。ヒンズー教徒の歴史をより深く掘り下げてみ

ると、カルマの信仰は今日の私たちの驚異、感嘆、賞賛

に挑む大規模な物質的業
わざ

と隣り合わせになっていること

がわかる。私たちがヒンドゥスターンの岩を切った寺院

でいつでも見られるような自然に対する勝利を示すこと

ができるかどうかは疑わしい。このように、私たちのこ

のカルマの教義は、それを受け入れる人々に悪い影響や

衰弱させる影響を与えることはないと思われる。

「しかし」と反論者は言う、「それは運命論だ。カルマ

がカルマであるならば、もし私がこのような罰を受ける

のであれば、私が望もうと望むまいとそのようになるの

だから、私はトルコ人のように『アッラーの意志』と言っ

て何もしないでいなければならない」。さて、イスラム

教のアッラーの意志（宿命）の教義は、純粋で単純な運

命論として悪用されているが、預言者やその最も偉大な

弟子たちは、それは運命ではなく法則であると教えてい

たため、その宿命論の教義を持っていなかった。そして、

カルマもこの反論には導かれない。カルマは一度きりの

人生に適用されるものだと漠然と理解していて、この教

義に本当の意味での荘厳さと無限の広がりを与えない

人々の心の中では、運命論が評定されます。一方、各人

が次のこの世のつかの間の人格のための運命の創造者で

あると見なされるとき、そこには運命はありえない。そ

の人は、必然的に特定の結果をもたらす原因を動かした。

同じように簡単に、その人はさまざまな原因を作り、そ

れによってさまざまな結果をもたらすことができた。

このように厳しい正義を下し、ひとたび死が扉を閉ざ

すと友人や最愛の親族を永遠に失うことを強いる教義に

は、嫌な冷たさや優しさの欠乏があるというのが、感情

を人生のルールとする一部の人たちの気持ちである。し

かし、感情や私たち自身の願望が自然界の指針となる法

則ではないが、この反論の感傷的な基盤でさえ理由がな

い。それは、この教義を部分的に知っているからであり、

完全に知れば他の人生の理論と同様に、心に大切なもの

を及ぼす機会に満ちていることがわかる。私たちを人生

へ投げ込んで、当然のように苦しんだり楽しんだりさせ

るのと同じ法則が、お互いに似た者同士の友人や親類が、

性格の違いによって、どんな引力の法則でも一緒にいら

れなくなるまで、一緒に転生しなければならないと定め

ている。互いに異なるものにならない限り、そして異な

るものになるまで、彼らは互いに離れることはない。そ

して誰が、単に誕生という偶然があったという理由で、

気の合わない親類や知人のそばに永遠に縛られることを

望むだろうか。

私たちの助けにも、この法則はしっかりと、そして絶

え間なく働いている。「あなたが助けた人は、他の人生

でもあなたを助けるでしょう」と宣言されている。過去

の時代、私たちは、はるか昔に高みへと昇っていった人

たちを知っていたかもしれない。長い輪廻転生の中で、

彼らが巡礼の旅をしているところに私たちが近づくと、

彼らは物質的な面であれ、道徳的な面であれ、すぐに援

助をしてくれる。そして、誰が援助しているのかまたは

援助されているのかを、どちらか一方が認識しているか

どうかは関係ない。不変の法則が流れを導き、結果をも

たらすのである。これは、家族である人類全体の一人ひ

とりのお互いに対する行為が、偉大かつ親切な法則に

よって、過去に受けた侮辱を現在の名誉と仲間を助ける

機会に変えるようにさせられるものである。

自然界にはえこひいきは存在しない。誰もが報酬や対

価として、自分にふさわしくない特権や贈り物は持って

いない。私たちの限られた視野の前に広がる現在の生活

を見ると、価値のない人間にそのような報酬が与えられ

る理由はおそらく見当たらないかもしれないが、カルマ

は決して過ちを犯さず、必ず報いてくれる。そして、カ

ルマは報酬を与えるだけでなく、私たちが復讐のために

行うことへの報いも、カルマにのみ帰属するのである。

キリスト教の聖典に「復讐は我にあり、我は報いん」と

書かれているのは、この点を考慮してのことである。人

が人を傷つけると、カルマが確実に加害者を襲うからで

ある。しかし、傷つけられた人は、相手が罰せられるこ

とを望まないように気をつけよう。カルマによって自分

も罰せられるからである。だからカルマは、このような

人生の網と絶え間なく回転する車輪からの脱出および脱

出の手段を提供し、私たちは輪廻転生によって脱出のた

めの時間を与えられるのである。
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非常に多くの西洋人が、この東洋のカルマの教義は理

解するのが難しく、教育を受けた思慮深い人だけが理解

できるものだと言う。しかし、インド、セイロン、ビルマ、

そして他のアジア諸国では、人々は皆カルマを受け入れ、

理解しているようである。その理由は、おそらく彼らが

輪廻転生をしっかりと信じているからであろう。輪廻転

生はカルマと双璧をなす教義であると言える。確かに、

一方が他方を視野に入れずに適切に検討することはでき

ない。なぜなら、カルマは、罰であれ報酬であれ、その

作用のための手段が輪廻転生によってもたらされない限

り、自我に対して実際の、または正当な作用を及ぼさな

いからである。

私たちの報酬は、私たちが人生において互いに結びつ

いている間に与えられるものであり、私たちが一人でい

るときや分離しているときに与えられるものではない。

国の権力者になったり、財産を持ったりすることを報酬

と呼ぶならば、統治する人々や、財産を使うことができ、

私たちの多様な欲望を満たすために助けてくれる関係の

ある人間がいなければ、その価値はすべて失われてしま

う。このようにして輪廻転生の法則は、私たちを何度も

何度も人生に引きずり込み、前生で知っていた様々な自

我を数え切れないほど連れてくる。なぜなら、私たちを

別々に、ある種の罰を受けるために未知の地獄に連れて

行ったり、報いを受けるために不可能で滑稽な天国に連

れて行ったりすることは、不正であると同時に不可能だ

からである。したがって、イエスを賛美したことで司祭

に赦された死刑囚も逃れることはできない。彼は被害者

と共にこの地上に戻り、それぞれが乱れた調和を調整す

るために他方を助け、その過程でそれぞれが正当な補償

をしなければならない。なぜなら、この教義がなければ、

有罪判決を受けた後に殺人者を合法的に殺害しても、半

分の救済にしかならないからである。それは、国家は肉

体から追い出された者や、残された彼の扶養家族のため

に何の準備もしないし、さらに、殺人者の家族の中で彼

に先立たれた者のために何もしないからである。

しかし、すべての時代の神智学の聖者たちは、カルマ

の教義を、単に転生した人間に作用するだけのものでは

ないとしている。彼らは、すべての世界がカルマによっ

て結び付けられ、動かされていると考えている。ヒンズー

教の古い書物である『バガヴァッド・ギーター』には、「ブ

ラフマーに至るまでのすべての世界はカルマの対象であ

る」と書かれている。それゆえ、カルマはすべての階層

で作用する。このように考えると、現在の世界の状態は、

何十億年も前に起こったプララヤつまり壮大なる死の始

まりにあったものの実際の結果であると考えられる。つ

まり、世界は人間と同じように進化する。生まれて、老

いて、死んで、また生まれ変わる。それが何度も繰り返

され、その輪廻転生の繰り返しの間、以前の進化のため

にそれ自体苦しんだり、楽しんだりする。報酬は進化の

線に沿ったより大きな進歩であり、罰は劣化した状態で

ある。もちろん、前の記事で述べたように、これらの状

態は人間をその目的と原因としている。人間はすべての

進化の頂点だからである。そして、大いなる宇宙空間や

現象の高い考察から教えを伝えられたセオソフィスト

は、カルマと輪廻の法則を、全体のカルマとは別に、特

に体の中のすべての原子に適用するよう教えられてい

る。私たちは生命の塊で構成されているので、私たちの

思考や行為は体の中の原子や生命に影響を与え、それら

に独自のカルマを印象づける。東洋の思想家が言うよう

て考えてみよう。悪いカルマの原因が肉体構造に現れて

いるのと同時に、別の優れたカルマが心や気質に作用し

ており、バランスのとれた穏やかで明るい、深みのある

輝かしい心をもたらす結果となっている。このように、

完全に精神的なカルマと比較して、純粋に肉体的なカル

マが見出せる。純粋に肉体的なものとは、例えば、見知

らぬ人が転んで怪我をする可能性のある果物の皮を地面

から取り除いたことによるものである。純粋に精神的な

ものとは、穏やかで哲学的な思考などに費やした人生に

よるものかもしれない。

ヒンズー教の本の一つには、このことに関して次のよ

うな奇妙な文章がある。「完璧な肉体や超人的な力は、

生まれつき、あるいは薬草によって、あるいは呪文や苦

行、瞑想によって生み出される」。

肉体的な傷や損失よりも悪いと考えられている精神

（メンタル）的な苦悩の中には、前世からのカルマがあり、

その結果、魂の実在や霊の存在を想像する力をすべて

失ってしまうような性質の暗さ、つまり唯物論がある。

この法則が作用する最後に残った分野は、心霊的な性

質であると言えるだろう。アメリカでは、霊媒、透視能

力者、透聴能力者、読心術師、ヒステリー患者、その他

あらゆる種類の異常な感覚の持ち主など、数多くの例が

ある。東洋の理論によれば、もしそのように悩んでいる

人（適切な言葉だと思うが）が、前世の多くの時間を精

神的性質の一方面の発達（one-sided development）に

費やしていなかったならば、社会的に異常な透視能力者

は存在しないことになる。

ヒンズー教徒の非常に奇妙な信仰は、かつての人間

だった者がデーヴァ（劣った神）になるような状態の変

化の可能性を認めるものである。彼らは自然をいくつか

の部門に分け、それぞれの部門に意識のある力や実体が

あり、大まかに言えばデーヴァと呼ばれている。しかし

これは、スペクトルの各光線の中に目に見えない存在が

いないわけがないと言った、現代の優れた科学者たちの

考えとそれほどかけ離れていない。何世紀も前に、ヒン

ズー教の思想家がこのことを認め、さらに推し進めて、

人間はある種のカルマによってこれらの存在の 1 つにな

り、それに応じた楽しみと苦労からの解放を得られるか

もしれないと宣言した。しかし、いずれはまた元に戻っ

て、くたびれ果てる誕生のラウンドを繰り返すことにな

るという確信がある。

カルマの無効化の教義と呼ばれるものは、物理学でよ

く知られている法則をこの部門に応用したもので、2 つ

の等しい力が互いに向かい合ったときに均衡が保たれる

というものである。ある人のカルマの勘定には、非常に

不愉快な原因と、それとは反対の性格の原因があるかも

しれない。これらが同時に表現されるようになると、お

互いに打ち消しあってどちらも明らかにならず、均衡は

両方に相当するものとなる。このようにして、聖書の一

節を理解することができる。「愛は多くの罪を覆う」（箴

言 10 章 12 節、ペテロの手紙一 4 章 8?9 節）とは、悪

事を働くのではなく、博愛的行いをすることで緩和効果

が得られることを意味しており、中世の騎士が人生の何

年かを施しに充てる理由となっている。

インドで誰もが崇拝する本『バガヴァッド・ギーター』

では、カルマ・ヨーガ（業と義務の遂行の宗教）と呼ば

れるものが最高の地位を占めており、そこにはこう書か

れている。「自分の行為の成果に執着せず、なすべき行

為をなす者は、離俗者であり帰依者である。犠牲の火を

燃やしたり、儀式を実行したりする人がそうなのではな

い。行動器官を抑制して、心の中で感覚の対象物につい

て考えている不活発な者は、道に迷った魂を持つ偽りの

敬虔主義者と呼ばれる。しかし、心で感覚を抑制し、行

動することへの関心から解放され、行動の器官を使って

積極的な献身を行う者は称賛に値する」。
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に、「本質が私たちの中で命を得て、カルマを獲得し、

死んで、転生しないでは、一瞬たりとも過ぎて行かない」

のである。

カルマの主な分類は 3 つある。一つは、現在の人生と

肉体に作用し、人生のあらゆる状況と変化をもたらすも

のである。これについては、私たちは毎日のように実例

を目にするが、時折、この教義に最も明るい光を与える

奇妙なクライマックスがある。その一つが、インドで不

朽の名作となっている、いわば幸運の寵児が建てた建物

である。あるラジャ（王）が非常に奇妙な夢を見た。あ

まりにも印象的だったので、占い師たちに解釈を求めた。

彼らの星占いによると、次の日、目が覚めて最初に見た

人に莫大な金額を渡す必要があり、占いはそれが早い時

間に起こることを意味しているという。次の日、王はい

つもより早く起きて窓に向かい、窓を開けると、目の前

には土を掃いている旃陀羅（訳注：せんだら《( 梵 )

candala の音写》インドで、四姓外の、最下級とされた

階級。狩猟と畜などを生業とした）がいた。王は彼に財

産を与え、一瞬にして絶望的な貧困から豊かさを手に入

れた。そして、そのチャンダラーは、貧困の鎖から突然

解放されたことを記念して、巨大な建物を建てた。

もう一つのカルマは、人間がカルマを作用させるため

の有効な手段をもたらさないために、今は作用しないで

保留されているカルマである。これは、大気中に浮遊し

ていて目には見えないが条件が整った瞬間に雨となって

地上に降り注ぐ水蒸気に例えることができる。

最後の主なクラスは、私たちが今作っているカルマで

あり、未来生まれ変わったとき私たちが感じることにな

るカルマである。その適切なシンボルは、弓の射手が空

中で前方に放つ矢である。
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霊はいつでも、どんな状況でも、カルマの影響を受け

ないので、神智学のアデプト（達人）たちは「霊の修養」

という言葉を使わない。人間の中の霊は、彼らによって

イシュワラと呼ばれ、不変であり、永遠であり、不可分

であり、すべての基本となるものである。それゆえ神智

学のアデプトたちは、肉体やすべての物体は無常であり、

現実と勘違いするたびに魂を惑わせるものだと言う。そ

れらは、この階層上で、そしてこの階層のためにのみ実

在し、意識が認識のためにそれらをここに取り込んでい

る間、実在する。したがって、肉体とすべての物体は相

対的な現実であり、絶対的な意味でそうではない。これ

は夢により簡単に証明できる。夢の状態では、起きてい

るときには実在すると思っていた対象についての知識を

すべて失い、その新しい状態で苦しみ、楽しむようにな

る。夢の中では、もちろん意識は起きているときの経験

の性質を持つ対象に自分自身を適用しているが、同時に、

それらの経験が続いている間、喜びと痛みの感覚を生み

出している。ある人の肉体が 20 年以上にわたり昏睡状

態に陥り、心（マインド）は楽しい夢や不快な夢を見て

いる状態を想像してみよう。この夢を見ている人の意識

にとっては、起きている時に知っている物の現実性は滅

されている。しかし、物質的な存在は必要悪であり、そ

の中でのみ解放や救済を得ることができるので、それは

最も重要なことであり、したがって物質を支配するカル

マと、解放の決定（decree 神意とも）に達することが

できるカルマをよく理解し、そして受け入れて従わなけ

ればならない。

カルマは、変形した身体や欠損した身体を生み出した

り、良い身体に悪い気質を与えたり、その逆にしたりす

る。カルマは病気や痛みや不快さを引き起こしたり、物

質的な肉体構造（フレーム）に快楽や好ましい状況をも

たらすように作用する。そのため、変形した体や不愉快

な体の中に、最も悟りを開いた高貴な心を見出すことが

ある。この場合、肉体的なカルマは悪く、精神的なカル

マは良いのである。

このことから、精神面に作用するカルマの種類につい
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カルマの教義に反対する人たちは、カルマの教義が不

公平で情けがなく、運命論的であると主張しているが、

そのような結論はカルマを信じる民族の経験からは裏付

けられておらず、また、その反論は精査に耐えない。ヒ

ンズー教徒や仏教徒はカルマを完全に信じており、現世

でも来世でも自分自身以外の誰かが罰したり報いたりす

ることはないと確信しているが、彼らが冷淡で無慈悲で

あるということはない。実際、人生の人間関係で、ヒン

ズー教徒がアメリカ人の兄弟と同じように愛情深く、優

しいことはよく知られているし、彼らの歴史の中には私

たちと同じように英雄的な自己犠牲の例がたくさんあ

る。さらに、カルマや輪廻転生を信じることで、ヒンズー

教徒はヨーロッパ人よりも人や動物に対して優しくな

り、日常生活においてもより霊的に豊かになったと言う

人もいる。ヒンズー教徒の歴史をより深く掘り下げてみ

ると、カルマの信仰は今日の私たちの驚異、感嘆、賞賛

に挑む大規模な物質的業
わざ

と隣り合わせになっていること

がわかる。私たちがヒンドゥスターンの岩を切った寺院

でいつでも見られるような自然に対する勝利を示すこと

ができるかどうかは疑わしい。このように、私たちのこ

のカルマの教義は、それを受け入れる人々に悪い影響や

衰弱させる影響を与えることはないと思われる。

「しかし」と反論者は言う、「それは運命論だ。カルマ

がカルマであるならば、もし私がこのような罰を受ける

のであれば、私が望もうと望むまいとそのようになるの

だから、私はトルコ人のように『アッラーの意志』と言っ

て何もしないでいなければならない」。さて、イスラム

教のアッラーの意志（宿命）の教義は、純粋で単純な運

命論として悪用されているが、預言者やその最も偉大な

弟子たちは、それは運命ではなく法則であると教えてい

たため、その宿命論の教義を持っていなかった。そして、

カルマもこの反論には導かれない。カルマは一度きりの

人生に適用されるものだと漠然と理解していて、この教

義に本当の意味での荘厳さと無限の広がりを与えない

人々の心の中では、運命論が評定されます。一方、各人

が次のこの世のつかの間の人格のための運命の創造者で

あると見なされるとき、そこには運命はありえない。そ

の人は、必然的に特定の結果をもたらす原因を動かした。

同じように簡単に、その人はさまざまな原因を作り、そ

れによってさまざまな結果をもたらすことができた。

このように厳しい正義を下し、ひとたび死が扉を閉ざ

すと友人や最愛の親族を永遠に失うことを強いる教義に

は、嫌な冷たさや優しさの欠乏があるというのが、感情

を人生のルールとする一部の人たちの気持ちである。し

かし、感情や私たち自身の願望が自然界の指針となる法

則ではないが、この反論の感傷的な基盤でさえ理由がな

い。それは、この教義を部分的に知っているからであり、

完全に知れば他の人生の理論と同様に、心に大切なもの

を及ぼす機会に満ちていることがわかる。私たちを人生

へ投げ込んで、当然のように苦しんだり楽しんだりさせ

るのと同じ法則が、お互いに似た者同士の友人や親類が、

性格の違いによって、どんな引力の法則でも一緒にいら

れなくなるまで、一緒に転生しなければならないと定め

ている。互いに異なるものにならない限り、そして異な

るものになるまで、彼らは互いに離れることはない。そ

して誰が、単に誕生という偶然があったという理由で、

気の合わない親類や知人のそばに永遠に縛られることを

望むだろうか。

私たちの助けにも、この法則はしっかりと、そして絶

え間なく働いている。「あなたが助けた人は、他の人生

でもあなたを助けるでしょう」と宣言されている。過去

の時代、私たちは、はるか昔に高みへと昇っていった人

たちを知っていたかもしれない。長い輪廻転生の中で、

彼らが巡礼の旅をしているところに私たちが近づくと、

彼らは物質的な面であれ、道徳的な面であれ、すぐに援

助をしてくれる。そして、誰が援助しているのかまたは

援助されているのかを、どちらか一方が認識しているか

どうかは関係ない。不変の法則が流れを導き、結果をも

たらすのである。これは、家族である人類全体の一人ひ

とりのお互いに対する行為が、偉大かつ親切な法則に

よって、過去に受けた侮辱を現在の名誉と仲間を助ける

機会に変えるようにさせられるものである。

自然界にはえこひいきは存在しない。誰もが報酬や対

価として、自分にふさわしくない特権や贈り物は持って

いない。私たちの限られた視野の前に広がる現在の生活

を見ると、価値のない人間にそのような報酬が与えられ

る理由はおそらく見当たらないかもしれないが、カルマ

は決して過ちを犯さず、必ず報いてくれる。そして、カ

ルマは報酬を与えるだけでなく、私たちが復讐のために

行うことへの報いも、カルマにのみ帰属するのである。

キリスト教の聖典に「復讐は我にあり、我は報いん」と

書かれているのは、この点を考慮してのことである。人

が人を傷つけると、カルマが確実に加害者を襲うからで

ある。しかし、傷つけられた人は、相手が罰せられるこ

とを望まないように気をつけよう。カルマによって自分

も罰せられるからである。だからカルマは、このような

人生の網と絶え間なく回転する車輪からの脱出および脱

出の手段を提供し、私たちは輪廻転生によって脱出のた

めの時間を与えられるのである。
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非常に多くの西洋人が、この東洋のカルマの教義は理

解するのが難しく、教育を受けた思慮深い人だけが理解

できるものだと言う。しかし、インド、セイロン、ビルマ、

そして他のアジア諸国では、人々は皆カルマを受け入れ、

理解しているようである。その理由は、おそらく彼らが

輪廻転生をしっかりと信じているからであろう。輪廻転

生はカルマと双璧をなす教義であると言える。確かに、

一方が他方を視野に入れずに適切に検討することはでき

ない。なぜなら、カルマは、罰であれ報酬であれ、その

作用のための手段が輪廻転生によってもたらされない限

り、自我に対して実際の、または正当な作用を及ぼさな

いからである。

私たちの報酬は、私たちが人生において互いに結びつ

いている間に与えられるものであり、私たちが一人でい

るときや分離しているときに与えられるものではない。

国の権力者になったり、財産を持ったりすることを報酬

と呼ぶならば、統治する人々や、財産を使うことができ、

私たちの多様な欲望を満たすために助けてくれる関係の

ある人間がいなければ、その価値はすべて失われてしま

う。このようにして輪廻転生の法則は、私たちを何度も

何度も人生に引きずり込み、前生で知っていた様々な自

我を数え切れないほど連れてくる。なぜなら、私たちを

別々に、ある種の罰を受けるために未知の地獄に連れて

行ったり、報いを受けるために不可能で滑稽な天国に連

れて行ったりすることは、不正であると同時に不可能だ

からである。したがって、イエスを賛美したことで司祭

に赦された死刑囚も逃れることはできない。彼は被害者

と共にこの地上に戻り、それぞれが乱れた調和を調整す

るために他方を助け、その過程でそれぞれが正当な補償

をしなければならない。なぜなら、この教義がなければ、

有罪判決を受けた後に殺人者を合法的に殺害しても、半

分の救済にしかならないからである。それは、国家は肉

体から追い出された者や、残された彼の扶養家族のため

に何の準備もしないし、さらに、殺人者の家族の中で彼

に先立たれた者のために何もしないからである。

しかし、すべての時代の神智学の聖者たちは、カルマ

の教義を、単に転生した人間に作用するだけのものでは

ないとしている。彼らは、すべての世界がカルマによっ

て結び付けられ、動かされていると考えている。ヒンズー

教の古い書物である『バガヴァッド・ギーター』には、「ブ

ラフマーに至るまでのすべての世界はカルマの対象であ

る」と書かれている。それゆえ、カルマはすべての階層

で作用する。このように考えると、現在の世界の状態は、

何十億年も前に起こったプララヤつまり壮大なる死の始

まりにあったものの実際の結果であると考えられる。つ

まり、世界は人間と同じように進化する。生まれて、老

いて、死んで、また生まれ変わる。それが何度も繰り返

され、その輪廻転生の繰り返しの間、以前の進化のため

にそれ自体苦しんだり、楽しんだりする。報酬は進化の

線に沿ったより大きな進歩であり、罰は劣化した状態で

ある。もちろん、前の記事で述べたように、これらの状

態は人間をその目的と原因としている。人間はすべての

進化の頂点だからである。そして、大いなる宇宙空間や

現象の高い考察から教えを伝えられたセオソフィスト

は、カルマと輪廻の法則を、全体のカルマとは別に、特

に体の中のすべての原子に適用するよう教えられてい

る。私たちは生命の塊で構成されているので、私たちの

思考や行為は体の中の原子や生命に影響を与え、それら

に独自のカルマを印象づける。東洋の思想家が言うよう

て考えてみよう。悪いカルマの原因が肉体構造に現れて

いるのと同時に、別の優れたカルマが心や気質に作用し

ており、バランスのとれた穏やかで明るい、深みのある

輝かしい心をもたらす結果となっている。このように、

完全に精神的なカルマと比較して、純粋に肉体的なカル

マが見出せる。純粋に肉体的なものとは、例えば、見知

らぬ人が転んで怪我をする可能性のある果物の皮を地面

から取り除いたことによるものである。純粋に精神的な

ものとは、穏やかで哲学的な思考などに費やした人生に

よるものかもしれない。

ヒンズー教の本の一つには、このことに関して次のよ

うな奇妙な文章がある。「完璧な肉体や超人的な力は、

生まれつき、あるいは薬草によって、あるいは呪文や苦

行、瞑想によって生み出される」。

肉体的な傷や損失よりも悪いと考えられている精神

（メンタル）的な苦悩の中には、前世からのカルマがあり、

その結果、魂の実在や霊の存在を想像する力をすべて

失ってしまうような性質の暗さ、つまり唯物論がある。

この法則が作用する最後に残った分野は、心霊的な性

質であると言えるだろう。アメリカでは、霊媒、透視能

力者、透聴能力者、読心術師、ヒステリー患者、その他

あらゆる種類の異常な感覚の持ち主など、数多くの例が

ある。東洋の理論によれば、もしそのように悩んでいる

人（適切な言葉だと思うが）が、前世の多くの時間を精

神的性質の一方面の発達（one-sided development）に

費やしていなかったならば、社会的に異常な透視能力者

は存在しないことになる。

ヒンズー教徒の非常に奇妙な信仰は、かつての人間

だった者がデーヴァ（劣った神）になるような状態の変

化の可能性を認めるものである。彼らは自然をいくつか

の部門に分け、それぞれの部門に意識のある力や実体が

あり、大まかに言えばデーヴァと呼ばれている。しかし

これは、スペクトルの各光線の中に目に見えない存在が

いないわけがないと言った、現代の優れた科学者たちの

考えとそれほどかけ離れていない。何世紀も前に、ヒン

ズー教の思想家がこのことを認め、さらに推し進めて、

人間はある種のカルマによってこれらの存在の 1 つにな

り、それに応じた楽しみと苦労からの解放を得られるか

もしれないと宣言した。しかし、いずれはまた元に戻っ

て、くたびれ果てる誕生のラウンドを繰り返すことにな

るという確信がある。

カルマの無効化の教義と呼ばれるものは、物理学でよ

く知られている法則をこの部門に応用したもので、2 つ

の等しい力が互いに向かい合ったときに均衡が保たれる

というものである。ある人のカルマの勘定には、非常に

不愉快な原因と、それとは反対の性格の原因があるかも

しれない。これらが同時に表現されるようになると、お

互いに打ち消しあってどちらも明らかにならず、均衡は

両方に相当するものとなる。このようにして、聖書の一

節を理解することができる。「愛は多くの罪を覆う」（箴

言 10 章 12 節、ペテロの手紙一 4 章 8?9 節）とは、悪

事を働くのではなく、博愛的行いをすることで緩和効果

が得られることを意味しており、中世の騎士が人生の何

年かを施しに充てる理由となっている。

インドで誰もが崇拝する本『バガヴァッド・ギーター』

では、カルマ・ヨーガ（業と義務の遂行の宗教）と呼ば

れるものが最高の地位を占めており、そこにはこう書か

れている。「自分の行為の成果に執着せず、なすべき行

為をなす者は、離俗者であり帰依者である。犠牲の火を

燃やしたり、儀式を実行したりする人がそうなのではな

い。行動器官を抑制して、心の中で感覚の対象物につい

て考えている不活発な者は、道に迷った魂を持つ偽りの

敬虔主義者と呼ばれる。しかし、心で感覚を抑制し、行

動することへの関心から解放され、行動の器官を使って

積極的な献身を行う者は称賛に値する」。



に、「本質が私たちの中で命を得て、カルマを獲得し、

死んで、転生しないでは、一瞬たりとも過ぎて行かない」

のである。

カルマの主な分類は 3 つある。一つは、現在の人生と

肉体に作用し、人生のあらゆる状況と変化をもたらすも

のである。これについては、私たちは毎日のように実例

を目にするが、時折、この教義に最も明るい光を与える

奇妙なクライマックスがある。その一つが、インドで不

朽の名作となっている、いわば幸運の寵児が建てた建物

である。あるラジャ（王）が非常に奇妙な夢を見た。あ

まりにも印象的だったので、占い師たちに解釈を求めた。

彼らの星占いによると、次の日、目が覚めて最初に見た

人に莫大な金額を渡す必要があり、占いはそれが早い時

間に起こることを意味しているという。次の日、王はい

つもより早く起きて窓に向かい、窓を開けると、目の前

には土を掃いている旃陀羅（訳注：せんだら《( 梵 )

candala の音写》インドで、四姓外の、最下級とされた

階級。狩猟と畜などを生業とした）がいた。王は彼に財

産を与え、一瞬にして絶望的な貧困から豊かさを手に入

れた。そして、そのチャンダラーは、貧困の鎖から突然

解放されたことを記念して、巨大な建物を建てた。

もう一つのカルマは、人間がカルマを作用させるため

の有効な手段をもたらさないために、今は作用しないで

保留されているカルマである。これは、大気中に浮遊し

ていて目には見えないが条件が整った瞬間に雨となって

地上に降り注ぐ水蒸気に例えることができる。

最後の主なクラスは、私たちが今作っているカルマで

あり、未来生まれ変わったとき私たちが感じることにな

るカルマである。その適切なシンボルは、弓の射手が空

中で前方に放つ矢である。
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霊はいつでも、どんな状況でも、カルマの影響を受け

ないので、神智学のアデプト（達人）たちは「霊の修養」

という言葉を使わない。人間の中の霊は、彼らによって

イシュワラと呼ばれ、不変であり、永遠であり、不可分

であり、すべての基本となるものである。それゆえ神智

学のアデプトたちは、肉体やすべての物体は無常であり、

現実と勘違いするたびに魂を惑わせるものだと言う。そ

れらは、この階層上で、そしてこの階層のためにのみ実

在し、意識が認識のためにそれらをここに取り込んでい

る間、実在する。したがって、肉体とすべての物体は相

対的な現実であり、絶対的な意味でそうではない。これ

は夢により簡単に証明できる。夢の状態では、起きてい

るときには実在すると思っていた対象についての知識を

すべて失い、その新しい状態で苦しみ、楽しむようにな

る。夢の中では、もちろん意識は起きているときの経験

の性質を持つ対象に自分自身を適用しているが、同時に、

それらの経験が続いている間、喜びと痛みの感覚を生み

出している。ある人の肉体が 20 年以上にわたり昏睡状

態に陥り、心（マインド）は楽しい夢や不快な夢を見て

いる状態を想像してみよう。この夢を見ている人の意識

にとっては、起きている時に知っている物の現実性は滅

されている。しかし、物質的な存在は必要悪であり、そ

の中でのみ解放や救済を得ることができるので、それは

最も重要なことであり、したがって物質を支配するカル

マと、解放の決定（decree 神意とも）に達することが

できるカルマをよく理解し、そして受け入れて従わなけ

ればならない。

カルマは、変形した身体や欠損した身体を生み出した

り、良い身体に悪い気質を与えたり、その逆にしたりす

る。カルマは病気や痛みや不快さを引き起こしたり、物

質的な肉体構造（フレーム）に快楽や好ましい状況をも

たらすように作用する。そのため、変形した体や不愉快

な体の中に、最も悟りを開いた高貴な心を見出すことが

ある。この場合、肉体的なカルマは悪く、精神的なカル

マは良いのである。

このことから、精神面に作用するカルマの種類につい

10
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カルマの教義に反対する人たちは、カルマの教義が不

公平で情けがなく、運命論的であると主張しているが、

そのような結論はカルマを信じる民族の経験からは裏付

けられておらず、また、その反論は精査に耐えない。ヒ

ンズー教徒や仏教徒はカルマを完全に信じており、現世

でも来世でも自分自身以外の誰かが罰したり報いたりす

ることはないと確信しているが、彼らが冷淡で無慈悲で

あるということはない。実際、人生の人間関係で、ヒン

ズー教徒がアメリカ人の兄弟と同じように愛情深く、優

しいことはよく知られているし、彼らの歴史の中には私

たちと同じように英雄的な自己犠牲の例がたくさんあ

る。さらに、カルマや輪廻転生を信じることで、ヒンズー

教徒はヨーロッパ人よりも人や動物に対して優しくな

り、日常生活においてもより霊的に豊かになったと言う

人もいる。ヒンズー教徒の歴史をより深く掘り下げてみ

ると、カルマの信仰は今日の私たちの驚異、感嘆、賞賛

に挑む大規模な物質的業
わざ

と隣り合わせになっていること

がわかる。私たちがヒンドゥスターンの岩を切った寺院

でいつでも見られるような自然に対する勝利を示すこと

ができるかどうかは疑わしい。このように、私たちのこ

のカルマの教義は、それを受け入れる人々に悪い影響や

衰弱させる影響を与えることはないと思われる。

「しかし」と反論者は言う、「それは運命論だ。カルマ

がカルマであるならば、もし私がこのような罰を受ける

のであれば、私が望もうと望むまいとそのようになるの

だから、私はトルコ人のように『アッラーの意志』と言っ

て何もしないでいなければならない」。さて、イスラム

教のアッラーの意志（宿命）の教義は、純粋で単純な運

命論として悪用されているが、預言者やその最も偉大な

弟子たちは、それは運命ではなく法則であると教えてい

たため、その宿命論の教義を持っていなかった。そして、

カルマもこの反論には導かれない。カルマは一度きりの

人生に適用されるものだと漠然と理解していて、この教

義に本当の意味での荘厳さと無限の広がりを与えない

人々の心の中では、運命論が評定されます。一方、各人

が次のこの世のつかの間の人格のための運命の創造者で

あると見なされるとき、そこには運命はありえない。そ

の人は、必然的に特定の結果をもたらす原因を動かした。

同じように簡単に、その人はさまざまな原因を作り、そ

れによってさまざまな結果をもたらすことができた。

このように厳しい正義を下し、ひとたび死が扉を閉ざ

すと友人や最愛の親族を永遠に失うことを強いる教義に

は、嫌な冷たさや優しさの欠乏があるというのが、感情

を人生のルールとする一部の人たちの気持ちである。し

かし、感情や私たち自身の願望が自然界の指針となる法

則ではないが、この反論の感傷的な基盤でさえ理由がな

い。それは、この教義を部分的に知っているからであり、

完全に知れば他の人生の理論と同様に、心に大切なもの

を及ぼす機会に満ちていることがわかる。私たちを人生

へ投げ込んで、当然のように苦しんだり楽しんだりさせ

るのと同じ法則が、お互いに似た者同士の友人や親類が、

性格の違いによって、どんな引力の法則でも一緒にいら

れなくなるまで、一緒に転生しなければならないと定め

ている。互いに異なるものにならない限り、そして異な

るものになるまで、彼らは互いに離れることはない。そ

して誰が、単に誕生という偶然があったという理由で、

気の合わない親類や知人のそばに永遠に縛られることを

望むだろうか。

私たちの助けにも、この法則はしっかりと、そして絶

え間なく働いている。「あなたが助けた人は、他の人生

でもあなたを助けるでしょう」と宣言されている。過去

の時代、私たちは、はるか昔に高みへと昇っていった人

たちを知っていたかもしれない。長い輪廻転生の中で、

彼らが巡礼の旅をしているところに私たちが近づくと、

彼らは物質的な面であれ、道徳的な面であれ、すぐに援

助をしてくれる。そして、誰が援助しているのかまたは

援助されているのかを、どちらか一方が認識しているか

どうかは関係ない。不変の法則が流れを導き、結果をも

たらすのである。これは、家族である人類全体の一人ひ

とりのお互いに対する行為が、偉大かつ親切な法則に

よって、過去に受けた侮辱を現在の名誉と仲間を助ける

機会に変えるようにさせられるものである。

自然界にはえこひいきは存在しない。誰もが報酬や対

価として、自分にふさわしくない特権や贈り物は持って

いない。私たちの限られた視野の前に広がる現在の生活

を見ると、価値のない人間にそのような報酬が与えられ

る理由はおそらく見当たらないかもしれないが、カルマ

は決して過ちを犯さず、必ず報いてくれる。そして、カ

ルマは報酬を与えるだけでなく、私たちが復讐のために

行うことへの報いも、カルマにのみ帰属するのである。

キリスト教の聖典に「復讐は我にあり、我は報いん」と

書かれているのは、この点を考慮してのことである。人

が人を傷つけると、カルマが確実に加害者を襲うからで

ある。しかし、傷つけられた人は、相手が罰せられるこ

とを望まないように気をつけよう。カルマによって自分

も罰せられるからである。だからカルマは、このような

人生の網と絶え間なく回転する車輪からの脱出および脱

出の手段を提供し、私たちは輪廻転生によって脱出のた

めの時間を与えられるのである。
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非常に多くの西洋人が、この東洋のカルマの教義は理

解するのが難しく、教育を受けた思慮深い人だけが理解

できるものだと言う。しかし、インド、セイロン、ビルマ、

そして他のアジア諸国では、人々は皆カルマを受け入れ、

理解しているようである。その理由は、おそらく彼らが

輪廻転生をしっかりと信じているからであろう。輪廻転

生はカルマと双璧をなす教義であると言える。確かに、

一方が他方を視野に入れずに適切に検討することはでき

ない。なぜなら、カルマは、罰であれ報酬であれ、その

作用のための手段が輪廻転生によってもたらされない限

り、自我に対して実際の、または正当な作用を及ぼさな

いからである。

私たちの報酬は、私たちが人生において互いに結びつ

いている間に与えられるものであり、私たちが一人でい

るときや分離しているときに与えられるものではない。

国の権力者になったり、財産を持ったりすることを報酬

と呼ぶならば、統治する人々や、財産を使うことができ、

私たちの多様な欲望を満たすために助けてくれる関係の

ある人間がいなければ、その価値はすべて失われてしま

う。このようにして輪廻転生の法則は、私たちを何度も

何度も人生に引きずり込み、前生で知っていた様々な自

我を数え切れないほど連れてくる。なぜなら、私たちを

別々に、ある種の罰を受けるために未知の地獄に連れて

行ったり、報いを受けるために不可能で滑稽な天国に連

れて行ったりすることは、不正であると同時に不可能だ

からである。したがって、イエスを賛美したことで司祭

に赦された死刑囚も逃れることはできない。彼は被害者

と共にこの地上に戻り、それぞれが乱れた調和を調整す

るために他方を助け、その過程でそれぞれが正当な補償

をしなければならない。なぜなら、この教義がなければ、

有罪判決を受けた後に殺人者を合法的に殺害しても、半

分の救済にしかならないからである。それは、国家は肉

体から追い出された者や、残された彼の扶養家族のため

に何の準備もしないし、さらに、殺人者の家族の中で彼

に先立たれた者のために何もしないからである。

しかし、すべての時代の神智学の聖者たちは、カルマ

の教義を、単に転生した人間に作用するだけのものでは

ないとしている。彼らは、すべての世界がカルマによっ

て結び付けられ、動かされていると考えている。ヒンズー

教の古い書物である『バガヴァッド・ギーター』には、「ブ

ラフマーに至るまでのすべての世界はカルマの対象であ

る」と書かれている。それゆえ、カルマはすべての階層

で作用する。このように考えると、現在の世界の状態は、

何十億年も前に起こったプララヤつまり壮大なる死の始

まりにあったものの実際の結果であると考えられる。つ

まり、世界は人間と同じように進化する。生まれて、老

いて、死んで、また生まれ変わる。それが何度も繰り返

され、その輪廻転生の繰り返しの間、以前の進化のため

にそれ自体苦しんだり、楽しんだりする。報酬は進化の

線に沿ったより大きな進歩であり、罰は劣化した状態で

ある。もちろん、前の記事で述べたように、これらの状

態は人間をその目的と原因としている。人間はすべての

進化の頂点だからである。そして、大いなる宇宙空間や

現象の高い考察から教えを伝えられたセオソフィスト

は、カルマと輪廻の法則を、全体のカルマとは別に、特

に体の中のすべての原子に適用するよう教えられてい

る。私たちは生命の塊で構成されているので、私たちの

思考や行為は体の中の原子や生命に影響を与え、それら

に独自のカルマを印象づける。東洋の思想家が言うよう

て考えてみよう。悪いカルマの原因が肉体構造に現れて

いるのと同時に、別の優れたカルマが心や気質に作用し

ており、バランスのとれた穏やかで明るい、深みのある

輝かしい心をもたらす結果となっている。このように、

完全に精神的なカルマと比較して、純粋に肉体的なカル

マが見出せる。純粋に肉体的なものとは、例えば、見知

らぬ人が転んで怪我をする可能性のある果物の皮を地面

から取り除いたことによるものである。純粋に精神的な

ものとは、穏やかで哲学的な思考などに費やした人生に

よるものかもしれない。

ヒンズー教の本の一つには、このことに関して次のよ

うな奇妙な文章がある。「完璧な肉体や超人的な力は、

生まれつき、あるいは薬草によって、あるいは呪文や苦

行、瞑想によって生み出される」。

肉体的な傷や損失よりも悪いと考えられている精神

（メンタル）的な苦悩の中には、前世からのカルマがあり、

その結果、魂の実在や霊の存在を想像する力をすべて

失ってしまうような性質の暗さ、つまり唯物論がある。

この法則が作用する最後に残った分野は、心霊的な性

質であると言えるだろう。アメリカでは、霊媒、透視能

力者、透聴能力者、読心術師、ヒステリー患者、その他

あらゆる種類の異常な感覚の持ち主など、数多くの例が

ある。東洋の理論によれば、もしそのように悩んでいる

人（適切な言葉だと思うが）が、前世の多くの時間を精

神的性質の一方面の発達（one-sided development）に

費やしていなかったならば、社会的に異常な透視能力者

は存在しないことになる。

ヒンズー教徒の非常に奇妙な信仰は、かつての人間

だった者がデーヴァ（劣った神）になるような状態の変

化の可能性を認めるものである。彼らは自然をいくつか

の部門に分け、それぞれの部門に意識のある力や実体が

あり、大まかに言えばデーヴァと呼ばれている。しかし

これは、スペクトルの各光線の中に目に見えない存在が

いないわけがないと言った、現代の優れた科学者たちの

考えとそれほどかけ離れていない。何世紀も前に、ヒン

ズー教の思想家がこのことを認め、さらに推し進めて、

人間はある種のカルマによってこれらの存在の 1 つにな

り、それに応じた楽しみと苦労からの解放を得られるか

もしれないと宣言した。しかし、いずれはまた元に戻っ

て、くたびれ果てる誕生のラウンドを繰り返すことにな

るという確信がある。

カルマの無効化の教義と呼ばれるものは、物理学でよ

く知られている法則をこの部門に応用したもので、2 つ

の等しい力が互いに向かい合ったときに均衡が保たれる

というものである。ある人のカルマの勘定には、非常に

不愉快な原因と、それとは反対の性格の原因があるかも

しれない。これらが同時に表現されるようになると、お

互いに打ち消しあってどちらも明らかにならず、均衡は

両方に相当するものとなる。このようにして、聖書の一

節を理解することができる。「愛は多くの罪を覆う」（箴

言 10 章 12 節、ペテロの手紙一 4 章 8?9 節）とは、悪

事を働くのではなく、博愛的行いをすることで緩和効果

が得られることを意味しており、中世の騎士が人生の何

年かを施しに充てる理由となっている。

インドで誰もが崇拝する本『バガヴァッド・ギーター』

では、カルマ・ヨーガ（業と義務の遂行の宗教）と呼ば

れるものが最高の地位を占めており、そこにはこう書か

れている。「自分の行為の成果に執着せず、なすべき行

為をなす者は、離俗者であり帰依者である。犠牲の火を

燃やしたり、儀式を実行したりする人がそうなのではな

い。行動器官を抑制して、心の中で感覚の対象物につい

て考えている不活発な者は、道に迷った魂を持つ偽りの

敬虔主義者と呼ばれる。しかし、心で感覚を抑制し、行

動することへの関心から解放され、行動の器官を使って

積極的な献身を行う者は称賛に値する」。



に、「本質が私たちの中で命を得て、カルマを獲得し、

死んで、転生しないでは、一瞬たりとも過ぎて行かない」

のである。

カルマの主な分類は 3 つある。一つは、現在の人生と

肉体に作用し、人生のあらゆる状況と変化をもたらすも

のである。これについては、私たちは毎日のように実例

を目にするが、時折、この教義に最も明るい光を与える

奇妙なクライマックスがある。その一つが、インドで不

朽の名作となっている、いわば幸運の寵児が建てた建物

である。あるラジャ（王）が非常に奇妙な夢を見た。あ

まりにも印象的だったので、占い師たちに解釈を求めた。

彼らの星占いによると、次の日、目が覚めて最初に見た

人に莫大な金額を渡す必要があり、占いはそれが早い時

間に起こることを意味しているという。次の日、王はい

つもより早く起きて窓に向かい、窓を開けると、目の前

には土を掃いている旃陀羅（訳注：せんだら《( 梵 )

candala の音写》インドで、四姓外の、最下級とされた

階級。狩猟と畜などを生業とした）がいた。王は彼に財

産を与え、一瞬にして絶望的な貧困から豊かさを手に入

れた。そして、そのチャンダラーは、貧困の鎖から突然

解放されたことを記念して、巨大な建物を建てた。

もう一つのカルマは、人間がカルマを作用させるため

の有効な手段をもたらさないために、今は作用しないで

保留されているカルマである。これは、大気中に浮遊し

ていて目には見えないが条件が整った瞬間に雨となって

地上に降り注ぐ水蒸気に例えることができる。

最後の主なクラスは、私たちが今作っているカルマで

あり、未来生まれ変わったとき私たちが感じることにな

るカルマである。その適切なシンボルは、弓の射手が空

中で前方に放つ矢である。
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霊はいつでも、どんな状況でも、カルマの影響を受け

ないので、神智学のアデプト（達人）たちは「霊の修養」

という言葉を使わない。人間の中の霊は、彼らによって

イシュワラと呼ばれ、不変であり、永遠であり、不可分

であり、すべての基本となるものである。それゆえ神智

学のアデプトたちは、肉体やすべての物体は無常であり、

現実と勘違いするたびに魂を惑わせるものだと言う。そ

れらは、この階層上で、そしてこの階層のためにのみ実

在し、意識が認識のためにそれらをここに取り込んでい

る間、実在する。したがって、肉体とすべての物体は相

対的な現実であり、絶対的な意味でそうではない。これ

は夢により簡単に証明できる。夢の状態では、起きてい

るときには実在すると思っていた対象についての知識を

すべて失い、その新しい状態で苦しみ、楽しむようにな

る。夢の中では、もちろん意識は起きているときの経験

の性質を持つ対象に自分自身を適用しているが、同時に、

それらの経験が続いている間、喜びと痛みの感覚を生み

出している。ある人の肉体が 20 年以上にわたり昏睡状

態に陥り、心（マインド）は楽しい夢や不快な夢を見て

いる状態を想像してみよう。この夢を見ている人の意識

にとっては、起きている時に知っている物の現実性は滅

されている。しかし、物質的な存在は必要悪であり、そ

の中でのみ解放や救済を得ることができるので、それは

最も重要なことであり、したがって物質を支配するカル

マと、解放の決定（decree 神意とも）に達することが

できるカルマをよく理解し、そして受け入れて従わなけ

ればならない。

カルマは、変形した身体や欠損した身体を生み出した

り、良い身体に悪い気質を与えたり、その逆にしたりす

る。カルマは病気や痛みや不快さを引き起こしたり、物

質的な肉体構造（フレーム）に快楽や好ましい状況をも

たらすように作用する。そのため、変形した体や不愉快

な体の中に、最も悟りを開いた高貴な心を見出すことが

ある。この場合、肉体的なカルマは悪く、精神的なカル

マは良いのである。

このことから、精神面に作用するカルマの種類につい
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カルマの教義に反対する人たちは、カルマの教義が不

公平で情けがなく、運命論的であると主張しているが、

そのような結論はカルマを信じる民族の経験からは裏付

けられておらず、また、その反論は精査に耐えない。ヒ

ンズー教徒や仏教徒はカルマを完全に信じており、現世

でも来世でも自分自身以外の誰かが罰したり報いたりす

ることはないと確信しているが、彼らが冷淡で無慈悲で

あるということはない。実際、人生の人間関係で、ヒン

ズー教徒がアメリカ人の兄弟と同じように愛情深く、優

しいことはよく知られているし、彼らの歴史の中には私

たちと同じように英雄的な自己犠牲の例がたくさんあ

る。さらに、カルマや輪廻転生を信じることで、ヒンズー

教徒はヨーロッパ人よりも人や動物に対して優しくな

り、日常生活においてもより霊的に豊かになったと言う

人もいる。ヒンズー教徒の歴史をより深く掘り下げてみ

ると、カルマの信仰は今日の私たちの驚異、感嘆、賞賛

に挑む大規模な物質的業
わざ

と隣り合わせになっていること

がわかる。私たちがヒンドゥスターンの岩を切った寺院

でいつでも見られるような自然に対する勝利を示すこと

ができるかどうかは疑わしい。このように、私たちのこ

のカルマの教義は、それを受け入れる人々に悪い影響や

衰弱させる影響を与えることはないと思われる。

「しかし」と反論者は言う、「それは運命論だ。カルマ

がカルマであるならば、もし私がこのような罰を受ける

のであれば、私が望もうと望むまいとそのようになるの

だから、私はトルコ人のように『アッラーの意志』と言っ

て何もしないでいなければならない」。さて、イスラム

教のアッラーの意志（宿命）の教義は、純粋で単純な運

命論として悪用されているが、預言者やその最も偉大な

弟子たちは、それは運命ではなく法則であると教えてい

たため、その宿命論の教義を持っていなかった。そして、

カルマもこの反論には導かれない。カルマは一度きりの

人生に適用されるものだと漠然と理解していて、この教

義に本当の意味での荘厳さと無限の広がりを与えない

人々の心の中では、運命論が評定されます。一方、各人

が次のこの世のつかの間の人格のための運命の創造者で

あると見なされるとき、そこには運命はありえない。そ

の人は、必然的に特定の結果をもたらす原因を動かした。

同じように簡単に、その人はさまざまな原因を作り、そ

れによってさまざまな結果をもたらすことができた。

このように厳しい正義を下し、ひとたび死が扉を閉ざ

すと友人や最愛の親族を永遠に失うことを強いる教義に

は、嫌な冷たさや優しさの欠乏があるというのが、感情

を人生のルールとする一部の人たちの気持ちである。し

かし、感情や私たち自身の願望が自然界の指針となる法

則ではないが、この反論の感傷的な基盤でさえ理由がな

い。それは、この教義を部分的に知っているからであり、

完全に知れば他の人生の理論と同様に、心に大切なもの

を及ぼす機会に満ちていることがわかる。私たちを人生

へ投げ込んで、当然のように苦しんだり楽しんだりさせ

るのと同じ法則が、お互いに似た者同士の友人や親類が、

性格の違いによって、どんな引力の法則でも一緒にいら

れなくなるまで、一緒に転生しなければならないと定め

ている。互いに異なるものにならない限り、そして異な

るものになるまで、彼らは互いに離れることはない。そ

して誰が、単に誕生という偶然があったという理由で、

気の合わない親類や知人のそばに永遠に縛られることを

望むだろうか。

私たちの助けにも、この法則はしっかりと、そして絶

え間なく働いている。「あなたが助けた人は、他の人生

でもあなたを助けるでしょう」と宣言されている。過去

の時代、私たちは、はるか昔に高みへと昇っていった人

たちを知っていたかもしれない。長い輪廻転生の中で、

彼らが巡礼の旅をしているところに私たちが近づくと、

彼らは物質的な面であれ、道徳的な面であれ、すぐに援

助をしてくれる。そして、誰が援助しているのかまたは

援助されているのかを、どちらか一方が認識しているか

どうかは関係ない。不変の法則が流れを導き、結果をも

たらすのである。これは、家族である人類全体の一人ひ

とりのお互いに対する行為が、偉大かつ親切な法則に

よって、過去に受けた侮辱を現在の名誉と仲間を助ける

機会に変えるようにさせられるものである。

自然界にはえこひいきは存在しない。誰もが報酬や対

価として、自分にふさわしくない特権や贈り物は持って

いない。私たちの限られた視野の前に広がる現在の生活

を見ると、価値のない人間にそのような報酬が与えられ

る理由はおそらく見当たらないかもしれないが、カルマ

は決して過ちを犯さず、必ず報いてくれる。そして、カ

ルマは報酬を与えるだけでなく、私たちが復讐のために

行うことへの報いも、カルマにのみ帰属するのである。

キリスト教の聖典に「復讐は我にあり、我は報いん」と

書かれているのは、この点を考慮してのことである。人

が人を傷つけると、カルマが確実に加害者を襲うからで

ある。しかし、傷つけられた人は、相手が罰せられるこ

とを望まないように気をつけよう。カルマによって自分

も罰せられるからである。だからカルマは、このような

人生の網と絶え間なく回転する車輪からの脱出および脱

出の手段を提供し、私たちは輪廻転生によって脱出のた

めの時間を与えられるのである。
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非常に多くの西洋人が、この東洋のカルマの教義は理

解するのが難しく、教育を受けた思慮深い人だけが理解

できるものだと言う。しかし、インド、セイロン、ビルマ、

そして他のアジア諸国では、人々は皆カルマを受け入れ、

理解しているようである。その理由は、おそらく彼らが

輪廻転生をしっかりと信じているからであろう。輪廻転

生はカルマと双璧をなす教義であると言える。確かに、

一方が他方を視野に入れずに適切に検討することはでき

ない。なぜなら、カルマは、罰であれ報酬であれ、その

作用のための手段が輪廻転生によってもたらされない限

り、自我に対して実際の、または正当な作用を及ぼさな

いからである。

私たちの報酬は、私たちが人生において互いに結びつ

いている間に与えられるものであり、私たちが一人でい

るときや分離しているときに与えられるものではない。

国の権力者になったり、財産を持ったりすることを報酬

と呼ぶならば、統治する人々や、財産を使うことができ、

私たちの多様な欲望を満たすために助けてくれる関係の

ある人間がいなければ、その価値はすべて失われてしま

う。このようにして輪廻転生の法則は、私たちを何度も

何度も人生に引きずり込み、前生で知っていた様々な自

我を数え切れないほど連れてくる。なぜなら、私たちを

別々に、ある種の罰を受けるために未知の地獄に連れて

行ったり、報いを受けるために不可能で滑稽な天国に連

れて行ったりすることは、不正であると同時に不可能だ

からである。したがって、イエスを賛美したことで司祭

に赦された死刑囚も逃れることはできない。彼は被害者

と共にこの地上に戻り、それぞれが乱れた調和を調整す

るために他方を助け、その過程でそれぞれが正当な補償

をしなければならない。なぜなら、この教義がなければ、

有罪判決を受けた後に殺人者を合法的に殺害しても、半

分の救済にしかならないからである。それは、国家は肉

体から追い出された者や、残された彼の扶養家族のため

に何の準備もしないし、さらに、殺人者の家族の中で彼

に先立たれた者のために何もしないからである。

しかし、すべての時代の神智学の聖者たちは、カルマ

の教義を、単に転生した人間に作用するだけのものでは

ないとしている。彼らは、すべての世界がカルマによっ

て結び付けられ、動かされていると考えている。ヒンズー

教の古い書物である『バガヴァッド・ギーター』には、「ブ

ラフマーに至るまでのすべての世界はカルマの対象であ

る」と書かれている。それゆえ、カルマはすべての階層

で作用する。このように考えると、現在の世界の状態は、

何十億年も前に起こったプララヤつまり壮大なる死の始

まりにあったものの実際の結果であると考えられる。つ

まり、世界は人間と同じように進化する。生まれて、老

いて、死んで、また生まれ変わる。それが何度も繰り返

され、その輪廻転生の繰り返しの間、以前の進化のため

にそれ自体苦しんだり、楽しんだりする。報酬は進化の

線に沿ったより大きな進歩であり、罰は劣化した状態で

ある。もちろん、前の記事で述べたように、これらの状

態は人間をその目的と原因としている。人間はすべての

進化の頂点だからである。そして、大いなる宇宙空間や

現象の高い考察から教えを伝えられたセオソフィスト

は、カルマと輪廻の法則を、全体のカルマとは別に、特

に体の中のすべての原子に適用するよう教えられてい

る。私たちは生命の塊で構成されているので、私たちの

思考や行為は体の中の原子や生命に影響を与え、それら

に独自のカルマを印象づける。東洋の思想家が言うよう

て考えてみよう。悪いカルマの原因が肉体構造に現れて

いるのと同時に、別の優れたカルマが心や気質に作用し

ており、バランスのとれた穏やかで明るい、深みのある

輝かしい心をもたらす結果となっている。このように、

完全に精神的なカルマと比較して、純粋に肉体的なカル

マが見出せる。純粋に肉体的なものとは、例えば、見知

らぬ人が転んで怪我をする可能性のある果物の皮を地面

から取り除いたことによるものである。純粋に精神的な

ものとは、穏やかで哲学的な思考などに費やした人生に

よるものかもしれない。

ヒンズー教の本の一つには、このことに関して次のよ

うな奇妙な文章がある。「完璧な肉体や超人的な力は、

生まれつき、あるいは薬草によって、あるいは呪文や苦

行、瞑想によって生み出される」。

肉体的な傷や損失よりも悪いと考えられている精神

（メンタル）的な苦悩の中には、前世からのカルマがあり、

その結果、魂の実在や霊の存在を想像する力をすべて

失ってしまうような性質の暗さ、つまり唯物論がある。

この法則が作用する最後に残った分野は、心霊的な性

質であると言えるだろう。アメリカでは、霊媒、透視能

力者、透聴能力者、読心術師、ヒステリー患者、その他

あらゆる種類の異常な感覚の持ち主など、数多くの例が

ある。東洋の理論によれば、もしそのように悩んでいる

人（適切な言葉だと思うが）が、前世の多くの時間を精

神的性質の一方面の発達（one-sided development）に

費やしていなかったならば、社会的に異常な透視能力者

は存在しないことになる。

ヒンズー教徒の非常に奇妙な信仰は、かつての人間

だった者がデーヴァ（劣った神）になるような状態の変

化の可能性を認めるものである。彼らは自然をいくつか

の部門に分け、それぞれの部門に意識のある力や実体が

あり、大まかに言えばデーヴァと呼ばれている。しかし

これは、スペクトルの各光線の中に目に見えない存在が

いないわけがないと言った、現代の優れた科学者たちの

考えとそれほどかけ離れていない。何世紀も前に、ヒン

ズー教の思想家がこのことを認め、さらに推し進めて、

人間はある種のカルマによってこれらの存在の 1 つにな

り、それに応じた楽しみと苦労からの解放を得られるか

もしれないと宣言した。しかし、いずれはまた元に戻っ

て、くたびれ果てる誕生のラウンドを繰り返すことにな

るという確信がある。

カルマの無効化の教義と呼ばれるものは、物理学でよ

く知られている法則をこの部門に応用したもので、2 つ

の等しい力が互いに向かい合ったときに均衡が保たれる

というものである。ある人のカルマの勘定には、非常に

不愉快な原因と、それとは反対の性格の原因があるかも

しれない。これらが同時に表現されるようになると、お

互いに打ち消しあってどちらも明らかにならず、均衡は

両方に相当するものとなる。このようにして、聖書の一

節を理解することができる。「愛は多くの罪を覆う」（箴

言 10 章 12 節、ペテロの手紙一 4 章 8?9 節）とは、悪

事を働くのではなく、博愛的行いをすることで緩和効果

が得られることを意味しており、中世の騎士が人生の何

年かを施しに充てる理由となっている。

インドで誰もが崇拝する本『バガヴァッド・ギーター』

では、カルマ・ヨーガ（業と義務の遂行の宗教）と呼ば

れるものが最高の地位を占めており、そこにはこう書か

れている。「自分の行為の成果に執着せず、なすべき行

為をなす者は、離俗者であり帰依者である。犠牲の火を

燃やしたり、儀式を実行したりする人がそうなのではな

い。行動器官を抑制して、心の中で感覚の対象物につい

て考えている不活発な者は、道に迷った魂を持つ偽りの

敬虔主義者と呼ばれる。しかし、心で感覚を抑制し、行

動することへの関心から解放され、行動の器官を使って

積極的な献身を行う者は称賛に値する」。

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



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

七　オカルト格言

　魔術はオカルティズムの道具の一つだが、オカルティ

ズムは魔術ではない。

　サイキック能力と知的能力はオカルティズムのしもべ

だが、それらの能力の獲得はオカルティズムではない。

また、オカルティズムは、一般に理解されている意味で

の「幸福の追求」でもない。なぜならオカルティズムの

第一歩は自己犠牲であり、第二歩は放棄だからである。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　生命は、全体のための個体の犠牲で作り上げられる。

生体の各細胞は全体の完成のために自己犠牲をしなけれ

ばならない。そうでないと、病気と死が教訓を与える。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　オカルティズムは生命の科学であり、正しい生活の方

法である。

八　自覚

　自覚（Self-knowlege）を達成するために必要な第一

歩は、自分の無知を深く意識することである。つまり、

自分が絶え間なく自分自身によってだまされていると心

の底まで痛感することである。

　第二の必須条件は、自覚という、直観による絶対確実

な知識が、努力して獲得できるものであると深く確信す

ることである。

　その知識を獲得し直面するというひるまぬ決心は、第

三の条件で最も肝要なことである。

　このような「自己認識」は、一般に「自己分析」とい

われることによっては得られないものである。また、理

屈や脳作用によって達せられるものでもない。それは意

識が人間の神聖な本質に目覚めることだからである。

　この知識を得ることは、地水火風を支配したり未来を

予知したりするようなことよりもはるかに偉大な成就で

ある。

十一　霊的進歩

「この路はどこまでもうねる上り路でしょうか」

「そうです、路の果てまでは」

「一日の道
みち

程
のり

はたっぷり夜までかかるでしょうか」

「朝から夜まで、私の友よ」

（岩波書店発行　入江直祐訳『クリスチナ・ロセッティ

詩抄』「上り路」）

　このクリスチナ・ロセッティの有名な詩は、より高い

精神的なものに至る道を進んでいる人達の人生の概略の

ようなものである。エソテリックな教えは各時代に、前

時代のものと布地や色が違う新しい衣に着替えたので、

いろいろな表現には相違がある。しかし一つのことに関

しては、様々な教えは完全に一致している。つまり、霊

的発達への道という点に関してである。今も昔と同様に、

弟子を拘束すると絶対に曲げられないルールがただ一つ

だけある。つまり、低級性質を完全に高級性質に従わせ

なければならないというルールである。『ヴェーダ』と『ウ

パニシャッド』から最近発行された『道の光』に至るま

で、各国民や各宗教の聖典を探しても、人間がまことの

霊的洞察力を得る苦難に満ちたただ一つの道しか見つか

らない。あらゆる宗教とあらゆる哲学は、この大周期の

初めに惑星霊が人類に授けた「唯一の智慧」の最初の教

えの変形でしかないので、同じことを教えるのは不思議

ではない。

　まことのアデプト、つまり本当に発達した人間は、作

られるものではなく、成るものであると私達はいつも教

えられている。従って、アデプトになるプロセスは、進

化を通してゆっくりと成長して行くことであり、これは

多かれ少なかれ苦痛を伴うものである。

　私達の苦痛の主な原囚は、永久的でないものの中に永

久的なものを常に探し求めることである。絶対に確実な

この世の唯一の特性が絶え間ない変化ということである

のに、私達は永久的なものを探し求めるだけでなく、ま

るで不変なものを身につけたかのように行動する。私達

は永久的なものをしっかりつかまえたと思い込んだ途端

に、それが私達の手の中で変わってしまい、そして苦痛

が生じる。

　成長という概念には崩壊という概念が含まれている。

内なる存在はいつも、それを束縛する狭い殼を壊して先

へ進まなければならない。そのような崩壊には必ず、肉

体的な苦痛ではなくて精神的な苦痛が伴う。

　生涯中ずっとそうである。今回ってきた困難こそ、あ

り得るすべての困難の中で最もつらく、どうしても耐え

ることができないものと私達は感じる。しかしもっと広

い視野から見たら、私達がそのような困難を通して、自

分を包む殼のいちばん弱いところに穴をあけようとして

いることが分かる。一連の異常増加の総合的な結果では

なくて本当の成長を得るには、全面的にしかも、どこに

も同じペースで進歩しなければならない。つまり、最初

は頭、そのあとに手か足が出来るというふうにではなく、

子供の体が成長して行くように、気がつかないうちにあ

らゆる方面で規則正しく成長するということである。人

間は、自分の各部分を別々に養い、一部に集中している

間は他の部分をすべて無視する傾向がある。しかし、心

を圧倒するような苦しみ一つひとつが、無視された部分

の拡大によって起こされ、他の部分を集中的に養えばそ

の拡大はさらに難しいことになる。

　悪とは、悩み過ぎる結果であることが多い。人間はい

つもあまりにもたくさんのことを企てている。現状に甘

んずることができなくて、必要以上に余計なことをして、

来生に精算しなければならないカルマを作る。　　　　

　このような悪の最も微妙な形は、報酬を得ようとする

期待と欲望である。知らず知らずのうちに報酬への希望

を心にいだいて、自分の努力をすべて台無しにしている

人がたくさんいる。というのは、報酬欲が生活の中で働

くようになると、悩みや疑いや恐怖や絶望、すなわち失

敗がついてくる。

　霊的智慧を熱望する者の目的は、より高い存在界に入

ることである。熱望者は、あらゆる面では今よりも完全

な新しい人間になりたいと思っている。そして目に見え

る世界では生物の進化段階が進むにつれて能力も増加す

ると同様に、探求者がより高い世界に入ることができた

なら、可能性と能力の範囲と強さには進歩に相応する増

加があるだろう。このような方法でアデプト方は、度々

述べられてきた神通力を体得する。しかし心にとめるべ

きポイントは、人間の通常の能力がこの世での存在に自

然なつき物であるように、アデプトの神通力はより高い

進化段階の世界には自然なものであるという点である。

　多くの人達は、アデプトになることは、人間を徹底的

に変える根本的な過程ではなく、一種の「建増し」のよ

うなプロセスだと思っているようである。つまり、勝手

に定められた一組のルールを細かいところまで守るとい

う、はっきりした訓練のコースをとって人は神通力を

次々と身につけ、そしてある一定の数の能力を我が物に

したら「アデプト」と呼ばれるようになるという考えで

ある。この間違った考えを受け入れる人は、アデプトに

なるためにまず第一にしなければならないことは、「超

能力」の開発であると思い込んでいる。特に透視力と、

肉体を離れ遠くまで行くという能力に関心をもっている

ようである。

　自分個人の利益のためにそのような能力を獲得したい

と思う人々に、私達が言うことは何もない。彼等は、純

粋に利己的な目的のために働くすべての人々と同じよう

に非難すべきだからである。

　ところが、結果を原因と取り違えて、神通力の獲得が

霊的進歩への唯一の道であると心から思っている人もい

る。このような人達は、神智学協会をこの方面の知識を

得るためにいちばん便利な手段と見なしている。つまり、

協会は一種のオカルト・アカデミーであり、奇跡を行な

う者達を育てるための機関を備えた団体だと考えてい

る。こうした考えに反対する主張や、警告が繰り返し唱

えられたのに、この思い違いを根絶することができない

ほど深く心にしみ込んでしまった会員もいる。この人達

は以前に協会の目的について十分教えられたことが全く

真実であり、協会は霊能力の養成所でないことが分かる

と、非常にうるさく不平をこぼす。

　神智学協会は、超能力開発への新しくやさしい道を

人々に教えるために創立されたものではない。協会の唯

一の使命は、ごく少数の人達を除いて人類の大部分には

消えてしまった「真理の松
たい

明
まつ

」を新たにともすことと、

よい種が芽を出せる唯一の土壌である「人類同胞団」を

組織することによってその真理を生かすことである。確

かに協会は、その影響の範囲に入るすべての人の霊的な

発展を促したいと思っているが、その方法は古代の聖者

達のものであり、その教えは最古の秘教に属するもので

ある。協会はいんちき療法、特に、正直な治療師が決し

て処方しないような劇薬を施すものではない。

　この件に関して、すべての霊的知識を求めている会員

及び他の人達に、超能力開発のやさしい方法の指導を授

けるという者等に気をつけるよう、注意をしたいと思う。

そのような贈物（サンスクリット語でラウキカ、現世的

なもの）は機械的な行法によって比較的に手に入れやす

いが、神経の刺激が尽きるとすぐに消えてしまう。一方、

本当の透視家＝アデプトの状態にまことのサイキックな

進展（ローコータラ、超俗世的なもの）がつき物だが、

ひとたびそれを達成すれば、消え失せることは決してな

い。

　神智学協会は心霊研究の問題に一般の興味を起こさせ

たが、協会の創立後こうした興味の波に乗って超能力開

発のやさしい方法を看板に、たくさんのメンバーを誘い

込もうとする団体がいくつも現れた。ここインドでは、

いろいろな種類のにせの修行者が昔からよく知られてい

たが、インドにも欧米にもこの方面では新しい危険があ

るのではないかと思う。そのような団体の指導者には、

自己欺瞞の夢想家もいれば、故意に他をだます者もいる

が、願わくは、その者達の空手形の輝きに目がくらんで

そのペテンに引っ掛かる人が協会のメンバーにはいない

ことを望む。

　このような注意と抗議が必要であることを明らかにす

るために、ベナレスからの手紙に同封した広告について

触れたいと思う。その広告を発行した自称マハートマは

「英語またはインドの言語のいずれにも精通している八

人の男女」を募集しているようである。広告の最後に「修

行と指導料についてもっと詳しく問い合わせたいと思う

人」は返送料と申し込みの手紙を「マハートマ」の住所

に送るようにと言う！

　また、去年英国で発行された『神聖なポイマンドレー

ス』の再販が私達の前のテーブルの上にある。その中に

「インドのマハートマ達が自由に高級な智慧を授けてく

ださるという期待を裏切られた神智学者達」への文章が

ある。そしてそのような神智学者達は、名前を編集者に

送るように勧誘している。そうすれば「短期の見習いが

済んだら」オカルト同胞団の入団を許されて、「受け入

九　意志と欲望

　私達のこの意識界において、意志を有するのは人間だ

けである。意志こそ人間と動物を区別するものである。

動物には本能的な欲望だけが働いている。

　最も広い意味において、欲望は宇宙の唯一の創造力で

ある。その意味での欲望は、意志とは区別できないもの

である。しかし私達人間が単なる人間である間は、この

形の欲望を決して知ることができない。従って、ここで

は意志と欲望を、反対のものと見なす。

　こうして意志とは、人間の神聖な部分、人間の内なる

神から生じるものであり、欲望は動物としての生活の原

動力となる。

　ほとんどの人間は欲望を意志と取り違えて、欲望の中

で、欲望を通して生きている。しかし、より高い段階を

成就しようと思う者は、意志と欲望を分けて、意志を支

配者としなければならない。なぜなら、欲望は不安定で

常に移り変わっているが、意志はぐらつくことがなく不

動だからである。

　意志と欲望はどちらも絶対的な創造者として、人間及

び人間の環境を作り上げる。しかし、意志が故意に創造

することに対し、欲望は盲目的、かつ無意識に創造する。

従って人間は、光の子である意志によって、聖なるもの

に象
かたど

って自分を創造しない限り、自分の欲望のイメー

ジで自分を作ることになる。

　人間には二つの課題が与えられている。つまり、意志

を呼び起こし、克己により意志を働かせて強化し、体を

支配する絶対君主にすると同時に、欲望を浄化するとい

う二重の仕事である。

　知識と意志こそ、この浄化を遂行するための道具であ

る。

十　浄化された欲望

　欲望の対象は純粋に抽象的なものとなり、欲望に「我」

という要素が跡形もなく一切なくなった時、その時こそ

欲望は浄化されたと言える。

　このような清浄さへの第一歩は、物質的なものに対す

る欲望を抹殺することである。なぜなら、物質的なもの

は、他の存在と分離してしまった人格我だけに楽しみを

与えるからである。

　第二歩は、権力、知識、愛、幸福、名声のように抽象

的なことも自分のために望むのをやめることである。と

いうのも、結局、それらのことを望むのは利己主義にす

ぎないからである。

　人生そのものがこのことを教える。なぜなら、美しい

死海のリンゴが口のなかで灰に変わるのと同様に、これ

らの欲望の対象は、得た瞬間に幻滅と苦しみをもたらす

からである。この否定的な真理は経験により学ぶのだが、

無限の中にのみ満足を得ることができるという肯定的な

真理は直観的な認識によって悟るのである。意志の働き

でこの確信は意識の中の事実となり、最後にあらゆる欲

望は永遠者に集中することになる。

れられる価値があると思われた人達には、差し控えるこ

となく自由に教える」と言っている。しかし妙なことに、

その本の中でヘルメス・トリスメギストスはその団体の

方針と矛盾するような次のことを述べている。

　「⑻これこそ真理に至る唯一の道である。私達の先祖

達はこの道を辿り、善に達することができた。この道は

美しく平坦だが、魂にとっては肉体の中に閉じ込められ

ている間は進みにくい道である……(88) 大衆を避けよ。

そうすれば、物は無知だから未知のことを恐れ、度を越

さないようになる」

　確かに私達がヨーガ・ヴィディヤーヘの近道を勧めな

かったためにたいへん失望した神智学者はいるが、それ

は他が悪いのではなく彼等自身のせいである。また他の

会員はもっと実際的なことをやりたがっている。しかし、

非常に興味深いことだが、協会のためにほとんど何もし

たことのない人こそ、いちばん大きな声であら探しをし

ている。こうした人達及びメスメリズムに向いている会

員はなぜ、メスメル術の研究を真剣に取り上げないの

か？　メルメス術は、オカルト科学の鍵と呼ばれたこと

がある。その上、メルメス術ができる者は、人類を益す

る独特な機会を与えられるという利点もある。ボンベイ

支部はメスメル術による治療を行なうと同時にホメオパ

シー療法の施薬所を創立してたいへん大きな成功を遂げ

たが、インドの医学をもっとしっかりした土台に打ち立

てることに貢献して、しかも、計り知れないほど一般大

衆を益することになる。

　ボンベイ支部以外にこの方面で立派な仕事を為した他

の支部もあるが、これまで試みたことよりもはるかに多

くのことを行なう余裕がある。協会の活動の他の部分に

ついても同じことが言える。各支部の会員達は知恵を合

わせて、協会の宣言した目的を促進するためにどんな具

体的な手段を取ることができるか真剣に話し合うべきで

ある。会員達があまり深く考えずに神智学の本をざっと

読むことに満足して、協会の積極的な仕事に本当の貢献

をしないケースはあまりにも多すぎる。インドや他の国

で神智学協会が効果的に善をなすためには、各会員はそ

の目的に積極的に協力して貢献しなければならない。自

分にできる仕事はどういうものなのかをまじめに考え

て、その仕事を熱心に実践するよう心から各会員にお願

いしたいと思う。正しい思いはよいことだが、活動につ

ながらないなら正しい思いもあまり価値がない。真理と

普遍的同胞団のために何もできない会員は一人としてい

ない。自分にできることを実践するのは会員の意志次第

である。

　再び繰り返すが、協会はアデプトのタマゴを育てる養

成所ではない。協会の研究範囲の諸問題に関する指導を

授けるためにいろいろな支部に「師匠達」を派遣するわ

けにはいかない。各支部は自分で勉強しなければならな

い。諸問題についての本を手に入れることができるので、

その知識は一人ひとりの会員によって応用するべきであ

る。そうすれば、独立心と推理力が育つだろう。是非こ

の方針に従って進んで行くよう各支部にお勧めしたいと

思う。支部に派遣された講師が実験心理学や透視力（魔

法の鏡を見たり、未来のことを予見したりすること等々）

の実践者でないといけないという願いの声もある。しか

し、私達の考えでは、個人の発達では価値のあることに

なり、上り道を進む会員の進歩を助けるためには、その

ような実験は会員自身のほうから始まらなければならな

いと思う。だから、自分で試みるよう、会員達に切にお

勧めする。

オカルティズム対話集

　

著：W・Q・ジャッジ　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク 700円
電子書籍 Kindle 版

【本書について】
W・Q・ジャッジは 19 世紀のアメリカで神智学を広め多くの論文を発表した。本書はエ
レメンタル、サイキック能力、瞑想、マハートマをテーマにした論文の選集です。



七　オカルト格言

　魔術はオカルティズムの道具の一つだが、オカルティ

ズムは魔術ではない。

　サイキック能力と知的能力はオカルティズムのしもべ

だが、それらの能力の獲得はオカルティズムではない。

また、オカルティズムは、一般に理解されている意味で

の「幸福の追求」でもない。なぜならオカルティズムの

第一歩は自己犠牲であり、第二歩は放棄だからである。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　生命は、全体のための個体の犠牲で作り上げられる。

生体の各細胞は全体の完成のために自己犠牲をしなけれ

ばならない。そうでないと、病気と死が教訓を与える。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　オカルティズムは生命の科学であり、正しい生活の方

法である。

八　自覚

　自覚（Self-knowlege）を達成するために必要な第一

歩は、自分の無知を深く意識することである。つまり、

自分が絶え間なく自分自身によってだまされていると心

の底まで痛感することである。

　第二の必須条件は、自覚という、直観による絶対確実

な知識が、努力して獲得できるものであると深く確信す

ることである。

　その知識を獲得し直面するというひるまぬ決心は、第

三の条件で最も肝要なことである。

　このような「自己認識」は、一般に「自己分析」とい

われることによっては得られないものである。また、理

屈や脳作用によって達せられるものでもない。それは意

識が人間の神聖な本質に目覚めることだからである。

　この知識を得ることは、地水火風を支配したり未来を

予知したりするようなことよりもはるかに偉大な成就で

ある。
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十一　霊的進歩

「この路はどこまでもうねる上り路でしょうか」

「そうです、路の果てまでは」

「一日の道
みち

程
のり

はたっぷり夜までかかるでしょうか」

「朝から夜まで、私の友よ」

（岩波書店発行　入江直祐訳『クリスチナ・ロセッティ

詩抄』「上り路」）

　このクリスチナ・ロセッティの有名な詩は、より高い

精神的なものに至る道を進んでいる人達の人生の概略の

ようなものである。エソテリックな教えは各時代に、前

時代のものと布地や色が違う新しい衣に着替えたので、

いろいろな表現には相違がある。しかし一つのことに関

しては、様々な教えは完全に一致している。つまり、霊

的発達への道という点に関してである。今も昔と同様に、

弟子を拘束すると絶対に曲げられないルールがただ一つ

だけある。つまり、低級性質を完全に高級性質に従わせ

なければならないというルールである。『ヴェーダ』と『ウ

パニシャッド』から最近発行された『道の光』に至るま

で、各国民や各宗教の聖典を探しても、人間がまことの

霊的洞察力を得る苦難に満ちたただ一つの道しか見つか

らない。あらゆる宗教とあらゆる哲学は、この大周期の

初めに惑星霊が人類に授けた「唯一の智慧」の最初の教

えの変形でしかないので、同じことを教えるのは不思議

ではない。

　まことのアデプト、つまり本当に発達した人間は、作

られるものではなく、成るものであると私達はいつも教

えられている。従って、アデプトになるプロセスは、進

化を通してゆっくりと成長して行くことであり、これは

多かれ少なかれ苦痛を伴うものである。

　私達の苦痛の主な原囚は、永久的でないものの中に永

久的なものを常に探し求めることである。絶対に確実な

この世の唯一の特性が絶え間ない変化ということである

のに、私達は永久的なものを探し求めるだけでなく、ま

るで不変なものを身につけたかのように行動する。私達

は永久的なものをしっかりつかまえたと思い込んだ途端

に、それが私達の手の中で変わってしまい、そして苦痛

が生じる。

　成長という概念には崩壊という概念が含まれている。

内なる存在はいつも、それを束縛する狭い殼を壊して先

へ進まなければならない。そのような崩壊には必ず、肉

体的な苦痛ではなくて精神的な苦痛が伴う。

　生涯中ずっとそうである。今回ってきた困難こそ、あ

り得るすべての困難の中で最もつらく、どうしても耐え

ることができないものと私達は感じる。しかしもっと広

い視野から見たら、私達がそのような困難を通して、自

分を包む殼のいちばん弱いところに穴をあけようとして

いることが分かる。一連の異常増加の総合的な結果では

なくて本当の成長を得るには、全面的にしかも、どこに

も同じペースで進歩しなければならない。つまり、最初

は頭、そのあとに手か足が出来るというふうにではなく、

子供の体が成長して行くように、気がつかないうちにあ

らゆる方面で規則正しく成長するということである。人

間は、自分の各部分を別々に養い、一部に集中している

間は他の部分をすべて無視する傾向がある。しかし、心

を圧倒するような苦しみ一つひとつが、無視された部分

の拡大によって起こされ、他の部分を集中的に養えばそ

の拡大はさらに難しいことになる。

　悪とは、悩み過ぎる結果であることが多い。人間はい

つもあまりにもたくさんのことを企てている。現状に甘

んずることができなくて、必要以上に余計なことをして、

来生に精算しなければならないカルマを作る。　　　　

　このような悪の最も微妙な形は、報酬を得ようとする

期待と欲望である。知らず知らずのうちに報酬への希望

を心にいだいて、自分の努力をすべて台無しにしている

人がたくさんいる。というのは、報酬欲が生活の中で働

くようになると、悩みや疑いや恐怖や絶望、すなわち失

敗がついてくる。

　霊的智慧を熱望する者の目的は、より高い存在界に入

ることである。熱望者は、あらゆる面では今よりも完全

な新しい人間になりたいと思っている。そして目に見え

る世界では生物の進化段階が進むにつれて能力も増加す

ると同様に、探求者がより高い世界に入ることができた

なら、可能性と能力の範囲と強さには進歩に相応する増

加があるだろう。このような方法でアデプト方は、度々

述べられてきた神通力を体得する。しかし心にとめるべ

きポイントは、人間の通常の能力がこの世での存在に自

然なつき物であるように、アデプトの神通力はより高い

進化段階の世界には自然なものであるという点である。

　多くの人達は、アデプトになることは、人間を徹底的

に変える根本的な過程ではなく、一種の「建増し」のよ

うなプロセスだと思っているようである。つまり、勝手

に定められた一組のルールを細かいところまで守るとい

う、はっきりした訓練のコースをとって人は神通力を

次々と身につけ、そしてある一定の数の能力を我が物に

したら「アデプト」と呼ばれるようになるという考えで

ある。この間違った考えを受け入れる人は、アデプトに

なるためにまず第一にしなければならないことは、「超

能力」の開発であると思い込んでいる。特に透視力と、

肉体を離れ遠くまで行くという能力に関心をもっている

ようである。

　自分個人の利益のためにそのような能力を獲得したい

と思う人々に、私達が言うことは何もない。彼等は、純

粋に利己的な目的のために働くすべての人々と同じよう

に非難すべきだからである。

　ところが、結果を原因と取り違えて、神通力の獲得が

霊的進歩への唯一の道であると心から思っている人もい

る。このような人達は、神智学協会をこの方面の知識を

得るためにいちばん便利な手段と見なしている。つまり、

協会は一種のオカルト・アカデミーであり、奇跡を行な

う者達を育てるための機関を備えた団体だと考えてい

る。こうした考えに反対する主張や、警告が繰り返し唱

えられたのに、この思い違いを根絶することができない

ほど深く心にしみ込んでしまった会員もいる。この人達

は以前に協会の目的について十分教えられたことが全く

真実であり、協会は霊能力の養成所でないことが分かる

と、非常にうるさく不平をこぼす。

　神智学協会は、超能力開発への新しくやさしい道を

人々に教えるために創立されたものではない。協会の唯

一の使命は、ごく少数の人達を除いて人類の大部分には

消えてしまった「真理の松
たい

明
まつ

」を新たにともすことと、

よい種が芽を出せる唯一の土壌である「人類同胞団」を

組織することによってその真理を生かすことである。確

かに協会は、その影響の範囲に入るすべての人の霊的な

発展を促したいと思っているが、その方法は古代の聖者

達のものであり、その教えは最古の秘教に属するもので

ある。協会はいんちき療法、特に、正直な治療師が決し

て処方しないような劇薬を施すものではない。

　この件に関して、すべての霊的知識を求めている会員

及び他の人達に、超能力開発のやさしい方法の指導を授

けるという者等に気をつけるよう、注意をしたいと思う。

そのような贈物（サンスクリット語でラウキカ、現世的

なもの）は機械的な行法によって比較的に手に入れやす

いが、神経の刺激が尽きるとすぐに消えてしまう。一方、

本当の透視家＝アデプトの状態にまことのサイキックな

進展（ローコータラ、超俗世的なもの）がつき物だが、

ひとたびそれを達成すれば、消え失せることは決してな

い。

　神智学協会は心霊研究の問題に一般の興味を起こさせ

たが、協会の創立後こうした興味の波に乗って超能力開

発のやさしい方法を看板に、たくさんのメンバーを誘い

込もうとする団体がいくつも現れた。ここインドでは、

いろいろな種類のにせの修行者が昔からよく知られてい

たが、インドにも欧米にもこの方面では新しい危険があ

るのではないかと思う。そのような団体の指導者には、

自己欺瞞の夢想家もいれば、故意に他をだます者もいる

が、願わくは、その者達の空手形の輝きに目がくらんで

そのペテンに引っ掛かる人が協会のメンバーにはいない

ことを望む。

　このような注意と抗議が必要であることを明らかにす

るために、ベナレスからの手紙に同封した広告について

触れたいと思う。その広告を発行した自称マハートマは

「英語またはインドの言語のいずれにも精通している八

人の男女」を募集しているようである。広告の最後に「修

行と指導料についてもっと詳しく問い合わせたいと思う

人」は返送料と申し込みの手紙を「マハートマ」の住所

に送るようにと言う！

　また、去年英国で発行された『神聖なポイマンドレー

ス』の再販が私達の前のテーブルの上にある。その中に

「インドのマハートマ達が自由に高級な智慧を授けてく

ださるという期待を裏切られた神智学者達」への文章が

ある。そしてそのような神智学者達は、名前を編集者に

送るように勧誘している。そうすれば「短期の見習いが

済んだら」オカルト同胞団の入団を許されて、「受け入

九　意志と欲望

　私達のこの意識界において、意志を有するのは人間だ

けである。意志こそ人間と動物を区別するものである。

動物には本能的な欲望だけが働いている。

　最も広い意味において、欲望は宇宙の唯一の創造力で

ある。その意味での欲望は、意志とは区別できないもの

である。しかし私達人間が単なる人間である間は、この

形の欲望を決して知ることができない。従って、ここで

は意志と欲望を、反対のものと見なす。

　こうして意志とは、人間の神聖な部分、人間の内なる

神から生じるものであり、欲望は動物としての生活の原

動力となる。

　ほとんどの人間は欲望を意志と取り違えて、欲望の中

で、欲望を通して生きている。しかし、より高い段階を

成就しようと思う者は、意志と欲望を分けて、意志を支

配者としなければならない。なぜなら、欲望は不安定で

常に移り変わっているが、意志はぐらつくことがなく不

動だからである。

　意志と欲望はどちらも絶対的な創造者として、人間及

び人間の環境を作り上げる。しかし、意志が故意に創造

することに対し、欲望は盲目的、かつ無意識に創造する。

従って人間は、光の子である意志によって、聖なるもの

に象
かたど

って自分を創造しない限り、自分の欲望のイメー

ジで自分を作ることになる。

　人間には二つの課題が与えられている。つまり、意志

を呼び起こし、克己により意志を働かせて強化し、体を

支配する絶対君主にすると同時に、欲望を浄化するとい

う二重の仕事である。

　知識と意志こそ、この浄化を遂行するための道具であ

る。

十　浄化された欲望

　欲望の対象は純粋に抽象的なものとなり、欲望に「我」

という要素が跡形もなく一切なくなった時、その時こそ

欲望は浄化されたと言える。

　このような清浄さへの第一歩は、物質的なものに対す

る欲望を抹殺することである。なぜなら、物質的なもの

は、他の存在と分離してしまった人格我だけに楽しみを

与えるからである。

　第二歩は、権力、知識、愛、幸福、名声のように抽象

的なことも自分のために望むのをやめることである。と

いうのも、結局、それらのことを望むのは利己主義にす

ぎないからである。

　人生そのものがこのことを教える。なぜなら、美しい

死海のリンゴが口のなかで灰に変わるのと同様に、これ

らの欲望の対象は、得た瞬間に幻滅と苦しみをもたらす

からである。この否定的な真理は経験により学ぶのだが、

無限の中にのみ満足を得ることができるという肯定的な

真理は直観的な認識によって悟るのである。意志の働き

でこの確信は意識の中の事実となり、最後にあらゆる欲

望は永遠者に集中することになる。

れられる価値があると思われた人達には、差し控えるこ

となく自由に教える」と言っている。しかし妙なことに、

その本の中でヘルメス・トリスメギストスはその団体の

方針と矛盾するような次のことを述べている。

　「⑻これこそ真理に至る唯一の道である。私達の先祖

達はこの道を辿り、善に達することができた。この道は

美しく平坦だが、魂にとっては肉体の中に閉じ込められ

ている間は進みにくい道である……(88) 大衆を避けよ。

そうすれば、物は無知だから未知のことを恐れ、度を越

さないようになる」

　確かに私達がヨーガ・ヴィディヤーヘの近道を勧めな

かったためにたいへん失望した神智学者はいるが、それ

は他が悪いのではなく彼等自身のせいである。また他の

会員はもっと実際的なことをやりたがっている。しかし、

非常に興味深いことだが、協会のためにほとんど何もし

たことのない人こそ、いちばん大きな声であら探しをし

ている。こうした人達及びメスメリズムに向いている会

員はなぜ、メスメル術の研究を真剣に取り上げないの

か？　メルメス術は、オカルト科学の鍵と呼ばれたこと

がある。その上、メルメス術ができる者は、人類を益す

る独特な機会を与えられるという利点もある。ボンベイ

支部はメスメル術による治療を行なうと同時にホメオパ

シー療法の施薬所を創立してたいへん大きな成功を遂げ

たが、インドの医学をもっとしっかりした土台に打ち立

てることに貢献して、しかも、計り知れないほど一般大

衆を益することになる。

　ボンベイ支部以外にこの方面で立派な仕事を為した他

の支部もあるが、これまで試みたことよりもはるかに多

くのことを行なう余裕がある。協会の活動の他の部分に

ついても同じことが言える。各支部の会員達は知恵を合

わせて、協会の宣言した目的を促進するためにどんな具

体的な手段を取ることができるか真剣に話し合うべきで

ある。会員達があまり深く考えずに神智学の本をざっと

読むことに満足して、協会の積極的な仕事に本当の貢献

をしないケースはあまりにも多すぎる。インドや他の国

で神智学協会が効果的に善をなすためには、各会員はそ

の目的に積極的に協力して貢献しなければならない。自

分にできる仕事はどういうものなのかをまじめに考え

て、その仕事を熱心に実践するよう心から各会員にお願

いしたいと思う。正しい思いはよいことだが、活動につ

ながらないなら正しい思いもあまり価値がない。真理と

普遍的同胞団のために何もできない会員は一人としてい

ない。自分にできることを実践するのは会員の意志次第

である。

　再び繰り返すが、協会はアデプトのタマゴを育てる養

成所ではない。協会の研究範囲の諸問題に関する指導を

授けるためにいろいろな支部に「師匠達」を派遣するわ

けにはいかない。各支部は自分で勉強しなければならな

い。諸問題についての本を手に入れることができるので、

その知識は一人ひとりの会員によって応用するべきであ

る。そうすれば、独立心と推理力が育つだろう。是非こ

の方針に従って進んで行くよう各支部にお勧めしたいと

思う。支部に派遣された講師が実験心理学や透視力（魔

法の鏡を見たり、未来のことを予見したりすること等々）

の実践者でないといけないという願いの声もある。しか

し、私達の考えでは、個人の発達では価値のあることに

なり、上り道を進む会員の進歩を助けるためには、その

ような実験は会員自身のほうから始まらなければならな

いと思う。だから、自分で試みるよう、会員達に切にお

勧めする。



七　オカルト格言

　魔術はオカルティズムの道具の一つだが、オカルティ

ズムは魔術ではない。

　サイキック能力と知的能力はオカルティズムのしもべ

だが、それらの能力の獲得はオカルティズムではない。

また、オカルティズムは、一般に理解されている意味で

の「幸福の追求」でもない。なぜならオカルティズムの

第一歩は自己犠牲であり、第二歩は放棄だからである。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　生命は、全体のための個体の犠牲で作り上げられる。

生体の各細胞は全体の完成のために自己犠牲をしなけれ

ばならない。そうでないと、病気と死が教訓を与える。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　オカルティズムは生命の科学であり、正しい生活の方

法である。

八　自覚

　自覚（Self-knowlege）を達成するために必要な第一

歩は、自分の無知を深く意識することである。つまり、

自分が絶え間なく自分自身によってだまされていると心

の底まで痛感することである。

　第二の必須条件は、自覚という、直観による絶対確実

な知識が、努力して獲得できるものであると深く確信す

ることである。

　その知識を獲得し直面するというひるまぬ決心は、第

三の条件で最も肝要なことである。

　このような「自己認識」は、一般に「自己分析」とい

われることによっては得られないものである。また、理

屈や脳作用によって達せられるものでもない。それは意

識が人間の神聖な本質に目覚めることだからである。

　この知識を得ることは、地水火風を支配したり未来を

予知したりするようなことよりもはるかに偉大な成就で

ある。
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十一　霊的進歩

「この路はどこまでもうねる上り路でしょうか」

「そうです、路の果てまでは」

「一日の道
みち

程
のり

はたっぷり夜までかかるでしょうか」

「朝から夜まで、私の友よ」

（岩波書店発行　入江直祐訳『クリスチナ・ロセッティ

詩抄』「上り路」）

　このクリスチナ・ロセッティの有名な詩は、より高い

精神的なものに至る道を進んでいる人達の人生の概略の

ようなものである。エソテリックな教えは各時代に、前

時代のものと布地や色が違う新しい衣に着替えたので、

いろいろな表現には相違がある。しかし一つのことに関

しては、様々な教えは完全に一致している。つまり、霊

的発達への道という点に関してである。今も昔と同様に、

弟子を拘束すると絶対に曲げられないルールがただ一つ

だけある。つまり、低級性質を完全に高級性質に従わせ

なければならないというルールである。『ヴェーダ』と『ウ

パニシャッド』から最近発行された『道の光』に至るま

で、各国民や各宗教の聖典を探しても、人間がまことの

霊的洞察力を得る苦難に満ちたただ一つの道しか見つか

らない。あらゆる宗教とあらゆる哲学は、この大周期の

初めに惑星霊が人類に授けた「唯一の智慧」の最初の教

えの変形でしかないので、同じことを教えるのは不思議

ではない。

　まことのアデプト、つまり本当に発達した人間は、作

られるものではなく、成るものであると私達はいつも教

えられている。従って、アデプトになるプロセスは、進

化を通してゆっくりと成長して行くことであり、これは

多かれ少なかれ苦痛を伴うものである。

　私達の苦痛の主な原囚は、永久的でないものの中に永

久的なものを常に探し求めることである。絶対に確実な

この世の唯一の特性が絶え間ない変化ということである

のに、私達は永久的なものを探し求めるだけでなく、ま

るで不変なものを身につけたかのように行動する。私達

は永久的なものをしっかりつかまえたと思い込んだ途端

に、それが私達の手の中で変わってしまい、そして苦痛

が生じる。

　成長という概念には崩壊という概念が含まれている。

内なる存在はいつも、それを束縛する狭い殼を壊して先

へ進まなければならない。そのような崩壊には必ず、肉

体的な苦痛ではなくて精神的な苦痛が伴う。

　生涯中ずっとそうである。今回ってきた困難こそ、あ

り得るすべての困難の中で最もつらく、どうしても耐え

ることができないものと私達は感じる。しかしもっと広

い視野から見たら、私達がそのような困難を通して、自

分を包む殼のいちばん弱いところに穴をあけようとして

いることが分かる。一連の異常増加の総合的な結果では

なくて本当の成長を得るには、全面的にしかも、どこに

も同じペースで進歩しなければならない。つまり、最初

は頭、そのあとに手か足が出来るというふうにではなく、

子供の体が成長して行くように、気がつかないうちにあ

らゆる方面で規則正しく成長するということである。人

間は、自分の各部分を別々に養い、一部に集中している

間は他の部分をすべて無視する傾向がある。しかし、心

を圧倒するような苦しみ一つひとつが、無視された部分

の拡大によって起こされ、他の部分を集中的に養えばそ

の拡大はさらに難しいことになる。

　悪とは、悩み過ぎる結果であることが多い。人間はい

つもあまりにもたくさんのことを企てている。現状に甘

んずることができなくて、必要以上に余計なことをして、

来生に精算しなければならないカルマを作る。　　　　

　このような悪の最も微妙な形は、報酬を得ようとする

期待と欲望である。知らず知らずのうちに報酬への希望

を心にいだいて、自分の努力をすべて台無しにしている

人がたくさんいる。というのは、報酬欲が生活の中で働

くようになると、悩みや疑いや恐怖や絶望、すなわち失

敗がついてくる。

　霊的智慧を熱望する者の目的は、より高い存在界に入

ることである。熱望者は、あらゆる面では今よりも完全

な新しい人間になりたいと思っている。そして目に見え

る世界では生物の進化段階が進むにつれて能力も増加す

ると同様に、探求者がより高い世界に入ることができた

なら、可能性と能力の範囲と強さには進歩に相応する増

加があるだろう。このような方法でアデプト方は、度々

述べられてきた神通力を体得する。しかし心にとめるべ

きポイントは、人間の通常の能力がこの世での存在に自

然なつき物であるように、アデプトの神通力はより高い

進化段階の世界には自然なものであるという点である。

　多くの人達は、アデプトになることは、人間を徹底的

に変える根本的な過程ではなく、一種の「建増し」のよ

うなプロセスだと思っているようである。つまり、勝手

に定められた一組のルールを細かいところまで守るとい

う、はっきりした訓練のコースをとって人は神通力を

次々と身につけ、そしてある一定の数の能力を我が物に

したら「アデプト」と呼ばれるようになるという考えで

ある。この間違った考えを受け入れる人は、アデプトに

なるためにまず第一にしなければならないことは、「超

能力」の開発であると思い込んでいる。特に透視力と、

肉体を離れ遠くまで行くという能力に関心をもっている

ようである。

　自分個人の利益のためにそのような能力を獲得したい

と思う人々に、私達が言うことは何もない。彼等は、純

粋に利己的な目的のために働くすべての人々と同じよう

に非難すべきだからである。

　ところが、結果を原因と取り違えて、神通力の獲得が

霊的進歩への唯一の道であると心から思っている人もい

る。このような人達は、神智学協会をこの方面の知識を

得るためにいちばん便利な手段と見なしている。つまり、

協会は一種のオカルト・アカデミーであり、奇跡を行な

う者達を育てるための機関を備えた団体だと考えてい

る。こうした考えに反対する主張や、警告が繰り返し唱

えられたのに、この思い違いを根絶することができない

ほど深く心にしみ込んでしまった会員もいる。この人達

は以前に協会の目的について十分教えられたことが全く

真実であり、協会は霊能力の養成所でないことが分かる

と、非常にうるさく不平をこぼす。

　神智学協会は、超能力開発への新しくやさしい道を

人々に教えるために創立されたものではない。協会の唯

一の使命は、ごく少数の人達を除いて人類の大部分には

消えてしまった「真理の松
たい

明
まつ

」を新たにともすことと、

よい種が芽を出せる唯一の土壌である「人類同胞団」を

組織することによってその真理を生かすことである。確

かに協会は、その影響の範囲に入るすべての人の霊的な

発展を促したいと思っているが、その方法は古代の聖者

達のものであり、その教えは最古の秘教に属するもので

ある。協会はいんちき療法、特に、正直な治療師が決し

て処方しないような劇薬を施すものではない。

　この件に関して、すべての霊的知識を求めている会員

及び他の人達に、超能力開発のやさしい方法の指導を授

けるという者等に気をつけるよう、注意をしたいと思う。

そのような贈物（サンスクリット語でラウキカ、現世的

なもの）は機械的な行法によって比較的に手に入れやす

いが、神経の刺激が尽きるとすぐに消えてしまう。一方、

本当の透視家＝アデプトの状態にまことのサイキックな

進展（ローコータラ、超俗世的なもの）がつき物だが、

ひとたびそれを達成すれば、消え失せることは決してな

い。

　神智学協会は心霊研究の問題に一般の興味を起こさせ

たが、協会の創立後こうした興味の波に乗って超能力開

発のやさしい方法を看板に、たくさんのメンバーを誘い

込もうとする団体がいくつも現れた。ここインドでは、

いろいろな種類のにせの修行者が昔からよく知られてい

たが、インドにも欧米にもこの方面では新しい危険があ

るのではないかと思う。そのような団体の指導者には、

自己欺瞞の夢想家もいれば、故意に他をだます者もいる

が、願わくは、その者達の空手形の輝きに目がくらんで

そのペテンに引っ掛かる人が協会のメンバーにはいない

ことを望む。

　このような注意と抗議が必要であることを明らかにす

るために、ベナレスからの手紙に同封した広告について

触れたいと思う。その広告を発行した自称マハートマは

「英語またはインドの言語のいずれにも精通している八

人の男女」を募集しているようである。広告の最後に「修

行と指導料についてもっと詳しく問い合わせたいと思う

人」は返送料と申し込みの手紙を「マハートマ」の住所

に送るようにと言う！

　また、去年英国で発行された『神聖なポイマンドレー

ス』の再販が私達の前のテーブルの上にある。その中に

「インドのマハートマ達が自由に高級な智慧を授けてく

ださるという期待を裏切られた神智学者達」への文章が

ある。そしてそのような神智学者達は、名前を編集者に

送るように勧誘している。そうすれば「短期の見習いが

済んだら」オカルト同胞団の入団を許されて、「受け入

九　意志と欲望

　私達のこの意識界において、意志を有するのは人間だ

けである。意志こそ人間と動物を区別するものである。

動物には本能的な欲望だけが働いている。

　最も広い意味において、欲望は宇宙の唯一の創造力で

ある。その意味での欲望は、意志とは区別できないもの

である。しかし私達人間が単なる人間である間は、この

形の欲望を決して知ることができない。従って、ここで

は意志と欲望を、反対のものと見なす。

　こうして意志とは、人間の神聖な部分、人間の内なる

神から生じるものであり、欲望は動物としての生活の原

動力となる。

　ほとんどの人間は欲望を意志と取り違えて、欲望の中

で、欲望を通して生きている。しかし、より高い段階を

成就しようと思う者は、意志と欲望を分けて、意志を支

配者としなければならない。なぜなら、欲望は不安定で

常に移り変わっているが、意志はぐらつくことがなく不

動だからである。

　意志と欲望はどちらも絶対的な創造者として、人間及

び人間の環境を作り上げる。しかし、意志が故意に創造

することに対し、欲望は盲目的、かつ無意識に創造する。

従って人間は、光の子である意志によって、聖なるもの

に象
かたど

って自分を創造しない限り、自分の欲望のイメー

ジで自分を作ることになる。

　人間には二つの課題が与えられている。つまり、意志

を呼び起こし、克己により意志を働かせて強化し、体を

支配する絶対君主にすると同時に、欲望を浄化するとい

う二重の仕事である。

　知識と意志こそ、この浄化を遂行するための道具であ

る。

十　浄化された欲望

　欲望の対象は純粋に抽象的なものとなり、欲望に「我」

という要素が跡形もなく一切なくなった時、その時こそ

欲望は浄化されたと言える。

　このような清浄さへの第一歩は、物質的なものに対す

る欲望を抹殺することである。なぜなら、物質的なもの

は、他の存在と分離してしまった人格我だけに楽しみを

与えるからである。

　第二歩は、権力、知識、愛、幸福、名声のように抽象

的なことも自分のために望むのをやめることである。と

いうのも、結局、それらのことを望むのは利己主義にす

ぎないからである。

　人生そのものがこのことを教える。なぜなら、美しい

死海のリンゴが口のなかで灰に変わるのと同様に、これ

らの欲望の対象は、得た瞬間に幻滅と苦しみをもたらす

からである。この否定的な真理は経験により学ぶのだが、

無限の中にのみ満足を得ることができるという肯定的な

真理は直観的な認識によって悟るのである。意志の働き

でこの確信は意識の中の事実となり、最後にあらゆる欲

望は永遠者に集中することになる。

れられる価値があると思われた人達には、差し控えるこ

となく自由に教える」と言っている。しかし妙なことに、

その本の中でヘルメス・トリスメギストスはその団体の

方針と矛盾するような次のことを述べている。

　「⑻これこそ真理に至る唯一の道である。私達の先祖

達はこの道を辿り、善に達することができた。この道は

美しく平坦だが、魂にとっては肉体の中に閉じ込められ

ている間は進みにくい道である……(88) 大衆を避けよ。

そうすれば、物は無知だから未知のことを恐れ、度を越

さないようになる」

　確かに私達がヨーガ・ヴィディヤーヘの近道を勧めな

かったためにたいへん失望した神智学者はいるが、それ

は他が悪いのではなく彼等自身のせいである。また他の

会員はもっと実際的なことをやりたがっている。しかし、

非常に興味深いことだが、協会のためにほとんど何もし

たことのない人こそ、いちばん大きな声であら探しをし

ている。こうした人達及びメスメリズムに向いている会

員はなぜ、メスメル術の研究を真剣に取り上げないの

か？　メルメス術は、オカルト科学の鍵と呼ばれたこと

がある。その上、メルメス術ができる者は、人類を益す

る独特な機会を与えられるという利点もある。ボンベイ

支部はメスメル術による治療を行なうと同時にホメオパ

シー療法の施薬所を創立してたいへん大きな成功を遂げ

たが、インドの医学をもっとしっかりした土台に打ち立

てることに貢献して、しかも、計り知れないほど一般大

衆を益することになる。

　ボンベイ支部以外にこの方面で立派な仕事を為した他

の支部もあるが、これまで試みたことよりもはるかに多

くのことを行なう余裕がある。協会の活動の他の部分に

ついても同じことが言える。各支部の会員達は知恵を合

わせて、協会の宣言した目的を促進するためにどんな具

体的な手段を取ることができるか真剣に話し合うべきで

ある。会員達があまり深く考えずに神智学の本をざっと

読むことに満足して、協会の積極的な仕事に本当の貢献

をしないケースはあまりにも多すぎる。インドや他の国

で神智学協会が効果的に善をなすためには、各会員はそ

の目的に積極的に協力して貢献しなければならない。自

分にできる仕事はどういうものなのかをまじめに考え

て、その仕事を熱心に実践するよう心から各会員にお願

いしたいと思う。正しい思いはよいことだが、活動につ

ながらないなら正しい思いもあまり価値がない。真理と

普遍的同胞団のために何もできない会員は一人としてい

ない。自分にできることを実践するのは会員の意志次第

である。

　再び繰り返すが、協会はアデプトのタマゴを育てる養

成所ではない。協会の研究範囲の諸問題に関する指導を

授けるためにいろいろな支部に「師匠達」を派遣するわ

けにはいかない。各支部は自分で勉強しなければならな

い。諸問題についての本を手に入れることができるので、

その知識は一人ひとりの会員によって応用するべきであ

る。そうすれば、独立心と推理力が育つだろう。是非こ

の方針に従って進んで行くよう各支部にお勧めしたいと

思う。支部に派遣された講師が実験心理学や透視力（魔

法の鏡を見たり、未来のことを予見したりすること等々）

の実践者でないといけないという願いの声もある。しか

し、私達の考えでは、個人の発達では価値のあることに

なり、上り道を進む会員の進歩を助けるためには、その

ような実験は会員自身のほうから始まらなければならな

いと思う。だから、自分で試みるよう、会員達に切にお

勧めする。



七　オカルト格言

　魔術はオカルティズムの道具の一つだが、オカルティ

ズムは魔術ではない。

　サイキック能力と知的能力はオカルティズムのしもべ

だが、それらの能力の獲得はオカルティズムではない。

また、オカルティズムは、一般に理解されている意味で

の「幸福の追求」でもない。なぜならオカルティズムの

第一歩は自己犠牲であり、第二歩は放棄だからである。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　生命は、全体のための個体の犠牲で作り上げられる。

生体の各細胞は全体の完成のために自己犠牲をしなけれ

ばならない。そうでないと、病気と死が教訓を与える。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　オカルティズムは生命の科学であり、正しい生活の方

法である。

八　自覚

　自覚（Self-knowlege）を達成するために必要な第一

歩は、自分の無知を深く意識することである。つまり、

自分が絶え間なく自分自身によってだまされていると心

の底まで痛感することである。

　第二の必須条件は、自覚という、直観による絶対確実

な知識が、努力して獲得できるものであると深く確信す

ることである。

　その知識を獲得し直面するというひるまぬ決心は、第

三の条件で最も肝要なことである。

　このような「自己認識」は、一般に「自己分析」とい

われることによっては得られないものである。また、理

屈や脳作用によって達せられるものでもない。それは意

識が人間の神聖な本質に目覚めることだからである。

　この知識を得ることは、地水火風を支配したり未来を

予知したりするようなことよりもはるかに偉大な成就で

ある。
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十一　霊的進歩

「この路はどこまでもうねる上り路でしょうか」

「そうです、路の果てまでは」

「一日の道
みち

程
のり

はたっぷり夜までかかるでしょうか」

「朝から夜まで、私の友よ」

（岩波書店発行　入江直祐訳『クリスチナ・ロセッティ

詩抄』「上り路」）

　このクリスチナ・ロセッティの有名な詩は、より高い

精神的なものに至る道を進んでいる人達の人生の概略の

ようなものである。エソテリックな教えは各時代に、前

時代のものと布地や色が違う新しい衣に着替えたので、

いろいろな表現には相違がある。しかし一つのことに関

しては、様々な教えは完全に一致している。つまり、霊

的発達への道という点に関してである。今も昔と同様に、

弟子を拘束すると絶対に曲げられないルールがただ一つ

だけある。つまり、低級性質を完全に高級性質に従わせ

なければならないというルールである。『ヴェーダ』と『ウ

パニシャッド』から最近発行された『道の光』に至るま

で、各国民や各宗教の聖典を探しても、人間がまことの

霊的洞察力を得る苦難に満ちたただ一つの道しか見つか

らない。あらゆる宗教とあらゆる哲学は、この大周期の

初めに惑星霊が人類に授けた「唯一の智慧」の最初の教

えの変形でしかないので、同じことを教えるのは不思議

ではない。

　まことのアデプト、つまり本当に発達した人間は、作

られるものではなく、成るものであると私達はいつも教

えられている。従って、アデプトになるプロセスは、進

化を通してゆっくりと成長して行くことであり、これは

多かれ少なかれ苦痛を伴うものである。

　私達の苦痛の主な原囚は、永久的でないものの中に永

久的なものを常に探し求めることである。絶対に確実な

この世の唯一の特性が絶え間ない変化ということである

のに、私達は永久的なものを探し求めるだけでなく、ま

るで不変なものを身につけたかのように行動する。私達

は永久的なものをしっかりつかまえたと思い込んだ途端

に、それが私達の手の中で変わってしまい、そして苦痛

が生じる。

　成長という概念には崩壊という概念が含まれている。

内なる存在はいつも、それを束縛する狭い殼を壊して先

へ進まなければならない。そのような崩壊には必ず、肉

体的な苦痛ではなくて精神的な苦痛が伴う。

　生涯中ずっとそうである。今回ってきた困難こそ、あ

り得るすべての困難の中で最もつらく、どうしても耐え

ることができないものと私達は感じる。しかしもっと広

い視野から見たら、私達がそのような困難を通して、自

分を包む殼のいちばん弱いところに穴をあけようとして

いることが分かる。一連の異常増加の総合的な結果では

なくて本当の成長を得るには、全面的にしかも、どこに

も同じペースで進歩しなければならない。つまり、最初

は頭、そのあとに手か足が出来るというふうにではなく、

子供の体が成長して行くように、気がつかないうちにあ

らゆる方面で規則正しく成長するということである。人

間は、自分の各部分を別々に養い、一部に集中している

間は他の部分をすべて無視する傾向がある。しかし、心

を圧倒するような苦しみ一つひとつが、無視された部分

の拡大によって起こされ、他の部分を集中的に養えばそ

の拡大はさらに難しいことになる。

　悪とは、悩み過ぎる結果であることが多い。人間はい

つもあまりにもたくさんのことを企てている。現状に甘

んずることができなくて、必要以上に余計なことをして、

来生に精算しなければならないカルマを作る。　　　　

　このような悪の最も微妙な形は、報酬を得ようとする

期待と欲望である。知らず知らずのうちに報酬への希望

を心にいだいて、自分の努力をすべて台無しにしている

人がたくさんいる。というのは、報酬欲が生活の中で働

くようになると、悩みや疑いや恐怖や絶望、すなわち失

敗がついてくる。

　霊的智慧を熱望する者の目的は、より高い存在界に入

ることである。熱望者は、あらゆる面では今よりも完全

な新しい人間になりたいと思っている。そして目に見え

る世界では生物の進化段階が進むにつれて能力も増加す

ると同様に、探求者がより高い世界に入ることができた

なら、可能性と能力の範囲と強さには進歩に相応する増

加があるだろう。このような方法でアデプト方は、度々

述べられてきた神通力を体得する。しかし心にとめるべ

きポイントは、人間の通常の能力がこの世での存在に自

然なつき物であるように、アデプトの神通力はより高い

進化段階の世界には自然なものであるという点である。

　多くの人達は、アデプトになることは、人間を徹底的

に変える根本的な過程ではなく、一種の「建増し」のよ

うなプロセスだと思っているようである。つまり、勝手

に定められた一組のルールを細かいところまで守るとい

う、はっきりした訓練のコースをとって人は神通力を

次々と身につけ、そしてある一定の数の能力を我が物に

したら「アデプト」と呼ばれるようになるという考えで

ある。この間違った考えを受け入れる人は、アデプトに

なるためにまず第一にしなければならないことは、「超

能力」の開発であると思い込んでいる。特に透視力と、

肉体を離れ遠くまで行くという能力に関心をもっている

ようである。

　自分個人の利益のためにそのような能力を獲得したい

と思う人々に、私達が言うことは何もない。彼等は、純

粋に利己的な目的のために働くすべての人々と同じよう

に非難すべきだからである。

　ところが、結果を原因と取り違えて、神通力の獲得が

霊的進歩への唯一の道であると心から思っている人もい

る。このような人達は、神智学協会をこの方面の知識を

得るためにいちばん便利な手段と見なしている。つまり、

協会は一種のオカルト・アカデミーであり、奇跡を行な

う者達を育てるための機関を備えた団体だと考えてい

る。こうした考えに反対する主張や、警告が繰り返し唱

えられたのに、この思い違いを根絶することができない

ほど深く心にしみ込んでしまった会員もいる。この人達

は以前に協会の目的について十分教えられたことが全く

真実であり、協会は霊能力の養成所でないことが分かる

と、非常にうるさく不平をこぼす。

　神智学協会は、超能力開発への新しくやさしい道を

人々に教えるために創立されたものではない。協会の唯

一の使命は、ごく少数の人達を除いて人類の大部分には

消えてしまった「真理の松
たい

明
まつ

」を新たにともすことと、

よい種が芽を出せる唯一の土壌である「人類同胞団」を

組織することによってその真理を生かすことである。確

かに協会は、その影響の範囲に入るすべての人の霊的な

発展を促したいと思っているが、その方法は古代の聖者

達のものであり、その教えは最古の秘教に属するもので

ある。協会はいんちき療法、特に、正直な治療師が決し

て処方しないような劇薬を施すものではない。

　この件に関して、すべての霊的知識を求めている会員

及び他の人達に、超能力開発のやさしい方法の指導を授

けるという者等に気をつけるよう、注意をしたいと思う。

そのような贈物（サンスクリット語でラウキカ、現世的

なもの）は機械的な行法によって比較的に手に入れやす

いが、神経の刺激が尽きるとすぐに消えてしまう。一方、

本当の透視家＝アデプトの状態にまことのサイキックな

進展（ローコータラ、超俗世的なもの）がつき物だが、

ひとたびそれを達成すれば、消え失せることは決してな

い。

　神智学協会は心霊研究の問題に一般の興味を起こさせ

たが、協会の創立後こうした興味の波に乗って超能力開

発のやさしい方法を看板に、たくさんのメンバーを誘い

込もうとする団体がいくつも現れた。ここインドでは、

いろいろな種類のにせの修行者が昔からよく知られてい

たが、インドにも欧米にもこの方面では新しい危険があ

るのではないかと思う。そのような団体の指導者には、

自己欺瞞の夢想家もいれば、故意に他をだます者もいる

が、願わくは、その者達の空手形の輝きに目がくらんで

そのペテンに引っ掛かる人が協会のメンバーにはいない

ことを望む。

　このような注意と抗議が必要であることを明らかにす

るために、ベナレスからの手紙に同封した広告について

触れたいと思う。その広告を発行した自称マハートマは

「英語またはインドの言語のいずれにも精通している八

人の男女」を募集しているようである。広告の最後に「修

行と指導料についてもっと詳しく問い合わせたいと思う

人」は返送料と申し込みの手紙を「マハートマ」の住所

に送るようにと言う！

　また、去年英国で発行された『神聖なポイマンドレー

ス』の再販が私達の前のテーブルの上にある。その中に

「インドのマハートマ達が自由に高級な智慧を授けてく

ださるという期待を裏切られた神智学者達」への文章が

ある。そしてそのような神智学者達は、名前を編集者に

送るように勧誘している。そうすれば「短期の見習いが

済んだら」オカルト同胞団の入団を許されて、「受け入

九　意志と欲望

　私達のこの意識界において、意志を有するのは人間だ

けである。意志こそ人間と動物を区別するものである。

動物には本能的な欲望だけが働いている。

　最も広い意味において、欲望は宇宙の唯一の創造力で

ある。その意味での欲望は、意志とは区別できないもの

である。しかし私達人間が単なる人間である間は、この

形の欲望を決して知ることができない。従って、ここで

は意志と欲望を、反対のものと見なす。

　こうして意志とは、人間の神聖な部分、人間の内なる

神から生じるものであり、欲望は動物としての生活の原

動力となる。

　ほとんどの人間は欲望を意志と取り違えて、欲望の中

で、欲望を通して生きている。しかし、より高い段階を

成就しようと思う者は、意志と欲望を分けて、意志を支

配者としなければならない。なぜなら、欲望は不安定で

常に移り変わっているが、意志はぐらつくことがなく不

動だからである。

　意志と欲望はどちらも絶対的な創造者として、人間及

び人間の環境を作り上げる。しかし、意志が故意に創造

することに対し、欲望は盲目的、かつ無意識に創造する。

従って人間は、光の子である意志によって、聖なるもの

に象
かたど

って自分を創造しない限り、自分の欲望のイメー

ジで自分を作ることになる。

　人間には二つの課題が与えられている。つまり、意志

を呼び起こし、克己により意志を働かせて強化し、体を

支配する絶対君主にすると同時に、欲望を浄化するとい

う二重の仕事である。

　知識と意志こそ、この浄化を遂行するための道具であ

る。

十　浄化された欲望

　欲望の対象は純粋に抽象的なものとなり、欲望に「我」

という要素が跡形もなく一切なくなった時、その時こそ

欲望は浄化されたと言える。

　このような清浄さへの第一歩は、物質的なものに対す

る欲望を抹殺することである。なぜなら、物質的なもの

は、他の存在と分離してしまった人格我だけに楽しみを

与えるからである。

　第二歩は、権力、知識、愛、幸福、名声のように抽象

的なことも自分のために望むのをやめることである。と

いうのも、結局、それらのことを望むのは利己主義にす

ぎないからである。

　人生そのものがこのことを教える。なぜなら、美しい

死海のリンゴが口のなかで灰に変わるのと同様に、これ

らの欲望の対象は、得た瞬間に幻滅と苦しみをもたらす

からである。この否定的な真理は経験により学ぶのだが、

無限の中にのみ満足を得ることができるという肯定的な

真理は直観的な認識によって悟るのである。意志の働き

でこの確信は意識の中の事実となり、最後にあらゆる欲

望は永遠者に集中することになる。

れられる価値があると思われた人達には、差し控えるこ

となく自由に教える」と言っている。しかし妙なことに、

その本の中でヘルメス・トリスメギストスはその団体の

方針と矛盾するような次のことを述べている。

　「⑻これこそ真理に至る唯一の道である。私達の先祖

達はこの道を辿り、善に達することができた。この道は

美しく平坦だが、魂にとっては肉体の中に閉じ込められ

ている間は進みにくい道である……(88) 大衆を避けよ。

そうすれば、物は無知だから未知のことを恐れ、度を越

さないようになる」

　確かに私達がヨーガ・ヴィディヤーヘの近道を勧めな

かったためにたいへん失望した神智学者はいるが、それ

は他が悪いのではなく彼等自身のせいである。また他の

会員はもっと実際的なことをやりたがっている。しかし、

非常に興味深いことだが、協会のためにほとんど何もし

たことのない人こそ、いちばん大きな声であら探しをし

ている。こうした人達及びメスメリズムに向いている会

員はなぜ、メスメル術の研究を真剣に取り上げないの

か？　メルメス術は、オカルト科学の鍵と呼ばれたこと

がある。その上、メルメス術ができる者は、人類を益す

る独特な機会を与えられるという利点もある。ボンベイ

支部はメスメル術による治療を行なうと同時にホメオパ

シー療法の施薬所を創立してたいへん大きな成功を遂げ

たが、インドの医学をもっとしっかりした土台に打ち立

てることに貢献して、しかも、計り知れないほど一般大

衆を益することになる。

　ボンベイ支部以外にこの方面で立派な仕事を為した他

の支部もあるが、これまで試みたことよりもはるかに多

くのことを行なう余裕がある。協会の活動の他の部分に

ついても同じことが言える。各支部の会員達は知恵を合

わせて、協会の宣言した目的を促進するためにどんな具

体的な手段を取ることができるか真剣に話し合うべきで

ある。会員達があまり深く考えずに神智学の本をざっと

読むことに満足して、協会の積極的な仕事に本当の貢献

をしないケースはあまりにも多すぎる。インドや他の国

で神智学協会が効果的に善をなすためには、各会員はそ

の目的に積極的に協力して貢献しなければならない。自

分にできる仕事はどういうものなのかをまじめに考え

て、その仕事を熱心に実践するよう心から各会員にお願

いしたいと思う。正しい思いはよいことだが、活動につ

ながらないなら正しい思いもあまり価値がない。真理と

普遍的同胞団のために何もできない会員は一人としてい

ない。自分にできることを実践するのは会員の意志次第

である。

　再び繰り返すが、協会はアデプトのタマゴを育てる養

成所ではない。協会の研究範囲の諸問題に関する指導を

授けるためにいろいろな支部に「師匠達」を派遣するわ

けにはいかない。各支部は自分で勉強しなければならな

い。諸問題についての本を手に入れることができるので、

その知識は一人ひとりの会員によって応用するべきであ

る。そうすれば、独立心と推理力が育つだろう。是非こ

の方針に従って進んで行くよう各支部にお勧めしたいと

思う。支部に派遣された講師が実験心理学や透視力（魔

法の鏡を見たり、未来のことを予見したりすること等々）

の実践者でないといけないという願いの声もある。しか

し、私達の考えでは、個人の発達では価値のあることに

なり、上り道を進む会員の進歩を助けるためには、その

ような実験は会員自身のほうから始まらなければならな

いと思う。だから、自分で試みるよう、会員達に切にお

勧めする。



七　オカルト格言

　魔術はオカルティズムの道具の一つだが、オカルティ

ズムは魔術ではない。

　サイキック能力と知的能力はオカルティズムのしもべ

だが、それらの能力の獲得はオカルティズムではない。

また、オカルティズムは、一般に理解されている意味で

の「幸福の追求」でもない。なぜならオカルティズムの

第一歩は自己犠牲であり、第二歩は放棄だからである。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　生命は、全体のための個体の犠牲で作り上げられる。

生体の各細胞は全体の完成のために自己犠牲をしなけれ

ばならない。そうでないと、病気と死が教訓を与える。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　オカルティズムは生命の科学であり、正しい生活の方

法である。

八　自覚

　自覚（Self-knowlege）を達成するために必要な第一

歩は、自分の無知を深く意識することである。つまり、

自分が絶え間なく自分自身によってだまされていると心

の底まで痛感することである。

　第二の必須条件は、自覚という、直観による絶対確実

な知識が、努力して獲得できるものであると深く確信す

ることである。

　その知識を獲得し直面するというひるまぬ決心は、第

三の条件で最も肝要なことである。

　このような「自己認識」は、一般に「自己分析」とい

われることによっては得られないものである。また、理

屈や脳作用によって達せられるものでもない。それは意

識が人間の神聖な本質に目覚めることだからである。

　この知識を得ることは、地水火風を支配したり未来を

予知したりするようなことよりもはるかに偉大な成就で

ある。

十一　霊的進歩

「この路はどこまでもうねる上り路でしょうか」

「そうです、路の果てまでは」

「一日の道
みち

程
のり

はたっぷり夜までかかるでしょうか」

「朝から夜まで、私の友よ」

（岩波書店発行　入江直祐訳『クリスチナ・ロセッティ

詩抄』「上り路」）

　このクリスチナ・ロセッティの有名な詩は、より高い

精神的なものに至る道を進んでいる人達の人生の概略の

ようなものである。エソテリックな教えは各時代に、前

時代のものと布地や色が違う新しい衣に着替えたので、

いろいろな表現には相違がある。しかし一つのことに関

しては、様々な教えは完全に一致している。つまり、霊

的発達への道という点に関してである。今も昔と同様に、

弟子を拘束すると絶対に曲げられないルールがただ一つ

だけある。つまり、低級性質を完全に高級性質に従わせ

なければならないというルールである。『ヴェーダ』と『ウ

パニシャッド』から最近発行された『道の光』に至るま

で、各国民や各宗教の聖典を探しても、人間がまことの

霊的洞察力を得る苦難に満ちたただ一つの道しか見つか

らない。あらゆる宗教とあらゆる哲学は、この大周期の

初めに惑星霊が人類に授けた「唯一の智慧」の最初の教

えの変形でしかないので、同じことを教えるのは不思議

ではない。

　まことのアデプト、つまり本当に発達した人間は、作

られるものではなく、成るものであると私達はいつも教

えられている。従って、アデプトになるプロセスは、進

化を通してゆっくりと成長して行くことであり、これは

多かれ少なかれ苦痛を伴うものである。

　私達の苦痛の主な原囚は、永久的でないものの中に永

久的なものを常に探し求めることである。絶対に確実な

この世の唯一の特性が絶え間ない変化ということである

のに、私達は永久的なものを探し求めるだけでなく、ま

るで不変なものを身につけたかのように行動する。私達

は永久的なものをしっかりつかまえたと思い込んだ途端

に、それが私達の手の中で変わってしまい、そして苦痛

が生じる。

　成長という概念には崩壊という概念が含まれている。

内なる存在はいつも、それを束縛する狭い殼を壊して先

へ進まなければならない。そのような崩壊には必ず、肉

体的な苦痛ではなくて精神的な苦痛が伴う。

　生涯中ずっとそうである。今回ってきた困難こそ、あ

り得るすべての困難の中で最もつらく、どうしても耐え

ることができないものと私達は感じる。しかしもっと広

い視野から見たら、私達がそのような困難を通して、自

分を包む殼のいちばん弱いところに穴をあけようとして

いることが分かる。一連の異常増加の総合的な結果では

なくて本当の成長を得るには、全面的にしかも、どこに

も同じペースで進歩しなければならない。つまり、最初

は頭、そのあとに手か足が出来るというふうにではなく、

子供の体が成長して行くように、気がつかないうちにあ

らゆる方面で規則正しく成長するということである。人

間は、自分の各部分を別々に養い、一部に集中している

間は他の部分をすべて無視する傾向がある。しかし、心

を圧倒するような苦しみ一つひとつが、無視された部分

の拡大によって起こされ、他の部分を集中的に養えばそ

の拡大はさらに難しいことになる。

　悪とは、悩み過ぎる結果であることが多い。人間はい

つもあまりにもたくさんのことを企てている。現状に甘

んずることができなくて、必要以上に余計なことをして、

来生に精算しなければならないカルマを作る。　　　　

　このような悪の最も微妙な形は、報酬を得ようとする

期待と欲望である。知らず知らずのうちに報酬への希望

を心にいだいて、自分の努力をすべて台無しにしている

人がたくさんいる。というのは、報酬欲が生活の中で働

くようになると、悩みや疑いや恐怖や絶望、すなわち失

敗がついてくる。

　霊的智慧を熱望する者の目的は、より高い存在界に入

ることである。熱望者は、あらゆる面では今よりも完全

な新しい人間になりたいと思っている。そして目に見え

る世界では生物の進化段階が進むにつれて能力も増加す

ると同様に、探求者がより高い世界に入ることができた

なら、可能性と能力の範囲と強さには進歩に相応する増

加があるだろう。このような方法でアデプト方は、度々

述べられてきた神通力を体得する。しかし心にとめるべ
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きポイントは、人間の通常の能力がこの世での存在に自

然なつき物であるように、アデプトの神通力はより高い

進化段階の世界には自然なものであるという点である。

　多くの人達は、アデプトになることは、人間を徹底的

に変える根本的な過程ではなく、一種の「建増し」のよ

うなプロセスだと思っているようである。つまり、勝手

に定められた一組のルールを細かいところまで守るとい

う、はっきりした訓練のコースをとって人は神通力を

次々と身につけ、そしてある一定の数の能力を我が物に

したら「アデプト」と呼ばれるようになるという考えで

ある。この間違った考えを受け入れる人は、アデプトに

なるためにまず第一にしなければならないことは、「超

能力」の開発であると思い込んでいる。特に透視力と、

肉体を離れ遠くまで行くという能力に関心をもっている

ようである。

　自分個人の利益のためにそのような能力を獲得したい

と思う人々に、私達が言うことは何もない。彼等は、純

粋に利己的な目的のために働くすべての人々と同じよう

に非難すべきだからである。

　ところが、結果を原因と取り違えて、神通力の獲得が

霊的進歩への唯一の道であると心から思っている人もい

る。このような人達は、神智学協会をこの方面の知識を

得るためにいちばん便利な手段と見なしている。つまり、

協会は一種のオカルト・アカデミーであり、奇跡を行な

う者達を育てるための機関を備えた団体だと考えてい

る。こうした考えに反対する主張や、警告が繰り返し唱

えられたのに、この思い違いを根絶することができない

ほど深く心にしみ込んでしまった会員もいる。この人達

は以前に協会の目的について十分教えられたことが全く

真実であり、協会は霊能力の養成所でないことが分かる

と、非常にうるさく不平をこぼす。

　神智学協会は、超能力開発への新しくやさしい道を

人々に教えるために創立されたものではない。協会の唯

一の使命は、ごく少数の人達を除いて人類の大部分には

消えてしまった「真理の松
たい

明
まつ

」を新たにともすことと、

よい種が芽を出せる唯一の土壌である「人類同胞団」を

組織することによってその真理を生かすことである。確

かに協会は、その影響の範囲に入るすべての人の霊的な

発展を促したいと思っているが、その方法は古代の聖者

達のものであり、その教えは最古の秘教に属するもので

ある。協会はいんちき療法、特に、正直な治療師が決し

て処方しないような劇薬を施すものではない。

　この件に関して、すべての霊的知識を求めている会員

及び他の人達に、超能力開発のやさしい方法の指導を授

けるという者等に気をつけるよう、注意をしたいと思う。

そのような贈物（サンスクリット語でラウキカ、現世的

なもの）は機械的な行法によって比較的に手に入れやす

いが、神経の刺激が尽きるとすぐに消えてしまう。一方、

本当の透視家＝アデプトの状態にまことのサイキックな

進展（ローコータラ、超俗世的なもの）がつき物だが、

ひとたびそれを達成すれば、消え失せることは決してな

い。

　神智学協会は心霊研究の問題に一般の興味を起こさせ

たが、協会の創立後こうした興味の波に乗って超能力開

発のやさしい方法を看板に、たくさんのメンバーを誘い

込もうとする団体がいくつも現れた。ここインドでは、

いろいろな種類のにせの修行者が昔からよく知られてい

たが、インドにも欧米にもこの方面では新しい危険があ

るのではないかと思う。そのような団体の指導者には、

自己欺瞞の夢想家もいれば、故意に他をだます者もいる

が、願わくは、その者達の空手形の輝きに目がくらんで

そのペテンに引っ掛かる人が協会のメンバーにはいない

ことを望む。

　このような注意と抗議が必要であることを明らかにす

るために、ベナレスからの手紙に同封した広告について

触れたいと思う。その広告を発行した自称マハートマは

「英語またはインドの言語のいずれにも精通している八

人の男女」を募集しているようである。広告の最後に「修

行と指導料についてもっと詳しく問い合わせたいと思う

人」は返送料と申し込みの手紙を「マハートマ」の住所

に送るようにと言う！

　また、去年英国で発行された『神聖なポイマンドレー

ス』の再販が私達の前のテーブルの上にある。その中に

「インドのマハートマ達が自由に高級な智慧を授けてく

ださるという期待を裏切られた神智学者達」への文章が

ある。そしてそのような神智学者達は、名前を編集者に

送るように勧誘している。そうすれば「短期の見習いが

済んだら」オカルト同胞団の入団を許されて、「受け入

九　意志と欲望

　私達のこの意識界において、意志を有するのは人間だ

けである。意志こそ人間と動物を区別するものである。

動物には本能的な欲望だけが働いている。

　最も広い意味において、欲望は宇宙の唯一の創造力で

ある。その意味での欲望は、意志とは区別できないもの

である。しかし私達人間が単なる人間である間は、この

形の欲望を決して知ることができない。従って、ここで

は意志と欲望を、反対のものと見なす。

　こうして意志とは、人間の神聖な部分、人間の内なる

神から生じるものであり、欲望は動物としての生活の原

動力となる。

　ほとんどの人間は欲望を意志と取り違えて、欲望の中

で、欲望を通して生きている。しかし、より高い段階を

成就しようと思う者は、意志と欲望を分けて、意志を支

配者としなければならない。なぜなら、欲望は不安定で

常に移り変わっているが、意志はぐらつくことがなく不

動だからである。

　意志と欲望はどちらも絶対的な創造者として、人間及

び人間の環境を作り上げる。しかし、意志が故意に創造

することに対し、欲望は盲目的、かつ無意識に創造する。

従って人間は、光の子である意志によって、聖なるもの

に象
かたど

って自分を創造しない限り、自分の欲望のイメー

ジで自分を作ることになる。

　人間には二つの課題が与えられている。つまり、意志

を呼び起こし、克己により意志を働かせて強化し、体を

支配する絶対君主にすると同時に、欲望を浄化するとい

う二重の仕事である。

　知識と意志こそ、この浄化を遂行するための道具であ

る。

十　浄化された欲望

　欲望の対象は純粋に抽象的なものとなり、欲望に「我」

という要素が跡形もなく一切なくなった時、その時こそ

欲望は浄化されたと言える。

　このような清浄さへの第一歩は、物質的なものに対す

る欲望を抹殺することである。なぜなら、物質的なもの

は、他の存在と分離してしまった人格我だけに楽しみを

与えるからである。

　第二歩は、権力、知識、愛、幸福、名声のように抽象

的なことも自分のために望むのをやめることである。と

いうのも、結局、それらのことを望むのは利己主義にす

ぎないからである。

　人生そのものがこのことを教える。なぜなら、美しい

死海のリンゴが口のなかで灰に変わるのと同様に、これ

らの欲望の対象は、得た瞬間に幻滅と苦しみをもたらす

からである。この否定的な真理は経験により学ぶのだが、

無限の中にのみ満足を得ることができるという肯定的な

真理は直観的な認識によって悟るのである。意志の働き

でこの確信は意識の中の事実となり、最後にあらゆる欲

望は永遠者に集中することになる。

れられる価値があると思われた人達には、差し控えるこ

となく自由に教える」と言っている。しかし妙なことに、

その本の中でヘルメス・トリスメギストスはその団体の

方針と矛盾するような次のことを述べている。

　「⑻これこそ真理に至る唯一の道である。私達の先祖

達はこの道を辿り、善に達することができた。この道は

美しく平坦だが、魂にとっては肉体の中に閉じ込められ

ている間は進みにくい道である……(88) 大衆を避けよ。

そうすれば、物は無知だから未知のことを恐れ、度を越

さないようになる」

　確かに私達がヨーガ・ヴィディヤーヘの近道を勧めな

かったためにたいへん失望した神智学者はいるが、それ

は他が悪いのではなく彼等自身のせいである。また他の

会員はもっと実際的なことをやりたがっている。しかし、

非常に興味深いことだが、協会のためにほとんど何もし

たことのない人こそ、いちばん大きな声であら探しをし

ている。こうした人達及びメスメリズムに向いている会

員はなぜ、メスメル術の研究を真剣に取り上げないの

か？　メルメス術は、オカルト科学の鍵と呼ばれたこと

がある。その上、メルメス術ができる者は、人類を益す

る独特な機会を与えられるという利点もある。ボンベイ

支部はメスメル術による治療を行なうと同時にホメオパ

シー療法の施薬所を創立してたいへん大きな成功を遂げ

たが、インドの医学をもっとしっかりした土台に打ち立

てることに貢献して、しかも、計り知れないほど一般大

衆を益することになる。

　ボンベイ支部以外にこの方面で立派な仕事を為した他

の支部もあるが、これまで試みたことよりもはるかに多

くのことを行なう余裕がある。協会の活動の他の部分に

ついても同じことが言える。各支部の会員達は知恵を合

わせて、協会の宣言した目的を促進するためにどんな具

体的な手段を取ることができるか真剣に話し合うべきで

ある。会員達があまり深く考えずに神智学の本をざっと

読むことに満足して、協会の積極的な仕事に本当の貢献

をしないケースはあまりにも多すぎる。インドや他の国

で神智学協会が効果的に善をなすためには、各会員はそ

の目的に積極的に協力して貢献しなければならない。自

分にできる仕事はどういうものなのかをまじめに考え

て、その仕事を熱心に実践するよう心から各会員にお願

いしたいと思う。正しい思いはよいことだが、活動につ

ながらないなら正しい思いもあまり価値がない。真理と

普遍的同胞団のために何もできない会員は一人としてい

ない。自分にできることを実践するのは会員の意志次第

である。

　再び繰り返すが、協会はアデプトのタマゴを育てる養

成所ではない。協会の研究範囲の諸問題に関する指導を

授けるためにいろいろな支部に「師匠達」を派遣するわ

けにはいかない。各支部は自分で勉強しなければならな

い。諸問題についての本を手に入れることができるので、

その知識は一人ひとりの会員によって応用するべきであ

る。そうすれば、独立心と推理力が育つだろう。是非こ

の方針に従って進んで行くよう各支部にお勧めしたいと

思う。支部に派遣された講師が実験心理学や透視力（魔

法の鏡を見たり、未来のことを予見したりすること等々）

の実践者でないといけないという願いの声もある。しか

し、私達の考えでは、個人の発達では価値のあることに

なり、上り道を進む会員の進歩を助けるためには、その

ような実験は会員自身のほうから始まらなければならな

いと思う。だから、自分で試みるよう、会員達に切にお

勧めする。
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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

©　神智学協会ニッポン・ロッジ　2021　Printed in Japan
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