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●５月から新年度になりますので、会員を継続される方は年会費のご納入をお願いいたします。詳細はメー
ルか、郵送された会報誌に別紙でご案内しています。よろしくお願いいたします。
●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。2022 年５月末ま
で使えます。ぜひご覧ください。

神智学協会のお知らせ



 神智学の海

著：W・Q・ジャッジ　　　訳：星野 未来

14 章 周期

周期の教えは、神智学の体系全体の中で最も重要なも

のの一つだが、最も知られておらず、ほとんど言及され

ていないものの一つである。西洋の研究者たちは何世紀

にもわたって、出来事が周期で動くのではないかと疑っ

てきたし、ヨーロッパ文学の分野の作家の数人がこの

テーマを扱ってきたが、すべてが非常に不完全な方法

だった。このような不完全さと正確な知識の欲求は、霊

的なものへの信仰の欠如と、すべてを唯物論的な科学で

片付けようとする願望のためである。私は周期の法則を

完全に説明するふりをしているわけではない。それは智

慧の大師たちが詳細に説明していないものだからであ

る。しかし、十分なことは明かされており、古代人には

長い間知られていたことを、かなり私たちの知識に加え

ることができたのである。

周期（cycle）は、単語の語源が示すように、輪また

は回転である。（訳注１）サンスクリット語で対応する

言葉は、ユガ、カルパ、マンヴァンタラだが、これらの

中で「ユガ」が他のものよりも持続時間が短いので、「周

期」（サイクル）に最も近い。周期の始まりは瞬間でな

ければならず、瞬間に他の瞬間を加えて１日となり、そ

れらを合計すると月、年、数十年、数世紀を構成する。

西洋ではこれ以上の範囲に及ぶことはほとんどない。月

の周期と大きな恒星の周期を認識しているが、これらの

両方と他のものを単に期間として見ている。もし、それ

らを時間の長さだけと考えるならば、無味乾燥な学生や

天文学者以外には何の利益もない。そして今日では、周

期は存在するが、人間の生活にはそれほど大きな影響を

与えず、確かに出来事の実際の再発や、かつて生きてい

た人の人生の舞台での再現には何の関係もないと言う

ヨーロッパやアメリカの思想家によって、そのようにみ

なされている。神智学の理論は、前のページでかなりの

注意が払われてきた輪廻転生の教義を完成させる場合に

は、明らかにそうではないに違いない。周期は時間に関

する実際の物理的な事実と名付けられているだけでな

く、周期および他の期間は、人間の人生と地球および地

球上のすべての生命の形態の進化に非常に大きな影響を

与えている。周期の理論は、瞬間から始まり、一日を通

して進行し、その境界にあるすべてのものを含む総合的

な環
わ

を構築する。瞬間が基本であるため、偉大な周期に
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関して解決すべき問題は、最初の瞬間はいつ来たのかと

いうことである。これに答えることはできないが、次の

ことは言える。古代のセオソフィストは、この地球の凝

固の最初の瞬間に、関係する物質の大部分が、その崩壊

の時が来るまで、どの部分であろうとすべての変化を通

して保持される特定の明確な振動の速度に到達している

という真実を保持している。これらの振動の速度はさま

ざまな周期を決定するものであり、西洋の科学の考えと

は違って神智学の教義は、私たちが現在いる太陽系と地

球が、目に見える物質と見えない物質の背後にある力が

周期の法則下で持続の限界に達した時、終わるというも

のである。ここでも私たちの教義は、宗教的なものと科

学的なものの両方とは違ったものになっている。私たち

は、力の終わりが神による保護の撤回であり、神による

地球に対する別の力の突然の推進であるとは認めず、働

いている力と偉大な周期を決定する力は、霊的な存在と

して考えられる人間自身のものである。彼が地球を使い

終わると、彼はそれを離れ、そして彼とすべてを一緒に

保持している力が終わる。結果は、火や水あるいはその

他諸々による崩壊である。これらの現象は単なる結果で

あり、原因ではない。頭の想像である平凡な科学的推測

は、地球が太陽に落ちるかもしれない、または密度の高

い彗星が地球を破壊するかもしれない、あるいは私たち

が既知または未知のより大きな惑星と衝突するかもしれ

ないというものである。これらの幻夢は、現在のところ

根拠がない。

輪廻転生は生命と進歩の偉大な法則であり、それは周

期とカルマの法則と織り交ぜられている。これらの３つ

は一緒に働き、実際に輪廻転生と周期の法則を切り離す

ことはほとんど不可能である。明確な流れの中の個人と

国家は、定期的に繰り返される期間にこの世へ戻り、こ

うして地球に戻って芸術、文明、かつてまさにそれに携

わった人々をもたらす。

そして、国家や人種の単位が目に見えない強い糸で結

ばれているので、ゆっくりと、しかし確実にすべて一緒

に動いているそのような大集団は、異なる時期に再結合

し、それぞれの周期がそれぞれの指定されたラウンドを

回るにつれて、新しい人種や新しい文明へと何度も何度

も一緒に出現する。それゆえ、最も古い文明を作った魂

が戻って来て、古い文明をイデアと本質で持って来る。

それが、他の人がその性格と知識で人類の発展のために

したことに加えられて、新しい、より高い文明の状態を

生み出すのである。このより新しく、より良い発展は、

書籍、記録、芸術や機械に起因するものではない。物質

的な証拠がある限り、それらはすべて定期的に破壊され

るが、魂は、一度得た知識はマナスに保持し、常により

高い原理と力をより高い発展に押し出す。進歩の本質は

残っており、太陽が輝くように確実に出て来るだろう。

そして、この道に沿って、アバター（訳注２）の大小の

周期が人間の利益のために、時々人種を形作る偉大な人

物を現す地点がある。

アバターの周期には、いくつかの小さなものが含まれ

ている。より大きなものは、ヒンドゥー教徒の間でラー

マとクリシュナが、エジプト人の間でメネスが、ペルシャ

人の間でゾロアスターが、そしてヒンドゥー教徒と東洋

の他の国々に仏陀が出現したことによって目印のつけら

れたものである。後者の教えは、仏陀の教えと同じであ

り、仏陀が教えたことが、イエスに教えた人々に染み込

んでいるからである。仏陀とクリシュナを合わせたもの

に相当する、もう一人の偉大なアバターはまだ来ていな

い。クリシュナとラーマは、軍事、行政、宗教、オカル

トの秩序のための人であった。仏陀は、倫理的、宗教的、

神秘的であり、その後にイエスが続いた。ムハンマドは、

人種の特定の一部のための小範囲な媒介者であり、行政、

軍事、および宗教的であった。これらの周期では、アー

サー王、ファラオ、モーセ、ナポレオン・ボナパルトと

して生まれ変わったシャルルマーニュ、ドイツの皇帝フ

レデリック３世として生まれ変わったフランスのクロー

ヴィス、そして新しい人種のための祖先が形成されつつ

あるアメリカ合衆国の最初の大統領ワシントンのよう

な、国家に大きな影響力を持っていた種々雑多の人物を

含めることができる。

数々の大きな周期が交差する点で、地球の極の移動や

他の変動のために、ダイナミックな結果が起こり、地球

の表面が変わる。これは一般的に受け入れられる理論で

はないが、我々はそれが真実であると考えている。人間

は、エネルギーを作り、蓄え、そして投げ出す偉大なダ

イナモであり、人種を構成する人間の大多数がこのよう

にエネルギーを作り、分配する時、地球の物質にはっき

りとした大変動をもたらすほど強力になり、ダイナミッ

クな結果を生じる。世界の地層に広大で恐ろしい擾乱が

あったことは誰の目にも認められており、今では証拠は

必要としない。これらは地質学に関する限り、地震と氷

の形成によるものである。しかし、動物の形態に関して

は、現在は絶滅した動物の形態と、知られていないが時々

疑われる人間の形態が、それぞれの周期で再び戻ってく

るという周期的な法則がある。そして今では死語として

知られている特定の人間の言語が、指定された周期的な

時に再び使用されるようになるだろう。

「メトン周期とは、月の周期である。それは約 19 年の

期間であり、それが完了すると新月と満月が月の同じ日

に戻る」。

「太陽の周期は 28 年の期間であり、主日文字（主の日

文字）が過ぎれば元の場所に戻り、ユリウス暦に従って

元の順序で進行する」。

大恒星年とは、歳差運動により分点（訳注３）が天を

完全に一巡する期間のことである。それはほとんど 

25,868 太陽年で構成されている。最後の恒星年が約 

9,868 年前に終わったと言われているが、その時にこの

地球上には、国家の分散に加え、激しい変動またはその

ような一連のものがあったに違いない。この壮大な時期

の完成は、地球を宇宙の新しい空間へと連れて行くので

ある。それは、その軌道に関してではなく、太陽の軌道

上での実際の進行のためである。その新しい空間は、現

在の観測者は誰も観測できないが、一部の人たちは推測

でき、そこは星座の一つに位置している。

人間に特に影響を与えるのは、霊的、魂的、道徳的な

周期であり、これらの周期から国家的、人種的、個人的

な周期が生じる。人種と国家の周期はどちらも歴史的な

ものである。自我の周期は、輪廻転生、感覚、印象の周

期である。一般的な大衆にとって、自我の輪廻転生の周

他の人種は別の周期に属しているためである。例えば、

インディアン（アメリカ先住民）は石器時代の終わりに

あるが、アーリア人は全く違う状態にある。これらの４

つのユガは以下の通りである。クリタ、またはサティヤ

は黄金の時代、トレタ、ドヴァパラ、カリが暗黒時代で

ある。西洋とインドの現在の時代はカリユガであり、特

に道徳的、霊的な発達に関してカリユガである。これら

の時代の最初のものは他のものに比べて遅く、現在のカ

リユガは非常に急速で、その動きは、月に関して今日知

られている、ある天文学的期間のように正確に加速され

ているが、完全には解明されていない。

表 （単位：この世の年数）

360 日 　　　　　　　　１

クリタユガ　　 1,728,000

トレタユガ　　 1,296,000

ドヴァパラユガ　  864000

カリユガ 　　　   432,000

大ユガ、またはこれら４つの合計 4,320,000

71 の大ユガは、１人のマヌの治世を形成する。その年

数は、306,720,000

14 人のマヌで 4,294,080,000

各マヌの間に夜明けか薄暮を追加し、25,920,000

これらの治世と夜明けは、1000 の大ユガ、カルパ、ま

たはブラフマーの１日を 4,320,000,000 にする。

ブラフマーの夜および昼と夜を一緒にすると、

8,640,000,000

こ れ ら の 一 日 が 360 あ っ て ブ ラ フ マ ー の １ 

年 に な り 、 そ れ は 3,110,400,000,000

それが 100 あってブラフマーの一生を形成し、それは 

311,040,000,000,000

カリユガの最初の 5000 年は、1897 年から 1898 年

の間に終わる。このユガは、西暦紀元の約 3102 年前、

クリシュナの死の時に始まった。1897-98 年はそう遠く

ないので、今日の科学者たちは、5000 年の周期の終わ

りに政治的、科学的、物理的、あるいはこれらのすべて

が組み合わされた何らかの激変や大変化が前か後に起こ

るのかどうかを見る機会があるだろう。思考と行動の自

由が、西洋において、ドグマな宗教的偏見と頑迷によっ

て制限されてきた過去ほどには制限されていないこの時

代に、以前の文明からの魂が転生しているため、今、周

期的な変化が年々、進行している。そして現在、私たち

は移行の周期にあり、移行期間が必ず示すように、哲学、

宗教、社会のすべてが変化している。移行期間には、周

期に関する完全かつ完結された数字と法則は、すべての

思考よりもお金を高く評価し、人間と自然の霊的な見方

を嘲笑する世代には与えられていない。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注１　 cycle の語源のギリシャ語 kyklos は、wheel 

も同根である。

訳注２ 　アバター（Avatars）とは：アバター（アヴァター

ラ）とは、サンスクリット語で「降臨」を意味する言葉で、

ヒンドゥー教では、神や至高の存在が意図的に地上に転

生することを意味する。

□H・P・ブラヴァツキーの説明

神の化身。転生の必要性を超えて進歩した神や高貴な

存在が、単純な人間の体に降臨すること。クリシュナは

ヴィシュヌのアバターだった。ダライ・ラマは観世音菩

薩のアバターとみなされ、テシュー・ラマ（Teschu 

Lama）はツォンカパ（アミターバ）のアバターとみな

されている。また、女性から生まれたアバターと、親の

いないアヌパパーダカの２種類がある。〈Helena 

Petrovna Blavatsky, The Theosophical Glossary 

(Krotona, CA: Theosophical Publishing House, 1973), 

44.〉

□ヒンドゥー教では

アヴァターラとは、神の「降臨」または化身のこと。

ヒンドゥー教の文献には、いくつかのアバターが記載さ

れている。初期の文献ではプラジャーパティ（ブラフ

マー）のアバターについて述べられているが、後には主

にヴィシュヌに割り当てられている。プラーナの多くで

は 10 の化身があり、何かの危険やトラブルから世界を

救うと想定されている。それらは、マツヤ（魚）、クー

ルマ（亀）、ヴァラーハ（猪）、ナラシンハ（人獅子）

〈Nara＝人、simha＝ライオン〉、ヴァーマナ（小人）、パ

ラシュラーマ（斧を持ったラーマ）、ラマチャンドラ（月

明かりのラーマ）、クリシュナ（黒または暗い色の）、仏陀、

カ ル キ（白 馬）で あ る。［John Dowson, A Classical 

Dictionary of Hindu Mythology, (London, Routedge 

& Kegan Paul Ltd, 1968), 35-38.］

□カルキのアバター

ヒンズー教では、カルキはヴィシュヌの 10 番目で最

後のマハ・アヴァター（偉大な化身）であり、カリユガ

として知られる暗黒と破壊の現在の時代に終止符を

打つだろう。彼は、クリタユガ（またはサティヤユガ）

と呼ばれる、真理、正義、ヒューマニズム、善意に基づ

いた新しい時代を確立するであろう。カルキという名前

の起源は、おそらくサンスクリット語の「カルカ」にあ

ると思われ、泥、汚れ、汚物、不潔、不潔を意味し、「不

潔の破壊者」、「混乱の破壊者」、「闇の破壊者」、「無知の

消滅者」を意味する。（「カルキ・プラーナ」）

訳注３　天球上で、赤道と黄道との交点。すなわち春分

点と秋分点）

訳注４　ケートゥス（ケートス）…ギリシャ語訳聖書（七

十人訳聖書）、創世記、マタイによる福音書などに出て

くる。胴体は鯨やイルカ、頭部は犬、下半身は魚。とこ

ろで、星座のくじら座は黄道帯のそばにある。

訳注５　サロスとナロス：サロス周期は太陽と地球と月

がほぼ同じような配置になる、約 6585.3212 日の周期。

ナロス周期はネロス周期とも言い、朔望日と太陽年がほ

ぼ一致する 600 年の周期。

期の長さは 1500 年であり、これは立ち代わって、文明

の進歩に密接に関連した大きな歴史的周期を私たちに与

えてくれる。人の集団がデヴァチャンから戻るにつれて、

かつてのローマ人、ギリシャ人、古いアーリア人、およ

び他の時代の人々が再び見られるということになるに違

いなく、非常に広範囲で明白に跡をたどることができる。

しかし、人間は全体の不可欠な一部であるため、天文学

的な周期にも影響を受けており、これらの周期は、人類

が全体として変化を遂げる時期を示している。すべての

国の聖典では、これらはしばしば言及されており、例え

ば、クジラの腹の中のヨナの物語のように、キリスト教

の聖書の中にある。これは歴史として読めば馬鹿げたこ

とだが、天文学的な周期としてはそうではない。「ヨナ」

は星座の中にあり、人間を表すその天文学的な点が、衝

（オポジション、正反対）の作用として知られているも

のによって、黄道帯の正反対の側にあるくじら座（ケー

トゥス）（訳注４）の腹の向かいにある点に到達したとき、

つまり、ヨナは魚の中心にいると言われ、その人間の点

がクジラとオポジションになるまで黄道帯の中を通過し

た期間の満了時に「放り出される」と言われている。同

様に、同じ点は、このように黄道帯を通って移動すると、

それに沿って移動しながら世紀から世紀へ、正反対にあ

る別の星座の衝（オポジション）によってもたらされる。

これらの進歩の間に変化は、それらがシンボロジーの正

しいルールに従って読み取られるとき、星座によって正

確に示された人間と地球上で行われる。コンジャンク

ションが結果を引き起こすとは主張されていないが、何

年も前に智慧の大師たちは、人間に関するすべての問題

を解決し、出来事が再発することが確実であるときに正

確な日付を知るための手段を天に発見し、その後、古い

国々の人の心に刻印することによって、黄道帯の象徴は

記録と予言を保存することができた。このように、時計

職人が特定の定点に時計の針や細工が到達することに

よって時間を伝えることができるのと同じように、賢者

は黄道帯の時計によって出来事の時を伝えることができ

る。これはもちろん今日信じられているわけではないが、

将来何世紀か後にはよく理解されるようになるだろう

し、地球上の国々には、一般的に黄道帯のシンボルが似

たようなものがあるし、長い間死に絶えている民族の記

録にも同じようなものがあるので、１９世紀の西洋の破

壊的な精神が、私たちの進化の貴重な遺産を消すことが

できるとは思えない。エジプトではデンデラの黄道帯

（the Denderah Zodiac）が、アメリカ大陸の古い文明

によって残されたものと同じ物語を伝えているが、これ

らはすべて同じ源から来たもので、人間の大きい周期の

最初に来た賢者によって、人間が骨の折れる上り道を上

り始めたときに、すべての周期を通して続く天文学的特

質の偉大なシンボルやアイデアが与えられたものであ

る。

大周期の始まりと終わりに発生する大変動に関して

は、その影響を支配する主な法則は、周期的な法則の下

で進行するカルマと輪廻転生の法則である。これらの法

則に支配されているのは人間だけでなく、物質のすべて

の原子も同様であり、物質の大部分は人間と同時に絶え

ず変化している。したがって、物質の大部分は、思考者

が通過しようとしているものに対応する変化を示さなけ

ればならない。物質的な階層では、地球の固体上のガス

と一緒に作用する電気および他の流体を通して影響がも

たらされる。大きな周期の変化で、それらは爆発点と呼

ばれるものに到達して、次の種類の激しい変動を引き起

こす。すなわち、(a) 地震 (b) 洪水 (c) 火事 (d) 氷である。

地震は、この哲学によれば、２つの一般的な原因によっ

て引き起こされる可能性がある。第１に、熱と水蒸気に

よる地殻下の沈下や上昇、第２に、水と地に同時に影響

を与える電気的・磁気的変化である。これらの最後のも

のは、地球を溶かさずに瞬時に流動的にする力を持って

いて、それゆえに、大小の波で巨大な激しい変位を引き

起こす。そしてこの影響は、似たような電気的な原因が

より小さい量で働いているときに、現在、地震地域で時々

見られる。

一般的な規模の洪水は、土地の沈下や隆起による水の

変位や、大量の水分の放出を誘発する電気的な変化と組

み合わされた洪水によって引き起こされる。後者は、単

に雲が無になるのではなく、広大な液体や固体の体が突

然水に変わることである。

全自然界の火災は、大気中の電気的、磁気的な変化か

ら発生し、それによって水分が大気から引き出され、大

気が火のついた塊に変わる。そして第２に、太陽磁気中

心がそのような７つの中心に急激に膨張し、こうして地

球を燃やしている。

氷の大変動は、極の突然の変化だけでなく、海の暖か

い水の流れと地球の熱い磁気の流れの変化による温度の

低下からも起こる。水分の下層が突然凍結し、広大な土

地が一晩で何フィートもの氷で覆われる。海の暖流がそ

の海岸からそれるならば、これはイギリス諸島に簡単に

起こり得る。

エジプト人とギリシャ人の両方とも、自分たちの周期

があったが、我々の意見では、それらはインドの賢者か

ら得た。中国人は常に天文学者の国であり、キリスト教

時代よりはるか昔にまでさかのぼって観測を記録してい

るが、彼らは絶滅する運命にある古い人種に属している

ので、この主張は奇妙に見えるかもしれず、彼らの結論

はアーリア人の人種にとっては正しくないだろう。キリ

スト教時代の到来に伴い、西洋の人々の心に暗闇の重苦

しさが降りかかり、インドはヨーロッパの精神的な夜の

間、何世紀にもわたってこれらの偉大な考えを残してお

くために隔離されていた。この隔離は、第１章で紹介し

た偉大なロッジで必要な予防措置として意図的に行われ

た。それはアデプトたちが、周期的な法則を完璧に知っ

ていて、将来の世代のために哲学を保存することを望ん

でいたからである。未知のサロスとナロス（訳注５）と

エジプト人の他の周期を議論するのは単なる知識のひけ

らかしと空論に過ぎないので、私はブラフマン的なもの

を示そう。

普遍的な顕現の期間や現れは、ブラフマランドラと呼

ばれている［『道』1893 年 11 月号 259 頁でジャッジは、

これはブラフマンダの誤植であると指摘している］。こ

れはブラフマーの全生涯であり、彼の一生は日と年で構

成されており、彼の１日は人間の 24 時間余りあり、彼

の年は 360 日余りあり、彼の年齢は 100 有余年である。

私たちは他のことに関心がないので、今、この地球を

例に取ると、 支配と進化はマヌまたは人間の下で進行し、

このことからマンヴァンタラつまり「２人のマヌの間」

という用語がある。進化の過程は、それぞれの人種がそ

れぞれの時間と方法で４つのユガに分けられている。こ

れらのユガは、すべての人類に同時に影響を与えるもの

ではない。ある人種はユガの１つに属しているのに対し、

最も重要な教義の一つ。サンスクリット語で対

応する言葉。西洋に知られているいくつかの周

期について。それらの周期はかつて生きていた

人物の再出現をもたらす。それらの周期は生命

と進化に影響を与える。最初の瞬間はいつ来た

のか。振動の最初の速度が後続のものを決定す

る。人間が地球を離れると地球の力は死ぬ。激

変と大変動。輪廻転生とカルマは周期的な法則

と混ざり合う。文明の周期は戻る。アバターの

周期。クリシュナ、仏陀、および他の人は周期

の下に現れる。マイナーな人々と偉大な指導者。

周期の交差する点は、激変を引き起こす。月、

太陽、および恒星の周期。自我の周期と輪廻転

生の周期。星座を介した動き、そしてヨナの物

語の意味。黄道帯の時計。どのように知識が国

家によって印象づけられ、保存されているか。

地震、宇宙の火、氷河、洪水の原因。ブラフマ

ン的な周期。



14 章 周期

周期の教えは、神智学の体系全体の中で最も重要なも

のの一つだが、最も知られておらず、ほとんど言及され

ていないものの一つである。西洋の研究者たちは何世紀

にもわたって、出来事が周期で動くのではないかと疑っ

てきたし、ヨーロッパ文学の分野の作家の数人がこの

テーマを扱ってきたが、すべてが非常に不完全な方法

だった。このような不完全さと正確な知識の欲求は、霊

的なものへの信仰の欠如と、すべてを唯物論的な科学で

片付けようとする願望のためである。私は周期の法則を

完全に説明するふりをしているわけではない。それは智

慧の大師たちが詳細に説明していないものだからであ

る。しかし、十分なことは明かされており、古代人には

長い間知られていたことを、かなり私たちの知識に加え

ることができたのである。

周期（cycle）は、単語の語源が示すように、輪また

は回転である。（訳注１）サンスクリット語で対応する

言葉は、ユガ、カルパ、マンヴァンタラだが、これらの

中で「ユガ」が他のものよりも持続時間が短いので、「周

期」（サイクル）に最も近い。周期の始まりは瞬間でな

ければならず、瞬間に他の瞬間を加えて１日となり、そ

れらを合計すると月、年、数十年、数世紀を構成する。

西洋ではこれ以上の範囲に及ぶことはほとんどない。月

の周期と大きな恒星の周期を認識しているが、これらの

両方と他のものを単に期間として見ている。もし、それ

らを時間の長さだけと考えるならば、無味乾燥な学生や

天文学者以外には何の利益もない。そして今日では、周

期は存在するが、人間の生活にはそれほど大きな影響を

与えず、確かに出来事の実際の再発や、かつて生きてい

た人の人生の舞台での再現には何の関係もないと言う

ヨーロッパやアメリカの思想家によって、そのようにみ

なされている。神智学の理論は、前のページでかなりの

注意が払われてきた輪廻転生の教義を完成させる場合に

は、明らかにそうではないに違いない。周期は時間に関

する実際の物理的な事実と名付けられているだけでな

く、周期および他の期間は、人間の人生と地球および地

球上のすべての生命の形態の進化に非常に大きな影響を

与えている。周期の理論は、瞬間から始まり、一日を通

して進行し、その境界にあるすべてのものを含む総合的

な環
わ

を構築する。瞬間が基本であるため、偉大な周期に

関して解決すべき問題は、最初の瞬間はいつ来たのかと

いうことである。これに答えることはできないが、次の

ことは言える。古代のセオソフィストは、この地球の凝

固の最初の瞬間に、関係する物質の大部分が、その崩壊

の時が来るまで、どの部分であろうとすべての変化を通

して保持される特定の明確な振動の速度に到達している

という真実を保持している。これらの振動の速度はさま

ざまな周期を決定するものであり、西洋の科学の考えと

は違って神智学の教義は、私たちが現在いる太陽系と地

球が、目に見える物質と見えない物質の背後にある力が

周期の法則下で持続の限界に達した時、終わるというも

のである。ここでも私たちの教義は、宗教的なものと科

学的なものの両方とは違ったものになっている。私たち

は、力の終わりが神による保護の撤回であり、神による

地球に対する別の力の突然の推進であるとは認めず、働

いている力と偉大な周期を決定する力は、霊的な存在と

して考えられる人間自身のものである。彼が地球を使い

終わると、彼はそれを離れ、そして彼とすべてを一緒に

保持している力が終わる。結果は、火や水あるいはその

他諸々による崩壊である。これらの現象は単なる結果で

あり、原因ではない。頭の想像である平凡な科学的推測

は、地球が太陽に落ちるかもしれない、または密度の高

い彗星が地球を破壊するかもしれない、あるいは私たち

が既知または未知のより大きな惑星と衝突するかもしれ

ないというものである。これらの幻夢は、現在のところ

根拠がない。

輪廻転生は生命と進歩の偉大な法則であり、それは周

期とカルマの法則と織り交ぜられている。これらの３つ

は一緒に働き、実際に輪廻転生と周期の法則を切り離す

ことはほとんど不可能である。明確な流れの中の個人と

国家は、定期的に繰り返される期間にこの世へ戻り、こ

うして地球に戻って芸術、文明、かつてまさにそれに携

わった人々をもたらす。

そして、国家や人種の単位が目に見えない強い糸で結

ばれているので、ゆっくりと、しかし確実にすべて一緒

に動いているそのような大集団は、異なる時期に再結合

し、それぞれの周期がそれぞれの指定されたラウンドを

回るにつれて、新しい人種や新しい文明へと何度も何度

も一緒に出現する。それゆえ、最も古い文明を作った魂

が戻って来て、古い文明をイデアと本質で持って来る。

それが、他の人がその性格と知識で人類の発展のために

したことに加えられて、新しい、より高い文明の状態を

生み出すのである。このより新しく、より良い発展は、

書籍、記録、芸術や機械に起因するものではない。物質

的な証拠がある限り、それらはすべて定期的に破壊され

るが、魂は、一度得た知識はマナスに保持し、常により

高い原理と力をより高い発展に押し出す。進歩の本質は

残っており、太陽が輝くように確実に出て来るだろう。

そして、この道に沿って、アバター（訳注２）の大小の

周期が人間の利益のために、時々人種を形作る偉大な人

物を現す地点がある。

アバターの周期には、いくつかの小さなものが含まれ

ている。より大きなものは、ヒンドゥー教徒の間でラー

マとクリシュナが、エジプト人の間でメネスが、ペルシャ

人の間でゾロアスターが、そしてヒンドゥー教徒と東洋

の他の国々に仏陀が出現したことによって目印のつけら

れたものである。後者の教えは、仏陀の教えと同じであ

り、仏陀が教えたことが、イエスに教えた人々に染み込

んでいるからである。仏陀とクリシュナを合わせたもの

に相当する、もう一人の偉大なアバターはまだ来ていな

い。クリシュナとラーマは、軍事、行政、宗教、オカル

トの秩序のための人であった。仏陀は、倫理的、宗教的、

神秘的であり、その後にイエスが続いた。ムハンマドは、

人種の特定の一部のための小範囲な媒介者であり、行政、

軍事、および宗教的であった。これらの周期では、アー

サー王、ファラオ、モーセ、ナポレオン・ボナパルトと

して生まれ変わったシャルルマーニュ、ドイツの皇帝フ

レデリック３世として生まれ変わったフランスのクロー

ヴィス、そして新しい人種のための祖先が形成されつつ

あるアメリカ合衆国の最初の大統領ワシントンのよう

な、国家に大きな影響力を持っていた種々雑多の人物を

含めることができる。
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数々の大きな周期が交差する点で、地球の極の移動や

他の変動のために、ダイナミックな結果が起こり、地球

の表面が変わる。これは一般的に受け入れられる理論で

はないが、我々はそれが真実であると考えている。人間

は、エネルギーを作り、蓄え、そして投げ出す偉大なダ

イナモであり、人種を構成する人間の大多数がこのよう

にエネルギーを作り、分配する時、地球の物質にはっき

りとした大変動をもたらすほど強力になり、ダイナミッ

クな結果を生じる。世界の地層に広大で恐ろしい擾乱が

あったことは誰の目にも認められており、今では証拠は

必要としない。これらは地質学に関する限り、地震と氷

の形成によるものである。しかし、動物の形態に関して

は、現在は絶滅した動物の形態と、知られていないが時々

疑われる人間の形態が、それぞれの周期で再び戻ってく

るという周期的な法則がある。そして今では死語として

知られている特定の人間の言語が、指定された周期的な

時に再び使用されるようになるだろう。

「メトン周期とは、月の周期である。それは約 19 年の

期間であり、それが完了すると新月と満月が月の同じ日

に戻る」。

「太陽の周期は 28 年の期間であり、主日文字（主の日

文字）が過ぎれば元の場所に戻り、ユリウス暦に従って

元の順序で進行する」。

大恒星年とは、歳差運動により分点（訳注３）が天を

完全に一巡する期間のことである。それはほとんど 

25,868 太陽年で構成されている。最後の恒星年が約 

9,868 年前に終わったと言われているが、その時にこの

地球上には、国家の分散に加え、激しい変動またはその

ような一連のものがあったに違いない。この壮大な時期

の完成は、地球を宇宙の新しい空間へと連れて行くので

ある。それは、その軌道に関してではなく、太陽の軌道

上での実際の進行のためである。その新しい空間は、現

在の観測者は誰も観測できないが、一部の人たちは推測

でき、そこは星座の一つに位置している。

人間に特に影響を与えるのは、霊的、魂的、道徳的な

周期であり、これらの周期から国家的、人種的、個人的

な周期が生じる。人種と国家の周期はどちらも歴史的な

ものである。自我の周期は、輪廻転生、感覚、印象の周

期である。一般的な大衆にとって、自我の輪廻転生の周

他の人種は別の周期に属しているためである。例えば、

インディアン（アメリカ先住民）は石器時代の終わりに

あるが、アーリア人は全く違う状態にある。これらの４

つのユガは以下の通りである。クリタ、またはサティヤ

は黄金の時代、トレタ、ドヴァパラ、カリが暗黒時代で

ある。西洋とインドの現在の時代はカリユガであり、特

に道徳的、霊的な発達に関してカリユガである。これら

の時代の最初のものは他のものに比べて遅く、現在のカ

リユガは非常に急速で、その動きは、月に関して今日知

られている、ある天文学的期間のように正確に加速され

ているが、完全には解明されていない。

表 （単位：この世の年数）

360 日 　　　　　　　　１

クリタユガ　　 1,728,000

トレタユガ　　 1,296,000

ドヴァパラユガ　  864000

カリユガ 　　　   432,000

大ユガ、またはこれら４つの合計 4,320,000

71 の大ユガは、１人のマヌの治世を形成する。その年

数は、306,720,000

14 人のマヌで 4,294,080,000

各マヌの間に夜明けか薄暮を追加し、25,920,000

これらの治世と夜明けは、1000 の大ユガ、カルパ、ま

たはブラフマーの１日を 4,320,000,000 にする。

ブラフマーの夜および昼と夜を一緒にすると、

8,640,000,000

こ れ ら の 一 日 が 360 あ っ て ブ ラ フ マ ー の １ 

年 に な り 、 そ れ は 3,110,400,000,000

それが 100 あってブラフマーの一生を形成し、それは 

311,040,000,000,000

カリユガの最初の 5000 年は、1897 年から 1898 年

の間に終わる。このユガは、西暦紀元の約 3102 年前、

クリシュナの死の時に始まった。1897-98 年はそう遠く

ないので、今日の科学者たちは、5000 年の周期の終わ

りに政治的、科学的、物理的、あるいはこれらのすべて

が組み合わされた何らかの激変や大変化が前か後に起こ

るのかどうかを見る機会があるだろう。思考と行動の自

由が、西洋において、ドグマな宗教的偏見と頑迷によっ

て制限されてきた過去ほどには制限されていないこの時

代に、以前の文明からの魂が転生しているため、今、周

期的な変化が年々、進行している。そして現在、私たち

は移行の周期にあり、移行期間が必ず示すように、哲学、

宗教、社会のすべてが変化している。移行期間には、周

期に関する完全かつ完結された数字と法則は、すべての

思考よりもお金を高く評価し、人間と自然の霊的な見方

を嘲笑する世代には与えられていない。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注１　 cycle の語源のギリシャ語 kyklos は、wheel 

も同根である。

訳注２ 　アバター（Avatars）とは：アバター（アヴァター

ラ）とは、サンスクリット語で「降臨」を意味する言葉で、

ヒンドゥー教では、神や至高の存在が意図的に地上に転

生することを意味する。

□H・P・ブラヴァツキーの説明

神の化身。転生の必要性を超えて進歩した神や高貴な

存在が、単純な人間の体に降臨すること。クリシュナは

ヴィシュヌのアバターだった。ダライ・ラマは観世音菩

薩のアバターとみなされ、テシュー・ラマ（Teschu 

Lama）はツォンカパ（アミターバ）のアバターとみな

されている。また、女性から生まれたアバターと、親の

いないアヌパパーダカの２種類がある。〈Helena 

Petrovna Blavatsky, The Theosophical Glossary 

(Krotona, CA: Theosophical Publishing House, 1973), 

44.〉

□ヒンドゥー教では

アヴァターラとは、神の「降臨」または化身のこと。

ヒンドゥー教の文献には、いくつかのアバターが記載さ

れている。初期の文献ではプラジャーパティ（ブラフ

マー）のアバターについて述べられているが、後には主

にヴィシュヌに割り当てられている。プラーナの多くで

は 10 の化身があり、何かの危険やトラブルから世界を

救うと想定されている。それらは、マツヤ（魚）、クー

ルマ（亀）、ヴァラーハ（猪）、ナラシンハ（人獅子）

〈Nara＝人、simha＝ライオン〉、ヴァーマナ（小人）、パ

ラシュラーマ（斧を持ったラーマ）、ラマチャンドラ（月

明かりのラーマ）、クリシュナ（黒または暗い色の）、仏陀、

カ ル キ（白 馬）で あ る。［John Dowson, A Classical 

Dictionary of Hindu Mythology, (London, Routedge 

& Kegan Paul Ltd, 1968), 35-38.］

□カルキのアバター

ヒンズー教では、カルキはヴィシュヌの 10 番目で最

後のマハ・アヴァター（偉大な化身）であり、カリユガ

として知られる暗黒と破壊の現在の時代に終止符を

打つだろう。彼は、クリタユガ（またはサティヤユガ）

と呼ばれる、真理、正義、ヒューマニズム、善意に基づ

いた新しい時代を確立するであろう。カルキという名前

の起源は、おそらくサンスクリット語の「カルカ」にあ

ると思われ、泥、汚れ、汚物、不潔、不潔を意味し、「不

潔の破壊者」、「混乱の破壊者」、「闇の破壊者」、「無知の

消滅者」を意味する。（「カルキ・プラーナ」）

訳注３　天球上で、赤道と黄道との交点。すなわち春分

点と秋分点）

訳注４　ケートゥス（ケートス）…ギリシャ語訳聖書（七

十人訳聖書）、創世記、マタイによる福音書などに出て

くる。胴体は鯨やイルカ、頭部は犬、下半身は魚。とこ

ろで、星座のくじら座は黄道帯のそばにある。

訳注５　サロスとナロス：サロス周期は太陽と地球と月

がほぼ同じような配置になる、約 6585.3212 日の周期。

ナロス周期はネロス周期とも言い、朔望日と太陽年がほ

ぼ一致する 600 年の周期。

期の長さは 1500 年であり、これは立ち代わって、文明

の進歩に密接に関連した大きな歴史的周期を私たちに与

えてくれる。人の集団がデヴァチャンから戻るにつれて、

かつてのローマ人、ギリシャ人、古いアーリア人、およ

び他の時代の人々が再び見られるということになるに違

いなく、非常に広範囲で明白に跡をたどることができる。

しかし、人間は全体の不可欠な一部であるため、天文学

的な周期にも影響を受けており、これらの周期は、人類

が全体として変化を遂げる時期を示している。すべての

国の聖典では、これらはしばしば言及されており、例え

ば、クジラの腹の中のヨナの物語のように、キリスト教

の聖書の中にある。これは歴史として読めば馬鹿げたこ

とだが、天文学的な周期としてはそうではない。「ヨナ」

は星座の中にあり、人間を表すその天文学的な点が、衝

（オポジション、正反対）の作用として知られているも

のによって、黄道帯の正反対の側にあるくじら座（ケー

トゥス）（訳注４）の腹の向かいにある点に到達したとき、

つまり、ヨナは魚の中心にいると言われ、その人間の点

がクジラとオポジションになるまで黄道帯の中を通過し

た期間の満了時に「放り出される」と言われている。同

様に、同じ点は、このように黄道帯を通って移動すると、

それに沿って移動しながら世紀から世紀へ、正反対にあ

る別の星座の衝（オポジション）によってもたらされる。

これらの進歩の間に変化は、それらがシンボロジーの正

しいルールに従って読み取られるとき、星座によって正

確に示された人間と地球上で行われる。コンジャンク

ションが結果を引き起こすとは主張されていないが、何

年も前に智慧の大師たちは、人間に関するすべての問題

を解決し、出来事が再発することが確実であるときに正

確な日付を知るための手段を天に発見し、その後、古い

国々の人の心に刻印することによって、黄道帯の象徴は

記録と予言を保存することができた。このように、時計

職人が特定の定点に時計の針や細工が到達することに

よって時間を伝えることができるのと同じように、賢者

は黄道帯の時計によって出来事の時を伝えることができ

る。これはもちろん今日信じられているわけではないが、

将来何世紀か後にはよく理解されるようになるだろう

し、地球上の国々には、一般的に黄道帯のシンボルが似

たようなものがあるし、長い間死に絶えている民族の記

録にも同じようなものがあるので、１９世紀の西洋の破

壊的な精神が、私たちの進化の貴重な遺産を消すことが

できるとは思えない。エジプトではデンデラの黄道帯

（the Denderah Zodiac）が、アメリカ大陸の古い文明

によって残されたものと同じ物語を伝えているが、これ

らはすべて同じ源から来たもので、人間の大きい周期の

最初に来た賢者によって、人間が骨の折れる上り道を上

り始めたときに、すべての周期を通して続く天文学的特

質の偉大なシンボルやアイデアが与えられたものであ

る。

大周期の始まりと終わりに発生する大変動に関して

は、その影響を支配する主な法則は、周期的な法則の下

で進行するカルマと輪廻転生の法則である。これらの法

則に支配されているのは人間だけでなく、物質のすべて

の原子も同様であり、物質の大部分は人間と同時に絶え

ず変化している。したがって、物質の大部分は、思考者

が通過しようとしているものに対応する変化を示さなけ

ればならない。物質的な階層では、地球の固体上のガス

と一緒に作用する電気および他の流体を通して影響がも

たらされる。大きな周期の変化で、それらは爆発点と呼

ばれるものに到達して、次の種類の激しい変動を引き起

こす。すなわち、(a) 地震 (b) 洪水 (c) 火事 (d) 氷である。

地震は、この哲学によれば、２つの一般的な原因によっ

て引き起こされる可能性がある。第１に、熱と水蒸気に

よる地殻下の沈下や上昇、第２に、水と地に同時に影響

を与える電気的・磁気的変化である。これらの最後のも

のは、地球を溶かさずに瞬時に流動的にする力を持って

いて、それゆえに、大小の波で巨大な激しい変位を引き

起こす。そしてこの影響は、似たような電気的な原因が

より小さい量で働いているときに、現在、地震地域で時々

見られる。

一般的な規模の洪水は、土地の沈下や隆起による水の

変位や、大量の水分の放出を誘発する電気的な変化と組

み合わされた洪水によって引き起こされる。後者は、単

に雲が無になるのではなく、広大な液体や固体の体が突

然水に変わることである。

全自然界の火災は、大気中の電気的、磁気的な変化か

ら発生し、それによって水分が大気から引き出され、大

気が火のついた塊に変わる。そして第２に、太陽磁気中

心がそのような７つの中心に急激に膨張し、こうして地

球を燃やしている。

氷の大変動は、極の突然の変化だけでなく、海の暖か

い水の流れと地球の熱い磁気の流れの変化による温度の

低下からも起こる。水分の下層が突然凍結し、広大な土

地が一晩で何フィートもの氷で覆われる。海の暖流がそ

の海岸からそれるならば、これはイギリス諸島に簡単に

起こり得る。

エジプト人とギリシャ人の両方とも、自分たちの周期

があったが、我々の意見では、それらはインドの賢者か

ら得た。中国人は常に天文学者の国であり、キリスト教

時代よりはるか昔にまでさかのぼって観測を記録してい

るが、彼らは絶滅する運命にある古い人種に属している

ので、この主張は奇妙に見えるかもしれず、彼らの結論

はアーリア人の人種にとっては正しくないだろう。キリ

スト教時代の到来に伴い、西洋の人々の心に暗闇の重苦

しさが降りかかり、インドはヨーロッパの精神的な夜の

間、何世紀にもわたってこれらの偉大な考えを残してお

くために隔離されていた。この隔離は、第１章で紹介し

た偉大なロッジで必要な予防措置として意図的に行われ

た。それはアデプトたちが、周期的な法則を完璧に知っ

ていて、将来の世代のために哲学を保存することを望ん

でいたからである。未知のサロスとナロス（訳注５）と

エジプト人の他の周期を議論するのは単なる知識のひけ

らかしと空論に過ぎないので、私はブラフマン的なもの

を示そう。

普遍的な顕現の期間や現れは、ブラフマランドラと呼

ばれている［『道』1893 年 11 月号 259 頁でジャッジは、

これはブラフマンダの誤植であると指摘している］。こ

れはブラフマーの全生涯であり、彼の一生は日と年で構

成されており、彼の１日は人間の 24 時間余りあり、彼

の年は 360 日余りあり、彼の年齢は 100 有余年である。

私たちは他のことに関心がないので、今、この地球を

例に取ると、 支配と進化はマヌまたは人間の下で進行し、

このことからマンヴァンタラつまり「２人のマヌの間」

という用語がある。進化の過程は、それぞれの人種がそ

れぞれの時間と方法で４つのユガに分けられている。こ

れらのユガは、すべての人類に同時に影響を与えるもの

ではない。ある人種はユガの１つに属しているのに対し、



14 章 周期

周期の教えは、神智学の体系全体の中で最も重要なも

のの一つだが、最も知られておらず、ほとんど言及され

ていないものの一つである。西洋の研究者たちは何世紀

にもわたって、出来事が周期で動くのではないかと疑っ

てきたし、ヨーロッパ文学の分野の作家の数人がこの

テーマを扱ってきたが、すべてが非常に不完全な方法

だった。このような不完全さと正確な知識の欲求は、霊

的なものへの信仰の欠如と、すべてを唯物論的な科学で

片付けようとする願望のためである。私は周期の法則を

完全に説明するふりをしているわけではない。それは智

慧の大師たちが詳細に説明していないものだからであ

る。しかし、十分なことは明かされており、古代人には

長い間知られていたことを、かなり私たちの知識に加え

ることができたのである。

周期（cycle）は、単語の語源が示すように、輪また

は回転である。（訳注１）サンスクリット語で対応する

言葉は、ユガ、カルパ、マンヴァンタラだが、これらの

中で「ユガ」が他のものよりも持続時間が短いので、「周

期」（サイクル）に最も近い。周期の始まりは瞬間でな

ければならず、瞬間に他の瞬間を加えて１日となり、そ

れらを合計すると月、年、数十年、数世紀を構成する。

西洋ではこれ以上の範囲に及ぶことはほとんどない。月

の周期と大きな恒星の周期を認識しているが、これらの

両方と他のものを単に期間として見ている。もし、それ

らを時間の長さだけと考えるならば、無味乾燥な学生や

天文学者以外には何の利益もない。そして今日では、周

期は存在するが、人間の生活にはそれほど大きな影響を

与えず、確かに出来事の実際の再発や、かつて生きてい

た人の人生の舞台での再現には何の関係もないと言う

ヨーロッパやアメリカの思想家によって、そのようにみ

なされている。神智学の理論は、前のページでかなりの

注意が払われてきた輪廻転生の教義を完成させる場合に

は、明らかにそうではないに違いない。周期は時間に関

する実際の物理的な事実と名付けられているだけでな

く、周期および他の期間は、人間の人生と地球および地

球上のすべての生命の形態の進化に非常に大きな影響を

与えている。周期の理論は、瞬間から始まり、一日を通

して進行し、その境界にあるすべてのものを含む総合的

な環
わ

を構築する。瞬間が基本であるため、偉大な周期に

関して解決すべき問題は、最初の瞬間はいつ来たのかと

いうことである。これに答えることはできないが、次の

ことは言える。古代のセオソフィストは、この地球の凝

固の最初の瞬間に、関係する物質の大部分が、その崩壊

の時が来るまで、どの部分であろうとすべての変化を通

して保持される特定の明確な振動の速度に到達している

という真実を保持している。これらの振動の速度はさま

ざまな周期を決定するものであり、西洋の科学の考えと

は違って神智学の教義は、私たちが現在いる太陽系と地

球が、目に見える物質と見えない物質の背後にある力が

周期の法則下で持続の限界に達した時、終わるというも

のである。ここでも私たちの教義は、宗教的なものと科

学的なものの両方とは違ったものになっている。私たち

は、力の終わりが神による保護の撤回であり、神による

地球に対する別の力の突然の推進であるとは認めず、働

いている力と偉大な周期を決定する力は、霊的な存在と

して考えられる人間自身のものである。彼が地球を使い

終わると、彼はそれを離れ、そして彼とすべてを一緒に

保持している力が終わる。結果は、火や水あるいはその

他諸々による崩壊である。これらの現象は単なる結果で

あり、原因ではない。頭の想像である平凡な科学的推測

は、地球が太陽に落ちるかもしれない、または密度の高

い彗星が地球を破壊するかもしれない、あるいは私たち

が既知または未知のより大きな惑星と衝突するかもしれ

ないというものである。これらの幻夢は、現在のところ

根拠がない。

輪廻転生は生命と進歩の偉大な法則であり、それは周

期とカルマの法則と織り交ぜられている。これらの３つ

は一緒に働き、実際に輪廻転生と周期の法則を切り離す

ことはほとんど不可能である。明確な流れの中の個人と

国家は、定期的に繰り返される期間にこの世へ戻り、こ

うして地球に戻って芸術、文明、かつてまさにそれに携

わった人々をもたらす。

そして、国家や人種の単位が目に見えない強い糸で結

ばれているので、ゆっくりと、しかし確実にすべて一緒

に動いているそのような大集団は、異なる時期に再結合

し、それぞれの周期がそれぞれの指定されたラウンドを

回るにつれて、新しい人種や新しい文明へと何度も何度

も一緒に出現する。それゆえ、最も古い文明を作った魂

が戻って来て、古い文明をイデアと本質で持って来る。

それが、他の人がその性格と知識で人類の発展のために

したことに加えられて、新しい、より高い文明の状態を

生み出すのである。このより新しく、より良い発展は、

書籍、記録、芸術や機械に起因するものではない。物質

的な証拠がある限り、それらはすべて定期的に破壊され

るが、魂は、一度得た知識はマナスに保持し、常により

高い原理と力をより高い発展に押し出す。進歩の本質は

残っており、太陽が輝くように確実に出て来るだろう。

そして、この道に沿って、アバター（訳注２）の大小の

周期が人間の利益のために、時々人種を形作る偉大な人

物を現す地点がある。

アバターの周期には、いくつかの小さなものが含まれ

ている。より大きなものは、ヒンドゥー教徒の間でラー

マとクリシュナが、エジプト人の間でメネスが、ペルシャ

人の間でゾロアスターが、そしてヒンドゥー教徒と東洋

の他の国々に仏陀が出現したことによって目印のつけら

れたものである。後者の教えは、仏陀の教えと同じであ

り、仏陀が教えたことが、イエスに教えた人々に染み込

んでいるからである。仏陀とクリシュナを合わせたもの

に相当する、もう一人の偉大なアバターはまだ来ていな

い。クリシュナとラーマは、軍事、行政、宗教、オカル

トの秩序のための人であった。仏陀は、倫理的、宗教的、

神秘的であり、その後にイエスが続いた。ムハンマドは、

人種の特定の一部のための小範囲な媒介者であり、行政、

軍事、および宗教的であった。これらの周期では、アー

サー王、ファラオ、モーセ、ナポレオン・ボナパルトと

して生まれ変わったシャルルマーニュ、ドイツの皇帝フ

レデリック３世として生まれ変わったフランスのクロー

ヴィス、そして新しい人種のための祖先が形成されつつ

あるアメリカ合衆国の最初の大統領ワシントンのよう

な、国家に大きな影響力を持っていた種々雑多の人物を

含めることができる。

3

数々の大きな周期が交差する点で、地球の極の移動や

他の変動のために、ダイナミックな結果が起こり、地球

の表面が変わる。これは一般的に受け入れられる理論で

はないが、我々はそれが真実であると考えている。人間

は、エネルギーを作り、蓄え、そして投げ出す偉大なダ

イナモであり、人種を構成する人間の大多数がこのよう

にエネルギーを作り、分配する時、地球の物質にはっき

りとした大変動をもたらすほど強力になり、ダイナミッ

クな結果を生じる。世界の地層に広大で恐ろしい擾乱が

あったことは誰の目にも認められており、今では証拠は

必要としない。これらは地質学に関する限り、地震と氷

の形成によるものである。しかし、動物の形態に関して

は、現在は絶滅した動物の形態と、知られていないが時々

疑われる人間の形態が、それぞれの周期で再び戻ってく

るという周期的な法則がある。そして今では死語として

知られている特定の人間の言語が、指定された周期的な

時に再び使用されるようになるだろう。

「メトン周期とは、月の周期である。それは約 19 年の

期間であり、それが完了すると新月と満月が月の同じ日

に戻る」。

「太陽の周期は 28 年の期間であり、主日文字（主の日

文字）が過ぎれば元の場所に戻り、ユリウス暦に従って

元の順序で進行する」。

大恒星年とは、歳差運動により分点（訳注３）が天を

完全に一巡する期間のことである。それはほとんど 

25,868 太陽年で構成されている。最後の恒星年が約 

9,868 年前に終わったと言われているが、その時にこの

地球上には、国家の分散に加え、激しい変動またはその

ような一連のものがあったに違いない。この壮大な時期

の完成は、地球を宇宙の新しい空間へと連れて行くので

ある。それは、その軌道に関してではなく、太陽の軌道

上での実際の進行のためである。その新しい空間は、現

在の観測者は誰も観測できないが、一部の人たちは推測

でき、そこは星座の一つに位置している。

人間に特に影響を与えるのは、霊的、魂的、道徳的な

周期であり、これらの周期から国家的、人種的、個人的

な周期が生じる。人種と国家の周期はどちらも歴史的な

ものである。自我の周期は、輪廻転生、感覚、印象の周

期である。一般的な大衆にとって、自我の輪廻転生の周

他の人種は別の周期に属しているためである。例えば、

インディアン（アメリカ先住民）は石器時代の終わりに

あるが、アーリア人は全く違う状態にある。これらの４

つのユガは以下の通りである。クリタ、またはサティヤ

は黄金の時代、トレタ、ドヴァパラ、カリが暗黒時代で

ある。西洋とインドの現在の時代はカリユガであり、特

に道徳的、霊的な発達に関してカリユガである。これら

の時代の最初のものは他のものに比べて遅く、現在のカ

リユガは非常に急速で、その動きは、月に関して今日知

られている、ある天文学的期間のように正確に加速され

ているが、完全には解明されていない。

表 （単位：この世の年数）

360 日 　　　　　　　　１

クリタユガ　　 1,728,000

トレタユガ　　 1,296,000

ドヴァパラユガ　  864000

カリユガ 　　　   432,000

大ユガ、またはこれら４つの合計 4,320,000

71 の大ユガは、１人のマヌの治世を形成する。その年

数は、306,720,000

14 人のマヌで 4,294,080,000

各マヌの間に夜明けか薄暮を追加し、25,920,000

これらの治世と夜明けは、1000 の大ユガ、カルパ、ま

たはブラフマーの１日を 4,320,000,000 にする。

ブラフマーの夜および昼と夜を一緒にすると、

8,640,000,000

こ れ ら の 一 日 が 360 あ っ て ブ ラ フ マ ー の １ 

年 に な り 、 そ れ は 3,110,400,000,000

それが 100 あってブラフマーの一生を形成し、それは 

311,040,000,000,000

カリユガの最初の 5000 年は、1897 年から 1898 年

の間に終わる。このユガは、西暦紀元の約 3102 年前、

クリシュナの死の時に始まった。1897-98 年はそう遠く

ないので、今日の科学者たちは、5000 年の周期の終わ

りに政治的、科学的、物理的、あるいはこれらのすべて

が組み合わされた何らかの激変や大変化が前か後に起こ

るのかどうかを見る機会があるだろう。思考と行動の自

由が、西洋において、ドグマな宗教的偏見と頑迷によっ

て制限されてきた過去ほどには制限されていないこの時

代に、以前の文明からの魂が転生しているため、今、周

期的な変化が年々、進行している。そして現在、私たち

は移行の周期にあり、移行期間が必ず示すように、哲学、

宗教、社会のすべてが変化している。移行期間には、周

期に関する完全かつ完結された数字と法則は、すべての

思考よりもお金を高く評価し、人間と自然の霊的な見方

を嘲笑する世代には与えられていない。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注１　 cycle の語源のギリシャ語 kyklos は、wheel 

も同根である。

訳注２ 　アバター（Avatars）とは：アバター（アヴァター

ラ）とは、サンスクリット語で「降臨」を意味する言葉で、

ヒンドゥー教では、神や至高の存在が意図的に地上に転

生することを意味する。

□H・P・ブラヴァツキーの説明

神の化身。転生の必要性を超えて進歩した神や高貴な

存在が、単純な人間の体に降臨すること。クリシュナは

ヴィシュヌのアバターだった。ダライ・ラマは観世音菩

薩のアバターとみなされ、テシュー・ラマ（Teschu 

Lama）はツォンカパ（アミターバ）のアバターとみな

されている。また、女性から生まれたアバターと、親の

いないアヌパパーダカの２種類がある。〈Helena 

Petrovna Blavatsky, The Theosophical Glossary 

(Krotona, CA: Theosophical Publishing House, 1973), 

44.〉

□ヒンドゥー教では

アヴァターラとは、神の「降臨」または化身のこと。

ヒンドゥー教の文献には、いくつかのアバターが記載さ

れている。初期の文献ではプラジャーパティ（ブラフ

マー）のアバターについて述べられているが、後には主

にヴィシュヌに割り当てられている。プラーナの多くで

は 10 の化身があり、何かの危険やトラブルから世界を

救うと想定されている。それらは、マツヤ（魚）、クー

ルマ（亀）、ヴァラーハ（猪）、ナラシンハ（人獅子）

〈Nara＝人、simha＝ライオン〉、ヴァーマナ（小人）、パ

ラシュラーマ（斧を持ったラーマ）、ラマチャンドラ（月

明かりのラーマ）、クリシュナ（黒または暗い色の）、仏陀、

カ ル キ（白 馬）で あ る。［John Dowson, A Classical 

Dictionary of Hindu Mythology, (London, Routedge 

& Kegan Paul Ltd, 1968), 35-38.］

□カルキのアバター

ヒンズー教では、カルキはヴィシュヌの 10 番目で最

後のマハ・アヴァター（偉大な化身）であり、カリユガ

として知られる暗黒と破壊の現在の時代に終止符を

打つだろう。彼は、クリタユガ（またはサティヤユガ）

と呼ばれる、真理、正義、ヒューマニズム、善意に基づ

いた新しい時代を確立するであろう。カルキという名前

の起源は、おそらくサンスクリット語の「カルカ」にあ

ると思われ、泥、汚れ、汚物、不潔、不潔を意味し、「不

潔の破壊者」、「混乱の破壊者」、「闇の破壊者」、「無知の

消滅者」を意味する。（「カルキ・プラーナ」）

訳注３　天球上で、赤道と黄道との交点。すなわち春分

点と秋分点）

訳注４　ケートゥス（ケートス）…ギリシャ語訳聖書（七

十人訳聖書）、創世記、マタイによる福音書などに出て

くる。胴体は鯨やイルカ、頭部は犬、下半身は魚。とこ

ろで、星座のくじら座は黄道帯のそばにある。

訳注５　サロスとナロス：サロス周期は太陽と地球と月

がほぼ同じような配置になる、約 6585.3212 日の周期。

ナロス周期はネロス周期とも言い、朔望日と太陽年がほ

ぼ一致する 600 年の周期。

期の長さは 1500 年であり、これは立ち代わって、文明

の進歩に密接に関連した大きな歴史的周期を私たちに与

えてくれる。人の集団がデヴァチャンから戻るにつれて、

かつてのローマ人、ギリシャ人、古いアーリア人、およ

び他の時代の人々が再び見られるということになるに違

いなく、非常に広範囲で明白に跡をたどることができる。

しかし、人間は全体の不可欠な一部であるため、天文学

的な周期にも影響を受けており、これらの周期は、人類

が全体として変化を遂げる時期を示している。すべての

国の聖典では、これらはしばしば言及されており、例え

ば、クジラの腹の中のヨナの物語のように、キリスト教

の聖書の中にある。これは歴史として読めば馬鹿げたこ

とだが、天文学的な周期としてはそうではない。「ヨナ」

は星座の中にあり、人間を表すその天文学的な点が、衝

（オポジション、正反対）の作用として知られているも

のによって、黄道帯の正反対の側にあるくじら座（ケー

トゥス）（訳注４）の腹の向かいにある点に到達したとき、

つまり、ヨナは魚の中心にいると言われ、その人間の点

がクジラとオポジションになるまで黄道帯の中を通過し

た期間の満了時に「放り出される」と言われている。同

様に、同じ点は、このように黄道帯を通って移動すると、

それに沿って移動しながら世紀から世紀へ、正反対にあ

る別の星座の衝（オポジション）によってもたらされる。

これらの進歩の間に変化は、それらがシンボロジーの正

しいルールに従って読み取られるとき、星座によって正

確に示された人間と地球上で行われる。コンジャンク

ションが結果を引き起こすとは主張されていないが、何

年も前に智慧の大師たちは、人間に関するすべての問題

を解決し、出来事が再発することが確実であるときに正

確な日付を知るための手段を天に発見し、その後、古い

国々の人の心に刻印することによって、黄道帯の象徴は

記録と予言を保存することができた。このように、時計

職人が特定の定点に時計の針や細工が到達することに

よって時間を伝えることができるのと同じように、賢者

は黄道帯の時計によって出来事の時を伝えることができ

る。これはもちろん今日信じられているわけではないが、

将来何世紀か後にはよく理解されるようになるだろう

し、地球上の国々には、一般的に黄道帯のシンボルが似

たようなものがあるし、長い間死に絶えている民族の記

録にも同じようなものがあるので、１９世紀の西洋の破

壊的な精神が、私たちの進化の貴重な遺産を消すことが

できるとは思えない。エジプトではデンデラの黄道帯

（the Denderah Zodiac）が、アメリカ大陸の古い文明

によって残されたものと同じ物語を伝えているが、これ

らはすべて同じ源から来たもので、人間の大きい周期の

最初に来た賢者によって、人間が骨の折れる上り道を上

り始めたときに、すべての周期を通して続く天文学的特

質の偉大なシンボルやアイデアが与えられたものであ

る。

大周期の始まりと終わりに発生する大変動に関して

は、その影響を支配する主な法則は、周期的な法則の下

で進行するカルマと輪廻転生の法則である。これらの法

則に支配されているのは人間だけでなく、物質のすべて

の原子も同様であり、物質の大部分は人間と同時に絶え

ず変化している。したがって、物質の大部分は、思考者

が通過しようとしているものに対応する変化を示さなけ

ればならない。物質的な階層では、地球の固体上のガス

と一緒に作用する電気および他の流体を通して影響がも

たらされる。大きな周期の変化で、それらは爆発点と呼

ばれるものに到達して、次の種類の激しい変動を引き起

こす。すなわち、(a) 地震 (b) 洪水 (c) 火事 (d) 氷である。

地震は、この哲学によれば、２つの一般的な原因によっ

て引き起こされる可能性がある。第１に、熱と水蒸気に

よる地殻下の沈下や上昇、第２に、水と地に同時に影響

を与える電気的・磁気的変化である。これらの最後のも

のは、地球を溶かさずに瞬時に流動的にする力を持って

いて、それゆえに、大小の波で巨大な激しい変位を引き

起こす。そしてこの影響は、似たような電気的な原因が

より小さい量で働いているときに、現在、地震地域で時々

見られる。

一般的な規模の洪水は、土地の沈下や隆起による水の

変位や、大量の水分の放出を誘発する電気的な変化と組

み合わされた洪水によって引き起こされる。後者は、単

に雲が無になるのではなく、広大な液体や固体の体が突

然水に変わることである。

全自然界の火災は、大気中の電気的、磁気的な変化か

ら発生し、それによって水分が大気から引き出され、大

気が火のついた塊に変わる。そして第２に、太陽磁気中

心がそのような７つの中心に急激に膨張し、こうして地

球を燃やしている。

氷の大変動は、極の突然の変化だけでなく、海の暖か

い水の流れと地球の熱い磁気の流れの変化による温度の

低下からも起こる。水分の下層が突然凍結し、広大な土

地が一晩で何フィートもの氷で覆われる。海の暖流がそ

の海岸からそれるならば、これはイギリス諸島に簡単に

起こり得る。

エジプト人とギリシャ人の両方とも、自分たちの周期

があったが、我々の意見では、それらはインドの賢者か

ら得た。中国人は常に天文学者の国であり、キリスト教

時代よりはるか昔にまでさかのぼって観測を記録してい

るが、彼らは絶滅する運命にある古い人種に属している

ので、この主張は奇妙に見えるかもしれず、彼らの結論

はアーリア人の人種にとっては正しくないだろう。キリ

スト教時代の到来に伴い、西洋の人々の心に暗闇の重苦

しさが降りかかり、インドはヨーロッパの精神的な夜の

間、何世紀にもわたってこれらの偉大な考えを残してお

くために隔離されていた。この隔離は、第１章で紹介し

た偉大なロッジで必要な予防措置として意図的に行われ

た。それはアデプトたちが、周期的な法則を完璧に知っ

ていて、将来の世代のために哲学を保存することを望ん

でいたからである。未知のサロスとナロス（訳注５）と

エジプト人の他の周期を議論するのは単なる知識のひけ

らかしと空論に過ぎないので、私はブラフマン的なもの

を示そう。

普遍的な顕現の期間や現れは、ブラフマランドラと呼

ばれている［『道』1893 年 11 月号 259 頁でジャッジは、

これはブラフマンダの誤植であると指摘している］。こ

れはブラフマーの全生涯であり、彼の一生は日と年で構

成されており、彼の１日は人間の 24 時間余りあり、彼

の年は 360 日余りあり、彼の年齢は 100 有余年である。

私たちは他のことに関心がないので、今、この地球を

例に取ると、 支配と進化はマヌまたは人間の下で進行し、

このことからマンヴァンタラつまり「２人のマヌの間」

という用語がある。進化の過程は、それぞれの人種がそ

れぞれの時間と方法で４つのユガに分けられている。こ

れらのユガは、すべての人類に同時に影響を与えるもの

ではない。ある人種はユガの１つに属しているのに対し、



14 章 周期

周期の教えは、神智学の体系全体の中で最も重要なも

のの一つだが、最も知られておらず、ほとんど言及され

ていないものの一つである。西洋の研究者たちは何世紀

にもわたって、出来事が周期で動くのではないかと疑っ

てきたし、ヨーロッパ文学の分野の作家の数人がこの

テーマを扱ってきたが、すべてが非常に不完全な方法

だった。このような不完全さと正確な知識の欲求は、霊

的なものへの信仰の欠如と、すべてを唯物論的な科学で

片付けようとする願望のためである。私は周期の法則を

完全に説明するふりをしているわけではない。それは智

慧の大師たちが詳細に説明していないものだからであ

る。しかし、十分なことは明かされており、古代人には

長い間知られていたことを、かなり私たちの知識に加え

ることができたのである。

周期（cycle）は、単語の語源が示すように、輪また

は回転である。（訳注１）サンスクリット語で対応する

言葉は、ユガ、カルパ、マンヴァンタラだが、これらの

中で「ユガ」が他のものよりも持続時間が短いので、「周

期」（サイクル）に最も近い。周期の始まりは瞬間でな

ければならず、瞬間に他の瞬間を加えて１日となり、そ

れらを合計すると月、年、数十年、数世紀を構成する。

西洋ではこれ以上の範囲に及ぶことはほとんどない。月

の周期と大きな恒星の周期を認識しているが、これらの

両方と他のものを単に期間として見ている。もし、それ

らを時間の長さだけと考えるならば、無味乾燥な学生や

天文学者以外には何の利益もない。そして今日では、周

期は存在するが、人間の生活にはそれほど大きな影響を

与えず、確かに出来事の実際の再発や、かつて生きてい

た人の人生の舞台での再現には何の関係もないと言う

ヨーロッパやアメリカの思想家によって、そのようにみ

なされている。神智学の理論は、前のページでかなりの

注意が払われてきた輪廻転生の教義を完成させる場合に

は、明らかにそうではないに違いない。周期は時間に関

する実際の物理的な事実と名付けられているだけでな

く、周期および他の期間は、人間の人生と地球および地

球上のすべての生命の形態の進化に非常に大きな影響を

与えている。周期の理論は、瞬間から始まり、一日を通

して進行し、その境界にあるすべてのものを含む総合的

な環
わ

を構築する。瞬間が基本であるため、偉大な周期に

関して解決すべき問題は、最初の瞬間はいつ来たのかと

いうことである。これに答えることはできないが、次の

ことは言える。古代のセオソフィストは、この地球の凝

固の最初の瞬間に、関係する物質の大部分が、その崩壊

の時が来るまで、どの部分であろうとすべての変化を通

して保持される特定の明確な振動の速度に到達している

という真実を保持している。これらの振動の速度はさま

ざまな周期を決定するものであり、西洋の科学の考えと

は違って神智学の教義は、私たちが現在いる太陽系と地

球が、目に見える物質と見えない物質の背後にある力が

周期の法則下で持続の限界に達した時、終わるというも

のである。ここでも私たちの教義は、宗教的なものと科

学的なものの両方とは違ったものになっている。私たち

は、力の終わりが神による保護の撤回であり、神による

地球に対する別の力の突然の推進であるとは認めず、働

いている力と偉大な周期を決定する力は、霊的な存在と

して考えられる人間自身のものである。彼が地球を使い

終わると、彼はそれを離れ、そして彼とすべてを一緒に

保持している力が終わる。結果は、火や水あるいはその

他諸々による崩壊である。これらの現象は単なる結果で

あり、原因ではない。頭の想像である平凡な科学的推測

は、地球が太陽に落ちるかもしれない、または密度の高

い彗星が地球を破壊するかもしれない、あるいは私たち

が既知または未知のより大きな惑星と衝突するかもしれ

ないというものである。これらの幻夢は、現在のところ

根拠がない。

輪廻転生は生命と進歩の偉大な法則であり、それは周

期とカルマの法則と織り交ぜられている。これらの３つ

は一緒に働き、実際に輪廻転生と周期の法則を切り離す

ことはほとんど不可能である。明確な流れの中の個人と

国家は、定期的に繰り返される期間にこの世へ戻り、こ

うして地球に戻って芸術、文明、かつてまさにそれに携

わった人々をもたらす。

そして、国家や人種の単位が目に見えない強い糸で結

ばれているので、ゆっくりと、しかし確実にすべて一緒

に動いているそのような大集団は、異なる時期に再結合

し、それぞれの周期がそれぞれの指定されたラウンドを

回るにつれて、新しい人種や新しい文明へと何度も何度

も一緒に出現する。それゆえ、最も古い文明を作った魂

が戻って来て、古い文明をイデアと本質で持って来る。

それが、他の人がその性格と知識で人類の発展のために

したことに加えられて、新しい、より高い文明の状態を

生み出すのである。このより新しく、より良い発展は、

書籍、記録、芸術や機械に起因するものではない。物質

的な証拠がある限り、それらはすべて定期的に破壊され

るが、魂は、一度得た知識はマナスに保持し、常により

高い原理と力をより高い発展に押し出す。進歩の本質は

残っており、太陽が輝くように確実に出て来るだろう。

そして、この道に沿って、アバター（訳注２）の大小の

周期が人間の利益のために、時々人種を形作る偉大な人

物を現す地点がある。

アバターの周期には、いくつかの小さなものが含まれ

ている。より大きなものは、ヒンドゥー教徒の間でラー

マとクリシュナが、エジプト人の間でメネスが、ペルシャ

人の間でゾロアスターが、そしてヒンドゥー教徒と東洋

の他の国々に仏陀が出現したことによって目印のつけら

れたものである。後者の教えは、仏陀の教えと同じであ

り、仏陀が教えたことが、イエスに教えた人々に染み込

んでいるからである。仏陀とクリシュナを合わせたもの

に相当する、もう一人の偉大なアバターはまだ来ていな

い。クリシュナとラーマは、軍事、行政、宗教、オカル

トの秩序のための人であった。仏陀は、倫理的、宗教的、

神秘的であり、その後にイエスが続いた。ムハンマドは、

人種の特定の一部のための小範囲な媒介者であり、行政、

軍事、および宗教的であった。これらの周期では、アー

サー王、ファラオ、モーセ、ナポレオン・ボナパルトと

して生まれ変わったシャルルマーニュ、ドイツの皇帝フ

レデリック３世として生まれ変わったフランスのクロー

ヴィス、そして新しい人種のための祖先が形成されつつ

あるアメリカ合衆国の最初の大統領ワシントンのよう

な、国家に大きな影響力を持っていた種々雑多の人物を

含めることができる。

数々の大きな周期が交差する点で、地球の極の移動や

他の変動のために、ダイナミックな結果が起こり、地球

の表面が変わる。これは一般的に受け入れられる理論で

はないが、我々はそれが真実であると考えている。人間

は、エネルギーを作り、蓄え、そして投げ出す偉大なダ

イナモであり、人種を構成する人間の大多数がこのよう

にエネルギーを作り、分配する時、地球の物質にはっき

りとした大変動をもたらすほど強力になり、ダイナミッ

クな結果を生じる。世界の地層に広大で恐ろしい擾乱が

あったことは誰の目にも認められており、今では証拠は

必要としない。これらは地質学に関する限り、地震と氷

の形成によるものである。しかし、動物の形態に関して

は、現在は絶滅した動物の形態と、知られていないが時々

疑われる人間の形態が、それぞれの周期で再び戻ってく

るという周期的な法則がある。そして今では死語として

知られている特定の人間の言語が、指定された周期的な

時に再び使用されるようになるだろう。

「メトン周期とは、月の周期である。それは約 19 年の

期間であり、それが完了すると新月と満月が月の同じ日

に戻る」。

「太陽の周期は 28 年の期間であり、主日文字（主の日

文字）が過ぎれば元の場所に戻り、ユリウス暦に従って

元の順序で進行する」。

大恒星年とは、歳差運動により分点（訳注３）が天を

完全に一巡する期間のことである。それはほとんど 

25,868 太陽年で構成されている。最後の恒星年が約 

9,868 年前に終わったと言われているが、その時にこの

地球上には、国家の分散に加え、激しい変動またはその

ような一連のものがあったに違いない。この壮大な時期

の完成は、地球を宇宙の新しい空間へと連れて行くので

ある。それは、その軌道に関してではなく、太陽の軌道

上での実際の進行のためである。その新しい空間は、現

在の観測者は誰も観測できないが、一部の人たちは推測

でき、そこは星座の一つに位置している。

人間に特に影響を与えるのは、霊的、魂的、道徳的な

周期であり、これらの周期から国家的、人種的、個人的

な周期が生じる。人種と国家の周期はどちらも歴史的な

ものである。自我の周期は、輪廻転生、感覚、印象の周

期である。一般的な大衆にとって、自我の輪廻転生の周
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他の人種は別の周期に属しているためである。例えば、

インディアン（アメリカ先住民）は石器時代の終わりに

あるが、アーリア人は全く違う状態にある。これらの４

つのユガは以下の通りである。クリタ、またはサティヤ

は黄金の時代、トレタ、ドヴァパラ、カリが暗黒時代で

ある。西洋とインドの現在の時代はカリユガであり、特

に道徳的、霊的な発達に関してカリユガである。これら

の時代の最初のものは他のものに比べて遅く、現在のカ

リユガは非常に急速で、その動きは、月に関して今日知

られている、ある天文学的期間のように正確に加速され

ているが、完全には解明されていない。

表 （単位：この世の年数）

360 日 　　　　　　　　１

クリタユガ　　 1,728,000

トレタユガ　　 1,296,000

ドヴァパラユガ　  864000

カリユガ 　　　   432,000

大ユガ、またはこれら４つの合計 4,320,000

71 の大ユガは、１人のマヌの治世を形成する。その年

数は、306,720,000

14 人のマヌで 4,294,080,000

各マヌの間に夜明けか薄暮を追加し、25,920,000

これらの治世と夜明けは、1000 の大ユガ、カルパ、ま

たはブラフマーの１日を 4,320,000,000 にする。

ブラフマーの夜および昼と夜を一緒にすると、

8,640,000,000

こ れ ら の 一 日 が 360 あ っ て ブ ラ フ マ ー の １ 

年 に な り 、 そ れ は 3,110,400,000,000

それが 100 あってブラフマーの一生を形成し、それは 

311,040,000,000,000

カリユガの最初の 5000 年は、1897 年から 1898 年

の間に終わる。このユガは、西暦紀元の約 3102 年前、

クリシュナの死の時に始まった。1897-98 年はそう遠く

ないので、今日の科学者たちは、5000 年の周期の終わ

りに政治的、科学的、物理的、あるいはこれらのすべて

が組み合わされた何らかの激変や大変化が前か後に起こ

るのかどうかを見る機会があるだろう。思考と行動の自

由が、西洋において、ドグマな宗教的偏見と頑迷によっ

て制限されてきた過去ほどには制限されていないこの時

代に、以前の文明からの魂が転生しているため、今、周

期的な変化が年々、進行している。そして現在、私たち

は移行の周期にあり、移行期間が必ず示すように、哲学、

宗教、社会のすべてが変化している。移行期間には、周

期に関する完全かつ完結された数字と法則は、すべての

思考よりもお金を高く評価し、人間と自然の霊的な見方

を嘲笑する世代には与えられていない。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注１　 cycle の語源のギリシャ語 kyklos は、wheel 

も同根である。

訳注２ 　アバター（Avatars）とは：アバター（アヴァター

ラ）とは、サンスクリット語で「降臨」を意味する言葉で、

ヒンドゥー教では、神や至高の存在が意図的に地上に転

生することを意味する。

□H・P・ブラヴァツキーの説明

神の化身。転生の必要性を超えて進歩した神や高貴な

存在が、単純な人間の体に降臨すること。クリシュナは

ヴィシュヌのアバターだった。ダライ・ラマは観世音菩

薩のアバターとみなされ、テシュー・ラマ（Teschu 

Lama）はツォンカパ（アミターバ）のアバターとみな

されている。また、女性から生まれたアバターと、親の

いないアヌパパーダカの２種類がある。〈Helena 

Petrovna Blavatsky, The Theosophical Glossary 

(Krotona, CA: Theosophical Publishing House, 1973), 

44.〉

□ヒンドゥー教では

アヴァターラとは、神の「降臨」または化身のこと。

ヒンドゥー教の文献には、いくつかのアバターが記載さ

れている。初期の文献ではプラジャーパティ（ブラフ

マー）のアバターについて述べられているが、後には主

にヴィシュヌに割り当てられている。プラーナの多くで

は 10 の化身があり、何かの危険やトラブルから世界を

救うと想定されている。それらは、マツヤ（魚）、クー

ルマ（亀）、ヴァラーハ（猪）、ナラシンハ（人獅子）

〈Nara＝人、simha＝ライオン〉、ヴァーマナ（小人）、パ

ラシュラーマ（斧を持ったラーマ）、ラマチャンドラ（月

明かりのラーマ）、クリシュナ（黒または暗い色の）、仏陀、

カ ル キ（白 馬）で あ る。［John Dowson, A Classical 

Dictionary of Hindu Mythology, (London, Routedge 

& Kegan Paul Ltd, 1968), 35-38.］

□カルキのアバター

ヒンズー教では、カルキはヴィシュヌの 10 番目で最

後のマハ・アヴァター（偉大な化身）であり、カリユガ

として知られる暗黒と破壊の現在の時代に終止符を

打つだろう。彼は、クリタユガ（またはサティヤユガ）

と呼ばれる、真理、正義、ヒューマニズム、善意に基づ

いた新しい時代を確立するであろう。カルキという名前

の起源は、おそらくサンスクリット語の「カルカ」にあ

ると思われ、泥、汚れ、汚物、不潔、不潔を意味し、「不

潔の破壊者」、「混乱の破壊者」、「闇の破壊者」、「無知の

消滅者」を意味する。（「カルキ・プラーナ」）

訳注３　天球上で、赤道と黄道との交点。すなわち春分

点と秋分点）

訳注４　ケートゥス（ケートス）…ギリシャ語訳聖書（七

十人訳聖書）、創世記、マタイによる福音書などに出て

くる。胴体は鯨やイルカ、頭部は犬、下半身は魚。とこ

ろで、星座のくじら座は黄道帯のそばにある。

訳注５　サロスとナロス：サロス周期は太陽と地球と月

がほぼ同じような配置になる、約 6585.3212 日の周期。

ナロス周期はネロス周期とも言い、朔望日と太陽年がほ

ぼ一致する 600 年の周期。

期の長さは 1500 年であり、これは立ち代わって、文明

の進歩に密接に関連した大きな歴史的周期を私たちに与

えてくれる。人の集団がデヴァチャンから戻るにつれて、

かつてのローマ人、ギリシャ人、古いアーリア人、およ

び他の時代の人々が再び見られるということになるに違

いなく、非常に広範囲で明白に跡をたどることができる。

しかし、人間は全体の不可欠な一部であるため、天文学

的な周期にも影響を受けており、これらの周期は、人類

が全体として変化を遂げる時期を示している。すべての

国の聖典では、これらはしばしば言及されており、例え

ば、クジラの腹の中のヨナの物語のように、キリスト教

の聖書の中にある。これは歴史として読めば馬鹿げたこ

とだが、天文学的な周期としてはそうではない。「ヨナ」

は星座の中にあり、人間を表すその天文学的な点が、衝

（オポジション、正反対）の作用として知られているも

のによって、黄道帯の正反対の側にあるくじら座（ケー

トゥス）（訳注４）の腹の向かいにある点に到達したとき、

つまり、ヨナは魚の中心にいると言われ、その人間の点

がクジラとオポジションになるまで黄道帯の中を通過し

た期間の満了時に「放り出される」と言われている。同

様に、同じ点は、このように黄道帯を通って移動すると、

それに沿って移動しながら世紀から世紀へ、正反対にあ

る別の星座の衝（オポジション）によってもたらされる。

これらの進歩の間に変化は、それらがシンボロジーの正

しいルールに従って読み取られるとき、星座によって正

確に示された人間と地球上で行われる。コンジャンク

ションが結果を引き起こすとは主張されていないが、何

年も前に智慧の大師たちは、人間に関するすべての問題

を解決し、出来事が再発することが確実であるときに正

確な日付を知るための手段を天に発見し、その後、古い

国々の人の心に刻印することによって、黄道帯の象徴は

記録と予言を保存することができた。このように、時計

職人が特定の定点に時計の針や細工が到達することに

よって時間を伝えることができるのと同じように、賢者

は黄道帯の時計によって出来事の時を伝えることができ

る。これはもちろん今日信じられているわけではないが、

将来何世紀か後にはよく理解されるようになるだろう

し、地球上の国々には、一般的に黄道帯のシンボルが似

たようなものがあるし、長い間死に絶えている民族の記

録にも同じようなものがあるので、１９世紀の西洋の破

壊的な精神が、私たちの進化の貴重な遺産を消すことが

できるとは思えない。エジプトではデンデラの黄道帯

（the Denderah Zodiac）が、アメリカ大陸の古い文明

によって残されたものと同じ物語を伝えているが、これ

らはすべて同じ源から来たもので、人間の大きい周期の

最初に来た賢者によって、人間が骨の折れる上り道を上

り始めたときに、すべての周期を通して続く天文学的特

質の偉大なシンボルやアイデアが与えられたものであ

る。

大周期の始まりと終わりに発生する大変動に関して

は、その影響を支配する主な法則は、周期的な法則の下

で進行するカルマと輪廻転生の法則である。これらの法

則に支配されているのは人間だけでなく、物質のすべて

の原子も同様であり、物質の大部分は人間と同時に絶え

ず変化している。したがって、物質の大部分は、思考者

が通過しようとしているものに対応する変化を示さなけ

ればならない。物質的な階層では、地球の固体上のガス

と一緒に作用する電気および他の流体を通して影響がも

たらされる。大きな周期の変化で、それらは爆発点と呼

ばれるものに到達して、次の種類の激しい変動を引き起

こす。すなわち、(a) 地震 (b) 洪水 (c) 火事 (d) 氷である。

地震は、この哲学によれば、２つの一般的な原因によっ

て引き起こされる可能性がある。第１に、熱と水蒸気に

よる地殻下の沈下や上昇、第２に、水と地に同時に影響

を与える電気的・磁気的変化である。これらの最後のも

のは、地球を溶かさずに瞬時に流動的にする力を持って

いて、それゆえに、大小の波で巨大な激しい変位を引き

起こす。そしてこの影響は、似たような電気的な原因が

より小さい量で働いているときに、現在、地震地域で時々

見られる。

一般的な規模の洪水は、土地の沈下や隆起による水の

変位や、大量の水分の放出を誘発する電気的な変化と組

み合わされた洪水によって引き起こされる。後者は、単

に雲が無になるのではなく、広大な液体や固体の体が突

然水に変わることである。

全自然界の火災は、大気中の電気的、磁気的な変化か

ら発生し、それによって水分が大気から引き出され、大

気が火のついた塊に変わる。そして第２に、太陽磁気中

心がそのような７つの中心に急激に膨張し、こうして地

球を燃やしている。

氷の大変動は、極の突然の変化だけでなく、海の暖か

い水の流れと地球の熱い磁気の流れの変化による温度の

低下からも起こる。水分の下層が突然凍結し、広大な土

地が一晩で何フィートもの氷で覆われる。海の暖流がそ

の海岸からそれるならば、これはイギリス諸島に簡単に

起こり得る。

エジプト人とギリシャ人の両方とも、自分たちの周期

があったが、我々の意見では、それらはインドの賢者か

ら得た。中国人は常に天文学者の国であり、キリスト教

時代よりはるか昔にまでさかのぼって観測を記録してい

るが、彼らは絶滅する運命にある古い人種に属している

ので、この主張は奇妙に見えるかもしれず、彼らの結論

はアーリア人の人種にとっては正しくないだろう。キリ

スト教時代の到来に伴い、西洋の人々の心に暗闇の重苦

しさが降りかかり、インドはヨーロッパの精神的な夜の

間、何世紀にもわたってこれらの偉大な考えを残してお

くために隔離されていた。この隔離は、第１章で紹介し

た偉大なロッジで必要な予防措置として意図的に行われ

た。それはアデプトたちが、周期的な法則を完璧に知っ

ていて、将来の世代のために哲学を保存することを望ん

でいたからである。未知のサロスとナロス（訳注５）と

エジプト人の他の周期を議論するのは単なる知識のひけ

らかしと空論に過ぎないので、私はブラフマン的なもの

を示そう。

普遍的な顕現の期間や現れは、ブラフマランドラと呼

ばれている［『道』1893 年 11 月号 259 頁でジャッジは、

これはブラフマンダの誤植であると指摘している］。こ

れはブラフマーの全生涯であり、彼の一生は日と年で構

成されており、彼の１日は人間の 24 時間余りあり、彼

の年は 360 日余りあり、彼の年齢は 100 有余年である。

私たちは他のことに関心がないので、今、この地球を

例に取ると、 支配と進化はマヌまたは人間の下で進行し、

このことからマンヴァンタラつまり「２人のマヌの間」

という用語がある。進化の過程は、それぞれの人種がそ

れぞれの時間と方法で４つのユガに分けられている。こ

れらのユガは、すべての人類に同時に影響を与えるもの

ではない。ある人種はユガの１つに属しているのに対し、



14 章 周期

周期の教えは、神智学の体系全体の中で最も重要なも

のの一つだが、最も知られておらず、ほとんど言及され

ていないものの一つである。西洋の研究者たちは何世紀

にもわたって、出来事が周期で動くのではないかと疑っ

てきたし、ヨーロッパ文学の分野の作家の数人がこの

テーマを扱ってきたが、すべてが非常に不完全な方法

だった。このような不完全さと正確な知識の欲求は、霊

的なものへの信仰の欠如と、すべてを唯物論的な科学で

片付けようとする願望のためである。私は周期の法則を

完全に説明するふりをしているわけではない。それは智

慧の大師たちが詳細に説明していないものだからであ

る。しかし、十分なことは明かされており、古代人には

長い間知られていたことを、かなり私たちの知識に加え

ることができたのである。

周期（cycle）は、単語の語源が示すように、輪また

は回転である。（訳注１）サンスクリット語で対応する

言葉は、ユガ、カルパ、マンヴァンタラだが、これらの

中で「ユガ」が他のものよりも持続時間が短いので、「周

期」（サイクル）に最も近い。周期の始まりは瞬間でな

ければならず、瞬間に他の瞬間を加えて１日となり、そ

れらを合計すると月、年、数十年、数世紀を構成する。

西洋ではこれ以上の範囲に及ぶことはほとんどない。月

の周期と大きな恒星の周期を認識しているが、これらの

両方と他のものを単に期間として見ている。もし、それ

らを時間の長さだけと考えるならば、無味乾燥な学生や

天文学者以外には何の利益もない。そして今日では、周

期は存在するが、人間の生活にはそれほど大きな影響を

与えず、確かに出来事の実際の再発や、かつて生きてい

た人の人生の舞台での再現には何の関係もないと言う

ヨーロッパやアメリカの思想家によって、そのようにみ

なされている。神智学の理論は、前のページでかなりの

注意が払われてきた輪廻転生の教義を完成させる場合に

は、明らかにそうではないに違いない。周期は時間に関

する実際の物理的な事実と名付けられているだけでな

く、周期および他の期間は、人間の人生と地球および地

球上のすべての生命の形態の進化に非常に大きな影響を

与えている。周期の理論は、瞬間から始まり、一日を通

して進行し、その境界にあるすべてのものを含む総合的

な環
わ

を構築する。瞬間が基本であるため、偉大な周期に

関して解決すべき問題は、最初の瞬間はいつ来たのかと

いうことである。これに答えることはできないが、次の

ことは言える。古代のセオソフィストは、この地球の凝

固の最初の瞬間に、関係する物質の大部分が、その崩壊

の時が来るまで、どの部分であろうとすべての変化を通

して保持される特定の明確な振動の速度に到達している

という真実を保持している。これらの振動の速度はさま

ざまな周期を決定するものであり、西洋の科学の考えと

は違って神智学の教義は、私たちが現在いる太陽系と地

球が、目に見える物質と見えない物質の背後にある力が

周期の法則下で持続の限界に達した時、終わるというも

のである。ここでも私たちの教義は、宗教的なものと科

学的なものの両方とは違ったものになっている。私たち

は、力の終わりが神による保護の撤回であり、神による

地球に対する別の力の突然の推進であるとは認めず、働

いている力と偉大な周期を決定する力は、霊的な存在と

して考えられる人間自身のものである。彼が地球を使い

終わると、彼はそれを離れ、そして彼とすべてを一緒に

保持している力が終わる。結果は、火や水あるいはその

他諸々による崩壊である。これらの現象は単なる結果で

あり、原因ではない。頭の想像である平凡な科学的推測

は、地球が太陽に落ちるかもしれない、または密度の高

い彗星が地球を破壊するかもしれない、あるいは私たち

が既知または未知のより大きな惑星と衝突するかもしれ

ないというものである。これらの幻夢は、現在のところ

根拠がない。

輪廻転生は生命と進歩の偉大な法則であり、それは周

期とカルマの法則と織り交ぜられている。これらの３つ

は一緒に働き、実際に輪廻転生と周期の法則を切り離す

ことはほとんど不可能である。明確な流れの中の個人と

国家は、定期的に繰り返される期間にこの世へ戻り、こ

うして地球に戻って芸術、文明、かつてまさにそれに携

わった人々をもたらす。

そして、国家や人種の単位が目に見えない強い糸で結

ばれているので、ゆっくりと、しかし確実にすべて一緒

に動いているそのような大集団は、異なる時期に再結合

し、それぞれの周期がそれぞれの指定されたラウンドを

回るにつれて、新しい人種や新しい文明へと何度も何度

も一緒に出現する。それゆえ、最も古い文明を作った魂

が戻って来て、古い文明をイデアと本質で持って来る。

それが、他の人がその性格と知識で人類の発展のために

したことに加えられて、新しい、より高い文明の状態を

生み出すのである。このより新しく、より良い発展は、

書籍、記録、芸術や機械に起因するものではない。物質

的な証拠がある限り、それらはすべて定期的に破壊され

るが、魂は、一度得た知識はマナスに保持し、常により

高い原理と力をより高い発展に押し出す。進歩の本質は

残っており、太陽が輝くように確実に出て来るだろう。

そして、この道に沿って、アバター（訳注２）の大小の

周期が人間の利益のために、時々人種を形作る偉大な人

物を現す地点がある。

アバターの周期には、いくつかの小さなものが含まれ

ている。より大きなものは、ヒンドゥー教徒の間でラー

マとクリシュナが、エジプト人の間でメネスが、ペルシャ

人の間でゾロアスターが、そしてヒンドゥー教徒と東洋

の他の国々に仏陀が出現したことによって目印のつけら

れたものである。後者の教えは、仏陀の教えと同じであ

り、仏陀が教えたことが、イエスに教えた人々に染み込

んでいるからである。仏陀とクリシュナを合わせたもの

に相当する、もう一人の偉大なアバターはまだ来ていな

い。クリシュナとラーマは、軍事、行政、宗教、オカル

トの秩序のための人であった。仏陀は、倫理的、宗教的、

神秘的であり、その後にイエスが続いた。ムハンマドは、

人種の特定の一部のための小範囲な媒介者であり、行政、

軍事、および宗教的であった。これらの周期では、アー

サー王、ファラオ、モーセ、ナポレオン・ボナパルトと

して生まれ変わったシャルルマーニュ、ドイツの皇帝フ

レデリック３世として生まれ変わったフランスのクロー

ヴィス、そして新しい人種のための祖先が形成されつつ

あるアメリカ合衆国の最初の大統領ワシントンのよう

な、国家に大きな影響力を持っていた種々雑多の人物を

含めることができる。

数々の大きな周期が交差する点で、地球の極の移動や

他の変動のために、ダイナミックな結果が起こり、地球

の表面が変わる。これは一般的に受け入れられる理論で

はないが、我々はそれが真実であると考えている。人間

は、エネルギーを作り、蓄え、そして投げ出す偉大なダ

イナモであり、人種を構成する人間の大多数がこのよう

にエネルギーを作り、分配する時、地球の物質にはっき

りとした大変動をもたらすほど強力になり、ダイナミッ

クな結果を生じる。世界の地層に広大で恐ろしい擾乱が

あったことは誰の目にも認められており、今では証拠は

必要としない。これらは地質学に関する限り、地震と氷

の形成によるものである。しかし、動物の形態に関して

は、現在は絶滅した動物の形態と、知られていないが時々

疑われる人間の形態が、それぞれの周期で再び戻ってく

るという周期的な法則がある。そして今では死語として

知られている特定の人間の言語が、指定された周期的な

時に再び使用されるようになるだろう。

「メトン周期とは、月の周期である。それは約 19 年の

期間であり、それが完了すると新月と満月が月の同じ日

に戻る」。

「太陽の周期は 28 年の期間であり、主日文字（主の日

文字）が過ぎれば元の場所に戻り、ユリウス暦に従って

元の順序で進行する」。

大恒星年とは、歳差運動により分点（訳注３）が天を

完全に一巡する期間のことである。それはほとんど 

25,868 太陽年で構成されている。最後の恒星年が約 

9,868 年前に終わったと言われているが、その時にこの

地球上には、国家の分散に加え、激しい変動またはその

ような一連のものがあったに違いない。この壮大な時期

の完成は、地球を宇宙の新しい空間へと連れて行くので

ある。それは、その軌道に関してではなく、太陽の軌道

上での実際の進行のためである。その新しい空間は、現

在の観測者は誰も観測できないが、一部の人たちは推測

でき、そこは星座の一つに位置している。

人間に特に影響を与えるのは、霊的、魂的、道徳的な

周期であり、これらの周期から国家的、人種的、個人的

な周期が生じる。人種と国家の周期はどちらも歴史的な

ものである。自我の周期は、輪廻転生、感覚、印象の周

期である。一般的な大衆にとって、自我の輪廻転生の周

5

他の人種は別の周期に属しているためである。例えば、

インディアン（アメリカ先住民）は石器時代の終わりに

あるが、アーリア人は全く違う状態にある。これらの４

つのユガは以下の通りである。クリタ、またはサティヤ

は黄金の時代、トレタ、ドヴァパラ、カリが暗黒時代で

ある。西洋とインドの現在の時代はカリユガであり、特

に道徳的、霊的な発達に関してカリユガである。これら

の時代の最初のものは他のものに比べて遅く、現在のカ

リユガは非常に急速で、その動きは、月に関して今日知

られている、ある天文学的期間のように正確に加速され

ているが、完全には解明されていない。

表 （単位：この世の年数）

360 日 　　　　　　　　１

クリタユガ　　 1,728,000

トレタユガ　　 1,296,000

ドヴァパラユガ　  864000

カリユガ 　　　   432,000

大ユガ、またはこれら４つの合計 4,320,000

71 の大ユガは、１人のマヌの治世を形成する。その年

数は、306,720,000

14 人のマヌで 4,294,080,000

各マヌの間に夜明けか薄暮を追加し、25,920,000

これらの治世と夜明けは、1000 の大ユガ、カルパ、ま

たはブラフマーの１日を 4,320,000,000 にする。

ブラフマーの夜および昼と夜を一緒にすると、

8,640,000,000

こ れ ら の 一 日 が 360 あ っ て ブ ラ フ マ ー の １ 

年 に な り 、 そ れ は 3,110,400,000,000

それが 100 あってブラフマーの一生を形成し、それは 

311,040,000,000,000

カリユガの最初の 5000 年は、1897 年から 1898 年

の間に終わる。このユガは、西暦紀元の約 3102 年前、

クリシュナの死の時に始まった。1897-98 年はそう遠く

ないので、今日の科学者たちは、5000 年の周期の終わ

りに政治的、科学的、物理的、あるいはこれらのすべて

が組み合わされた何らかの激変や大変化が前か後に起こ

るのかどうかを見る機会があるだろう。思考と行動の自

由が、西洋において、ドグマな宗教的偏見と頑迷によっ

て制限されてきた過去ほどには制限されていないこの時

代に、以前の文明からの魂が転生しているため、今、周

期的な変化が年々、進行している。そして現在、私たち

は移行の周期にあり、移行期間が必ず示すように、哲学、

宗教、社会のすべてが変化している。移行期間には、周

期に関する完全かつ完結された数字と法則は、すべての

思考よりもお金を高く評価し、人間と自然の霊的な見方

を嘲笑する世代には与えられていない。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注１　 cycle の語源のギリシャ語 kyklos は、wheel 

も同根である。

訳注２ 　アバター（Avatars）とは：アバター（アヴァター

ラ）とは、サンスクリット語で「降臨」を意味する言葉で、

ヒンドゥー教では、神や至高の存在が意図的に地上に転

生することを意味する。

□H・P・ブラヴァツキーの説明

神の化身。転生の必要性を超えて進歩した神や高貴な

存在が、単純な人間の体に降臨すること。クリシュナは

ヴィシュヌのアバターだった。ダライ・ラマは観世音菩

薩のアバターとみなされ、テシュー・ラマ（Teschu 

Lama）はツォンカパ（アミターバ）のアバターとみな

されている。また、女性から生まれたアバターと、親の

いないアヌパパーダカの２種類がある。〈Helena 

Petrovna Blavatsky, The Theosophical Glossary 

(Krotona, CA: Theosophical Publishing House, 1973), 

44.〉

□ヒンドゥー教では

アヴァターラとは、神の「降臨」または化身のこと。

ヒンドゥー教の文献には、いくつかのアバターが記載さ

れている。初期の文献ではプラジャーパティ（ブラフ

マー）のアバターについて述べられているが、後には主

にヴィシュヌに割り当てられている。プラーナの多くで

は 10 の化身があり、何かの危険やトラブルから世界を

救うと想定されている。それらは、マツヤ（魚）、クー

ルマ（亀）、ヴァラーハ（猪）、ナラシンハ（人獅子）

〈Nara＝人、simha＝ライオン〉、ヴァーマナ（小人）、パ

ラシュラーマ（斧を持ったラーマ）、ラマチャンドラ（月

明かりのラーマ）、クリシュナ（黒または暗い色の）、仏陀、

カ ル キ（白 馬）で あ る。［John Dowson, A Classical 

Dictionary of Hindu Mythology, (London, Routedge 

& Kegan Paul Ltd, 1968), 35-38.］

□カルキのアバター

ヒンズー教では、カルキはヴィシュヌの 10 番目で最

後のマハ・アヴァター（偉大な化身）であり、カリユガ

として知られる暗黒と破壊の現在の時代に終止符を

打つだろう。彼は、クリタユガ（またはサティヤユガ）

と呼ばれる、真理、正義、ヒューマニズム、善意に基づ

いた新しい時代を確立するであろう。カルキという名前

の起源は、おそらくサンスクリット語の「カルカ」にあ

ると思われ、泥、汚れ、汚物、不潔、不潔を意味し、「不

潔の破壊者」、「混乱の破壊者」、「闇の破壊者」、「無知の

消滅者」を意味する。（「カルキ・プラーナ」）

訳注３　天球上で、赤道と黄道との交点。すなわち春分

点と秋分点）

訳注４　ケートゥス（ケートス）…ギリシャ語訳聖書（七

十人訳聖書）、創世記、マタイによる福音書などに出て

くる。胴体は鯨やイルカ、頭部は犬、下半身は魚。とこ

ろで、星座のくじら座は黄道帯のそばにある。

訳注５　サロスとナロス：サロス周期は太陽と地球と月

がほぼ同じような配置になる、約 6585.3212 日の周期。

ナロス周期はネロス周期とも言い、朔望日と太陽年がほ

ぼ一致する 600 年の周期。

期の長さは 1500 年であり、これは立ち代わって、文明

の進歩に密接に関連した大きな歴史的周期を私たちに与

えてくれる。人の集団がデヴァチャンから戻るにつれて、

かつてのローマ人、ギリシャ人、古いアーリア人、およ

び他の時代の人々が再び見られるということになるに違

いなく、非常に広範囲で明白に跡をたどることができる。

しかし、人間は全体の不可欠な一部であるため、天文学

的な周期にも影響を受けており、これらの周期は、人類

が全体として変化を遂げる時期を示している。すべての

国の聖典では、これらはしばしば言及されており、例え

ば、クジラの腹の中のヨナの物語のように、キリスト教

の聖書の中にある。これは歴史として読めば馬鹿げたこ

とだが、天文学的な周期としてはそうではない。「ヨナ」

は星座の中にあり、人間を表すその天文学的な点が、衝

（オポジション、正反対）の作用として知られているも

のによって、黄道帯の正反対の側にあるくじら座（ケー

トゥス）（訳注４）の腹の向かいにある点に到達したとき、

つまり、ヨナは魚の中心にいると言われ、その人間の点

がクジラとオポジションになるまで黄道帯の中を通過し

た期間の満了時に「放り出される」と言われている。同

様に、同じ点は、このように黄道帯を通って移動すると、

それに沿って移動しながら世紀から世紀へ、正反対にあ

る別の星座の衝（オポジション）によってもたらされる。

これらの進歩の間に変化は、それらがシンボロジーの正

しいルールに従って読み取られるとき、星座によって正

確に示された人間と地球上で行われる。コンジャンク

ションが結果を引き起こすとは主張されていないが、何

年も前に智慧の大師たちは、人間に関するすべての問題

を解決し、出来事が再発することが確実であるときに正

確な日付を知るための手段を天に発見し、その後、古い

国々の人の心に刻印することによって、黄道帯の象徴は

記録と予言を保存することができた。このように、時計

職人が特定の定点に時計の針や細工が到達することに

よって時間を伝えることができるのと同じように、賢者

は黄道帯の時計によって出来事の時を伝えることができ

る。これはもちろん今日信じられているわけではないが、

将来何世紀か後にはよく理解されるようになるだろう

し、地球上の国々には、一般的に黄道帯のシンボルが似

たようなものがあるし、長い間死に絶えている民族の記

録にも同じようなものがあるので、１９世紀の西洋の破

壊的な精神が、私たちの進化の貴重な遺産を消すことが

できるとは思えない。エジプトではデンデラの黄道帯

（the Denderah Zodiac）が、アメリカ大陸の古い文明

によって残されたものと同じ物語を伝えているが、これ

らはすべて同じ源から来たもので、人間の大きい周期の

最初に来た賢者によって、人間が骨の折れる上り道を上

り始めたときに、すべての周期を通して続く天文学的特

質の偉大なシンボルやアイデアが与えられたものであ

る。

大周期の始まりと終わりに発生する大変動に関して

は、その影響を支配する主な法則は、周期的な法則の下

で進行するカルマと輪廻転生の法則である。これらの法

則に支配されているのは人間だけでなく、物質のすべて

の原子も同様であり、物質の大部分は人間と同時に絶え

ず変化している。したがって、物質の大部分は、思考者

が通過しようとしているものに対応する変化を示さなけ

ればならない。物質的な階層では、地球の固体上のガス

と一緒に作用する電気および他の流体を通して影響がも

たらされる。大きな周期の変化で、それらは爆発点と呼

ばれるものに到達して、次の種類の激しい変動を引き起

こす。すなわち、(a) 地震 (b) 洪水 (c) 火事 (d) 氷である。

地震は、この哲学によれば、２つの一般的な原因によっ

て引き起こされる可能性がある。第１に、熱と水蒸気に

よる地殻下の沈下や上昇、第２に、水と地に同時に影響

を与える電気的・磁気的変化である。これらの最後のも

のは、地球を溶かさずに瞬時に流動的にする力を持って

いて、それゆえに、大小の波で巨大な激しい変位を引き

起こす。そしてこの影響は、似たような電気的な原因が

より小さい量で働いているときに、現在、地震地域で時々

見られる。

一般的な規模の洪水は、土地の沈下や隆起による水の

変位や、大量の水分の放出を誘発する電気的な変化と組

み合わされた洪水によって引き起こされる。後者は、単

に雲が無になるのではなく、広大な液体や固体の体が突

然水に変わることである。

全自然界の火災は、大気中の電気的、磁気的な変化か

ら発生し、それによって水分が大気から引き出され、大

気が火のついた塊に変わる。そして第２に、太陽磁気中

心がそのような７つの中心に急激に膨張し、こうして地

球を燃やしている。

氷の大変動は、極の突然の変化だけでなく、海の暖か

い水の流れと地球の熱い磁気の流れの変化による温度の

低下からも起こる。水分の下層が突然凍結し、広大な土

地が一晩で何フィートもの氷で覆われる。海の暖流がそ

の海岸からそれるならば、これはイギリス諸島に簡単に

起こり得る。

エジプト人とギリシャ人の両方とも、自分たちの周期

があったが、我々の意見では、それらはインドの賢者か

ら得た。中国人は常に天文学者の国であり、キリスト教

時代よりはるか昔にまでさかのぼって観測を記録してい

るが、彼らは絶滅する運命にある古い人種に属している

ので、この主張は奇妙に見えるかもしれず、彼らの結論

はアーリア人の人種にとっては正しくないだろう。キリ

スト教時代の到来に伴い、西洋の人々の心に暗闇の重苦

しさが降りかかり、インドはヨーロッパの精神的な夜の

間、何世紀にもわたってこれらの偉大な考えを残してお

くために隔離されていた。この隔離は、第１章で紹介し

た偉大なロッジで必要な予防措置として意図的に行われ

た。それはアデプトたちが、周期的な法則を完璧に知っ

ていて、将来の世代のために哲学を保存することを望ん

でいたからである。未知のサロスとナロス（訳注５）と

エジプト人の他の周期を議論するのは単なる知識のひけ

らかしと空論に過ぎないので、私はブラフマン的なもの

を示そう。

普遍的な顕現の期間や現れは、ブラフマランドラと呼

ばれている［『道』1893 年 11 月号 259 頁でジャッジは、

これはブラフマンダの誤植であると指摘している］。こ

れはブラフマーの全生涯であり、彼の一生は日と年で構

成されており、彼の１日は人間の 24 時間余りあり、彼

の年は 360 日余りあり、彼の年齢は 100 有余年である。

私たちは他のことに関心がないので、今、この地球を

例に取ると、 支配と進化はマヌまたは人間の下で進行し、

このことからマンヴァンタラつまり「２人のマヌの間」

という用語がある。進化の過程は、それぞれの人種がそ

れぞれの時間と方法で４つのユガに分けられている。こ

れらのユガは、すべての人類に同時に影響を与えるもの

ではない。ある人種はユガの１つに属しているのに対し、



14 章 周期

周期の教えは、神智学の体系全体の中で最も重要なも

のの一つだが、最も知られておらず、ほとんど言及され

ていないものの一つである。西洋の研究者たちは何世紀

にもわたって、出来事が周期で動くのではないかと疑っ

てきたし、ヨーロッパ文学の分野の作家の数人がこの

テーマを扱ってきたが、すべてが非常に不完全な方法

だった。このような不完全さと正確な知識の欲求は、霊

的なものへの信仰の欠如と、すべてを唯物論的な科学で

片付けようとする願望のためである。私は周期の法則を

完全に説明するふりをしているわけではない。それは智

慧の大師たちが詳細に説明していないものだからであ

る。しかし、十分なことは明かされており、古代人には

長い間知られていたことを、かなり私たちの知識に加え

ることができたのである。

周期（cycle）は、単語の語源が示すように、輪また

は回転である。（訳注１）サンスクリット語で対応する

言葉は、ユガ、カルパ、マンヴァンタラだが、これらの

中で「ユガ」が他のものよりも持続時間が短いので、「周

期」（サイクル）に最も近い。周期の始まりは瞬間でな

ければならず、瞬間に他の瞬間を加えて１日となり、そ

れらを合計すると月、年、数十年、数世紀を構成する。

西洋ではこれ以上の範囲に及ぶことはほとんどない。月

の周期と大きな恒星の周期を認識しているが、これらの

両方と他のものを単に期間として見ている。もし、それ

らを時間の長さだけと考えるならば、無味乾燥な学生や

天文学者以外には何の利益もない。そして今日では、周

期は存在するが、人間の生活にはそれほど大きな影響を

与えず、確かに出来事の実際の再発や、かつて生きてい

た人の人生の舞台での再現には何の関係もないと言う

ヨーロッパやアメリカの思想家によって、そのようにみ

なされている。神智学の理論は、前のページでかなりの

注意が払われてきた輪廻転生の教義を完成させる場合に

は、明らかにそうではないに違いない。周期は時間に関

する実際の物理的な事実と名付けられているだけでな

く、周期および他の期間は、人間の人生と地球および地

球上のすべての生命の形態の進化に非常に大きな影響を

与えている。周期の理論は、瞬間から始まり、一日を通

して進行し、その境界にあるすべてのものを含む総合的

な環
わ

を構築する。瞬間が基本であるため、偉大な周期に

関して解決すべき問題は、最初の瞬間はいつ来たのかと

いうことである。これに答えることはできないが、次の

ことは言える。古代のセオソフィストは、この地球の凝

固の最初の瞬間に、関係する物質の大部分が、その崩壊

の時が来るまで、どの部分であろうとすべての変化を通

して保持される特定の明確な振動の速度に到達している

という真実を保持している。これらの振動の速度はさま

ざまな周期を決定するものであり、西洋の科学の考えと

は違って神智学の教義は、私たちが現在いる太陽系と地

球が、目に見える物質と見えない物質の背後にある力が

周期の法則下で持続の限界に達した時、終わるというも

のである。ここでも私たちの教義は、宗教的なものと科

学的なものの両方とは違ったものになっている。私たち

は、力の終わりが神による保護の撤回であり、神による

地球に対する別の力の突然の推進であるとは認めず、働

いている力と偉大な周期を決定する力は、霊的な存在と

して考えられる人間自身のものである。彼が地球を使い

終わると、彼はそれを離れ、そして彼とすべてを一緒に

保持している力が終わる。結果は、火や水あるいはその

他諸々による崩壊である。これらの現象は単なる結果で

あり、原因ではない。頭の想像である平凡な科学的推測

は、地球が太陽に落ちるかもしれない、または密度の高

い彗星が地球を破壊するかもしれない、あるいは私たち

が既知または未知のより大きな惑星と衝突するかもしれ

ないというものである。これらの幻夢は、現在のところ

根拠がない。

輪廻転生は生命と進歩の偉大な法則であり、それは周

期とカルマの法則と織り交ぜられている。これらの３つ

は一緒に働き、実際に輪廻転生と周期の法則を切り離す

ことはほとんど不可能である。明確な流れの中の個人と

国家は、定期的に繰り返される期間にこの世へ戻り、こ

うして地球に戻って芸術、文明、かつてまさにそれに携

わった人々をもたらす。

そして、国家や人種の単位が目に見えない強い糸で結

ばれているので、ゆっくりと、しかし確実にすべて一緒

に動いているそのような大集団は、異なる時期に再結合

し、それぞれの周期がそれぞれの指定されたラウンドを

回るにつれて、新しい人種や新しい文明へと何度も何度

も一緒に出現する。それゆえ、最も古い文明を作った魂

が戻って来て、古い文明をイデアと本質で持って来る。

それが、他の人がその性格と知識で人類の発展のために

したことに加えられて、新しい、より高い文明の状態を

生み出すのである。このより新しく、より良い発展は、

書籍、記録、芸術や機械に起因するものではない。物質

的な証拠がある限り、それらはすべて定期的に破壊され

るが、魂は、一度得た知識はマナスに保持し、常により

高い原理と力をより高い発展に押し出す。進歩の本質は

残っており、太陽が輝くように確実に出て来るだろう。

そして、この道に沿って、アバター（訳注２）の大小の

周期が人間の利益のために、時々人種を形作る偉大な人

物を現す地点がある。

アバターの周期には、いくつかの小さなものが含まれ

ている。より大きなものは、ヒンドゥー教徒の間でラー

マとクリシュナが、エジプト人の間でメネスが、ペルシャ

人の間でゾロアスターが、そしてヒンドゥー教徒と東洋

の他の国々に仏陀が出現したことによって目印のつけら

れたものである。後者の教えは、仏陀の教えと同じであ

り、仏陀が教えたことが、イエスに教えた人々に染み込

んでいるからである。仏陀とクリシュナを合わせたもの

に相当する、もう一人の偉大なアバターはまだ来ていな

い。クリシュナとラーマは、軍事、行政、宗教、オカル

トの秩序のための人であった。仏陀は、倫理的、宗教的、

神秘的であり、その後にイエスが続いた。ムハンマドは、

人種の特定の一部のための小範囲な媒介者であり、行政、

軍事、および宗教的であった。これらの周期では、アー

サー王、ファラオ、モーセ、ナポレオン・ボナパルトと

して生まれ変わったシャルルマーニュ、ドイツの皇帝フ

レデリック３世として生まれ変わったフランスのクロー

ヴィス、そして新しい人種のための祖先が形成されつつ

あるアメリカ合衆国の最初の大統領ワシントンのよう

な、国家に大きな影響力を持っていた種々雑多の人物を

含めることができる。

数々の大きな周期が交差する点で、地球の極の移動や

他の変動のために、ダイナミックな結果が起こり、地球

の表面が変わる。これは一般的に受け入れられる理論で

はないが、我々はそれが真実であると考えている。人間

は、エネルギーを作り、蓄え、そして投げ出す偉大なダ

イナモであり、人種を構成する人間の大多数がこのよう

にエネルギーを作り、分配する時、地球の物質にはっき

りとした大変動をもたらすほど強力になり、ダイナミッ

クな結果を生じる。世界の地層に広大で恐ろしい擾乱が

あったことは誰の目にも認められており、今では証拠は

必要としない。これらは地質学に関する限り、地震と氷

の形成によるものである。しかし、動物の形態に関して

は、現在は絶滅した動物の形態と、知られていないが時々

疑われる人間の形態が、それぞれの周期で再び戻ってく

るという周期的な法則がある。そして今では死語として

知られている特定の人間の言語が、指定された周期的な

時に再び使用されるようになるだろう。

「メトン周期とは、月の周期である。それは約 19 年の

期間であり、それが完了すると新月と満月が月の同じ日

に戻る」。

「太陽の周期は 28 年の期間であり、主日文字（主の日

文字）が過ぎれば元の場所に戻り、ユリウス暦に従って

元の順序で進行する」。

大恒星年とは、歳差運動により分点（訳注３）が天を

完全に一巡する期間のことである。それはほとんど 

25,868 太陽年で構成されている。最後の恒星年が約 

9,868 年前に終わったと言われているが、その時にこの

地球上には、国家の分散に加え、激しい変動またはその

ような一連のものがあったに違いない。この壮大な時期

の完成は、地球を宇宙の新しい空間へと連れて行くので

ある。それは、その軌道に関してではなく、太陽の軌道

上での実際の進行のためである。その新しい空間は、現

在の観測者は誰も観測できないが、一部の人たちは推測

でき、そこは星座の一つに位置している。

人間に特に影響を与えるのは、霊的、魂的、道徳的な

周期であり、これらの周期から国家的、人種的、個人的

な周期が生じる。人種と国家の周期はどちらも歴史的な

ものである。自我の周期は、輪廻転生、感覚、印象の周

期である。一般的な大衆にとって、自我の輪廻転生の周

他の人種は別の周期に属しているためである。例えば、

インディアン（アメリカ先住民）は石器時代の終わりに

あるが、アーリア人は全く違う状態にある。これらの４

つのユガは以下の通りである。クリタ、またはサティヤ

は黄金の時代、トレタ、ドヴァパラ、カリが暗黒時代で

ある。西洋とインドの現在の時代はカリユガであり、特

に道徳的、霊的な発達に関してカリユガである。これら

の時代の最初のものは他のものに比べて遅く、現在のカ

リユガは非常に急速で、その動きは、月に関して今日知

られている、ある天文学的期間のように正確に加速され

ているが、完全には解明されていない。

表 （単位：この世の年数）

360 日 　　　　　　　　１

クリタユガ　　 1,728,000

トレタユガ　　 1,296,000

ドヴァパラユガ　  864000

カリユガ 　　　   432,000

大ユガ、またはこれら４つの合計 4,320,000

71 の大ユガは、１人のマヌの治世を形成する。その年

数は、306,720,000

14 人のマヌで 4,294,080,000

各マヌの間に夜明けか薄暮を追加し、25,920,000

これらの治世と夜明けは、1000 の大ユガ、カルパ、ま

たはブラフマーの１日を 4,320,000,000 にする。

ブラフマーの夜および昼と夜を一緒にすると、

8,640,000,000

こ れ ら の 一 日 が 360 あ っ て ブ ラ フ マ ー の １ 

年 に な り 、 そ れ は 3,110,400,000,000

それが 100 あってブラフマーの一生を形成し、それは 

311,040,000,000,000

カリユガの最初の 5000 年は、1897 年から 1898 年

の間に終わる。このユガは、西暦紀元の約 3102 年前、

クリシュナの死の時に始まった。1897-98 年はそう遠く

ないので、今日の科学者たちは、5000 年の周期の終わ

りに政治的、科学的、物理的、あるいはこれらのすべて

が組み合わされた何らかの激変や大変化が前か後に起こ

るのかどうかを見る機会があるだろう。思考と行動の自

由が、西洋において、ドグマな宗教的偏見と頑迷によっ

て制限されてきた過去ほどには制限されていないこの時

代に、以前の文明からの魂が転生しているため、今、周

期的な変化が年々、進行している。そして現在、私たち

は移行の周期にあり、移行期間が必ず示すように、哲学、

宗教、社会のすべてが変化している。移行期間には、周

期に関する完全かつ完結された数字と法則は、すべての

思考よりもお金を高く評価し、人間と自然の霊的な見方

を嘲笑する世代には与えられていない。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注１　 cycle の語源のギリシャ語 kyklos は、wheel 

も同根である。

訳注２ 　アバター（Avatars）とは：アバター（アヴァター

ラ）とは、サンスクリット語で「降臨」を意味する言葉で、

ヒンドゥー教では、神や至高の存在が意図的に地上に転

生することを意味する。

□H・P・ブラヴァツキーの説明

神の化身。転生の必要性を超えて進歩した神や高貴な

存在が、単純な人間の体に降臨すること。クリシュナは

ヴィシュヌのアバターだった。ダライ・ラマは観世音菩

薩のアバターとみなされ、テシュー・ラマ（Teschu 

Lama）はツォンカパ（アミターバ）のアバターとみな

されている。また、女性から生まれたアバターと、親の

いないアヌパパーダカの２種類がある。〈Helena 

Petrovna Blavatsky, The Theosophical Glossary 

(Krotona, CA: Theosophical Publishing House, 1973), 

44.〉

□ヒンドゥー教では

アヴァターラとは、神の「降臨」または化身のこと。

ヒンドゥー教の文献には、いくつかのアバターが記載さ

れている。初期の文献ではプラジャーパティ（ブラフ

マー）のアバターについて述べられているが、後には主

にヴィシュヌに割り当てられている。プラーナの多くで

は 10 の化身があり、何かの危険やトラブルから世界を

救うと想定されている。それらは、マツヤ（魚）、クー

ルマ（亀）、ヴァラーハ（猪）、ナラシンハ（人獅子）

〈Nara＝人、simha＝ライオン〉、ヴァーマナ（小人）、パ

ラシュラーマ（斧を持ったラーマ）、ラマチャンドラ（月

明かりのラーマ）、クリシュナ（黒または暗い色の）、仏陀、

カ ル キ（白 馬）で あ る。［John Dowson, A Classical 

Dictionary of Hindu Mythology, (London, Routedge 

& Kegan Paul Ltd, 1968), 35-38.］

□カルキのアバター

ヒンズー教では、カルキはヴィシュヌの 10 番目で最

後のマハ・アヴァター（偉大な化身）であり、カリユガ

として知られる暗黒と破壊の現在の時代に終止符を

打つだろう。彼は、クリタユガ（またはサティヤユガ）

と呼ばれる、真理、正義、ヒューマニズム、善意に基づ

いた新しい時代を確立するであろう。カルキという名前

の起源は、おそらくサンスクリット語の「カルカ」にあ

ると思われ、泥、汚れ、汚物、不潔、不潔を意味し、「不

潔の破壊者」、「混乱の破壊者」、「闇の破壊者」、「無知の

消滅者」を意味する。（「カルキ・プラーナ」）

訳注３　天球上で、赤道と黄道との交点。すなわち春分

点と秋分点）

訳注４　ケートゥス（ケートス）…ギリシャ語訳聖書（七

十人訳聖書）、創世記、マタイによる福音書などに出て

くる。胴体は鯨やイルカ、頭部は犬、下半身は魚。とこ

ろで、星座のくじら座は黄道帯のそばにある。

訳注５　サロスとナロス：サロス周期は太陽と地球と月

がほぼ同じような配置になる、約 6585.3212 日の周期。

ナロス周期はネロス周期とも言い、朔望日と太陽年がほ

ぼ一致する 600 年の周期。

期の長さは 1500 年であり、これは立ち代わって、文明

の進歩に密接に関連した大きな歴史的周期を私たちに与

えてくれる。人の集団がデヴァチャンから戻るにつれて、

かつてのローマ人、ギリシャ人、古いアーリア人、およ

び他の時代の人々が再び見られるということになるに違

いなく、非常に広範囲で明白に跡をたどることができる。

しかし、人間は全体の不可欠な一部であるため、天文学

的な周期にも影響を受けており、これらの周期は、人類

が全体として変化を遂げる時期を示している。すべての

国の聖典では、これらはしばしば言及されており、例え

ば、クジラの腹の中のヨナの物語のように、キリスト教

の聖書の中にある。これは歴史として読めば馬鹿げたこ

とだが、天文学的な周期としてはそうではない。「ヨナ」

は星座の中にあり、人間を表すその天文学的な点が、衝

（オポジション、正反対）の作用として知られているも

のによって、黄道帯の正反対の側にあるくじら座（ケー

トゥス）（訳注４）の腹の向かいにある点に到達したとき、

つまり、ヨナは魚の中心にいると言われ、その人間の点

がクジラとオポジションになるまで黄道帯の中を通過し

た期間の満了時に「放り出される」と言われている。同

様に、同じ点は、このように黄道帯を通って移動すると、

それに沿って移動しながら世紀から世紀へ、正反対にあ

る別の星座の衝（オポジション）によってもたらされる。

これらの進歩の間に変化は、それらがシンボロジーの正

しいルールに従って読み取られるとき、星座によって正

確に示された人間と地球上で行われる。コンジャンク

ションが結果を引き起こすとは主張されていないが、何

年も前に智慧の大師たちは、人間に関するすべての問題

を解決し、出来事が再発することが確実であるときに正

確な日付を知るための手段を天に発見し、その後、古い

国々の人の心に刻印することによって、黄道帯の象徴は

記録と予言を保存することができた。このように、時計

職人が特定の定点に時計の針や細工が到達することに

よって時間を伝えることができるのと同じように、賢者

は黄道帯の時計によって出来事の時を伝えることができ

る。これはもちろん今日信じられているわけではないが、

将来何世紀か後にはよく理解されるようになるだろう

し、地球上の国々には、一般的に黄道帯のシンボルが似

たようなものがあるし、長い間死に絶えている民族の記

録にも同じようなものがあるので、１９世紀の西洋の破

壊的な精神が、私たちの進化の貴重な遺産を消すことが

できるとは思えない。エジプトではデンデラの黄道帯

（the Denderah Zodiac）が、アメリカ大陸の古い文明

によって残されたものと同じ物語を伝えているが、これ

らはすべて同じ源から来たもので、人間の大きい周期の

最初に来た賢者によって、人間が骨の折れる上り道を上

り始めたときに、すべての周期を通して続く天文学的特

質の偉大なシンボルやアイデアが与えられたものであ

る。

大周期の始まりと終わりに発生する大変動に関して

は、その影響を支配する主な法則は、周期的な法則の下

で進行するカルマと輪廻転生の法則である。これらの法

則に支配されているのは人間だけでなく、物質のすべて

の原子も同様であり、物質の大部分は人間と同時に絶え

ず変化している。したがって、物質の大部分は、思考者

が通過しようとしているものに対応する変化を示さなけ

ればならない。物質的な階層では、地球の固体上のガス

と一緒に作用する電気および他の流体を通して影響がも

たらされる。大きな周期の変化で、それらは爆発点と呼

ばれるものに到達して、次の種類の激しい変動を引き起

こす。すなわち、(a) 地震 (b) 洪水 (c) 火事 (d) 氷である。

地震は、この哲学によれば、２つの一般的な原因によっ

て引き起こされる可能性がある。第１に、熱と水蒸気に

よる地殻下の沈下や上昇、第２に、水と地に同時に影響

を与える電気的・磁気的変化である。これらの最後のも

のは、地球を溶かさずに瞬時に流動的にする力を持って

いて、それゆえに、大小の波で巨大な激しい変位を引き

起こす。そしてこの影響は、似たような電気的な原因が

より小さい量で働いているときに、現在、地震地域で時々

見られる。

一般的な規模の洪水は、土地の沈下や隆起による水の

変位や、大量の水分の放出を誘発する電気的な変化と組

み合わされた洪水によって引き起こされる。後者は、単

に雲が無になるのではなく、広大な液体や固体の体が突

然水に変わることである。

全自然界の火災は、大気中の電気的、磁気的な変化か

ら発生し、それによって水分が大気から引き出され、大

気が火のついた塊に変わる。そして第２に、太陽磁気中

心がそのような７つの中心に急激に膨張し、こうして地

球を燃やしている。

氷の大変動は、極の突然の変化だけでなく、海の暖か

い水の流れと地球の熱い磁気の流れの変化による温度の

低下からも起こる。水分の下層が突然凍結し、広大な土

地が一晩で何フィートもの氷で覆われる。海の暖流がそ

の海岸からそれるならば、これはイギリス諸島に簡単に

起こり得る。

エジプト人とギリシャ人の両方とも、自分たちの周期

があったが、我々の意見では、それらはインドの賢者か

ら得た。中国人は常に天文学者の国であり、キリスト教

時代よりはるか昔にまでさかのぼって観測を記録してい

るが、彼らは絶滅する運命にある古い人種に属している

ので、この主張は奇妙に見えるかもしれず、彼らの結論

はアーリア人の人種にとっては正しくないだろう。キリ

スト教時代の到来に伴い、西洋の人々の心に暗闇の重苦

しさが降りかかり、インドはヨーロッパの精神的な夜の

間、何世紀にもわたってこれらの偉大な考えを残してお

くために隔離されていた。この隔離は、第１章で紹介し

た偉大なロッジで必要な予防措置として意図的に行われ

た。それはアデプトたちが、周期的な法則を完璧に知っ

ていて、将来の世代のために哲学を保存することを望ん

でいたからである。未知のサロスとナロス（訳注５）と

エジプト人の他の周期を議論するのは単なる知識のひけ

らかしと空論に過ぎないので、私はブラフマン的なもの

を示そう。

普遍的な顕現の期間や現れは、ブラフマランドラと呼

ばれている［『道』1893 年 11 月号 259 頁でジャッジは、

これはブラフマンダの誤植であると指摘している］。こ

れはブラフマーの全生涯であり、彼の一生は日と年で構

成されており、彼の１日は人間の 24 時間余りあり、彼

の年は 360 日余りあり、彼の年齢は 100 有余年である。

私たちは他のことに関心がないので、今、この地球を

例に取ると、 支配と進化はマヌまたは人間の下で進行し、

このことからマンヴァンタラつまり「２人のマヌの間」

という用語がある。進化の過程は、それぞれの人種がそ

れぞれの時間と方法で４つのユガに分けられている。こ

れらのユガは、すべての人類に同時に影響を与えるもの

ではない。ある人種はユガの１つに属しているのに対し、
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C・ジナラジャダサ（神智学協会 会長）

智慧の学校２年目の最初の挨拶では、まず、昨年の学

校発足時に述べたことを再確認します。その挨拶の中で

私は、「智慧の学校」と名乗る組織の研究を規制するた

めの原則として、私にとってあるべきものを示しました。

今日、私は、その時に発表した考えのうち、あるものに

特別な注意を払わなければなりません。

私は、現代的な比喩を用いて、「智慧」と表現される

心の姿勢とは、「飛行機のように物事を眺め、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、その調査からどの事実も漏れないようにする」こと

であると述べました。「智慧とは、事実の本質（エッセ

ンス）であり、生命の精神（the spirit of Life）が込め

られたものです」。

このように考えると智慧の探求は、近代科学の目的と

は異なり、むしろ古代インドの目的であると言えます。

近代科学では、「あるがままのもの」を見ようとしてい

ると言えますが、古代インド哲学では、「あるがままの

生命」を見ようとしているのです。そして「生命」とい

う言葉には意識のすべての形態が含まれていることを私

は指摘しました。

私が皆さんに注意していただきたいのは、宇宙発生論

や人間発生論を研究する際には、宇宙のプロセスに関し

て与えられている事実をすべて蓄積するだけではなく、

そのプロセスの意味を理解しようとすることが目的であ

るということです。進化の過程で起こる出来事の意味は、

私が「直観」と呼んだ、知性を超えた能力を使うことに

よってのみたどり着くことができます。智慧の学校の特

別な目的の一つは、生徒１人１人が「中心から」すべて

のものを見極めることができるようにすることであるこ

とに留意してもらいたいと思います。

宗教、民族学、芸術、科学などの分野で考えられるあ

らゆる種類の知識を挙げた後、私はこれらすべてを円の

周囲に持ち込まなければならないと述べましたが、学徒

は円の中心から円の周囲のすべてを見ようとします。

この「智慧」を探求し、発見する過程における特別な

要素を、私はミルトンの２行の詩で説明しようとしまし

た。

「自分の澄んだ胸の中に光を持っている者は

汝の中心に座り、明るい日を楽しむことができる」。

まず必要なのは、「光」の意味を理解することです。

光とは、心に加えられた能力である視覚の内的な質のこ

とです。そして私は、この光は他人から受けたものでは

なく、自分の「澄んだ胸」から生まれたものでなければ

ならないこと、そしてこの光をどのようにして得ること

ができるかを指摘しました。胸の光には明晰さがなけれ

ばなりません。つまり、知ることができるものに関して、

曖昧で霧のような概念はあってはなりません。しかし、

知識として集められたものは、知性だけでなく、心（ハー

ト）によってもある程度理解されます。

そして最後に、ミルトンの言葉を使って、自分の知性

と心の中にある明晰さの線に沿って中心に来て、自分自

身のために直接「明るい日を楽しむ」ことができると指

摘しました。

私が特に強調したのは、学徒が自分とすべての仲間と

の関係を常に心に留めていなければ、真の智慧を達成す

ることはできないという事実です。誰も一人だけで自分

の命を救うことはできません。その人は、自分が属して
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いる何百万もの人類すべてと不可分に結びついているの

です。学徒が自分の性質を高めれば、彼と共に何百万人

もの人々の性質をある程度高めるに違いありません。学

徒が心を硬くして、自分を取り巻く人生の流れに鈍感に

ならないようにするためには、このように人類の悲劇を

継続的に調査することが必要なのです。私がブラウニン

グの有名な詩を引用したのは、このような必要性からで

す。

　「無限の情熱と切望する有限の心の痛み」

私は、通常は認識されていない霊的な理解の要因につ

いて述べたいと思います。それは、社会奉仕と呼ばれる

ものと智慧への成長の間には密接な関係があるというこ

とです。もし可能であれば、私は智慧の学校の生徒１人

１人に、アディヤールの村人や街のスラム街で何らかの

奉仕活動をしてもらいたいと思います。しかし、その仕

事は人々の言葉であるタミル語で行わなければならず、

通訳を介して成果を上げることはできません。支援者と

被支援者の間の個人的な接触が必要であり、特にこの接

触こそが支援者の性質の中の隠された側面を明らかにす

るのです。

ここで、私の考えを、1874 年に偉大なジョン・ラス

キンの人生に起こったことで説明することができます。

ラスキンは当時、オックスフォード大学の美術学科の教

授で、多くの学生に大きな影響を与えていました。彼は、

人生のあらゆる局面、たとえ経済の局面であっても、特

に芸術のあらゆる局面において、倫理的な考え方が必要

であることを特に強調していました。ある日、彼がオッ

クスフォード郊外を歩いていて、フェリーヒンクシーと

いう村を通り過ぎたとき、雨が降った直後だったので、

道の両側にいる別荘の子供たちが泥だらけの道で遊んで

いるのを見ました。ラスキンはこのことを考え、帰宅後、

少なくとも道路で遊ばざるを得ない子供たちには水たま

りのない道路を与えるべきだと考えました。そして、庭

師に協力を求め、弟子の中から誰か一緒にその道を繕っ

てくれる人を募りました。彼らはつるはしとシャベルを

持って行き、彼の監督と庭師の指導の下、花崗岩を集め、

水たまりを一つずつ埋めていきました。ついに子供たち

が遊べる乾いた道ができたのです。

一方、イギリスでは、美術の教授がこのような仕事を

することにセンセーションが起こり、多くの親が「道路

の補修を教えるために息子をオックスフォードで高い教

育を受けさせたのではない」と反対しました。その直後、

ラスキンは演説の中で、自分が学生たちのために成し遂

げたことの内的な心理的意味を指摘しました。彼はこう

言いました。

「それでは、あなた方は誰も、自分の豊かさ、自分の

力の豊かさ、自分の余暇の豊かさから、貧しい者のため

に何もしないのですか。貧しい人々は常にあなた方と共

にあります。一つの小屋の水を抜き、一つの村の脇道を

修理し、一つの庭の壁を整備し、一つの未亡人の区画を

花で楽しくしてください。そうすれば、あなたの筋肉は

より強くなり、あなたの心は高価な賭け事やもっと痛手

となる娯楽に費やされるすべての時間よりも軽くなるで

しょう」。

それから何年も経って、オックスフォードとケンブ

リッジの大学関係者のグループが、ロンドンのイースト

エンド（最も貧しい地域）にUniversity Settlements（大

学集落）と呼ばれる施設を設立し、同じ考えを持ちまし

た。夏休みの間、何人かの学生がボランティアでその集

落に数週間滞在し、来た人たちに教えたり、奉仕活動を

したり、室内ゲームをしたり、ピクニックに行ったりと、

指示された方法で手助けをします。つまり、ロンドンの

イーストエンドを覆っている深い憂鬱を少しでも取り除

こうとするのです。

大学で学位を取得して人生のスタートを切ろうとして

いる若者が、社会奉仕活動によって自分の性格の新たな

側面を解放し、それが後の人生で仲間に対する態度全体

に大きな影響を与えることになる、という原理はまった

く同じです。

イエス・キリストの言葉にもあるように、個人の智慧

の発達と隣人を愛することには密接な関係があります。

智慧の学校の学徒は、自分が智慧へと成長することが、

仲間の困難や苦しみの問題を理解することの成長にいか

唱したことの最終章を書いたとき、私はすべての教えの

意味を「生命」という観点から一つの文章にまとめまし

た。「愛ある行動は神の智慧の働きであり、愛ある行動

をとる者は必然的に智慧のもとにたどり着く」。この一

文に、私にとっての事実中の事実があります。

　

に依存しているかを、何としても忘れてはなりません。

私が特に強調したのは、哲学の学派では認識されてい

ない考え、つまり、人間は創造するように行動する限り

においてのみ理解できるということです。この行動は、

私が述べたさまざまな芸術の形で宇宙のプロセスを「再

創造」する（作り直す）ことでなければなりません。私

たちを取り巻く心の世界を「再創造」する最も簡単な方

法は、多くの場合、詩です。近い将来、智慧の学校のす

べての生徒は、詩、絵画、彫刻などを創造することを教

えられなければなりません。自分の心が受け取った客観

的な世界を再創造する限りにおいて、その世界の意味を

理解するだけでなく、一つの純粋な普遍的プロセスの神

秘的な再創造に参加することになるのです。

私は、芸術の真の性質について、このカーライルの重

要な言葉を引用しました。「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てい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」。智慧を身につけた人間のすべての思考、感情、行

動が、常に智慧を現していることになります。智慧は常

に永遠のもの、神のようなもの（the Godlike) を明らか

にしているのです。

私が特に強調したいのは、ある教師やその著作を、異

議を唱えてはならない真理の基準として受け入れるよう

なことは決してあってはならない、ということです。ピ

タゴラスが仕事を終えた後、弟子たちが彼の教えを揺る

ぎない権威としていた時代がありました。意見の相違の

ある議論があったとき、相違に関するすべての論争は、

「マスターがそれを言った」を意味するギリシャ語のラ

テン語の形である “ipsedixit “という言葉で抑制されま

した。

このような智慧に対する正統性は、すぐに硬直化して

しまい、本当の意味での智慧を失ってしまいます。それ

は、アリストテレスの教えによく現れています。アリス

トテレスの弟子たちによって彼の学校が設立された後、

彼の教えのある部分が、初期のキリスト教の教父たちの

思索に取り入れられました。そして、あるキリスト教神

学院の門には、次の２行が刻まれました。

すべての人が除外され、すべての人が追放されている 。

アリストテレスの腕で覆われていない人が。

「アリストテレスの鎧を身につけていない者は皆、こ

こから除外される」。

その結果、16 歳の青年であったフランシス・ベーコ

ンがケンブリッジ大学に進学したとき、彼は世界の性質

に関するアリストテレスの考えが人類の進歩を妨げてい

ることをはっきりと見抜いたのです。このアリストテレ

スの思想に混じって、プトレマイオスの「地球が中心で、

その周りを太陽や惑星が回っている」という考えがあり

ました。そのため、コペルニクスが太陽が太陽系の中心

であることを証明したとき、彼の考えは異端であるとさ

れ、彼の著作は異端の著作目録に掲載されたのです。ベー

コンは若い頃からヨーロッパの思想の硬直性を目の当た

りにして、自分の人生の目標は思想家たちをアリストテ

レス体制から解放し、自然界のあらゆる事実を集めて、

そこから新たな総合を生み出すことで新たな知識の探求

を始めることだと決意しました。そして 1662 年に英国

王立協会が設立されると、人類に新たな知識の世界をも

たらす近代科学の時代が始まったのです。

神智学徒を生徒とする智慧の学校が、たとえどんな偉

大な教師の断言であっても、それを議論の余地がない指

標や基準にしてしまうと、一世代か二世代のうちにその

学校は真の目的を失ってしまうでしょう。どんなに偉大

な教師の理論にも、“ring pass-not”（超えられない輪）

のようなものを打ち立てることは、智慧の学校を単に知

識の詳細を求める正統派に誓った探求者の集団に変えて

しまうことになります。

その「真の目的」とは、個々の生徒が直接「中心」に来て、

自分の知識を統合することです。心からの感謝を込めて、

生徒はこれまでのすべての師匠たちに深い義務を負わず

にはいられません。師匠たちは彼が踏むべき道を示して

くれますが、彼が旅をするときに師匠たちの手を握るこ

とを許してくれるように頼んではいけません。彼は１人

で旅をしなければならないのです。全人類が彼と一緒に

旅をするという神秘的な事実を除いて、１人で旅をする

とき、彼は智慧のある人という名にふさわしいです。

1921 年、私が『神智学の第一原理』の多くの章で提



1950 年 10 月 1日に行われた講演

C・ジナラジャダサ（神智学協会 会長）

智慧の学校２年目の最初の挨拶では、まず、昨年の学

校発足時に述べたことを再確認します。その挨拶の中で

私は、「智慧の学校」と名乗る組織の研究を規制するた

めの原則として、私にとってあるべきものを示しました。

今日、私は、その時に発表した考えのうち、あるものに

特別な注意を払わなければなりません。

私は、現代的な比喩を用いて、「智慧」と表現される

心の姿勢とは、「飛行機のように物事を眺め、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、その調査からどの事実も漏れないようにする」こと

であると述べました。「智慧とは、事実の本質（エッセ

ンス）であり、生命の精神（the spirit of Life）が込め

られたものです」。

このように考えると智慧の探求は、近代科学の目的と

は異なり、むしろ古代インドの目的であると言えます。

近代科学では、「あるがままのもの」を見ようとしてい

ると言えますが、古代インド哲学では、「あるがままの

生命」を見ようとしているのです。そして「生命」とい

う言葉には意識のすべての形態が含まれていることを私

は指摘しました。

私が皆さんに注意していただきたいのは、宇宙発生論

や人間発生論を研究する際には、宇宙のプロセスに関し

て与えられている事実をすべて蓄積するだけではなく、

そのプロセスの意味を理解しようとすることが目的であ

るということです。進化の過程で起こる出来事の意味は、

私が「直観」と呼んだ、知性を超えた能力を使うことに

よってのみたどり着くことができます。智慧の学校の特

別な目的の一つは、生徒１人１人が「中心から」すべて

のものを見極めることができるようにすることであるこ

とに留意してもらいたいと思います。

宗教、民族学、芸術、科学などの分野で考えられるあ

らゆる種類の知識を挙げた後、私はこれらすべてを円の

周囲に持ち込まなければならないと述べましたが、学徒

は円の中心から円の周囲のすべてを見ようとします。

この「智慧」を探求し、発見する過程における特別な

要素を、私はミルトンの２行の詩で説明しようとしまし

た。

「自分の澄んだ胸の中に光を持っている者は

汝の中心に座り、明るい日を楽しむことができる」。

まず必要なのは、「光」の意味を理解することです。

光とは、心に加えられた能力である視覚の内的な質のこ

とです。そして私は、この光は他人から受けたものでは

なく、自分の「澄んだ胸」から生まれたものでなければ

ならないこと、そしてこの光をどのようにして得ること

ができるかを指摘しました。胸の光には明晰さがなけれ

ばなりません。つまり、知ることができるものに関して、

曖昧で霧のような概念はあってはなりません。しかし、

知識として集められたものは、知性だけでなく、心（ハー

ト）によってもある程度理解されます。

そして最後に、ミルトンの言葉を使って、自分の知性

と心の中にある明晰さの線に沿って中心に来て、自分自

身のために直接「明るい日を楽しむ」ことができると指

摘しました。

私が特に強調したのは、学徒が自分とすべての仲間と

の関係を常に心に留めていなければ、真の智慧を達成す

ることはできないという事実です。誰も一人だけで自分

の命を救うことはできません。その人は、自分が属して
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いる何百万もの人類すべてと不可分に結びついているの

です。学徒が自分の性質を高めれば、彼と共に何百万人

もの人々の性質をある程度高めるに違いありません。学

徒が心を硬くして、自分を取り巻く人生の流れに鈍感に

ならないようにするためには、このように人類の悲劇を

継続的に調査することが必要なのです。私がブラウニン

グの有名な詩を引用したのは、このような必要性からで

す。

　「無限の情熱と切望する有限の心の痛み」

私は、通常は認識されていない霊的な理解の要因につ

いて述べたいと思います。それは、社会奉仕と呼ばれる

ものと智慧への成長の間には密接な関係があるというこ

とです。もし可能であれば、私は智慧の学校の生徒１人

１人に、アディヤールの村人や街のスラム街で何らかの

奉仕活動をしてもらいたいと思います。しかし、その仕

事は人々の言葉であるタミル語で行わなければならず、

通訳を介して成果を上げることはできません。支援者と

被支援者の間の個人的な接触が必要であり、特にこの接

触こそが支援者の性質の中の隠された側面を明らかにす

るのです。

ここで、私の考えを、1874 年に偉大なジョン・ラス

キンの人生に起こったことで説明することができます。

ラスキンは当時、オックスフォード大学の美術学科の教

授で、多くの学生に大きな影響を与えていました。彼は、

人生のあらゆる局面、たとえ経済の局面であっても、特

に芸術のあらゆる局面において、倫理的な考え方が必要

であることを特に強調していました。ある日、彼がオッ

クスフォード郊外を歩いていて、フェリーヒンクシーと

いう村を通り過ぎたとき、雨が降った直後だったので、

道の両側にいる別荘の子供たちが泥だらけの道で遊んで

いるのを見ました。ラスキンはこのことを考え、帰宅後、

少なくとも道路で遊ばざるを得ない子供たちには水たま

りのない道路を与えるべきだと考えました。そして、庭

師に協力を求め、弟子の中から誰か一緒にその道を繕っ

てくれる人を募りました。彼らはつるはしとシャベルを
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特別な注意を払わなければなりません。

私は、現代的な比喩を用いて、「智慧」と表現される

心の姿勢とは、「飛行機のように物事を眺め、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、その調査からどの事実も漏れないようにする」こと

であると述べました。「智慧とは、事実の本質（エッセ

ンス）であり、生命の精神（the spirit of Life）が込め

られたものです」。

このように考えると智慧の探求は、近代科学の目的と

は異なり、むしろ古代インドの目的であると言えます。

近代科学では、「あるがままのもの」を見ようとしてい

ると言えますが、古代インド哲学では、「あるがままの

生命」を見ようとしているのです。そして「生命」とい

う言葉には意識のすべての形態が含まれていることを私

は指摘しました。

私が皆さんに注意していただきたいのは、宇宙発生論

や人間発生論を研究する際には、宇宙のプロセスに関し

て与えられている事実をすべて蓄積するだけではなく、

そのプロセスの意味を理解しようとすることが目的であ

るということです。進化の過程で起こる出来事の意味は、

私が「直観」と呼んだ、知性を超えた能力を使うことに

よってのみたどり着くことができます。智慧の学校の特

別な目的の一つは、生徒１人１人が「中心から」すべて

のものを見極めることができるようにすることであるこ

とに留意してもらいたいと思います。

宗教、民族学、芸術、科学などの分野で考えられるあ

らゆる種類の知識を挙げた後、私はこれらすべてを円の

周囲に持ち込まなければならないと述べましたが、学徒

は円の中心から円の周囲のすべてを見ようとします。

この「智慧」を探求し、発見する過程における特別な

要素を、私はミルトンの２行の詩で説明しようとしまし

た。

「自分の澄んだ胸の中に光を持っている者は

汝の中心に座り、明るい日を楽しむことができる」。

まず必要なのは、「光」の意味を理解することです。

光とは、心に加えられた能力である視覚の内的な質のこ

とです。そして私は、この光は他人から受けたものでは

なく、自分の「澄んだ胸」から生まれたものでなければ

ならないこと、そしてこの光をどのようにして得ること

ができるかを指摘しました。胸の光には明晰さがなけれ

ばなりません。つまり、知ることができるものに関して、

曖昧で霧のような概念はあってはなりません。しかし、

知識として集められたものは、知性だけでなく、心（ハー

ト）によってもある程度理解されます。

そして最後に、ミルトンの言葉を使って、自分の知性

と心の中にある明晰さの線に沿って中心に来て、自分自

身のために直接「明るい日を楽しむ」ことができると指

摘しました。

私が特に強調したのは、学徒が自分とすべての仲間と

の関係を常に心に留めていなければ、真の智慧を達成す

ることはできないという事実です。誰も一人だけで自分

の命を救うことはできません。その人は、自分が属して
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いる何百万もの人類すべてと不可分に結びついているの

です。学徒が自分の性質を高めれば、彼と共に何百万人

もの人々の性質をある程度高めるに違いありません。学

徒が心を硬くして、自分を取り巻く人生の流れに鈍感に

ならないようにするためには、このように人類の悲劇を

継続的に調査することが必要なのです。私がブラウニン

グの有名な詩を引用したのは、このような必要性からで

す。

　「無限の情熱と切望する有限の心の痛み」

私は、通常は認識されていない霊的な理解の要因につ

いて述べたいと思います。それは、社会奉仕と呼ばれる

ものと智慧への成長の間には密接な関係があるというこ

とです。もし可能であれば、私は智慧の学校の生徒１人

１人に、アディヤールの村人や街のスラム街で何らかの

奉仕活動をしてもらいたいと思います。しかし、その仕

事は人々の言葉であるタミル語で行わなければならず、

通訳を介して成果を上げることはできません。支援者と

被支援者の間の個人的な接触が必要であり、特にこの接

触こそが支援者の性質の中の隠された側面を明らかにす

るのです。

ここで、私の考えを、1874 年に偉大なジョン・ラス

キンの人生に起こったことで説明することができます。

ラスキンは当時、オックスフォード大学の美術学科の教

授で、多くの学生に大きな影響を与えていました。彼は、

人生のあらゆる局面、たとえ経済の局面であっても、特

に芸術のあらゆる局面において、倫理的な考え方が必要

であることを特に強調していました。ある日、彼がオッ

クスフォード郊外を歩いていて、フェリーヒンクシーと

いう村を通り過ぎたとき、雨が降った直後だったので、

道の両側にいる別荘の子供たちが泥だらけの道で遊んで

いるのを見ました。ラスキンはこのことを考え、帰宅後、

少なくとも道路で遊ばざるを得ない子供たちには水たま

りのない道路を与えるべきだと考えました。そして、庭

師に協力を求め、弟子の中から誰か一緒にその道を繕っ

てくれる人を募りました。彼らはつるはしとシャベルを

持って行き、彼の監督と庭師の指導の下、花崗岩を集め、

水たまりを一つずつ埋めていきました。ついに子供たち

が遊べる乾いた道ができたのです。

一方、イギリスでは、美術の教授がこのような仕事を

することにセンセーションが起こり、多くの親が「道路

の補修を教えるために息子をオックスフォードで高い教

育を受けさせたのではない」と反対しました。その直後、

ラスキンは演説の中で、自分が学生たちのために成し遂

げたことの内的な心理的意味を指摘しました。彼はこう

言いました。

「それでは、あなた方は誰も、自分の豊かさ、自分の

力の豊かさ、自分の余暇の豊かさから、貧しい者のため

に何もしないのですか。貧しい人々は常にあなた方と共

にあります。一つの小屋の水を抜き、一つの村の脇道を

修理し、一つの庭の壁を整備し、一つの未亡人の区画を

花で楽しくしてください。そうすれば、あなたの筋肉は

より強くなり、あなたの心は高価な賭け事やもっと痛手

となる娯楽に費やされるすべての時間よりも軽くなるで

しょう」。

それから何年も経って、オックスフォードとケンブ

リッジの大学関係者のグループが、ロンドンのイースト

エンド（最も貧しい地域）にUniversity Settlements（大

学集落）と呼ばれる施設を設立し、同じ考えを持ちまし

た。夏休みの間、何人かの学生がボランティアでその集

落に数週間滞在し、来た人たちに教えたり、奉仕活動を

したり、室内ゲームをしたり、ピクニックに行ったりと、

指示された方法で手助けをします。つまり、ロンドンの

イーストエンドを覆っている深い憂鬱を少しでも取り除

こうとするのです。

大学で学位を取得して人生のスタートを切ろうとして

いる若者が、社会奉仕活動によって自分の性格の新たな

側面を解放し、それが後の人生で仲間に対する態度全体

に大きな影響を与えることになる、という原理はまった

く同じです。

イエス・キリストの言葉にもあるように、個人の智慧

の発達と隣人を愛することには密接な関係があります。

智慧の学校の学徒は、自分が智慧へと成長することが、

仲間の困難や苦しみの問題を理解することの成長にいか

唱したことの最終章を書いたとき、私はすべての教えの

意味を「生命」という観点から一つの文章にまとめまし

た。「愛ある行動は神の智慧の働きであり、愛ある行動

をとる者は必然的に智慧のもとにたどり着く」。この一

文に、私にとっての事実中の事実があります。

　

に依存しているかを、何としても忘れてはなりません。

私が特に強調したのは、哲学の学派では認識されてい

ない考え、つまり、人間は創造するように行動する限り

においてのみ理解できるということです。この行動は、

私が述べたさまざまな芸術の形で宇宙のプロセスを「再

創造」する（作り直す）ことでなければなりません。私

たちを取り巻く心の世界を「再創造」する最も簡単な方

法は、多くの場合、詩です。近い将来、智慧の学校のす

べての生徒は、詩、絵画、彫刻などを創造することを教

えられなければなりません。自分の心が受け取った客観

的な世界を再創造する限りにおいて、その世界の意味を

理解するだけでなく、一つの純粋な普遍的プロセスの神

秘的な再創造に参加することになるのです。

私は、芸術の真の性質について、このカーライルの重

要な言葉を引用しました。「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てい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」。智慧を身につけた人間のすべての思考、感情、行

動が、常に智慧を現していることになります。智慧は常

に永遠のもの、神のようなもの（the Godlike) を明らか

にしているのです。

私が特に強調したいのは、ある教師やその著作を、異

議を唱えてはならない真理の基準として受け入れるよう

なことは決してあってはならない、ということです。ピ

タゴラスが仕事を終えた後、弟子たちが彼の教えを揺る

ぎない権威としていた時代がありました。意見の相違の

ある議論があったとき、相違に関するすべての論争は、

「マスターがそれを言った」を意味するギリシャ語のラ

テン語の形である “ipsedixit “という言葉で抑制されま

した。

このような智慧に対する正統性は、すぐに硬直化して

しまい、本当の意味での智慧を失ってしまいます。それ

は、アリストテレスの教えによく現れています。アリス

トテレスの弟子たちによって彼の学校が設立された後、

彼の教えのある部分が、初期のキリスト教の教父たちの

思索に取り入れられました。そして、あるキリスト教神

学院の門には、次の２行が刻まれました。

すべての人が除外され、すべての人が追放されている 。

アリストテレスの腕で覆われていない人が。

「アリストテレスの鎧を身につけていない者は皆、こ

こから除外される」。

その結果、16 歳の青年であったフランシス・ベーコ

ンがケンブリッジ大学に進学したとき、彼は世界の性質

に関するアリストテレスの考えが人類の進歩を妨げてい

ることをはっきりと見抜いたのです。このアリストテレ

スの思想に混じって、プトレマイオスの「地球が中心で、

その周りを太陽や惑星が回っている」という考えがあり

ました。そのため、コペルニクスが太陽が太陽系の中心

であることを証明したとき、彼の考えは異端であるとさ

れ、彼の著作は異端の著作目録に掲載されたのです。ベー

コンは若い頃からヨーロッパの思想の硬直性を目の当た

りにして、自分の人生の目標は思想家たちをアリストテ

レス体制から解放し、自然界のあらゆる事実を集めて、

そこから新たな総合を生み出すことで新たな知識の探求

を始めることだと決意しました。そして 1662 年に英国

王立協会が設立されると、人類に新たな知識の世界をも

たらす近代科学の時代が始まったのです。

神智学徒を生徒とする智慧の学校が、たとえどんな偉

大な教師の断言であっても、それを議論の余地がない指

標や基準にしてしまうと、一世代か二世代のうちにその

学校は真の目的を失ってしまうでしょう。どんなに偉大

な教師の理論にも、“ring pass-not”（超えられない輪）

のようなものを打ち立てることは、智慧の学校を単に知

識の詳細を求める正統派に誓った探求者の集団に変えて

しまうことになります。

その「真の目的」とは、個々の生徒が直接「中心」に来て、

自分の知識を統合することです。心からの感謝を込めて、

生徒はこれまでのすべての師匠たちに深い義務を負わず

にはいられません。師匠たちは彼が踏むべき道を示して

くれますが、彼が旅をするときに師匠たちの手を握るこ

とを許してくれるように頼んではいけません。彼は１人

で旅をしなければならないのです。全人類が彼と一緒に

旅をするという神秘的な事実を除いて、１人で旅をする

とき、彼は智慧のある人という名にふさわしいです。

1921 年、私が『神智学の第一原理』の多くの章で提
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う言葉には意識のすべての形態が含まれていることを私

は指摘しました。

私が皆さんに注意していただきたいのは、宇宙発生論

や人間発生論を研究する際には、宇宙のプロセスに関し

て与えられている事実をすべて蓄積するだけではなく、

そのプロセスの意味を理解しようとすることが目的であ

るということです。進化の過程で起こる出来事の意味は、

私が「直観」と呼んだ、知性を超えた能力を使うことに

よってのみたどり着くことができます。智慧の学校の特

別な目的の一つは、生徒１人１人が「中心から」すべて

のものを見極めることができるようにすることであるこ

とに留意してもらいたいと思います。

宗教、民族学、芸術、科学などの分野で考えられるあ

らゆる種類の知識を挙げた後、私はこれらすべてを円の

周囲に持ち込まなければならないと述べましたが、学徒

は円の中心から円の周囲のすべてを見ようとします。

この「智慧」を探求し、発見する過程における特別な

要素を、私はミルトンの２行の詩で説明しようとしまし

た。

「自分の澄んだ胸の中に光を持っている者は

汝の中心に座り、明るい日を楽しむことができる」。

まず必要なのは、「光」の意味を理解することです。

光とは、心に加えられた能力である視覚の内的な質のこ

とです。そして私は、この光は他人から受けたものでは
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身のために直接「明るい日を楽しむ」ことができると指
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私が特に強調したのは、学徒が自分とすべての仲間と

の関係を常に心に留めていなければ、真の智慧を達成す

ることはできないという事実です。誰も一人だけで自分

の命を救うことはできません。その人は、自分が属して

いる何百万もの人類すべてと不可分に結びついているの

です。学徒が自分の性質を高めれば、彼と共に何百万人

もの人々の性質をある程度高めるに違いありません。学

徒が心を硬くして、自分を取り巻く人生の流れに鈍感に

ならないようにするためには、このように人類の悲劇を

継続的に調査することが必要なのです。私がブラウニン

グの有名な詩を引用したのは、このような必要性からで

す。
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私は、通常は認識されていない霊的な理解の要因につ

いて述べたいと思います。それは、社会奉仕と呼ばれる

ものと智慧への成長の間には密接な関係があるというこ
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りのない道路を与えるべきだと考えました。そして、庭

師に協力を求め、弟子の中から誰か一緒にその道を繕っ

てくれる人を募りました。彼らはつるはしとシャベルを

持って行き、彼の監督と庭師の指導の下、花崗岩を集め、

水たまりを一つずつ埋めていきました。ついに子供たち

が遊べる乾いた道ができたのです。

一方、イギリスでは、美術の教授がこのような仕事を

することにセンセーションが起こり、多くの親が「道路

の補修を教えるために息子をオックスフォードで高い教

育を受けさせたのではない」と反対しました。その直後、

ラスキンは演説の中で、自分が学生たちのために成し遂

げたことの内的な心理的意味を指摘しました。彼はこう

言いました。

「それでは、あなた方は誰も、自分の豊かさ、自分の

力の豊かさ、自分の余暇の豊かさから、貧しい者のため

に何もしないのですか。貧しい人々は常にあなた方と共

にあります。一つの小屋の水を抜き、一つの村の脇道を

修理し、一つの庭の壁を整備し、一つの未亡人の区画を

花で楽しくしてください。そうすれば、あなたの筋肉は

より強くなり、あなたの心は高価な賭け事やもっと痛手

となる娯楽に費やされるすべての時間よりも軽くなるで

しょう」。

それから何年も経って、オックスフォードとケンブ

リッジの大学関係者のグループが、ロンドンのイースト

エンド（最も貧しい地域）にUniversity Settlements（大

学集落）と呼ばれる施設を設立し、同じ考えを持ちまし

た。夏休みの間、何人かの学生がボランティアでその集

落に数週間滞在し、来た人たちに教えたり、奉仕活動を

したり、室内ゲームをしたり、ピクニックに行ったりと、

指示された方法で手助けをします。つまり、ロンドンの

イーストエンドを覆っている深い憂鬱を少しでも取り除

こうとするのです。

大学で学位を取得して人生のスタートを切ろうとして

いる若者が、社会奉仕活動によって自分の性格の新たな

側面を解放し、それが後の人生で仲間に対する態度全体

に大きな影響を与えることになる、という原理はまった

く同じです。

イエス・キリストの言葉にもあるように、個人の智慧

の発達と隣人を愛することには密接な関係があります。

智慧の学校の学徒は、自分が智慧へと成長することが、

仲間の困難や苦しみの問題を理解することの成長にいか

唱したことの最終章を書いたとき、私はすべての教えの

意味を「生命」という観点から一つの文章にまとめまし

た。「愛ある行動は神の智慧の働きであり、愛ある行動

をとる者は必然的に智慧のもとにたどり着く」。この一

文に、私にとっての事実中の事実があります。

　

智慧の学校とアディヤール

ラーダ・バーニア (※) 国際会長

 (※) ラーダ・バーニア（1923-2013）は、神智学協会の

第 7代国際会長。

1. 智慧の学校 (1990 年 2月 )

智慧の学校は、アディヤールでの重要な活動の一つで

あり、この場所にとってだけでなく、神智学協会の活動

全体にも重要なものです。表面的なレベル、表面的な興

味にとどまっている協会のメンバーは、協会の目的を遂

行する上で有力であるはずがありません。したがって智

慧の学校は、生徒が自分自身の中の深みに到達するのを

助けようとしています。それは、単に個人的な満足を提

供し、生徒の勉強を進歩させることを目的としているの

ではなく、より大きな目的があるのです。私たちの国際

本部であるアディヤールは、その美しさ、歴史、伝統、

雰囲気からして唯一無二の場所であり、正しい目的と開

かれた心を持って来た人に、高揚した体験を提供します。

智慧の学校にとって、アディヤールほど素晴らしい環境

はないでしょう。

このテーマは以前にも取り上げられたことがあるかも

しれませんが、智慧の学校の各セッションの始めに、生

徒たちが智慧の本質とそれに至る道について考えること

は意義があると思います。知識は、それなりの知性のあ

る人なら、多くの本があり、簡単に手に入れることがで

きます。人々は神智学のさまざまな面について語ります

が、それでも古代の智慧の真理が彼らの心に浸透して彼

らを変容させることはありません。智慧とは変容なので

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。霊的な探求者にとっても、

これは進むべき道です。ブラヴァツキー夫人が神智学の

秘教部門を始めたとき、学徒たちに、自分の質問に答え

るために自分のところに来てはいけないと言った。でき

るだけ自分自身で答えを見つけてから、彼女のところに

聞きに来るようにとアドバイスしていました。これはク

リシュナムルティも推奨していたことで、彼は「正しい

質問の仕方を知っている人は、自分自身で答えを見つけ

ることができる」と述べています。正しい質問、つまり

深い意味を持つ質問をするためには、その人の話をよく

聞いて、さらによく考えなければならないのです。イン

ドの伝統によれば、耳を傾けること、そして耳を傾けた

ことについて深く考えることを学ばなければ、瞑想はで

きません。深く考えるということは、「なぜそうなのだ

ろう？ その意味は何なのか？ 私はどのような根本的な

側面を見逃しているのだろうか？」と問うことを含みま

す。このような探求を何度も行わなければなりません。

それは井戸を掘るようなもので、深く深く、無関係なも

の、役に立たないものをすべて心から取り除き、生命を

与えるポイント、つまり正しい質問が発せられ、正しい

答えが解放される明晰な状態に至るのです。

智慧の学校は、生徒が自分自身の内なる資源を活用で

きるような雰囲気を作り出すことを目的としています。

自分の意識は真理の床であり、計り知れない資源がそれ

ぞれの中に眠っています。しかし、真理の源に到達する

ためには自分の意識の中に十分に深く入っていかなけれ

ばなりません。指導者や講演者は、生徒が自分自身の力

を引き出し、自分自身で意味を発見するのを助けるため

だけに存在するのです。それが智慧の基本です。知識と

いうものは、どこで何が語られたかを記憶すること、あ

るいは情報を組み合わせてパッチワークを作ることにし

かなりません。

知識は人を停滞させ、不毛にし、あるいはさまざまな

愚行を生み出します。しかし、智慧は変容と同義です。

聖書には「智慧はルビーよりも尊い」とあります。

智慧は世界の端から端まで届き、力強く、甘美に、万

物を秩序づける。

智慧はシャロン（平野）のバラであり、谷間の命である。

智慧は美しい愛の母であり、忍耐と辛抱と聖なる希望

の母である。

智慧があれば、私たちの生活全体が変わり、私たちが

接するすべてのものに癒しと救いの手を差し伸べること

ができるのです。賢者は弟子を探す必要はありません。

弟子を集めるために多大な努力をしたり、広告を出した

りする人は、賢者ではありません。賢者とは、蜂が蜜に

寄ってくるように、人々が自然に集まってくる人のこと

です。智慧とは、尊厳と美と光に満ちた領域への変容で

あり、その光の中へと自然に他者を引き寄せるものなの

です。

智慧を見つけるには、調和も必要です。アディヤール

のような場所の雰囲気、このアーシュラマの美しさと平

和は、生徒が生まれながらに持っている調和を高め、強

化するものです。調和とは、単に外見的なレベルで仲間

になることではなく、心の奥底で平和を体験することで

す。ブラヴァツキー夫人は『実践オカルティズム』の中

でこう言っています。

「学習者たちの間に最高の調和が支配しない限り、成

功はありえない！……。真理を受けるに適した有望な

チェラたちが、その気質と仲間との調和がとれないため

に、何年も待たなければならなかったことは知られてい

る」。

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。

調和と幸福、愛と静けさ（平和）といった経験は、異

なるレベルで知られています。調和、平和、愛を深く実

感することは、すべての人や物の中にある深い本質を発

見することに等しいのです。心の関係や物理的関係では

なく、魂の関係があるところでは、エーテルは深い調和

やシャーンティ（平静）の感覚を持っています。母親と

子供は、時にそういう関係を本能的に知っています。母

親の愛が賞賛されるのは、その中に無私の要素があるか

らです。母親は子供の魂に触れているので、子供が感じ

ていない場合でも、本当の心配を知っているのです。だ

から、子供が自分にしてしまう悪いことも、優しく見過

ごすことができます。精神的なレベルでもなく、愛着や

感傷といった感情的なレベルでもない魂の関係こそが、

共に学び、共に働く生徒たちをつなぐものでなければな

らないのです。東洋の伝統では、霊的な師匠の弟子たち

は、血のつながった兄弟や姉妹よりも近いと言われてい

ます。ですから「智慧の学校」では、調和の法則に縛ら

れながら、耳を傾け、深く考え、問いかけるという雰囲

気の中で成長していくのです。

2. 智慧の学校（1991 年 11 月）

智慧の学校は、国際本部で最も重要な活動の一つです。

なぜなら、単なる協会の登録会員ではなく、真のセオソ

フィストであるということは、「智慧」の探求に身を投

じることを意味するからです。智慧は、単に言葉や概念、

あるいは多くの読書によって見出されるものではありま

せん。同胞愛について話したり、知的な用語で議論した

りすることは、それを生きることとは全く違います。後

者だけが智慧につながるのです。智慧は、生きとし生け

るものに害を与えないこと、愚かなやり方ではなく、最

善の方法で他人の積極的な助けになることなど、多くの

ことを意味します。同胞愛もまた、多くのことを暗示し

ています。時々、私たちは神智学協会の最初の目的を気

軽に受け取る傾向がありますが、実は非常に深い意味を

持っています。それは、賢明な人と普通の人との間のす

べての違いを生む、大きな心の変化を意味しています。

智慧は、生命の不可分の認識から生まれる同胞愛を実践

することを可能にし、一方、同胞愛を生きるための真剣

な努力は智慧につながります。この２つは、神智学の仕

事の相補的な側面です。

智慧の学校は、智慧を大切にする人たちを集めようと

する大切な学校です。それがなければ、神智学協会のた

めに働いていると想像しても、意味がないのです。その

ような仕事には力がありません。これは、同胞愛が表面

的な目的としてのみ存在するロッジの弱点の一つです。

一方、真理を真摯に求める同胞愛の中心であるロッジに

は、善のためのダイナミックなパワーが存在するのです。

智慧の学校の授業は、単に思想の収集のためにあるので

はありません。それは書物によっても同様に行うことが

できます。この学校では生徒たちは、ただ情報を蓄積し

たり、誰かが言ったことを覚えたりするだけであっては

ならないのです。どんなに賢い人でも、他人に智慧を授

けることはできないのです。できることは、自分の努力

で智慧という貴重な宝石を発掘しようとする覚悟と熱意

を持った人を励ますことだけです。

智慧を得ることで、私たちは違う世界を創造します。

「創造性」というと、一般的にはモノを作ったり、音楽

を奏でたりすることを連想します。しかし本当の創造性

とは、言い表すことができないものです。美は形や言葉

の中にあるのではなく、言葉のない意識こそが創造的で

あり、それは言葉や歌、あるいは単なる沈黙で表現され

ることがあると、ある哲学者は指摘しています。その意

識の質は、「智慧」の質でもあるのです。この意識こそが、

高貴な世界、争いや痛みのない世界、真の調和のとれた

世界、人類の真の進化が始まる世界を創造することがで

きるのです。

しかし、神の計画は有限の心では分析も評価もできない

ので、自らの周辺から脱却しなければなりません。ベサ

ント博士は、教えることのできるすべての知識は、心や

知性を媒介にして学ぶ、より劣る（lesser）知識、すな

わちアパラー・ヴィディヤーであるという古代の教えに

注意を促しました。教師はこのレベルにおいて役割を果

たすことができます。高次の知識（パラー・ヴィディヤー）

は、低次の知識の分野を照らす光です。これは教えるこ

とはできず、知識が、献身の徳に含まれる分離した自己

の放棄と結びついたときにのみ獲得されます。そうすれ

ば、光は内側から放たれるのです。

智慧を志す学生は、外からではなく、内から見る才能

を養う必要があります。これは、内側から見る高次の能

力を発達させることを意味し、そのため直観、洞察、ブッ

ディと呼ばれます。普通の心は、人生のすべての動きを

「物」として外から見ているため、一見不和な要素を統

合し、統一体の中で調和させるために必要な理解が欠け

ているのです。神智学では、個人レベルでも高いレベル

でも、生命の力は内側から外側へ働くと宣言しています。

すべての外側の行動は、内側の条件に根ざしているので

す。智慧の学校での研究は、内側と外側、多数と「一者」（神 

“the One” ) との深い関係を認識する直感的な認識の潜

在的な能力を刺激することを目的とすべきです。

智慧の学校は、知性（マインド）と（ハート）の最高

の資質を兼ね備えた、何世代にもわたる神智学の伝達者

が生まれる苗床となることを意図しています。そして、

伝達者たちは世界の尊敬、あるいは少なくとも注目を浴

びることになるのです。そのようなメッセンジャーたち

は、オープンマインドに恵まれているので、いかなる論

争も避け、ただ自分たちが理解していることを、知的な

男女がさらに議論を深めるための基礎として提示するだ

けでしょう。

この学校を卒業した生徒たちは、自分の住んでいる地

域やロッジにも同じようなミニスクールを作るように勧

められました。このような広がりは、ある程度は実現さ

れています。ヨーロッパ連盟は、オランダのナールデン

のセオソフィカル・センターで「智慧の学校」を開催し

ています。西アフリカ支部も、ガーナのアクラでミニ「智

慧の学校」を行っています。カリフォルニアのクロトナ

と、オーストラリアのスプリングブルックセンターには、

神智学（別の言葉で、智慧）の学校があります。地理的

には離れていても、その目的と学問へのアプローチを共

有することで、精神的に統合することができるのです。

内と外を関連づける直感的な知覚の刺激、永遠の領域へ

の開放性から糧を得る統合の中で現世の出来事を受け入

れる視点、知識と献身を融合させ、論争を起こすのでは

なく、探究心と内からの光明を見出す能力を呼び起こそ

うとするエネルギーの伝達、これらは共通の目的です。

4. このアディヤールの地（2002 年 3月）

H・P・ブラヴァツキーとH・S・オルコットがアディヤー

ルに来て発見し、記述した楽園は、当時マドラス市（現

チェンナイ市）の一部ではなかったのです。チェンナイ

の中心部、イギリス人が「ジョージタウン」と名付けた

混雑した地域は、アディヤールから北に７マイルほど離

れたところです。アディヤール川の北側には、ベンガル

湾に面した静かな河口があり、その間に、空き地、小さ

な湖、果樹園、庭が点在し、とても広々とした楽しい村

という感じでした。創立者たちは、アディヤール川の南

岸に 27 エーカーの土地を購入し、海と河口の素晴らし

い景色を眺めながら、朝夕の静寂の中で、太陽と月が華

麗に昇り、沈んでいきました。車も電話も電気も、人を

引きつけ、喧騒を生み、パラダイスを純粋に保つことを

妨げるような、人間の存在を主張するような近代的な設

備はありませんでした。

1907 年、H・S・オルコットの後にアニー・ベサント

が会長に就任すると、アディヤール本部の敷地の一部で

ある東と南の土地（ガジュマルの木やその他の自然の宝

庫）をすべて協会のために取得しました。この拡張によ

り、神智学協会は海に面し、その落ち着いた雰囲気と磁

気の質を守るための空間を手に入れたのです。今日、チェ

ンナイという成長著しい大都市に包まれ、交通騒音や拡

声器の音で散在していますが、そのパラダイスは、神秘

的な魅力を適切に保っているのです。

このキャンパスは、チェンナイ市民の健康と文化遺産

の維持に重要な役割を担っているのです。チェンナイ（マ

ドラス）は、環境上重要な貴重な緑の肺として機能して

いるのです。その自然な木陰は、無差別な揚水や貧弱な

都市計画によって枯渇の危機に瀕している水位を維持

し、涵
かん

養
よう

するのに役立っています。私たちのオアシスの

外にある大気汚染は危険なレベルに達しており、魅力的

な古いマドラスを、温度パターンや降雨量に悲惨な変化

をもたらし、地球の美しさを損なっている他の多くの制

御不能な都市付加物の毒に似せて変えようとしているの

です。

研究者たちは、私たちのキャンパスに、多くの外来種

を含む 400 種以上の植物を記録しています。また、多様

な哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫が、居住者や世界中から

本部の神聖さを体験しに来る会員たちと平和に調和して

暮らしています。敷地内は鳥たちの楽園でもあります。

敷地内やその周辺では、約 200 種類の鳥が確認されてお

り、餌を食べたり、巣を作ったり、移動のために訪れた

りしています。数十年前、神智学協会の地所に隣接する

アディヤール河口と島々は、政府によって、捕獲、罠、

射撃、卵の持ち去りさえ許されない聖域とされました。

マドラス政府は神智学協会に、密猟者やジプシーなどの

無知で破壊的な集団から、私たちの地所周辺の動物の生

態を保護する特権を授けたのです。これは、すべての生

命をひとつとみなし、すべて等しく神聖であり、敬意を

払うに値するとする私たちの哲学と調和するものであ

り、私たちはこの責任を可能な限り果たすことを喜んで

います。

The Theosophist 誌の表紙には、キャンパスを美しく

彩る精緻な植物や花のいくつかを表示してきました。さ

らに最近では、この地所に歌や色彩、魅力をもたらして

くれる愛らしい鳥たちを写真に収め、紹介しています。

これらの写真から、物質的な美しさだけでなく、精神的

な自然の力、そして自然を支えている力の美しさも感じ

ていただけると思います。自然は神の衣であり、ウパニ

シャッドが「あれ」（That）と呼び、クリシュナムルティ

が「向こう側」（Other）と呼ぶ不可視のものの、最も外

側にある衣であると言われています。ヒマワリが太陽の

光に目を向けるように、私たちが「あれ」に目を向ける

とき、ひょっとすると幻想は消え去り、私たちの心に光

が射し始めるかもしれません。私たちのアディヤールの

地所には、何千人もの人々が放棄と尊敬の念を抱いて集

まってくる場所特有の、高揚した雰囲気があります。

5. アディヤールでの大会（2005 年 2月）

アディヤールでの国際大会は歴史的な行事であり、初

期には創立者のオルコット大佐が主宰し、その後、歴代

の総裁が主宰してきました。この大会は、神智学協会の

他のどの大会よりも、はるかに多くの会員を世界各地か

ら集め続けています。1925 年と 1975 年には、その数

は 2,000 人を超えました。

会員たちは、移動、相部屋、食事など不便な思いをし

ながらも、このイベントのために毎年アディヤールに集

まってくるのです。アディヤール大会の魅力の本質を本

人が意識していなくても、国際本部の美しいキャンパス

に漂う独特の雰囲気は、人々が感じる強い磁石のような

ものです。その魅力は、単に講演や行事、世界的な人脈、

木々や低木の美しさだけでなく、無形の何かが参加者の

心を動かし、高揚させるのである。そして、N・スリ・

ラム前会長が言ったように、「神智学の本質をより多く」

理解し、普遍的な同胞愛と利他的な生き方への献身をよ

り深く実感することができるのです。

1882 年に書かれたオルコット大佐の日記には、「私た

ちはアディヤールに来ることとなり、一目見て将来の家

が見つかったと思った」と書かれています。本館は急速

に改築され、HPB は１階の大きな部屋１つを占有し、そ

の隣には「屋根」と呼ばれるオープンテラスの下で人々

がしばしば座っていました。そこは夏でも心地よい風が

吹く場所でした。大佐はその時の気持ちをこのように雄

弁に語ってくれました。「私は多くの国を訪れたが、あ

のテラスから見る景色ほど美しいものはない。昼でも、

星明かりでも、月明かりでも」。アディヤールの美しさは、

今は姿を変えながらも、創立者たちが一目見てここが自

今のこのままでは、人類の進化が始まったとは言い難

いです。なぜなら、動物的な性質が終焉を迎えていない

からです。人間の活動は今や、ほとんどが悟りのない心

に扇動された動物的な性質です。スラム街や路上で暮ら

す人々を除けば、人間は自分を「保存」（維持 preserve）

する必要はありません。しかし人々は他者より優位に立

ちたい、出世したい、所有したい、戦いたい、支配した

いという衝動に盲目的に駆られているのです。私たちが

知っている世界は、人間の脳によって悪化した動物の活

動によって支配されているのです。人間の進化は、この

ような盲目的で制御不能な衝動に駆られてはならないこ

とを理解し始めたときに始まります。そして、これが智

慧の始まりです。

神智学は、すべての普通の人間がどのようにして自分

自身を完成させ、情熱や強迫観念から自由になることが

できるかを教えています。智慧はこの方向に進むことに

あり、それが人間の進化です。そうでなければ、それは

精神的な進化、つまり、動物でさえ初歩的な形で持って

いる思考能力の発達に過ぎません。もし私たちがこのす

べてを探求し、真理を私たちの意識にいっぱいにさせな

ければ、空論にとどまり、私たちにも社会にも何の変化

もないのです。智慧の学校での活動は、生徒一人ひとり

にとって「道を切り開く」ものでなければなりません。

3. 智慧の学校（2005 年 6月）

1922 年に、哲学、宗教、科学、文学、芸術のあらゆ

る側面をダイナミックに統合したプログラムを展開する

学校をアディヤールに設立することが提案されました。

アニー・ベサントは、人間のすべての活動は「一つの生命」

の進化した表現であるという中心的な原則に基づいて活

動するよう指示しました。各国から集まった生徒たちは、

これらのテーマについて熟練した人の話を聞き、アディ

ヤール図書館で学び、論文を投稿し、議論に参加する機

会を持つことになりました。この学校は「ブラフマヴィ

ディヤー・アーシュラマ」と呼ばれ、「智慧の学校」と

ほぼ同じ意味ですが、「アーシュラマ」という言葉は生

徒が原則としてアディヤールに居住することを示唆して

います。1926 年に開校したこの学校は、知識を求め、

簡素な生活を送る覚悟のある教養ある若者たちが、世界

中の TS（神智学協会）の支部から集まってくることを

期待していました。このプログラムはしばらくの間、成

功裏に進行しましたが、その後、落ち込みました。

1926 年には、協会のドイツ支部書記長のアクセル・

フォン・フィーリッツ＝コニール氏が、1921 年にドイ

ツのダルムシュタットでラビンドラナート・タゴールの

出席のもとに行った智慧の学校について、ヘルマン・カ

イザーリング伯爵の通訳でレポートを発表したことも”

The Theosophist” 誌に掲載されています。講演の効果

は絶大で、初めて会った多くの人がすぐに魂の親近感を

覚えたといいます。そして、「智慧の学校」がドイツの

精神的な生活にとって何を意味するのか理解できないほ

どだったそうです。カイザーリング伯爵（訳注：ドイツ

の哲学者・社会学者）は、「私は自分のために弟子の集

団を教育するつもりはありません。それどころか、私の

願いは一人ひとりが自分自身の指導者、案内人となるよ

うに訓練することです」と宣言しました。

今日のアディヤールの智慧の学校は、上記の努力を引

き継ぎ、当時のTS（神智学協会）会長C・ジナラージャダー

サ氏の指導のもとに復興されたものです。アニー・ベサ

ントは、この 1926 年のスクールについて語るとき、今

日でも通用するさまざまな指摘をしました。まず第一に

彼女は、これから行われる研究の目的を明らかにしまし

た。生徒たちは何を求めていたのでしょうか。その答え

は、学校の名前そのものが示唆しています。智慧は、永

遠を求め、神の計画を垣間見る者にもたらされます。智

慧は、顕現のプロセスを通じて「神性の展開の全領域を

照らし出す」からです。“At the Feet of the Master “（『大

師のみ足のもとに』）で語られているように、「ひとたび

人がそれを見て、本当にそれを知るとき、人はそのため

に働き、それと自分を一体化せずにはいられません。そ

れはとても輝かしく、とても美しいからです」。

一見、脈絡がなく断片的に見える現象や出来事も、「永

遠」の光の中だけで、真に理解することができるのです。

分たちの故郷になると思ったときと同じように、会員や

訪問者を魅了しているのです。

“Old Diary “（オルコット大佐 著）のページなどには、

協会創設の立役者であるマハートマたちがアディヤール

を祝福したときのことが書かれています。多くの熱心な

会員たちが、アディヤールでは他の場所よりも高貴な考

えを持ち、深い洞察力を得ることができるということを

知り続けています。彼らの愛と献身、犠牲と奉仕の精神

は、アディヤールの無形の雰囲気を常に強化し、受容す

る人々の霊的本能を養っているのです。

今年の大会は、南インドの東海岸を津波が襲い、アディ

ヤール川を水が遡
そ

上
じょう

し、瓦礫を残しながらも破壊されな

い状態で始まりました。近隣のコミュニティへの救援活

動が計画される中、大会は平穏な雰囲気に包まれました。

アディヤール本部は守られており、今後も安全であり続

けるでしょう。普遍的な同胞愛を促進するための献身的

な精神と、智慧への無私の探求が、会員の生活と仕事の

中心である限りは。

釈尊の「自分自身の灯火となれ」という教えには、パー

リ語の灯火（dipa）とも島（dvipa）ともとれる単語が

含まれています。（訳注：『沈黙の声』断片Ⅲを参照）後

者の場合、外側の出来事に揺るがない深い内面の安定を

指しており、海の中の島の状態に喩えて描かれています。

霊的な意識は、万物との普遍的な愛の関係、つまり内な

る不滅の要素（element）であるアートマに根ざしてい

るので、常に揺らぐことがないのです。そうすれば、世

俗の引力や外界の「災い」の影響に心を乱されることは

ありません。このような、揺らぐことのないランプの水

の中の島は、現象界とその出来事が影のようにしか実在

しないことを知っている「意図を超えた心」（mind 

beyond mint）の象徴です。アディヤール大会に参加す

る会員は、時にこの内なる平和と安心に触れ、時を超え

た世界と触れ合う深い喜びを体験します。

意識がより高いレベルの平和、善、調和に到達するた

びに、本人が意識するかしないかにかかわらず、何らか

の変化が起こります。意識はより細かい波動に反応し始

め、何の抵抗もしなくなり、最後にはより粗い波動はも

う入ってこられなくなるのです。古代サンスクリット語

の一節にあるように、「神と接触する者は、現在の状態

がどうであれ、内も外も清らかになる」のです。

に依存しているかを、何としても忘れてはなりません。

私が特に強調したのは、哲学の学派では認識されてい

ない考え、つまり、人間は創造するように行動する限り

においてのみ理解できるということです。この行動は、

私が述べたさまざまな芸術の形で宇宙のプロセスを「再

創造」する（作り直す）ことでなければなりません。私

たちを取り巻く心の世界を「再創造」する最も簡単な方

法は、多くの場合、詩です。近い将来、智慧の学校のす

べての生徒は、詩、絵画、彫刻などを創造することを教

えられなければなりません。自分の心が受け取った客観

的な世界を再創造する限りにおいて、その世界の意味を

理解するだけでなく、一つの純粋な普遍的プロセスの神

秘的な再創造に参加することになるのです。

私は、芸術の真の性質について、このカーライルの重

要な言葉を引用しました。「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てい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」。智慧を身につけた人間のすべての思考、感情、行

動が、常に智慧を現していることになります。智慧は常

に永遠のもの、神のようなもの（the Godlike) を明らか

にしているのです。

私が特に強調したいのは、ある教師やその著作を、異

議を唱えてはならない真理の基準として受け入れるよう

なことは決してあってはならない、ということです。ピ

タゴラスが仕事を終えた後、弟子たちが彼の教えを揺る

ぎない権威としていた時代がありました。意見の相違の

ある議論があったとき、相違に関するすべての論争は、

「マスターがそれを言った」を意味するギリシャ語のラ

テン語の形である “ipsedixit “という言葉で抑制されま

した。

このような智慧に対する正統性は、すぐに硬直化して

しまい、本当の意味での智慧を失ってしまいます。それ

は、アリストテレスの教えによく現れています。アリス

トテレスの弟子たちによって彼の学校が設立された後、

彼の教えのある部分が、初期のキリスト教の教父たちの

思索に取り入れられました。そして、あるキリスト教神

学院の門には、次の２行が刻まれました。

すべての人が除外され、すべての人が追放されている 。

アリストテレスの腕で覆われていない人が。

「アリストテレスの鎧を身につけていない者は皆、こ

こから除外される」。

その結果、16 歳の青年であったフランシス・ベーコ

ンがケンブリッジ大学に進学したとき、彼は世界の性質

に関するアリストテレスの考えが人類の進歩を妨げてい

ることをはっきりと見抜いたのです。このアリストテレ

スの思想に混じって、プトレマイオスの「地球が中心で、

その周りを太陽や惑星が回っている」という考えがあり

ました。そのため、コペルニクスが太陽が太陽系の中心

であることを証明したとき、彼の考えは異端であるとさ

れ、彼の著作は異端の著作目録に掲載されたのです。ベー

コンは若い頃からヨーロッパの思想の硬直性を目の当た

りにして、自分の人生の目標は思想家たちをアリストテ

レス体制から解放し、自然界のあらゆる事実を集めて、

そこから新たな総合を生み出すことで新たな知識の探求

を始めることだと決意しました。そして 1662 年に英国

王立協会が設立されると、人類に新たな知識の世界をも

たらす近代科学の時代が始まったのです。

神智学徒を生徒とする智慧の学校が、たとえどんな偉

大な教師の断言であっても、それを議論の余地がない指

標や基準にしてしまうと、一世代か二世代のうちにその

学校は真の目的を失ってしまうでしょう。どんなに偉大

な教師の理論にも、“ring pass-not”（超えられない輪）

のようなものを打ち立てることは、智慧の学校を単に知

識の詳細を求める正統派に誓った探求者の集団に変えて

しまうことになります。

その「真の目的」とは、個々の生徒が直接「中心」に来て、

自分の知識を統合することです。心からの感謝を込めて、

生徒はこれまでのすべての師匠たちに深い義務を負わず

にはいられません。師匠たちは彼が踏むべき道を示して

くれますが、彼が旅をするときに師匠たちの手を握るこ

とを許してくれるように頼んではいけません。彼は１人

で旅をしなければならないのです。全人類が彼と一緒に

旅をするという神秘的な事実を除いて、１人で旅をする

とき、彼は智慧のある人という名にふさわしいです。

1921 年、私が『神智学の第一原理』の多くの章で提
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智慧の学校とアディヤール

ラーダ・バーニア (※) 国際会長

 (※) ラーダ・バーニア（1923-2013）は、神智学協会の

第 7代国際会長。

1. 智慧の学校 (1990 年 2月 )

智慧の学校は、アディヤールでの重要な活動の一つで

あり、この場所にとってだけでなく、神智学協会の活動

全体にも重要なものです。表面的なレベル、表面的な興

味にとどまっている協会のメンバーは、協会の目的を遂

行する上で有力であるはずがありません。したがって智

慧の学校は、生徒が自分自身の中の深みに到達するのを

助けようとしています。それは、単に個人的な満足を提

供し、生徒の勉強を進歩させることを目的としているの

ではなく、より大きな目的があるのです。私たちの国際

本部であるアディヤールは、その美しさ、歴史、伝統、

雰囲気からして唯一無二の場所であり、正しい目的と開

かれた心を持って来た人に、高揚した体験を提供します。
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智慧の学校にとって、アディヤールほど素晴らしい環境

はないでしょう。

このテーマは以前にも取り上げられたことがあるかも

しれませんが、智慧の学校の各セッションの始めに、生

徒たちが智慧の本質とそれに至る道について考えること

は意義があると思います。知識は、それなりの知性のあ

る人なら、多くの本があり、簡単に手に入れることがで

きます。人々は神智学のさまざまな面について語ります

が、それでも古代の智慧の真理が彼らの心に浸透して彼

らを変容させることはありません。智慧とは変容なので

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。霊的な探求者にとっても、

これは進むべき道です。ブラヴァツキー夫人が神智学の

秘教部門を始めたとき、学徒たちに、自分の質問に答え

るために自分のところに来てはいけないと言った。でき

るだけ自分自身で答えを見つけてから、彼女のところに

聞きに来るようにとアドバイスしていました。これはク

リシュナムルティも推奨していたことで、彼は「正しい

質問の仕方を知っている人は、自分自身で答えを見つけ

ることができる」と述べています。正しい質問、つまり

深い意味を持つ質問をするためには、その人の話をよく

聞いて、さらによく考えなければならないのです。イン

ドの伝統によれば、耳を傾けること、そして耳を傾けた

ことについて深く考えることを学ばなければ、瞑想はで

きません。深く考えるということは、「なぜそうなのだ

ろう？ その意味は何なのか？ 私はどのような根本的な

側面を見逃しているのだろうか？」と問うことを含みま

す。このような探求を何度も行わなければなりません。

それは井戸を掘るようなもので、深く深く、無関係なも

の、役に立たないものをすべて心から取り除き、生命を

与えるポイント、つまり正しい質問が発せられ、正しい

答えが解放される明晰な状態に至るのです。

智慧の学校は、生徒が自分自身の内なる資源を活用で

きるような雰囲気を作り出すことを目的としています。

自分の意識は真理の床であり、計り知れない資源がそれ

ぞれの中に眠っています。しかし、真理の源に到達する

ためには自分の意識の中に十分に深く入っていかなけれ

ばなりません。指導者や講演者は、生徒が自分自身の力

を引き出し、自分自身で意味を発見するのを助けるため

だけに存在するのです。それが智慧の基本です。知識と

いうものは、どこで何が語られたかを記憶すること、あ

るいは情報を組み合わせてパッチワークを作ることにし

かなりません。

知識は人を停滞させ、不毛にし、あるいはさまざまな

愚行を生み出します。しかし、智慧は変容と同義です。

聖書には「智慧はルビーよりも尊い」とあります。

智慧は世界の端から端まで届き、力強く、甘美に、万

物を秩序づける。

智慧はシャロン（平野）のバラであり、谷間の命である。

智慧は美しい愛の母であり、忍耐と辛抱と聖なる希望

の母である。

智慧があれば、私たちの生活全体が変わり、私たちが

接するすべてのものに癒しと救いの手を差し伸べること

ができるのです。賢者は弟子を探す必要はありません。

弟子を集めるために多大な努力をしたり、広告を出した

りする人は、賢者ではありません。賢者とは、蜂が蜜に

寄ってくるように、人々が自然に集まってくる人のこと

です。智慧とは、尊厳と美と光に満ちた領域への変容で

あり、その光の中へと自然に他者を引き寄せるものなの

です。

智慧を見つけるには、調和も必要です。アディヤール

のような場所の雰囲気、このアーシュラマの美しさと平

和は、生徒が生まれながらに持っている調和を高め、強

化するものです。調和とは、単に外見的なレベルで仲間

になることではなく、心の奥底で平和を体験することで

す。ブラヴァツキー夫人は『実践オカルティズム』の中

でこう言っています。

「学習者たちの間に最高の調和が支配しない限り、成

功はありえない！……。真理を受けるに適した有望な

チェラたちが、その気質と仲間との調和がとれないため

に、何年も待たなければならなかったことは知られてい

る」。

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。

調和と幸福、愛と静けさ（平和）といった経験は、異

なるレベルで知られています。調和、平和、愛を深く実

感することは、すべての人や物の中にある深い本質を発

見することに等しいのです。心の関係や物理的関係では

なく、魂の関係があるところでは、エーテルは深い調和

やシャーンティ（平静）の感覚を持っています。母親と

子供は、時にそういう関係を本能的に知っています。母

親の愛が賞賛されるのは、その中に無私の要素があるか

らです。母親は子供の魂に触れているので、子供が感じ

ていない場合でも、本当の心配を知っているのです。だ

から、子供が自分にしてしまう悪いことも、優しく見過

ごすことができます。精神的なレベルでもなく、愛着や

感傷といった感情的なレベルでもない魂の関係こそが、

共に学び、共に働く生徒たちをつなぐものでなければな

らないのです。東洋の伝統では、霊的な師匠の弟子たち

は、血のつながった兄弟や姉妹よりも近いと言われてい

ます。ですから「智慧の学校」では、調和の法則に縛ら

れながら、耳を傾け、深く考え、問いかけるという雰囲

気の中で成長していくのです。

2. 智慧の学校（1991 年 11 月）

智慧の学校は、国際本部で最も重要な活動の一つです。

なぜなら、単なる協会の登録会員ではなく、真のセオソ

フィストであるということは、「智慧」の探求に身を投

じることを意味するからです。智慧は、単に言葉や概念、

あるいは多くの読書によって見出されるものではありま

せん。同胞愛について話したり、知的な用語で議論した

りすることは、それを生きることとは全く違います。後

者だけが智慧につながるのです。智慧は、生きとし生け

るものに害を与えないこと、愚かなやり方ではなく、最

善の方法で他人の積極的な助けになることなど、多くの

ことを意味します。同胞愛もまた、多くのことを暗示し

ています。時々、私たちは神智学協会の最初の目的を気

軽に受け取る傾向がありますが、実は非常に深い意味を

持っています。それは、賢明な人と普通の人との間のす

べての違いを生む、大きな心の変化を意味しています。

智慧は、生命の不可分の認識から生まれる同胞愛を実践

することを可能にし、一方、同胞愛を生きるための真剣

な努力は智慧につながります。この２つは、神智学の仕

事の相補的な側面です。

智慧の学校は、智慧を大切にする人たちを集めようと

する大切な学校です。それがなければ、神智学協会のた

めに働いていると想像しても、意味がないのです。その

ような仕事には力がありません。これは、同胞愛が表面

的な目的としてのみ存在するロッジの弱点の一つです。

一方、真理を真摯に求める同胞愛の中心であるロッジに

は、善のためのダイナミックなパワーが存在するのです。

智慧の学校の授業は、単に思想の収集のためにあるので

はありません。それは書物によっても同様に行うことが

できます。この学校では生徒たちは、ただ情報を蓄積し

たり、誰かが言ったことを覚えたりするだけであっては

ならないのです。どんなに賢い人でも、他人に智慧を授

けることはできないのです。できることは、自分の努力

で智慧という貴重な宝石を発掘しようとする覚悟と熱意

を持った人を励ますことだけです。

智慧を得ることで、私たちは違う世界を創造します。

「創造性」というと、一般的にはモノを作ったり、音楽

を奏でたりすることを連想します。しかし本当の創造性

とは、言い表すことができないものです。美は形や言葉

の中にあるのではなく、言葉のない意識こそが創造的で

あり、それは言葉や歌、あるいは単なる沈黙で表現され

ることがあると、ある哲学者は指摘しています。その意

識の質は、「智慧」の質でもあるのです。この意識こそが、

高貴な世界、争いや痛みのない世界、真の調和のとれた

世界、人類の真の進化が始まる世界を創造することがで

きるのです。

しかし、神の計画は有限の心では分析も評価もできない

ので、自らの周辺から脱却しなければなりません。ベサ

ント博士は、教えることのできるすべての知識は、心や

知性を媒介にして学ぶ、より劣る（lesser）知識、すな

わちアパラー・ヴィディヤーであるという古代の教えに

注意を促しました。教師はこのレベルにおいて役割を果

たすことができます。高次の知識（パラー・ヴィディヤー）

は、低次の知識の分野を照らす光です。これは教えるこ

とはできず、知識が、献身の徳に含まれる分離した自己

の放棄と結びついたときにのみ獲得されます。そうすれ

ば、光は内側から放たれるのです。

智慧を志す学生は、外からではなく、内から見る才能

を養う必要があります。これは、内側から見る高次の能

力を発達させることを意味し、そのため直観、洞察、ブッ

ディと呼ばれます。普通の心は、人生のすべての動きを

「物」として外から見ているため、一見不和な要素を統

合し、統一体の中で調和させるために必要な理解が欠け

ているのです。神智学では、個人レベルでも高いレベル

でも、生命の力は内側から外側へ働くと宣言しています。

すべての外側の行動は、内側の条件に根ざしているので

す。智慧の学校での研究は、内側と外側、多数と「一者」（神 

“the One” ) との深い関係を認識する直感的な認識の潜

在的な能力を刺激することを目的とすべきです。

智慧の学校は、知性（マインド）と（ハート）の最高

の資質を兼ね備えた、何世代にもわたる神智学の伝達者

が生まれる苗床となることを意図しています。そして、

伝達者たちは世界の尊敬、あるいは少なくとも注目を浴

びることになるのです。そのようなメッセンジャーたち

は、オープンマインドに恵まれているので、いかなる論

争も避け、ただ自分たちが理解していることを、知的な

男女がさらに議論を深めるための基礎として提示するだ

けでしょう。

この学校を卒業した生徒たちは、自分の住んでいる地

域やロッジにも同じようなミニスクールを作るように勧

められました。このような広がりは、ある程度は実現さ

れています。ヨーロッパ連盟は、オランダのナールデン

のセオソフィカル・センターで「智慧の学校」を開催し

ています。西アフリカ支部も、ガーナのアクラでミニ「智

慧の学校」を行っています。カリフォルニアのクロトナ

と、オーストラリアのスプリングブルックセンターには、

神智学（別の言葉で、智慧）の学校があります。地理的

には離れていても、その目的と学問へのアプローチを共

有することで、精神的に統合することができるのです。

内と外を関連づける直感的な知覚の刺激、永遠の領域へ

の開放性から糧を得る統合の中で現世の出来事を受け入

れる視点、知識と献身を融合させ、論争を起こすのでは

なく、探究心と内からの光明を見出す能力を呼び起こそ

うとするエネルギーの伝達、これらは共通の目的です。

4. このアディヤールの地（2002 年 3月）

H・P・ブラヴァツキーとH・S・オルコットがアディヤー

ルに来て発見し、記述した楽園は、当時マドラス市（現

チェンナイ市）の一部ではなかったのです。チェンナイ

の中心部、イギリス人が「ジョージタウン」と名付けた

混雑した地域は、アディヤールから北に７マイルほど離

れたところです。アディヤール川の北側には、ベンガル

湾に面した静かな河口があり、その間に、空き地、小さ

な湖、果樹園、庭が点在し、とても広々とした楽しい村

という感じでした。創立者たちは、アディヤール川の南

岸に 27 エーカーの土地を購入し、海と河口の素晴らし

い景色を眺めながら、朝夕の静寂の中で、太陽と月が華

麗に昇り、沈んでいきました。車も電話も電気も、人を

引きつけ、喧騒を生み、パラダイスを純粋に保つことを

妨げるような、人間の存在を主張するような近代的な設

備はありませんでした。

1907 年、H・S・オルコットの後にアニー・ベサント

が会長に就任すると、アディヤール本部の敷地の一部で

ある東と南の土地（ガジュマルの木やその他の自然の宝

庫）をすべて協会のために取得しました。この拡張によ

り、神智学協会は海に面し、その落ち着いた雰囲気と磁

気の質を守るための空間を手に入れたのです。今日、チェ

ンナイという成長著しい大都市に包まれ、交通騒音や拡

声器の音で散在していますが、そのパラダイスは、神秘

的な魅力を適切に保っているのです。

このキャンパスは、チェンナイ市民の健康と文化遺産

の維持に重要な役割を担っているのです。チェンナイ（マ

ドラス）は、環境上重要な貴重な緑の肺として機能して

いるのです。その自然な木陰は、無差別な揚水や貧弱な

都市計画によって枯渇の危機に瀕している水位を維持

し、涵
かん

養
よう

するのに役立っています。私たちのオアシスの

外にある大気汚染は危険なレベルに達しており、魅力的

な古いマドラスを、温度パターンや降雨量に悲惨な変化

をもたらし、地球の美しさを損なっている他の多くの制

御不能な都市付加物の毒に似せて変えようとしているの

です。

研究者たちは、私たちのキャンパスに、多くの外来種

を含む 400 種以上の植物を記録しています。また、多様

な哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫が、居住者や世界中から

本部の神聖さを体験しに来る会員たちと平和に調和して

暮らしています。敷地内は鳥たちの楽園でもあります。

敷地内やその周辺では、約 200 種類の鳥が確認されてお

り、餌を食べたり、巣を作ったり、移動のために訪れた

りしています。数十年前、神智学協会の地所に隣接する

アディヤール河口と島々は、政府によって、捕獲、罠、

射撃、卵の持ち去りさえ許されない聖域とされました。

マドラス政府は神智学協会に、密猟者やジプシーなどの

無知で破壊的な集団から、私たちの地所周辺の動物の生

態を保護する特権を授けたのです。これは、すべての生

命をひとつとみなし、すべて等しく神聖であり、敬意を

払うに値するとする私たちの哲学と調和するものであ

り、私たちはこの責任を可能な限り果たすことを喜んで

います。

The Theosophist 誌の表紙には、キャンパスを美しく

彩る精緻な植物や花のいくつかを表示してきました。さ

らに最近では、この地所に歌や色彩、魅力をもたらして

くれる愛らしい鳥たちを写真に収め、紹介しています。

これらの写真から、物質的な美しさだけでなく、精神的

な自然の力、そして自然を支えている力の美しさも感じ

ていただけると思います。自然は神の衣であり、ウパニ

シャッドが「あれ」（That）と呼び、クリシュナムルティ

が「向こう側」（Other）と呼ぶ不可視のものの、最も外

側にある衣であると言われています。ヒマワリが太陽の

光に目を向けるように、私たちが「あれ」に目を向ける

とき、ひょっとすると幻想は消え去り、私たちの心に光

が射し始めるかもしれません。私たちのアディヤールの

地所には、何千人もの人々が放棄と尊敬の念を抱いて集

まってくる場所特有の、高揚した雰囲気があります。

5. アディヤールでの大会（2005 年 2月）

アディヤールでの国際大会は歴史的な行事であり、初

期には創立者のオルコット大佐が主宰し、その後、歴代

の総裁が主宰してきました。この大会は、神智学協会の

他のどの大会よりも、はるかに多くの会員を世界各地か

ら集め続けています。1925 年と 1975 年には、その数

は 2,000 人を超えました。

会員たちは、移動、相部屋、食事など不便な思いをし

ながらも、このイベントのために毎年アディヤールに集

まってくるのです。アディヤール大会の魅力の本質を本

人が意識していなくても、国際本部の美しいキャンパス

に漂う独特の雰囲気は、人々が感じる強い磁石のような

ものです。その魅力は、単に講演や行事、世界的な人脈、

木々や低木の美しさだけでなく、無形の何かが参加者の

心を動かし、高揚させるのである。そして、N・スリ・

ラム前会長が言ったように、「神智学の本質をより多く」

理解し、普遍的な同胞愛と利他的な生き方への献身をよ

り深く実感することができるのです。

1882 年に書かれたオルコット大佐の日記には、「私た

ちはアディヤールに来ることとなり、一目見て将来の家

が見つかったと思った」と書かれています。本館は急速

に改築され、HPB は１階の大きな部屋１つを占有し、そ

の隣には「屋根」と呼ばれるオープンテラスの下で人々

がしばしば座っていました。そこは夏でも心地よい風が

吹く場所でした。大佐はその時の気持ちをこのように雄

弁に語ってくれました。「私は多くの国を訪れたが、あ

のテラスから見る景色ほど美しいものはない。昼でも、

星明かりでも、月明かりでも」。アディヤールの美しさは、

今は姿を変えながらも、創立者たちが一目見てここが自

今のこのままでは、人類の進化が始まったとは言い難

いです。なぜなら、動物的な性質が終焉を迎えていない

からです。人間の活動は今や、ほとんどが悟りのない心

に扇動された動物的な性質です。スラム街や路上で暮ら

す人々を除けば、人間は自分を「保存」（維持 preserve）

する必要はありません。しかし人々は他者より優位に立

ちたい、出世したい、所有したい、戦いたい、支配した

いという衝動に盲目的に駆られているのです。私たちが

知っている世界は、人間の脳によって悪化した動物の活

動によって支配されているのです。人間の進化は、この

ような盲目的で制御不能な衝動に駆られてはならないこ

とを理解し始めたときに始まります。そして、これが智

慧の始まりです。

神智学は、すべての普通の人間がどのようにして自分

自身を完成させ、情熱や強迫観念から自由になることが

できるかを教えています。智慧はこの方向に進むことに

あり、それが人間の進化です。そうでなければ、それは

精神的な進化、つまり、動物でさえ初歩的な形で持って

いる思考能力の発達に過ぎません。もし私たちがこのす

べてを探求し、真理を私たちの意識にいっぱいにさせな

ければ、空論にとどまり、私たちにも社会にも何の変化

もないのです。智慧の学校での活動は、生徒一人ひとり

にとって「道を切り開く」ものでなければなりません。

3. 智慧の学校（2005 年 6月）

1922 年に、哲学、宗教、科学、文学、芸術のあらゆ

る側面をダイナミックに統合したプログラムを展開する

学校をアディヤールに設立することが提案されました。

アニー・ベサントは、人間のすべての活動は「一つの生命」

の進化した表現であるという中心的な原則に基づいて活

動するよう指示しました。各国から集まった生徒たちは、

これらのテーマについて熟練した人の話を聞き、アディ

ヤール図書館で学び、論文を投稿し、議論に参加する機

会を持つことになりました。この学校は「ブラフマヴィ

ディヤー・アーシュラマ」と呼ばれ、「智慧の学校」と

ほぼ同じ意味ですが、「アーシュラマ」という言葉は生

徒が原則としてアディヤールに居住することを示唆して

います。1926 年に開校したこの学校は、知識を求め、

簡素な生活を送る覚悟のある教養ある若者たちが、世界

中の TS（神智学協会）の支部から集まってくることを

期待していました。このプログラムはしばらくの間、成

功裏に進行しましたが、その後、落ち込みました。

1926 年には、協会のドイツ支部書記長のアクセル・

フォン・フィーリッツ＝コニール氏が、1921 年にドイ

ツのダルムシュタットでラビンドラナート・タゴールの

出席のもとに行った智慧の学校について、ヘルマン・カ

イザーリング伯爵の通訳でレポートを発表したことも”

The Theosophist” 誌に掲載されています。講演の効果

は絶大で、初めて会った多くの人がすぐに魂の親近感を

覚えたといいます。そして、「智慧の学校」がドイツの

精神的な生活にとって何を意味するのか理解できないほ

どだったそうです。カイザーリング伯爵（訳注：ドイツ

の哲学者・社会学者）は、「私は自分のために弟子の集

団を教育するつもりはありません。それどころか、私の

願いは一人ひとりが自分自身の指導者、案内人となるよ

うに訓練することです」と宣言しました。

今日のアディヤールの智慧の学校は、上記の努力を引

き継ぎ、当時のTS（神智学協会）会長C・ジナラージャダー

サ氏の指導のもとに復興されたものです。アニー・ベサ

ントは、この 1926 年のスクールについて語るとき、今

日でも通用するさまざまな指摘をしました。まず第一に

彼女は、これから行われる研究の目的を明らかにしまし

た。生徒たちは何を求めていたのでしょうか。その答え

は、学校の名前そのものが示唆しています。智慧は、永

遠を求め、神の計画を垣間見る者にもたらされます。智

慧は、顕現のプロセスを通じて「神性の展開の全領域を

照らし出す」からです。“At the Feet of the Master “（『大

師のみ足のもとに』）で語られているように、「ひとたび

人がそれを見て、本当にそれを知るとき、人はそのため

に働き、それと自分を一体化せずにはいられません。そ

れはとても輝かしく、とても美しいからです」。

一見、脈絡がなく断片的に見える現象や出来事も、「永

遠」の光の中だけで、真に理解することができるのです。

分たちの故郷になると思ったときと同じように、会員や

訪問者を魅了しているのです。

“Old Diary “（オルコット大佐 著）のページなどには、

協会創設の立役者であるマハートマたちがアディヤール

を祝福したときのことが書かれています。多くの熱心な

会員たちが、アディヤールでは他の場所よりも高貴な考

えを持ち、深い洞察力を得ることができるということを

知り続けています。彼らの愛と献身、犠牲と奉仕の精神

は、アディヤールの無形の雰囲気を常に強化し、受容す

る人々の霊的本能を養っているのです。

今年の大会は、南インドの東海岸を津波が襲い、アディ

ヤール川を水が遡
そ

上
じょう

し、瓦礫を残しながらも破壊されな

い状態で始まりました。近隣のコミュニティへの救援活

動が計画される中、大会は平穏な雰囲気に包まれました。

アディヤール本部は守られており、今後も安全であり続

けるでしょう。普遍的な同胞愛を促進するための献身的

な精神と、智慧への無私の探求が、会員の生活と仕事の

中心である限りは。

釈尊の「自分自身の灯火となれ」という教えには、パー

リ語の灯火（dipa）とも島（dvipa）ともとれる単語が

含まれています。（訳注：『沈黙の声』断片Ⅲを参照）後

者の場合、外側の出来事に揺るがない深い内面の安定を

指しており、海の中の島の状態に喩えて描かれています。

霊的な意識は、万物との普遍的な愛の関係、つまり内な

る不滅の要素（element）であるアートマに根ざしてい

るので、常に揺らぐことがないのです。そうすれば、世

俗の引力や外界の「災い」の影響に心を乱されることは

ありません。このような、揺らぐことのないランプの水

の中の島は、現象界とその出来事が影のようにしか実在

しないことを知っている「意図を超えた心」（mind 

beyond mint）の象徴です。アディヤール大会に参加す

る会員は、時にこの内なる平和と安心に触れ、時を超え

た世界と触れ合う深い喜びを体験します。

意識がより高いレベルの平和、善、調和に到達するた

びに、本人が意識するかしないかにかかわらず、何らか

の変化が起こります。意識はより細かい波動に反応し始

め、何の抵抗もしなくなり、最後にはより粗い波動はも

う入ってこられなくなるのです。古代サンスクリット語

の一節にあるように、「神と接触する者は、現在の状態

がどうであれ、内も外も清らかになる」のです。



智慧の学校とアディヤール

ラーダ・バーニア (※) 国際会長

 (※) ラーダ・バーニア（1923-2013）は、神智学協会の

第 7代国際会長。

1. 智慧の学校 (1990 年 2月 )

智慧の学校は、アディヤールでの重要な活動の一つで

あり、この場所にとってだけでなく、神智学協会の活動

全体にも重要なものです。表面的なレベル、表面的な興

味にとどまっている協会のメンバーは、協会の目的を遂

行する上で有力であるはずがありません。したがって智

慧の学校は、生徒が自分自身の中の深みに到達するのを

助けようとしています。それは、単に個人的な満足を提

供し、生徒の勉強を進歩させることを目的としているの

ではなく、より大きな目的があるのです。私たちの国際

本部であるアディヤールは、その美しさ、歴史、伝統、

雰囲気からして唯一無二の場所であり、正しい目的と開

かれた心を持って来た人に、高揚した体験を提供します。

智慧の学校にとって、アディヤールほど素晴らしい環境

はないでしょう。

このテーマは以前にも取り上げられたことがあるかも

しれませんが、智慧の学校の各セッションの始めに、生

徒たちが智慧の本質とそれに至る道について考えること

は意義があると思います。知識は、それなりの知性のあ

る人なら、多くの本があり、簡単に手に入れることがで

きます。人々は神智学のさまざまな面について語ります

が、それでも古代の智慧の真理が彼らの心に浸透して彼

らを変容させることはありません。智慧とは変容なので

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。霊的な探求者にとっても、

これは進むべき道です。ブラヴァツキー夫人が神智学の

秘教部門を始めたとき、学徒たちに、自分の質問に答え

るために自分のところに来てはいけないと言った。でき

るだけ自分自身で答えを見つけてから、彼女のところに

聞きに来るようにとアドバイスしていました。これはク

リシュナムルティも推奨していたことで、彼は「正しい

質問の仕方を知っている人は、自分自身で答えを見つけ

ることができる」と述べています。正しい質問、つまり

深い意味を持つ質問をするためには、その人の話をよく

聞いて、さらによく考えなければならないのです。イン

ドの伝統によれば、耳を傾けること、そして耳を傾けた

ことについて深く考えることを学ばなければ、瞑想はで

きません。深く考えるということは、「なぜそうなのだ

ろう？ その意味は何なのか？ 私はどのような根本的な

側面を見逃しているのだろうか？」と問うことを含みま

す。このような探求を何度も行わなければなりません。

それは井戸を掘るようなもので、深く深く、無関係なも

の、役に立たないものをすべて心から取り除き、生命を

与えるポイント、つまり正しい質問が発せられ、正しい

答えが解放される明晰な状態に至るのです。

智慧の学校は、生徒が自分自身の内なる資源を活用で

きるような雰囲気を作り出すことを目的としています。

自分の意識は真理の床であり、計り知れない資源がそれ

ぞれの中に眠っています。しかし、真理の源に到達する

ためには自分の意識の中に十分に深く入っていかなけれ

ばなりません。指導者や講演者は、生徒が自分自身の力

を引き出し、自分自身で意味を発見するのを助けるため

だけに存在するのです。それが智慧の基本です。知識と

いうものは、どこで何が語られたかを記憶すること、あ

るいは情報を組み合わせてパッチワークを作ることにし

かなりません。

知識は人を停滞させ、不毛にし、あるいはさまざまな

愚行を生み出します。しかし、智慧は変容と同義です。

聖書には「智慧はルビーよりも尊い」とあります。

智慧は世界の端から端まで届き、力強く、甘美に、万

物を秩序づける。

智慧はシャロン（平野）のバラであり、谷間の命である。

智慧は美しい愛の母であり、忍耐と辛抱と聖なる希望

の母である。

智慧があれば、私たちの生活全体が変わり、私たちが

接するすべてのものに癒しと救いの手を差し伸べること

ができるのです。賢者は弟子を探す必要はありません。

弟子を集めるために多大な努力をしたり、広告を出した

りする人は、賢者ではありません。賢者とは、蜂が蜜に

寄ってくるように、人々が自然に集まってくる人のこと

です。智慧とは、尊厳と美と光に満ちた領域への変容で

あり、その光の中へと自然に他者を引き寄せるものなの

です。

智慧を見つけるには、調和も必要です。アディヤール

のような場所の雰囲気、このアーシュラマの美しさと平

和は、生徒が生まれながらに持っている調和を高め、強

化するものです。調和とは、単に外見的なレベルで仲間

になることではなく、心の奥底で平和を体験することで

す。ブラヴァツキー夫人は『実践オカルティズム』の中

でこう言っています。

「学習者たちの間に最高の調和が支配しない限り、成

功はありえない！……。真理を受けるに適した有望な

チェラたちが、その気質と仲間との調和がとれないため

に、何年も待たなければならなかったことは知られてい

る」。

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。

調和と幸福、愛と静けさ（平和）といった経験は、異

なるレベルで知られています。調和、平和、愛を深く実

感することは、すべての人や物の中にある深い本質を発

見することに等しいのです。心の関係や物理的関係では

なく、魂の関係があるところでは、エーテルは深い調和

やシャーンティ（平静）の感覚を持っています。母親と

子供は、時にそういう関係を本能的に知っています。母

親の愛が賞賛されるのは、その中に無私の要素があるか

らです。母親は子供の魂に触れているので、子供が感じ

ていない場合でも、本当の心配を知っているのです。だ

から、子供が自分にしてしまう悪いことも、優しく見過

ごすことができます。精神的なレベルでもなく、愛着や

感傷といった感情的なレベルでもない魂の関係こそが、

共に学び、共に働く生徒たちをつなぐものでなければな

らないのです。東洋の伝統では、霊的な師匠の弟子たち

は、血のつながった兄弟や姉妹よりも近いと言われてい

ます。ですから「智慧の学校」では、調和の法則に縛ら

れながら、耳を傾け、深く考え、問いかけるという雰囲

気の中で成長していくのです。

2. 智慧の学校（1991 年 11 月）

智慧の学校は、国際本部で最も重要な活動の一つです。

なぜなら、単なる協会の登録会員ではなく、真のセオソ

フィストであるということは、「智慧」の探求に身を投

じることを意味するからです。智慧は、単に言葉や概念、

あるいは多くの読書によって見出されるものではありま

せん。同胞愛について話したり、知的な用語で議論した

りすることは、それを生きることとは全く違います。後

者だけが智慧につながるのです。智慧は、生きとし生け

るものに害を与えないこと、愚かなやり方ではなく、最

善の方法で他人の積極的な助けになることなど、多くの

ことを意味します。同胞愛もまた、多くのことを暗示し

ています。時々、私たちは神智学協会の最初の目的を気

軽に受け取る傾向がありますが、実は非常に深い意味を

持っています。それは、賢明な人と普通の人との間のす

べての違いを生む、大きな心の変化を意味しています。

智慧は、生命の不可分の認識から生まれる同胞愛を実践

することを可能にし、一方、同胞愛を生きるための真剣

な努力は智慧につながります。この２つは、神智学の仕

事の相補的な側面です。

智慧の学校は、智慧を大切にする人たちを集めようと

する大切な学校です。それがなければ、神智学協会のた

めに働いていると想像しても、意味がないのです。その

ような仕事には力がありません。これは、同胞愛が表面

的な目的としてのみ存在するロッジの弱点の一つです。

一方、真理を真摯に求める同胞愛の中心であるロッジに

は、善のためのダイナミックなパワーが存在するのです。

智慧の学校の授業は、単に思想の収集のためにあるので

はありません。それは書物によっても同様に行うことが

できます。この学校では生徒たちは、ただ情報を蓄積し

たり、誰かが言ったことを覚えたりするだけであっては

ならないのです。どんなに賢い人でも、他人に智慧を授

けることはできないのです。できることは、自分の努力

で智慧という貴重な宝石を発掘しようとする覚悟と熱意

を持った人を励ますことだけです。

智慧を得ることで、私たちは違う世界を創造します。

「創造性」というと、一般的にはモノを作ったり、音楽

を奏でたりすることを連想します。しかし本当の創造性

とは、言い表すことができないものです。美は形や言葉

の中にあるのではなく、言葉のない意識こそが創造的で

あり、それは言葉や歌、あるいは単なる沈黙で表現され

ることがあると、ある哲学者は指摘しています。その意

識の質は、「智慧」の質でもあるのです。この意識こそが、

高貴な世界、争いや痛みのない世界、真の調和のとれた

世界、人類の真の進化が始まる世界を創造することがで

きるのです。
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しかし、神の計画は有限の心では分析も評価もできない

ので、自らの周辺から脱却しなければなりません。ベサ

ント博士は、教えることのできるすべての知識は、心や

知性を媒介にして学ぶ、より劣る（lesser）知識、すな

わちアパラー・ヴィディヤーであるという古代の教えに

注意を促しました。教師はこのレベルにおいて役割を果

たすことができます。高次の知識（パラー・ヴィディヤー）

は、低次の知識の分野を照らす光です。これは教えるこ

とはできず、知識が、献身の徳に含まれる分離した自己

の放棄と結びついたときにのみ獲得されます。そうすれ

ば、光は内側から放たれるのです。

智慧を志す学生は、外からではなく、内から見る才能

を養う必要があります。これは、内側から見る高次の能

力を発達させることを意味し、そのため直観、洞察、ブッ

ディと呼ばれます。普通の心は、人生のすべての動きを

「物」として外から見ているため、一見不和な要素を統

合し、統一体の中で調和させるために必要な理解が欠け

ているのです。神智学では、個人レベルでも高いレベル

でも、生命の力は内側から外側へ働くと宣言しています。

すべての外側の行動は、内側の条件に根ざしているので

す。智慧の学校での研究は、内側と外側、多数と「一者」（神 

“the One” ) との深い関係を認識する直感的な認識の潜

在的な能力を刺激することを目的とすべきです。

智慧の学校は、知性（マインド）と（ハート）の最高

の資質を兼ね備えた、何世代にもわたる神智学の伝達者

が生まれる苗床となることを意図しています。そして、

伝達者たちは世界の尊敬、あるいは少なくとも注目を浴

びることになるのです。そのようなメッセンジャーたち

は、オープンマインドに恵まれているので、いかなる論

争も避け、ただ自分たちが理解していることを、知的な

男女がさらに議論を深めるための基礎として提示するだ

けでしょう。

この学校を卒業した生徒たちは、自分の住んでいる地

域やロッジにも同じようなミニスクールを作るように勧

められました。このような広がりは、ある程度は実現さ

れています。ヨーロッパ連盟は、オランダのナールデン

のセオソフィカル・センターで「智慧の学校」を開催し

ています。西アフリカ支部も、ガーナのアクラでミニ「智

慧の学校」を行っています。カリフォルニアのクロトナ

と、オーストラリアのスプリングブルックセンターには、

神智学（別の言葉で、智慧）の学校があります。地理的

には離れていても、その目的と学問へのアプローチを共

有することで、精神的に統合することができるのです。

内と外を関連づける直感的な知覚の刺激、永遠の領域へ

の開放性から糧を得る統合の中で現世の出来事を受け入

れる視点、知識と献身を融合させ、論争を起こすのでは

なく、探究心と内からの光明を見出す能力を呼び起こそ

うとするエネルギーの伝達、これらは共通の目的です。

4. このアディヤールの地（2002 年 3月）

H・P・ブラヴァツキーとH・S・オルコットがアディヤー

ルに来て発見し、記述した楽園は、当時マドラス市（現

チェンナイ市）の一部ではなかったのです。チェンナイ

の中心部、イギリス人が「ジョージタウン」と名付けた

混雑した地域は、アディヤールから北に７マイルほど離

れたところです。アディヤール川の北側には、ベンガル

湾に面した静かな河口があり、その間に、空き地、小さ

な湖、果樹園、庭が点在し、とても広々とした楽しい村

という感じでした。創立者たちは、アディヤール川の南

岸に 27 エーカーの土地を購入し、海と河口の素晴らし

い景色を眺めながら、朝夕の静寂の中で、太陽と月が華

麗に昇り、沈んでいきました。車も電話も電気も、人を

引きつけ、喧騒を生み、パラダイスを純粋に保つことを

妨げるような、人間の存在を主張するような近代的な設

備はありませんでした。

1907 年、H・S・オルコットの後にアニー・ベサント

が会長に就任すると、アディヤール本部の敷地の一部で

ある東と南の土地（ガジュマルの木やその他の自然の宝

庫）をすべて協会のために取得しました。この拡張によ

り、神智学協会は海に面し、その落ち着いた雰囲気と磁

気の質を守るための空間を手に入れたのです。今日、チェ

ンナイという成長著しい大都市に包まれ、交通騒音や拡

声器の音で散在していますが、そのパラダイスは、神秘

的な魅力を適切に保っているのです。

このキャンパスは、チェンナイ市民の健康と文化遺産

の維持に重要な役割を担っているのです。チェンナイ（マ

ドラス）は、環境上重要な貴重な緑の肺として機能して

いるのです。その自然な木陰は、無差別な揚水や貧弱な

都市計画によって枯渇の危機に瀕している水位を維持

し、涵
かん

養
よう

するのに役立っています。私たちのオアシスの

外にある大気汚染は危険なレベルに達しており、魅力的

な古いマドラスを、温度パターンや降雨量に悲惨な変化

をもたらし、地球の美しさを損なっている他の多くの制

御不能な都市付加物の毒に似せて変えようとしているの

です。

研究者たちは、私たちのキャンパスに、多くの外来種

を含む 400 種以上の植物を記録しています。また、多様

な哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫が、居住者や世界中から

本部の神聖さを体験しに来る会員たちと平和に調和して

暮らしています。敷地内は鳥たちの楽園でもあります。

敷地内やその周辺では、約 200 種類の鳥が確認されてお

り、餌を食べたり、巣を作ったり、移動のために訪れた

りしています。数十年前、神智学協会の地所に隣接する

アディヤール河口と島々は、政府によって、捕獲、罠、

射撃、卵の持ち去りさえ許されない聖域とされました。

マドラス政府は神智学協会に、密猟者やジプシーなどの

無知で破壊的な集団から、私たちの地所周辺の動物の生

態を保護する特権を授けたのです。これは、すべての生

命をひとつとみなし、すべて等しく神聖であり、敬意を

払うに値するとする私たちの哲学と調和するものであ

り、私たちはこの責任を可能な限り果たすことを喜んで

います。

The Theosophist 誌の表紙には、キャンパスを美しく

彩る精緻な植物や花のいくつかを表示してきました。さ

らに最近では、この地所に歌や色彩、魅力をもたらして

くれる愛らしい鳥たちを写真に収め、紹介しています。

これらの写真から、物質的な美しさだけでなく、精神的

な自然の力、そして自然を支えている力の美しさも感じ

ていただけると思います。自然は神の衣であり、ウパニ

シャッドが「あれ」（That）と呼び、クリシュナムルティ

が「向こう側」（Other）と呼ぶ不可視のものの、最も外

側にある衣であると言われています。ヒマワリが太陽の

光に目を向けるように、私たちが「あれ」に目を向ける

とき、ひょっとすると幻想は消え去り、私たちの心に光

が射し始めるかもしれません。私たちのアディヤールの

地所には、何千人もの人々が放棄と尊敬の念を抱いて集

まってくる場所特有の、高揚した雰囲気があります。

5. アディヤールでの大会（2005 年 2月）

アディヤールでの国際大会は歴史的な行事であり、初

期には創立者のオルコット大佐が主宰し、その後、歴代

の総裁が主宰してきました。この大会は、神智学協会の

他のどの大会よりも、はるかに多くの会員を世界各地か

ら集め続けています。1925 年と 1975 年には、その数

は 2,000 人を超えました。

会員たちは、移動、相部屋、食事など不便な思いをし

ながらも、このイベントのために毎年アディヤールに集

まってくるのです。アディヤール大会の魅力の本質を本

人が意識していなくても、国際本部の美しいキャンパス

に漂う独特の雰囲気は、人々が感じる強い磁石のような

ものです。その魅力は、単に講演や行事、世界的な人脈、

木々や低木の美しさだけでなく、無形の何かが参加者の

心を動かし、高揚させるのである。そして、N・スリ・

ラム前会長が言ったように、「神智学の本質をより多く」

理解し、普遍的な同胞愛と利他的な生き方への献身をよ

り深く実感することができるのです。

1882 年に書かれたオルコット大佐の日記には、「私た

ちはアディヤールに来ることとなり、一目見て将来の家

が見つかったと思った」と書かれています。本館は急速

に改築され、HPB は１階の大きな部屋１つを占有し、そ

の隣には「屋根」と呼ばれるオープンテラスの下で人々

がしばしば座っていました。そこは夏でも心地よい風が

吹く場所でした。大佐はその時の気持ちをこのように雄

弁に語ってくれました。「私は多くの国を訪れたが、あ

のテラスから見る景色ほど美しいものはない。昼でも、

星明かりでも、月明かりでも」。アディヤールの美しさは、

今は姿を変えながらも、創立者たちが一目見てここが自

今のこのままでは、人類の進化が始まったとは言い難

いです。なぜなら、動物的な性質が終焉を迎えていない

からです。人間の活動は今や、ほとんどが悟りのない心

に扇動された動物的な性質です。スラム街や路上で暮ら

す人々を除けば、人間は自分を「保存」（維持 preserve）

する必要はありません。しかし人々は他者より優位に立

ちたい、出世したい、所有したい、戦いたい、支配した

いという衝動に盲目的に駆られているのです。私たちが

知っている世界は、人間の脳によって悪化した動物の活

動によって支配されているのです。人間の進化は、この

ような盲目的で制御不能な衝動に駆られてはならないこ

とを理解し始めたときに始まります。そして、これが智

慧の始まりです。

神智学は、すべての普通の人間がどのようにして自分

自身を完成させ、情熱や強迫観念から自由になることが

できるかを教えています。智慧はこの方向に進むことに

あり、それが人間の進化です。そうでなければ、それは

精神的な進化、つまり、動物でさえ初歩的な形で持って

いる思考能力の発達に過ぎません。もし私たちがこのす

べてを探求し、真理を私たちの意識にいっぱいにさせな

ければ、空論にとどまり、私たちにも社会にも何の変化

もないのです。智慧の学校での活動は、生徒一人ひとり

にとって「道を切り開く」ものでなければなりません。

3. 智慧の学校（2005 年 6月）

1922 年に、哲学、宗教、科学、文学、芸術のあらゆ

る側面をダイナミックに統合したプログラムを展開する

学校をアディヤールに設立することが提案されました。

アニー・ベサントは、人間のすべての活動は「一つの生命」

の進化した表現であるという中心的な原則に基づいて活

動するよう指示しました。各国から集まった生徒たちは、

これらのテーマについて熟練した人の話を聞き、アディ

ヤール図書館で学び、論文を投稿し、議論に参加する機

会を持つことになりました。この学校は「ブラフマヴィ

ディヤー・アーシュラマ」と呼ばれ、「智慧の学校」と

ほぼ同じ意味ですが、「アーシュラマ」という言葉は生

徒が原則としてアディヤールに居住することを示唆して

います。1926 年に開校したこの学校は、知識を求め、

簡素な生活を送る覚悟のある教養ある若者たちが、世界

中の TS（神智学協会）の支部から集まってくることを

期待していました。このプログラムはしばらくの間、成

功裏に進行しましたが、その後、落ち込みました。

1926 年には、協会のドイツ支部書記長のアクセル・

フォン・フィーリッツ＝コニール氏が、1921 年にドイ

ツのダルムシュタットでラビンドラナート・タゴールの

出席のもとに行った智慧の学校について、ヘルマン・カ

イザーリング伯爵の通訳でレポートを発表したことも”

The Theosophist” 誌に掲載されています。講演の効果

は絶大で、初めて会った多くの人がすぐに魂の親近感を

覚えたといいます。そして、「智慧の学校」がドイツの

精神的な生活にとって何を意味するのか理解できないほ

どだったそうです。カイザーリング伯爵（訳注：ドイツ

の哲学者・社会学者）は、「私は自分のために弟子の集

団を教育するつもりはありません。それどころか、私の

願いは一人ひとりが自分自身の指導者、案内人となるよ

うに訓練することです」と宣言しました。

今日のアディヤールの智慧の学校は、上記の努力を引

き継ぎ、当時のTS（神智学協会）会長C・ジナラージャダー

サ氏の指導のもとに復興されたものです。アニー・ベサ

ントは、この 1926 年のスクールについて語るとき、今

日でも通用するさまざまな指摘をしました。まず第一に

彼女は、これから行われる研究の目的を明らかにしまし

た。生徒たちは何を求めていたのでしょうか。その答え

は、学校の名前そのものが示唆しています。智慧は、永

遠を求め、神の計画を垣間見る者にもたらされます。智

慧は、顕現のプロセスを通じて「神性の展開の全領域を

照らし出す」からです。“At the Feet of the Master “（『大

師のみ足のもとに』）で語られているように、「ひとたび

人がそれを見て、本当にそれを知るとき、人はそのため

に働き、それと自分を一体化せずにはいられません。そ

れはとても輝かしく、とても美しいからです」。

一見、脈絡がなく断片的に見える現象や出来事も、「永

遠」の光の中だけで、真に理解することができるのです。

分たちの故郷になると思ったときと同じように、会員や

訪問者を魅了しているのです。

“Old Diary “（オルコット大佐 著）のページなどには、

協会創設の立役者であるマハートマたちがアディヤール

を祝福したときのことが書かれています。多くの熱心な

会員たちが、アディヤールでは他の場所よりも高貴な考

えを持ち、深い洞察力を得ることができるということを

知り続けています。彼らの愛と献身、犠牲と奉仕の精神

は、アディヤールの無形の雰囲気を常に強化し、受容す

る人々の霊的本能を養っているのです。

今年の大会は、南インドの東海岸を津波が襲い、アディ

ヤール川を水が遡
そ

上
じょう

し、瓦礫を残しながらも破壊されな

い状態で始まりました。近隣のコミュニティへの救援活

動が計画される中、大会は平穏な雰囲気に包まれました。

アディヤール本部は守られており、今後も安全であり続

けるでしょう。普遍的な同胞愛を促進するための献身的

な精神と、智慧への無私の探求が、会員の生活と仕事の

中心である限りは。

釈尊の「自分自身の灯火となれ」という教えには、パー

リ語の灯火（dipa）とも島（dvipa）ともとれる単語が

含まれています。（訳注：『沈黙の声』断片Ⅲを参照）後

者の場合、外側の出来事に揺るがない深い内面の安定を

指しており、海の中の島の状態に喩えて描かれています。

霊的な意識は、万物との普遍的な愛の関係、つまり内な

る不滅の要素（element）であるアートマに根ざしてい

るので、常に揺らぐことがないのです。そうすれば、世

俗の引力や外界の「災い」の影響に心を乱されることは

ありません。このような、揺らぐことのないランプの水

の中の島は、現象界とその出来事が影のようにしか実在

しないことを知っている「意図を超えた心」（mind 

beyond mint）の象徴です。アディヤール大会に参加す

る会員は、時にこの内なる平和と安心に触れ、時を超え

た世界と触れ合う深い喜びを体験します。

意識がより高いレベルの平和、善、調和に到達するた

びに、本人が意識するかしないかにかかわらず、何らか

の変化が起こります。意識はより細かい波動に反応し始

め、何の抵抗もしなくなり、最後にはより粗い波動はも

う入ってこられなくなるのです。古代サンスクリット語

の一節にあるように、「神と接触する者は、現在の状態

がどうであれ、内も外も清らかになる」のです。



智慧の学校とアディヤール

ラーダ・バーニア (※) 国際会長

 (※) ラーダ・バーニア（1923-2013）は、神智学協会の

第 7代国際会長。

1. 智慧の学校 (1990 年 2月 )

智慧の学校は、アディヤールでの重要な活動の一つで

あり、この場所にとってだけでなく、神智学協会の活動

全体にも重要なものです。表面的なレベル、表面的な興

味にとどまっている協会のメンバーは、協会の目的を遂

行する上で有力であるはずがありません。したがって智

慧の学校は、生徒が自分自身の中の深みに到達するのを

助けようとしています。それは、単に個人的な満足を提

供し、生徒の勉強を進歩させることを目的としているの

ではなく、より大きな目的があるのです。私たちの国際

本部であるアディヤールは、その美しさ、歴史、伝統、

雰囲気からして唯一無二の場所であり、正しい目的と開

かれた心を持って来た人に、高揚した体験を提供します。

智慧の学校にとって、アディヤールほど素晴らしい環境

はないでしょう。

このテーマは以前にも取り上げられたことがあるかも

しれませんが、智慧の学校の各セッションの始めに、生

徒たちが智慧の本質とそれに至る道について考えること

は意義があると思います。知識は、それなりの知性のあ

る人なら、多くの本があり、簡単に手に入れることがで

きます。人々は神智学のさまざまな面について語ります

が、それでも古代の智慧の真理が彼らの心に浸透して彼

らを変容させることはありません。智慧とは変容なので

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。霊的な探求者にとっても、

これは進むべき道です。ブラヴァツキー夫人が神智学の

秘教部門を始めたとき、学徒たちに、自分の質問に答え

るために自分のところに来てはいけないと言った。でき

るだけ自分自身で答えを見つけてから、彼女のところに

聞きに来るようにとアドバイスしていました。これはク

リシュナムルティも推奨していたことで、彼は「正しい

質問の仕方を知っている人は、自分自身で答えを見つけ

ることができる」と述べています。正しい質問、つまり

深い意味を持つ質問をするためには、その人の話をよく

聞いて、さらによく考えなければならないのです。イン

ドの伝統によれば、耳を傾けること、そして耳を傾けた

ことについて深く考えることを学ばなければ、瞑想はで

きません。深く考えるということは、「なぜそうなのだ

ろう？ その意味は何なのか？ 私はどのような根本的な

側面を見逃しているのだろうか？」と問うことを含みま

す。このような探求を何度も行わなければなりません。

それは井戸を掘るようなもので、深く深く、無関係なも

の、役に立たないものをすべて心から取り除き、生命を

与えるポイント、つまり正しい質問が発せられ、正しい

答えが解放される明晰な状態に至るのです。

智慧の学校は、生徒が自分自身の内なる資源を活用で

きるような雰囲気を作り出すことを目的としています。

自分の意識は真理の床であり、計り知れない資源がそれ

ぞれの中に眠っています。しかし、真理の源に到達する

ためには自分の意識の中に十分に深く入っていかなけれ

ばなりません。指導者や講演者は、生徒が自分自身の力

を引き出し、自分自身で意味を発見するのを助けるため

だけに存在するのです。それが智慧の基本です。知識と

いうものは、どこで何が語られたかを記憶すること、あ

るいは情報を組み合わせてパッチワークを作ることにし

かなりません。

知識は人を停滞させ、不毛にし、あるいはさまざまな

愚行を生み出します。しかし、智慧は変容と同義です。

聖書には「智慧はルビーよりも尊い」とあります。

智慧は世界の端から端まで届き、力強く、甘美に、万

物を秩序づける。

智慧はシャロン（平野）のバラであり、谷間の命である。

智慧は美しい愛の母であり、忍耐と辛抱と聖なる希望

の母である。

智慧があれば、私たちの生活全体が変わり、私たちが

接するすべてのものに癒しと救いの手を差し伸べること

ができるのです。賢者は弟子を探す必要はありません。

弟子を集めるために多大な努力をしたり、広告を出した

りする人は、賢者ではありません。賢者とは、蜂が蜜に

寄ってくるように、人々が自然に集まってくる人のこと

です。智慧とは、尊厳と美と光に満ちた領域への変容で

あり、その光の中へと自然に他者を引き寄せるものなの

です。

智慧を見つけるには、調和も必要です。アディヤール

のような場所の雰囲気、このアーシュラマの美しさと平

和は、生徒が生まれながらに持っている調和を高め、強

化するものです。調和とは、単に外見的なレベルで仲間

になることではなく、心の奥底で平和を体験することで

す。ブラヴァツキー夫人は『実践オカルティズム』の中

でこう言っています。

「学習者たちの間に最高の調和が支配しない限り、成

功はありえない！……。真理を受けるに適した有望な

チェラたちが、その気質と仲間との調和がとれないため

に、何年も待たなければならなかったことは知られてい

る」。

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。

調和と幸福、愛と静けさ（平和）といった経験は、異

なるレベルで知られています。調和、平和、愛を深く実

感することは、すべての人や物の中にある深い本質を発

見することに等しいのです。心の関係や物理的関係では

なく、魂の関係があるところでは、エーテルは深い調和

やシャーンティ（平静）の感覚を持っています。母親と

子供は、時にそういう関係を本能的に知っています。母

親の愛が賞賛されるのは、その中に無私の要素があるか

らです。母親は子供の魂に触れているので、子供が感じ

ていない場合でも、本当の心配を知っているのです。だ

から、子供が自分にしてしまう悪いことも、優しく見過

ごすことができます。精神的なレベルでもなく、愛着や

感傷といった感情的なレベルでもない魂の関係こそが、

共に学び、共に働く生徒たちをつなぐものでなければな

らないのです。東洋の伝統では、霊的な師匠の弟子たち

は、血のつながった兄弟や姉妹よりも近いと言われてい

ます。ですから「智慧の学校」では、調和の法則に縛ら

れながら、耳を傾け、深く考え、問いかけるという雰囲

気の中で成長していくのです。

2. 智慧の学校（1991 年 11 月）

智慧の学校は、国際本部で最も重要な活動の一つです。

なぜなら、単なる協会の登録会員ではなく、真のセオソ

フィストであるということは、「智慧」の探求に身を投

じることを意味するからです。智慧は、単に言葉や概念、

あるいは多くの読書によって見出されるものではありま

せん。同胞愛について話したり、知的な用語で議論した

りすることは、それを生きることとは全く違います。後

者だけが智慧につながるのです。智慧は、生きとし生け

るものに害を与えないこと、愚かなやり方ではなく、最

善の方法で他人の積極的な助けになることなど、多くの

ことを意味します。同胞愛もまた、多くのことを暗示し

ています。時々、私たちは神智学協会の最初の目的を気

軽に受け取る傾向がありますが、実は非常に深い意味を

持っています。それは、賢明な人と普通の人との間のす

べての違いを生む、大きな心の変化を意味しています。

智慧は、生命の不可分の認識から生まれる同胞愛を実践

することを可能にし、一方、同胞愛を生きるための真剣

な努力は智慧につながります。この２つは、神智学の仕

事の相補的な側面です。

智慧の学校は、智慧を大切にする人たちを集めようと

する大切な学校です。それがなければ、神智学協会のた

めに働いていると想像しても、意味がないのです。その

ような仕事には力がありません。これは、同胞愛が表面

的な目的としてのみ存在するロッジの弱点の一つです。

一方、真理を真摯に求める同胞愛の中心であるロッジに

は、善のためのダイナミックなパワーが存在するのです。

智慧の学校の授業は、単に思想の収集のためにあるので

はありません。それは書物によっても同様に行うことが

できます。この学校では生徒たちは、ただ情報を蓄積し

たり、誰かが言ったことを覚えたりするだけであっては

ならないのです。どんなに賢い人でも、他人に智慧を授

けることはできないのです。できることは、自分の努力

で智慧という貴重な宝石を発掘しようとする覚悟と熱意

を持った人を励ますことだけです。

智慧を得ることで、私たちは違う世界を創造します。

「創造性」というと、一般的にはモノを作ったり、音楽

を奏でたりすることを連想します。しかし本当の創造性

とは、言い表すことができないものです。美は形や言葉

の中にあるのではなく、言葉のない意識こそが創造的で

あり、それは言葉や歌、あるいは単なる沈黙で表現され

ることがあると、ある哲学者は指摘しています。その意

識の質は、「智慧」の質でもあるのです。この意識こそが、

高貴な世界、争いや痛みのない世界、真の調和のとれた

世界、人類の真の進化が始まる世界を創造することがで

きるのです。
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しかし、神の計画は有限の心では分析も評価もできない

ので、自らの周辺から脱却しなければなりません。ベサ

ント博士は、教えることのできるすべての知識は、心や

知性を媒介にして学ぶ、より劣る（lesser）知識、すな

わちアパラー・ヴィディヤーであるという古代の教えに

注意を促しました。教師はこのレベルにおいて役割を果

たすことができます。高次の知識（パラー・ヴィディヤー）

は、低次の知識の分野を照らす光です。これは教えるこ

とはできず、知識が、献身の徳に含まれる分離した自己

の放棄と結びついたときにのみ獲得されます。そうすれ

ば、光は内側から放たれるのです。

智慧を志す学生は、外からではなく、内から見る才能

を養う必要があります。これは、内側から見る高次の能

力を発達させることを意味し、そのため直観、洞察、ブッ

ディと呼ばれます。普通の心は、人生のすべての動きを

「物」として外から見ているため、一見不和な要素を統

合し、統一体の中で調和させるために必要な理解が欠け

ているのです。神智学では、個人レベルでも高いレベル

でも、生命の力は内側から外側へ働くと宣言しています。

すべての外側の行動は、内側の条件に根ざしているので

す。智慧の学校での研究は、内側と外側、多数と「一者」（神 

“the One” ) との深い関係を認識する直感的な認識の潜

在的な能力を刺激することを目的とすべきです。

智慧の学校は、知性（マインド）と（ハート）の最高

の資質を兼ね備えた、何世代にもわたる神智学の伝達者

が生まれる苗床となることを意図しています。そして、

伝達者たちは世界の尊敬、あるいは少なくとも注目を浴

びることになるのです。そのようなメッセンジャーたち

は、オープンマインドに恵まれているので、いかなる論

争も避け、ただ自分たちが理解していることを、知的な

男女がさらに議論を深めるための基礎として提示するだ

けでしょう。

この学校を卒業した生徒たちは、自分の住んでいる地

域やロッジにも同じようなミニスクールを作るように勧

められました。このような広がりは、ある程度は実現さ

れています。ヨーロッパ連盟は、オランダのナールデン

のセオソフィカル・センターで「智慧の学校」を開催し

ています。西アフリカ支部も、ガーナのアクラでミニ「智

慧の学校」を行っています。カリフォルニアのクロトナ

と、オーストラリアのスプリングブルックセンターには、

神智学（別の言葉で、智慧）の学校があります。地理的

には離れていても、その目的と学問へのアプローチを共

有することで、精神的に統合することができるのです。

内と外を関連づける直感的な知覚の刺激、永遠の領域へ

の開放性から糧を得る統合の中で現世の出来事を受け入

れる視点、知識と献身を融合させ、論争を起こすのでは

なく、探究心と内からの光明を見出す能力を呼び起こそ

うとするエネルギーの伝達、これらは共通の目的です。

4. このアディヤールの地（2002 年 3月）

H・P・ブラヴァツキーとH・S・オルコットがアディヤー

ルに来て発見し、記述した楽園は、当時マドラス市（現

チェンナイ市）の一部ではなかったのです。チェンナイ

の中心部、イギリス人が「ジョージタウン」と名付けた

混雑した地域は、アディヤールから北に７マイルほど離

れたところです。アディヤール川の北側には、ベンガル

湾に面した静かな河口があり、その間に、空き地、小さ

な湖、果樹園、庭が点在し、とても広々とした楽しい村

という感じでした。創立者たちは、アディヤール川の南

岸に 27 エーカーの土地を購入し、海と河口の素晴らし

い景色を眺めながら、朝夕の静寂の中で、太陽と月が華

麗に昇り、沈んでいきました。車も電話も電気も、人を

引きつけ、喧騒を生み、パラダイスを純粋に保つことを

妨げるような、人間の存在を主張するような近代的な設

備はありませんでした。

1907 年、H・S・オルコットの後にアニー・ベサント

が会長に就任すると、アディヤール本部の敷地の一部で

ある東と南の土地（ガジュマルの木やその他の自然の宝

庫）をすべて協会のために取得しました。この拡張によ

り、神智学協会は海に面し、その落ち着いた雰囲気と磁

気の質を守るための空間を手に入れたのです。今日、チェ

ンナイという成長著しい大都市に包まれ、交通騒音や拡

声器の音で散在していますが、そのパラダイスは、神秘

的な魅力を適切に保っているのです。

このキャンパスは、チェンナイ市民の健康と文化遺産

の維持に重要な役割を担っているのです。チェンナイ（マ

ドラス）は、環境上重要な貴重な緑の肺として機能して

いるのです。その自然な木陰は、無差別な揚水や貧弱な

都市計画によって枯渇の危機に瀕している水位を維持

し、涵
かん

養
よう

するのに役立っています。私たちのオアシスの

外にある大気汚染は危険なレベルに達しており、魅力的

な古いマドラスを、温度パターンや降雨量に悲惨な変化

をもたらし、地球の美しさを損なっている他の多くの制

御不能な都市付加物の毒に似せて変えようとしているの

です。

研究者たちは、私たちのキャンパスに、多くの外来種

を含む 400 種以上の植物を記録しています。また、多様

な哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫が、居住者や世界中から

本部の神聖さを体験しに来る会員たちと平和に調和して

暮らしています。敷地内は鳥たちの楽園でもあります。

敷地内やその周辺では、約 200 種類の鳥が確認されてお

り、餌を食べたり、巣を作ったり、移動のために訪れた

りしています。数十年前、神智学協会の地所に隣接する

アディヤール河口と島々は、政府によって、捕獲、罠、

射撃、卵の持ち去りさえ許されない聖域とされました。

マドラス政府は神智学協会に、密猟者やジプシーなどの

無知で破壊的な集団から、私たちの地所周辺の動物の生

態を保護する特権を授けたのです。これは、すべての生

命をひとつとみなし、すべて等しく神聖であり、敬意を

払うに値するとする私たちの哲学と調和するものであ

り、私たちはこの責任を可能な限り果たすことを喜んで

います。

The Theosophist 誌の表紙には、キャンパスを美しく

彩る精緻な植物や花のいくつかを表示してきました。さ

らに最近では、この地所に歌や色彩、魅力をもたらして

くれる愛らしい鳥たちを写真に収め、紹介しています。

これらの写真から、物質的な美しさだけでなく、精神的

な自然の力、そして自然を支えている力の美しさも感じ

ていただけると思います。自然は神の衣であり、ウパニ

シャッドが「あれ」（That）と呼び、クリシュナムルティ

が「向こう側」（Other）と呼ぶ不可視のものの、最も外

側にある衣であると言われています。ヒマワリが太陽の

光に目を向けるように、私たちが「あれ」に目を向ける

とき、ひょっとすると幻想は消え去り、私たちの心に光

が射し始めるかもしれません。私たちのアディヤールの

地所には、何千人もの人々が放棄と尊敬の念を抱いて集

まってくる場所特有の、高揚した雰囲気があります。

5. アディヤールでの大会（2005 年 2月）

アディヤールでの国際大会は歴史的な行事であり、初

期には創立者のオルコット大佐が主宰し、その後、歴代

の総裁が主宰してきました。この大会は、神智学協会の

他のどの大会よりも、はるかに多くの会員を世界各地か

ら集め続けています。1925 年と 1975 年には、その数

は 2,000 人を超えました。

会員たちは、移動、相部屋、食事など不便な思いをし

ながらも、このイベントのために毎年アディヤールに集

まってくるのです。アディヤール大会の魅力の本質を本

人が意識していなくても、国際本部の美しいキャンパス

に漂う独特の雰囲気は、人々が感じる強い磁石のような

ものです。その魅力は、単に講演や行事、世界的な人脈、

木々や低木の美しさだけでなく、無形の何かが参加者の

心を動かし、高揚させるのである。そして、N・スリ・

ラム前会長が言ったように、「神智学の本質をより多く」

理解し、普遍的な同胞愛と利他的な生き方への献身をよ

り深く実感することができるのです。

1882 年に書かれたオルコット大佐の日記には、「私た

ちはアディヤールに来ることとなり、一目見て将来の家

が見つかったと思った」と書かれています。本館は急速

に改築され、HPB は１階の大きな部屋１つを占有し、そ

の隣には「屋根」と呼ばれるオープンテラスの下で人々

がしばしば座っていました。そこは夏でも心地よい風が

吹く場所でした。大佐はその時の気持ちをこのように雄

弁に語ってくれました。「私は多くの国を訪れたが、あ

のテラスから見る景色ほど美しいものはない。昼でも、

星明かりでも、月明かりでも」。アディヤールの美しさは、

今は姿を変えながらも、創立者たちが一目見てここが自

今のこのままでは、人類の進化が始まったとは言い難

いです。なぜなら、動物的な性質が終焉を迎えていない

からです。人間の活動は今や、ほとんどが悟りのない心

に扇動された動物的な性質です。スラム街や路上で暮ら

す人々を除けば、人間は自分を「保存」（維持 preserve）

する必要はありません。しかし人々は他者より優位に立

ちたい、出世したい、所有したい、戦いたい、支配した

いという衝動に盲目的に駆られているのです。私たちが

知っている世界は、人間の脳によって悪化した動物の活

動によって支配されているのです。人間の進化は、この

ような盲目的で制御不能な衝動に駆られてはならないこ

とを理解し始めたときに始まります。そして、これが智

慧の始まりです。

神智学は、すべての普通の人間がどのようにして自分

自身を完成させ、情熱や強迫観念から自由になることが

できるかを教えています。智慧はこの方向に進むことに

あり、それが人間の進化です。そうでなければ、それは

精神的な進化、つまり、動物でさえ初歩的な形で持って

いる思考能力の発達に過ぎません。もし私たちがこのす

べてを探求し、真理を私たちの意識にいっぱいにさせな

ければ、空論にとどまり、私たちにも社会にも何の変化

もないのです。智慧の学校での活動は、生徒一人ひとり

にとって「道を切り開く」ものでなければなりません。

3. 智慧の学校（2005 年 6月）

1922 年に、哲学、宗教、科学、文学、芸術のあらゆ

る側面をダイナミックに統合したプログラムを展開する

学校をアディヤールに設立することが提案されました。

アニー・ベサントは、人間のすべての活動は「一つの生命」

の進化した表現であるという中心的な原則に基づいて活

動するよう指示しました。各国から集まった生徒たちは、

これらのテーマについて熟練した人の話を聞き、アディ

ヤール図書館で学び、論文を投稿し、議論に参加する機

会を持つことになりました。この学校は「ブラフマヴィ

ディヤー・アーシュラマ」と呼ばれ、「智慧の学校」と

ほぼ同じ意味ですが、「アーシュラマ」という言葉は生

徒が原則としてアディヤールに居住することを示唆して

います。1926 年に開校したこの学校は、知識を求め、

簡素な生活を送る覚悟のある教養ある若者たちが、世界

中の TS（神智学協会）の支部から集まってくることを

期待していました。このプログラムはしばらくの間、成

功裏に進行しましたが、その後、落ち込みました。

1926 年には、協会のドイツ支部書記長のアクセル・

フォン・フィーリッツ＝コニール氏が、1921 年にドイ

ツのダルムシュタットでラビンドラナート・タゴールの

出席のもとに行った智慧の学校について、ヘルマン・カ

イザーリング伯爵の通訳でレポートを発表したことも”

The Theosophist” 誌に掲載されています。講演の効果

は絶大で、初めて会った多くの人がすぐに魂の親近感を

覚えたといいます。そして、「智慧の学校」がドイツの

精神的な生活にとって何を意味するのか理解できないほ

どだったそうです。カイザーリング伯爵（訳注：ドイツ

の哲学者・社会学者）は、「私は自分のために弟子の集

団を教育するつもりはありません。それどころか、私の

願いは一人ひとりが自分自身の指導者、案内人となるよ

うに訓練することです」と宣言しました。

今日のアディヤールの智慧の学校は、上記の努力を引

き継ぎ、当時のTS（神智学協会）会長C・ジナラージャダー

サ氏の指導のもとに復興されたものです。アニー・ベサ

ントは、この 1926 年のスクールについて語るとき、今

日でも通用するさまざまな指摘をしました。まず第一に

彼女は、これから行われる研究の目的を明らかにしまし

た。生徒たちは何を求めていたのでしょうか。その答え

は、学校の名前そのものが示唆しています。智慧は、永

遠を求め、神の計画を垣間見る者にもたらされます。智

慧は、顕現のプロセスを通じて「神性の展開の全領域を

照らし出す」からです。“At the Feet of the Master “（『大

師のみ足のもとに』）で語られているように、「ひとたび

人がそれを見て、本当にそれを知るとき、人はそのため

に働き、それと自分を一体化せずにはいられません。そ

れはとても輝かしく、とても美しいからです」。

一見、脈絡がなく断片的に見える現象や出来事も、「永

遠」の光の中だけで、真に理解することができるのです。

分たちの故郷になると思ったときと同じように、会員や

訪問者を魅了しているのです。

“Old Diary “（オルコット大佐 著）のページなどには、

協会創設の立役者であるマハートマたちがアディヤール

を祝福したときのことが書かれています。多くの熱心な

会員たちが、アディヤールでは他の場所よりも高貴な考

えを持ち、深い洞察力を得ることができるということを

知り続けています。彼らの愛と献身、犠牲と奉仕の精神

は、アディヤールの無形の雰囲気を常に強化し、受容す

る人々の霊的本能を養っているのです。

今年の大会は、南インドの東海岸を津波が襲い、アディ

ヤール川を水が遡
そ

上
じょう

し、瓦礫を残しながらも破壊されな

い状態で始まりました。近隣のコミュニティへの救援活

動が計画される中、大会は平穏な雰囲気に包まれました。

アディヤール本部は守られており、今後も安全であり続

けるでしょう。普遍的な同胞愛を促進するための献身的

な精神と、智慧への無私の探求が、会員の生活と仕事の

中心である限りは。

釈尊の「自分自身の灯火となれ」という教えには、パー

リ語の灯火（dipa）とも島（dvipa）ともとれる単語が

含まれています。（訳注：『沈黙の声』断片Ⅲを参照）後

者の場合、外側の出来事に揺るがない深い内面の安定を

指しており、海の中の島の状態に喩えて描かれています。

霊的な意識は、万物との普遍的な愛の関係、つまり内な

る不滅の要素（element）であるアートマに根ざしてい

るので、常に揺らぐことがないのです。そうすれば、世

俗の引力や外界の「災い」の影響に心を乱されることは

ありません。このような、揺らぐことのないランプの水

の中の島は、現象界とその出来事が影のようにしか実在

しないことを知っている「意図を超えた心」（mind 

beyond mint）の象徴です。アディヤール大会に参加す

る会員は、時にこの内なる平和と安心に触れ、時を超え

た世界と触れ合う深い喜びを体験します。

意識がより高いレベルの平和、善、調和に到達するた

びに、本人が意識するかしないかにかかわらず、何らか

の変化が起こります。意識はより細かい波動に反応し始

め、何の抵抗もしなくなり、最後にはより粗い波動はも

う入ってこられなくなるのです。古代サンスクリット語

の一節にあるように、「神と接触する者は、現在の状態

がどうであれ、内も外も清らかになる」のです。
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智慧の学校とアディヤール

ラーダ・バーニア (※) 国際会長

 (※) ラーダ・バーニア（1923-2013）は、神智学協会の

第 7代国際会長。

1. 智慧の学校 (1990 年 2月 )

智慧の学校は、アディヤールでの重要な活動の一つで

あり、この場所にとってだけでなく、神智学協会の活動

全体にも重要なものです。表面的なレベル、表面的な興

味にとどまっている協会のメンバーは、協会の目的を遂

行する上で有力であるはずがありません。したがって智

慧の学校は、生徒が自分自身の中の深みに到達するのを

助けようとしています。それは、単に個人的な満足を提

供し、生徒の勉強を進歩させることを目的としているの

ではなく、より大きな目的があるのです。私たちの国際

本部であるアディヤールは、その美しさ、歴史、伝統、

雰囲気からして唯一無二の場所であり、正しい目的と開

かれた心を持って来た人に、高揚した体験を提供します。

智慧の学校にとって、アディヤールほど素晴らしい環境

はないでしょう。

このテーマは以前にも取り上げられたことがあるかも

しれませんが、智慧の学校の各セッションの始めに、生

徒たちが智慧の本質とそれに至る道について考えること

は意義があると思います。知識は、それなりの知性のあ

る人なら、多くの本があり、簡単に手に入れることがで

きます。人々は神智学のさまざまな面について語ります

が、それでも古代の智慧の真理が彼らの心に浸透して彼

らを変容させることはありません。智慧とは変容なので

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。霊的な探求者にとっても、

これは進むべき道です。ブラヴァツキー夫人が神智学の

秘教部門を始めたとき、学徒たちに、自分の質問に答え

るために自分のところに来てはいけないと言った。でき

るだけ自分自身で答えを見つけてから、彼女のところに

聞きに来るようにとアドバイスしていました。これはク

リシュナムルティも推奨していたことで、彼は「正しい

質問の仕方を知っている人は、自分自身で答えを見つけ

ることができる」と述べています。正しい質問、つまり

深い意味を持つ質問をするためには、その人の話をよく

聞いて、さらによく考えなければならないのです。イン

ドの伝統によれば、耳を傾けること、そして耳を傾けた

ことについて深く考えることを学ばなければ、瞑想はで

きません。深く考えるということは、「なぜそうなのだ

ろう？ その意味は何なのか？ 私はどのような根本的な

側面を見逃しているのだろうか？」と問うことを含みま

す。このような探求を何度も行わなければなりません。

それは井戸を掘るようなもので、深く深く、無関係なも

の、役に立たないものをすべて心から取り除き、生命を

与えるポイント、つまり正しい質問が発せられ、正しい

答えが解放される明晰な状態に至るのです。

智慧の学校は、生徒が自分自身の内なる資源を活用で

きるような雰囲気を作り出すことを目的としています。

自分の意識は真理の床であり、計り知れない資源がそれ

ぞれの中に眠っています。しかし、真理の源に到達する

ためには自分の意識の中に十分に深く入っていかなけれ

ばなりません。指導者や講演者は、生徒が自分自身の力

を引き出し、自分自身で意味を発見するのを助けるため

だけに存在するのです。それが智慧の基本です。知識と

いうものは、どこで何が語られたかを記憶すること、あ

るいは情報を組み合わせてパッチワークを作ることにし

かなりません。

知識は人を停滞させ、不毛にし、あるいはさまざまな

愚行を生み出します。しかし、智慧は変容と同義です。

聖書には「智慧はルビーよりも尊い」とあります。

智慧は世界の端から端まで届き、力強く、甘美に、万

物を秩序づける。

智慧はシャロン（平野）のバラであり、谷間の命である。

智慧は美しい愛の母であり、忍耐と辛抱と聖なる希望

の母である。

智慧があれば、私たちの生活全体が変わり、私たちが

接するすべてのものに癒しと救いの手を差し伸べること

ができるのです。賢者は弟子を探す必要はありません。

弟子を集めるために多大な努力をしたり、広告を出した

りする人は、賢者ではありません。賢者とは、蜂が蜜に

寄ってくるように、人々が自然に集まってくる人のこと

です。智慧とは、尊厳と美と光に満ちた領域への変容で

あり、その光の中へと自然に他者を引き寄せるものなの

です。

智慧を見つけるには、調和も必要です。アディヤール

のような場所の雰囲気、このアーシュラマの美しさと平

和は、生徒が生まれながらに持っている調和を高め、強

化するものです。調和とは、単に外見的なレベルで仲間

になることではなく、心の奥底で平和を体験することで

す。ブラヴァツキー夫人は『実践オカルティズム』の中

でこう言っています。

「学習者たちの間に最高の調和が支配しない限り、成

功はありえない！……。真理を受けるに適した有望な

チェラたちが、その気質と仲間との調和がとれないため

に、何年も待たなければならなかったことは知られてい

る」。

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。

調和と幸福、愛と静けさ（平和）といった経験は、異

なるレベルで知られています。調和、平和、愛を深く実

感することは、すべての人や物の中にある深い本質を発

見することに等しいのです。心の関係や物理的関係では

なく、魂の関係があるところでは、エーテルは深い調和

やシャーンティ（平静）の感覚を持っています。母親と

子供は、時にそういう関係を本能的に知っています。母

親の愛が賞賛されるのは、その中に無私の要素があるか

らです。母親は子供の魂に触れているので、子供が感じ

ていない場合でも、本当の心配を知っているのです。だ

から、子供が自分にしてしまう悪いことも、優しく見過

ごすことができます。精神的なレベルでもなく、愛着や

感傷といった感情的なレベルでもない魂の関係こそが、

共に学び、共に働く生徒たちをつなぐものでなければな

らないのです。東洋の伝統では、霊的な師匠の弟子たち

は、血のつながった兄弟や姉妹よりも近いと言われてい

ます。ですから「智慧の学校」では、調和の法則に縛ら

れながら、耳を傾け、深く考え、問いかけるという雰囲

気の中で成長していくのです。

2. 智慧の学校（1991 年 11 月）

智慧の学校は、国際本部で最も重要な活動の一つです。

なぜなら、単なる協会の登録会員ではなく、真のセオソ

フィストであるということは、「智慧」の探求に身を投

じることを意味するからです。智慧は、単に言葉や概念、

あるいは多くの読書によって見出されるものではありま

せん。同胞愛について話したり、知的な用語で議論した

りすることは、それを生きることとは全く違います。後

者だけが智慧につながるのです。智慧は、生きとし生け

るものに害を与えないこと、愚かなやり方ではなく、最

善の方法で他人の積極的な助けになることなど、多くの

ことを意味します。同胞愛もまた、多くのことを暗示し

ています。時々、私たちは神智学協会の最初の目的を気

軽に受け取る傾向がありますが、実は非常に深い意味を

持っています。それは、賢明な人と普通の人との間のす

べての違いを生む、大きな心の変化を意味しています。

智慧は、生命の不可分の認識から生まれる同胞愛を実践

することを可能にし、一方、同胞愛を生きるための真剣

な努力は智慧につながります。この２つは、神智学の仕

事の相補的な側面です。

智慧の学校は、智慧を大切にする人たちを集めようと

する大切な学校です。それがなければ、神智学協会のた

めに働いていると想像しても、意味がないのです。その

ような仕事には力がありません。これは、同胞愛が表面

的な目的としてのみ存在するロッジの弱点の一つです。

一方、真理を真摯に求める同胞愛の中心であるロッジに

は、善のためのダイナミックなパワーが存在するのです。

智慧の学校の授業は、単に思想の収集のためにあるので

はありません。それは書物によっても同様に行うことが

できます。この学校では生徒たちは、ただ情報を蓄積し

たり、誰かが言ったことを覚えたりするだけであっては

ならないのです。どんなに賢い人でも、他人に智慧を授

けることはできないのです。できることは、自分の努力

で智慧という貴重な宝石を発掘しようとする覚悟と熱意

を持った人を励ますことだけです。

智慧を得ることで、私たちは違う世界を創造します。

「創造性」というと、一般的にはモノを作ったり、音楽

を奏でたりすることを連想します。しかし本当の創造性

とは、言い表すことができないものです。美は形や言葉

の中にあるのではなく、言葉のない意識こそが創造的で

あり、それは言葉や歌、あるいは単なる沈黙で表現され

ることがあると、ある哲学者は指摘しています。その意

識の質は、「智慧」の質でもあるのです。この意識こそが、

高貴な世界、争いや痛みのない世界、真の調和のとれた

世界、人類の真の進化が始まる世界を創造することがで

きるのです。

しかし、神の計画は有限の心では分析も評価もできない

ので、自らの周辺から脱却しなければなりません。ベサ

ント博士は、教えることのできるすべての知識は、心や

知性を媒介にして学ぶ、より劣る（lesser）知識、すな

わちアパラー・ヴィディヤーであるという古代の教えに

注意を促しました。教師はこのレベルにおいて役割を果

たすことができます。高次の知識（パラー・ヴィディヤー）

は、低次の知識の分野を照らす光です。これは教えるこ

とはできず、知識が、献身の徳に含まれる分離した自己

の放棄と結びついたときにのみ獲得されます。そうすれ

ば、光は内側から放たれるのです。

智慧を志す学生は、外からではなく、内から見る才能

を養う必要があります。これは、内側から見る高次の能

力を発達させることを意味し、そのため直観、洞察、ブッ

ディと呼ばれます。普通の心は、人生のすべての動きを

「物」として外から見ているため、一見不和な要素を統

合し、統一体の中で調和させるために必要な理解が欠け

ているのです。神智学では、個人レベルでも高いレベル

でも、生命の力は内側から外側へ働くと宣言しています。

すべての外側の行動は、内側の条件に根ざしているので

す。智慧の学校での研究は、内側と外側、多数と「一者」（神 

“the One” ) との深い関係を認識する直感的な認識の潜

在的な能力を刺激することを目的とすべきです。

智慧の学校は、知性（マインド）と（ハート）の最高

の資質を兼ね備えた、何世代にもわたる神智学の伝達者

が生まれる苗床となることを意図しています。そして、

伝達者たちは世界の尊敬、あるいは少なくとも注目を浴

びることになるのです。そのようなメッセンジャーたち

は、オープンマインドに恵まれているので、いかなる論

争も避け、ただ自分たちが理解していることを、知的な

男女がさらに議論を深めるための基礎として提示するだ

けでしょう。

この学校を卒業した生徒たちは、自分の住んでいる地

域やロッジにも同じようなミニスクールを作るように勧

められました。このような広がりは、ある程度は実現さ

れています。ヨーロッパ連盟は、オランダのナールデン

のセオソフィカル・センターで「智慧の学校」を開催し

ています。西アフリカ支部も、ガーナのアクラでミニ「智

慧の学校」を行っています。カリフォルニアのクロトナ

と、オーストラリアのスプリングブルックセンターには、

神智学（別の言葉で、智慧）の学校があります。地理的

には離れていても、その目的と学問へのアプローチを共

有することで、精神的に統合することができるのです。

内と外を関連づける直感的な知覚の刺激、永遠の領域へ

の開放性から糧を得る統合の中で現世の出来事を受け入

れる視点、知識と献身を融合させ、論争を起こすのでは

なく、探究心と内からの光明を見出す能力を呼び起こそ

うとするエネルギーの伝達、これらは共通の目的です。

4. このアディヤールの地（2002 年 3月）

H・P・ブラヴァツキーとH・S・オルコットがアディヤー

ルに来て発見し、記述した楽園は、当時マドラス市（現

チェンナイ市）の一部ではなかったのです。チェンナイ

の中心部、イギリス人が「ジョージタウン」と名付けた

混雑した地域は、アディヤールから北に７マイルほど離

れたところです。アディヤール川の北側には、ベンガル

湾に面した静かな河口があり、その間に、空き地、小さ

な湖、果樹園、庭が点在し、とても広々とした楽しい村

という感じでした。創立者たちは、アディヤール川の南

岸に 27 エーカーの土地を購入し、海と河口の素晴らし

い景色を眺めながら、朝夕の静寂の中で、太陽と月が華

麗に昇り、沈んでいきました。車も電話も電気も、人を

引きつけ、喧騒を生み、パラダイスを純粋に保つことを

妨げるような、人間の存在を主張するような近代的な設

備はありませんでした。

1907 年、H・S・オルコットの後にアニー・ベサント

が会長に就任すると、アディヤール本部の敷地の一部で

ある東と南の土地（ガジュマルの木やその他の自然の宝

庫）をすべて協会のために取得しました。この拡張によ

り、神智学協会は海に面し、その落ち着いた雰囲気と磁

気の質を守るための空間を手に入れたのです。今日、チェ

ンナイという成長著しい大都市に包まれ、交通騒音や拡

声器の音で散在していますが、そのパラダイスは、神秘

的な魅力を適切に保っているのです。

このキャンパスは、チェンナイ市民の健康と文化遺産

の維持に重要な役割を担っているのです。チェンナイ（マ

ドラス）は、環境上重要な貴重な緑の肺として機能して

いるのです。その自然な木陰は、無差別な揚水や貧弱な

都市計画によって枯渇の危機に瀕している水位を維持

し、涵
かん

養
よう

するのに役立っています。私たちのオアシスの

外にある大気汚染は危険なレベルに達しており、魅力的

な古いマドラスを、温度パターンや降雨量に悲惨な変化

をもたらし、地球の美しさを損なっている他の多くの制

御不能な都市付加物の毒に似せて変えようとしているの

です。

研究者たちは、私たちのキャンパスに、多くの外来種

を含む 400 種以上の植物を記録しています。また、多様

な哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫が、居住者や世界中から

本部の神聖さを体験しに来る会員たちと平和に調和して

暮らしています。敷地内は鳥たちの楽園でもあります。

敷地内やその周辺では、約 200 種類の鳥が確認されてお

り、餌を食べたり、巣を作ったり、移動のために訪れた

りしています。数十年前、神智学協会の地所に隣接する

アディヤール河口と島々は、政府によって、捕獲、罠、

射撃、卵の持ち去りさえ許されない聖域とされました。

マドラス政府は神智学協会に、密猟者やジプシーなどの

無知で破壊的な集団から、私たちの地所周辺の動物の生

態を保護する特権を授けたのです。これは、すべての生

命をひとつとみなし、すべて等しく神聖であり、敬意を

払うに値するとする私たちの哲学と調和するものであ

り、私たちはこの責任を可能な限り果たすことを喜んで

います。

The Theosophist 誌の表紙には、キャンパスを美しく

彩る精緻な植物や花のいくつかを表示してきました。さ

らに最近では、この地所に歌や色彩、魅力をもたらして

くれる愛らしい鳥たちを写真に収め、紹介しています。

これらの写真から、物質的な美しさだけでなく、精神的

な自然の力、そして自然を支えている力の美しさも感じ

ていただけると思います。自然は神の衣であり、ウパニ

シャッドが「あれ」（That）と呼び、クリシュナムルティ

が「向こう側」（Other）と呼ぶ不可視のものの、最も外

側にある衣であると言われています。ヒマワリが太陽の

光に目を向けるように、私たちが「あれ」に目を向ける

とき、ひょっとすると幻想は消え去り、私たちの心に光

が射し始めるかもしれません。私たちのアディヤールの

地所には、何千人もの人々が放棄と尊敬の念を抱いて集

まってくる場所特有の、高揚した雰囲気があります。

5. アディヤールでの大会（2005 年 2月）

アディヤールでの国際大会は歴史的な行事であり、初

期には創立者のオルコット大佐が主宰し、その後、歴代

の総裁が主宰してきました。この大会は、神智学協会の

他のどの大会よりも、はるかに多くの会員を世界各地か

ら集め続けています。1925 年と 1975 年には、その数

は 2,000 人を超えました。

会員たちは、移動、相部屋、食事など不便な思いをし

ながらも、このイベントのために毎年アディヤールに集

まってくるのです。アディヤール大会の魅力の本質を本

人が意識していなくても、国際本部の美しいキャンパス

に漂う独特の雰囲気は、人々が感じる強い磁石のような

ものです。その魅力は、単に講演や行事、世界的な人脈、

木々や低木の美しさだけでなく、無形の何かが参加者の

心を動かし、高揚させるのである。そして、N・スリ・

ラム前会長が言ったように、「神智学の本質をより多く」

理解し、普遍的な同胞愛と利他的な生き方への献身をよ

り深く実感することができるのです。

1882 年に書かれたオルコット大佐の日記には、「私た

ちはアディヤールに来ることとなり、一目見て将来の家

が見つかったと思った」と書かれています。本館は急速

に改築され、HPB は１階の大きな部屋１つを占有し、そ

の隣には「屋根」と呼ばれるオープンテラスの下で人々

がしばしば座っていました。そこは夏でも心地よい風が

吹く場所でした。大佐はその時の気持ちをこのように雄

弁に語ってくれました。「私は多くの国を訪れたが、あ

のテラスから見る景色ほど美しいものはない。昼でも、

星明かりでも、月明かりでも」。アディヤールの美しさは、

今は姿を変えながらも、創立者たちが一目見てここが自

今のこのままでは、人類の進化が始まったとは言い難

いです。なぜなら、動物的な性質が終焉を迎えていない

からです。人間の活動は今や、ほとんどが悟りのない心

に扇動された動物的な性質です。スラム街や路上で暮ら

す人々を除けば、人間は自分を「保存」（維持 preserve）

する必要はありません。しかし人々は他者より優位に立

ちたい、出世したい、所有したい、戦いたい、支配した

いという衝動に盲目的に駆られているのです。私たちが

知っている世界は、人間の脳によって悪化した動物の活

動によって支配されているのです。人間の進化は、この

ような盲目的で制御不能な衝動に駆られてはならないこ

とを理解し始めたときに始まります。そして、これが智

慧の始まりです。

神智学は、すべての普通の人間がどのようにして自分

自身を完成させ、情熱や強迫観念から自由になることが

できるかを教えています。智慧はこの方向に進むことに

あり、それが人間の進化です。そうでなければ、それは

精神的な進化、つまり、動物でさえ初歩的な形で持って

いる思考能力の発達に過ぎません。もし私たちがこのす

べてを探求し、真理を私たちの意識にいっぱいにさせな

ければ、空論にとどまり、私たちにも社会にも何の変化

もないのです。智慧の学校での活動は、生徒一人ひとり

にとって「道を切り開く」ものでなければなりません。

3. 智慧の学校（2005 年 6月）

1922 年に、哲学、宗教、科学、文学、芸術のあらゆ

る側面をダイナミックに統合したプログラムを展開する

学校をアディヤールに設立することが提案されました。

アニー・ベサントは、人間のすべての活動は「一つの生命」

の進化した表現であるという中心的な原則に基づいて活

動するよう指示しました。各国から集まった生徒たちは、

これらのテーマについて熟練した人の話を聞き、アディ

ヤール図書館で学び、論文を投稿し、議論に参加する機

会を持つことになりました。この学校は「ブラフマヴィ

ディヤー・アーシュラマ」と呼ばれ、「智慧の学校」と

ほぼ同じ意味ですが、「アーシュラマ」という言葉は生

徒が原則としてアディヤールに居住することを示唆して

います。1926 年に開校したこの学校は、知識を求め、

簡素な生活を送る覚悟のある教養ある若者たちが、世界

中の TS（神智学協会）の支部から集まってくることを

期待していました。このプログラムはしばらくの間、成

功裏に進行しましたが、その後、落ち込みました。

1926 年には、協会のドイツ支部書記長のアクセル・

フォン・フィーリッツ＝コニール氏が、1921 年にドイ

ツのダルムシュタットでラビンドラナート・タゴールの

出席のもとに行った智慧の学校について、ヘルマン・カ

イザーリング伯爵の通訳でレポートを発表したことも”

The Theosophist” 誌に掲載されています。講演の効果

は絶大で、初めて会った多くの人がすぐに魂の親近感を

覚えたといいます。そして、「智慧の学校」がドイツの

精神的な生活にとって何を意味するのか理解できないほ

どだったそうです。カイザーリング伯爵（訳注：ドイツ

の哲学者・社会学者）は、「私は自分のために弟子の集

団を教育するつもりはありません。それどころか、私の

願いは一人ひとりが自分自身の指導者、案内人となるよ

うに訓練することです」と宣言しました。

今日のアディヤールの智慧の学校は、上記の努力を引

き継ぎ、当時のTS（神智学協会）会長C・ジナラージャダー

サ氏の指導のもとに復興されたものです。アニー・ベサ

ントは、この 1926 年のスクールについて語るとき、今

日でも通用するさまざまな指摘をしました。まず第一に

彼女は、これから行われる研究の目的を明らかにしまし

た。生徒たちは何を求めていたのでしょうか。その答え

は、学校の名前そのものが示唆しています。智慧は、永

遠を求め、神の計画を垣間見る者にもたらされます。智

慧は、顕現のプロセスを通じて「神性の展開の全領域を

照らし出す」からです。“At the Feet of the Master “（『大

師のみ足のもとに』）で語られているように、「ひとたび

人がそれを見て、本当にそれを知るとき、人はそのため

に働き、それと自分を一体化せずにはいられません。そ

れはとても輝かしく、とても美しいからです」。

一見、脈絡がなく断片的に見える現象や出来事も、「永

遠」の光の中だけで、真に理解することができるのです。

分たちの故郷になると思ったときと同じように、会員や

訪問者を魅了しているのです。

“Old Diary “（オルコット大佐 著）のページなどには、

協会創設の立役者であるマハートマたちがアディヤール

を祝福したときのことが書かれています。多くの熱心な

会員たちが、アディヤールでは他の場所よりも高貴な考

えを持ち、深い洞察力を得ることができるということを

知り続けています。彼らの愛と献身、犠牲と奉仕の精神

は、アディヤールの無形の雰囲気を常に強化し、受容す

る人々の霊的本能を養っているのです。

今年の大会は、南インドの東海岸を津波が襲い、アディ

ヤール川を水が遡
そ

上
じょう

し、瓦礫を残しながらも破壊されな

い状態で始まりました。近隣のコミュニティへの救援活

動が計画される中、大会は平穏な雰囲気に包まれました。

アディヤール本部は守られており、今後も安全であり続

けるでしょう。普遍的な同胞愛を促進するための献身的

な精神と、智慧への無私の探求が、会員の生活と仕事の

中心である限りは。

釈尊の「自分自身の灯火となれ」という教えには、パー

リ語の灯火（dipa）とも島（dvipa）ともとれる単語が

含まれています。（訳注：『沈黙の声』断片Ⅲを参照）後

者の場合、外側の出来事に揺るがない深い内面の安定を

指しており、海の中の島の状態に喩えて描かれています。

霊的な意識は、万物との普遍的な愛の関係、つまり内な

る不滅の要素（element）であるアートマに根ざしてい

るので、常に揺らぐことがないのです。そうすれば、世

俗の引力や外界の「災い」の影響に心を乱されることは

ありません。このような、揺らぐことのないランプの水

の中の島は、現象界とその出来事が影のようにしか実在

しないことを知っている「意図を超えた心」（mind 

beyond mint）の象徴です。アディヤール大会に参加す

る会員は、時にこの内なる平和と安心に触れ、時を超え

た世界と触れ合う深い喜びを体験します。

意識がより高いレベルの平和、善、調和に到達するた

びに、本人が意識するかしないかにかかわらず、何らか

の変化が起こります。意識はより細かい波動に反応し始

め、何の抵抗もしなくなり、最後にはより粗い波動はも

う入ってこられなくなるのです。古代サンスクリット語

の一節にあるように、「神と接触する者は、現在の状態

がどうであれ、内も外も清らかになる」のです。



智慧の学校とアディヤール

ラーダ・バーニア (※) 国際会長

 (※) ラーダ・バーニア（1923-2013）は、神智学協会の

第 7代国際会長。

1. 智慧の学校 (1990 年 2月 )

智慧の学校は、アディヤールでの重要な活動の一つで

あり、この場所にとってだけでなく、神智学協会の活動

全体にも重要なものです。表面的なレベル、表面的な興

味にとどまっている協会のメンバーは、協会の目的を遂

行する上で有力であるはずがありません。したがって智

慧の学校は、生徒が自分自身の中の深みに到達するのを

助けようとしています。それは、単に個人的な満足を提

供し、生徒の勉強を進歩させることを目的としているの

ではなく、より大きな目的があるのです。私たちの国際

本部であるアディヤールは、その美しさ、歴史、伝統、

雰囲気からして唯一無二の場所であり、正しい目的と開

かれた心を持って来た人に、高揚した体験を提供します。

智慧の学校にとって、アディヤールほど素晴らしい環境

はないでしょう。

このテーマは以前にも取り上げられたことがあるかも

しれませんが、智慧の学校の各セッションの始めに、生

徒たちが智慧の本質とそれに至る道について考えること

は意義があると思います。知識は、それなりの知性のあ

る人なら、多くの本があり、簡単に手に入れることがで

きます。人々は神智学のさまざまな面について語ります

が、それでも古代の智慧の真理が彼らの心に浸透して彼

らを変容させることはありません。智慧とは変容なので

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。霊的な探求者にとっても、

これは進むべき道です。ブラヴァツキー夫人が神智学の

秘教部門を始めたとき、学徒たちに、自分の質問に答え

るために自分のところに来てはいけないと言った。でき

るだけ自分自身で答えを見つけてから、彼女のところに

聞きに来るようにとアドバイスしていました。これはク

リシュナムルティも推奨していたことで、彼は「正しい

質問の仕方を知っている人は、自分自身で答えを見つけ

ることができる」と述べています。正しい質問、つまり

深い意味を持つ質問をするためには、その人の話をよく

聞いて、さらによく考えなければならないのです。イン

ドの伝統によれば、耳を傾けること、そして耳を傾けた

ことについて深く考えることを学ばなければ、瞑想はで

きません。深く考えるということは、「なぜそうなのだ

ろう？ その意味は何なのか？ 私はどのような根本的な

側面を見逃しているのだろうか？」と問うことを含みま

す。このような探求を何度も行わなければなりません。

それは井戸を掘るようなもので、深く深く、無関係なも

の、役に立たないものをすべて心から取り除き、生命を

与えるポイント、つまり正しい質問が発せられ、正しい

答えが解放される明晰な状態に至るのです。

智慧の学校は、生徒が自分自身の内なる資源を活用で

きるような雰囲気を作り出すことを目的としています。

自分の意識は真理の床であり、計り知れない資源がそれ

ぞれの中に眠っています。しかし、真理の源に到達する

ためには自分の意識の中に十分に深く入っていかなけれ

ばなりません。指導者や講演者は、生徒が自分自身の力

を引き出し、自分自身で意味を発見するのを助けるため

だけに存在するのです。それが智慧の基本です。知識と

いうものは、どこで何が語られたかを記憶すること、あ

るいは情報を組み合わせてパッチワークを作ることにし

かなりません。

知識は人を停滞させ、不毛にし、あるいはさまざまな

愚行を生み出します。しかし、智慧は変容と同義です。

聖書には「智慧はルビーよりも尊い」とあります。

智慧は世界の端から端まで届き、力強く、甘美に、万

物を秩序づける。

智慧はシャロン（平野）のバラであり、谷間の命である。

智慧は美しい愛の母であり、忍耐と辛抱と聖なる希望

の母である。

智慧があれば、私たちの生活全体が変わり、私たちが

接するすべてのものに癒しと救いの手を差し伸べること

ができるのです。賢者は弟子を探す必要はありません。

弟子を集めるために多大な努力をしたり、広告を出した

りする人は、賢者ではありません。賢者とは、蜂が蜜に

寄ってくるように、人々が自然に集まってくる人のこと

です。智慧とは、尊厳と美と光に満ちた領域への変容で

あり、その光の中へと自然に他者を引き寄せるものなの

です。

智慧を見つけるには、調和も必要です。アディヤール

のような場所の雰囲気、このアーシュラマの美しさと平

和は、生徒が生まれながらに持っている調和を高め、強

化するものです。調和とは、単に外見的なレベルで仲間

になることではなく、心の奥底で平和を体験することで

す。ブラヴァツキー夫人は『実践オカルティズム』の中

でこう言っています。

「学習者たちの間に最高の調和が支配しない限り、成

功はありえない！……。真理を受けるに適した有望な

チェラたちが、その気質と仲間との調和がとれないため

に、何年も待たなければならなかったことは知られてい

る」。

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。

調和と幸福、愛と静けさ（平和）といった経験は、異

なるレベルで知られています。調和、平和、愛を深く実

感することは、すべての人や物の中にある深い本質を発

見することに等しいのです。心の関係や物理的関係では

なく、魂の関係があるところでは、エーテルは深い調和

やシャーンティ（平静）の感覚を持っています。母親と

子供は、時にそういう関係を本能的に知っています。母

親の愛が賞賛されるのは、その中に無私の要素があるか

らです。母親は子供の魂に触れているので、子供が感じ

ていない場合でも、本当の心配を知っているのです。だ

から、子供が自分にしてしまう悪いことも、優しく見過

ごすことができます。精神的なレベルでもなく、愛着や

感傷といった感情的なレベルでもない魂の関係こそが、

共に学び、共に働く生徒たちをつなぐものでなければな

らないのです。東洋の伝統では、霊的な師匠の弟子たち

は、血のつながった兄弟や姉妹よりも近いと言われてい

ます。ですから「智慧の学校」では、調和の法則に縛ら

れながら、耳を傾け、深く考え、問いかけるという雰囲

気の中で成長していくのです。

2. 智慧の学校（1991 年 11 月）

智慧の学校は、国際本部で最も重要な活動の一つです。

なぜなら、単なる協会の登録会員ではなく、真のセオソ

フィストであるということは、「智慧」の探求に身を投

じることを意味するからです。智慧は、単に言葉や概念、

あるいは多くの読書によって見出されるものではありま

せん。同胞愛について話したり、知的な用語で議論した

りすることは、それを生きることとは全く違います。後

者だけが智慧につながるのです。智慧は、生きとし生け

るものに害を与えないこと、愚かなやり方ではなく、最

善の方法で他人の積極的な助けになることなど、多くの

ことを意味します。同胞愛もまた、多くのことを暗示し

ています。時々、私たちは神智学協会の最初の目的を気

軽に受け取る傾向がありますが、実は非常に深い意味を

持っています。それは、賢明な人と普通の人との間のす

べての違いを生む、大きな心の変化を意味しています。

智慧は、生命の不可分の認識から生まれる同胞愛を実践

することを可能にし、一方、同胞愛を生きるための真剣

な努力は智慧につながります。この２つは、神智学の仕

事の相補的な側面です。

智慧の学校は、智慧を大切にする人たちを集めようと

する大切な学校です。それがなければ、神智学協会のた

めに働いていると想像しても、意味がないのです。その

ような仕事には力がありません。これは、同胞愛が表面

的な目的としてのみ存在するロッジの弱点の一つです。

一方、真理を真摯に求める同胞愛の中心であるロッジに

は、善のためのダイナミックなパワーが存在するのです。

智慧の学校の授業は、単に思想の収集のためにあるので

はありません。それは書物によっても同様に行うことが

できます。この学校では生徒たちは、ただ情報を蓄積し

たり、誰かが言ったことを覚えたりするだけであっては

ならないのです。どんなに賢い人でも、他人に智慧を授

けることはできないのです。できることは、自分の努力

で智慧という貴重な宝石を発掘しようとする覚悟と熱意

を持った人を励ますことだけです。

智慧を得ることで、私たちは違う世界を創造します。

「創造性」というと、一般的にはモノを作ったり、音楽

を奏でたりすることを連想します。しかし本当の創造性

とは、言い表すことができないものです。美は形や言葉

の中にあるのではなく、言葉のない意識こそが創造的で

あり、それは言葉や歌、あるいは単なる沈黙で表現され

ることがあると、ある哲学者は指摘しています。その意

識の質は、「智慧」の質でもあるのです。この意識こそが、

高貴な世界、争いや痛みのない世界、真の調和のとれた

世界、人類の真の進化が始まる世界を創造することがで

きるのです。
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しかし、神の計画は有限の心では分析も評価もできない

ので、自らの周辺から脱却しなければなりません。ベサ

ント博士は、教えることのできるすべての知識は、心や

知性を媒介にして学ぶ、より劣る（lesser）知識、すな

わちアパラー・ヴィディヤーであるという古代の教えに

注意を促しました。教師はこのレベルにおいて役割を果

たすことができます。高次の知識（パラー・ヴィディヤー）

は、低次の知識の分野を照らす光です。これは教えるこ

とはできず、知識が、献身の徳に含まれる分離した自己

の放棄と結びついたときにのみ獲得されます。そうすれ

ば、光は内側から放たれるのです。

智慧を志す学生は、外からではなく、内から見る才能

を養う必要があります。これは、内側から見る高次の能

力を発達させることを意味し、そのため直観、洞察、ブッ

ディと呼ばれます。普通の心は、人生のすべての動きを

「物」として外から見ているため、一見不和な要素を統

合し、統一体の中で調和させるために必要な理解が欠け

ているのです。神智学では、個人レベルでも高いレベル

でも、生命の力は内側から外側へ働くと宣言しています。

すべての外側の行動は、内側の条件に根ざしているので

す。智慧の学校での研究は、内側と外側、多数と「一者」（神 

“the One” ) との深い関係を認識する直感的な認識の潜

在的な能力を刺激することを目的とすべきです。

智慧の学校は、知性（マインド）と（ハート）の最高

の資質を兼ね備えた、何世代にもわたる神智学の伝達者

が生まれる苗床となることを意図しています。そして、

伝達者たちは世界の尊敬、あるいは少なくとも注目を浴

びることになるのです。そのようなメッセンジャーたち

は、オープンマインドに恵まれているので、いかなる論

争も避け、ただ自分たちが理解していることを、知的な

男女がさらに議論を深めるための基礎として提示するだ

けでしょう。

この学校を卒業した生徒たちは、自分の住んでいる地

域やロッジにも同じようなミニスクールを作るように勧

められました。このような広がりは、ある程度は実現さ

れています。ヨーロッパ連盟は、オランダのナールデン

のセオソフィカル・センターで「智慧の学校」を開催し

ています。西アフリカ支部も、ガーナのアクラでミニ「智

慧の学校」を行っています。カリフォルニアのクロトナ

と、オーストラリアのスプリングブルックセンターには、

神智学（別の言葉で、智慧）の学校があります。地理的

には離れていても、その目的と学問へのアプローチを共

有することで、精神的に統合することができるのです。

内と外を関連づける直感的な知覚の刺激、永遠の領域へ

の開放性から糧を得る統合の中で現世の出来事を受け入

れる視点、知識と献身を融合させ、論争を起こすのでは

なく、探究心と内からの光明を見出す能力を呼び起こそ

うとするエネルギーの伝達、これらは共通の目的です。

4. このアディヤールの地（2002 年 3月）

H・P・ブラヴァツキーとH・S・オルコットがアディヤー

ルに来て発見し、記述した楽園は、当時マドラス市（現

チェンナイ市）の一部ではなかったのです。チェンナイ

の中心部、イギリス人が「ジョージタウン」と名付けた

混雑した地域は、アディヤールから北に７マイルほど離

れたところです。アディヤール川の北側には、ベンガル

湾に面した静かな河口があり、その間に、空き地、小さ

な湖、果樹園、庭が点在し、とても広々とした楽しい村

という感じでした。創立者たちは、アディヤール川の南

岸に 27 エーカーの土地を購入し、海と河口の素晴らし

い景色を眺めながら、朝夕の静寂の中で、太陽と月が華

麗に昇り、沈んでいきました。車も電話も電気も、人を

引きつけ、喧騒を生み、パラダイスを純粋に保つことを

妨げるような、人間の存在を主張するような近代的な設

備はありませんでした。

1907 年、H・S・オルコットの後にアニー・ベサント

が会長に就任すると、アディヤール本部の敷地の一部で

ある東と南の土地（ガジュマルの木やその他の自然の宝

庫）をすべて協会のために取得しました。この拡張によ

り、神智学協会は海に面し、その落ち着いた雰囲気と磁

気の質を守るための空間を手に入れたのです。今日、チェ

ンナイという成長著しい大都市に包まれ、交通騒音や拡

声器の音で散在していますが、そのパラダイスは、神秘

的な魅力を適切に保っているのです。

このキャンパスは、チェンナイ市民の健康と文化遺産

の維持に重要な役割を担っているのです。チェンナイ（マ

ドラス）は、環境上重要な貴重な緑の肺として機能して

いるのです。その自然な木陰は、無差別な揚水や貧弱な

都市計画によって枯渇の危機に瀕している水位を維持

し、涵
かん

養
よう

するのに役立っています。私たちのオアシスの

外にある大気汚染は危険なレベルに達しており、魅力的

な古いマドラスを、温度パターンや降雨量に悲惨な変化

をもたらし、地球の美しさを損なっている他の多くの制

御不能な都市付加物の毒に似せて変えようとしているの

です。

研究者たちは、私たちのキャンパスに、多くの外来種

を含む 400 種以上の植物を記録しています。また、多様

な哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫が、居住者や世界中から

本部の神聖さを体験しに来る会員たちと平和に調和して

暮らしています。敷地内は鳥たちの楽園でもあります。

敷地内やその周辺では、約 200 種類の鳥が確認されてお

り、餌を食べたり、巣を作ったり、移動のために訪れた

りしています。数十年前、神智学協会の地所に隣接する

アディヤール河口と島々は、政府によって、捕獲、罠、

射撃、卵の持ち去りさえ許されない聖域とされました。

マドラス政府は神智学協会に、密猟者やジプシーなどの

無知で破壊的な集団から、私たちの地所周辺の動物の生

態を保護する特権を授けたのです。これは、すべての生

命をひとつとみなし、すべて等しく神聖であり、敬意を

払うに値するとする私たちの哲学と調和するものであ

り、私たちはこの責任を可能な限り果たすことを喜んで

います。

The Theosophist 誌の表紙には、キャンパスを美しく

彩る精緻な植物や花のいくつかを表示してきました。さ

らに最近では、この地所に歌や色彩、魅力をもたらして

くれる愛らしい鳥たちを写真に収め、紹介しています。

これらの写真から、物質的な美しさだけでなく、精神的

な自然の力、そして自然を支えている力の美しさも感じ

ていただけると思います。自然は神の衣であり、ウパニ

シャッドが「あれ」（That）と呼び、クリシュナムルティ

が「向こう側」（Other）と呼ぶ不可視のものの、最も外

側にある衣であると言われています。ヒマワリが太陽の

光に目を向けるように、私たちが「あれ」に目を向ける

とき、ひょっとすると幻想は消え去り、私たちの心に光

が射し始めるかもしれません。私たちのアディヤールの

地所には、何千人もの人々が放棄と尊敬の念を抱いて集

まってくる場所特有の、高揚した雰囲気があります。

5. アディヤールでの大会（2005 年 2月）

アディヤールでの国際大会は歴史的な行事であり、初

期には創立者のオルコット大佐が主宰し、その後、歴代

の総裁が主宰してきました。この大会は、神智学協会の

他のどの大会よりも、はるかに多くの会員を世界各地か

ら集め続けています。1925 年と 1975 年には、その数

は 2,000 人を超えました。

会員たちは、移動、相部屋、食事など不便な思いをし

ながらも、このイベントのために毎年アディヤールに集

まってくるのです。アディヤール大会の魅力の本質を本

人が意識していなくても、国際本部の美しいキャンパス

に漂う独特の雰囲気は、人々が感じる強い磁石のような

ものです。その魅力は、単に講演や行事、世界的な人脈、

木々や低木の美しさだけでなく、無形の何かが参加者の

心を動かし、高揚させるのである。そして、N・スリ・

ラム前会長が言ったように、「神智学の本質をより多く」

理解し、普遍的な同胞愛と利他的な生き方への献身をよ

り深く実感することができるのです。

1882 年に書かれたオルコット大佐の日記には、「私た

ちはアディヤールに来ることとなり、一目見て将来の家

が見つかったと思った」と書かれています。本館は急速

に改築され、HPB は１階の大きな部屋１つを占有し、そ

の隣には「屋根」と呼ばれるオープンテラスの下で人々

がしばしば座っていました。そこは夏でも心地よい風が

吹く場所でした。大佐はその時の気持ちをこのように雄

弁に語ってくれました。「私は多くの国を訪れたが、あ

のテラスから見る景色ほど美しいものはない。昼でも、

星明かりでも、月明かりでも」。アディヤールの美しさは、

今は姿を変えながらも、創立者たちが一目見てここが自

今のこのままでは、人類の進化が始まったとは言い難

いです。なぜなら、動物的な性質が終焉を迎えていない

からです。人間の活動は今や、ほとんどが悟りのない心

に扇動された動物的な性質です。スラム街や路上で暮ら

す人々を除けば、人間は自分を「保存」（維持 preserve）

する必要はありません。しかし人々は他者より優位に立

ちたい、出世したい、所有したい、戦いたい、支配した

いという衝動に盲目的に駆られているのです。私たちが

知っている世界は、人間の脳によって悪化した動物の活

動によって支配されているのです。人間の進化は、この

ような盲目的で制御不能な衝動に駆られてはならないこ

とを理解し始めたときに始まります。そして、これが智

慧の始まりです。

神智学は、すべての普通の人間がどのようにして自分

自身を完成させ、情熱や強迫観念から自由になることが

できるかを教えています。智慧はこの方向に進むことに

あり、それが人間の進化です。そうでなければ、それは

精神的な進化、つまり、動物でさえ初歩的な形で持って

いる思考能力の発達に過ぎません。もし私たちがこのす

べてを探求し、真理を私たちの意識にいっぱいにさせな

ければ、空論にとどまり、私たちにも社会にも何の変化

もないのです。智慧の学校での活動は、生徒一人ひとり

にとって「道を切り開く」ものでなければなりません。

3. 智慧の学校（2005 年 6月）

1922 年に、哲学、宗教、科学、文学、芸術のあらゆ

る側面をダイナミックに統合したプログラムを展開する

学校をアディヤールに設立することが提案されました。

アニー・ベサントは、人間のすべての活動は「一つの生命」

の進化した表現であるという中心的な原則に基づいて活

動するよう指示しました。各国から集まった生徒たちは、

これらのテーマについて熟練した人の話を聞き、アディ

ヤール図書館で学び、論文を投稿し、議論に参加する機

会を持つことになりました。この学校は「ブラフマヴィ

ディヤー・アーシュラマ」と呼ばれ、「智慧の学校」と

ほぼ同じ意味ですが、「アーシュラマ」という言葉は生

徒が原則としてアディヤールに居住することを示唆して

います。1926 年に開校したこの学校は、知識を求め、

簡素な生活を送る覚悟のある教養ある若者たちが、世界

中の TS（神智学協会）の支部から集まってくることを

期待していました。このプログラムはしばらくの間、成

功裏に進行しましたが、その後、落ち込みました。

1926 年には、協会のドイツ支部書記長のアクセル・

フォン・フィーリッツ＝コニール氏が、1921 年にドイ

ツのダルムシュタットでラビンドラナート・タゴールの

出席のもとに行った智慧の学校について、ヘルマン・カ

イザーリング伯爵の通訳でレポートを発表したことも”

The Theosophist” 誌に掲載されています。講演の効果

は絶大で、初めて会った多くの人がすぐに魂の親近感を

覚えたといいます。そして、「智慧の学校」がドイツの

精神的な生活にとって何を意味するのか理解できないほ

どだったそうです。カイザーリング伯爵（訳注：ドイツ

の哲学者・社会学者）は、「私は自分のために弟子の集

団を教育するつもりはありません。それどころか、私の

願いは一人ひとりが自分自身の指導者、案内人となるよ

うに訓練することです」と宣言しました。

今日のアディヤールの智慧の学校は、上記の努力を引

き継ぎ、当時のTS（神智学協会）会長C・ジナラージャダー

サ氏の指導のもとに復興されたものです。アニー・ベサ

ントは、この 1926 年のスクールについて語るとき、今

日でも通用するさまざまな指摘をしました。まず第一に

彼女は、これから行われる研究の目的を明らかにしまし

た。生徒たちは何を求めていたのでしょうか。その答え

は、学校の名前そのものが示唆しています。智慧は、永

遠を求め、神の計画を垣間見る者にもたらされます。智

慧は、顕現のプロセスを通じて「神性の展開の全領域を

照らし出す」からです。“At the Feet of the Master “（『大

師のみ足のもとに』）で語られているように、「ひとたび

人がそれを見て、本当にそれを知るとき、人はそのため

に働き、それと自分を一体化せずにはいられません。そ

れはとても輝かしく、とても美しいからです」。

一見、脈絡がなく断片的に見える現象や出来事も、「永

遠」の光の中だけで、真に理解することができるのです。

分たちの故郷になると思ったときと同じように、会員や

訪問者を魅了しているのです。

“Old Diary “（オルコット大佐 著）のページなどには、

協会創設の立役者であるマハートマたちがアディヤール

を祝福したときのことが書かれています。多くの熱心な

会員たちが、アディヤールでは他の場所よりも高貴な考

えを持ち、深い洞察力を得ることができるということを

知り続けています。彼らの愛と献身、犠牲と奉仕の精神

は、アディヤールの無形の雰囲気を常に強化し、受容す

る人々の霊的本能を養っているのです。

今年の大会は、南インドの東海岸を津波が襲い、アディ

ヤール川を水が遡
そ

上
じょう

し、瓦礫を残しながらも破壊されな

い状態で始まりました。近隣のコミュニティへの救援活

動が計画される中、大会は平穏な雰囲気に包まれました。

アディヤール本部は守られており、今後も安全であり続

けるでしょう。普遍的な同胞愛を促進するための献身的

な精神と、智慧への無私の探求が、会員の生活と仕事の

中心である限りは。

釈尊の「自分自身の灯火となれ」という教えには、パー

リ語の灯火（dipa）とも島（dvipa）ともとれる単語が

含まれています。（訳注：『沈黙の声』断片Ⅲを参照）後

者の場合、外側の出来事に揺るがない深い内面の安定を

指しており、海の中の島の状態に喩えて描かれています。

霊的な意識は、万物との普遍的な愛の関係、つまり内な

る不滅の要素（element）であるアートマに根ざしてい

るので、常に揺らぐことがないのです。そうすれば、世

俗の引力や外界の「災い」の影響に心を乱されることは

ありません。このような、揺らぐことのないランプの水

の中の島は、現象界とその出来事が影のようにしか実在

しないことを知っている「意図を超えた心」（mind 

beyond mint）の象徴です。アディヤール大会に参加す

る会員は、時にこの内なる平和と安心に触れ、時を超え

た世界と触れ合う深い喜びを体験します。

意識がより高いレベルの平和、善、調和に到達するた

びに、本人が意識するかしないかにかかわらず、何らか

の変化が起こります。意識はより細かい波動に反応し始

め、何の抵抗もしなくなり、最後にはより粗い波動はも

う入ってこられなくなるのです。古代サンスクリット語

の一節にあるように、「神と接触する者は、現在の状態

がどうであれ、内も外も清らかになる」のです。



智慧の学校とアディヤール

ラーダ・バーニア (※) 国際会長

 (※) ラーダ・バーニア（1923-2013）は、神智学協会の

第 7代国際会長。

1. 智慧の学校 (1990 年 2月 )

智慧の学校は、アディヤールでの重要な活動の一つで

あり、この場所にとってだけでなく、神智学協会の活動

全体にも重要なものです。表面的なレベル、表面的な興

味にとどまっている協会のメンバーは、協会の目的を遂

行する上で有力であるはずがありません。したがって智

慧の学校は、生徒が自分自身の中の深みに到達するのを

助けようとしています。それは、単に個人的な満足を提

供し、生徒の勉強を進歩させることを目的としているの

ではなく、より大きな目的があるのです。私たちの国際

本部であるアディヤールは、その美しさ、歴史、伝統、

雰囲気からして唯一無二の場所であり、正しい目的と開

かれた心を持って来た人に、高揚した体験を提供します。

智慧の学校にとって、アディヤールほど素晴らしい環境

はないでしょう。

このテーマは以前にも取り上げられたことがあるかも

しれませんが、智慧の学校の各セッションの始めに、生

徒たちが智慧の本質とそれに至る道について考えること

は意義があると思います。知識は、それなりの知性のあ

る人なら、多くの本があり、簡単に手に入れることがで

きます。人々は神智学のさまざまな面について語ります

が、それでも古代の智慧の真理が彼らの心に浸透して彼

らを変容させることはありません。智慧とは変容なので

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。霊的な探求者にとっても、

これは進むべき道です。ブラヴァツキー夫人が神智学の

秘教部門を始めたとき、学徒たちに、自分の質問に答え

るために自分のところに来てはいけないと言った。でき

るだけ自分自身で答えを見つけてから、彼女のところに

聞きに来るようにとアドバイスしていました。これはク

リシュナムルティも推奨していたことで、彼は「正しい

質問の仕方を知っている人は、自分自身で答えを見つけ

ることができる」と述べています。正しい質問、つまり

深い意味を持つ質問をするためには、その人の話をよく

聞いて、さらによく考えなければならないのです。イン

ドの伝統によれば、耳を傾けること、そして耳を傾けた

ことについて深く考えることを学ばなければ、瞑想はで

きません。深く考えるということは、「なぜそうなのだ

ろう？ その意味は何なのか？ 私はどのような根本的な

側面を見逃しているのだろうか？」と問うことを含みま

す。このような探求を何度も行わなければなりません。

それは井戸を掘るようなもので、深く深く、無関係なも

の、役に立たないものをすべて心から取り除き、生命を

与えるポイント、つまり正しい質問が発せられ、正しい

答えが解放される明晰な状態に至るのです。

智慧の学校は、生徒が自分自身の内なる資源を活用で

きるような雰囲気を作り出すことを目的としています。

自分の意識は真理の床であり、計り知れない資源がそれ

ぞれの中に眠っています。しかし、真理の源に到達する

ためには自分の意識の中に十分に深く入っていかなけれ

ばなりません。指導者や講演者は、生徒が自分自身の力

を引き出し、自分自身で意味を発見するのを助けるため

だけに存在するのです。それが智慧の基本です。知識と

いうものは、どこで何が語られたかを記憶すること、あ

るいは情報を組み合わせてパッチワークを作ることにし

かなりません。

知識は人を停滞させ、不毛にし、あるいはさまざまな

愚行を生み出します。しかし、智慧は変容と同義です。

聖書には「智慧はルビーよりも尊い」とあります。

智慧は世界の端から端まで届き、力強く、甘美に、万

物を秩序づける。

智慧はシャロン（平野）のバラであり、谷間の命である。

智慧は美しい愛の母であり、忍耐と辛抱と聖なる希望

の母である。

智慧があれば、私たちの生活全体が変わり、私たちが

接するすべてのものに癒しと救いの手を差し伸べること

ができるのです。賢者は弟子を探す必要はありません。

弟子を集めるために多大な努力をしたり、広告を出した

りする人は、賢者ではありません。賢者とは、蜂が蜜に

寄ってくるように、人々が自然に集まってくる人のこと

です。智慧とは、尊厳と美と光に満ちた領域への変容で

あり、その光の中へと自然に他者を引き寄せるものなの

です。

智慧を見つけるには、調和も必要です。アディヤール

のような場所の雰囲気、このアーシュラマの美しさと平

和は、生徒が生まれながらに持っている調和を高め、強

化するものです。調和とは、単に外見的なレベルで仲間

になることではなく、心の奥底で平和を体験することで

す。ブラヴァツキー夫人は『実践オカルティズム』の中

でこう言っています。

「学習者たちの間に最高の調和が支配しない限り、成

功はありえない！……。真理を受けるに適した有望な

チェラたちが、その気質と仲間との調和がとれないため

に、何年も待たなければならなかったことは知られてい

る」。

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。

調和と幸福、愛と静けさ（平和）といった経験は、異

なるレベルで知られています。調和、平和、愛を深く実

感することは、すべての人や物の中にある深い本質を発

見することに等しいのです。心の関係や物理的関係では

なく、魂の関係があるところでは、エーテルは深い調和

やシャーンティ（平静）の感覚を持っています。母親と

子供は、時にそういう関係を本能的に知っています。母

親の愛が賞賛されるのは、その中に無私の要素があるか

らです。母親は子供の魂に触れているので、子供が感じ

ていない場合でも、本当の心配を知っているのです。だ

から、子供が自分にしてしまう悪いことも、優しく見過

ごすことができます。精神的なレベルでもなく、愛着や

感傷といった感情的なレベルでもない魂の関係こそが、

共に学び、共に働く生徒たちをつなぐものでなければな

らないのです。東洋の伝統では、霊的な師匠の弟子たち

は、血のつながった兄弟や姉妹よりも近いと言われてい

ます。ですから「智慧の学校」では、調和の法則に縛ら

れながら、耳を傾け、深く考え、問いかけるという雰囲

気の中で成長していくのです。

2. 智慧の学校（1991 年 11 月）

智慧の学校は、国際本部で最も重要な活動の一つです。

なぜなら、単なる協会の登録会員ではなく、真のセオソ

フィストであるということは、「智慧」の探求に身を投

じることを意味するからです。智慧は、単に言葉や概念、

あるいは多くの読書によって見出されるものではありま

せん。同胞愛について話したり、知的な用語で議論した

りすることは、それを生きることとは全く違います。後

者だけが智慧につながるのです。智慧は、生きとし生け

るものに害を与えないこと、愚かなやり方ではなく、最

善の方法で他人の積極的な助けになることなど、多くの

ことを意味します。同胞愛もまた、多くのことを暗示し

ています。時々、私たちは神智学協会の最初の目的を気

軽に受け取る傾向がありますが、実は非常に深い意味を

持っています。それは、賢明な人と普通の人との間のす

べての違いを生む、大きな心の変化を意味しています。

智慧は、生命の不可分の認識から生まれる同胞愛を実践

することを可能にし、一方、同胞愛を生きるための真剣

な努力は智慧につながります。この２つは、神智学の仕

事の相補的な側面です。

智慧の学校は、智慧を大切にする人たちを集めようと

する大切な学校です。それがなければ、神智学協会のた

めに働いていると想像しても、意味がないのです。その

ような仕事には力がありません。これは、同胞愛が表面

的な目的としてのみ存在するロッジの弱点の一つです。

一方、真理を真摯に求める同胞愛の中心であるロッジに

は、善のためのダイナミックなパワーが存在するのです。

智慧の学校の授業は、単に思想の収集のためにあるので

はありません。それは書物によっても同様に行うことが

できます。この学校では生徒たちは、ただ情報を蓄積し

たり、誰かが言ったことを覚えたりするだけであっては

ならないのです。どんなに賢い人でも、他人に智慧を授

けることはできないのです。できることは、自分の努力

で智慧という貴重な宝石を発掘しようとする覚悟と熱意

を持った人を励ますことだけです。

智慧を得ることで、私たちは違う世界を創造します。

「創造性」というと、一般的にはモノを作ったり、音楽

を奏でたりすることを連想します。しかし本当の創造性

とは、言い表すことができないものです。美は形や言葉

の中にあるのではなく、言葉のない意識こそが創造的で

あり、それは言葉や歌、あるいは単なる沈黙で表現され

ることがあると、ある哲学者は指摘しています。その意

識の質は、「智慧」の質でもあるのです。この意識こそが、

高貴な世界、争いや痛みのない世界、真の調和のとれた

世界、人類の真の進化が始まる世界を創造することがで

きるのです。

しかし、神の計画は有限の心では分析も評価もできない

ので、自らの周辺から脱却しなければなりません。ベサ

ント博士は、教えることのできるすべての知識は、心や

知性を媒介にして学ぶ、より劣る（lesser）知識、すな

わちアパラー・ヴィディヤーであるという古代の教えに

注意を促しました。教師はこのレベルにおいて役割を果

たすことができます。高次の知識（パラー・ヴィディヤー）

は、低次の知識の分野を照らす光です。これは教えるこ

とはできず、知識が、献身の徳に含まれる分離した自己

の放棄と結びついたときにのみ獲得されます。そうすれ

ば、光は内側から放たれるのです。

智慧を志す学生は、外からではなく、内から見る才能

を養う必要があります。これは、内側から見る高次の能

力を発達させることを意味し、そのため直観、洞察、ブッ

ディと呼ばれます。普通の心は、人生のすべての動きを

「物」として外から見ているため、一見不和な要素を統

合し、統一体の中で調和させるために必要な理解が欠け

ているのです。神智学では、個人レベルでも高いレベル

でも、生命の力は内側から外側へ働くと宣言しています。

すべての外側の行動は、内側の条件に根ざしているので

す。智慧の学校での研究は、内側と外側、多数と「一者」（神 

“the One” ) との深い関係を認識する直感的な認識の潜

在的な能力を刺激することを目的とすべきです。

智慧の学校は、知性（マインド）と（ハート）の最高

の資質を兼ね備えた、何世代にもわたる神智学の伝達者

が生まれる苗床となることを意図しています。そして、

伝達者たちは世界の尊敬、あるいは少なくとも注目を浴

びることになるのです。そのようなメッセンジャーたち

は、オープンマインドに恵まれているので、いかなる論

争も避け、ただ自分たちが理解していることを、知的な

男女がさらに議論を深めるための基礎として提示するだ

けでしょう。

この学校を卒業した生徒たちは、自分の住んでいる地

域やロッジにも同じようなミニスクールを作るように勧

められました。このような広がりは、ある程度は実現さ

れています。ヨーロッパ連盟は、オランダのナールデン

のセオソフィカル・センターで「智慧の学校」を開催し

ています。西アフリカ支部も、ガーナのアクラでミニ「智

慧の学校」を行っています。カリフォルニアのクロトナ

と、オーストラリアのスプリングブルックセンターには、

神智学（別の言葉で、智慧）の学校があります。地理的

には離れていても、その目的と学問へのアプローチを共

有することで、精神的に統合することができるのです。

内と外を関連づける直感的な知覚の刺激、永遠の領域へ

の開放性から糧を得る統合の中で現世の出来事を受け入

れる視点、知識と献身を融合させ、論争を起こすのでは

なく、探究心と内からの光明を見出す能力を呼び起こそ

うとするエネルギーの伝達、これらは共通の目的です。

4. このアディヤールの地（2002 年 3月）

H・P・ブラヴァツキーとH・S・オルコットがアディヤー

ルに来て発見し、記述した楽園は、当時マドラス市（現

チェンナイ市）の一部ではなかったのです。チェンナイ

の中心部、イギリス人が「ジョージタウン」と名付けた

混雑した地域は、アディヤールから北に７マイルほど離

れたところです。アディヤール川の北側には、ベンガル

湾に面した静かな河口があり、その間に、空き地、小さ

な湖、果樹園、庭が点在し、とても広々とした楽しい村

という感じでした。創立者たちは、アディヤール川の南

岸に 27 エーカーの土地を購入し、海と河口の素晴らし

い景色を眺めながら、朝夕の静寂の中で、太陽と月が華

麗に昇り、沈んでいきました。車も電話も電気も、人を

引きつけ、喧騒を生み、パラダイスを純粋に保つことを

妨げるような、人間の存在を主張するような近代的な設

備はありませんでした。

1907 年、H・S・オルコットの後にアニー・ベサント

が会長に就任すると、アディヤール本部の敷地の一部で

ある東と南の土地（ガジュマルの木やその他の自然の宝

庫）をすべて協会のために取得しました。この拡張によ

り、神智学協会は海に面し、その落ち着いた雰囲気と磁

気の質を守るための空間を手に入れたのです。今日、チェ

ンナイという成長著しい大都市に包まれ、交通騒音や拡

声器の音で散在していますが、そのパラダイスは、神秘

的な魅力を適切に保っているのです。

このキャンパスは、チェンナイ市民の健康と文化遺産

の維持に重要な役割を担っているのです。チェンナイ（マ

ドラス）は、環境上重要な貴重な緑の肺として機能して

いるのです。その自然な木陰は、無差別な揚水や貧弱な

都市計画によって枯渇の危機に瀕している水位を維持

し、涵
かん

養
よう

するのに役立っています。私たちのオアシスの

外にある大気汚染は危険なレベルに達しており、魅力的

な古いマドラスを、温度パターンや降雨量に悲惨な変化

をもたらし、地球の美しさを損なっている他の多くの制

御不能な都市付加物の毒に似せて変えようとしているの

です。

研究者たちは、私たちのキャンパスに、多くの外来種

を含む 400 種以上の植物を記録しています。また、多様

な哺乳類、爬虫類、鳥類、昆虫が、居住者や世界中から

本部の神聖さを体験しに来る会員たちと平和に調和して

暮らしています。敷地内は鳥たちの楽園でもあります。

敷地内やその周辺では、約 200 種類の鳥が確認されてお

り、餌を食べたり、巣を作ったり、移動のために訪れた

りしています。数十年前、神智学協会の地所に隣接する

アディヤール河口と島々は、政府によって、捕獲、罠、

射撃、卵の持ち去りさえ許されない聖域とされました。

マドラス政府は神智学協会に、密猟者やジプシーなどの

無知で破壊的な集団から、私たちの地所周辺の動物の生

態を保護する特権を授けたのです。これは、すべての生

命をひとつとみなし、すべて等しく神聖であり、敬意を

払うに値するとする私たちの哲学と調和するものであ

り、私たちはこの責任を可能な限り果たすことを喜んで

います。

The Theosophist 誌の表紙には、キャンパスを美しく

彩る精緻な植物や花のいくつかを表示してきました。さ

らに最近では、この地所に歌や色彩、魅力をもたらして

くれる愛らしい鳥たちを写真に収め、紹介しています。

これらの写真から、物質的な美しさだけでなく、精神的

な自然の力、そして自然を支えている力の美しさも感じ

ていただけると思います。自然は神の衣であり、ウパニ

シャッドが「あれ」（That）と呼び、クリシュナムルティ

が「向こう側」（Other）と呼ぶ不可視のものの、最も外

側にある衣であると言われています。ヒマワリが太陽の

光に目を向けるように、私たちが「あれ」に目を向ける

とき、ひょっとすると幻想は消え去り、私たちの心に光

が射し始めるかもしれません。私たちのアディヤールの

地所には、何千人もの人々が放棄と尊敬の念を抱いて集

まってくる場所特有の、高揚した雰囲気があります。

5. アディヤールでの大会（2005 年 2月）

アディヤールでの国際大会は歴史的な行事であり、初

期には創立者のオルコット大佐が主宰し、その後、歴代

の総裁が主宰してきました。この大会は、神智学協会の

他のどの大会よりも、はるかに多くの会員を世界各地か

ら集め続けています。1925 年と 1975 年には、その数

は 2,000 人を超えました。

会員たちは、移動、相部屋、食事など不便な思いをし

ながらも、このイベントのために毎年アディヤールに集

まってくるのです。アディヤール大会の魅力の本質を本

人が意識していなくても、国際本部の美しいキャンパス

に漂う独特の雰囲気は、人々が感じる強い磁石のような

ものです。その魅力は、単に講演や行事、世界的な人脈、

木々や低木の美しさだけでなく、無形の何かが参加者の

心を動かし、高揚させるのである。そして、N・スリ・

ラム前会長が言ったように、「神智学の本質をより多く」

理解し、普遍的な同胞愛と利他的な生き方への献身をよ

り深く実感することができるのです。

1882 年に書かれたオルコット大佐の日記には、「私た

ちはアディヤールに来ることとなり、一目見て将来の家

が見つかったと思った」と書かれています。本館は急速

に改築され、HPB は１階の大きな部屋１つを占有し、そ

の隣には「屋根」と呼ばれるオープンテラスの下で人々

がしばしば座っていました。そこは夏でも心地よい風が

吹く場所でした。大佐はその時の気持ちをこのように雄

弁に語ってくれました。「私は多くの国を訪れたが、あ

のテラスから見る景色ほど美しいものはない。昼でも、

星明かりでも、月明かりでも」。アディヤールの美しさは、

今は姿を変えながらも、創立者たちが一目見てここが自

今のこのままでは、人類の進化が始まったとは言い難

いです。なぜなら、動物的な性質が終焉を迎えていない

からです。人間の活動は今や、ほとんどが悟りのない心

に扇動された動物的な性質です。スラム街や路上で暮ら

す人々を除けば、人間は自分を「保存」（維持 preserve）

する必要はありません。しかし人々は他者より優位に立

ちたい、出世したい、所有したい、戦いたい、支配した

いという衝動に盲目的に駆られているのです。私たちが

知っている世界は、人間の脳によって悪化した動物の活

動によって支配されているのです。人間の進化は、この

ような盲目的で制御不能な衝動に駆られてはならないこ

とを理解し始めたときに始まります。そして、これが智

慧の始まりです。

神智学は、すべての普通の人間がどのようにして自分

自身を完成させ、情熱や強迫観念から自由になることが

できるかを教えています。智慧はこの方向に進むことに

あり、それが人間の進化です。そうでなければ、それは

精神的な進化、つまり、動物でさえ初歩的な形で持って

いる思考能力の発達に過ぎません。もし私たちがこのす

べてを探求し、真理を私たちの意識にいっぱいにさせな

ければ、空論にとどまり、私たちにも社会にも何の変化

もないのです。智慧の学校での活動は、生徒一人ひとり

にとって「道を切り開く」ものでなければなりません。

3. 智慧の学校（2005 年 6月）

1922 年に、哲学、宗教、科学、文学、芸術のあらゆ

る側面をダイナミックに統合したプログラムを展開する

学校をアディヤールに設立することが提案されました。

アニー・ベサントは、人間のすべての活動は「一つの生命」

の進化した表現であるという中心的な原則に基づいて活

動するよう指示しました。各国から集まった生徒たちは、

これらのテーマについて熟練した人の話を聞き、アディ

ヤール図書館で学び、論文を投稿し、議論に参加する機

会を持つことになりました。この学校は「ブラフマヴィ

ディヤー・アーシュラマ」と呼ばれ、「智慧の学校」と

ほぼ同じ意味ですが、「アーシュラマ」という言葉は生

徒が原則としてアディヤールに居住することを示唆して

います。1926 年に開校したこの学校は、知識を求め、

簡素な生活を送る覚悟のある教養ある若者たちが、世界

中の TS（神智学協会）の支部から集まってくることを

期待していました。このプログラムはしばらくの間、成

功裏に進行しましたが、その後、落ち込みました。

1926 年には、協会のドイツ支部書記長のアクセル・

フォン・フィーリッツ＝コニール氏が、1921 年にドイ

ツのダルムシュタットでラビンドラナート・タゴールの

出席のもとに行った智慧の学校について、ヘルマン・カ

イザーリング伯爵の通訳でレポートを発表したことも”

The Theosophist” 誌に掲載されています。講演の効果

は絶大で、初めて会った多くの人がすぐに魂の親近感を

覚えたといいます。そして、「智慧の学校」がドイツの

精神的な生活にとって何を意味するのか理解できないほ

どだったそうです。カイザーリング伯爵（訳注：ドイツ

の哲学者・社会学者）は、「私は自分のために弟子の集

団を教育するつもりはありません。それどころか、私の

願いは一人ひとりが自分自身の指導者、案内人となるよ

うに訓練することです」と宣言しました。

今日のアディヤールの智慧の学校は、上記の努力を引

き継ぎ、当時のTS（神智学協会）会長C・ジナラージャダー

サ氏の指導のもとに復興されたものです。アニー・ベサ

ントは、この 1926 年のスクールについて語るとき、今

日でも通用するさまざまな指摘をしました。まず第一に

彼女は、これから行われる研究の目的を明らかにしまし

た。生徒たちは何を求めていたのでしょうか。その答え

は、学校の名前そのものが示唆しています。智慧は、永

遠を求め、神の計画を垣間見る者にもたらされます。智

慧は、顕現のプロセスを通じて「神性の展開の全領域を

照らし出す」からです。“At the Feet of the Master “（『大

師のみ足のもとに』）で語られているように、「ひとたび

人がそれを見て、本当にそれを知るとき、人はそのため

に働き、それと自分を一体化せずにはいられません。そ

れはとても輝かしく、とても美しいからです」。

一見、脈絡がなく断片的に見える現象や出来事も、「永

遠」の光の中だけで、真に理解することができるのです。

分たちの故郷になると思ったときと同じように、会員や

訪問者を魅了しているのです。

“Old Diary “（オルコット大佐 著）のページなどには、

協会創設の立役者であるマハートマたちがアディヤール

を祝福したときのことが書かれています。多くの熱心な

会員たちが、アディヤールでは他の場所よりも高貴な考

えを持ち、深い洞察力を得ることができるということを

知り続けています。彼らの愛と献身、犠牲と奉仕の精神

は、アディヤールの無形の雰囲気を常に強化し、受容す

る人々の霊的本能を養っているのです。

今年の大会は、南インドの東海岸を津波が襲い、アディ

ヤール川を水が遡
そ

上
じょう

し、瓦礫を残しながらも破壊されな

い状態で始まりました。近隣のコミュニティへの救援活

動が計画される中、大会は平穏な雰囲気に包まれました。

アディヤール本部は守られており、今後も安全であり続

けるでしょう。普遍的な同胞愛を促進するための献身的

な精神と、智慧への無私の探求が、会員の生活と仕事の

中心である限りは。

釈尊の「自分自身の灯火となれ」という教えには、パー

リ語の灯火（dipa）とも島（dvipa）ともとれる単語が

含まれています。（訳注：『沈黙の声』断片Ⅲを参照）後

者の場合、外側の出来事に揺るがない深い内面の安定を

指しており、海の中の島の状態に喩えて描かれています。

霊的な意識は、万物との普遍的な愛の関係、つまり内な

る不滅の要素（element）であるアートマに根ざしてい

るので、常に揺らぐことがないのです。そうすれば、世

俗の引力や外界の「災い」の影響に心を乱されることは

ありません。このような、揺らぐことのないランプの水

の中の島は、現象界とその出来事が影のようにしか実在

しないことを知っている「意図を超えた心」（mind 

beyond mint）の象徴です。アディヤール大会に参加す

る会員は、時にこの内なる平和と安心に触れ、時を超え

た世界と触れ合う深い喜びを体験します。

意識がより高いレベルの平和、善、調和に到達するた

びに、本人が意識するかしないかにかかわらず、何らか

の変化が起こります。意識はより細かい波動に反応し始

め、何の抵抗もしなくなり、最後にはより粗い波動はも

う入ってこられなくなるのです。古代サンスクリット語

の一節にあるように、「神と接触する者は、現在の状態

がどうであれ、内も外も清らかになる」のです。

『神智学の鍵』

　

著：H・P・ブラヴァツキー
訳：田中 恵美子 定価 1000 円

電子書籍 Kindle 版

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



神智学協会日本・ロッジ　勉強会のお知らせ

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

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

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

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

する神智学の教えの普及活動を行っています。

神智学協会の目的

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

⑵ 比較宗教、比較哲学、比較科学の研究を促進すること。

⑶ 未だ解明されない自然の法則と人間に潜在する能力を調査研究すること。

神智学協会の会員

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

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

神智学協会日本・ロッジ　ご案内

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

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

【銀行振込によるご入金口座】　

ゆうちょ銀行　〇〇八支店（ゼロゼロハチ）

口座番号：普通預金98936871

口座名義：神智学協会ニッポン・ロッジ

【他の金融機関からご入金する場合】

ゆうちょ銀行　○○八支店（ゼロゼロハチ）

口座番号：普通9893687

口座名義：神智学協会ニッポン・ロッジ

支援基金

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

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

会報誌について
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