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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。

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

12 章 カーマローカ

さて、物や生き物の進化の全領域を一般的に俯瞰した

上で、肉体の死後と誕生前の人間の状態を考えてみよう。

これはすぐに疑問を呈する。天国や地獄はあるのか？ 

それは国なのか、それとも場所なのか？ 宇宙空間には、

それらが発見される場所があり、私たちが行く場所、あ

るいは来る場所があるのだろうか？ また、サンスクリッ

ト語ではカーマ、英語では欲望や情熱と呼ばれる人間の

第４本質の主題に戻らなければならない。その本質につ

いて言われたこと、またアストラル体とアストラル光に

関しての教えを念頭に置くと、死の前と後の２つの状態

について教えられていることを理解しやすくなるだろ

う。時系列的な順序で私たちは体の終焉にカーマローカ

または欲望の階層に入り、次により高い本質である真の

人間は、デヴァチャンの状態に陥る。カーマローカを扱っ

た後は、デヴァチャンのことを調査するのはより容易に

なる。

息が肉体から離れ、その人は死んだと言うが、それは

死の始まりに過ぎない。体は冷たく目は閉じているとき、

身体と心のすべての力が脳を駆け巡り、一連の絵によっ

て、終わったばかりの人生の全貌が一般的な輪郭だけで

なく最も微細で儚い印象の細部に至るまで、内なる人間

に深く刻み込まれるのである。この瞬間、あらゆる兆候

が医師に死を宣告するように導き、人は現世では死んで

いるが、本当の人間は脳の中で忙しく、そこでの仕事が

終わるまで人はまだ死んでいない。この厳粛な仕事が終

わったときにアストラル体は肉体的なものから自分自身

を切り離し、そして亡くなった生命エネルギーと残りの

５つの本質が、カーマローカの階層にある。

死によってもたらされた原理の自然な分離は、全体の

人間を次の３つの部分に分ける。

第１に、そのすべての要素がこの世の段階でさらに分

解されるため残された、目に見える体。そこでは、それ

を構成するすべてのものが、やがて自然のさまざまな物

質的部門に分解される。

第２の、アストラル体と情熱と欲望で構成されたカー

マルーパは、アストラル界ですぐにバラバラになり始め

る。

第３の、真の人間であるアートマ・ブッディ・マナス

の上位３つ組は、不滅であり、今はこの世の状態から抜

け出し、身体を持たずにデヴァチャンの中で非常に希薄

な衣服をまとった心としてのみ機能するようになり、そ

の衣服がこの世に戻るときが来ると振り払われるだろ

う。

カーマローカすなわち欲望の場は、地球に浸透し、地

球の周囲を取り囲むアストラル領域である。場所として、

それは地球上と地球の中と、地球の周りにある。その範

１

囲は地球から測定可能な距離にあるが、ここ（物質界）

で得られる通常の法則はそこ（アストラル界）では得ら

れず、そこにいる存在は空間と時間に関して、私たちと

同じ条件の下にない。状態としてカーマローカは形而上

のものだが、形而上のものはアストラル階層に関連して

いるのである。カーマローカは第４原理に関連している

ので、欲望の階層と呼ばれ、そこでの支配力は、知性を

欠き、知性から切り離された欲望である。カーマローカ

は、地上の人生と天の人生の中間のアストラル領域であ

る。疑う余地なく、それはキリスト教の煉獄理論の起源

であり、そこでは魂が犯した罪の懺悔をし、祈りや他の

儀式や供物によってそこから解放されることができる。

この迷信の根底にある事実は、魂がいくつかの満たされ

ていない欲望の巨大な力によってカーマローカに引き留

められることがあり、その欲望がこの世の誰かによって、

またはその魂自身によって満たされるまで、アストラル

とカーマの服を取り除くことができないということであ

る。しかし、その人が純粋な心と高い願望を持っていた

場合、その階層上での本質の分離はすぐに完了し、高級

３つ組がデヴァチャンに入って行くのを可能にする。純

粋にアストラルの領域であることから、カーマローカは

本質的にこの世的で悪魔的であるアストラル物質の性質

を持ち、その中ですべての力は魂や良心によって指図さ

れない働きをする。カーマローカは、いわば生命の偉大

な炉の燃えかすの地獄（pit）であり、デヴァチャンに居

場所がない要素を取り除くために自然が提供したのであ

り、そのために、それは多くの段階を持っている必要が

ある。その段階の一つ一つが古代人によって記録された。

これらの段階は、サンスクリット語で形而上学的な意味

でのローカまたは場所として知られている。人間の人生

は、人格やその他の可能性について非常に多様であり、

それぞれの死後に適切な場所が提供されているため、

カーマローカは無限に変化する領域となっている。人生

の中で人々の間の違いのいくらかは修正され、何らかの

肉体と遺伝の類似性によって抑えられているが、カーマ

ローカですべての隠された願望や情欲は、肉体の不在の

結果として解き放たれており、その理由で状態が生命階

層よりも広く多様化されている。性質の多様性や違いだ

けでなく、死に方によって引き起こされることについて

も説明する必要があるが、このことについては後述する。

そして、これらすべてのさまざまな区分は、この世で死

ぬ人の人生の思考と最後の思考の自然な結果にすぎな

い。これらすべての段階の説明に入ることは、それらを

記述するのに何巻も必要になるので、この著作の範囲を

超えているし、そうすればほとんどの人が理解できない

だろう。

カーマローカを扱うためには、人間を構成する分類に

おける第４の原理も取り扱わなければならず、そうする

ことは、欲望と情熱の主題に関する現代の考えや教育と

の対立を生じさせる。一般的に、願望や情欲は自我の生

得の傾向であると考えられており、それらは普通の学徒

には全く非現実的で霧のような外観を持っている。しか

し、この哲学体系では、それらは単に自我の生得のもの

ではなく、また、それ自体が身体に起因するものでもな

い。人がこの世に生きている間、願望と情欲つまりカー

マの原理は、アストラル人間と内的人間、アストラルと

内的存在から離れた別の生命を持っておらず、それらが

いわば自分の存在全体に広がっている。しかし、人々が

死後にアストラル体と合体し、魂はないが独自の寿命を

持つ実体を形成すると、非常に重要な疑問が生じる。こ

の世の人生の間、願望と情欲は心と魂によって導かれる。

死後は、もとの主人からの指導なしに働く。私たちは生

きている間、それらとその影響に対して責任があり、私

たちがこの世を去った後も責任がある。たとえそれらが

説明したような存在物となり私たちの直接の指導を受け

ないとしても、である。このことには、責任の継続が見

られる。それらの存在物は、人間を構成する集合体、東

洋哲学でよく知られたスカンダ（五蘊）の一部である。（訳

注）肉体にはスカンダの一揃いが含まれ、アストラル人

間には別の一揃い、カーマの原理には別の一揃いがあり、

他の部分にも別の一揃いが付属している。カーマの中に

は、本当に活動的で重要なスカンダのセットがあり、そ

れは再生を制御し、それぞれの生まれ変わりの時にすべ

ての人生や境遇の多様性につながるものである。スカン

ダは、一つ一つの思考が瞬時に自然のエレメンタルの力

の一つと結合し、脳から出た思考の強さに応じて、その

程度まで耐える存在になるという法則の下で日々作られ

ており、それらはすべて、それらを進化させた存在と不

可分に結びついているのである。逃げる方法はない。私

たちができることは、質の良い思考を持つことだけであ

る。最高の大師たち自身がこの法則から免除されている

わけでないが、彼らは「空間における思潮そのものの

人々」であり、善だけのために強力な存在である。

今カーマローカでは、この欲望と思考の塊は、その分

解の終局まで非常に明確に存在し、その後、残りはこれ

らのスカンダの本質からなり、もちろん、かつてそれら

を持っていた進化している存在と結びついている。私た

ちが宇宙を消し去ることができないよりもっと、スカン

ダを絶滅させることのほうができない。それゆえ、スカ

ンダはその存在がデヴァチャンから出てくるまで残って

いると言われているが、その後、引き寄せの法則によっ

てすぐに存在に引き寄せられ、それらから胚芽や基礎と

して、新しい生命のための新しいスカンダの一揃いを構

築する。カーマローカはしたがって、そこに存在し、制

御されず、導かれず、情欲と願望の塊であるという理由

で、この世の階層から区別される。しかしこの世の生命

は、同時にカーマローカの生命でもある。なぜなら、主

にカーマ（欲望）の原理によって支配されているからで、

それは進化の過程ではるかに遠い未来に人間の種族が、

発達した第５と第６の原理を持ち、そのためカーマをそ

れ自体の領域へ放り込み、この世の生命をカーマの影響

から解放するまではそのままだろうからだ。

カーマローカにおけるアストラル人間は、魂と知性の

欠落した単なる殻であり、良心がなく、またそれ自身の

外にある力によって生命を与えられない限り、行動する

ことができない。それは、人間の自我とのごく最近まで

の関係のために、完全に動物的または自動意識のように

見えるものを持っている。なぜならば、別の章で述べた

原理によれば、人間を構成するすべての原子はそれ自身

の記憶を持っており、その記憶は与えられた力に比例し

た長さの時間、持続することができるからである。非常

ラル界に住むこれらの黒魔術師たちは、肉体的な霊媒の

領域を持っていて、どんなに霊媒が善良でもその人の領

域に侵入しやすい。一度開いた扉は誰にでも開かれてい

る。このクラスの殻は高級マナスを失ったが、死後だけ

でなく人生における闘争の中で、神のような卓越性にま

で高められるべきだったマナスの低い部分が主から引き

裂かれ、今では霊を欠いたこの実体に知性を与えており、

その最後の日が来るときには、自分で望んだ通り、苦し

む力を持っている。

カーマローカの階層では、自殺者や、事故や殺人で、

合法か違法かにかかわらず突然人生から投げ出された人

が、人生の長さにほぼ等しい期間を過ごすが、それは突

然人生が終わってしまったためであろう。これらは本当

には死んでいない。正常な死をもたらすためには、医学

では認められていない要因が存在しなければならない。

つまり、他の章で述べられているような存在の原理には、

独自の凝集の期間があり、その自然な終わりに、独自の

法則の下で互いに分離するのである。これには、人間の

死んだ体の凝集力という大きな主題が含まれており、そ

れ自体が別に１冊の本を必要とする。したがって私は、

この凝集の法則が人間の原理の間で得られるという主張

に満足しなければならない。その自然な終わりの前には、

諸原理は分離することができない。明らかに、凝集力の

正常な破壊は、肉体に関して以外は、機械的なプロセス

によってもたらされない。それゆえに、自殺、または事

故によって、または人間によって、または人間の法律の

命令によって殺害された人は、他の構成要素間の結合の

自然な終わりに来ていないし、部分的に死んでいるだけ

でカーマローカの状態に投げ込まれている。そこに残さ

れた原理は、１ヶ月であろうと 60 年であろうと、実際

の寿命の期間に達するまで待たなければならない。

しかし、カーマローカの段階は、最後に述べた殻の多

くの変種を提供する。何人かは大きな苦しみの中で、別

の人は夢のような眠りの中で、それぞれの道徳的責任に

応じてその期間を通過する。しかし、処刑された犯罪者

はたいてい、憎しみと復讐に満ちた人生から放り出され、

彼らが正義と認めていない刑罰の下で憤慨している。彼

らは、犯罪、裁判、処刑、復讐を常にカーマローカの中

でリハーサルしている。そして、彼らは敏感な生きてい

る人と接触を得ることができるときはいつでも、霊媒で

あろうとなかろうと、そのような不幸な人の脳に殺人や

他の犯罪の思考を注入しようとする。そして、彼らは神

智学の学殖の深い学徒が完全によく知っているような襲

撃で成功している。

私たちは今、デヴァチャンに近づいた。カーマローカ

で一定の時間が経過すると、存在は次の状態への変化に

先立つ無意識の状態に陥る。それは人生への誕生のよう

なもので、暗闇と深い眠りの期間によって前触れされて

いる。存在はその後、デヴァチャンの喜びに目を覚ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

訳注 スカンダ（Skandha 五蘊）

５つの集合体。 仏教では、人間を構成する５つの機能

や側面を指すために使用される語。神智学では、この概

念は同様の方法で頻繁に使用されているが、それらは人

間の全体ではなく人格のみを構成するとみなされてい

る。

□仏教における五蘊（スカンダ）

仏教の教典では、人間は５つの集合体で構成され、その

中に永続する「私」は存在しないとされている。

・（形態または物質）：物質界と物質の体。

・受
じゅ

（感覚または感情）：対象物への知覚から生じる快感、

不快感、または中立的な感覚。

・（知覚または認識）：認識された対象物の質の認識。

・ 行
ぎょう

（心象の形成または意思力）：意思とあらゆる種類

の精神的習慣。それは対象物の知覚に対する反応を引き

起こす。カルマの形成につながっている。

・（意識または識別力）：対象物に対する意識や感受性。

□神智学における五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人は以下のように定義している。

「〈束〉または属性のグループ。すべてが有限であり、永

遠のものと絶対のものには当てはまらない。すべての人

間には、５つ、秘教的には７つの属性があり、それは〈パ

ンチャ・シャンダス〉として知られている。……これら

は人間の誕生時に結合し、人格を構成する。これらのス

カンダが成熟した後、それらは分離し、弱くなり始め、

これに jaramarana（サンスクリット語とパーリ語で〈古

すべての自然元素やものと同じように、各種別には独自

の仕事がある。一般的な法則の下で火が燃え、水が下に

流れて上には上がらないように、エレメンタルたちは法

則の下で行動するが、物質的な火や水よりもスケールが

高いので、彼らの行動は知性に導かれているように見え

る。それらの中のあるものは、肉体に結合されているか

どうかに関わらず知的な働きとアストラル器官の機能に

特別な関係がある。霊媒の体が媒体を形成するとき、ま

た他の自然な連携から、これらのエレメンタルは、霊媒

および近くにいる他の人の神経流体によって助けられ

て、死んだ人の殻とまがいものの繋がりを作り、そして、

殻はまがいものの生命に活気づかされる。霊媒を通して、

そこに出席しているすべての人の肉体的、サイキック

（魂）的な力との結び付きが作られる。アストラル体の

古い印象は、霊媒の心にそのイメージを手放し、古い情

熱が燃え上がる。そして、そこからさまざまなメッセー

ジや報告が得られるが、それらのうちの一つもオリジナ

ルではなく、霊からのものでもない。それらの奇妙さと、

それに手を出す人々の無知の結果として、これは霊のし

たことと誤解されているが、それが過去にあったものの

イメージのアストラル光からの単なる拾い出しではない

場合、すべて生者からのものである。注意すべき特定の

ケースでは、完全に悪い、そして非常に悪い知性が働い

ており、すべての霊媒がそれの影響下にあり、それらの

非常に多くの霊媒が自分で白状したように、悪に屈した

理由を説明するであろう。

霊媒にやって来るこれらの殻を大まかに分類すると、

以下のようになる。

(1) 最近亡くなった方のうち、埋葬地が遠くないもの。

この種類は、元の持ち主の生活や思考に合わせて、かな

り凝集性がある。非物質的で、善良で、霊的な人は、す

ぐに崩壊する殻を残す。粗悪で、意地悪で、利己的で、

物質的な人の殻は、重く、堅く、長持ちするだろう。す

べての種類で同様である。

(2) 霊媒がいる所から遠く離れた場所で死んだ人のも

の。時間の経過は、そのような殻が古い体の付近から脱

出することを可能にし、同時に物質的な階層上での腐敗

に対応するアストラル階層上でのより大きな程度の崩壊

をもたらす。これらの殻は、ぼんやりとした、影のような、

支離滅裂なものである。サイキック（魂）的な刺激に簡

潔に応答するだけで、磁気的な流れによって渦巻いてい

る。それらの殻は、霊媒と故人に関係のあった出席者の

アストラルの流れによって、一瞬活気づけられる。

(3) ほとんど定まった居場所のない、純粋に影のよう

な残存物。この領域にそれらがいるのは事実であるが、

それらを説明する英語はない。それらは、崩壊してから

長いこと経つ、かつては凝集した殻によってアストラル

物質に残されていたものの単なる形態や痕跡であると言

えよう。したがってそれらは、ほとんど架空のものに近

いため、そう呼ぶにふさわしい。そのような影の写真と

して、それらは拡大され、装飾され、交霊会での霊媒と

参加者の思考、欲望、希望、および想像によって想像上

の生命を与えられる。

(4) 明確な、はっきりした実体、霊との結びつきを失っ

た人間の魂は、今や人格の消滅がその結果である、すべ

ての中で最悪の状態、アヴィチに向かって落下している

傾向がある。彼らは黒魔術師として知られている。意識

をカーマ（欲望）の原理に集中させ、知性を維持し、霊

から自分自身を切り離した彼らは、私たちが知っている

唯一の呪われた存在である。生きている間、彼らは人間

の体を持っていて、自分自身のために悪の生活を執拗に

続けることによって、そのひどい状態に到達した。ここ

に説明したものになる運命をたどっているもののいくつ

かは、今のこの世で、私たちの間にいる。これらは普通

の殻ではない。彼らはすべての力をカーマに集中させ、

善良な思考や願望のすべての火花を捨て、アストラル領

域を完全にマスターしているためである。私がそれらを

殻の分類に入れたのは、他のものが自動的にのみ崩壊す

るように、彼らは意識的に同じ崩壊する運命にあるとい

う意味である。彼らは何世紀にもわたって存続するかも

しれず、悪い思考が彼らに窓を開けているところで、彼

らがつかむことができるどんな敏感なものをも通して、

彼らの渇望を満足させる。彼らは、ほぼすべての交霊会

を主宰し、有名な人のふりをし、支配を維持し、霊媒の

妄想を継続するように方向づけして、それによって自分

自身の邪悪な目的のための便利な経路（チャンネル）を

持つことを可能にする。実際、自殺者の殻、法の手で死

んだ哀れな人たちの殻、酔っ払いや大食漢の殻、アスト

い時代〉と〈死〉を意味する）または衰退と死が続く」。

（Helena Petrovna Blavatsky, The Theosophical 

Glossary 〈Krotona, CA: Theosophical Publishing 

House, 1973〉, 301-302）

神智学的な文献は、五つのスカンダのどこにも本当の、

あるいは恒久的な「私」は存在しないということで仏教

に同意している。しかし、スカンダは人格に属するもの

であり、その先には真の自我があると仮定し、次のよう

に言う。

「スカンダを持つ人格は、生まれ変わるたびに変化し

ていく。……本当の〈自我〉はそれらの上に住んでいて、

それらをすべて知っているが、これは、私たちが自分の

過去世の物質的な階層上の記憶を保持しない理由であ

る」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key to 

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 131）

スカンダは人格に属しているので、死後、高次の自我

に従ってデヴァチャンに行くことはできない。しかし、

彼らは単に分解するのではなく、自我が新しい化身に戻

るのを「待つ」のである。

「カルマは、スカンダの軍勢と一緒に、自我が新しい

化身になるために再び現れるデヴァチャンの入り口で

待っている」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key 

to Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 141）

「それら（スカンダ）は、カルマ的な結果として残っ

ており、細菌のように、この世の階層の領域にぶら下がっ

ていて、自我が生まれ変わるときに新しい人格に自分自

身を添付し、非常に多くの仇となって、人生に来る準備

ができている」。

（Helena  Pe t rovna  B lava t sky ,  The  Key  to  

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 154）

このように、スカンダはカルマの考えと密接に結びつ

いている。実際、KH 大師は次のように書いている。

「仏教徒はこれを人の『スカンダ』（五蘊）と呼び、ヒ

ンドゥー教徒はそれに『カルマ』という名前を与える」。

（Vicente Hao Chin, Jr., The Mahatma Letters to A.P. 

Sinnett in chronological sequence Appendix I 

　死後の最初の状態。天国と地獄はどこにあり、

何があるのか？ 肉体の死は死の第１段階に過ぎな

い。その後の第２の死。７つの原理の３つの種類

への分離。キリスト教の煉獄の起源であるカーマ

ローカとは何か。それは多数の等級を持つアスト

ラル領域である。スカンダ（五蘊）について。カー

マローカにおける人間のアストラル殻。その殻は

魂、知性、良心に欠いている。それは交霊会で言

う「霊」である。カーマローカにおける殻の分類。

そこにいる黒魔術師。自殺者などの運命。デヴァ

チャンの前の無意識状態。

に物質的で粗野な人または利己的な人の場合には、力は

他の人よりも長く持続する。したがって、知識がないの

に死霊魔術（ネクロマンシー）に手を出す人の場合には、

自動的な意識はより明確になり、当惑させるだろう。そ

の純粋にアストラルの部分には、その人が生きていると

きに面前を通過したすべての記録が含まれ、保持されて

いる。アストラル物質の性質の一つは、すべてのシーン

や画像とすべての思考の印象を吸収し、それらを保持し、

条件が許すときに反映によってそれらを放射することで

ある。このすべての人が死ぬときに投げ捨てたアストラ

ルの殻は、後で言及されるであろう、それらの指導者で

ある高級な原理を欠いて、すべての人間にとって脅威と

なるだろう。それらの指導的な構成要素である存在は、

殻から切り離され、殻はそれ自身の意志がなく、アスト

ラルと磁場の引きつける力によって完全に支配されて、

場所から場所へと揺らぎ、浮遊している。

死後すぐに、本当の人間（霊と呼ばれることもある）

が少しの間、私たちとコミュニケーションをとることは

可能だが、死んだ人たちは、魂が生まれ変わるまでこの

世とは何の関係もない。この世の領域の外から敏感な人

や霊媒師に影響を与えることができるのは、私が説明し

た殻である。魂がなく、良心もないこれらは、決して亡

くなった人たちの霊ではない。それらは内なる人間に

よって脱ぎ捨てられた衣服であり、デヴァチャンへの飛

行中に捨てられた残忍な世俗的部分であり、そのため本

質的にアストラル的、この世的、情欲的であるため、古

老によって、常に悪魔、私たちの個人的な悪魔と見なさ

れてきた。もしこの殻が長い間、この世で現実の人間の

乗り物であった後に、自動的な記憶と意識を保持してい

なかったとしたら、それは本当に奇妙なことである。私

たちは、首を切られたカエルや鶏の体が、一見知性を持っ

てしばらくの間動き、行動しているのを見るが、より微

細で繊細なアストラル形態が、はるかに大きな一見知的

な方向性を持って行動し、移動することができないわけ

はない。

カーマローカの領域に存在し、実際、地球と太陽系の

すべての部分にも存在するものは、エレメンタルまたは

自然の力である。それらは無数にあり、ある意味で自然

の神経であるように、それらの分裂はほぼ無限である。

〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 472）

□秘教の五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人の秘教的なスカンダについての言

及は、『マハートマ・レターズ』でさらに説明されている。

「私たちが人間（または何らかの存在）と呼ぶ肉体的・

精神的な個性を形成し、構成するのは、スカンダのグルー

プである。このグループは（秘教的な教えでは）５つの

スカンダから構成されている。ルーパ：物質的な性質や

属性、ヴェーダナ：感覚、サーナ：抽象的な考え、サムカー

ラ：肉体的と精神的の両方の傾向、ヴィナーナ：精神的

な力、第４番目の拡大、精神的・肉体的・道徳的な素因

を意味する。我々はさらに２つ、君が今後学ぶことがで

きるその性質と名前を追加する。今のところは、それら

が Sakkayaditthi「自 我 の 異 端 ま た は 妄 想」と、

Attavada「自我の教義」と関連しており、それらを生み

出すものであることを君に知らせるだけで十分だ。両方

とも（第５の原理の場合、魂は）、異端のマーヤーと、

祈りや代祷における無駄な儀式や、儀式の有効性を信じ

る 信 仰 に つ な が る」。（Vicente Hao Chin, Jr., The 

Mahatma Letters to A.P. Sinnett in chronological 

sequence No. 68 〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 199）

 sakkaya-ditthi という単語はパーリ語（sakkaya「存

在の集合体」+ ditthi、「間違った見解や信念」）であり、

我々はスカンダによって形成された人格であるという間

違った考えを意味する。attavada という単語はまた、パー

リ語（attan「自己」+ vada「理論」）であり、人の個人

的な自我が実質的かつ恒久的な存在であるという錯覚を

指す。



12 章 カーマローカ

さて、物や生き物の進化の全領域を一般的に俯瞰した

上で、肉体の死後と誕生前の人間の状態を考えてみよう。

これはすぐに疑問を呈する。天国や地獄はあるのか？ 

それは国なのか、それとも場所なのか？ 宇宙空間には、

それらが発見される場所があり、私たちが行く場所、あ

るいは来る場所があるのだろうか？ また、サンスクリッ

ト語ではカーマ、英語では欲望や情熱と呼ばれる人間の

第４本質の主題に戻らなければならない。その本質につ

いて言われたこと、またアストラル体とアストラル光に

関しての教えを念頭に置くと、死の前と後の２つの状態

について教えられていることを理解しやすくなるだろ

う。時系列的な順序で私たちは体の終焉にカーマローカ

または欲望の階層に入り、次により高い本質である真の

人間は、デヴァチャンの状態に陥る。カーマローカを扱っ

た後は、デヴァチャンのことを調査するのはより容易に

なる。

息が肉体から離れ、その人は死んだと言うが、それは

死の始まりに過ぎない。体は冷たく目は閉じているとき、

身体と心のすべての力が脳を駆け巡り、一連の絵によっ

て、終わったばかりの人生の全貌が一般的な輪郭だけで

なく最も微細で儚い印象の細部に至るまで、内なる人間

に深く刻み込まれるのである。この瞬間、あらゆる兆候

が医師に死を宣告するように導き、人は現世では死んで

いるが、本当の人間は脳の中で忙しく、そこでの仕事が

終わるまで人はまだ死んでいない。この厳粛な仕事が終

わったときにアストラル体は肉体的なものから自分自身

を切り離し、そして亡くなった生命エネルギーと残りの

５つの本質が、カーマローカの階層にある。

死によってもたらされた原理の自然な分離は、全体の

人間を次の３つの部分に分ける。

第１に、そのすべての要素がこの世の段階でさらに分

解されるため残された、目に見える体。そこでは、それ

を構成するすべてのものが、やがて自然のさまざまな物

質的部門に分解される。

第２の、アストラル体と情熱と欲望で構成されたカー

マルーパは、アストラル界ですぐにバラバラになり始め

る。

第３の、真の人間であるアートマ・ブッディ・マナス

の上位３つ組は、不滅であり、今はこの世の状態から抜

け出し、身体を持たずにデヴァチャンの中で非常に希薄

な衣服をまとった心としてのみ機能するようになり、そ

の衣服がこの世に戻るときが来ると振り払われるだろ

う。

カーマローカすなわち欲望の場は、地球に浸透し、地

球の周囲を取り囲むアストラル領域である。場所として、

それは地球上と地球の中と、地球の周りにある。その範

囲は地球から測定可能な距離にあるが、ここ（物質界）

で得られる通常の法則はそこ（アストラル界）では得ら

れず、そこにいる存在は空間と時間に関して、私たちと

同じ条件の下にない。状態としてカーマローカは形而上

のものだが、形而上のものはアストラル階層に関連して

いるのである。カーマローカは第４原理に関連している

ので、欲望の階層と呼ばれ、そこでの支配力は、知性を

欠き、知性から切り離された欲望である。カーマローカ

は、地上の人生と天の人生の中間のアストラル領域であ

る。疑う余地なく、それはキリスト教の煉獄理論の起源

であり、そこでは魂が犯した罪の懺悔をし、祈りや他の

儀式や供物によってそこから解放されることができる。

この迷信の根底にある事実は、魂がいくつかの満たされ

ていない欲望の巨大な力によってカーマローカに引き留

められることがあり、その欲望がこの世の誰かによって、

またはその魂自身によって満たされるまで、アストラル

とカーマの服を取り除くことができないということであ

る。しかし、その人が純粋な心と高い願望を持っていた

場合、その階層上での本質の分離はすぐに完了し、高級

３つ組がデヴァチャンに入って行くのを可能にする。純

粋にアストラルの領域であることから、カーマローカは

本質的にこの世的で悪魔的であるアストラル物質の性質

を持ち、その中ですべての力は魂や良心によって指図さ

れない働きをする。カーマローカは、いわば生命の偉大

な炉の燃えかすの地獄（pit）であり、デヴァチャンに居

場所がない要素を取り除くために自然が提供したのであ

り、そのために、それは多くの段階を持っている必要が

ある。その段階の一つ一つが古代人によって記録された。

これらの段階は、サンスクリット語で形而上学的な意味

でのローカまたは場所として知られている。人間の人生

は、人格やその他の可能性について非常に多様であり、

それぞれの死後に適切な場所が提供されているため、

カーマローカは無限に変化する領域となっている。人生

の中で人々の間の違いのいくらかは修正され、何らかの

肉体と遺伝の類似性によって抑えられているが、カーマ

ローカですべての隠された願望や情欲は、肉体の不在の

結果として解き放たれており、その理由で状態が生命階

層よりも広く多様化されている。性質の多様性や違いだ

けでなく、死に方によって引き起こされることについて

も説明する必要があるが、このことについては後述する。

そして、これらすべてのさまざまな区分は、この世で死

ぬ人の人生の思考と最後の思考の自然な結果にすぎな

い。これらすべての段階の説明に入ることは、それらを

記述するのに何巻も必要になるので、この著作の範囲を

超えているし、そうすればほとんどの人が理解できない

だろう。

カーマローカを扱うためには、人間を構成する分類に

おける第４の原理も取り扱わなければならず、そうする

ことは、欲望と情熱の主題に関する現代の考えや教育と

の対立を生じさせる。一般的に、願望や情欲は自我の生

得の傾向であると考えられており、それらは普通の学徒

には全く非現実的で霧のような外観を持っている。しか

し、この哲学体系では、それらは単に自我の生得のもの

ではなく、また、それ自体が身体に起因するものでもな

い。人がこの世に生きている間、願望と情欲つまりカー

マの原理は、アストラル人間と内的人間、アストラルと

内的存在から離れた別の生命を持っておらず、それらが

いわば自分の存在全体に広がっている。しかし、人々が

死後にアストラル体と合体し、魂はないが独自の寿命を

持つ実体を形成すると、非常に重要な疑問が生じる。こ

の世の人生の間、願望と情欲は心と魂によって導かれる。

死後は、もとの主人からの指導なしに働く。私たちは生

きている間、それらとその影響に対して責任があり、私

たちがこの世を去った後も責任がある。たとえそれらが

説明したような存在物となり私たちの直接の指導を受け

ないとしても、である。このことには、責任の継続が見

られる。それらの存在物は、人間を構成する集合体、東

洋哲学でよく知られたスカンダ（五蘊）の一部である。（訳

注）肉体にはスカンダの一揃いが含まれ、アストラル人

間には別の一揃い、カーマの原理には別の一揃いがあり、

他の部分にも別の一揃いが付属している。カーマの中に

は、本当に活動的で重要なスカンダのセットがあり、そ
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れは再生を制御し、それぞれの生まれ変わりの時にすべ

ての人生や境遇の多様性につながるものである。スカン

ダは、一つ一つの思考が瞬時に自然のエレメンタルの力

の一つと結合し、脳から出た思考の強さに応じて、その

程度まで耐える存在になるという法則の下で日々作られ

ており、それらはすべて、それらを進化させた存在と不

可分に結びついているのである。逃げる方法はない。私

たちができることは、質の良い思考を持つことだけであ

る。最高の大師たち自身がこの法則から免除されている

わけでないが、彼らは「空間における思潮そのものの

人々」であり、善だけのために強力な存在である。

今カーマローカでは、この欲望と思考の塊は、その分

解の終局まで非常に明確に存在し、その後、残りはこれ

らのスカンダの本質からなり、もちろん、かつてそれら

を持っていた進化している存在と結びついている。私た

ちが宇宙を消し去ることができないよりもっと、スカン

ダを絶滅させることのほうができない。それゆえ、スカ

ンダはその存在がデヴァチャンから出てくるまで残って

いると言われているが、その後、引き寄せの法則によっ

てすぐに存在に引き寄せられ、それらから胚芽や基礎と

して、新しい生命のための新しいスカンダの一揃いを構

築する。カーマローカはしたがって、そこに存在し、制

御されず、導かれず、情欲と願望の塊であるという理由

で、この世の階層から区別される。しかしこの世の生命

は、同時にカーマローカの生命でもある。なぜなら、主

にカーマ（欲望）の原理によって支配されているからで、

それは進化の過程ではるかに遠い未来に人間の種族が、

発達した第５と第６の原理を持ち、そのためカーマをそ

れ自体の領域へ放り込み、この世の生命をカーマの影響

から解放するまではそのままだろうからだ。

カーマローカにおけるアストラル人間は、魂と知性の

欠落した単なる殻であり、良心がなく、またそれ自身の

外にある力によって生命を与えられない限り、行動する

ことができない。それは、人間の自我とのごく最近まで

の関係のために、完全に動物的または自動意識のように

見えるものを持っている。なぜならば、別の章で述べた

原理によれば、人間を構成するすべての原子はそれ自身

の記憶を持っており、その記憶は与えられた力に比例し

た長さの時間、持続することができるからである。非常

ラル界に住むこれらの黒魔術師たちは、肉体的な霊媒の

領域を持っていて、どんなに霊媒が善良でもその人の領

域に侵入しやすい。一度開いた扉は誰にでも開かれてい

る。このクラスの殻は高級マナスを失ったが、死後だけ

でなく人生における闘争の中で、神のような卓越性にま

で高められるべきだったマナスの低い部分が主から引き

裂かれ、今では霊を欠いたこの実体に知性を与えており、

その最後の日が来るときには、自分で望んだ通り、苦し

む力を持っている。

カーマローカの階層では、自殺者や、事故や殺人で、

合法か違法かにかかわらず突然人生から投げ出された人

が、人生の長さにほぼ等しい期間を過ごすが、それは突

然人生が終わってしまったためであろう。これらは本当

には死んでいない。正常な死をもたらすためには、医学

では認められていない要因が存在しなければならない。

つまり、他の章で述べられているような存在の原理には、

独自の凝集の期間があり、その自然な終わりに、独自の

法則の下で互いに分離するのである。これには、人間の

死んだ体の凝集力という大きな主題が含まれており、そ

れ自体が別に１冊の本を必要とする。したがって私は、

この凝集の法則が人間の原理の間で得られるという主張

に満足しなければならない。その自然な終わりの前には、

諸原理は分離することができない。明らかに、凝集力の

正常な破壊は、肉体に関して以外は、機械的なプロセス

によってもたらされない。それゆえに、自殺、または事

故によって、または人間によって、または人間の法律の

命令によって殺害された人は、他の構成要素間の結合の

自然な終わりに来ていないし、部分的に死んでいるだけ

でカーマローカの状態に投げ込まれている。そこに残さ

れた原理は、１ヶ月であろうと 60 年であろうと、実際

の寿命の期間に達するまで待たなければならない。

しかし、カーマローカの段階は、最後に述べた殻の多

くの変種を提供する。何人かは大きな苦しみの中で、別

の人は夢のような眠りの中で、それぞれの道徳的責任に

応じてその期間を通過する。しかし、処刑された犯罪者

はたいてい、憎しみと復讐に満ちた人生から放り出され、

彼らが正義と認めていない刑罰の下で憤慨している。彼

らは、犯罪、裁判、処刑、復讐を常にカーマローカの中

でリハーサルしている。そして、彼らは敏感な生きてい

る人と接触を得ることができるときはいつでも、霊媒で

あろうとなかろうと、そのような不幸な人の脳に殺人や

他の犯罪の思考を注入しようとする。そして、彼らは神

智学の学殖の深い学徒が完全によく知っているような襲

撃で成功している。

私たちは今、デヴァチャンに近づいた。カーマローカ

で一定の時間が経過すると、存在は次の状態への変化に

先立つ無意識の状態に陥る。それは人生への誕生のよう

なもので、暗闇と深い眠りの期間によって前触れされて

いる。存在はその後、デヴァチャンの喜びに目を覚ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

訳注 スカンダ（Skandha 五蘊）

５つの集合体。 仏教では、人間を構成する５つの機能

や側面を指すために使用される語。神智学では、この概

念は同様の方法で頻繁に使用されているが、それらは人

間の全体ではなく人格のみを構成するとみなされてい

る。

□仏教における五蘊（スカンダ）

仏教の教典では、人間は５つの集合体で構成され、その

中に永続する「私」は存在しないとされている。

・（形態または物質）：物質界と物質の体。

・受
じゅ

（感覚または感情）：対象物への知覚から生じる快感、

不快感、または中立的な感覚。

・（知覚または認識）：認識された対象物の質の認識。

・ 行
ぎょう

（心象の形成または意思力）：意思とあらゆる種類

の精神的習慣。それは対象物の知覚に対する反応を引き

起こす。カルマの形成につながっている。

・（意識または識別力）：対象物に対する意識や感受性。

□神智学における五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人は以下のように定義している。

「〈束〉または属性のグループ。すべてが有限であり、永

遠のものと絶対のものには当てはまらない。すべての人

間には、５つ、秘教的には７つの属性があり、それは〈パ

ンチャ・シャンダス〉として知られている。……これら

は人間の誕生時に結合し、人格を構成する。これらのス

カンダが成熟した後、それらは分離し、弱くなり始め、

これに jaramarana（サンスクリット語とパーリ語で〈古

すべての自然元素やものと同じように、各種別には独自

の仕事がある。一般的な法則の下で火が燃え、水が下に

流れて上には上がらないように、エレメンタルたちは法

則の下で行動するが、物質的な火や水よりもスケールが

高いので、彼らの行動は知性に導かれているように見え

る。それらの中のあるものは、肉体に結合されているか

どうかに関わらず知的な働きとアストラル器官の機能に

特別な関係がある。霊媒の体が媒体を形成するとき、ま

た他の自然な連携から、これらのエレメンタルは、霊媒

および近くにいる他の人の神経流体によって助けられ

て、死んだ人の殻とまがいものの繋がりを作り、そして、

殻はまがいものの生命に活気づかされる。霊媒を通して、

そこに出席しているすべての人の肉体的、サイキック

（魂）的な力との結び付きが作られる。アストラル体の

古い印象は、霊媒の心にそのイメージを手放し、古い情

熱が燃え上がる。そして、そこからさまざまなメッセー

ジや報告が得られるが、それらのうちの一つもオリジナ

ルではなく、霊からのものでもない。それらの奇妙さと、

それに手を出す人々の無知の結果として、これは霊のし

たことと誤解されているが、それが過去にあったものの

イメージのアストラル光からの単なる拾い出しではない

場合、すべて生者からのものである。注意すべき特定の

ケースでは、完全に悪い、そして非常に悪い知性が働い

ており、すべての霊媒がそれの影響下にあり、それらの

非常に多くの霊媒が自分で白状したように、悪に屈した

理由を説明するであろう。

霊媒にやって来るこれらの殻を大まかに分類すると、

以下のようになる。

(1) 最近亡くなった方のうち、埋葬地が遠くないもの。

この種類は、元の持ち主の生活や思考に合わせて、かな

り凝集性がある。非物質的で、善良で、霊的な人は、す

ぐに崩壊する殻を残す。粗悪で、意地悪で、利己的で、

物質的な人の殻は、重く、堅く、長持ちするだろう。す

べての種類で同様である。

(2) 霊媒がいる所から遠く離れた場所で死んだ人のも

の。時間の経過は、そのような殻が古い体の付近から脱

出することを可能にし、同時に物質的な階層上での腐敗

に対応するアストラル階層上でのより大きな程度の崩壊

をもたらす。これらの殻は、ぼんやりとした、影のような、

支離滅裂なものである。サイキック（魂）的な刺激に簡

潔に応答するだけで、磁気的な流れによって渦巻いてい

る。それらの殻は、霊媒と故人に関係のあった出席者の

アストラルの流れによって、一瞬活気づけられる。

(3) ほとんど定まった居場所のない、純粋に影のよう

な残存物。この領域にそれらがいるのは事実であるが、

それらを説明する英語はない。それらは、崩壊してから

長いこと経つ、かつては凝集した殻によってアストラル

物質に残されていたものの単なる形態や痕跡であると言

えよう。したがってそれらは、ほとんど架空のものに近

いため、そう呼ぶにふさわしい。そのような影の写真と

して、それらは拡大され、装飾され、交霊会での霊媒と

参加者の思考、欲望、希望、および想像によって想像上

の生命を与えられる。

(4) 明確な、はっきりした実体、霊との結びつきを失っ

た人間の魂は、今や人格の消滅がその結果である、すべ

ての中で最悪の状態、アヴィチに向かって落下している

傾向がある。彼らは黒魔術師として知られている。意識

をカーマ（欲望）の原理に集中させ、知性を維持し、霊

から自分自身を切り離した彼らは、私たちが知っている

唯一の呪われた存在である。生きている間、彼らは人間

の体を持っていて、自分自身のために悪の生活を執拗に

続けることによって、そのひどい状態に到達した。ここ

に説明したものになる運命をたどっているもののいくつ

かは、今のこの世で、私たちの間にいる。これらは普通

の殻ではない。彼らはすべての力をカーマに集中させ、

善良な思考や願望のすべての火花を捨て、アストラル領

域を完全にマスターしているためである。私がそれらを

殻の分類に入れたのは、他のものが自動的にのみ崩壊す

るように、彼らは意識的に同じ崩壊する運命にあるとい

う意味である。彼らは何世紀にもわたって存続するかも

しれず、悪い思考が彼らに窓を開けているところで、彼

らがつかむことができるどんな敏感なものをも通して、

彼らの渇望を満足させる。彼らは、ほぼすべての交霊会

を主宰し、有名な人のふりをし、支配を維持し、霊媒の

妄想を継続するように方向づけして、それによって自分

自身の邪悪な目的のための便利な経路（チャンネル）を

持つことを可能にする。実際、自殺者の殻、法の手で死

んだ哀れな人たちの殻、酔っ払いや大食漢の殻、アスト

い時代〉と〈死〉を意味する）または衰退と死が続く」。

（Helena Petrovna Blavatsky, The Theosophical 

Glossary 〈Krotona, CA: Theosophical Publishing 

House, 1973〉, 301-302）

神智学的な文献は、五つのスカンダのどこにも本当の、

あるいは恒久的な「私」は存在しないということで仏教

に同意している。しかし、スカンダは人格に属するもの

であり、その先には真の自我があると仮定し、次のよう

に言う。

「スカンダを持つ人格は、生まれ変わるたびに変化し

ていく。……本当の〈自我〉はそれらの上に住んでいて、

それらをすべて知っているが、これは、私たちが自分の

過去世の物質的な階層上の記憶を保持しない理由であ

る」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key to 

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 131）

スカンダは人格に属しているので、死後、高次の自我

に従ってデヴァチャンに行くことはできない。しかし、

彼らは単に分解するのではなく、自我が新しい化身に戻

るのを「待つ」のである。

「カルマは、スカンダの軍勢と一緒に、自我が新しい

化身になるために再び現れるデヴァチャンの入り口で

待っている」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key 

to Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 141）

「それら（スカンダ）は、カルマ的な結果として残っ

ており、細菌のように、この世の階層の領域にぶら下がっ

ていて、自我が生まれ変わるときに新しい人格に自分自

身を添付し、非常に多くの仇となって、人生に来る準備

ができている」。

（Helena  Pe t rovna  B lava t sky ,  The  Key  to  

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 154）

このように、スカンダはカルマの考えと密接に結びつ

いている。実際、KH 大師は次のように書いている。

「仏教徒はこれを人の『スカンダ』（五蘊）と呼び、ヒ

ンドゥー教徒はそれに『カルマ』という名前を与える」。

（Vicente Hao Chin, Jr., The Mahatma Letters to A.P. 

Sinnett in chronological sequence Appendix I 

に物質的で粗野な人または利己的な人の場合には、力は

他の人よりも長く持続する。したがって、知識がないの

に死霊魔術（ネクロマンシー）に手を出す人の場合には、

自動的な意識はより明確になり、当惑させるだろう。そ

の純粋にアストラルの部分には、その人が生きていると

きに面前を通過したすべての記録が含まれ、保持されて

いる。アストラル物質の性質の一つは、すべてのシーン

や画像とすべての思考の印象を吸収し、それらを保持し、

条件が許すときに反映によってそれらを放射することで

ある。このすべての人が死ぬときに投げ捨てたアストラ

ルの殻は、後で言及されるであろう、それらの指導者で

ある高級な原理を欠いて、すべての人間にとって脅威と

なるだろう。それらの指導的な構成要素である存在は、

殻から切り離され、殻はそれ自身の意志がなく、アスト

ラルと磁場の引きつける力によって完全に支配されて、

場所から場所へと揺らぎ、浮遊している。

死後すぐに、本当の人間（霊と呼ばれることもある）

が少しの間、私たちとコミュニケーションをとることは

可能だが、死んだ人たちは、魂が生まれ変わるまでこの

世とは何の関係もない。この世の領域の外から敏感な人

や霊媒師に影響を与えることができるのは、私が説明し

た殻である。魂がなく、良心もないこれらは、決して亡

くなった人たちの霊ではない。それらは内なる人間に

よって脱ぎ捨てられた衣服であり、デヴァチャンへの飛

行中に捨てられた残忍な世俗的部分であり、そのため本

質的にアストラル的、この世的、情欲的であるため、古

老によって、常に悪魔、私たちの個人的な悪魔と見なさ

れてきた。もしこの殻が長い間、この世で現実の人間の

乗り物であった後に、自動的な記憶と意識を保持してい

なかったとしたら、それは本当に奇妙なことである。私

たちは、首を切られたカエルや鶏の体が、一見知性を持っ

てしばらくの間動き、行動しているのを見るが、より微

細で繊細なアストラル形態が、はるかに大きな一見知的

な方向性を持って行動し、移動することができないわけ

はない。

カーマローカの領域に存在し、実際、地球と太陽系の

すべての部分にも存在するものは、エレメンタルまたは

自然の力である。それらは無数にあり、ある意味で自然

の神経であるように、それらの分裂はほぼ無限である。

〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 472）

□秘教の五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人の秘教的なスカンダについての言

及は、『マハートマ・レターズ』でさらに説明されている。

「私たちが人間（または何らかの存在）と呼ぶ肉体的・

精神的な個性を形成し、構成するのは、スカンダのグルー

プである。このグループは（秘教的な教えでは）５つの

スカンダから構成されている。ルーパ：物質的な性質や

属性、ヴェーダナ：感覚、サーナ：抽象的な考え、サムカー

ラ：肉体的と精神的の両方の傾向、ヴィナーナ：精神的

な力、第４番目の拡大、精神的・肉体的・道徳的な素因

を意味する。我々はさらに２つ、君が今後学ぶことがで

きるその性質と名前を追加する。今のところは、それら

が Sakkayaditthi「自 我 の 異 端 ま た は 妄 想」と、

Attavada「自我の教義」と関連しており、それらを生み

出すものであることを君に知らせるだけで十分だ。両方

とも（第５の原理の場合、魂は）、異端のマーヤーと、

祈りや代祷における無駄な儀式や、儀式の有効性を信じ

る 信 仰 に つ な が る」。（Vicente Hao Chin, Jr., The 

Mahatma Letters to A.P. Sinnett in chronological 

sequence No. 68 〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 199）

 sakkaya-ditthi という単語はパーリ語（sakkaya「存

在の集合体」+ ditthi、「間違った見解や信念」）であり、

我々はスカンダによって形成された人格であるという間

違った考えを意味する。attavada という単語はまた、パー

リ語（attan「自己」+ vada「理論」）であり、人の個人

的な自我が実質的かつ恒久的な存在であるという錯覚を

指す。



12 章 カーマローカ

さて、物や生き物の進化の全領域を一般的に俯瞰した

上で、肉体の死後と誕生前の人間の状態を考えてみよう。

これはすぐに疑問を呈する。天国や地獄はあるのか？ 

それは国なのか、それとも場所なのか？ 宇宙空間には、

それらが発見される場所があり、私たちが行く場所、あ

るいは来る場所があるのだろうか？ また、サンスクリッ

ト語ではカーマ、英語では欲望や情熱と呼ばれる人間の

第４本質の主題に戻らなければならない。その本質につ

いて言われたこと、またアストラル体とアストラル光に

関しての教えを念頭に置くと、死の前と後の２つの状態

について教えられていることを理解しやすくなるだろ

う。時系列的な順序で私たちは体の終焉にカーマローカ

または欲望の階層に入り、次により高い本質である真の

人間は、デヴァチャンの状態に陥る。カーマローカを扱っ

た後は、デヴァチャンのことを調査するのはより容易に

なる。

息が肉体から離れ、その人は死んだと言うが、それは

死の始まりに過ぎない。体は冷たく目は閉じているとき、

身体と心のすべての力が脳を駆け巡り、一連の絵によっ

て、終わったばかりの人生の全貌が一般的な輪郭だけで

なく最も微細で儚い印象の細部に至るまで、内なる人間

に深く刻み込まれるのである。この瞬間、あらゆる兆候

が医師に死を宣告するように導き、人は現世では死んで

いるが、本当の人間は脳の中で忙しく、そこでの仕事が

終わるまで人はまだ死んでいない。この厳粛な仕事が終

わったときにアストラル体は肉体的なものから自分自身

を切り離し、そして亡くなった生命エネルギーと残りの

５つの本質が、カーマローカの階層にある。

死によってもたらされた原理の自然な分離は、全体の

人間を次の３つの部分に分ける。

第１に、そのすべての要素がこの世の段階でさらに分

解されるため残された、目に見える体。そこでは、それ

を構成するすべてのものが、やがて自然のさまざまな物

質的部門に分解される。

第２の、アストラル体と情熱と欲望で構成されたカー

マルーパは、アストラル界ですぐにバラバラになり始め

る。

第３の、真の人間であるアートマ・ブッディ・マナス

の上位３つ組は、不滅であり、今はこの世の状態から抜

け出し、身体を持たずにデヴァチャンの中で非常に希薄

な衣服をまとった心としてのみ機能するようになり、そ

の衣服がこの世に戻るときが来ると振り払われるだろ

う。

カーマローカすなわち欲望の場は、地球に浸透し、地

球の周囲を取り囲むアストラル領域である。場所として、

それは地球上と地球の中と、地球の周りにある。その範

囲は地球から測定可能な距離にあるが、ここ（物質界）

で得られる通常の法則はそこ（アストラル界）では得ら

れず、そこにいる存在は空間と時間に関して、私たちと

同じ条件の下にない。状態としてカーマローカは形而上

のものだが、形而上のものはアストラル階層に関連して

いるのである。カーマローカは第４原理に関連している

ので、欲望の階層と呼ばれ、そこでの支配力は、知性を

欠き、知性から切り離された欲望である。カーマローカ

は、地上の人生と天の人生の中間のアストラル領域であ

る。疑う余地なく、それはキリスト教の煉獄理論の起源

であり、そこでは魂が犯した罪の懺悔をし、祈りや他の

儀式や供物によってそこから解放されることができる。

この迷信の根底にある事実は、魂がいくつかの満たされ

ていない欲望の巨大な力によってカーマローカに引き留

められることがあり、その欲望がこの世の誰かによって、

またはその魂自身によって満たされるまで、アストラル

とカーマの服を取り除くことができないということであ

る。しかし、その人が純粋な心と高い願望を持っていた

場合、その階層上での本質の分離はすぐに完了し、高級

３つ組がデヴァチャンに入って行くのを可能にする。純

粋にアストラルの領域であることから、カーマローカは

本質的にこの世的で悪魔的であるアストラル物質の性質

を持ち、その中ですべての力は魂や良心によって指図さ

れない働きをする。カーマローカは、いわば生命の偉大

な炉の燃えかすの地獄（pit）であり、デヴァチャンに居

場所がない要素を取り除くために自然が提供したのであ

り、そのために、それは多くの段階を持っている必要が

ある。その段階の一つ一つが古代人によって記録された。

これらの段階は、サンスクリット語で形而上学的な意味

でのローカまたは場所として知られている。人間の人生

は、人格やその他の可能性について非常に多様であり、

それぞれの死後に適切な場所が提供されているため、

カーマローカは無限に変化する領域となっている。人生

の中で人々の間の違いのいくらかは修正され、何らかの

肉体と遺伝の類似性によって抑えられているが、カーマ

ローカですべての隠された願望や情欲は、肉体の不在の

結果として解き放たれており、その理由で状態が生命階

層よりも広く多様化されている。性質の多様性や違いだ

けでなく、死に方によって引き起こされることについて

も説明する必要があるが、このことについては後述する。

そして、これらすべてのさまざまな区分は、この世で死

ぬ人の人生の思考と最後の思考の自然な結果にすぎな

い。これらすべての段階の説明に入ることは、それらを

記述するのに何巻も必要になるので、この著作の範囲を

超えているし、そうすればほとんどの人が理解できない

だろう。

カーマローカを扱うためには、人間を構成する分類に

おける第４の原理も取り扱わなければならず、そうする

ことは、欲望と情熱の主題に関する現代の考えや教育と

の対立を生じさせる。一般的に、願望や情欲は自我の生

得の傾向であると考えられており、それらは普通の学徒

には全く非現実的で霧のような外観を持っている。しか

し、この哲学体系では、それらは単に自我の生得のもの

ではなく、また、それ自体が身体に起因するものでもな

い。人がこの世に生きている間、願望と情欲つまりカー

マの原理は、アストラル人間と内的人間、アストラルと

内的存在から離れた別の生命を持っておらず、それらが

いわば自分の存在全体に広がっている。しかし、人々が

死後にアストラル体と合体し、魂はないが独自の寿命を

持つ実体を形成すると、非常に重要な疑問が生じる。こ

の世の人生の間、願望と情欲は心と魂によって導かれる。

死後は、もとの主人からの指導なしに働く。私たちは生

きている間、それらとその影響に対して責任があり、私

たちがこの世を去った後も責任がある。たとえそれらが

説明したような存在物となり私たちの直接の指導を受け

ないとしても、である。このことには、責任の継続が見

られる。それらの存在物は、人間を構成する集合体、東

洋哲学でよく知られたスカンダ（五蘊）の一部である。（訳

注）肉体にはスカンダの一揃いが含まれ、アストラル人

間には別の一揃い、カーマの原理には別の一揃いがあり、

他の部分にも別の一揃いが付属している。カーマの中に

は、本当に活動的で重要なスカンダのセットがあり、そ

3

れは再生を制御し、それぞれの生まれ変わりの時にすべ

ての人生や境遇の多様性につながるものである。スカン

ダは、一つ一つの思考が瞬時に自然のエレメンタルの力

の一つと結合し、脳から出た思考の強さに応じて、その

程度まで耐える存在になるという法則の下で日々作られ

ており、それらはすべて、それらを進化させた存在と不

可分に結びついているのである。逃げる方法はない。私

たちができることは、質の良い思考を持つことだけであ

る。最高の大師たち自身がこの法則から免除されている

わけでないが、彼らは「空間における思潮そのものの

人々」であり、善だけのために強力な存在である。

今カーマローカでは、この欲望と思考の塊は、その分

解の終局まで非常に明確に存在し、その後、残りはこれ

らのスカンダの本質からなり、もちろん、かつてそれら

を持っていた進化している存在と結びついている。私た

ちが宇宙を消し去ることができないよりもっと、スカン

ダを絶滅させることのほうができない。それゆえ、スカ

ンダはその存在がデヴァチャンから出てくるまで残って

いると言われているが、その後、引き寄せの法則によっ

てすぐに存在に引き寄せられ、それらから胚芽や基礎と

して、新しい生命のための新しいスカンダの一揃いを構

築する。カーマローカはしたがって、そこに存在し、制

御されず、導かれず、情欲と願望の塊であるという理由

で、この世の階層から区別される。しかしこの世の生命

は、同時にカーマローカの生命でもある。なぜなら、主

にカーマ（欲望）の原理によって支配されているからで、

それは進化の過程ではるかに遠い未来に人間の種族が、

発達した第５と第６の原理を持ち、そのためカーマをそ

れ自体の領域へ放り込み、この世の生命をカーマの影響

から解放するまではそのままだろうからだ。

カーマローカにおけるアストラル人間は、魂と知性の

欠落した単なる殻であり、良心がなく、またそれ自身の

外にある力によって生命を与えられない限り、行動する

ことができない。それは、人間の自我とのごく最近まで

の関係のために、完全に動物的または自動意識のように

見えるものを持っている。なぜならば、別の章で述べた

原理によれば、人間を構成するすべての原子はそれ自身

の記憶を持っており、その記憶は与えられた力に比例し

た長さの時間、持続することができるからである。非常

ラル界に住むこれらの黒魔術師たちは、肉体的な霊媒の

領域を持っていて、どんなに霊媒が善良でもその人の領

域に侵入しやすい。一度開いた扉は誰にでも開かれてい

る。このクラスの殻は高級マナスを失ったが、死後だけ

でなく人生における闘争の中で、神のような卓越性にま

で高められるべきだったマナスの低い部分が主から引き

裂かれ、今では霊を欠いたこの実体に知性を与えており、

その最後の日が来るときには、自分で望んだ通り、苦し

む力を持っている。

カーマローカの階層では、自殺者や、事故や殺人で、

合法か違法かにかかわらず突然人生から投げ出された人

が、人生の長さにほぼ等しい期間を過ごすが、それは突

然人生が終わってしまったためであろう。これらは本当

には死んでいない。正常な死をもたらすためには、医学

では認められていない要因が存在しなければならない。

つまり、他の章で述べられているような存在の原理には、

独自の凝集の期間があり、その自然な終わりに、独自の

法則の下で互いに分離するのである。これには、人間の

死んだ体の凝集力という大きな主題が含まれており、そ

れ自体が別に１冊の本を必要とする。したがって私は、

この凝集の法則が人間の原理の間で得られるという主張

に満足しなければならない。その自然な終わりの前には、

諸原理は分離することができない。明らかに、凝集力の

正常な破壊は、肉体に関して以外は、機械的なプロセス

によってもたらされない。それゆえに、自殺、または事

故によって、または人間によって、または人間の法律の

命令によって殺害された人は、他の構成要素間の結合の

自然な終わりに来ていないし、部分的に死んでいるだけ

でカーマローカの状態に投げ込まれている。そこに残さ

れた原理は、１ヶ月であろうと 60 年であろうと、実際

の寿命の期間に達するまで待たなければならない。

しかし、カーマローカの段階は、最後に述べた殻の多

くの変種を提供する。何人かは大きな苦しみの中で、別

の人は夢のような眠りの中で、それぞれの道徳的責任に

応じてその期間を通過する。しかし、処刑された犯罪者

はたいてい、憎しみと復讐に満ちた人生から放り出され、

彼らが正義と認めていない刑罰の下で憤慨している。彼

らは、犯罪、裁判、処刑、復讐を常にカーマローカの中

でリハーサルしている。そして、彼らは敏感な生きてい

る人と接触を得ることができるときはいつでも、霊媒で

あろうとなかろうと、そのような不幸な人の脳に殺人や

他の犯罪の思考を注入しようとする。そして、彼らは神

智学の学殖の深い学徒が完全によく知っているような襲

撃で成功している。

私たちは今、デヴァチャンに近づいた。カーマローカ

で一定の時間が経過すると、存在は次の状態への変化に

先立つ無意識の状態に陥る。それは人生への誕生のよう

なもので、暗闇と深い眠りの期間によって前触れされて

いる。存在はその後、デヴァチャンの喜びに目を覚ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

訳注 スカンダ（Skandha 五蘊）

５つの集合体。 仏教では、人間を構成する５つの機能

や側面を指すために使用される語。神智学では、この概

念は同様の方法で頻繁に使用されているが、それらは人

間の全体ではなく人格のみを構成するとみなされてい

る。

□仏教における五蘊（スカンダ）

仏教の教典では、人間は５つの集合体で構成され、その

中に永続する「私」は存在しないとされている。

・（形態または物質）：物質界と物質の体。

・受
じゅ

（感覚または感情）：対象物への知覚から生じる快感、

不快感、または中立的な感覚。

・（知覚または認識）：認識された対象物の質の認識。

・ 行
ぎょう

（心象の形成または意思力）：意思とあらゆる種類

の精神的習慣。それは対象物の知覚に対する反応を引き

起こす。カルマの形成につながっている。

・（意識または識別力）：対象物に対する意識や感受性。

□神智学における五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人は以下のように定義している。

「〈束〉または属性のグループ。すべてが有限であり、永

遠のものと絶対のものには当てはまらない。すべての人

間には、５つ、秘教的には７つの属性があり、それは〈パ

ンチャ・シャンダス〉として知られている。……これら

は人間の誕生時に結合し、人格を構成する。これらのス

カンダが成熟した後、それらは分離し、弱くなり始め、

これに jaramarana（サンスクリット語とパーリ語で〈古

すべての自然元素やものと同じように、各種別には独自

の仕事がある。一般的な法則の下で火が燃え、水が下に

流れて上には上がらないように、エレメンタルたちは法

則の下で行動するが、物質的な火や水よりもスケールが

高いので、彼らの行動は知性に導かれているように見え

る。それらの中のあるものは、肉体に結合されているか

どうかに関わらず知的な働きとアストラル器官の機能に

特別な関係がある。霊媒の体が媒体を形成するとき、ま

た他の自然な連携から、これらのエレメンタルは、霊媒

および近くにいる他の人の神経流体によって助けられ

て、死んだ人の殻とまがいものの繋がりを作り、そして、

殻はまがいものの生命に活気づかされる。霊媒を通して、

そこに出席しているすべての人の肉体的、サイキック

（魂）的な力との結び付きが作られる。アストラル体の

古い印象は、霊媒の心にそのイメージを手放し、古い情

熱が燃え上がる。そして、そこからさまざまなメッセー

ジや報告が得られるが、それらのうちの一つもオリジナ

ルではなく、霊からのものでもない。それらの奇妙さと、

それに手を出す人々の無知の結果として、これは霊のし

たことと誤解されているが、それが過去にあったものの

イメージのアストラル光からの単なる拾い出しではない

場合、すべて生者からのものである。注意すべき特定の

ケースでは、完全に悪い、そして非常に悪い知性が働い

ており、すべての霊媒がそれの影響下にあり、それらの

非常に多くの霊媒が自分で白状したように、悪に屈した

理由を説明するであろう。

霊媒にやって来るこれらの殻を大まかに分類すると、

以下のようになる。

(1) 最近亡くなった方のうち、埋葬地が遠くないもの。

この種類は、元の持ち主の生活や思考に合わせて、かな

り凝集性がある。非物質的で、善良で、霊的な人は、す

ぐに崩壊する殻を残す。粗悪で、意地悪で、利己的で、

物質的な人の殻は、重く、堅く、長持ちするだろう。す

べての種類で同様である。

(2) 霊媒がいる所から遠く離れた場所で死んだ人のも

の。時間の経過は、そのような殻が古い体の付近から脱

出することを可能にし、同時に物質的な階層上での腐敗

に対応するアストラル階層上でのより大きな程度の崩壊

をもたらす。これらの殻は、ぼんやりとした、影のような、

支離滅裂なものである。サイキック（魂）的な刺激に簡

潔に応答するだけで、磁気的な流れによって渦巻いてい

る。それらの殻は、霊媒と故人に関係のあった出席者の

アストラルの流れによって、一瞬活気づけられる。

(3) ほとんど定まった居場所のない、純粋に影のよう

な残存物。この領域にそれらがいるのは事実であるが、

それらを説明する英語はない。それらは、崩壊してから

長いこと経つ、かつては凝集した殻によってアストラル

物質に残されていたものの単なる形態や痕跡であると言

えよう。したがってそれらは、ほとんど架空のものに近

いため、そう呼ぶにふさわしい。そのような影の写真と

して、それらは拡大され、装飾され、交霊会での霊媒と

参加者の思考、欲望、希望、および想像によって想像上

の生命を与えられる。

(4) 明確な、はっきりした実体、霊との結びつきを失っ

た人間の魂は、今や人格の消滅がその結果である、すべ

ての中で最悪の状態、アヴィチに向かって落下している

傾向がある。彼らは黒魔術師として知られている。意識

をカーマ（欲望）の原理に集中させ、知性を維持し、霊

から自分自身を切り離した彼らは、私たちが知っている

唯一の呪われた存在である。生きている間、彼らは人間

の体を持っていて、自分自身のために悪の生活を執拗に

続けることによって、そのひどい状態に到達した。ここ

に説明したものになる運命をたどっているもののいくつ

かは、今のこの世で、私たちの間にいる。これらは普通

の殻ではない。彼らはすべての力をカーマに集中させ、

善良な思考や願望のすべての火花を捨て、アストラル領

域を完全にマスターしているためである。私がそれらを

殻の分類に入れたのは、他のものが自動的にのみ崩壊す

るように、彼らは意識的に同じ崩壊する運命にあるとい

う意味である。彼らは何世紀にもわたって存続するかも

しれず、悪い思考が彼らに窓を開けているところで、彼

らがつかむことができるどんな敏感なものをも通して、

彼らの渇望を満足させる。彼らは、ほぼすべての交霊会

を主宰し、有名な人のふりをし、支配を維持し、霊媒の

妄想を継続するように方向づけして、それによって自分

自身の邪悪な目的のための便利な経路（チャンネル）を

持つことを可能にする。実際、自殺者の殻、法の手で死

んだ哀れな人たちの殻、酔っ払いや大食漢の殻、アスト

い時代〉と〈死〉を意味する）または衰退と死が続く」。

（Helena Petrovna Blavatsky, The Theosophical 

Glossary 〈Krotona, CA: Theosophical Publishing 

House, 1973〉, 301-302）

神智学的な文献は、五つのスカンダのどこにも本当の、

あるいは恒久的な「私」は存在しないということで仏教

に同意している。しかし、スカンダは人格に属するもの

であり、その先には真の自我があると仮定し、次のよう

に言う。

「スカンダを持つ人格は、生まれ変わるたびに変化し

ていく。……本当の〈自我〉はそれらの上に住んでいて、

それらをすべて知っているが、これは、私たちが自分の

過去世の物質的な階層上の記憶を保持しない理由であ

る」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key to 

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 131）

スカンダは人格に属しているので、死後、高次の自我

に従ってデヴァチャンに行くことはできない。しかし、

彼らは単に分解するのではなく、自我が新しい化身に戻

るのを「待つ」のである。

「カルマは、スカンダの軍勢と一緒に、自我が新しい

化身になるために再び現れるデヴァチャンの入り口で

待っている」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key 

to Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 141）

「それら（スカンダ）は、カルマ的な結果として残っ

ており、細菌のように、この世の階層の領域にぶら下がっ

ていて、自我が生まれ変わるときに新しい人格に自分自

身を添付し、非常に多くの仇となって、人生に来る準備

ができている」。

（Helena  Pe t rovna  B lava t sky ,  The  Key  to  

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 154）

このように、スカンダはカルマの考えと密接に結びつ

いている。実際、KH 大師は次のように書いている。

「仏教徒はこれを人の『スカンダ』（五蘊）と呼び、ヒ

ンドゥー教徒はそれに『カルマ』という名前を与える」。

（Vicente Hao Chin, Jr., The Mahatma Letters to A.P. 

Sinnett in chronological sequence Appendix I 

に物質的で粗野な人または利己的な人の場合には、力は

他の人よりも長く持続する。したがって、知識がないの

に死霊魔術（ネクロマンシー）に手を出す人の場合には、

自動的な意識はより明確になり、当惑させるだろう。そ

の純粋にアストラルの部分には、その人が生きていると

きに面前を通過したすべての記録が含まれ、保持されて

いる。アストラル物質の性質の一つは、すべてのシーン

や画像とすべての思考の印象を吸収し、それらを保持し、

条件が許すときに反映によってそれらを放射することで

ある。このすべての人が死ぬときに投げ捨てたアストラ

ルの殻は、後で言及されるであろう、それらの指導者で

ある高級な原理を欠いて、すべての人間にとって脅威と

なるだろう。それらの指導的な構成要素である存在は、

殻から切り離され、殻はそれ自身の意志がなく、アスト

ラルと磁場の引きつける力によって完全に支配されて、

場所から場所へと揺らぎ、浮遊している。

死後すぐに、本当の人間（霊と呼ばれることもある）

が少しの間、私たちとコミュニケーションをとることは

可能だが、死んだ人たちは、魂が生まれ変わるまでこの

世とは何の関係もない。この世の領域の外から敏感な人

や霊媒師に影響を与えることができるのは、私が説明し

た殻である。魂がなく、良心もないこれらは、決して亡

くなった人たちの霊ではない。それらは内なる人間に

よって脱ぎ捨てられた衣服であり、デヴァチャンへの飛

行中に捨てられた残忍な世俗的部分であり、そのため本

質的にアストラル的、この世的、情欲的であるため、古

老によって、常に悪魔、私たちの個人的な悪魔と見なさ

れてきた。もしこの殻が長い間、この世で現実の人間の

乗り物であった後に、自動的な記憶と意識を保持してい

なかったとしたら、それは本当に奇妙なことである。私

たちは、首を切られたカエルや鶏の体が、一見知性を持っ

てしばらくの間動き、行動しているのを見るが、より微

細で繊細なアストラル形態が、はるかに大きな一見知的

な方向性を持って行動し、移動することができないわけ

はない。

カーマローカの領域に存在し、実際、地球と太陽系の

すべての部分にも存在するものは、エレメンタルまたは

自然の力である。それらは無数にあり、ある意味で自然

の神経であるように、それらの分裂はほぼ無限である。

〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 472）

□秘教の五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人の秘教的なスカンダについての言

及は、『マハートマ・レターズ』でさらに説明されている。

「私たちが人間（または何らかの存在）と呼ぶ肉体的・

精神的な個性を形成し、構成するのは、スカンダのグルー

プである。このグループは（秘教的な教えでは）５つの

スカンダから構成されている。ルーパ：物質的な性質や

属性、ヴェーダナ：感覚、サーナ：抽象的な考え、サムカー

ラ：肉体的と精神的の両方の傾向、ヴィナーナ：精神的

な力、第４番目の拡大、精神的・肉体的・道徳的な素因

を意味する。我々はさらに２つ、君が今後学ぶことがで

きるその性質と名前を追加する。今のところは、それら

が Sakkayaditthi「自 我 の 異 端 ま た は 妄 想」と、

Attavada「自我の教義」と関連しており、それらを生み

出すものであることを君に知らせるだけで十分だ。両方

とも（第５の原理の場合、魂は）、異端のマーヤーと、

祈りや代祷における無駄な儀式や、儀式の有効性を信じ

る 信 仰 に つ な が る」。（Vicente Hao Chin, Jr., The 

Mahatma Letters to A.P. Sinnett in chronological 

sequence No. 68 〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 199）

 sakkaya-ditthi という単語はパーリ語（sakkaya「存

在の集合体」+ ditthi、「間違った見解や信念」）であり、

我々はスカンダによって形成された人格であるという間

違った考えを意味する。attavada という単語はまた、パー

リ語（attan「自己」+ vada「理論」）であり、人の個人

的な自我が実質的かつ恒久的な存在であるという錯覚を

指す。



12 章 カーマローカ

さて、物や生き物の進化の全領域を一般的に俯瞰した

上で、肉体の死後と誕生前の人間の状態を考えてみよう。

これはすぐに疑問を呈する。天国や地獄はあるのか？ 

それは国なのか、それとも場所なのか？ 宇宙空間には、

それらが発見される場所があり、私たちが行く場所、あ

るいは来る場所があるのだろうか？ また、サンスクリッ

ト語ではカーマ、英語では欲望や情熱と呼ばれる人間の

第４本質の主題に戻らなければならない。その本質につ

いて言われたこと、またアストラル体とアストラル光に

関しての教えを念頭に置くと、死の前と後の２つの状態

について教えられていることを理解しやすくなるだろ

う。時系列的な順序で私たちは体の終焉にカーマローカ

または欲望の階層に入り、次により高い本質である真の

人間は、デヴァチャンの状態に陥る。カーマローカを扱っ

た後は、デヴァチャンのことを調査するのはより容易に

なる。

息が肉体から離れ、その人は死んだと言うが、それは

死の始まりに過ぎない。体は冷たく目は閉じているとき、

身体と心のすべての力が脳を駆け巡り、一連の絵によっ

て、終わったばかりの人生の全貌が一般的な輪郭だけで

なく最も微細で儚い印象の細部に至るまで、内なる人間

に深く刻み込まれるのである。この瞬間、あらゆる兆候

が医師に死を宣告するように導き、人は現世では死んで

いるが、本当の人間は脳の中で忙しく、そこでの仕事が

終わるまで人はまだ死んでいない。この厳粛な仕事が終

わったときにアストラル体は肉体的なものから自分自身

を切り離し、そして亡くなった生命エネルギーと残りの

５つの本質が、カーマローカの階層にある。

死によってもたらされた原理の自然な分離は、全体の

人間を次の３つの部分に分ける。

第１に、そのすべての要素がこの世の段階でさらに分

解されるため残された、目に見える体。そこでは、それ

を構成するすべてのものが、やがて自然のさまざまな物

質的部門に分解される。

第２の、アストラル体と情熱と欲望で構成されたカー

マルーパは、アストラル界ですぐにバラバラになり始め

る。

第３の、真の人間であるアートマ・ブッディ・マナス

の上位３つ組は、不滅であり、今はこの世の状態から抜

け出し、身体を持たずにデヴァチャンの中で非常に希薄

な衣服をまとった心としてのみ機能するようになり、そ

の衣服がこの世に戻るときが来ると振り払われるだろ

う。

カーマローカすなわち欲望の場は、地球に浸透し、地

球の周囲を取り囲むアストラル領域である。場所として、

それは地球上と地球の中と、地球の周りにある。その範

囲は地球から測定可能な距離にあるが、ここ（物質界）

で得られる通常の法則はそこ（アストラル界）では得ら

れず、そこにいる存在は空間と時間に関して、私たちと

同じ条件の下にない。状態としてカーマローカは形而上

のものだが、形而上のものはアストラル階層に関連して

いるのである。カーマローカは第４原理に関連している

ので、欲望の階層と呼ばれ、そこでの支配力は、知性を

欠き、知性から切り離された欲望である。カーマローカ

は、地上の人生と天の人生の中間のアストラル領域であ

る。疑う余地なく、それはキリスト教の煉獄理論の起源

であり、そこでは魂が犯した罪の懺悔をし、祈りや他の

儀式や供物によってそこから解放されることができる。

この迷信の根底にある事実は、魂がいくつかの満たされ

ていない欲望の巨大な力によってカーマローカに引き留

められることがあり、その欲望がこの世の誰かによって、

またはその魂自身によって満たされるまで、アストラル

とカーマの服を取り除くことができないということであ

る。しかし、その人が純粋な心と高い願望を持っていた

場合、その階層上での本質の分離はすぐに完了し、高級

３つ組がデヴァチャンに入って行くのを可能にする。純

粋にアストラルの領域であることから、カーマローカは

本質的にこの世的で悪魔的であるアストラル物質の性質

を持ち、その中ですべての力は魂や良心によって指図さ

れない働きをする。カーマローカは、いわば生命の偉大

な炉の燃えかすの地獄（pit）であり、デヴァチャンに居

場所がない要素を取り除くために自然が提供したのであ

り、そのために、それは多くの段階を持っている必要が

ある。その段階の一つ一つが古代人によって記録された。

これらの段階は、サンスクリット語で形而上学的な意味

でのローカまたは場所として知られている。人間の人生

は、人格やその他の可能性について非常に多様であり、

それぞれの死後に適切な場所が提供されているため、

カーマローカは無限に変化する領域となっている。人生

の中で人々の間の違いのいくらかは修正され、何らかの

肉体と遺伝の類似性によって抑えられているが、カーマ

ローカですべての隠された願望や情欲は、肉体の不在の

結果として解き放たれており、その理由で状態が生命階

層よりも広く多様化されている。性質の多様性や違いだ

けでなく、死に方によって引き起こされることについて

も説明する必要があるが、このことについては後述する。

そして、これらすべてのさまざまな区分は、この世で死

ぬ人の人生の思考と最後の思考の自然な結果にすぎな

い。これらすべての段階の説明に入ることは、それらを

記述するのに何巻も必要になるので、この著作の範囲を

超えているし、そうすればほとんどの人が理解できない

だろう。

カーマローカを扱うためには、人間を構成する分類に

おける第４の原理も取り扱わなければならず、そうする

ことは、欲望と情熱の主題に関する現代の考えや教育と

の対立を生じさせる。一般的に、願望や情欲は自我の生

得の傾向であると考えられており、それらは普通の学徒

には全く非現実的で霧のような外観を持っている。しか

し、この哲学体系では、それらは単に自我の生得のもの

ではなく、また、それ自体が身体に起因するものでもな

い。人がこの世に生きている間、願望と情欲つまりカー

マの原理は、アストラル人間と内的人間、アストラルと

内的存在から離れた別の生命を持っておらず、それらが

いわば自分の存在全体に広がっている。しかし、人々が

死後にアストラル体と合体し、魂はないが独自の寿命を

持つ実体を形成すると、非常に重要な疑問が生じる。こ

の世の人生の間、願望と情欲は心と魂によって導かれる。

死後は、もとの主人からの指導なしに働く。私たちは生

きている間、それらとその影響に対して責任があり、私

たちがこの世を去った後も責任がある。たとえそれらが

説明したような存在物となり私たちの直接の指導を受け

ないとしても、である。このことには、責任の継続が見

られる。それらの存在物は、人間を構成する集合体、東

洋哲学でよく知られたスカンダ（五蘊）の一部である。（訳

注）肉体にはスカンダの一揃いが含まれ、アストラル人

間には別の一揃い、カーマの原理には別の一揃いがあり、

他の部分にも別の一揃いが付属している。カーマの中に

は、本当に活動的で重要なスカンダのセットがあり、そ

れは再生を制御し、それぞれの生まれ変わりの時にすべ

ての人生や境遇の多様性につながるものである。スカン

ダは、一つ一つの思考が瞬時に自然のエレメンタルの力

の一つと結合し、脳から出た思考の強さに応じて、その

程度まで耐える存在になるという法則の下で日々作られ

ており、それらはすべて、それらを進化させた存在と不

可分に結びついているのである。逃げる方法はない。私

たちができることは、質の良い思考を持つことだけであ

る。最高の大師たち自身がこの法則から免除されている

わけでないが、彼らは「空間における思潮そのものの

人々」であり、善だけのために強力な存在である。

今カーマローカでは、この欲望と思考の塊は、その分

解の終局まで非常に明確に存在し、その後、残りはこれ

らのスカンダの本質からなり、もちろん、かつてそれら

を持っていた進化している存在と結びついている。私た

ちが宇宙を消し去ることができないよりもっと、スカン

ダを絶滅させることのほうができない。それゆえ、スカ

ンダはその存在がデヴァチャンから出てくるまで残って

いると言われているが、その後、引き寄せの法則によっ

てすぐに存在に引き寄せられ、それらから胚芽や基礎と

して、新しい生命のための新しいスカンダの一揃いを構

築する。カーマローカはしたがって、そこに存在し、制

御されず、導かれず、情欲と願望の塊であるという理由

で、この世の階層から区別される。しかしこの世の生命

は、同時にカーマローカの生命でもある。なぜなら、主

にカーマ（欲望）の原理によって支配されているからで、

それは進化の過程ではるかに遠い未来に人間の種族が、

発達した第５と第６の原理を持ち、そのためカーマをそ

れ自体の領域へ放り込み、この世の生命をカーマの影響

から解放するまではそのままだろうからだ。

カーマローカにおけるアストラル人間は、魂と知性の

欠落した単なる殻であり、良心がなく、またそれ自身の

外にある力によって生命を与えられない限り、行動する

ことができない。それは、人間の自我とのごく最近まで

の関係のために、完全に動物的または自動意識のように

見えるものを持っている。なぜならば、別の章で述べた

原理によれば、人間を構成するすべての原子はそれ自身

の記憶を持っており、その記憶は与えられた力に比例し

た長さの時間、持続することができるからである。非常

4

ラル界に住むこれらの黒魔術師たちは、肉体的な霊媒の

領域を持っていて、どんなに霊媒が善良でもその人の領

域に侵入しやすい。一度開いた扉は誰にでも開かれてい

る。このクラスの殻は高級マナスを失ったが、死後だけ

でなく人生における闘争の中で、神のような卓越性にま

で高められるべきだったマナスの低い部分が主から引き

裂かれ、今では霊を欠いたこの実体に知性を与えており、

その最後の日が来るときには、自分で望んだ通り、苦し

む力を持っている。

カーマローカの階層では、自殺者や、事故や殺人で、

合法か違法かにかかわらず突然人生から投げ出された人

が、人生の長さにほぼ等しい期間を過ごすが、それは突

然人生が終わってしまったためであろう。これらは本当

には死んでいない。正常な死をもたらすためには、医学

では認められていない要因が存在しなければならない。

つまり、他の章で述べられているような存在の原理には、

独自の凝集の期間があり、その自然な終わりに、独自の

法則の下で互いに分離するのである。これには、人間の

死んだ体の凝集力という大きな主題が含まれており、そ

れ自体が別に１冊の本を必要とする。したがって私は、

この凝集の法則が人間の原理の間で得られるという主張

に満足しなければならない。その自然な終わりの前には、

諸原理は分離することができない。明らかに、凝集力の

正常な破壊は、肉体に関して以外は、機械的なプロセス

によってもたらされない。それゆえに、自殺、または事

故によって、または人間によって、または人間の法律の

命令によって殺害された人は、他の構成要素間の結合の

自然な終わりに来ていないし、部分的に死んでいるだけ

でカーマローカの状態に投げ込まれている。そこに残さ

れた原理は、１ヶ月であろうと 60 年であろうと、実際

の寿命の期間に達するまで待たなければならない。

しかし、カーマローカの段階は、最後に述べた殻の多

くの変種を提供する。何人かは大きな苦しみの中で、別

の人は夢のような眠りの中で、それぞれの道徳的責任に

応じてその期間を通過する。しかし、処刑された犯罪者

はたいてい、憎しみと復讐に満ちた人生から放り出され、

彼らが正義と認めていない刑罰の下で憤慨している。彼

らは、犯罪、裁判、処刑、復讐を常にカーマローカの中

でリハーサルしている。そして、彼らは敏感な生きてい

る人と接触を得ることができるときはいつでも、霊媒で

あろうとなかろうと、そのような不幸な人の脳に殺人や

他の犯罪の思考を注入しようとする。そして、彼らは神

智学の学殖の深い学徒が完全によく知っているような襲

撃で成功している。

私たちは今、デヴァチャンに近づいた。カーマローカ

で一定の時間が経過すると、存在は次の状態への変化に

先立つ無意識の状態に陥る。それは人生への誕生のよう

なもので、暗闇と深い眠りの期間によって前触れされて

いる。存在はその後、デヴァチャンの喜びに目を覚ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

訳注 スカンダ（Skandha 五蘊）

５つの集合体。 仏教では、人間を構成する５つの機能

や側面を指すために使用される語。神智学では、この概

念は同様の方法で頻繁に使用されているが、それらは人

間の全体ではなく人格のみを構成するとみなされてい

る。

□仏教における五蘊（スカンダ）

仏教の教典では、人間は５つの集合体で構成され、その

中に永続する「私」は存在しないとされている。

・（形態または物質）：物質界と物質の体。

・受
じゅ

（感覚または感情）：対象物への知覚から生じる快感、

不快感、または中立的な感覚。

・（知覚または認識）：認識された対象物の質の認識。

・ 行
ぎょう

（心象の形成または意思力）：意思とあらゆる種類

の精神的習慣。それは対象物の知覚に対する反応を引き

起こす。カルマの形成につながっている。

・（意識または識別力）：対象物に対する意識や感受性。

□神智学における五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人は以下のように定義している。

「〈束〉または属性のグループ。すべてが有限であり、永

遠のものと絶対のものには当てはまらない。すべての人

間には、５つ、秘教的には７つの属性があり、それは〈パ

ンチャ・シャンダス〉として知られている。……これら

は人間の誕生時に結合し、人格を構成する。これらのス

カンダが成熟した後、それらは分離し、弱くなり始め、

これに jaramarana（サンスクリット語とパーリ語で〈古

すべての自然元素やものと同じように、各種別には独自

の仕事がある。一般的な法則の下で火が燃え、水が下に

流れて上には上がらないように、エレメンタルたちは法

則の下で行動するが、物質的な火や水よりもスケールが

高いので、彼らの行動は知性に導かれているように見え

る。それらの中のあるものは、肉体に結合されているか

どうかに関わらず知的な働きとアストラル器官の機能に

特別な関係がある。霊媒の体が媒体を形成するとき、ま

た他の自然な連携から、これらのエレメンタルは、霊媒

および近くにいる他の人の神経流体によって助けられ

て、死んだ人の殻とまがいものの繋がりを作り、そして、

殻はまがいものの生命に活気づかされる。霊媒を通して、

そこに出席しているすべての人の肉体的、サイキック

（魂）的な力との結び付きが作られる。アストラル体の

古い印象は、霊媒の心にそのイメージを手放し、古い情

熱が燃え上がる。そして、そこからさまざまなメッセー

ジや報告が得られるが、それらのうちの一つもオリジナ

ルではなく、霊からのものでもない。それらの奇妙さと、

それに手を出す人々の無知の結果として、これは霊のし

たことと誤解されているが、それが過去にあったものの

イメージのアストラル光からの単なる拾い出しではない

場合、すべて生者からのものである。注意すべき特定の

ケースでは、完全に悪い、そして非常に悪い知性が働い

ており、すべての霊媒がそれの影響下にあり、それらの

非常に多くの霊媒が自分で白状したように、悪に屈した

理由を説明するであろう。

霊媒にやって来るこれらの殻を大まかに分類すると、

以下のようになる。

(1) 最近亡くなった方のうち、埋葬地が遠くないもの。

この種類は、元の持ち主の生活や思考に合わせて、かな

り凝集性がある。非物質的で、善良で、霊的な人は、す

ぐに崩壊する殻を残す。粗悪で、意地悪で、利己的で、

物質的な人の殻は、重く、堅く、長持ちするだろう。す

べての種類で同様である。

(2) 霊媒がいる所から遠く離れた場所で死んだ人のも

の。時間の経過は、そのような殻が古い体の付近から脱

出することを可能にし、同時に物質的な階層上での腐敗

に対応するアストラル階層上でのより大きな程度の崩壊

をもたらす。これらの殻は、ぼんやりとした、影のような、

支離滅裂なものである。サイキック（魂）的な刺激に簡

潔に応答するだけで、磁気的な流れによって渦巻いてい

る。それらの殻は、霊媒と故人に関係のあった出席者の

アストラルの流れによって、一瞬活気づけられる。

(3) ほとんど定まった居場所のない、純粋に影のよう

な残存物。この領域にそれらがいるのは事実であるが、

それらを説明する英語はない。それらは、崩壊してから

長いこと経つ、かつては凝集した殻によってアストラル

物質に残されていたものの単なる形態や痕跡であると言

えよう。したがってそれらは、ほとんど架空のものに近

いため、そう呼ぶにふさわしい。そのような影の写真と

して、それらは拡大され、装飾され、交霊会での霊媒と

参加者の思考、欲望、希望、および想像によって想像上

の生命を与えられる。

(4) 明確な、はっきりした実体、霊との結びつきを失っ

た人間の魂は、今や人格の消滅がその結果である、すべ

ての中で最悪の状態、アヴィチに向かって落下している

傾向がある。彼らは黒魔術師として知られている。意識

をカーマ（欲望）の原理に集中させ、知性を維持し、霊

から自分自身を切り離した彼らは、私たちが知っている

唯一の呪われた存在である。生きている間、彼らは人間

の体を持っていて、自分自身のために悪の生活を執拗に

続けることによって、そのひどい状態に到達した。ここ

に説明したものになる運命をたどっているもののいくつ

かは、今のこの世で、私たちの間にいる。これらは普通

の殻ではない。彼らはすべての力をカーマに集中させ、

善良な思考や願望のすべての火花を捨て、アストラル領

域を完全にマスターしているためである。私がそれらを

殻の分類に入れたのは、他のものが自動的にのみ崩壊す

るように、彼らは意識的に同じ崩壊する運命にあるとい

う意味である。彼らは何世紀にもわたって存続するかも

しれず、悪い思考が彼らに窓を開けているところで、彼

らがつかむことができるどんな敏感なものをも通して、

彼らの渇望を満足させる。彼らは、ほぼすべての交霊会

を主宰し、有名な人のふりをし、支配を維持し、霊媒の

妄想を継続するように方向づけして、それによって自分

自身の邪悪な目的のための便利な経路（チャンネル）を

持つことを可能にする。実際、自殺者の殻、法の手で死

んだ哀れな人たちの殻、酔っ払いや大食漢の殻、アスト

い時代〉と〈死〉を意味する）または衰退と死が続く」。

（Helena Petrovna Blavatsky, The Theosophical 

Glossary 〈Krotona, CA: Theosophical Publishing 

House, 1973〉, 301-302）

神智学的な文献は、五つのスカンダのどこにも本当の、

あるいは恒久的な「私」は存在しないということで仏教

に同意している。しかし、スカンダは人格に属するもの

であり、その先には真の自我があると仮定し、次のよう

に言う。

「スカンダを持つ人格は、生まれ変わるたびに変化し

ていく。……本当の〈自我〉はそれらの上に住んでいて、

それらをすべて知っているが、これは、私たちが自分の

過去世の物質的な階層上の記憶を保持しない理由であ

る」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key to 

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 131）

スカンダは人格に属しているので、死後、高次の自我

に従ってデヴァチャンに行くことはできない。しかし、

彼らは単に分解するのではなく、自我が新しい化身に戻

るのを「待つ」のである。

「カルマは、スカンダの軍勢と一緒に、自我が新しい

化身になるために再び現れるデヴァチャンの入り口で

待っている」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key 

to Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 141）

「それら（スカンダ）は、カルマ的な結果として残っ

ており、細菌のように、この世の階層の領域にぶら下がっ

ていて、自我が生まれ変わるときに新しい人格に自分自

身を添付し、非常に多くの仇となって、人生に来る準備

ができている」。

（Helena  Pe t rovna  B lava t sky ,  The  Key  to  

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 154）

このように、スカンダはカルマの考えと密接に結びつ

いている。実際、KH 大師は次のように書いている。

「仏教徒はこれを人の『スカンダ』（五蘊）と呼び、ヒ

ンドゥー教徒はそれに『カルマ』という名前を与える」。

（Vicente Hao Chin, Jr., The Mahatma Letters to A.P. 

Sinnett in chronological sequence Appendix I 

に物質的で粗野な人または利己的な人の場合には、力は

他の人よりも長く持続する。したがって、知識がないの

に死霊魔術（ネクロマンシー）に手を出す人の場合には、

自動的な意識はより明確になり、当惑させるだろう。そ

の純粋にアストラルの部分には、その人が生きていると

きに面前を通過したすべての記録が含まれ、保持されて

いる。アストラル物質の性質の一つは、すべてのシーン

や画像とすべての思考の印象を吸収し、それらを保持し、

条件が許すときに反映によってそれらを放射することで

ある。このすべての人が死ぬときに投げ捨てたアストラ

ルの殻は、後で言及されるであろう、それらの指導者で

ある高級な原理を欠いて、すべての人間にとって脅威と

なるだろう。それらの指導的な構成要素である存在は、

殻から切り離され、殻はそれ自身の意志がなく、アスト

ラルと磁場の引きつける力によって完全に支配されて、

場所から場所へと揺らぎ、浮遊している。

死後すぐに、本当の人間（霊と呼ばれることもある）

が少しの間、私たちとコミュニケーションをとることは

可能だが、死んだ人たちは、魂が生まれ変わるまでこの

世とは何の関係もない。この世の領域の外から敏感な人

や霊媒師に影響を与えることができるのは、私が説明し

た殻である。魂がなく、良心もないこれらは、決して亡

くなった人たちの霊ではない。それらは内なる人間に

よって脱ぎ捨てられた衣服であり、デヴァチャンへの飛

行中に捨てられた残忍な世俗的部分であり、そのため本

質的にアストラル的、この世的、情欲的であるため、古

老によって、常に悪魔、私たちの個人的な悪魔と見なさ

れてきた。もしこの殻が長い間、この世で現実の人間の

乗り物であった後に、自動的な記憶と意識を保持してい

なかったとしたら、それは本当に奇妙なことである。私

たちは、首を切られたカエルや鶏の体が、一見知性を持っ

てしばらくの間動き、行動しているのを見るが、より微

細で繊細なアストラル形態が、はるかに大きな一見知的

な方向性を持って行動し、移動することができないわけ

はない。

カーマローカの領域に存在し、実際、地球と太陽系の

すべての部分にも存在するものは、エレメンタルまたは

自然の力である。それらは無数にあり、ある意味で自然

の神経であるように、それらの分裂はほぼ無限である。

〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 472）

□秘教の五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人の秘教的なスカンダについての言

及は、『マハートマ・レターズ』でさらに説明されている。

「私たちが人間（または何らかの存在）と呼ぶ肉体的・

精神的な個性を形成し、構成するのは、スカンダのグルー

プである。このグループは（秘教的な教えでは）５つの

スカンダから構成されている。ルーパ：物質的な性質や

属性、ヴェーダナ：感覚、サーナ：抽象的な考え、サムカー

ラ：肉体的と精神的の両方の傾向、ヴィナーナ：精神的

な力、第４番目の拡大、精神的・肉体的・道徳的な素因

を意味する。我々はさらに２つ、君が今後学ぶことがで

きるその性質と名前を追加する。今のところは、それら

が Sakkayaditthi「自 我 の 異 端 ま た は 妄 想」と、

Attavada「自我の教義」と関連しており、それらを生み

出すものであることを君に知らせるだけで十分だ。両方

とも（第５の原理の場合、魂は）、異端のマーヤーと、

祈りや代祷における無駄な儀式や、儀式の有効性を信じ

る 信 仰 に つ な が る」。（Vicente Hao Chin, Jr., The 

Mahatma Letters to A.P. Sinnett in chronological 

sequence No. 68 〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 199）

 sakkaya-ditthi という単語はパーリ語（sakkaya「存

在の集合体」+ ditthi、「間違った見解や信念」）であり、

我々はスカンダによって形成された人格であるという間

違った考えを意味する。attavada という単語はまた、パー

リ語（attan「自己」+ vada「理論」）であり、人の個人

的な自我が実質的かつ恒久的な存在であるという錯覚を

指す。



12 章 カーマローカ

さて、物や生き物の進化の全領域を一般的に俯瞰した

上で、肉体の死後と誕生前の人間の状態を考えてみよう。

これはすぐに疑問を呈する。天国や地獄はあるのか？ 

それは国なのか、それとも場所なのか？ 宇宙空間には、

それらが発見される場所があり、私たちが行く場所、あ

るいは来る場所があるのだろうか？ また、サンスクリッ

ト語ではカーマ、英語では欲望や情熱と呼ばれる人間の

第４本質の主題に戻らなければならない。その本質につ

いて言われたこと、またアストラル体とアストラル光に

関しての教えを念頭に置くと、死の前と後の２つの状態

について教えられていることを理解しやすくなるだろ

う。時系列的な順序で私たちは体の終焉にカーマローカ

または欲望の階層に入り、次により高い本質である真の

人間は、デヴァチャンの状態に陥る。カーマローカを扱っ

た後は、デヴァチャンのことを調査するのはより容易に

なる。

息が肉体から離れ、その人は死んだと言うが、それは

死の始まりに過ぎない。体は冷たく目は閉じているとき、

身体と心のすべての力が脳を駆け巡り、一連の絵によっ

て、終わったばかりの人生の全貌が一般的な輪郭だけで

なく最も微細で儚い印象の細部に至るまで、内なる人間

に深く刻み込まれるのである。この瞬間、あらゆる兆候

が医師に死を宣告するように導き、人は現世では死んで

いるが、本当の人間は脳の中で忙しく、そこでの仕事が

終わるまで人はまだ死んでいない。この厳粛な仕事が終

わったときにアストラル体は肉体的なものから自分自身

を切り離し、そして亡くなった生命エネルギーと残りの

５つの本質が、カーマローカの階層にある。

死によってもたらされた原理の自然な分離は、全体の

人間を次の３つの部分に分ける。

第１に、そのすべての要素がこの世の段階でさらに分

解されるため残された、目に見える体。そこでは、それ

を構成するすべてのものが、やがて自然のさまざまな物

質的部門に分解される。

第２の、アストラル体と情熱と欲望で構成されたカー

マルーパは、アストラル界ですぐにバラバラになり始め

る。

第３の、真の人間であるアートマ・ブッディ・マナス

の上位３つ組は、不滅であり、今はこの世の状態から抜

け出し、身体を持たずにデヴァチャンの中で非常に希薄

な衣服をまとった心としてのみ機能するようになり、そ

の衣服がこの世に戻るときが来ると振り払われるだろ

う。

カーマローカすなわち欲望の場は、地球に浸透し、地

球の周囲を取り囲むアストラル領域である。場所として、

それは地球上と地球の中と、地球の周りにある。その範

囲は地球から測定可能な距離にあるが、ここ（物質界）

で得られる通常の法則はそこ（アストラル界）では得ら

れず、そこにいる存在は空間と時間に関して、私たちと

同じ条件の下にない。状態としてカーマローカは形而上

のものだが、形而上のものはアストラル階層に関連して

いるのである。カーマローカは第４原理に関連している

ので、欲望の階層と呼ばれ、そこでの支配力は、知性を

欠き、知性から切り離された欲望である。カーマローカ

は、地上の人生と天の人生の中間のアストラル領域であ

る。疑う余地なく、それはキリスト教の煉獄理論の起源

であり、そこでは魂が犯した罪の懺悔をし、祈りや他の

儀式や供物によってそこから解放されることができる。

この迷信の根底にある事実は、魂がいくつかの満たされ

ていない欲望の巨大な力によってカーマローカに引き留

められることがあり、その欲望がこの世の誰かによって、

またはその魂自身によって満たされるまで、アストラル

とカーマの服を取り除くことができないということであ

る。しかし、その人が純粋な心と高い願望を持っていた

場合、その階層上での本質の分離はすぐに完了し、高級

３つ組がデヴァチャンに入って行くのを可能にする。純

粋にアストラルの領域であることから、カーマローカは

本質的にこの世的で悪魔的であるアストラル物質の性質

を持ち、その中ですべての力は魂や良心によって指図さ

れない働きをする。カーマローカは、いわば生命の偉大

な炉の燃えかすの地獄（pit）であり、デヴァチャンに居

場所がない要素を取り除くために自然が提供したのであ

り、そのために、それは多くの段階を持っている必要が

ある。その段階の一つ一つが古代人によって記録された。

これらの段階は、サンスクリット語で形而上学的な意味

でのローカまたは場所として知られている。人間の人生

は、人格やその他の可能性について非常に多様であり、

それぞれの死後に適切な場所が提供されているため、

カーマローカは無限に変化する領域となっている。人生

の中で人々の間の違いのいくらかは修正され、何らかの

肉体と遺伝の類似性によって抑えられているが、カーマ

ローカですべての隠された願望や情欲は、肉体の不在の

結果として解き放たれており、その理由で状態が生命階

層よりも広く多様化されている。性質の多様性や違いだ

けでなく、死に方によって引き起こされることについて

も説明する必要があるが、このことについては後述する。

そして、これらすべてのさまざまな区分は、この世で死

ぬ人の人生の思考と最後の思考の自然な結果にすぎな

い。これらすべての段階の説明に入ることは、それらを

記述するのに何巻も必要になるので、この著作の範囲を

超えているし、そうすればほとんどの人が理解できない

だろう。

カーマローカを扱うためには、人間を構成する分類に

おける第４の原理も取り扱わなければならず、そうする

ことは、欲望と情熱の主題に関する現代の考えや教育と

の対立を生じさせる。一般的に、願望や情欲は自我の生

得の傾向であると考えられており、それらは普通の学徒

には全く非現実的で霧のような外観を持っている。しか

し、この哲学体系では、それらは単に自我の生得のもの

ではなく、また、それ自体が身体に起因するものでもな

い。人がこの世に生きている間、願望と情欲つまりカー

マの原理は、アストラル人間と内的人間、アストラルと

内的存在から離れた別の生命を持っておらず、それらが

いわば自分の存在全体に広がっている。しかし、人々が

死後にアストラル体と合体し、魂はないが独自の寿命を

持つ実体を形成すると、非常に重要な疑問が生じる。こ

の世の人生の間、願望と情欲は心と魂によって導かれる。

死後は、もとの主人からの指導なしに働く。私たちは生

きている間、それらとその影響に対して責任があり、私

たちがこの世を去った後も責任がある。たとえそれらが

説明したような存在物となり私たちの直接の指導を受け

ないとしても、である。このことには、責任の継続が見

られる。それらの存在物は、人間を構成する集合体、東

洋哲学でよく知られたスカンダ（五蘊）の一部である。（訳

注）肉体にはスカンダの一揃いが含まれ、アストラル人

間には別の一揃い、カーマの原理には別の一揃いがあり、

他の部分にも別の一揃いが付属している。カーマの中に

は、本当に活動的で重要なスカンダのセットがあり、そ

れは再生を制御し、それぞれの生まれ変わりの時にすべ

ての人生や境遇の多様性につながるものである。スカン

ダは、一つ一つの思考が瞬時に自然のエレメンタルの力

の一つと結合し、脳から出た思考の強さに応じて、その

程度まで耐える存在になるという法則の下で日々作られ

ており、それらはすべて、それらを進化させた存在と不

可分に結びついているのである。逃げる方法はない。私

たちができることは、質の良い思考を持つことだけであ

る。最高の大師たち自身がこの法則から免除されている

わけでないが、彼らは「空間における思潮そのものの

人々」であり、善だけのために強力な存在である。

今カーマローカでは、この欲望と思考の塊は、その分

解の終局まで非常に明確に存在し、その後、残りはこれ

らのスカンダの本質からなり、もちろん、かつてそれら

を持っていた進化している存在と結びついている。私た

ちが宇宙を消し去ることができないよりもっと、スカン

ダを絶滅させることのほうができない。それゆえ、スカ

ンダはその存在がデヴァチャンから出てくるまで残って

いると言われているが、その後、引き寄せの法則によっ

てすぐに存在に引き寄せられ、それらから胚芽や基礎と

して、新しい生命のための新しいスカンダの一揃いを構

築する。カーマローカはしたがって、そこに存在し、制

御されず、導かれず、情欲と願望の塊であるという理由

で、この世の階層から区別される。しかしこの世の生命

は、同時にカーマローカの生命でもある。なぜなら、主

にカーマ（欲望）の原理によって支配されているからで、

それは進化の過程ではるかに遠い未来に人間の種族が、

発達した第５と第６の原理を持ち、そのためカーマをそ

れ自体の領域へ放り込み、この世の生命をカーマの影響

から解放するまではそのままだろうからだ。

カーマローカにおけるアストラル人間は、魂と知性の

欠落した単なる殻であり、良心がなく、またそれ自身の

外にある力によって生命を与えられない限り、行動する

ことができない。それは、人間の自我とのごく最近まで

の関係のために、完全に動物的または自動意識のように

見えるものを持っている。なぜならば、別の章で述べた

原理によれば、人間を構成するすべての原子はそれ自身

の記憶を持っており、その記憶は与えられた力に比例し

た長さの時間、持続することができるからである。非常
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ラル界に住むこれらの黒魔術師たちは、肉体的な霊媒の

領域を持っていて、どんなに霊媒が善良でもその人の領

域に侵入しやすい。一度開いた扉は誰にでも開かれてい

る。このクラスの殻は高級マナスを失ったが、死後だけ

でなく人生における闘争の中で、神のような卓越性にま

で高められるべきだったマナスの低い部分が主から引き

裂かれ、今では霊を欠いたこの実体に知性を与えており、

その最後の日が来るときには、自分で望んだ通り、苦し

む力を持っている。

カーマローカの階層では、自殺者や、事故や殺人で、

合法か違法かにかかわらず突然人生から投げ出された人

が、人生の長さにほぼ等しい期間を過ごすが、それは突

然人生が終わってしまったためであろう。これらは本当

には死んでいない。正常な死をもたらすためには、医学

では認められていない要因が存在しなければならない。

つまり、他の章で述べられているような存在の原理には、

独自の凝集の期間があり、その自然な終わりに、独自の

法則の下で互いに分離するのである。これには、人間の

死んだ体の凝集力という大きな主題が含まれており、そ

れ自体が別に１冊の本を必要とする。したがって私は、

この凝集の法則が人間の原理の間で得られるという主張

に満足しなければならない。その自然な終わりの前には、

諸原理は分離することができない。明らかに、凝集力の

正常な破壊は、肉体に関して以外は、機械的なプロセス

によってもたらされない。それゆえに、自殺、または事

故によって、または人間によって、または人間の法律の

命令によって殺害された人は、他の構成要素間の結合の

自然な終わりに来ていないし、部分的に死んでいるだけ

でカーマローカの状態に投げ込まれている。そこに残さ

れた原理は、１ヶ月であろうと 60 年であろうと、実際

の寿命の期間に達するまで待たなければならない。

しかし、カーマローカの段階は、最後に述べた殻の多

くの変種を提供する。何人かは大きな苦しみの中で、別

の人は夢のような眠りの中で、それぞれの道徳的責任に

応じてその期間を通過する。しかし、処刑された犯罪者

はたいてい、憎しみと復讐に満ちた人生から放り出され、

彼らが正義と認めていない刑罰の下で憤慨している。彼

らは、犯罪、裁判、処刑、復讐を常にカーマローカの中

でリハーサルしている。そして、彼らは敏感な生きてい

る人と接触を得ることができるときはいつでも、霊媒で

あろうとなかろうと、そのような不幸な人の脳に殺人や

他の犯罪の思考を注入しようとする。そして、彼らは神

智学の学殖の深い学徒が完全によく知っているような襲

撃で成功している。

私たちは今、デヴァチャンに近づいた。カーマローカ

で一定の時間が経過すると、存在は次の状態への変化に

先立つ無意識の状態に陥る。それは人生への誕生のよう

なもので、暗闇と深い眠りの期間によって前触れされて

いる。存在はその後、デヴァチャンの喜びに目を覚ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

訳注 スカンダ（Skandha 五蘊）

５つの集合体。 仏教では、人間を構成する５つの機能

や側面を指すために使用される語。神智学では、この概

念は同様の方法で頻繁に使用されているが、それらは人

間の全体ではなく人格のみを構成するとみなされてい

る。

□仏教における五蘊（スカンダ）

仏教の教典では、人間は５つの集合体で構成され、その

中に永続する「私」は存在しないとされている。

・（形態または物質）：物質界と物質の体。

・受
じゅ

（感覚または感情）：対象物への知覚から生じる快感、

不快感、または中立的な感覚。

・（知覚または認識）：認識された対象物の質の認識。

・ 行
ぎょう

（心象の形成または意思力）：意思とあらゆる種類

の精神的習慣。それは対象物の知覚に対する反応を引き

起こす。カルマの形成につながっている。

・（意識または識別力）：対象物に対する意識や感受性。

□神智学における五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人は以下のように定義している。

「〈束〉または属性のグループ。すべてが有限であり、永

遠のものと絶対のものには当てはまらない。すべての人

間には、５つ、秘教的には７つの属性があり、それは〈パ

ンチャ・シャンダス〉として知られている。……これら

は人間の誕生時に結合し、人格を構成する。これらのス

カンダが成熟した後、それらは分離し、弱くなり始め、

これに jaramarana（サンスクリット語とパーリ語で〈古

すべての自然元素やものと同じように、各種別には独自

の仕事がある。一般的な法則の下で火が燃え、水が下に

流れて上には上がらないように、エレメンタルたちは法

則の下で行動するが、物質的な火や水よりもスケールが

高いので、彼らの行動は知性に導かれているように見え

る。それらの中のあるものは、肉体に結合されているか

どうかに関わらず知的な働きとアストラル器官の機能に

特別な関係がある。霊媒の体が媒体を形成するとき、ま

た他の自然な連携から、これらのエレメンタルは、霊媒

および近くにいる他の人の神経流体によって助けられ

て、死んだ人の殻とまがいものの繋がりを作り、そして、

殻はまがいものの生命に活気づかされる。霊媒を通して、

そこに出席しているすべての人の肉体的、サイキック

（魂）的な力との結び付きが作られる。アストラル体の

古い印象は、霊媒の心にそのイメージを手放し、古い情

熱が燃え上がる。そして、そこからさまざまなメッセー

ジや報告が得られるが、それらのうちの一つもオリジナ

ルではなく、霊からのものでもない。それらの奇妙さと、

それに手を出す人々の無知の結果として、これは霊のし

たことと誤解されているが、それが過去にあったものの

イメージのアストラル光からの単なる拾い出しではない

場合、すべて生者からのものである。注意すべき特定の

ケースでは、完全に悪い、そして非常に悪い知性が働い

ており、すべての霊媒がそれの影響下にあり、それらの

非常に多くの霊媒が自分で白状したように、悪に屈した

理由を説明するであろう。

霊媒にやって来るこれらの殻を大まかに分類すると、

以下のようになる。

(1) 最近亡くなった方のうち、埋葬地が遠くないもの。

この種類は、元の持ち主の生活や思考に合わせて、かな

り凝集性がある。非物質的で、善良で、霊的な人は、す

ぐに崩壊する殻を残す。粗悪で、意地悪で、利己的で、

物質的な人の殻は、重く、堅く、長持ちするだろう。す

べての種類で同様である。

(2) 霊媒がいる所から遠く離れた場所で死んだ人のも

の。時間の経過は、そのような殻が古い体の付近から脱

出することを可能にし、同時に物質的な階層上での腐敗

に対応するアストラル階層上でのより大きな程度の崩壊

をもたらす。これらの殻は、ぼんやりとした、影のような、

支離滅裂なものである。サイキック（魂）的な刺激に簡

潔に応答するだけで、磁気的な流れによって渦巻いてい

る。それらの殻は、霊媒と故人に関係のあった出席者の

アストラルの流れによって、一瞬活気づけられる。

(3) ほとんど定まった居場所のない、純粋に影のよう

な残存物。この領域にそれらがいるのは事実であるが、

それらを説明する英語はない。それらは、崩壊してから

長いこと経つ、かつては凝集した殻によってアストラル

物質に残されていたものの単なる形態や痕跡であると言

えよう。したがってそれらは、ほとんど架空のものに近

いため、そう呼ぶにふさわしい。そのような影の写真と

して、それらは拡大され、装飾され、交霊会での霊媒と

参加者の思考、欲望、希望、および想像によって想像上

の生命を与えられる。

(4) 明確な、はっきりした実体、霊との結びつきを失っ

た人間の魂は、今や人格の消滅がその結果である、すべ

ての中で最悪の状態、アヴィチに向かって落下している

傾向がある。彼らは黒魔術師として知られている。意識

をカーマ（欲望）の原理に集中させ、知性を維持し、霊

から自分自身を切り離した彼らは、私たちが知っている

唯一の呪われた存在である。生きている間、彼らは人間

の体を持っていて、自分自身のために悪の生活を執拗に

続けることによって、そのひどい状態に到達した。ここ

に説明したものになる運命をたどっているもののいくつ

かは、今のこの世で、私たちの間にいる。これらは普通

の殻ではない。彼らはすべての力をカーマに集中させ、

善良な思考や願望のすべての火花を捨て、アストラル領

域を完全にマスターしているためである。私がそれらを

殻の分類に入れたのは、他のものが自動的にのみ崩壊す

るように、彼らは意識的に同じ崩壊する運命にあるとい

う意味である。彼らは何世紀にもわたって存続するかも

しれず、悪い思考が彼らに窓を開けているところで、彼

らがつかむことができるどんな敏感なものをも通して、

彼らの渇望を満足させる。彼らは、ほぼすべての交霊会

を主宰し、有名な人のふりをし、支配を維持し、霊媒の

妄想を継続するように方向づけして、それによって自分

自身の邪悪な目的のための便利な経路（チャンネル）を

持つことを可能にする。実際、自殺者の殻、法の手で死

んだ哀れな人たちの殻、酔っ払いや大食漢の殻、アスト

い時代〉と〈死〉を意味する）または衰退と死が続く」。

（Helena Petrovna Blavatsky, The Theosophical 

Glossary 〈Krotona, CA: Theosophical Publishing 

House, 1973〉, 301-302）

神智学的な文献は、五つのスカンダのどこにも本当の、

あるいは恒久的な「私」は存在しないということで仏教

に同意している。しかし、スカンダは人格に属するもの

であり、その先には真の自我があると仮定し、次のよう

に言う。

「スカンダを持つ人格は、生まれ変わるたびに変化し

ていく。……本当の〈自我〉はそれらの上に住んでいて、

それらをすべて知っているが、これは、私たちが自分の

過去世の物質的な階層上の記憶を保持しない理由であ

る」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key to 

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 131）

スカンダは人格に属しているので、死後、高次の自我

に従ってデヴァチャンに行くことはできない。しかし、

彼らは単に分解するのではなく、自我が新しい化身に戻

るのを「待つ」のである。

「カルマは、スカンダの軍勢と一緒に、自我が新しい

化身になるために再び現れるデヴァチャンの入り口で

待っている」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key 

to Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 141）

「それら（スカンダ）は、カルマ的な結果として残っ

ており、細菌のように、この世の階層の領域にぶら下がっ

ていて、自我が生まれ変わるときに新しい人格に自分自

身を添付し、非常に多くの仇となって、人生に来る準備

ができている」。

（Helena  Pe t rovna  B lava t sky ,  The  Key  to  

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 154）

このように、スカンダはカルマの考えと密接に結びつ

いている。実際、KH 大師は次のように書いている。

「仏教徒はこれを人の『スカンダ』（五蘊）と呼び、ヒ

ンドゥー教徒はそれに『カルマ』という名前を与える」。

（Vicente Hao Chin, Jr., The Mahatma Letters to A.P. 

Sinnett in chronological sequence Appendix I 

に物質的で粗野な人または利己的な人の場合には、力は

他の人よりも長く持続する。したがって、知識がないの

に死霊魔術（ネクロマンシー）に手を出す人の場合には、

自動的な意識はより明確になり、当惑させるだろう。そ

の純粋にアストラルの部分には、その人が生きていると

きに面前を通過したすべての記録が含まれ、保持されて

いる。アストラル物質の性質の一つは、すべてのシーン

や画像とすべての思考の印象を吸収し、それらを保持し、

条件が許すときに反映によってそれらを放射することで

ある。このすべての人が死ぬときに投げ捨てたアストラ

ルの殻は、後で言及されるであろう、それらの指導者で

ある高級な原理を欠いて、すべての人間にとって脅威と

なるだろう。それらの指導的な構成要素である存在は、

殻から切り離され、殻はそれ自身の意志がなく、アスト

ラルと磁場の引きつける力によって完全に支配されて、

場所から場所へと揺らぎ、浮遊している。

死後すぐに、本当の人間（霊と呼ばれることもある）

が少しの間、私たちとコミュニケーションをとることは

可能だが、死んだ人たちは、魂が生まれ変わるまでこの

世とは何の関係もない。この世の領域の外から敏感な人

や霊媒師に影響を与えることができるのは、私が説明し

た殻である。魂がなく、良心もないこれらは、決して亡

くなった人たちの霊ではない。それらは内なる人間に

よって脱ぎ捨てられた衣服であり、デヴァチャンへの飛

行中に捨てられた残忍な世俗的部分であり、そのため本

質的にアストラル的、この世的、情欲的であるため、古

老によって、常に悪魔、私たちの個人的な悪魔と見なさ

れてきた。もしこの殻が長い間、この世で現実の人間の

乗り物であった後に、自動的な記憶と意識を保持してい

なかったとしたら、それは本当に奇妙なことである。私

たちは、首を切られたカエルや鶏の体が、一見知性を持っ

てしばらくの間動き、行動しているのを見るが、より微

細で繊細なアストラル形態が、はるかに大きな一見知的

な方向性を持って行動し、移動することができないわけ

はない。

カーマローカの領域に存在し、実際、地球と太陽系の

すべての部分にも存在するものは、エレメンタルまたは

自然の力である。それらは無数にあり、ある意味で自然

の神経であるように、それらの分裂はほぼ無限である。

〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 472）

□秘教の五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人の秘教的なスカンダについての言

及は、『マハートマ・レターズ』でさらに説明されている。

「私たちが人間（または何らかの存在）と呼ぶ肉体的・

精神的な個性を形成し、構成するのは、スカンダのグルー

プである。このグループは（秘教的な教えでは）５つの

スカンダから構成されている。ルーパ：物質的な性質や

属性、ヴェーダナ：感覚、サーナ：抽象的な考え、サムカー

ラ：肉体的と精神的の両方の傾向、ヴィナーナ：精神的

な力、第４番目の拡大、精神的・肉体的・道徳的な素因

を意味する。我々はさらに２つ、君が今後学ぶことがで

きるその性質と名前を追加する。今のところは、それら

が Sakkayaditthi「自 我 の 異 端 ま た は 妄 想」と、

Attavada「自我の教義」と関連しており、それらを生み

出すものであることを君に知らせるだけで十分だ。両方

とも（第５の原理の場合、魂は）、異端のマーヤーと、

祈りや代祷における無駄な儀式や、儀式の有効性を信じ

る 信 仰 に つ な が る」。（Vicente Hao Chin, Jr., The 

Mahatma Letters to A.P. Sinnett in chronological 

sequence No. 68 〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 199）

 sakkaya-ditthi という単語はパーリ語（sakkaya「存

在の集合体」+ ditthi、「間違った見解や信念」）であり、

我々はスカンダによって形成された人格であるという間

違った考えを意味する。attavada という単語はまた、パー

リ語（attan「自己」+ vada「理論」）であり、人の個人

的な自我が実質的かつ恒久的な存在であるという錯覚を

指す。



12 章 カーマローカ

さて、物や生き物の進化の全領域を一般的に俯瞰した

上で、肉体の死後と誕生前の人間の状態を考えてみよう。

これはすぐに疑問を呈する。天国や地獄はあるのか？ 

それは国なのか、それとも場所なのか？ 宇宙空間には、

それらが発見される場所があり、私たちが行く場所、あ

るいは来る場所があるのだろうか？ また、サンスクリッ

ト語ではカーマ、英語では欲望や情熱と呼ばれる人間の

第４本質の主題に戻らなければならない。その本質につ

いて言われたこと、またアストラル体とアストラル光に

関しての教えを念頭に置くと、死の前と後の２つの状態

について教えられていることを理解しやすくなるだろ

う。時系列的な順序で私たちは体の終焉にカーマローカ

または欲望の階層に入り、次により高い本質である真の

人間は、デヴァチャンの状態に陥る。カーマローカを扱っ

た後は、デヴァチャンのことを調査するのはより容易に

なる。

息が肉体から離れ、その人は死んだと言うが、それは

死の始まりに過ぎない。体は冷たく目は閉じているとき、

身体と心のすべての力が脳を駆け巡り、一連の絵によっ

て、終わったばかりの人生の全貌が一般的な輪郭だけで

なく最も微細で儚い印象の細部に至るまで、内なる人間

に深く刻み込まれるのである。この瞬間、あらゆる兆候

が医師に死を宣告するように導き、人は現世では死んで

いるが、本当の人間は脳の中で忙しく、そこでの仕事が

終わるまで人はまだ死んでいない。この厳粛な仕事が終

わったときにアストラル体は肉体的なものから自分自身

を切り離し、そして亡くなった生命エネルギーと残りの

５つの本質が、カーマローカの階層にある。

死によってもたらされた原理の自然な分離は、全体の

人間を次の３つの部分に分ける。

第１に、そのすべての要素がこの世の段階でさらに分

解されるため残された、目に見える体。そこでは、それ

を構成するすべてのものが、やがて自然のさまざまな物

質的部門に分解される。

第２の、アストラル体と情熱と欲望で構成されたカー

マルーパは、アストラル界ですぐにバラバラになり始め

る。

第３の、真の人間であるアートマ・ブッディ・マナス

の上位３つ組は、不滅であり、今はこの世の状態から抜

け出し、身体を持たずにデヴァチャンの中で非常に希薄

な衣服をまとった心としてのみ機能するようになり、そ

の衣服がこの世に戻るときが来ると振り払われるだろ

う。

カーマローカすなわち欲望の場は、地球に浸透し、地

球の周囲を取り囲むアストラル領域である。場所として、

それは地球上と地球の中と、地球の周りにある。その範

囲は地球から測定可能な距離にあるが、ここ（物質界）

で得られる通常の法則はそこ（アストラル界）では得ら

れず、そこにいる存在は空間と時間に関して、私たちと

同じ条件の下にない。状態としてカーマローカは形而上

のものだが、形而上のものはアストラル階層に関連して

いるのである。カーマローカは第４原理に関連している

ので、欲望の階層と呼ばれ、そこでの支配力は、知性を

欠き、知性から切り離された欲望である。カーマローカ

は、地上の人生と天の人生の中間のアストラル領域であ

る。疑う余地なく、それはキリスト教の煉獄理論の起源

であり、そこでは魂が犯した罪の懺悔をし、祈りや他の

儀式や供物によってそこから解放されることができる。

この迷信の根底にある事実は、魂がいくつかの満たされ

ていない欲望の巨大な力によってカーマローカに引き留

められることがあり、その欲望がこの世の誰かによって、

またはその魂自身によって満たされるまで、アストラル

とカーマの服を取り除くことができないということであ

る。しかし、その人が純粋な心と高い願望を持っていた

場合、その階層上での本質の分離はすぐに完了し、高級

３つ組がデヴァチャンに入って行くのを可能にする。純

粋にアストラルの領域であることから、カーマローカは

本質的にこの世的で悪魔的であるアストラル物質の性質

を持ち、その中ですべての力は魂や良心によって指図さ

れない働きをする。カーマローカは、いわば生命の偉大

な炉の燃えかすの地獄（pit）であり、デヴァチャンに居

場所がない要素を取り除くために自然が提供したのであ

り、そのために、それは多くの段階を持っている必要が

ある。その段階の一つ一つが古代人によって記録された。

これらの段階は、サンスクリット語で形而上学的な意味

でのローカまたは場所として知られている。人間の人生

は、人格やその他の可能性について非常に多様であり、

それぞれの死後に適切な場所が提供されているため、

カーマローカは無限に変化する領域となっている。人生

の中で人々の間の違いのいくらかは修正され、何らかの

肉体と遺伝の類似性によって抑えられているが、カーマ

ローカですべての隠された願望や情欲は、肉体の不在の

結果として解き放たれており、その理由で状態が生命階

層よりも広く多様化されている。性質の多様性や違いだ

けでなく、死に方によって引き起こされることについて

も説明する必要があるが、このことについては後述する。

そして、これらすべてのさまざまな区分は、この世で死

ぬ人の人生の思考と最後の思考の自然な結果にすぎな

い。これらすべての段階の説明に入ることは、それらを

記述するのに何巻も必要になるので、この著作の範囲を

超えているし、そうすればほとんどの人が理解できない

だろう。

カーマローカを扱うためには、人間を構成する分類に

おける第４の原理も取り扱わなければならず、そうする

ことは、欲望と情熱の主題に関する現代の考えや教育と

の対立を生じさせる。一般的に、願望や情欲は自我の生

得の傾向であると考えられており、それらは普通の学徒

には全く非現実的で霧のような外観を持っている。しか

し、この哲学体系では、それらは単に自我の生得のもの

ではなく、また、それ自体が身体に起因するものでもな

い。人がこの世に生きている間、願望と情欲つまりカー

マの原理は、アストラル人間と内的人間、アストラルと

内的存在から離れた別の生命を持っておらず、それらが

いわば自分の存在全体に広がっている。しかし、人々が

死後にアストラル体と合体し、魂はないが独自の寿命を

持つ実体を形成すると、非常に重要な疑問が生じる。こ

の世の人生の間、願望と情欲は心と魂によって導かれる。

死後は、もとの主人からの指導なしに働く。私たちは生

きている間、それらとその影響に対して責任があり、私

たちがこの世を去った後も責任がある。たとえそれらが

説明したような存在物となり私たちの直接の指導を受け

ないとしても、である。このことには、責任の継続が見

られる。それらの存在物は、人間を構成する集合体、東

洋哲学でよく知られたスカンダ（五蘊）の一部である。（訳

注）肉体にはスカンダの一揃いが含まれ、アストラル人

間には別の一揃い、カーマの原理には別の一揃いがあり、

他の部分にも別の一揃いが付属している。カーマの中に

は、本当に活動的で重要なスカンダのセットがあり、そ

れは再生を制御し、それぞれの生まれ変わりの時にすべ

ての人生や境遇の多様性につながるものである。スカン

ダは、一つ一つの思考が瞬時に自然のエレメンタルの力

の一つと結合し、脳から出た思考の強さに応じて、その

程度まで耐える存在になるという法則の下で日々作られ

ており、それらはすべて、それらを進化させた存在と不

可分に結びついているのである。逃げる方法はない。私

たちができることは、質の良い思考を持つことだけであ

る。最高の大師たち自身がこの法則から免除されている

わけでないが、彼らは「空間における思潮そのものの

人々」であり、善だけのために強力な存在である。

今カーマローカでは、この欲望と思考の塊は、その分

解の終局まで非常に明確に存在し、その後、残りはこれ

らのスカンダの本質からなり、もちろん、かつてそれら

を持っていた進化している存在と結びついている。私た

ちが宇宙を消し去ることができないよりもっと、スカン

ダを絶滅させることのほうができない。それゆえ、スカ

ンダはその存在がデヴァチャンから出てくるまで残って

いると言われているが、その後、引き寄せの法則によっ

てすぐに存在に引き寄せられ、それらから胚芽や基礎と

して、新しい生命のための新しいスカンダの一揃いを構

築する。カーマローカはしたがって、そこに存在し、制

御されず、導かれず、情欲と願望の塊であるという理由

で、この世の階層から区別される。しかしこの世の生命

は、同時にカーマローカの生命でもある。なぜなら、主

にカーマ（欲望）の原理によって支配されているからで、

それは進化の過程ではるかに遠い未来に人間の種族が、

発達した第５と第６の原理を持ち、そのためカーマをそ

れ自体の領域へ放り込み、この世の生命をカーマの影響

から解放するまではそのままだろうからだ。

カーマローカにおけるアストラル人間は、魂と知性の

欠落した単なる殻であり、良心がなく、またそれ自身の

外にある力によって生命を与えられない限り、行動する

ことができない。それは、人間の自我とのごく最近まで

の関係のために、完全に動物的または自動意識のように

見えるものを持っている。なぜならば、別の章で述べた

原理によれば、人間を構成するすべての原子はそれ自身

の記憶を持っており、その記憶は与えられた力に比例し

た長さの時間、持続することができるからである。非常
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ラル界に住むこれらの黒魔術師たちは、肉体的な霊媒の

領域を持っていて、どんなに霊媒が善良でもその人の領

域に侵入しやすい。一度開いた扉は誰にでも開かれてい

る。このクラスの殻は高級マナスを失ったが、死後だけ

でなく人生における闘争の中で、神のような卓越性にま

で高められるべきだったマナスの低い部分が主から引き

裂かれ、今では霊を欠いたこの実体に知性を与えており、

その最後の日が来るときには、自分で望んだ通り、苦し

む力を持っている。

カーマローカの階層では、自殺者や、事故や殺人で、

合法か違法かにかかわらず突然人生から投げ出された人

が、人生の長さにほぼ等しい期間を過ごすが、それは突

然人生が終わってしまったためであろう。これらは本当

には死んでいない。正常な死をもたらすためには、医学

では認められていない要因が存在しなければならない。

つまり、他の章で述べられているような存在の原理には、

独自の凝集の期間があり、その自然な終わりに、独自の

法則の下で互いに分離するのである。これには、人間の

死んだ体の凝集力という大きな主題が含まれており、そ

れ自体が別に１冊の本を必要とする。したがって私は、

この凝集の法則が人間の原理の間で得られるという主張

に満足しなければならない。その自然な終わりの前には、

諸原理は分離することができない。明らかに、凝集力の

正常な破壊は、肉体に関して以外は、機械的なプロセス

によってもたらされない。それゆえに、自殺、または事

故によって、または人間によって、または人間の法律の

命令によって殺害された人は、他の構成要素間の結合の

自然な終わりに来ていないし、部分的に死んでいるだけ

でカーマローカの状態に投げ込まれている。そこに残さ

れた原理は、１ヶ月であろうと 60 年であろうと、実際

の寿命の期間に達するまで待たなければならない。

しかし、カーマローカの段階は、最後に述べた殻の多

くの変種を提供する。何人かは大きな苦しみの中で、別

の人は夢のような眠りの中で、それぞれの道徳的責任に

応じてその期間を通過する。しかし、処刑された犯罪者

はたいてい、憎しみと復讐に満ちた人生から放り出され、

彼らが正義と認めていない刑罰の下で憤慨している。彼

らは、犯罪、裁判、処刑、復讐を常にカーマローカの中

でリハーサルしている。そして、彼らは敏感な生きてい

る人と接触を得ることができるときはいつでも、霊媒で

あろうとなかろうと、そのような不幸な人の脳に殺人や

他の犯罪の思考を注入しようとする。そして、彼らは神

智学の学殖の深い学徒が完全によく知っているような襲

撃で成功している。

私たちは今、デヴァチャンに近づいた。カーマローカ

で一定の時間が経過すると、存在は次の状態への変化に

先立つ無意識の状態に陥る。それは人生への誕生のよう

なもので、暗闇と深い眠りの期間によって前触れされて

いる。存在はその後、デヴァチャンの喜びに目を覚ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

訳注 スカンダ（Skandha 五蘊）

５つの集合体。 仏教では、人間を構成する５つの機能

や側面を指すために使用される語。神智学では、この概

念は同様の方法で頻繁に使用されているが、それらは人

間の全体ではなく人格のみを構成するとみなされてい

る。

□仏教における五蘊（スカンダ）

仏教の教典では、人間は５つの集合体で構成され、その

中に永続する「私」は存在しないとされている。

・（形態または物質）：物質界と物質の体。

・受
じゅ

（感覚または感情）：対象物への知覚から生じる快感、

不快感、または中立的な感覚。

・（知覚または認識）：認識された対象物の質の認識。

・ 行
ぎょう

（心象の形成または意思力）：意思とあらゆる種類

の精神的習慣。それは対象物の知覚に対する反応を引き

起こす。カルマの形成につながっている。

・（意識または識別力）：対象物に対する意識や感受性。

□神智学における五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人は以下のように定義している。

「〈束〉または属性のグループ。すべてが有限であり、永

遠のものと絶対のものには当てはまらない。すべての人

間には、５つ、秘教的には７つの属性があり、それは〈パ

ンチャ・シャンダス〉として知られている。……これら

は人間の誕生時に結合し、人格を構成する。これらのス

カンダが成熟した後、それらは分離し、弱くなり始め、

これに jaramarana（サンスクリット語とパーリ語で〈古

すべての自然元素やものと同じように、各種別には独自

の仕事がある。一般的な法則の下で火が燃え、水が下に

流れて上には上がらないように、エレメンタルたちは法

則の下で行動するが、物質的な火や水よりもスケールが

高いので、彼らの行動は知性に導かれているように見え

る。それらの中のあるものは、肉体に結合されているか

どうかに関わらず知的な働きとアストラル器官の機能に

特別な関係がある。霊媒の体が媒体を形成するとき、ま

た他の自然な連携から、これらのエレメンタルは、霊媒

および近くにいる他の人の神経流体によって助けられ

て、死んだ人の殻とまがいものの繋がりを作り、そして、

殻はまがいものの生命に活気づかされる。霊媒を通して、

そこに出席しているすべての人の肉体的、サイキック

（魂）的な力との結び付きが作られる。アストラル体の

古い印象は、霊媒の心にそのイメージを手放し、古い情

熱が燃え上がる。そして、そこからさまざまなメッセー

ジや報告が得られるが、それらのうちの一つもオリジナ

ルではなく、霊からのものでもない。それらの奇妙さと、

それに手を出す人々の無知の結果として、これは霊のし

たことと誤解されているが、それが過去にあったものの

イメージのアストラル光からの単なる拾い出しではない

場合、すべて生者からのものである。注意すべき特定の

ケースでは、完全に悪い、そして非常に悪い知性が働い

ており、すべての霊媒がそれの影響下にあり、それらの

非常に多くの霊媒が自分で白状したように、悪に屈した

理由を説明するであろう。

霊媒にやって来るこれらの殻を大まかに分類すると、

以下のようになる。

(1) 最近亡くなった方のうち、埋葬地が遠くないもの。

この種類は、元の持ち主の生活や思考に合わせて、かな

り凝集性がある。非物質的で、善良で、霊的な人は、す

ぐに崩壊する殻を残す。粗悪で、意地悪で、利己的で、

物質的な人の殻は、重く、堅く、長持ちするだろう。す

べての種類で同様である。

(2) 霊媒がいる所から遠く離れた場所で死んだ人のも

の。時間の経過は、そのような殻が古い体の付近から脱

出することを可能にし、同時に物質的な階層上での腐敗

に対応するアストラル階層上でのより大きな程度の崩壊

をもたらす。これらの殻は、ぼんやりとした、影のような、

支離滅裂なものである。サイキック（魂）的な刺激に簡

潔に応答するだけで、磁気的な流れによって渦巻いてい

る。それらの殻は、霊媒と故人に関係のあった出席者の

アストラルの流れによって、一瞬活気づけられる。

(3) ほとんど定まった居場所のない、純粋に影のよう

な残存物。この領域にそれらがいるのは事実であるが、

それらを説明する英語はない。それらは、崩壊してから

長いこと経つ、かつては凝集した殻によってアストラル

物質に残されていたものの単なる形態や痕跡であると言

えよう。したがってそれらは、ほとんど架空のものに近

いため、そう呼ぶにふさわしい。そのような影の写真と

して、それらは拡大され、装飾され、交霊会での霊媒と

参加者の思考、欲望、希望、および想像によって想像上

の生命を与えられる。

(4) 明確な、はっきりした実体、霊との結びつきを失っ

た人間の魂は、今や人格の消滅がその結果である、すべ

ての中で最悪の状態、アヴィチに向かって落下している

傾向がある。彼らは黒魔術師として知られている。意識

をカーマ（欲望）の原理に集中させ、知性を維持し、霊

から自分自身を切り離した彼らは、私たちが知っている

唯一の呪われた存在である。生きている間、彼らは人間

の体を持っていて、自分自身のために悪の生活を執拗に

続けることによって、そのひどい状態に到達した。ここ

に説明したものになる運命をたどっているもののいくつ

かは、今のこの世で、私たちの間にいる。これらは普通

の殻ではない。彼らはすべての力をカーマに集中させ、

善良な思考や願望のすべての火花を捨て、アストラル領

域を完全にマスターしているためである。私がそれらを

殻の分類に入れたのは、他のものが自動的にのみ崩壊す

るように、彼らは意識的に同じ崩壊する運命にあるとい

う意味である。彼らは何世紀にもわたって存続するかも

しれず、悪い思考が彼らに窓を開けているところで、彼

らがつかむことができるどんな敏感なものをも通して、

彼らの渇望を満足させる。彼らは、ほぼすべての交霊会

を主宰し、有名な人のふりをし、支配を維持し、霊媒の

妄想を継続するように方向づけして、それによって自分

自身の邪悪な目的のための便利な経路（チャンネル）を

持つことを可能にする。実際、自殺者の殻、法の手で死

んだ哀れな人たちの殻、酔っ払いや大食漢の殻、アスト

い時代〉と〈死〉を意味する）または衰退と死が続く」。

（Helena Petrovna Blavatsky, The Theosophical 

Glossary 〈Krotona, CA: Theosophical Publishing 

House, 1973〉, 301-302）

神智学的な文献は、五つのスカンダのどこにも本当の、

あるいは恒久的な「私」は存在しないということで仏教

に同意している。しかし、スカンダは人格に属するもの

であり、その先には真の自我があると仮定し、次のよう

に言う。

「スカンダを持つ人格は、生まれ変わるたびに変化し

ていく。……本当の〈自我〉はそれらの上に住んでいて、

それらをすべて知っているが、これは、私たちが自分の

過去世の物質的な階層上の記憶を保持しない理由であ

る」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key to 

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 131）

スカンダは人格に属しているので、死後、高次の自我

に従ってデヴァチャンに行くことはできない。しかし、

彼らは単に分解するのではなく、自我が新しい化身に戻

るのを「待つ」のである。

「カルマは、スカンダの軍勢と一緒に、自我が新しい

化身になるために再び現れるデヴァチャンの入り口で

待っている」。（Helena Petrovna Blavatsky, The Key 

to Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 141）

「それら（スカンダ）は、カルマ的な結果として残っ

ており、細菌のように、この世の階層の領域にぶら下がっ

ていて、自我が生まれ変わるときに新しい人格に自分自

身を添付し、非常に多くの仇となって、人生に来る準備

ができている」。

（Helena  Pe t rovna  B lava t sky ,  The  Key  to  

Theosophy 〈London: Theosophical Publishing 

House, [1987]〉, 154）

このように、スカンダはカルマの考えと密接に結びつ

いている。実際、KH 大師は次のように書いている。

「仏教徒はこれを人の『スカンダ』（五蘊）と呼び、ヒ

ンドゥー教徒はそれに『カルマ』という名前を与える」。

（Vicente Hao Chin, Jr., The Mahatma Letters to A.P. 

Sinnett in chronological sequence Appendix I 

に物質的で粗野な人または利己的な人の場合には、力は

他の人よりも長く持続する。したがって、知識がないの

に死霊魔術（ネクロマンシー）に手を出す人の場合には、

自動的な意識はより明確になり、当惑させるだろう。そ

の純粋にアストラルの部分には、その人が生きていると

きに面前を通過したすべての記録が含まれ、保持されて

いる。アストラル物質の性質の一つは、すべてのシーン

や画像とすべての思考の印象を吸収し、それらを保持し、

条件が許すときに反映によってそれらを放射することで

ある。このすべての人が死ぬときに投げ捨てたアストラ

ルの殻は、後で言及されるであろう、それらの指導者で

ある高級な原理を欠いて、すべての人間にとって脅威と

なるだろう。それらの指導的な構成要素である存在は、

殻から切り離され、殻はそれ自身の意志がなく、アスト

ラルと磁場の引きつける力によって完全に支配されて、

場所から場所へと揺らぎ、浮遊している。

死後すぐに、本当の人間（霊と呼ばれることもある）

が少しの間、私たちとコミュニケーションをとることは

可能だが、死んだ人たちは、魂が生まれ変わるまでこの

世とは何の関係もない。この世の領域の外から敏感な人

や霊媒師に影響を与えることができるのは、私が説明し

た殻である。魂がなく、良心もないこれらは、決して亡

くなった人たちの霊ではない。それらは内なる人間に

よって脱ぎ捨てられた衣服であり、デヴァチャンへの飛

行中に捨てられた残忍な世俗的部分であり、そのため本

質的にアストラル的、この世的、情欲的であるため、古

老によって、常に悪魔、私たちの個人的な悪魔と見なさ

れてきた。もしこの殻が長い間、この世で現実の人間の

乗り物であった後に、自動的な記憶と意識を保持してい

なかったとしたら、それは本当に奇妙なことである。私

たちは、首を切られたカエルや鶏の体が、一見知性を持っ

てしばらくの間動き、行動しているのを見るが、より微

細で繊細なアストラル形態が、はるかに大きな一見知的

な方向性を持って行動し、移動することができないわけ

はない。

カーマローカの領域に存在し、実際、地球と太陽系の

すべての部分にも存在するものは、エレメンタルまたは

自然の力である。それらは無数にあり、ある意味で自然

の神経であるように、それらの分裂はほぼ無限である。

〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 472）

□秘教の五蘊（スカンダ）

ブラヴァツキー夫人の秘教的なスカンダについての言

及は、『マハートマ・レターズ』でさらに説明されている。

「私たちが人間（または何らかの存在）と呼ぶ肉体的・

精神的な個性を形成し、構成するのは、スカンダのグルー

プである。このグループは（秘教的な教えでは）５つの

スカンダから構成されている。ルーパ：物質的な性質や

属性、ヴェーダナ：感覚、サーナ：抽象的な考え、サムカー

ラ：肉体的と精神的の両方の傾向、ヴィナーナ：精神的

な力、第４番目の拡大、精神的・肉体的・道徳的な素因

を意味する。我々はさらに２つ、君が今後学ぶことがで

きるその性質と名前を追加する。今のところは、それら

が Sakkayaditthi「自 我 の 異 端 ま た は 妄 想」と、

Attavada「自我の教義」と関連しており、それらを生み

出すものであることを君に知らせるだけで十分だ。両方

とも（第５の原理の場合、魂は）、異端のマーヤーと、

祈りや代祷における無駄な儀式や、儀式の有効性を信じ

る 信 仰 に つ な が る」。（Vicente Hao Chin, Jr., The 

Mahatma Letters to A.P. Sinnett in chronological 

sequence No. 68 〈Quezon City: Theosophical 

Publishing House, 1993〉, 199）

 sakkaya-ditthi という単語はパーリ語（sakkaya「存

在の集合体」+ ditthi、「間違った見解や信念」）であり、

我々はスカンダによって形成された人格であるという間

違った考えを意味する。attavada という単語はまた、パー

リ語（attan「自己」+ vada「理論」）であり、人の個人

的な自我が実質的かつ恒久的な存在であるという錯覚を

指す。
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鮮明である。前者は魂のエネルギー的および質的な違い

に合わせて、多くの場所や状態を仮定している。カーマ

ローカやその他の状態では、肉体の生活によって制限さ

れた具体的な欲望が完全に表現され、トリブーヴァナで

は抽象的で慈悲深い思考者が高尚な思考の喜びを享受す

る。キリスト教正統派の天国にはこのような但し書きは

ない。また、天上の存在を単調に過ごすことは魂を疲弊

させ、成長ではなく停滞になるという事実を無視してい

る。デヴァチャンでの人生は願望の発展であり、妊娠、

誕生、漸増する成長、下方への勢い、別の状態への出発

という様々な段階を経て、すべては喜びに根ざしている。

死というただの事実には、魂を新たに形成するものは何

もない。魂はサイキック（心的）エネルギーの集まりで

あり、天国にこれらと共通する何かがないならば、なぜ

そこに引き寄せられるだろうか。魂は人間のするのとは

異なる。デヴァチャンでは、それぞれの人が同化できる

程度の至福を受け、自らの成長がその報酬を決める。キ

リスト教では、怒りっぽい年老いた聖人を他の聖なる魂

と同じように高く評価し、天才を凡庸な大衆のレベルに

沈めてしまう。一方ヒンズー教では、威厳ある人にも陽

気な人にも、天才の魂にも詩人の魂にも適した、無限に

多様な仕事と存在を与える。誰も望まない席に座ったり、

好きでもない聖歌を歌ったり、真珠で輝く通りを永遠に

歩かされて退屈になってしまうような街に住んだりはし

ない。原因と結果の法則により、デヴァチャンが単調に

なることは禁じられている。結果はそれまでのエネル

ギーに比例する。魂はデヴァチャンと地上生活の間で揺

れ動き、それぞれの場所で自分の継続的な発達に適した

条件を見つけ、努力によって完成に達し、作用と反作用

の法則の対象であることをやめて、代わりにその法則と

の意識的な協力者となる。

デヴァチャンは夢であるが、それは客観的な人生が夢

と呼べるような意味でしかない。夢と客観的生活のどち

らも、カルマが一方で完済し、他方で働き始めるまで続

く。デヴァチャンにいる人は、自分で作ったもの以外の

空間や時間の概念を持たない。その人は自分自身の世界

を作る。肉体にいるときの交流ではなく、本当の意味で

の親密で至福な関係の中で、これまでに愛したすべての

人と一緒にいる。人が死ぬとき、脳は最後に死ぬ。死が

宣言された後も、脳では生命が忙しく動き回っている。

魂は、過去のすべての出来事を集め、その総体を把握し、

平均的な傾向を際立たせ、支配的な希望を見出す。人の

最後の香気は、デヴァチャンの存在の基調を形成する。

生ぬるい人間は、天国にも地獄にも行かない。自然は彼

をその口から吐き出す。客観的、主観的を問わず、ポジ

ティブな状態はポジティブな推進力によってのみ到達す

る。デヴァチャンの配分は、魂の支配的な動機によって

決定される。憎む者が反作用で愛する者になることは

あっても、無関心な人には推進力も成長もないのである。

20

キリスト教の司祭たちは、偉大な権威である聖パウロ

が明確に言及しているにもかかわらず、何らかの理由で

人間の複合的な性質を熱心に無視していることは、偏見

のない探究者にとっては明らかである。聖パウロは肉体、

魂、霊について語ったが、司祭たちは肉体と魂について

説くだけである。パウロは人間には霊的な体があると宣

言したが、司祭たちは魂の体については曖昧なままであ

り、物質の棺の不条理な復活に固執している。セオソフィ

スト（神智学徒）の義務は、現代人の心をもう一度、人

間の構造の東洋的な分類に注意を向けさせることであっ

た。なぜなら、それを通してのみ人間の死の前と後の状

態を理解することができるからである。聖パウロが示し

た分類は３つで、ヒンズー教のものは７つである。聖パ

ウロのものは大まかに概要を必要とするが、詳細を調べ

る気にならない人のためのものである。しかし、霊、魂、

肉体は７つの分類のすべてを含んでおり、その７つの分

類はより完全な分析である。多くの深い思想家が、パウ

ロは完全な構造を知っていたが、彼自身の正当な理由に

よりそれを隠していたのではないかと疑っている。

体を分析すると、単なる分子構造以上のものが見えて

くる。それは、自然周期を通して体をまとめ働かせる力、

生命、あるいは力を示している。シネット氏は『エソテ

リック・ブッディズム』の中で、東洋の体系の知識を同

いものはないだろう。ヒンズー教徒の間では、それは

「アーカーシャ」として知られており、「エーテル」とも

訳されている。その性質を知ることで、東洋のヨギの素

晴らしい現象がすべてなし遂げられると言われている。

また、西洋で知られているような透視、透聴、霊媒、先

見者の予言は、その（アストラル光の）手段によっての

み可能であると主張している。それは私たちの行為と思

考の記録であり、地球の偉大な写真館であり、先見者は

これまでに起こったあらゆる出来事とこれから起こる出

来事を常に見つめることができる。海のようにその中を

泳いでいるのは、さまざまな種類の存在であり、亡くなっ

た男女のアストラルの遺骸でもある。薔薇十字団員をは

じめとするヨーロッパの神秘主義者たちは、これらの存

在をシルフ、サラマンダー、ノーム、ウンディーネ、エ

レメンタルと呼び、ヒンズー教ではガンダルヴァス（天

空の音楽家）、ヤクシャ、ラクシャなどと呼んでいる。

スピリチュアリストたちがもういない個人と勘違いして

いる死者の「お化け」は、このアカシック物質の中に浮

かんでおり、何世紀にもわたって神秘的なヒンズー教徒

の間では、ブータ（悪魔の別名）やピシャーチャ（最も

恐ろしい悪魔）として知られてきたが、いずれも地上に

近いところにある、良心を持たず、悪事にのみ力を発揮

する捨てられた魂の体と同じである。

しかし、「アストラル光」という言葉は、新しいもの

ではないにしても純粋に西洋で生まれたものである。ポ

ルフュリオスは、不滅で、光り輝き、「星のような」も

のであるとする天体や魂の体を指してこの言葉を使い、

パラケルススはそれを「恒星の光」（sidereal light）と

呼び、後にアストラルと呼ばれるようになり、「アニマ・

ムンディ」や「世界の魂」と同じだと言われた。現代の

科学者たちが「発光性エーテル」や「放射性物質」と呼

ぶのは、この光にアプローチしているからである。偉大

な天文学者であるカミーユ・フラマリオンは、生涯にわ

たって神智学協会の会員であったが、彼の小説 

“Uranie” の中でアストラル光について語り、次のよう

に述べている。「これらすべての太陽から発せられる計

り知れない光、これらの太陽に照らされたすべての世界

が空間を通って人々に反射する光は、無限の天全体で、

何世紀も、何日も、幾瞬間も、過ぎ去るままに写真とし

て刻みつける。……このことから、すべての世界の歴史

は完全に分散することなく宇宙を旅しており、過去のす

べての出来事は現在であり、無限の懐の中で永遠に生き

ているということになる」。

馴染みのないものやオカルト的なものと同様に、アス

トラル光を定義するのは難しく、特に「光」と呼ばれて

いるという事実からもそうである。それは私たちが知っ

ているような光でもなければ、闇でもない。おそらく、

透視能力者がそれを使って見たときに、遠くの物体が照

らされているように見えたので、光だと言われたのだろ

う。しかし同じように遠くの音を聞くことができ、重い

体を浮かせ、匂いを何千マイルも運んだり、思考を読ん

だり、霊媒によるさまざまな現象がその（アストラル光

の）作用下でもたらされるため、「光」という言葉が使

われてきたが、これは避けられないことではあるが、に

もかかわらず間違っている。

正確な定義をするためには、この光のすべての機能と

力を含まなければならないが、それらは神秘主義者でさ

え完全には知られておらず、科学者にとっては完全に未

知の領域であるため、部分的な分析で満足しなければな

らない。アストラル光は星から発せられて地球を包み込

み、地球のすべての原子と、地球上のすべての分子に浸

透している、不可視のエーテルとして容易に想像できる

物質である。この物質は、引力と斥力の法則に従って、

正と負の方向に振動している。これにより、蛇に象徴さ

れる円運動がもたらされる。アストラル光は、植物を成

長させるだけでなく人間の心臓の拡張期と収縮期を維持

している、宇宙的に言えば偉大な最終的動因、つまり原

動力なのである。

この光は、写真の感光板の働きによく似ている。フラ

マリオンが言うように、この光は一瞬一瞬の実写をとら

え、それを保持している。このため、エジプトでは「記

録者」と呼ばれ、キリスト教では「記録の天使」、ヒンズー

教では死者を裁くヤマ（閻魔）であるという側面がある。

なぜなら、そこに印象づける実写によって、私たちはカ

ルマによって裁かれるからである。

アストラル光は、巨大なスクリーンや反射板として地

球上を垂れ込めて、遍在する、人間の強力な催眠術師と

なる。私たちの祖先や私たち自身が行ったすべての善悪

の行為の写真は、私たちの内なる自己に常に存在してお

り、私たちは常に暗示によってそれらに感銘を受け、そ

の場に行って同じように行う。これについて、フランス

の偉大な司祭であるエリファス・レヴィは次のように述

べている。「私たちは社会にいるとき、想像もしなかっ

たような邪悪な考えや暗示に襲われて驚くことが多い

が、それが病的な隣人の存在にのみ起因することに気づ

かない。この事実は非常に重要であり、良心の顕在化に

関係しているからである。病んだ魂は呼気が悪く、道徳

的な雰囲気を汚す。つまり、彼らは不純な反射を、彼ら

を透過するアストラルの光と混ぜ合わせて、有害な流れ

を作るのである」(1)。

また、この光には有用な機能がある。過去のすべての

出来事や物事の実写が保存されており、太陽の下に新し

いものは何もないので、長い間埋もれていた文明の器具、

アイデア、哲学、芸術、科学が、アストラルから生きて

いる人間の脳に絶えず実写で映し出されているのであ

る。このことは、２人以上の発明家や科学者がほぼ同時

期に、互いに無関係でいて同じアイデアや発明を思いつ

くという、よくある「偶然の一致」だけでなく、その他

の出来事や不思議な出来事にも意味を与えている。

自称科学者の中には、テレパシーやその他の現象につ

いて饒舌に語る者もいるが、思考の伝達や幻影、透視、

あるいはあらゆる種類の人間の間で日常的に見られるオ

カルト的な性質を持つ 100 種類以上の現象について、自

然界に十分な理由を与えてはいない。思考が言葉を介さ

ずに、ある脳から別の脳へと直接伝達されることを認め

るのはよいが、その伝達は媒体なしにどのようにして行

われるのだろうか。その媒体とは、アストラル光である。

思考が脳の中で形作られた瞬間、それはこの光の中に描

かれ、そこから、それをそのまま受け取ることができる

ほど敏感な他の脳によって再び取り出される。

アストラル界の奇妙な特性と、別の記事で述べた魂の

鞘の実際の運命を知っていたので、いつの時代の神智学

のアデプトたちも、死者が戻ってきたというふりをして

も信じなかった。エリファス・レヴィはこのことをよく

知っていて、次のように述べている。「パラケルススの

言うアストラルの幽霊を形成するのは、エーテル流体と

結合したアストラル光である。このアストラル体は死に

東方からのこだま

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野未来
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エジプトの「死者の書」の第十章には、死後、体のな

い魂がさまざまな完成度で留まる場所が記されている。

ある者は３キュービットの高さの小麦を取ることが示さ

れ、「彼は〔アアンルー〕の畑を収穫した」とあるが、

他の者はそれを収穫することしか許されていない。この

ように、ある者は精神的な至福の完璧さを享受し、他の

者は魂に神の正義が下される場所や状態の中でわずかな

程度にしか到達できない。

デヴァチャンは報酬の地であり、霊的な結果の領域で

ある。ここで言う霊的という言葉は、体からの離脱を意

味しており、私たちの物質的な存在に関連してのみ使わ

れるべきものである。キリスト教徒は、天国の物質的な

環境によってこの事実を示している。シークレット・ド

クトリンの中で、H・P・ブラヴァツキーは次のように

述べている。「死そのものは人間をそれ（カルマ）から

解放することはできない。なぜなら死は、人間がこの世

の別の人生へと通過するためのドアに過ぎず、その入り

口であるデヴァチャンで少し休んだ後に通過するからで

ある」。デバチャンとは、人生の入り口のことである。

ヒンズー教では語源的には神々の場所、インドラの天国

である。インドラは天の支配者であり、インドラの領域

に到達することができる人に幸福と領地の長期にわたる

贈り物を与える。『バガヴァッド・ギーター』には、「イ

ンドラの天国で無数の年にわたって幸福を享受した後、

人はこの世に再び生まれる」と書かれている。

この記事では、肉体を除いた人間全体がデバチャンに

入ると仮定している。しかし、それは違う。神智学が教

える私たちの７つの本質の死後の分類は正確である。そ

れは生と死と輪廻の基本を示している。神智学は人間と

いう複合的な存在が、自然というもう一つの複合的な存

在と類似していることを示している。両者は多様性の中

の統一体である。自然の中にとどまっている人間は、自

然と同じように、分裂と再結合を繰り返す。この７つの

分類については、今後の記事で紹介されるだろう。

デヴァチャンは、肉体の死後に主観的な幸福が長く続

く状態であり、明らかにキリスト教徒の言う天国である

が、異なる点がある。デヴァチャンは、科学的に可能な

天国である。天国そのものが自然に投影された神の法則

に合致しなければならない。睡眠が肉体からの解放であ

り、その間に夢を見るように、死は完全な分離と解放で

あり、その後デヴァチャンで夢を見て、再び地上で新し

い肉体に転生すると、再び目を覚ました存在と呼ばれる

ようになるのである。もし、休息を得ることができる場

所や状態が用意されていなければ、人間の魂でさえ、絶

え間ない再生の繰り返しに疲れてしまうであろう。どん

なエネルギーも消滅させることはできないが、特に精神

的なエネルギーはどこかに出口を見つけなければならな

い。それはデヴァチャンにある。この実現こそが魂の休

息なのである。心の奥底にある願望、最高のニーズはそ

こで満たされる。そこでは、あらゆる希望が完全に、そ

して輝かしい花を咲かせる。この至福の状態を長く保つ

ために、ヒンズー教の書物には多くの呪文が書かれてお

り、無数の儀式や捧げ物が用意されているが、それらは

すべてデヴァチャンでの長期滞在を目的としている。キ

リスト教徒も全く同じである。天国に憧れ、そこに行け

るように祈り、自分にとって最良と思われる預言的な儀

式や行為を神に捧げるが、唯一の違いは、ヒンズー教徒

の半分もそれを科学的に行わないことである。ヒンズー

教徒はキリスト教徒よりも、この天国についての概念が

国人にもたらそうと、この力をプラーナまたはジーヴァ

と呼んだが、他の人はプラーナとのみ呼んでいる。これ

は、生命力の人間的側面がプラーナ、つまり呼吸に依存

しているため、より適切と思われる。

聖パウロの言う霊を、私たちの目的のためにサンスク

リット語の「アートマ」であると考えられるだろう。霊

は普遍的であり、不可分であり、万人に共通するもので

ある。言い換えれば、多くの霊が存在し、それぞれの人

間に１つずつ存在するのではなく、ただ１つの霊がすべ

ての人間を同じように照らし、世界に存在する生物の数

と同じだけの魂を見出しているのである。人間の中では、

霊はより完全な道具を持っていて、それを使って働くこ

とができる。この霊の本体が哲学の基礎であり、それに

基づいて全体の構造が成り立っている。霊を個別化し、

各人間に、その人間に固有で他のどの人間の霊とも異な

る独自の霊を割り当てることは、神智学の哲学全体を地

面に投げ捨てることであり、その倫理を無効にし、目的

を破棄することになる。

それからヒンズー教では、すべてのものを含み、その

基礎となり支えとなる「アートマ（霊）」を出発点として、

魂や内なる人間を覆う「鞘（さや）」の理論を提唱して

いる。これらの鞘は、進化が始まり、目に見えるものが

現れた瞬間に必要となるもので、魂の目的を自然と共に

達成するためのものである。このようにして、ここでは

説明できないようなプロセスを経て、生命と意識の現象

を説明するための分類にたどり着くのである。

霊が使用し、自我が経験を得るための６つの乗り物（シ

ネット氏の命名法を採用）は以下の通りである。

全体の乗り物としての肉体。

生命力、すなわちプラーナ。

アストラル体（リンガシャリーラ）。

アストラル魂（カーマルーパ）。

人間魂（マナス）。

霊的魂（ブッディ）。

リンガシャリーラは、肉体よりももっと繊細な身体と

して必要とされる。カーマルーパは欲望と情熱の本体、

つまり集合体であり、マナスは正しくは心と呼ばれ、ブッ

ディは脳や心を超えた最高の知性であるとされている。

ブッディは識別するものである。

死体が死ぬと、プラーナは力の貯蔵庫に戻る。アスト

ラル体はより長い期間を経て消滅するが、ある種の他の

力に助けられて、カーマルーパと共に降霊会の部屋に

戻ってくることがよくあり、そこで故人、つき続ける嘘、

常に存在する罠になりすます。人間と霊的魂は、前にデ

ヴァチャンまたは天国として説明した状態に入る。そこ

での滞在は、この世の人生で発生したその状態に適した

エネルギーに応じて、長くなったり短くなったりする。

これらのエネルギーが枯渇し始めると、自我は徐々に地

上生活に引き戻され、そこで人間の世代を通じて、別の

アストラル体、生命力、動物魂を持つ新しい体を手に入

れる。

これが「輪廻転生の輪」であり、人間は肉体を持って

生きている間に真の倫理に従い、真の知識と意識を獲得

しない限り、そこから逃れることはできない。ブッダは、

この絶え間なく回転する輪を止めるために、自分の完全

な法を宣言した。そして、真のセオソフィスト（神智学徒）

の目的は、国々の癒しのためにその偉大で輝かしい「法

の輪」を回すことなのである。
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ヒンズー教では、シンボルとしても生物としても蛇を

尊んでいる。蛇は、波状の線を描きながら永遠の宇宙を

駆ける太陽の広大な回転と、急速に回転する地球の小さ

い軌道を表現している。定期的に皮を脱ぐことで、生命

の再生や輪廻転生を目に見える形で示し、巻きついて攻

撃することで、私たちの行動に根拠を持ち確実に打撃を

与えるカルマ・ネメシスの法則の働きを示している。尾

を口にくわえて円を形成するシンボルとして、蛇は永遠、

必然の円、すべてを破壊する時間を表している。年長の

イニシエートには、悪魔的であると同時に神的でもある

アストラルの光としても語られた。

神智学の研究分野において、アストラル光ほど興味深

よって解放されると、似ているという共感によって過去

の人生の反映を引き寄せ、長い間維持する」。なぜなら、

アストラル光と生きている霊媒のアストラル体がこれら

の魂のない幻影を呼び起こし、同じ貯蔵庫から彼らの話

し方、声色、特徴的な性格を取り出し、この堕落した行

為の騙された信者たちは、死んだ友人や親戚の自我が

戻ってきたと想像して騙されるからである。

しかし、私がここで言及したものは、アストラル光の

さまざまな特性のうちのいくつかの例に過ぎない。私た

ちの世界に関する限り、アストラル光はどこにでもあり、

すべてのものに浸透している。思考、行動、出来事、音色、

音、色、すべてのものの実写を把握する写真のように精

確な力を持ち、人の心に自分自身を映し出すという意味

では反射性があり、正の側面からは反発し、負の側面か

らは魅力的であり、強い意志や身体の異常な状態によっ

て身体の周りに引き寄せられると、物理的な力では貫通

できないほどの極度の密度を持つことができる。このよ

うな作用は、セイラムでの魔女狩り騒ぎの際に公式に記

録されたいくつかの事実を説明している。そこでは、石

やその他の飛来物が憑依された人に向かってくるが、そ

れらは常に重力の力でその人の足元に落ちてくることが

わかった。ヒンズー教のヨギは、矢やその他の発射物を

自分に向かって投げさせると、その勢いがどんなに大き

くても、すべて自分の足元に落ちてくることから、この

ようなアストラル光の凝縮を利用している証拠を示して

いる。

アストラル光は、科学では認識されていない、催眠現

象の強力な要因である。その作用は、ビネーやシャルコー

などが提起した問題の多くを説明するものであり、特に

被験者が２つ以上の異なる人格を想定しているように見

える部類では、被験者はそれぞれの経験の特定の層に属

する事柄や表現の特異性だけを記憶することができるの

である。このような不思議な現象は、アストラル光の流

れに起因している。それぞれの流れの中には、明確な一

連の反射が見られ、それらは内なる人間に取り込まれ、

内なる人間はあたかも自分自身のものであるかのよう

に、この段階での会話や行動を通してそれらを報告する。

これらの流れを利用して、透視能力者や透聴力者は、無

意識のうちに人生の隠されたページを読んでいるように

見える。

したがってこの光には、悪い画像や良い画像を印象づ

けることができ、それらはすべての人間の潜在意識に反

映される。もし、現代人が得意とするような悪い画像で

アストラル光を埋め尽くせば、それは私たちの悪魔とな

り破壊者となるであろう。しかし少数の善良な男女の例

によって、新しい純粋な種類の出来事がこの永遠のカン

バスに描かれるならば、それは私たちの「神聖な向上さ

せるもの」となるだろう。

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

（1）Dogme et Rituel de la Haute Magie.
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鮮明である。前者は魂のエネルギー的および質的な違い

に合わせて、多くの場所や状態を仮定している。カーマ

ローカやその他の状態では、肉体の生活によって制限さ

れた具体的な欲望が完全に表現され、トリブーヴァナで

は抽象的で慈悲深い思考者が高尚な思考の喜びを享受す

る。キリスト教正統派の天国にはこのような但し書きは

ない。また、天上の存在を単調に過ごすことは魂を疲弊

させ、成長ではなく停滞になるという事実を無視してい

る。デヴァチャンでの人生は願望の発展であり、妊娠、

誕生、漸増する成長、下方への勢い、別の状態への出発

という様々な段階を経て、すべては喜びに根ざしている。

死というただの事実には、魂を新たに形成するものは何

もない。魂はサイキック（心的）エネルギーの集まりで

あり、天国にこれらと共通する何かがないならば、なぜ

そこに引き寄せられるだろうか。魂は人間のするのとは

異なる。デヴァチャンでは、それぞれの人が同化できる

程度の至福を受け、自らの成長がその報酬を決める。キ

リスト教では、怒りっぽい年老いた聖人を他の聖なる魂

と同じように高く評価し、天才を凡庸な大衆のレベルに

沈めてしまう。一方ヒンズー教では、威厳ある人にも陽

気な人にも、天才の魂にも詩人の魂にも適した、無限に

多様な仕事と存在を与える。誰も望まない席に座ったり、

好きでもない聖歌を歌ったり、真珠で輝く通りを永遠に

歩かされて退屈になってしまうような街に住んだりはし

ない。原因と結果の法則により、デヴァチャンが単調に

なることは禁じられている。結果はそれまでのエネル

ギーに比例する。魂はデヴァチャンと地上生活の間で揺

れ動き、それぞれの場所で自分の継続的な発達に適した

条件を見つけ、努力によって完成に達し、作用と反作用

の法則の対象であることをやめて、代わりにその法則と

の意識的な協力者となる。

デヴァチャンは夢であるが、それは客観的な人生が夢

と呼べるような意味でしかない。夢と客観的生活のどち

らも、カルマが一方で完済し、他方で働き始めるまで続

く。デヴァチャンにいる人は、自分で作ったもの以外の

空間や時間の概念を持たない。その人は自分自身の世界

を作る。肉体にいるときの交流ではなく、本当の意味で

の親密で至福な関係の中で、これまでに愛したすべての

人と一緒にいる。人が死ぬとき、脳は最後に死ぬ。死が

宣言された後も、脳では生命が忙しく動き回っている。

魂は、過去のすべての出来事を集め、その総体を把握し、

平均的な傾向を際立たせ、支配的な希望を見出す。人の

最後の香気は、デヴァチャンの存在の基調を形成する。

生ぬるい人間は、天国にも地獄にも行かない。自然は彼

をその口から吐き出す。客観的、主観的を問わず、ポジ

ティブな状態はポジティブな推進力によってのみ到達す

る。デヴァチャンの配分は、魂の支配的な動機によって

決定される。憎む者が反作用で愛する者になることは

あっても、無関心な人には推進力も成長もないのである。
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キリスト教の司祭たちは、偉大な権威である聖パウロ

が明確に言及しているにもかかわらず、何らかの理由で

人間の複合的な性質を熱心に無視していることは、偏見

のない探究者にとっては明らかである。聖パウロは肉体、

魂、霊について語ったが、司祭たちは肉体と魂について

説くだけである。パウロは人間には霊的な体があると宣

言したが、司祭たちは魂の体については曖昧なままであ

り、物質の棺の不条理な復活に固執している。セオソフィ

スト（神智学徒）の義務は、現代人の心をもう一度、人

間の構造の東洋的な分類に注意を向けさせることであっ

た。なぜなら、それを通してのみ人間の死の前と後の状

態を理解することができるからである。聖パウロが示し

た分類は３つで、ヒンズー教のものは７つである。聖パ

ウロのものは大まかに概要を必要とするが、詳細を調べ

る気にならない人のためのものである。しかし、霊、魂、

肉体は７つの分類のすべてを含んでおり、その７つの分

類はより完全な分析である。多くの深い思想家が、パウ

ロは完全な構造を知っていたが、彼自身の正当な理由に

よりそれを隠していたのではないかと疑っている。

体を分析すると、単なる分子構造以上のものが見えて

くる。それは、自然周期を通して体をまとめ働かせる力、

生命、あるいは力を示している。シネット氏は『エソテ

リック・ブッディズム』の中で、東洋の体系の知識を同

いものはないだろう。ヒンズー教徒の間では、それは

「アーカーシャ」として知られており、「エーテル」とも

訳されている。その性質を知ることで、東洋のヨギの素

晴らしい現象がすべてなし遂げられると言われている。

また、西洋で知られているような透視、透聴、霊媒、先

見者の予言は、その（アストラル光の）手段によっての

み可能であると主張している。それは私たちの行為と思

考の記録であり、地球の偉大な写真館であり、先見者は

これまでに起こったあらゆる出来事とこれから起こる出

来事を常に見つめることができる。海のようにその中を

泳いでいるのは、さまざまな種類の存在であり、亡くなっ

た男女のアストラルの遺骸でもある。薔薇十字団員をは

じめとするヨーロッパの神秘主義者たちは、これらの存

在をシルフ、サラマンダー、ノーム、ウンディーネ、エ

レメンタルと呼び、ヒンズー教ではガンダルヴァス（天

空の音楽家）、ヤクシャ、ラクシャなどと呼んでいる。

スピリチュアリストたちがもういない個人と勘違いして

いる死者の「お化け」は、このアカシック物質の中に浮

かんでおり、何世紀にもわたって神秘的なヒンズー教徒

の間では、ブータ（悪魔の別名）やピシャーチャ（最も

恐ろしい悪魔）として知られてきたが、いずれも地上に

近いところにある、良心を持たず、悪事にのみ力を発揮

する捨てられた魂の体と同じである。

しかし、「アストラル光」という言葉は、新しいもの

ではないにしても純粋に西洋で生まれたものである。ポ

ルフュリオスは、不滅で、光り輝き、「星のような」も

のであるとする天体や魂の体を指してこの言葉を使い、

パラケルススはそれを「恒星の光」（sidereal light）と

呼び、後にアストラルと呼ばれるようになり、「アニマ・

ムンディ」や「世界の魂」と同じだと言われた。現代の

科学者たちが「発光性エーテル」や「放射性物質」と呼

ぶのは、この光にアプローチしているからである。偉大

な天文学者であるカミーユ・フラマリオンは、生涯にわ

たって神智学協会の会員であったが、彼の小説 

“Uranie” の中でアストラル光について語り、次のよう

に述べている。「これらすべての太陽から発せられる計

り知れない光、これらの太陽に照らされたすべての世界

が空間を通って人々に反射する光は、無限の天全体で、

何世紀も、何日も、幾瞬間も、過ぎ去るままに写真とし

て刻みつける。……このことから、すべての世界の歴史

は完全に分散することなく宇宙を旅しており、過去のす

べての出来事は現在であり、無限の懐の中で永遠に生き

ているということになる」。

馴染みのないものやオカルト的なものと同様に、アス

トラル光を定義するのは難しく、特に「光」と呼ばれて

いるという事実からもそうである。それは私たちが知っ

ているような光でもなければ、闇でもない。おそらく、

透視能力者がそれを使って見たときに、遠くの物体が照

らされているように見えたので、光だと言われたのだろ

う。しかし同じように遠くの音を聞くことができ、重い

体を浮かせ、匂いを何千マイルも運んだり、思考を読ん

だり、霊媒によるさまざまな現象がその（アストラル光

の）作用下でもたらされるため、「光」という言葉が使

われてきたが、これは避けられないことではあるが、に

もかかわらず間違っている。

正確な定義をするためには、この光のすべての機能と

力を含まなければならないが、それらは神秘主義者でさ

え完全には知られておらず、科学者にとっては完全に未

知の領域であるため、部分的な分析で満足しなければな

らない。アストラル光は星から発せられて地球を包み込

み、地球のすべての原子と、地球上のすべての分子に浸

透している、不可視のエーテルとして容易に想像できる

物質である。この物質は、引力と斥力の法則に従って、

正と負の方向に振動している。これにより、蛇に象徴さ

れる円運動がもたらされる。アストラル光は、植物を成

長させるだけでなく人間の心臓の拡張期と収縮期を維持

している、宇宙的に言えば偉大な最終的動因、つまり原

動力なのである。

この光は、写真の感光板の働きによく似ている。フラ

マリオンが言うように、この光は一瞬一瞬の実写をとら

え、それを保持している。このため、エジプトでは「記

録者」と呼ばれ、キリスト教では「記録の天使」、ヒンズー

教では死者を裁くヤマ（閻魔）であるという側面がある。

なぜなら、そこに印象づける実写によって、私たちはカ

ルマによって裁かれるからである。

アストラル光は、巨大なスクリーンや反射板として地

球上を垂れ込めて、遍在する、人間の強力な催眠術師と

なる。私たちの祖先や私たち自身が行ったすべての善悪

の行為の写真は、私たちの内なる自己に常に存在してお

り、私たちは常に暗示によってそれらに感銘を受け、そ

の場に行って同じように行う。これについて、フランス

の偉大な司祭であるエリファス・レヴィは次のように述

べている。「私たちは社会にいるとき、想像もしなかっ

たような邪悪な考えや暗示に襲われて驚くことが多い

が、それが病的な隣人の存在にのみ起因することに気づ

かない。この事実は非常に重要であり、良心の顕在化に

関係しているからである。病んだ魂は呼気が悪く、道徳

的な雰囲気を汚す。つまり、彼らは不純な反射を、彼ら

を透過するアストラルの光と混ぜ合わせて、有害な流れ

を作るのである」(1)。

また、この光には有用な機能がある。過去のすべての

出来事や物事の実写が保存されており、太陽の下に新し

いものは何もないので、長い間埋もれていた文明の器具、

アイデア、哲学、芸術、科学が、アストラルから生きて

いる人間の脳に絶えず実写で映し出されているのであ

る。このことは、２人以上の発明家や科学者がほぼ同時

期に、互いに無関係でいて同じアイデアや発明を思いつ

くという、よくある「偶然の一致」だけでなく、その他

の出来事や不思議な出来事にも意味を与えている。

自称科学者の中には、テレパシーやその他の現象につ

いて饒舌に語る者もいるが、思考の伝達や幻影、透視、

あるいはあらゆる種類の人間の間で日常的に見られるオ

カルト的な性質を持つ 100 種類以上の現象について、自

然界に十分な理由を与えてはいない。思考が言葉を介さ

ずに、ある脳から別の脳へと直接伝達されることを認め

るのはよいが、その伝達は媒体なしにどのようにして行

われるのだろうか。その媒体とは、アストラル光である。

思考が脳の中で形作られた瞬間、それはこの光の中に描

かれ、そこから、それをそのまま受け取ることができる

ほど敏感な他の脳によって再び取り出される。

アストラル界の奇妙な特性と、別の記事で述べた魂の

鞘の実際の運命を知っていたので、いつの時代の神智学

のアデプトたちも、死者が戻ってきたというふりをして

も信じなかった。エリファス・レヴィはこのことをよく

知っていて、次のように述べている。「パラケルススの

言うアストラルの幽霊を形成するのは、エーテル流体と

結合したアストラル光である。このアストラル体は死に
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エジプトの「死者の書」の第十章には、死後、体のな

い魂がさまざまな完成度で留まる場所が記されている。

ある者は３キュービットの高さの小麦を取ることが示さ

れ、「彼は〔アアンルー〕の畑を収穫した」とあるが、

他の者はそれを収穫することしか許されていない。この

ように、ある者は精神的な至福の完璧さを享受し、他の

者は魂に神の正義が下される場所や状態の中でわずかな

程度にしか到達できない。

デヴァチャンは報酬の地であり、霊的な結果の領域で

ある。ここで言う霊的という言葉は、体からの離脱を意

味しており、私たちの物質的な存在に関連してのみ使わ

れるべきものである。キリスト教徒は、天国の物質的な

環境によってこの事実を示している。シークレット・ド

クトリンの中で、H・P・ブラヴァツキーは次のように

述べている。「死そのものは人間をそれ（カルマ）から

解放することはできない。なぜなら死は、人間がこの世

の別の人生へと通過するためのドアに過ぎず、その入り

口であるデヴァチャンで少し休んだ後に通過するからで

ある」。デバチャンとは、人生の入り口のことである。

ヒンズー教では語源的には神々の場所、インドラの天国

である。インドラは天の支配者であり、インドラの領域

に到達することができる人に幸福と領地の長期にわたる

贈り物を与える。『バガヴァッド・ギーター』には、「イ

ンドラの天国で無数の年にわたって幸福を享受した後、

人はこの世に再び生まれる」と書かれている。

この記事では、肉体を除いた人間全体がデバチャンに

入ると仮定している。しかし、それは違う。神智学が教

える私たちの７つの本質の死後の分類は正確である。そ

れは生と死と輪廻の基本を示している。神智学は人間と

いう複合的な存在が、自然というもう一つの複合的な存

在と類似していることを示している。両者は多様性の中

の統一体である。自然の中にとどまっている人間は、自

然と同じように、分裂と再結合を繰り返す。この７つの

分類については、今後の記事で紹介されるだろう。

デヴァチャンは、肉体の死後に主観的な幸福が長く続

く状態であり、明らかにキリスト教徒の言う天国である

が、異なる点がある。デヴァチャンは、科学的に可能な

天国である。天国そのものが自然に投影された神の法則

に合致しなければならない。睡眠が肉体からの解放であ

り、その間に夢を見るように、死は完全な分離と解放で

あり、その後デヴァチャンで夢を見て、再び地上で新し

い肉体に転生すると、再び目を覚ました存在と呼ばれる

ようになるのである。もし、休息を得ることができる場

所や状態が用意されていなければ、人間の魂でさえ、絶

え間ない再生の繰り返しに疲れてしまうであろう。どん

なエネルギーも消滅させることはできないが、特に精神

的なエネルギーはどこかに出口を見つけなければならな

い。それはデヴァチャンにある。この実現こそが魂の休

息なのである。心の奥底にある願望、最高のニーズはそ

こで満たされる。そこでは、あらゆる希望が完全に、そ

して輝かしい花を咲かせる。この至福の状態を長く保つ

ために、ヒンズー教の書物には多くの呪文が書かれてお

り、無数の儀式や捧げ物が用意されているが、それらは

すべてデヴァチャンでの長期滞在を目的としている。キ

リスト教徒も全く同じである。天国に憧れ、そこに行け

るように祈り、自分にとって最良と思われる預言的な儀

式や行為を神に捧げるが、唯一の違いは、ヒンズー教徒

の半分もそれを科学的に行わないことである。ヒンズー

教徒はキリスト教徒よりも、この天国についての概念が

国人にもたらそうと、この力をプラーナまたはジーヴァ

と呼んだが、他の人はプラーナとのみ呼んでいる。これ

は、生命力の人間的側面がプラーナ、つまり呼吸に依存

しているため、より適切と思われる。

聖パウロの言う霊を、私たちの目的のためにサンスク

リット語の「アートマ」であると考えられるだろう。霊

は普遍的であり、不可分であり、万人に共通するもので

ある。言い換えれば、多くの霊が存在し、それぞれの人

間に１つずつ存在するのではなく、ただ１つの霊がすべ

ての人間を同じように照らし、世界に存在する生物の数

と同じだけの魂を見出しているのである。人間の中では、

霊はより完全な道具を持っていて、それを使って働くこ

とができる。この霊の本体が哲学の基礎であり、それに

基づいて全体の構造が成り立っている。霊を個別化し、

各人間に、その人間に固有で他のどの人間の霊とも異な

る独自の霊を割り当てることは、神智学の哲学全体を地

面に投げ捨てることであり、その倫理を無効にし、目的

を破棄することになる。

それからヒンズー教では、すべてのものを含み、その

基礎となり支えとなる「アートマ（霊）」を出発点として、

魂や内なる人間を覆う「鞘（さや）」の理論を提唱して

いる。これらの鞘は、進化が始まり、目に見えるものが

現れた瞬間に必要となるもので、魂の目的を自然と共に

達成するためのものである。このようにして、ここでは

説明できないようなプロセスを経て、生命と意識の現象

を説明するための分類にたどり着くのである。

霊が使用し、自我が経験を得るための６つの乗り物（シ

ネット氏の命名法を採用）は以下の通りである。

全体の乗り物としての肉体。

生命力、すなわちプラーナ。

アストラル体（リンガシャリーラ）。

アストラル魂（カーマルーパ）。

人間魂（マナス）。

霊的魂（ブッディ）。

リンガシャリーラは、肉体よりももっと繊細な身体と

して必要とされる。カーマルーパは欲望と情熱の本体、

つまり集合体であり、マナスは正しくは心と呼ばれ、ブッ

ディは脳や心を超えた最高の知性であるとされている。

ブッディは識別するものである。

死体が死ぬと、プラーナは力の貯蔵庫に戻る。アスト

ラル体はより長い期間を経て消滅するが、ある種の他の

力に助けられて、カーマルーパと共に降霊会の部屋に

戻ってくることがよくあり、そこで故人、つき続ける嘘、

常に存在する罠になりすます。人間と霊的魂は、前にデ

ヴァチャンまたは天国として説明した状態に入る。そこ

での滞在は、この世の人生で発生したその状態に適した

エネルギーに応じて、長くなったり短くなったりする。

これらのエネルギーが枯渇し始めると、自我は徐々に地

上生活に引き戻され、そこで人間の世代を通じて、別の

アストラル体、生命力、動物魂を持つ新しい体を手に入

れる。

これが「輪廻転生の輪」であり、人間は肉体を持って

生きている間に真の倫理に従い、真の知識と意識を獲得

しない限り、そこから逃れることはできない。ブッダは、

この絶え間なく回転する輪を止めるために、自分の完全

な法を宣言した。そして、真のセオソフィスト（神智学徒）

の目的は、国々の癒しのためにその偉大で輝かしい「法

の輪」を回すことなのである。
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ヒンズー教では、シンボルとしても生物としても蛇を

尊んでいる。蛇は、波状の線を描きながら永遠の宇宙を

駆ける太陽の広大な回転と、急速に回転する地球の小さ

い軌道を表現している。定期的に皮を脱ぐことで、生命

の再生や輪廻転生を目に見える形で示し、巻きついて攻

撃することで、私たちの行動に根拠を持ち確実に打撃を

与えるカルマ・ネメシスの法則の働きを示している。尾

を口にくわえて円を形成するシンボルとして、蛇は永遠、

必然の円、すべてを破壊する時間を表している。年長の

イニシエートには、悪魔的であると同時に神的でもある

アストラルの光としても語られた。

神智学の研究分野において、アストラル光ほど興味深

よって解放されると、似ているという共感によって過去

の人生の反映を引き寄せ、長い間維持する」。なぜなら、

アストラル光と生きている霊媒のアストラル体がこれら

の魂のない幻影を呼び起こし、同じ貯蔵庫から彼らの話

し方、声色、特徴的な性格を取り出し、この堕落した行

為の騙された信者たちは、死んだ友人や親戚の自我が

戻ってきたと想像して騙されるからである。

しかし、私がここで言及したものは、アストラル光の

さまざまな特性のうちのいくつかの例に過ぎない。私た

ちの世界に関する限り、アストラル光はどこにでもあり、

すべてのものに浸透している。思考、行動、出来事、音色、

音、色、すべてのものの実写を把握する写真のように精

確な力を持ち、人の心に自分自身を映し出すという意味

では反射性があり、正の側面からは反発し、負の側面か

らは魅力的であり、強い意志や身体の異常な状態によっ

て身体の周りに引き寄せられると、物理的な力では貫通

できないほどの極度の密度を持つことができる。このよ

うな作用は、セイラムでの魔女狩り騒ぎの際に公式に記

録されたいくつかの事実を説明している。そこでは、石

やその他の飛来物が憑依された人に向かってくるが、そ

れらは常に重力の力でその人の足元に落ちてくることが

わかった。ヒンズー教のヨギは、矢やその他の発射物を

自分に向かって投げさせると、その勢いがどんなに大き

くても、すべて自分の足元に落ちてくることから、この

ようなアストラル光の凝縮を利用している証拠を示して

いる。

アストラル光は、科学では認識されていない、催眠現

象の強力な要因である。その作用は、ビネーやシャルコー

などが提起した問題の多くを説明するものであり、特に

被験者が２つ以上の異なる人格を想定しているように見

える部類では、被験者はそれぞれの経験の特定の層に属

する事柄や表現の特異性だけを記憶することができるの

である。このような不思議な現象は、アストラル光の流

れに起因している。それぞれの流れの中には、明確な一

連の反射が見られ、それらは内なる人間に取り込まれ、

内なる人間はあたかも自分自身のものであるかのよう

に、この段階での会話や行動を通してそれらを報告する。

これらの流れを利用して、透視能力者や透聴力者は、無

意識のうちに人生の隠されたページを読んでいるように

見える。

したがってこの光には、悪い画像や良い画像を印象づ

けることができ、それらはすべての人間の潜在意識に反

映される。もし、現代人が得意とするような悪い画像で

アストラル光を埋め尽くせば、それは私たちの悪魔とな

り破壊者となるであろう。しかし少数の善良な男女の例

によって、新しい純粋な種類の出来事がこの永遠のカン

バスに描かれるならば、それは私たちの「神聖な向上さ

せるもの」となるだろう。

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

（1）Dogme et Rituel de la Haute Magie.
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鮮明である。前者は魂のエネルギー的および質的な違い

に合わせて、多くの場所や状態を仮定している。カーマ

ローカやその他の状態では、肉体の生活によって制限さ

れた具体的な欲望が完全に表現され、トリブーヴァナで

は抽象的で慈悲深い思考者が高尚な思考の喜びを享受す

る。キリスト教正統派の天国にはこのような但し書きは

ない。また、天上の存在を単調に過ごすことは魂を疲弊

させ、成長ではなく停滞になるという事実を無視してい

る。デヴァチャンでの人生は願望の発展であり、妊娠、

誕生、漸増する成長、下方への勢い、別の状態への出発

という様々な段階を経て、すべては喜びに根ざしている。

死というただの事実には、魂を新たに形成するものは何

もない。魂はサイキック（心的）エネルギーの集まりで

あり、天国にこれらと共通する何かがないならば、なぜ

そこに引き寄せられるだろうか。魂は人間のするのとは

異なる。デヴァチャンでは、それぞれの人が同化できる

程度の至福を受け、自らの成長がその報酬を決める。キ

リスト教では、怒りっぽい年老いた聖人を他の聖なる魂

と同じように高く評価し、天才を凡庸な大衆のレベルに

沈めてしまう。一方ヒンズー教では、威厳ある人にも陽

気な人にも、天才の魂にも詩人の魂にも適した、無限に

多様な仕事と存在を与える。誰も望まない席に座ったり、

好きでもない聖歌を歌ったり、真珠で輝く通りを永遠に

歩かされて退屈になってしまうような街に住んだりはし

ない。原因と結果の法則により、デヴァチャンが単調に

なることは禁じられている。結果はそれまでのエネル

ギーに比例する。魂はデヴァチャンと地上生活の間で揺

れ動き、それぞれの場所で自分の継続的な発達に適した

条件を見つけ、努力によって完成に達し、作用と反作用

の法則の対象であることをやめて、代わりにその法則と

の意識的な協力者となる。

デヴァチャンは夢であるが、それは客観的な人生が夢

と呼べるような意味でしかない。夢と客観的生活のどち

らも、カルマが一方で完済し、他方で働き始めるまで続

く。デヴァチャンにいる人は、自分で作ったもの以外の

空間や時間の概念を持たない。その人は自分自身の世界

を作る。肉体にいるときの交流ではなく、本当の意味で

の親密で至福な関係の中で、これまでに愛したすべての

人と一緒にいる。人が死ぬとき、脳は最後に死ぬ。死が

宣言された後も、脳では生命が忙しく動き回っている。

魂は、過去のすべての出来事を集め、その総体を把握し、

平均的な傾向を際立たせ、支配的な希望を見出す。人の

最後の香気は、デヴァチャンの存在の基調を形成する。

生ぬるい人間は、天国にも地獄にも行かない。自然は彼

をその口から吐き出す。客観的、主観的を問わず、ポジ

ティブな状態はポジティブな推進力によってのみ到達す

る。デヴァチャンの配分は、魂の支配的な動機によって

決定される。憎む者が反作用で愛する者になることは

あっても、無関心な人には推進力も成長もないのである。
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キリスト教の司祭たちは、偉大な権威である聖パウロ

が明確に言及しているにもかかわらず、何らかの理由で

人間の複合的な性質を熱心に無視していることは、偏見

のない探究者にとっては明らかである。聖パウロは肉体、

魂、霊について語ったが、司祭たちは肉体と魂について

説くだけである。パウロは人間には霊的な体があると宣

言したが、司祭たちは魂の体については曖昧なままであ

り、物質の棺の不条理な復活に固執している。セオソフィ

スト（神智学徒）の義務は、現代人の心をもう一度、人

間の構造の東洋的な分類に注意を向けさせることであっ

た。なぜなら、それを通してのみ人間の死の前と後の状

態を理解することができるからである。聖パウロが示し

た分類は３つで、ヒンズー教のものは７つである。聖パ

ウロのものは大まかに概要を必要とするが、詳細を調べ

る気にならない人のためのものである。しかし、霊、魂、

肉体は７つの分類のすべてを含んでおり、その７つの分

類はより完全な分析である。多くの深い思想家が、パウ

ロは完全な構造を知っていたが、彼自身の正当な理由に

よりそれを隠していたのではないかと疑っている。

体を分析すると、単なる分子構造以上のものが見えて

くる。それは、自然周期を通して体をまとめ働かせる力、

生命、あるいは力を示している。シネット氏は『エソテ

リック・ブッディズム』の中で、東洋の体系の知識を同

いものはないだろう。ヒンズー教徒の間では、それは

「アーカーシャ」として知られており、「エーテル」とも

訳されている。その性質を知ることで、東洋のヨギの素

晴らしい現象がすべてなし遂げられると言われている。

また、西洋で知られているような透視、透聴、霊媒、先

見者の予言は、その（アストラル光の）手段によっての

み可能であると主張している。それは私たちの行為と思

考の記録であり、地球の偉大な写真館であり、先見者は

これまでに起こったあらゆる出来事とこれから起こる出

来事を常に見つめることができる。海のようにその中を

泳いでいるのは、さまざまな種類の存在であり、亡くなっ

た男女のアストラルの遺骸でもある。薔薇十字団員をは

じめとするヨーロッパの神秘主義者たちは、これらの存

在をシルフ、サラマンダー、ノーム、ウンディーネ、エ

レメンタルと呼び、ヒンズー教ではガンダルヴァス（天

空の音楽家）、ヤクシャ、ラクシャなどと呼んでいる。

スピリチュアリストたちがもういない個人と勘違いして

いる死者の「お化け」は、このアカシック物質の中に浮

かんでおり、何世紀にもわたって神秘的なヒンズー教徒

の間では、ブータ（悪魔の別名）やピシャーチャ（最も

恐ろしい悪魔）として知られてきたが、いずれも地上に

近いところにある、良心を持たず、悪事にのみ力を発揮

する捨てられた魂の体と同じである。

しかし、「アストラル光」という言葉は、新しいもの

ではないにしても純粋に西洋で生まれたものである。ポ

ルフュリオスは、不滅で、光り輝き、「星のような」も

のであるとする天体や魂の体を指してこの言葉を使い、

パラケルススはそれを「恒星の光」（sidereal light）と

呼び、後にアストラルと呼ばれるようになり、「アニマ・

ムンディ」や「世界の魂」と同じだと言われた。現代の

科学者たちが「発光性エーテル」や「放射性物質」と呼

ぶのは、この光にアプローチしているからである。偉大

な天文学者であるカミーユ・フラマリオンは、生涯にわ

たって神智学協会の会員であったが、彼の小説 

“Uranie” の中でアストラル光について語り、次のよう

に述べている。「これらすべての太陽から発せられる計

り知れない光、これらの太陽に照らされたすべての世界

が空間を通って人々に反射する光は、無限の天全体で、

何世紀も、何日も、幾瞬間も、過ぎ去るままに写真とし

て刻みつける。……このことから、すべての世界の歴史

は完全に分散することなく宇宙を旅しており、過去のす

べての出来事は現在であり、無限の懐の中で永遠に生き

ているということになる」。

馴染みのないものやオカルト的なものと同様に、アス

トラル光を定義するのは難しく、特に「光」と呼ばれて

いるという事実からもそうである。それは私たちが知っ

ているような光でもなければ、闇でもない。おそらく、

透視能力者がそれを使って見たときに、遠くの物体が照

らされているように見えたので、光だと言われたのだろ

う。しかし同じように遠くの音を聞くことができ、重い

体を浮かせ、匂いを何千マイルも運んだり、思考を読ん

だり、霊媒によるさまざまな現象がその（アストラル光

の）作用下でもたらされるため、「光」という言葉が使

われてきたが、これは避けられないことではあるが、に

もかかわらず間違っている。

正確な定義をするためには、この光のすべての機能と

力を含まなければならないが、それらは神秘主義者でさ

え完全には知られておらず、科学者にとっては完全に未

知の領域であるため、部分的な分析で満足しなければな

らない。アストラル光は星から発せられて地球を包み込

み、地球のすべての原子と、地球上のすべての分子に浸

透している、不可視のエーテルとして容易に想像できる

物質である。この物質は、引力と斥力の法則に従って、

正と負の方向に振動している。これにより、蛇に象徴さ

れる円運動がもたらされる。アストラル光は、植物を成

長させるだけでなく人間の心臓の拡張期と収縮期を維持

している、宇宙的に言えば偉大な最終的動因、つまり原

動力なのである。

この光は、写真の感光板の働きによく似ている。フラ

マリオンが言うように、この光は一瞬一瞬の実写をとら

え、それを保持している。このため、エジプトでは「記

録者」と呼ばれ、キリスト教では「記録の天使」、ヒンズー

教では死者を裁くヤマ（閻魔）であるという側面がある。

なぜなら、そこに印象づける実写によって、私たちはカ

ルマによって裁かれるからである。

アストラル光は、巨大なスクリーンや反射板として地

球上を垂れ込めて、遍在する、人間の強力な催眠術師と

なる。私たちの祖先や私たち自身が行ったすべての善悪

の行為の写真は、私たちの内なる自己に常に存在してお

り、私たちは常に暗示によってそれらに感銘を受け、そ

の場に行って同じように行う。これについて、フランス

の偉大な司祭であるエリファス・レヴィは次のように述

べている。「私たちは社会にいるとき、想像もしなかっ

たような邪悪な考えや暗示に襲われて驚くことが多い

が、それが病的な隣人の存在にのみ起因することに気づ

かない。この事実は非常に重要であり、良心の顕在化に

関係しているからである。病んだ魂は呼気が悪く、道徳

的な雰囲気を汚す。つまり、彼らは不純な反射を、彼ら

を透過するアストラルの光と混ぜ合わせて、有害な流れ

を作るのである」(1)。

また、この光には有用な機能がある。過去のすべての

出来事や物事の実写が保存されており、太陽の下に新し

いものは何もないので、長い間埋もれていた文明の器具、

アイデア、哲学、芸術、科学が、アストラルから生きて

いる人間の脳に絶えず実写で映し出されているのであ

る。このことは、２人以上の発明家や科学者がほぼ同時

期に、互いに無関係でいて同じアイデアや発明を思いつ

くという、よくある「偶然の一致」だけでなく、その他

の出来事や不思議な出来事にも意味を与えている。

自称科学者の中には、テレパシーやその他の現象につ

いて饒舌に語る者もいるが、思考の伝達や幻影、透視、

あるいはあらゆる種類の人間の間で日常的に見られるオ

カルト的な性質を持つ 100 種類以上の現象について、自

然界に十分な理由を与えてはいない。思考が言葉を介さ

ずに、ある脳から別の脳へと直接伝達されることを認め

るのはよいが、その伝達は媒体なしにどのようにして行

われるのだろうか。その媒体とは、アストラル光である。

思考が脳の中で形作られた瞬間、それはこの光の中に描

かれ、そこから、それをそのまま受け取ることができる

ほど敏感な他の脳によって再び取り出される。

アストラル界の奇妙な特性と、別の記事で述べた魂の

鞘の実際の運命を知っていたので、いつの時代の神智学

のアデプトたちも、死者が戻ってきたというふりをして

も信じなかった。エリファス・レヴィはこのことをよく

知っていて、次のように述べている。「パラケルススの

言うアストラルの幽霊を形成するのは、エーテル流体と

結合したアストラル光である。このアストラル体は死に
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エジプトの「死者の書」の第十章には、死後、体のな

い魂がさまざまな完成度で留まる場所が記されている。

ある者は３キュービットの高さの小麦を取ることが示さ

れ、「彼は〔アアンルー〕の畑を収穫した」とあるが、

他の者はそれを収穫することしか許されていない。この

ように、ある者は精神的な至福の完璧さを享受し、他の

者は魂に神の正義が下される場所や状態の中でわずかな

程度にしか到達できない。

デヴァチャンは報酬の地であり、霊的な結果の領域で

ある。ここで言う霊的という言葉は、体からの離脱を意

味しており、私たちの物質的な存在に関連してのみ使わ

れるべきものである。キリスト教徒は、天国の物質的な

環境によってこの事実を示している。シークレット・ド

クトリンの中で、H・P・ブラヴァツキーは次のように

述べている。「死そのものは人間をそれ（カルマ）から

解放することはできない。なぜなら死は、人間がこの世

の別の人生へと通過するためのドアに過ぎず、その入り

口であるデヴァチャンで少し休んだ後に通過するからで

ある」。デバチャンとは、人生の入り口のことである。

ヒンズー教では語源的には神々の場所、インドラの天国

である。インドラは天の支配者であり、インドラの領域

に到達することができる人に幸福と領地の長期にわたる

贈り物を与える。『バガヴァッド・ギーター』には、「イ

ンドラの天国で無数の年にわたって幸福を享受した後、

人はこの世に再び生まれる」と書かれている。

この記事では、肉体を除いた人間全体がデバチャンに

入ると仮定している。しかし、それは違う。神智学が教

える私たちの７つの本質の死後の分類は正確である。そ

れは生と死と輪廻の基本を示している。神智学は人間と

いう複合的な存在が、自然というもう一つの複合的な存

在と類似していることを示している。両者は多様性の中

の統一体である。自然の中にとどまっている人間は、自

然と同じように、分裂と再結合を繰り返す。この７つの

分類については、今後の記事で紹介されるだろう。

デヴァチャンは、肉体の死後に主観的な幸福が長く続

く状態であり、明らかにキリスト教徒の言う天国である

が、異なる点がある。デヴァチャンは、科学的に可能な

天国である。天国そのものが自然に投影された神の法則

に合致しなければならない。睡眠が肉体からの解放であ

り、その間に夢を見るように、死は完全な分離と解放で

あり、その後デヴァチャンで夢を見て、再び地上で新し

い肉体に転生すると、再び目を覚ました存在と呼ばれる

ようになるのである。もし、休息を得ることができる場

所や状態が用意されていなければ、人間の魂でさえ、絶

え間ない再生の繰り返しに疲れてしまうであろう。どん

なエネルギーも消滅させることはできないが、特に精神

的なエネルギーはどこかに出口を見つけなければならな

い。それはデヴァチャンにある。この実現こそが魂の休

息なのである。心の奥底にある願望、最高のニーズはそ

こで満たされる。そこでは、あらゆる希望が完全に、そ

して輝かしい花を咲かせる。この至福の状態を長く保つ

ために、ヒンズー教の書物には多くの呪文が書かれてお

り、無数の儀式や捧げ物が用意されているが、それらは

すべてデヴァチャンでの長期滞在を目的としている。キ

リスト教徒も全く同じである。天国に憧れ、そこに行け

るように祈り、自分にとって最良と思われる預言的な儀

式や行為を神に捧げるが、唯一の違いは、ヒンズー教徒

の半分もそれを科学的に行わないことである。ヒンズー

教徒はキリスト教徒よりも、この天国についての概念が

国人にもたらそうと、この力をプラーナまたはジーヴァ

と呼んだが、他の人はプラーナとのみ呼んでいる。これ

は、生命力の人間的側面がプラーナ、つまり呼吸に依存

しているため、より適切と思われる。

聖パウロの言う霊を、私たちの目的のためにサンスク

リット語の「アートマ」であると考えられるだろう。霊

は普遍的であり、不可分であり、万人に共通するもので

ある。言い換えれば、多くの霊が存在し、それぞれの人

間に１つずつ存在するのではなく、ただ１つの霊がすべ

ての人間を同じように照らし、世界に存在する生物の数

と同じだけの魂を見出しているのである。人間の中では、

霊はより完全な道具を持っていて、それを使って働くこ

とができる。この霊の本体が哲学の基礎であり、それに

基づいて全体の構造が成り立っている。霊を個別化し、

各人間に、その人間に固有で他のどの人間の霊とも異な

る独自の霊を割り当てることは、神智学の哲学全体を地

面に投げ捨てることであり、その倫理を無効にし、目的

を破棄することになる。

それからヒンズー教では、すべてのものを含み、その

基礎となり支えとなる「アートマ（霊）」を出発点として、

魂や内なる人間を覆う「鞘（さや）」の理論を提唱して

いる。これらの鞘は、進化が始まり、目に見えるものが

現れた瞬間に必要となるもので、魂の目的を自然と共に

達成するためのものである。このようにして、ここでは

説明できないようなプロセスを経て、生命と意識の現象

を説明するための分類にたどり着くのである。

霊が使用し、自我が経験を得るための６つの乗り物（シ

ネット氏の命名法を採用）は以下の通りである。

全体の乗り物としての肉体。

生命力、すなわちプラーナ。

アストラル体（リンガシャリーラ）。

アストラル魂（カーマルーパ）。

人間魂（マナス）。

霊的魂（ブッディ）。

リンガシャリーラは、肉体よりももっと繊細な身体と

して必要とされる。カーマルーパは欲望と情熱の本体、

つまり集合体であり、マナスは正しくは心と呼ばれ、ブッ

ディは脳や心を超えた最高の知性であるとされている。

ブッディは識別するものである。

死体が死ぬと、プラーナは力の貯蔵庫に戻る。アスト

ラル体はより長い期間を経て消滅するが、ある種の他の

力に助けられて、カーマルーパと共に降霊会の部屋に

戻ってくることがよくあり、そこで故人、つき続ける嘘、

常に存在する罠になりすます。人間と霊的魂は、前にデ

ヴァチャンまたは天国として説明した状態に入る。そこ

での滞在は、この世の人生で発生したその状態に適した

エネルギーに応じて、長くなったり短くなったりする。

これらのエネルギーが枯渇し始めると、自我は徐々に地

上生活に引き戻され、そこで人間の世代を通じて、別の

アストラル体、生命力、動物魂を持つ新しい体を手に入

れる。

これが「輪廻転生の輪」であり、人間は肉体を持って

生きている間に真の倫理に従い、真の知識と意識を獲得

しない限り、そこから逃れることはできない。ブッダは、

この絶え間なく回転する輪を止めるために、自分の完全

な法を宣言した。そして、真のセオソフィスト（神智学徒）

の目的は、国々の癒しのためにその偉大で輝かしい「法

の輪」を回すことなのである。
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ヒンズー教では、シンボルとしても生物としても蛇を

尊んでいる。蛇は、波状の線を描きながら永遠の宇宙を

駆ける太陽の広大な回転と、急速に回転する地球の小さ

い軌道を表現している。定期的に皮を脱ぐことで、生命

の再生や輪廻転生を目に見える形で示し、巻きついて攻

撃することで、私たちの行動に根拠を持ち確実に打撃を

与えるカルマ・ネメシスの法則の働きを示している。尾

を口にくわえて円を形成するシンボルとして、蛇は永遠、

必然の円、すべてを破壊する時間を表している。年長の

イニシエートには、悪魔的であると同時に神的でもある

アストラルの光としても語られた。

神智学の研究分野において、アストラル光ほど興味深

よって解放されると、似ているという共感によって過去

の人生の反映を引き寄せ、長い間維持する」。なぜなら、

アストラル光と生きている霊媒のアストラル体がこれら

の魂のない幻影を呼び起こし、同じ貯蔵庫から彼らの話

し方、声色、特徴的な性格を取り出し、この堕落した行

為の騙された信者たちは、死んだ友人や親戚の自我が

戻ってきたと想像して騙されるからである。

しかし、私がここで言及したものは、アストラル光の

さまざまな特性のうちのいくつかの例に過ぎない。私た

ちの世界に関する限り、アストラル光はどこにでもあり、

すべてのものに浸透している。思考、行動、出来事、音色、

音、色、すべてのものの実写を把握する写真のように精

確な力を持ち、人の心に自分自身を映し出すという意味

では反射性があり、正の側面からは反発し、負の側面か

らは魅力的であり、強い意志や身体の異常な状態によっ

て身体の周りに引き寄せられると、物理的な力では貫通

できないほどの極度の密度を持つことができる。このよ

うな作用は、セイラムでの魔女狩り騒ぎの際に公式に記

録されたいくつかの事実を説明している。そこでは、石

やその他の飛来物が憑依された人に向かってくるが、そ

れらは常に重力の力でその人の足元に落ちてくることが

わかった。ヒンズー教のヨギは、矢やその他の発射物を

自分に向かって投げさせると、その勢いがどんなに大き

くても、すべて自分の足元に落ちてくることから、この

ようなアストラル光の凝縮を利用している証拠を示して

いる。

アストラル光は、科学では認識されていない、催眠現

象の強力な要因である。その作用は、ビネーやシャルコー

などが提起した問題の多くを説明するものであり、特に

被験者が２つ以上の異なる人格を想定しているように見

える部類では、被験者はそれぞれの経験の特定の層に属

する事柄や表現の特異性だけを記憶することができるの

である。このような不思議な現象は、アストラル光の流

れに起因している。それぞれの流れの中には、明確な一

連の反射が見られ、それらは内なる人間に取り込まれ、

内なる人間はあたかも自分自身のものであるかのよう

に、この段階での会話や行動を通してそれらを報告する。

これらの流れを利用して、透視能力者や透聴力者は、無

意識のうちに人生の隠されたページを読んでいるように

見える。

したがってこの光には、悪い画像や良い画像を印象づ

けることができ、それらはすべての人間の潜在意識に反

映される。もし、現代人が得意とするような悪い画像で

アストラル光を埋め尽くせば、それは私たちの悪魔とな

り破壊者となるであろう。しかし少数の善良な男女の例

によって、新しい純粋な種類の出来事がこの永遠のカン

バスに描かれるならば、それは私たちの「神聖な向上さ

せるもの」となるだろう。

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

（1）Dogme et Rituel de la Haute Magie.



鮮明である。前者は魂のエネルギー的および質的な違い

に合わせて、多くの場所や状態を仮定している。カーマ

ローカやその他の状態では、肉体の生活によって制限さ

れた具体的な欲望が完全に表現され、トリブーヴァナで

は抽象的で慈悲深い思考者が高尚な思考の喜びを享受す

る。キリスト教正統派の天国にはこのような但し書きは

ない。また、天上の存在を単調に過ごすことは魂を疲弊

させ、成長ではなく停滞になるという事実を無視してい

る。デヴァチャンでの人生は願望の発展であり、妊娠、

誕生、漸増する成長、下方への勢い、別の状態への出発

という様々な段階を経て、すべては喜びに根ざしている。

死というただの事実には、魂を新たに形成するものは何

もない。魂はサイキック（心的）エネルギーの集まりで

あり、天国にこれらと共通する何かがないならば、なぜ

そこに引き寄せられるだろうか。魂は人間のするのとは

異なる。デヴァチャンでは、それぞれの人が同化できる

程度の至福を受け、自らの成長がその報酬を決める。キ

リスト教では、怒りっぽい年老いた聖人を他の聖なる魂

と同じように高く評価し、天才を凡庸な大衆のレベルに

沈めてしまう。一方ヒンズー教では、威厳ある人にも陽

気な人にも、天才の魂にも詩人の魂にも適した、無限に

多様な仕事と存在を与える。誰も望まない席に座ったり、

好きでもない聖歌を歌ったり、真珠で輝く通りを永遠に

歩かされて退屈になってしまうような街に住んだりはし

ない。原因と結果の法則により、デヴァチャンが単調に

なることは禁じられている。結果はそれまでのエネル

ギーに比例する。魂はデヴァチャンと地上生活の間で揺

れ動き、それぞれの場所で自分の継続的な発達に適した

条件を見つけ、努力によって完成に達し、作用と反作用

の法則の対象であることをやめて、代わりにその法則と

の意識的な協力者となる。

デヴァチャンは夢であるが、それは客観的な人生が夢

と呼べるような意味でしかない。夢と客観的生活のどち

らも、カルマが一方で完済し、他方で働き始めるまで続

く。デヴァチャンにいる人は、自分で作ったもの以外の

空間や時間の概念を持たない。その人は自分自身の世界

を作る。肉体にいるときの交流ではなく、本当の意味で

の親密で至福な関係の中で、これまでに愛したすべての

人と一緒にいる。人が死ぬとき、脳は最後に死ぬ。死が

宣言された後も、脳では生命が忙しく動き回っている。

魂は、過去のすべての出来事を集め、その総体を把握し、

平均的な傾向を際立たせ、支配的な希望を見出す。人の

最後の香気は、デヴァチャンの存在の基調を形成する。

生ぬるい人間は、天国にも地獄にも行かない。自然は彼

をその口から吐き出す。客観的、主観的を問わず、ポジ

ティブな状態はポジティブな推進力によってのみ到達す

る。デヴァチャンの配分は、魂の支配的な動機によって

決定される。憎む者が反作用で愛する者になることは

あっても、無関心な人には推進力も成長もないのである。

20

キリスト教の司祭たちは、偉大な権威である聖パウロ

が明確に言及しているにもかかわらず、何らかの理由で

人間の複合的な性質を熱心に無視していることは、偏見

のない探究者にとっては明らかである。聖パウロは肉体、

魂、霊について語ったが、司祭たちは肉体と魂について

説くだけである。パウロは人間には霊的な体があると宣

言したが、司祭たちは魂の体については曖昧なままであ

り、物質の棺の不条理な復活に固執している。セオソフィ

スト（神智学徒）の義務は、現代人の心をもう一度、人

間の構造の東洋的な分類に注意を向けさせることであっ

た。なぜなら、それを通してのみ人間の死の前と後の状

態を理解することができるからである。聖パウロが示し

た分類は３つで、ヒンズー教のものは７つである。聖パ

ウロのものは大まかに概要を必要とするが、詳細を調べ

る気にならない人のためのものである。しかし、霊、魂、

肉体は７つの分類のすべてを含んでおり、その７つの分

類はより完全な分析である。多くの深い思想家が、パウ

ロは完全な構造を知っていたが、彼自身の正当な理由に

よりそれを隠していたのではないかと疑っている。

体を分析すると、単なる分子構造以上のものが見えて

くる。それは、自然周期を通して体をまとめ働かせる力、

生命、あるいは力を示している。シネット氏は『エソテ

リック・ブッディズム』の中で、東洋の体系の知識を同
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いものはないだろう。ヒンズー教徒の間では、それは

「アーカーシャ」として知られており、「エーテル」とも

訳されている。その性質を知ることで、東洋のヨギの素

晴らしい現象がすべてなし遂げられると言われている。

また、西洋で知られているような透視、透聴、霊媒、先

見者の予言は、その（アストラル光の）手段によっての

み可能であると主張している。それは私たちの行為と思

考の記録であり、地球の偉大な写真館であり、先見者は

これまでに起こったあらゆる出来事とこれから起こる出

来事を常に見つめることができる。海のようにその中を

泳いでいるのは、さまざまな種類の存在であり、亡くなっ

た男女のアストラルの遺骸でもある。薔薇十字団員をは

じめとするヨーロッパの神秘主義者たちは、これらの存

在をシルフ、サラマンダー、ノーム、ウンディーネ、エ

レメンタルと呼び、ヒンズー教ではガンダルヴァス（天

空の音楽家）、ヤクシャ、ラクシャなどと呼んでいる。

スピリチュアリストたちがもういない個人と勘違いして

いる死者の「お化け」は、このアカシック物質の中に浮

かんでおり、何世紀にもわたって神秘的なヒンズー教徒

の間では、ブータ（悪魔の別名）やピシャーチャ（最も

恐ろしい悪魔）として知られてきたが、いずれも地上に

近いところにある、良心を持たず、悪事にのみ力を発揮

する捨てられた魂の体と同じである。

しかし、「アストラル光」という言葉は、新しいもの

ではないにしても純粋に西洋で生まれたものである。ポ

ルフュリオスは、不滅で、光り輝き、「星のような」も

のであるとする天体や魂の体を指してこの言葉を使い、

パラケルススはそれを「恒星の光」（sidereal light）と

呼び、後にアストラルと呼ばれるようになり、「アニマ・

ムンディ」や「世界の魂」と同じだと言われた。現代の

科学者たちが「発光性エーテル」や「放射性物質」と呼

ぶのは、この光にアプローチしているからである。偉大

な天文学者であるカミーユ・フラマリオンは、生涯にわ

たって神智学協会の会員であったが、彼の小説 

“Uranie” の中でアストラル光について語り、次のよう

に述べている。「これらすべての太陽から発せられる計

り知れない光、これらの太陽に照らされたすべての世界

が空間を通って人々に反射する光は、無限の天全体で、

何世紀も、何日も、幾瞬間も、過ぎ去るままに写真とし

て刻みつける。……このことから、すべての世界の歴史

は完全に分散することなく宇宙を旅しており、過去のす

べての出来事は現在であり、無限の懐の中で永遠に生き

ているということになる」。

馴染みのないものやオカルト的なものと同様に、アス

トラル光を定義するのは難しく、特に「光」と呼ばれて

いるという事実からもそうである。それは私たちが知っ

ているような光でもなければ、闇でもない。おそらく、

透視能力者がそれを使って見たときに、遠くの物体が照

らされているように見えたので、光だと言われたのだろ

う。しかし同じように遠くの音を聞くことができ、重い

体を浮かせ、匂いを何千マイルも運んだり、思考を読ん

だり、霊媒によるさまざまな現象がその（アストラル光

の）作用下でもたらされるため、「光」という言葉が使

われてきたが、これは避けられないことではあるが、に

もかかわらず間違っている。

正確な定義をするためには、この光のすべての機能と

力を含まなければならないが、それらは神秘主義者でさ

え完全には知られておらず、科学者にとっては完全に未

知の領域であるため、部分的な分析で満足しなければな

らない。アストラル光は星から発せられて地球を包み込

み、地球のすべての原子と、地球上のすべての分子に浸

透している、不可視のエーテルとして容易に想像できる

物質である。この物質は、引力と斥力の法則に従って、

正と負の方向に振動している。これにより、蛇に象徴さ

れる円運動がもたらされる。アストラル光は、植物を成

長させるだけでなく人間の心臓の拡張期と収縮期を維持

している、宇宙的に言えば偉大な最終的動因、つまり原

動力なのである。

この光は、写真の感光板の働きによく似ている。フラ

マリオンが言うように、この光は一瞬一瞬の実写をとら

え、それを保持している。このため、エジプトでは「記

録者」と呼ばれ、キリスト教では「記録の天使」、ヒンズー

教では死者を裁くヤマ（閻魔）であるという側面がある。

なぜなら、そこに印象づける実写によって、私たちはカ

ルマによって裁かれるからである。

アストラル光は、巨大なスクリーンや反射板として地

球上を垂れ込めて、遍在する、人間の強力な催眠術師と

なる。私たちの祖先や私たち自身が行ったすべての善悪

の行為の写真は、私たちの内なる自己に常に存在してお

り、私たちは常に暗示によってそれらに感銘を受け、そ

の場に行って同じように行う。これについて、フランス

の偉大な司祭であるエリファス・レヴィは次のように述

べている。「私たちは社会にいるとき、想像もしなかっ

たような邪悪な考えや暗示に襲われて驚くことが多い

が、それが病的な隣人の存在にのみ起因することに気づ

かない。この事実は非常に重要であり、良心の顕在化に

関係しているからである。病んだ魂は呼気が悪く、道徳

的な雰囲気を汚す。つまり、彼らは不純な反射を、彼ら

を透過するアストラルの光と混ぜ合わせて、有害な流れ

を作るのである」(1)。

また、この光には有用な機能がある。過去のすべての

出来事や物事の実写が保存されており、太陽の下に新し

いものは何もないので、長い間埋もれていた文明の器具、

アイデア、哲学、芸術、科学が、アストラルから生きて

いる人間の脳に絶えず実写で映し出されているのであ

る。このことは、２人以上の発明家や科学者がほぼ同時

期に、互いに無関係でいて同じアイデアや発明を思いつ

くという、よくある「偶然の一致」だけでなく、その他

の出来事や不思議な出来事にも意味を与えている。

自称科学者の中には、テレパシーやその他の現象につ

いて饒舌に語る者もいるが、思考の伝達や幻影、透視、

あるいはあらゆる種類の人間の間で日常的に見られるオ

カルト的な性質を持つ 100 種類以上の現象について、自

然界に十分な理由を与えてはいない。思考が言葉を介さ

ずに、ある脳から別の脳へと直接伝達されることを認め

るのはよいが、その伝達は媒体なしにどのようにして行

われるのだろうか。その媒体とは、アストラル光である。

思考が脳の中で形作られた瞬間、それはこの光の中に描

かれ、そこから、それをそのまま受け取ることができる

ほど敏感な他の脳によって再び取り出される。

アストラル界の奇妙な特性と、別の記事で述べた魂の

鞘の実際の運命を知っていたので、いつの時代の神智学

のアデプトたちも、死者が戻ってきたというふりをして

も信じなかった。エリファス・レヴィはこのことをよく

知っていて、次のように述べている。「パラケルススの

言うアストラルの幽霊を形成するのは、エーテル流体と

結合したアストラル光である。このアストラル体は死に
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エジプトの「死者の書」の第十章には、死後、体のな

い魂がさまざまな完成度で留まる場所が記されている。

ある者は３キュービットの高さの小麦を取ることが示さ

れ、「彼は〔アアンルー〕の畑を収穫した」とあるが、

他の者はそれを収穫することしか許されていない。この

ように、ある者は精神的な至福の完璧さを享受し、他の

者は魂に神の正義が下される場所や状態の中でわずかな

程度にしか到達できない。

デヴァチャンは報酬の地であり、霊的な結果の領域で

ある。ここで言う霊的という言葉は、体からの離脱を意

味しており、私たちの物質的な存在に関連してのみ使わ

れるべきものである。キリスト教徒は、天国の物質的な

環境によってこの事実を示している。シークレット・ド

クトリンの中で、H・P・ブラヴァツキーは次のように

述べている。「死そのものは人間をそれ（カルマ）から

解放することはできない。なぜなら死は、人間がこの世

の別の人生へと通過するためのドアに過ぎず、その入り

口であるデヴァチャンで少し休んだ後に通過するからで

ある」。デバチャンとは、人生の入り口のことである。

ヒンズー教では語源的には神々の場所、インドラの天国

である。インドラは天の支配者であり、インドラの領域

に到達することができる人に幸福と領地の長期にわたる

贈り物を与える。『バガヴァッド・ギーター』には、「イ

ンドラの天国で無数の年にわたって幸福を享受した後、

人はこの世に再び生まれる」と書かれている。

この記事では、肉体を除いた人間全体がデバチャンに

入ると仮定している。しかし、それは違う。神智学が教

える私たちの７つの本質の死後の分類は正確である。そ

れは生と死と輪廻の基本を示している。神智学は人間と

いう複合的な存在が、自然というもう一つの複合的な存

在と類似していることを示している。両者は多様性の中

の統一体である。自然の中にとどまっている人間は、自

然と同じように、分裂と再結合を繰り返す。この７つの

分類については、今後の記事で紹介されるだろう。

デヴァチャンは、肉体の死後に主観的な幸福が長く続

く状態であり、明らかにキリスト教徒の言う天国である

が、異なる点がある。デヴァチャンは、科学的に可能な

天国である。天国そのものが自然に投影された神の法則

に合致しなければならない。睡眠が肉体からの解放であ

り、その間に夢を見るように、死は完全な分離と解放で

あり、その後デヴァチャンで夢を見て、再び地上で新し

い肉体に転生すると、再び目を覚ました存在と呼ばれる

ようになるのである。もし、休息を得ることができる場

所や状態が用意されていなければ、人間の魂でさえ、絶

え間ない再生の繰り返しに疲れてしまうであろう。どん

なエネルギーも消滅させることはできないが、特に精神

的なエネルギーはどこかに出口を見つけなければならな

い。それはデヴァチャンにある。この実現こそが魂の休

息なのである。心の奥底にある願望、最高のニーズはそ

こで満たされる。そこでは、あらゆる希望が完全に、そ

して輝かしい花を咲かせる。この至福の状態を長く保つ

ために、ヒンズー教の書物には多くの呪文が書かれてお

り、無数の儀式や捧げ物が用意されているが、それらは

すべてデヴァチャンでの長期滞在を目的としている。キ

リスト教徒も全く同じである。天国に憧れ、そこに行け

るように祈り、自分にとって最良と思われる預言的な儀

式や行為を神に捧げるが、唯一の違いは、ヒンズー教徒

の半分もそれを科学的に行わないことである。ヒンズー

教徒はキリスト教徒よりも、この天国についての概念が

国人にもたらそうと、この力をプラーナまたはジーヴァ

と呼んだが、他の人はプラーナとのみ呼んでいる。これ

は、生命力の人間的側面がプラーナ、つまり呼吸に依存

しているため、より適切と思われる。

聖パウロの言う霊を、私たちの目的のためにサンスク

リット語の「アートマ」であると考えられるだろう。霊

は普遍的であり、不可分であり、万人に共通するもので

ある。言い換えれば、多くの霊が存在し、それぞれの人

間に１つずつ存在するのではなく、ただ１つの霊がすべ

ての人間を同じように照らし、世界に存在する生物の数

と同じだけの魂を見出しているのである。人間の中では、

霊はより完全な道具を持っていて、それを使って働くこ

とができる。この霊の本体が哲学の基礎であり、それに

基づいて全体の構造が成り立っている。霊を個別化し、

各人間に、その人間に固有で他のどの人間の霊とも異な

る独自の霊を割り当てることは、神智学の哲学全体を地

面に投げ捨てることであり、その倫理を無効にし、目的

を破棄することになる。

それからヒンズー教では、すべてのものを含み、その

基礎となり支えとなる「アートマ（霊）」を出発点として、

魂や内なる人間を覆う「鞘（さや）」の理論を提唱して

いる。これらの鞘は、進化が始まり、目に見えるものが

現れた瞬間に必要となるもので、魂の目的を自然と共に

達成するためのものである。このようにして、ここでは

説明できないようなプロセスを経て、生命と意識の現象

を説明するための分類にたどり着くのである。

霊が使用し、自我が経験を得るための６つの乗り物（シ

ネット氏の命名法を採用）は以下の通りである。

全体の乗り物としての肉体。

生命力、すなわちプラーナ。

アストラル体（リンガシャリーラ）。

アストラル魂（カーマルーパ）。

人間魂（マナス）。

霊的魂（ブッディ）。

リンガシャリーラは、肉体よりももっと繊細な身体と

して必要とされる。カーマルーパは欲望と情熱の本体、

つまり集合体であり、マナスは正しくは心と呼ばれ、ブッ

ディは脳や心を超えた最高の知性であるとされている。

ブッディは識別するものである。

死体が死ぬと、プラーナは力の貯蔵庫に戻る。アスト

ラル体はより長い期間を経て消滅するが、ある種の他の

力に助けられて、カーマルーパと共に降霊会の部屋に

戻ってくることがよくあり、そこで故人、つき続ける嘘、

常に存在する罠になりすます。人間と霊的魂は、前にデ

ヴァチャンまたは天国として説明した状態に入る。そこ

での滞在は、この世の人生で発生したその状態に適した

エネルギーに応じて、長くなったり短くなったりする。

これらのエネルギーが枯渇し始めると、自我は徐々に地

上生活に引き戻され、そこで人間の世代を通じて、別の

アストラル体、生命力、動物魂を持つ新しい体を手に入

れる。

これが「輪廻転生の輪」であり、人間は肉体を持って

生きている間に真の倫理に従い、真の知識と意識を獲得

しない限り、そこから逃れることはできない。ブッダは、

この絶え間なく回転する輪を止めるために、自分の完全

な法を宣言した。そして、真のセオソフィスト（神智学徒）

の目的は、国々の癒しのためにその偉大で輝かしい「法

の輪」を回すことなのである。
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ヒンズー教では、シンボルとしても生物としても蛇を

尊んでいる。蛇は、波状の線を描きながら永遠の宇宙を

駆ける太陽の広大な回転と、急速に回転する地球の小さ

い軌道を表現している。定期的に皮を脱ぐことで、生命

の再生や輪廻転生を目に見える形で示し、巻きついて攻

撃することで、私たちの行動に根拠を持ち確実に打撃を

与えるカルマ・ネメシスの法則の働きを示している。尾

を口にくわえて円を形成するシンボルとして、蛇は永遠、

必然の円、すべてを破壊する時間を表している。年長の

イニシエートには、悪魔的であると同時に神的でもある

アストラルの光としても語られた。

神智学の研究分野において、アストラル光ほど興味深

よって解放されると、似ているという共感によって過去

の人生の反映を引き寄せ、長い間維持する」。なぜなら、

アストラル光と生きている霊媒のアストラル体がこれら

の魂のない幻影を呼び起こし、同じ貯蔵庫から彼らの話

し方、声色、特徴的な性格を取り出し、この堕落した行

為の騙された信者たちは、死んだ友人や親戚の自我が

戻ってきたと想像して騙されるからである。

しかし、私がここで言及したものは、アストラル光の

さまざまな特性のうちのいくつかの例に過ぎない。私た

ちの世界に関する限り、アストラル光はどこにでもあり、

すべてのものに浸透している。思考、行動、出来事、音色、

音、色、すべてのものの実写を把握する写真のように精

確な力を持ち、人の心に自分自身を映し出すという意味

では反射性があり、正の側面からは反発し、負の側面か

らは魅力的であり、強い意志や身体の異常な状態によっ

て身体の周りに引き寄せられると、物理的な力では貫通

できないほどの極度の密度を持つことができる。このよ

うな作用は、セイラムでの魔女狩り騒ぎの際に公式に記

録されたいくつかの事実を説明している。そこでは、石

やその他の飛来物が憑依された人に向かってくるが、そ

れらは常に重力の力でその人の足元に落ちてくることが

わかった。ヒンズー教のヨギは、矢やその他の発射物を

自分に向かって投げさせると、その勢いがどんなに大き

くても、すべて自分の足元に落ちてくることから、この

ようなアストラル光の凝縮を利用している証拠を示して

いる。

アストラル光は、科学では認識されていない、催眠現

象の強力な要因である。その作用は、ビネーやシャルコー

などが提起した問題の多くを説明するものであり、特に

被験者が２つ以上の異なる人格を想定しているように見

える部類では、被験者はそれぞれの経験の特定の層に属

する事柄や表現の特異性だけを記憶することができるの

である。このような不思議な現象は、アストラル光の流

れに起因している。それぞれの流れの中には、明確な一

連の反射が見られ、それらは内なる人間に取り込まれ、

内なる人間はあたかも自分自身のものであるかのよう

に、この段階での会話や行動を通してそれらを報告する。

これらの流れを利用して、透視能力者や透聴力者は、無

意識のうちに人生の隠されたページを読んでいるように

見える。

したがってこの光には、悪い画像や良い画像を印象づ

けることができ、それらはすべての人間の潜在意識に反

映される。もし、現代人が得意とするような悪い画像で

アストラル光を埋め尽くせば、それは私たちの悪魔とな

り破壊者となるであろう。しかし少数の善良な男女の例

によって、新しい純粋な種類の出来事がこの永遠のカン

バスに描かれるならば、それは私たちの「神聖な向上さ

せるもの」となるだろう。

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

（1）Dogme et Rituel de la Haute Magie.



鮮明である。前者は魂のエネルギー的および質的な違い

に合わせて、多くの場所や状態を仮定している。カーマ

ローカやその他の状態では、肉体の生活によって制限さ

れた具体的な欲望が完全に表現され、トリブーヴァナで

は抽象的で慈悲深い思考者が高尚な思考の喜びを享受す

る。キリスト教正統派の天国にはこのような但し書きは

ない。また、天上の存在を単調に過ごすことは魂を疲弊

させ、成長ではなく停滞になるという事実を無視してい

る。デヴァチャンでの人生は願望の発展であり、妊娠、

誕生、漸増する成長、下方への勢い、別の状態への出発

という様々な段階を経て、すべては喜びに根ざしている。

死というただの事実には、魂を新たに形成するものは何

もない。魂はサイキック（心的）エネルギーの集まりで

あり、天国にこれらと共通する何かがないならば、なぜ

そこに引き寄せられるだろうか。魂は人間のするのとは

異なる。デヴァチャンでは、それぞれの人が同化できる

程度の至福を受け、自らの成長がその報酬を決める。キ

リスト教では、怒りっぽい年老いた聖人を他の聖なる魂

と同じように高く評価し、天才を凡庸な大衆のレベルに

沈めてしまう。一方ヒンズー教では、威厳ある人にも陽

気な人にも、天才の魂にも詩人の魂にも適した、無限に

多様な仕事と存在を与える。誰も望まない席に座ったり、

好きでもない聖歌を歌ったり、真珠で輝く通りを永遠に

歩かされて退屈になってしまうような街に住んだりはし

ない。原因と結果の法則により、デヴァチャンが単調に

なることは禁じられている。結果はそれまでのエネル

ギーに比例する。魂はデヴァチャンと地上生活の間で揺

れ動き、それぞれの場所で自分の継続的な発達に適した

条件を見つけ、努力によって完成に達し、作用と反作用

の法則の対象であることをやめて、代わりにその法則と

の意識的な協力者となる。

デヴァチャンは夢であるが、それは客観的な人生が夢

と呼べるような意味でしかない。夢と客観的生活のどち

らも、カルマが一方で完済し、他方で働き始めるまで続

く。デヴァチャンにいる人は、自分で作ったもの以外の

空間や時間の概念を持たない。その人は自分自身の世界

を作る。肉体にいるときの交流ではなく、本当の意味で

の親密で至福な関係の中で、これまでに愛したすべての

人と一緒にいる。人が死ぬとき、脳は最後に死ぬ。死が

宣言された後も、脳では生命が忙しく動き回っている。

魂は、過去のすべての出来事を集め、その総体を把握し、

平均的な傾向を際立たせ、支配的な希望を見出す。人の

最後の香気は、デヴァチャンの存在の基調を形成する。

生ぬるい人間は、天国にも地獄にも行かない。自然は彼

をその口から吐き出す。客観的、主観的を問わず、ポジ

ティブな状態はポジティブな推進力によってのみ到達す

る。デヴァチャンの配分は、魂の支配的な動機によって

決定される。憎む者が反作用で愛する者になることは

あっても、無関心な人には推進力も成長もないのである。
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キリスト教の司祭たちは、偉大な権威である聖パウロ

が明確に言及しているにもかかわらず、何らかの理由で

人間の複合的な性質を熱心に無視していることは、偏見

のない探究者にとっては明らかである。聖パウロは肉体、

魂、霊について語ったが、司祭たちは肉体と魂について

説くだけである。パウロは人間には霊的な体があると宣

言したが、司祭たちは魂の体については曖昧なままであ

り、物質の棺の不条理な復活に固執している。セオソフィ

スト（神智学徒）の義務は、現代人の心をもう一度、人

間の構造の東洋的な分類に注意を向けさせることであっ

た。なぜなら、それを通してのみ人間の死の前と後の状

態を理解することができるからである。聖パウロが示し

た分類は３つで、ヒンズー教のものは７つである。聖パ

ウロのものは大まかに概要を必要とするが、詳細を調べ

る気にならない人のためのものである。しかし、霊、魂、

肉体は７つの分類のすべてを含んでおり、その７つの分

類はより完全な分析である。多くの深い思想家が、パウ

ロは完全な構造を知っていたが、彼自身の正当な理由に

よりそれを隠していたのではないかと疑っている。

体を分析すると、単なる分子構造以上のものが見えて

くる。それは、自然周期を通して体をまとめ働かせる力、

生命、あるいは力を示している。シネット氏は『エソテ

リック・ブッディズム』の中で、東洋の体系の知識を同
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いものはないだろう。ヒンズー教徒の間では、それは

「アーカーシャ」として知られており、「エーテル」とも

訳されている。その性質を知ることで、東洋のヨギの素

晴らしい現象がすべてなし遂げられると言われている。

また、西洋で知られているような透視、透聴、霊媒、先

見者の予言は、その（アストラル光の）手段によっての

み可能であると主張している。それは私たちの行為と思

考の記録であり、地球の偉大な写真館であり、先見者は

これまでに起こったあらゆる出来事とこれから起こる出

来事を常に見つめることができる。海のようにその中を

泳いでいるのは、さまざまな種類の存在であり、亡くなっ

た男女のアストラルの遺骸でもある。薔薇十字団員をは

じめとするヨーロッパの神秘主義者たちは、これらの存

在をシルフ、サラマンダー、ノーム、ウンディーネ、エ

レメンタルと呼び、ヒンズー教ではガンダルヴァス（天

空の音楽家）、ヤクシャ、ラクシャなどと呼んでいる。

スピリチュアリストたちがもういない個人と勘違いして

いる死者の「お化け」は、このアカシック物質の中に浮

かんでおり、何世紀にもわたって神秘的なヒンズー教徒

の間では、ブータ（悪魔の別名）やピシャーチャ（最も

恐ろしい悪魔）として知られてきたが、いずれも地上に

近いところにある、良心を持たず、悪事にのみ力を発揮

する捨てられた魂の体と同じである。

しかし、「アストラル光」という言葉は、新しいもの

ではないにしても純粋に西洋で生まれたものである。ポ

ルフュリオスは、不滅で、光り輝き、「星のような」も

のであるとする天体や魂の体を指してこの言葉を使い、

パラケルススはそれを「恒星の光」（sidereal light）と

呼び、後にアストラルと呼ばれるようになり、「アニマ・

ムンディ」や「世界の魂」と同じだと言われた。現代の

科学者たちが「発光性エーテル」や「放射性物質」と呼

ぶのは、この光にアプローチしているからである。偉大

な天文学者であるカミーユ・フラマリオンは、生涯にわ

たって神智学協会の会員であったが、彼の小説 

“Uranie” の中でアストラル光について語り、次のよう

に述べている。「これらすべての太陽から発せられる計

り知れない光、これらの太陽に照らされたすべての世界

が空間を通って人々に反射する光は、無限の天全体で、

何世紀も、何日も、幾瞬間も、過ぎ去るままに写真とし

て刻みつける。……このことから、すべての世界の歴史

は完全に分散することなく宇宙を旅しており、過去のす

べての出来事は現在であり、無限の懐の中で永遠に生き

ているということになる」。

馴染みのないものやオカルト的なものと同様に、アス

トラル光を定義するのは難しく、特に「光」と呼ばれて

いるという事実からもそうである。それは私たちが知っ

ているような光でもなければ、闇でもない。おそらく、

透視能力者がそれを使って見たときに、遠くの物体が照

らされているように見えたので、光だと言われたのだろ

う。しかし同じように遠くの音を聞くことができ、重い

体を浮かせ、匂いを何千マイルも運んだり、思考を読ん

だり、霊媒によるさまざまな現象がその（アストラル光

の）作用下でもたらされるため、「光」という言葉が使

われてきたが、これは避けられないことではあるが、に

もかかわらず間違っている。

正確な定義をするためには、この光のすべての機能と

力を含まなければならないが、それらは神秘主義者でさ

え完全には知られておらず、科学者にとっては完全に未

知の領域であるため、部分的な分析で満足しなければな

らない。アストラル光は星から発せられて地球を包み込

み、地球のすべての原子と、地球上のすべての分子に浸

透している、不可視のエーテルとして容易に想像できる

物質である。この物質は、引力と斥力の法則に従って、

正と負の方向に振動している。これにより、蛇に象徴さ

れる円運動がもたらされる。アストラル光は、植物を成

長させるだけでなく人間の心臓の拡張期と収縮期を維持

している、宇宙的に言えば偉大な最終的動因、つまり原

動力なのである。

この光は、写真の感光板の働きによく似ている。フラ

マリオンが言うように、この光は一瞬一瞬の実写をとら

え、それを保持している。このため、エジプトでは「記

録者」と呼ばれ、キリスト教では「記録の天使」、ヒンズー

教では死者を裁くヤマ（閻魔）であるという側面がある。

なぜなら、そこに印象づける実写によって、私たちはカ

ルマによって裁かれるからである。

アストラル光は、巨大なスクリーンや反射板として地

球上を垂れ込めて、遍在する、人間の強力な催眠術師と

なる。私たちの祖先や私たち自身が行ったすべての善悪

の行為の写真は、私たちの内なる自己に常に存在してお

り、私たちは常に暗示によってそれらに感銘を受け、そ

の場に行って同じように行う。これについて、フランス

の偉大な司祭であるエリファス・レヴィは次のように述

べている。「私たちは社会にいるとき、想像もしなかっ

たような邪悪な考えや暗示に襲われて驚くことが多い

が、それが病的な隣人の存在にのみ起因することに気づ

かない。この事実は非常に重要であり、良心の顕在化に

関係しているからである。病んだ魂は呼気が悪く、道徳

的な雰囲気を汚す。つまり、彼らは不純な反射を、彼ら

を透過するアストラルの光と混ぜ合わせて、有害な流れ

を作るのである」(1)。

また、この光には有用な機能がある。過去のすべての

出来事や物事の実写が保存されており、太陽の下に新し

いものは何もないので、長い間埋もれていた文明の器具、

アイデア、哲学、芸術、科学が、アストラルから生きて

いる人間の脳に絶えず実写で映し出されているのであ

る。このことは、２人以上の発明家や科学者がほぼ同時

期に、互いに無関係でいて同じアイデアや発明を思いつ

くという、よくある「偶然の一致」だけでなく、その他

の出来事や不思議な出来事にも意味を与えている。

自称科学者の中には、テレパシーやその他の現象につ

いて饒舌に語る者もいるが、思考の伝達や幻影、透視、

あるいはあらゆる種類の人間の間で日常的に見られるオ

カルト的な性質を持つ 100 種類以上の現象について、自

然界に十分な理由を与えてはいない。思考が言葉を介さ

ずに、ある脳から別の脳へと直接伝達されることを認め

るのはよいが、その伝達は媒体なしにどのようにして行

われるのだろうか。その媒体とは、アストラル光である。

思考が脳の中で形作られた瞬間、それはこの光の中に描

かれ、そこから、それをそのまま受け取ることができる

ほど敏感な他の脳によって再び取り出される。

アストラル界の奇妙な特性と、別の記事で述べた魂の

鞘の実際の運命を知っていたので、いつの時代の神智学

のアデプトたちも、死者が戻ってきたというふりをして

も信じなかった。エリファス・レヴィはこのことをよく

知っていて、次のように述べている。「パラケルススの

言うアストラルの幽霊を形成するのは、エーテル流体と

結合したアストラル光である。このアストラル体は死に
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エジプトの「死者の書」の第十章には、死後、体のな

い魂がさまざまな完成度で留まる場所が記されている。

ある者は３キュービットの高さの小麦を取ることが示さ

れ、「彼は〔アアンルー〕の畑を収穫した」とあるが、

他の者はそれを収穫することしか許されていない。この

ように、ある者は精神的な至福の完璧さを享受し、他の

者は魂に神の正義が下される場所や状態の中でわずかな

程度にしか到達できない。

デヴァチャンは報酬の地であり、霊的な結果の領域で

ある。ここで言う霊的という言葉は、体からの離脱を意

味しており、私たちの物質的な存在に関連してのみ使わ

れるべきものである。キリスト教徒は、天国の物質的な

環境によってこの事実を示している。シークレット・ド

クトリンの中で、H・P・ブラヴァツキーは次のように

述べている。「死そのものは人間をそれ（カルマ）から

解放することはできない。なぜなら死は、人間がこの世

の別の人生へと通過するためのドアに過ぎず、その入り

口であるデヴァチャンで少し休んだ後に通過するからで

ある」。デバチャンとは、人生の入り口のことである。

ヒンズー教では語源的には神々の場所、インドラの天国

である。インドラは天の支配者であり、インドラの領域

に到達することができる人に幸福と領地の長期にわたる

贈り物を与える。『バガヴァッド・ギーター』には、「イ

ンドラの天国で無数の年にわたって幸福を享受した後、

人はこの世に再び生まれる」と書かれている。

この記事では、肉体を除いた人間全体がデバチャンに

入ると仮定している。しかし、それは違う。神智学が教

える私たちの７つの本質の死後の分類は正確である。そ

れは生と死と輪廻の基本を示している。神智学は人間と

いう複合的な存在が、自然というもう一つの複合的な存

在と類似していることを示している。両者は多様性の中

の統一体である。自然の中にとどまっている人間は、自

然と同じように、分裂と再結合を繰り返す。この７つの

分類については、今後の記事で紹介されるだろう。

デヴァチャンは、肉体の死後に主観的な幸福が長く続

く状態であり、明らかにキリスト教徒の言う天国である

が、異なる点がある。デヴァチャンは、科学的に可能な

天国である。天国そのものが自然に投影された神の法則

に合致しなければならない。睡眠が肉体からの解放であ

り、その間に夢を見るように、死は完全な分離と解放で

あり、その後デヴァチャンで夢を見て、再び地上で新し

い肉体に転生すると、再び目を覚ました存在と呼ばれる

ようになるのである。もし、休息を得ることができる場

所や状態が用意されていなければ、人間の魂でさえ、絶

え間ない再生の繰り返しに疲れてしまうであろう。どん

なエネルギーも消滅させることはできないが、特に精神

的なエネルギーはどこかに出口を見つけなければならな

い。それはデヴァチャンにある。この実現こそが魂の休

息なのである。心の奥底にある願望、最高のニーズはそ

こで満たされる。そこでは、あらゆる希望が完全に、そ

して輝かしい花を咲かせる。この至福の状態を長く保つ

ために、ヒンズー教の書物には多くの呪文が書かれてお

り、無数の儀式や捧げ物が用意されているが、それらは

すべてデヴァチャンでの長期滞在を目的としている。キ

リスト教徒も全く同じである。天国に憧れ、そこに行け

るように祈り、自分にとって最良と思われる預言的な儀

式や行為を神に捧げるが、唯一の違いは、ヒンズー教徒

の半分もそれを科学的に行わないことである。ヒンズー

教徒はキリスト教徒よりも、この天国についての概念が

国人にもたらそうと、この力をプラーナまたはジーヴァ

と呼んだが、他の人はプラーナとのみ呼んでいる。これ

は、生命力の人間的側面がプラーナ、つまり呼吸に依存

しているため、より適切と思われる。

聖パウロの言う霊を、私たちの目的のためにサンスク

リット語の「アートマ」であると考えられるだろう。霊

は普遍的であり、不可分であり、万人に共通するもので

ある。言い換えれば、多くの霊が存在し、それぞれの人

間に１つずつ存在するのではなく、ただ１つの霊がすべ

ての人間を同じように照らし、世界に存在する生物の数

と同じだけの魂を見出しているのである。人間の中では、

霊はより完全な道具を持っていて、それを使って働くこ

とができる。この霊の本体が哲学の基礎であり、それに

基づいて全体の構造が成り立っている。霊を個別化し、

各人間に、その人間に固有で他のどの人間の霊とも異な

る独自の霊を割り当てることは、神智学の哲学全体を地

面に投げ捨てることであり、その倫理を無効にし、目的

を破棄することになる。

それからヒンズー教では、すべてのものを含み、その

基礎となり支えとなる「アートマ（霊）」を出発点として、

魂や内なる人間を覆う「鞘（さや）」の理論を提唱して

いる。これらの鞘は、進化が始まり、目に見えるものが

現れた瞬間に必要となるもので、魂の目的を自然と共に

達成するためのものである。このようにして、ここでは

説明できないようなプロセスを経て、生命と意識の現象

を説明するための分類にたどり着くのである。

霊が使用し、自我が経験を得るための６つの乗り物（シ

ネット氏の命名法を採用）は以下の通りである。

全体の乗り物としての肉体。

生命力、すなわちプラーナ。

アストラル体（リンガシャリーラ）。

アストラル魂（カーマルーパ）。

人間魂（マナス）。

霊的魂（ブッディ）。

リンガシャリーラは、肉体よりももっと繊細な身体と

して必要とされる。カーマルーパは欲望と情熱の本体、

つまり集合体であり、マナスは正しくは心と呼ばれ、ブッ

ディは脳や心を超えた最高の知性であるとされている。

ブッディは識別するものである。

死体が死ぬと、プラーナは力の貯蔵庫に戻る。アスト

ラル体はより長い期間を経て消滅するが、ある種の他の

力に助けられて、カーマルーパと共に降霊会の部屋に

戻ってくることがよくあり、そこで故人、つき続ける嘘、

常に存在する罠になりすます。人間と霊的魂は、前にデ

ヴァチャンまたは天国として説明した状態に入る。そこ

での滞在は、この世の人生で発生したその状態に適した

エネルギーに応じて、長くなったり短くなったりする。

これらのエネルギーが枯渇し始めると、自我は徐々に地

上生活に引き戻され、そこで人間の世代を通じて、別の

アストラル体、生命力、動物魂を持つ新しい体を手に入

れる。

これが「輪廻転生の輪」であり、人間は肉体を持って

生きている間に真の倫理に従い、真の知識と意識を獲得

しない限り、そこから逃れることはできない。ブッダは、

この絶え間なく回転する輪を止めるために、自分の完全

な法を宣言した。そして、真のセオソフィスト（神智学徒）

の目的は、国々の癒しのためにその偉大で輝かしい「法

の輪」を回すことなのである。
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ヒンズー教では、シンボルとしても生物としても蛇を

尊んでいる。蛇は、波状の線を描きながら永遠の宇宙を

駆ける太陽の広大な回転と、急速に回転する地球の小さ

い軌道を表現している。定期的に皮を脱ぐことで、生命

の再生や輪廻転生を目に見える形で示し、巻きついて攻

撃することで、私たちの行動に根拠を持ち確実に打撃を

与えるカルマ・ネメシスの法則の働きを示している。尾

を口にくわえて円を形成するシンボルとして、蛇は永遠、

必然の円、すべてを破壊する時間を表している。年長の

イニシエートには、悪魔的であると同時に神的でもある

アストラルの光としても語られた。

神智学の研究分野において、アストラル光ほど興味深

よって解放されると、似ているという共感によって過去

の人生の反映を引き寄せ、長い間維持する」。なぜなら、

アストラル光と生きている霊媒のアストラル体がこれら

の魂のない幻影を呼び起こし、同じ貯蔵庫から彼らの話

し方、声色、特徴的な性格を取り出し、この堕落した行

為の騙された信者たちは、死んだ友人や親戚の自我が

戻ってきたと想像して騙されるからである。

しかし、私がここで言及したものは、アストラル光の

さまざまな特性のうちのいくつかの例に過ぎない。私た

ちの世界に関する限り、アストラル光はどこにでもあり、

すべてのものに浸透している。思考、行動、出来事、音色、

音、色、すべてのものの実写を把握する写真のように精

確な力を持ち、人の心に自分自身を映し出すという意味

では反射性があり、正の側面からは反発し、負の側面か

らは魅力的であり、強い意志や身体の異常な状態によっ

て身体の周りに引き寄せられると、物理的な力では貫通

できないほどの極度の密度を持つことができる。このよ

うな作用は、セイラムでの魔女狩り騒ぎの際に公式に記

録されたいくつかの事実を説明している。そこでは、石

やその他の飛来物が憑依された人に向かってくるが、そ

れらは常に重力の力でその人の足元に落ちてくることが

わかった。ヒンズー教のヨギは、矢やその他の発射物を

自分に向かって投げさせると、その勢いがどんなに大き

くても、すべて自分の足元に落ちてくることから、この

ようなアストラル光の凝縮を利用している証拠を示して

いる。

アストラル光は、科学では認識されていない、催眠現

象の強力な要因である。その作用は、ビネーやシャルコー

などが提起した問題の多くを説明するものであり、特に

被験者が２つ以上の異なる人格を想定しているように見

える部類では、被験者はそれぞれの経験の特定の層に属

する事柄や表現の特異性だけを記憶することができるの

である。このような不思議な現象は、アストラル光の流

れに起因している。それぞれの流れの中には、明確な一

連の反射が見られ、それらは内なる人間に取り込まれ、

内なる人間はあたかも自分自身のものであるかのよう

に、この段階での会話や行動を通してそれらを報告する。

これらの流れを利用して、透視能力者や透聴力者は、無

意識のうちに人生の隠されたページを読んでいるように

見える。

したがってこの光には、悪い画像や良い画像を印象づ

けることができ、それらはすべての人間の潜在意識に反

映される。もし、現代人が得意とするような悪い画像で

アストラル光を埋め尽くせば、それは私たちの悪魔とな

り破壊者となるであろう。しかし少数の善良な男女の例

によって、新しい純粋な種類の出来事がこの永遠のカン

バスに描かれるならば、それは私たちの「神聖な向上さ

せるもの」となるだろう。

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

（1）Dogme et Rituel de la Haute Magie.



鮮明である。前者は魂のエネルギー的および質的な違い

に合わせて、多くの場所や状態を仮定している。カーマ

ローカやその他の状態では、肉体の生活によって制限さ

れた具体的な欲望が完全に表現され、トリブーヴァナで

は抽象的で慈悲深い思考者が高尚な思考の喜びを享受す

る。キリスト教正統派の天国にはこのような但し書きは

ない。また、天上の存在を単調に過ごすことは魂を疲弊

させ、成長ではなく停滞になるという事実を無視してい

る。デヴァチャンでの人生は願望の発展であり、妊娠、

誕生、漸増する成長、下方への勢い、別の状態への出発

という様々な段階を経て、すべては喜びに根ざしている。

死というただの事実には、魂を新たに形成するものは何

もない。魂はサイキック（心的）エネルギーの集まりで

あり、天国にこれらと共通する何かがないならば、なぜ

そこに引き寄せられるだろうか。魂は人間のするのとは

異なる。デヴァチャンでは、それぞれの人が同化できる

程度の至福を受け、自らの成長がその報酬を決める。キ

リスト教では、怒りっぽい年老いた聖人を他の聖なる魂

と同じように高く評価し、天才を凡庸な大衆のレベルに

沈めてしまう。一方ヒンズー教では、威厳ある人にも陽

気な人にも、天才の魂にも詩人の魂にも適した、無限に

多様な仕事と存在を与える。誰も望まない席に座ったり、

好きでもない聖歌を歌ったり、真珠で輝く通りを永遠に

歩かされて退屈になってしまうような街に住んだりはし

ない。原因と結果の法則により、デヴァチャンが単調に

なることは禁じられている。結果はそれまでのエネル

ギーに比例する。魂はデヴァチャンと地上生活の間で揺

れ動き、それぞれの場所で自分の継続的な発達に適した

条件を見つけ、努力によって完成に達し、作用と反作用

の法則の対象であることをやめて、代わりにその法則と

の意識的な協力者となる。

デヴァチャンは夢であるが、それは客観的な人生が夢

と呼べるような意味でしかない。夢と客観的生活のどち

らも、カルマが一方で完済し、他方で働き始めるまで続

く。デヴァチャンにいる人は、自分で作ったもの以外の

空間や時間の概念を持たない。その人は自分自身の世界

を作る。肉体にいるときの交流ではなく、本当の意味で

の親密で至福な関係の中で、これまでに愛したすべての

人と一緒にいる。人が死ぬとき、脳は最後に死ぬ。死が

宣言された後も、脳では生命が忙しく動き回っている。

魂は、過去のすべての出来事を集め、その総体を把握し、

平均的な傾向を際立たせ、支配的な希望を見出す。人の

最後の香気は、デヴァチャンの存在の基調を形成する。

生ぬるい人間は、天国にも地獄にも行かない。自然は彼

をその口から吐き出す。客観的、主観的を問わず、ポジ

ティブな状態はポジティブな推進力によってのみ到達す

る。デヴァチャンの配分は、魂の支配的な動機によって

決定される。憎む者が反作用で愛する者になることは

あっても、無関心な人には推進力も成長もないのである。
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キリスト教の司祭たちは、偉大な権威である聖パウロ

が明確に言及しているにもかかわらず、何らかの理由で

人間の複合的な性質を熱心に無視していることは、偏見

のない探究者にとっては明らかである。聖パウロは肉体、

魂、霊について語ったが、司祭たちは肉体と魂について

説くだけである。パウロは人間には霊的な体があると宣

言したが、司祭たちは魂の体については曖昧なままであ

り、物質の棺の不条理な復活に固執している。セオソフィ

スト（神智学徒）の義務は、現代人の心をもう一度、人

間の構造の東洋的な分類に注意を向けさせることであっ

た。なぜなら、それを通してのみ人間の死の前と後の状

態を理解することができるからである。聖パウロが示し

た分類は３つで、ヒンズー教のものは７つである。聖パ

ウロのものは大まかに概要を必要とするが、詳細を調べ

る気にならない人のためのものである。しかし、霊、魂、

肉体は７つの分類のすべてを含んでおり、その７つの分

類はより完全な分析である。多くの深い思想家が、パウ

ロは完全な構造を知っていたが、彼自身の正当な理由に

よりそれを隠していたのではないかと疑っている。

体を分析すると、単なる分子構造以上のものが見えて

くる。それは、自然周期を通して体をまとめ働かせる力、

生命、あるいは力を示している。シネット氏は『エソテ

リック・ブッディズム』の中で、東洋の体系の知識を同

いものはないだろう。ヒンズー教徒の間では、それは

「アーカーシャ」として知られており、「エーテル」とも

訳されている。その性質を知ることで、東洋のヨギの素

晴らしい現象がすべてなし遂げられると言われている。

また、西洋で知られているような透視、透聴、霊媒、先

見者の予言は、その（アストラル光の）手段によっての

み可能であると主張している。それは私たちの行為と思

考の記録であり、地球の偉大な写真館であり、先見者は

これまでに起こったあらゆる出来事とこれから起こる出

来事を常に見つめることができる。海のようにその中を

泳いでいるのは、さまざまな種類の存在であり、亡くなっ

た男女のアストラルの遺骸でもある。薔薇十字団員をは

じめとするヨーロッパの神秘主義者たちは、これらの存

在をシルフ、サラマンダー、ノーム、ウンディーネ、エ

レメンタルと呼び、ヒンズー教ではガンダルヴァス（天

空の音楽家）、ヤクシャ、ラクシャなどと呼んでいる。

スピリチュアリストたちがもういない個人と勘違いして

いる死者の「お化け」は、このアカシック物質の中に浮

かんでおり、何世紀にもわたって神秘的なヒンズー教徒

の間では、ブータ（悪魔の別名）やピシャーチャ（最も

恐ろしい悪魔）として知られてきたが、いずれも地上に

近いところにある、良心を持たず、悪事にのみ力を発揮

する捨てられた魂の体と同じである。

しかし、「アストラル光」という言葉は、新しいもの

ではないにしても純粋に西洋で生まれたものである。ポ

ルフュリオスは、不滅で、光り輝き、「星のような」も

のであるとする天体や魂の体を指してこの言葉を使い、

パラケルススはそれを「恒星の光」（sidereal light）と

呼び、後にアストラルと呼ばれるようになり、「アニマ・

ムンディ」や「世界の魂」と同じだと言われた。現代の

科学者たちが「発光性エーテル」や「放射性物質」と呼

ぶのは、この光にアプローチしているからである。偉大

な天文学者であるカミーユ・フラマリオンは、生涯にわ

たって神智学協会の会員であったが、彼の小説 

“Uranie” の中でアストラル光について語り、次のよう

に述べている。「これらすべての太陽から発せられる計

り知れない光、これらの太陽に照らされたすべての世界

が空間を通って人々に反射する光は、無限の天全体で、

何世紀も、何日も、幾瞬間も、過ぎ去るままに写真とし

て刻みつける。……このことから、すべての世界の歴史

は完全に分散することなく宇宙を旅しており、過去のす

べての出来事は現在であり、無限の懐の中で永遠に生き

ているということになる」。

馴染みのないものやオカルト的なものと同様に、アス

トラル光を定義するのは難しく、特に「光」と呼ばれて

いるという事実からもそうである。それは私たちが知っ

ているような光でもなければ、闇でもない。おそらく、

透視能力者がそれを使って見たときに、遠くの物体が照

らされているように見えたので、光だと言われたのだろ

う。しかし同じように遠くの音を聞くことができ、重い

体を浮かせ、匂いを何千マイルも運んだり、思考を読ん

だり、霊媒によるさまざまな現象がその（アストラル光

の）作用下でもたらされるため、「光」という言葉が使

われてきたが、これは避けられないことではあるが、に

もかかわらず間違っている。

正確な定義をするためには、この光のすべての機能と

力を含まなければならないが、それらは神秘主義者でさ

え完全には知られておらず、科学者にとっては完全に未

知の領域であるため、部分的な分析で満足しなければな

らない。アストラル光は星から発せられて地球を包み込

み、地球のすべての原子と、地球上のすべての分子に浸

透している、不可視のエーテルとして容易に想像できる

物質である。この物質は、引力と斥力の法則に従って、

正と負の方向に振動している。これにより、蛇に象徴さ

れる円運動がもたらされる。アストラル光は、植物を成

長させるだけでなく人間の心臓の拡張期と収縮期を維持

している、宇宙的に言えば偉大な最終的動因、つまり原

動力なのである。

この光は、写真の感光板の働きによく似ている。フラ

マリオンが言うように、この光は一瞬一瞬の実写をとら

え、それを保持している。このため、エジプトでは「記

録者」と呼ばれ、キリスト教では「記録の天使」、ヒンズー

教では死者を裁くヤマ（閻魔）であるという側面がある。

なぜなら、そこに印象づける実写によって、私たちはカ

ルマによって裁かれるからである。

アストラル光は、巨大なスクリーンや反射板として地

球上を垂れ込めて、遍在する、人間の強力な催眠術師と

なる。私たちの祖先や私たち自身が行ったすべての善悪

の行為の写真は、私たちの内なる自己に常に存在してお

り、私たちは常に暗示によってそれらに感銘を受け、そ

の場に行って同じように行う。これについて、フランス

の偉大な司祭であるエリファス・レヴィは次のように述

べている。「私たちは社会にいるとき、想像もしなかっ

たような邪悪な考えや暗示に襲われて驚くことが多い

が、それが病的な隣人の存在にのみ起因することに気づ

かない。この事実は非常に重要であり、良心の顕在化に

関係しているからである。病んだ魂は呼気が悪く、道徳

的な雰囲気を汚す。つまり、彼らは不純な反射を、彼ら

を透過するアストラルの光と混ぜ合わせて、有害な流れ

を作るのである」(1)。

また、この光には有用な機能がある。過去のすべての

出来事や物事の実写が保存されており、太陽の下に新し

いものは何もないので、長い間埋もれていた文明の器具、

アイデア、哲学、芸術、科学が、アストラルから生きて

いる人間の脳に絶えず実写で映し出されているのであ

る。このことは、２人以上の発明家や科学者がほぼ同時

期に、互いに無関係でいて同じアイデアや発明を思いつ

くという、よくある「偶然の一致」だけでなく、その他

の出来事や不思議な出来事にも意味を与えている。

自称科学者の中には、テレパシーやその他の現象につ

いて饒舌に語る者もいるが、思考の伝達や幻影、透視、

あるいはあらゆる種類の人間の間で日常的に見られるオ

カルト的な性質を持つ 100 種類以上の現象について、自

然界に十分な理由を与えてはいない。思考が言葉を介さ

ずに、ある脳から別の脳へと直接伝達されることを認め

るのはよいが、その伝達は媒体なしにどのようにして行

われるのだろうか。その媒体とは、アストラル光である。

思考が脳の中で形作られた瞬間、それはこの光の中に描

かれ、そこから、それをそのまま受け取ることができる

ほど敏感な他の脳によって再び取り出される。

アストラル界の奇妙な特性と、別の記事で述べた魂の

鞘の実際の運命を知っていたので、いつの時代の神智学

のアデプトたちも、死者が戻ってきたというふりをして

も信じなかった。エリファス・レヴィはこのことをよく

知っていて、次のように述べている。「パラケルススの

言うアストラルの幽霊を形成するのは、エーテル流体と

結合したアストラル光である。このアストラル体は死に
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エジプトの「死者の書」の第十章には、死後、体のな

い魂がさまざまな完成度で留まる場所が記されている。

ある者は３キュービットの高さの小麦を取ることが示さ

れ、「彼は〔アアンルー〕の畑を収穫した」とあるが、

他の者はそれを収穫することしか許されていない。この

ように、ある者は精神的な至福の完璧さを享受し、他の

者は魂に神の正義が下される場所や状態の中でわずかな

程度にしか到達できない。

デヴァチャンは報酬の地であり、霊的な結果の領域で

ある。ここで言う霊的という言葉は、体からの離脱を意

味しており、私たちの物質的な存在に関連してのみ使わ

れるべきものである。キリスト教徒は、天国の物質的な

環境によってこの事実を示している。シークレット・ド

クトリンの中で、H・P・ブラヴァツキーは次のように

述べている。「死そのものは人間をそれ（カルマ）から

解放することはできない。なぜなら死は、人間がこの世

の別の人生へと通過するためのドアに過ぎず、その入り

口であるデヴァチャンで少し休んだ後に通過するからで

ある」。デバチャンとは、人生の入り口のことである。

ヒンズー教では語源的には神々の場所、インドラの天国

である。インドラは天の支配者であり、インドラの領域

に到達することができる人に幸福と領地の長期にわたる

贈り物を与える。『バガヴァッド・ギーター』には、「イ

ンドラの天国で無数の年にわたって幸福を享受した後、

人はこの世に再び生まれる」と書かれている。

この記事では、肉体を除いた人間全体がデバチャンに

入ると仮定している。しかし、それは違う。神智学が教

える私たちの７つの本質の死後の分類は正確である。そ

れは生と死と輪廻の基本を示している。神智学は人間と

いう複合的な存在が、自然というもう一つの複合的な存

在と類似していることを示している。両者は多様性の中

の統一体である。自然の中にとどまっている人間は、自

然と同じように、分裂と再結合を繰り返す。この７つの

分類については、今後の記事で紹介されるだろう。

デヴァチャンは、肉体の死後に主観的な幸福が長く続

く状態であり、明らかにキリスト教徒の言う天国である

が、異なる点がある。デヴァチャンは、科学的に可能な

天国である。天国そのものが自然に投影された神の法則

に合致しなければならない。睡眠が肉体からの解放であ

り、その間に夢を見るように、死は完全な分離と解放で

あり、その後デヴァチャンで夢を見て、再び地上で新し

い肉体に転生すると、再び目を覚ました存在と呼ばれる

ようになるのである。もし、休息を得ることができる場

所や状態が用意されていなければ、人間の魂でさえ、絶

え間ない再生の繰り返しに疲れてしまうであろう。どん

なエネルギーも消滅させることはできないが、特に精神

的なエネルギーはどこかに出口を見つけなければならな

い。それはデヴァチャンにある。この実現こそが魂の休

息なのである。心の奥底にある願望、最高のニーズはそ

こで満たされる。そこでは、あらゆる希望が完全に、そ

して輝かしい花を咲かせる。この至福の状態を長く保つ

ために、ヒンズー教の書物には多くの呪文が書かれてお

り、無数の儀式や捧げ物が用意されているが、それらは

すべてデヴァチャンでの長期滞在を目的としている。キ

リスト教徒も全く同じである。天国に憧れ、そこに行け

るように祈り、自分にとって最良と思われる預言的な儀

式や行為を神に捧げるが、唯一の違いは、ヒンズー教徒

の半分もそれを科学的に行わないことである。ヒンズー

教徒はキリスト教徒よりも、この天国についての概念が

国人にもたらそうと、この力をプラーナまたはジーヴァ

と呼んだが、他の人はプラーナとのみ呼んでいる。これ

は、生命力の人間的側面がプラーナ、つまり呼吸に依存

しているため、より適切と思われる。

聖パウロの言う霊を、私たちの目的のためにサンスク

リット語の「アートマ」であると考えられるだろう。霊

は普遍的であり、不可分であり、万人に共通するもので

ある。言い換えれば、多くの霊が存在し、それぞれの人

間に１つずつ存在するのではなく、ただ１つの霊がすべ

ての人間を同じように照らし、世界に存在する生物の数

と同じだけの魂を見出しているのである。人間の中では、

霊はより完全な道具を持っていて、それを使って働くこ

とができる。この霊の本体が哲学の基礎であり、それに

基づいて全体の構造が成り立っている。霊を個別化し、

各人間に、その人間に固有で他のどの人間の霊とも異な

る独自の霊を割り当てることは、神智学の哲学全体を地

面に投げ捨てることであり、その倫理を無効にし、目的

を破棄することになる。

それからヒンズー教では、すべてのものを含み、その

基礎となり支えとなる「アートマ（霊）」を出発点として、

魂や内なる人間を覆う「鞘（さや）」の理論を提唱して

いる。これらの鞘は、進化が始まり、目に見えるものが

現れた瞬間に必要となるもので、魂の目的を自然と共に

達成するためのものである。このようにして、ここでは

説明できないようなプロセスを経て、生命と意識の現象

を説明するための分類にたどり着くのである。

霊が使用し、自我が経験を得るための６つの乗り物（シ

ネット氏の命名法を採用）は以下の通りである。

全体の乗り物としての肉体。

生命力、すなわちプラーナ。

アストラル体（リンガシャリーラ）。

アストラル魂（カーマルーパ）。

人間魂（マナス）。

霊的魂（ブッディ）。

リンガシャリーラは、肉体よりももっと繊細な身体と

して必要とされる。カーマルーパは欲望と情熱の本体、

つまり集合体であり、マナスは正しくは心と呼ばれ、ブッ

ディは脳や心を超えた最高の知性であるとされている。

ブッディは識別するものである。

死体が死ぬと、プラーナは力の貯蔵庫に戻る。アスト

ラル体はより長い期間を経て消滅するが、ある種の他の

力に助けられて、カーマルーパと共に降霊会の部屋に

戻ってくることがよくあり、そこで故人、つき続ける嘘、

常に存在する罠になりすます。人間と霊的魂は、前にデ

ヴァチャンまたは天国として説明した状態に入る。そこ

での滞在は、この世の人生で発生したその状態に適した

エネルギーに応じて、長くなったり短くなったりする。

これらのエネルギーが枯渇し始めると、自我は徐々に地

上生活に引き戻され、そこで人間の世代を通じて、別の

アストラル体、生命力、動物魂を持つ新しい体を手に入

れる。

これが「輪廻転生の輪」であり、人間は肉体を持って

生きている間に真の倫理に従い、真の知識と意識を獲得

しない限り、そこから逃れることはできない。ブッダは、

この絶え間なく回転する輪を止めるために、自分の完全

な法を宣言した。そして、真のセオソフィスト（神智学徒）

の目的は、国々の癒しのためにその偉大で輝かしい「法

の輪」を回すことなのである。

21

ヒンズー教では、シンボルとしても生物としても蛇を

尊んでいる。蛇は、波状の線を描きながら永遠の宇宙を

駆ける太陽の広大な回転と、急速に回転する地球の小さ

い軌道を表現している。定期的に皮を脱ぐことで、生命

の再生や輪廻転生を目に見える形で示し、巻きついて攻

撃することで、私たちの行動に根拠を持ち確実に打撃を

与えるカルマ・ネメシスの法則の働きを示している。尾

を口にくわえて円を形成するシンボルとして、蛇は永遠、

必然の円、すべてを破壊する時間を表している。年長の

イニシエートには、悪魔的であると同時に神的でもある

アストラルの光としても語られた。

神智学の研究分野において、アストラル光ほど興味深
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よって解放されると、似ているという共感によって過去

の人生の反映を引き寄せ、長い間維持する」。なぜなら、

アストラル光と生きている霊媒のアストラル体がこれら

の魂のない幻影を呼び起こし、同じ貯蔵庫から彼らの話

し方、声色、特徴的な性格を取り出し、この堕落した行

為の騙された信者たちは、死んだ友人や親戚の自我が

戻ってきたと想像して騙されるからである。

しかし、私がここで言及したものは、アストラル光の

さまざまな特性のうちのいくつかの例に過ぎない。私た

ちの世界に関する限り、アストラル光はどこにでもあり、

すべてのものに浸透している。思考、行動、出来事、音色、

音、色、すべてのものの実写を把握する写真のように精

確な力を持ち、人の心に自分自身を映し出すという意味

では反射性があり、正の側面からは反発し、負の側面か

らは魅力的であり、強い意志や身体の異常な状態によっ

て身体の周りに引き寄せられると、物理的な力では貫通

できないほどの極度の密度を持つことができる。このよ

うな作用は、セイラムでの魔女狩り騒ぎの際に公式に記

録されたいくつかの事実を説明している。そこでは、石

やその他の飛来物が憑依された人に向かってくるが、そ

れらは常に重力の力でその人の足元に落ちてくることが

わかった。ヒンズー教のヨギは、矢やその他の発射物を

自分に向かって投げさせると、その勢いがどんなに大き

くても、すべて自分の足元に落ちてくることから、この

ようなアストラル光の凝縮を利用している証拠を示して

いる。

アストラル光は、科学では認識されていない、催眠現

象の強力な要因である。その作用は、ビネーやシャルコー

などが提起した問題の多くを説明するものであり、特に

被験者が２つ以上の異なる人格を想定しているように見

える部類では、被験者はそれぞれの経験の特定の層に属

する事柄や表現の特異性だけを記憶することができるの

である。このような不思議な現象は、アストラル光の流

れに起因している。それぞれの流れの中には、明確な一

連の反射が見られ、それらは内なる人間に取り込まれ、

内なる人間はあたかも自分自身のものであるかのよう

に、この段階での会話や行動を通してそれらを報告する。

これらの流れを利用して、透視能力者や透聴力者は、無

意識のうちに人生の隠されたページを読んでいるように

見える。

したがってこの光には、悪い画像や良い画像を印象づ

けることができ、それらはすべての人間の潜在意識に反

映される。もし、現代人が得意とするような悪い画像で

アストラル光を埋め尽くせば、それは私たちの悪魔とな

り破壊者となるであろう。しかし少数の善良な男女の例

によって、新しい純粋な種類の出来事がこの永遠のカン

バスに描かれるならば、それは私たちの「神聖な向上さ

せるもの」となるだろう。

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

（1）Dogme et Rituel de la Haute Magie.



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

第２部　マハートマ達と弟子道

　神智学運動が一八七五年に起こされた時、マハートマ

達（大師達、同胞達、アデプト達ともいわれる）とその

同胞団について知っている人は東洋でも少数であり、大

師方の指導下で弟子道を辿ることの資格と本質が忘れら

れつつあった。ところが、一八八一年、Ａ・Ｐ・シネット

著の『オカルト・ワールド』はＫＨ大師の手紙を八通載

せ、ブラヴァツキー夫人の心霊現象について詳述して、

欧米でセンセーションを起こした。大勢の西洋人達は、

超人的な知識と能力を身につけようと、大師方または

チェーラ達（大師方の弟子達）からオカルティズムを教

わりに来た。一八八三年、数人の志願者達がみごとに失

敗したあと、弟子道についての間違った考えを取り除く

ためにブラヴァツキーは「チェーラと在俗チェーラ」（一）

を書いた。翌年、夫人は二人のインド人のチェーラ達と

共にヨーロッパに渡ったあと、弟子道に関する一般の誤

解がさらに深くなっていたので、彼女はマハートマ達や

師弟関係についての一連の論文を『セオソフィスト』に

投稿した（二～七）。当時は心霊主義や降霊術が流行っ

ていたのでこれらの論文はみな、非利己心の重要さを説

いただけではなく、霊媒道と弟子道の違いを十分説明し

ている。同じ理由で、本書で「ヒマラヤのマハートマ達

の実在」という題でまとめられている諸論文（八）は、

その実在を否定する唯物論者に答えると共に、マハート

マ達を死者の「霊」と見なす心霊主義者達の誤解も正し

ている。これらの論文は主に、モーヒニとダモダールと

いうチェーラ達によって書かれたもので、「編集者」の

文だけはブラヴァツキーによるものである。最後の二論

文は、大師方の実在と誠実さについて疑いを抱いた神智

学徒からの批判に対する答えである。「モーヒニヘのロ

イド氏の質疑とブラヴァツキー夫人の応答」（九）は、

ヘルメス哲学の大家アンナ・キングズフォード博士の弟

子の疑問に対する強いレスポンスである。「神智学のマ

ハートマ達」（一〇）で、ブラヴァツキーは批判者達の

矛盾を指摘しながら、弟子道に絶対に必要な、師匠への

献身と愛を示す。

（　）は本書の原典を参照。

１　チェーラと在俗チェーラ

　チェーラという言葉は、神智学によって西洋の哲学用

語に取り入れられ、また、『セオソフィスト』誌の普及

がますます広くなっているので、東洋人の会員には必要

がないかもしれないが、少なくともヨーロッパ系の会員

のために、この言葉の意味をもっと詳しく説明したほう

がよいと思う。

　チェーラとは、「自然界の秘められている神秘と人間

に潜在するサイキック能力」を実践的に学ぶ弟子になる

ことを申し込んだ男女である。申し込みを受けて霊的な

指導を授ける師匠はインドでは「グル」と呼ばれ、本当

のグルはいつもオカルト科学に熟達しているアデプトで

ある。顕教的な知識、そして特に秘教的な知識に精通し

ている造詣の深い者、肉体的な欲望を意志に従わせた者、

自然力を支配する能力（シッディ、神通力）を自分の中

に育て、かつては潜在的であったが現在は活動している

自分の本質の能力を開発して自然界の秘密を探究するこ

とのできる者、このような者こそまことのグルである。
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チェーラになろうと申し込むことは簡単だが、アデプト

になることほど難しいことはほかにない。「生まれなが

ら」の詩人や数学者や職人や政治家などはたくさんいる

が、生まれながらのアデプトというものはほとんどあり

得ない。オカルトの知識と能力を身につけるための生得

の可能性を不思議なほどもっている人のことはたまに耳

にすることもあるが、そのような人でさえも同じ試験と

見習いに合格し、それほど生まれつきの才能のない他の

者と同じ自己訓練を経験しなければならない。この件に

関して、運命の寵児が通ることのできる楽な「王道」と

いうものはない。

　チェーラの選択に関して言えば、コンパ（寺院）の中

の世襲的なグループを除いて、数世紀もの間、ヒマラヤ

のマハートマ方ご自身はチベットではかなりの数に上

る、生まれながらの神秘家達の中から弟子を選ばれた。

その知られている限りの例外について言えば、ロバート・

フラッド、トマス・ヴォーン、パラケルスス、ピコ・デ

ラ＝ミランドラ、サン＝ジェルマン伯爵などの西洋人は

生まれながらこの天上の科学と気質が合っていたので、

遠くにいたアデプト達はその人達と個人的な関係を余儀

なくもたせられたのである。そのおかげで、この人達は、

社会環境が許す限り全真理の小さなまたは大きな部分を

得ることができた。『キウ・ティ』四巻のウパサナにつ

いての章では、チェーラに要求された条件が書かれてい

る。

⑴ 申し分ない健康体。

⑵ 精神及び肉体上の完全な清潔さ。

⑶ 無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあ

われみ。

⑷ 正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。いか

なる自然界の勢力もそれに影響を及ぼすことができず、

いかなる権力もその進行を妨げることができず、顕教の

祈願や儀式もそれをなだめ静めることのできない法則で

ある。

⑸ どのような緊急の事態にも、命が危険な場合にさえも

ひるむことのない勇気。

⑹ 自分は、顕現した観自在すなわち神聖なアートマン

（霊）の媒体であるという直観。

⑺ 目に見えない世界とはかないこの客観的世界の関係を

理解しながら、この世のすべてのものを正当に評価する

と同時にそれらに対して冷静で無頓着であること。

とにかく完全なチェーラになりたいと望んでいる者はこ

の条件を満たさなければならない。第一条件は滅多に起

こらない例外的なケースではいくぶん変えられることも

あるが、あとの条件は厳しく要求される。チェーラは、

外から何の助けもない努力によって多かれ少なかれこれ

らの特性をすでに心の中に養っていなければ、試される

ことはあり得ない。

　社会に出て活動しているか否かは別として、自らの進

化を進めている修行者は、生得の能力に従って、自分の

①シャリーラ（体）、②インドリヤ（感覚）、③ドーシャ（欠

点）、④ドウッカ（苦痛）を乗り越え支配したなら、マナ

ス（知性）とブッディ（霊的知性）とアートマン（最高

の魂すなわち霊）と一体になる準備ができたといえる。

またさらに、認識の世界ではアートマンは至高の支配者

であり、意志は実行上の最高のエネルギーであると認め

た時、昔からのルールに従って一人のイニシエートに師

事することができる。すると、チェーラは神秘の道を示

され、さらに進むと、パラ（Phala）すなわち原因の成

果を間違いなく見極める方法を教えられ、アパヴァルガ

すなわち解説に達する方法を授けられる。

無知の人は自分の肉体化身を決めることができず、繰り

返し生まれ変わるという苦しみを受けるが、チェーラは

解脱の教えに従ってプレーディヤバーヴァすなわち輪廻

転生を逃れることができる。

　オカルト科学及び人間の超越的な可能性の実在につい

ての記憶はアーリア人の心に潜在しているが、その記憶

を呼び起こすことは神智学協会に与えられた骨の折れる

仕事の一つである。協会の創立以来、チェーラ選択のルー

ルはある面では少し緩められた。多くの会員は、前記の

ことについての実際上の証拠を見て納得した。この会員

達は他の人がオカルティズムの目的を成就したのだとす

れば、自分も資質があって同じ道を辿ったなら、その目

的を達成できるだろうという正しい結論を出して、弟子

道に入る許可をしつこくせがんだ。少なくとも道に踏み

出すチャンスを与えないならカルマの働きを邪魔するこ

とになると、皆がしつこく求めたので、機会を与えるこ

とになったのである。その結果は決して、励みになるよ

うなものではなかった。だから、この論文を書くように

命じられたのは、こうした不幸な人達に自分の失敗の原

因を示すと同時に、向こう見ずに同じ不運へと突進しな

いように他の人達に注意を与えるためである。

　問題の志願者達は、前もってそうしてはいけないとい

うはっきりした警告を与えられていたのに、過去のこと

を忘れ利己心をいだいて未来を期待したので、間違いが

起きたのである。チェーラとして選ばれるという滅多に

しか与えられない光栄を受けるに値するようなことは一

つとしてしたことがなく、そのような特権を与えられる

ことを期待できる根拠も一切なく、前に述べられた長所

などが自分には一つもないことを、皆は気にとめなかっ

た。利己的で即物的なこの世の者として、独身者も既婚

者も、民間人も軍人も、商人も知的職業人も、皆、動物

的性質をたいへんうまく育て霊的な可能性をほとんど発

達させない「人生の学校」に通ってきた。しかし各自は

うぬぼれのあまり、自分の場合なら、幾世紀とも数えら

れないほど古い規則の例外とされ、まるで新しい救世主

( アヴァターラ ) が到来したかのように歓迎されるだろ

うと思っていた。皆は、神智学協会に入るだけで、秘密

にされていることを教えてもらうことができ、超能力を

授けられると期待していた。邪道を離れ行状を改めると

まじめに決心した者もいたので、とにかくその人達の誠

実さは認めなければならない。

　最初のころは、会長のオルコット大佐をはじめとして

皆が断られた。大佐に関しては、今なら言っても差し支

えないが、一年以上の献身的な奉仕と、いかなる拒否に

も耐えるという決意によって、自分が安全に試されるこ

とができると証明されるまでは正式にチェーラとして受

け入れられなかった。その時、四方八方から不平が起き

た。弟子道のルールについて一つも知る立場にいない

ヨーロッパ人だけではなく、もっとよく知っているはず

のインド人からも苦情が起きたのである。つまり、少な

くとも二、三人の神智学徒が弟子道に入るチャンスを与

えられないなら協会は存続することができないという世

論が起きた。隣人や国に対する人間の義務、自分よりも

恵まれていない人達を助ける義務など、協会の綱領の他

の高尚で無私無欲の面はすべて忘れ去られ、まるで気が

狂ったかのように皆アデプトになろうと殺到した。「現

象を、現象を、現象を！」という叫び声が、方々から鳴

り響いた。会員は、協会の創立者達の本当の仕事を邪魔

して、何とか大師に取りなすようにとうるさくせがみ続

けた。皆はマハートマ方に不満をいだいており、マハー

トマ方の哀れな代表者達はその攻撃をすべて受けなけれ

ばならなかった。ついに上の方々は、最もしつこく要求

した志願者の中の二、三人をそのいうことを真に受けて

弟子道に入らせるといわれた。この実験の結果はおそら

く、いろいろの説教よりもチェーラ道の意味をはっきり

示し、利己心と無分別の結果を明らかにしたのである。

各志願者は、自分の適性を証明するまではとにかく数年

もかかり、一連の試練を受け、それによって、よしあし

を問わず自分の内に潜んでいるありとあらゆる特性が引

き出されなければならないと警告された。志願者のほと

んどは既婚の男性だったので、在俗チェーラ（Lay 

Chela）と呼ばれた。これは英語では新用語だが、それ

に当たる言葉は昔からアジアの言語にあった。在俗弟子

はただ、霊的なことを奥まで学びたいと断言する世間一

般の人である。神智学協会の三大目的の二番目のものを

受け入れる会員は実際上、このようなチェーラである。

なぜなら、そうした人はたとえ本当のチェーラの中に数

えられなくても、自分とマハートマ達とを分ける境界線

を超えたなら、いわばマハートマ達の注目下になるので、

いずれはチェーラになる可能性をもっている。協会は、

マハートマ達のご命令に従って創立されたものであり、

今もマハートマ達の条件づきの保護の下にあるので、人

が協会に入ってその仕事を助ける義務を引き受けること

で、ある程度マハートマ達と協調して活動することを

誓ったことになる。つまり、入会することで道に足を踏

み入れることになるが、そのあとのことは全部会員自身

による。自分の個人的な功績で得られたものでない限り、

神智学協会と関係のあるマハートマ達の一人、または、

もし世間に知られることに承諾されるなら世界の他のマ

ハートマ達の一人から「寵愛」を受けることを少しも期

待することはできない。マハートマ達はカルマの法則の

しもべであり、その法則を定めるものではない。一人の

大師の監視下で功徳のために働けるということ以外は、

在俗チェーラであることは誰にも何の特権も与えない。

チェーラが大師を見るか否かは、結果とは全く関係がな

い。弟子の善い思いと言葉と行ないから善い実がなり、

悪いものから悪い実がなる。在俗弟子であることを自慢

して見せびらかすことは、グルとの関係を有名無実のも

のにする最も確実な方法である。なぜならそれは、弟子

は虚栄心が強く、進歩することに適していないという証

拠だからである。数年前からどこででも同じ金言を教え

てきた――マハートマ達との親交を「まず受けるに値す

るようになり、それから望め」（First deserve, then 

desire）。

　この二、三年、ある人達はチェーラとして選ばれたあ

と、不行跡に陥ってしまった。そのような人がなぜ選択

されたかと疑問に思う人もいるが、その「神秘」は、恐

ろしい不変の自然法則の働きによって解決される。読者

は多分「薮を突いて蛇を出すな」という諺
ことわざ

を知ってい

るであろう。その中に深いオカルト的な意味がある。自

分の道徳的な力が試されるまでは、どの男女もその強さ

を知ることができない。せっぱ詰まったことがないので

「立派な市民」として一生を過ごすことができた人は何

千何万人もいる。これは確かに分かり切ったことだが、

当面の問題に直接関係がある。チェーラになろうとする

人はそれだけで、自分の動物的性質の中にじっと眠って

いる欲望をすべて目覚めさせ、やけを起こさせてしまう。

というのも、その時、支配するか支配されるかという、

助命を許すことも許されることもない激戦が始まるから

である。乗るか反るかという生死の闘争である。打ち勝

つ者はアデプトになり、失敗する者は不面目にも犠牲者

になる。なぜなら、情欲、慢心、貪欲、虚栄心、利己心、

臆病などの低級な性質の犠牲者となるのは、まことの人

間性の尺度で計ると、本当に不面目なことである。

　



第２部　マハートマ達と弟子道

　神智学運動が一八七五年に起こされた時、マハートマ

達（大師達、同胞達、アデプト達ともいわれる）とその

同胞団について知っている人は東洋でも少数であり、大

師方の指導下で弟子道を辿ることの資格と本質が忘れら

れつつあった。ところが、一八八一年、Ａ・Ｐ・シネット

著の『オカルト・ワールド』はＫＨ大師の手紙を八通載

せ、ブラヴァツキー夫人の心霊現象について詳述して、

欧米でセンセーションを起こした。大勢の西洋人達は、

超人的な知識と能力を身につけようと、大師方または

チェーラ達（大師方の弟子達）からオカルティズムを教

わりに来た。一八八三年、数人の志願者達がみごとに失

敗したあと、弟子道についての間違った考えを取り除く

ためにブラヴァツキーは「チェーラと在俗チェーラ」（一）

を書いた。翌年、夫人は二人のインド人のチェーラ達と

共にヨーロッパに渡ったあと、弟子道に関する一般の誤

解がさらに深くなっていたので、彼女はマハートマ達や

師弟関係についての一連の論文を『セオソフィスト』に

投稿した（二～七）。当時は心霊主義や降霊術が流行っ

ていたのでこれらの論文はみな、非利己心の重要さを説

いただけではなく、霊媒道と弟子道の違いを十分説明し

ている。同じ理由で、本書で「ヒマラヤのマハートマ達

の実在」という題でまとめられている諸論文（八）は、

その実在を否定する唯物論者に答えると共に、マハート

マ達を死者の「霊」と見なす心霊主義者達の誤解も正し

ている。これらの論文は主に、モーヒニとダモダールと

いうチェーラ達によって書かれたもので、「編集者」の

文だけはブラヴァツキーによるものである。最後の二論

文は、大師方の実在と誠実さについて疑いを抱いた神智

学徒からの批判に対する答えである。「モーヒニヘのロ

イド氏の質疑とブラヴァツキー夫人の応答」（九）は、

ヘルメス哲学の大家アンナ・キングズフォード博士の弟

子の疑問に対する強いレスポンスである。「神智学のマ

ハートマ達」（一〇）で、ブラヴァツキーは批判者達の

矛盾を指摘しながら、弟子道に絶対に必要な、師匠への

献身と愛を示す。

（　）は本書の原典を参照。

１　チェーラと在俗チェーラ

　チェーラという言葉は、神智学によって西洋の哲学用

語に取り入れられ、また、『セオソフィスト』誌の普及

がますます広くなっているので、東洋人の会員には必要

がないかもしれないが、少なくともヨーロッパ系の会員

のために、この言葉の意味をもっと詳しく説明したほう

がよいと思う。

　チェーラとは、「自然界の秘められている神秘と人間

に潜在するサイキック能力」を実践的に学ぶ弟子になる

ことを申し込んだ男女である。申し込みを受けて霊的な

指導を授ける師匠はインドでは「グル」と呼ばれ、本当

のグルはいつもオカルト科学に熟達しているアデプトで

ある。顕教的な知識、そして特に秘教的な知識に精通し

ている造詣の深い者、肉体的な欲望を意志に従わせた者、

自然力を支配する能力（シッディ、神通力）を自分の中

に育て、かつては潜在的であったが現在は活動している

自分の本質の能力を開発して自然界の秘密を探究するこ

とのできる者、このような者こそまことのグルである。
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チェーラになろうと申し込むことは簡単だが、アデプト

になることほど難しいことはほかにない。「生まれなが

ら」の詩人や数学者や職人や政治家などはたくさんいる

が、生まれながらのアデプトというものはほとんどあり

得ない。オカルトの知識と能力を身につけるための生得

の可能性を不思議なほどもっている人のことはたまに耳

にすることもあるが、そのような人でさえも同じ試験と

見習いに合格し、それほど生まれつきの才能のない他の

者と同じ自己訓練を経験しなければならない。この件に

関して、運命の寵児が通ることのできる楽な「王道」と

いうものはない。

　チェーラの選択に関して言えば、コンパ（寺院）の中

の世襲的なグループを除いて、数世紀もの間、ヒマラヤ

のマハートマ方ご自身はチベットではかなりの数に上

る、生まれながらの神秘家達の中から弟子を選ばれた。

その知られている限りの例外について言えば、ロバート・

フラッド、トマス・ヴォーン、パラケルスス、ピコ・デ

ラ＝ミランドラ、サン＝ジェルマン伯爵などの西洋人は

生まれながらこの天上の科学と気質が合っていたので、

遠くにいたアデプト達はその人達と個人的な関係を余儀

なくもたせられたのである。そのおかげで、この人達は、

社会環境が許す限り全真理の小さなまたは大きな部分を

得ることができた。『キウ・ティ』四巻のウパサナにつ

いての章では、チェーラに要求された条件が書かれてい

る。

⑴ 申し分ない健康体。

⑵ 精神及び肉体上の完全な清潔さ。

⑶ 無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあ

われみ。

⑷ 正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。いか

なる自然界の勢力もそれに影響を及ぼすことができず、

いかなる権力もその進行を妨げることができず、顕教の

祈願や儀式もそれをなだめ静めることのできない法則で

ある。

⑸ どのような緊急の事態にも、命が危険な場合にさえも

ひるむことのない勇気。

⑹ 自分は、顕現した観自在すなわち神聖なアートマン

（霊）の媒体であるという直観。

⑺ 目に見えない世界とはかないこの客観的世界の関係を

理解しながら、この世のすべてのものを正当に評価する

と同時にそれらに対して冷静で無頓着であること。

とにかく完全なチェーラになりたいと望んでいる者はこ

の条件を満たさなければならない。第一条件は滅多に起

こらない例外的なケースではいくぶん変えられることも

あるが、あとの条件は厳しく要求される。チェーラは、

外から何の助けもない努力によって多かれ少なかれこれ

らの特性をすでに心の中に養っていなければ、試される

ことはあり得ない。

　社会に出て活動しているか否かは別として、自らの進

化を進めている修行者は、生得の能力に従って、自分の

①シャリーラ（体）、②インドリヤ（感覚）、③ドーシャ（欠

点）、④ドウッカ（苦痛）を乗り越え支配したなら、マナ

ス（知性）とブッディ（霊的知性）とアートマン（最高

の魂すなわち霊）と一体になる準備ができたといえる。

またさらに、認識の世界ではアートマンは至高の支配者

であり、意志は実行上の最高のエネルギーであると認め

た時、昔からのルールに従って一人のイニシエートに師

事することができる。すると、チェーラは神秘の道を示

され、さらに進むと、パラ（Phala）すなわち原因の成

果を間違いなく見極める方法を教えられ、アパヴァルガ

すなわち解説に達する方法を授けられる。

無知の人は自分の肉体化身を決めることができず、繰り

返し生まれ変わるという苦しみを受けるが、チェーラは

解脱の教えに従ってプレーディヤバーヴァすなわち輪廻

転生を逃れることができる。

　オカルト科学及び人間の超越的な可能性の実在につい

ての記憶はアーリア人の心に潜在しているが、その記憶

を呼び起こすことは神智学協会に与えられた骨の折れる

仕事の一つである。協会の創立以来、チェーラ選択のルー

ルはある面では少し緩められた。多くの会員は、前記の

ことについての実際上の証拠を見て納得した。この会員

達は他の人がオカルティズムの目的を成就したのだとす

れば、自分も資質があって同じ道を辿ったなら、その目

的を達成できるだろうという正しい結論を出して、弟子

道に入る許可をしつこくせがんだ。少なくとも道に踏み

出すチャンスを与えないならカルマの働きを邪魔するこ

とになると、皆がしつこく求めたので、機会を与えるこ

とになったのである。その結果は決して、励みになるよ

うなものではなかった。だから、この論文を書くように

命じられたのは、こうした不幸な人達に自分の失敗の原

因を示すと同時に、向こう見ずに同じ不運へと突進しな

いように他の人達に注意を与えるためである。

　問題の志願者達は、前もってそうしてはいけないとい

うはっきりした警告を与えられていたのに、過去のこと

を忘れ利己心をいだいて未来を期待したので、間違いが

起きたのである。チェーラとして選ばれるという滅多に

しか与えられない光栄を受けるに値するようなことは一

つとしてしたことがなく、そのような特権を与えられる

ことを期待できる根拠も一切なく、前に述べられた長所

などが自分には一つもないことを、皆は気にとめなかっ

た。利己的で即物的なこの世の者として、独身者も既婚

者も、民間人も軍人も、商人も知的職業人も、皆、動物

的性質をたいへんうまく育て霊的な可能性をほとんど発

達させない「人生の学校」に通ってきた。しかし各自は

うぬぼれのあまり、自分の場合なら、幾世紀とも数えら

れないほど古い規則の例外とされ、まるで新しい救世主

( アヴァターラ ) が到来したかのように歓迎されるだろ

うと思っていた。皆は、神智学協会に入るだけで、秘密

にされていることを教えてもらうことができ、超能力を

授けられると期待していた。邪道を離れ行状を改めると

まじめに決心した者もいたので、とにかくその人達の誠

実さは認めなければならない。

　最初のころは、会長のオルコット大佐をはじめとして

皆が断られた。大佐に関しては、今なら言っても差し支

えないが、一年以上の献身的な奉仕と、いかなる拒否に

も耐えるという決意によって、自分が安全に試されるこ

とができると証明されるまでは正式にチェーラとして受

け入れられなかった。その時、四方八方から不平が起き

た。弟子道のルールについて一つも知る立場にいない

ヨーロッパ人だけではなく、もっとよく知っているはず

のインド人からも苦情が起きたのである。つまり、少な

くとも二、三人の神智学徒が弟子道に入るチャンスを与

えられないなら協会は存続することができないという世

論が起きた。隣人や国に対する人間の義務、自分よりも

恵まれていない人達を助ける義務など、協会の綱領の他

の高尚で無私無欲の面はすべて忘れ去られ、まるで気が

狂ったかのように皆アデプトになろうと殺到した。「現

象を、現象を、現象を！」という叫び声が、方々から鳴

り響いた。会員は、協会の創立者達の本当の仕事を邪魔

して、何とか大師に取りなすようにとうるさくせがみ続

けた。皆はマハートマ方に不満をいだいており、マハー

トマ方の哀れな代表者達はその攻撃をすべて受けなけれ

ばならなかった。ついに上の方々は、最もしつこく要求

した志願者の中の二、三人をそのいうことを真に受けて

弟子道に入らせるといわれた。この実験の結果はおそら

く、いろいろの説教よりもチェーラ道の意味をはっきり

示し、利己心と無分別の結果を明らかにしたのである。

各志願者は、自分の適性を証明するまではとにかく数年

もかかり、一連の試練を受け、それによって、よしあし

を問わず自分の内に潜んでいるありとあらゆる特性が引

き出されなければならないと警告された。志願者のほと

んどは既婚の男性だったので、在俗チェーラ（Lay 

Chela）と呼ばれた。これは英語では新用語だが、それ

に当たる言葉は昔からアジアの言語にあった。在俗弟子

はただ、霊的なことを奥まで学びたいと断言する世間一

般の人である。神智学協会の三大目的の二番目のものを

受け入れる会員は実際上、このようなチェーラである。

なぜなら、そうした人はたとえ本当のチェーラの中に数

えられなくても、自分とマハートマ達とを分ける境界線

を超えたなら、いわばマハートマ達の注目下になるので、

いずれはチェーラになる可能性をもっている。協会は、

マハートマ達のご命令に従って創立されたものであり、

今もマハートマ達の条件づきの保護の下にあるので、人

が協会に入ってその仕事を助ける義務を引き受けること

で、ある程度マハートマ達と協調して活動することを

誓ったことになる。つまり、入会することで道に足を踏

み入れることになるが、そのあとのことは全部会員自身

による。自分の個人的な功績で得られたものでない限り、

神智学協会と関係のあるマハートマ達の一人、または、

もし世間に知られることに承諾されるなら世界の他のマ

ハートマ達の一人から「寵愛」を受けることを少しも期

待することはできない。マハートマ達はカルマの法則の

しもべであり、その法則を定めるものではない。一人の

大師の監視下で功徳のために働けるということ以外は、

在俗チェーラであることは誰にも何の特権も与えない。

チェーラが大師を見るか否かは、結果とは全く関係がな

い。弟子の善い思いと言葉と行ないから善い実がなり、

悪いものから悪い実がなる。在俗弟子であることを自慢

して見せびらかすことは、グルとの関係を有名無実のも

のにする最も確実な方法である。なぜならそれは、弟子

は虚栄心が強く、進歩することに適していないという証

拠だからである。数年前からどこででも同じ金言を教え

てきた――マハートマ達との親交を「まず受けるに値す

るようになり、それから望め」（First deserve, then 

desire）。

　この二、三年、ある人達はチェーラとして選ばれたあ

と、不行跡に陥ってしまった。そのような人がなぜ選択

されたかと疑問に思う人もいるが、その「神秘」は、恐

ろしい不変の自然法則の働きによって解決される。読者

は多分「薮を突いて蛇を出すな」という諺
ことわざ

を知ってい

るであろう。その中に深いオカルト的な意味がある。自

分の道徳的な力が試されるまでは、どの男女もその強さ

を知ることができない。せっぱ詰まったことがないので

「立派な市民」として一生を過ごすことができた人は何

千何万人もいる。これは確かに分かり切ったことだが、

当面の問題に直接関係がある。チェーラになろうとする

人はそれだけで、自分の動物的性質の中にじっと眠って

いる欲望をすべて目覚めさせ、やけを起こさせてしまう。

というのも、その時、支配するか支配されるかという、

助命を許すことも許されることもない激戦が始まるから

である。乗るか反るかという生死の闘争である。打ち勝

つ者はアデプトになり、失敗する者は不面目にも犠牲者

になる。なぜなら、情欲、慢心、貪欲、虚栄心、利己心、

臆病などの低級な性質の犠牲者となるのは、まことの人

間性の尺度で計ると、本当に不面目なことである。
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投稿した（二～七）。当時は心霊主義や降霊術が流行っ

ていたのでこれらの論文はみな、非利己心の重要さを説

いただけではなく、霊媒道と弟子道の違いを十分説明し

ている。同じ理由で、本書で「ヒマラヤのマハートマ達

の実在」という題でまとめられている諸論文（八）は、

その実在を否定する唯物論者に答えると共に、マハート

マ達を死者の「霊」と見なす心霊主義者達の誤解も正し

ている。これらの論文は主に、モーヒニとダモダールと

いうチェーラ達によって書かれたもので、「編集者」の

文だけはブラヴァツキーによるものである。最後の二論

文は、大師方の実在と誠実さについて疑いを抱いた神智

学徒からの批判に対する答えである。「モーヒニヘのロ

イド氏の質疑とブラヴァツキー夫人の応答」（九）は、

ヘルメス哲学の大家アンナ・キングズフォード博士の弟

子の疑問に対する強いレスポンスである。「神智学のマ

ハートマ達」（一〇）で、ブラヴァツキーは批判者達の

矛盾を指摘しながら、弟子道に絶対に必要な、師匠への

献身と愛を示す。
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のために、この言葉の意味をもっと詳しく説明したほう

がよいと思う。

　チェーラとは、「自然界の秘められている神秘と人間

に潜在するサイキック能力」を実践的に学ぶ弟子になる

ことを申し込んだ男女である。申し込みを受けて霊的な

指導を授ける師匠はインドでは「グル」と呼ばれ、本当

のグルはいつもオカルト科学に熟達しているアデプトで

ある。顕教的な知識、そして特に秘教的な知識に精通し

ている造詣の深い者、肉体的な欲望を意志に従わせた者、
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に育て、かつては潜在的であったが現在は活動している
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なくもたせられたのである。そのおかげで、この人達は、

社会環境が許す限り全真理の小さなまたは大きな部分を

得ることができた。『キウ・ティ』四巻のウパサナにつ

いての章では、チェーラに要求された条件が書かれてい

る。

⑴ 申し分ない健康体。

⑵ 精神及び肉体上の完全な清潔さ。

⑶ 無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあ

われみ。

⑷ 正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。いか

なる自然界の勢力もそれに影響を及ぼすことができず、

いかなる権力もその進行を妨げることができず、顕教の

祈願や儀式もそれをなだめ静めることのできない法則で

ある。

⑸ どのような緊急の事態にも、命が危険な場合にさえも

ひるむことのない勇気。

⑹ 自分は、顕現した観自在すなわち神聖なアートマン

（霊）の媒体であるという直観。

⑺ 目に見えない世界とはかないこの客観的世界の関係を

理解しながら、この世のすべてのものを正当に評価する

と同時にそれらに対して冷静で無頓着であること。

とにかく完全なチェーラになりたいと望んでいる者はこ

の条件を満たさなければならない。第一条件は滅多に起

こらない例外的なケースではいくぶん変えられることも

あるが、あとの条件は厳しく要求される。チェーラは、

外から何の助けもない努力によって多かれ少なかれこれ

らの特性をすでに心の中に養っていなければ、試される

ことはあり得ない。

　社会に出て活動しているか否かは別として、自らの進

化を進めている修行者は、生得の能力に従って、自分の

①シャリーラ（体）、②インドリヤ（感覚）、③ドーシャ（欠

点）、④ドウッカ（苦痛）を乗り越え支配したなら、マナ

ス（知性）とブッディ（霊的知性）とアートマン（最高

の魂すなわち霊）と一体になる準備ができたといえる。

またさらに、認識の世界ではアートマンは至高の支配者

であり、意志は実行上の最高のエネルギーであると認め

た時、昔からのルールに従って一人のイニシエートに師

事することができる。すると、チェーラは神秘の道を示

され、さらに進むと、パラ（Phala）すなわち原因の成

果を間違いなく見極める方法を教えられ、アパヴァルガ

すなわち解説に達する方法を授けられる。

無知の人は自分の肉体化身を決めることができず、繰り

返し生まれ変わるという苦しみを受けるが、チェーラは

解脱の教えに従ってプレーディヤバーヴァすなわち輪廻

転生を逃れることができる。

　オカルト科学及び人間の超越的な可能性の実在につい

ての記憶はアーリア人の心に潜在しているが、その記憶

を呼び起こすことは神智学協会に与えられた骨の折れる

仕事の一つである。協会の創立以来、チェーラ選択のルー

ルはある面では少し緩められた。多くの会員は、前記の

ことについての実際上の証拠を見て納得した。この会員

達は他の人がオカルティズムの目的を成就したのだとす

れば、自分も資質があって同じ道を辿ったなら、その目

的を達成できるだろうという正しい結論を出して、弟子

道に入る許可をしつこくせがんだ。少なくとも道に踏み

出すチャンスを与えないならカルマの働きを邪魔するこ

とになると、皆がしつこく求めたので、機会を与えるこ

とになったのである。その結果は決して、励みになるよ

うなものではなかった。だから、この論文を書くように

命じられたのは、こうした不幸な人達に自分の失敗の原

因を示すと同時に、向こう見ずに同じ不運へと突進しな

いように他の人達に注意を与えるためである。

　問題の志願者達は、前もってそうしてはいけないとい

うはっきりした警告を与えられていたのに、過去のこと

を忘れ利己心をいだいて未来を期待したので、間違いが

起きたのである。チェーラとして選ばれるという滅多に

しか与えられない光栄を受けるに値するようなことは一

つとしてしたことがなく、そのような特権を与えられる

ことを期待できる根拠も一切なく、前に述べられた長所

などが自分には一つもないことを、皆は気にとめなかっ

た。利己的で即物的なこの世の者として、独身者も既婚

者も、民間人も軍人も、商人も知的職業人も、皆、動物

的性質をたいへんうまく育て霊的な可能性をほとんど発

達させない「人生の学校」に通ってきた。しかし各自は

うぬぼれのあまり、自分の場合なら、幾世紀とも数えら

れないほど古い規則の例外とされ、まるで新しい救世主

( アヴァターラ ) が到来したかのように歓迎されるだろ

うと思っていた。皆は、神智学協会に入るだけで、秘密

にされていることを教えてもらうことができ、超能力を

授けられると期待していた。邪道を離れ行状を改めると

まじめに決心した者もいたので、とにかくその人達の誠

実さは認めなければならない。

　最初のころは、会長のオルコット大佐をはじめとして

皆が断られた。大佐に関しては、今なら言っても差し支

えないが、一年以上の献身的な奉仕と、いかなる拒否に

も耐えるという決意によって、自分が安全に試されるこ

とができると証明されるまでは正式にチェーラとして受

け入れられなかった。その時、四方八方から不平が起き

た。弟子道のルールについて一つも知る立場にいない

ヨーロッパ人だけではなく、もっとよく知っているはず

のインド人からも苦情が起きたのである。つまり、少な

くとも二、三人の神智学徒が弟子道に入るチャンスを与

えられないなら協会は存続することができないという世

論が起きた。隣人や国に対する人間の義務、自分よりも

恵まれていない人達を助ける義務など、協会の綱領の他

の高尚で無私無欲の面はすべて忘れ去られ、まるで気が

狂ったかのように皆アデプトになろうと殺到した。「現

象を、現象を、現象を！」という叫び声が、方々から鳴

り響いた。会員は、協会の創立者達の本当の仕事を邪魔

して、何とか大師に取りなすようにとうるさくせがみ続

けた。皆はマハートマ方に不満をいだいており、マハー

トマ方の哀れな代表者達はその攻撃をすべて受けなけれ

ばならなかった。ついに上の方々は、最もしつこく要求

した志願者の中の二、三人をそのいうことを真に受けて

弟子道に入らせるといわれた。この実験の結果はおそら

く、いろいろの説教よりもチェーラ道の意味をはっきり

示し、利己心と無分別の結果を明らかにしたのである。

各志願者は、自分の適性を証明するまではとにかく数年

もかかり、一連の試練を受け、それによって、よしあし

を問わず自分の内に潜んでいるありとあらゆる特性が引

き出されなければならないと警告された。志願者のほと

んどは既婚の男性だったので、在俗チェーラ（Lay 

Chela）と呼ばれた。これは英語では新用語だが、それ

に当たる言葉は昔からアジアの言語にあった。在俗弟子

はただ、霊的なことを奥まで学びたいと断言する世間一

般の人である。神智学協会の三大目的の二番目のものを

受け入れる会員は実際上、このようなチェーラである。

なぜなら、そうした人はたとえ本当のチェーラの中に数

えられなくても、自分とマハートマ達とを分ける境界線

を超えたなら、いわばマハートマ達の注目下になるので、

いずれはチェーラになる可能性をもっている。協会は、

マハートマ達のご命令に従って創立されたものであり、

今もマハートマ達の条件づきの保護の下にあるので、人

が協会に入ってその仕事を助ける義務を引き受けること

で、ある程度マハートマ達と協調して活動することを

誓ったことになる。つまり、入会することで道に足を踏

み入れることになるが、そのあとのことは全部会員自身

による。自分の個人的な功績で得られたものでない限り、

神智学協会と関係のあるマハートマ達の一人、または、

もし世間に知られることに承諾されるなら世界の他のマ

ハートマ達の一人から「寵愛」を受けることを少しも期

待することはできない。マハートマ達はカルマの法則の

しもべであり、その法則を定めるものではない。一人の

大師の監視下で功徳のために働けるということ以外は、

在俗チェーラであることは誰にも何の特権も与えない。

チェーラが大師を見るか否かは、結果とは全く関係がな

い。弟子の善い思いと言葉と行ないから善い実がなり、

悪いものから悪い実がなる。在俗弟子であることを自慢

して見せびらかすことは、グルとの関係を有名無実のも

のにする最も確実な方法である。なぜならそれは、弟子

は虚栄心が強く、進歩することに適していないという証

拠だからである。数年前からどこででも同じ金言を教え

てきた――マハートマ達との親交を「まず受けるに値す

るようになり、それから望め」（First deserve, then 

desire）。

　この二、三年、ある人達はチェーラとして選ばれたあ

と、不行跡に陥ってしまった。そのような人がなぜ選択

されたかと疑問に思う人もいるが、その「神秘」は、恐

ろしい不変の自然法則の働きによって解決される。読者

は多分「薮を突いて蛇を出すな」という諺
ことわざ

を知ってい

るであろう。その中に深いオカルト的な意味がある。自

分の道徳的な力が試されるまでは、どの男女もその強さ

を知ることができない。せっぱ詰まったことがないので

「立派な市民」として一生を過ごすことができた人は何

千何万人もいる。これは確かに分かり切ったことだが、

当面の問題に直接関係がある。チェーラになろうとする

人はそれだけで、自分の動物的性質の中にじっと眠って

いる欲望をすべて目覚めさせ、やけを起こさせてしまう。

というのも、その時、支配するか支配されるかという、

助命を許すことも許されることもない激戦が始まるから

である。乗るか反るかという生死の闘争である。打ち勝

つ者はアデプトになり、失敗する者は不面目にも犠牲者

になる。なぜなら、情欲、慢心、貪欲、虚栄心、利己心、

臆病などの低級な性質の犠牲者となるのは、まことの人

間性の尺度で計ると、本当に不面目なことである。

　



第２部　マハートマ達と弟子道

　神智学運動が一八七五年に起こされた時、マハートマ

達（大師達、同胞達、アデプト達ともいわれる）とその

同胞団について知っている人は東洋でも少数であり、大

師方の指導下で弟子道を辿ることの資格と本質が忘れら

れつつあった。ところが、一八八一年、Ａ・Ｐ・シネット

著の『オカルト・ワールド』はＫＨ大師の手紙を八通載

せ、ブラヴァツキー夫人の心霊現象について詳述して、

欧米でセンセーションを起こした。大勢の西洋人達は、

超人的な知識と能力を身につけようと、大師方または

チェーラ達（大師方の弟子達）からオカルティズムを教

わりに来た。一八八三年、数人の志願者達がみごとに失

敗したあと、弟子道についての間違った考えを取り除く

ためにブラヴァツキーは「チェーラと在俗チェーラ」（一）

を書いた。翌年、夫人は二人のインド人のチェーラ達と

共にヨーロッパに渡ったあと、弟子道に関する一般の誤

解がさらに深くなっていたので、彼女はマハートマ達や

師弟関係についての一連の論文を『セオソフィスト』に

投稿した（二～七）。当時は心霊主義や降霊術が流行っ

ていたのでこれらの論文はみな、非利己心の重要さを説

いただけではなく、霊媒道と弟子道の違いを十分説明し

ている。同じ理由で、本書で「ヒマラヤのマハートマ達

の実在」という題でまとめられている諸論文（八）は、

その実在を否定する唯物論者に答えると共に、マハート

マ達を死者の「霊」と見なす心霊主義者達の誤解も正し

ている。これらの論文は主に、モーヒニとダモダールと

いうチェーラ達によって書かれたもので、「編集者」の

文だけはブラヴァツキーによるものである。最後の二論

文は、大師方の実在と誠実さについて疑いを抱いた神智

学徒からの批判に対する答えである。「モーヒニヘのロ

イド氏の質疑とブラヴァツキー夫人の応答」（九）は、

ヘルメス哲学の大家アンナ・キングズフォード博士の弟

子の疑問に対する強いレスポンスである。「神智学のマ

ハートマ達」（一〇）で、ブラヴァツキーは批判者達の

矛盾を指摘しながら、弟子道に絶対に必要な、師匠への

献身と愛を示す。

（　）は本書の原典を参照。

１　チェーラと在俗チェーラ

　チェーラという言葉は、神智学によって西洋の哲学用

語に取り入れられ、また、『セオソフィスト』誌の普及

がますます広くなっているので、東洋人の会員には必要

がないかもしれないが、少なくともヨーロッパ系の会員

のために、この言葉の意味をもっと詳しく説明したほう

がよいと思う。

　チェーラとは、「自然界の秘められている神秘と人間

に潜在するサイキック能力」を実践的に学ぶ弟子になる

ことを申し込んだ男女である。申し込みを受けて霊的な

指導を授ける師匠はインドでは「グル」と呼ばれ、本当

のグルはいつもオカルト科学に熟達しているアデプトで

ある。顕教的な知識、そして特に秘教的な知識に精通し

ている造詣の深い者、肉体的な欲望を意志に従わせた者、

自然力を支配する能力（シッディ、神通力）を自分の中

に育て、かつては潜在的であったが現在は活動している

自分の本質の能力を開発して自然界の秘密を探究するこ

とのできる者、このような者こそまことのグルである。

チェーラになろうと申し込むことは簡単だが、アデプト

になることほど難しいことはほかにない。「生まれなが

ら」の詩人や数学者や職人や政治家などはたくさんいる

が、生まれながらのアデプトというものはほとんどあり

得ない。オカルトの知識と能力を身につけるための生得

の可能性を不思議なほどもっている人のことはたまに耳

にすることもあるが、そのような人でさえも同じ試験と

見習いに合格し、それほど生まれつきの才能のない他の

者と同じ自己訓練を経験しなければならない。この件に

関して、運命の寵児が通ることのできる楽な「王道」と

いうものはない。

　チェーラの選択に関して言えば、コンパ（寺院）の中

の世襲的なグループを除いて、数世紀もの間、ヒマラヤ

のマハートマ方ご自身はチベットではかなりの数に上

る、生まれながらの神秘家達の中から弟子を選ばれた。

その知られている限りの例外について言えば、ロバート・

フラッド、トマス・ヴォーン、パラケルスス、ピコ・デ

ラ＝ミランドラ、サン＝ジェルマン伯爵などの西洋人は

生まれながらこの天上の科学と気質が合っていたので、

遠くにいたアデプト達はその人達と個人的な関係を余儀

なくもたせられたのである。そのおかげで、この人達は、

社会環境が許す限り全真理の小さなまたは大きな部分を

得ることができた。『キウ・ティ』四巻のウパサナにつ

いての章では、チェーラに要求された条件が書かれてい

る。

⑴ 申し分ない健康体。

⑵ 精神及び肉体上の完全な清潔さ。

⑶ 無私無欲の目的、普遍的な慈悲、あらゆる生類へのあ

われみ。

⑷ 正直さと、カルマの法則に対する確固たる信念。いか

なる自然界の勢力もそれに影響を及ぼすことができず、

いかなる権力もその進行を妨げることができず、顕教の

祈願や儀式もそれをなだめ静めることのできない法則で

ある。

⑸ どのような緊急の事態にも、命が危険な場合にさえも

ひるむことのない勇気。

⑹ 自分は、顕現した観自在すなわち神聖なアートマン

（霊）の媒体であるという直観。

⑺ 目に見えない世界とはかないこの客観的世界の関係を

理解しながら、この世のすべてのものを正当に評価する

と同時にそれらに対して冷静で無頓着であること。

とにかく完全なチェーラになりたいと望んでいる者はこ

の条件を満たさなければならない。第一条件は滅多に起

こらない例外的なケースではいくぶん変えられることも

あるが、あとの条件は厳しく要求される。チェーラは、

外から何の助けもない努力によって多かれ少なかれこれ

らの特性をすでに心の中に養っていなければ、試される

ことはあり得ない。

　社会に出て活動しているか否かは別として、自らの進

化を進めている修行者は、生得の能力に従って、自分の

①シャリーラ（体）、②インドリヤ（感覚）、③ドーシャ（欠

点）、④ドウッカ（苦痛）を乗り越え支配したなら、マナ

ス（知性）とブッディ（霊的知性）とアートマン（最高

の魂すなわち霊）と一体になる準備ができたといえる。

またさらに、認識の世界ではアートマンは至高の支配者

であり、意志は実行上の最高のエネルギーであると認め

た時、昔からのルールに従って一人のイニシエートに師

事することができる。すると、チェーラは神秘の道を示

され、さらに進むと、パラ（Phala）すなわち原因の成

果を間違いなく見極める方法を教えられ、アパヴァルガ

すなわち解説に達する方法を授けられる。

無知の人は自分の肉体化身を決めることができず、繰り

返し生まれ変わるという苦しみを受けるが、チェーラは

解脱の教えに従ってプレーディヤバーヴァすなわち輪廻

転生を逃れることができる。

　オカルト科学及び人間の超越的な可能性の実在につい

ての記憶はアーリア人の心に潜在しているが、その記憶

を呼び起こすことは神智学協会に与えられた骨の折れる

仕事の一つである。協会の創立以来、チェーラ選択のルー

ルはある面では少し緩められた。多くの会員は、前記の

ことについての実際上の証拠を見て納得した。この会員

達は他の人がオカルティズムの目的を成就したのだとす

れば、自分も資質があって同じ道を辿ったなら、その目

的を達成できるだろうという正しい結論を出して、弟子

道に入る許可をしつこくせがんだ。少なくとも道に踏み

出すチャンスを与えないならカルマの働きを邪魔するこ

とになると、皆がしつこく求めたので、機会を与えるこ

とになったのである。その結果は決して、励みになるよ

うなものではなかった。だから、この論文を書くように

命じられたのは、こうした不幸な人達に自分の失敗の原

因を示すと同時に、向こう見ずに同じ不運へと突進しな

いように他の人達に注意を与えるためである。

　問題の志願者達は、前もってそうしてはいけないとい

うはっきりした警告を与えられていたのに、過去のこと

を忘れ利己心をいだいて未来を期待したので、間違いが

起きたのである。チェーラとして選ばれるという滅多に

しか与えられない光栄を受けるに値するようなことは一

つとしてしたことがなく、そのような特権を与えられる

ことを期待できる根拠も一切なく、前に述べられた長所

などが自分には一つもないことを、皆は気にとめなかっ

た。利己的で即物的なこの世の者として、独身者も既婚

者も、民間人も軍人も、商人も知的職業人も、皆、動物

的性質をたいへんうまく育て霊的な可能性をほとんど発

達させない「人生の学校」に通ってきた。しかし各自は

うぬぼれのあまり、自分の場合なら、幾世紀とも数えら

れないほど古い規則の例外とされ、まるで新しい救世主

( アヴァターラ ) が到来したかのように歓迎されるだろ

うと思っていた。皆は、神智学協会に入るだけで、秘密

にされていることを教えてもらうことができ、超能力を

授けられると期待していた。邪道を離れ行状を改めると

まじめに決心した者もいたので、とにかくその人達の誠

実さは認めなければならない。

　最初のころは、会長のオルコット大佐をはじめとして

皆が断られた。大佐に関しては、今なら言っても差し支

えないが、一年以上の献身的な奉仕と、いかなる拒否に

も耐えるという決意によって、自分が安全に試されるこ

とができると証明されるまでは正式にチェーラとして受

け入れられなかった。その時、四方八方から不平が起き

た。弟子道のルールについて一つも知る立場にいない

ヨーロッパ人だけではなく、もっとよく知っているはず

のインド人からも苦情が起きたのである。つまり、少な

くとも二、三人の神智学徒が弟子道に入るチャンスを与

えられないなら協会は存続することができないという世

論が起きた。隣人や国に対する人間の義務、自分よりも

恵まれていない人達を助ける義務など、協会の綱領の他

の高尚で無私無欲の面はすべて忘れ去られ、まるで気が

狂ったかのように皆アデプトになろうと殺到した。「現

象を、現象を、現象を！」という叫び声が、方々から鳴

り響いた。会員は、協会の創立者達の本当の仕事を邪魔

して、何とか大師に取りなすようにとうるさくせがみ続

けた。皆はマハートマ方に不満をいだいており、マハー

トマ方の哀れな代表者達はその攻撃をすべて受けなけれ

ばならなかった。ついに上の方々は、最もしつこく要求

した志願者の中の二、三人をそのいうことを真に受けて

弟子道に入らせるといわれた。この実験の結果はおそら

く、いろいろの説教よりもチェーラ道の意味をはっきり

示し、利己心と無分別の結果を明らかにしたのである。

各志願者は、自分の適性を証明するまではとにかく数年

もかかり、一連の試練を受け、それによって、よしあし

を問わず自分の内に潜んでいるありとあらゆる特性が引

き出されなければならないと警告された。志願者のほと

んどは既婚の男性だったので、在俗チェーラ（Lay 

Chela）と呼ばれた。これは英語では新用語だが、それ

に当たる言葉は昔からアジアの言語にあった。在俗弟子

はただ、霊的なことを奥まで学びたいと断言する世間一

般の人である。神智学協会の三大目的の二番目のものを

受け入れる会員は実際上、このようなチェーラである。

なぜなら、そうした人はたとえ本当のチェーラの中に数

えられなくても、自分とマハートマ達とを分ける境界線

を超えたなら、いわばマハートマ達の注目下になるので、

いずれはチェーラになる可能性をもっている。協会は、

マハートマ達のご命令に従って創立されたものであり、

今もマハートマ達の条件づきの保護の下にあるので、人

が協会に入ってその仕事を助ける義務を引き受けること

で、ある程度マハートマ達と協調して活動することを

誓ったことになる。つまり、入会することで道に足を踏

み入れることになるが、そのあとのことは全部会員自身

による。自分の個人的な功績で得られたものでない限り、

神智学協会と関係のあるマハートマ達の一人、または、

もし世間に知られることに承諾されるなら世界の他のマ

ハートマ達の一人から「寵愛」を受けることを少しも期

待することはできない。マハートマ達はカルマの法則の

しもべであり、その法則を定めるものではない。一人の

大師の監視下で功徳のために働けるということ以外は、

在俗チェーラであることは誰にも何の特権も与えない。

チェーラが大師を見るか否かは、結果とは全く関係がな

い。弟子の善い思いと言葉と行ないから善い実がなり、

悪いものから悪い実がなる。在俗弟子であることを自慢

して見せびらかすことは、グルとの関係を有名無実のも

のにする最も確実な方法である。なぜならそれは、弟子

は虚栄心が強く、進歩することに適していないという証

拠だからである。数年前からどこででも同じ金言を教え

てきた――マハートマ達との親交を「まず受けるに値す

るようになり、それから望め」（First deserve, then 

desire）。

　この二、三年、ある人達はチェーラとして選ばれたあ

と、不行跡に陥ってしまった。そのような人がなぜ選択

されたかと疑問に思う人もいるが、その「神秘」は、恐

ろしい不変の自然法則の働きによって解決される。読者

は多分「薮を突いて蛇を出すな」という諺
ことわざ

を知ってい

るであろう。その中に深いオカルト的な意味がある。自

分の道徳的な力が試されるまでは、どの男女もその強さ

を知ることができない。せっぱ詰まったことがないので

「立派な市民」として一生を過ごすことができた人は何

千何万人もいる。これは確かに分かり切ったことだが、

当面の問題に直接関係がある。チェーラになろうとする

人はそれだけで、自分の動物的性質の中にじっと眠って

いる欲望をすべて目覚めさせ、やけを起こさせてしまう。

というのも、その時、支配するか支配されるかという、

助命を許すことも許されることもない激戦が始まるから

である。乗るか反るかという生死の闘争である。打ち勝

つ者はアデプトになり、失敗する者は不面目にも犠牲者

になる。なぜなら、情欲、慢心、貪欲、虚栄心、利己心、

臆病などの低級な性質の犠牲者となるのは、まことの人

間性の尺度で計ると、本当に不面目なことである。

　

オカルティズム対話集
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