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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。
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 神智学の海

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野未来

13 章 デヴァチャン

　人間の人生の境界線を超えたところに、人間のより良

い部分がその下の要素や獣的な要素から分離された場所

があることを示してきたので、人生から人生へと旅をす

る不死身の真の存在の死後の状態とは何かを考えるとこ

ろまで来た。やっとのことで肉体を脱すると、その人の

全体はカーマローカに入り、煉獄に行く。そこで彼は再

び低次のスカンダから脱しようとあがき、自分自身を解

放する。この誕生の期間中、高次の原理であるアートマ・

ブッディ・マナスは、肉体と脳が人生の中で可能にした

ものとは異なる方法で考え始める。これはデヴァチャン

の状態であり、デヴァチャンとは文字通り「神々の場所」

を意味するサンスクリット語であり、魂は幸福を楽しん

でいるが、神々は私たちのような体を持っていないので、

デヴァチャンでの自我は死すべき体を持っていない。

古代の書物には、この状態は「無限の年数」または「存

在の功徳に比例した期間」続くと言われており、その状

態に特有の精神的な力が尽きると、「存在は再び引きず

り下ろされ、死すべき世界に生まれ変わる」。そのため、

デヴァチャンはこの世への誕生と誕生の合間に挟まれて

いる。私たち全員をこの世に入るように強制するカルマ

の法則は、その働きが途切れることなく、またその範囲

も普遍的であるため、デヴァチャンにいる者にも作用す

る。それは、圧力を相殺する大気の量がない限り、それ

にさらされているものを押しのけたり、押しつぶしたり

する大気の圧力のようなものである。このたとえ話の場

合には、存在のカルマとは、常に状態から状態へと存在

を押しやったり押し出そうとする大気のことであり、大

気の量を打ち消すのは、存在自身の人生の思考や願望の

力でって、その力が尽きるまでデヴァチャンから出てく

るのを妨げているが、その力が費やされることで、私た

ちが自分で作ったこの世の運命の決定を阻止する力はな

くなってしまう。

　死後のこの状態の必然性は、マインドと魂の性質から

成長して行く進化に必要なものの一つである。マナスの

本質は、肉体が失われるとすぐにデヴァチャンの状態を

必要とし、それは単にその肉体的およびアストラル的封
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じ込めによって知性に置かれた束縛を緩める効果であ

る。人生において、私たちはほんのわずかな程度、それ

ぞれの瞬間に持っている考えを実行することができるだ

けだが、ましてや毎日の願望と夢によって生み出された

精神的なエネルギーを使い尽くすことはできない。この

ようにして発生したエネルギーは、失われたり消滅した

りするのではなく、マナスに保存されているが、肉体、脳、

アストラル体は力の完全な発達を許さない。それゆえに、

それは死ぬまで潜在的に保持され、その後、弱体化した

束縛から破裂し、思考者であるマナスを人生で設定され

た思考力の拡大、使用、および発達へと突進させる。こ

の必要な状態から逃れることができないのは、自分の力

と能力に対する人間の無知のせいである。この無知から

妄想が生じ、完全に自由ではないマナスは、それ自身の

力によってデヴァチャンの思考に運ばれる。しかし、無

知がこのような状態になる原因である一方で、プロセス

全体が救済的で、平穏で、有益である。平均的な人が、ちょ

うど辞めたばかりの同じ文明社会の別の体にすぐに戻っ

たとしたら、魂は完全に疲れて、その人の性質のより高

い部分の発達に必要な機会を奪われてしまうだろうから

である。

　今、自我は死すべき体とカーマを差し引いたものであ

り、デヴァチャンで、体とは言えないが手段や乗り物と

称されるかもしれない装いをして、それが精神と魂の階

層上で完全にデヴァチャン的状態で機能する。この世界

が私たちにとって現実であるように、デヴァチャンにい

る存在にとってはすべてが現実のものとなっている。そ

れは純粋に今、物質的な生活の足かせに邪魔されること

なく、自分自身のために独自の世界を作る機会を得たの

である。その状態は、色の構成や配置の恍惚とした気分

に浸っている詩人や芸術家のそれと比較することができ

るが、時間やこの世の物体を気にしないし、知らない。

　私たちは一秒ごとに原因を作っているが、その原因の

結果の顕在化には二つの場が存在している。それは、こ

の世と呼ばれる客観的なものと、この世とこの人生を

去った後の両方にある主観的なものである。客観的な領

域は、この世の人生と人間の粗い部分、その人の肉体的

な行為と脳の思考に関連しており、時にはその人のアス

トラル体にも関連している。

主観的なものは、彼の高次の、霊的な部分に関係してい

る。客観的な領域では、魂の推進力も、その人の魂の高

い傾向や熱望も、うまくいくはずがない。では、この世

の年数で計ると、人がデヴァチャンに滞在する時間はど

のくらいだろうか？

　この質問はこの世の人間が時間と呼ぶものを扱ってい

るが、もちろん、時間そのものの本当の意味、つまりこ

の太陽系にとっての究極の秩序、優先順位、連続性、瞬

間の長さというものには触れていない。それは、私たち

の時間に関しては答えられるかもしれないが、例えば、

時間が私たちのものと同じではない水星という惑星の時

間に関しては確かに答えられない質問であるし、実際に

魂によって理解される時間に関しても同じではない。後

者に関しては、どんな人でも、何年も過ぎ去った後には、

過ぎ去ったばかりの時間を直接認識することはできない

が、その過ぎ去った時間を象徴する出来事をいくつか

ピックアップすることができるだけであり、いくつかの

重要な瞬間や幸せな時間に関しては、それらを昨日のこ

とのように感じているようだ。このように、デヴァチャ

ンの中にいる者にとって、そこには時間はない。魂は、

その状態で自分自身の中で起こっていることのすべての

恩恵を持っているが、瞬間の経過としての思索にふけっ

ている。すべての時間は太陽の軌道が地球の平面上で私

たちのための年を区切っている一方で、すべては出来事

でできている。人生でよく知られているように、出来事、

景観、思考、議論、内省的な感情は、すべてがいかに一

瞬で完全に詳細に私たちを圧倒するかを覚えていれば、

または溺れている人に知られているように、一生の出来

事が心の目の前に一瞬で通過する場合は、これは不可能

とみなされることはない。しかし、言われているように、

自我はデヴァチャンで、生涯を通じて生み出された霊的

衝動に正確に比例した時間の間、滞在している。

さて、これは魂の数学を扱う問題であるが、今世紀のす

べての土地の平均的な人間にとってデヴァチャンにいる

期間がどのくらいの長さになるかは、大師以外の誰も知

ることができない。したがって、その平均値は計算に基

づいていなければならないので、私たちは智慧の大師た

ちに頼らなければならない。大師たちは、A・P・シネッ

ト氏が著書『エソテリック・ブッディズム』の中で明確

に述べているように、その期間は一般的には 1500 年で

あると言っている。大師たちからの手紙で構成された彼

の本を読むと、彼はデヴァチャンの期間がそれぞれの

ケースで 1500 年であると理解されることを望んでいる

と推測されるが、そのような誤解を取り除くために、彼

への情報提供者は後日、それは平均的な期間であり、固

定されたものではないと書いている。それらのことは真

実であるに違いない。なぜなら、人々は思考の強さが異

なるため、人生で、ある心の状態にとどまる期間も異な

るので、常に思考を持っていた存在に起因するもので、

思考がより大きな力を持っているデヴァチャンにおいて

も、とどまる期間はその人次第であるに違いないからで

ある。

　これについて大師がおっしゃったことは、次のような

ことである。「デヴァチャンの夢」は、その方向にカル

マが満たされるまで続く。デヴァチャンでは 「力の漸進

的な消耗」がある。「デヴァチャンの滞在は、この世の

人生に由来する未完成の心理的衝動に比例している。そ

の人を引きつけるものが圧倒的に物質的であった人は、

すぐにタンハー（訳注）の力によって生まれ変わりに引

き戻される」。タンハーとは、生命のための渇きである。

したがって、人生の中で多くの精神的衝動を生み出して

いない人は、その人の本質的な性質の中で自分の高級原

理をデヴァチャンで維持するための基礎や力をほとんど

持っていないだろう。彼が持っているすべてのものにつ

いては、彼が唯物論的な思考に思いを固定し始める前の、

子供の頃が起源となるだろう。タンハーという言葉で表

現される生命への渇望は、すべての存在に内在するスカ

ンダに宿っている引き寄せる力、あるいは磁力である。

このような場合には、平均のルールは適用されない。結

果全体は、どちらに転ぶにせよ力のバランスによるもの

であり、作用と反作用の結果であるためだ。そして、こ

の種の唯物論的な思考者は、初期の人生で発生した使い

めったにない。この溝は、デヴァチャンと転生を分ける

溝に似ている。それはその前のすべての記憶が消し去ら

れるものである。

　魂の力によって割り当てられた全期間がデヴァチャン

で終了したら、魂をこの世に縛る磁気の糸がその力を主

張し始める。自我は夢から覚め、新しい体に迅速に運び

出され、その後、誕生の直前に、それは一瞬、自分をデヴァ

チャンに導いたすべての原因を見て、始まろうとしてい

る人生に戻って、それがすべて公正であり、自分自身の

過去の人生の結果であることを知り、後悔をせず、再び

十字架を手に取る。そして、別の魂がこの世に戻って来

た。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 タンハー（パーリ語でタンハー、サンスクリット語

でトリシュナとも）は、文字通り「渇き」「渇愛」を意

味する仏教用語で、一般的には渇望や欲望と訳される。

仏教ではタンハーは、快い経験にしがみつきたい、痛い

経験や不快な経験から切り離されたい、中立的な経験や

感情が衰えないようにしたいという渇望と定義されてい

る。仏教の伝統では、タンハーは無知に基づく自己中心

的な欲求であるとされている。ブッダの最初の四つの尊

い真実の教えにおいて、ブッダはタンハーをドゥッカ（苦

しみ、不安、不満）の発生の主な原因であるとした。また、

タンハーは十二縁起（無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、

取、有、生、老死）の第８番目のリンクとして認識され

ている。

徳的、魂的な原因は、地上で行うよりも、その状態での

拡大と消耗に多くの時間を費やす。もし肉体を形成する

分子が、物質的な地球を支配する一般的な化学法則の影

響を受けていなかったならば、私たちはデヴァチャン状

態にいるのと同じように、これらの体の中で長く生きる

べきである。しかし、そのような終わりのない緊張と苦

しみの生活は、それを受けることを余儀なくされた魂を

打ちのめすのに十分であろう。喜びは苦痛となり、飽満

は終わるが、不滅の狂気の中で終わるだろう。いつも優

しい自然は、私たちの性質の中で最良で最高の花を咲か

せるため、そして休息のために、私たちをすぐに天国に

連れて行く。

　その時、デヴァチャンは無意味でも無駄でもない。「そ

こ（デヴァチャン）では私たちは休息している。この世

の人生の冷たい空の下では開花できなかった私たちの一

部が花を咲かせ、以前よりも強く、私たちの本質の一部

である別の人生に私たちと一緒に戻って来る。なぜ私た

ちは、自然が果てしなく続く闘いにおいて親切に助けて

くれることに不平を言うのだろう。なぜこのようにして

つまらぬ自我とその良い運勢と悪い運勢について心を思

い巡らし続けなければならないのだろう」（マハートマ

KH からの手紙。『道』192 頁、第 5 巻を参照のこと）。

　しかし時には、私たちが残してきた人たちはどうなの

か、と問われることもある。そこ（デヴァチャン）で彼

らに会うことができるのか？ 私たちは実際にはそこで彼

らに会うことはないが、彼らのイメージを、人生のよう

に完全で、完璧に、客観的なものとして、私たちがその

時に欠点だと思っていたすべてのものを欠いているよう

に、私たち自身で心像を作る。私たちは彼らと一緒に生

活し、彼らが意地悪や親不孝者ではなく、偉大で善良に

成長するのを見る。酔っぱらった息子を残してきた母親

は、デヴァチャンの中で自分の目の前に、酒を飲んでい

ない、善良な彼を見つける。同様に、すべての可能な事

例を通して、親、子、夫、妻は、そこに完全で知識に満

ちた愛する者がいる。これは魂のためである。

あなたはそれを幻想と呼ぶかもしれないが、人生でよく

あるように、幸せになるためには幻想が必要なのだ。幻

想を起こすのは心なので、それは詐欺ではない。確かに、

あなたに頭脳や記憶が残されている場合、現代の正統派

スキームの下にある、過ちを犯したあなたの友人や親族

が永遠の拷問に苦しんでいることを知らなければならな

い、地獄の縁の上に建てられた天国のアイデアは、デヴァ

チャンの教義と比較することはできない。しかし、デヴァ

チャンにいる存在は、この世に残された人々を助けるた

めの力を完全に失っているわけではない。人生の主人で

ある愛は、もし本物で、純粋で、深いものであれば、デヴァ

チャンにいる幸せな自我が道徳的な分野だけでなく、物

質的な状況の分野でも、この世に残された人々の幸福の

ために影響を与えることがある。このことは今説明して

も益がないオカルト宇宙の法則の下で可能であるが、事

実は述べられるかもしれない。このことは、H・P・ブ

ラヴァツキーによって、以前にも述べられているが、あ

まり注目されていなかった。

　最後に考えなければならないのは、私たちがここでデ

ヴァチャンにいる人たちに手を差し伸べることができる

のか、それとも彼らがここに来るのか、ということであ

る。私たちがアデプトでない限り、そこにいる人たちに

手を差し伸べることも、彼らに影響を与えることもでき

ない。霊媒が死者の霊と交信するという主張は根拠がな

く、デヴァチャンに行った人を助ける能力があるという

主張も根拠が確かではない。すべての力を発達させ、幻

影から解放された存在であるマハートマは、デヴァチャ

ン状態に入り、そこで自我と交信することができる。そ

のようなことが彼らの役割の一つであり、それは死後の

使徒の唯一の集団（school）である。彼らはデヴァチャ

ンにいる特定の存在に対処し、人類の利益のためにこの

世に戻るように、彼らをその状態から出させることを目

的としている。このように彼らが扱う自我たちは、その

性質が偉大で深いが、デヴァチャンの自然な幻影を克服

することができるほど賢明ではない人々である。また、

時々敏感すぎる純粋な霊媒はこの状態に入り、そしてそ

こで自我たちと霊的に交わるが、それは稀であり、確か

にお金のために取引する霊媒が一般的に実行できはしな

いだろう。しかし、魂がこの世へ霊媒のもとに降りてく

ることはない。そして、デヴァチャンの意識とこの世の

意識の間の溝は非常に深く広いので、霊媒がデヴァチャ

ンで何を見たり聞いたりしたのか、誰を見たり聞いたり

したのかを、ここで回想に戻ったときに思い出すことは

　この用語の意味について。アートマ・ブッディ・

マナスの状態。デヴァチャンにおけるカルマの作

用。デヴァチャンの必要性。それはそれを妨げる

肉体がない思考の別の種類である。原因が働くた

めのただ２つの場、主観と客観。デヴァチャンは

その１つである。そこでは魂にとって時間はない。

そこに滞在する時間の長さ。魂の数学。平均的な

滞在期間は 1500 年である。その長さは人生の魂

的衝動に依存する。デヴァチャンの使用と目的。

死の最後の思考でデヴァチャン状態が形成される。

デヴァャンは無意味ではない。私たちは、この世

に残された人々を見るか？私達は私達の前に彼ら

のイメージを思い浮かべる。デヴァチャンにいる

存在は、愛する人々を助ける力を持っている。霊

媒は、稀なケースと人が純粋な場合を除いて、デ

ヴァチャンにいる人のところへ行くことはできな

い。アデプトだけがデヴァチャンの人々を助ける

ことができる。

尽くされていない霊的な力を見越して、１ヶ月でデヴァ

チャンからこの世の別の体に生まれ出てくるかもしれな

い。しかし、そのような人の一人ひとりは、思考や精神

的衝動の階級、強さ、量が異なるので、デヴァチャンに

滞在する時間に関してはそれぞれが異なるかもしれな

い。唯物論的な思考者は絶望的に、非常にぼんやりとし

たふうに保存するデヴァチャンの状態に適した力を彼ら

の中に持っていないので、いわばデヴァチャン的状態で

唖然としているか、または眠ったままになり、そして彼

らにとって、心に関する限り、死後の状態は存在しない

と言っても過言ではない。彼らはしばらくの間、昏睡状

態にあり、それからこの世で再び生きる。デヴァチャン

での滞在のこの一般的な平均値は、人間の非常に重要な

周期である輪廻転生の周期の長さを与えてくれる。その

法則の下で、国家の発展は繰り返され、過去の時代は再

びやって来ることがわかる。

　強力で深く刷り込まれた最後の一連の思考は、デヴァ

チャンの人生全体に彩りと傾向を与えるものである。（人

生の）最後の瞬間は、その後のそれぞれの瞬間を彩るだ

ろう。魂と心はそれら（最後の思考）の上に自分自身を

固定し、それらに一連のイベントや経験の全体を織り込

み、それらをその最高の極限まで拡大し、人生では不可

能だったすべてのことを実行する。このように、これら

の思考を拡大し、織り成すことで、その存在は若さと成

長と老い、つまり力の高揚と拡大、そして最終的な疲弊

へと衰退していくのである。人が無色の人生を歩んでき

たならば、デヴァチャンは無色になり、豊かな人生を歩

んできたならば、それは多様性と効果に富むだろう。デ

ヴァチャンに存在することは、従来の意味で保存する夢

ではない。それは人間の人生の段階であり、我々はそこ

にいるときに、この現在の生活が夢だからである。デヴァ

チャンに存在することは決して単調ではない。私たちは、

人生のあらゆる可能な状態や経験のための場所を、現在

のこの世のもので測り、こちらが現実であると想像して

しまいがちである。しかし、魂の命は無限であり、一瞬

たりとも止まることはない。私たちの肉体を離れること

は、生活のための別の場所や階層への移行でしかない。

しかし、デヴァチャンの霊妙な衣服は、私たちがこの世

で身につけているものよりも長持ちするので、霊的、道
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　人間の人生の境界線を超えたところに、人間のより良

い部分がその下の要素や獣的な要素から分離された場所

があることを示してきたので、人生から人生へと旅をす

る不死身の真の存在の死後の状態とは何かを考えるとこ

ろまで来た。やっとのことで肉体を脱すると、その人の

全体はカーマローカに入り、煉獄に行く。そこで彼は再

び低次のスカンダから脱しようとあがき、自分自身を解

放する。この誕生の期間中、高次の原理であるアートマ・

ブッディ・マナスは、肉体と脳が人生の中で可能にした

ものとは異なる方法で考え始める。これはデヴァチャン

の状態であり、デヴァチャンとは文字通り「神々の場所」

を意味するサンスクリット語であり、魂は幸福を楽しん

でいるが、神々は私たちのような体を持っていないので、

デヴァチャンでの自我は死すべき体を持っていない。

古代の書物には、この状態は「無限の年数」または「存

在の功徳に比例した期間」続くと言われており、その状

態に特有の精神的な力が尽きると、「存在は再び引きず

り下ろされ、死すべき世界に生まれ変わる」。そのため、

デヴァチャンはこの世への誕生と誕生の合間に挟まれて

いる。私たち全員をこの世に入るように強制するカルマ

の法則は、その働きが途切れることなく、またその範囲

も普遍的であるため、デヴァチャンにいる者にも作用す

る。それは、圧力を相殺する大気の量がない限り、それ

にさらされているものを押しのけたり、押しつぶしたり

する大気の圧力のようなものである。このたとえ話の場

合には、存在のカルマとは、常に状態から状態へと存在

を押しやったり押し出そうとする大気のことであり、大

気の量を打ち消すのは、存在自身の人生の思考や願望の

力でって、その力が尽きるまでデヴァチャンから出てく

るのを妨げているが、その力が費やされることで、私た

ちが自分で作ったこの世の運命の決定を阻止する力はな

くなってしまう。

　死後のこの状態の必然性は、マインドと魂の性質から

成長して行く進化に必要なものの一つである。マナスの

本質は、肉体が失われるとすぐにデヴァチャンの状態を

必要とし、それは単にその肉体的およびアストラル的封

じ込めによって知性に置かれた束縛を緩める効果であ

る。人生において、私たちはほんのわずかな程度、それ

ぞれの瞬間に持っている考えを実行することができるだ

けだが、ましてや毎日の願望と夢によって生み出された

精神的なエネルギーを使い尽くすことはできない。この

ようにして発生したエネルギーは、失われたり消滅した

りするのではなく、マナスに保存されているが、肉体、脳、

アストラル体は力の完全な発達を許さない。それゆえに、

それは死ぬまで潜在的に保持され、その後、弱体化した

束縛から破裂し、思考者であるマナスを人生で設定され

た思考力の拡大、使用、および発達へと突進させる。こ

の必要な状態から逃れることができないのは、自分の力

と能力に対する人間の無知のせいである。この無知から

妄想が生じ、完全に自由ではないマナスは、それ自身の

力によってデヴァチャンの思考に運ばれる。しかし、無

知がこのような状態になる原因である一方で、プロセス

全体が救済的で、平穏で、有益である。平均的な人が、ちょ

うど辞めたばかりの同じ文明社会の別の体にすぐに戻っ

たとしたら、魂は完全に疲れて、その人の性質のより高

い部分の発達に必要な機会を奪われてしまうだろうから

である。

　今、自我は死すべき体とカーマを差し引いたものであ

り、デヴァチャンで、体とは言えないが手段や乗り物と

称されるかもしれない装いをして、それが精神と魂の階

層上で完全にデヴァチャン的状態で機能する。この世界

が私たちにとって現実であるように、デヴァチャンにい

る存在にとってはすべてが現実のものとなっている。そ

れは純粋に今、物質的な生活の足かせに邪魔されること

なく、自分自身のために独自の世界を作る機会を得たの

である。その状態は、色の構成や配置の恍惚とした気分

に浸っている詩人や芸術家のそれと比較することができ

るが、時間やこの世の物体を気にしないし、知らない。

　私たちは一秒ごとに原因を作っているが、その原因の

結果の顕在化には二つの場が存在している。それは、こ

の世と呼ばれる客観的なものと、この世とこの人生を

去った後の両方にある主観的なものである。客観的な領

域は、この世の人生と人間の粗い部分、その人の肉体的

な行為と脳の思考に関連しており、時にはその人のアス

トラル体にも関連している。

主観的なものは、彼の高次の、霊的な部分に関係してい

る。客観的な領域では、魂の推進力も、その人の魂の高

い傾向や熱望も、うまくいくはずがない。では、この世

の年数で計ると、人がデヴァチャンに滞在する時間はど

のくらいだろうか？

　この質問はこの世の人間が時間と呼ぶものを扱ってい

るが、もちろん、時間そのものの本当の意味、つまりこ

の太陽系にとっての究極の秩序、優先順位、連続性、瞬

間の長さというものには触れていない。それは、私たち

の時間に関しては答えられるかもしれないが、例えば、

時間が私たちのものと同じではない水星という惑星の時

間に関しては確かに答えられない質問であるし、実際に

魂によって理解される時間に関しても同じではない。後

者に関しては、どんな人でも、何年も過ぎ去った後には、

過ぎ去ったばかりの時間を直接認識することはできない

が、その過ぎ去った時間を象徴する出来事をいくつか

ピックアップすることができるだけであり、いくつかの

重要な瞬間や幸せな時間に関しては、それらを昨日のこ

とのように感じているようだ。このように、デヴァチャ

ンの中にいる者にとって、そこには時間はない。魂は、

その状態で自分自身の中で起こっていることのすべての

恩恵を持っているが、瞬間の経過としての思索にふけっ

ている。すべての時間は太陽の軌道が地球の平面上で私

たちのための年を区切っている一方で、すべては出来事

でできている。人生でよく知られているように、出来事、

景観、思考、議論、内省的な感情は、すべてがいかに一

瞬で完全に詳細に私たちを圧倒するかを覚えていれば、

または溺れている人に知られているように、一生の出来

事が心の目の前に一瞬で通過する場合は、これは不可能

とみなされることはない。しかし、言われているように、

自我はデヴァチャンで、生涯を通じて生み出された霊的

衝動に正確に比例した時間の間、滞在している。

さて、これは魂の数学を扱う問題であるが、今世紀のす
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べての土地の平均的な人間にとってデヴァチャンにいる

期間がどのくらいの長さになるかは、大師以外の誰も知

ることができない。したがって、その平均値は計算に基

づいていなければならないので、私たちは智慧の大師た

ちに頼らなければならない。大師たちは、A・P・シネッ

ト氏が著書『エソテリック・ブッディズム』の中で明確

に述べているように、その期間は一般的には 1500 年で

あると言っている。大師たちからの手紙で構成された彼

の本を読むと、彼はデヴァチャンの期間がそれぞれの

ケースで 1500 年であると理解されることを望んでいる

と推測されるが、そのような誤解を取り除くために、彼

への情報提供者は後日、それは平均的な期間であり、固

定されたものではないと書いている。それらのことは真

実であるに違いない。なぜなら、人々は思考の強さが異

なるため、人生で、ある心の状態にとどまる期間も異な

るので、常に思考を持っていた存在に起因するもので、

思考がより大きな力を持っているデヴァチャンにおいて

も、とどまる期間はその人次第であるに違いないからで

ある。

　これについて大師がおっしゃったことは、次のような

ことである。「デヴァチャンの夢」は、その方向にカル

マが満たされるまで続く。デヴァチャンでは 「力の漸進

的な消耗」がある。「デヴァチャンの滞在は、この世の

人生に由来する未完成の心理的衝動に比例している。そ

の人を引きつけるものが圧倒的に物質的であった人は、

すぐにタンハー（訳注）の力によって生まれ変わりに引

き戻される」。タンハーとは、生命のための渇きである。

したがって、人生の中で多くの精神的衝動を生み出して

いない人は、その人の本質的な性質の中で自分の高級原

理をデヴァチャンで維持するための基礎や力をほとんど

持っていないだろう。彼が持っているすべてのものにつ

いては、彼が唯物論的な思考に思いを固定し始める前の、

子供の頃が起源となるだろう。タンハーという言葉で表

現される生命への渇望は、すべての存在に内在するスカ

ンダに宿っている引き寄せる力、あるいは磁力である。

このような場合には、平均のルールは適用されない。結

果全体は、どちらに転ぶにせよ力のバランスによるもの

であり、作用と反作用の結果であるためだ。そして、こ

の種の唯物論的な思考者は、初期の人生で発生した使い

めったにない。この溝は、デヴァチャンと転生を分ける

溝に似ている。それはその前のすべての記憶が消し去ら

れるものである。

　魂の力によって割り当てられた全期間がデヴァチャン

で終了したら、魂をこの世に縛る磁気の糸がその力を主

張し始める。自我は夢から覚め、新しい体に迅速に運び

出され、その後、誕生の直前に、それは一瞬、自分をデヴァ

チャンに導いたすべての原因を見て、始まろうとしてい

る人生に戻って、それがすべて公正であり、自分自身の

過去の人生の結果であることを知り、後悔をせず、再び

十字架を手に取る。そして、別の魂がこの世に戻って来

た。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 タンハー（パーリ語でタンハー、サンスクリット語

でトリシュナとも）は、文字通り「渇き」「渇愛」を意

味する仏教用語で、一般的には渇望や欲望と訳される。

仏教ではタンハーは、快い経験にしがみつきたい、痛い

経験や不快な経験から切り離されたい、中立的な経験や

感情が衰えないようにしたいという渇望と定義されてい

る。仏教の伝統では、タンハーは無知に基づく自己中心

的な欲求であるとされている。ブッダの最初の四つの尊

い真実の教えにおいて、ブッダはタンハーをドゥッカ（苦

しみ、不安、不満）の発生の主な原因であるとした。また、

タンハーは十二縁起（無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、

取、有、生、老死）の第８番目のリンクとして認識され

ている。

徳的、魂的な原因は、地上で行うよりも、その状態での

拡大と消耗に多くの時間を費やす。もし肉体を形成する

分子が、物質的な地球を支配する一般的な化学法則の影

響を受けていなかったならば、私たちはデヴァチャン状

態にいるのと同じように、これらの体の中で長く生きる

べきである。しかし、そのような終わりのない緊張と苦

しみの生活は、それを受けることを余儀なくされた魂を

打ちのめすのに十分であろう。喜びは苦痛となり、飽満

は終わるが、不滅の狂気の中で終わるだろう。いつも優

しい自然は、私たちの性質の中で最良で最高の花を咲か

せるため、そして休息のために、私たちをすぐに天国に

連れて行く。

　その時、デヴァチャンは無意味でも無駄でもない。「そ

こ（デヴァチャン）では私たちは休息している。この世

の人生の冷たい空の下では開花できなかった私たちの一

部が花を咲かせ、以前よりも強く、私たちの本質の一部

である別の人生に私たちと一緒に戻って来る。なぜ私た

ちは、自然が果てしなく続く闘いにおいて親切に助けて

くれることに不平を言うのだろう。なぜこのようにして

つまらぬ自我とその良い運勢と悪い運勢について心を思

い巡らし続けなければならないのだろう」（マハートマ

KH からの手紙。『道』192 頁、第 5 巻を参照のこと）。

　しかし時には、私たちが残してきた人たちはどうなの

か、と問われることもある。そこ（デヴァチャン）で彼

らに会うことができるのか？ 私たちは実際にはそこで彼

らに会うことはないが、彼らのイメージを、人生のよう

に完全で、完璧に、客観的なものとして、私たちがその

時に欠点だと思っていたすべてのものを欠いているよう

に、私たち自身で心像を作る。私たちは彼らと一緒に生

活し、彼らが意地悪や親不孝者ではなく、偉大で善良に

成長するのを見る。酔っぱらった息子を残してきた母親

は、デヴァチャンの中で自分の目の前に、酒を飲んでい

ない、善良な彼を見つける。同様に、すべての可能な事

例を通して、親、子、夫、妻は、そこに完全で知識に満

ちた愛する者がいる。これは魂のためである。

あなたはそれを幻想と呼ぶかもしれないが、人生でよく

あるように、幸せになるためには幻想が必要なのだ。幻

想を起こすのは心なので、それは詐欺ではない。確かに、

あなたに頭脳や記憶が残されている場合、現代の正統派

スキームの下にある、過ちを犯したあなたの友人や親族

が永遠の拷問に苦しんでいることを知らなければならな

い、地獄の縁の上に建てられた天国のアイデアは、デヴァ

チャンの教義と比較することはできない。しかし、デヴァ

チャンにいる存在は、この世に残された人々を助けるた

めの力を完全に失っているわけではない。人生の主人で

ある愛は、もし本物で、純粋で、深いものであれば、デヴァ

チャンにいる幸せな自我が道徳的な分野だけでなく、物

質的な状況の分野でも、この世に残された人々の幸福の

ために影響を与えることがある。このことは今説明して

も益がないオカルト宇宙の法則の下で可能であるが、事

実は述べられるかもしれない。このことは、H・P・ブ

ラヴァツキーによって、以前にも述べられているが、あ

まり注目されていなかった。

　最後に考えなければならないのは、私たちがここでデ

ヴァチャンにいる人たちに手を差し伸べることができる

のか、それとも彼らがここに来るのか、ということであ

る。私たちがアデプトでない限り、そこにいる人たちに

手を差し伸べることも、彼らに影響を与えることもでき

ない。霊媒が死者の霊と交信するという主張は根拠がな

く、デヴァチャンに行った人を助ける能力があるという

主張も根拠が確かではない。すべての力を発達させ、幻

影から解放された存在であるマハートマは、デヴァチャ

ン状態に入り、そこで自我と交信することができる。そ

のようなことが彼らの役割の一つであり、それは死後の

使徒の唯一の集団（school）である。彼らはデヴァチャ

ンにいる特定の存在に対処し、人類の利益のためにこの

世に戻るように、彼らをその状態から出させることを目

的としている。このように彼らが扱う自我たちは、その

性質が偉大で深いが、デヴァチャンの自然な幻影を克服

することができるほど賢明ではない人々である。また、

時々敏感すぎる純粋な霊媒はこの状態に入り、そしてそ

こで自我たちと霊的に交わるが、それは稀であり、確か

にお金のために取引する霊媒が一般的に実行できはしな

いだろう。しかし、魂がこの世へ霊媒のもとに降りてく

ることはない。そして、デヴァチャンの意識とこの世の

意識の間の溝は非常に深く広いので、霊媒がデヴァチャ

ンで何を見たり聞いたりしたのか、誰を見たり聞いたり

したのかを、ここで回想に戻ったときに思い出すことは

尽くされていない霊的な力を見越して、１ヶ月でデヴァ

チャンからこの世の別の体に生まれ出てくるかもしれな

い。しかし、そのような人の一人ひとりは、思考や精神

的衝動の階級、強さ、量が異なるので、デヴァチャンに

滞在する時間に関してはそれぞれが異なるかもしれな

い。唯物論的な思考者は絶望的に、非常にぼんやりとし

たふうに保存するデヴァチャンの状態に適した力を彼ら

の中に持っていないので、いわばデヴァチャン的状態で

唖然としているか、または眠ったままになり、そして彼

らにとって、心に関する限り、死後の状態は存在しない

と言っても過言ではない。彼らはしばらくの間、昏睡状

態にあり、それからこの世で再び生きる。デヴァチャン

での滞在のこの一般的な平均値は、人間の非常に重要な

周期である輪廻転生の周期の長さを与えてくれる。その

法則の下で、国家の発展は繰り返され、過去の時代は再

びやって来ることがわかる。

　強力で深く刷り込まれた最後の一連の思考は、デヴァ

チャンの人生全体に彩りと傾向を与えるものである。（人

生の）最後の瞬間は、その後のそれぞれの瞬間を彩るだ

ろう。魂と心はそれら（最後の思考）の上に自分自身を

固定し、それらに一連のイベントや経験の全体を織り込

み、それらをその最高の極限まで拡大し、人生では不可

能だったすべてのことを実行する。このように、これら

の思考を拡大し、織り成すことで、その存在は若さと成

長と老い、つまり力の高揚と拡大、そして最終的な疲弊

へと衰退していくのである。人が無色の人生を歩んでき

たならば、デヴァチャンは無色になり、豊かな人生を歩

んできたならば、それは多様性と効果に富むだろう。デ

ヴァチャンに存在することは、従来の意味で保存する夢

ではない。それは人間の人生の段階であり、我々はそこ

にいるときに、この現在の生活が夢だからである。デヴァ

チャンに存在することは決して単調ではない。私たちは、

人生のあらゆる可能な状態や経験のための場所を、現在

のこの世のもので測り、こちらが現実であると想像して

しまいがちである。しかし、魂の命は無限であり、一瞬

たりとも止まることはない。私たちの肉体を離れること

は、生活のための別の場所や階層への移行でしかない。

しかし、デヴァチャンの霊妙な衣服は、私たちがこの世

で身につけているものよりも長持ちするので、霊的、道
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　人間の人生の境界線を超えたところに、人間のより良

い部分がその下の要素や獣的な要素から分離された場所

があることを示してきたので、人生から人生へと旅をす

る不死身の真の存在の死後の状態とは何かを考えるとこ

ろまで来た。やっとのことで肉体を脱すると、その人の

全体はカーマローカに入り、煉獄に行く。そこで彼は再

び低次のスカンダから脱しようとあがき、自分自身を解

放する。この誕生の期間中、高次の原理であるアートマ・

ブッディ・マナスは、肉体と脳が人生の中で可能にした

ものとは異なる方法で考え始める。これはデヴァチャン

の状態であり、デヴァチャンとは文字通り「神々の場所」

を意味するサンスクリット語であり、魂は幸福を楽しん

でいるが、神々は私たちのような体を持っていないので、

デヴァチャンでの自我は死すべき体を持っていない。

古代の書物には、この状態は「無限の年数」または「存

在の功徳に比例した期間」続くと言われており、その状

態に特有の精神的な力が尽きると、「存在は再び引きず

り下ろされ、死すべき世界に生まれ変わる」。そのため、

デヴァチャンはこの世への誕生と誕生の合間に挟まれて

いる。私たち全員をこの世に入るように強制するカルマ

の法則は、その働きが途切れることなく、またその範囲

も普遍的であるため、デヴァチャンにいる者にも作用す

る。それは、圧力を相殺する大気の量がない限り、それ

にさらされているものを押しのけたり、押しつぶしたり

する大気の圧力のようなものである。このたとえ話の場

合には、存在のカルマとは、常に状態から状態へと存在

を押しやったり押し出そうとする大気のことであり、大

気の量を打ち消すのは、存在自身の人生の思考や願望の

力でって、その力が尽きるまでデヴァチャンから出てく

るのを妨げているが、その力が費やされることで、私た

ちが自分で作ったこの世の運命の決定を阻止する力はな

くなってしまう。

　死後のこの状態の必然性は、マインドと魂の性質から

成長して行く進化に必要なものの一つである。マナスの

本質は、肉体が失われるとすぐにデヴァチャンの状態を

必要とし、それは単にその肉体的およびアストラル的封

じ込めによって知性に置かれた束縛を緩める効果であ

る。人生において、私たちはほんのわずかな程度、それ

ぞれの瞬間に持っている考えを実行することができるだ

けだが、ましてや毎日の願望と夢によって生み出された

精神的なエネルギーを使い尽くすことはできない。この

ようにして発生したエネルギーは、失われたり消滅した

りするのではなく、マナスに保存されているが、肉体、脳、

アストラル体は力の完全な発達を許さない。それゆえに、

それは死ぬまで潜在的に保持され、その後、弱体化した

束縛から破裂し、思考者であるマナスを人生で設定され

た思考力の拡大、使用、および発達へと突進させる。こ

の必要な状態から逃れることができないのは、自分の力

と能力に対する人間の無知のせいである。この無知から

妄想が生じ、完全に自由ではないマナスは、それ自身の

力によってデヴァチャンの思考に運ばれる。しかし、無

知がこのような状態になる原因である一方で、プロセス

全体が救済的で、平穏で、有益である。平均的な人が、ちょ

うど辞めたばかりの同じ文明社会の別の体にすぐに戻っ

たとしたら、魂は完全に疲れて、その人の性質のより高

い部分の発達に必要な機会を奪われてしまうだろうから

である。

　今、自我は死すべき体とカーマを差し引いたものであ

り、デヴァチャンで、体とは言えないが手段や乗り物と

称されるかもしれない装いをして、それが精神と魂の階

層上で完全にデヴァチャン的状態で機能する。この世界

が私たちにとって現実であるように、デヴァチャンにい

る存在にとってはすべてが現実のものとなっている。そ

れは純粋に今、物質的な生活の足かせに邪魔されること

なく、自分自身のために独自の世界を作る機会を得たの

である。その状態は、色の構成や配置の恍惚とした気分

に浸っている詩人や芸術家のそれと比較することができ

るが、時間やこの世の物体を気にしないし、知らない。

　私たちは一秒ごとに原因を作っているが、その原因の

結果の顕在化には二つの場が存在している。それは、こ

の世と呼ばれる客観的なものと、この世とこの人生を

去った後の両方にある主観的なものである。客観的な領

域は、この世の人生と人間の粗い部分、その人の肉体的

な行為と脳の思考に関連しており、時にはその人のアス

トラル体にも関連している。

主観的なものは、彼の高次の、霊的な部分に関係してい

る。客観的な領域では、魂の推進力も、その人の魂の高

い傾向や熱望も、うまくいくはずがない。では、この世

の年数で計ると、人がデヴァチャンに滞在する時間はど

のくらいだろうか？

　この質問はこの世の人間が時間と呼ぶものを扱ってい

るが、もちろん、時間そのものの本当の意味、つまりこ

の太陽系にとっての究極の秩序、優先順位、連続性、瞬

間の長さというものには触れていない。それは、私たち

の時間に関しては答えられるかもしれないが、例えば、

時間が私たちのものと同じではない水星という惑星の時

間に関しては確かに答えられない質問であるし、実際に

魂によって理解される時間に関しても同じではない。後

者に関しては、どんな人でも、何年も過ぎ去った後には、

過ぎ去ったばかりの時間を直接認識することはできない

が、その過ぎ去った時間を象徴する出来事をいくつか

ピックアップすることができるだけであり、いくつかの

重要な瞬間や幸せな時間に関しては、それらを昨日のこ

とのように感じているようだ。このように、デヴァチャ

ンの中にいる者にとって、そこには時間はない。魂は、

その状態で自分自身の中で起こっていることのすべての

恩恵を持っているが、瞬間の経過としての思索にふけっ

ている。すべての時間は太陽の軌道が地球の平面上で私

たちのための年を区切っている一方で、すべては出来事

でできている。人生でよく知られているように、出来事、

景観、思考、議論、内省的な感情は、すべてがいかに一

瞬で完全に詳細に私たちを圧倒するかを覚えていれば、

または溺れている人に知られているように、一生の出来

事が心の目の前に一瞬で通過する場合は、これは不可能

とみなされることはない。しかし、言われているように、

自我はデヴァチャンで、生涯を通じて生み出された霊的

衝動に正確に比例した時間の間、滞在している。

さて、これは魂の数学を扱う問題であるが、今世紀のす

3

べての土地の平均的な人間にとってデヴァチャンにいる

期間がどのくらいの長さになるかは、大師以外の誰も知

ることができない。したがって、その平均値は計算に基

づいていなければならないので、私たちは智慧の大師た

ちに頼らなければならない。大師たちは、A・P・シネッ

ト氏が著書『エソテリック・ブッディズム』の中で明確

に述べているように、その期間は一般的には 1500 年で

あると言っている。大師たちからの手紙で構成された彼

の本を読むと、彼はデヴァチャンの期間がそれぞれの

ケースで 1500 年であると理解されることを望んでいる

と推測されるが、そのような誤解を取り除くために、彼

への情報提供者は後日、それは平均的な期間であり、固

定されたものではないと書いている。それらのことは真

実であるに違いない。なぜなら、人々は思考の強さが異

なるため、人生で、ある心の状態にとどまる期間も異な

るので、常に思考を持っていた存在に起因するもので、

思考がより大きな力を持っているデヴァチャンにおいて

も、とどまる期間はその人次第であるに違いないからで

ある。

　これについて大師がおっしゃったことは、次のような

ことである。「デヴァチャンの夢」は、その方向にカル

マが満たされるまで続く。デヴァチャンでは 「力の漸進

的な消耗」がある。「デヴァチャンの滞在は、この世の

人生に由来する未完成の心理的衝動に比例している。そ

の人を引きつけるものが圧倒的に物質的であった人は、

すぐにタンハー（訳注）の力によって生まれ変わりに引

き戻される」。タンハーとは、生命のための渇きである。

したがって、人生の中で多くの精神的衝動を生み出して

いない人は、その人の本質的な性質の中で自分の高級原

理をデヴァチャンで維持するための基礎や力をほとんど

持っていないだろう。彼が持っているすべてのものにつ

いては、彼が唯物論的な思考に思いを固定し始める前の、

子供の頃が起源となるだろう。タンハーという言葉で表

現される生命への渇望は、すべての存在に内在するスカ

ンダに宿っている引き寄せる力、あるいは磁力である。

このような場合には、平均のルールは適用されない。結

果全体は、どちらに転ぶにせよ力のバランスによるもの

であり、作用と反作用の結果であるためだ。そして、こ

の種の唯物論的な思考者は、初期の人生で発生した使い

めったにない。この溝は、デヴァチャンと転生を分ける

溝に似ている。それはその前のすべての記憶が消し去ら

れるものである。

　魂の力によって割り当てられた全期間がデヴァチャン

で終了したら、魂をこの世に縛る磁気の糸がその力を主

張し始める。自我は夢から覚め、新しい体に迅速に運び

出され、その後、誕生の直前に、それは一瞬、自分をデヴァ

チャンに導いたすべての原因を見て、始まろうとしてい

る人生に戻って、それがすべて公正であり、自分自身の

過去の人生の結果であることを知り、後悔をせず、再び

十字架を手に取る。そして、別の魂がこの世に戻って来

た。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 タンハー（パーリ語でタンハー、サンスクリット語

でトリシュナとも）は、文字通り「渇き」「渇愛」を意

味する仏教用語で、一般的には渇望や欲望と訳される。

仏教ではタンハーは、快い経験にしがみつきたい、痛い

経験や不快な経験から切り離されたい、中立的な経験や

感情が衰えないようにしたいという渇望と定義されてい

る。仏教の伝統では、タンハーは無知に基づく自己中心

的な欲求であるとされている。ブッダの最初の四つの尊

い真実の教えにおいて、ブッダはタンハーをドゥッカ（苦

しみ、不安、不満）の発生の主な原因であるとした。また、

タンハーは十二縁起（無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、

取、有、生、老死）の第８番目のリンクとして認識され

ている。

徳的、魂的な原因は、地上で行うよりも、その状態での

拡大と消耗に多くの時間を費やす。もし肉体を形成する

分子が、物質的な地球を支配する一般的な化学法則の影

響を受けていなかったならば、私たちはデヴァチャン状

態にいるのと同じように、これらの体の中で長く生きる

べきである。しかし、そのような終わりのない緊張と苦

しみの生活は、それを受けることを余儀なくされた魂を

打ちのめすのに十分であろう。喜びは苦痛となり、飽満

は終わるが、不滅の狂気の中で終わるだろう。いつも優

しい自然は、私たちの性質の中で最良で最高の花を咲か

せるため、そして休息のために、私たちをすぐに天国に

連れて行く。

　その時、デヴァチャンは無意味でも無駄でもない。「そ

こ（デヴァチャン）では私たちは休息している。この世

の人生の冷たい空の下では開花できなかった私たちの一

部が花を咲かせ、以前よりも強く、私たちの本質の一部

である別の人生に私たちと一緒に戻って来る。なぜ私た

ちは、自然が果てしなく続く闘いにおいて親切に助けて

くれることに不平を言うのだろう。なぜこのようにして

つまらぬ自我とその良い運勢と悪い運勢について心を思

い巡らし続けなければならないのだろう」（マハートマ

KH からの手紙。『道』192 頁、第 5 巻を参照のこと）。

　しかし時には、私たちが残してきた人たちはどうなの

か、と問われることもある。そこ（デヴァチャン）で彼

らに会うことができるのか？ 私たちは実際にはそこで彼

らに会うことはないが、彼らのイメージを、人生のよう

に完全で、完璧に、客観的なものとして、私たちがその

時に欠点だと思っていたすべてのものを欠いているよう

に、私たち自身で心像を作る。私たちは彼らと一緒に生

活し、彼らが意地悪や親不孝者ではなく、偉大で善良に

成長するのを見る。酔っぱらった息子を残してきた母親

は、デヴァチャンの中で自分の目の前に、酒を飲んでい

ない、善良な彼を見つける。同様に、すべての可能な事

例を通して、親、子、夫、妻は、そこに完全で知識に満

ちた愛する者がいる。これは魂のためである。

あなたはそれを幻想と呼ぶかもしれないが、人生でよく

あるように、幸せになるためには幻想が必要なのだ。幻

想を起こすのは心なので、それは詐欺ではない。確かに、

あなたに頭脳や記憶が残されている場合、現代の正統派

スキームの下にある、過ちを犯したあなたの友人や親族

が永遠の拷問に苦しんでいることを知らなければならな

い、地獄の縁の上に建てられた天国のアイデアは、デヴァ

チャンの教義と比較することはできない。しかし、デヴァ

チャンにいる存在は、この世に残された人々を助けるた

めの力を完全に失っているわけではない。人生の主人で

ある愛は、もし本物で、純粋で、深いものであれば、デヴァ

チャンにいる幸せな自我が道徳的な分野だけでなく、物

質的な状況の分野でも、この世に残された人々の幸福の

ために影響を与えることがある。このことは今説明して

も益がないオカルト宇宙の法則の下で可能であるが、事

実は述べられるかもしれない。このことは、H・P・ブ

ラヴァツキーによって、以前にも述べられているが、あ

まり注目されていなかった。

　最後に考えなければならないのは、私たちがここでデ

ヴァチャンにいる人たちに手を差し伸べることができる

のか、それとも彼らがここに来るのか、ということであ

る。私たちがアデプトでない限り、そこにいる人たちに

手を差し伸べることも、彼らに影響を与えることもでき

ない。霊媒が死者の霊と交信するという主張は根拠がな

く、デヴァチャンに行った人を助ける能力があるという

主張も根拠が確かではない。すべての力を発達させ、幻

影から解放された存在であるマハートマは、デヴァチャ

ン状態に入り、そこで自我と交信することができる。そ

のようなことが彼らの役割の一つであり、それは死後の

使徒の唯一の集団（school）である。彼らはデヴァチャ

ンにいる特定の存在に対処し、人類の利益のためにこの

世に戻るように、彼らをその状態から出させることを目

的としている。このように彼らが扱う自我たちは、その

性質が偉大で深いが、デヴァチャンの自然な幻影を克服

することができるほど賢明ではない人々である。また、

時々敏感すぎる純粋な霊媒はこの状態に入り、そしてそ

こで自我たちと霊的に交わるが、それは稀であり、確か

にお金のために取引する霊媒が一般的に実行できはしな

いだろう。しかし、魂がこの世へ霊媒のもとに降りてく

ることはない。そして、デヴァチャンの意識とこの世の

意識の間の溝は非常に深く広いので、霊媒がデヴァチャ

ンで何を見たり聞いたりしたのか、誰を見たり聞いたり

したのかを、ここで回想に戻ったときに思い出すことは

尽くされていない霊的な力を見越して、１ヶ月でデヴァ

チャンからこの世の別の体に生まれ出てくるかもしれな

い。しかし、そのような人の一人ひとりは、思考や精神

的衝動の階級、強さ、量が異なるので、デヴァチャンに

滞在する時間に関してはそれぞれが異なるかもしれな

い。唯物論的な思考者は絶望的に、非常にぼんやりとし

たふうに保存するデヴァチャンの状態に適した力を彼ら

の中に持っていないので、いわばデヴァチャン的状態で

唖然としているか、または眠ったままになり、そして彼

らにとって、心に関する限り、死後の状態は存在しない

と言っても過言ではない。彼らはしばらくの間、昏睡状

態にあり、それからこの世で再び生きる。デヴァチャン

での滞在のこの一般的な平均値は、人間の非常に重要な

周期である輪廻転生の周期の長さを与えてくれる。その

法則の下で、国家の発展は繰り返され、過去の時代は再

びやって来ることがわかる。

　強力で深く刷り込まれた最後の一連の思考は、デヴァ

チャンの人生全体に彩りと傾向を与えるものである。（人

生の）最後の瞬間は、その後のそれぞれの瞬間を彩るだ

ろう。魂と心はそれら（最後の思考）の上に自分自身を

固定し、それらに一連のイベントや経験の全体を織り込

み、それらをその最高の極限まで拡大し、人生では不可

能だったすべてのことを実行する。このように、これら

の思考を拡大し、織り成すことで、その存在は若さと成

長と老い、つまり力の高揚と拡大、そして最終的な疲弊

へと衰退していくのである。人が無色の人生を歩んでき

たならば、デヴァチャンは無色になり、豊かな人生を歩

んできたならば、それは多様性と効果に富むだろう。デ

ヴァチャンに存在することは、従来の意味で保存する夢

ではない。それは人間の人生の段階であり、我々はそこ

にいるときに、この現在の生活が夢だからである。デヴァ

チャンに存在することは決して単調ではない。私たちは、

人生のあらゆる可能な状態や経験のための場所を、現在

のこの世のもので測り、こちらが現実であると想像して

しまいがちである。しかし、魂の命は無限であり、一瞬

たりとも止まることはない。私たちの肉体を離れること

は、生活のための別の場所や階層への移行でしかない。

しかし、デヴァチャンの霊妙な衣服は、私たちがこの世

で身につけているものよりも長持ちするので、霊的、道
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　人間の人生の境界線を超えたところに、人間のより良

い部分がその下の要素や獣的な要素から分離された場所

があることを示してきたので、人生から人生へと旅をす

る不死身の真の存在の死後の状態とは何かを考えるとこ

ろまで来た。やっとのことで肉体を脱すると、その人の

全体はカーマローカに入り、煉獄に行く。そこで彼は再

び低次のスカンダから脱しようとあがき、自分自身を解

放する。この誕生の期間中、高次の原理であるアートマ・

ブッディ・マナスは、肉体と脳が人生の中で可能にした

ものとは異なる方法で考え始める。これはデヴァチャン

の状態であり、デヴァチャンとは文字通り「神々の場所」

を意味するサンスクリット語であり、魂は幸福を楽しん

でいるが、神々は私たちのような体を持っていないので、

デヴァチャンでの自我は死すべき体を持っていない。

古代の書物には、この状態は「無限の年数」または「存

在の功徳に比例した期間」続くと言われており、その状

態に特有の精神的な力が尽きると、「存在は再び引きず

り下ろされ、死すべき世界に生まれ変わる」。そのため、

デヴァチャンはこの世への誕生と誕生の合間に挟まれて

いる。私たち全員をこの世に入るように強制するカルマ

の法則は、その働きが途切れることなく、またその範囲

も普遍的であるため、デヴァチャンにいる者にも作用す

る。それは、圧力を相殺する大気の量がない限り、それ

にさらされているものを押しのけたり、押しつぶしたり

する大気の圧力のようなものである。このたとえ話の場

合には、存在のカルマとは、常に状態から状態へと存在

を押しやったり押し出そうとする大気のことであり、大

気の量を打ち消すのは、存在自身の人生の思考や願望の

力でって、その力が尽きるまでデヴァチャンから出てく

るのを妨げているが、その力が費やされることで、私た

ちが自分で作ったこの世の運命の決定を阻止する力はな

くなってしまう。

　死後のこの状態の必然性は、マインドと魂の性質から

成長して行く進化に必要なものの一つである。マナスの

本質は、肉体が失われるとすぐにデヴァチャンの状態を

必要とし、それは単にその肉体的およびアストラル的封

じ込めによって知性に置かれた束縛を緩める効果であ

る。人生において、私たちはほんのわずかな程度、それ

ぞれの瞬間に持っている考えを実行することができるだ

けだが、ましてや毎日の願望と夢によって生み出された

精神的なエネルギーを使い尽くすことはできない。この

ようにして発生したエネルギーは、失われたり消滅した

りするのではなく、マナスに保存されているが、肉体、脳、

アストラル体は力の完全な発達を許さない。それゆえに、

それは死ぬまで潜在的に保持され、その後、弱体化した

束縛から破裂し、思考者であるマナスを人生で設定され

た思考力の拡大、使用、および発達へと突進させる。こ

の必要な状態から逃れることができないのは、自分の力

と能力に対する人間の無知のせいである。この無知から

妄想が生じ、完全に自由ではないマナスは、それ自身の

力によってデヴァチャンの思考に運ばれる。しかし、無

知がこのような状態になる原因である一方で、プロセス

全体が救済的で、平穏で、有益である。平均的な人が、ちょ

うど辞めたばかりの同じ文明社会の別の体にすぐに戻っ

たとしたら、魂は完全に疲れて、その人の性質のより高

い部分の発達に必要な機会を奪われてしまうだろうから

である。

　今、自我は死すべき体とカーマを差し引いたものであ

り、デヴァチャンで、体とは言えないが手段や乗り物と

称されるかもしれない装いをして、それが精神と魂の階

層上で完全にデヴァチャン的状態で機能する。この世界

が私たちにとって現実であるように、デヴァチャンにい

る存在にとってはすべてが現実のものとなっている。そ

れは純粋に今、物質的な生活の足かせに邪魔されること

なく、自分自身のために独自の世界を作る機会を得たの

である。その状態は、色の構成や配置の恍惚とした気分

に浸っている詩人や芸術家のそれと比較することができ

るが、時間やこの世の物体を気にしないし、知らない。

　私たちは一秒ごとに原因を作っているが、その原因の

結果の顕在化には二つの場が存在している。それは、こ

の世と呼ばれる客観的なものと、この世とこの人生を

去った後の両方にある主観的なものである。客観的な領

域は、この世の人生と人間の粗い部分、その人の肉体的

な行為と脳の思考に関連しており、時にはその人のアス

トラル体にも関連している。

主観的なものは、彼の高次の、霊的な部分に関係してい

る。客観的な領域では、魂の推進力も、その人の魂の高

い傾向や熱望も、うまくいくはずがない。では、この世

の年数で計ると、人がデヴァチャンに滞在する時間はど

のくらいだろうか？

　この質問はこの世の人間が時間と呼ぶものを扱ってい

るが、もちろん、時間そのものの本当の意味、つまりこ

の太陽系にとっての究極の秩序、優先順位、連続性、瞬

間の長さというものには触れていない。それは、私たち

の時間に関しては答えられるかもしれないが、例えば、

時間が私たちのものと同じではない水星という惑星の時

間に関しては確かに答えられない質問であるし、実際に

魂によって理解される時間に関しても同じではない。後

者に関しては、どんな人でも、何年も過ぎ去った後には、

過ぎ去ったばかりの時間を直接認識することはできない

が、その過ぎ去った時間を象徴する出来事をいくつか

ピックアップすることができるだけであり、いくつかの

重要な瞬間や幸せな時間に関しては、それらを昨日のこ

とのように感じているようだ。このように、デヴァチャ

ンの中にいる者にとって、そこには時間はない。魂は、

その状態で自分自身の中で起こっていることのすべての

恩恵を持っているが、瞬間の経過としての思索にふけっ

ている。すべての時間は太陽の軌道が地球の平面上で私

たちのための年を区切っている一方で、すべては出来事

でできている。人生でよく知られているように、出来事、

景観、思考、議論、内省的な感情は、すべてがいかに一

瞬で完全に詳細に私たちを圧倒するかを覚えていれば、

または溺れている人に知られているように、一生の出来

事が心の目の前に一瞬で通過する場合は、これは不可能

とみなされることはない。しかし、言われているように、

自我はデヴァチャンで、生涯を通じて生み出された霊的

衝動に正確に比例した時間の間、滞在している。

さて、これは魂の数学を扱う問題であるが、今世紀のす

べての土地の平均的な人間にとってデヴァチャンにいる

期間がどのくらいの長さになるかは、大師以外の誰も知

ることができない。したがって、その平均値は計算に基

づいていなければならないので、私たちは智慧の大師た

ちに頼らなければならない。大師たちは、A・P・シネッ

ト氏が著書『エソテリック・ブッディズム』の中で明確

に述べているように、その期間は一般的には 1500 年で

あると言っている。大師たちからの手紙で構成された彼

の本を読むと、彼はデヴァチャンの期間がそれぞれの

ケースで 1500 年であると理解されることを望んでいる

と推測されるが、そのような誤解を取り除くために、彼

への情報提供者は後日、それは平均的な期間であり、固

定されたものではないと書いている。それらのことは真

実であるに違いない。なぜなら、人々は思考の強さが異

なるため、人生で、ある心の状態にとどまる期間も異な

るので、常に思考を持っていた存在に起因するもので、

思考がより大きな力を持っているデヴァチャンにおいて

も、とどまる期間はその人次第であるに違いないからで

ある。

　これについて大師がおっしゃったことは、次のような

ことである。「デヴァチャンの夢」は、その方向にカル

マが満たされるまで続く。デヴァチャンでは 「力の漸進

的な消耗」がある。「デヴァチャンの滞在は、この世の

人生に由来する未完成の心理的衝動に比例している。そ

の人を引きつけるものが圧倒的に物質的であった人は、

すぐにタンハー（訳注）の力によって生まれ変わりに引

き戻される」。タンハーとは、生命のための渇きである。

したがって、人生の中で多くの精神的衝動を生み出して

いない人は、その人の本質的な性質の中で自分の高級原

理をデヴァチャンで維持するための基礎や力をほとんど

持っていないだろう。彼が持っているすべてのものにつ

いては、彼が唯物論的な思考に思いを固定し始める前の、

子供の頃が起源となるだろう。タンハーという言葉で表

現される生命への渇望は、すべての存在に内在するスカ

ンダに宿っている引き寄せる力、あるいは磁力である。

このような場合には、平均のルールは適用されない。結

果全体は、どちらに転ぶにせよ力のバランスによるもの

であり、作用と反作用の結果であるためだ。そして、こ

の種の唯物論的な思考者は、初期の人生で発生した使い
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めったにない。この溝は、デヴァチャンと転生を分ける

溝に似ている。それはその前のすべての記憶が消し去ら

れるものである。

　魂の力によって割り当てられた全期間がデヴァチャン

で終了したら、魂をこの世に縛る磁気の糸がその力を主

張し始める。自我は夢から覚め、新しい体に迅速に運び

出され、その後、誕生の直前に、それは一瞬、自分をデヴァ

チャンに導いたすべての原因を見て、始まろうとしてい

る人生に戻って、それがすべて公正であり、自分自身の

過去の人生の結果であることを知り、後悔をせず、再び

十字架を手に取る。そして、別の魂がこの世に戻って来

た。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 タンハー（パーリ語でタンハー、サンスクリット語

でトリシュナとも）は、文字通り「渇き」「渇愛」を意

味する仏教用語で、一般的には渇望や欲望と訳される。

仏教ではタンハーは、快い経験にしがみつきたい、痛い

経験や不快な経験から切り離されたい、中立的な経験や

感情が衰えないようにしたいという渇望と定義されてい

る。仏教の伝統では、タンハーは無知に基づく自己中心

的な欲求であるとされている。ブッダの最初の四つの尊

い真実の教えにおいて、ブッダはタンハーをドゥッカ（苦

しみ、不安、不満）の発生の主な原因であるとした。また、

タンハーは十二縁起（無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、

取、有、生、老死）の第８番目のリンクとして認識され

ている。

徳的、魂的な原因は、地上で行うよりも、その状態での

拡大と消耗に多くの時間を費やす。もし肉体を形成する

分子が、物質的な地球を支配する一般的な化学法則の影

響を受けていなかったならば、私たちはデヴァチャン状

態にいるのと同じように、これらの体の中で長く生きる

べきである。しかし、そのような終わりのない緊張と苦

しみの生活は、それを受けることを余儀なくされた魂を

打ちのめすのに十分であろう。喜びは苦痛となり、飽満

は終わるが、不滅の狂気の中で終わるだろう。いつも優

しい自然は、私たちの性質の中で最良で最高の花を咲か

せるため、そして休息のために、私たちをすぐに天国に

連れて行く。

　その時、デヴァチャンは無意味でも無駄でもない。「そ

こ（デヴァチャン）では私たちは休息している。この世

の人生の冷たい空の下では開花できなかった私たちの一

部が花を咲かせ、以前よりも強く、私たちの本質の一部

である別の人生に私たちと一緒に戻って来る。なぜ私た

ちは、自然が果てしなく続く闘いにおいて親切に助けて

くれることに不平を言うのだろう。なぜこのようにして

つまらぬ自我とその良い運勢と悪い運勢について心を思

い巡らし続けなければならないのだろう」（マハートマ

KH からの手紙。『道』192 頁、第 5 巻を参照のこと）。

　しかし時には、私たちが残してきた人たちはどうなの

か、と問われることもある。そこ（デヴァチャン）で彼

らに会うことができるのか？ 私たちは実際にはそこで彼

らに会うことはないが、彼らのイメージを、人生のよう

に完全で、完璧に、客観的なものとして、私たちがその

時に欠点だと思っていたすべてのものを欠いているよう

に、私たち自身で心像を作る。私たちは彼らと一緒に生

活し、彼らが意地悪や親不孝者ではなく、偉大で善良に

成長するのを見る。酔っぱらった息子を残してきた母親

は、デヴァチャンの中で自分の目の前に、酒を飲んでい

ない、善良な彼を見つける。同様に、すべての可能な事

例を通して、親、子、夫、妻は、そこに完全で知識に満

ちた愛する者がいる。これは魂のためである。

あなたはそれを幻想と呼ぶかもしれないが、人生でよく

あるように、幸せになるためには幻想が必要なのだ。幻

想を起こすのは心なので、それは詐欺ではない。確かに、

あなたに頭脳や記憶が残されている場合、現代の正統派

スキームの下にある、過ちを犯したあなたの友人や親族

が永遠の拷問に苦しんでいることを知らなければならな

い、地獄の縁の上に建てられた天国のアイデアは、デヴァ

チャンの教義と比較することはできない。しかし、デヴァ

チャンにいる存在は、この世に残された人々を助けるた

めの力を完全に失っているわけではない。人生の主人で

ある愛は、もし本物で、純粋で、深いものであれば、デヴァ

チャンにいる幸せな自我が道徳的な分野だけでなく、物

質的な状況の分野でも、この世に残された人々の幸福の

ために影響を与えることがある。このことは今説明して

も益がないオカルト宇宙の法則の下で可能であるが、事

実は述べられるかもしれない。このことは、H・P・ブ

ラヴァツキーによって、以前にも述べられているが、あ

まり注目されていなかった。

　最後に考えなければならないのは、私たちがここでデ

ヴァチャンにいる人たちに手を差し伸べることができる

のか、それとも彼らがここに来るのか、ということであ

る。私たちがアデプトでない限り、そこにいる人たちに

手を差し伸べることも、彼らに影響を与えることもでき

ない。霊媒が死者の霊と交信するという主張は根拠がな

く、デヴァチャンに行った人を助ける能力があるという

主張も根拠が確かではない。すべての力を発達させ、幻

影から解放された存在であるマハートマは、デヴァチャ

ン状態に入り、そこで自我と交信することができる。そ

のようなことが彼らの役割の一つであり、それは死後の

使徒の唯一の集団（school）である。彼らはデヴァチャ

ンにいる特定の存在に対処し、人類の利益のためにこの

世に戻るように、彼らをその状態から出させることを目

的としている。このように彼らが扱う自我たちは、その

性質が偉大で深いが、デヴァチャンの自然な幻影を克服

することができるほど賢明ではない人々である。また、

時々敏感すぎる純粋な霊媒はこの状態に入り、そしてそ

こで自我たちと霊的に交わるが、それは稀であり、確か

にお金のために取引する霊媒が一般的に実行できはしな

いだろう。しかし、魂がこの世へ霊媒のもとに降りてく

ることはない。そして、デヴァチャンの意識とこの世の

意識の間の溝は非常に深く広いので、霊媒がデヴァチャ

ンで何を見たり聞いたりしたのか、誰を見たり聞いたり

したのかを、ここで回想に戻ったときに思い出すことは

尽くされていない霊的な力を見越して、１ヶ月でデヴァ

チャンからこの世の別の体に生まれ出てくるかもしれな

い。しかし、そのような人の一人ひとりは、思考や精神

的衝動の階級、強さ、量が異なるので、デヴァチャンに

滞在する時間に関してはそれぞれが異なるかもしれな

い。唯物論的な思考者は絶望的に、非常にぼんやりとし

たふうに保存するデヴァチャンの状態に適した力を彼ら

の中に持っていないので、いわばデヴァチャン的状態で

唖然としているか、または眠ったままになり、そして彼

らにとって、心に関する限り、死後の状態は存在しない

と言っても過言ではない。彼らはしばらくの間、昏睡状

態にあり、それからこの世で再び生きる。デヴァチャン

での滞在のこの一般的な平均値は、人間の非常に重要な

周期である輪廻転生の周期の長さを与えてくれる。その

法則の下で、国家の発展は繰り返され、過去の時代は再

びやって来ることがわかる。

　強力で深く刷り込まれた最後の一連の思考は、デヴァ

チャンの人生全体に彩りと傾向を与えるものである。（人

生の）最後の瞬間は、その後のそれぞれの瞬間を彩るだ

ろう。魂と心はそれら（最後の思考）の上に自分自身を

固定し、それらに一連のイベントや経験の全体を織り込

み、それらをその最高の極限まで拡大し、人生では不可

能だったすべてのことを実行する。このように、これら

の思考を拡大し、織り成すことで、その存在は若さと成

長と老い、つまり力の高揚と拡大、そして最終的な疲弊

へと衰退していくのである。人が無色の人生を歩んでき

たならば、デヴァチャンは無色になり、豊かな人生を歩

んできたならば、それは多様性と効果に富むだろう。デ

ヴァチャンに存在することは、従来の意味で保存する夢

ではない。それは人間の人生の段階であり、我々はそこ

にいるときに、この現在の生活が夢だからである。デヴァ

チャンに存在することは決して単調ではない。私たちは、

人生のあらゆる可能な状態や経験のための場所を、現在

のこの世のもので測り、こちらが現実であると想像して

しまいがちである。しかし、魂の命は無限であり、一瞬

たりとも止まることはない。私たちの肉体を離れること

は、生活のための別の場所や階層への移行でしかない。

しかし、デヴァチャンの霊妙な衣服は、私たちがこの世

で身につけているものよりも長持ちするので、霊的、道



13 章 デヴァチャン

　人間の人生の境界線を超えたところに、人間のより良

い部分がその下の要素や獣的な要素から分離された場所

があることを示してきたので、人生から人生へと旅をす

る不死身の真の存在の死後の状態とは何かを考えるとこ

ろまで来た。やっとのことで肉体を脱すると、その人の

全体はカーマローカに入り、煉獄に行く。そこで彼は再

び低次のスカンダから脱しようとあがき、自分自身を解

放する。この誕生の期間中、高次の原理であるアートマ・

ブッディ・マナスは、肉体と脳が人生の中で可能にした

ものとは異なる方法で考え始める。これはデヴァチャン

の状態であり、デヴァチャンとは文字通り「神々の場所」

を意味するサンスクリット語であり、魂は幸福を楽しん

でいるが、神々は私たちのような体を持っていないので、

デヴァチャンでの自我は死すべき体を持っていない。

古代の書物には、この状態は「無限の年数」または「存

在の功徳に比例した期間」続くと言われており、その状

態に特有の精神的な力が尽きると、「存在は再び引きず

り下ろされ、死すべき世界に生まれ変わる」。そのため、

デヴァチャンはこの世への誕生と誕生の合間に挟まれて

いる。私たち全員をこの世に入るように強制するカルマ

の法則は、その働きが途切れることなく、またその範囲

も普遍的であるため、デヴァチャンにいる者にも作用す

る。それは、圧力を相殺する大気の量がない限り、それ

にさらされているものを押しのけたり、押しつぶしたり

する大気の圧力のようなものである。このたとえ話の場

合には、存在のカルマとは、常に状態から状態へと存在

を押しやったり押し出そうとする大気のことであり、大

気の量を打ち消すのは、存在自身の人生の思考や願望の

力でって、その力が尽きるまでデヴァチャンから出てく

るのを妨げているが、その力が費やされることで、私た

ちが自分で作ったこの世の運命の決定を阻止する力はな

くなってしまう。

　死後のこの状態の必然性は、マインドと魂の性質から

成長して行く進化に必要なものの一つである。マナスの

本質は、肉体が失われるとすぐにデヴァチャンの状態を

必要とし、それは単にその肉体的およびアストラル的封

じ込めによって知性に置かれた束縛を緩める効果であ

る。人生において、私たちはほんのわずかな程度、それ

ぞれの瞬間に持っている考えを実行することができるだ

けだが、ましてや毎日の願望と夢によって生み出された

精神的なエネルギーを使い尽くすことはできない。この

ようにして発生したエネルギーは、失われたり消滅した

りするのではなく、マナスに保存されているが、肉体、脳、

アストラル体は力の完全な発達を許さない。それゆえに、

それは死ぬまで潜在的に保持され、その後、弱体化した

束縛から破裂し、思考者であるマナスを人生で設定され

た思考力の拡大、使用、および発達へと突進させる。こ

の必要な状態から逃れることができないのは、自分の力

と能力に対する人間の無知のせいである。この無知から

妄想が生じ、完全に自由ではないマナスは、それ自身の

力によってデヴァチャンの思考に運ばれる。しかし、無

知がこのような状態になる原因である一方で、プロセス

全体が救済的で、平穏で、有益である。平均的な人が、ちょ

うど辞めたばかりの同じ文明社会の別の体にすぐに戻っ

たとしたら、魂は完全に疲れて、その人の性質のより高

い部分の発達に必要な機会を奪われてしまうだろうから

である。

　今、自我は死すべき体とカーマを差し引いたものであ

り、デヴァチャンで、体とは言えないが手段や乗り物と

称されるかもしれない装いをして、それが精神と魂の階

層上で完全にデヴァチャン的状態で機能する。この世界

が私たちにとって現実であるように、デヴァチャンにい

る存在にとってはすべてが現実のものとなっている。そ

れは純粋に今、物質的な生活の足かせに邪魔されること

なく、自分自身のために独自の世界を作る機会を得たの

である。その状態は、色の構成や配置の恍惚とした気分

に浸っている詩人や芸術家のそれと比較することができ

るが、時間やこの世の物体を気にしないし、知らない。

　私たちは一秒ごとに原因を作っているが、その原因の

結果の顕在化には二つの場が存在している。それは、こ

の世と呼ばれる客観的なものと、この世とこの人生を

去った後の両方にある主観的なものである。客観的な領

域は、この世の人生と人間の粗い部分、その人の肉体的

な行為と脳の思考に関連しており、時にはその人のアス

トラル体にも関連している。

主観的なものは、彼の高次の、霊的な部分に関係してい

る。客観的な領域では、魂の推進力も、その人の魂の高

い傾向や熱望も、うまくいくはずがない。では、この世

の年数で計ると、人がデヴァチャンに滞在する時間はど

のくらいだろうか？

　この質問はこの世の人間が時間と呼ぶものを扱ってい

るが、もちろん、時間そのものの本当の意味、つまりこ

の太陽系にとっての究極の秩序、優先順位、連続性、瞬

間の長さというものには触れていない。それは、私たち

の時間に関しては答えられるかもしれないが、例えば、

時間が私たちのものと同じではない水星という惑星の時

間に関しては確かに答えられない質問であるし、実際に

魂によって理解される時間に関しても同じではない。後

者に関しては、どんな人でも、何年も過ぎ去った後には、

過ぎ去ったばかりの時間を直接認識することはできない

が、その過ぎ去った時間を象徴する出来事をいくつか

ピックアップすることができるだけであり、いくつかの

重要な瞬間や幸せな時間に関しては、それらを昨日のこ

とのように感じているようだ。このように、デヴァチャ

ンの中にいる者にとって、そこには時間はない。魂は、

その状態で自分自身の中で起こっていることのすべての

恩恵を持っているが、瞬間の経過としての思索にふけっ

ている。すべての時間は太陽の軌道が地球の平面上で私

たちのための年を区切っている一方で、すべては出来事

でできている。人生でよく知られているように、出来事、

景観、思考、議論、内省的な感情は、すべてがいかに一

瞬で完全に詳細に私たちを圧倒するかを覚えていれば、

または溺れている人に知られているように、一生の出来

事が心の目の前に一瞬で通過する場合は、これは不可能

とみなされることはない。しかし、言われているように、

自我はデヴァチャンで、生涯を通じて生み出された霊的

衝動に正確に比例した時間の間、滞在している。

さて、これは魂の数学を扱う問題であるが、今世紀のす

べての土地の平均的な人間にとってデヴァチャンにいる

期間がどのくらいの長さになるかは、大師以外の誰も知

ることができない。したがって、その平均値は計算に基

づいていなければならないので、私たちは智慧の大師た

ちに頼らなければならない。大師たちは、A・P・シネッ

ト氏が著書『エソテリック・ブッディズム』の中で明確

に述べているように、その期間は一般的には 1500 年で

あると言っている。大師たちからの手紙で構成された彼

の本を読むと、彼はデヴァチャンの期間がそれぞれの

ケースで 1500 年であると理解されることを望んでいる

と推測されるが、そのような誤解を取り除くために、彼

への情報提供者は後日、それは平均的な期間であり、固

定されたものではないと書いている。それらのことは真

実であるに違いない。なぜなら、人々は思考の強さが異

なるため、人生で、ある心の状態にとどまる期間も異な

るので、常に思考を持っていた存在に起因するもので、

思考がより大きな力を持っているデヴァチャンにおいて

も、とどまる期間はその人次第であるに違いないからで

ある。

　これについて大師がおっしゃったことは、次のような

ことである。「デヴァチャンの夢」は、その方向にカル

マが満たされるまで続く。デヴァチャンでは 「力の漸進

的な消耗」がある。「デヴァチャンの滞在は、この世の

人生に由来する未完成の心理的衝動に比例している。そ

の人を引きつけるものが圧倒的に物質的であった人は、

すぐにタンハー（訳注）の力によって生まれ変わりに引

き戻される」。タンハーとは、生命のための渇きである。

したがって、人生の中で多くの精神的衝動を生み出して

いない人は、その人の本質的な性質の中で自分の高級原

理をデヴァチャンで維持するための基礎や力をほとんど

持っていないだろう。彼が持っているすべてのものにつ

いては、彼が唯物論的な思考に思いを固定し始める前の、

子供の頃が起源となるだろう。タンハーという言葉で表

現される生命への渇望は、すべての存在に内在するスカ

ンダに宿っている引き寄せる力、あるいは磁力である。

このような場合には、平均のルールは適用されない。結

果全体は、どちらに転ぶにせよ力のバランスによるもの

であり、作用と反作用の結果であるためだ。そして、こ

の種の唯物論的な思考者は、初期の人生で発生した使い

めったにない。この溝は、デヴァチャンと転生を分ける

溝に似ている。それはその前のすべての記憶が消し去ら

れるものである。

　魂の力によって割り当てられた全期間がデヴァチャン

で終了したら、魂をこの世に縛る磁気の糸がその力を主

張し始める。自我は夢から覚め、新しい体に迅速に運び

出され、その後、誕生の直前に、それは一瞬、自分をデヴァ

チャンに導いたすべての原因を見て、始まろうとしてい

る人生に戻って、それがすべて公正であり、自分自身の

過去の人生の結果であることを知り、後悔をせず、再び

十字架を手に取る。そして、別の魂がこの世に戻って来

た。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 タンハー（パーリ語でタンハー、サンスクリット語

でトリシュナとも）は、文字通り「渇き」「渇愛」を意

味する仏教用語で、一般的には渇望や欲望と訳される。

仏教ではタンハーは、快い経験にしがみつきたい、痛い

経験や不快な経験から切り離されたい、中立的な経験や

感情が衰えないようにしたいという渇望と定義されてい

る。仏教の伝統では、タンハーは無知に基づく自己中心

的な欲求であるとされている。ブッダの最初の四つの尊

い真実の教えにおいて、ブッダはタンハーをドゥッカ（苦

しみ、不安、不満）の発生の主な原因であるとした。また、

タンハーは十二縁起（無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、

取、有、生、老死）の第８番目のリンクとして認識され

ている。

徳的、魂的な原因は、地上で行うよりも、その状態での

拡大と消耗に多くの時間を費やす。もし肉体を形成する

分子が、物質的な地球を支配する一般的な化学法則の影

響を受けていなかったならば、私たちはデヴァチャン状

態にいるのと同じように、これらの体の中で長く生きる

べきである。しかし、そのような終わりのない緊張と苦

しみの生活は、それを受けることを余儀なくされた魂を

打ちのめすのに十分であろう。喜びは苦痛となり、飽満

は終わるが、不滅の狂気の中で終わるだろう。いつも優

しい自然は、私たちの性質の中で最良で最高の花を咲か

せるため、そして休息のために、私たちをすぐに天国に

連れて行く。

　その時、デヴァチャンは無意味でも無駄でもない。「そ

こ（デヴァチャン）では私たちは休息している。この世

の人生の冷たい空の下では開花できなかった私たちの一

部が花を咲かせ、以前よりも強く、私たちの本質の一部

である別の人生に私たちと一緒に戻って来る。なぜ私た

ちは、自然が果てしなく続く闘いにおいて親切に助けて

くれることに不平を言うのだろう。なぜこのようにして

つまらぬ自我とその良い運勢と悪い運勢について心を思

い巡らし続けなければならないのだろう」（マハートマ

KH からの手紙。『道』192 頁、第 5 巻を参照のこと）。

　しかし時には、私たちが残してきた人たちはどうなの

か、と問われることもある。そこ（デヴァチャン）で彼

らに会うことができるのか？ 私たちは実際にはそこで彼

らに会うことはないが、彼らのイメージを、人生のよう

に完全で、完璧に、客観的なものとして、私たちがその

時に欠点だと思っていたすべてのものを欠いているよう

に、私たち自身で心像を作る。私たちは彼らと一緒に生

活し、彼らが意地悪や親不孝者ではなく、偉大で善良に

成長するのを見る。酔っぱらった息子を残してきた母親

は、デヴァチャンの中で自分の目の前に、酒を飲んでい

ない、善良な彼を見つける。同様に、すべての可能な事

例を通して、親、子、夫、妻は、そこに完全で知識に満

ちた愛する者がいる。これは魂のためである。

あなたはそれを幻想と呼ぶかもしれないが、人生でよく

あるように、幸せになるためには幻想が必要なのだ。幻

想を起こすのは心なので、それは詐欺ではない。確かに、

あなたに頭脳や記憶が残されている場合、現代の正統派

スキームの下にある、過ちを犯したあなたの友人や親族

が永遠の拷問に苦しんでいることを知らなければならな

い、地獄の縁の上に建てられた天国のアイデアは、デヴァ

チャンの教義と比較することはできない。しかし、デヴァ

チャンにいる存在は、この世に残された人々を助けるた

めの力を完全に失っているわけではない。人生の主人で

ある愛は、もし本物で、純粋で、深いものであれば、デヴァ

チャンにいる幸せな自我が道徳的な分野だけでなく、物

質的な状況の分野でも、この世に残された人々の幸福の

ために影響を与えることがある。このことは今説明して

も益がないオカルト宇宙の法則の下で可能であるが、事

実は述べられるかもしれない。このことは、H・P・ブ

ラヴァツキーによって、以前にも述べられているが、あ

まり注目されていなかった。

　最後に考えなければならないのは、私たちがここでデ

ヴァチャンにいる人たちに手を差し伸べることができる

のか、それとも彼らがここに来るのか、ということであ

る。私たちがアデプトでない限り、そこにいる人たちに

手を差し伸べることも、彼らに影響を与えることもでき

ない。霊媒が死者の霊と交信するという主張は根拠がな

く、デヴァチャンに行った人を助ける能力があるという

主張も根拠が確かではない。すべての力を発達させ、幻

影から解放された存在であるマハートマは、デヴァチャ

ン状態に入り、そこで自我と交信することができる。そ

のようなことが彼らの役割の一つであり、それは死後の

使徒の唯一の集団（school）である。彼らはデヴァチャ

ンにいる特定の存在に対処し、人類の利益のためにこの

世に戻るように、彼らをその状態から出させることを目

的としている。このように彼らが扱う自我たちは、その

性質が偉大で深いが、デヴァチャンの自然な幻影を克服

することができるほど賢明ではない人々である。また、

時々敏感すぎる純粋な霊媒はこの状態に入り、そしてそ

こで自我たちと霊的に交わるが、それは稀であり、確か

にお金のために取引する霊媒が一般的に実行できはしな

いだろう。しかし、魂がこの世へ霊媒のもとに降りてく

ることはない。そして、デヴァチャンの意識とこの世の

意識の間の溝は非常に深く広いので、霊媒がデヴァチャ

ンで何を見たり聞いたりしたのか、誰を見たり聞いたり

したのかを、ここで回想に戻ったときに思い出すことは

尽くされていない霊的な力を見越して、１ヶ月でデヴァ

チャンからこの世の別の体に生まれ出てくるかもしれな

い。しかし、そのような人の一人ひとりは、思考や精神

的衝動の階級、強さ、量が異なるので、デヴァチャンに

滞在する時間に関してはそれぞれが異なるかもしれな

い。唯物論的な思考者は絶望的に、非常にぼんやりとし

たふうに保存するデヴァチャンの状態に適した力を彼ら

の中に持っていないので、いわばデヴァチャン的状態で

唖然としているか、または眠ったままになり、そして彼

らにとって、心に関する限り、死後の状態は存在しない

と言っても過言ではない。彼らはしばらくの間、昏睡状

態にあり、それからこの世で再び生きる。デヴァチャン

での滞在のこの一般的な平均値は、人間の非常に重要な

周期である輪廻転生の周期の長さを与えてくれる。その

法則の下で、国家の発展は繰り返され、過去の時代は再

びやって来ることがわかる。

　強力で深く刷り込まれた最後の一連の思考は、デヴァ

チャンの人生全体に彩りと傾向を与えるものである。（人

生の）最後の瞬間は、その後のそれぞれの瞬間を彩るだ

ろう。魂と心はそれら（最後の思考）の上に自分自身を

固定し、それらに一連のイベントや経験の全体を織り込

み、それらをその最高の極限まで拡大し、人生では不可

能だったすべてのことを実行する。このように、これら

の思考を拡大し、織り成すことで、その存在は若さと成

長と老い、つまり力の高揚と拡大、そして最終的な疲弊

へと衰退していくのである。人が無色の人生を歩んでき

たならば、デヴァチャンは無色になり、豊かな人生を歩

んできたならば、それは多様性と効果に富むだろう。デ

ヴァチャンに存在することは、従来の意味で保存する夢

ではない。それは人間の人生の段階であり、我々はそこ

にいるときに、この現在の生活が夢だからである。デヴァ

チャンに存在することは決して単調ではない。私たちは、

人生のあらゆる可能な状態や経験のための場所を、現在

のこの世のもので測り、こちらが現実であると想像して

しまいがちである。しかし、魂の命は無限であり、一瞬

たりとも止まることはない。私たちの肉体を離れること

は、生活のための別の場所や階層への移行でしかない。

しかし、デヴァチャンの霊妙な衣服は、私たちがこの世

で身につけているものよりも長持ちするので、霊的、道

www.bookclubkai.jp

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

スピリチュアルのブックショップ



6

すべての形と直接の関係を持つためには、心よりも高い

能力、すなわちブッディ（※注 a）または直観が必要です。

智慧は、知る者と知られるべきものとの間にこのような

同一性があるときに生じるのであって、この同一性がな

ければ、ただの知識にすぎません。今日の例えで言えば、

智慧は飛行機で万物を見ているようなもので、心の平面

上にある事実の領域を常に飛行し、写真を撮るようにし

て、その調査から漏れている事実がないようにしている

のです。このように、智慧は事実の本質であり、生命の

霊で満たされていると言えます。

このような智慧の概念は、古代インドでもギリシャで

も知られていました。インドでは、様々な哲学の学派が、

その学派の長である個人の周りに集まり、知る価値があ

ると考えられる範囲内で、多元的なものを一つの全体と

して理解しようとする試みが行われていました。ウパニ

シャッドの各学派では、生命を統一体として知ることが

テーマとなっていました。そのためには、単なる精神的

な処理ではなく、祈りや瞑想によって心や感情を高い理

想に向け、浄化と献身的な生活を送ることが、智慧を得

るという課題の本質的な要素であると考えられました。

古代インドでは、「あるがままのもの」ではなく、「ある

がままの生命」を発見することが求められました。もち

ろん、「生命」という言葉は「意識」という言葉と切り

離せません。当時は科学がほとんどなく、世界に関する

知識もインド国内に限られていました。しかし、イン

ドを中心にして、上に向かって全体としての宇宙に接す

ることを目指していました。

芸術、歴史、演劇、政治的発展などの文化がより充実

していたギリシャでは、真理の問題を探求する人は、ま

ず世界をありのままに受け入れることから始めました

が、その世界を「高いところ」から見ようとしました。

その目的は、外見の裏に隠れている、すべての外見の背

後にある内側の現実を感じ取ることにありました。

このプロセスの典型は、プラトンとその信奉者たちが、

あらゆる形態がイデアや原型を反映していると考えよう

としたことです。人は多くのことを知っているかもしれ

ませんが、自分の想像力と願望によって原型となる世界

を感じ取ることができて初めて、真の賢者となるのです。

ピタゴラスの造語である「フィロソフォス」（智慧を愛

する者）は、このような探求の仕方を表しています。「智

慧を愛する」という概念がピタゴラスの貢献であること

は、すべてのギリシャ人が知っていました。今日、私た

ちがある人を哲学者だと言うとき、その人が本当に哲学

者であるならば、単に精神的な知識の所有者ではなく、

その人の感情的な性質が非常に熱烈で純粋であるため、

常に研究対象の恋人でもあり、研究対象を通して美徳の

原理を見つけようとするだろうということを、私たちは

ほとんど理解していません。その美徳は、１度見たらそ

の人に最も深い愛を呼び起こすものです。

したがって智慧とは、宇宙生成（『宇宙発生論』）と人

間生成（『人類発生論』）に関するすべての事実を蓄積す

ることではありません。智慧は、『宇宙発生論』と『人

類発生論』の根底にある奥深い意味を理解することを課

題としているのです。智慧の探求を助けるために、個人

は高次の知性よりも優れた能力であるブッディを持って

います。このブッディという機能は、コーシャという乗

り物を道具としており、ヒンズー教ではアナンダマヤ・

コーシャ（至福の鞘）と呼ばれています。至福とは、イ

ンドでは、直観であるブッディを通して現れる智慧に付

随する愛に相当するものです。

智慧の学校の目的は、学徒一人ひとりに「中心から」

物事を見てもらうことです。これは第一に、宇宙におけ

るあらゆる可能な出来事や経験、単に機械的な進化の過

程だけでなく、特に人類のあらゆる啓示に関するものを

外周上に持ってこなければならないということです。そ

して、これらすべての側面を中心から見て、それぞれの

側面が他のすべての側面と関連して見られるようにしな

ければなりません。このようにして調査すると、目的は

精神的な調査を超えて、中心と円周の両方の意味を実現

することになります。

この円周には、宇宙発生論と人間発生論に関するすべ

ての知識を持ち込まなければならないのは言うまでもな

いことです。しかし、人間の起源を研究する「人類発生論」

は、単に人種や亜人種とその特徴を理解するだけでなく、

歴史のあらゆる時代に生み出された文化を注意深く研究

することが必要です。「文化」という言葉には、宗教、哲学、

詩、歌、音楽、建築、演劇、彫刻、絵画、舞踊など、あ

らゆる形式の芸術創造が含まれます。

ものは智慧の名に値しないのです。だからこそ、1921 

年の時点で私はこう言ったのです。「愛のある行動は神

聖な智慧の働きであり、愛のある行動をする者は必然的

に智慧にたどり着く」。

これは神智学の助けを借りれば最も早く達成できま

す。しかし結局は、智慧は生きなければなりません。生

きる過程でこそ、個人は自分の中心にたどり着き、まさ

に「明るい日」であるあの光に囲まれて生きることがで

きるのです。

智慧を獲得するためには、自然のあらゆる側面との親

密さを深めることが不可欠です。

『沈黙の声』はこう教えています。「自然を助け、自然

と一緒に行動せよ」。自然を助けるための最初のステッ

プは、自然とは何かを知ることです。木、花、草原、湖、岩、

山脈、海、空、雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、

理解しなければなりません。

同様に、人は鳥や獣の美しさの中にメッセージを見出

すことができます。自然は賞賛されるだけではなく、愛

されなければなりません。自然は、無数にある智慧の秘

密の教義の、１つの本です。

学徒が智慧を得たことを自分自身で証明する一つの方

法は、自分の中にある創造への抗いがたい衝動です。シェ

イクスピアが詩人の心境について述べていることは、あ

る程度智慧と一体になった後、自分を取り巻く思考や感

情の世界を「作りたい」、つまり再構築したいという衝

動に駆られるすべての人に当てはまることではないで

しょうか。ギリシャ語の「poet」（詩人）は、「作る人」

を意味しています。シェイクスピアは、詩人の目をこう

表現しています。

「……恍惚たる霊感を得て、天から地へ、地から天へ

と眺め回し、想像力が、見たこともないものを思いつく

と、詩人の筆がそれに形を与え、空気のような実体のな

いものに個々の場所と名前を与える」。

（『真夏の夜の夢』第５幕 第１場【角川文庫 河合祥一

郎＝訳】）

「智慧の学校」の学徒は誰でも、発見した自分の新し

い側面を、エッセイ、詩、歌、ソナタ、シンフォニー、絵画、

彫刻、ダンス、ドラマなど、芸術の性質を持つあらゆる

創造物の中で表現しなければならないと、自分の中で感

じるでしょう。芸術の本質は、カーライルによって記述

されています。「すべての真の芸術作品において、あな

たは時間を通して見る永遠を認識することができ、神の

ようなものが目に見えるようになるだろう」。このよう

に、智慧を身につけた人間の思考、感情、行動のすべてが、

常に永遠と神のようなものを現しているのです。

これこそが、人間の可能な限りの業績の集大成であり、

真の智慧の学校が支持者（弟子）を導くのは、この点に

あります。智慧を身につけた者は、教義や信条、儀礼や

儀式から解放され、いかなる種類のグルやガイド、哲学

者や友人に導かれる必要性も感じなくなります。その人

は、プロティノスがその偉大な著作の最後の言葉で表現

した、無限の存在に対する自分の真の関係を悟るように

なるのです。その言葉とは：

「したがって、これこそが神々の人生であり、神々し

く幸福な人間の人生であり、あらゆる地上の心配事から

の解放であり、人間の快楽を伴わない人生、孤独な者

（the alone）が無比の者（the ALONE）へと飛び立つこ

とである」。

＊＊＊＊＊＊＊

（※注 a）インド哲学におけるブッディは、高い知性の

形態であり、神智学の用語におけるブッディは、「高次

の心」とも異なる意識の形態であり、アラビアのロレン

スが表現したように、「知覚されない前もって知られて

いる」能力である「直観」を意味します。

智慧の学校①

著：C・ジナラジャダサ&ラーダ・バーニア　　　訳：星野未来

智慧の学校の目的 （＊1）

C. ジナラジャダサ

（＊1）From the Inaugural Address of the School of 

the Wisdom by C. Jinarajadasa, 17 November 1949.

智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の流派に知的

な支持を与える者から脱却し、人生の問題を自分自身で

直接調査することを学ぶ者になることです。本質的な探

求とは、意識と切り離せない、あるがままの生命を発見

することです。

智慧の学校は、学徒一人一人が直感的な認識である「核

心から」物事を調査できるようにすることを目的として

います。真の学徒には、常に生命に対する強い感覚が伴

わなければなりません。増え続ける驚嘆の感覚なしには、

智慧はありえません。

智慧の学校でのすべての学習の目的は、個人の完璧さ

ではなく、個人が自分のすべての能力を「世界の重いカ

ルマを少しでも持ち上げる」ために使えるようにするこ

とです。

智慧への歩みに不可欠なのは、自然のあらゆる側面と

の親密さを深めることです。木、花、動物、草原、海、空、

雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、理解しなけ

ればなりません。学徒は、自然の書を学ぶことを学ぶ必

要があります。

古代の智慧（＊2）

ラーダ・バーニア

（＊２ ）The School of the Wisdom & Adyar, Radha 

Burnier.

智慧の学校は、アディヤールの重要な活動の一つであ

り、この場所だけでなく神智学協会全体の活動にとって

も重要なものです。それは、参加者の意識レベルを深め

ようとするからです。

表面的なレベルにとどまり、表面的な利害関係を持つ

会員は、協会の目的を遂行する上で有力ではあり得ませ

ん。

人々は神智学の様々な側面を語っていますが、古代の

智慧の真理が彼らの心に浸透し、彼らを変容させること

はありません。

「智慧の学校」の各セッションの初めに、学徒たちが

智慧の本質とそれへの道について考えることは有意義な

ことです。

ニールス・ボーア（訳注：デンマークの理論物理学者）

は、学生たちに「私が発するすべての文章は、君たちに

とって主張ではなく質問とみなすべきだ」と言って講義

を始めたと言われています。霊的な志を持つ者にとって

も、このように進めるべきです。

智慧の学校は、学徒が自分の内なる力（資源 

resources）を引き出すような雰囲気を作ることを目的

としています。自分の中には膨大な力（資源）があり、

自分の意識は真実の床です。しかし、真実の源に到達す

るためには、自分の意識の中に深く入っていかなければ

また、政治的成長も含めた発展と拡大の方法を通じて、

人間の生活を組織して自己をより完全に表現しようとし

た人類のすべての業績、改善のための経済的計画、教育

の方法と理想、これらすべてを円周に組み入れなければ

なりません。

真の智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の学派に

知的な支持を与える者であることをやめ、自分自身の立

場から人生の問題を少しずつ直接調査する者になること

です。

学校の目的は、学徒がそれぞれの気質と適性に応じて、

哲学者、科学者、倫理的な師匠、芸術家、経済の法の提

供者、政治家、教育者、都市計画者、その他あらゆる種

類の人類の奉仕者になるために身じたくさせることで

す。いつの日か、それぞれの学徒が自分自身で「智慧の

学校」を始めるかもしれません。

この目的に向けた学校の試みにおいて、研究の材料と

して使用される知識には２つのタイプがあります。１つ

は古代神智学と呼ばれるもので、インド、ギリシャ、エ

ジプト、中国の宗教や哲学における過去の時代のあらゆ

る真理です。この膨大な知識は多くの書物や伝統に散在

していますが、それらはすべて、精神的・霊的構造を基

礎とする世界についての明確な概念を与えるものです。

これに加えて、現代神智学と呼ぶにふさわしいものがあ

ります。これは、H・P・ブラヴァツキーと彼女の数人

の弟子を通して、人類の守護者であるアデプトのブラ

ザーフッド（同胞団）が与えた、新旧両方の教えから始

まります。しかし、それに加えて現代科学が多くの研究

部門で収集した知識を特別に考慮しなければなりませ

ん。科学理論はしばしば異議を唱えられることがありま

すが、科学研究で発見された事実はそうではありません。

そのような事実はすべて、他のすべての事実と不可分の

一部であり、それらは古代および現代の神智学の教えの

中で考慮されています。

智慧の学校の目的を達成した個人について、私が考え

ていることを明確に記述したミルトンの 2 行の詩があり

ます。これです：

「澄んだ胸に光を持つ者は、

自分の中央に座って明るい日を楽しむことができる」。

この２行には４つの考えがあります。第１に「光」、

第２に「自分の澄んだ胸」の中になければならないとい

うこと、第３に「中心に座る」ということ、第４に「明

るい日を楽しむ」ということです。

カーライルが「無限の中心と永遠の合流点」と呼んだ

場所に立つように、中心に座ることが、私が学徒一人一

人に課している目標です。言い換えれば、過去のすべて

が現在のものに結び付き、宇宙のプロセスにおける人間

の集合的な活動や個人的な活動の分野で、彼の範囲外の

ものはありません。しかし、このように中心に座ること

ができるのは、彼自身の胸の中が澄んでいるときだけで

す。このためには、完全な平和が必要です。否定的な静

止した平和ではなく、優しさの精神ですべてのものを見

守る平和が必要なのです。光がそのようにして生まれ、

自分の澄んだ胸に映し出されたとき、真理の探求者は中

心に座るだけでなく、「明るい日を楽しむ」という理想

的な状態になるのです。

真の学徒には、この強烈な生命の感覚が常に伴ってい

なければなりません。増え続ける不思議（驚異的）な感

覚を伴わない智慧はありえません。この感覚は、ニュー

トンが自分自身についてよく述べており、次のようなも

のです。

「私は、世間からどのように見られているかわかりま

せんが、私自身は海辺で遊ぶ少年のように、時折、普通

よりも滑らかな小石やきれいな貝殻を見つけては楽しん

でいただけで、目の前には未発見のままの真実の大海原

が広がっていたのではないかと思うのです」。

最後に、その人のすべての仲間との関係を完全に理解

しない限り、人間の性質の中にはいかなる智慧も存在し

ません。すべての智慧は「無限の情熱と、切望する有限

の心の痛み」の解決策を、少なくとも部分的には見つけ

ない限り、その努力に失敗します。

ラテンの詩人テレンスは、ヨーロッパ文化の道標とな

るような言葉を残しています。

" 私は人間であり、私に無関心な人間はいない "。真の

智慧の学校におけるすべての学習の目的は、個人の完成

ではなく、個人が自分のすべての能力を使って「世界の

重いカルマを少しでも取り除く」ことができるようにす

ることにあります。智慧を求める人が、自分のためだけ

でなくすべての人のために求めるまでは、その人が得た

なりません。監督や講演者は、学徒が自分で意味を見つ

けられるように手助けをするだけです。それが智慧の基

本です。

仲間の学徒は、片手の指のように、ハープの弦のよう

に微調整されていなければなりません。この相互の調和

は、それぞれが個人的に発見できる以上のものを共同で

発見するための手段です。学徒のグループがお互いに調

和していると、一人一人の心が広がり、グループの統一

された心は、個人の心よりも純粋な真理の水路となりま

す。このように、智慧を求める人は、お互いに、また周

囲の環境と常に調和を保つように努めなければなりませ

ん。

1949 年 11 月 17 日

神智学協会会長 C. ジナラジャダサ
（＊3）による創立記念講演

（＊3 ）Curuppumullage Jinarajadasa クルップムラ

ゲ・ジナラジャダサ（1875-1953）は、神智学協会の第

４代会長。

智慧と知識の間には、重要な違いがあります。智慧は、

あらゆる形態の知識をその活動領域に包含しますが、す

べての知識が全体として智慧を構成するわけではありま

せん。

その違いはどこにあるのでしょうか。いつの時代も、

すべての現れは「知られざるもの」の２つの側面、すな

わち「生命」と「形態」から成り立っています。知るこ

とのできるすべての部門で集められた知識は、進化の過

程と存在の形態の側面を描き出します。すべてのものの

形態の側面と密接に接していることは、個人における智

慧の側面の１つの働きです。しかし、形態の側面におけ

る宇宙は、どんなに高度な知的なプロセスでもそれだけ

では理解できません。ベルクソンは、知性が生命の現れ

を理解しようとするとき、いかに道を踏み外してしまう

かを指摘しています。知性はすべてのものを生命のない

物質からできているかのように扱う傾向があるからで

す。それぞれの形態をそれ自身と識別することによって、



すべての形と直接の関係を持つためには、心よりも高い

能力、すなわちブッディ（※注 a）または直観が必要です。

智慧は、知る者と知られるべきものとの間にこのような

同一性があるときに生じるのであって、この同一性がな

ければ、ただの知識にすぎません。今日の例えで言えば、

智慧は飛行機で万物を見ているようなもので、心の平面

上にある事実の領域を常に飛行し、写真を撮るようにし

て、その調査から漏れている事実がないようにしている

のです。このように、智慧は事実の本質であり、生命の

霊で満たされていると言えます。

このような智慧の概念は、古代インドでもギリシャで

も知られていました。インドでは、様々な哲学の学派が、

その学派の長である個人の周りに集まり、知る価値があ

ると考えられる範囲内で、多元的なものを一つの全体と

して理解しようとする試みが行われていました。ウパニ

シャッドの各学派では、生命を統一体として知ることが

テーマとなっていました。そのためには、単なる精神的

な処理ではなく、祈りや瞑想によって心や感情を高い理

想に向け、浄化と献身的な生活を送ることが、智慧を得

るという課題の本質的な要素であると考えられました。

古代インドでは、「あるがままのもの」ではなく、「ある

がままの生命」を発見することが求められました。もち

ろん、「生命」という言葉は「意識」という言葉と切り

離せません。当時は科学がほとんどなく、世界に関する

知識もインド国内に限られていました。しかし、イン

ドを中心にして、上に向かって全体としての宇宙に接す

ることを目指していました。

芸術、歴史、演劇、政治的発展などの文化がより充実

していたギリシャでは、真理の問題を探求する人は、ま

ず世界をありのままに受け入れることから始めました

が、その世界を「高いところ」から見ようとしました。

その目的は、外見の裏に隠れている、すべての外見の背

後にある内側の現実を感じ取ることにありました。

このプロセスの典型は、プラトンとその信奉者たちが、

あらゆる形態がイデアや原型を反映していると考えよう

としたことです。人は多くのことを知っているかもしれ

ませんが、自分の想像力と願望によって原型となる世界

を感じ取ることができて初めて、真の賢者となるのです。

ピタゴラスの造語である「フィロソフォス」（智慧を愛

する者）は、このような探求の仕方を表しています。「智

慧を愛する」という概念がピタゴラスの貢献であること

は、すべてのギリシャ人が知っていました。今日、私た

ちがある人を哲学者だと言うとき、その人が本当に哲学

者であるならば、単に精神的な知識の所有者ではなく、

その人の感情的な性質が非常に熱烈で純粋であるため、

常に研究対象の恋人でもあり、研究対象を通して美徳の

原理を見つけようとするだろうということを、私たちは

ほとんど理解していません。その美徳は、１度見たらそ

の人に最も深い愛を呼び起こすものです。

したがって智慧とは、宇宙生成（『宇宙発生論』）と人

間生成（『人類発生論』）に関するすべての事実を蓄積す

ることではありません。智慧は、『宇宙発生論』と『人

類発生論』の根底にある奥深い意味を理解することを課

題としているのです。智慧の探求を助けるために、個人

は高次の知性よりも優れた能力であるブッディを持って

います。このブッディという機能は、コーシャという乗

り物を道具としており、ヒンズー教ではアナンダマヤ・

コーシャ（至福の鞘）と呼ばれています。至福とは、イ

ンドでは、直観であるブッディを通して現れる智慧に付

随する愛に相当するものです。

智慧の学校の目的は、学徒一人ひとりに「中心から」

物事を見てもらうことです。これは第一に、宇宙におけ

るあらゆる可能な出来事や経験、単に機械的な進化の過

程だけでなく、特に人類のあらゆる啓示に関するものを

外周上に持ってこなければならないということです。そ

して、これらすべての側面を中心から見て、それぞれの

側面が他のすべての側面と関連して見られるようにしな

ければなりません。このようにして調査すると、目的は

精神的な調査を超えて、中心と円周の両方の意味を実現

することになります。

この円周には、宇宙発生論と人間発生論に関するすべ

ての知識を持ち込まなければならないのは言うまでもな

いことです。しかし、人間の起源を研究する「人類発生論」

は、単に人種や亜人種とその特徴を理解するだけでなく、

歴史のあらゆる時代に生み出された文化を注意深く研究

することが必要です。「文化」という言葉には、宗教、哲学、

詩、歌、音楽、建築、演劇、彫刻、絵画、舞踊など、あ

らゆる形式の芸術創造が含まれます。

ものは智慧の名に値しないのです。だからこそ、1921 

年の時点で私はこう言ったのです。「愛のある行動は神

聖な智慧の働きであり、愛のある行動をする者は必然的

に智慧にたどり着く」。

これは神智学の助けを借りれば最も早く達成できま

す。しかし結局は、智慧は生きなければなりません。生

きる過程でこそ、個人は自分の中心にたどり着き、まさ

に「明るい日」であるあの光に囲まれて生きることがで

きるのです。

智慧を獲得するためには、自然のあらゆる側面との親

密さを深めることが不可欠です。

『沈黙の声』はこう教えています。「自然を助け、自然

と一緒に行動せよ」。自然を助けるための最初のステッ

プは、自然とは何かを知ることです。木、花、草原、湖、岩、

山脈、海、空、雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、

理解しなければなりません。

同様に、人は鳥や獣の美しさの中にメッセージを見出

すことができます。自然は賞賛されるだけではなく、愛

されなければなりません。自然は、無数にある智慧の秘

密の教義の、１つの本です。

学徒が智慧を得たことを自分自身で証明する一つの方

法は、自分の中にある創造への抗いがたい衝動です。シェ

イクスピアが詩人の心境について述べていることは、あ

る程度智慧と一体になった後、自分を取り巻く思考や感

情の世界を「作りたい」、つまり再構築したいという衝

動に駆られるすべての人に当てはまることではないで

しょうか。ギリシャ語の「poet」（詩人）は、「作る人」

を意味しています。シェイクスピアは、詩人の目をこう

表現しています。

「……恍惚たる霊感を得て、天から地へ、地から天へ

と眺め回し、想像力が、見たこともないものを思いつく

と、詩人の筆がそれに形を与え、空気のような実体のな

いものに個々の場所と名前を与える」。

（『真夏の夜の夢』第５幕 第１場【角川文庫 河合祥一

郎＝訳】）

「智慧の学校」の学徒は誰でも、発見した自分の新し

い側面を、エッセイ、詩、歌、ソナタ、シンフォニー、絵画、

彫刻、ダンス、ドラマなど、芸術の性質を持つあらゆる

創造物の中で表現しなければならないと、自分の中で感

じるでしょう。芸術の本質は、カーライルによって記述

されています。「すべての真の芸術作品において、あな

たは時間を通して見る永遠を認識することができ、神の

ようなものが目に見えるようになるだろう」。このよう

に、智慧を身につけた人間の思考、感情、行動のすべてが、

常に永遠と神のようなものを現しているのです。

これこそが、人間の可能な限りの業績の集大成であり、

真の智慧の学校が支持者（弟子）を導くのは、この点に

あります。智慧を身につけた者は、教義や信条、儀礼や

儀式から解放され、いかなる種類のグルやガイド、哲学

者や友人に導かれる必要性も感じなくなります。その人

は、プロティノスがその偉大な著作の最後の言葉で表現

した、無限の存在に対する自分の真の関係を悟るように

なるのです。その言葉とは：

「したがって、これこそが神々の人生であり、神々し

く幸福な人間の人生であり、あらゆる地上の心配事から

の解放であり、人間の快楽を伴わない人生、孤独な者

（the alone）が無比の者（the ALONE）へと飛び立つこ

とである」。

＊＊＊＊＊＊＊

（※注 a）インド哲学におけるブッディは、高い知性の

形態であり、神智学の用語におけるブッディは、「高次

の心」とも異なる意識の形態であり、アラビアのロレン

スが表現したように、「知覚されない前もって知られて

いる」能力である「直観」を意味します。

智慧の学校の目的 （＊1）

C. ジナラジャダサ

（＊1）From the Inaugural Address of the School of 

the Wisdom by C. Jinarajadasa, 17 November 1949.

智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の流派に知的

な支持を与える者から脱却し、人生の問題を自分自身で

直接調査することを学ぶ者になることです。本質的な探

求とは、意識と切り離せない、あるがままの生命を発見

することです。

智慧の学校は、学徒一人一人が直感的な認識である「核

心から」物事を調査できるようにすることを目的として

います。真の学徒には、常に生命に対する強い感覚が伴

わなければなりません。増え続ける驚嘆の感覚なしには、

智慧はありえません。

智慧の学校でのすべての学習の目的は、個人の完璧さ

ではなく、個人が自分のすべての能力を「世界の重いカ

ルマを少しでも持ち上げる」ために使えるようにするこ

とです。

智慧への歩みに不可欠なのは、自然のあらゆる側面と

の親密さを深めることです。木、花、動物、草原、海、空、

雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、理解しなけ

ればなりません。学徒は、自然の書を学ぶことを学ぶ必

要があります。

古代の智慧（＊2）

ラーダ・バーニア

（＊２ ）The School of the Wisdom & Adyar, Radha 

Burnier.

智慧の学校は、アディヤールの重要な活動の一つであ

り、この場所だけでなく神智学協会全体の活動にとって

も重要なものです。それは、参加者の意識レベルを深め

ようとするからです。

表面的なレベルにとどまり、表面的な利害関係を持つ

会員は、協会の目的を遂行する上で有力ではあり得ませ

ん。

人々は神智学の様々な側面を語っていますが、古代の

智慧の真理が彼らの心に浸透し、彼らを変容させること

はありません。

「智慧の学校」の各セッションの初めに、学徒たちが

智慧の本質とそれへの道について考えることは有意義な

ことです。

ニールス・ボーア（訳注：デンマークの理論物理学者）

は、学生たちに「私が発するすべての文章は、君たちに

とって主張ではなく質問とみなすべきだ」と言って講義

を始めたと言われています。霊的な志を持つ者にとって

も、このように進めるべきです。

智慧の学校は、学徒が自分の内なる力（資源 

resources）を引き出すような雰囲気を作ることを目的

としています。自分の中には膨大な力（資源）があり、

自分の意識は真実の床です。しかし、真実の源に到達す

るためには、自分の意識の中に深く入っていかなければ

また、政治的成長も含めた発展と拡大の方法を通じて、

人間の生活を組織して自己をより完全に表現しようとし

た人類のすべての業績、改善のための経済的計画、教育

の方法と理想、これらすべてを円周に組み入れなければ

なりません。

真の智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の学派に

知的な支持を与える者であることをやめ、自分自身の立

場から人生の問題を少しずつ直接調査する者になること

です。

学校の目的は、学徒がそれぞれの気質と適性に応じて、

哲学者、科学者、倫理的な師匠、芸術家、経済の法の提

供者、政治家、教育者、都市計画者、その他あらゆる種

類の人類の奉仕者になるために身じたくさせることで

す。いつの日か、それぞれの学徒が自分自身で「智慧の

学校」を始めるかもしれません。

この目的に向けた学校の試みにおいて、研究の材料と

して使用される知識には２つのタイプがあります。１つ

は古代神智学と呼ばれるもので、インド、ギリシャ、エ

ジプト、中国の宗教や哲学における過去の時代のあらゆ

る真理です。この膨大な知識は多くの書物や伝統に散在

していますが、それらはすべて、精神的・霊的構造を基

礎とする世界についての明確な概念を与えるものです。

これに加えて、現代神智学と呼ぶにふさわしいものがあ

ります。これは、H・P・ブラヴァツキーと彼女の数人

の弟子を通して、人類の守護者であるアデプトのブラ

ザーフッド（同胞団）が与えた、新旧両方の教えから始

まります。しかし、それに加えて現代科学が多くの研究

部門で収集した知識を特別に考慮しなければなりませ

ん。科学理論はしばしば異議を唱えられることがありま

すが、科学研究で発見された事実はそうではありません。

そのような事実はすべて、他のすべての事実と不可分の

一部であり、それらは古代および現代の神智学の教えの

中で考慮されています。

智慧の学校の目的を達成した個人について、私が考え

ていることを明確に記述したミルトンの 2 行の詩があり

ます。これです：

「澄んだ胸に光を持つ者は、

自分の中央に座って明るい日を楽しむことができる」。

この２行には４つの考えがあります。第１に「光」、

第２に「自分の澄んだ胸」の中になければならないとい

うこと、第３に「中心に座る」ということ、第４に「明

るい日を楽しむ」ということです。

カーライルが「無限の中心と永遠の合流点」と呼んだ

場所に立つように、中心に座ることが、私が学徒一人一

人に課している目標です。言い換えれば、過去のすべて

が現在のものに結び付き、宇宙のプロセスにおける人間

の集合的な活動や個人的な活動の分野で、彼の範囲外の

ものはありません。しかし、このように中心に座ること

ができるのは、彼自身の胸の中が澄んでいるときだけで

す。このためには、完全な平和が必要です。否定的な静

止した平和ではなく、優しさの精神ですべてのものを見

守る平和が必要なのです。光がそのようにして生まれ、

自分の澄んだ胸に映し出されたとき、真理の探求者は中

心に座るだけでなく、「明るい日を楽しむ」という理想

的な状態になるのです。

真の学徒には、この強烈な生命の感覚が常に伴ってい

なければなりません。増え続ける不思議（驚異的）な感

覚を伴わない智慧はありえません。この感覚は、ニュー

トンが自分自身についてよく述べており、次のようなも

のです。

「私は、世間からどのように見られているかわかりま

せんが、私自身は海辺で遊ぶ少年のように、時折、普通

よりも滑らかな小石やきれいな貝殻を見つけては楽しん

でいただけで、目の前には未発見のままの真実の大海原

が広がっていたのではないかと思うのです」。

最後に、その人のすべての仲間との関係を完全に理解

しない限り、人間の性質の中にはいかなる智慧も存在し

ません。すべての智慧は「無限の情熱と、切望する有限

の心の痛み」の解決策を、少なくとも部分的には見つけ

ない限り、その努力に失敗します。

ラテンの詩人テレンスは、ヨーロッパ文化の道標とな

るような言葉を残しています。

" 私は人間であり、私に無関心な人間はいない "。真の

智慧の学校におけるすべての学習の目的は、個人の完成

ではなく、個人が自分のすべての能力を使って「世界の

重いカルマを少しでも取り除く」ことができるようにす

ることにあります。智慧を求める人が、自分のためだけ

でなくすべての人のために求めるまでは、その人が得た

なりません。監督や講演者は、学徒が自分で意味を見つ

けられるように手助けをするだけです。それが智慧の基

本です。

仲間の学徒は、片手の指のように、ハープの弦のよう

に微調整されていなければなりません。この相互の調和

は、それぞれが個人的に発見できる以上のものを共同で

発見するための手段です。学徒のグループがお互いに調

和していると、一人一人の心が広がり、グループの統一

された心は、個人の心よりも純粋な真理の水路となりま

す。このように、智慧を求める人は、お互いに、また周

囲の環境と常に調和を保つように努めなければなりませ

ん。

1949 年 11 月 17 日

神智学協会会長 C. ジナラジャダサ
（＊3）による創立記念講演

（＊3 ）Curuppumullage Jinarajadasa クルップムラ

ゲ・ジナラジャダサ（1875-1953）は、神智学協会の第

４代会長。

智慧と知識の間には、重要な違いがあります。智慧は、

あらゆる形態の知識をその活動領域に包含しますが、す

べての知識が全体として智慧を構成するわけではありま

せん。

その違いはどこにあるのでしょうか。いつの時代も、

すべての現れは「知られざるもの」の２つの側面、すな

わち「生命」と「形態」から成り立っています。知るこ

とのできるすべての部門で集められた知識は、進化の過

程と存在の形態の側面を描き出します。すべてのものの

形態の側面と密接に接していることは、個人における智

慧の側面の１つの働きです。しかし、形態の側面におけ

る宇宙は、どんなに高度な知的なプロセスでもそれだけ

では理解できません。ベルクソンは、知性が生命の現れ

を理解しようとするとき、いかに道を踏み外してしまう

かを指摘しています。知性はすべてのものを生命のない

物質からできているかのように扱う傾向があるからで

す。それぞれの形態をそれ自身と識別することによって、

沈黙の声

　

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

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

能力、すなわちブッディ（※注 a）または直観が必要です。

智慧は、知る者と知られるべきものとの間にこのような

同一性があるときに生じるのであって、この同一性がな

ければ、ただの知識にすぎません。今日の例えで言えば、

智慧は飛行機で万物を見ているようなもので、心の平面

上にある事実の領域を常に飛行し、写真を撮るようにし

て、その調査から漏れている事実がないようにしている

のです。このように、智慧は事実の本質であり、生命の

霊で満たされていると言えます。

このような智慧の概念は、古代インドでもギリシャで

も知られていました。インドでは、様々な哲学の学派が、

その学派の長である個人の周りに集まり、知る価値があ

ると考えられる範囲内で、多元的なものを一つの全体と

して理解しようとする試みが行われていました。ウパニ

シャッドの各学派では、生命を統一体として知ることが

テーマとなっていました。そのためには、単なる精神的

な処理ではなく、祈りや瞑想によって心や感情を高い理

想に向け、浄化と献身的な生活を送ることが、智慧を得

るという課題の本質的な要素であると考えられました。

古代インドでは、「あるがままのもの」ではなく、「ある

がままの生命」を発見することが求められました。もち

ろん、「生命」という言葉は「意識」という言葉と切り

離せません。当時は科学がほとんどなく、世界に関する

知識もインド国内に限られていました。しかし、イン

ドを中心にして、上に向かって全体としての宇宙に接す

ることを目指していました。

芸術、歴史、演劇、政治的発展などの文化がより充実

していたギリシャでは、真理の問題を探求する人は、ま

ず世界をありのままに受け入れることから始めました

が、その世界を「高いところ」から見ようとしました。

その目的は、外見の裏に隠れている、すべての外見の背

後にある内側の現実を感じ取ることにありました。

このプロセスの典型は、プラトンとその信奉者たちが、

あらゆる形態がイデアや原型を反映していると考えよう

としたことです。人は多くのことを知っているかもしれ

ませんが、自分の想像力と願望によって原型となる世界

を感じ取ることができて初めて、真の賢者となるのです。

ピタゴラスの造語である「フィロソフォス」（智慧を愛

する者）は、このような探求の仕方を表しています。「智

慧を愛する」という概念がピタゴラスの貢献であること

は、すべてのギリシャ人が知っていました。今日、私た

ちがある人を哲学者だと言うとき、その人が本当に哲学

者であるならば、単に精神的な知識の所有者ではなく、

その人の感情的な性質が非常に熱烈で純粋であるため、

常に研究対象の恋人でもあり、研究対象を通して美徳の

原理を見つけようとするだろうということを、私たちは

ほとんど理解していません。その美徳は、１度見たらそ

の人に最も深い愛を呼び起こすものです。

したがって智慧とは、宇宙生成（『宇宙発生論』）と人

間生成（『人類発生論』）に関するすべての事実を蓄積す

ることではありません。智慧は、『宇宙発生論』と『人

類発生論』の根底にある奥深い意味を理解することを課

題としているのです。智慧の探求を助けるために、個人

は高次の知性よりも優れた能力であるブッディを持って

います。このブッディという機能は、コーシャという乗

り物を道具としており、ヒンズー教ではアナンダマヤ・

コーシャ（至福の鞘）と呼ばれています。至福とは、イ

ンドでは、直観であるブッディを通して現れる智慧に付

随する愛に相当するものです。

智慧の学校の目的は、学徒一人ひとりに「中心から」

物事を見てもらうことです。これは第一に、宇宙におけ

るあらゆる可能な出来事や経験、単に機械的な進化の過

程だけでなく、特に人類のあらゆる啓示に関するものを

外周上に持ってこなければならないということです。そ

して、これらすべての側面を中心から見て、それぞれの

側面が他のすべての側面と関連して見られるようにしな

ければなりません。このようにして調査すると、目的は

精神的な調査を超えて、中心と円周の両方の意味を実現

することになります。

この円周には、宇宙発生論と人間発生論に関するすべ

ての知識を持ち込まなければならないのは言うまでもな

いことです。しかし、人間の起源を研究する「人類発生論」

は、単に人種や亜人種とその特徴を理解するだけでなく、

歴史のあらゆる時代に生み出された文化を注意深く研究

することが必要です。「文化」という言葉には、宗教、哲学、

詩、歌、音楽、建築、演劇、彫刻、絵画、舞踊など、あ

らゆる形式の芸術創造が含まれます。

ものは智慧の名に値しないのです。だからこそ、1921 

年の時点で私はこう言ったのです。「愛のある行動は神

聖な智慧の働きであり、愛のある行動をする者は必然的

に智慧にたどり着く」。

これは神智学の助けを借りれば最も早く達成できま

す。しかし結局は、智慧は生きなければなりません。生

きる過程でこそ、個人は自分の中心にたどり着き、まさ

に「明るい日」であるあの光に囲まれて生きることがで

きるのです。

智慧を獲得するためには、自然のあらゆる側面との親

密さを深めることが不可欠です。

『沈黙の声』はこう教えています。「自然を助け、自然

と一緒に行動せよ」。自然を助けるための最初のステッ

プは、自然とは何かを知ることです。木、花、草原、湖、岩、

山脈、海、空、雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、

理解しなければなりません。

同様に、人は鳥や獣の美しさの中にメッセージを見出

すことができます。自然は賞賛されるだけではなく、愛

されなければなりません。自然は、無数にある智慧の秘

密の教義の、１つの本です。

学徒が智慧を得たことを自分自身で証明する一つの方

法は、自分の中にある創造への抗いがたい衝動です。シェ

イクスピアが詩人の心境について述べていることは、あ

る程度智慧と一体になった後、自分を取り巻く思考や感

情の世界を「作りたい」、つまり再構築したいという衝

動に駆られるすべての人に当てはまることではないで

しょうか。ギリシャ語の「poet」（詩人）は、「作る人」

を意味しています。シェイクスピアは、詩人の目をこう

表現しています。

「……恍惚たる霊感を得て、天から地へ、地から天へ

と眺め回し、想像力が、見たこともないものを思いつく

と、詩人の筆がそれに形を与え、空気のような実体のな

いものに個々の場所と名前を与える」。

（『真夏の夜の夢』第５幕 第１場【角川文庫 河合祥一

郎＝訳】）

「智慧の学校」の学徒は誰でも、発見した自分の新し

い側面を、エッセイ、詩、歌、ソナタ、シンフォニー、絵画、

彫刻、ダンス、ドラマなど、芸術の性質を持つあらゆる

創造物の中で表現しなければならないと、自分の中で感

じるでしょう。芸術の本質は、カーライルによって記述

されています。「すべての真の芸術作品において、あな

たは時間を通して見る永遠を認識することができ、神の

ようなものが目に見えるようになるだろう」。このよう

に、智慧を身につけた人間の思考、感情、行動のすべてが、

常に永遠と神のようなものを現しているのです。

これこそが、人間の可能な限りの業績の集大成であり、

真の智慧の学校が支持者（弟子）を導くのは、この点に

あります。智慧を身につけた者は、教義や信条、儀礼や

儀式から解放され、いかなる種類のグルやガイド、哲学

者や友人に導かれる必要性も感じなくなります。その人

は、プロティノスがその偉大な著作の最後の言葉で表現

した、無限の存在に対する自分の真の関係を悟るように

なるのです。その言葉とは：

「したがって、これこそが神々の人生であり、神々し

く幸福な人間の人生であり、あらゆる地上の心配事から

の解放であり、人間の快楽を伴わない人生、孤独な者

（the alone）が無比の者（the ALONE）へと飛び立つこ

とである」。

＊＊＊＊＊＊＊

（※注 a）インド哲学におけるブッディは、高い知性の

形態であり、神智学の用語におけるブッディは、「高次

の心」とも異なる意識の形態であり、アラビアのロレン

スが表現したように、「知覚されない前もって知られて

いる」能力である「直観」を意味します。

智慧の学校の目的 （＊1）

C. ジナラジャダサ

（＊1）From the Inaugural Address of the School of 

the Wisdom by C. Jinarajadasa, 17 November 1949.

智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の流派に知的

な支持を与える者から脱却し、人生の問題を自分自身で

直接調査することを学ぶ者になることです。本質的な探

求とは、意識と切り離せない、あるがままの生命を発見

することです。

智慧の学校は、学徒一人一人が直感的な認識である「核

心から」物事を調査できるようにすることを目的として

います。真の学徒には、常に生命に対する強い感覚が伴

わなければなりません。増え続ける驚嘆の感覚なしには、

智慧はありえません。

智慧の学校でのすべての学習の目的は、個人の完璧さ

ではなく、個人が自分のすべての能力を「世界の重いカ

ルマを少しでも持ち上げる」ために使えるようにするこ

とです。

智慧への歩みに不可欠なのは、自然のあらゆる側面と

の親密さを深めることです。木、花、動物、草原、海、空、

雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、理解しなけ

ればなりません。学徒は、自然の書を学ぶことを学ぶ必

要があります。

古代の智慧（＊2）

ラーダ・バーニア

（＊２ ）The School of the Wisdom & Adyar, Radha 

Burnier.

智慧の学校は、アディヤールの重要な活動の一つであ

り、この場所だけでなく神智学協会全体の活動にとって

も重要なものです。それは、参加者の意識レベルを深め

ようとするからです。

表面的なレベルにとどまり、表面的な利害関係を持つ

会員は、協会の目的を遂行する上で有力ではあり得ませ

ん。

人々は神智学の様々な側面を語っていますが、古代の

智慧の真理が彼らの心に浸透し、彼らを変容させること

はありません。

「智慧の学校」の各セッションの初めに、学徒たちが

智慧の本質とそれへの道について考えることは有意義な

ことです。

ニールス・ボーア（訳注：デンマークの理論物理学者）

は、学生たちに「私が発するすべての文章は、君たちに

とって主張ではなく質問とみなすべきだ」と言って講義

を始めたと言われています。霊的な志を持つ者にとって

も、このように進めるべきです。

智慧の学校は、学徒が自分の内なる力（資源 

resources）を引き出すような雰囲気を作ることを目的

としています。自分の中には膨大な力（資源）があり、

自分の意識は真実の床です。しかし、真実の源に到達す

るためには、自分の意識の中に深く入っていかなければ

また、政治的成長も含めた発展と拡大の方法を通じて、

人間の生活を組織して自己をより完全に表現しようとし

た人類のすべての業績、改善のための経済的計画、教育

の方法と理想、これらすべてを円周に組み入れなければ

なりません。

真の智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の学派に

知的な支持を与える者であることをやめ、自分自身の立

場から人生の問題を少しずつ直接調査する者になること

です。

学校の目的は、学徒がそれぞれの気質と適性に応じて、

哲学者、科学者、倫理的な師匠、芸術家、経済の法の提

供者、政治家、教育者、都市計画者、その他あらゆる種

類の人類の奉仕者になるために身じたくさせることで

す。いつの日か、それぞれの学徒が自分自身で「智慧の

学校」を始めるかもしれません。

この目的に向けた学校の試みにおいて、研究の材料と

して使用される知識には２つのタイプがあります。１つ

は古代神智学と呼ばれるもので、インド、ギリシャ、エ

ジプト、中国の宗教や哲学における過去の時代のあらゆ

る真理です。この膨大な知識は多くの書物や伝統に散在

していますが、それらはすべて、精神的・霊的構造を基

礎とする世界についての明確な概念を与えるものです。

これに加えて、現代神智学と呼ぶにふさわしいものがあ

ります。これは、H・P・ブラヴァツキーと彼女の数人

の弟子を通して、人類の守護者であるアデプトのブラ

ザーフッド（同胞団）が与えた、新旧両方の教えから始

まります。しかし、それに加えて現代科学が多くの研究

部門で収集した知識を特別に考慮しなければなりませ

ん。科学理論はしばしば異議を唱えられることがありま

すが、科学研究で発見された事実はそうではありません。

そのような事実はすべて、他のすべての事実と不可分の

一部であり、それらは古代および現代の神智学の教えの

中で考慮されています。

智慧の学校の目的を達成した個人について、私が考え

ていることを明確に記述したミルトンの 2 行の詩があり

ます。これです：

「澄んだ胸に光を持つ者は、

自分の中央に座って明るい日を楽しむことができる」。

この２行には４つの考えがあります。第１に「光」、

第２に「自分の澄んだ胸」の中になければならないとい

うこと、第３に「中心に座る」ということ、第４に「明

るい日を楽しむ」ということです。

カーライルが「無限の中心と永遠の合流点」と呼んだ

場所に立つように、中心に座ることが、私が学徒一人一

人に課している目標です。言い換えれば、過去のすべて

が現在のものに結び付き、宇宙のプロセスにおける人間

の集合的な活動や個人的な活動の分野で、彼の範囲外の

ものはありません。しかし、このように中心に座ること

ができるのは、彼自身の胸の中が澄んでいるときだけで

す。このためには、完全な平和が必要です。否定的な静

止した平和ではなく、優しさの精神ですべてのものを見

守る平和が必要なのです。光がそのようにして生まれ、

自分の澄んだ胸に映し出されたとき、真理の探求者は中

心に座るだけでなく、「明るい日を楽しむ」という理想

的な状態になるのです。

真の学徒には、この強烈な生命の感覚が常に伴ってい

なければなりません。増え続ける不思議（驚異的）な感

覚を伴わない智慧はありえません。この感覚は、ニュー

トンが自分自身についてよく述べており、次のようなも

のです。

「私は、世間からどのように見られているかわかりま

せんが、私自身は海辺で遊ぶ少年のように、時折、普通

よりも滑らかな小石やきれいな貝殻を見つけては楽しん

でいただけで、目の前には未発見のままの真実の大海原

が広がっていたのではないかと思うのです」。

最後に、その人のすべての仲間との関係を完全に理解

しない限り、人間の性質の中にはいかなる智慧も存在し

ません。すべての智慧は「無限の情熱と、切望する有限

の心の痛み」の解決策を、少なくとも部分的には見つけ

ない限り、その努力に失敗します。

ラテンの詩人テレンスは、ヨーロッパ文化の道標とな

るような言葉を残しています。

" 私は人間であり、私に無関心な人間はいない "。真の

智慧の学校におけるすべての学習の目的は、個人の完成

ではなく、個人が自分のすべての能力を使って「世界の

重いカルマを少しでも取り除く」ことができるようにす

ることにあります。智慧を求める人が、自分のためだけ

でなくすべての人のために求めるまでは、その人が得た

なりません。監督や講演者は、学徒が自分で意味を見つ

けられるように手助けをするだけです。それが智慧の基

本です。

仲間の学徒は、片手の指のように、ハープの弦のよう

に微調整されていなければなりません。この相互の調和

は、それぞれが個人的に発見できる以上のものを共同で

発見するための手段です。学徒のグループがお互いに調

和していると、一人一人の心が広がり、グループの統一

された心は、個人の心よりも純粋な真理の水路となりま

す。このように、智慧を求める人は、お互いに、また周

囲の環境と常に調和を保つように努めなければなりませ

ん。

1949 年 11 月 17 日

神智学協会会長 C. ジナラジャダサ
（＊3）による創立記念講演

（＊3 ）Curuppumullage Jinarajadasa クルップムラ

ゲ・ジナラジャダサ（1875-1953）は、神智学協会の第

４代会長。

智慧と知識の間には、重要な違いがあります。智慧は、

あらゆる形態の知識をその活動領域に包含しますが、す

べての知識が全体として智慧を構成するわけではありま

せん。

その違いはどこにあるのでしょうか。いつの時代も、

すべての現れは「知られざるもの」の２つの側面、すな

わち「生命」と「形態」から成り立っています。知るこ

とのできるすべての部門で集められた知識は、進化の過

程と存在の形態の側面を描き出します。すべてのものの

形態の側面と密接に接していることは、個人における智

慧の側面の１つの働きです。しかし、形態の側面におけ

る宇宙は、どんなに高度な知的なプロセスでもそれだけ

では理解できません。ベルクソンは、知性が生命の現れ

を理解しようとするとき、いかに道を踏み外してしまう

かを指摘しています。知性はすべてのものを生命のない

物質からできているかのように扱う傾向があるからで

す。それぞれの形態をそれ自身と識別することによって、
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すべての形と直接の関係を持つためには、心よりも高い

能力、すなわちブッディ（※注 a）または直観が必要です。

智慧は、知る者と知られるべきものとの間にこのような

同一性があるときに生じるのであって、この同一性がな

ければ、ただの知識にすぎません。今日の例えで言えば、

智慧は飛行機で万物を見ているようなもので、心の平面

上にある事実の領域を常に飛行し、写真を撮るようにし

て、その調査から漏れている事実がないようにしている

のです。このように、智慧は事実の本質であり、生命の

霊で満たされていると言えます。

このような智慧の概念は、古代インドでもギリシャで

も知られていました。インドでは、様々な哲学の学派が、

その学派の長である個人の周りに集まり、知る価値があ

ると考えられる範囲内で、多元的なものを一つの全体と

して理解しようとする試みが行われていました。ウパニ

シャッドの各学派では、生命を統一体として知ることが

テーマとなっていました。そのためには、単なる精神的

な処理ではなく、祈りや瞑想によって心や感情を高い理

想に向け、浄化と献身的な生活を送ることが、智慧を得

るという課題の本質的な要素であると考えられました。

古代インドでは、「あるがままのもの」ではなく、「ある

がままの生命」を発見することが求められました。もち

ろん、「生命」という言葉は「意識」という言葉と切り

離せません。当時は科学がほとんどなく、世界に関する

知識もインド国内に限られていました。しかし、イン

ドを中心にして、上に向かって全体としての宇宙に接す

ることを目指していました。

芸術、歴史、演劇、政治的発展などの文化がより充実

していたギリシャでは、真理の問題を探求する人は、ま

ず世界をありのままに受け入れることから始めました

が、その世界を「高いところ」から見ようとしました。

その目的は、外見の裏に隠れている、すべての外見の背

後にある内側の現実を感じ取ることにありました。

このプロセスの典型は、プラトンとその信奉者たちが、

あらゆる形態がイデアや原型を反映していると考えよう

としたことです。人は多くのことを知っているかもしれ

ませんが、自分の想像力と願望によって原型となる世界

を感じ取ることができて初めて、真の賢者となるのです。

ピタゴラスの造語である「フィロソフォス」（智慧を愛

する者）は、このような探求の仕方を表しています。「智

慧を愛する」という概念がピタゴラスの貢献であること

は、すべてのギリシャ人が知っていました。今日、私た

ちがある人を哲学者だと言うとき、その人が本当に哲学

者であるならば、単に精神的な知識の所有者ではなく、

その人の感情的な性質が非常に熱烈で純粋であるため、

常に研究対象の恋人でもあり、研究対象を通して美徳の

原理を見つけようとするだろうということを、私たちは

ほとんど理解していません。その美徳は、１度見たらそ

の人に最も深い愛を呼び起こすものです。

したがって智慧とは、宇宙生成（『宇宙発生論』）と人

間生成（『人類発生論』）に関するすべての事実を蓄積す

ることではありません。智慧は、『宇宙発生論』と『人

類発生論』の根底にある奥深い意味を理解することを課

題としているのです。智慧の探求を助けるために、個人

は高次の知性よりも優れた能力であるブッディを持って

います。このブッディという機能は、コーシャという乗

り物を道具としており、ヒンズー教ではアナンダマヤ・

コーシャ（至福の鞘）と呼ばれています。至福とは、イ

ンドでは、直観であるブッディを通して現れる智慧に付

随する愛に相当するものです。

智慧の学校の目的は、学徒一人ひとりに「中心から」

物事を見てもらうことです。これは第一に、宇宙におけ

るあらゆる可能な出来事や経験、単に機械的な進化の過

程だけでなく、特に人類のあらゆる啓示に関するものを

外周上に持ってこなければならないということです。そ

して、これらすべての側面を中心から見て、それぞれの

側面が他のすべての側面と関連して見られるようにしな

ければなりません。このようにして調査すると、目的は

精神的な調査を超えて、中心と円周の両方の意味を実現

することになります。

この円周には、宇宙発生論と人間発生論に関するすべ

ての知識を持ち込まなければならないのは言うまでもな

いことです。しかし、人間の起源を研究する「人類発生論」

は、単に人種や亜人種とその特徴を理解するだけでなく、

歴史のあらゆる時代に生み出された文化を注意深く研究

することが必要です。「文化」という言葉には、宗教、哲学、

詩、歌、音楽、建築、演劇、彫刻、絵画、舞踊など、あ

らゆる形式の芸術創造が含まれます。

ものは智慧の名に値しないのです。だからこそ、1921 

年の時点で私はこう言ったのです。「愛のある行動は神

聖な智慧の働きであり、愛のある行動をする者は必然的

に智慧にたどり着く」。

これは神智学の助けを借りれば最も早く達成できま

す。しかし結局は、智慧は生きなければなりません。生

きる過程でこそ、個人は自分の中心にたどり着き、まさ

に「明るい日」であるあの光に囲まれて生きることがで

きるのです。

智慧を獲得するためには、自然のあらゆる側面との親

密さを深めることが不可欠です。

『沈黙の声』はこう教えています。「自然を助け、自然

と一緒に行動せよ」。自然を助けるための最初のステッ

プは、自然とは何かを知ることです。木、花、草原、湖、岩、

山脈、海、空、雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、

理解しなければなりません。

同様に、人は鳥や獣の美しさの中にメッセージを見出

すことができます。自然は賞賛されるだけではなく、愛

されなければなりません。自然は、無数にある智慧の秘

密の教義の、１つの本です。

学徒が智慧を得たことを自分自身で証明する一つの方

法は、自分の中にある創造への抗いがたい衝動です。シェ

イクスピアが詩人の心境について述べていることは、あ

る程度智慧と一体になった後、自分を取り巻く思考や感

情の世界を「作りたい」、つまり再構築したいという衝

動に駆られるすべての人に当てはまることではないで

しょうか。ギリシャ語の「poet」（詩人）は、「作る人」

を意味しています。シェイクスピアは、詩人の目をこう

表現しています。

「……恍惚たる霊感を得て、天から地へ、地から天へ

と眺め回し、想像力が、見たこともないものを思いつく

と、詩人の筆がそれに形を与え、空気のような実体のな

いものに個々の場所と名前を与える」。

（『真夏の夜の夢』第５幕 第１場【角川文庫 河合祥一

郎＝訳】）

「智慧の学校」の学徒は誰でも、発見した自分の新し

い側面を、エッセイ、詩、歌、ソナタ、シンフォニー、絵画、

彫刻、ダンス、ドラマなど、芸術の性質を持つあらゆる

創造物の中で表現しなければならないと、自分の中で感

じるでしょう。芸術の本質は、カーライルによって記述

されています。「すべての真の芸術作品において、あな

たは時間を通して見る永遠を認識することができ、神の

ようなものが目に見えるようになるだろう」。このよう

に、智慧を身につけた人間の思考、感情、行動のすべてが、

常に永遠と神のようなものを現しているのです。

これこそが、人間の可能な限りの業績の集大成であり、

真の智慧の学校が支持者（弟子）を導くのは、この点に

あります。智慧を身につけた者は、教義や信条、儀礼や

儀式から解放され、いかなる種類のグルやガイド、哲学

者や友人に導かれる必要性も感じなくなります。その人

は、プロティノスがその偉大な著作の最後の言葉で表現

した、無限の存在に対する自分の真の関係を悟るように

なるのです。その言葉とは：

「したがって、これこそが神々の人生であり、神々し

く幸福な人間の人生であり、あらゆる地上の心配事から

の解放であり、人間の快楽を伴わない人生、孤独な者

（the alone）が無比の者（the ALONE）へと飛び立つこ

とである」。

＊＊＊＊＊＊＊

（※注 a）インド哲学におけるブッディは、高い知性の

形態であり、神智学の用語におけるブッディは、「高次

の心」とも異なる意識の形態であり、アラビアのロレン

スが表現したように、「知覚されない前もって知られて

いる」能力である「直観」を意味します。

智慧の学校の目的 （＊1）

C. ジナラジャダサ

（＊1）From the Inaugural Address of the School of 

the Wisdom by C. Jinarajadasa, 17 November 1949.

智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の流派に知的

な支持を与える者から脱却し、人生の問題を自分自身で

直接調査することを学ぶ者になることです。本質的な探

求とは、意識と切り離せない、あるがままの生命を発見

することです。

智慧の学校は、学徒一人一人が直感的な認識である「核

心から」物事を調査できるようにすることを目的として

います。真の学徒には、常に生命に対する強い感覚が伴

わなければなりません。増え続ける驚嘆の感覚なしには、

智慧はありえません。

智慧の学校でのすべての学習の目的は、個人の完璧さ

ではなく、個人が自分のすべての能力を「世界の重いカ

ルマを少しでも持ち上げる」ために使えるようにするこ

とです。

智慧への歩みに不可欠なのは、自然のあらゆる側面と

の親密さを深めることです。木、花、動物、草原、海、空、

雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、理解しなけ

ればなりません。学徒は、自然の書を学ぶことを学ぶ必

要があります。

古代の智慧（＊2）

ラーダ・バーニア

（＊２ ）The School of the Wisdom & Adyar, Radha 

Burnier.

智慧の学校は、アディヤールの重要な活動の一つであ

り、この場所だけでなく神智学協会全体の活動にとって

も重要なものです。それは、参加者の意識レベルを深め

ようとするからです。

表面的なレベルにとどまり、表面的な利害関係を持つ

会員は、協会の目的を遂行する上で有力ではあり得ませ

ん。

人々は神智学の様々な側面を語っていますが、古代の

智慧の真理が彼らの心に浸透し、彼らを変容させること

はありません。

「智慧の学校」の各セッションの初めに、学徒たちが

智慧の本質とそれへの道について考えることは有意義な

ことです。

ニールス・ボーア（訳注：デンマークの理論物理学者）

は、学生たちに「私が発するすべての文章は、君たちに

とって主張ではなく質問とみなすべきだ」と言って講義

を始めたと言われています。霊的な志を持つ者にとって

も、このように進めるべきです。

智慧の学校は、学徒が自分の内なる力（資源 

resources）を引き出すような雰囲気を作ることを目的

としています。自分の中には膨大な力（資源）があり、

自分の意識は真実の床です。しかし、真実の源に到達す

るためには、自分の意識の中に深く入っていかなければ

また、政治的成長も含めた発展と拡大の方法を通じて、

人間の生活を組織して自己をより完全に表現しようとし

た人類のすべての業績、改善のための経済的計画、教育

の方法と理想、これらすべてを円周に組み入れなければ

なりません。

真の智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の学派に

知的な支持を与える者であることをやめ、自分自身の立

場から人生の問題を少しずつ直接調査する者になること

です。

学校の目的は、学徒がそれぞれの気質と適性に応じて、

哲学者、科学者、倫理的な師匠、芸術家、経済の法の提

供者、政治家、教育者、都市計画者、その他あらゆる種

類の人類の奉仕者になるために身じたくさせることで

す。いつの日か、それぞれの学徒が自分自身で「智慧の

学校」を始めるかもしれません。

この目的に向けた学校の試みにおいて、研究の材料と

して使用される知識には２つのタイプがあります。１つ

は古代神智学と呼ばれるもので、インド、ギリシャ、エ

ジプト、中国の宗教や哲学における過去の時代のあらゆ

る真理です。この膨大な知識は多くの書物や伝統に散在

していますが、それらはすべて、精神的・霊的構造を基

礎とする世界についての明確な概念を与えるものです。

これに加えて、現代神智学と呼ぶにふさわしいものがあ

ります。これは、H・P・ブラヴァツキーと彼女の数人

の弟子を通して、人類の守護者であるアデプトのブラ

ザーフッド（同胞団）が与えた、新旧両方の教えから始

まります。しかし、それに加えて現代科学が多くの研究

部門で収集した知識を特別に考慮しなければなりませ

ん。科学理論はしばしば異議を唱えられることがありま

すが、科学研究で発見された事実はそうではありません。

そのような事実はすべて、他のすべての事実と不可分の

一部であり、それらは古代および現代の神智学の教えの

中で考慮されています。

智慧の学校の目的を達成した個人について、私が考え

ていることを明確に記述したミルトンの 2 行の詩があり

ます。これです：

「澄んだ胸に光を持つ者は、

自分の中央に座って明るい日を楽しむことができる」。

この２行には４つの考えがあります。第１に「光」、

第２に「自分の澄んだ胸」の中になければならないとい

うこと、第３に「中心に座る」ということ、第４に「明

るい日を楽しむ」ということです。

カーライルが「無限の中心と永遠の合流点」と呼んだ

場所に立つように、中心に座ることが、私が学徒一人一

人に課している目標です。言い換えれば、過去のすべて

が現在のものに結び付き、宇宙のプロセスにおける人間

の集合的な活動や個人的な活動の分野で、彼の範囲外の

ものはありません。しかし、このように中心に座ること

ができるのは、彼自身の胸の中が澄んでいるときだけで

す。このためには、完全な平和が必要です。否定的な静

止した平和ではなく、優しさの精神ですべてのものを見

守る平和が必要なのです。光がそのようにして生まれ、

自分の澄んだ胸に映し出されたとき、真理の探求者は中

心に座るだけでなく、「明るい日を楽しむ」という理想

的な状態になるのです。

真の学徒には、この強烈な生命の感覚が常に伴ってい

なければなりません。増え続ける不思議（驚異的）な感

覚を伴わない智慧はありえません。この感覚は、ニュー

トンが自分自身についてよく述べており、次のようなも

のです。

「私は、世間からどのように見られているかわかりま

せんが、私自身は海辺で遊ぶ少年のように、時折、普通

よりも滑らかな小石やきれいな貝殻を見つけては楽しん

でいただけで、目の前には未発見のままの真実の大海原

が広がっていたのではないかと思うのです」。

最後に、その人のすべての仲間との関係を完全に理解

しない限り、人間の性質の中にはいかなる智慧も存在し

ません。すべての智慧は「無限の情熱と、切望する有限

の心の痛み」の解決策を、少なくとも部分的には見つけ

ない限り、その努力に失敗します。

ラテンの詩人テレンスは、ヨーロッパ文化の道標とな

るような言葉を残しています。

" 私は人間であり、私に無関心な人間はいない "。真の

智慧の学校におけるすべての学習の目的は、個人の完成

ではなく、個人が自分のすべての能力を使って「世界の

重いカルマを少しでも取り除く」ことができるようにす

ることにあります。智慧を求める人が、自分のためだけ

でなくすべての人のために求めるまでは、その人が得た

なりません。監督や講演者は、学徒が自分で意味を見つ

けられるように手助けをするだけです。それが智慧の基

本です。

仲間の学徒は、片手の指のように、ハープの弦のよう

に微調整されていなければなりません。この相互の調和

は、それぞれが個人的に発見できる以上のものを共同で

発見するための手段です。学徒のグループがお互いに調

和していると、一人一人の心が広がり、グループの統一

された心は、個人の心よりも純粋な真理の水路となりま

す。このように、智慧を求める人は、お互いに、また周

囲の環境と常に調和を保つように努めなければなりませ

ん。

1949 年 11 月 17 日

神智学協会会長 C. ジナラジャダサ
（＊3）による創立記念講演

（＊3 ）Curuppumullage Jinarajadasa クルップムラ

ゲ・ジナラジャダサ（1875-1953）は、神智学協会の第

４代会長。

智慧と知識の間には、重要な違いがあります。智慧は、

あらゆる形態の知識をその活動領域に包含しますが、す

べての知識が全体として智慧を構成するわけではありま

せん。

その違いはどこにあるのでしょうか。いつの時代も、

すべての現れは「知られざるもの」の２つの側面、すな

わち「生命」と「形態」から成り立っています。知るこ

とのできるすべての部門で集められた知識は、進化の過

程と存在の形態の側面を描き出します。すべてのものの

形態の側面と密接に接していることは、個人における智

慧の側面の１つの働きです。しかし、形態の側面におけ

る宇宙は、どんなに高度な知的なプロセスでもそれだけ

では理解できません。ベルクソンは、知性が生命の現れ

を理解しようとするとき、いかに道を踏み外してしまう

かを指摘しています。知性はすべてのものを生命のない

物質からできているかのように扱う傾向があるからで

す。それぞれの形態をそれ自身と識別することによって、



すべての形と直接の関係を持つためには、心よりも高い

能力、すなわちブッディ（※注 a）または直観が必要です。

智慧は、知る者と知られるべきものとの間にこのような

同一性があるときに生じるのであって、この同一性がな

ければ、ただの知識にすぎません。今日の例えで言えば、

智慧は飛行機で万物を見ているようなもので、心の平面

上にある事実の領域を常に飛行し、写真を撮るようにし

て、その調査から漏れている事実がないようにしている

のです。このように、智慧は事実の本質であり、生命の

霊で満たされていると言えます。

このような智慧の概念は、古代インドでもギリシャで

も知られていました。インドでは、様々な哲学の学派が、

その学派の長である個人の周りに集まり、知る価値があ

ると考えられる範囲内で、多元的なものを一つの全体と

して理解しようとする試みが行われていました。ウパニ

シャッドの各学派では、生命を統一体として知ることが

テーマとなっていました。そのためには、単なる精神的

な処理ではなく、祈りや瞑想によって心や感情を高い理

想に向け、浄化と献身的な生活を送ることが、智慧を得

るという課題の本質的な要素であると考えられました。

古代インドでは、「あるがままのもの」ではなく、「ある

がままの生命」を発見することが求められました。もち

ろん、「生命」という言葉は「意識」という言葉と切り

離せません。当時は科学がほとんどなく、世界に関する

知識もインド国内に限られていました。しかし、イン

ドを中心にして、上に向かって全体としての宇宙に接す

ることを目指していました。

芸術、歴史、演劇、政治的発展などの文化がより充実

していたギリシャでは、真理の問題を探求する人は、ま

ず世界をありのままに受け入れることから始めました

が、その世界を「高いところ」から見ようとしました。

その目的は、外見の裏に隠れている、すべての外見の背

後にある内側の現実を感じ取ることにありました。

このプロセスの典型は、プラトンとその信奉者たちが、

あらゆる形態がイデアや原型を反映していると考えよう

としたことです。人は多くのことを知っているかもしれ

ませんが、自分の想像力と願望によって原型となる世界

を感じ取ることができて初めて、真の賢者となるのです。

ピタゴラスの造語である「フィロソフォス」（智慧を愛

する者）は、このような探求の仕方を表しています。「智

慧を愛する」という概念がピタゴラスの貢献であること

は、すべてのギリシャ人が知っていました。今日、私た

ちがある人を哲学者だと言うとき、その人が本当に哲学

者であるならば、単に精神的な知識の所有者ではなく、

その人の感情的な性質が非常に熱烈で純粋であるため、

常に研究対象の恋人でもあり、研究対象を通して美徳の

原理を見つけようとするだろうということを、私たちは

ほとんど理解していません。その美徳は、１度見たらそ

の人に最も深い愛を呼び起こすものです。

したがって智慧とは、宇宙生成（『宇宙発生論』）と人

間生成（『人類発生論』）に関するすべての事実を蓄積す

ることではありません。智慧は、『宇宙発生論』と『人

類発生論』の根底にある奥深い意味を理解することを課

題としているのです。智慧の探求を助けるために、個人

は高次の知性よりも優れた能力であるブッディを持って

います。このブッディという機能は、コーシャという乗

り物を道具としており、ヒンズー教ではアナンダマヤ・

コーシャ（至福の鞘）と呼ばれています。至福とは、イ

ンドでは、直観であるブッディを通して現れる智慧に付

随する愛に相当するものです。

智慧の学校の目的は、学徒一人ひとりに「中心から」

物事を見てもらうことです。これは第一に、宇宙におけ

るあらゆる可能な出来事や経験、単に機械的な進化の過

程だけでなく、特に人類のあらゆる啓示に関するものを

外周上に持ってこなければならないということです。そ

して、これらすべての側面を中心から見て、それぞれの

側面が他のすべての側面と関連して見られるようにしな

ければなりません。このようにして調査すると、目的は

精神的な調査を超えて、中心と円周の両方の意味を実現

することになります。

この円周には、宇宙発生論と人間発生論に関するすべ

ての知識を持ち込まなければならないのは言うまでもな

いことです。しかし、人間の起源を研究する「人類発生論」

は、単に人種や亜人種とその特徴を理解するだけでなく、

歴史のあらゆる時代に生み出された文化を注意深く研究

することが必要です。「文化」という言葉には、宗教、哲学、

詩、歌、音楽、建築、演劇、彫刻、絵画、舞踊など、あ

らゆる形式の芸術創造が含まれます。
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ものは智慧の名に値しないのです。だからこそ、1921 

年の時点で私はこう言ったのです。「愛のある行動は神

聖な智慧の働きであり、愛のある行動をする者は必然的

に智慧にたどり着く」。

これは神智学の助けを借りれば最も早く達成できま

す。しかし結局は、智慧は生きなければなりません。生

きる過程でこそ、個人は自分の中心にたどり着き、まさ

に「明るい日」であるあの光に囲まれて生きることがで

きるのです。

智慧を獲得するためには、自然のあらゆる側面との親

密さを深めることが不可欠です。

『沈黙の声』はこう教えています。「自然を助け、自然

と一緒に行動せよ」。自然を助けるための最初のステッ

プは、自然とは何かを知ることです。木、花、草原、湖、岩、

山脈、海、空、雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、

理解しなければなりません。

同様に、人は鳥や獣の美しさの中にメッセージを見出

すことができます。自然は賞賛されるだけではなく、愛

されなければなりません。自然は、無数にある智慧の秘

密の教義の、１つの本です。

学徒が智慧を得たことを自分自身で証明する一つの方

法は、自分の中にある創造への抗いがたい衝動です。シェ

イクスピアが詩人の心境について述べていることは、あ

る程度智慧と一体になった後、自分を取り巻く思考や感

情の世界を「作りたい」、つまり再構築したいという衝

動に駆られるすべての人に当てはまることではないで

しょうか。ギリシャ語の「poet」（詩人）は、「作る人」

を意味しています。シェイクスピアは、詩人の目をこう

表現しています。

「……恍惚たる霊感を得て、天から地へ、地から天へ

と眺め回し、想像力が、見たこともないものを思いつく

と、詩人の筆がそれに形を与え、空気のような実体のな

いものに個々の場所と名前を与える」。

（『真夏の夜の夢』第５幕 第１場【角川文庫 河合祥一

郎＝訳】）

「智慧の学校」の学徒は誰でも、発見した自分の新し

い側面を、エッセイ、詩、歌、ソナタ、シンフォニー、絵画、

彫刻、ダンス、ドラマなど、芸術の性質を持つあらゆる

創造物の中で表現しなければならないと、自分の中で感

じるでしょう。芸術の本質は、カーライルによって記述

されています。「すべての真の芸術作品において、あな

たは時間を通して見る永遠を認識することができ、神の

ようなものが目に見えるようになるだろう」。このよう

に、智慧を身につけた人間の思考、感情、行動のすべてが、

常に永遠と神のようなものを現しているのです。

これこそが、人間の可能な限りの業績の集大成であり、

真の智慧の学校が支持者（弟子）を導くのは、この点に

あります。智慧を身につけた者は、教義や信条、儀礼や

儀式から解放され、いかなる種類のグルやガイド、哲学

者や友人に導かれる必要性も感じなくなります。その人

は、プロティノスがその偉大な著作の最後の言葉で表現

した、無限の存在に対する自分の真の関係を悟るように

なるのです。その言葉とは：

「したがって、これこそが神々の人生であり、神々し

く幸福な人間の人生であり、あらゆる地上の心配事から

の解放であり、人間の快楽を伴わない人生、孤独な者

（the alone）が無比の者（the ALONE）へと飛び立つこ

とである」。

＊＊＊＊＊＊＊

（※注 a）インド哲学におけるブッディは、高い知性の

形態であり、神智学の用語におけるブッディは、「高次

の心」とも異なる意識の形態であり、アラビアのロレン

スが表現したように、「知覚されない前もって知られて

いる」能力である「直観」を意味します。

智慧の学校の目的 （＊1）

C. ジナラジャダサ

（＊1）From the Inaugural Address of the School of 

the Wisdom by C. Jinarajadasa, 17 November 1949.

智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の流派に知的

な支持を与える者から脱却し、人生の問題を自分自身で

直接調査することを学ぶ者になることです。本質的な探

求とは、意識と切り離せない、あるがままの生命を発見

することです。

智慧の学校は、学徒一人一人が直感的な認識である「核

心から」物事を調査できるようにすることを目的として

います。真の学徒には、常に生命に対する強い感覚が伴

わなければなりません。増え続ける驚嘆の感覚なしには、

智慧はありえません。

智慧の学校でのすべての学習の目的は、個人の完璧さ

ではなく、個人が自分のすべての能力を「世界の重いカ

ルマを少しでも持ち上げる」ために使えるようにするこ

とです。

智慧への歩みに不可欠なのは、自然のあらゆる側面と

の親密さを深めることです。木、花、動物、草原、海、空、

雲のそれぞれが持つメッセージに耳を傾け、理解しなけ

ればなりません。学徒は、自然の書を学ぶことを学ぶ必

要があります。

古代の智慧（＊2）

ラーダ・バーニア

（＊２ ）The School of the Wisdom & Adyar, Radha 

Burnier.

智慧の学校は、アディヤールの重要な活動の一つであ

り、この場所だけでなく神智学協会全体の活動にとって

も重要なものです。それは、参加者の意識レベルを深め

ようとするからです。

表面的なレベルにとどまり、表面的な利害関係を持つ

会員は、協会の目的を遂行する上で有力ではあり得ませ

ん。

人々は神智学の様々な側面を語っていますが、古代の

智慧の真理が彼らの心に浸透し、彼らを変容させること

はありません。

「智慧の学校」の各セッションの初めに、学徒たちが

智慧の本質とそれへの道について考えることは有意義な

ことです。

ニールス・ボーア（訳注：デンマークの理論物理学者）

は、学生たちに「私が発するすべての文章は、君たちに

とって主張ではなく質問とみなすべきだ」と言って講義

を始めたと言われています。霊的な志を持つ者にとって

も、このように進めるべきです。

智慧の学校は、学徒が自分の内なる力（資源 

resources）を引き出すような雰囲気を作ることを目的

としています。自分の中には膨大な力（資源）があり、

自分の意識は真実の床です。しかし、真実の源に到達す

るためには、自分の意識の中に深く入っていかなければ

また、政治的成長も含めた発展と拡大の方法を通じて、

人間の生活を組織して自己をより完全に表現しようとし

た人類のすべての業績、改善のための経済的計画、教育

の方法と理想、これらすべてを円周に組み入れなければ

なりません。

真の智慧の学校の目的は、個人が特定の哲学の学派に

知的な支持を与える者であることをやめ、自分自身の立

場から人生の問題を少しずつ直接調査する者になること

です。

学校の目的は、学徒がそれぞれの気質と適性に応じて、

哲学者、科学者、倫理的な師匠、芸術家、経済の法の提

供者、政治家、教育者、都市計画者、その他あらゆる種

類の人類の奉仕者になるために身じたくさせることで

す。いつの日か、それぞれの学徒が自分自身で「智慧の

学校」を始めるかもしれません。

この目的に向けた学校の試みにおいて、研究の材料と

して使用される知識には２つのタイプがあります。１つ

は古代神智学と呼ばれるもので、インド、ギリシャ、エ

ジプト、中国の宗教や哲学における過去の時代のあらゆ

る真理です。この膨大な知識は多くの書物や伝統に散在

していますが、それらはすべて、精神的・霊的構造を基

礎とする世界についての明確な概念を与えるものです。

これに加えて、現代神智学と呼ぶにふさわしいものがあ

ります。これは、H・P・ブラヴァツキーと彼女の数人

の弟子を通して、人類の守護者であるアデプトのブラ

ザーフッド（同胞団）が与えた、新旧両方の教えから始

まります。しかし、それに加えて現代科学が多くの研究

部門で収集した知識を特別に考慮しなければなりませ

ん。科学理論はしばしば異議を唱えられることがありま

すが、科学研究で発見された事実はそうではありません。

そのような事実はすべて、他のすべての事実と不可分の

一部であり、それらは古代および現代の神智学の教えの

中で考慮されています。

智慧の学校の目的を達成した個人について、私が考え

ていることを明確に記述したミルトンの 2 行の詩があり

ます。これです：

「澄んだ胸に光を持つ者は、

自分の中央に座って明るい日を楽しむことができる」。

この２行には４つの考えがあります。第１に「光」、

第２に「自分の澄んだ胸」の中になければならないとい

うこと、第３に「中心に座る」ということ、第４に「明

るい日を楽しむ」ということです。

カーライルが「無限の中心と永遠の合流点」と呼んだ

場所に立つように、中心に座ることが、私が学徒一人一

人に課している目標です。言い換えれば、過去のすべて

が現在のものに結び付き、宇宙のプロセスにおける人間

の集合的な活動や個人的な活動の分野で、彼の範囲外の

ものはありません。しかし、このように中心に座ること

ができるのは、彼自身の胸の中が澄んでいるときだけで

す。このためには、完全な平和が必要です。否定的な静

止した平和ではなく、優しさの精神ですべてのものを見

守る平和が必要なのです。光がそのようにして生まれ、

自分の澄んだ胸に映し出されたとき、真理の探求者は中

心に座るだけでなく、「明るい日を楽しむ」という理想

的な状態になるのです。

真の学徒には、この強烈な生命の感覚が常に伴ってい

なければなりません。増え続ける不思議（驚異的）な感

覚を伴わない智慧はありえません。この感覚は、ニュー

トンが自分自身についてよく述べており、次のようなも

のです。

「私は、世間からどのように見られているかわかりま

せんが、私自身は海辺で遊ぶ少年のように、時折、普通

よりも滑らかな小石やきれいな貝殻を見つけては楽しん

でいただけで、目の前には未発見のままの真実の大海原

が広がっていたのではないかと思うのです」。

最後に、その人のすべての仲間との関係を完全に理解

しない限り、人間の性質の中にはいかなる智慧も存在し

ません。すべての智慧は「無限の情熱と、切望する有限

の心の痛み」の解決策を、少なくとも部分的には見つけ

ない限り、その努力に失敗します。

ラテンの詩人テレンスは、ヨーロッパ文化の道標とな

るような言葉を残しています。

" 私は人間であり、私に無関心な人間はいない "。真の

智慧の学校におけるすべての学習の目的は、個人の完成

ではなく、個人が自分のすべての能力を使って「世界の

重いカルマを少しでも取り除く」ことができるようにす

ることにあります。智慧を求める人が、自分のためだけ

でなくすべての人のために求めるまでは、その人が得た

なりません。監督や講演者は、学徒が自分で意味を見つ

けられるように手助けをするだけです。それが智慧の基

本です。

仲間の学徒は、片手の指のように、ハープの弦のよう

に微調整されていなければなりません。この相互の調和

は、それぞれが個人的に発見できる以上のものを共同で

発見するための手段です。学徒のグループがお互いに調

和していると、一人一人の心が広がり、グループの統一

された心は、個人の心よりも純粋な真理の水路となりま

す。このように、智慧を求める人は、お互いに、また周

囲の環境と常に調和を保つように努めなければなりませ

ん。

1949 年 11 月 17 日

神智学協会会長 C. ジナラジャダサ
（＊3）による創立記念講演

（＊3 ）Curuppumullage Jinarajadasa クルップムラ

ゲ・ジナラジャダサ（1875-1953）は、神智学協会の第

４代会長。

智慧と知識の間には、重要な違いがあります。智慧は、

あらゆる形態の知識をその活動領域に包含しますが、す

べての知識が全体として智慧を構成するわけではありま

せん。

その違いはどこにあるのでしょうか。いつの時代も、

すべての現れは「知られざるもの」の２つの側面、すな

わち「生命」と「形態」から成り立っています。知るこ

とのできるすべての部門で集められた知識は、進化の過

程と存在の形態の側面を描き出します。すべてのものの

形態の側面と密接に接していることは、個人における智

慧の側面の１つの働きです。しかし、形態の側面におけ

る宇宙は、どんなに高度な知的なプロセスでもそれだけ

では理解できません。ベルクソンは、知性が生命の現れ

を理解しようとするとき、いかに道を踏み外してしまう

かを指摘しています。知性はすべてのものを生命のない

物質からできているかのように扱う傾向があるからで

す。それぞれの形態をそれ自身と識別することによって、



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

（先月号のつづき）

　チェーラは己れの心の悪い性向すべてに直面するだけ

ではなく、自分がその一人である社会と国が積んできた

悪意あるエネルギーの全体と対決せざるを得ない。とい

うのも、弟子は国や町や社会という集団の、離しても離

せない一部であり、個人に影響を与えるものはまた集団

に対しても作用することになるし、逆もそうである。こ

の場合、善人になろうとするチェーラの戦いは、環境に

ある悪の全体を激しく揺さぶり、その激怒を招くことに

なる。もし周りの人々と同調して、皆と同じように平均

よりも少しよい、または、少し悪いという状態に満足し

ているなら、誰もその人について注意しない。しかし、

社会生活というつまらない茶番劇を見破り、その付き物

である偽善、利己心、好色、貪欲などの悪性質を発見し

たので、努力してより高いレベルまで進歩するよう決心

したということがひとたび人々に知られたら、その人は

直ちに嫌われ、悪い人、偏狭な人、敵意のある人から流

れてくる反対する意志力のエネルギーの的となる。よく

泳ぐ人は、弱い人なら流されてしまうような流れを難な

く渡ると同様に、生まれながらに力を持っている人は反

対のエネルギーを簡単に受け流すであろう。しかし、こ

の精神的な戦いでは、チェーラに秘密の欠点が一つでも

あれば、それをどんなにうまく隠そうとしても、必ず明

るみに出るだろう。「文明」は私達皆に因襲というニス

を塗るが、チェーラの場合、そのニスは最初の下塗りま

でことごとく剥ぎ取られ、その実在を隠すベールがすべ

て剥ぎ取られた裸のままの内なる自我が人目にさらされ

る。社会の習慣はある程度、道徳の面では人を抑制し、

悪い人にも美徳をもっているふりをさせることによっ

て、とにかく形として皆に美徳へ敬意を払わせるのであ

る。ところが、弟子道の緊張のためにこのような習慣が

すべて忘れられ、抑制するものがみな壊されるというこ

とがよくある。すると、弟子は幻影＝マーヤーに取り囲

まれてしまう。悪徳は非常に魅力的な姿を現し、気をそ

そるような欲望は未経験な志願者を精神的な堕落のどん

底に誘い込もうとする。ある偉大な画家の絵に、人は魂

を賭けてサタンとチェスをし、彼のうしろに立つ忠告と

援助を与える善い天使が描かれているものがある。しか

しチェーラの戦いはそのようなものではない。チェーラ

の場合は、意志と動物性との戦いである。カルマの法則

は、その結果が分かるまではいかなる天使やグルも戦い

に干渉してはならないと命じる。ブルワー＝リットンは、

ありありとものを描き出す詩人の想像力で、オカルティ

ストにたいへん尊ばれる『ザノーニ』という小説でこの

戦いを不朽のものにした。また、同じような迫力をもっ

て『不思議な物語』でオカルト研究の黒い面と、命に関

わるその危険性を描写する。この間、一人のマハートマ

はチェーラ道を、「すべてのカスを分解させて純金だけ

を残す溶剤」と定義された。貪欲、政治的なごまかし、

唯物論的懐疑主義、誇示を喜ぶ虚栄心、嘘をつく癖、残

酷さ、何か感覚的なものに耽る欲望などの種が、志願者

の心の中に潜在しているなら、ほとんど確実に芽を出す

だろう。また、人間性の高尚な性質の種もそうである。

ありのままの人間が現れてくる。従って、自分にはチェー

ラの素質があるというかなり強い確信がないのに、

チェーラ道の峨々たる山々を征服しようとして平凡な生

活の穏やかな道を離れるのは愚の骨頂ではなかろうか？

　聖書に言われた通り「立っていると思う者は、倒れな

いように気をつけるがよい」（『コリント人への第一の手

紙』一〇章二一節）。チェーラ道の志願者は戦いへまっ

しぐらに突進する前にこの言葉をよく考えるがよい。

　ある在俗チェーラ達は、弟子道の試練に挑む前によく

11

の批判者が正しいか間違っているかを決定するために

「利己的」という言葉の意味をまず確かめなければなら

ない。

　既定の権威によれば、利己主義とは「専ら自己の利益

や幸福を図ること、他の人のことを考えずに、自分自身

の利益、権力、幸福の増進に人の全精力を傾注させるこ

の上ない自己愛と自己優先である」

　つまり、全く利己的な人とは、自分自身を好み、他の

人は誰も愛さぬ人である。別の言葉で言えば、自分自身

の人格こそ大事であるという感覚が極めて強く染み込ん

でいるので、その人にとって自分の人格があらゆる思い、

欲望、熱望の頂点であり、その他のものはすべて完全な

空であるという人である。

　では、オカルティストが「不老長寿の仙薬」という論

文の筆者の用いている意味で「生きたい」と思う時、そ

れは「利己的」だといえるだろうか？　繰り返しいわれ

てきたことだが、オカルト知識を熱望するすべての人の

究極の目的は涅槃であり、解脱である。その時、個人は

幻影的ウパーディから解放され、パラマートマ（宇宙の

至高の魂）と一体となる、つまり、キリスト教の言葉で

言えば、息子が父と同一のものとなる。このためには、

自分が孤立した個体であり「全なるもの」と分離してい

るという感じを生み出す幻影のベールをみな引き裂かな

ければならない。言い換えれば、熱望する者は、私達す

べてが多かれ少なかれその影響を受けている利己感の一

切を順次捨てなければならない。

　宇宙進化の法則の研究は、進化が高ければ高いほど、

一層統一に向かう傾向があると教えてくれる。実際は、

統一とは大自然の究極の可能性であるから、虚栄、利己

心をいだいて自然の目的に逆らう人々は、全滅という罰

を受けるに違いない。オカルティストは、非利己と普遍

的博愛が人生固有の法則であることを認め、マーヤーが

私達の上にかけている利己心の枷を破壊しようとするに

すぎない。それで、あらゆる国々や種族の聖典にいわれ

ている善と悪、神とサタン、修羅と阿修羅、デーヴァと

ダイティヤとの間の戦いは、自然界のより高い目的を追

求しようとする人間の中に起こる非利己的衝動と利己的

衝動の戦いを象徴しているのである。その戦いは、動物

的傾向が完全に征服され、

敵が完敗し絶滅するまで続くのである。

　様々な神智学の文献や他のオカルト文書に、宇宙進化

が経過して行く間、自然の成り行きに従って進む普通の

人達とオカルティストとの唯一の違いが書かれている。

つまり、オカルティストは優れた知識によって進化の経

過を速めるような訓練と修行の方法を取り入れて、普通

の人ならばおそらく上がって行くのに何一〇億年もかか

る絶頂に、非常に短い期間で達するということである。

要するに普通の人なら、おそらくマンヴァンタラの周期

的進行の第六か第七ラウンドに到達する形体に、オカル

ティストは二、三千年の内に近づくのである。普通の人

が一生、というよりは一化身の間には、マハートマにな

れないことは明らかである。

　デヴァチャンや死後の状態に関するオカルトの教えを

学んだ人々は、二つの化身の間に、かなり長い期間、主

観的状態があることを覚えているだろう。このようなデ

ヴァチャン期の数が多ければ多いほど、進化は長い年月

に及ぶのである。従って、オカルティストの主な目的は、

自分の未来の状態をコントロールし、それによって自分

の二つの化身の間のデヴァチャンの期間を次第に短くす

ることができるように自己統御を完成することである。

やがて、肉体の死と次の再生との間にデヴァチャンがな

く、一種の霊的な眠りがあるだけの時がくる。その場合、

死のショックによっていわば気絶して無意識状態に入る

が、その状態から徐々に回復し、再生して、自分の目的

に努力し続けるようになる。この眠りの期間は二五年か

ら二百年と様々である。それはその人の進歩の度合によ

る。しかし、この期間でさえも時間の浪費といえるだろ

う。だから、オカルティストは、存在の一つの状態から

別の状態への移行がほとんど感知できないくらいスムー

ズに行くという所に段々近づくように、霊的眠りの持続

期を短くしようとあらゆる努力を向けるのである。いわ

ば死のショックがもはや気絶させることがなくなれば最

後の化身である。「不老長寿の仙薬」の筆者はこれを伝

えようとして次のように言う。

　死という人生行路の限界が近づいてくる頃には、普通

の意味でその人は実際上、すでに死人である。というの

は、その分解が必然と瀕死の苦しみをもたらす物質分子

の全部かあるいはほとんどをすでに出してしまったから

である。その人は秘伝の全期間中に順次死ぬ過程を過ご

していた。死という災害は二度は起こり得ない。他の人

達なら分解の期間が一瞬から二、三時間くらいの短時間

に集中しているのに、アデプトの穏やかな分解過程は何

年もの間に延ばしたのである。最高のアデプトは実際に、

この世にとって死人のようになり、この世のことを全く

意識しない。つまり、センチメンタリズムの意味では、

世俗の楽しみを忘れ、世俗のみじめさを心にかけない。

しかし、アデプトの厳しい義務感は決して、俗世の存在

そのものに目を閉じさせることを許さないのである。

　オカルティストがコントロールする原子を引きつけた

りはねつけたりするプロセスは、「不老長寿の仙薬」や

その他の論文に十分論議されてきた。オカルティストは

この過程で、次第に自分の体の古い粗大な分子をすべて

除き、より稀薄で精妙なものに取り替える。ついには濃

密体が完全に亡びて分解した時、全く自分自身が創造し

た、自分の仕事に適している体で生きるようになる。そ

の体こそ、自分の目的に絶対必要なものである。「不老

長寿の仙薬」の中で次のように言う。

　善をなすには、他のすべてのことにもそうだが、時間

と働く材料がなければならない。この過程はいろいろな

能力を得るのに必要な手段であって、その能力をもって、

それがない時よりは比べようもないほど多くのよい事が

できるのである。このような能力をひとたび身につける

と、必ずそれを使う機会がやってくる。

別の所では、その過程を行なうための実際的な教えが与

えられていて、次のように言う。

　人間の肉体的な面はより稀薄で精妙、より敏感になら

なければならない。知的な面はより思索が深くて洞察力

に富むものとなり、精神的な面はもっと自己を否定して、

哲学の観点からものごとを冷静に見なければならない。

同じ論文の次の節を本筋から切り離して引き出した人々

に、前記の重要な点が見落とされている。

　このことからも「最高のアデプトとの連絡をさせてい

ただく」ようお願いする神智学徒の要求は、いかに愚か

なことかが分かるだろう。世の中の苦しみを和らげるた

めに、自分自身の進歩を犠牲にして、世俗的な事柄に手

を出すよう、一人二人のアデプトに納得させることは極

めて難しい。一般の読者は次のように言うだろう。「こ

れは神のなさるようなことではない。利己主義の骨頂だ

……」と。しかし、世界の改革をしようとしておられる

非常に高位のアデプトも、必然的にもう一度化身しなけ

ればならないということを知っておこう。これまで行な

われたそのような試みのすべての結果を考慮すると、同

じ試みを再びしようとする気を起こさせるのに成功の見

込みが十分あるものだろうか？

　皮相しか見ないで右記の節を利己主義を教え込むもの

として咎めている読者達や思想家達は、考慮すべき様々

な問題を見落としている。第一に彼等は、すでに引用し

た他の抜粋の中に、成功の必要条件として自己否定を引

いているのを忘れている。その抜粋によれば、進歩する

につれ新しい感覚と新しい能力が得られ、その能力がな

いよりは、その能力ではるかに多くよいことができると

いわれている。アデプトは霊的になればなるほど、世俗

の物質的な事柄に手を出すことができなくなり、一層霊

的な仕事をするようになる。知的世界での仕事は物質世

界での仕事よりも優れているが、霊的世界での仕事は知

的世界の仕事より優れていると度々繰り返されてきた。

従って、非常に高位のアデプトは人類を助けても、霊的

に助けるだけである。世俗的な事に手を出すことはその

方々の体質上できない。しかし、これは極めて高いアデ

プトにだけいえることである。アデプトには様々な階級

がある。各階級のアデプト達は自分が上がった界で人類

のために働くのである。ある地位に上がるまでこの世に

生きることができるのはチェーラだけである。この問題

を研究する多くの人々が気づいているように、アデプト

達がご自分のチェーラをこの世に生かし、この世のため

に働かせておられるのは、アデプトがこの世を愛してお

られるからである。各周期はその時代の人類のためにす

べての界で働くことのできる、その時代のオカルティス

トを生む。しかし、ある特定の期間、その時代の人類が

ある界での仕事をするオカルティストを生むことはでき

ないとアデプト達が予見されると、そのような時代に備

えて、自発的に自分自身のより高い進歩を断念され、人

類がその時代に達するまで、自分が現在いる段階にとど

まっているか、または涅槃に入ることを断念し、人類が、

アデプトの助けが必要となるその時代にちょうどよくア

デプトの地位に達するよう、一連の再生を甘受するか、

どちらかの方法を取られるのである。

　世間はその事実に気づいていないかもしれないが、後

世の人類のために今でも、さらに高い階級を受けること

を拒み現在の位置にとどまることを選ばれたアデプト達

がおられる。要するに、統一がアデプトの存在の基本的

な法則なので、アデプト達はお互いに調和し合って働き

ながら、いわば分業をされ、それに従って自分に割り当

てられた界と時代に、私達すべての霊的高揚のためにそ

れぞれ働かれるのである。「不老長寿の仙薬」の中でい

われている長寿法は、利己的であることとは程遠く、人

類が果たすことのできる、最も非利己的な目的への手段

にほかならないのである。

よく考えたほうがよかった。この件に関して、一年の間

に起こった哀れな失敗をたくさん思い出す。一人は気が

狂って、たった三週間前に述べた気高い志をすべて撤回

し、つい最近彼はある宗教をさんざん軽蔑して反駁の余

地もなく虚偽だと証明していたのに、その宗教に改宗し

た。二番目の人は借金の支払いを怠って、雇用者の金を

持ち逃げした（雇用者も神智学徒である）。三番目の人

は放蕩に身を持ち崩してから、ありったけの涙を流して

泣きながら自分の選んだグルに告白したが、無益であっ

た。四番目の人は異性の人と深い仲になって、最も忠実

で親しい友人達と仲違いした。五番目の人は精神病の症

状を示し、不面目なふるまいという咎 ( とが ) で公判廷

に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露見し

そうになった時、その結果から逃れようと自殺を企て

た！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない

ということが分かったのである。

　これはもちろん、失敗した在俗チェーラについてだけ

だが、部分的に成功した人もおり、その人達は見習い期

の最初の段階を徐々に進んでいる。ある者達はよい手本

を示し、よい教えを伝えて、協会と世界の役に立つこと

をしている。その人達が断固として初志を貫徹すれば、

彼等のためにも私達のためにもなる。勝ち目は非常に薄

いが、「意志を働かせる者にとって不可能なことはない」。

人間性が変わり、新しい人類が進化するまでは、弟子道

の困難は相変わらず大変なものであろう。聖パウロが、

「善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力

がない。つまり、欲している善はしないで、欲していな

い悪は、これを行なっている」（『ローマ人への手紙』七

章一八～一九節）と書いた時、チェーラのことを考えて

いたのかもしれない。そしてバーラヴィ著の智慧ある詩

『キラータールジュニーヤ』（一一の三二）に次のように

書いてある。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

　雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

　世界の征服者に等しい

二　マハートマ達とチェーラ達

　マハートマとは特別な訓練と教育によって、高級な能

力を展開し、霊的知識に達した人のことである。その能

力や知識は、普通の人間が宇宙進化の経過の間に、もし

自然の目的に逆らって自分自身の滅亡を招きさえしなけ

れば、無数の輪廻を経てから得るものである。マハート

マの「自己進化」のこの経過は、いくつかの肉体化身に

わたるが、それは一般の人達と比べて極めて少ない。

　では、何が化身するのだろうか？　教えられている限

りのオカルトの教義では、最初の三つの本質が、肉体の

死と言われるものにより、多かれ少なかれなくなってし

まう。第四本質は、動物的傾向をもっている第五本質の

低級な部分と共に、カーマ・ローカに滞在することにな

る。カーマ・ローカで第四本質は、低級欲望の激しさに

釣り合った崩壊の苦しみを味わうのである。一方、「純

粋な人間」である高級マナスは第六、第七本質とつなが

り、よいカルマの結果を楽しむためにデヴァチャンに

入って行き、より高い個性をもつ人間として再生するよ

うになる。

　連続する肉体化身でオカルティズムの訓練を受けてい

る者は、各化身で、段々と低級マナスが少なくなる。す

ると、ついには全く高い性質の存在となった全マナスが

高級個性（the higher individuality）に集中するように

なる時が来る。このような人がマハートマになったとい

えるのである。肉体の死に際して、この人の四低級本質

はすべて、何の苦痛もなく、なくなってしまう。実際は、

これらの本質はこの人にとって、思いのままに脱いだり、

着たりする着衣のようなものだからである。従って、本

当のマハートマはその人の肉体ではなく、アートマンと

その媒体（第六本質）に切り離されることなく、つながっ

ている高級マナスである。それは、オカルト哲学が主張

している自力による進化の過程の比較的短い期間に、こ

の人が作ってきたつながりである。

　人々が「マハートマにお会いしたい」という望みを表

現する場合は、彼等は自分達が求めているものを本当に

理解していないように思える。どうして、自分の肉眼で、

肉体視力を超越するものを見ることを期待できると思う

のだろうか？　彼等が切望し、追い求めているものは、

単なる殻や仮面である肉体なのだろうか？　たとえ人々

がマハートマの体を見たとしても、彼等はどのようにし

て、その仮面の下に立派な方が隠されているのを知るこ

とができるのだろうか？　自分達の前にある幻影がまこ

とのマハートマのイメージを反映しているのか、否かを、

どんな基準で判断すべきであろうか？

　高級なものは、高級なものに相応した感覚能力によっ

てのみ捉えることができる。だから、本当のマハートマ

にお会いしたいと思う人は誰でも、自分の知的な視力を

用いなければならない。その人は自分のマナスを非常に

高め、知覚力を明晰にし、マーヤーによって作られたあ

らゆる霧を消散させなければならない。そうすると、視

力ははっきりとして明るくなり、どこにいてもマハート

マ方を見る。マハートマ方は、遍在して至る所にある第

六、第七本質に溶け込んでおられるので、どこにでもお

られるということができるのである。

　しかし、私達は山の頂きに立ち、自分の視野の中に全

平原を収めることができたとしても、高い位置からは下

のほうはすべてほとんど同じに見えるので、ある一定の

木や地点には気づかなくても、私達の注意が周囲のもの

と異なる何かに引きつけられるということもある。ちょ

うどそれと同じように、人類の全体はマハートマ方の知

的視野の中にはあるが、人が特別な行為でマハートマ方

の注意を自分自身に引きつけない限り、マハートマ方が

どの人間にも特別な注意を払うということはない。

　全体としての人類の最高の利益ということこそ、マ

ハートマ方の最大の関心事である。なぜならば、マハー

トマ方は人類を貫き通す宇宙魂と自分自身とを同一視し

ておられ一体になっているからである。従って、マハー

トマの注意を引きつけたいと思う人は、あらゆる所に遍

在している宇宙魂を通してそうしなければならない。マ

ナスのこの認識力は、「盲信」と混同すべきではない「信

仰」ということができる。盲信とは観察や理解もなく信

じ込むことを意味するのに使われている。一方、マナス

のまことの認識力はよく理解した上で信じること

（enlightened　belief）であって、それが「信仰」

（faith）という言葉の本当の意味である。この信仰には

同時に知識すなわち経験が伴わなくてはならない。とい

うのも「まことの知識は信仰をもたらす」からである。

信仰とはマナス（第五本質）の認識力であり、一方、本

当の意味での知識とは、英知の能力すなわち霊的認識力

である。手短に言えば、人間の高級な個性は、高級マナ

スと第六、第七本質で構成されているが、統一体として

働くべきである。その時はじめて神智を得ることができ

る。なぜなら、神聖なものは、神聖な能力によってのみ

感じられるからである。

　従って、弟子道を志願する正しい動機とは、今のよう

に無知のために自然の目的に反して行くのではなく、自

然と調和して働くことができるように、宇宙進化の法則

の働きをできるだけ理解しようとすることである。

三　生きんとする欲求は利己的であるか

　「生きよう、生きよう、生きようということこそ、確

固たる決意でなければならぬ」という一節が『セオソフィ

スト』三巻の三、四月号の「不老長寿の仙薬」という論

文の中に載っている。神智学協会に好意的でない浅薄な

読者達は度々、この文章を引用して、このオカルティズ

ムの教えは利己主義の最たるものだと主張している。そ



（先月号のつづき）

　チェーラは己れの心の悪い性向すべてに直面するだけ

ではなく、自分がその一人である社会と国が積んできた

悪意あるエネルギーの全体と対決せざるを得ない。とい

うのも、弟子は国や町や社会という集団の、離しても離

せない一部であり、個人に影響を与えるものはまた集団

に対しても作用することになるし、逆もそうである。こ

の場合、善人になろうとするチェーラの戦いは、環境に

ある悪の全体を激しく揺さぶり、その激怒を招くことに

なる。もし周りの人々と同調して、皆と同じように平均

よりも少しよい、または、少し悪いという状態に満足し

ているなら、誰もその人について注意しない。しかし、

社会生活というつまらない茶番劇を見破り、その付き物

である偽善、利己心、好色、貪欲などの悪性質を発見し

たので、努力してより高いレベルまで進歩するよう決心

したということがひとたび人々に知られたら、その人は

直ちに嫌われ、悪い人、偏狭な人、敵意のある人から流

れてくる反対する意志力のエネルギーの的となる。よく

泳ぐ人は、弱い人なら流されてしまうような流れを難な

く渡ると同様に、生まれながらに力を持っている人は反

対のエネルギーを簡単に受け流すであろう。しかし、こ

の精神的な戦いでは、チェーラに秘密の欠点が一つでも

あれば、それをどんなにうまく隠そうとしても、必ず明

るみに出るだろう。「文明」は私達皆に因襲というニス

を塗るが、チェーラの場合、そのニスは最初の下塗りま

でことごとく剥ぎ取られ、その実在を隠すベールがすべ

て剥ぎ取られた裸のままの内なる自我が人目にさらされ

る。社会の習慣はある程度、道徳の面では人を抑制し、

悪い人にも美徳をもっているふりをさせることによっ

て、とにかく形として皆に美徳へ敬意を払わせるのであ

る。ところが、弟子道の緊張のためにこのような習慣が

すべて忘れられ、抑制するものがみな壊されるというこ

とがよくある。すると、弟子は幻影＝マーヤーに取り囲

まれてしまう。悪徳は非常に魅力的な姿を現し、気をそ

そるような欲望は未経験な志願者を精神的な堕落のどん

底に誘い込もうとする。ある偉大な画家の絵に、人は魂

を賭けてサタンとチェスをし、彼のうしろに立つ忠告と

援助を与える善い天使が描かれているものがある。しか

しチェーラの戦いはそのようなものではない。チェーラ

の場合は、意志と動物性との戦いである。カルマの法則

は、その結果が分かるまではいかなる天使やグルも戦い

に干渉してはならないと命じる。ブルワー＝リットンは、

ありありとものを描き出す詩人の想像力で、オカルティ

ストにたいへん尊ばれる『ザノーニ』という小説でこの

戦いを不朽のものにした。また、同じような迫力をもっ

て『不思議な物語』でオカルト研究の黒い面と、命に関

わるその危険性を描写する。この間、一人のマハートマ

はチェーラ道を、「すべてのカスを分解させて純金だけ

を残す溶剤」と定義された。貪欲、政治的なごまかし、

唯物論的懐疑主義、誇示を喜ぶ虚栄心、嘘をつく癖、残

酷さ、何か感覚的なものに耽る欲望などの種が、志願者

の心の中に潜在しているなら、ほとんど確実に芽を出す

だろう。また、人間性の高尚な性質の種もそうである。

ありのままの人間が現れてくる。従って、自分にはチェー

ラの素質があるというかなり強い確信がないのに、

チェーラ道の峨々たる山々を征服しようとして平凡な生

活の穏やかな道を離れるのは愚の骨頂ではなかろうか？

　聖書に言われた通り「立っていると思う者は、倒れな

いように気をつけるがよい」（『コリント人への第一の手

紙』一〇章二一節）。チェーラ道の志願者は戦いへまっ

しぐらに突進する前にこの言葉をよく考えるがよい。

　ある在俗チェーラ達は、弟子道の試練に挑む前によく

12

の批判者が正しいか間違っているかを決定するために

「利己的」という言葉の意味をまず確かめなければなら

ない。

　既定の権威によれば、利己主義とは「専ら自己の利益

や幸福を図ること、他の人のことを考えずに、自分自身

の利益、権力、幸福の増進に人の全精力を傾注させるこ

の上ない自己愛と自己優先である」

　つまり、全く利己的な人とは、自分自身を好み、他の

人は誰も愛さぬ人である。別の言葉で言えば、自分自身

の人格こそ大事であるという感覚が極めて強く染み込ん

でいるので、その人にとって自分の人格があらゆる思い、

欲望、熱望の頂点であり、その他のものはすべて完全な

空であるという人である。

　では、オカルティストが「不老長寿の仙薬」という論

文の筆者の用いている意味で「生きたい」と思う時、そ

れは「利己的」だといえるだろうか？　繰り返しいわれ

てきたことだが、オカルト知識を熱望するすべての人の

究極の目的は涅槃であり、解脱である。その時、個人は

幻影的ウパーディから解放され、パラマートマ（宇宙の

至高の魂）と一体となる、つまり、キリスト教の言葉で

言えば、息子が父と同一のものとなる。このためには、

自分が孤立した個体であり「全なるもの」と分離してい

るという感じを生み出す幻影のベールをみな引き裂かな

ければならない。言い換えれば、熱望する者は、私達す

べてが多かれ少なかれその影響を受けている利己感の一

切を順次捨てなければならない。

　宇宙進化の法則の研究は、進化が高ければ高いほど、

一層統一に向かう傾向があると教えてくれる。実際は、

統一とは大自然の究極の可能性であるから、虚栄、利己

心をいだいて自然の目的に逆らう人々は、全滅という罰

を受けるに違いない。オカルティストは、非利己と普遍

的博愛が人生固有の法則であることを認め、マーヤーが

私達の上にかけている利己心の枷を破壊しようとするに

すぎない。それで、あらゆる国々や種族の聖典にいわれ

ている善と悪、神とサタン、修羅と阿修羅、デーヴァと

ダイティヤとの間の戦いは、自然界のより高い目的を追

求しようとする人間の中に起こる非利己的衝動と利己的

衝動の戦いを象徴しているのである。その戦いは、動物

的傾向が完全に征服され、

敵が完敗し絶滅するまで続くのである。

　様々な神智学の文献や他のオカルト文書に、宇宙進化

が経過して行く間、自然の成り行きに従って進む普通の

人達とオカルティストとの唯一の違いが書かれている。

つまり、オカルティストは優れた知識によって進化の経

過を速めるような訓練と修行の方法を取り入れて、普通

の人ならばおそらく上がって行くのに何一〇億年もかか

る絶頂に、非常に短い期間で達するということである。

要するに普通の人なら、おそらくマンヴァンタラの周期

的進行の第六か第七ラウンドに到達する形体に、オカル

ティストは二、三千年の内に近づくのである。普通の人

が一生、というよりは一化身の間には、マハートマにな

れないことは明らかである。

　デヴァチャンや死後の状態に関するオカルトの教えを

学んだ人々は、二つの化身の間に、かなり長い期間、主

観的状態があることを覚えているだろう。このようなデ

ヴァチャン期の数が多ければ多いほど、進化は長い年月

に及ぶのである。従って、オカルティストの主な目的は、

自分の未来の状態をコントロールし、それによって自分

の二つの化身の間のデヴァチャンの期間を次第に短くす

ることができるように自己統御を完成することである。

やがて、肉体の死と次の再生との間にデヴァチャンがな

く、一種の霊的な眠りがあるだけの時がくる。その場合、

死のショックによっていわば気絶して無意識状態に入る

が、その状態から徐々に回復し、再生して、自分の目的

に努力し続けるようになる。この眠りの期間は二五年か

ら二百年と様々である。それはその人の進歩の度合によ

る。しかし、この期間でさえも時間の浪費といえるだろ

う。だから、オカルティストは、存在の一つの状態から

別の状態への移行がほとんど感知できないくらいスムー

ズに行くという所に段々近づくように、霊的眠りの持続

期を短くしようとあらゆる努力を向けるのである。いわ

ば死のショックがもはや気絶させることがなくなれば最

後の化身である。「不老長寿の仙薬」の筆者はこれを伝

えようとして次のように言う。

　死という人生行路の限界が近づいてくる頃には、普通

の意味でその人は実際上、すでに死人である。というの

は、その分解が必然と瀕死の苦しみをもたらす物質分子

の全部かあるいはほとんどをすでに出してしまったから

である。その人は秘伝の全期間中に順次死ぬ過程を過ご

していた。死という災害は二度は起こり得ない。他の人

達なら分解の期間が一瞬から二、三時間くらいの短時間

に集中しているのに、アデプトの穏やかな分解過程は何

年もの間に延ばしたのである。最高のアデプトは実際に、

この世にとって死人のようになり、この世のことを全く

意識しない。つまり、センチメンタリズムの意味では、

世俗の楽しみを忘れ、世俗のみじめさを心にかけない。

しかし、アデプトの厳しい義務感は決して、俗世の存在

そのものに目を閉じさせることを許さないのである。

　オカルティストがコントロールする原子を引きつけた

りはねつけたりするプロセスは、「不老長寿の仙薬」や

その他の論文に十分論議されてきた。オカルティストは

この過程で、次第に自分の体の古い粗大な分子をすべて

除き、より稀薄で精妙なものに取り替える。ついには濃

密体が完全に亡びて分解した時、全く自分自身が創造し

た、自分の仕事に適している体で生きるようになる。そ

の体こそ、自分の目的に絶対必要なものである。「不老

長寿の仙薬」の中で次のように言う。

　善をなすには、他のすべてのことにもそうだが、時間

と働く材料がなければならない。この過程はいろいろな

能力を得るのに必要な手段であって、その能力をもって、

それがない時よりは比べようもないほど多くのよい事が

できるのである。このような能力をひとたび身につける

と、必ずそれを使う機会がやってくる。

別の所では、その過程を行なうための実際的な教えが与

えられていて、次のように言う。

　人間の肉体的な面はより稀薄で精妙、より敏感になら

なければならない。知的な面はより思索が深くて洞察力

に富むものとなり、精神的な面はもっと自己を否定して、

哲学の観点からものごとを冷静に見なければならない。

同じ論文の次の節を本筋から切り離して引き出した人々

に、前記の重要な点が見落とされている。

　このことからも「最高のアデプトとの連絡をさせてい

ただく」ようお願いする神智学徒の要求は、いかに愚か

なことかが分かるだろう。世の中の苦しみを和らげるた

めに、自分自身の進歩を犠牲にして、世俗的な事柄に手

を出すよう、一人二人のアデプトに納得させることは極

めて難しい。一般の読者は次のように言うだろう。「こ

れは神のなさるようなことではない。利己主義の骨頂だ

……」と。しかし、世界の改革をしようとしておられる

非常に高位のアデプトも、必然的にもう一度化身しなけ

ればならないということを知っておこう。これまで行な

われたそのような試みのすべての結果を考慮すると、同

じ試みを再びしようとする気を起こさせるのに成功の見

込みが十分あるものだろうか？

　皮相しか見ないで右記の節を利己主義を教え込むもの

として咎めている読者達や思想家達は、考慮すべき様々

な問題を見落としている。第一に彼等は、すでに引用し

た他の抜粋の中に、成功の必要条件として自己否定を引

いているのを忘れている。その抜粋によれば、進歩する

につれ新しい感覚と新しい能力が得られ、その能力がな

いよりは、その能力ではるかに多くよいことができると

いわれている。アデプトは霊的になればなるほど、世俗

の物質的な事柄に手を出すことができなくなり、一層霊

的な仕事をするようになる。知的世界での仕事は物質世

界での仕事よりも優れているが、霊的世界での仕事は知

的世界の仕事より優れていると度々繰り返されてきた。

従って、非常に高位のアデプトは人類を助けても、霊的

に助けるだけである。世俗的な事に手を出すことはその

方々の体質上できない。しかし、これは極めて高いアデ

プトにだけいえることである。アデプトには様々な階級

がある。各階級のアデプト達は自分が上がった界で人類

のために働くのである。ある地位に上がるまでこの世に

生きることができるのはチェーラだけである。この問題

を研究する多くの人々が気づいているように、アデプト

達がご自分のチェーラをこの世に生かし、この世のため

に働かせておられるのは、アデプトがこの世を愛してお

られるからである。各周期はその時代の人類のためにす

べての界で働くことのできる、その時代のオカルティス

トを生む。しかし、ある特定の期間、その時代の人類が

ある界での仕事をするオカルティストを生むことはでき

ないとアデプト達が予見されると、そのような時代に備

えて、自発的に自分自身のより高い進歩を断念され、人

類がその時代に達するまで、自分が現在いる段階にとど

まっているか、または涅槃に入ることを断念し、人類が、

アデプトの助けが必要となるその時代にちょうどよくア

デプトの地位に達するよう、一連の再生を甘受するか、

どちらかの方法を取られるのである。

　世間はその事実に気づいていないかもしれないが、後

世の人類のために今でも、さらに高い階級を受けること

を拒み現在の位置にとどまることを選ばれたアデプト達

がおられる。要するに、統一がアデプトの存在の基本的

な法則なので、アデプト達はお互いに調和し合って働き

ながら、いわば分業をされ、それに従って自分に割り当

てられた界と時代に、私達すべての霊的高揚のためにそ

れぞれ働かれるのである。「不老長寿の仙薬」の中でい

われている長寿法は、利己的であることとは程遠く、人

類が果たすことのできる、最も非利己的な目的への手段

にほかならないのである。

よく考えたほうがよかった。この件に関して、一年の間

に起こった哀れな失敗をたくさん思い出す。一人は気が

狂って、たった三週間前に述べた気高い志をすべて撤回

し、つい最近彼はある宗教をさんざん軽蔑して反駁の余

地もなく虚偽だと証明していたのに、その宗教に改宗し

た。二番目の人は借金の支払いを怠って、雇用者の金を

持ち逃げした（雇用者も神智学徒である）。三番目の人

は放蕩に身を持ち崩してから、ありったけの涙を流して

泣きながら自分の選んだグルに告白したが、無益であっ

た。四番目の人は異性の人と深い仲になって、最も忠実

で親しい友人達と仲違いした。五番目の人は精神病の症

状を示し、不面目なふるまいという咎 ( とが ) で公判廷

に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露見し

そうになった時、その結果から逃れようと自殺を企て

た！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない

ということが分かったのである。

　これはもちろん、失敗した在俗チェーラについてだけ

だが、部分的に成功した人もおり、その人達は見習い期

の最初の段階を徐々に進んでいる。ある者達はよい手本

を示し、よい教えを伝えて、協会と世界の役に立つこと

をしている。その人達が断固として初志を貫徹すれば、

彼等のためにも私達のためにもなる。勝ち目は非常に薄

いが、「意志を働かせる者にとって不可能なことはない」。

人間性が変わり、新しい人類が進化するまでは、弟子道

の困難は相変わらず大変なものであろう。聖パウロが、

「善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力

がない。つまり、欲している善はしないで、欲していな

い悪は、これを行なっている」（『ローマ人への手紙』七

章一八～一九節）と書いた時、チェーラのことを考えて

いたのかもしれない。そしてバーラヴィ著の智慧ある詩

『キラータールジュニーヤ』（一一の三二）に次のように

書いてある。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

　雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

　世界の征服者に等しい

二　マハートマ達とチェーラ達

　マハートマとは特別な訓練と教育によって、高級な能

力を展開し、霊的知識に達した人のことである。その能

力や知識は、普通の人間が宇宙進化の経過の間に、もし

自然の目的に逆らって自分自身の滅亡を招きさえしなけ

れば、無数の輪廻を経てから得るものである。マハート

マの「自己進化」のこの経過は、いくつかの肉体化身に

わたるが、それは一般の人達と比べて極めて少ない。

　では、何が化身するのだろうか？　教えられている限

りのオカルトの教義では、最初の三つの本質が、肉体の

死と言われるものにより、多かれ少なかれなくなってし

まう。第四本質は、動物的傾向をもっている第五本質の

低級な部分と共に、カーマ・ローカに滞在することにな

る。カーマ・ローカで第四本質は、低級欲望の激しさに

釣り合った崩壊の苦しみを味わうのである。一方、「純

粋な人間」である高級マナスは第六、第七本質とつなが

り、よいカルマの結果を楽しむためにデヴァチャンに

入って行き、より高い個性をもつ人間として再生するよ

うになる。

　連続する肉体化身でオカルティズムの訓練を受けてい

る者は、各化身で、段々と低級マナスが少なくなる。す

ると、ついには全く高い性質の存在となった全マナスが

高級個性（the higher individuality）に集中するように

なる時が来る。このような人がマハートマになったとい

えるのである。肉体の死に際して、この人の四低級本質

はすべて、何の苦痛もなく、なくなってしまう。実際は、

これらの本質はこの人にとって、思いのままに脱いだり、

着たりする着衣のようなものだからである。従って、本

当のマハートマはその人の肉体ではなく、アートマンと

その媒体（第六本質）に切り離されることなく、つながっ

ている高級マナスである。それは、オカルト哲学が主張

している自力による進化の過程の比較的短い期間に、こ

の人が作ってきたつながりである。

　人々が「マハートマにお会いしたい」という望みを表

現する場合は、彼等は自分達が求めているものを本当に

理解していないように思える。どうして、自分の肉眼で、

肉体視力を超越するものを見ることを期待できると思う

のだろうか？　彼等が切望し、追い求めているものは、

単なる殻や仮面である肉体なのだろうか？　たとえ人々

がマハートマの体を見たとしても、彼等はどのようにし

て、その仮面の下に立派な方が隠されているのを知るこ

とができるのだろうか？　自分達の前にある幻影がまこ

とのマハートマのイメージを反映しているのか、否かを、

どんな基準で判断すべきであろうか？

　高級なものは、高級なものに相応した感覚能力によっ

てのみ捉えることができる。だから、本当のマハートマ

にお会いしたいと思う人は誰でも、自分の知的な視力を

用いなければならない。その人は自分のマナスを非常に

高め、知覚力を明晰にし、マーヤーによって作られたあ

らゆる霧を消散させなければならない。そうすると、視

力ははっきりとして明るくなり、どこにいてもマハート

マ方を見る。マハートマ方は、遍在して至る所にある第

六、第七本質に溶け込んでおられるので、どこにでもお

られるということができるのである。

　しかし、私達は山の頂きに立ち、自分の視野の中に全

平原を収めることができたとしても、高い位置からは下

のほうはすべてほとんど同じに見えるので、ある一定の

木や地点には気づかなくても、私達の注意が周囲のもの

と異なる何かに引きつけられるということもある。ちょ

うどそれと同じように、人類の全体はマハートマ方の知

的視野の中にはあるが、人が特別な行為でマハートマ方

の注意を自分自身に引きつけない限り、マハートマ方が

どの人間にも特別な注意を払うということはない。

　全体としての人類の最高の利益ということこそ、マ

ハートマ方の最大の関心事である。なぜならば、マハー

トマ方は人類を貫き通す宇宙魂と自分自身とを同一視し

ておられ一体になっているからである。従って、マハー

トマの注意を引きつけたいと思う人は、あらゆる所に遍

在している宇宙魂を通してそうしなければならない。マ

ナスのこの認識力は、「盲信」と混同すべきではない「信

仰」ということができる。盲信とは観察や理解もなく信

じ込むことを意味するのに使われている。一方、マナス

のまことの認識力はよく理解した上で信じること

（enlightened　belief）であって、それが「信仰」

（faith）という言葉の本当の意味である。この信仰には

同時に知識すなわち経験が伴わなくてはならない。とい

うのも「まことの知識は信仰をもたらす」からである。

信仰とはマナス（第五本質）の認識力であり、一方、本

当の意味での知識とは、英知の能力すなわち霊的認識力

である。手短に言えば、人間の高級な個性は、高級マナ

スと第六、第七本質で構成されているが、統一体として

働くべきである。その時はじめて神智を得ることができ

る。なぜなら、神聖なものは、神聖な能力によってのみ

感じられるからである。

　従って、弟子道を志願する正しい動機とは、今のよう

に無知のために自然の目的に反して行くのではなく、自

然と調和して働くことができるように、宇宙進化の法則

の働きをできるだけ理解しようとすることである。

三　生きんとする欲求は利己的であるか

　「生きよう、生きよう、生きようということこそ、確

固たる決意でなければならぬ」という一節が『セオソフィ

スト』三巻の三、四月号の「不老長寿の仙薬」という論

文の中に載っている。神智学協会に好意的でない浅薄な

読者達は度々、この文章を引用して、このオカルティズ

ムの教えは利己主義の最たるものだと主張している。そ



（先月号のつづき）

　チェーラは己れの心の悪い性向すべてに直面するだけ

ではなく、自分がその一人である社会と国が積んできた

悪意あるエネルギーの全体と対決せざるを得ない。とい

うのも、弟子は国や町や社会という集団の、離しても離

せない一部であり、個人に影響を与えるものはまた集団

に対しても作用することになるし、逆もそうである。こ

の場合、善人になろうとするチェーラの戦いは、環境に

ある悪の全体を激しく揺さぶり、その激怒を招くことに

なる。もし周りの人々と同調して、皆と同じように平均

よりも少しよい、または、少し悪いという状態に満足し

ているなら、誰もその人について注意しない。しかし、

社会生活というつまらない茶番劇を見破り、その付き物

である偽善、利己心、好色、貪欲などの悪性質を発見し

たので、努力してより高いレベルまで進歩するよう決心

したということがひとたび人々に知られたら、その人は

直ちに嫌われ、悪い人、偏狭な人、敵意のある人から流

れてくる反対する意志力のエネルギーの的となる。よく

泳ぐ人は、弱い人なら流されてしまうような流れを難な

く渡ると同様に、生まれながらに力を持っている人は反

対のエネルギーを簡単に受け流すであろう。しかし、こ

の精神的な戦いでは、チェーラに秘密の欠点が一つでも

あれば、それをどんなにうまく隠そうとしても、必ず明

るみに出るだろう。「文明」は私達皆に因襲というニス

を塗るが、チェーラの場合、そのニスは最初の下塗りま

でことごとく剥ぎ取られ、その実在を隠すベールがすべ

て剥ぎ取られた裸のままの内なる自我が人目にさらされ

る。社会の習慣はある程度、道徳の面では人を抑制し、

悪い人にも美徳をもっているふりをさせることによっ

て、とにかく形として皆に美徳へ敬意を払わせるのであ

る。ところが、弟子道の緊張のためにこのような習慣が

すべて忘れられ、抑制するものがみな壊されるというこ

とがよくある。すると、弟子は幻影＝マーヤーに取り囲

まれてしまう。悪徳は非常に魅力的な姿を現し、気をそ

そるような欲望は未経験な志願者を精神的な堕落のどん

底に誘い込もうとする。ある偉大な画家の絵に、人は魂

を賭けてサタンとチェスをし、彼のうしろに立つ忠告と

援助を与える善い天使が描かれているものがある。しか

しチェーラの戦いはそのようなものではない。チェーラ

の場合は、意志と動物性との戦いである。カルマの法則

は、その結果が分かるまではいかなる天使やグルも戦い

に干渉してはならないと命じる。ブルワー＝リットンは、

ありありとものを描き出す詩人の想像力で、オカルティ

ストにたいへん尊ばれる『ザノーニ』という小説でこの

戦いを不朽のものにした。また、同じような迫力をもっ

て『不思議な物語』でオカルト研究の黒い面と、命に関

わるその危険性を描写する。この間、一人のマハートマ

はチェーラ道を、「すべてのカスを分解させて純金だけ

を残す溶剤」と定義された。貪欲、政治的なごまかし、

唯物論的懐疑主義、誇示を喜ぶ虚栄心、嘘をつく癖、残

酷さ、何か感覚的なものに耽る欲望などの種が、志願者

の心の中に潜在しているなら、ほとんど確実に芽を出す

だろう。また、人間性の高尚な性質の種もそうである。

ありのままの人間が現れてくる。従って、自分にはチェー

ラの素質があるというかなり強い確信がないのに、

チェーラ道の峨々たる山々を征服しようとして平凡な生

活の穏やかな道を離れるのは愚の骨頂ではなかろうか？

　聖書に言われた通り「立っていると思う者は、倒れな

いように気をつけるがよい」（『コリント人への第一の手

紙』一〇章二一節）。チェーラ道の志願者は戦いへまっ

しぐらに突進する前にこの言葉をよく考えるがよい。

　ある在俗チェーラ達は、弟子道の試練に挑む前によく
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の批判者が正しいか間違っているかを決定するために

「利己的」という言葉の意味をまず確かめなければなら

ない。

　既定の権威によれば、利己主義とは「専ら自己の利益

や幸福を図ること、他の人のことを考えずに、自分自身

の利益、権力、幸福の増進に人の全精力を傾注させるこ

の上ない自己愛と自己優先である」

　つまり、全く利己的な人とは、自分自身を好み、他の

人は誰も愛さぬ人である。別の言葉で言えば、自分自身

の人格こそ大事であるという感覚が極めて強く染み込ん

でいるので、その人にとって自分の人格があらゆる思い、

欲望、熱望の頂点であり、その他のものはすべて完全な

空であるという人である。

　では、オカルティストが「不老長寿の仙薬」という論

文の筆者の用いている意味で「生きたい」と思う時、そ

れは「利己的」だといえるだろうか？　繰り返しいわれ

てきたことだが、オカルト知識を熱望するすべての人の

究極の目的は涅槃であり、解脱である。その時、個人は

幻影的ウパーディから解放され、パラマートマ（宇宙の

至高の魂）と一体となる、つまり、キリスト教の言葉で

言えば、息子が父と同一のものとなる。このためには、

自分が孤立した個体であり「全なるもの」と分離してい

るという感じを生み出す幻影のベールをみな引き裂かな

ければならない。言い換えれば、熱望する者は、私達す

べてが多かれ少なかれその影響を受けている利己感の一

切を順次捨てなければならない。

　宇宙進化の法則の研究は、進化が高ければ高いほど、

一層統一に向かう傾向があると教えてくれる。実際は、

統一とは大自然の究極の可能性であるから、虚栄、利己

心をいだいて自然の目的に逆らう人々は、全滅という罰

を受けるに違いない。オカルティストは、非利己と普遍

的博愛が人生固有の法則であることを認め、マーヤーが

私達の上にかけている利己心の枷を破壊しようとするに

すぎない。それで、あらゆる国々や種族の聖典にいわれ

ている善と悪、神とサタン、修羅と阿修羅、デーヴァと

ダイティヤとの間の戦いは、自然界のより高い目的を追

求しようとする人間の中に起こる非利己的衝動と利己的

衝動の戦いを象徴しているのである。その戦いは、動物

的傾向が完全に征服され、

敵が完敗し絶滅するまで続くのである。

　様々な神智学の文献や他のオカルト文書に、宇宙進化

が経過して行く間、自然の成り行きに従って進む普通の

人達とオカルティストとの唯一の違いが書かれている。

つまり、オカルティストは優れた知識によって進化の経

過を速めるような訓練と修行の方法を取り入れて、普通

の人ならばおそらく上がって行くのに何一〇億年もかか

る絶頂に、非常に短い期間で達するということである。

要するに普通の人なら、おそらくマンヴァンタラの周期

的進行の第六か第七ラウンドに到達する形体に、オカル

ティストは二、三千年の内に近づくのである。普通の人

が一生、というよりは一化身の間には、マハートマにな

れないことは明らかである。

　デヴァチャンや死後の状態に関するオカルトの教えを

学んだ人々は、二つの化身の間に、かなり長い期間、主

観的状態があることを覚えているだろう。このようなデ

ヴァチャン期の数が多ければ多いほど、進化は長い年月

に及ぶのである。従って、オカルティストの主な目的は、

自分の未来の状態をコントロールし、それによって自分

の二つの化身の間のデヴァチャンの期間を次第に短くす

ることができるように自己統御を完成することである。

やがて、肉体の死と次の再生との間にデヴァチャンがな

く、一種の霊的な眠りがあるだけの時がくる。その場合、

死のショックによっていわば気絶して無意識状態に入る

が、その状態から徐々に回復し、再生して、自分の目的

に努力し続けるようになる。この眠りの期間は二五年か

ら二百年と様々である。それはその人の進歩の度合によ

る。しかし、この期間でさえも時間の浪費といえるだろ

う。だから、オカルティストは、存在の一つの状態から

別の状態への移行がほとんど感知できないくらいスムー

ズに行くという所に段々近づくように、霊的眠りの持続

期を短くしようとあらゆる努力を向けるのである。いわ

ば死のショックがもはや気絶させることがなくなれば最

後の化身である。「不老長寿の仙薬」の筆者はこれを伝

えようとして次のように言う。

　死という人生行路の限界が近づいてくる頃には、普通

の意味でその人は実際上、すでに死人である。というの

は、その分解が必然と瀕死の苦しみをもたらす物質分子

の全部かあるいはほとんどをすでに出してしまったから

である。その人は秘伝の全期間中に順次死ぬ過程を過ご

していた。死という災害は二度は起こり得ない。他の人

達なら分解の期間が一瞬から二、三時間くらいの短時間

に集中しているのに、アデプトの穏やかな分解過程は何

年もの間に延ばしたのである。最高のアデプトは実際に、

この世にとって死人のようになり、この世のことを全く

意識しない。つまり、センチメンタリズムの意味では、

世俗の楽しみを忘れ、世俗のみじめさを心にかけない。

しかし、アデプトの厳しい義務感は決して、俗世の存在

そのものに目を閉じさせることを許さないのである。

　オカルティストがコントロールする原子を引きつけた

りはねつけたりするプロセスは、「不老長寿の仙薬」や

その他の論文に十分論議されてきた。オカルティストは

この過程で、次第に自分の体の古い粗大な分子をすべて

除き、より稀薄で精妙なものに取り替える。ついには濃

密体が完全に亡びて分解した時、全く自分自身が創造し

た、自分の仕事に適している体で生きるようになる。そ

の体こそ、自分の目的に絶対必要なものである。「不老

長寿の仙薬」の中で次のように言う。

　善をなすには、他のすべてのことにもそうだが、時間

と働く材料がなければならない。この過程はいろいろな

能力を得るのに必要な手段であって、その能力をもって、

それがない時よりは比べようもないほど多くのよい事が

できるのである。このような能力をひとたび身につける

と、必ずそれを使う機会がやってくる。

別の所では、その過程を行なうための実際的な教えが与

えられていて、次のように言う。

　人間の肉体的な面はより稀薄で精妙、より敏感になら

なければならない。知的な面はより思索が深くて洞察力

に富むものとなり、精神的な面はもっと自己を否定して、

哲学の観点からものごとを冷静に見なければならない。

同じ論文の次の節を本筋から切り離して引き出した人々

に、前記の重要な点が見落とされている。

　このことからも「最高のアデプトとの連絡をさせてい

ただく」ようお願いする神智学徒の要求は、いかに愚か

なことかが分かるだろう。世の中の苦しみを和らげるた

めに、自分自身の進歩を犠牲にして、世俗的な事柄に手

を出すよう、一人二人のアデプトに納得させることは極

めて難しい。一般の読者は次のように言うだろう。「こ

れは神のなさるようなことではない。利己主義の骨頂だ

……」と。しかし、世界の改革をしようとしておられる

非常に高位のアデプトも、必然的にもう一度化身しなけ

ればならないということを知っておこう。これまで行な

われたそのような試みのすべての結果を考慮すると、同

じ試みを再びしようとする気を起こさせるのに成功の見

込みが十分あるものだろうか？

　皮相しか見ないで右記の節を利己主義を教え込むもの

として咎めている読者達や思想家達は、考慮すべき様々

な問題を見落としている。第一に彼等は、すでに引用し

た他の抜粋の中に、成功の必要条件として自己否定を引

いているのを忘れている。その抜粋によれば、進歩する

につれ新しい感覚と新しい能力が得られ、その能力がな

いよりは、その能力ではるかに多くよいことができると

いわれている。アデプトは霊的になればなるほど、世俗

の物質的な事柄に手を出すことができなくなり、一層霊

的な仕事をするようになる。知的世界での仕事は物質世

界での仕事よりも優れているが、霊的世界での仕事は知

的世界の仕事より優れていると度々繰り返されてきた。

従って、非常に高位のアデプトは人類を助けても、霊的

に助けるだけである。世俗的な事に手を出すことはその

方々の体質上できない。しかし、これは極めて高いアデ

プトにだけいえることである。アデプトには様々な階級

がある。各階級のアデプト達は自分が上がった界で人類

のために働くのである。ある地位に上がるまでこの世に

生きることができるのはチェーラだけである。この問題

を研究する多くの人々が気づいているように、アデプト

達がご自分のチェーラをこの世に生かし、この世のため

に働かせておられるのは、アデプトがこの世を愛してお

られるからである。各周期はその時代の人類のためにす

べての界で働くことのできる、その時代のオカルティス

トを生む。しかし、ある特定の期間、その時代の人類が

ある界での仕事をするオカルティストを生むことはでき

ないとアデプト達が予見されると、そのような時代に備

えて、自発的に自分自身のより高い進歩を断念され、人

類がその時代に達するまで、自分が現在いる段階にとど

まっているか、または涅槃に入ることを断念し、人類が、

アデプトの助けが必要となるその時代にちょうどよくア

デプトの地位に達するよう、一連の再生を甘受するか、

どちらかの方法を取られるのである。

　世間はその事実に気づいていないかもしれないが、後

世の人類のために今でも、さらに高い階級を受けること

を拒み現在の位置にとどまることを選ばれたアデプト達

がおられる。要するに、統一がアデプトの存在の基本的

な法則なので、アデプト達はお互いに調和し合って働き

ながら、いわば分業をされ、それに従って自分に割り当

てられた界と時代に、私達すべての霊的高揚のためにそ

れぞれ働かれるのである。「不老長寿の仙薬」の中でい

われている長寿法は、利己的であることとは程遠く、人

類が果たすことのできる、最も非利己的な目的への手段

にほかならないのである。

よく考えたほうがよかった。この件に関して、一年の間

に起こった哀れな失敗をたくさん思い出す。一人は気が

狂って、たった三週間前に述べた気高い志をすべて撤回

し、つい最近彼はある宗教をさんざん軽蔑して反駁の余

地もなく虚偽だと証明していたのに、その宗教に改宗し

た。二番目の人は借金の支払いを怠って、雇用者の金を

持ち逃げした（雇用者も神智学徒である）。三番目の人

は放蕩に身を持ち崩してから、ありったけの涙を流して

泣きながら自分の選んだグルに告白したが、無益であっ

た。四番目の人は異性の人と深い仲になって、最も忠実

で親しい友人達と仲違いした。五番目の人は精神病の症

状を示し、不面目なふるまいという咎 ( とが ) で公判廷

に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露見し

そうになった時、その結果から逃れようと自殺を企て

た！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない

ということが分かったのである。

　これはもちろん、失敗した在俗チェーラについてだけ

だが、部分的に成功した人もおり、その人達は見習い期

の最初の段階を徐々に進んでいる。ある者達はよい手本

を示し、よい教えを伝えて、協会と世界の役に立つこと

をしている。その人達が断固として初志を貫徹すれば、

彼等のためにも私達のためにもなる。勝ち目は非常に薄

いが、「意志を働かせる者にとって不可能なことはない」。

人間性が変わり、新しい人類が進化するまでは、弟子道

の困難は相変わらず大変なものであろう。聖パウロが、

「善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力

がない。つまり、欲している善はしないで、欲していな

い悪は、これを行なっている」（『ローマ人への手紙』七

章一八～一九節）と書いた時、チェーラのことを考えて

いたのかもしれない。そしてバーラヴィ著の智慧ある詩

『キラータールジュニーヤ』（一一の三二）に次のように

書いてある。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

　雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

　世界の征服者に等しい

二　マハートマ達とチェーラ達

　マハートマとは特別な訓練と教育によって、高級な能

力を展開し、霊的知識に達した人のことである。その能

力や知識は、普通の人間が宇宙進化の経過の間に、もし

自然の目的に逆らって自分自身の滅亡を招きさえしなけ

れば、無数の輪廻を経てから得るものである。マハート

マの「自己進化」のこの経過は、いくつかの肉体化身に

わたるが、それは一般の人達と比べて極めて少ない。

　では、何が化身するのだろうか？　教えられている限

りのオカルトの教義では、最初の三つの本質が、肉体の

死と言われるものにより、多かれ少なかれなくなってし

まう。第四本質は、動物的傾向をもっている第五本質の

低級な部分と共に、カーマ・ローカに滞在することにな

る。カーマ・ローカで第四本質は、低級欲望の激しさに

釣り合った崩壊の苦しみを味わうのである。一方、「純

粋な人間」である高級マナスは第六、第七本質とつなが

り、よいカルマの結果を楽しむためにデヴァチャンに

入って行き、より高い個性をもつ人間として再生するよ

うになる。

　連続する肉体化身でオカルティズムの訓練を受けてい

る者は、各化身で、段々と低級マナスが少なくなる。す

ると、ついには全く高い性質の存在となった全マナスが

高級個性（the higher individuality）に集中するように

なる時が来る。このような人がマハートマになったとい

えるのである。肉体の死に際して、この人の四低級本質

はすべて、何の苦痛もなく、なくなってしまう。実際は、

これらの本質はこの人にとって、思いのままに脱いだり、

着たりする着衣のようなものだからである。従って、本

当のマハートマはその人の肉体ではなく、アートマンと

その媒体（第六本質）に切り離されることなく、つながっ

ている高級マナスである。それは、オカルト哲学が主張

している自力による進化の過程の比較的短い期間に、こ

の人が作ってきたつながりである。

　人々が「マハートマにお会いしたい」という望みを表

現する場合は、彼等は自分達が求めているものを本当に

理解していないように思える。どうして、自分の肉眼で、

肉体視力を超越するものを見ることを期待できると思う

のだろうか？　彼等が切望し、追い求めているものは、

単なる殻や仮面である肉体なのだろうか？　たとえ人々

がマハートマの体を見たとしても、彼等はどのようにし

て、その仮面の下に立派な方が隠されているのを知るこ

とができるのだろうか？　自分達の前にある幻影がまこ

とのマハートマのイメージを反映しているのか、否かを、

どんな基準で判断すべきであろうか？

　高級なものは、高級なものに相応した感覚能力によっ

てのみ捉えることができる。だから、本当のマハートマ

にお会いしたいと思う人は誰でも、自分の知的な視力を

用いなければならない。その人は自分のマナスを非常に

高め、知覚力を明晰にし、マーヤーによって作られたあ

らゆる霧を消散させなければならない。そうすると、視

力ははっきりとして明るくなり、どこにいてもマハート

マ方を見る。マハートマ方は、遍在して至る所にある第

六、第七本質に溶け込んでおられるので、どこにでもお

られるということができるのである。

　しかし、私達は山の頂きに立ち、自分の視野の中に全

平原を収めることができたとしても、高い位置からは下

のほうはすべてほとんど同じに見えるので、ある一定の

木や地点には気づかなくても、私達の注意が周囲のもの

と異なる何かに引きつけられるということもある。ちょ

うどそれと同じように、人類の全体はマハートマ方の知

的視野の中にはあるが、人が特別な行為でマハートマ方

の注意を自分自身に引きつけない限り、マハートマ方が

どの人間にも特別な注意を払うということはない。

　全体としての人類の最高の利益ということこそ、マ

ハートマ方の最大の関心事である。なぜならば、マハー

トマ方は人類を貫き通す宇宙魂と自分自身とを同一視し

ておられ一体になっているからである。従って、マハー

トマの注意を引きつけたいと思う人は、あらゆる所に遍

在している宇宙魂を通してそうしなければならない。マ

ナスのこの認識力は、「盲信」と混同すべきではない「信

仰」ということができる。盲信とは観察や理解もなく信

じ込むことを意味するのに使われている。一方、マナス

のまことの認識力はよく理解した上で信じること

（enlightened　belief）であって、それが「信仰」

（faith）という言葉の本当の意味である。この信仰には

同時に知識すなわち経験が伴わなくてはならない。とい

うのも「まことの知識は信仰をもたらす」からである。

信仰とはマナス（第五本質）の認識力であり、一方、本

当の意味での知識とは、英知の能力すなわち霊的認識力

である。手短に言えば、人間の高級な個性は、高級マナ

スと第六、第七本質で構成されているが、統一体として

働くべきである。その時はじめて神智を得ることができ

る。なぜなら、神聖なものは、神聖な能力によってのみ

感じられるからである。

　従って、弟子道を志願する正しい動機とは、今のよう

に無知のために自然の目的に反して行くのではなく、自

然と調和して働くことができるように、宇宙進化の法則

の働きをできるだけ理解しようとすることである。

三　生きんとする欲求は利己的であるか

　「生きよう、生きよう、生きようということこそ、確

固たる決意でなければならぬ」という一節が『セオソフィ

スト』三巻の三、四月号の「不老長寿の仙薬」という論

文の中に載っている。神智学協会に好意的でない浅薄な

読者達は度々、この文章を引用して、このオカルティズ

ムの教えは利己主義の最たるものだと主張している。そ



（先月号のつづき）

　チェーラは己れの心の悪い性向すべてに直面するだけ

ではなく、自分がその一人である社会と国が積んできた

悪意あるエネルギーの全体と対決せざるを得ない。とい

うのも、弟子は国や町や社会という集団の、離しても離

せない一部であり、個人に影響を与えるものはまた集団

に対しても作用することになるし、逆もそうである。こ

の場合、善人になろうとするチェーラの戦いは、環境に

ある悪の全体を激しく揺さぶり、その激怒を招くことに

なる。もし周りの人々と同調して、皆と同じように平均

よりも少しよい、または、少し悪いという状態に満足し

ているなら、誰もその人について注意しない。しかし、

社会生活というつまらない茶番劇を見破り、その付き物

である偽善、利己心、好色、貪欲などの悪性質を発見し

たので、努力してより高いレベルまで進歩するよう決心

したということがひとたび人々に知られたら、その人は

直ちに嫌われ、悪い人、偏狭な人、敵意のある人から流

れてくる反対する意志力のエネルギーの的となる。よく

泳ぐ人は、弱い人なら流されてしまうような流れを難な

く渡ると同様に、生まれながらに力を持っている人は反

対のエネルギーを簡単に受け流すであろう。しかし、こ

の精神的な戦いでは、チェーラに秘密の欠点が一つでも

あれば、それをどんなにうまく隠そうとしても、必ず明

るみに出るだろう。「文明」は私達皆に因襲というニス

を塗るが、チェーラの場合、そのニスは最初の下塗りま

でことごとく剥ぎ取られ、その実在を隠すベールがすべ

て剥ぎ取られた裸のままの内なる自我が人目にさらされ

る。社会の習慣はある程度、道徳の面では人を抑制し、

悪い人にも美徳をもっているふりをさせることによっ

て、とにかく形として皆に美徳へ敬意を払わせるのであ

る。ところが、弟子道の緊張のためにこのような習慣が

すべて忘れられ、抑制するものがみな壊されるというこ

とがよくある。すると、弟子は幻影＝マーヤーに取り囲

まれてしまう。悪徳は非常に魅力的な姿を現し、気をそ

そるような欲望は未経験な志願者を精神的な堕落のどん

底に誘い込もうとする。ある偉大な画家の絵に、人は魂

を賭けてサタンとチェスをし、彼のうしろに立つ忠告と

援助を与える善い天使が描かれているものがある。しか

しチェーラの戦いはそのようなものではない。チェーラ

の場合は、意志と動物性との戦いである。カルマの法則

は、その結果が分かるまではいかなる天使やグルも戦い

に干渉してはならないと命じる。ブルワー＝リットンは、

ありありとものを描き出す詩人の想像力で、オカルティ

ストにたいへん尊ばれる『ザノーニ』という小説でこの

戦いを不朽のものにした。また、同じような迫力をもっ

て『不思議な物語』でオカルト研究の黒い面と、命に関

わるその危険性を描写する。この間、一人のマハートマ

はチェーラ道を、「すべてのカスを分解させて純金だけ

を残す溶剤」と定義された。貪欲、政治的なごまかし、

唯物論的懐疑主義、誇示を喜ぶ虚栄心、嘘をつく癖、残

酷さ、何か感覚的なものに耽る欲望などの種が、志願者

の心の中に潜在しているなら、ほとんど確実に芽を出す

だろう。また、人間性の高尚な性質の種もそうである。

ありのままの人間が現れてくる。従って、自分にはチェー

ラの素質があるというかなり強い確信がないのに、

チェーラ道の峨々たる山々を征服しようとして平凡な生

活の穏やかな道を離れるのは愚の骨頂ではなかろうか？

　聖書に言われた通り「立っていると思う者は、倒れな

いように気をつけるがよい」（『コリント人への第一の手

紙』一〇章二一節）。チェーラ道の志願者は戦いへまっ

しぐらに突進する前にこの言葉をよく考えるがよい。

　ある在俗チェーラ達は、弟子道の試練に挑む前によく
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の批判者が正しいか間違っているかを決定するために

「利己的」という言葉の意味をまず確かめなければなら

ない。

　既定の権威によれば、利己主義とは「専ら自己の利益

や幸福を図ること、他の人のことを考えずに、自分自身

の利益、権力、幸福の増進に人の全精力を傾注させるこ

の上ない自己愛と自己優先である」

　つまり、全く利己的な人とは、自分自身を好み、他の

人は誰も愛さぬ人である。別の言葉で言えば、自分自身

の人格こそ大事であるという感覚が極めて強く染み込ん

でいるので、その人にとって自分の人格があらゆる思い、

欲望、熱望の頂点であり、その他のものはすべて完全な

空であるという人である。

　では、オカルティストが「不老長寿の仙薬」という論

文の筆者の用いている意味で「生きたい」と思う時、そ

れは「利己的」だといえるだろうか？　繰り返しいわれ

てきたことだが、オカルト知識を熱望するすべての人の

究極の目的は涅槃であり、解脱である。その時、個人は

幻影的ウパーディから解放され、パラマートマ（宇宙の

至高の魂）と一体となる、つまり、キリスト教の言葉で

言えば、息子が父と同一のものとなる。このためには、

自分が孤立した個体であり「全なるもの」と分離してい

るという感じを生み出す幻影のベールをみな引き裂かな

ければならない。言い換えれば、熱望する者は、私達す

べてが多かれ少なかれその影響を受けている利己感の一

切を順次捨てなければならない。

　宇宙進化の法則の研究は、進化が高ければ高いほど、

一層統一に向かう傾向があると教えてくれる。実際は、

統一とは大自然の究極の可能性であるから、虚栄、利己

心をいだいて自然の目的に逆らう人々は、全滅という罰

を受けるに違いない。オカルティストは、非利己と普遍

的博愛が人生固有の法則であることを認め、マーヤーが

私達の上にかけている利己心の枷を破壊しようとするに

すぎない。それで、あらゆる国々や種族の聖典にいわれ

ている善と悪、神とサタン、修羅と阿修羅、デーヴァと

ダイティヤとの間の戦いは、自然界のより高い目的を追

求しようとする人間の中に起こる非利己的衝動と利己的

衝動の戦いを象徴しているのである。その戦いは、動物

的傾向が完全に征服され、

敵が完敗し絶滅するまで続くのである。

　様々な神智学の文献や他のオカルト文書に、宇宙進化

が経過して行く間、自然の成り行きに従って進む普通の

人達とオカルティストとの唯一の違いが書かれている。

つまり、オカルティストは優れた知識によって進化の経

過を速めるような訓練と修行の方法を取り入れて、普通

の人ならばおそらく上がって行くのに何一〇億年もかか

る絶頂に、非常に短い期間で達するということである。

要するに普通の人なら、おそらくマンヴァンタラの周期

的進行の第六か第七ラウンドに到達する形体に、オカル

ティストは二、三千年の内に近づくのである。普通の人

が一生、というよりは一化身の間には、マハートマにな

れないことは明らかである。

　デヴァチャンや死後の状態に関するオカルトの教えを

学んだ人々は、二つの化身の間に、かなり長い期間、主

観的状態があることを覚えているだろう。このようなデ

ヴァチャン期の数が多ければ多いほど、進化は長い年月

に及ぶのである。従って、オカルティストの主な目的は、

自分の未来の状態をコントロールし、それによって自分

の二つの化身の間のデヴァチャンの期間を次第に短くす

ることができるように自己統御を完成することである。

やがて、肉体の死と次の再生との間にデヴァチャンがな

く、一種の霊的な眠りがあるだけの時がくる。その場合、

死のショックによっていわば気絶して無意識状態に入る

が、その状態から徐々に回復し、再生して、自分の目的

に努力し続けるようになる。この眠りの期間は二五年か

ら二百年と様々である。それはその人の進歩の度合によ

る。しかし、この期間でさえも時間の浪費といえるだろ

う。だから、オカルティストは、存在の一つの状態から

別の状態への移行がほとんど感知できないくらいスムー

ズに行くという所に段々近づくように、霊的眠りの持続

期を短くしようとあらゆる努力を向けるのである。いわ

ば死のショックがもはや気絶させることがなくなれば最

後の化身である。「不老長寿の仙薬」の筆者はこれを伝

えようとして次のように言う。

　死という人生行路の限界が近づいてくる頃には、普通

の意味でその人は実際上、すでに死人である。というの

は、その分解が必然と瀕死の苦しみをもたらす物質分子

の全部かあるいはほとんどをすでに出してしまったから

である。その人は秘伝の全期間中に順次死ぬ過程を過ご

していた。死という災害は二度は起こり得ない。他の人

達なら分解の期間が一瞬から二、三時間くらいの短時間

に集中しているのに、アデプトの穏やかな分解過程は何

年もの間に延ばしたのである。最高のアデプトは実際に、

この世にとって死人のようになり、この世のことを全く

意識しない。つまり、センチメンタリズムの意味では、

世俗の楽しみを忘れ、世俗のみじめさを心にかけない。

しかし、アデプトの厳しい義務感は決して、俗世の存在

そのものに目を閉じさせることを許さないのである。

　オカルティストがコントロールする原子を引きつけた

りはねつけたりするプロセスは、「不老長寿の仙薬」や

その他の論文に十分論議されてきた。オカルティストは

この過程で、次第に自分の体の古い粗大な分子をすべて

除き、より稀薄で精妙なものに取り替える。ついには濃

密体が完全に亡びて分解した時、全く自分自身が創造し

た、自分の仕事に適している体で生きるようになる。そ

の体こそ、自分の目的に絶対必要なものである。「不老

長寿の仙薬」の中で次のように言う。

　善をなすには、他のすべてのことにもそうだが、時間

と働く材料がなければならない。この過程はいろいろな

能力を得るのに必要な手段であって、その能力をもって、

それがない時よりは比べようもないほど多くのよい事が

できるのである。このような能力をひとたび身につける

と、必ずそれを使う機会がやってくる。

別の所では、その過程を行なうための実際的な教えが与

えられていて、次のように言う。

　人間の肉体的な面はより稀薄で精妙、より敏感になら

なければならない。知的な面はより思索が深くて洞察力

に富むものとなり、精神的な面はもっと自己を否定して、

哲学の観点からものごとを冷静に見なければならない。

同じ論文の次の節を本筋から切り離して引き出した人々

に、前記の重要な点が見落とされている。

　このことからも「最高のアデプトとの連絡をさせてい

ただく」ようお願いする神智学徒の要求は、いかに愚か

なことかが分かるだろう。世の中の苦しみを和らげるた

めに、自分自身の進歩を犠牲にして、世俗的な事柄に手

を出すよう、一人二人のアデプトに納得させることは極

めて難しい。一般の読者は次のように言うだろう。「こ

れは神のなさるようなことではない。利己主義の骨頂だ

……」と。しかし、世界の改革をしようとしておられる

非常に高位のアデプトも、必然的にもう一度化身しなけ

ればならないということを知っておこう。これまで行な

われたそのような試みのすべての結果を考慮すると、同

じ試みを再びしようとする気を起こさせるのに成功の見

込みが十分あるものだろうか？

　皮相しか見ないで右記の節を利己主義を教え込むもの

として咎めている読者達や思想家達は、考慮すべき様々

な問題を見落としている。第一に彼等は、すでに引用し

た他の抜粋の中に、成功の必要条件として自己否定を引

いているのを忘れている。その抜粋によれば、進歩する

につれ新しい感覚と新しい能力が得られ、その能力がな

いよりは、その能力ではるかに多くよいことができると

いわれている。アデプトは霊的になればなるほど、世俗

の物質的な事柄に手を出すことができなくなり、一層霊

的な仕事をするようになる。知的世界での仕事は物質世

界での仕事よりも優れているが、霊的世界での仕事は知

的世界の仕事より優れていると度々繰り返されてきた。

従って、非常に高位のアデプトは人類を助けても、霊的

に助けるだけである。世俗的な事に手を出すことはその

方々の体質上できない。しかし、これは極めて高いアデ

プトにだけいえることである。アデプトには様々な階級

がある。各階級のアデプト達は自分が上がった界で人類

のために働くのである。ある地位に上がるまでこの世に

生きることができるのはチェーラだけである。この問題

を研究する多くの人々が気づいているように、アデプト

達がご自分のチェーラをこの世に生かし、この世のため

に働かせておられるのは、アデプトがこの世を愛してお

られるからである。各周期はその時代の人類のためにす

べての界で働くことのできる、その時代のオカルティス

トを生む。しかし、ある特定の期間、その時代の人類が

ある界での仕事をするオカルティストを生むことはでき

ないとアデプト達が予見されると、そのような時代に備

えて、自発的に自分自身のより高い進歩を断念され、人

類がその時代に達するまで、自分が現在いる段階にとど

まっているか、または涅槃に入ることを断念し、人類が、

アデプトの助けが必要となるその時代にちょうどよくア

デプトの地位に達するよう、一連の再生を甘受するか、

どちらかの方法を取られるのである。

　世間はその事実に気づいていないかもしれないが、後

世の人類のために今でも、さらに高い階級を受けること

を拒み現在の位置にとどまることを選ばれたアデプト達

がおられる。要するに、統一がアデプトの存在の基本的

な法則なので、アデプト達はお互いに調和し合って働き

ながら、いわば分業をされ、それに従って自分に割り当

てられた界と時代に、私達すべての霊的高揚のためにそ

れぞれ働かれるのである。「不老長寿の仙薬」の中でい

われている長寿法は、利己的であることとは程遠く、人

類が果たすことのできる、最も非利己的な目的への手段

にほかならないのである。

よく考えたほうがよかった。この件に関して、一年の間

に起こった哀れな失敗をたくさん思い出す。一人は気が

狂って、たった三週間前に述べた気高い志をすべて撤回

し、つい最近彼はある宗教をさんざん軽蔑して反駁の余

地もなく虚偽だと証明していたのに、その宗教に改宗し

た。二番目の人は借金の支払いを怠って、雇用者の金を

持ち逃げした（雇用者も神智学徒である）。三番目の人

は放蕩に身を持ち崩してから、ありったけの涙を流して

泣きながら自分の選んだグルに告白したが、無益であっ

た。四番目の人は異性の人と深い仲になって、最も忠実

で親しい友人達と仲違いした。五番目の人は精神病の症

状を示し、不面目なふるまいという咎 ( とが ) で公判廷

に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露見し

そうになった時、その結果から逃れようと自殺を企て

た！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない

ということが分かったのである。

　これはもちろん、失敗した在俗チェーラについてだけ

だが、部分的に成功した人もおり、その人達は見習い期

の最初の段階を徐々に進んでいる。ある者達はよい手本

を示し、よい教えを伝えて、協会と世界の役に立つこと

をしている。その人達が断固として初志を貫徹すれば、

彼等のためにも私達のためにもなる。勝ち目は非常に薄

いが、「意志を働かせる者にとって不可能なことはない」。

人間性が変わり、新しい人類が進化するまでは、弟子道

の困難は相変わらず大変なものであろう。聖パウロが、

「善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力

がない。つまり、欲している善はしないで、欲していな

い悪は、これを行なっている」（『ローマ人への手紙』七

章一八～一九節）と書いた時、チェーラのことを考えて

いたのかもしれない。そしてバーラヴィ著の智慧ある詩

『キラータールジュニーヤ』（一一の三二）に次のように

書いてある。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

　雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

　世界の征服者に等しい

二　マハートマ達とチェーラ達

　マハートマとは特別な訓練と教育によって、高級な能

力を展開し、霊的知識に達した人のことである。その能

力や知識は、普通の人間が宇宙進化の経過の間に、もし

自然の目的に逆らって自分自身の滅亡を招きさえしなけ

れば、無数の輪廻を経てから得るものである。マハート

マの「自己進化」のこの経過は、いくつかの肉体化身に

わたるが、それは一般の人達と比べて極めて少ない。

　では、何が化身するのだろうか？　教えられている限

りのオカルトの教義では、最初の三つの本質が、肉体の

死と言われるものにより、多かれ少なかれなくなってし

まう。第四本質は、動物的傾向をもっている第五本質の

低級な部分と共に、カーマ・ローカに滞在することにな

る。カーマ・ローカで第四本質は、低級欲望の激しさに

釣り合った崩壊の苦しみを味わうのである。一方、「純

粋な人間」である高級マナスは第六、第七本質とつなが

り、よいカルマの結果を楽しむためにデヴァチャンに

入って行き、より高い個性をもつ人間として再生するよ

うになる。

　連続する肉体化身でオカルティズムの訓練を受けてい

る者は、各化身で、段々と低級マナスが少なくなる。す

ると、ついには全く高い性質の存在となった全マナスが

高級個性（the higher individuality）に集中するように

なる時が来る。このような人がマハートマになったとい

えるのである。肉体の死に際して、この人の四低級本質

はすべて、何の苦痛もなく、なくなってしまう。実際は、

これらの本質はこの人にとって、思いのままに脱いだり、

着たりする着衣のようなものだからである。従って、本

当のマハートマはその人の肉体ではなく、アートマンと

その媒体（第六本質）に切り離されることなく、つながっ

ている高級マナスである。それは、オカルト哲学が主張

している自力による進化の過程の比較的短い期間に、こ

の人が作ってきたつながりである。

　人々が「マハートマにお会いしたい」という望みを表

現する場合は、彼等は自分達が求めているものを本当に

理解していないように思える。どうして、自分の肉眼で、

肉体視力を超越するものを見ることを期待できると思う

のだろうか？　彼等が切望し、追い求めているものは、

単なる殻や仮面である肉体なのだろうか？　たとえ人々

がマハートマの体を見たとしても、彼等はどのようにし

て、その仮面の下に立派な方が隠されているのを知るこ

とができるのだろうか？　自分達の前にある幻影がまこ

とのマハートマのイメージを反映しているのか、否かを、

どんな基準で判断すべきであろうか？

　高級なものは、高級なものに相応した感覚能力によっ

てのみ捉えることができる。だから、本当のマハートマ

にお会いしたいと思う人は誰でも、自分の知的な視力を

用いなければならない。その人は自分のマナスを非常に

高め、知覚力を明晰にし、マーヤーによって作られたあ

らゆる霧を消散させなければならない。そうすると、視

力ははっきりとして明るくなり、どこにいてもマハート

マ方を見る。マハートマ方は、遍在して至る所にある第

六、第七本質に溶け込んでおられるので、どこにでもお

られるということができるのである。

　しかし、私達は山の頂きに立ち、自分の視野の中に全

平原を収めることができたとしても、高い位置からは下

のほうはすべてほとんど同じに見えるので、ある一定の

木や地点には気づかなくても、私達の注意が周囲のもの

と異なる何かに引きつけられるということもある。ちょ

うどそれと同じように、人類の全体はマハートマ方の知

的視野の中にはあるが、人が特別な行為でマハートマ方

の注意を自分自身に引きつけない限り、マハートマ方が

どの人間にも特別な注意を払うということはない。

　全体としての人類の最高の利益ということこそ、マ

ハートマ方の最大の関心事である。なぜならば、マハー

トマ方は人類を貫き通す宇宙魂と自分自身とを同一視し

ておられ一体になっているからである。従って、マハー

トマの注意を引きつけたいと思う人は、あらゆる所に遍

在している宇宙魂を通してそうしなければならない。マ

ナスのこの認識力は、「盲信」と混同すべきではない「信

仰」ということができる。盲信とは観察や理解もなく信

じ込むことを意味するのに使われている。一方、マナス

のまことの認識力はよく理解した上で信じること

（enlightened　belief）であって、それが「信仰」

（faith）という言葉の本当の意味である。この信仰には

同時に知識すなわち経験が伴わなくてはならない。とい

うのも「まことの知識は信仰をもたらす」からである。

信仰とはマナス（第五本質）の認識力であり、一方、本

当の意味での知識とは、英知の能力すなわち霊的認識力

である。手短に言えば、人間の高級な個性は、高級マナ

スと第六、第七本質で構成されているが、統一体として

働くべきである。その時はじめて神智を得ることができ

る。なぜなら、神聖なものは、神聖な能力によってのみ

感じられるからである。

　従って、弟子道を志願する正しい動機とは、今のよう

に無知のために自然の目的に反して行くのではなく、自

然と調和して働くことができるように、宇宙進化の法則

の働きをできるだけ理解しようとすることである。

三　生きんとする欲求は利己的であるか

　「生きよう、生きよう、生きようということこそ、確

固たる決意でなければならぬ」という一節が『セオソフィ

スト』三巻の三、四月号の「不老長寿の仙薬」という論

文の中に載っている。神智学協会に好意的でない浅薄な

読者達は度々、この文章を引用して、このオカルティズ

ムの教えは利己主義の最たるものだと主張している。そ



（先月号のつづき）

　チェーラは己れの心の悪い性向すべてに直面するだけ

ではなく、自分がその一人である社会と国が積んできた

悪意あるエネルギーの全体と対決せざるを得ない。とい

うのも、弟子は国や町や社会という集団の、離しても離

せない一部であり、個人に影響を与えるものはまた集団

に対しても作用することになるし、逆もそうである。こ

の場合、善人になろうとするチェーラの戦いは、環境に

ある悪の全体を激しく揺さぶり、その激怒を招くことに

なる。もし周りの人々と同調して、皆と同じように平均

よりも少しよい、または、少し悪いという状態に満足し

ているなら、誰もその人について注意しない。しかし、

社会生活というつまらない茶番劇を見破り、その付き物

である偽善、利己心、好色、貪欲などの悪性質を発見し

たので、努力してより高いレベルまで進歩するよう決心

したということがひとたび人々に知られたら、その人は

直ちに嫌われ、悪い人、偏狭な人、敵意のある人から流

れてくる反対する意志力のエネルギーの的となる。よく

泳ぐ人は、弱い人なら流されてしまうような流れを難な

く渡ると同様に、生まれながらに力を持っている人は反

対のエネルギーを簡単に受け流すであろう。しかし、こ

の精神的な戦いでは、チェーラに秘密の欠点が一つでも

あれば、それをどんなにうまく隠そうとしても、必ず明

るみに出るだろう。「文明」は私達皆に因襲というニス

を塗るが、チェーラの場合、そのニスは最初の下塗りま

でことごとく剥ぎ取られ、その実在を隠すベールがすべ

て剥ぎ取られた裸のままの内なる自我が人目にさらされ

る。社会の習慣はある程度、道徳の面では人を抑制し、

悪い人にも美徳をもっているふりをさせることによっ

て、とにかく形として皆に美徳へ敬意を払わせるのであ

る。ところが、弟子道の緊張のためにこのような習慣が

すべて忘れられ、抑制するものがみな壊されるというこ

とがよくある。すると、弟子は幻影＝マーヤーに取り囲

まれてしまう。悪徳は非常に魅力的な姿を現し、気をそ

そるような欲望は未経験な志願者を精神的な堕落のどん

底に誘い込もうとする。ある偉大な画家の絵に、人は魂

を賭けてサタンとチェスをし、彼のうしろに立つ忠告と

援助を与える善い天使が描かれているものがある。しか

しチェーラの戦いはそのようなものではない。チェーラ

の場合は、意志と動物性との戦いである。カルマの法則

は、その結果が分かるまではいかなる天使やグルも戦い

に干渉してはならないと命じる。ブルワー＝リットンは、

ありありとものを描き出す詩人の想像力で、オカルティ

ストにたいへん尊ばれる『ザノーニ』という小説でこの

戦いを不朽のものにした。また、同じような迫力をもっ

て『不思議な物語』でオカルト研究の黒い面と、命に関

わるその危険性を描写する。この間、一人のマハートマ

はチェーラ道を、「すべてのカスを分解させて純金だけ

を残す溶剤」と定義された。貪欲、政治的なごまかし、

唯物論的懐疑主義、誇示を喜ぶ虚栄心、嘘をつく癖、残

酷さ、何か感覚的なものに耽る欲望などの種が、志願者

の心の中に潜在しているなら、ほとんど確実に芽を出す

だろう。また、人間性の高尚な性質の種もそうである。

ありのままの人間が現れてくる。従って、自分にはチェー

ラの素質があるというかなり強い確信がないのに、

チェーラ道の峨々たる山々を征服しようとして平凡な生

活の穏やかな道を離れるのは愚の骨頂ではなかろうか？

　聖書に言われた通り「立っていると思う者は、倒れな

いように気をつけるがよい」（『コリント人への第一の手

紙』一〇章二一節）。チェーラ道の志願者は戦いへまっ

しぐらに突進する前にこの言葉をよく考えるがよい。

　ある在俗チェーラ達は、弟子道の試練に挑む前によく
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の批判者が正しいか間違っているかを決定するために

「利己的」という言葉の意味をまず確かめなければなら

ない。

　既定の権威によれば、利己主義とは「専ら自己の利益

や幸福を図ること、他の人のことを考えずに、自分自身

の利益、権力、幸福の増進に人の全精力を傾注させるこ

の上ない自己愛と自己優先である」

　つまり、全く利己的な人とは、自分自身を好み、他の

人は誰も愛さぬ人である。別の言葉で言えば、自分自身

の人格こそ大事であるという感覚が極めて強く染み込ん

でいるので、その人にとって自分の人格があらゆる思い、

欲望、熱望の頂点であり、その他のものはすべて完全な

空であるという人である。

　では、オカルティストが「不老長寿の仙薬」という論

文の筆者の用いている意味で「生きたい」と思う時、そ

れは「利己的」だといえるだろうか？　繰り返しいわれ

てきたことだが、オカルト知識を熱望するすべての人の

究極の目的は涅槃であり、解脱である。その時、個人は

幻影的ウパーディから解放され、パラマートマ（宇宙の

至高の魂）と一体となる、つまり、キリスト教の言葉で

言えば、息子が父と同一のものとなる。このためには、

自分が孤立した個体であり「全なるもの」と分離してい

るという感じを生み出す幻影のベールをみな引き裂かな

ければならない。言い換えれば、熱望する者は、私達す

べてが多かれ少なかれその影響を受けている利己感の一

切を順次捨てなければならない。

　宇宙進化の法則の研究は、進化が高ければ高いほど、

一層統一に向かう傾向があると教えてくれる。実際は、

統一とは大自然の究極の可能性であるから、虚栄、利己

心をいだいて自然の目的に逆らう人々は、全滅という罰

を受けるに違いない。オカルティストは、非利己と普遍

的博愛が人生固有の法則であることを認め、マーヤーが

私達の上にかけている利己心の枷を破壊しようとするに

すぎない。それで、あらゆる国々や種族の聖典にいわれ

ている善と悪、神とサタン、修羅と阿修羅、デーヴァと

ダイティヤとの間の戦いは、自然界のより高い目的を追

求しようとする人間の中に起こる非利己的衝動と利己的

衝動の戦いを象徴しているのである。その戦いは、動物

的傾向が完全に征服され、

敵が完敗し絶滅するまで続くのである。

　様々な神智学の文献や他のオカルト文書に、宇宙進化

が経過して行く間、自然の成り行きに従って進む普通の

人達とオカルティストとの唯一の違いが書かれている。

つまり、オカルティストは優れた知識によって進化の経

過を速めるような訓練と修行の方法を取り入れて、普通

の人ならばおそらく上がって行くのに何一〇億年もかか

る絶頂に、非常に短い期間で達するということである。

要するに普通の人なら、おそらくマンヴァンタラの周期

的進行の第六か第七ラウンドに到達する形体に、オカル

ティストは二、三千年の内に近づくのである。普通の人

が一生、というよりは一化身の間には、マハートマにな

れないことは明らかである。

　デヴァチャンや死後の状態に関するオカルトの教えを

学んだ人々は、二つの化身の間に、かなり長い期間、主

観的状態があることを覚えているだろう。このようなデ

ヴァチャン期の数が多ければ多いほど、進化は長い年月

に及ぶのである。従って、オカルティストの主な目的は、

自分の未来の状態をコントロールし、それによって自分

の二つの化身の間のデヴァチャンの期間を次第に短くす

ることができるように自己統御を完成することである。

やがて、肉体の死と次の再生との間にデヴァチャンがな

く、一種の霊的な眠りがあるだけの時がくる。その場合、

死のショックによっていわば気絶して無意識状態に入る

が、その状態から徐々に回復し、再生して、自分の目的

に努力し続けるようになる。この眠りの期間は二五年か

ら二百年と様々である。それはその人の進歩の度合によ

る。しかし、この期間でさえも時間の浪費といえるだろ

う。だから、オカルティストは、存在の一つの状態から

別の状態への移行がほとんど感知できないくらいスムー

ズに行くという所に段々近づくように、霊的眠りの持続

期を短くしようとあらゆる努力を向けるのである。いわ

ば死のショックがもはや気絶させることがなくなれば最

後の化身である。「不老長寿の仙薬」の筆者はこれを伝

えようとして次のように言う。

　死という人生行路の限界が近づいてくる頃には、普通

の意味でその人は実際上、すでに死人である。というの

は、その分解が必然と瀕死の苦しみをもたらす物質分子

の全部かあるいはほとんどをすでに出してしまったから

である。その人は秘伝の全期間中に順次死ぬ過程を過ご

していた。死という災害は二度は起こり得ない。他の人

達なら分解の期間が一瞬から二、三時間くらいの短時間

に集中しているのに、アデプトの穏やかな分解過程は何

年もの間に延ばしたのである。最高のアデプトは実際に、

この世にとって死人のようになり、この世のことを全く

意識しない。つまり、センチメンタリズムの意味では、

世俗の楽しみを忘れ、世俗のみじめさを心にかけない。

しかし、アデプトの厳しい義務感は決して、俗世の存在

そのものに目を閉じさせることを許さないのである。

　オカルティストがコントロールする原子を引きつけた

りはねつけたりするプロセスは、「不老長寿の仙薬」や

その他の論文に十分論議されてきた。オカルティストは

この過程で、次第に自分の体の古い粗大な分子をすべて

除き、より稀薄で精妙なものに取り替える。ついには濃

密体が完全に亡びて分解した時、全く自分自身が創造し

た、自分の仕事に適している体で生きるようになる。そ

の体こそ、自分の目的に絶対必要なものである。「不老

長寿の仙薬」の中で次のように言う。

　善をなすには、他のすべてのことにもそうだが、時間

と働く材料がなければならない。この過程はいろいろな

能力を得るのに必要な手段であって、その能力をもって、

それがない時よりは比べようもないほど多くのよい事が

できるのである。このような能力をひとたび身につける

と、必ずそれを使う機会がやってくる。

別の所では、その過程を行なうための実際的な教えが与

えられていて、次のように言う。

　人間の肉体的な面はより稀薄で精妙、より敏感になら

なければならない。知的な面はより思索が深くて洞察力

に富むものとなり、精神的な面はもっと自己を否定して、

哲学の観点からものごとを冷静に見なければならない。

同じ論文の次の節を本筋から切り離して引き出した人々

に、前記の重要な点が見落とされている。

　このことからも「最高のアデプトとの連絡をさせてい

ただく」ようお願いする神智学徒の要求は、いかに愚か

なことかが分かるだろう。世の中の苦しみを和らげるた

めに、自分自身の進歩を犠牲にして、世俗的な事柄に手

を出すよう、一人二人のアデプトに納得させることは極

めて難しい。一般の読者は次のように言うだろう。「こ

れは神のなさるようなことではない。利己主義の骨頂だ

……」と。しかし、世界の改革をしようとしておられる

非常に高位のアデプトも、必然的にもう一度化身しなけ

ればならないということを知っておこう。これまで行な

われたそのような試みのすべての結果を考慮すると、同

じ試みを再びしようとする気を起こさせるのに成功の見

込みが十分あるものだろうか？

　皮相しか見ないで右記の節を利己主義を教え込むもの

として咎めている読者達や思想家達は、考慮すべき様々

な問題を見落としている。第一に彼等は、すでに引用し

た他の抜粋の中に、成功の必要条件として自己否定を引

いているのを忘れている。その抜粋によれば、進歩する

につれ新しい感覚と新しい能力が得られ、その能力がな

いよりは、その能力ではるかに多くよいことができると

いわれている。アデプトは霊的になればなるほど、世俗

の物質的な事柄に手を出すことができなくなり、一層霊

的な仕事をするようになる。知的世界での仕事は物質世

界での仕事よりも優れているが、霊的世界での仕事は知

的世界の仕事より優れていると度々繰り返されてきた。

従って、非常に高位のアデプトは人類を助けても、霊的

に助けるだけである。世俗的な事に手を出すことはその

方々の体質上できない。しかし、これは極めて高いアデ

プトにだけいえることである。アデプトには様々な階級

がある。各階級のアデプト達は自分が上がった界で人類

のために働くのである。ある地位に上がるまでこの世に

生きることができるのはチェーラだけである。この問題

を研究する多くの人々が気づいているように、アデプト

達がご自分のチェーラをこの世に生かし、この世のため

に働かせておられるのは、アデプトがこの世を愛してお

られるからである。各周期はその時代の人類のためにす

べての界で働くことのできる、その時代のオカルティス

トを生む。しかし、ある特定の期間、その時代の人類が

ある界での仕事をするオカルティストを生むことはでき

ないとアデプト達が予見されると、そのような時代に備

えて、自発的に自分自身のより高い進歩を断念され、人

類がその時代に達するまで、自分が現在いる段階にとど

まっているか、または涅槃に入ることを断念し、人類が、

アデプトの助けが必要となるその時代にちょうどよくア

デプトの地位に達するよう、一連の再生を甘受するか、

どちらかの方法を取られるのである。

　世間はその事実に気づいていないかもしれないが、後

世の人類のために今でも、さらに高い階級を受けること

を拒み現在の位置にとどまることを選ばれたアデプト達

がおられる。要するに、統一がアデプトの存在の基本的

な法則なので、アデプト達はお互いに調和し合って働き

ながら、いわば分業をされ、それに従って自分に割り当

てられた界と時代に、私達すべての霊的高揚のためにそ

れぞれ働かれるのである。「不老長寿の仙薬」の中でい

われている長寿法は、利己的であることとは程遠く、人

類が果たすことのできる、最も非利己的な目的への手段

にほかならないのである。

よく考えたほうがよかった。この件に関して、一年の間

に起こった哀れな失敗をたくさん思い出す。一人は気が

狂って、たった三週間前に述べた気高い志をすべて撤回

し、つい最近彼はある宗教をさんざん軽蔑して反駁の余

地もなく虚偽だと証明していたのに、その宗教に改宗し

た。二番目の人は借金の支払いを怠って、雇用者の金を

持ち逃げした（雇用者も神智学徒である）。三番目の人

は放蕩に身を持ち崩してから、ありったけの涙を流して

泣きながら自分の選んだグルに告白したが、無益であっ

た。四番目の人は異性の人と深い仲になって、最も忠実

で親しい友人達と仲違いした。五番目の人は精神病の症

状を示し、不面目なふるまいという咎 ( とが ) で公判廷

に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露見し

そうになった時、その結果から逃れようと自殺を企て

た！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない

ということが分かったのである。

　これはもちろん、失敗した在俗チェーラについてだけ

だが、部分的に成功した人もおり、その人達は見習い期

の最初の段階を徐々に進んでいる。ある者達はよい手本

を示し、よい教えを伝えて、協会と世界の役に立つこと

をしている。その人達が断固として初志を貫徹すれば、

彼等のためにも私達のためにもなる。勝ち目は非常に薄

いが、「意志を働かせる者にとって不可能なことはない」。

人間性が変わり、新しい人類が進化するまでは、弟子道

の困難は相変わらず大変なものであろう。聖パウロが、

「善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力

がない。つまり、欲している善はしないで、欲していな

い悪は、これを行なっている」（『ローマ人への手紙』七

章一八～一九節）と書いた時、チェーラのことを考えて

いたのかもしれない。そしてバーラヴィ著の智慧ある詩

『キラータールジュニーヤ』（一一の三二）に次のように

書いてある。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

　雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

　世界の征服者に等しい

二　マハートマ達とチェーラ達

　マハートマとは特別な訓練と教育によって、高級な能

力を展開し、霊的知識に達した人のことである。その能

力や知識は、普通の人間が宇宙進化の経過の間に、もし

自然の目的に逆らって自分自身の滅亡を招きさえしなけ

れば、無数の輪廻を経てから得るものである。マハート

マの「自己進化」のこの経過は、いくつかの肉体化身に

わたるが、それは一般の人達と比べて極めて少ない。

　では、何が化身するのだろうか？　教えられている限

りのオカルトの教義では、最初の三つの本質が、肉体の

死と言われるものにより、多かれ少なかれなくなってし

まう。第四本質は、動物的傾向をもっている第五本質の

低級な部分と共に、カーマ・ローカに滞在することにな

る。カーマ・ローカで第四本質は、低級欲望の激しさに

釣り合った崩壊の苦しみを味わうのである。一方、「純

粋な人間」である高級マナスは第六、第七本質とつなが

り、よいカルマの結果を楽しむためにデヴァチャンに

入って行き、より高い個性をもつ人間として再生するよ

うになる。

　連続する肉体化身でオカルティズムの訓練を受けてい

る者は、各化身で、段々と低級マナスが少なくなる。す

ると、ついには全く高い性質の存在となった全マナスが

高級個性（the higher individuality）に集中するように

なる時が来る。このような人がマハートマになったとい

えるのである。肉体の死に際して、この人の四低級本質

はすべて、何の苦痛もなく、なくなってしまう。実際は、

これらの本質はこの人にとって、思いのままに脱いだり、

着たりする着衣のようなものだからである。従って、本

当のマハートマはその人の肉体ではなく、アートマンと

その媒体（第六本質）に切り離されることなく、つながっ

ている高級マナスである。それは、オカルト哲学が主張

している自力による進化の過程の比較的短い期間に、こ

の人が作ってきたつながりである。

　人々が「マハートマにお会いしたい」という望みを表

現する場合は、彼等は自分達が求めているものを本当に

理解していないように思える。どうして、自分の肉眼で、

肉体視力を超越するものを見ることを期待できると思う

のだろうか？　彼等が切望し、追い求めているものは、

単なる殻や仮面である肉体なのだろうか？　たとえ人々

がマハートマの体を見たとしても、彼等はどのようにし

て、その仮面の下に立派な方が隠されているのを知るこ

とができるのだろうか？　自分達の前にある幻影がまこ

とのマハートマのイメージを反映しているのか、否かを、

どんな基準で判断すべきであろうか？

　高級なものは、高級なものに相応した感覚能力によっ

てのみ捉えることができる。だから、本当のマハートマ

にお会いしたいと思う人は誰でも、自分の知的な視力を

用いなければならない。その人は自分のマナスを非常に

高め、知覚力を明晰にし、マーヤーによって作られたあ

らゆる霧を消散させなければならない。そうすると、視

力ははっきりとして明るくなり、どこにいてもマハート

マ方を見る。マハートマ方は、遍在して至る所にある第

六、第七本質に溶け込んでおられるので、どこにでもお

られるということができるのである。

　しかし、私達は山の頂きに立ち、自分の視野の中に全

平原を収めることができたとしても、高い位置からは下

のほうはすべてほとんど同じに見えるので、ある一定の

木や地点には気づかなくても、私達の注意が周囲のもの

と異なる何かに引きつけられるということもある。ちょ

うどそれと同じように、人類の全体はマハートマ方の知

的視野の中にはあるが、人が特別な行為でマハートマ方

の注意を自分自身に引きつけない限り、マハートマ方が

どの人間にも特別な注意を払うということはない。

　全体としての人類の最高の利益ということこそ、マ

ハートマ方の最大の関心事である。なぜならば、マハー

トマ方は人類を貫き通す宇宙魂と自分自身とを同一視し

ておられ一体になっているからである。従って、マハー

トマの注意を引きつけたいと思う人は、あらゆる所に遍

在している宇宙魂を通してそうしなければならない。マ

ナスのこの認識力は、「盲信」と混同すべきではない「信

仰」ということができる。盲信とは観察や理解もなく信

じ込むことを意味するのに使われている。一方、マナス

のまことの認識力はよく理解した上で信じること

（enlightened　belief）であって、それが「信仰」

（faith）という言葉の本当の意味である。この信仰には

同時に知識すなわち経験が伴わなくてはならない。とい

うのも「まことの知識は信仰をもたらす」からである。

信仰とはマナス（第五本質）の認識力であり、一方、本

当の意味での知識とは、英知の能力すなわち霊的認識力

である。手短に言えば、人間の高級な個性は、高級マナ

スと第六、第七本質で構成されているが、統一体として

働くべきである。その時はじめて神智を得ることができ

る。なぜなら、神聖なものは、神聖な能力によってのみ

感じられるからである。

　従って、弟子道を志願する正しい動機とは、今のよう

に無知のために自然の目的に反して行くのではなく、自

然と調和して働くことができるように、宇宙進化の法則

の働きをできるだけ理解しようとすることである。

三　生きんとする欲求は利己的であるか

　「生きよう、生きよう、生きようということこそ、確

固たる決意でなければならぬ」という一節が『セオソフィ

スト』三巻の三、四月号の「不老長寿の仙薬」という論

文の中に載っている。神智学協会に好意的でない浅薄な

読者達は度々、この文章を引用して、このオカルティズ

ムの教えは利己主義の最たるものだと主張している。そ



（先月号のつづき）

　チェーラは己れの心の悪い性向すべてに直面するだけ

ではなく、自分がその一人である社会と国が積んできた

悪意あるエネルギーの全体と対決せざるを得ない。とい

うのも、弟子は国や町や社会という集団の、離しても離

せない一部であり、個人に影響を与えるものはまた集団

に対しても作用することになるし、逆もそうである。こ

の場合、善人になろうとするチェーラの戦いは、環境に

ある悪の全体を激しく揺さぶり、その激怒を招くことに

なる。もし周りの人々と同調して、皆と同じように平均

よりも少しよい、または、少し悪いという状態に満足し

ているなら、誰もその人について注意しない。しかし、

社会生活というつまらない茶番劇を見破り、その付き物

である偽善、利己心、好色、貪欲などの悪性質を発見し

たので、努力してより高いレベルまで進歩するよう決心

したということがひとたび人々に知られたら、その人は

直ちに嫌われ、悪い人、偏狭な人、敵意のある人から流

れてくる反対する意志力のエネルギーの的となる。よく

泳ぐ人は、弱い人なら流されてしまうような流れを難な

く渡ると同様に、生まれながらに力を持っている人は反

対のエネルギーを簡単に受け流すであろう。しかし、こ

の精神的な戦いでは、チェーラに秘密の欠点が一つでも

あれば、それをどんなにうまく隠そうとしても、必ず明

るみに出るだろう。「文明」は私達皆に因襲というニス

を塗るが、チェーラの場合、そのニスは最初の下塗りま

でことごとく剥ぎ取られ、その実在を隠すベールがすべ

て剥ぎ取られた裸のままの内なる自我が人目にさらされ

る。社会の習慣はある程度、道徳の面では人を抑制し、

悪い人にも美徳をもっているふりをさせることによっ

て、とにかく形として皆に美徳へ敬意を払わせるのであ

る。ところが、弟子道の緊張のためにこのような習慣が

すべて忘れられ、抑制するものがみな壊されるというこ

とがよくある。すると、弟子は幻影＝マーヤーに取り囲

まれてしまう。悪徳は非常に魅力的な姿を現し、気をそ

そるような欲望は未経験な志願者を精神的な堕落のどん

底に誘い込もうとする。ある偉大な画家の絵に、人は魂

を賭けてサタンとチェスをし、彼のうしろに立つ忠告と

援助を与える善い天使が描かれているものがある。しか

しチェーラの戦いはそのようなものではない。チェーラ

の場合は、意志と動物性との戦いである。カルマの法則

は、その結果が分かるまではいかなる天使やグルも戦い

に干渉してはならないと命じる。ブルワー＝リットンは、

ありありとものを描き出す詩人の想像力で、オカルティ

ストにたいへん尊ばれる『ザノーニ』という小説でこの

戦いを不朽のものにした。また、同じような迫力をもっ

て『不思議な物語』でオカルト研究の黒い面と、命に関

わるその危険性を描写する。この間、一人のマハートマ

はチェーラ道を、「すべてのカスを分解させて純金だけ

を残す溶剤」と定義された。貪欲、政治的なごまかし、

唯物論的懐疑主義、誇示を喜ぶ虚栄心、嘘をつく癖、残

酷さ、何か感覚的なものに耽る欲望などの種が、志願者

の心の中に潜在しているなら、ほとんど確実に芽を出す

だろう。また、人間性の高尚な性質の種もそうである。

ありのままの人間が現れてくる。従って、自分にはチェー

ラの素質があるというかなり強い確信がないのに、

チェーラ道の峨々たる山々を征服しようとして平凡な生

活の穏やかな道を離れるのは愚の骨頂ではなかろうか？

　聖書に言われた通り「立っていると思う者は、倒れな

いように気をつけるがよい」（『コリント人への第一の手

紙』一〇章二一節）。チェーラ道の志願者は戦いへまっ

しぐらに突進する前にこの言葉をよく考えるがよい。

　ある在俗チェーラ達は、弟子道の試練に挑む前によく

の批判者が正しいか間違っているかを決定するために

「利己的」という言葉の意味をまず確かめなければなら

ない。

　既定の権威によれば、利己主義とは「専ら自己の利益

や幸福を図ること、他の人のことを考えずに、自分自身

の利益、権力、幸福の増進に人の全精力を傾注させるこ

の上ない自己愛と自己優先である」

　つまり、全く利己的な人とは、自分自身を好み、他の

人は誰も愛さぬ人である。別の言葉で言えば、自分自身

の人格こそ大事であるという感覚が極めて強く染み込ん

でいるので、その人にとって自分の人格があらゆる思い、

欲望、熱望の頂点であり、その他のものはすべて完全な

空であるという人である。

　では、オカルティストが「不老長寿の仙薬」という論

文の筆者の用いている意味で「生きたい」と思う時、そ

れは「利己的」だといえるだろうか？　繰り返しいわれ

てきたことだが、オカルト知識を熱望するすべての人の

究極の目的は涅槃であり、解脱である。その時、個人は

幻影的ウパーディから解放され、パラマートマ（宇宙の

至高の魂）と一体となる、つまり、キリスト教の言葉で

言えば、息子が父と同一のものとなる。このためには、

自分が孤立した個体であり「全なるもの」と分離してい

るという感じを生み出す幻影のベールをみな引き裂かな

ければならない。言い換えれば、熱望する者は、私達す

べてが多かれ少なかれその影響を受けている利己感の一

切を順次捨てなければならない。

　宇宙進化の法則の研究は、進化が高ければ高いほど、

一層統一に向かう傾向があると教えてくれる。実際は、

統一とは大自然の究極の可能性であるから、虚栄、利己

心をいだいて自然の目的に逆らう人々は、全滅という罰

を受けるに違いない。オカルティストは、非利己と普遍

的博愛が人生固有の法則であることを認め、マーヤーが

私達の上にかけている利己心の枷を破壊しようとするに

すぎない。それで、あらゆる国々や種族の聖典にいわれ

ている善と悪、神とサタン、修羅と阿修羅、デーヴァと

ダイティヤとの間の戦いは、自然界のより高い目的を追

求しようとする人間の中に起こる非利己的衝動と利己的

衝動の戦いを象徴しているのである。その戦いは、動物

的傾向が完全に征服され、

敵が完敗し絶滅するまで続くのである。

　様々な神智学の文献や他のオカルト文書に、宇宙進化

が経過して行く間、自然の成り行きに従って進む普通の

人達とオカルティストとの唯一の違いが書かれている。

つまり、オカルティストは優れた知識によって進化の経

過を速めるような訓練と修行の方法を取り入れて、普通

の人ならばおそらく上がって行くのに何一〇億年もかか

る絶頂に、非常に短い期間で達するということである。

要するに普通の人なら、おそらくマンヴァンタラの周期

的進行の第六か第七ラウンドに到達する形体に、オカル

ティストは二、三千年の内に近づくのである。普通の人

が一生、というよりは一化身の間には、マハートマにな

れないことは明らかである。

　デヴァチャンや死後の状態に関するオカルトの教えを

学んだ人々は、二つの化身の間に、かなり長い期間、主

観的状態があることを覚えているだろう。このようなデ

ヴァチャン期の数が多ければ多いほど、進化は長い年月

に及ぶのである。従って、オカルティストの主な目的は、

自分の未来の状態をコントロールし、それによって自分

の二つの化身の間のデヴァチャンの期間を次第に短くす

ることができるように自己統御を完成することである。

やがて、肉体の死と次の再生との間にデヴァチャンがな

く、一種の霊的な眠りがあるだけの時がくる。その場合、

死のショックによっていわば気絶して無意識状態に入る

が、その状態から徐々に回復し、再生して、自分の目的

に努力し続けるようになる。この眠りの期間は二五年か

ら二百年と様々である。それはその人の進歩の度合によ

る。しかし、この期間でさえも時間の浪費といえるだろ

う。だから、オカルティストは、存在の一つの状態から

別の状態への移行がほとんど感知できないくらいスムー

ズに行くという所に段々近づくように、霊的眠りの持続

期を短くしようとあらゆる努力を向けるのである。いわ

ば死のショックがもはや気絶させることがなくなれば最

後の化身である。「不老長寿の仙薬」の筆者はこれを伝

えようとして次のように言う。

　死という人生行路の限界が近づいてくる頃には、普通

の意味でその人は実際上、すでに死人である。というの

は、その分解が必然と瀕死の苦しみをもたらす物質分子

の全部かあるいはほとんどをすでに出してしまったから

である。その人は秘伝の全期間中に順次死ぬ過程を過ご

していた。死という災害は二度は起こり得ない。他の人

達なら分解の期間が一瞬から二、三時間くらいの短時間

に集中しているのに、アデプトの穏やかな分解過程は何

年もの間に延ばしたのである。最高のアデプトは実際に、

この世にとって死人のようになり、この世のことを全く

意識しない。つまり、センチメンタリズムの意味では、

世俗の楽しみを忘れ、世俗のみじめさを心にかけない。

しかし、アデプトの厳しい義務感は決して、俗世の存在

そのものに目を閉じさせることを許さないのである。

　オカルティストがコントロールする原子を引きつけた

りはねつけたりするプロセスは、「不老長寿の仙薬」や

その他の論文に十分論議されてきた。オカルティストは

この過程で、次第に自分の体の古い粗大な分子をすべて

除き、より稀薄で精妙なものに取り替える。ついには濃

密体が完全に亡びて分解した時、全く自分自身が創造し

た、自分の仕事に適している体で生きるようになる。そ

の体こそ、自分の目的に絶対必要なものである。「不老

長寿の仙薬」の中で次のように言う。

　善をなすには、他のすべてのことにもそうだが、時間

と働く材料がなければならない。この過程はいろいろな

能力を得るのに必要な手段であって、その能力をもって、

それがない時よりは比べようもないほど多くのよい事が

できるのである。このような能力をひとたび身につける

と、必ずそれを使う機会がやってくる。

別の所では、その過程を行なうための実際的な教えが与

えられていて、次のように言う。

　人間の肉体的な面はより稀薄で精妙、より敏感になら

なければならない。知的な面はより思索が深くて洞察力

に富むものとなり、精神的な面はもっと自己を否定して、

哲学の観点からものごとを冷静に見なければならない。

同じ論文の次の節を本筋から切り離して引き出した人々

に、前記の重要な点が見落とされている。

　このことからも「最高のアデプトとの連絡をさせてい

ただく」ようお願いする神智学徒の要求は、いかに愚か

なことかが分かるだろう。世の中の苦しみを和らげるた

めに、自分自身の進歩を犠牲にして、世俗的な事柄に手

を出すよう、一人二人のアデプトに納得させることは極

めて難しい。一般の読者は次のように言うだろう。「こ

れは神のなさるようなことではない。利己主義の骨頂だ

……」と。しかし、世界の改革をしようとしておられる

非常に高位のアデプトも、必然的にもう一度化身しなけ

ればならないということを知っておこう。これまで行な

われたそのような試みのすべての結果を考慮すると、同

じ試みを再びしようとする気を起こさせるのに成功の見

込みが十分あるものだろうか？

　皮相しか見ないで右記の節を利己主義を教え込むもの

として咎めている読者達や思想家達は、考慮すべき様々

な問題を見落としている。第一に彼等は、すでに引用し

た他の抜粋の中に、成功の必要条件として自己否定を引

いているのを忘れている。その抜粋によれば、進歩する

につれ新しい感覚と新しい能力が得られ、その能力がな

いよりは、その能力ではるかに多くよいことができると

いわれている。アデプトは霊的になればなるほど、世俗

の物質的な事柄に手を出すことができなくなり、一層霊

的な仕事をするようになる。知的世界での仕事は物質世

界での仕事よりも優れているが、霊的世界での仕事は知

的世界の仕事より優れていると度々繰り返されてきた。

従って、非常に高位のアデプトは人類を助けても、霊的

に助けるだけである。世俗的な事に手を出すことはその

方々の体質上できない。しかし、これは極めて高いアデ

プトにだけいえることである。アデプトには様々な階級

がある。各階級のアデプト達は自分が上がった界で人類

のために働くのである。ある地位に上がるまでこの世に

生きることができるのはチェーラだけである。この問題

を研究する多くの人々が気づいているように、アデプト

達がご自分のチェーラをこの世に生かし、この世のため

に働かせておられるのは、アデプトがこの世を愛してお

られるからである。各周期はその時代の人類のためにす

べての界で働くことのできる、その時代のオカルティス

トを生む。しかし、ある特定の期間、その時代の人類が

ある界での仕事をするオカルティストを生むことはでき

ないとアデプト達が予見されると、そのような時代に備

えて、自発的に自分自身のより高い進歩を断念され、人

類がその時代に達するまで、自分が現在いる段階にとど

まっているか、または涅槃に入ることを断念し、人類が、

アデプトの助けが必要となるその時代にちょうどよくア

デプトの地位に達するよう、一連の再生を甘受するか、

どちらかの方法を取られるのである。

　世間はその事実に気づいていないかもしれないが、後

世の人類のために今でも、さらに高い階級を受けること

を拒み現在の位置にとどまることを選ばれたアデプト達

がおられる。要するに、統一がアデプトの存在の基本的

な法則なので、アデプト達はお互いに調和し合って働き

ながら、いわば分業をされ、それに従って自分に割り当

てられた界と時代に、私達すべての霊的高揚のためにそ

れぞれ働かれるのである。「不老長寿の仙薬」の中でい

われている長寿法は、利己的であることとは程遠く、人

類が果たすことのできる、最も非利己的な目的への手段

にほかならないのである。

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

よく考えたほうがよかった。この件に関して、一年の間

に起こった哀れな失敗をたくさん思い出す。一人は気が

狂って、たった三週間前に述べた気高い志をすべて撤回

し、つい最近彼はある宗教をさんざん軽蔑して反駁の余

地もなく虚偽だと証明していたのに、その宗教に改宗し

た。二番目の人は借金の支払いを怠って、雇用者の金を

持ち逃げした（雇用者も神智学徒である）。三番目の人

は放蕩に身を持ち崩してから、ありったけの涙を流して

泣きながら自分の選んだグルに告白したが、無益であっ

た。四番目の人は異性の人と深い仲になって、最も忠実

で親しい友人達と仲違いした。五番目の人は精神病の症

状を示し、不面目なふるまいという咎 ( とが ) で公判廷

に召喚された。六番目の人は、自分が犯した罪が露見し

そうになった時、その結果から逃れようと自殺を企て

た！

　このような例はまだたくさんあげることができる。こ

の人達は皆、見たところまじめに真理を探究しており、

世間では立派な者と思われていた。外見だけから判断す

れば、チェーラとして選ばれるにふさわしく見えたが、

「内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいで

ある」（『マタイによる福音書』二三章二七節）。俗世の

ニスは非常に厚く塗られていたので、その下に純金の全

くないことが分からなかった。しかし弟子道の溶剤はそ

の然るべき役割を果たしたので、各志願者が、外皮から

核まで精神的なカスでいっぱいの金箔の人形にすぎない

ということが分かったのである。

　これはもちろん、失敗した在俗チェーラについてだけ

だが、部分的に成功した人もおり、その人達は見習い期

の最初の段階を徐々に進んでいる。ある者達はよい手本

を示し、よい教えを伝えて、協会と世界の役に立つこと

をしている。その人達が断固として初志を貫徹すれば、

彼等のためにも私達のためにもなる。勝ち目は非常に薄

いが、「意志を働かせる者にとって不可能なことはない」。

人間性が変わり、新しい人類が進化するまでは、弟子道

の困難は相変わらず大変なものであろう。聖パウロが、

「善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力

がない。つまり、欲している善はしないで、欲していな

い悪は、これを行なっている」（『ローマ人への手紙』七

章一八～一九節）と書いた時、チェーラのことを考えて

いたのかもしれない。そしてバーラヴィ著の智慧ある詩

『キラータールジュニーヤ』（一一の三二）に次のように

書いてある。

体内にわき上がる敵は、克服し難い煩悩であり

　雄々しく戦わなければならない

その敵に打ち勝つ者は

　世界の征服者に等しい

二　マハートマ達とチェーラ達

　マハートマとは特別な訓練と教育によって、高級な能

力を展開し、霊的知識に達した人のことである。その能

力や知識は、普通の人間が宇宙進化の経過の間に、もし

自然の目的に逆らって自分自身の滅亡を招きさえしなけ

れば、無数の輪廻を経てから得るものである。マハート

マの「自己進化」のこの経過は、いくつかの肉体化身に

わたるが、それは一般の人達と比べて極めて少ない。

　では、何が化身するのだろうか？　教えられている限

りのオカルトの教義では、最初の三つの本質が、肉体の

死と言われるものにより、多かれ少なかれなくなってし

まう。第四本質は、動物的傾向をもっている第五本質の

低級な部分と共に、カーマ・ローカに滞在することにな

る。カーマ・ローカで第四本質は、低級欲望の激しさに

釣り合った崩壊の苦しみを味わうのである。一方、「純

粋な人間」である高級マナスは第六、第七本質とつなが

り、よいカルマの結果を楽しむためにデヴァチャンに

入って行き、より高い個性をもつ人間として再生するよ

うになる。

　連続する肉体化身でオカルティズムの訓練を受けてい

る者は、各化身で、段々と低級マナスが少なくなる。す

ると、ついには全く高い性質の存在となった全マナスが

高級個性（the higher individuality）に集中するように

なる時が来る。このような人がマハートマになったとい

えるのである。肉体の死に際して、この人の四低級本質

はすべて、何の苦痛もなく、なくなってしまう。実際は、

これらの本質はこの人にとって、思いのままに脱いだり、

着たりする着衣のようなものだからである。従って、本

当のマハートマはその人の肉体ではなく、アートマンと

その媒体（第六本質）に切り離されることなく、つながっ

ている高級マナスである。それは、オカルト哲学が主張

している自力による進化の過程の比較的短い期間に、こ

の人が作ってきたつながりである。

　人々が「マハートマにお会いしたい」という望みを表

現する場合は、彼等は自分達が求めているものを本当に

理解していないように思える。どうして、自分の肉眼で、

肉体視力を超越するものを見ることを期待できると思う

のだろうか？　彼等が切望し、追い求めているものは、

単なる殻や仮面である肉体なのだろうか？　たとえ人々

がマハートマの体を見たとしても、彼等はどのようにし

て、その仮面の下に立派な方が隠されているのを知るこ

とができるのだろうか？　自分達の前にある幻影がまこ

とのマハートマのイメージを反映しているのか、否かを、

どんな基準で判断すべきであろうか？

　高級なものは、高級なものに相応した感覚能力によっ

てのみ捉えることができる。だから、本当のマハートマ

にお会いしたいと思う人は誰でも、自分の知的な視力を

用いなければならない。その人は自分のマナスを非常に

高め、知覚力を明晰にし、マーヤーによって作られたあ

らゆる霧を消散させなければならない。そうすると、視

力ははっきりとして明るくなり、どこにいてもマハート

マ方を見る。マハートマ方は、遍在して至る所にある第

六、第七本質に溶け込んでおられるので、どこにでもお

られるということができるのである。

　しかし、私達は山の頂きに立ち、自分の視野の中に全

平原を収めることができたとしても、高い位置からは下

のほうはすべてほとんど同じに見えるので、ある一定の

木や地点には気づかなくても、私達の注意が周囲のもの

と異なる何かに引きつけられるということもある。ちょ

うどそれと同じように、人類の全体はマハートマ方の知

的視野の中にはあるが、人が特別な行為でマハートマ方

の注意を自分自身に引きつけない限り、マハートマ方が

どの人間にも特別な注意を払うということはない。

　全体としての人類の最高の利益ということこそ、マ

ハートマ方の最大の関心事である。なぜならば、マハー

トマ方は人類を貫き通す宇宙魂と自分自身とを同一視し

ておられ一体になっているからである。従って、マハー

トマの注意を引きつけたいと思う人は、あらゆる所に遍

在している宇宙魂を通してそうしなければならない。マ

ナスのこの認識力は、「盲信」と混同すべきではない「信

仰」ということができる。盲信とは観察や理解もなく信

じ込むことを意味するのに使われている。一方、マナス

のまことの認識力はよく理解した上で信じること

（enlightened　belief）であって、それが「信仰」

（faith）という言葉の本当の意味である。この信仰には

同時に知識すなわち経験が伴わなくてはならない。とい

うのも「まことの知識は信仰をもたらす」からである。

信仰とはマナス（第五本質）の認識力であり、一方、本

当の意味での知識とは、英知の能力すなわち霊的認識力

である。手短に言えば、人間の高級な個性は、高級マナ

スと第六、第七本質で構成されているが、統一体として

働くべきである。その時はじめて神智を得ることができ

る。なぜなら、神聖なものは、神聖な能力によってのみ

感じられるからである。

　従って、弟子道を志願する正しい動機とは、今のよう

に無知のために自然の目的に反して行くのではなく、自

然と調和して働くことができるように、宇宙進化の法則

の働きをできるだけ理解しようとすることである。

三　生きんとする欲求は利己的であるか

　「生きよう、生きよう、生きようということこそ、確

固たる決意でなければならぬ」という一節が『セオソフィ

スト』三巻の三、四月号の「不老長寿の仙薬」という論

文の中に載っている。神智学協会に好意的でない浅薄な

読者達は度々、この文章を引用して、このオカルティズ

ムの教えは利己主義の最たるものだと主張している。そ
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