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●コロナウイルスの影響のため、当面勉強会はオンラインで行います。開催の日時などはメールでご案内し
ます。メールアドレスが送信エラーになる方がいらっしゃいますので、勉強会のお知らせなどが届いていな
い会員の方がおりましたら、info@theosophy.jp までご連絡ください。
●HP にて会報誌バックナンバーが閲覧できます。今期のパスワードは【tthby358】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

15 章 種の分化（ミッシングリンク）

科学と神智学の間には、人間の起源と種の分化の問題

について、現在のところ橋渡しされていない広い溝があ

る。西洋の宗教の教師たちはこのテーマについて、科学

者たちが提唱しているのと同じくらいあり得ない、偽り

の啓示によってドグマ的に支持された理論を提示してい

る。しかし、宗教的な説明者たちは、科学よりも真実に

近づいている。アダムとイブに関する宗教的迷信の下に

は真実が隠されており、カイン、セト、ノアの物語の中

には、人間の他の種族の本当の物語がぼんやりと影を落

としているが、アダムは一つの単一の種族の代表に過

ぎない。カインを受け入れて妻を与えた人たちは、アダ

ムが率いる人たちと同時に現れた人種の一部だった。

いつ、どこからこの地球の人々が来たのかを、たとえ

私たちが知っていたとしても、人間の究極の起源や始ま

りは、発見されることはない。人間は決して究極の始ま

りはなかった。もしこの地球上で起源や始まりがなけれ

ば、他のいくつかの地球上でもなく、人は今まで常にい

たし、これからも宇宙のどこかに存在するだろう。絶え

ず完成して行き、絶えず天の人間のイメージに到達して

行きながら、人は常にそれになりつつある。人間の心は

どのような始まりにも戻ることができないので、私たち

はこの地球から始めなければならない。この地球と、そ

れが一部である地球の連鎖全体に、７つの人種が同時に

現れ、古い連鎖の他の球体から地球の連鎖に到来した。

そして、この連鎖の４番目であるこの地球に関しては、

これらの７つの人種は、この連鎖の別の球体から同時に

来た。

７つの人種の出現は、諸球体の第１ラウンドおよび第

２ラウンドの一部で一斉に起こる。第２ラウンドでは、

７つの存在の集団が融合し、その後の彼らの運命は、次

のラウンドの間にゆっくりと分化され、第７ラウンドで

最初の７大人種が再び明確になり、それはこの進化期間

が許す限りの完璧なタイプの人類であろう。現今では７

つの人種が混在しており、すべての人種の代表者は、現

在の科学で分類されている多くのいわゆる人種の中にい

る。この融合とその後の分化の目的は、他の惑星や宇宙

での先立つ進歩から得られる全体の進歩と力の恩恵を、

すべての人種に与えることである。自然は決して急ぎ足

や無理な方法で仕事をすることはなく、混合、沈殿、分

離という確実な方法で、最大の完成をもたらすからであ
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る。そして、この方法は錬金術師に知られているもので

あったが、錬金術師でさえそのすべての意味を完全には

理解していなかった。

それゆえ、人間は一対のペアから生まれたのではない。

また、猿の種族や系統から生まれたわけでもない。この

問題を解決するために宗教や科学に目を向けるのは絶望

的である。なぜなら、科学はそれ自身の承認で混乱して

いるし、宗教は自らの本の中で司祭によって提唱された

理論を論駁する啓示でこんがらがっているからである。

アダムは最初の人間と呼ばれているが、この物語の記録

を見ると、カインが都市を建てる前に他の種族の人間が

地球上に存在していたに違いない。このように、聖書は

一対のペアの説を支持していない。科学の仮説の１つを

取り上げて、人間と猿が１つの祖先から分化したと認め

るならば、最初の祖先はどこから来たのかを結論づけな

ければならない。この問題に関するロッジの第一の基本

原理は、７つの人種が同時に地球上に現れたということ

であり、第一の否定する仮説は、人間は一組のペアや動

物界から生じたものではないということである。

後に人間の経歴の中に現れる性格や能力の多様性は、

以前の、他の球体の連鎖における別の長い進化の時代に、

自我に誘導された変化がもたらしたものである。これら

の変化は、先天的な特徴に相当するほど深く影響を受け

ていた。この地球の人種たちは、前の進化期間に、今の

月が目に見える代表である球体の連鎖を進んだのであ

る。

人間に関連しているような類人猿の喫緊の問題は、智

慧の大師たちによって解決されて、それらの存在が私た

ちの祖先なのではなく、それらが人間自身によって作り

出されたと言われている。地球の初期の期間の一時期に、

その時代の男性は動物界の大きな雌から類人猿の子をも

うけ、類人猿の体の中に、ある日人間になる運命にある

一定数の自我が捕えられた。真の類人猿の残りの子孫は、

それらの人々の邪道な受精によりできた子供であり、彼

らの自我が人間の体に入り込んで、徐々に死滅していく

だろう。彼らの半分猿で半分人間の体は、厳密に動物の

自我によって魂を吹き込まれることができなかった。そ

のため、彼らは『シークレット・ドクトリン』では「遅

れた人種」として知られている。次のマンヴァンタラま

で下界の自我が人間界に入ってこないであろうという自

然の厳命に含まれていないのは「遅れた人種」だけであ

る。しかし、類人猿を除く人間より下のすべての界に、

ドアは今、人間の段階に入れないよう閉じられており、

下位の形態の自我はすべて、次の大周期まで彼らの順番

を待たなければならない。そして、類人猿の系統の遅れ

た自我が後で人間の段階に現れるにつれて、劣化した人

種の長い待ち時間は報われるだろう。他のすべての猿は、

進化過程の通常の方法の所産である。

この主題については私は、秘密の書物から秘教的な人

類学を与えている智慧の大師たちのお１人の言葉を引用

する以上のことはできない。そこには次のように言われ

ている。

「人間と高等類人猿の解剖学的な類似性は、ダーウィ

ニストが両者に共通する祖先の存在を示すものとして頻

繁に引用しているが、興味深い問題を提示しており、そ

の本当の解答は、類人猿の種の発生に関する秘教的な説

明の中に求められる。我々は、原始の知性がない人種の

獣姦が、人間と動物を両親とする子孫である巨大な人間

のような怪物を生み出したことを述べることによって、

有用な範囲でその解答を与えた。時間が経つにつれて、

まだ半アストラルの形態が肉体に統合され、これらの生

き物の子孫は、中新世時代の下位類人猿に達するまで外

部の条件によって変化させられ、サイズが縮小した。こ

れらの後のアトランティス人は、「知性がない」罪をさ

らに書き換えた。つまり、今度は完全な責任を持ってい

た。彼らの犯罪の結果は、現在「類人猿」として知られ

ている猿の種だった……」。

「これに関連して、人間が第３ラウンドでアストラル

の階層に〈巨大な猿のような形態〉を持っていたことを

伝える秘教的な教えを覚えておこう。そして同様に、こ

のラウンドの第３人種の終わりにもそうだったことを。

（訳注）このようにそれは、猿の人間的特徴、特に後の

類人猿の特徴を説明する。後者は遺伝によって保存され

たという事実は別として、彼らのアトランティス - レム

リアの祖先に似ている」。

同じ師匠たちはさらに、哺乳類の種は、人間の種族の

出現に続いて、第４ラウンドで生み出されたと主張して

いる。このような理由で、生殖能力の境界は存在しなかっ

た。それらの哺乳類の根本的な類型は自然の境界を立て

るのに十分なほど隔たってはいなかったからである。人

間がまだマナスの光を与えられていなかった第３人種で

の不自然な結合は、自然に対する犯罪ではなかった。ご

くわずかな胚芽を除いて知性が存在していないので、責

任を持たせることはできなかった。しかし第４ラウンド

では、マナスの光が存在していたので、新しい人種によ

る行為の再開は、結果を完全に知っていて、良心の警告

に反して行われたので、犯罪であった。これのカルマ的

な影響は、すべての人種を含めて、まだ完全に感じられ

ておらず、理解されていない。それは今よりもずっと後

の時代になろう。

人間が他の惑星からこの地球に来ると、もちろん、そ

のときは物質に完全に包まれる前の非常に大きな力の存

在であったため、より低級な界も同様に他の惑星から胚

芽と型で来て、生命の波の先頭にいる人間の助けによっ

て、一歩ずつ上へ上へと進化を続けている。これらの低

い界の自我は、前の地球連鎖の崩壊の前にそこでの進化

を終えることができず、この連鎖に来て、時代から時代

へと前に進み、徐々に人間の段階に近づいている。ある

日、彼らもまた人間になり、この惑星または他の惑星で、

他の低級な界のための先遣隊やガイドとして行動するだ

ろう。そして、以前の惑星から来る時には、１番で最高

の階級の存在と共に動物の形態や果物や他の創造物を、

ここで使用するための原型や種類として、いつも持って

来るだろう。ここで、そこまで考えを及ばせるのはため

にならないだろう。あまりにも時代を先取りしすぎてい

ると、ある人からは嘲笑され、他の人からは愚かだと感

じられるだけだからである。しかし、さまざまな界の一

般的な形態が持ち込まれたので、次に、動物や他の下位

種の分化がどのように始まり、どのように行われたかを

検討しなければならない。

これは１人の心や大勢の心による知的な援助や干渉が

ラピウスは、この王朝のものであると考えられている。 

時々「半神半人の輝く息子たち」と呼ばれる３番目の大

分類は、地 (terrestrial) の半神半人であり、その多くが

人類のある分類に化身したと言われていて、特に初期の

主たる人種および「天の人々」つまり王であり支配者で

あり第４と第５根本人種の科学と宗教の信奉者だった人

種に化身した。この注釈の冒頭に引用された、スタンザ

２の最後の詩句の文は、次のような意味である。

最後に言及した半神半人の息子たちの何人かは、第３

根本人種に化身している間に、非常に低く堕落した。彼

らは黒魔術を使って、偉大な自然界の神秘をいくらか見

出した。それ以前に彼らの父親たちがやっていたように、

である ( 縛られたプロメテウスの三部作の悲劇を参照 )。

そして、そのようにして得た力を悪用した。アトランティ

ス人種の滅亡 ( 訳注：the fall 堕落とも ) とは彼らのこと

とされている。これらの巨人が知性と体の両方で示した

非凡な能力は、自然界のより微細な力のいくつかの力、

創造的な火の側面の発見の、直接的な結果だった。巨人

たちは人類に禁じられた「黒魔術」によってこれらの力

の秘密を発見したので「火を盗んだ」ということである。

「目」は知覚の象徴であり、位置や色によって霊的また

は物質的な知覚のしるしとなる。ここで「顔が黒くなっ

た星」と称される地球の統治者、統治する霊として、集

中力、内的視力および創造力を持つ半神半人の息子たち

は「目を照らした火を盗んだ」と言われる。この火は、

当の「地球の統治者」に知能と知覚を与えた。「そして

その地球をきらめく塊に成形した」。

つまり彼らは盗んだ火を使って霊的な力を物質化し、

そしてそれらの物質化された霊的な力によって、今考慮

中の人類に彼らの欲望を為し遂げた。他の場合と同様こ

の場合も、不法な手段を使うと、合法的な欲望でさえも

それ自体への罰をもたらした。呼び起こされたエレメン

タルの力は制御できなくなり、その卑しい行為をした

人々を価値のない結果へと向けさせた。そして、そうす

ることで人々は「かつてはしなやかだった手足を縛る」

カルマを自分自身に引き寄せた。それはつまり、人間の

力を抑制することで活動の自由を妨げたということであ

る。最初に火による火山活動と地震によりレムリア大陸

を滅亡させ、後の時代にアトランティスを水中に沈めた

ことの主な原因は、この種類の半神半人だった。報復つ

まり法を犯したことのカルマは本当に彼らを全滅させ

た。乗り物すなわち彼らが引き寄せられていた肉体は、

各事例において惨めに滅ぼされ、彼らは次のマンヴァン

タラにおける最初のラウンドの、第１亜人種の下級の領

域に割り当てられた。

彼らは知性の力は残ったが、グプタヴィディヤつまり

黒魔術の実行によって得た神聖な知識と力は完全に失っ

た。第４と第５根本人種での続いて起こる肉体化身にお

いて、彼らは霊的人生の尺度で、どんどん下へと堕落し

た。……」（『セオジェネシス』スタンザ２詩句３の注釈

２より）。

さらに、その次のスタンザの注釈でこの章に関連した

ことが伝えられている。【スタンザ３詩句３「もはや巨

大な生き物や這うものが、〈火と炎の息子たち〉の住む〈車

輪の縁〉の上に居場所を見つけることはないだろう。」】

「大ユガつまり進化の遠大な期間の初期から半ばにか

けては、鉱物にせよ植物にせよ動物にせよ、顕現におけ

るすべての個々の形態は、大きさと強さと生殖能力が、

拡大し増加する傾向がある。その期間の中間点から、し

だいに大きさと体の力が減少し、同時にそれ以降の進化

を導いて期間内にすべての生命形態を可能な完成の高み

にまで到達させる霊的な力の出現に備えて、力と霊的な

強さの増加が設定される。

上述のことは１つの大（マハー）ユガの間の、進化の

諸力の作用の概論に過ぎず、この詩句の注釈をよりよく

理解するために読者が心の中で、ある地質学上の知識と

超物質的な事実とを結びつけて考える手助けとなるため

だけに与えられた。

『シークレット・ドクトリン』によると、先の進化期

の終わりに地上を水没させた洪水がひいた後、残った堆

積物（土砂）は炎と火つまり霊的存在たちによって乾か

され、その存在たちの物質的仕事または媒体となる、無

数の形態に成形された。これらの形態は、フォーハット

のエネルギーの作用に応じて収縮および拡張し、つまり

脈動し、最終的には岩石や鉱物に固まった。同時に、地

球全体が半物質的な状態だった以前のマンヴァンタラ

の、人間や動物の巨大な半透明で反物質的形態は、今は

低級マインドを与えられて、一新した地球上に現れた。

それらの形態は徐々に大きさと体の力が低下していき、

一方で固さと重さが増していった。

ここで言及されている詩句は上記の時代あるいはむし

ろそれに続くことになっていた時代の最初の時期のこと

であるに違いない。なぜなら、第２詩句の最後の注釈で

言及された時代に続く時代の予言だからである。明らか

に、すべての物質は上述のような発達の状態に達し、全

進化期の中間点に達し、人と動物の新しい時代が幕を開

けようとしていた。

現代の地質学では、個別の生命体に関する限り、無脊

椎動物の年代であるシルル紀、デボン紀、石炭紀の年代

よりも遡ることはできない。始生代、無生代、暁生代に

おける生物の個々の形態の存在を証明する化石は、発見

されていない。しかしオカルティストにとっては、これ

は最も重要な時代である。それは、炎と火の息子たち、

高次のモナドたちであるラーとピトリが第３の根本人種

に受肉し、両性である人間に個別の知性または魂を発達

させ、巨大な動物や爬虫類が形態を変化させて「車輪の

縁」つまり地殻から消え始めた時期だからである。爬虫

類時代と哺乳類時代の末期には、地質学的に言えば、知

性の萌芽を持ち先祖よりも固い肉体を持つ人類が「車輪

の縁」に住んでいた。この人種の人々、当時の「火と炎

の息子」は、現在の人類の祖先である。

炎と火は、いろいろな哲学の体系では別の名前で呼ば

れることが多いので、学徒はいくつかの分類に精通して

いない場合は、たいへん混乱するかもしれない。

神統記によるとこれらは、イザヤ書の中で言及されて

いる燃えるような炎のセラピム〈熾
し

天使〉と同一の霊つ

まり玉座に座る霊の、異なる階層（ヒエラルキー）である。

古代アーリア人によると、彼らはラー、デーヴァ、リシ、

スードラ、49 の火と、同一であるとされている。カバ

ラやその他の古代の著作からの引用は、『シークレット・

ドクトリン』に記載されている。炎と火は男性的である

のに対し、水は女性的である。象徴主義を学ぶ学徒は、

これが重要な特徴であることを心に留めておく必要があ

る。広く公認であり、多くの生命の学徒に固く信じられ

ていることは、次のことである。今のような人間が最初

に現れたのは、現在私たちが北極と呼んでいる地球の一

部の大陸であり、その地域で最近発見された動物の化石

は、熱帯と温帯の暑く温暖な四季の地帯で発見されたも

のと似ており、気候に関する問題に関しては、北極付近

ではまだ人間の遺体は発見されていないが、その信念に

何らかの根拠を与えているように思われる。そのように

発見された動物の骨は、地球上の広く離れた場所で最近

発見された動物の骨と形や構造が同じであることが判明

したので、地球の他の場所で広大な石炭の地層を形成し

ていた森林や植物の豊かな成長を作り出すのに役立った

ものと同様に、熱、水分、炭酸ガスの条件が現在の北極に、

かつては存在していたことを示す強力な証拠となるだろ

う。秘教の哲学は、上に述べた堆積物に人間の遺骨がな

いのは、第３根本人種の出現まで物質界には純粋な人間

の形態がなかったという事実に起因しており、発見され

た動物の化石は、アルカイック時代（the Archaic age

…最初期 [ 創始期 ]。北米のおよそ前 8000 年 - 前 1000 

年ころの時期についていう）に住んでいた前の人種のと

きのものであったと言う。その結果、北極の大陸や他の

場所に、あらゆる形態の動物や人間の生命が確立された

可能性があることが証明されたようである。秘教科学は、

地球の軸が周期的に移動し、その結果として、特定の期

間にさまざまな地域の気候条件が変化すると仮定してい

る。地質学の分野における現代の研究では、現在の北極

圏にかつて存在していた島々の陸地、真の楽園に関して、

秘密の教えの真理を示す多くの事実が出てきた。そこは

エデンの園であり、聖書の伝承に出てくるアダムとイブ

の生息地だったのかもしれない。もしそうだとすれば、

古代の哲学と神聖な歴史は、ある点では思ったほど矛盾

していない」。（『セオジェネシス』スタンザ３詩句３の

注釈１より）

絶対的に必要な点である。そのような援助と干渉は、自

然が誰の手も借りずに正しい仕事をすることができない

ために、過去に事実であったし、今も事実である。しかし、

私が言いたいのは、神や天使が干渉して助けるというこ

とではない。これを行うのは人間である。現代人のよう

な弱くて無知な人間ではなく、偉大な魂、高貴で神聖な、

計り知れない力、知識、智慧を持った人たちである。そ

れが、かたや宗教、かたや科学が、私たちの弱さ、生得

の悪、純粋に物質的な起源のようなわかりやすい説明を

しなかった場合は、ほとんどすべての人が自分は神の操

り人形であるか、希望のない残酷な運命であると考えて

いるか、または今と後の両方の観点から品位を下げ利己

的な目標を持ち続ける。これらの存在にはさまざまな名

前が付けられており、現在、私たちの階層から外されて

いる。彼らはディヤーニ、創造者、指導者、主神（the 

Great Spirits）など多くの称号で呼ばれている。神智学

的な文献では、彼らはディヤーニ（Dhyanis）と呼ばれ

ている。

彼らは、自分たちや大ロッジに知られている方法で、

（この惑星へと）持ち込まれた形態に働きかけ、そこに

足したり、取り除いたり、しばしば変化させたりするこ

とで、自然界の諸々の界や、徐々に形成されていく人間

の体全体を段々変化させていくのである。この過程は、

このように与えられた推進力が確実に次の時代を通して

自分自身を前進させるにつれて、主に、物質の段階に先

立つアストラル期間だけで行われる。進化の中間点に達

すると、種は現在の段階に出現し、人間の目にも私たち

の計器にも連続を示していない。現下の調査では、ある

種がどのような根源から来たのかは不明であるが、明白

に言われている通り、ある種を辿ってみたところ、その

根源を辿ることができた。一方では牛、もう一方では馬

を見てみると、両方ともひづめを持っているが、一方の

ひづめは割れていて、もう一方のひづめは一つの指だけ

である。これらは、それぞれの最古の祖先に到達したと

きに、私たちを中間点に連れ戻す。科学が進んで行けな

いこの場所で、大師たちの智慧が、この後ろが古代の進

化のアストラル領域であることを示すのに有効になる。

そこではディヤーニたちが変更と追加によって進化を開

始した根本の型があり、それからこの総体的な階層上で

さまざまな科、種、および属に分化がもたらされた。

地球と人間、そして自然界のすべての界がアストラル

の段階で、約３億年という広大な時間を過ごした。当時

は、今のような粗い物質（gross matter）は存在してい

なかった。自然が、その実質は非常に細かいけれど物質

であるアストラルの階層上の型を完成させる作業をゆっ

くりと進めていたこの時は、初期のラウンドであった。

その一連の時代の終わりに、硬化のプロセスが始まり、

人間の型が最初に固まって、その後、前のラウンドのア

ストラル原型のいくつかが固化に関わったが、それらす

べてのものがアストラルであった以前の時代に属してい

た。これらの化石が発見されたとき、それは人間の粗い

肉体と共存していた生物の化石であるはずだと主張され

た。

その主張は科学の他の理論の下では十分に適切である

が、アストラル期間の存在が認められる場合には、それ

は仮定に過ぎない。詳細をさらに詳しく説明することは、

この著作の範囲を超えているだろう。しかし、蜂も麦も、

この地球連鎖の中では元々の分化はあり得ず、どこか別

の場所で生産され、完成したに違いない、と言ってもよ

いだろう。なぜそうなるのかは、今のところ推測に委ね

たいと思う。

全体の理論に対して、科学はアストラル期の根本的な

型と現在の化石や生物種との間のミッシングリンクを見

つけることができなかったと言うことができるかもしれ

ない。1893 年にフィルヒョー教授はモスクワで講演し、

ミッシングリンクはこれまでと同じくらい遠く、これま

でと同じくらい夢のようであり、人間が動物から来てい

ることを示す本当の証拠は手元にないと述べた。これは

全くその通りで、現在の方法では、どちらの種のミッシ

ングリンクも科学によって発見されることはない。それ

らのすべてがアストラル階層に存在するため、肉体の目

には見えない。

それらは内的なアストラル感覚によってのみ見ること

ができ、それは最初に彼らの仕事を適切に行うために訓

練されなければならず、科学はアストラル感覚と内的な

感覚の存在を認めるまで、それらを開発しようとするこ

とはないだろう。したがって、常に科学は、分化の長い

過程でアストラル階層上に残されたアストラルリンクを

発見するための手段がない。上記で言われている化石は、

いわば時代遅れで固まっており、ミッシングリンクを見

つけられないことの例外を作り上げるが、科学は必要な

事実のどれも認めていないので行き詰まりである。

このような分化、融合、分離の目的は、別の大師が次

のように言っている。

「自然は、物質が無機物ではなく有機物のもとに不滅

であることを意識的に望んでおり、その実現に向けて

ゆっくりと、しかし絶え間なく努力している──不活発

な物質から意識的な生命へと」。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注 アトランティス人の巨大な形態について、第３の

シークレット・ドクトリンと称される『セオジェネシス』

にも次のように書かれてある。

【スタンザ２詩句３「…彼らは火を盗んだ。あの目を

照らし、かつては柔らかかった彼らの手足を拘束し縛る

ため、それを輝く塊に形作った火を。報復は素早く襲い

かかり、彼らは穴へ投げ込まれるだろう」】

「半身半人 (demi-Gods) の３つの大分類あるいは王朝

がある。第１の分類は、前述したエレメンタルの力から

なり、巨大で希薄な虹色に輝く姿で、一瞬にして姿と特

徴が変わるようだ。彼らは天空 ( エーテル ) に住んでい

る宇宙的な存在である。

タイタン ( 巨人 ) たちはこの大分類の中の細別した一

つである。タイタンたちは姿と特徴と大きさは似ている

が、第１の分類の虹色はないし、姿も変化しない。彼ら

の形態は最初は火の性質のもので、２番目は水である。

時々、後者は熱が全くないとは言え、茫洋たる水の流れ、

またはむしろ水よりも蒸気に似た流れを放出しているよ

うに見える。これらの両方の王朝は、細かいことよりも

全体として物質に、より活動を捧げるようである。２番

目の大分類は、しばしば伝説と神話に「カビラ」

(Kabira) と総称される。『シークレット・ドクトリン』

に述べられるように、「彼らは両性であり、地のもの、

天のもの、宇宙のものである」。彼らには芸術と科学の

発明と、トウモロコシおよび小麦の生産が割り当てられ

ている。ヘルメス、オルフェウス、カドモス、アエスク

人間の究極の起源は発見できない。人間は一

対のペアに由来するのではなく、また、動物か

ら派生したものではない。人間の７つの人種は、

地球上で同時に現れた。彼らは今、融合し、次

のラウンドで分化されるだろう。類人猿とその

起源。彼らは人間に作り出された。彼らは第３

と第４人種での不自然な結合による子孫、「遅れ

た人種」である。この主題についての秘密の書

物からの引用。そこには猿の人間の特徴が説明

されている。他の惑星から来た低級な界。ディ

ヤーニたちによる知的介入によるその分化。進

化の中間点。古いラウンドのアストラル形態が

物質的なラウンドで固まった。ミッシングリン

クについて。ミッシングリンクが何であるか、

そしてなぜ科学がそれらを発見できないのか。

このすべての働きにおける自然の目的。



15 章 種の分化（ミッシングリンク）

科学と神智学の間には、人間の起源と種の分化の問題

について、現在のところ橋渡しされていない広い溝があ

る。西洋の宗教の教師たちはこのテーマについて、科学

者たちが提唱しているのと同じくらいあり得ない、偽り

の啓示によってドグマ的に支持された理論を提示してい

る。しかし、宗教的な説明者たちは、科学よりも真実に

近づいている。アダムとイブに関する宗教的迷信の下に

は真実が隠されており、カイン、セト、ノアの物語の中

には、人間の他の種族の本当の物語がぼんやりと影を落

としているが、アダムは一つの単一の種族の代表に過

ぎない。カインを受け入れて妻を与えた人たちは、アダ

ムが率いる人たちと同時に現れた人種の一部だった。

いつ、どこからこの地球の人々が来たのかを、たとえ

私たちが知っていたとしても、人間の究極の起源や始ま

りは、発見されることはない。人間は決して究極の始ま

りはなかった。もしこの地球上で起源や始まりがなけれ

ば、他のいくつかの地球上でもなく、人は今まで常にい

たし、これからも宇宙のどこかに存在するだろう。絶え

ず完成して行き、絶えず天の人間のイメージに到達して

行きながら、人は常にそれになりつつある。人間の心は

どのような始まりにも戻ることができないので、私たち

はこの地球から始めなければならない。この地球と、そ

れが一部である地球の連鎖全体に、７つの人種が同時に

現れ、古い連鎖の他の球体から地球の連鎖に到来した。

そして、この連鎖の４番目であるこの地球に関しては、

これらの７つの人種は、この連鎖の別の球体から同時に

来た。

７つの人種の出現は、諸球体の第１ラウンドおよび第

２ラウンドの一部で一斉に起こる。第２ラウンドでは、

７つの存在の集団が融合し、その後の彼らの運命は、次

のラウンドの間にゆっくりと分化され、第７ラウンドで

最初の７大人種が再び明確になり、それはこの進化期間

が許す限りの完璧なタイプの人類であろう。現今では７

つの人種が混在しており、すべての人種の代表者は、現

在の科学で分類されている多くのいわゆる人種の中にい

る。この融合とその後の分化の目的は、他の惑星や宇宙

での先立つ進歩から得られる全体の進歩と力の恩恵を、

すべての人種に与えることである。自然は決して急ぎ足

や無理な方法で仕事をすることはなく、混合、沈殿、分

離という確実な方法で、最大の完成をもたらすからであ

る。そして、この方法は錬金術師に知られているもので

あったが、錬金術師でさえそのすべての意味を完全には

理解していなかった。

それゆえ、人間は一対のペアから生まれたのではない。

また、猿の種族や系統から生まれたわけでもない。この

問題を解決するために宗教や科学に目を向けるのは絶望

的である。なぜなら、科学はそれ自身の承認で混乱して

いるし、宗教は自らの本の中で司祭によって提唱された

理論を論駁する啓示でこんがらがっているからである。

アダムは最初の人間と呼ばれているが、この物語の記録

を見ると、カインが都市を建てる前に他の種族の人間が

地球上に存在していたに違いない。このように、聖書は

一対のペアの説を支持していない。科学の仮説の１つを

取り上げて、人間と猿が１つの祖先から分化したと認め

るならば、最初の祖先はどこから来たのかを結論づけな

ければならない。この問題に関するロッジの第一の基本

原理は、７つの人種が同時に地球上に現れたということ

であり、第一の否定する仮説は、人間は一組のペアや動

物界から生じたものではないということである。

後に人間の経歴の中に現れる性格や能力の多様性は、

以前の、他の球体の連鎖における別の長い進化の時代に、

自我に誘導された変化がもたらしたものである。これら

の変化は、先天的な特徴に相当するほど深く影響を受け

ていた。この地球の人種たちは、前の進化期間に、今の

月が目に見える代表である球体の連鎖を進んだのであ

る。

人間に関連しているような類人猿の喫緊の問題は、智

慧の大師たちによって解決されて、それらの存在が私た

ちの祖先なのではなく、それらが人間自身によって作り

出されたと言われている。地球の初期の期間の一時期に、

その時代の男性は動物界の大きな雌から類人猿の子をも

うけ、類人猿の体の中に、ある日人間になる運命にある

一定数の自我が捕えられた。真の類人猿の残りの子孫は、

それらの人々の邪道な受精によりできた子供であり、彼

らの自我が人間の体に入り込んで、徐々に死滅していく

だろう。彼らの半分猿で半分人間の体は、厳密に動物の

自我によって魂を吹き込まれることができなかった。そ

のため、彼らは『シークレット・ドクトリン』では「遅

れた人種」として知られている。次のマンヴァンタラま

で下界の自我が人間界に入ってこないであろうという自

然の厳命に含まれていないのは「遅れた人種」だけであ

る。しかし、類人猿を除く人間より下のすべての界に、

ドアは今、人間の段階に入れないよう閉じられており、

下位の形態の自我はすべて、次の大周期まで彼らの順番

を待たなければならない。そして、類人猿の系統の遅れ

た自我が後で人間の段階に現れるにつれて、劣化した人

種の長い待ち時間は報われるだろう。他のすべての猿は、

進化過程の通常の方法の所産である。

この主題については私は、秘密の書物から秘教的な人

類学を与えている智慧の大師たちのお１人の言葉を引用

する以上のことはできない。そこには次のように言われ

ている。

「人間と高等類人猿の解剖学的な類似性は、ダーウィ

ニストが両者に共通する祖先の存在を示すものとして頻

繁に引用しているが、興味深い問題を提示しており、そ

の本当の解答は、類人猿の種の発生に関する秘教的な説

明の中に求められる。我々は、原始の知性がない人種の

獣姦が、人間と動物を両親とする子孫である巨大な人間

のような怪物を生み出したことを述べることによって、

有用な範囲でその解答を与えた。時間が経つにつれて、

まだ半アストラルの形態が肉体に統合され、これらの生

き物の子孫は、中新世時代の下位類人猿に達するまで外

部の条件によって変化させられ、サイズが縮小した。こ

れらの後のアトランティス人は、「知性がない」罪をさ

らに書き換えた。つまり、今度は完全な責任を持ってい

た。彼らの犯罪の結果は、現在「類人猿」として知られ

ている猿の種だった……」。

「これに関連して、人間が第３ラウンドでアストラル

の階層に〈巨大な猿のような形態〉を持っていたことを

伝える秘教的な教えを覚えておこう。そして同様に、こ

のラウンドの第３人種の終わりにもそうだったことを。

（訳注）このようにそれは、猿の人間的特徴、特に後の

神智学協会オフィシャルＨＰ　　　　   　   　www.theosophy.jp

類人猿の特徴を説明する。後者は遺伝によって保存され

たという事実は別として、彼らのアトランティス - レム

リアの祖先に似ている」。

同じ師匠たちはさらに、哺乳類の種は、人間の種族の

出現に続いて、第４ラウンドで生み出されたと主張して

いる。このような理由で、生殖能力の境界は存在しなかっ

た。それらの哺乳類の根本的な類型は自然の境界を立て

るのに十分なほど隔たってはいなかったからである。人

間がまだマナスの光を与えられていなかった第３人種で

の不自然な結合は、自然に対する犯罪ではなかった。ご

くわずかな胚芽を除いて知性が存在していないので、責

任を持たせることはできなかった。しかし第４ラウンド

では、マナスの光が存在していたので、新しい人種によ

る行為の再開は、結果を完全に知っていて、良心の警告

に反して行われたので、犯罪であった。これのカルマ的

な影響は、すべての人種を含めて、まだ完全に感じられ

ておらず、理解されていない。それは今よりもずっと後

の時代になろう。

人間が他の惑星からこの地球に来ると、もちろん、そ

のときは物質に完全に包まれる前の非常に大きな力の存

在であったため、より低級な界も同様に他の惑星から胚

芽と型で来て、生命の波の先頭にいる人間の助けによっ

て、一歩ずつ上へ上へと進化を続けている。これらの低

い界の自我は、前の地球連鎖の崩壊の前にそこでの進化

を終えることができず、この連鎖に来て、時代から時代

へと前に進み、徐々に人間の段階に近づいている。ある

日、彼らもまた人間になり、この惑星または他の惑星で、

他の低級な界のための先遣隊やガイドとして行動するだ

ろう。そして、以前の惑星から来る時には、１番で最高

の階級の存在と共に動物の形態や果物や他の創造物を、

ここで使用するための原型や種類として、いつも持って

来るだろう。ここで、そこまで考えを及ばせるのはため

にならないだろう。あまりにも時代を先取りしすぎてい

ると、ある人からは嘲笑され、他の人からは愚かだと感

じられるだけだからである。しかし、さまざまな界の一

般的な形態が持ち込まれたので、次に、動物や他の下位

種の分化がどのように始まり、どのように行われたかを

検討しなければならない。

これは１人の心や大勢の心による知的な援助や干渉が

ラピウスは、この王朝のものであると考えられている。 

時々「半神半人の輝く息子たち」と呼ばれる３番目の大

分類は、地 (terrestrial) の半神半人であり、その多くが

人類のある分類に化身したと言われていて、特に初期の

主たる人種および「天の人々」つまり王であり支配者で

あり第４と第５根本人種の科学と宗教の信奉者だった人

種に化身した。この注釈の冒頭に引用された、スタンザ

２の最後の詩句の文は、次のような意味である。

最後に言及した半神半人の息子たちの何人かは、第３

根本人種に化身している間に、非常に低く堕落した。彼

らは黒魔術を使って、偉大な自然界の神秘をいくらか見

出した。それ以前に彼らの父親たちがやっていたように、

である ( 縛られたプロメテウスの三部作の悲劇を参照 )。

そして、そのようにして得た力を悪用した。アトランティ

ス人種の滅亡 ( 訳注：the fall 堕落とも ) とは彼らのこと

とされている。これらの巨人が知性と体の両方で示した

非凡な能力は、自然界のより微細な力のいくつかの力、

創造的な火の側面の発見の、直接的な結果だった。巨人

たちは人類に禁じられた「黒魔術」によってこれらの力

の秘密を発見したので「火を盗んだ」ということである。

「目」は知覚の象徴であり、位置や色によって霊的また

は物質的な知覚のしるしとなる。ここで「顔が黒くなっ

た星」と称される地球の統治者、統治する霊として、集

中力、内的視力および創造力を持つ半神半人の息子たち

は「目を照らした火を盗んだ」と言われる。この火は、

当の「地球の統治者」に知能と知覚を与えた。「そして

その地球をきらめく塊に成形した」。

つまり彼らは盗んだ火を使って霊的な力を物質化し、

そしてそれらの物質化された霊的な力によって、今考慮

中の人類に彼らの欲望を為し遂げた。他の場合と同様こ

の場合も、不法な手段を使うと、合法的な欲望でさえも

それ自体への罰をもたらした。呼び起こされたエレメン

タルの力は制御できなくなり、その卑しい行為をした

人々を価値のない結果へと向けさせた。そして、そうす

ることで人々は「かつてはしなやかだった手足を縛る」

カルマを自分自身に引き寄せた。それはつまり、人間の

力を抑制することで活動の自由を妨げたということであ

る。最初に火による火山活動と地震によりレムリア大陸

を滅亡させ、後の時代にアトランティスを水中に沈めた

ことの主な原因は、この種類の半神半人だった。報復つ

まり法を犯したことのカルマは本当に彼らを全滅させ

た。乗り物すなわち彼らが引き寄せられていた肉体は、

各事例において惨めに滅ぼされ、彼らは次のマンヴァン

タラにおける最初のラウンドの、第１亜人種の下級の領

域に割り当てられた。

彼らは知性の力は残ったが、グプタヴィディヤつまり

黒魔術の実行によって得た神聖な知識と力は完全に失っ

た。第４と第５根本人種での続いて起こる肉体化身にお

いて、彼らは霊的人生の尺度で、どんどん下へと堕落し

た。……」（『セオジェネシス』スタンザ２詩句３の注釈

２より）。

さらに、その次のスタンザの注釈でこの章に関連した

ことが伝えられている。【スタンザ３詩句３「もはや巨

大な生き物や這うものが、〈火と炎の息子たち〉の住む〈車

輪の縁〉の上に居場所を見つけることはないだろう。」】

「大ユガつまり進化の遠大な期間の初期から半ばにか

けては、鉱物にせよ植物にせよ動物にせよ、顕現におけ

るすべての個々の形態は、大きさと強さと生殖能力が、

拡大し増加する傾向がある。その期間の中間点から、し

だいに大きさと体の力が減少し、同時にそれ以降の進化

を導いて期間内にすべての生命形態を可能な完成の高み

にまで到達させる霊的な力の出現に備えて、力と霊的な

強さの増加が設定される。

上述のことは１つの大（マハー）ユガの間の、進化の

諸力の作用の概論に過ぎず、この詩句の注釈をよりよく

理解するために読者が心の中で、ある地質学上の知識と

超物質的な事実とを結びつけて考える手助けとなるため

だけに与えられた。

『シークレット・ドクトリン』によると、先の進化期

の終わりに地上を水没させた洪水がひいた後、残った堆

積物（土砂）は炎と火つまり霊的存在たちによって乾か

され、その存在たちの物質的仕事または媒体となる、無

数の形態に成形された。これらの形態は、フォーハット

のエネルギーの作用に応じて収縮および拡張し、つまり

脈動し、最終的には岩石や鉱物に固まった。同時に、地

球全体が半物質的な状態だった以前のマンヴァンタラ

の、人間や動物の巨大な半透明で反物質的形態は、今は

低級マインドを与えられて、一新した地球上に現れた。

それらの形態は徐々に大きさと体の力が低下していき、

一方で固さと重さが増していった。

ここで言及されている詩句は上記の時代あるいはむし

ろそれに続くことになっていた時代の最初の時期のこと

であるに違いない。なぜなら、第２詩句の最後の注釈で

言及された時代に続く時代の予言だからである。明らか

に、すべての物質は上述のような発達の状態に達し、全

進化期の中間点に達し、人と動物の新しい時代が幕を開

けようとしていた。

現代の地質学では、個別の生命体に関する限り、無脊

椎動物の年代であるシルル紀、デボン紀、石炭紀の年代

よりも遡ることはできない。始生代、無生代、暁生代に

おける生物の個々の形態の存在を証明する化石は、発見

されていない。しかしオカルティストにとっては、これ

は最も重要な時代である。それは、炎と火の息子たち、

高次のモナドたちであるラーとピトリが第３の根本人種

に受肉し、両性である人間に個別の知性または魂を発達

させ、巨大な動物や爬虫類が形態を変化させて「車輪の

縁」つまり地殻から消え始めた時期だからである。爬虫

類時代と哺乳類時代の末期には、地質学的に言えば、知

性の萌芽を持ち先祖よりも固い肉体を持つ人類が「車輪

の縁」に住んでいた。この人種の人々、当時の「火と炎

の息子」は、現在の人類の祖先である。

炎と火は、いろいろな哲学の体系では別の名前で呼ば

れることが多いので、学徒はいくつかの分類に精通して

いない場合は、たいへん混乱するかもしれない。

神統記によるとこれらは、イザヤ書の中で言及されて

いる燃えるような炎のセラピム〈熾
し

天使〉と同一の霊つ

まり玉座に座る霊の、異なる階層（ヒエラルキー）である。

古代アーリア人によると、彼らはラー、デーヴァ、リシ、

スードラ、49 の火と、同一であるとされている。カバ

ラやその他の古代の著作からの引用は、『シークレット・

ドクトリン』に記載されている。炎と火は男性的である

のに対し、水は女性的である。象徴主義を学ぶ学徒は、

これが重要な特徴であることを心に留めておく必要があ

る。広く公認であり、多くの生命の学徒に固く信じられ

ていることは、次のことである。今のような人間が最初

に現れたのは、現在私たちが北極と呼んでいる地球の一

部の大陸であり、その地域で最近発見された動物の化石

は、熱帯と温帯の暑く温暖な四季の地帯で発見されたも

のと似ており、気候に関する問題に関しては、北極付近

ではまだ人間の遺体は発見されていないが、その信念に

何らかの根拠を与えているように思われる。そのように

発見された動物の骨は、地球上の広く離れた場所で最近

発見された動物の骨と形や構造が同じであることが判明

したので、地球の他の場所で広大な石炭の地層を形成し

ていた森林や植物の豊かな成長を作り出すのに役立った

ものと同様に、熱、水分、炭酸ガスの条件が現在の北極に、

かつては存在していたことを示す強力な証拠となるだろ

う。秘教の哲学は、上に述べた堆積物に人間の遺骨がな

いのは、第３根本人種の出現まで物質界には純粋な人間

の形態がなかったという事実に起因しており、発見され

た動物の化石は、アルカイック時代（the Archaic age

…最初期 [ 創始期 ]。北米のおよそ前 8000 年 - 前 1000 

年ころの時期についていう）に住んでいた前の人種のと

きのものであったと言う。その結果、北極の大陸や他の

場所に、あらゆる形態の動物や人間の生命が確立された

可能性があることが証明されたようである。秘教科学は、

地球の軸が周期的に移動し、その結果として、特定の期

間にさまざまな地域の気候条件が変化すると仮定してい

る。地質学の分野における現代の研究では、現在の北極

圏にかつて存在していた島々の陸地、真の楽園に関して、

秘密の教えの真理を示す多くの事実が出てきた。そこは

エデンの園であり、聖書の伝承に出てくるアダムとイブ

の生息地だったのかもしれない。もしそうだとすれば、

古代の哲学と神聖な歴史は、ある点では思ったほど矛盾

していない」。（『セオジェネシス』スタンザ３詩句３の

注釈１より）

絶対的に必要な点である。そのような援助と干渉は、自

然が誰の手も借りずに正しい仕事をすることができない

ために、過去に事実であったし、今も事実である。しかし、

私が言いたいのは、神や天使が干渉して助けるというこ

とではない。これを行うのは人間である。現代人のよう

な弱くて無知な人間ではなく、偉大な魂、高貴で神聖な、

計り知れない力、知識、智慧を持った人たちである。そ

れが、かたや宗教、かたや科学が、私たちの弱さ、生得

の悪、純粋に物質的な起源のようなわかりやすい説明を

しなかった場合は、ほとんどすべての人が自分は神の操

り人形であるか、希望のない残酷な運命であると考えて

いるか、または今と後の両方の観点から品位を下げ利己

的な目標を持ち続ける。これらの存在にはさまざまな名

前が付けられており、現在、私たちの階層から外されて

いる。彼らはディヤーニ、創造者、指導者、主神（the 

Great Spirits）など多くの称号で呼ばれている。神智学

的な文献では、彼らはディヤーニ（Dhyanis）と呼ばれ

ている。

彼らは、自分たちや大ロッジに知られている方法で、

（この惑星へと）持ち込まれた形態に働きかけ、そこに

足したり、取り除いたり、しばしば変化させたりするこ

とで、自然界の諸々の界や、徐々に形成されていく人間

の体全体を段々変化させていくのである。この過程は、

このように与えられた推進力が確実に次の時代を通して

自分自身を前進させるにつれて、主に、物質の段階に先

立つアストラル期間だけで行われる。進化の中間点に達

すると、種は現在の段階に出現し、人間の目にも私たち

の計器にも連続を示していない。現下の調査では、ある

種がどのような根源から来たのかは不明であるが、明白

に言われている通り、ある種を辿ってみたところ、その

根源を辿ることができた。一方では牛、もう一方では馬

を見てみると、両方ともひづめを持っているが、一方の

ひづめは割れていて、もう一方のひづめは一つの指だけ

である。これらは、それぞれの最古の祖先に到達したと

きに、私たちを中間点に連れ戻す。科学が進んで行けな

いこの場所で、大師たちの智慧が、この後ろが古代の進

化のアストラル領域であることを示すのに有効になる。

そこではディヤーニたちが変更と追加によって進化を開

始した根本の型があり、それからこの総体的な階層上で

さまざまな科、種、および属に分化がもたらされた。

地球と人間、そして自然界のすべての界がアストラル

の段階で、約３億年という広大な時間を過ごした。当時

は、今のような粗い物質（gross matter）は存在してい

なかった。自然が、その実質は非常に細かいけれど物質

であるアストラルの階層上の型を完成させる作業をゆっ

くりと進めていたこの時は、初期のラウンドであった。

その一連の時代の終わりに、硬化のプロセスが始まり、

人間の型が最初に固まって、その後、前のラウンドのア

ストラル原型のいくつかが固化に関わったが、それらす

べてのものがアストラルであった以前の時代に属してい

た。これらの化石が発見されたとき、それは人間の粗い

肉体と共存していた生物の化石であるはずだと主張され

た。

その主張は科学の他の理論の下では十分に適切である

が、アストラル期間の存在が認められる場合には、それ

は仮定に過ぎない。詳細をさらに詳しく説明することは、

この著作の範囲を超えているだろう。しかし、蜂も麦も、

この地球連鎖の中では元々の分化はあり得ず、どこか別

の場所で生産され、完成したに違いない、と言ってもよ

いだろう。なぜそうなるのかは、今のところ推測に委ね

たいと思う。

全体の理論に対して、科学はアストラル期の根本的な

型と現在の化石や生物種との間のミッシングリンクを見

つけることができなかったと言うことができるかもしれ

ない。1893 年にフィルヒョー教授はモスクワで講演し、

ミッシングリンクはこれまでと同じくらい遠く、これま

でと同じくらい夢のようであり、人間が動物から来てい

ることを示す本当の証拠は手元にないと述べた。これは

全くその通りで、現在の方法では、どちらの種のミッシ

ングリンクも科学によって発見されることはない。それ

らのすべてがアストラル階層に存在するため、肉体の目

には見えない。

それらは内的なアストラル感覚によってのみ見ること

ができ、それは最初に彼らの仕事を適切に行うために訓

練されなければならず、科学はアストラル感覚と内的な

感覚の存在を認めるまで、それらを開発しようとするこ

とはないだろう。したがって、常に科学は、分化の長い

過程でアストラル階層上に残されたアストラルリンクを

発見するための手段がない。上記で言われている化石は、

いわば時代遅れで固まっており、ミッシングリンクを見

つけられないことの例外を作り上げるが、科学は必要な

事実のどれも認めていないので行き詰まりである。

このような分化、融合、分離の目的は、別の大師が次

のように言っている。

「自然は、物質が無機物ではなく有機物のもとに不滅

であることを意識的に望んでおり、その実現に向けて

ゆっくりと、しかし絶え間なく努力している──不活発

な物質から意識的な生命へと」。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注 アトランティス人の巨大な形態について、第３の

シークレット・ドクトリンと称される『セオジェネシス』

にも次のように書かれてある。

【スタンザ２詩句３「…彼らは火を盗んだ。あの目を

照らし、かつては柔らかかった彼らの手足を拘束し縛る

ため、それを輝く塊に形作った火を。報復は素早く襲い

かかり、彼らは穴へ投げ込まれるだろう」】

「半身半人 (demi-Gods) の３つの大分類あるいは王朝

がある。第１の分類は、前述したエレメンタルの力から

なり、巨大で希薄な虹色に輝く姿で、一瞬にして姿と特

徴が変わるようだ。彼らは天空 ( エーテル ) に住んでい

る宇宙的な存在である。

タイタン ( 巨人 ) たちはこの大分類の中の細別した一

つである。タイタンたちは姿と特徴と大きさは似ている

が、第１の分類の虹色はないし、姿も変化しない。彼ら

の形態は最初は火の性質のもので、２番目は水である。

時々、後者は熱が全くないとは言え、茫洋たる水の流れ、

またはむしろ水よりも蒸気に似た流れを放出しているよ

うに見える。これらの両方の王朝は、細かいことよりも

全体として物質に、より活動を捧げるようである。２番

目の大分類は、しばしば伝説と神話に「カビラ」

(Kabira) と総称される。『シークレット・ドクトリン』

に述べられるように、「彼らは両性であり、地のもの、

天のもの、宇宙のものである」。彼らには芸術と科学の

発明と、トウモロコシおよび小麦の生産が割り当てられ

ている。ヘルメス、オルフェウス、カドモス、アエスク



15 章 種の分化（ミッシングリンク）

科学と神智学の間には、人間の起源と種の分化の問題

について、現在のところ橋渡しされていない広い溝があ

る。西洋の宗教の教師たちはこのテーマについて、科学

者たちが提唱しているのと同じくらいあり得ない、偽り

の啓示によってドグマ的に支持された理論を提示してい

る。しかし、宗教的な説明者たちは、科学よりも真実に

近づいている。アダムとイブに関する宗教的迷信の下に

は真実が隠されており、カイン、セト、ノアの物語の中

には、人間の他の種族の本当の物語がぼんやりと影を落

としているが、アダムは一つの単一の種族の代表に過

ぎない。カインを受け入れて妻を与えた人たちは、アダ

ムが率いる人たちと同時に現れた人種の一部だった。

いつ、どこからこの地球の人々が来たのかを、たとえ

私たちが知っていたとしても、人間の究極の起源や始ま

りは、発見されることはない。人間は決して究極の始ま

りはなかった。もしこの地球上で起源や始まりがなけれ

ば、他のいくつかの地球上でもなく、人は今まで常にい

たし、これからも宇宙のどこかに存在するだろう。絶え

ず完成して行き、絶えず天の人間のイメージに到達して

行きながら、人は常にそれになりつつある。人間の心は

どのような始まりにも戻ることができないので、私たち

はこの地球から始めなければならない。この地球と、そ

れが一部である地球の連鎖全体に、７つの人種が同時に

現れ、古い連鎖の他の球体から地球の連鎖に到来した。

そして、この連鎖の４番目であるこの地球に関しては、

これらの７つの人種は、この連鎖の別の球体から同時に

来た。

７つの人種の出現は、諸球体の第１ラウンドおよび第

２ラウンドの一部で一斉に起こる。第２ラウンドでは、

７つの存在の集団が融合し、その後の彼らの運命は、次

のラウンドの間にゆっくりと分化され、第７ラウンドで

最初の７大人種が再び明確になり、それはこの進化期間

が許す限りの完璧なタイプの人類であろう。現今では７

つの人種が混在しており、すべての人種の代表者は、現

在の科学で分類されている多くのいわゆる人種の中にい

る。この融合とその後の分化の目的は、他の惑星や宇宙

での先立つ進歩から得られる全体の進歩と力の恩恵を、

すべての人種に与えることである。自然は決して急ぎ足

や無理な方法で仕事をすることはなく、混合、沈殿、分

離という確実な方法で、最大の完成をもたらすからであ

る。そして、この方法は錬金術師に知られているもので

あったが、錬金術師でさえそのすべての意味を完全には

理解していなかった。

それゆえ、人間は一対のペアから生まれたのではない。

また、猿の種族や系統から生まれたわけでもない。この

問題を解決するために宗教や科学に目を向けるのは絶望

的である。なぜなら、科学はそれ自身の承認で混乱して

いるし、宗教は自らの本の中で司祭によって提唱された

理論を論駁する啓示でこんがらがっているからである。

アダムは最初の人間と呼ばれているが、この物語の記録

を見ると、カインが都市を建てる前に他の種族の人間が

地球上に存在していたに違いない。このように、聖書は

一対のペアの説を支持していない。科学の仮説の１つを

取り上げて、人間と猿が１つの祖先から分化したと認め

るならば、最初の祖先はどこから来たのかを結論づけな

ければならない。この問題に関するロッジの第一の基本

原理は、７つの人種が同時に地球上に現れたということ

であり、第一の否定する仮説は、人間は一組のペアや動

物界から生じたものではないということである。

後に人間の経歴の中に現れる性格や能力の多様性は、

以前の、他の球体の連鎖における別の長い進化の時代に、

自我に誘導された変化がもたらしたものである。これら

の変化は、先天的な特徴に相当するほど深く影響を受け

ていた。この地球の人種たちは、前の進化期間に、今の

月が目に見える代表である球体の連鎖を進んだのであ

る。

人間に関連しているような類人猿の喫緊の問題は、智

慧の大師たちによって解決されて、それらの存在が私た

ちの祖先なのではなく、それらが人間自身によって作り

出されたと言われている。地球の初期の期間の一時期に、

その時代の男性は動物界の大きな雌から類人猿の子をも

うけ、類人猿の体の中に、ある日人間になる運命にある

一定数の自我が捕えられた。真の類人猿の残りの子孫は、

それらの人々の邪道な受精によりできた子供であり、彼

らの自我が人間の体に入り込んで、徐々に死滅していく

だろう。彼らの半分猿で半分人間の体は、厳密に動物の

自我によって魂を吹き込まれることができなかった。そ

のため、彼らは『シークレット・ドクトリン』では「遅

れた人種」として知られている。次のマンヴァンタラま

で下界の自我が人間界に入ってこないであろうという自

然の厳命に含まれていないのは「遅れた人種」だけであ

る。しかし、類人猿を除く人間より下のすべての界に、

ドアは今、人間の段階に入れないよう閉じられており、

下位の形態の自我はすべて、次の大周期まで彼らの順番

を待たなければならない。そして、類人猿の系統の遅れ

た自我が後で人間の段階に現れるにつれて、劣化した人

種の長い待ち時間は報われるだろう。他のすべての猿は、

進化過程の通常の方法の所産である。

この主題については私は、秘密の書物から秘教的な人

類学を与えている智慧の大師たちのお１人の言葉を引用

する以上のことはできない。そこには次のように言われ

ている。

「人間と高等類人猿の解剖学的な類似性は、ダーウィ

ニストが両者に共通する祖先の存在を示すものとして頻

繁に引用しているが、興味深い問題を提示しており、そ

の本当の解答は、類人猿の種の発生に関する秘教的な説

明の中に求められる。我々は、原始の知性がない人種の

獣姦が、人間と動物を両親とする子孫である巨大な人間

のような怪物を生み出したことを述べることによって、

有用な範囲でその解答を与えた。時間が経つにつれて、

まだ半アストラルの形態が肉体に統合され、これらの生

き物の子孫は、中新世時代の下位類人猿に達するまで外

部の条件によって変化させられ、サイズが縮小した。こ

れらの後のアトランティス人は、「知性がない」罪をさ

らに書き換えた。つまり、今度は完全な責任を持ってい

た。彼らの犯罪の結果は、現在「類人猿」として知られ

ている猿の種だった……」。

「これに関連して、人間が第３ラウンドでアストラル

の階層に〈巨大な猿のような形態〉を持っていたことを

伝える秘教的な教えを覚えておこう。そして同様に、こ

のラウンドの第３人種の終わりにもそうだったことを。

（訳注）このようにそれは、猿の人間的特徴、特に後の

3

類人猿の特徴を説明する。後者は遺伝によって保存され

たという事実は別として、彼らのアトランティス - レム

リアの祖先に似ている」。

同じ師匠たちはさらに、哺乳類の種は、人間の種族の

出現に続いて、第４ラウンドで生み出されたと主張して

いる。このような理由で、生殖能力の境界は存在しなかっ

た。それらの哺乳類の根本的な類型は自然の境界を立て

るのに十分なほど隔たってはいなかったからである。人

間がまだマナスの光を与えられていなかった第３人種で

の不自然な結合は、自然に対する犯罪ではなかった。ご

くわずかな胚芽を除いて知性が存在していないので、責

任を持たせることはできなかった。しかし第４ラウンド

では、マナスの光が存在していたので、新しい人種によ

る行為の再開は、結果を完全に知っていて、良心の警告

に反して行われたので、犯罪であった。これのカルマ的

な影響は、すべての人種を含めて、まだ完全に感じられ

ておらず、理解されていない。それは今よりもずっと後

の時代になろう。

人間が他の惑星からこの地球に来ると、もちろん、そ

のときは物質に完全に包まれる前の非常に大きな力の存

在であったため、より低級な界も同様に他の惑星から胚

芽と型で来て、生命の波の先頭にいる人間の助けによっ

て、一歩ずつ上へ上へと進化を続けている。これらの低

い界の自我は、前の地球連鎖の崩壊の前にそこでの進化

を終えることができず、この連鎖に来て、時代から時代

へと前に進み、徐々に人間の段階に近づいている。ある

日、彼らもまた人間になり、この惑星または他の惑星で、

他の低級な界のための先遣隊やガイドとして行動するだ

ろう。そして、以前の惑星から来る時には、１番で最高

の階級の存在と共に動物の形態や果物や他の創造物を、

ここで使用するための原型や種類として、いつも持って

来るだろう。ここで、そこまで考えを及ばせるのはため

にならないだろう。あまりにも時代を先取りしすぎてい

ると、ある人からは嘲笑され、他の人からは愚かだと感

じられるだけだからである。しかし、さまざまな界の一

般的な形態が持ち込まれたので、次に、動物や他の下位

種の分化がどのように始まり、どのように行われたかを

検討しなければならない。

これは１人の心や大勢の心による知的な援助や干渉が

ラピウスは、この王朝のものであると考えられている。 

時々「半神半人の輝く息子たち」と呼ばれる３番目の大

分類は、地 (terrestrial) の半神半人であり、その多くが

人類のある分類に化身したと言われていて、特に初期の

主たる人種および「天の人々」つまり王であり支配者で

あり第４と第５根本人種の科学と宗教の信奉者だった人

種に化身した。この注釈の冒頭に引用された、スタンザ

２の最後の詩句の文は、次のような意味である。

最後に言及した半神半人の息子たちの何人かは、第３

根本人種に化身している間に、非常に低く堕落した。彼

らは黒魔術を使って、偉大な自然界の神秘をいくらか見

出した。それ以前に彼らの父親たちがやっていたように、

である ( 縛られたプロメテウスの三部作の悲劇を参照 )。

そして、そのようにして得た力を悪用した。アトランティ

ス人種の滅亡 ( 訳注：the fall 堕落とも ) とは彼らのこと

とされている。これらの巨人が知性と体の両方で示した

非凡な能力は、自然界のより微細な力のいくつかの力、

創造的な火の側面の発見の、直接的な結果だった。巨人

たちは人類に禁じられた「黒魔術」によってこれらの力

の秘密を発見したので「火を盗んだ」ということである。

「目」は知覚の象徴であり、位置や色によって霊的また

は物質的な知覚のしるしとなる。ここで「顔が黒くなっ

た星」と称される地球の統治者、統治する霊として、集

中力、内的視力および創造力を持つ半神半人の息子たち

は「目を照らした火を盗んだ」と言われる。この火は、

当の「地球の統治者」に知能と知覚を与えた。「そして

その地球をきらめく塊に成形した」。

つまり彼らは盗んだ火を使って霊的な力を物質化し、

そしてそれらの物質化された霊的な力によって、今考慮

中の人類に彼らの欲望を為し遂げた。他の場合と同様こ

の場合も、不法な手段を使うと、合法的な欲望でさえも

それ自体への罰をもたらした。呼び起こされたエレメン

タルの力は制御できなくなり、その卑しい行為をした

人々を価値のない結果へと向けさせた。そして、そうす

ることで人々は「かつてはしなやかだった手足を縛る」

カルマを自分自身に引き寄せた。それはつまり、人間の

力を抑制することで活動の自由を妨げたということであ

る。最初に火による火山活動と地震によりレムリア大陸

を滅亡させ、後の時代にアトランティスを水中に沈めた

ことの主な原因は、この種類の半神半人だった。報復つ

まり法を犯したことのカルマは本当に彼らを全滅させ

た。乗り物すなわち彼らが引き寄せられていた肉体は、

各事例において惨めに滅ぼされ、彼らは次のマンヴァン

タラにおける最初のラウンドの、第１亜人種の下級の領

域に割り当てられた。

彼らは知性の力は残ったが、グプタヴィディヤつまり

黒魔術の実行によって得た神聖な知識と力は完全に失っ

た。第４と第５根本人種での続いて起こる肉体化身にお

いて、彼らは霊的人生の尺度で、どんどん下へと堕落し

た。……」（『セオジェネシス』スタンザ２詩句３の注釈

２より）。

さらに、その次のスタンザの注釈でこの章に関連した

ことが伝えられている。【スタンザ３詩句３「もはや巨

大な生き物や這うものが、〈火と炎の息子たち〉の住む〈車

輪の縁〉の上に居場所を見つけることはないだろう。」】

「大ユガつまり進化の遠大な期間の初期から半ばにか

けては、鉱物にせよ植物にせよ動物にせよ、顕現におけ

るすべての個々の形態は、大きさと強さと生殖能力が、

拡大し増加する傾向がある。その期間の中間点から、し

だいに大きさと体の力が減少し、同時にそれ以降の進化

を導いて期間内にすべての生命形態を可能な完成の高み

にまで到達させる霊的な力の出現に備えて、力と霊的な

強さの増加が設定される。

上述のことは１つの大（マハー）ユガの間の、進化の

諸力の作用の概論に過ぎず、この詩句の注釈をよりよく

理解するために読者が心の中で、ある地質学上の知識と

超物質的な事実とを結びつけて考える手助けとなるため

だけに与えられた。

『シークレット・ドクトリン』によると、先の進化期

の終わりに地上を水没させた洪水がひいた後、残った堆

積物（土砂）は炎と火つまり霊的存在たちによって乾か

され、その存在たちの物質的仕事または媒体となる、無

数の形態に成形された。これらの形態は、フォーハット

のエネルギーの作用に応じて収縮および拡張し、つまり

脈動し、最終的には岩石や鉱物に固まった。同時に、地

球全体が半物質的な状態だった以前のマンヴァンタラ

の、人間や動物の巨大な半透明で反物質的形態は、今は

低級マインドを与えられて、一新した地球上に現れた。

それらの形態は徐々に大きさと体の力が低下していき、

一方で固さと重さが増していった。

ここで言及されている詩句は上記の時代あるいはむし

ろそれに続くことになっていた時代の最初の時期のこと

であるに違いない。なぜなら、第２詩句の最後の注釈で

言及された時代に続く時代の予言だからである。明らか

に、すべての物質は上述のような発達の状態に達し、全

進化期の中間点に達し、人と動物の新しい時代が幕を開

けようとしていた。

現代の地質学では、個別の生命体に関する限り、無脊

椎動物の年代であるシルル紀、デボン紀、石炭紀の年代

よりも遡ることはできない。始生代、無生代、暁生代に

おける生物の個々の形態の存在を証明する化石は、発見

されていない。しかしオカルティストにとっては、これ

は最も重要な時代である。それは、炎と火の息子たち、

高次のモナドたちであるラーとピトリが第３の根本人種

に受肉し、両性である人間に個別の知性または魂を発達

させ、巨大な動物や爬虫類が形態を変化させて「車輪の

縁」つまり地殻から消え始めた時期だからである。爬虫

類時代と哺乳類時代の末期には、地質学的に言えば、知

性の萌芽を持ち先祖よりも固い肉体を持つ人類が「車輪

の縁」に住んでいた。この人種の人々、当時の「火と炎

の息子」は、現在の人類の祖先である。

炎と火は、いろいろな哲学の体系では別の名前で呼ば

れることが多いので、学徒はいくつかの分類に精通して

いない場合は、たいへん混乱するかもしれない。

神統記によるとこれらは、イザヤ書の中で言及されて

いる燃えるような炎のセラピム〈熾
し

天使〉と同一の霊つ

まり玉座に座る霊の、異なる階層（ヒエラルキー）である。

古代アーリア人によると、彼らはラー、デーヴァ、リシ、

スードラ、49 の火と、同一であるとされている。カバ

ラやその他の古代の著作からの引用は、『シークレット・

ドクトリン』に記載されている。炎と火は男性的である

のに対し、水は女性的である。象徴主義を学ぶ学徒は、

これが重要な特徴であることを心に留めておく必要があ

る。広く公認であり、多くの生命の学徒に固く信じられ

ていることは、次のことである。今のような人間が最初

に現れたのは、現在私たちが北極と呼んでいる地球の一

部の大陸であり、その地域で最近発見された動物の化石

は、熱帯と温帯の暑く温暖な四季の地帯で発見されたも

のと似ており、気候に関する問題に関しては、北極付近

ではまだ人間の遺体は発見されていないが、その信念に

何らかの根拠を与えているように思われる。そのように

発見された動物の骨は、地球上の広く離れた場所で最近

発見された動物の骨と形や構造が同じであることが判明

したので、地球の他の場所で広大な石炭の地層を形成し

ていた森林や植物の豊かな成長を作り出すのに役立った

ものと同様に、熱、水分、炭酸ガスの条件が現在の北極に、

かつては存在していたことを示す強力な証拠となるだろ

う。秘教の哲学は、上に述べた堆積物に人間の遺骨がな

いのは、第３根本人種の出現まで物質界には純粋な人間

の形態がなかったという事実に起因しており、発見され

た動物の化石は、アルカイック時代（the Archaic age

…最初期 [ 創始期 ]。北米のおよそ前 8000 年 - 前 1000 

年ころの時期についていう）に住んでいた前の人種のと

きのものであったと言う。その結果、北極の大陸や他の

場所に、あらゆる形態の動物や人間の生命が確立された

可能性があることが証明されたようである。秘教科学は、

地球の軸が周期的に移動し、その結果として、特定の期

間にさまざまな地域の気候条件が変化すると仮定してい

る。地質学の分野における現代の研究では、現在の北極

圏にかつて存在していた島々の陸地、真の楽園に関して、

秘密の教えの真理を示す多くの事実が出てきた。そこは

エデンの園であり、聖書の伝承に出てくるアダムとイブ

の生息地だったのかもしれない。もしそうだとすれば、

古代の哲学と神聖な歴史は、ある点では思ったほど矛盾

していない」。（『セオジェネシス』スタンザ３詩句３の

注釈１より）

絶対的に必要な点である。そのような援助と干渉は、自

然が誰の手も借りずに正しい仕事をすることができない

ために、過去に事実であったし、今も事実である。しかし、

私が言いたいのは、神や天使が干渉して助けるというこ

とではない。これを行うのは人間である。現代人のよう

な弱くて無知な人間ではなく、偉大な魂、高貴で神聖な、

計り知れない力、知識、智慧を持った人たちである。そ

れが、かたや宗教、かたや科学が、私たちの弱さ、生得

の悪、純粋に物質的な起源のようなわかりやすい説明を

しなかった場合は、ほとんどすべての人が自分は神の操

り人形であるか、希望のない残酷な運命であると考えて

いるか、または今と後の両方の観点から品位を下げ利己

的な目標を持ち続ける。これらの存在にはさまざまな名

前が付けられており、現在、私たちの階層から外されて

いる。彼らはディヤーニ、創造者、指導者、主神（the 

Great Spirits）など多くの称号で呼ばれている。神智学

的な文献では、彼らはディヤーニ（Dhyanis）と呼ばれ

ている。

彼らは、自分たちや大ロッジに知られている方法で、

（この惑星へと）持ち込まれた形態に働きかけ、そこに

足したり、取り除いたり、しばしば変化させたりするこ

とで、自然界の諸々の界や、徐々に形成されていく人間

の体全体を段々変化させていくのである。この過程は、

このように与えられた推進力が確実に次の時代を通して

自分自身を前進させるにつれて、主に、物質の段階に先

立つアストラル期間だけで行われる。進化の中間点に達

すると、種は現在の段階に出現し、人間の目にも私たち

の計器にも連続を示していない。現下の調査では、ある

種がどのような根源から来たのかは不明であるが、明白

に言われている通り、ある種を辿ってみたところ、その

根源を辿ることができた。一方では牛、もう一方では馬

を見てみると、両方ともひづめを持っているが、一方の

ひづめは割れていて、もう一方のひづめは一つの指だけ

である。これらは、それぞれの最古の祖先に到達したと

きに、私たちを中間点に連れ戻す。科学が進んで行けな

いこの場所で、大師たちの智慧が、この後ろが古代の進

化のアストラル領域であることを示すのに有効になる。

そこではディヤーニたちが変更と追加によって進化を開

始した根本の型があり、それからこの総体的な階層上で

さまざまな科、種、および属に分化がもたらされた。

地球と人間、そして自然界のすべての界がアストラル

の段階で、約３億年という広大な時間を過ごした。当時

は、今のような粗い物質（gross matter）は存在してい

なかった。自然が、その実質は非常に細かいけれど物質

であるアストラルの階層上の型を完成させる作業をゆっ

くりと進めていたこの時は、初期のラウンドであった。

その一連の時代の終わりに、硬化のプロセスが始まり、

人間の型が最初に固まって、その後、前のラウンドのア

ストラル原型のいくつかが固化に関わったが、それらす

べてのものがアストラルであった以前の時代に属してい

た。これらの化石が発見されたとき、それは人間の粗い

肉体と共存していた生物の化石であるはずだと主張され

た。

その主張は科学の他の理論の下では十分に適切である

が、アストラル期間の存在が認められる場合には、それ

は仮定に過ぎない。詳細をさらに詳しく説明することは、

この著作の範囲を超えているだろう。しかし、蜂も麦も、

この地球連鎖の中では元々の分化はあり得ず、どこか別

の場所で生産され、完成したに違いない、と言ってもよ

いだろう。なぜそうなるのかは、今のところ推測に委ね

たいと思う。

全体の理論に対して、科学はアストラル期の根本的な

型と現在の化石や生物種との間のミッシングリンクを見

つけることができなかったと言うことができるかもしれ

ない。1893 年にフィルヒョー教授はモスクワで講演し、

ミッシングリンクはこれまでと同じくらい遠く、これま

でと同じくらい夢のようであり、人間が動物から来てい

ることを示す本当の証拠は手元にないと述べた。これは

全くその通りで、現在の方法では、どちらの種のミッシ

ングリンクも科学によって発見されることはない。それ

らのすべてがアストラル階層に存在するため、肉体の目

には見えない。

それらは内的なアストラル感覚によってのみ見ること

ができ、それは最初に彼らの仕事を適切に行うために訓

練されなければならず、科学はアストラル感覚と内的な

感覚の存在を認めるまで、それらを開発しようとするこ

とはないだろう。したがって、常に科学は、分化の長い

過程でアストラル階層上に残されたアストラルリンクを

発見するための手段がない。上記で言われている化石は、

いわば時代遅れで固まっており、ミッシングリンクを見

つけられないことの例外を作り上げるが、科学は必要な

事実のどれも認めていないので行き詰まりである。

このような分化、融合、分離の目的は、別の大師が次

のように言っている。

「自然は、物質が無機物ではなく有機物のもとに不滅

であることを意識的に望んでおり、その実現に向けて

ゆっくりと、しかし絶え間なく努力している──不活発

な物質から意識的な生命へと」。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注 アトランティス人の巨大な形態について、第３の

シークレット・ドクトリンと称される『セオジェネシス』

にも次のように書かれてある。

【スタンザ２詩句３「…彼らは火を盗んだ。あの目を

照らし、かつては柔らかかった彼らの手足を拘束し縛る

ため、それを輝く塊に形作った火を。報復は素早く襲い

かかり、彼らは穴へ投げ込まれるだろう」】

「半身半人 (demi-Gods) の３つの大分類あるいは王朝

がある。第１の分類は、前述したエレメンタルの力から

なり、巨大で希薄な虹色に輝く姿で、一瞬にして姿と特

徴が変わるようだ。彼らは天空 ( エーテル ) に住んでい

る宇宙的な存在である。

タイタン ( 巨人 ) たちはこの大分類の中の細別した一

つである。タイタンたちは姿と特徴と大きさは似ている

が、第１の分類の虹色はないし、姿も変化しない。彼ら

の形態は最初は火の性質のもので、２番目は水である。

時々、後者は熱が全くないとは言え、茫洋たる水の流れ、

またはむしろ水よりも蒸気に似た流れを放出しているよ

うに見える。これらの両方の王朝は、細かいことよりも

全体として物質に、より活動を捧げるようである。２番

目の大分類は、しばしば伝説と神話に「カビラ」

(Kabira) と総称される。『シークレット・ドクトリン』

に述べられるように、「彼らは両性であり、地のもの、

天のもの、宇宙のものである」。彼らには芸術と科学の

発明と、トウモロコシおよび小麦の生産が割り当てられ

ている。ヘルメス、オルフェウス、カドモス、アエスク



15 章 種の分化（ミッシングリンク）

科学と神智学の間には、人間の起源と種の分化の問題

について、現在のところ橋渡しされていない広い溝があ

る。西洋の宗教の教師たちはこのテーマについて、科学

者たちが提唱しているのと同じくらいあり得ない、偽り

の啓示によってドグマ的に支持された理論を提示してい

る。しかし、宗教的な説明者たちは、科学よりも真実に

近づいている。アダムとイブに関する宗教的迷信の下に

は真実が隠されており、カイン、セト、ノアの物語の中

には、人間の他の種族の本当の物語がぼんやりと影を落

としているが、アダムは一つの単一の種族の代表に過

ぎない。カインを受け入れて妻を与えた人たちは、アダ

ムが率いる人たちと同時に現れた人種の一部だった。

いつ、どこからこの地球の人々が来たのかを、たとえ

私たちが知っていたとしても、人間の究極の起源や始ま

りは、発見されることはない。人間は決して究極の始ま

りはなかった。もしこの地球上で起源や始まりがなけれ

ば、他のいくつかの地球上でもなく、人は今まで常にい

たし、これからも宇宙のどこかに存在するだろう。絶え

ず完成して行き、絶えず天の人間のイメージに到達して

行きながら、人は常にそれになりつつある。人間の心は

どのような始まりにも戻ることができないので、私たち

はこの地球から始めなければならない。この地球と、そ

れが一部である地球の連鎖全体に、７つの人種が同時に

現れ、古い連鎖の他の球体から地球の連鎖に到来した。

そして、この連鎖の４番目であるこの地球に関しては、

これらの７つの人種は、この連鎖の別の球体から同時に

来た。

７つの人種の出現は、諸球体の第１ラウンドおよび第

２ラウンドの一部で一斉に起こる。第２ラウンドでは、

７つの存在の集団が融合し、その後の彼らの運命は、次

のラウンドの間にゆっくりと分化され、第７ラウンドで

最初の７大人種が再び明確になり、それはこの進化期間

が許す限りの完璧なタイプの人類であろう。現今では７

つの人種が混在しており、すべての人種の代表者は、現

在の科学で分類されている多くのいわゆる人種の中にい

る。この融合とその後の分化の目的は、他の惑星や宇宙

での先立つ進歩から得られる全体の進歩と力の恩恵を、

すべての人種に与えることである。自然は決して急ぎ足

や無理な方法で仕事をすることはなく、混合、沈殿、分

離という確実な方法で、最大の完成をもたらすからであ

る。そして、この方法は錬金術師に知られているもので

あったが、錬金術師でさえそのすべての意味を完全には

理解していなかった。

それゆえ、人間は一対のペアから生まれたのではない。

また、猿の種族や系統から生まれたわけでもない。この

問題を解決するために宗教や科学に目を向けるのは絶望

的である。なぜなら、科学はそれ自身の承認で混乱して

いるし、宗教は自らの本の中で司祭によって提唱された

理論を論駁する啓示でこんがらがっているからである。

アダムは最初の人間と呼ばれているが、この物語の記録

を見ると、カインが都市を建てる前に他の種族の人間が

地球上に存在していたに違いない。このように、聖書は

一対のペアの説を支持していない。科学の仮説の１つを

取り上げて、人間と猿が１つの祖先から分化したと認め

るならば、最初の祖先はどこから来たのかを結論づけな

ければならない。この問題に関するロッジの第一の基本

原理は、７つの人種が同時に地球上に現れたということ

であり、第一の否定する仮説は、人間は一組のペアや動

物界から生じたものではないということである。

後に人間の経歴の中に現れる性格や能力の多様性は、

以前の、他の球体の連鎖における別の長い進化の時代に、

自我に誘導された変化がもたらしたものである。これら

の変化は、先天的な特徴に相当するほど深く影響を受け

ていた。この地球の人種たちは、前の進化期間に、今の

月が目に見える代表である球体の連鎖を進んだのであ

る。

人間に関連しているような類人猿の喫緊の問題は、智

慧の大師たちによって解決されて、それらの存在が私た

ちの祖先なのではなく、それらが人間自身によって作り

出されたと言われている。地球の初期の期間の一時期に、

その時代の男性は動物界の大きな雌から類人猿の子をも

うけ、類人猿の体の中に、ある日人間になる運命にある

一定数の自我が捕えられた。真の類人猿の残りの子孫は、

それらの人々の邪道な受精によりできた子供であり、彼

らの自我が人間の体に入り込んで、徐々に死滅していく

だろう。彼らの半分猿で半分人間の体は、厳密に動物の

自我によって魂を吹き込まれることができなかった。そ

のため、彼らは『シークレット・ドクトリン』では「遅

れた人種」として知られている。次のマンヴァンタラま

で下界の自我が人間界に入ってこないであろうという自

然の厳命に含まれていないのは「遅れた人種」だけであ

る。しかし、類人猿を除く人間より下のすべての界に、

ドアは今、人間の段階に入れないよう閉じられており、

下位の形態の自我はすべて、次の大周期まで彼らの順番

を待たなければならない。そして、類人猿の系統の遅れ

た自我が後で人間の段階に現れるにつれて、劣化した人

種の長い待ち時間は報われるだろう。他のすべての猿は、

進化過程の通常の方法の所産である。

この主題については私は、秘密の書物から秘教的な人

類学を与えている智慧の大師たちのお１人の言葉を引用

する以上のことはできない。そこには次のように言われ

ている。

「人間と高等類人猿の解剖学的な類似性は、ダーウィ

ニストが両者に共通する祖先の存在を示すものとして頻

繁に引用しているが、興味深い問題を提示しており、そ

の本当の解答は、類人猿の種の発生に関する秘教的な説

明の中に求められる。我々は、原始の知性がない人種の

獣姦が、人間と動物を両親とする子孫である巨大な人間

のような怪物を生み出したことを述べることによって、

有用な範囲でその解答を与えた。時間が経つにつれて、

まだ半アストラルの形態が肉体に統合され、これらの生

き物の子孫は、中新世時代の下位類人猿に達するまで外

部の条件によって変化させられ、サイズが縮小した。こ

れらの後のアトランティス人は、「知性がない」罪をさ

らに書き換えた。つまり、今度は完全な責任を持ってい

た。彼らの犯罪の結果は、現在「類人猿」として知られ

ている猿の種だった……」。

「これに関連して、人間が第３ラウンドでアストラル

の階層に〈巨大な猿のような形態〉を持っていたことを

伝える秘教的な教えを覚えておこう。そして同様に、こ

のラウンドの第３人種の終わりにもそうだったことを。

（訳注）このようにそれは、猿の人間的特徴、特に後の

類人猿の特徴を説明する。後者は遺伝によって保存され

たという事実は別として、彼らのアトランティス - レム

リアの祖先に似ている」。

同じ師匠たちはさらに、哺乳類の種は、人間の種族の

出現に続いて、第４ラウンドで生み出されたと主張して

いる。このような理由で、生殖能力の境界は存在しなかっ

た。それらの哺乳類の根本的な類型は自然の境界を立て

るのに十分なほど隔たってはいなかったからである。人

間がまだマナスの光を与えられていなかった第３人種で

の不自然な結合は、自然に対する犯罪ではなかった。ご

くわずかな胚芽を除いて知性が存在していないので、責

任を持たせることはできなかった。しかし第４ラウンド

では、マナスの光が存在していたので、新しい人種によ

る行為の再開は、結果を完全に知っていて、良心の警告

に反して行われたので、犯罪であった。これのカルマ的

な影響は、すべての人種を含めて、まだ完全に感じられ

ておらず、理解されていない。それは今よりもずっと後

の時代になろう。

人間が他の惑星からこの地球に来ると、もちろん、そ

のときは物質に完全に包まれる前の非常に大きな力の存

在であったため、より低級な界も同様に他の惑星から胚

芽と型で来て、生命の波の先頭にいる人間の助けによっ

て、一歩ずつ上へ上へと進化を続けている。これらの低

い界の自我は、前の地球連鎖の崩壊の前にそこでの進化

を終えることができず、この連鎖に来て、時代から時代

へと前に進み、徐々に人間の段階に近づいている。ある

日、彼らもまた人間になり、この惑星または他の惑星で、

他の低級な界のための先遣隊やガイドとして行動するだ

ろう。そして、以前の惑星から来る時には、１番で最高

の階級の存在と共に動物の形態や果物や他の創造物を、

ここで使用するための原型や種類として、いつも持って

来るだろう。ここで、そこまで考えを及ばせるのはため

にならないだろう。あまりにも時代を先取りしすぎてい

ると、ある人からは嘲笑され、他の人からは愚かだと感

じられるだけだからである。しかし、さまざまな界の一

般的な形態が持ち込まれたので、次に、動物や他の下位

種の分化がどのように始まり、どのように行われたかを

検討しなければならない。

これは１人の心や大勢の心による知的な援助や干渉が

4

ラピウスは、この王朝のものであると考えられている。 

時々「半神半人の輝く息子たち」と呼ばれる３番目の大

分類は、地 (terrestrial) の半神半人であり、その多くが

人類のある分類に化身したと言われていて、特に初期の

主たる人種および「天の人々」つまり王であり支配者で

あり第４と第５根本人種の科学と宗教の信奉者だった人

種に化身した。この注釈の冒頭に引用された、スタンザ

２の最後の詩句の文は、次のような意味である。

最後に言及した半神半人の息子たちの何人かは、第３

根本人種に化身している間に、非常に低く堕落した。彼

らは黒魔術を使って、偉大な自然界の神秘をいくらか見

出した。それ以前に彼らの父親たちがやっていたように、

である ( 縛られたプロメテウスの三部作の悲劇を参照 )。

そして、そのようにして得た力を悪用した。アトランティ

ス人種の滅亡 ( 訳注：the fall 堕落とも ) とは彼らのこと

とされている。これらの巨人が知性と体の両方で示した

非凡な能力は、自然界のより微細な力のいくつかの力、

創造的な火の側面の発見の、直接的な結果だった。巨人

たちは人類に禁じられた「黒魔術」によってこれらの力

の秘密を発見したので「火を盗んだ」ということである。

「目」は知覚の象徴であり、位置や色によって霊的また

は物質的な知覚のしるしとなる。ここで「顔が黒くなっ

た星」と称される地球の統治者、統治する霊として、集

中力、内的視力および創造力を持つ半神半人の息子たち

は「目を照らした火を盗んだ」と言われる。この火は、

当の「地球の統治者」に知能と知覚を与えた。「そして

その地球をきらめく塊に成形した」。

つまり彼らは盗んだ火を使って霊的な力を物質化し、

そしてそれらの物質化された霊的な力によって、今考慮

中の人類に彼らの欲望を為し遂げた。他の場合と同様こ

の場合も、不法な手段を使うと、合法的な欲望でさえも

それ自体への罰をもたらした。呼び起こされたエレメン

タルの力は制御できなくなり、その卑しい行為をした

人々を価値のない結果へと向けさせた。そして、そうす

ることで人々は「かつてはしなやかだった手足を縛る」

カルマを自分自身に引き寄せた。それはつまり、人間の

力を抑制することで活動の自由を妨げたということであ

る。最初に火による火山活動と地震によりレムリア大陸

を滅亡させ、後の時代にアトランティスを水中に沈めた

ことの主な原因は、この種類の半神半人だった。報復つ

まり法を犯したことのカルマは本当に彼らを全滅させ

た。乗り物すなわち彼らが引き寄せられていた肉体は、

各事例において惨めに滅ぼされ、彼らは次のマンヴァン

タラにおける最初のラウンドの、第１亜人種の下級の領

域に割り当てられた。

彼らは知性の力は残ったが、グプタヴィディヤつまり

黒魔術の実行によって得た神聖な知識と力は完全に失っ

た。第４と第５根本人種での続いて起こる肉体化身にお

いて、彼らは霊的人生の尺度で、どんどん下へと堕落し

た。……」（『セオジェネシス』スタンザ２詩句３の注釈

２より）。

さらに、その次のスタンザの注釈でこの章に関連した

ことが伝えられている。【スタンザ３詩句３「もはや巨

大な生き物や這うものが、〈火と炎の息子たち〉の住む〈車

輪の縁〉の上に居場所を見つけることはないだろう。」】

「大ユガつまり進化の遠大な期間の初期から半ばにか

けては、鉱物にせよ植物にせよ動物にせよ、顕現におけ

るすべての個々の形態は、大きさと強さと生殖能力が、

拡大し増加する傾向がある。その期間の中間点から、し

だいに大きさと体の力が減少し、同時にそれ以降の進化

を導いて期間内にすべての生命形態を可能な完成の高み

にまで到達させる霊的な力の出現に備えて、力と霊的な

強さの増加が設定される。

上述のことは１つの大（マハー）ユガの間の、進化の

諸力の作用の概論に過ぎず、この詩句の注釈をよりよく

理解するために読者が心の中で、ある地質学上の知識と

超物質的な事実とを結びつけて考える手助けとなるため

だけに与えられた。

『シークレット・ドクトリン』によると、先の進化期

の終わりに地上を水没させた洪水がひいた後、残った堆

積物（土砂）は炎と火つまり霊的存在たちによって乾か

され、その存在たちの物質的仕事または媒体となる、無

数の形態に成形された。これらの形態は、フォーハット

のエネルギーの作用に応じて収縮および拡張し、つまり

脈動し、最終的には岩石や鉱物に固まった。同時に、地

球全体が半物質的な状態だった以前のマンヴァンタラ

の、人間や動物の巨大な半透明で反物質的形態は、今は

低級マインドを与えられて、一新した地球上に現れた。

それらの形態は徐々に大きさと体の力が低下していき、

一方で固さと重さが増していった。

ここで言及されている詩句は上記の時代あるいはむし

ろそれに続くことになっていた時代の最初の時期のこと

であるに違いない。なぜなら、第２詩句の最後の注釈で

言及された時代に続く時代の予言だからである。明らか

に、すべての物質は上述のような発達の状態に達し、全

進化期の中間点に達し、人と動物の新しい時代が幕を開

けようとしていた。

現代の地質学では、個別の生命体に関する限り、無脊

椎動物の年代であるシルル紀、デボン紀、石炭紀の年代

よりも遡ることはできない。始生代、無生代、暁生代に

おける生物の個々の形態の存在を証明する化石は、発見

されていない。しかしオカルティストにとっては、これ

は最も重要な時代である。それは、炎と火の息子たち、

高次のモナドたちであるラーとピトリが第３の根本人種

に受肉し、両性である人間に個別の知性または魂を発達

させ、巨大な動物や爬虫類が形態を変化させて「車輪の

縁」つまり地殻から消え始めた時期だからである。爬虫

類時代と哺乳類時代の末期には、地質学的に言えば、知

性の萌芽を持ち先祖よりも固い肉体を持つ人類が「車輪

の縁」に住んでいた。この人種の人々、当時の「火と炎

の息子」は、現在の人類の祖先である。

炎と火は、いろいろな哲学の体系では別の名前で呼ば

れることが多いので、学徒はいくつかの分類に精通して

いない場合は、たいへん混乱するかもしれない。

神統記によるとこれらは、イザヤ書の中で言及されて

いる燃えるような炎のセラピム〈熾
し

天使〉と同一の霊つ

まり玉座に座る霊の、異なる階層（ヒエラルキー）である。

古代アーリア人によると、彼らはラー、デーヴァ、リシ、

スードラ、49 の火と、同一であるとされている。カバ

ラやその他の古代の著作からの引用は、『シークレット・

ドクトリン』に記載されている。炎と火は男性的である

のに対し、水は女性的である。象徴主義を学ぶ学徒は、

これが重要な特徴であることを心に留めておく必要があ

る。広く公認であり、多くの生命の学徒に固く信じられ

ていることは、次のことである。今のような人間が最初

に現れたのは、現在私たちが北極と呼んでいる地球の一

部の大陸であり、その地域で最近発見された動物の化石

は、熱帯と温帯の暑く温暖な四季の地帯で発見されたも

のと似ており、気候に関する問題に関しては、北極付近

ではまだ人間の遺体は発見されていないが、その信念に

何らかの根拠を与えているように思われる。そのように

発見された動物の骨は、地球上の広く離れた場所で最近

発見された動物の骨と形や構造が同じであることが判明

したので、地球の他の場所で広大な石炭の地層を形成し

ていた森林や植物の豊かな成長を作り出すのに役立った

ものと同様に、熱、水分、炭酸ガスの条件が現在の北極に、

かつては存在していたことを示す強力な証拠となるだろ

う。秘教の哲学は、上に述べた堆積物に人間の遺骨がな

いのは、第３根本人種の出現まで物質界には純粋な人間

の形態がなかったという事実に起因しており、発見され

た動物の化石は、アルカイック時代（the Archaic age

…最初期 [ 創始期 ]。北米のおよそ前 8000 年 - 前 1000 

年ころの時期についていう）に住んでいた前の人種のと

きのものであったと言う。その結果、北極の大陸や他の

場所に、あらゆる形態の動物や人間の生命が確立された

可能性があることが証明されたようである。秘教科学は、

地球の軸が周期的に移動し、その結果として、特定の期

間にさまざまな地域の気候条件が変化すると仮定してい

る。地質学の分野における現代の研究では、現在の北極

圏にかつて存在していた島々の陸地、真の楽園に関して、

秘密の教えの真理を示す多くの事実が出てきた。そこは

エデンの園であり、聖書の伝承に出てくるアダムとイブ

の生息地だったのかもしれない。もしそうだとすれば、

古代の哲学と神聖な歴史は、ある点では思ったほど矛盾

していない」。（『セオジェネシス』スタンザ３詩句３の

注釈１より）

絶対的に必要な点である。そのような援助と干渉は、自

然が誰の手も借りずに正しい仕事をすることができない

ために、過去に事実であったし、今も事実である。しかし、

私が言いたいのは、神や天使が干渉して助けるというこ

とではない。これを行うのは人間である。現代人のよう

な弱くて無知な人間ではなく、偉大な魂、高貴で神聖な、

計り知れない力、知識、智慧を持った人たちである。そ

れが、かたや宗教、かたや科学が、私たちの弱さ、生得

の悪、純粋に物質的な起源のようなわかりやすい説明を

しなかった場合は、ほとんどすべての人が自分は神の操

り人形であるか、希望のない残酷な運命であると考えて

いるか、または今と後の両方の観点から品位を下げ利己

的な目標を持ち続ける。これらの存在にはさまざまな名

前が付けられており、現在、私たちの階層から外されて

いる。彼らはディヤーニ、創造者、指導者、主神（the 

Great Spirits）など多くの称号で呼ばれている。神智学

的な文献では、彼らはディヤーニ（Dhyanis）と呼ばれ

ている。

彼らは、自分たちや大ロッジに知られている方法で、

（この惑星へと）持ち込まれた形態に働きかけ、そこに

足したり、取り除いたり、しばしば変化させたりするこ

とで、自然界の諸々の界や、徐々に形成されていく人間

の体全体を段々変化させていくのである。この過程は、

このように与えられた推進力が確実に次の時代を通して

自分自身を前進させるにつれて、主に、物質の段階に先

立つアストラル期間だけで行われる。進化の中間点に達

すると、種は現在の段階に出現し、人間の目にも私たち

の計器にも連続を示していない。現下の調査では、ある

種がどのような根源から来たのかは不明であるが、明白

に言われている通り、ある種を辿ってみたところ、その

根源を辿ることができた。一方では牛、もう一方では馬

を見てみると、両方ともひづめを持っているが、一方の

ひづめは割れていて、もう一方のひづめは一つの指だけ

である。これらは、それぞれの最古の祖先に到達したと

きに、私たちを中間点に連れ戻す。科学が進んで行けな

いこの場所で、大師たちの智慧が、この後ろが古代の進

化のアストラル領域であることを示すのに有効になる。

そこではディヤーニたちが変更と追加によって進化を開

始した根本の型があり、それからこの総体的な階層上で

さまざまな科、種、および属に分化がもたらされた。

地球と人間、そして自然界のすべての界がアストラル

の段階で、約３億年という広大な時間を過ごした。当時

は、今のような粗い物質（gross matter）は存在してい

なかった。自然が、その実質は非常に細かいけれど物質

であるアストラルの階層上の型を完成させる作業をゆっ

くりと進めていたこの時は、初期のラウンドであった。

その一連の時代の終わりに、硬化のプロセスが始まり、

人間の型が最初に固まって、その後、前のラウンドのア

ストラル原型のいくつかが固化に関わったが、それらす

べてのものがアストラルであった以前の時代に属してい

た。これらの化石が発見されたとき、それは人間の粗い

肉体と共存していた生物の化石であるはずだと主張され

た。

その主張は科学の他の理論の下では十分に適切である

が、アストラル期間の存在が認められる場合には、それ

は仮定に過ぎない。詳細をさらに詳しく説明することは、

この著作の範囲を超えているだろう。しかし、蜂も麦も、

この地球連鎖の中では元々の分化はあり得ず、どこか別

の場所で生産され、完成したに違いない、と言ってもよ

いだろう。なぜそうなるのかは、今のところ推測に委ね

たいと思う。

全体の理論に対して、科学はアストラル期の根本的な

型と現在の化石や生物種との間のミッシングリンクを見

つけることができなかったと言うことができるかもしれ

ない。1893 年にフィルヒョー教授はモスクワで講演し、

ミッシングリンクはこれまでと同じくらい遠く、これま

でと同じくらい夢のようであり、人間が動物から来てい

ることを示す本当の証拠は手元にないと述べた。これは

全くその通りで、現在の方法では、どちらの種のミッシ

ングリンクも科学によって発見されることはない。それ

らのすべてがアストラル階層に存在するため、肉体の目

には見えない。

それらは内的なアストラル感覚によってのみ見ること

ができ、それは最初に彼らの仕事を適切に行うために訓

練されなければならず、科学はアストラル感覚と内的な

感覚の存在を認めるまで、それらを開発しようとするこ

とはないだろう。したがって、常に科学は、分化の長い

過程でアストラル階層上に残されたアストラルリンクを

発見するための手段がない。上記で言われている化石は、

いわば時代遅れで固まっており、ミッシングリンクを見

つけられないことの例外を作り上げるが、科学は必要な

事実のどれも認めていないので行き詰まりである。

このような分化、融合、分離の目的は、別の大師が次

のように言っている。

「自然は、物質が無機物ではなく有機物のもとに不滅

であることを意識的に望んでおり、その実現に向けて

ゆっくりと、しかし絶え間なく努力している──不活発

な物質から意識的な生命へと」。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注 アトランティス人の巨大な形態について、第３の

シークレット・ドクトリンと称される『セオジェネシス』

にも次のように書かれてある。

【スタンザ２詩句３「…彼らは火を盗んだ。あの目を

照らし、かつては柔らかかった彼らの手足を拘束し縛る

ため、それを輝く塊に形作った火を。報復は素早く襲い

かかり、彼らは穴へ投げ込まれるだろう」】

「半身半人 (demi-Gods) の３つの大分類あるいは王朝

がある。第１の分類は、前述したエレメンタルの力から

なり、巨大で希薄な虹色に輝く姿で、一瞬にして姿と特

徴が変わるようだ。彼らは天空 ( エーテル ) に住んでい

る宇宙的な存在である。

タイタン ( 巨人 ) たちはこの大分類の中の細別した一

つである。タイタンたちは姿と特徴と大きさは似ている

が、第１の分類の虹色はないし、姿も変化しない。彼ら

の形態は最初は火の性質のもので、２番目は水である。

時々、後者は熱が全くないとは言え、茫洋たる水の流れ、

またはむしろ水よりも蒸気に似た流れを放出しているよ

うに見える。これらの両方の王朝は、細かいことよりも

全体として物質に、より活動を捧げるようである。２番

目の大分類は、しばしば伝説と神話に「カビラ」

(Kabira) と総称される。『シークレット・ドクトリン』

に述べられるように、「彼らは両性であり、地のもの、

天のもの、宇宙のものである」。彼らには芸術と科学の

発明と、トウモロコシおよび小麦の生産が割り当てられ

ている。ヘルメス、オルフェウス、カドモス、アエスク



15 章 種の分化（ミッシングリンク）

科学と神智学の間には、人間の起源と種の分化の問題

について、現在のところ橋渡しされていない広い溝があ

る。西洋の宗教の教師たちはこのテーマについて、科学

者たちが提唱しているのと同じくらいあり得ない、偽り

の啓示によってドグマ的に支持された理論を提示してい

る。しかし、宗教的な説明者たちは、科学よりも真実に

近づいている。アダムとイブに関する宗教的迷信の下に

は真実が隠されており、カイン、セト、ノアの物語の中

には、人間の他の種族の本当の物語がぼんやりと影を落

としているが、アダムは一つの単一の種族の代表に過

ぎない。カインを受け入れて妻を与えた人たちは、アダ

ムが率いる人たちと同時に現れた人種の一部だった。

いつ、どこからこの地球の人々が来たのかを、たとえ

私たちが知っていたとしても、人間の究極の起源や始ま

りは、発見されることはない。人間は決して究極の始ま

りはなかった。もしこの地球上で起源や始まりがなけれ

ば、他のいくつかの地球上でもなく、人は今まで常にい

たし、これからも宇宙のどこかに存在するだろう。絶え

ず完成して行き、絶えず天の人間のイメージに到達して

行きながら、人は常にそれになりつつある。人間の心は

どのような始まりにも戻ることができないので、私たち

はこの地球から始めなければならない。この地球と、そ

れが一部である地球の連鎖全体に、７つの人種が同時に

現れ、古い連鎖の他の球体から地球の連鎖に到来した。

そして、この連鎖の４番目であるこの地球に関しては、

これらの７つの人種は、この連鎖の別の球体から同時に

来た。

７つの人種の出現は、諸球体の第１ラウンドおよび第

２ラウンドの一部で一斉に起こる。第２ラウンドでは、

７つの存在の集団が融合し、その後の彼らの運命は、次

のラウンドの間にゆっくりと分化され、第７ラウンドで

最初の７大人種が再び明確になり、それはこの進化期間

が許す限りの完璧なタイプの人類であろう。現今では７

つの人種が混在しており、すべての人種の代表者は、現

在の科学で分類されている多くのいわゆる人種の中にい

る。この融合とその後の分化の目的は、他の惑星や宇宙

での先立つ進歩から得られる全体の進歩と力の恩恵を、

すべての人種に与えることである。自然は決して急ぎ足

や無理な方法で仕事をすることはなく、混合、沈殿、分

離という確実な方法で、最大の完成をもたらすからであ

る。そして、この方法は錬金術師に知られているもので

あったが、錬金術師でさえそのすべての意味を完全には

理解していなかった。

それゆえ、人間は一対のペアから生まれたのではない。

また、猿の種族や系統から生まれたわけでもない。この

問題を解決するために宗教や科学に目を向けるのは絶望

的である。なぜなら、科学はそれ自身の承認で混乱して

いるし、宗教は自らの本の中で司祭によって提唱された

理論を論駁する啓示でこんがらがっているからである。

アダムは最初の人間と呼ばれているが、この物語の記録

を見ると、カインが都市を建てる前に他の種族の人間が

地球上に存在していたに違いない。このように、聖書は

一対のペアの説を支持していない。科学の仮説の１つを

取り上げて、人間と猿が１つの祖先から分化したと認め

るならば、最初の祖先はどこから来たのかを結論づけな

ければならない。この問題に関するロッジの第一の基本

原理は、７つの人種が同時に地球上に現れたということ

であり、第一の否定する仮説は、人間は一組のペアや動

物界から生じたものではないということである。

後に人間の経歴の中に現れる性格や能力の多様性は、

以前の、他の球体の連鎖における別の長い進化の時代に、

自我に誘導された変化がもたらしたものである。これら

の変化は、先天的な特徴に相当するほど深く影響を受け

ていた。この地球の人種たちは、前の進化期間に、今の

月が目に見える代表である球体の連鎖を進んだのであ

る。

人間に関連しているような類人猿の喫緊の問題は、智

慧の大師たちによって解決されて、それらの存在が私た

ちの祖先なのではなく、それらが人間自身によって作り

出されたと言われている。地球の初期の期間の一時期に、

その時代の男性は動物界の大きな雌から類人猿の子をも

うけ、類人猿の体の中に、ある日人間になる運命にある

一定数の自我が捕えられた。真の類人猿の残りの子孫は、

それらの人々の邪道な受精によりできた子供であり、彼

らの自我が人間の体に入り込んで、徐々に死滅していく

だろう。彼らの半分猿で半分人間の体は、厳密に動物の

自我によって魂を吹き込まれることができなかった。そ

のため、彼らは『シークレット・ドクトリン』では「遅

れた人種」として知られている。次のマンヴァンタラま

で下界の自我が人間界に入ってこないであろうという自

然の厳命に含まれていないのは「遅れた人種」だけであ

る。しかし、類人猿を除く人間より下のすべての界に、

ドアは今、人間の段階に入れないよう閉じられており、

下位の形態の自我はすべて、次の大周期まで彼らの順番

を待たなければならない。そして、類人猿の系統の遅れ

た自我が後で人間の段階に現れるにつれて、劣化した人

種の長い待ち時間は報われるだろう。他のすべての猿は、

進化過程の通常の方法の所産である。

この主題については私は、秘密の書物から秘教的な人

類学を与えている智慧の大師たちのお１人の言葉を引用

する以上のことはできない。そこには次のように言われ

ている。

「人間と高等類人猿の解剖学的な類似性は、ダーウィ

ニストが両者に共通する祖先の存在を示すものとして頻

繁に引用しているが、興味深い問題を提示しており、そ

の本当の解答は、類人猿の種の発生に関する秘教的な説

明の中に求められる。我々は、原始の知性がない人種の

獣姦が、人間と動物を両親とする子孫である巨大な人間

のような怪物を生み出したことを述べることによって、

有用な範囲でその解答を与えた。時間が経つにつれて、

まだ半アストラルの形態が肉体に統合され、これらの生

き物の子孫は、中新世時代の下位類人猿に達するまで外

部の条件によって変化させられ、サイズが縮小した。こ

れらの後のアトランティス人は、「知性がない」罪をさ

らに書き換えた。つまり、今度は完全な責任を持ってい

た。彼らの犯罪の結果は、現在「類人猿」として知られ

ている猿の種だった……」。

「これに関連して、人間が第３ラウンドでアストラル

の階層に〈巨大な猿のような形態〉を持っていたことを

伝える秘教的な教えを覚えておこう。そして同様に、こ

のラウンドの第３人種の終わりにもそうだったことを。

（訳注）このようにそれは、猿の人間的特徴、特に後の

類人猿の特徴を説明する。後者は遺伝によって保存され

たという事実は別として、彼らのアトランティス - レム

リアの祖先に似ている」。

同じ師匠たちはさらに、哺乳類の種は、人間の種族の

出現に続いて、第４ラウンドで生み出されたと主張して

いる。このような理由で、生殖能力の境界は存在しなかっ

た。それらの哺乳類の根本的な類型は自然の境界を立て

るのに十分なほど隔たってはいなかったからである。人

間がまだマナスの光を与えられていなかった第３人種で

の不自然な結合は、自然に対する犯罪ではなかった。ご

くわずかな胚芽を除いて知性が存在していないので、責

任を持たせることはできなかった。しかし第４ラウンド

では、マナスの光が存在していたので、新しい人種によ

る行為の再開は、結果を完全に知っていて、良心の警告

に反して行われたので、犯罪であった。これのカルマ的

な影響は、すべての人種を含めて、まだ完全に感じられ

ておらず、理解されていない。それは今よりもずっと後

の時代になろう。

人間が他の惑星からこの地球に来ると、もちろん、そ

のときは物質に完全に包まれる前の非常に大きな力の存

在であったため、より低級な界も同様に他の惑星から胚

芽と型で来て、生命の波の先頭にいる人間の助けによっ

て、一歩ずつ上へ上へと進化を続けている。これらの低

い界の自我は、前の地球連鎖の崩壊の前にそこでの進化

を終えることができず、この連鎖に来て、時代から時代

へと前に進み、徐々に人間の段階に近づいている。ある

日、彼らもまた人間になり、この惑星または他の惑星で、

他の低級な界のための先遣隊やガイドとして行動するだ

ろう。そして、以前の惑星から来る時には、１番で最高

の階級の存在と共に動物の形態や果物や他の創造物を、

ここで使用するための原型や種類として、いつも持って

来るだろう。ここで、そこまで考えを及ばせるのはため

にならないだろう。あまりにも時代を先取りしすぎてい

ると、ある人からは嘲笑され、他の人からは愚かだと感

じられるだけだからである。しかし、さまざまな界の一

般的な形態が持ち込まれたので、次に、動物や他の下位

種の分化がどのように始まり、どのように行われたかを

検討しなければならない。

これは１人の心や大勢の心による知的な援助や干渉が

5

ラピウスは、この王朝のものであると考えられている。 

時々「半神半人の輝く息子たち」と呼ばれる３番目の大

分類は、地 (terrestrial) の半神半人であり、その多くが

人類のある分類に化身したと言われていて、特に初期の

主たる人種および「天の人々」つまり王であり支配者で

あり第４と第５根本人種の科学と宗教の信奉者だった人

種に化身した。この注釈の冒頭に引用された、スタンザ

２の最後の詩句の文は、次のような意味である。

最後に言及した半神半人の息子たちの何人かは、第３

根本人種に化身している間に、非常に低く堕落した。彼

らは黒魔術を使って、偉大な自然界の神秘をいくらか見

出した。それ以前に彼らの父親たちがやっていたように、

である ( 縛られたプロメテウスの三部作の悲劇を参照 )。

そして、そのようにして得た力を悪用した。アトランティ

ス人種の滅亡 ( 訳注：the fall 堕落とも ) とは彼らのこと

とされている。これらの巨人が知性と体の両方で示した

非凡な能力は、自然界のより微細な力のいくつかの力、

創造的な火の側面の発見の、直接的な結果だった。巨人

たちは人類に禁じられた「黒魔術」によってこれらの力

の秘密を発見したので「火を盗んだ」ということである。

「目」は知覚の象徴であり、位置や色によって霊的また

は物質的な知覚のしるしとなる。ここで「顔が黒くなっ

た星」と称される地球の統治者、統治する霊として、集

中力、内的視力および創造力を持つ半神半人の息子たち

は「目を照らした火を盗んだ」と言われる。この火は、

当の「地球の統治者」に知能と知覚を与えた。「そして

その地球をきらめく塊に成形した」。

つまり彼らは盗んだ火を使って霊的な力を物質化し、

そしてそれらの物質化された霊的な力によって、今考慮

中の人類に彼らの欲望を為し遂げた。他の場合と同様こ

の場合も、不法な手段を使うと、合法的な欲望でさえも

それ自体への罰をもたらした。呼び起こされたエレメン

タルの力は制御できなくなり、その卑しい行為をした

人々を価値のない結果へと向けさせた。そして、そうす

ることで人々は「かつてはしなやかだった手足を縛る」

カルマを自分自身に引き寄せた。それはつまり、人間の

力を抑制することで活動の自由を妨げたということであ

る。最初に火による火山活動と地震によりレムリア大陸

を滅亡させ、後の時代にアトランティスを水中に沈めた

ことの主な原因は、この種類の半神半人だった。報復つ

まり法を犯したことのカルマは本当に彼らを全滅させ

た。乗り物すなわち彼らが引き寄せられていた肉体は、

各事例において惨めに滅ぼされ、彼らは次のマンヴァン

タラにおける最初のラウンドの、第１亜人種の下級の領

域に割り当てられた。

彼らは知性の力は残ったが、グプタヴィディヤつまり

黒魔術の実行によって得た神聖な知識と力は完全に失っ

た。第４と第５根本人種での続いて起こる肉体化身にお

いて、彼らは霊的人生の尺度で、どんどん下へと堕落し

た。……」（『セオジェネシス』スタンザ２詩句３の注釈

２より）。

さらに、その次のスタンザの注釈でこの章に関連した

ことが伝えられている。【スタンザ３詩句３「もはや巨

大な生き物や這うものが、〈火と炎の息子たち〉の住む〈車

輪の縁〉の上に居場所を見つけることはないだろう。」】

「大ユガつまり進化の遠大な期間の初期から半ばにか

けては、鉱物にせよ植物にせよ動物にせよ、顕現におけ

るすべての個々の形態は、大きさと強さと生殖能力が、

拡大し増加する傾向がある。その期間の中間点から、し

だいに大きさと体の力が減少し、同時にそれ以降の進化

を導いて期間内にすべての生命形態を可能な完成の高み

にまで到達させる霊的な力の出現に備えて、力と霊的な

強さの増加が設定される。

上述のことは１つの大（マハー）ユガの間の、進化の

諸力の作用の概論に過ぎず、この詩句の注釈をよりよく

理解するために読者が心の中で、ある地質学上の知識と

超物質的な事実とを結びつけて考える手助けとなるため

だけに与えられた。

『シークレット・ドクトリン』によると、先の進化期

の終わりに地上を水没させた洪水がひいた後、残った堆

積物（土砂）は炎と火つまり霊的存在たちによって乾か

され、その存在たちの物質的仕事または媒体となる、無

数の形態に成形された。これらの形態は、フォーハット

のエネルギーの作用に応じて収縮および拡張し、つまり

脈動し、最終的には岩石や鉱物に固まった。同時に、地

球全体が半物質的な状態だった以前のマンヴァンタラ

の、人間や動物の巨大な半透明で反物質的形態は、今は

低級マインドを与えられて、一新した地球上に現れた。

それらの形態は徐々に大きさと体の力が低下していき、

一方で固さと重さが増していった。

ここで言及されている詩句は上記の時代あるいはむし

ろそれに続くことになっていた時代の最初の時期のこと

であるに違いない。なぜなら、第２詩句の最後の注釈で

言及された時代に続く時代の予言だからである。明らか

に、すべての物質は上述のような発達の状態に達し、全

進化期の中間点に達し、人と動物の新しい時代が幕を開

けようとしていた。

現代の地質学では、個別の生命体に関する限り、無脊

椎動物の年代であるシルル紀、デボン紀、石炭紀の年代

よりも遡ることはできない。始生代、無生代、暁生代に

おける生物の個々の形態の存在を証明する化石は、発見

されていない。しかしオカルティストにとっては、これ

は最も重要な時代である。それは、炎と火の息子たち、

高次のモナドたちであるラーとピトリが第３の根本人種

に受肉し、両性である人間に個別の知性または魂を発達

させ、巨大な動物や爬虫類が形態を変化させて「車輪の

縁」つまり地殻から消え始めた時期だからである。爬虫

類時代と哺乳類時代の末期には、地質学的に言えば、知

性の萌芽を持ち先祖よりも固い肉体を持つ人類が「車輪

の縁」に住んでいた。この人種の人々、当時の「火と炎

の息子」は、現在の人類の祖先である。

炎と火は、いろいろな哲学の体系では別の名前で呼ば

れることが多いので、学徒はいくつかの分類に精通して

いない場合は、たいへん混乱するかもしれない。

神統記によるとこれらは、イザヤ書の中で言及されて

いる燃えるような炎のセラピム〈熾
し

天使〉と同一の霊つ

まり玉座に座る霊の、異なる階層（ヒエラルキー）である。

古代アーリア人によると、彼らはラー、デーヴァ、リシ、

スードラ、49 の火と、同一であるとされている。カバ

ラやその他の古代の著作からの引用は、『シークレット・

ドクトリン』に記載されている。炎と火は男性的である

のに対し、水は女性的である。象徴主義を学ぶ学徒は、

これが重要な特徴であることを心に留めておく必要があ

る。広く公認であり、多くの生命の学徒に固く信じられ

ていることは、次のことである。今のような人間が最初

に現れたのは、現在私たちが北極と呼んでいる地球の一

部の大陸であり、その地域で最近発見された動物の化石

は、熱帯と温帯の暑く温暖な四季の地帯で発見されたも

のと似ており、気候に関する問題に関しては、北極付近

ではまだ人間の遺体は発見されていないが、その信念に

何らかの根拠を与えているように思われる。そのように

発見された動物の骨は、地球上の広く離れた場所で最近

発見された動物の骨と形や構造が同じであることが判明

したので、地球の他の場所で広大な石炭の地層を形成し

ていた森林や植物の豊かな成長を作り出すのに役立った

ものと同様に、熱、水分、炭酸ガスの条件が現在の北極に、

かつては存在していたことを示す強力な証拠となるだろ

う。秘教の哲学は、上に述べた堆積物に人間の遺骨がな

いのは、第３根本人種の出現まで物質界には純粋な人間

の形態がなかったという事実に起因しており、発見され

た動物の化石は、アルカイック時代（the Archaic age

…最初期 [ 創始期 ]。北米のおよそ前 8000 年 - 前 1000 

年ころの時期についていう）に住んでいた前の人種のと

きのものであったと言う。その結果、北極の大陸や他の

場所に、あらゆる形態の動物や人間の生命が確立された

可能性があることが証明されたようである。秘教科学は、

地球の軸が周期的に移動し、その結果として、特定の期

間にさまざまな地域の気候条件が変化すると仮定してい

る。地質学の分野における現代の研究では、現在の北極

圏にかつて存在していた島々の陸地、真の楽園に関して、

秘密の教えの真理を示す多くの事実が出てきた。そこは

エデンの園であり、聖書の伝承に出てくるアダムとイブ

の生息地だったのかもしれない。もしそうだとすれば、

古代の哲学と神聖な歴史は、ある点では思ったほど矛盾

していない」。（『セオジェネシス』スタンザ３詩句３の

注釈１より）

絶対的に必要な点である。そのような援助と干渉は、自

然が誰の手も借りずに正しい仕事をすることができない

ために、過去に事実であったし、今も事実である。しかし、

私が言いたいのは、神や天使が干渉して助けるというこ

とではない。これを行うのは人間である。現代人のよう

な弱くて無知な人間ではなく、偉大な魂、高貴で神聖な、

計り知れない力、知識、智慧を持った人たちである。そ

れが、かたや宗教、かたや科学が、私たちの弱さ、生得

の悪、純粋に物質的な起源のようなわかりやすい説明を

しなかった場合は、ほとんどすべての人が自分は神の操

り人形であるか、希望のない残酷な運命であると考えて

いるか、または今と後の両方の観点から品位を下げ利己

的な目標を持ち続ける。これらの存在にはさまざまな名

前が付けられており、現在、私たちの階層から外されて

いる。彼らはディヤーニ、創造者、指導者、主神（the 

Great Spirits）など多くの称号で呼ばれている。神智学

的な文献では、彼らはディヤーニ（Dhyanis）と呼ばれ

ている。

彼らは、自分たちや大ロッジに知られている方法で、

（この惑星へと）持ち込まれた形態に働きかけ、そこに

足したり、取り除いたり、しばしば変化させたりするこ

とで、自然界の諸々の界や、徐々に形成されていく人間

の体全体を段々変化させていくのである。この過程は、

このように与えられた推進力が確実に次の時代を通して

自分自身を前進させるにつれて、主に、物質の段階に先

立つアストラル期間だけで行われる。進化の中間点に達

すると、種は現在の段階に出現し、人間の目にも私たち

の計器にも連続を示していない。現下の調査では、ある

種がどのような根源から来たのかは不明であるが、明白

に言われている通り、ある種を辿ってみたところ、その

根源を辿ることができた。一方では牛、もう一方では馬

を見てみると、両方ともひづめを持っているが、一方の

ひづめは割れていて、もう一方のひづめは一つの指だけ

である。これらは、それぞれの最古の祖先に到達したと

きに、私たちを中間点に連れ戻す。科学が進んで行けな

いこの場所で、大師たちの智慧が、この後ろが古代の進

化のアストラル領域であることを示すのに有効になる。

そこではディヤーニたちが変更と追加によって進化を開

始した根本の型があり、それからこの総体的な階層上で

さまざまな科、種、および属に分化がもたらされた。

地球と人間、そして自然界のすべての界がアストラル

の段階で、約３億年という広大な時間を過ごした。当時

は、今のような粗い物質（gross matter）は存在してい

なかった。自然が、その実質は非常に細かいけれど物質

であるアストラルの階層上の型を完成させる作業をゆっ

くりと進めていたこの時は、初期のラウンドであった。

その一連の時代の終わりに、硬化のプロセスが始まり、

人間の型が最初に固まって、その後、前のラウンドのア

ストラル原型のいくつかが固化に関わったが、それらす

べてのものがアストラルであった以前の時代に属してい

た。これらの化石が発見されたとき、それは人間の粗い

肉体と共存していた生物の化石であるはずだと主張され

た。

その主張は科学の他の理論の下では十分に適切である

が、アストラル期間の存在が認められる場合には、それ

は仮定に過ぎない。詳細をさらに詳しく説明することは、

この著作の範囲を超えているだろう。しかし、蜂も麦も、

この地球連鎖の中では元々の分化はあり得ず、どこか別

の場所で生産され、完成したに違いない、と言ってもよ

いだろう。なぜそうなるのかは、今のところ推測に委ね

たいと思う。

全体の理論に対して、科学はアストラル期の根本的な

型と現在の化石や生物種との間のミッシングリンクを見

つけることができなかったと言うことができるかもしれ

ない。1893 年にフィルヒョー教授はモスクワで講演し、

ミッシングリンクはこれまでと同じくらい遠く、これま

でと同じくらい夢のようであり、人間が動物から来てい

ることを示す本当の証拠は手元にないと述べた。これは

全くその通りで、現在の方法では、どちらの種のミッシ

ングリンクも科学によって発見されることはない。それ

らのすべてがアストラル階層に存在するため、肉体の目

には見えない。

それらは内的なアストラル感覚によってのみ見ること

ができ、それは最初に彼らの仕事を適切に行うために訓

練されなければならず、科学はアストラル感覚と内的な

感覚の存在を認めるまで、それらを開発しようとするこ

とはないだろう。したがって、常に科学は、分化の長い

過程でアストラル階層上に残されたアストラルリンクを

発見するための手段がない。上記で言われている化石は、

いわば時代遅れで固まっており、ミッシングリンクを見

つけられないことの例外を作り上げるが、科学は必要な

事実のどれも認めていないので行き詰まりである。

このような分化、融合、分離の目的は、別の大師が次

のように言っている。

「自然は、物質が無機物ではなく有機物のもとに不滅

であることを意識的に望んでおり、その実現に向けて

ゆっくりと、しかし絶え間なく努力している──不活発

な物質から意識的な生命へと」。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注 アトランティス人の巨大な形態について、第３の

シークレット・ドクトリンと称される『セオジェネシス』

にも次のように書かれてある。

【スタンザ２詩句３「…彼らは火を盗んだ。あの目を

照らし、かつては柔らかかった彼らの手足を拘束し縛る

ため、それを輝く塊に形作った火を。報復は素早く襲い

かかり、彼らは穴へ投げ込まれるだろう」】

「半身半人 (demi-Gods) の３つの大分類あるいは王朝

がある。第１の分類は、前述したエレメンタルの力から

なり、巨大で希薄な虹色に輝く姿で、一瞬にして姿と特

徴が変わるようだ。彼らは天空 ( エーテル ) に住んでい

る宇宙的な存在である。

タイタン ( 巨人 ) たちはこの大分類の中の細別した一

つである。タイタンたちは姿と特徴と大きさは似ている

が、第１の分類の虹色はないし、姿も変化しない。彼ら

の形態は最初は火の性質のもので、２番目は水である。

時々、後者は熱が全くないとは言え、茫洋たる水の流れ、

またはむしろ水よりも蒸気に似た流れを放出しているよ

うに見える。これらの両方の王朝は、細かいことよりも

全体として物質に、より活動を捧げるようである。２番

目の大分類は、しばしば伝説と神話に「カビラ」

(Kabira) と総称される。『シークレット・ドクトリン』

に述べられるように、「彼らは両性であり、地のもの、

天のもの、宇宙のものである」。彼らには芸術と科学の

発明と、トウモロコシおよび小麦の生産が割り当てられ

ている。ヘルメス、オルフェウス、カドモス、アエスク



15 章 種の分化（ミッシングリンク）

科学と神智学の間には、人間の起源と種の分化の問題

について、現在のところ橋渡しされていない広い溝があ

る。西洋の宗教の教師たちはこのテーマについて、科学

者たちが提唱しているのと同じくらいあり得ない、偽り

の啓示によってドグマ的に支持された理論を提示してい

る。しかし、宗教的な説明者たちは、科学よりも真実に

近づいている。アダムとイブに関する宗教的迷信の下に

は真実が隠されており、カイン、セト、ノアの物語の中

には、人間の他の種族の本当の物語がぼんやりと影を落

としているが、アダムは一つの単一の種族の代表に過

ぎない。カインを受け入れて妻を与えた人たちは、アダ

ムが率いる人たちと同時に現れた人種の一部だった。

いつ、どこからこの地球の人々が来たのかを、たとえ

私たちが知っていたとしても、人間の究極の起源や始ま

りは、発見されることはない。人間は決して究極の始ま

りはなかった。もしこの地球上で起源や始まりがなけれ

ば、他のいくつかの地球上でもなく、人は今まで常にい

たし、これからも宇宙のどこかに存在するだろう。絶え

ず完成して行き、絶えず天の人間のイメージに到達して

行きながら、人は常にそれになりつつある。人間の心は

どのような始まりにも戻ることができないので、私たち

はこの地球から始めなければならない。この地球と、そ

れが一部である地球の連鎖全体に、７つの人種が同時に

現れ、古い連鎖の他の球体から地球の連鎖に到来した。

そして、この連鎖の４番目であるこの地球に関しては、

これらの７つの人種は、この連鎖の別の球体から同時に

来た。

７つの人種の出現は、諸球体の第１ラウンドおよび第

２ラウンドの一部で一斉に起こる。第２ラウンドでは、

７つの存在の集団が融合し、その後の彼らの運命は、次

のラウンドの間にゆっくりと分化され、第７ラウンドで

最初の７大人種が再び明確になり、それはこの進化期間

が許す限りの完璧なタイプの人類であろう。現今では７

つの人種が混在しており、すべての人種の代表者は、現

在の科学で分類されている多くのいわゆる人種の中にい

る。この融合とその後の分化の目的は、他の惑星や宇宙

での先立つ進歩から得られる全体の進歩と力の恩恵を、

すべての人種に与えることである。自然は決して急ぎ足

や無理な方法で仕事をすることはなく、混合、沈殿、分

離という確実な方法で、最大の完成をもたらすからであ

る。そして、この方法は錬金術師に知られているもので

あったが、錬金術師でさえそのすべての意味を完全には

理解していなかった。

それゆえ、人間は一対のペアから生まれたのではない。

また、猿の種族や系統から生まれたわけでもない。この

問題を解決するために宗教や科学に目を向けるのは絶望

的である。なぜなら、科学はそれ自身の承認で混乱して

いるし、宗教は自らの本の中で司祭によって提唱された

理論を論駁する啓示でこんがらがっているからである。

アダムは最初の人間と呼ばれているが、この物語の記録

を見ると、カインが都市を建てる前に他の種族の人間が

地球上に存在していたに違いない。このように、聖書は

一対のペアの説を支持していない。科学の仮説の１つを

取り上げて、人間と猿が１つの祖先から分化したと認め

るならば、最初の祖先はどこから来たのかを結論づけな

ければならない。この問題に関するロッジの第一の基本

原理は、７つの人種が同時に地球上に現れたということ

であり、第一の否定する仮説は、人間は一組のペアや動

物界から生じたものではないということである。

後に人間の経歴の中に現れる性格や能力の多様性は、

以前の、他の球体の連鎖における別の長い進化の時代に、

自我に誘導された変化がもたらしたものである。これら

の変化は、先天的な特徴に相当するほど深く影響を受け

ていた。この地球の人種たちは、前の進化期間に、今の

月が目に見える代表である球体の連鎖を進んだのであ

る。

人間に関連しているような類人猿の喫緊の問題は、智

慧の大師たちによって解決されて、それらの存在が私た

ちの祖先なのではなく、それらが人間自身によって作り

出されたと言われている。地球の初期の期間の一時期に、

その時代の男性は動物界の大きな雌から類人猿の子をも

うけ、類人猿の体の中に、ある日人間になる運命にある

一定数の自我が捕えられた。真の類人猿の残りの子孫は、

それらの人々の邪道な受精によりできた子供であり、彼

らの自我が人間の体に入り込んで、徐々に死滅していく

だろう。彼らの半分猿で半分人間の体は、厳密に動物の

自我によって魂を吹き込まれることができなかった。そ

のため、彼らは『シークレット・ドクトリン』では「遅

れた人種」として知られている。次のマンヴァンタラま

で下界の自我が人間界に入ってこないであろうという自

然の厳命に含まれていないのは「遅れた人種」だけであ

る。しかし、類人猿を除く人間より下のすべての界に、

ドアは今、人間の段階に入れないよう閉じられており、

下位の形態の自我はすべて、次の大周期まで彼らの順番

を待たなければならない。そして、類人猿の系統の遅れ

た自我が後で人間の段階に現れるにつれて、劣化した人

種の長い待ち時間は報われるだろう。他のすべての猿は、

進化過程の通常の方法の所産である。

この主題については私は、秘密の書物から秘教的な人

類学を与えている智慧の大師たちのお１人の言葉を引用

する以上のことはできない。そこには次のように言われ

ている。

「人間と高等類人猿の解剖学的な類似性は、ダーウィ

ニストが両者に共通する祖先の存在を示すものとして頻

繁に引用しているが、興味深い問題を提示しており、そ

の本当の解答は、類人猿の種の発生に関する秘教的な説

明の中に求められる。我々は、原始の知性がない人種の

獣姦が、人間と動物を両親とする子孫である巨大な人間

のような怪物を生み出したことを述べることによって、

有用な範囲でその解答を与えた。時間が経つにつれて、

まだ半アストラルの形態が肉体に統合され、これらの生

き物の子孫は、中新世時代の下位類人猿に達するまで外

部の条件によって変化させられ、サイズが縮小した。こ

れらの後のアトランティス人は、「知性がない」罪をさ

らに書き換えた。つまり、今度は完全な責任を持ってい

た。彼らの犯罪の結果は、現在「類人猿」として知られ

ている猿の種だった……」。

「これに関連して、人間が第３ラウンドでアストラル

の階層に〈巨大な猿のような形態〉を持っていたことを

伝える秘教的な教えを覚えておこう。そして同様に、こ

のラウンドの第３人種の終わりにもそうだったことを。

（訳注）このようにそれは、猿の人間的特徴、特に後の

類人猿の特徴を説明する。後者は遺伝によって保存され

たという事実は別として、彼らのアトランティス - レム

リアの祖先に似ている」。

同じ師匠たちはさらに、哺乳類の種は、人間の種族の

出現に続いて、第４ラウンドで生み出されたと主張して

いる。このような理由で、生殖能力の境界は存在しなかっ

た。それらの哺乳類の根本的な類型は自然の境界を立て

るのに十分なほど隔たってはいなかったからである。人

間がまだマナスの光を与えられていなかった第３人種で

の不自然な結合は、自然に対する犯罪ではなかった。ご

くわずかな胚芽を除いて知性が存在していないので、責

任を持たせることはできなかった。しかし第４ラウンド

では、マナスの光が存在していたので、新しい人種によ

る行為の再開は、結果を完全に知っていて、良心の警告

に反して行われたので、犯罪であった。これのカルマ的

な影響は、すべての人種を含めて、まだ完全に感じられ

ておらず、理解されていない。それは今よりもずっと後

の時代になろう。

人間が他の惑星からこの地球に来ると、もちろん、そ

のときは物質に完全に包まれる前の非常に大きな力の存

在であったため、より低級な界も同様に他の惑星から胚

芽と型で来て、生命の波の先頭にいる人間の助けによっ

て、一歩ずつ上へ上へと進化を続けている。これらの低

い界の自我は、前の地球連鎖の崩壊の前にそこでの進化

を終えることができず、この連鎖に来て、時代から時代

へと前に進み、徐々に人間の段階に近づいている。ある

日、彼らもまた人間になり、この惑星または他の惑星で、

他の低級な界のための先遣隊やガイドとして行動するだ

ろう。そして、以前の惑星から来る時には、１番で最高

の階級の存在と共に動物の形態や果物や他の創造物を、

ここで使用するための原型や種類として、いつも持って

来るだろう。ここで、そこまで考えを及ばせるのはため

にならないだろう。あまりにも時代を先取りしすぎてい

ると、ある人からは嘲笑され、他の人からは愚かだと感

じられるだけだからである。しかし、さまざまな界の一

般的な形態が持ち込まれたので、次に、動物や他の下位

種の分化がどのように始まり、どのように行われたかを

検討しなければならない。

これは１人の心や大勢の心による知的な援助や干渉が

6

ラピウスは、この王朝のものであると考えられている。 

時々「半神半人の輝く息子たち」と呼ばれる３番目の大

分類は、地 (terrestrial) の半神半人であり、その多くが

人類のある分類に化身したと言われていて、特に初期の

主たる人種および「天の人々」つまり王であり支配者で

あり第４と第５根本人種の科学と宗教の信奉者だった人

種に化身した。この注釈の冒頭に引用された、スタンザ

２の最後の詩句の文は、次のような意味である。

最後に言及した半神半人の息子たちの何人かは、第３

根本人種に化身している間に、非常に低く堕落した。彼

らは黒魔術を使って、偉大な自然界の神秘をいくらか見

出した。それ以前に彼らの父親たちがやっていたように、

である ( 縛られたプロメテウスの三部作の悲劇を参照 )。

そして、そのようにして得た力を悪用した。アトランティ

ス人種の滅亡 ( 訳注：the fall 堕落とも ) とは彼らのこと

とされている。これらの巨人が知性と体の両方で示した

非凡な能力は、自然界のより微細な力のいくつかの力、

創造的な火の側面の発見の、直接的な結果だった。巨人

たちは人類に禁じられた「黒魔術」によってこれらの力

の秘密を発見したので「火を盗んだ」ということである。

「目」は知覚の象徴であり、位置や色によって霊的また

は物質的な知覚のしるしとなる。ここで「顔が黒くなっ

た星」と称される地球の統治者、統治する霊として、集

中力、内的視力および創造力を持つ半神半人の息子たち

は「目を照らした火を盗んだ」と言われる。この火は、

当の「地球の統治者」に知能と知覚を与えた。「そして

その地球をきらめく塊に成形した」。

つまり彼らは盗んだ火を使って霊的な力を物質化し、

そしてそれらの物質化された霊的な力によって、今考慮

中の人類に彼らの欲望を為し遂げた。他の場合と同様こ

の場合も、不法な手段を使うと、合法的な欲望でさえも

それ自体への罰をもたらした。呼び起こされたエレメン

タルの力は制御できなくなり、その卑しい行為をした

人々を価値のない結果へと向けさせた。そして、そうす

ることで人々は「かつてはしなやかだった手足を縛る」

カルマを自分自身に引き寄せた。それはつまり、人間の

力を抑制することで活動の自由を妨げたということであ

る。最初に火による火山活動と地震によりレムリア大陸

を滅亡させ、後の時代にアトランティスを水中に沈めた

ことの主な原因は、この種類の半神半人だった。報復つ

まり法を犯したことのカルマは本当に彼らを全滅させ

た。乗り物すなわち彼らが引き寄せられていた肉体は、

各事例において惨めに滅ぼされ、彼らは次のマンヴァン

タラにおける最初のラウンドの、第１亜人種の下級の領

域に割り当てられた。

彼らは知性の力は残ったが、グプタヴィディヤつまり

黒魔術の実行によって得た神聖な知識と力は完全に失っ

た。第４と第５根本人種での続いて起こる肉体化身にお

いて、彼らは霊的人生の尺度で、どんどん下へと堕落し

た。……」（『セオジェネシス』スタンザ２詩句３の注釈

２より）。

さらに、その次のスタンザの注釈でこの章に関連した

ことが伝えられている。【スタンザ３詩句３「もはや巨

大な生き物や這うものが、〈火と炎の息子たち〉の住む〈車

輪の縁〉の上に居場所を見つけることはないだろう。」】

「大ユガつまり進化の遠大な期間の初期から半ばにか

けては、鉱物にせよ植物にせよ動物にせよ、顕現におけ

るすべての個々の形態は、大きさと強さと生殖能力が、

拡大し増加する傾向がある。その期間の中間点から、し

だいに大きさと体の力が減少し、同時にそれ以降の進化

を導いて期間内にすべての生命形態を可能な完成の高み

にまで到達させる霊的な力の出現に備えて、力と霊的な

強さの増加が設定される。

上述のことは１つの大（マハー）ユガの間の、進化の

諸力の作用の概論に過ぎず、この詩句の注釈をよりよく

理解するために読者が心の中で、ある地質学上の知識と

超物質的な事実とを結びつけて考える手助けとなるため

だけに与えられた。

『シークレット・ドクトリン』によると、先の進化期

の終わりに地上を水没させた洪水がひいた後、残った堆

積物（土砂）は炎と火つまり霊的存在たちによって乾か

され、その存在たちの物質的仕事または媒体となる、無

数の形態に成形された。これらの形態は、フォーハット

のエネルギーの作用に応じて収縮および拡張し、つまり

脈動し、最終的には岩石や鉱物に固まった。同時に、地

球全体が半物質的な状態だった以前のマンヴァンタラ

の、人間や動物の巨大な半透明で反物質的形態は、今は

低級マインドを与えられて、一新した地球上に現れた。

それらの形態は徐々に大きさと体の力が低下していき、

一方で固さと重さが増していった。

ここで言及されている詩句は上記の時代あるいはむし

ろそれに続くことになっていた時代の最初の時期のこと

であるに違いない。なぜなら、第２詩句の最後の注釈で

言及された時代に続く時代の予言だからである。明らか

に、すべての物質は上述のような発達の状態に達し、全

進化期の中間点に達し、人と動物の新しい時代が幕を開

けようとしていた。

現代の地質学では、個別の生命体に関する限り、無脊

椎動物の年代であるシルル紀、デボン紀、石炭紀の年代

よりも遡ることはできない。始生代、無生代、暁生代に

おける生物の個々の形態の存在を証明する化石は、発見

されていない。しかしオカルティストにとっては、これ

は最も重要な時代である。それは、炎と火の息子たち、

高次のモナドたちであるラーとピトリが第３の根本人種

に受肉し、両性である人間に個別の知性または魂を発達

させ、巨大な動物や爬虫類が形態を変化させて「車輪の

縁」つまり地殻から消え始めた時期だからである。爬虫

類時代と哺乳類時代の末期には、地質学的に言えば、知

性の萌芽を持ち先祖よりも固い肉体を持つ人類が「車輪

の縁」に住んでいた。この人種の人々、当時の「火と炎

の息子」は、現在の人類の祖先である。

炎と火は、いろいろな哲学の体系では別の名前で呼ば

れることが多いので、学徒はいくつかの分類に精通して

いない場合は、たいへん混乱するかもしれない。

神統記によるとこれらは、イザヤ書の中で言及されて

いる燃えるような炎のセラピム〈熾
し

天使〉と同一の霊つ

まり玉座に座る霊の、異なる階層（ヒエラルキー）である。

古代アーリア人によると、彼らはラー、デーヴァ、リシ、

スードラ、49 の火と、同一であるとされている。カバ

ラやその他の古代の著作からの引用は、『シークレット・

ドクトリン』に記載されている。炎と火は男性的である

のに対し、水は女性的である。象徴主義を学ぶ学徒は、

これが重要な特徴であることを心に留めておく必要があ

る。広く公認であり、多くの生命の学徒に固く信じられ

ていることは、次のことである。今のような人間が最初

に現れたのは、現在私たちが北極と呼んでいる地球の一

部の大陸であり、その地域で最近発見された動物の化石

は、熱帯と温帯の暑く温暖な四季の地帯で発見されたも

のと似ており、気候に関する問題に関しては、北極付近

ではまだ人間の遺体は発見されていないが、その信念に

何らかの根拠を与えているように思われる。そのように

発見された動物の骨は、地球上の広く離れた場所で最近

発見された動物の骨と形や構造が同じであることが判明

したので、地球の他の場所で広大な石炭の地層を形成し

ていた森林や植物の豊かな成長を作り出すのに役立った

ものと同様に、熱、水分、炭酸ガスの条件が現在の北極に、

かつては存在していたことを示す強力な証拠となるだろ

う。秘教の哲学は、上に述べた堆積物に人間の遺骨がな

いのは、第３根本人種の出現まで物質界には純粋な人間

の形態がなかったという事実に起因しており、発見され

た動物の化石は、アルカイック時代（the Archaic age

…最初期 [ 創始期 ]。北米のおよそ前 8000 年 - 前 1000 

年ころの時期についていう）に住んでいた前の人種のと

きのものであったと言う。その結果、北極の大陸や他の

場所に、あらゆる形態の動物や人間の生命が確立された

可能性があることが証明されたようである。秘教科学は、

地球の軸が周期的に移動し、その結果として、特定の期

間にさまざまな地域の気候条件が変化すると仮定してい

る。地質学の分野における現代の研究では、現在の北極

圏にかつて存在していた島々の陸地、真の楽園に関して、

秘密の教えの真理を示す多くの事実が出てきた。そこは

エデンの園であり、聖書の伝承に出てくるアダムとイブ

の生息地だったのかもしれない。もしそうだとすれば、

古代の哲学と神聖な歴史は、ある点では思ったほど矛盾

していない」。（『セオジェネシス』スタンザ３詩句３の

注釈１より）

絶対的に必要な点である。そのような援助と干渉は、自

然が誰の手も借りずに正しい仕事をすることができない

ために、過去に事実であったし、今も事実である。しかし、

私が言いたいのは、神や天使が干渉して助けるというこ

とではない。これを行うのは人間である。現代人のよう

な弱くて無知な人間ではなく、偉大な魂、高貴で神聖な、

計り知れない力、知識、智慧を持った人たちである。そ

れが、かたや宗教、かたや科学が、私たちの弱さ、生得

の悪、純粋に物質的な起源のようなわかりやすい説明を

しなかった場合は、ほとんどすべての人が自分は神の操

り人形であるか、希望のない残酷な運命であると考えて

いるか、または今と後の両方の観点から品位を下げ利己

的な目標を持ち続ける。これらの存在にはさまざまな名

前が付けられており、現在、私たちの階層から外されて

いる。彼らはディヤーニ、創造者、指導者、主神（the 

Great Spirits）など多くの称号で呼ばれている。神智学

的な文献では、彼らはディヤーニ（Dhyanis）と呼ばれ

ている。

彼らは、自分たちや大ロッジに知られている方法で、

（この惑星へと）持ち込まれた形態に働きかけ、そこに

足したり、取り除いたり、しばしば変化させたりするこ

とで、自然界の諸々の界や、徐々に形成されていく人間

の体全体を段々変化させていくのである。この過程は、

このように与えられた推進力が確実に次の時代を通して

自分自身を前進させるにつれて、主に、物質の段階に先

立つアストラル期間だけで行われる。進化の中間点に達

すると、種は現在の段階に出現し、人間の目にも私たち

の計器にも連続を示していない。現下の調査では、ある

種がどのような根源から来たのかは不明であるが、明白

に言われている通り、ある種を辿ってみたところ、その

根源を辿ることができた。一方では牛、もう一方では馬

を見てみると、両方ともひづめを持っているが、一方の

ひづめは割れていて、もう一方のひづめは一つの指だけ

である。これらは、それぞれの最古の祖先に到達したと

きに、私たちを中間点に連れ戻す。科学が進んで行けな

いこの場所で、大師たちの智慧が、この後ろが古代の進

化のアストラル領域であることを示すのに有効になる。

そこではディヤーニたちが変更と追加によって進化を開

始した根本の型があり、それからこの総体的な階層上で

さまざまな科、種、および属に分化がもたらされた。

地球と人間、そして自然界のすべての界がアストラル

の段階で、約３億年という広大な時間を過ごした。当時

は、今のような粗い物質（gross matter）は存在してい

なかった。自然が、その実質は非常に細かいけれど物質

であるアストラルの階層上の型を完成させる作業をゆっ

くりと進めていたこの時は、初期のラウンドであった。

その一連の時代の終わりに、硬化のプロセスが始まり、

人間の型が最初に固まって、その後、前のラウンドのア

ストラル原型のいくつかが固化に関わったが、それらす

べてのものがアストラルであった以前の時代に属してい

た。これらの化石が発見されたとき、それは人間の粗い

肉体と共存していた生物の化石であるはずだと主張され

た。

その主張は科学の他の理論の下では十分に適切である

が、アストラル期間の存在が認められる場合には、それ

は仮定に過ぎない。詳細をさらに詳しく説明することは、

この著作の範囲を超えているだろう。しかし、蜂も麦も、

この地球連鎖の中では元々の分化はあり得ず、どこか別

の場所で生産され、完成したに違いない、と言ってもよ

いだろう。なぜそうなるのかは、今のところ推測に委ね

たいと思う。

全体の理論に対して、科学はアストラル期の根本的な

型と現在の化石や生物種との間のミッシングリンクを見

つけることができなかったと言うことができるかもしれ

ない。1893 年にフィルヒョー教授はモスクワで講演し、

ミッシングリンクはこれまでと同じくらい遠く、これま

でと同じくらい夢のようであり、人間が動物から来てい

ることを示す本当の証拠は手元にないと述べた。これは

全くその通りで、現在の方法では、どちらの種のミッシ

ングリンクも科学によって発見されることはない。それ

らのすべてがアストラル階層に存在するため、肉体の目

には見えない。

それらは内的なアストラル感覚によってのみ見ること

ができ、それは最初に彼らの仕事を適切に行うために訓

練されなければならず、科学はアストラル感覚と内的な

感覚の存在を認めるまで、それらを開発しようとするこ

とはないだろう。したがって、常に科学は、分化の長い

過程でアストラル階層上に残されたアストラルリンクを

発見するための手段がない。上記で言われている化石は、

いわば時代遅れで固まっており、ミッシングリンクを見

つけられないことの例外を作り上げるが、科学は必要な

事実のどれも認めていないので行き詰まりである。

このような分化、融合、分離の目的は、別の大師が次

のように言っている。

「自然は、物質が無機物ではなく有機物のもとに不滅

であることを意識的に望んでおり、その実現に向けて

ゆっくりと、しかし絶え間なく努力している──不活発

な物質から意識的な生命へと」。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

訳注 アトランティス人の巨大な形態について、第３の

シークレット・ドクトリンと称される『セオジェネシス』

にも次のように書かれてある。

【スタンザ２詩句３「…彼らは火を盗んだ。あの目を

照らし、かつては柔らかかった彼らの手足を拘束し縛る

ため、それを輝く塊に形作った火を。報復は素早く襲い

かかり、彼らは穴へ投げ込まれるだろう」】

「半身半人 (demi-Gods) の３つの大分類あるいは王朝

がある。第１の分類は、前述したエレメンタルの力から

なり、巨大で希薄な虹色に輝く姿で、一瞬にして姿と特

徴が変わるようだ。彼らは天空 ( エーテル ) に住んでい

る宇宙的な存在である。

タイタン ( 巨人 ) たちはこの大分類の中の細別した一

つである。タイタンたちは姿と特徴と大きさは似ている

が、第１の分類の虹色はないし、姿も変化しない。彼ら

の形態は最初は火の性質のもので、２番目は水である。

時々、後者は熱が全くないとは言え、茫洋たる水の流れ、

またはむしろ水よりも蒸気に似た流れを放出しているよ

うに見える。これらの両方の王朝は、細かいことよりも

全体として物質に、より活動を捧げるようである。２番

目の大分類は、しばしば伝説と神話に「カビラ」

(Kabira) と総称される。『シークレット・ドクトリン』

に述べられるように、「彼らは両性であり、地のもの、

天のもの、宇宙のものである」。彼らには芸術と科学の

発明と、トウモロコシおよび小麦の生産が割り当てられ

ている。ヘルメス、オルフェウス、カドモス、アエスク
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6. 大会の意図（1985 年 6月）

　国際大会の最後（1984 年 12 月 31 日）に次のように

話しました。

　私は今朝、この大会を正式に閉会しますが、精神的に

は一時中断するだけです。それは、私たちだけでなく、

私たちが再び出会うまで、接するすべての人に有益とな

る贈り物を、常に持ち歩くべきであるということを意味

しています。讃美歌の一節に「神は再び会うまであなた

とともに」というのがあります。「神」とは、この上な

く善良で、清く、情け深いものです。私たちが再び出会

うまで、それが本当に私たちとともにありますように。

もしそうであれば、私たちはこの大会に参加したことで

多大な利益を得たことになり、どこにいようとも、本会

のための仕事を高貴な活動にすることができるはずで

す。

　人生は多様で、変化に富んでいます。一本の木が一粒

の種から成長し、多くの枝と無数の葉に成長します。し

かし、根から樹冠までが一本の木なのです。枝分かれし

ても、離れ離れに分かれることはなく、どの部分にも同

じ樹液が流れています。

　それでも、生命の樹液がすべての生き物を貫き、栄養

を与え、全体を一つにまとめています。このことに気づ

いた人は、特定の人にだけではない尊敬と共感の精神に

包まれます。その尊敬の念は、人間にも、あらゆる生命

体にも、自分を取り囲む大地や空気にも向けられます。

その時、その人は普遍的な言葉を話し、たとえ彼らの言

語で話せなくても、すべての人々とコミュニケーション

をとることができるのです。ハートとハート、マインド

とマインド、存在と存在との間には、そのハートとマイ

ンドに尊敬の念があるとき、交感があるのです。これが

神智学の本質です。

　よく知られている念仏に、ダンマ、サラナンガッチャー

ミという言葉があります。ダルマやダンマという言葉は、

特に、目に見えないところで存在するものすべてを結び

つけている「善法」を指しています。より深いレベルでは、

すべてが結びついていますが、外側のレベルでは、分離

しているように見えます。一見分離しているように見え

るものが、「一つ」に根ざしていることがわかると、「法則」

が理解できるのです。その法則に気づき、それに帰依す

る人は、共感と尊敬の念で溢れずにはいられません。

　学びにはいろいろな形があります。あるものは、頭脳

だけに関係するもので、人を冷たく不毛にします。しか

し、宇宙の真理を学ぶ者は輝きに満ち、その人生は与え

るものであって、奪い、所有するものではないのです。

　与える者は最もよく受け、少ししか求めない者は最も

よく得るのです。これは世俗的な意味でもそうです。あ

る人は、他の人が自分に対して特定の方法で行動するこ

とを要求することによって、尊敬を得ようとします。し

かし本当の尊敬を得る人は、要求する人ではなく、自分

自身が幸せで良い人であり、外からお願いする必要のな

い人なのです。私たちの前会長である N・スリ・ラムが

誰からも愛されたのは、彼が自分を高く評価していたか

らではなく、謙虚さと自尊心を捨て去る智慧の精神を体

現していたからなのです。尊敬は、彼が求めなかったか

らこそ、もたらされたのです。どんな人でも、しつこく

したり、攻撃的になったり、要求したりせず、愛と同情

心と配慮をもって他人を思いやることを学べば、多くの

ものを受け取ることができるのです。

　部屋やバスルームを共有しなければならない、騒音が

ある、慣れない料理を出されるなど、大会には物理的に
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不便なことが多いのですが、それがどうしたというので

しょう。そんなことはどうでもいいのです。少なくとも

しばらくの間、その不便さを忘れて、平穏に、他人や仕

事を受け入れ、思いやることができないでしょうか。こ

れは貴重な訓練です。人生には、「エクセレンスを中断し」

て、快適さ、自己の過大視、自己意見の過大評価への欲

求を放棄し、新しい心の質を体験することを学ぶための

機会がたくさんあるのです。

　神智学的であるということは、すべてのものが他のす

べてのものと密接に、本質的に関係しているという偉大

な法則に従って行動することです。このことを学ばずに、

どうして神智学を教えることができるでしょうか。私た

ちは学ぶために大会に参加しているのであって、その学

びを終わらせてはなりません。大会の精神は受け継がれ、

そのインスピレーションは残り、私たち全員に異なる方

法で生きることを教え、新しい世界を創造する手助けを

するのです。

7. アディヤールの神智学協会本部
 （1982 年 12 月）

　アディヤールにある神智学協会の本部は、これまで、

そして今もたくさんの人々にとって多くのものでありま

す。平和の場所であり、自分の心の中にある「聖域」へ

の巡礼を行う人々の宿となる神聖な中心地であり、心が

作り出す障壁を越えた友情の生きた象徴であり、自然が

敏感な人々に秘密を明かしてくれる庭園であり庵なので

す。哲学や宗教の伝承を学ぶ人々の集会場であり、成長

過程にある子供たちの楽園、その他多くのものです。オ

ルコット大佐はアディヤールについて、「どんな大きな

協会も、我々より優れた本部を求めることはできないだ

ろう……。HPB と私が初めてこの建物を見たとき、彼女

は感激に満ち、それへの愛情は最後まで続いた」と書い

ています。

　何世代にもわたって会員が注いできた愛情と、その範

囲内で行われてきた仕事は、何千人もの訪問者や通りす

がりの人たちでさえも感じる、質の高い美しさと高揚感

を持つようになったのです。約 100 年前、H・S・オルコッ

トは、アディヤールが「協会の創立者とその仲間たちの

崇高な志の強い核」になったと記しています。今日、そ

の志の核は、100 年にわたり世界中の会員が与えてくれ

たものによって、より強く、より大きく、放射状に広がっ

ているのです。

　アディヤールは主に仕事の場です。その静謐な雰囲気

は、オルコット大佐の言葉を借りれば「西洋の都市の喧

騒の中でいつも神経をすり減らしてきた者には、狂おし

いほどである」。しかし、この静かな外観の下で、仕事は、

水面が静止して見える川の強い流れのように流れている

のです。

　物質主義的な条件付けをされた心にとって、仕事とは、

外界の喧騒、イベントの企画、宣伝のしかけ、人々の動

きと同義語です。神智学の観点からは、仕事とは、心を

曖昧さから解放し、道徳的な認識と精神的な洞察の状態

に（心を）引き上げることを意味します。海辺や川辺、

図書館や勉強会などでの静かな内省と思索の時間は、注

目を集めやすいが人間の心の状態に変化をもたらさない

華やかな活動形態よりも、多くのことを達成できるかも

しれません。

　アディヤールの役割は、人間の精神的再生をもたらす

という神智学協会の基本的な目的と当然ながら密接に結

びついています。人間関係や人間社会の巨大な問題は、

一般に無視されたり隠されたりしている矛盾に満ちた戦

場である人間の心にその起源があります。神智学協会は、

人間社会に根本的な変化をもたらし、争いと疑惑の代わ

りに、調和と理解の関係を確立することを目的としてい

ます。これは、人々が自分自身の心に何が起こっている

のか、そして心の状態が外側の出来事や緊張にどのよう

に反映されているかを正直に見始める場合にのみ可能な

ことです。

　したがって神智学協会の活動は、自己認識と存在の法

則の知識につながる生き方を含んでいるのです。人間は、

目に見える世界と目に見えない世界のすべてのものに浸

透し、規制している不変で不易な法則に従って行動し、

考え、感じ、「ある」ようになったときに初めて、その

精神は隠れた深みから霊的エネルギーを流れ込ませるこ

　オルコット大佐は『古い日記』の中で、恒久的な本部

をいろいろな場所で探したことを語っています。美しい

環境の中にある大きなバンガローなど、多くの物件が彼

と HPB に紹介されましたが、おそらくどの物件も霊的

な雰囲気が合わなかったのでしょう。ようやくマドラス

に来たとき、誰かがハドルストン・ガーデン（当時はこ

う呼ばれていました）のことを話しました。そして、「一

目見ただけで、将来の住処が見つかったと思った」と言っ

ています。

　残念ながら、インド国外には、そしておそらくインド

国内にも、「本部をどこかへ移す」ということを軽々し

く口にする人が一定数います。ストライキがあったとか，

３、４年前に財政難になったからというのは，移転を考

える十分な理由にはならないのです。アニー・ベサント

が会長をしていた 1931 年に１番早く労働問題が起こり

ましたが、そのときにアディヤールを捨てようと思った

ことは１度もありません。アディヤールには、浮き沈み

があります。HPB がまだここにいたころは、クーロン事

件など多くの嵐が吹き荒れ、HPB と協会に対する悪評が

あちこちで聞かれたものでした。地球上に、困難のない

場所などありません。実際、ある場所が霊的な影響の焦

点になると、必ず対抗勢力が現れるものです。障害があ

るからといって、仕事を放棄する理由にはならないし、

仕事をする場所のせいでもないのです。だから、「アディ

ヤールに問題がある」と言うのは、ごく表面的な見方で

しかないのです。問題のない国などありますか？ だから、

それは本部の終わりなのです。

　何よりもまず、本部を別の場所に移すことは現実的で

はないと思います。しかし、それは些細な理由です。本

当の理由は、オルコット大佐の言葉の中にあります。彼

は偉大な旅行者でした。アメリカでもヨーロッパでも日

本でも、美しい場所を訪れましたが、このアディヤール

のような場所は一つもないと言っていました。おそらく

今でもそうなのでしょう。精神的な影響力において、ア

ディヤールに匹敵するようなアーシュラマはないと私は

思います。アディヤールは、多くの献身的な労働者の生

活と労働によって神聖化された場所です。神智学協会の

歴史を読むと、初期の頃はほとんどインドに限定され、

アディヤールを中心に活動していたのですが、ここで起

こった出来事に深い感動を覚えずにはいられません。ア

ディヤールは今でも当時と同じ精神的な中心地であり、

同じ原理と理念を掲げています。アディヤールは、単に

神智学協会の本部というだけではありません。ベサント

博士の部屋の外に板があり、そこには「マスターたちの

家であるアディヤールのために働こう」と書かれていま

す。マスターたちの家というのは、何か物質的なものと

いう意味ではありません。アディヤールはマスターたち

の影響力の拠点であり、そこからマスターたちの輝きが

広がっていく場所でなければならない、という意味です。

　アディヤールは、人々がさまざまな目的のために協力

したりしなかったりするような、普通のコミュニティで

はありません。アディヤールのような場所に住む人たち

は、もし本当にアディヤールを作り、あるべき姿に維持

しようとするならば、自分たちのために利益を得るので

はなく、アディヤールの内なる精神的な豊かさに貢献す

る、与えるという精神を持たなければならないのです。

すべての人が、自分自身の何かを与えるためにそこにい

なければならないのです。

　美しさは、すべてのアーシュラマが備えるべき資質の

ひとつであり、建物の美しさも自然の美しさも、同じで

す。私たちは単に通過可能なものに満足してはなりませ

ん。すべてが最高のものでなければなりません。豪華な

ものでなく、最高のもの、最も美しいものでなければな

りません。もし、ここが本当にマスターたちの家である

ならば、常にこのようであるべきではないでしょうか。

　『マハトマ・レターズ』には、「高次の影響は、平静な

心を通じてのみもたらされる」という趣旨の記述があり

ます。もし、アディヤールが霊的な影響の経路（チャン

ネル）になるのであれば、そこに住む人々は平穏な生活

を送ることによって、桃源郷のような状態をもたらさな

ければならないのです。

　アーシュラマとは、学びの場のことです。昔のインド

では、弟子たちは聖なる人物の周りに集まっていました。

私たちはそのようなことをする必要はありません。むし

ろ、精神的な導き、方法、教えを中心に集まります。こ

れは、人格を中心に集まるよりも良いことかもしれませ

ん。

　自分自身の中に正しい状態があれば、このようなアー

シュラマにいることは本当に有益なことであり、逆に自

分自身の力を加えることができるのです。アーシュラマ

で経験する平和は、平穏でも退屈でもありません。平和

は、知性の熱心さと矛盾するものではありません。ラー

シュラマは、先ほど申し上げたように、学習の場でもあ

ります。学習には、受容性、注意深い知性、真理を見つ

けようとする熱意が必要です。ですから、アディヤール

が真の意味での霊性の中心であり続けることを考えるな

らば、私たちは人生のより深い意味を発見しようとする

探究心、真理への関心をアディヤールにもたらさなけれ

ばなりません。私は、私たちの研究センターが熱心な学

徒や探求者のために、特別な学習の中心地に成長するこ

とを望んでいます。しかし、このような熱心な精神は、

教室の中だけのものではありません。各自が勉強や瞑想

に必要な余暇を持ち、木陰や海辺に静かに座って内面に

意識を向けるだけでなく、各自が与えられた仕事で自分

の力を発揮しなければならないのです。

　インドも他の国々と同様、「近代的な知識」に侵され

ています。近代的な知識は、病気の撲滅や生活のしやす

さなど、すばらしい成果をあげています。しかし、この

知識は外向きのものです。心は常に疑問を外在化させる

からです。アディヤールが再生（regeneration）の中心

地となるためには、ここで働く私たち全員が、自分の内

面から行動する能力を開花させなければなりません。つ

まり、内面に深く入り込むことを学ばなければならない

のです。それはアーシュラマの生活の一部です。知性に

よる探究と、内なる悟りのための探求は、バランスがと

れていなければなりません。悟りという言葉はあまりに

も多く使われすぎて、多くの人にとって意味を失ってい

ます。悟りとは、現実化するという意味です。何かにつ

いて話したり、推測したりすることができても、それが

私たちにとって現実であることを意味するわけではあり

ません。私たちは、愛情、協力、兄弟愛（同胞愛）につ

いて話すことができますが、私たちが実際に愛情、兄弟

愛、協力を始めるまでは、それは私たちにとって現実の

ものではありません。ある性質が実現するということは、

それが私たち自身の性質の一部となったということであ

り、そのような実現から行動すること、つまり、ある程

度まで実現して行動することが、アーシュラマで生きる

ことの一部なのです。

　100 周年を祝うのはとても簡単なことです。個人的に

は、アディヤールの 100 周年に関連して「祝う」という

言 葉 は 好 き で は あ り ま せ ん。し か し、再 献 身

（rededication）の年、私たちの精神生活を強化する年、

私たち自身のインスピレーションを新たにする年であれ

ば、何らかの意味があるはずです。ここにはすでに多く

のものがあります。それを活かして、さらに前進してい

きましょう。

　これらのことに言及したのは、アディヤールとは何か、

何のためにあるのかを明確にする必要があると思うから

です。私たちは、これらのことに対する責任感を十分に

自覚しています。ここに住んでいる数少ない私たちは、

ここを真の霊的中心地として維持する義務をますます意

識するようになっています。

　

とができるようになるのです。個人の再生も、調和と自

由と創造性が花開くような人間社会の再編成も、正しい

生き方を発見することにかかっています。

　古代のアーシュラマは、一般に聖なる賢者によって導

かれていました。彼らの存在と影響力は、単に教えを伝

えるだけでなく、異なる生き方が可能であることを確信

させてくれました。アディヤールの役割は、そのような

生き方を育むことです。

　世俗の流れは概してどこでも強いので、ほとんどの人

の心の中には疑念が潜んでいます。一方では、人々は平

和で幸福な世界を作るためには態度、考え方、人間関係

を変えることが必要であるということを受け入れます

が、他方では利己主義は安全のために必要であり、野心

と世俗の規範やパターンを採用しなければ、前に進むた

めの闘いに沈んでしまうという気持ちがあるのです。ほ

とんどの人は、活動や日常生活に拍車をかけるエネル

ギーは、野心以外には考えられません。思考が発する長

年の条件付け（サムスカーラ）は、野心、つまり攻撃的

でないものを、生きること、進歩することと同一視して

います。利己主義（野心は本質的に利己的であるため）は、

全体的にまともで親切な、平均的な人間や、霊的な生活

を送ろうとする人たちの背景にある哲学です。『道の光』

は、野心のような特質は「微妙な変化を経て、弟子の心

の中に姿を変えて再び現れる」ことがあると指摘してい

ます。利己主義や野心という背景は、それなくして自分

の未来があるのかという疑念と、それがなくなるととも

にすべてのエネルギーが衰退してしまうという恐怖があ

る限り、根絶されることはないのです。

　アディヤールは、真のアーシュラマであることを証明

しました。なぜなら、アディヤールには常に、疑念と恐

怖を払拭する存在、手本、指導が存在したからです。そ

の雰囲気は、平和と自由の実現に近づくための個人の内

なる動きを安定させます。永遠の雰囲気には、その静寂

の中に何かがあるのです。ここでは、利己的な衝動や個

人的な野心を一掃する思考のレベルで生きることの意味

を、他の多くの場所よりも容易に理解することができる

のです。

　アディヤールが神智学協会の世界本部として機能して

いることは、精神生活の中心としての役割と切り離せず

一体です。誠意と深みのない人が話す言葉や講演が平板

で感動を与えないように、協会本部から発信される推進

力とインスピレーションも、その中心が内なるエネル

ギーで満たされていなければ、薄れてしまうでしょう。

アディヤールは、単なる管理施設ではなく、協会の磁力

と生命力の中心であり、世界中の組織を常に浄化し、補

充することを意味しているのです。

　アディヤールの仕事は、そこに短期間あるいは長期間

に渡って住むという大きな特権を持つ一部の人たちだけ

でなく、アディヤールを心に刻み、その役割を自覚する

すべての会員によって成し遂げられるものなのです。

100 年もの間、物質的には見たことがなくても、内的に

知っていて、その一部となっている膨大な数の会員に

よって、大切にされ、支えられてきたのです。このことは、

遠く離れた場所に住む、会ったことも見たこともない男

女が、共通の利益と共通の大義によって心と心を一つに

する時代を予感させるからです。このような内なる結束

は、人間関係におけるあらゆる障害を克服し、テニソン

が歌った世界の連盟のための強力な基盤となるでしょ

う。

　制限された、あるいは宗派的な目的を持った仲間に入

ることは比較的容易です。国家的、人種的、宗教的、共

同体的利益への愛着は、分裂的であるため、同様に有害

な大義への情熱によって上書き（無効に）されることが

あります。神智学協会の魅力とその精神的な中心（霊的

なハート）は、エゴイズムを消し去り、人々を統一する、

分断のない普遍性という断ち切れない建設的な結びつき

にあります

8. アディヤールの 100 周年記念
（1982 年 2月）

　1982 年の年頭に当たり、この地に本部を構えて 100

周年ということで、世界中の会員がアディヤールに思い

を馳せていることでしょう。年末の大会は、海外からの

参加者も多く、盛大なものになりそうです。



6. 大会の意図（1985 年 6月）

　国際大会の最後（1984 年 12 月 31 日）に次のように

話しました。

　私は今朝、この大会を正式に閉会しますが、精神的に

は一時中断するだけです。それは、私たちだけでなく、

私たちが再び出会うまで、接するすべての人に有益とな

る贈り物を、常に持ち歩くべきであるということを意味

しています。讃美歌の一節に「神は再び会うまであなた

とともに」というのがあります。「神」とは、この上な

く善良で、清く、情け深いものです。私たちが再び出会

うまで、それが本当に私たちとともにありますように。

もしそうであれば、私たちはこの大会に参加したことで

多大な利益を得たことになり、どこにいようとも、本会

のための仕事を高貴な活動にすることができるはずで

す。

　人生は多様で、変化に富んでいます。一本の木が一粒

の種から成長し、多くの枝と無数の葉に成長します。し

かし、根から樹冠までが一本の木なのです。枝分かれし

ても、離れ離れに分かれることはなく、どの部分にも同

じ樹液が流れています。

　それでも、生命の樹液がすべての生き物を貫き、栄養

を与え、全体を一つにまとめています。このことに気づ

いた人は、特定の人にだけではない尊敬と共感の精神に

包まれます。その尊敬の念は、人間にも、あらゆる生命

体にも、自分を取り囲む大地や空気にも向けられます。

その時、その人は普遍的な言葉を話し、たとえ彼らの言

語で話せなくても、すべての人々とコミュニケーション

をとることができるのです。ハートとハート、マインド

とマインド、存在と存在との間には、そのハートとマイ

ンドに尊敬の念があるとき、交感があるのです。これが

神智学の本質です。

　よく知られている念仏に、ダンマ、サラナンガッチャー

ミという言葉があります。ダルマやダンマという言葉は、

特に、目に見えないところで存在するものすべてを結び

つけている「善法」を指しています。より深いレベルでは、

すべてが結びついていますが、外側のレベルでは、分離

しているように見えます。一見分離しているように見え

るものが、「一つ」に根ざしていることがわかると、「法則」

が理解できるのです。その法則に気づき、それに帰依す

る人は、共感と尊敬の念で溢れずにはいられません。

　学びにはいろいろな形があります。あるものは、頭脳

だけに関係するもので、人を冷たく不毛にします。しか

し、宇宙の真理を学ぶ者は輝きに満ち、その人生は与え

るものであって、奪い、所有するものではないのです。

　与える者は最もよく受け、少ししか求めない者は最も

よく得るのです。これは世俗的な意味でもそうです。あ

る人は、他の人が自分に対して特定の方法で行動するこ

とを要求することによって、尊敬を得ようとします。し

かし本当の尊敬を得る人は、要求する人ではなく、自分

自身が幸せで良い人であり、外からお願いする必要のな

い人なのです。私たちの前会長である N・スリ・ラムが

誰からも愛されたのは、彼が自分を高く評価していたか

らではなく、謙虚さと自尊心を捨て去る智慧の精神を体

現していたからなのです。尊敬は、彼が求めなかったか

らこそ、もたらされたのです。どんな人でも、しつこく

したり、攻撃的になったり、要求したりせず、愛と同情

心と配慮をもって他人を思いやることを学べば、多くの

ものを受け取ることができるのです。

　部屋やバスルームを共有しなければならない、騒音が

ある、慣れない料理を出されるなど、大会には物理的に
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不便なことが多いのですが、それがどうしたというので

しょう。そんなことはどうでもいいのです。少なくとも

しばらくの間、その不便さを忘れて、平穏に、他人や仕

事を受け入れ、思いやることができないでしょうか。こ

れは貴重な訓練です。人生には、「エクセレンスを中断し」

て、快適さ、自己の過大視、自己意見の過大評価への欲

求を放棄し、新しい心の質を体験することを学ぶための

機会がたくさんあるのです。

　神智学的であるということは、すべてのものが他のす

べてのものと密接に、本質的に関係しているという偉大

な法則に従って行動することです。このことを学ばずに、

どうして神智学を教えることができるでしょうか。私た

ちは学ぶために大会に参加しているのであって、その学

びを終わらせてはなりません。大会の精神は受け継がれ、

そのインスピレーションは残り、私たち全員に異なる方

法で生きることを教え、新しい世界を創造する手助けを

するのです。

7. アディヤールの神智学協会本部
 （1982 年 12 月）

　アディヤールにある神智学協会の本部は、これまで、

そして今もたくさんの人々にとって多くのものでありま

す。平和の場所であり、自分の心の中にある「聖域」へ

の巡礼を行う人々の宿となる神聖な中心地であり、心が

作り出す障壁を越えた友情の生きた象徴であり、自然が

敏感な人々に秘密を明かしてくれる庭園であり庵なので

す。哲学や宗教の伝承を学ぶ人々の集会場であり、成長

過程にある子供たちの楽園、その他多くのものです。オ

ルコット大佐はアディヤールについて、「どんな大きな

協会も、我々より優れた本部を求めることはできないだ

ろう……。HPB と私が初めてこの建物を見たとき、彼女

は感激に満ち、それへの愛情は最後まで続いた」と書い

ています。

　何世代にもわたって会員が注いできた愛情と、その範

囲内で行われてきた仕事は、何千人もの訪問者や通りす

がりの人たちでさえも感じる、質の高い美しさと高揚感

を持つようになったのです。約 100 年前、H・S・オルコッ

トは、アディヤールが「協会の創立者とその仲間たちの

崇高な志の強い核」になったと記しています。今日、そ

の志の核は、100 年にわたり世界中の会員が与えてくれ

たものによって、より強く、より大きく、放射状に広がっ

ているのです。

　アディヤールは主に仕事の場です。その静謐な雰囲気

は、オルコット大佐の言葉を借りれば「西洋の都市の喧

騒の中でいつも神経をすり減らしてきた者には、狂おし

いほどである」。しかし、この静かな外観の下で、仕事は、

水面が静止して見える川の強い流れのように流れている

のです。

　物質主義的な条件付けをされた心にとって、仕事とは、

外界の喧騒、イベントの企画、宣伝のしかけ、人々の動

きと同義語です。神智学の観点からは、仕事とは、心を

曖昧さから解放し、道徳的な認識と精神的な洞察の状態

に（心を）引き上げることを意味します。海辺や川辺、

図書館や勉強会などでの静かな内省と思索の時間は、注

目を集めやすいが人間の心の状態に変化をもたらさない

華やかな活動形態よりも、多くのことを達成できるかも

しれません。

　アディヤールの役割は、人間の精神的再生をもたらす

という神智学協会の基本的な目的と当然ながら密接に結

びついています。人間関係や人間社会の巨大な問題は、

一般に無視されたり隠されたりしている矛盾に満ちた戦

場である人間の心にその起源があります。神智学協会は、

人間社会に根本的な変化をもたらし、争いと疑惑の代わ

りに、調和と理解の関係を確立することを目的としてい

ます。これは、人々が自分自身の心に何が起こっている

のか、そして心の状態が外側の出来事や緊張にどのよう

に反映されているかを正直に見始める場合にのみ可能な

ことです。

　したがって神智学協会の活動は、自己認識と存在の法

則の知識につながる生き方を含んでいるのです。人間は、

目に見える世界と目に見えない世界のすべてのものに浸

透し、規制している不変で不易な法則に従って行動し、

考え、感じ、「ある」ようになったときに初めて、その

精神は隠れた深みから霊的エネルギーを流れ込ませるこ

　オルコット大佐は『古い日記』の中で、恒久的な本部

をいろいろな場所で探したことを語っています。美しい

環境の中にある大きなバンガローなど、多くの物件が彼

と HPB に紹介されましたが、おそらくどの物件も霊的

な雰囲気が合わなかったのでしょう。ようやくマドラス

に来たとき、誰かがハドルストン・ガーデン（当時はこ

う呼ばれていました）のことを話しました。そして、「一

目見ただけで、将来の住処が見つかったと思った」と言っ

ています。

　残念ながら、インド国外には、そしておそらくインド

国内にも、「本部をどこかへ移す」ということを軽々し

く口にする人が一定数います。ストライキがあったとか，

３、４年前に財政難になったからというのは，移転を考

える十分な理由にはならないのです。アニー・ベサント

が会長をしていた 1931 年に１番早く労働問題が起こり

ましたが、そのときにアディヤールを捨てようと思った

ことは１度もありません。アディヤールには、浮き沈み

があります。HPB がまだここにいたころは、クーロン事

件など多くの嵐が吹き荒れ、HPB と協会に対する悪評が

あちこちで聞かれたものでした。地球上に、困難のない

場所などありません。実際、ある場所が霊的な影響の焦

点になると、必ず対抗勢力が現れるものです。障害があ

るからといって、仕事を放棄する理由にはならないし、

仕事をする場所のせいでもないのです。だから、「アディ

ヤールに問題がある」と言うのは、ごく表面的な見方で

しかないのです。問題のない国などありますか？ だから、

それは本部の終わりなのです。

　何よりもまず、本部を別の場所に移すことは現実的で

はないと思います。しかし、それは些細な理由です。本

当の理由は、オルコット大佐の言葉の中にあります。彼

は偉大な旅行者でした。アメリカでもヨーロッパでも日

本でも、美しい場所を訪れましたが、このアディヤール

のような場所は一つもないと言っていました。おそらく

今でもそうなのでしょう。精神的な影響力において、ア

ディヤールに匹敵するようなアーシュラマはないと私は

思います。アディヤールは、多くの献身的な労働者の生

活と労働によって神聖化された場所です。神智学協会の

歴史を読むと、初期の頃はほとんどインドに限定され、

アディヤールを中心に活動していたのですが、ここで起

こった出来事に深い感動を覚えずにはいられません。ア

ディヤールは今でも当時と同じ精神的な中心地であり、

同じ原理と理念を掲げています。アディヤールは、単に

神智学協会の本部というだけではありません。ベサント

博士の部屋の外に板があり、そこには「マスターたちの

家であるアディヤールのために働こう」と書かれていま

す。マスターたちの家というのは、何か物質的なものと

いう意味ではありません。アディヤールはマスターたち

の影響力の拠点であり、そこからマスターたちの輝きが

広がっていく場所でなければならない、という意味です。

　アディヤールは、人々がさまざまな目的のために協力

したりしなかったりするような、普通のコミュニティで

はありません。アディヤールのような場所に住む人たち

は、もし本当にアディヤールを作り、あるべき姿に維持

しようとするならば、自分たちのために利益を得るので

はなく、アディヤールの内なる精神的な豊かさに貢献す

る、与えるという精神を持たなければならないのです。

すべての人が、自分自身の何かを与えるためにそこにい

なければならないのです。

　美しさは、すべてのアーシュラマが備えるべき資質の

ひとつであり、建物の美しさも自然の美しさも、同じで

す。私たちは単に通過可能なものに満足してはなりませ

ん。すべてが最高のものでなければなりません。豪華な

ものでなく、最高のもの、最も美しいものでなければな

りません。もし、ここが本当にマスターたちの家である

ならば、常にこのようであるべきではないでしょうか。

　『マハトマ・レターズ』には、「高次の影響は、平静な

心を通じてのみもたらされる」という趣旨の記述があり

ます。もし、アディヤールが霊的な影響の経路（チャン

ネル）になるのであれば、そこに住む人々は平穏な生活

を送ることによって、桃源郷のような状態をもたらさな

ければならないのです。

　アーシュラマとは、学びの場のことです。昔のインド

では、弟子たちは聖なる人物の周りに集まっていました。

私たちはそのようなことをする必要はありません。むし

ろ、精神的な導き、方法、教えを中心に集まります。こ

れは、人格を中心に集まるよりも良いことかもしれませ

ん。

　自分自身の中に正しい状態があれば、このようなアー

シュラマにいることは本当に有益なことであり、逆に自

分自身の力を加えることができるのです。アーシュラマ

で経験する平和は、平穏でも退屈でもありません。平和

は、知性の熱心さと矛盾するものではありません。ラー

シュラマは、先ほど申し上げたように、学習の場でもあ

ります。学習には、受容性、注意深い知性、真理を見つ

けようとする熱意が必要です。ですから、アディヤール

が真の意味での霊性の中心であり続けることを考えるな

らば、私たちは人生のより深い意味を発見しようとする

探究心、真理への関心をアディヤールにもたらさなけれ

ばなりません。私は、私たちの研究センターが熱心な学

徒や探求者のために、特別な学習の中心地に成長するこ

とを望んでいます。しかし、このような熱心な精神は、

教室の中だけのものではありません。各自が勉強や瞑想

に必要な余暇を持ち、木陰や海辺に静かに座って内面に

意識を向けるだけでなく、各自が与えられた仕事で自分

の力を発揮しなければならないのです。

　インドも他の国々と同様、「近代的な知識」に侵され

ています。近代的な知識は、病気の撲滅や生活のしやす

さなど、すばらしい成果をあげています。しかし、この

知識は外向きのものです。心は常に疑問を外在化させる

からです。アディヤールが再生（regeneration）の中心

地となるためには、ここで働く私たち全員が、自分の内

面から行動する能力を開花させなければなりません。つ

まり、内面に深く入り込むことを学ばなければならない

のです。それはアーシュラマの生活の一部です。知性に

よる探究と、内なる悟りのための探求は、バランスがと

れていなければなりません。悟りという言葉はあまりに

も多く使われすぎて、多くの人にとって意味を失ってい

ます。悟りとは、現実化するという意味です。何かにつ

いて話したり、推測したりすることができても、それが

私たちにとって現実であることを意味するわけではあり

ません。私たちは、愛情、協力、兄弟愛（同胞愛）につ

いて話すことができますが、私たちが実際に愛情、兄弟

愛、協力を始めるまでは、それは私たちにとって現実の

ものではありません。ある性質が実現するということは、

それが私たち自身の性質の一部となったということであ

り、そのような実現から行動すること、つまり、ある程

度まで実現して行動することが、アーシュラマで生きる

ことの一部なのです。

　100 周年を祝うのはとても簡単なことです。個人的に

は、アディヤールの 100 周年に関連して「祝う」という

言 葉 は 好 き で は あ り ま せ ん。し か し、再 献 身

（rededication）の年、私たちの精神生活を強化する年、

私たち自身のインスピレーションを新たにする年であれ

ば、何らかの意味があるはずです。ここにはすでに多く

のものがあります。それを活かして、さらに前進してい

きましょう。

　これらのことに言及したのは、アディヤールとは何か、

何のためにあるのかを明確にする必要があると思うから

です。私たちは、これらのことに対する責任感を十分に

自覚しています。ここに住んでいる数少ない私たちは、

ここを真の霊的中心地として維持する義務をますます意

識するようになっています。

　

とができるようになるのです。個人の再生も、調和と自

由と創造性が花開くような人間社会の再編成も、正しい

生き方を発見することにかかっています。

　古代のアーシュラマは、一般に聖なる賢者によって導

かれていました。彼らの存在と影響力は、単に教えを伝

えるだけでなく、異なる生き方が可能であることを確信

させてくれました。アディヤールの役割は、そのような

生き方を育むことです。

　世俗の流れは概してどこでも強いので、ほとんどの人

の心の中には疑念が潜んでいます。一方では、人々は平

和で幸福な世界を作るためには態度、考え方、人間関係

を変えることが必要であるということを受け入れます

が、他方では利己主義は安全のために必要であり、野心

と世俗の規範やパターンを採用しなければ、前に進むた

めの闘いに沈んでしまうという気持ちがあるのです。ほ

とんどの人は、活動や日常生活に拍車をかけるエネル

ギーは、野心以外には考えられません。思考が発する長

年の条件付け（サムスカーラ）は、野心、つまり攻撃的

でないものを、生きること、進歩することと同一視して

います。利己主義（野心は本質的に利己的であるため）は、

全体的にまともで親切な、平均的な人間や、霊的な生活

を送ろうとする人たちの背景にある哲学です。『道の光』

は、野心のような特質は「微妙な変化を経て、弟子の心

の中に姿を変えて再び現れる」ことがあると指摘してい

ます。利己主義や野心という背景は、それなくして自分

の未来があるのかという疑念と、それがなくなるととも

にすべてのエネルギーが衰退してしまうという恐怖があ

る限り、根絶されることはないのです。

　アディヤールは、真のアーシュラマであることを証明

しました。なぜなら、アディヤールには常に、疑念と恐

怖を払拭する存在、手本、指導が存在したからです。そ

の雰囲気は、平和と自由の実現に近づくための個人の内

なる動きを安定させます。永遠の雰囲気には、その静寂

の中に何かがあるのです。ここでは、利己的な衝動や個

人的な野心を一掃する思考のレベルで生きることの意味

を、他の多くの場所よりも容易に理解することができる

のです。

　アディヤールが神智学協会の世界本部として機能して

いることは、精神生活の中心としての役割と切り離せず

一体です。誠意と深みのない人が話す言葉や講演が平板

で感動を与えないように、協会本部から発信される推進

力とインスピレーションも、その中心が内なるエネル

ギーで満たされていなければ、薄れてしまうでしょう。

アディヤールは、単なる管理施設ではなく、協会の磁力

と生命力の中心であり、世界中の組織を常に浄化し、補

充することを意味しているのです。

　アディヤールの仕事は、そこに短期間あるいは長期間

に渡って住むという大きな特権を持つ一部の人たちだけ

でなく、アディヤールを心に刻み、その役割を自覚する

すべての会員によって成し遂げられるものなのです。

100 年もの間、物質的には見たことがなくても、内的に

知っていて、その一部となっている膨大な数の会員に

よって、大切にされ、支えられてきたのです。このことは、

遠く離れた場所に住む、会ったことも見たこともない男

女が、共通の利益と共通の大義によって心と心を一つに

する時代を予感させるからです。このような内なる結束

は、人間関係におけるあらゆる障害を克服し、テニソン

が歌った世界の連盟のための強力な基盤となるでしょ

う。

　制限された、あるいは宗派的な目的を持った仲間に入

ることは比較的容易です。国家的、人種的、宗教的、共

同体的利益への愛着は、分裂的であるため、同様に有害

な大義への情熱によって上書き（無効に）されることが

あります。神智学協会の魅力とその精神的な中心（霊的

なハート）は、エゴイズムを消し去り、人々を統一する、

分断のない普遍性という断ち切れない建設的な結びつき

にあります

8. アディヤールの 100 周年記念
（1982 年 2月）

　1982 年の年頭に当たり、この地に本部を構えて 100

周年ということで、世界中の会員がアディヤールに思い

を馳せていることでしょう。年末の大会は、海外からの

参加者も多く、盛大なものになりそうです。



6. 大会の意図（1985 年 6月）

　国際大会の最後（1984 年 12 月 31 日）に次のように

話しました。

　私は今朝、この大会を正式に閉会しますが、精神的に

は一時中断するだけです。それは、私たちだけでなく、

私たちが再び出会うまで、接するすべての人に有益とな

る贈り物を、常に持ち歩くべきであるということを意味

しています。讃美歌の一節に「神は再び会うまであなた

とともに」というのがあります。「神」とは、この上な

く善良で、清く、情け深いものです。私たちが再び出会

うまで、それが本当に私たちとともにありますように。

もしそうであれば、私たちはこの大会に参加したことで

多大な利益を得たことになり、どこにいようとも、本会

のための仕事を高貴な活動にすることができるはずで

す。

　人生は多様で、変化に富んでいます。一本の木が一粒

の種から成長し、多くの枝と無数の葉に成長します。し

かし、根から樹冠までが一本の木なのです。枝分かれし

ても、離れ離れに分かれることはなく、どの部分にも同

じ樹液が流れています。

　それでも、生命の樹液がすべての生き物を貫き、栄養

を与え、全体を一つにまとめています。このことに気づ

いた人は、特定の人にだけではない尊敬と共感の精神に

包まれます。その尊敬の念は、人間にも、あらゆる生命

体にも、自分を取り囲む大地や空気にも向けられます。

その時、その人は普遍的な言葉を話し、たとえ彼らの言

語で話せなくても、すべての人々とコミュニケーション

をとることができるのです。ハートとハート、マインド

とマインド、存在と存在との間には、そのハートとマイ

ンドに尊敬の念があるとき、交感があるのです。これが

神智学の本質です。

　よく知られている念仏に、ダンマ、サラナンガッチャー

ミという言葉があります。ダルマやダンマという言葉は、

特に、目に見えないところで存在するものすべてを結び

つけている「善法」を指しています。より深いレベルでは、

すべてが結びついていますが、外側のレベルでは、分離

しているように見えます。一見分離しているように見え

るものが、「一つ」に根ざしていることがわかると、「法則」

が理解できるのです。その法則に気づき、それに帰依す

る人は、共感と尊敬の念で溢れずにはいられません。

　学びにはいろいろな形があります。あるものは、頭脳

だけに関係するもので、人を冷たく不毛にします。しか

し、宇宙の真理を学ぶ者は輝きに満ち、その人生は与え

るものであって、奪い、所有するものではないのです。

　与える者は最もよく受け、少ししか求めない者は最も

よく得るのです。これは世俗的な意味でもそうです。あ

る人は、他の人が自分に対して特定の方法で行動するこ

とを要求することによって、尊敬を得ようとします。し

かし本当の尊敬を得る人は、要求する人ではなく、自分

自身が幸せで良い人であり、外からお願いする必要のな

い人なのです。私たちの前会長である N・スリ・ラムが

誰からも愛されたのは、彼が自分を高く評価していたか

らではなく、謙虚さと自尊心を捨て去る智慧の精神を体

現していたからなのです。尊敬は、彼が求めなかったか

らこそ、もたらされたのです。どんな人でも、しつこく

したり、攻撃的になったり、要求したりせず、愛と同情

心と配慮をもって他人を思いやることを学べば、多くの

ものを受け取ることができるのです。

　部屋やバスルームを共有しなければならない、騒音が

ある、慣れない料理を出されるなど、大会には物理的に

9

不便なことが多いのですが、それがどうしたというので

しょう。そんなことはどうでもいいのです。少なくとも

しばらくの間、その不便さを忘れて、平穏に、他人や仕

事を受け入れ、思いやることができないでしょうか。こ

れは貴重な訓練です。人生には、「エクセレンスを中断し」

て、快適さ、自己の過大視、自己意見の過大評価への欲

求を放棄し、新しい心の質を体験することを学ぶための

機会がたくさんあるのです。

　神智学的であるということは、すべてのものが他のす

べてのものと密接に、本質的に関係しているという偉大

な法則に従って行動することです。このことを学ばずに、

どうして神智学を教えることができるでしょうか。私た

ちは学ぶために大会に参加しているのであって、その学

びを終わらせてはなりません。大会の精神は受け継がれ、

そのインスピレーションは残り、私たち全員に異なる方

法で生きることを教え、新しい世界を創造する手助けを

するのです。

7. アディヤールの神智学協会本部
 （1982 年 12 月）

　アディヤールにある神智学協会の本部は、これまで、

そして今もたくさんの人々にとって多くのものでありま

す。平和の場所であり、自分の心の中にある「聖域」へ

の巡礼を行う人々の宿となる神聖な中心地であり、心が

作り出す障壁を越えた友情の生きた象徴であり、自然が

敏感な人々に秘密を明かしてくれる庭園であり庵なので

す。哲学や宗教の伝承を学ぶ人々の集会場であり、成長

過程にある子供たちの楽園、その他多くのものです。オ

ルコット大佐はアディヤールについて、「どんな大きな

協会も、我々より優れた本部を求めることはできないだ

ろう……。HPB と私が初めてこの建物を見たとき、彼女

は感激に満ち、それへの愛情は最後まで続いた」と書い

ています。

　何世代にもわたって会員が注いできた愛情と、その範

囲内で行われてきた仕事は、何千人もの訪問者や通りす

がりの人たちでさえも感じる、質の高い美しさと高揚感

を持つようになったのです。約 100 年前、H・S・オルコッ

トは、アディヤールが「協会の創立者とその仲間たちの

崇高な志の強い核」になったと記しています。今日、そ

の志の核は、100 年にわたり世界中の会員が与えてくれ

たものによって、より強く、より大きく、放射状に広がっ

ているのです。

　アディヤールは主に仕事の場です。その静謐な雰囲気

は、オルコット大佐の言葉を借りれば「西洋の都市の喧

騒の中でいつも神経をすり減らしてきた者には、狂おし

いほどである」。しかし、この静かな外観の下で、仕事は、

水面が静止して見える川の強い流れのように流れている

のです。

　物質主義的な条件付けをされた心にとって、仕事とは、

外界の喧騒、イベントの企画、宣伝のしかけ、人々の動

きと同義語です。神智学の観点からは、仕事とは、心を

曖昧さから解放し、道徳的な認識と精神的な洞察の状態

に（心を）引き上げることを意味します。海辺や川辺、

図書館や勉強会などでの静かな内省と思索の時間は、注

目を集めやすいが人間の心の状態に変化をもたらさない

華やかな活動形態よりも、多くのことを達成できるかも

しれません。

　アディヤールの役割は、人間の精神的再生をもたらす

という神智学協会の基本的な目的と当然ながら密接に結

びついています。人間関係や人間社会の巨大な問題は、

一般に無視されたり隠されたりしている矛盾に満ちた戦

場である人間の心にその起源があります。神智学協会は、

人間社会に根本的な変化をもたらし、争いと疑惑の代わ

りに、調和と理解の関係を確立することを目的としてい

ます。これは、人々が自分自身の心に何が起こっている

のか、そして心の状態が外側の出来事や緊張にどのよう

に反映されているかを正直に見始める場合にのみ可能な

ことです。

　したがって神智学協会の活動は、自己認識と存在の法

則の知識につながる生き方を含んでいるのです。人間は、

目に見える世界と目に見えない世界のすべてのものに浸

透し、規制している不変で不易な法則に従って行動し、

考え、感じ、「ある」ようになったときに初めて、その

精神は隠れた深みから霊的エネルギーを流れ込ませるこ

　オルコット大佐は『古い日記』の中で、恒久的な本部

をいろいろな場所で探したことを語っています。美しい

環境の中にある大きなバンガローなど、多くの物件が彼

と HPB に紹介されましたが、おそらくどの物件も霊的

な雰囲気が合わなかったのでしょう。ようやくマドラス

に来たとき、誰かがハドルストン・ガーデン（当時はこ

う呼ばれていました）のことを話しました。そして、「一

目見ただけで、将来の住処が見つかったと思った」と言っ

ています。

　残念ながら、インド国外には、そしておそらくインド

国内にも、「本部をどこかへ移す」ということを軽々し

く口にする人が一定数います。ストライキがあったとか，

３、４年前に財政難になったからというのは，移転を考

える十分な理由にはならないのです。アニー・ベサント

が会長をしていた 1931 年に１番早く労働問題が起こり

ましたが、そのときにアディヤールを捨てようと思った

ことは１度もありません。アディヤールには、浮き沈み

があります。HPB がまだここにいたころは、クーロン事

件など多くの嵐が吹き荒れ、HPB と協会に対する悪評が

あちこちで聞かれたものでした。地球上に、困難のない

場所などありません。実際、ある場所が霊的な影響の焦

点になると、必ず対抗勢力が現れるものです。障害があ

るからといって、仕事を放棄する理由にはならないし、

仕事をする場所のせいでもないのです。だから、「アディ

ヤールに問題がある」と言うのは、ごく表面的な見方で

しかないのです。問題のない国などありますか？ だから、

それは本部の終わりなのです。

　何よりもまず、本部を別の場所に移すことは現実的で

はないと思います。しかし、それは些細な理由です。本

当の理由は、オルコット大佐の言葉の中にあります。彼

は偉大な旅行者でした。アメリカでもヨーロッパでも日

本でも、美しい場所を訪れましたが、このアディヤール

のような場所は一つもないと言っていました。おそらく

今でもそうなのでしょう。精神的な影響力において、ア

ディヤールに匹敵するようなアーシュラマはないと私は

思います。アディヤールは、多くの献身的な労働者の生

活と労働によって神聖化された場所です。神智学協会の

歴史を読むと、初期の頃はほとんどインドに限定され、

アディヤールを中心に活動していたのですが、ここで起

こった出来事に深い感動を覚えずにはいられません。ア

ディヤールは今でも当時と同じ精神的な中心地であり、

同じ原理と理念を掲げています。アディヤールは、単に

神智学協会の本部というだけではありません。ベサント

博士の部屋の外に板があり、そこには「マスターたちの

家であるアディヤールのために働こう」と書かれていま

す。マスターたちの家というのは、何か物質的なものと

いう意味ではありません。アディヤールはマスターたち

の影響力の拠点であり、そこからマスターたちの輝きが

広がっていく場所でなければならない、という意味です。

　アディヤールは、人々がさまざまな目的のために協力

したりしなかったりするような、普通のコミュニティで

はありません。アディヤールのような場所に住む人たち

は、もし本当にアディヤールを作り、あるべき姿に維持

しようとするならば、自分たちのために利益を得るので

はなく、アディヤールの内なる精神的な豊かさに貢献す

る、与えるという精神を持たなければならないのです。

すべての人が、自分自身の何かを与えるためにそこにい

なければならないのです。

　美しさは、すべてのアーシュラマが備えるべき資質の

ひとつであり、建物の美しさも自然の美しさも、同じで

す。私たちは単に通過可能なものに満足してはなりませ

ん。すべてが最高のものでなければなりません。豪華な

ものでなく、最高のもの、最も美しいものでなければな

りません。もし、ここが本当にマスターたちの家である

ならば、常にこのようであるべきではないでしょうか。

　『マハトマ・レターズ』には、「高次の影響は、平静な

心を通じてのみもたらされる」という趣旨の記述があり

ます。もし、アディヤールが霊的な影響の経路（チャン

ネル）になるのであれば、そこに住む人々は平穏な生活

を送ることによって、桃源郷のような状態をもたらさな

ければならないのです。

　アーシュラマとは、学びの場のことです。昔のインド

では、弟子たちは聖なる人物の周りに集まっていました。

私たちはそのようなことをする必要はありません。むし

ろ、精神的な導き、方法、教えを中心に集まります。こ

れは、人格を中心に集まるよりも良いことかもしれませ

ん。

　自分自身の中に正しい状態があれば、このようなアー

シュラマにいることは本当に有益なことであり、逆に自

分自身の力を加えることができるのです。アーシュラマ

で経験する平和は、平穏でも退屈でもありません。平和

は、知性の熱心さと矛盾するものではありません。ラー

シュラマは、先ほど申し上げたように、学習の場でもあ

ります。学習には、受容性、注意深い知性、真理を見つ

けようとする熱意が必要です。ですから、アディヤール

が真の意味での霊性の中心であり続けることを考えるな

らば、私たちは人生のより深い意味を発見しようとする

探究心、真理への関心をアディヤールにもたらさなけれ

ばなりません。私は、私たちの研究センターが熱心な学

徒や探求者のために、特別な学習の中心地に成長するこ

とを望んでいます。しかし、このような熱心な精神は、

教室の中だけのものではありません。各自が勉強や瞑想

に必要な余暇を持ち、木陰や海辺に静かに座って内面に

意識を向けるだけでなく、各自が与えられた仕事で自分

の力を発揮しなければならないのです。

　インドも他の国々と同様、「近代的な知識」に侵され

ています。近代的な知識は、病気の撲滅や生活のしやす

さなど、すばらしい成果をあげています。しかし、この

知識は外向きのものです。心は常に疑問を外在化させる

からです。アディヤールが再生（regeneration）の中心

地となるためには、ここで働く私たち全員が、自分の内

面から行動する能力を開花させなければなりません。つ

まり、内面に深く入り込むことを学ばなければならない

のです。それはアーシュラマの生活の一部です。知性に

よる探究と、内なる悟りのための探求は、バランスがと

れていなければなりません。悟りという言葉はあまりに

も多く使われすぎて、多くの人にとって意味を失ってい

ます。悟りとは、現実化するという意味です。何かにつ

いて話したり、推測したりすることができても、それが

私たちにとって現実であることを意味するわけではあり

ません。私たちは、愛情、協力、兄弟愛（同胞愛）につ

いて話すことができますが、私たちが実際に愛情、兄弟

愛、協力を始めるまでは、それは私たちにとって現実の

ものではありません。ある性質が実現するということは、

それが私たち自身の性質の一部となったということであ

り、そのような実現から行動すること、つまり、ある程

度まで実現して行動することが、アーシュラマで生きる

ことの一部なのです。

　100 周年を祝うのはとても簡単なことです。個人的に

は、アディヤールの 100 周年に関連して「祝う」という

言 葉 は 好 き で は あ り ま せ ん。し か し、再 献 身

（rededication）の年、私たちの精神生活を強化する年、

私たち自身のインスピレーションを新たにする年であれ

ば、何らかの意味があるはずです。ここにはすでに多く

のものがあります。それを活かして、さらに前進してい

きましょう。

　これらのことに言及したのは、アディヤールとは何か、

何のためにあるのかを明確にする必要があると思うから

です。私たちは、これらのことに対する責任感を十分に

自覚しています。ここに住んでいる数少ない私たちは、

ここを真の霊的中心地として維持する義務をますます意

識するようになっています。

　

とができるようになるのです。個人の再生も、調和と自

由と創造性が花開くような人間社会の再編成も、正しい

生き方を発見することにかかっています。

　古代のアーシュラマは、一般に聖なる賢者によって導

かれていました。彼らの存在と影響力は、単に教えを伝

えるだけでなく、異なる生き方が可能であることを確信

させてくれました。アディヤールの役割は、そのような

生き方を育むことです。

　世俗の流れは概してどこでも強いので、ほとんどの人

の心の中には疑念が潜んでいます。一方では、人々は平

和で幸福な世界を作るためには態度、考え方、人間関係

を変えることが必要であるということを受け入れます

が、他方では利己主義は安全のために必要であり、野心

と世俗の規範やパターンを採用しなければ、前に進むた

めの闘いに沈んでしまうという気持ちがあるのです。ほ

とんどの人は、活動や日常生活に拍車をかけるエネル

ギーは、野心以外には考えられません。思考が発する長

年の条件付け（サムスカーラ）は、野心、つまり攻撃的

でないものを、生きること、進歩することと同一視して

います。利己主義（野心は本質的に利己的であるため）は、

全体的にまともで親切な、平均的な人間や、霊的な生活

を送ろうとする人たちの背景にある哲学です。『道の光』

は、野心のような特質は「微妙な変化を経て、弟子の心

の中に姿を変えて再び現れる」ことがあると指摘してい

ます。利己主義や野心という背景は、それなくして自分

の未来があるのかという疑念と、それがなくなるととも

にすべてのエネルギーが衰退してしまうという恐怖があ

る限り、根絶されることはないのです。

　アディヤールは、真のアーシュラマであることを証明

しました。なぜなら、アディヤールには常に、疑念と恐

怖を払拭する存在、手本、指導が存在したからです。そ

の雰囲気は、平和と自由の実現に近づくための個人の内

なる動きを安定させます。永遠の雰囲気には、その静寂

の中に何かがあるのです。ここでは、利己的な衝動や個

人的な野心を一掃する思考のレベルで生きることの意味

を、他の多くの場所よりも容易に理解することができる

のです。

　アディヤールが神智学協会の世界本部として機能して

いることは、精神生活の中心としての役割と切り離せず

一体です。誠意と深みのない人が話す言葉や講演が平板

で感動を与えないように、協会本部から発信される推進

力とインスピレーションも、その中心が内なるエネル

ギーで満たされていなければ、薄れてしまうでしょう。

アディヤールは、単なる管理施設ではなく、協会の磁力

と生命力の中心であり、世界中の組織を常に浄化し、補

充することを意味しているのです。

　アディヤールの仕事は、そこに短期間あるいは長期間

に渡って住むという大きな特権を持つ一部の人たちだけ

でなく、アディヤールを心に刻み、その役割を自覚する

すべての会員によって成し遂げられるものなのです。

100 年もの間、物質的には見たことがなくても、内的に

知っていて、その一部となっている膨大な数の会員に

よって、大切にされ、支えられてきたのです。このことは、

遠く離れた場所に住む、会ったことも見たこともない男

女が、共通の利益と共通の大義によって心と心を一つに

する時代を予感させるからです。このような内なる結束

は、人間関係におけるあらゆる障害を克服し、テニソン

が歌った世界の連盟のための強力な基盤となるでしょ

う。

　制限された、あるいは宗派的な目的を持った仲間に入

ることは比較的容易です。国家的、人種的、宗教的、共

同体的利益への愛着は、分裂的であるため、同様に有害

な大義への情熱によって上書き（無効に）されることが

あります。神智学協会の魅力とその精神的な中心（霊的

なハート）は、エゴイズムを消し去り、人々を統一する、

分断のない普遍性という断ち切れない建設的な結びつき

にあります

8. アディヤールの 100 周年記念
（1982 年 2月）

　1982 年の年頭に当たり、この地に本部を構えて 100

周年ということで、世界中の会員がアディヤールに思い

を馳せていることでしょう。年末の大会は、海外からの

参加者も多く、盛大なものになりそうです。



6. 大会の意図（1985 年 6月）

　国際大会の最後（1984 年 12 月 31 日）に次のように

話しました。

　私は今朝、この大会を正式に閉会しますが、精神的に

は一時中断するだけです。それは、私たちだけでなく、

私たちが再び出会うまで、接するすべての人に有益とな

る贈り物を、常に持ち歩くべきであるということを意味

しています。讃美歌の一節に「神は再び会うまであなた

とともに」というのがあります。「神」とは、この上な

く善良で、清く、情け深いものです。私たちが再び出会

うまで、それが本当に私たちとともにありますように。

もしそうであれば、私たちはこの大会に参加したことで

多大な利益を得たことになり、どこにいようとも、本会

のための仕事を高貴な活動にすることができるはずで

す。

　人生は多様で、変化に富んでいます。一本の木が一粒

の種から成長し、多くの枝と無数の葉に成長します。し

かし、根から樹冠までが一本の木なのです。枝分かれし

ても、離れ離れに分かれることはなく、どの部分にも同

じ樹液が流れています。

　それでも、生命の樹液がすべての生き物を貫き、栄養

を与え、全体を一つにまとめています。このことに気づ

いた人は、特定の人にだけではない尊敬と共感の精神に

包まれます。その尊敬の念は、人間にも、あらゆる生命

体にも、自分を取り囲む大地や空気にも向けられます。

その時、その人は普遍的な言葉を話し、たとえ彼らの言

語で話せなくても、すべての人々とコミュニケーション

をとることができるのです。ハートとハート、マインド

とマインド、存在と存在との間には、そのハートとマイ

ンドに尊敬の念があるとき、交感があるのです。これが

神智学の本質です。

　よく知られている念仏に、ダンマ、サラナンガッチャー

ミという言葉があります。ダルマやダンマという言葉は、

特に、目に見えないところで存在するものすべてを結び

つけている「善法」を指しています。より深いレベルでは、

すべてが結びついていますが、外側のレベルでは、分離

しているように見えます。一見分離しているように見え

るものが、「一つ」に根ざしていることがわかると、「法則」

が理解できるのです。その法則に気づき、それに帰依す

る人は、共感と尊敬の念で溢れずにはいられません。

　学びにはいろいろな形があります。あるものは、頭脳

だけに関係するもので、人を冷たく不毛にします。しか

し、宇宙の真理を学ぶ者は輝きに満ち、その人生は与え

るものであって、奪い、所有するものではないのです。

　与える者は最もよく受け、少ししか求めない者は最も

よく得るのです。これは世俗的な意味でもそうです。あ

る人は、他の人が自分に対して特定の方法で行動するこ

とを要求することによって、尊敬を得ようとします。し

かし本当の尊敬を得る人は、要求する人ではなく、自分

自身が幸せで良い人であり、外からお願いする必要のな

い人なのです。私たちの前会長である N・スリ・ラムが

誰からも愛されたのは、彼が自分を高く評価していたか

らではなく、謙虚さと自尊心を捨て去る智慧の精神を体

現していたからなのです。尊敬は、彼が求めなかったか

らこそ、もたらされたのです。どんな人でも、しつこく

したり、攻撃的になったり、要求したりせず、愛と同情

心と配慮をもって他人を思いやることを学べば、多くの

ものを受け取ることができるのです。

　部屋やバスルームを共有しなければならない、騒音が

ある、慣れない料理を出されるなど、大会には物理的に

不便なことが多いのですが、それがどうしたというので

しょう。そんなことはどうでもいいのです。少なくとも

しばらくの間、その不便さを忘れて、平穏に、他人や仕

事を受け入れ、思いやることができないでしょうか。こ

れは貴重な訓練です。人生には、「エクセレンスを中断し」

て、快適さ、自己の過大視、自己意見の過大評価への欲

求を放棄し、新しい心の質を体験することを学ぶための

機会がたくさんあるのです。

　神智学的であるということは、すべてのものが他のす

べてのものと密接に、本質的に関係しているという偉大

な法則に従って行動することです。このことを学ばずに、

どうして神智学を教えることができるでしょうか。私た

ちは学ぶために大会に参加しているのであって、その学

びを終わらせてはなりません。大会の精神は受け継がれ、

そのインスピレーションは残り、私たち全員に異なる方

法で生きることを教え、新しい世界を創造する手助けを

するのです。

7. アディヤールの神智学協会本部
 （1982 年 12 月）

　アディヤールにある神智学協会の本部は、これまで、

そして今もたくさんの人々にとって多くのものでありま

す。平和の場所であり、自分の心の中にある「聖域」へ

の巡礼を行う人々の宿となる神聖な中心地であり、心が

作り出す障壁を越えた友情の生きた象徴であり、自然が

敏感な人々に秘密を明かしてくれる庭園であり庵なので

す。哲学や宗教の伝承を学ぶ人々の集会場であり、成長

過程にある子供たちの楽園、その他多くのものです。オ

ルコット大佐はアディヤールについて、「どんな大きな

協会も、我々より優れた本部を求めることはできないだ

ろう……。HPB と私が初めてこの建物を見たとき、彼女

は感激に満ち、それへの愛情は最後まで続いた」と書い

ています。

　何世代にもわたって会員が注いできた愛情と、その範

囲内で行われてきた仕事は、何千人もの訪問者や通りす

がりの人たちでさえも感じる、質の高い美しさと高揚感

を持つようになったのです。約 100 年前、H・S・オルコッ

トは、アディヤールが「協会の創立者とその仲間たちの

崇高な志の強い核」になったと記しています。今日、そ

の志の核は、100 年にわたり世界中の会員が与えてくれ

たものによって、より強く、より大きく、放射状に広がっ

ているのです。

　アディヤールは主に仕事の場です。その静謐な雰囲気

は、オルコット大佐の言葉を借りれば「西洋の都市の喧

騒の中でいつも神経をすり減らしてきた者には、狂おし

いほどである」。しかし、この静かな外観の下で、仕事は、

水面が静止して見える川の強い流れのように流れている

のです。

　物質主義的な条件付けをされた心にとって、仕事とは、

外界の喧騒、イベントの企画、宣伝のしかけ、人々の動

きと同義語です。神智学の観点からは、仕事とは、心を

曖昧さから解放し、道徳的な認識と精神的な洞察の状態

に（心を）引き上げることを意味します。海辺や川辺、

図書館や勉強会などでの静かな内省と思索の時間は、注

目を集めやすいが人間の心の状態に変化をもたらさない

華やかな活動形態よりも、多くのことを達成できるかも

しれません。

　アディヤールの役割は、人間の精神的再生をもたらす

という神智学協会の基本的な目的と当然ながら密接に結

びついています。人間関係や人間社会の巨大な問題は、

一般に無視されたり隠されたりしている矛盾に満ちた戦

場である人間の心にその起源があります。神智学協会は、

人間社会に根本的な変化をもたらし、争いと疑惑の代わ

りに、調和と理解の関係を確立することを目的としてい

ます。これは、人々が自分自身の心に何が起こっている

のか、そして心の状態が外側の出来事や緊張にどのよう

に反映されているかを正直に見始める場合にのみ可能な

ことです。

　したがって神智学協会の活動は、自己認識と存在の法

則の知識につながる生き方を含んでいるのです。人間は、

目に見える世界と目に見えない世界のすべてのものに浸

透し、規制している不変で不易な法則に従って行動し、

考え、感じ、「ある」ようになったときに初めて、その

精神は隠れた深みから霊的エネルギーを流れ込ませるこ

　オルコット大佐は『古い日記』の中で、恒久的な本部

をいろいろな場所で探したことを語っています。美しい

環境の中にある大きなバンガローなど、多くの物件が彼

と HPB に紹介されましたが、おそらくどの物件も霊的

な雰囲気が合わなかったのでしょう。ようやくマドラス

に来たとき、誰かがハドルストン・ガーデン（当時はこ

う呼ばれていました）のことを話しました。そして、「一

目見ただけで、将来の住処が見つかったと思った」と言っ

ています。

　残念ながら、インド国外には、そしておそらくインド

国内にも、「本部をどこかへ移す」ということを軽々し

く口にする人が一定数います。ストライキがあったとか，

３、４年前に財政難になったからというのは，移転を考

える十分な理由にはならないのです。アニー・ベサント

が会長をしていた 1931 年に１番早く労働問題が起こり

ましたが、そのときにアディヤールを捨てようと思った

ことは１度もありません。アディヤールには、浮き沈み

があります。HPB がまだここにいたころは、クーロン事

件など多くの嵐が吹き荒れ、HPB と協会に対する悪評が

あちこちで聞かれたものでした。地球上に、困難のない

場所などありません。実際、ある場所が霊的な影響の焦

点になると、必ず対抗勢力が現れるものです。障害があ

るからといって、仕事を放棄する理由にはならないし、

仕事をする場所のせいでもないのです。だから、「アディ

ヤールに問題がある」と言うのは、ごく表面的な見方で

しかないのです。問題のない国などありますか？ だから、

それは本部の終わりなのです。

　何よりもまず、本部を別の場所に移すことは現実的で

はないと思います。しかし、それは些細な理由です。本

当の理由は、オルコット大佐の言葉の中にあります。彼

は偉大な旅行者でした。アメリカでもヨーロッパでも日

本でも、美しい場所を訪れましたが、このアディヤール

のような場所は一つもないと言っていました。おそらく

今でもそうなのでしょう。精神的な影響力において、ア

ディヤールに匹敵するようなアーシュラマはないと私は

思います。アディヤールは、多くの献身的な労働者の生

活と労働によって神聖化された場所です。神智学協会の

歴史を読むと、初期の頃はほとんどインドに限定され、

アディヤールを中心に活動していたのですが、ここで起

こった出来事に深い感動を覚えずにはいられません。ア

ディヤールは今でも当時と同じ精神的な中心地であり、

同じ原理と理念を掲げています。アディヤールは、単に

神智学協会の本部というだけではありません。ベサント

博士の部屋の外に板があり、そこには「マスターたちの

家であるアディヤールのために働こう」と書かれていま

す。マスターたちの家というのは、何か物質的なものと

いう意味ではありません。アディヤールはマスターたち

の影響力の拠点であり、そこからマスターたちの輝きが

広がっていく場所でなければならない、という意味です。

　アディヤールは、人々がさまざまな目的のために協力

したりしなかったりするような、普通のコミュニティで

はありません。アディヤールのような場所に住む人たち

は、もし本当にアディヤールを作り、あるべき姿に維持

しようとするならば、自分たちのために利益を得るので

はなく、アディヤールの内なる精神的な豊かさに貢献す

る、与えるという精神を持たなければならないのです。

すべての人が、自分自身の何かを与えるためにそこにい

なければならないのです。

　美しさは、すべてのアーシュラマが備えるべき資質の

ひとつであり、建物の美しさも自然の美しさも、同じで

す。私たちは単に通過可能なものに満足してはなりませ

ん。すべてが最高のものでなければなりません。豪華な

ものでなく、最高のもの、最も美しいものでなければな

りません。もし、ここが本当にマスターたちの家である

ならば、常にこのようであるべきではないでしょうか。

　『マハトマ・レターズ』には、「高次の影響は、平静な

心を通じてのみもたらされる」という趣旨の記述があり

ます。もし、アディヤールが霊的な影響の経路（チャン

ネル）になるのであれば、そこに住む人々は平穏な生活

を送ることによって、桃源郷のような状態をもたらさな

ければならないのです。

　アーシュラマとは、学びの場のことです。昔のインド

では、弟子たちは聖なる人物の周りに集まっていました。

私たちはそのようなことをする必要はありません。むし

ろ、精神的な導き、方法、教えを中心に集まります。こ

れは、人格を中心に集まるよりも良いことかもしれませ

ん。

　自分自身の中に正しい状態があれば、このようなアー
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シュラマにいることは本当に有益なことであり、逆に自

分自身の力を加えることができるのです。アーシュラマ

で経験する平和は、平穏でも退屈でもありません。平和

は、知性の熱心さと矛盾するものではありません。ラー

シュラマは、先ほど申し上げたように、学習の場でもあ

ります。学習には、受容性、注意深い知性、真理を見つ

けようとする熱意が必要です。ですから、アディヤール

が真の意味での霊性の中心であり続けることを考えるな

らば、私たちは人生のより深い意味を発見しようとする

探究心、真理への関心をアディヤールにもたらさなけれ

ばなりません。私は、私たちの研究センターが熱心な学

徒や探求者のために、特別な学習の中心地に成長するこ

とを望んでいます。しかし、このような熱心な精神は、

教室の中だけのものではありません。各自が勉強や瞑想

に必要な余暇を持ち、木陰や海辺に静かに座って内面に

意識を向けるだけでなく、各自が与えられた仕事で自分

の力を発揮しなければならないのです。

　インドも他の国々と同様、「近代的な知識」に侵され

ています。近代的な知識は、病気の撲滅や生活のしやす

さなど、すばらしい成果をあげています。しかし、この

知識は外向きのものです。心は常に疑問を外在化させる

からです。アディヤールが再生（regeneration）の中心

地となるためには、ここで働く私たち全員が、自分の内

面から行動する能力を開花させなければなりません。つ

まり、内面に深く入り込むことを学ばなければならない

のです。それはアーシュラマの生活の一部です。知性に

よる探究と、内なる悟りのための探求は、バランスがと

れていなければなりません。悟りという言葉はあまりに

も多く使われすぎて、多くの人にとって意味を失ってい

ます。悟りとは、現実化するという意味です。何かにつ

いて話したり、推測したりすることができても、それが

私たちにとって現実であることを意味するわけではあり

ません。私たちは、愛情、協力、兄弟愛（同胞愛）につ

いて話すことができますが、私たちが実際に愛情、兄弟

愛、協力を始めるまでは、それは私たちにとって現実の

ものではありません。ある性質が実現するということは、

それが私たち自身の性質の一部となったということであ

り、そのような実現から行動すること、つまり、ある程

度まで実現して行動することが、アーシュラマで生きる

ことの一部なのです。

　100 周年を祝うのはとても簡単なことです。個人的に

は、アディヤールの 100 周年に関連して「祝う」という

言 葉 は 好 き で は あ り ま せ ん。し か し、再 献 身

（rededication）の年、私たちの精神生活を強化する年、

私たち自身のインスピレーションを新たにする年であれ

ば、何らかの意味があるはずです。ここにはすでに多く

のものがあります。それを活かして、さらに前進してい

きましょう。

　これらのことに言及したのは、アディヤールとは何か、

何のためにあるのかを明確にする必要があると思うから

です。私たちは、これらのことに対する責任感を十分に

自覚しています。ここに住んでいる数少ない私たちは、

ここを真の霊的中心地として維持する義務をますます意

識するようになっています。

　

とができるようになるのです。個人の再生も、調和と自

由と創造性が花開くような人間社会の再編成も、正しい

生き方を発見することにかかっています。

　古代のアーシュラマは、一般に聖なる賢者によって導

かれていました。彼らの存在と影響力は、単に教えを伝

えるだけでなく、異なる生き方が可能であることを確信

させてくれました。アディヤールの役割は、そのような

生き方を育むことです。

　世俗の流れは概してどこでも強いので、ほとんどの人

の心の中には疑念が潜んでいます。一方では、人々は平

和で幸福な世界を作るためには態度、考え方、人間関係

を変えることが必要であるということを受け入れます

が、他方では利己主義は安全のために必要であり、野心

と世俗の規範やパターンを採用しなければ、前に進むた

めの闘いに沈んでしまうという気持ちがあるのです。ほ

とんどの人は、活動や日常生活に拍車をかけるエネル

ギーは、野心以外には考えられません。思考が発する長

年の条件付け（サムスカーラ）は、野心、つまり攻撃的

でないものを、生きること、進歩することと同一視して

います。利己主義（野心は本質的に利己的であるため）は、

全体的にまともで親切な、平均的な人間や、霊的な生活

を送ろうとする人たちの背景にある哲学です。『道の光』

は、野心のような特質は「微妙な変化を経て、弟子の心

の中に姿を変えて再び現れる」ことがあると指摘してい

ます。利己主義や野心という背景は、それなくして自分

の未来があるのかという疑念と、それがなくなるととも

にすべてのエネルギーが衰退してしまうという恐怖があ

る限り、根絶されることはないのです。

　アディヤールは、真のアーシュラマであることを証明

しました。なぜなら、アディヤールには常に、疑念と恐

怖を払拭する存在、手本、指導が存在したからです。そ

の雰囲気は、平和と自由の実現に近づくための個人の内

なる動きを安定させます。永遠の雰囲気には、その静寂

の中に何かがあるのです。ここでは、利己的な衝動や個

人的な野心を一掃する思考のレベルで生きることの意味

を、他の多くの場所よりも容易に理解することができる

のです。

　アディヤールが神智学協会の世界本部として機能して

いることは、精神生活の中心としての役割と切り離せず

一体です。誠意と深みのない人が話す言葉や講演が平板

で感動を与えないように、協会本部から発信される推進

力とインスピレーションも、その中心が内なるエネル

ギーで満たされていなければ、薄れてしまうでしょう。

アディヤールは、単なる管理施設ではなく、協会の磁力

と生命力の中心であり、世界中の組織を常に浄化し、補

充することを意味しているのです。

　アディヤールの仕事は、そこに短期間あるいは長期間

に渡って住むという大きな特権を持つ一部の人たちだけ

でなく、アディヤールを心に刻み、その役割を自覚する

すべての会員によって成し遂げられるものなのです。

100 年もの間、物質的には見たことがなくても、内的に

知っていて、その一部となっている膨大な数の会員に

よって、大切にされ、支えられてきたのです。このことは、

遠く離れた場所に住む、会ったことも見たこともない男

女が、共通の利益と共通の大義によって心と心を一つに

する時代を予感させるからです。このような内なる結束

は、人間関係におけるあらゆる障害を克服し、テニソン

が歌った世界の連盟のための強力な基盤となるでしょ

う。

　制限された、あるいは宗派的な目的を持った仲間に入

ることは比較的容易です。国家的、人種的、宗教的、共

同体的利益への愛着は、分裂的であるため、同様に有害

な大義への情熱によって上書き（無効に）されることが

あります。神智学協会の魅力とその精神的な中心（霊的

なハート）は、エゴイズムを消し去り、人々を統一する、

分断のない普遍性という断ち切れない建設的な結びつき

にあります

8. アディヤールの 100 周年記念
（1982 年 2月）

　1982 年の年頭に当たり、この地に本部を構えて 100

周年ということで、世界中の会員がアディヤールに思い

を馳せていることでしょう。年末の大会は、海外からの

参加者も多く、盛大なものになりそうです。



6. 大会の意図（1985 年 6月）

　国際大会の最後（1984 年 12 月 31 日）に次のように

話しました。

　私は今朝、この大会を正式に閉会しますが、精神的に

は一時中断するだけです。それは、私たちだけでなく、

私たちが再び出会うまで、接するすべての人に有益とな

る贈り物を、常に持ち歩くべきであるということを意味

しています。讃美歌の一節に「神は再び会うまであなた

とともに」というのがあります。「神」とは、この上な

く善良で、清く、情け深いものです。私たちが再び出会

うまで、それが本当に私たちとともにありますように。

もしそうであれば、私たちはこの大会に参加したことで

多大な利益を得たことになり、どこにいようとも、本会

のための仕事を高貴な活動にすることができるはずで

す。

　人生は多様で、変化に富んでいます。一本の木が一粒

の種から成長し、多くの枝と無数の葉に成長します。し

かし、根から樹冠までが一本の木なのです。枝分かれし

ても、離れ離れに分かれることはなく、どの部分にも同

じ樹液が流れています。

　それでも、生命の樹液がすべての生き物を貫き、栄養

を与え、全体を一つにまとめています。このことに気づ

いた人は、特定の人にだけではない尊敬と共感の精神に

包まれます。その尊敬の念は、人間にも、あらゆる生命

体にも、自分を取り囲む大地や空気にも向けられます。

その時、その人は普遍的な言葉を話し、たとえ彼らの言

語で話せなくても、すべての人々とコミュニケーション

をとることができるのです。ハートとハート、マインド

とマインド、存在と存在との間には、そのハートとマイ

ンドに尊敬の念があるとき、交感があるのです。これが

神智学の本質です。

　よく知られている念仏に、ダンマ、サラナンガッチャー

ミという言葉があります。ダルマやダンマという言葉は、

特に、目に見えないところで存在するものすべてを結び

つけている「善法」を指しています。より深いレベルでは、

すべてが結びついていますが、外側のレベルでは、分離

しているように見えます。一見分離しているように見え

るものが、「一つ」に根ざしていることがわかると、「法則」

が理解できるのです。その法則に気づき、それに帰依す

る人は、共感と尊敬の念で溢れずにはいられません。

　学びにはいろいろな形があります。あるものは、頭脳

だけに関係するもので、人を冷たく不毛にします。しか

し、宇宙の真理を学ぶ者は輝きに満ち、その人生は与え

るものであって、奪い、所有するものではないのです。

　与える者は最もよく受け、少ししか求めない者は最も

よく得るのです。これは世俗的な意味でもそうです。あ

る人は、他の人が自分に対して特定の方法で行動するこ

とを要求することによって、尊敬を得ようとします。し

かし本当の尊敬を得る人は、要求する人ではなく、自分

自身が幸せで良い人であり、外からお願いする必要のな

い人なのです。私たちの前会長である N・スリ・ラムが

誰からも愛されたのは、彼が自分を高く評価していたか

らではなく、謙虚さと自尊心を捨て去る智慧の精神を体

現していたからなのです。尊敬は、彼が求めなかったか

らこそ、もたらされたのです。どんな人でも、しつこく

したり、攻撃的になったり、要求したりせず、愛と同情

心と配慮をもって他人を思いやることを学べば、多くの

ものを受け取ることができるのです。

　部屋やバスルームを共有しなければならない、騒音が

ある、慣れない料理を出されるなど、大会には物理的に

不便なことが多いのですが、それがどうしたというので

しょう。そんなことはどうでもいいのです。少なくとも

しばらくの間、その不便さを忘れて、平穏に、他人や仕

事を受け入れ、思いやることができないでしょうか。こ

れは貴重な訓練です。人生には、「エクセレンスを中断し」

て、快適さ、自己の過大視、自己意見の過大評価への欲

求を放棄し、新しい心の質を体験することを学ぶための

機会がたくさんあるのです。

　神智学的であるということは、すべてのものが他のす

べてのものと密接に、本質的に関係しているという偉大

な法則に従って行動することです。このことを学ばずに、

どうして神智学を教えることができるでしょうか。私た

ちは学ぶために大会に参加しているのであって、その学

びを終わらせてはなりません。大会の精神は受け継がれ、

そのインスピレーションは残り、私たち全員に異なる方

法で生きることを教え、新しい世界を創造する手助けを

するのです。

7. アディヤールの神智学協会本部
 （1982 年 12 月）

　アディヤールにある神智学協会の本部は、これまで、

そして今もたくさんの人々にとって多くのものでありま

す。平和の場所であり、自分の心の中にある「聖域」へ

の巡礼を行う人々の宿となる神聖な中心地であり、心が

作り出す障壁を越えた友情の生きた象徴であり、自然が

敏感な人々に秘密を明かしてくれる庭園であり庵なので

す。哲学や宗教の伝承を学ぶ人々の集会場であり、成長

過程にある子供たちの楽園、その他多くのものです。オ

ルコット大佐はアディヤールについて、「どんな大きな

協会も、我々より優れた本部を求めることはできないだ

ろう……。HPB と私が初めてこの建物を見たとき、彼女

は感激に満ち、それへの愛情は最後まで続いた」と書い

ています。

　何世代にもわたって会員が注いできた愛情と、その範

囲内で行われてきた仕事は、何千人もの訪問者や通りす

がりの人たちでさえも感じる、質の高い美しさと高揚感

を持つようになったのです。約 100 年前、H・S・オルコッ

トは、アディヤールが「協会の創立者とその仲間たちの

崇高な志の強い核」になったと記しています。今日、そ

の志の核は、100 年にわたり世界中の会員が与えてくれ

たものによって、より強く、より大きく、放射状に広がっ

ているのです。

　アディヤールは主に仕事の場です。その静謐な雰囲気

は、オルコット大佐の言葉を借りれば「西洋の都市の喧

騒の中でいつも神経をすり減らしてきた者には、狂おし

いほどである」。しかし、この静かな外観の下で、仕事は、

水面が静止して見える川の強い流れのように流れている

のです。

　物質主義的な条件付けをされた心にとって、仕事とは、

外界の喧騒、イベントの企画、宣伝のしかけ、人々の動

きと同義語です。神智学の観点からは、仕事とは、心を

曖昧さから解放し、道徳的な認識と精神的な洞察の状態

に（心を）引き上げることを意味します。海辺や川辺、

図書館や勉強会などでの静かな内省と思索の時間は、注

目を集めやすいが人間の心の状態に変化をもたらさない

華やかな活動形態よりも、多くのことを達成できるかも

しれません。

　アディヤールの役割は、人間の精神的再生をもたらす

という神智学協会の基本的な目的と当然ながら密接に結

びついています。人間関係や人間社会の巨大な問題は、

一般に無視されたり隠されたりしている矛盾に満ちた戦

場である人間の心にその起源があります。神智学協会は、

人間社会に根本的な変化をもたらし、争いと疑惑の代わ

りに、調和と理解の関係を確立することを目的としてい

ます。これは、人々が自分自身の心に何が起こっている

のか、そして心の状態が外側の出来事や緊張にどのよう

に反映されているかを正直に見始める場合にのみ可能な

ことです。

　したがって神智学協会の活動は、自己認識と存在の法

則の知識につながる生き方を含んでいるのです。人間は、

目に見える世界と目に見えない世界のすべてのものに浸

透し、規制している不変で不易な法則に従って行動し、

考え、感じ、「ある」ようになったときに初めて、その

精神は隠れた深みから霊的エネルギーを流れ込ませるこ

　オルコット大佐は『古い日記』の中で、恒久的な本部

をいろいろな場所で探したことを語っています。美しい

環境の中にある大きなバンガローなど、多くの物件が彼

と HPB に紹介されましたが、おそらくどの物件も霊的

な雰囲気が合わなかったのでしょう。ようやくマドラス

に来たとき、誰かがハドルストン・ガーデン（当時はこ

う呼ばれていました）のことを話しました。そして、「一

目見ただけで、将来の住処が見つかったと思った」と言っ

ています。

　残念ながら、インド国外には、そしておそらくインド

国内にも、「本部をどこかへ移す」ということを軽々し

く口にする人が一定数います。ストライキがあったとか，

３、４年前に財政難になったからというのは，移転を考

える十分な理由にはならないのです。アニー・ベサント

が会長をしていた 1931 年に１番早く労働問題が起こり

ましたが、そのときにアディヤールを捨てようと思った

ことは１度もありません。アディヤールには、浮き沈み

があります。HPB がまだここにいたころは、クーロン事

件など多くの嵐が吹き荒れ、HPB と協会に対する悪評が

あちこちで聞かれたものでした。地球上に、困難のない

場所などありません。実際、ある場所が霊的な影響の焦

点になると、必ず対抗勢力が現れるものです。障害があ

るからといって、仕事を放棄する理由にはならないし、

仕事をする場所のせいでもないのです。だから、「アディ

ヤールに問題がある」と言うのは、ごく表面的な見方で

しかないのです。問題のない国などありますか？ だから、

それは本部の終わりなのです。

　何よりもまず、本部を別の場所に移すことは現実的で

はないと思います。しかし、それは些細な理由です。本

当の理由は、オルコット大佐の言葉の中にあります。彼

は偉大な旅行者でした。アメリカでもヨーロッパでも日

本でも、美しい場所を訪れましたが、このアディヤール

のような場所は一つもないと言っていました。おそらく

今でもそうなのでしょう。精神的な影響力において、ア

ディヤールに匹敵するようなアーシュラマはないと私は

思います。アディヤールは、多くの献身的な労働者の生

活と労働によって神聖化された場所です。神智学協会の

歴史を読むと、初期の頃はほとんどインドに限定され、

アディヤールを中心に活動していたのですが、ここで起

こった出来事に深い感動を覚えずにはいられません。ア

ディヤールは今でも当時と同じ精神的な中心地であり、

同じ原理と理念を掲げています。アディヤールは、単に

神智学協会の本部というだけではありません。ベサント

博士の部屋の外に板があり、そこには「マスターたちの

家であるアディヤールのために働こう」と書かれていま

す。マスターたちの家というのは、何か物質的なものと

いう意味ではありません。アディヤールはマスターたち

の影響力の拠点であり、そこからマスターたちの輝きが

広がっていく場所でなければならない、という意味です。

　アディヤールは、人々がさまざまな目的のために協力

したりしなかったりするような、普通のコミュニティで

はありません。アディヤールのような場所に住む人たち

は、もし本当にアディヤールを作り、あるべき姿に維持

しようとするならば、自分たちのために利益を得るので

はなく、アディヤールの内なる精神的な豊かさに貢献す

る、与えるという精神を持たなければならないのです。

すべての人が、自分自身の何かを与えるためにそこにい

なければならないのです。

　美しさは、すべてのアーシュラマが備えるべき資質の

ひとつであり、建物の美しさも自然の美しさも、同じで

す。私たちは単に通過可能なものに満足してはなりませ

ん。すべてが最高のものでなければなりません。豪華な

ものでなく、最高のもの、最も美しいものでなければな

りません。もし、ここが本当にマスターたちの家である

ならば、常にこのようであるべきではないでしょうか。

　『マハトマ・レターズ』には、「高次の影響は、平静な

心を通じてのみもたらされる」という趣旨の記述があり

ます。もし、アディヤールが霊的な影響の経路（チャン

ネル）になるのであれば、そこに住む人々は平穏な生活

を送ることによって、桃源郷のような状態をもたらさな

ければならないのです。

　アーシュラマとは、学びの場のことです。昔のインド

では、弟子たちは聖なる人物の周りに集まっていました。

私たちはそのようなことをする必要はありません。むし

ろ、精神的な導き、方法、教えを中心に集まります。こ

れは、人格を中心に集まるよりも良いことかもしれませ

ん。

　自分自身の中に正しい状態があれば、このようなアー

シュラマにいることは本当に有益なことであり、逆に自

分自身の力を加えることができるのです。アーシュラマ

で経験する平和は、平穏でも退屈でもありません。平和

は、知性の熱心さと矛盾するものではありません。ラー

シュラマは、先ほど申し上げたように、学習の場でもあ

ります。学習には、受容性、注意深い知性、真理を見つ

けようとする熱意が必要です。ですから、アディヤール

が真の意味での霊性の中心であり続けることを考えるな

らば、私たちは人生のより深い意味を発見しようとする

探究心、真理への関心をアディヤールにもたらさなけれ

ばなりません。私は、私たちの研究センターが熱心な学

徒や探求者のために、特別な学習の中心地に成長するこ

とを望んでいます。しかし、このような熱心な精神は、

教室の中だけのものではありません。各自が勉強や瞑想

に必要な余暇を持ち、木陰や海辺に静かに座って内面に

意識を向けるだけでなく、各自が与えられた仕事で自分

の力を発揮しなければならないのです。

　インドも他の国々と同様、「近代的な知識」に侵され

ています。近代的な知識は、病気の撲滅や生活のしやす

さなど、すばらしい成果をあげています。しかし、この

知識は外向きのものです。心は常に疑問を外在化させる

からです。アディヤールが再生（regeneration）の中心

地となるためには、ここで働く私たち全員が、自分の内

面から行動する能力を開花させなければなりません。つ

まり、内面に深く入り込むことを学ばなければならない

のです。それはアーシュラマの生活の一部です。知性に

よる探究と、内なる悟りのための探求は、バランスがと

れていなければなりません。悟りという言葉はあまりに

も多く使われすぎて、多くの人にとって意味を失ってい

ます。悟りとは、現実化するという意味です。何かにつ

いて話したり、推測したりすることができても、それが

私たちにとって現実であることを意味するわけではあり

ません。私たちは、愛情、協力、兄弟愛（同胞愛）につ

いて話すことができますが、私たちが実際に愛情、兄弟

愛、協力を始めるまでは、それは私たちにとって現実の

ものではありません。ある性質が実現するということは、

それが私たち自身の性質の一部となったということであ

り、そのような実現から行動すること、つまり、ある程

度まで実現して行動することが、アーシュラマで生きる

ことの一部なのです。

　100 周年を祝うのはとても簡単なことです。個人的に

は、アディヤールの 100 周年に関連して「祝う」という

言 葉 は 好 き で は あ り ま せ ん。し か し、再 献 身

（rededication）の年、私たちの精神生活を強化する年、

私たち自身のインスピレーションを新たにする年であれ

ば、何らかの意味があるはずです。ここにはすでに多く

のものがあります。それを活かして、さらに前進してい

きましょう。

　これらのことに言及したのは、アディヤールとは何か、

何のためにあるのかを明確にする必要があると思うから

です。私たちは、これらのことに対する責任感を十分に

自覚しています。ここに住んでいる数少ない私たちは、

ここを真の霊的中心地として維持する義務をますます意

識するようになっています。

　

とができるようになるのです。個人の再生も、調和と自

由と創造性が花開くような人間社会の再編成も、正しい

生き方を発見することにかかっています。

　古代のアーシュラマは、一般に聖なる賢者によって導

かれていました。彼らの存在と影響力は、単に教えを伝

えるだけでなく、異なる生き方が可能であることを確信

させてくれました。アディヤールの役割は、そのような

生き方を育むことです。

　世俗の流れは概してどこでも強いので、ほとんどの人

の心の中には疑念が潜んでいます。一方では、人々は平

和で幸福な世界を作るためには態度、考え方、人間関係

を変えることが必要であるということを受け入れます

が、他方では利己主義は安全のために必要であり、野心

と世俗の規範やパターンを採用しなければ、前に進むた

めの闘いに沈んでしまうという気持ちがあるのです。ほ

とんどの人は、活動や日常生活に拍車をかけるエネル

ギーは、野心以外には考えられません。思考が発する長

年の条件付け（サムスカーラ）は、野心、つまり攻撃的

でないものを、生きること、進歩することと同一視して

います。利己主義（野心は本質的に利己的であるため）は、

全体的にまともで親切な、平均的な人間や、霊的な生活

を送ろうとする人たちの背景にある哲学です。『道の光』

は、野心のような特質は「微妙な変化を経て、弟子の心

の中に姿を変えて再び現れる」ことがあると指摘してい

ます。利己主義や野心という背景は、それなくして自分

の未来があるのかという疑念と、それがなくなるととも

にすべてのエネルギーが衰退してしまうという恐怖があ

る限り、根絶されることはないのです。

　アディヤールは、真のアーシュラマであることを証明

しました。なぜなら、アディヤールには常に、疑念と恐

怖を払拭する存在、手本、指導が存在したからです。そ

の雰囲気は、平和と自由の実現に近づくための個人の内

なる動きを安定させます。永遠の雰囲気には、その静寂

の中に何かがあるのです。ここでは、利己的な衝動や個

人的な野心を一掃する思考のレベルで生きることの意味

を、他の多くの場所よりも容易に理解することができる

のです。

　アディヤールが神智学協会の世界本部として機能して

いることは、精神生活の中心としての役割と切り離せず

一体です。誠意と深みのない人が話す言葉や講演が平板

で感動を与えないように、協会本部から発信される推進

力とインスピレーションも、その中心が内なるエネル

ギーで満たされていなければ、薄れてしまうでしょう。

アディヤールは、単なる管理施設ではなく、協会の磁力

と生命力の中心であり、世界中の組織を常に浄化し、補

充することを意味しているのです。

　アディヤールの仕事は、そこに短期間あるいは長期間

に渡って住むという大きな特権を持つ一部の人たちだけ

でなく、アディヤールを心に刻み、その役割を自覚する

すべての会員によって成し遂げられるものなのです。

100 年もの間、物質的には見たことがなくても、内的に

知っていて、その一部となっている膨大な数の会員に

よって、大切にされ、支えられてきたのです。このことは、

遠く離れた場所に住む、会ったことも見たこともない男

女が、共通の利益と共通の大義によって心と心を一つに

する時代を予感させるからです。このような内なる結束

は、人間関係におけるあらゆる障害を克服し、テニソン

が歌った世界の連盟のための強力な基盤となるでしょ

う。

　制限された、あるいは宗派的な目的を持った仲間に入

ることは比較的容易です。国家的、人種的、宗教的、共

同体的利益への愛着は、分裂的であるため、同様に有害

な大義への情熱によって上書き（無効に）されることが

あります。神智学協会の魅力とその精神的な中心（霊的

なハート）は、エゴイズムを消し去り、人々を統一する、

分断のない普遍性という断ち切れない建設的な結びつき

にあります

8. アディヤールの 100 周年記念
（1982 年 2月）

　1982 年の年頭に当たり、この地に本部を構えて 100

周年ということで、世界中の会員がアディヤールに思い

を馳せていることでしょう。年末の大会は、海外からの

参加者も多く、盛大なものになりそうです。

神智学の海

　

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

2,090円
POD 版

【本書について】
この本は、THE OCEAN OF THEOSOPHY の日本語版です。
アメリカの神智学協会の担い手、W・Q・ジャッジが一般の読者に理解できるように神智学の
内容を書いた著書です。この度完訳され、本になりました。
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い指導の下でオカルティズム専攻の文学士号を取るため

の入学試験に受かり、グルを受け入れるようなものでは

ない。それどころか、番兵に囲まれた城に無理やり押し

入って、その時から勝って生きるか負けて死ぬかという

激しい戦いをしなくてはならない。グルを受け入れるの

ではなく、グルに受け入れられるだけの価値がなければ

ならない。また、弟子になることを申し込んではならな

い。一人のマハートマは次のように書かれた。「自分が

チェーラとして受け入れられるように我々に無理強いし

てはならない。チェーラの身分が自然にやってくるまで

待て」

　また、人がチェーラとして受け入れられたからといっ

て、単にグルの道具になったというわけではない。チェー

ラになった人は以前と同じく、普通の人間のように話す。

大師がチェーラの磁気を媒体として実際の手紙を送られ

た時にのみ、周りの人達は、チェーラを通して大師のメッ

セージが届いたといえる。

どの作家の場合でもそうだが、弟子が深い真理や非常に

美しい言葉を述べることもたまにある。しかしその時、

グルがチェーラを通して話していると結論してはならな

い。もし、よい思いの種がチェーラの心の中にあったな

ら、グルの感化力というやさしい雨から潤いを得、突然

芽を出し、時期の早い花を咲かせるかもしれない。だが、

これは師の声とは違う。事実、大師がチェーラを通して

物を言うことは滅多にない。

　チェーラの能力は、その進歩段階によって違う。もし

チェーラに「神通力」があるとすれば、ごく稀で例外的

な場合を除いてそれを使うことは許されないし、しかも、

それをもっていると自慢することは絶対にいけない。

従って、単なる初心者は一般の人間以上の能力をもって

いないというわけである。しかも、チェーラに課された

ゴールは精神的な能力の獲得ではない。チェーラの主な

課題は、私達の不死の部分である「まことの人間」（the 

real man）を覆い隠す厚いベール、すなわち、強い人格

感を取り除くことである。この自分本位の気持ちを残し

ている間は、オカルティズムの戸口にとどまり、一歩も

先に進めない。

明らかに、感傷主義はチェーラにとって役に立つ道具で

はない。チェーラの仕事はつらく、道は石だらけで、目

的地は遠い。ただ感傷的になるだけでは全く前進しなく

なる。崖の縁から身を投げたり、ヒマラヤの峰々の酷寒

に立ち向かったりして己れの勇気を示せと大師が命じら

れるまで待っているのか？　それなら無理だろう。大師

方は、そのように人にお命じにはならない。だから、

チェーラ自身が感傷主義にふけってはいけないのと同様

に、一般の人達もチェーラについて考える時、チェーラ

の行ないと言葉のすべての上に感傷主義という偽りの

ベールを投げかけてはならない。

　これからは、もう少し識別力をもってチェーラについ

て考えよう。

六　チェーラは「霊媒」か

　法学博士ジョン・オーグルヴィの『インピリアル辞典』

の最新版によれば、霊媒とは「他の存在の行為が動物磁

気によって顕現され伝達される媒介となっているといわ

れている人、または、霊の顕現が起こる媒介と主張され

ている人、とりわけ死者の霊と交わることができるとい

われている人のことである」

　オカルティストは、「死者の霊」は降りてきて私達と

交信することはできないことを知っているので、普通受

け入れられている意味での「死者の霊」との交わりがあ

るとは思わない。また、もし、『インピリアル辞典』の

編集者がオカルティストであったとしたら、右の「動物

磁気によって」という表現はたぶん修正されたであろう。

というわけで、私達はここで「霊媒」という言葉の定義

の最初の部分だけを扱おう。つまり、「霊媒とは、他の

存在の行為が顕現され伝達される媒介になっているとい

われている人」である。私達は、これに次の言葉を付加

したいと思う。「他の存在の意識的に、あるいは無意識

的に働く意志によって」。

　他人の「動物磁気」または、その磁気を送っている意

志の働きから多かれ少なかれ影響を受けない人間を、こ

の地上に見つけることは極めて難しい。部下に愛されて

いる将軍が最前線に馬を駆れば、兵士は皆「霊媒」になる。

彼等は熱狂して燃え上がり、恐れもなく将軍のあとに続

き、死と向き合い砲兵中隊を攻撃する。同じ衝動が彼等

すべてに浸透しているのである。兵士はそれぞれ他の人

の「霊媒」となり、臆病な者は勇気に満たされるように

なる。全然霊媒でなく、従って流行性または風土性の精

神的影響に無感覚な人だけが例外であり、自分の独立性

を主張して戦場を逃げ去るのである。

　信仰復興運動の宣教師が説教壇に上がると、彼が言う

ことはつじつまが合わず訳の分からぬものばかりである

にもかかわらず、彼のふるまいや嘆きを帯びた声の印象

は、会衆のうちで少なくとも女性に「回心」を起こさせ

るのに十分衝撃的である。彼の容姿が立派で雄弁な人な

ら、「嘲笑するためにきた」懐疑家達でさえも感動して「そ

こに残って祈る」ことだろう。人々は劇場に入ると、そ

れがパントマイムであろうと、悲劇であろうと、道化芝

居であろうと、劇を演じている人物に従って涙をこぼし

たり、腹をよじって笑ったりするのである。底なしの阿

呆を除いて、情緒や、従って、行為が何らかの方法で影

響を受け、それによって、「他の人の行為が顕現され伝

達される媒介」となり得ない人は一人もいない。従って、

あらゆる男、女、子供は霊媒であり、霊媒でない人は怪

物であり、自然の出来損ないである。このような人は人

類の仲間ではないからである。

　明らかに右の定義は、一般的な意味での「霊媒」を表

すのに十分ではないので、もう少し言葉をつけ足して、

「霊媒とは、他の存在の行為が、意識的に、あるいは無

意識的に働く意志によって異常な程度にまで現された伝

達される媒介となっているといわれている人」としなけ

ればならない。すると、私達が正常者と異常者の境界線

をどこで引くかということによって、いわゆる「霊媒」

の数が減じてくるが、誰が霊媒であり、誰が霊媒でない

かを決めるのは、どこで正常が終わってどこから異常が

始まっているかをいうのと同じように難しいことであ

る。人はそれぞれ、ちょっと変わっている点があるし、

それにちょっとした「霊媒性」、すなわち、不意打ちを

食らう原因となる何らかの弱点をもっている。人が少し

変わっていても本当に異常であるとはいえないし、少し

霊媒性のある一般の人を「霊媒」と呼ぶこともできない。

ある人が異常であるかないかについての意見は違ってい

ると同様に、人の霊媒性についても意見は違う。実生活

においてある人は大層風変りであるかもしれないが、も

はや自分が何をしているのか分からないし、従って自分

自身や自分の仕事を世話できなくなる程度にまで気が狂

わない限り、その人は気狂いとは考えられない。

　同じ原則を「霊媒」にも適用して、次のことがいえる。

つまり、右に述べたような方法で、自己を支配する力を

失い、もはや、自分自身の行為を決める力や意志をもた

なくなったという程度にまで他の存在の影響を受ける

人、このような人だけが霊媒と考えられるのである。自

己支配力がそのように放棄されるのは、能動的かもしれ

ないし、受動的かもしれない。意識的であるかもしれな

いし、無意識的であるかもしれない。本人の意志による

かもしれないし、不本意であるかもしれない。また、右

に言った影響を霊媒に及ぼす存在の性質によって異な

る。

　ある人が、意識的にかつ自発的に自分の意志を他の存

在に服従させ、その奴隷となることもある。この他の存

在というのが人間であるとすれば、その霊媒はその人の

忠実な召し使いとなり、善い目的、また、悪い目的のた

めに、その人に使われるかもしれない。他の存在という

のは、ある考えであることもある。つまり、愛、貪欲、

憎しみ、嫉妬や何か他の感情である。霊媒に及ぼされる

影響は、その考えの強さと霊媒に残っている自己支配力

の総量次第である。他の存在はエレメンタリーやエレメ

ンタルであることもあり、哀れな霊媒は癲
てん

癇
かん

患者や異常

者、犯罪者となる。他の存在はその人自身の高級本質

（higher principle）――その人の高級本質だけか、また

は、それが普遍霊の本質のもう一つの光線と一致してい

るか――のいずれかであることもある。その時、「霊媒」

は偉大な天才、著述家、詩人、芸術家、音楽家、発明家

などである。他の存在がマハートマと呼ばれる偉大な存

在の一人であることもある。その場合、意識的で自発的

な霊媒は「チェーラ」と呼ばれる。

　さらに、生まれてから一度も「霊媒」という言葉を聞

いたことがなくても、全く気づかないでいて強い霊媒で

あるともある。そのような人の行為は、周囲にある可視、

不可視のものから、多かれ少なかれ無意識的に影響を受

けている。人はエレメンタリーやエレメンタルという言

　マハートマは多かれ少なかれ宇宙の衝動に完全に従わ

せて行く所まで自分の低級我を制御してきた、進歩した

オカルティストにすぎないので、マハートマにとって、

非利己的なふるまい以外のことをするのは、当然、不可

能である。マハートマが「人格我」に自己主張を許すや

否や、マハートマではなくなってしまう。

　従って、まだ妄想的な人格感の網に絡まっている人々

は、マハートマ達が「知識」を与えて下さらないので「利

己主義」だと咎める時、自分が何を言っているかよく考

えていない。宇宙進化の法則は究極的統一という目的を

遂げるために、また本体の世界へと現象を導くためにい

つも働いているが、マハートマ達は法則と同調して、そ

の目的を助けておられる。従って、マハートマ達は進化

のある段階では人類にとってどんな知識がいちばんよい

かを最もよく知っており、マハートマ達以外にその判断

の資格がある方はおられない。マハートマ達だけが正し

いコースを決定し、適切な識別力を働かせる基本的知識

に達しているからである。いまだに幻影的な感覚の中で

もがいている私達にとって、マハートマ達はどんな知識

を分けてくださるべきか、またマハートマ達はどう行動

されるべきかと決めつけることは、まるで放浪児がハク

スリー博士に科学を教えようとし、グラッドストン氏に

政治を教えようとするようなものである。

　これで分かるように、わずかでも利己主義の思いが現

れようとするとすぐに、マハートマの唯一の認識力であ

る霊的感覚の視力は鈍くなり、抽象的な「知識」だけが

与えることのできる「力」を失ってしまう。私達の現在

の未発達な状態では低級性質が表面に出て行くことがよ

くあるが、これを妨げるために「意志」が絶えず油断の

ない警戒をしなければならない。だから、受動的ではな

く、非常な積極性こそ、学徒の出発点となる必要な条件

である。まず第一に積極性は低級我の反対する力を食い

止めることに向けられ、それが征服されると、束縛を逃

れて高級（真）我に集中した意志は「神聖なマインド」

の宇宙的観念構成と調和して、最も効果的に、積極的に

働き続ける。

五　チェーラ

　チェーラについての論文はいくつも本誌に載ったが、

この問題に関わる誤解や間違った意見がいまだにたくさ

んあるようだ。

　チェーラとはどんな人だろうか？　どんな能力をもっ

ているのだろうか？　チェーラには欠点があるのか？　

チェーラでない人とはどんな点で違うのか？　チェーラ

の言う言葉はみな絶対の真実と受け取るべきだろうか？

　多くの人達はチェーラについて非常にばかげた意見を

もっていたし、その意見を変えるべきだと分かった時の

反応がとても激しかったので、このような疑問が出てき

た。

　「チェーラ」という単語は単に「弟子」という意味な

のに、神智学文献では独特なニュアンスを帯び「神」と

いう言葉と同様に十人十色の違う定義をもつようになっ

た。ある人の考えでは、人がチェーラになると間もなく、

私達凡人と違った段階となり、チェーラがたまたま言っ

た言葉一語一語が「聖座宣言」として書き記され、もう

普通の人として話をするという権利を許されなくなる。

述べたことが、個人的な責任でチェーラが言った個人的

な意見にすぎないと分かったら、聞く人をだましている

と咎められてしまった。

　この間違った考えをきっぱり正す必要がある。様々な

種類と位のマハートマ達がおられると同様に、いろいろ

な種類と位のチェーラもいる。実際、さらに高いマハー

トマ達のチェーラであるマハートマ達もおられる。しか

し、弟子道という不安な旅路に出たばかりのチェーラと、

マハートマであるより偉大なチェーラとを、一瞬たりと

も混同する人は誰もいない。

　本当は、チェーラとは「まだ現れていない道」に入っ

た哀れな人である。クリシュナが言われた通り、それは

「あらゆる道の中で最も困難な道である」

　チェーラは、絶えずグルの代弁をする者ではなく、む

しろ、チェーラでない人よりも世の中で孤独である。

チェーラの道を四方八方から取り囲む危険がありのまま

に描き出されたら、多くの志願者を仰天させることだろ

う。チェーラの道は、絶え間なく授けられる師のやさし

葉の意味を知りもしないのに、それらの餌じきになって

いることもあり、その結果、盗人か殺人鬼か暴行者か大

酒飲みなどになるかもしれない。そしてよく証明されて

きたように、犯罪は度々伝染性のものである。またある

人が、それまで知られていたその人の性格とは全く異る

ようなことを、不可視の影響によって、成就するように

させられることもある。例えば大嘘つきが、何か不可視

の影響によって、一度真実を話すように仕向けられるこ

ともある。普通はたいへん気の小さい人が、何か大きな

事件が起きた時、突然英雄的な行為をなすこともある。

小泥棒で放浪の身である人が、突然寛大な行為をなすこ

ともあったりで、様々である。

　その上、霊媒が、影響の源、より明確にいえば、自分

を通して行動を伝達している存在の性質を知っているか

もしれないし、知らないかもしれない。自分自身の第七

本質の影響下にあるのに、イエス・キリストや聖者と通

じ合っているのだと思い込むかもしれない。あるいは、

シェークスピアの「知的光線」（intellectual ray）と一

致していて、シェークスピアのような詩を書いている人

が、シェークスピアの個人霊が自分を通して書いている

のだと考えていることもあり得るが、そう考えただけで

は彼の詩は良くも悪くもならない。あるアデプトの影響

を受けて偉大な科学書を書いてはいるが、そのインスピ

レーションの源については何も知らず、自分を通して書

いているのはファラデーかベーコン卿の「霊」だと考え

ているかもしれない。しかも、そのことを知らずにその

人は、ずっと「チェーラ」として働いているのである。

　以上のことからいえることは、霊媒性質を働かせるこ

とは、自己支配力をほとんど完全に捨てることであり、

その結果が善か悪かは全く、それがどのように利用され、

どんな目的で行なわれているかということによる。さら

に、この利用と目的は、霊媒が自分の知力と肉体の力の

保護権を、しばらく、自発的にまたは不本意に放棄して

譲り渡す存在の性質についてどの程度知っているかとい

うことによるのである。心身の力をいかなる未知の存在

の影響にも無分別に任せる人は、疑いなく「変り者」で

あり、正気であるとは考えられない。自分の金や貴重品

を、それを貸してくれという全く見知らぬ放浪者に託す

人が正気でないのと同じである。比較的少ないが、私達

は時たまそのような人々に出会う。普通は、その人達は

白痴のような目つきで他の人をじろじろ見たり、自分の

妄想を狂信して無知にしがみつくことでそれと分かる。

私達は、そのような人達を非難するのではなく、哀れむ

べきであり、もし可能なら、彼等が招いている危険性に

関して教えるべきである。チェーラは、自分が知ってお

り、かつ、その動機の純粋さ、目的の真剣さ、知力と智

慧と力に完全に信頼をおいている大師という優れた存在

に、しばらくの間であるが意識的に自分の意志で自分の

知的能力を貸すのであるが、そのような弟子を、低俗な

意味での「霊媒」と考えるべきかどうかは、読者が右述

のことをよく考えた上で自分自身で決めるほうがよいこ

とである。

実践的オカルティズム

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク

四　マハートマ達は利己的であり得るか

　オカルト問題についての様々な文章に、非利己はオカ

ルティズムの成功に不可欠なものであると言われてき

た。またはもっと正確な言葉で言えば、非利己的な気持

ちの開発こそオカルティズムの主要な訓練であり、必要

な付属品としての「力である知識」をもたらすというこ

とであろう。従ってオカルティストが得ようとしている

ものは、普通に理解されているような知識ではない。ま

ことの知識は、それを遮 ( さえぎ ) るベールを自分の視

野から取り除いた結果、当然なこととしてその人にやっ

てくるものである。知識の基盤はどこにでもある。現象

世界にはその原因が発見されなければならない事実が山

ほど提供されているからである。現象世界では結果だけ

しか見ることはできない。この世界の原因自体がそれぞ

れ、何か他の原因の結果だからである。従って、まこと

の知識は結果となることのない最初の原因、「根なき根」

まで見極めることにある。

　何事も正しく認識するには、対象の性質に相応する感

覚能力と道具だけが使えるのである。従って、一時的な

現象はその現象の性質に相応する感覚で認識できるが、

本体的なものを理解するには、本体的感覚が必要条件で

ある。オルト哲学は第七本質こそ、唯一の永遠なる実在

であって、その他の本質は非恒久的な形体の世界に属し

ており、長続きしないという意味で、幻影的であると教

える。六本質の性質に相応する感覚によって認められる

現象世界は、形体の世界に限られている。だから、あら

ゆる現象の底にある抽象的実在を理解できるものは、本

体的世界に属する第七感だけである。この第七本質は遍

在しているので、我々すべての内に潜在している。そし

て、まことに知識に到達したい人は、自分の中に第七感

を開発しなければならない。というよりはむしろ、第七

感の顕現を覆い隠すベールを取り除かなければならな

い。人格感（sense of personality）はすべて、六つの低

級本質だけにある。人格が形体の世界にのみ関係してい

るからである。従って、まことの「知識」は、人格感によっ

て非人格のアートマンの前に張られたマーヤーの幕をす

べて、引き裂くことによってのみ得られるのである。

　利己主義が根づいているのは人格すなわち低級我の中

だけである。というよりは利己主義が低級我を作るし、

その逆もそうである。利己主義と低級我は互いに働きか

け、反応し合うからである。というのも、利己主義とは、

他のものを除去して自分本位の低級我を強大にしようと

する気持ちだからである。利己主義が狭い低級我の中に

人を閉じ込めるので、利己主義が除かれない限り、絶対

的な知識を得ることはできない。しかしながら、私達は

この現象世界にいる間は、自己栄達や野望が残っていな

いという意味で人格感がどんなに高められても、それを

全く脱け出してしまうことはできない。自分の性質と進

化の段階に従って私達人間は「相対性の世界」に置かれ

ている。しかし、非人格と不二元性こそ宇宙進化の究極

の目的だから、大自然のその目的に沿って働く努力をし、

最終的には現れるに違いない自然に固有の衝動に反対し

てはならない。個人の自分本位という弱い力で宇宙法則

に対抗しようとするから、自然に反対することは必然の

結果として苦しみを伴う。

　オカルティストのなすべきことは、自分の意志を宇宙

意志すなわちデミウルゴスのマインドと一致して働かせ

ることにより、究極の目的への過程を速めることである。

それは宇宙意志に反対して自己主張しようとする低級我

の、無駄な努力を食い止めることにより行なわれ得る。
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い指導の下でオカルティズム専攻の文学士号を取るため

の入学試験に受かり、グルを受け入れるようなものでは

ない。それどころか、番兵に囲まれた城に無理やり押し

入って、その時から勝って生きるか負けて死ぬかという

激しい戦いをしなくてはならない。グルを受け入れるの

ではなく、グルに受け入れられるだけの価値がなければ

ならない。また、弟子になることを申し込んではならな

い。一人のマハートマは次のように書かれた。「自分が

チェーラとして受け入れられるように我々に無理強いし

てはならない。チェーラの身分が自然にやってくるまで

待て」

　また、人がチェーラとして受け入れられたからといっ

て、単にグルの道具になったというわけではない。チェー

ラになった人は以前と同じく、普通の人間のように話す。

大師がチェーラの磁気を媒体として実際の手紙を送られ

た時にのみ、周りの人達は、チェーラを通して大師のメッ

セージが届いたといえる。

どの作家の場合でもそうだが、弟子が深い真理や非常に

美しい言葉を述べることもたまにある。しかしその時、

グルがチェーラを通して話していると結論してはならな

い。もし、よい思いの種がチェーラの心の中にあったな

ら、グルの感化力というやさしい雨から潤いを得、突然

芽を出し、時期の早い花を咲かせるかもしれない。だが、

これは師の声とは違う。事実、大師がチェーラを通して

物を言うことは滅多にない。

　チェーラの能力は、その進歩段階によって違う。もし

チェーラに「神通力」があるとすれば、ごく稀で例外的

な場合を除いてそれを使うことは許されないし、しかも、

それをもっていると自慢することは絶対にいけない。

従って、単なる初心者は一般の人間以上の能力をもって

いないというわけである。しかも、チェーラに課された

ゴールは精神的な能力の獲得ではない。チェーラの主な

課題は、私達の不死の部分である「まことの人間」（the 

real man）を覆い隠す厚いベール、すなわち、強い人格

感を取り除くことである。この自分本位の気持ちを残し

ている間は、オカルティズムの戸口にとどまり、一歩も

先に進めない。

明らかに、感傷主義はチェーラにとって役に立つ道具で

はない。チェーラの仕事はつらく、道は石だらけで、目

的地は遠い。ただ感傷的になるだけでは全く前進しなく

なる。崖の縁から身を投げたり、ヒマラヤの峰々の酷寒

に立ち向かったりして己れの勇気を示せと大師が命じら

れるまで待っているのか？　それなら無理だろう。大師

方は、そのように人にお命じにはならない。だから、

チェーラ自身が感傷主義にふけってはいけないのと同様

に、一般の人達もチェーラについて考える時、チェーラ

の行ないと言葉のすべての上に感傷主義という偽りの

ベールを投げかけてはならない。

　これからは、もう少し識別力をもってチェーラについ

て考えよう。

六　チェーラは「霊媒」か

　法学博士ジョン・オーグルヴィの『インピリアル辞典』

の最新版によれば、霊媒とは「他の存在の行為が動物磁

気によって顕現され伝達される媒介となっているといわ

れている人、または、霊の顕現が起こる媒介と主張され

ている人、とりわけ死者の霊と交わることができるとい

われている人のことである」

　オカルティストは、「死者の霊」は降りてきて私達と

交信することはできないことを知っているので、普通受

け入れられている意味での「死者の霊」との交わりがあ

るとは思わない。また、もし、『インピリアル辞典』の

編集者がオカルティストであったとしたら、右の「動物

磁気によって」という表現はたぶん修正されたであろう。

というわけで、私達はここで「霊媒」という言葉の定義

の最初の部分だけを扱おう。つまり、「霊媒とは、他の

存在の行為が顕現され伝達される媒介になっているとい

われている人」である。私達は、これに次の言葉を付加

したいと思う。「他の存在の意識的に、あるいは無意識

的に働く意志によって」。

　他人の「動物磁気」または、その磁気を送っている意

志の働きから多かれ少なかれ影響を受けない人間を、こ

の地上に見つけることは極めて難しい。部下に愛されて

いる将軍が最前線に馬を駆れば、兵士は皆「霊媒」になる。

彼等は熱狂して燃え上がり、恐れもなく将軍のあとに続

き、死と向き合い砲兵中隊を攻撃する。同じ衝動が彼等

すべてに浸透しているのである。兵士はそれぞれ他の人

の「霊媒」となり、臆病な者は勇気に満たされるように

なる。全然霊媒でなく、従って流行性または風土性の精

神的影響に無感覚な人だけが例外であり、自分の独立性

を主張して戦場を逃げ去るのである。

　信仰復興運動の宣教師が説教壇に上がると、彼が言う

ことはつじつまが合わず訳の分からぬものばかりである

にもかかわらず、彼のふるまいや嘆きを帯びた声の印象

は、会衆のうちで少なくとも女性に「回心」を起こさせ

るのに十分衝撃的である。彼の容姿が立派で雄弁な人な

ら、「嘲笑するためにきた」懐疑家達でさえも感動して「そ

こに残って祈る」ことだろう。人々は劇場に入ると、そ

れがパントマイムであろうと、悲劇であろうと、道化芝

居であろうと、劇を演じている人物に従って涙をこぼし

たり、腹をよじって笑ったりするのである。底なしの阿

呆を除いて、情緒や、従って、行為が何らかの方法で影

響を受け、それによって、「他の人の行為が顕現され伝

達される媒介」となり得ない人は一人もいない。従って、

あらゆる男、女、子供は霊媒であり、霊媒でない人は怪

物であり、自然の出来損ないである。このような人は人

類の仲間ではないからである。

　明らかに右の定義は、一般的な意味での「霊媒」を表

すのに十分ではないので、もう少し言葉をつけ足して、

「霊媒とは、他の存在の行為が、意識的に、あるいは無

意識的に働く意志によって異常な程度にまで現された伝

達される媒介となっているといわれている人」としなけ

ればならない。すると、私達が正常者と異常者の境界線

をどこで引くかということによって、いわゆる「霊媒」

の数が減じてくるが、誰が霊媒であり、誰が霊媒でない

かを決めるのは、どこで正常が終わってどこから異常が

始まっているかをいうのと同じように難しいことであ

る。人はそれぞれ、ちょっと変わっている点があるし、

それにちょっとした「霊媒性」、すなわち、不意打ちを

食らう原因となる何らかの弱点をもっている。人が少し

変わっていても本当に異常であるとはいえないし、少し

霊媒性のある一般の人を「霊媒」と呼ぶこともできない。

ある人が異常であるかないかについての意見は違ってい

ると同様に、人の霊媒性についても意見は違う。実生活

においてある人は大層風変りであるかもしれないが、も

はや自分が何をしているのか分からないし、従って自分

自身や自分の仕事を世話できなくなる程度にまで気が狂

わない限り、その人は気狂いとは考えられない。

　同じ原則を「霊媒」にも適用して、次のことがいえる。

つまり、右に述べたような方法で、自己を支配する力を

失い、もはや、自分自身の行為を決める力や意志をもた

なくなったという程度にまで他の存在の影響を受ける

人、このような人だけが霊媒と考えられるのである。自

己支配力がそのように放棄されるのは、能動的かもしれ

ないし、受動的かもしれない。意識的であるかもしれな

いし、無意識的であるかもしれない。本人の意志による

かもしれないし、不本意であるかもしれない。また、右

に言った影響を霊媒に及ぼす存在の性質によって異な

る。

　ある人が、意識的にかつ自発的に自分の意志を他の存

在に服従させ、その奴隷となることもある。この他の存

在というのが人間であるとすれば、その霊媒はその人の

忠実な召し使いとなり、善い目的、また、悪い目的のた

めに、その人に使われるかもしれない。他の存在という

のは、ある考えであることもある。つまり、愛、貪欲、

憎しみ、嫉妬や何か他の感情である。霊媒に及ぼされる

影響は、その考えの強さと霊媒に残っている自己支配力

の総量次第である。他の存在はエレメンタリーやエレメ

ンタルであることもあり、哀れな霊媒は癲
てん

癇
かん

患者や異常

者、犯罪者となる。他の存在はその人自身の高級本質

（higher principle）――その人の高級本質だけか、また

は、それが普遍霊の本質のもう一つの光線と一致してい

るか――のいずれかであることもある。その時、「霊媒」

は偉大な天才、著述家、詩人、芸術家、音楽家、発明家

などである。他の存在がマハートマと呼ばれる偉大な存

在の一人であることもある。その場合、意識的で自発的

な霊媒は「チェーラ」と呼ばれる。

　さらに、生まれてから一度も「霊媒」という言葉を聞

いたことがなくても、全く気づかないでいて強い霊媒で

あるともある。そのような人の行為は、周囲にある可視、

不可視のものから、多かれ少なかれ無意識的に影響を受

けている。人はエレメンタリーやエレメンタルという言

　マハートマは多かれ少なかれ宇宙の衝動に完全に従わ

せて行く所まで自分の低級我を制御してきた、進歩した

オカルティストにすぎないので、マハートマにとって、

非利己的なふるまい以外のことをするのは、当然、不可

能である。マハートマが「人格我」に自己主張を許すや

否や、マハートマではなくなってしまう。

　従って、まだ妄想的な人格感の網に絡まっている人々

は、マハートマ達が「知識」を与えて下さらないので「利

己主義」だと咎める時、自分が何を言っているかよく考

えていない。宇宙進化の法則は究極的統一という目的を

遂げるために、また本体の世界へと現象を導くためにい

つも働いているが、マハートマ達は法則と同調して、そ

の目的を助けておられる。従って、マハートマ達は進化

のある段階では人類にとってどんな知識がいちばんよい

かを最もよく知っており、マハートマ達以外にその判断

の資格がある方はおられない。マハートマ達だけが正し

いコースを決定し、適切な識別力を働かせる基本的知識

に達しているからである。いまだに幻影的な感覚の中で

もがいている私達にとって、マハートマ達はどんな知識

を分けてくださるべきか、またマハートマ達はどう行動

されるべきかと決めつけることは、まるで放浪児がハク

スリー博士に科学を教えようとし、グラッドストン氏に

政治を教えようとするようなものである。

　これで分かるように、わずかでも利己主義の思いが現

れようとするとすぐに、マハートマの唯一の認識力であ

る霊的感覚の視力は鈍くなり、抽象的な「知識」だけが

与えることのできる「力」を失ってしまう。私達の現在

の未発達な状態では低級性質が表面に出て行くことがよ

くあるが、これを妨げるために「意志」が絶えず油断の

ない警戒をしなければならない。だから、受動的ではな

く、非常な積極性こそ、学徒の出発点となる必要な条件

である。まず第一に積極性は低級我の反対する力を食い

止めることに向けられ、それが征服されると、束縛を逃

れて高級（真）我に集中した意志は「神聖なマインド」

の宇宙的観念構成と調和して、最も効果的に、積極的に

働き続ける。

五　チェーラ

　チェーラについての論文はいくつも本誌に載ったが、

この問題に関わる誤解や間違った意見がいまだにたくさ

んあるようだ。

　チェーラとはどんな人だろうか？　どんな能力をもっ

ているのだろうか？　チェーラには欠点があるのか？　

チェーラでない人とはどんな点で違うのか？　チェーラ

の言う言葉はみな絶対の真実と受け取るべきだろうか？

　多くの人達はチェーラについて非常にばかげた意見を

もっていたし、その意見を変えるべきだと分かった時の

反応がとても激しかったので、このような疑問が出てき

た。

　「チェーラ」という単語は単に「弟子」という意味な

のに、神智学文献では独特なニュアンスを帯び「神」と

いう言葉と同様に十人十色の違う定義をもつようになっ

た。ある人の考えでは、人がチェーラになると間もなく、

私達凡人と違った段階となり、チェーラがたまたま言っ

た言葉一語一語が「聖座宣言」として書き記され、もう

普通の人として話をするという権利を許されなくなる。

述べたことが、個人的な責任でチェーラが言った個人的

な意見にすぎないと分かったら、聞く人をだましている

と咎められてしまった。

　この間違った考えをきっぱり正す必要がある。様々な

種類と位のマハートマ達がおられると同様に、いろいろ

な種類と位のチェーラもいる。実際、さらに高いマハー

トマ達のチェーラであるマハートマ達もおられる。しか

し、弟子道という不安な旅路に出たばかりのチェーラと、

マハートマであるより偉大なチェーラとを、一瞬たりと

も混同する人は誰もいない。

　本当は、チェーラとは「まだ現れていない道」に入っ

た哀れな人である。クリシュナが言われた通り、それは

「あらゆる道の中で最も困難な道である」

　チェーラは、絶えずグルの代弁をする者ではなく、む

しろ、チェーラでない人よりも世の中で孤独である。

チェーラの道を四方八方から取り囲む危険がありのまま

に描き出されたら、多くの志願者を仰天させることだろ

う。チェーラの道は、絶え間なく授けられる師のやさし

葉の意味を知りもしないのに、それらの餌じきになって

いることもあり、その結果、盗人か殺人鬼か暴行者か大

酒飲みなどになるかもしれない。そしてよく証明されて

きたように、犯罪は度々伝染性のものである。またある

人が、それまで知られていたその人の性格とは全く異る

ようなことを、不可視の影響によって、成就するように

させられることもある。例えば大嘘つきが、何か不可視

の影響によって、一度真実を話すように仕向けられるこ

ともある。普通はたいへん気の小さい人が、何か大きな

事件が起きた時、突然英雄的な行為をなすこともある。

小泥棒で放浪の身である人が、突然寛大な行為をなすこ

ともあったりで、様々である。

　その上、霊媒が、影響の源、より明確にいえば、自分

を通して行動を伝達している存在の性質を知っているか

もしれないし、知らないかもしれない。自分自身の第七

本質の影響下にあるのに、イエス・キリストや聖者と通

じ合っているのだと思い込むかもしれない。あるいは、

シェークスピアの「知的光線」（intellectual ray）と一

致していて、シェークスピアのような詩を書いている人

が、シェークスピアの個人霊が自分を通して書いている

のだと考えていることもあり得るが、そう考えただけで

は彼の詩は良くも悪くもならない。あるアデプトの影響

を受けて偉大な科学書を書いてはいるが、そのインスピ

レーションの源については何も知らず、自分を通して書

いているのはファラデーかベーコン卿の「霊」だと考え

ているかもしれない。しかも、そのことを知らずにその

人は、ずっと「チェーラ」として働いているのである。

　以上のことからいえることは、霊媒性質を働かせるこ

とは、自己支配力をほとんど完全に捨てることであり、

その結果が善か悪かは全く、それがどのように利用され、

どんな目的で行なわれているかということによる。さら

に、この利用と目的は、霊媒が自分の知力と肉体の力の

保護権を、しばらく、自発的にまたは不本意に放棄して

譲り渡す存在の性質についてどの程度知っているかとい

うことによるのである。心身の力をいかなる未知の存在

の影響にも無分別に任せる人は、疑いなく「変り者」で

あり、正気であるとは考えられない。自分の金や貴重品

を、それを貸してくれという全く見知らぬ放浪者に託す

人が正気でないのと同じである。比較的少ないが、私達

は時たまそのような人々に出会う。普通は、その人達は

白痴のような目つきで他の人をじろじろ見たり、自分の

妄想を狂信して無知にしがみつくことでそれと分かる。

私達は、そのような人達を非難するのではなく、哀れむ

べきであり、もし可能なら、彼等が招いている危険性に

関して教えるべきである。チェーラは、自分が知ってお

り、かつ、その動機の純粋さ、目的の真剣さ、知力と智

慧と力に完全に信頼をおいている大師という優れた存在

に、しばらくの間であるが意識的に自分の意志で自分の

知的能力を貸すのであるが、そのような弟子を、低俗な

意味での「霊媒」と考えるべきかどうかは、読者が右述

のことをよく考えた上で自分自身で決めるほうがよいこ

とである。

四　マハートマ達は利己的であり得るか

　オカルト問題についての様々な文章に、非利己はオカ

ルティズムの成功に不可欠なものであると言われてき

た。またはもっと正確な言葉で言えば、非利己的な気持

ちの開発こそオカルティズムの主要な訓練であり、必要

な付属品としての「力である知識」をもたらすというこ

とであろう。従ってオカルティストが得ようとしている

ものは、普通に理解されているような知識ではない。ま

ことの知識は、それを遮 ( さえぎ ) るベールを自分の視

野から取り除いた結果、当然なこととしてその人にやっ

てくるものである。知識の基盤はどこにでもある。現象

世界にはその原因が発見されなければならない事実が山

ほど提供されているからである。現象世界では結果だけ

しか見ることはできない。この世界の原因自体がそれぞ

れ、何か他の原因の結果だからである。従って、まこと

の知識は結果となることのない最初の原因、「根なき根」

まで見極めることにある。

　何事も正しく認識するには、対象の性質に相応する感

覚能力と道具だけが使えるのである。従って、一時的な

現象はその現象の性質に相応する感覚で認識できるが、

本体的なものを理解するには、本体的感覚が必要条件で

ある。オルト哲学は第七本質こそ、唯一の永遠なる実在

であって、その他の本質は非恒久的な形体の世界に属し

ており、長続きしないという意味で、幻影的であると教

える。六本質の性質に相応する感覚によって認められる

現象世界は、形体の世界に限られている。だから、あら

ゆる現象の底にある抽象的実在を理解できるものは、本

体的世界に属する第七感だけである。この第七本質は遍

在しているので、我々すべての内に潜在している。そし

て、まことに知識に到達したい人は、自分の中に第七感

を開発しなければならない。というよりはむしろ、第七

感の顕現を覆い隠すベールを取り除かなければならな

い。人格感（sense of personality）はすべて、六つの低

級本質だけにある。人格が形体の世界にのみ関係してい

るからである。従って、まことの「知識」は、人格感によっ

て非人格のアートマンの前に張られたマーヤーの幕をす

べて、引き裂くことによってのみ得られるのである。

　利己主義が根づいているのは人格すなわち低級我の中

だけである。というよりは利己主義が低級我を作るし、

その逆もそうである。利己主義と低級我は互いに働きか

け、反応し合うからである。というのも、利己主義とは、

他のものを除去して自分本位の低級我を強大にしようと

する気持ちだからである。利己主義が狭い低級我の中に

人を閉じ込めるので、利己主義が除かれない限り、絶対

的な知識を得ることはできない。しかしながら、私達は

この現象世界にいる間は、自己栄達や野望が残っていな

いという意味で人格感がどんなに高められても、それを

全く脱け出してしまうことはできない。自分の性質と進

化の段階に従って私達人間は「相対性の世界」に置かれ

ている。しかし、非人格と不二元性こそ宇宙進化の究極

の目的だから、大自然のその目的に沿って働く努力をし、

最終的には現れるに違いない自然に固有の衝動に反対し

てはならない。個人の自分本位という弱い力で宇宙法則

に対抗しようとするから、自然に反対することは必然の

結果として苦しみを伴う。

　オカルティストのなすべきことは、自分の意志を宇宙

意志すなわちデミウルゴスのマインドと一致して働かせ

ることにより、究極の目的への過程を速めることである。

それは宇宙意志に反対して自己主張しようとする低級我

の、無駄な努力を食い止めることにより行なわれ得る。
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い指導の下でオカルティズム専攻の文学士号を取るため

の入学試験に受かり、グルを受け入れるようなものでは

ない。それどころか、番兵に囲まれた城に無理やり押し

入って、その時から勝って生きるか負けて死ぬかという

激しい戦いをしなくてはならない。グルを受け入れるの

ではなく、グルに受け入れられるだけの価値がなければ

ならない。また、弟子になることを申し込んではならな

い。一人のマハートマは次のように書かれた。「自分が

チェーラとして受け入れられるように我々に無理強いし

てはならない。チェーラの身分が自然にやってくるまで

待て」

　また、人がチェーラとして受け入れられたからといっ

て、単にグルの道具になったというわけではない。チェー

ラになった人は以前と同じく、普通の人間のように話す。

大師がチェーラの磁気を媒体として実際の手紙を送られ

た時にのみ、周りの人達は、チェーラを通して大師のメッ

セージが届いたといえる。

どの作家の場合でもそうだが、弟子が深い真理や非常に

美しい言葉を述べることもたまにある。しかしその時、

グルがチェーラを通して話していると結論してはならな

い。もし、よい思いの種がチェーラの心の中にあったな

ら、グルの感化力というやさしい雨から潤いを得、突然

芽を出し、時期の早い花を咲かせるかもしれない。だが、

これは師の声とは違う。事実、大師がチェーラを通して

物を言うことは滅多にない。

　チェーラの能力は、その進歩段階によって違う。もし

チェーラに「神通力」があるとすれば、ごく稀で例外的

な場合を除いてそれを使うことは許されないし、しかも、

それをもっていると自慢することは絶対にいけない。

従って、単なる初心者は一般の人間以上の能力をもって

いないというわけである。しかも、チェーラに課された

ゴールは精神的な能力の獲得ではない。チェーラの主な

課題は、私達の不死の部分である「まことの人間」（the 

real man）を覆い隠す厚いベール、すなわち、強い人格

感を取り除くことである。この自分本位の気持ちを残し

ている間は、オカルティズムの戸口にとどまり、一歩も

先に進めない。

明らかに、感傷主義はチェーラにとって役に立つ道具で

はない。チェーラの仕事はつらく、道は石だらけで、目

的地は遠い。ただ感傷的になるだけでは全く前進しなく

なる。崖の縁から身を投げたり、ヒマラヤの峰々の酷寒

に立ち向かったりして己れの勇気を示せと大師が命じら

れるまで待っているのか？　それなら無理だろう。大師

方は、そのように人にお命じにはならない。だから、

チェーラ自身が感傷主義にふけってはいけないのと同様

に、一般の人達もチェーラについて考える時、チェーラ

の行ないと言葉のすべての上に感傷主義という偽りの

ベールを投げかけてはならない。

　これからは、もう少し識別力をもってチェーラについ

て考えよう。

六　チェーラは「霊媒」か

　法学博士ジョン・オーグルヴィの『インピリアル辞典』

の最新版によれば、霊媒とは「他の存在の行為が動物磁

気によって顕現され伝達される媒介となっているといわ

れている人、または、霊の顕現が起こる媒介と主張され

ている人、とりわけ死者の霊と交わることができるとい

われている人のことである」

　オカルティストは、「死者の霊」は降りてきて私達と

交信することはできないことを知っているので、普通受

け入れられている意味での「死者の霊」との交わりがあ

るとは思わない。また、もし、『インピリアル辞典』の

編集者がオカルティストであったとしたら、右の「動物

磁気によって」という表現はたぶん修正されたであろう。

というわけで、私達はここで「霊媒」という言葉の定義

の最初の部分だけを扱おう。つまり、「霊媒とは、他の

存在の行為が顕現され伝達される媒介になっているとい

われている人」である。私達は、これに次の言葉を付加

したいと思う。「他の存在の意識的に、あるいは無意識

的に働く意志によって」。

　他人の「動物磁気」または、その磁気を送っている意

志の働きから多かれ少なかれ影響を受けない人間を、こ

の地上に見つけることは極めて難しい。部下に愛されて

いる将軍が最前線に馬を駆れば、兵士は皆「霊媒」になる。

彼等は熱狂して燃え上がり、恐れもなく将軍のあとに続

き、死と向き合い砲兵中隊を攻撃する。同じ衝動が彼等

すべてに浸透しているのである。兵士はそれぞれ他の人

の「霊媒」となり、臆病な者は勇気に満たされるように

なる。全然霊媒でなく、従って流行性または風土性の精

神的影響に無感覚な人だけが例外であり、自分の独立性

を主張して戦場を逃げ去るのである。

　信仰復興運動の宣教師が説教壇に上がると、彼が言う

ことはつじつまが合わず訳の分からぬものばかりである

にもかかわらず、彼のふるまいや嘆きを帯びた声の印象

は、会衆のうちで少なくとも女性に「回心」を起こさせ

るのに十分衝撃的である。彼の容姿が立派で雄弁な人な

ら、「嘲笑するためにきた」懐疑家達でさえも感動して「そ

こに残って祈る」ことだろう。人々は劇場に入ると、そ

れがパントマイムであろうと、悲劇であろうと、道化芝

居であろうと、劇を演じている人物に従って涙をこぼし

たり、腹をよじって笑ったりするのである。底なしの阿

呆を除いて、情緒や、従って、行為が何らかの方法で影

響を受け、それによって、「他の人の行為が顕現され伝

達される媒介」となり得ない人は一人もいない。従って、

あらゆる男、女、子供は霊媒であり、霊媒でない人は怪

物であり、自然の出来損ないである。このような人は人

類の仲間ではないからである。

　明らかに右の定義は、一般的な意味での「霊媒」を表

すのに十分ではないので、もう少し言葉をつけ足して、

「霊媒とは、他の存在の行為が、意識的に、あるいは無

意識的に働く意志によって異常な程度にまで現された伝

達される媒介となっているといわれている人」としなけ

ればならない。すると、私達が正常者と異常者の境界線

をどこで引くかということによって、いわゆる「霊媒」

の数が減じてくるが、誰が霊媒であり、誰が霊媒でない

かを決めるのは、どこで正常が終わってどこから異常が

始まっているかをいうのと同じように難しいことであ

る。人はそれぞれ、ちょっと変わっている点があるし、

それにちょっとした「霊媒性」、すなわち、不意打ちを

食らう原因となる何らかの弱点をもっている。人が少し

変わっていても本当に異常であるとはいえないし、少し

霊媒性のある一般の人を「霊媒」と呼ぶこともできない。

ある人が異常であるかないかについての意見は違ってい

ると同様に、人の霊媒性についても意見は違う。実生活

においてある人は大層風変りであるかもしれないが、も

はや自分が何をしているのか分からないし、従って自分

自身や自分の仕事を世話できなくなる程度にまで気が狂

わない限り、その人は気狂いとは考えられない。

　同じ原則を「霊媒」にも適用して、次のことがいえる。

つまり、右に述べたような方法で、自己を支配する力を

失い、もはや、自分自身の行為を決める力や意志をもた

なくなったという程度にまで他の存在の影響を受ける

人、このような人だけが霊媒と考えられるのである。自

己支配力がそのように放棄されるのは、能動的かもしれ

ないし、受動的かもしれない。意識的であるかもしれな

いし、無意識的であるかもしれない。本人の意志による

かもしれないし、不本意であるかもしれない。また、右

に言った影響を霊媒に及ぼす存在の性質によって異な

る。

　ある人が、意識的にかつ自発的に自分の意志を他の存

在に服従させ、その奴隷となることもある。この他の存

在というのが人間であるとすれば、その霊媒はその人の

忠実な召し使いとなり、善い目的、また、悪い目的のた

めに、その人に使われるかもしれない。他の存在という

のは、ある考えであることもある。つまり、愛、貪欲、

憎しみ、嫉妬や何か他の感情である。霊媒に及ぼされる

影響は、その考えの強さと霊媒に残っている自己支配力

の総量次第である。他の存在はエレメンタリーやエレメ

ンタルであることもあり、哀れな霊媒は癲
てん

癇
かん

患者や異常

者、犯罪者となる。他の存在はその人自身の高級本質

（higher principle）――その人の高級本質だけか、また

は、それが普遍霊の本質のもう一つの光線と一致してい

るか――のいずれかであることもある。その時、「霊媒」

は偉大な天才、著述家、詩人、芸術家、音楽家、発明家

などである。他の存在がマハートマと呼ばれる偉大な存

在の一人であることもある。その場合、意識的で自発的

な霊媒は「チェーラ」と呼ばれる。

　さらに、生まれてから一度も「霊媒」という言葉を聞

いたことがなくても、全く気づかないでいて強い霊媒で

あるともある。そのような人の行為は、周囲にある可視、

不可視のものから、多かれ少なかれ無意識的に影響を受

けている。人はエレメンタリーやエレメンタルという言

　マハートマは多かれ少なかれ宇宙の衝動に完全に従わ

せて行く所まで自分の低級我を制御してきた、進歩した

オカルティストにすぎないので、マハートマにとって、

非利己的なふるまい以外のことをするのは、当然、不可

能である。マハートマが「人格我」に自己主張を許すや

否や、マハートマではなくなってしまう。

　従って、まだ妄想的な人格感の網に絡まっている人々

は、マハートマ達が「知識」を与えて下さらないので「利

己主義」だと咎める時、自分が何を言っているかよく考

えていない。宇宙進化の法則は究極的統一という目的を

遂げるために、また本体の世界へと現象を導くためにい

つも働いているが、マハートマ達は法則と同調して、そ

の目的を助けておられる。従って、マハートマ達は進化

のある段階では人類にとってどんな知識がいちばんよい

かを最もよく知っており、マハートマ達以外にその判断

の資格がある方はおられない。マハートマ達だけが正し

いコースを決定し、適切な識別力を働かせる基本的知識

に達しているからである。いまだに幻影的な感覚の中で

もがいている私達にとって、マハートマ達はどんな知識

を分けてくださるべきか、またマハートマ達はどう行動

されるべきかと決めつけることは、まるで放浪児がハク

スリー博士に科学を教えようとし、グラッドストン氏に

政治を教えようとするようなものである。

　これで分かるように、わずかでも利己主義の思いが現

れようとするとすぐに、マハートマの唯一の認識力であ

る霊的感覚の視力は鈍くなり、抽象的な「知識」だけが

与えることのできる「力」を失ってしまう。私達の現在

の未発達な状態では低級性質が表面に出て行くことがよ

くあるが、これを妨げるために「意志」が絶えず油断の

ない警戒をしなければならない。だから、受動的ではな

く、非常な積極性こそ、学徒の出発点となる必要な条件

である。まず第一に積極性は低級我の反対する力を食い

止めることに向けられ、それが征服されると、束縛を逃

れて高級（真）我に集中した意志は「神聖なマインド」

の宇宙的観念構成と調和して、最も効果的に、積極的に

働き続ける。

五　チェーラ

　チェーラについての論文はいくつも本誌に載ったが、

この問題に関わる誤解や間違った意見がいまだにたくさ

んあるようだ。

　チェーラとはどんな人だろうか？　どんな能力をもっ

ているのだろうか？　チェーラには欠点があるのか？　

チェーラでない人とはどんな点で違うのか？　チェーラ

の言う言葉はみな絶対の真実と受け取るべきだろうか？

　多くの人達はチェーラについて非常にばかげた意見を

もっていたし、その意見を変えるべきだと分かった時の

反応がとても激しかったので、このような疑問が出てき

た。

　「チェーラ」という単語は単に「弟子」という意味な

のに、神智学文献では独特なニュアンスを帯び「神」と

いう言葉と同様に十人十色の違う定義をもつようになっ

た。ある人の考えでは、人がチェーラになると間もなく、

私達凡人と違った段階となり、チェーラがたまたま言っ

た言葉一語一語が「聖座宣言」として書き記され、もう

普通の人として話をするという権利を許されなくなる。

述べたことが、個人的な責任でチェーラが言った個人的

な意見にすぎないと分かったら、聞く人をだましている

と咎められてしまった。

　この間違った考えをきっぱり正す必要がある。様々な

種類と位のマハートマ達がおられると同様に、いろいろ

な種類と位のチェーラもいる。実際、さらに高いマハー

トマ達のチェーラであるマハートマ達もおられる。しか

し、弟子道という不安な旅路に出たばかりのチェーラと、

マハートマであるより偉大なチェーラとを、一瞬たりと

も混同する人は誰もいない。

　本当は、チェーラとは「まだ現れていない道」に入っ

た哀れな人である。クリシュナが言われた通り、それは

「あらゆる道の中で最も困難な道である」

　チェーラは、絶えずグルの代弁をする者ではなく、む

しろ、チェーラでない人よりも世の中で孤独である。

チェーラの道を四方八方から取り囲む危険がありのまま

に描き出されたら、多くの志願者を仰天させることだろ

う。チェーラの道は、絶え間なく授けられる師のやさし

葉の意味を知りもしないのに、それらの餌じきになって

いることもあり、その結果、盗人か殺人鬼か暴行者か大

酒飲みなどになるかもしれない。そしてよく証明されて

きたように、犯罪は度々伝染性のものである。またある

人が、それまで知られていたその人の性格とは全く異る

ようなことを、不可視の影響によって、成就するように

させられることもある。例えば大嘘つきが、何か不可視

の影響によって、一度真実を話すように仕向けられるこ

ともある。普通はたいへん気の小さい人が、何か大きな

事件が起きた時、突然英雄的な行為をなすこともある。

小泥棒で放浪の身である人が、突然寛大な行為をなすこ

ともあったりで、様々である。

　その上、霊媒が、影響の源、より明確にいえば、自分

を通して行動を伝達している存在の性質を知っているか

もしれないし、知らないかもしれない。自分自身の第七

本質の影響下にあるのに、イエス・キリストや聖者と通

じ合っているのだと思い込むかもしれない。あるいは、

シェークスピアの「知的光線」（intellectual ray）と一

致していて、シェークスピアのような詩を書いている人

が、シェークスピアの個人霊が自分を通して書いている

のだと考えていることもあり得るが、そう考えただけで

は彼の詩は良くも悪くもならない。あるアデプトの影響

を受けて偉大な科学書を書いてはいるが、そのインスピ

レーションの源については何も知らず、自分を通して書

いているのはファラデーかベーコン卿の「霊」だと考え

ているかもしれない。しかも、そのことを知らずにその

人は、ずっと「チェーラ」として働いているのである。

　以上のことからいえることは、霊媒性質を働かせるこ

とは、自己支配力をほとんど完全に捨てることであり、

その結果が善か悪かは全く、それがどのように利用され、

どんな目的で行なわれているかということによる。さら

に、この利用と目的は、霊媒が自分の知力と肉体の力の

保護権を、しばらく、自発的にまたは不本意に放棄して

譲り渡す存在の性質についてどの程度知っているかとい

うことによるのである。心身の力をいかなる未知の存在

の影響にも無分別に任せる人は、疑いなく「変り者」で

あり、正気であるとは考えられない。自分の金や貴重品

を、それを貸してくれという全く見知らぬ放浪者に託す

人が正気でないのと同じである。比較的少ないが、私達

は時たまそのような人々に出会う。普通は、その人達は

白痴のような目つきで他の人をじろじろ見たり、自分の

妄想を狂信して無知にしがみつくことでそれと分かる。

私達は、そのような人達を非難するのではなく、哀れむ

べきであり、もし可能なら、彼等が招いている危険性に

関して教えるべきである。チェーラは、自分が知ってお

り、かつ、その動機の純粋さ、目的の真剣さ、知力と智

慧と力に完全に信頼をおいている大師という優れた存在

に、しばらくの間であるが意識的に自分の意志で自分の

知的能力を貸すのであるが、そのような弟子を、低俗な

意味での「霊媒」と考えるべきかどうかは、読者が右述

のことをよく考えた上で自分自身で決めるほうがよいこ

とである。

四　マハートマ達は利己的であり得るか

　オカルト問題についての様々な文章に、非利己はオカ

ルティズムの成功に不可欠なものであると言われてき

た。またはもっと正確な言葉で言えば、非利己的な気持

ちの開発こそオカルティズムの主要な訓練であり、必要

な付属品としての「力である知識」をもたらすというこ

とであろう。従ってオカルティストが得ようとしている

ものは、普通に理解されているような知識ではない。ま

ことの知識は、それを遮 ( さえぎ ) るベールを自分の視

野から取り除いた結果、当然なこととしてその人にやっ

てくるものである。知識の基盤はどこにでもある。現象

世界にはその原因が発見されなければならない事実が山

ほど提供されているからである。現象世界では結果だけ

しか見ることはできない。この世界の原因自体がそれぞ

れ、何か他の原因の結果だからである。従って、まこと

の知識は結果となることのない最初の原因、「根なき根」

まで見極めることにある。

　何事も正しく認識するには、対象の性質に相応する感

覚能力と道具だけが使えるのである。従って、一時的な

現象はその現象の性質に相応する感覚で認識できるが、

本体的なものを理解するには、本体的感覚が必要条件で

ある。オルト哲学は第七本質こそ、唯一の永遠なる実在

であって、その他の本質は非恒久的な形体の世界に属し

ており、長続きしないという意味で、幻影的であると教

える。六本質の性質に相応する感覚によって認められる

現象世界は、形体の世界に限られている。だから、あら

ゆる現象の底にある抽象的実在を理解できるものは、本

体的世界に属する第七感だけである。この第七本質は遍

在しているので、我々すべての内に潜在している。そし

て、まことに知識に到達したい人は、自分の中に第七感

を開発しなければならない。というよりはむしろ、第七

感の顕現を覆い隠すベールを取り除かなければならな

い。人格感（sense of personality）はすべて、六つの低

級本質だけにある。人格が形体の世界にのみ関係してい

るからである。従って、まことの「知識」は、人格感によっ

て非人格のアートマンの前に張られたマーヤーの幕をす

べて、引き裂くことによってのみ得られるのである。

　利己主義が根づいているのは人格すなわち低級我の中

だけである。というよりは利己主義が低級我を作るし、

その逆もそうである。利己主義と低級我は互いに働きか

け、反応し合うからである。というのも、利己主義とは、

他のものを除去して自分本位の低級我を強大にしようと

する気持ちだからである。利己主義が狭い低級我の中に

人を閉じ込めるので、利己主義が除かれない限り、絶対

的な知識を得ることはできない。しかしながら、私達は

この現象世界にいる間は、自己栄達や野望が残っていな

いという意味で人格感がどんなに高められても、それを

全く脱け出してしまうことはできない。自分の性質と進

化の段階に従って私達人間は「相対性の世界」に置かれ

ている。しかし、非人格と不二元性こそ宇宙進化の究極

の目的だから、大自然のその目的に沿って働く努力をし、

最終的には現れるに違いない自然に固有の衝動に反対し

てはならない。個人の自分本位という弱い力で宇宙法則

に対抗しようとするから、自然に反対することは必然の

結果として苦しみを伴う。

　オカルティストのなすべきことは、自分の意志を宇宙

意志すなわちデミウルゴスのマインドと一致して働かせ

ることにより、究極の目的への過程を速めることである。

それは宇宙意志に反対して自己主張しようとする低級我

の、無駄な努力を食い止めることにより行なわれ得る。
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い指導の下でオカルティズム専攻の文学士号を取るため

の入学試験に受かり、グルを受け入れるようなものでは

ない。それどころか、番兵に囲まれた城に無理やり押し

入って、その時から勝って生きるか負けて死ぬかという

激しい戦いをしなくてはならない。グルを受け入れるの

ではなく、グルに受け入れられるだけの価値がなければ

ならない。また、弟子になることを申し込んではならな

い。一人のマハートマは次のように書かれた。「自分が

チェーラとして受け入れられるように我々に無理強いし

てはならない。チェーラの身分が自然にやってくるまで

待て」

　また、人がチェーラとして受け入れられたからといっ

て、単にグルの道具になったというわけではない。チェー

ラになった人は以前と同じく、普通の人間のように話す。

大師がチェーラの磁気を媒体として実際の手紙を送られ

た時にのみ、周りの人達は、チェーラを通して大師のメッ

セージが届いたといえる。

どの作家の場合でもそうだが、弟子が深い真理や非常に

美しい言葉を述べることもたまにある。しかしその時、

グルがチェーラを通して話していると結論してはならな

い。もし、よい思いの種がチェーラの心の中にあったな

ら、グルの感化力というやさしい雨から潤いを得、突然

芽を出し、時期の早い花を咲かせるかもしれない。だが、

これは師の声とは違う。事実、大師がチェーラを通して

物を言うことは滅多にない。

　チェーラの能力は、その進歩段階によって違う。もし

チェーラに「神通力」があるとすれば、ごく稀で例外的

な場合を除いてそれを使うことは許されないし、しかも、

それをもっていると自慢することは絶対にいけない。

従って、単なる初心者は一般の人間以上の能力をもって

いないというわけである。しかも、チェーラに課された

ゴールは精神的な能力の獲得ではない。チェーラの主な

課題は、私達の不死の部分である「まことの人間」（the 

real man）を覆い隠す厚いベール、すなわち、強い人格

感を取り除くことである。この自分本位の気持ちを残し

ている間は、オカルティズムの戸口にとどまり、一歩も

先に進めない。

明らかに、感傷主義はチェーラにとって役に立つ道具で

はない。チェーラの仕事はつらく、道は石だらけで、目

的地は遠い。ただ感傷的になるだけでは全く前進しなく

なる。崖の縁から身を投げたり、ヒマラヤの峰々の酷寒

に立ち向かったりして己れの勇気を示せと大師が命じら

れるまで待っているのか？　それなら無理だろう。大師

方は、そのように人にお命じにはならない。だから、

チェーラ自身が感傷主義にふけってはいけないのと同様

に、一般の人達もチェーラについて考える時、チェーラ

の行ないと言葉のすべての上に感傷主義という偽りの

ベールを投げかけてはならない。

　これからは、もう少し識別力をもってチェーラについ

て考えよう。

六　チェーラは「霊媒」か

　法学博士ジョン・オーグルヴィの『インピリアル辞典』

の最新版によれば、霊媒とは「他の存在の行為が動物磁

気によって顕現され伝達される媒介となっているといわ

れている人、または、霊の顕現が起こる媒介と主張され

ている人、とりわけ死者の霊と交わることができるとい

われている人のことである」

　オカルティストは、「死者の霊」は降りてきて私達と

交信することはできないことを知っているので、普通受

け入れられている意味での「死者の霊」との交わりがあ

るとは思わない。また、もし、『インピリアル辞典』の

編集者がオカルティストであったとしたら、右の「動物

磁気によって」という表現はたぶん修正されたであろう。

というわけで、私達はここで「霊媒」という言葉の定義

の最初の部分だけを扱おう。つまり、「霊媒とは、他の

存在の行為が顕現され伝達される媒介になっているとい

われている人」である。私達は、これに次の言葉を付加

したいと思う。「他の存在の意識的に、あるいは無意識

的に働く意志によって」。

　他人の「動物磁気」または、その磁気を送っている意

志の働きから多かれ少なかれ影響を受けない人間を、こ

の地上に見つけることは極めて難しい。部下に愛されて

いる将軍が最前線に馬を駆れば、兵士は皆「霊媒」になる。

彼等は熱狂して燃え上がり、恐れもなく将軍のあとに続

き、死と向き合い砲兵中隊を攻撃する。同じ衝動が彼等

すべてに浸透しているのである。兵士はそれぞれ他の人

の「霊媒」となり、臆病な者は勇気に満たされるように

なる。全然霊媒でなく、従って流行性または風土性の精

神的影響に無感覚な人だけが例外であり、自分の独立性

を主張して戦場を逃げ去るのである。

　信仰復興運動の宣教師が説教壇に上がると、彼が言う

ことはつじつまが合わず訳の分からぬものばかりである

にもかかわらず、彼のふるまいや嘆きを帯びた声の印象

は、会衆のうちで少なくとも女性に「回心」を起こさせ

るのに十分衝撃的である。彼の容姿が立派で雄弁な人な

ら、「嘲笑するためにきた」懐疑家達でさえも感動して「そ

こに残って祈る」ことだろう。人々は劇場に入ると、そ

れがパントマイムであろうと、悲劇であろうと、道化芝

居であろうと、劇を演じている人物に従って涙をこぼし

たり、腹をよじって笑ったりするのである。底なしの阿

呆を除いて、情緒や、従って、行為が何らかの方法で影

響を受け、それによって、「他の人の行為が顕現され伝

達される媒介」となり得ない人は一人もいない。従って、

あらゆる男、女、子供は霊媒であり、霊媒でない人は怪

物であり、自然の出来損ないである。このような人は人

類の仲間ではないからである。

　明らかに右の定義は、一般的な意味での「霊媒」を表

すのに十分ではないので、もう少し言葉をつけ足して、

「霊媒とは、他の存在の行為が、意識的に、あるいは無

意識的に働く意志によって異常な程度にまで現された伝

達される媒介となっているといわれている人」としなけ

ればならない。すると、私達が正常者と異常者の境界線

をどこで引くかということによって、いわゆる「霊媒」

の数が減じてくるが、誰が霊媒であり、誰が霊媒でない

かを決めるのは、どこで正常が終わってどこから異常が

始まっているかをいうのと同じように難しいことであ

る。人はそれぞれ、ちょっと変わっている点があるし、

それにちょっとした「霊媒性」、すなわち、不意打ちを

食らう原因となる何らかの弱点をもっている。人が少し

変わっていても本当に異常であるとはいえないし、少し

霊媒性のある一般の人を「霊媒」と呼ぶこともできない。

ある人が異常であるかないかについての意見は違ってい

ると同様に、人の霊媒性についても意見は違う。実生活

においてある人は大層風変りであるかもしれないが、も

はや自分が何をしているのか分からないし、従って自分

自身や自分の仕事を世話できなくなる程度にまで気が狂

わない限り、その人は気狂いとは考えられない。

　同じ原則を「霊媒」にも適用して、次のことがいえる。

つまり、右に述べたような方法で、自己を支配する力を

失い、もはや、自分自身の行為を決める力や意志をもた

なくなったという程度にまで他の存在の影響を受ける

人、このような人だけが霊媒と考えられるのである。自

己支配力がそのように放棄されるのは、能動的かもしれ

ないし、受動的かもしれない。意識的であるかもしれな

いし、無意識的であるかもしれない。本人の意志による

かもしれないし、不本意であるかもしれない。また、右

に言った影響を霊媒に及ぼす存在の性質によって異な

る。

　ある人が、意識的にかつ自発的に自分の意志を他の存

在に服従させ、その奴隷となることもある。この他の存

在というのが人間であるとすれば、その霊媒はその人の

忠実な召し使いとなり、善い目的、また、悪い目的のた

めに、その人に使われるかもしれない。他の存在という

のは、ある考えであることもある。つまり、愛、貪欲、

憎しみ、嫉妬や何か他の感情である。霊媒に及ぼされる

影響は、その考えの強さと霊媒に残っている自己支配力

の総量次第である。他の存在はエレメンタリーやエレメ

ンタルであることもあり、哀れな霊媒は癲
てん

癇
かん

患者や異常

者、犯罪者となる。他の存在はその人自身の高級本質

（higher principle）――その人の高級本質だけか、また

は、それが普遍霊の本質のもう一つの光線と一致してい

るか――のいずれかであることもある。その時、「霊媒」

は偉大な天才、著述家、詩人、芸術家、音楽家、発明家

などである。他の存在がマハートマと呼ばれる偉大な存

在の一人であることもある。その場合、意識的で自発的

な霊媒は「チェーラ」と呼ばれる。

　さらに、生まれてから一度も「霊媒」という言葉を聞

いたことがなくても、全く気づかないでいて強い霊媒で

あるともある。そのような人の行為は、周囲にある可視、

不可視のものから、多かれ少なかれ無意識的に影響を受

けている。人はエレメンタリーやエレメンタルという言

　マハートマは多かれ少なかれ宇宙の衝動に完全に従わ

せて行く所まで自分の低級我を制御してきた、進歩した

オカルティストにすぎないので、マハートマにとって、

非利己的なふるまい以外のことをするのは、当然、不可

能である。マハートマが「人格我」に自己主張を許すや

否や、マハートマではなくなってしまう。

　従って、まだ妄想的な人格感の網に絡まっている人々

は、マハートマ達が「知識」を与えて下さらないので「利

己主義」だと咎める時、自分が何を言っているかよく考

えていない。宇宙進化の法則は究極的統一という目的を

遂げるために、また本体の世界へと現象を導くためにい

つも働いているが、マハートマ達は法則と同調して、そ

の目的を助けておられる。従って、マハートマ達は進化

のある段階では人類にとってどんな知識がいちばんよい

かを最もよく知っており、マハートマ達以外にその判断

の資格がある方はおられない。マハートマ達だけが正し

いコースを決定し、適切な識別力を働かせる基本的知識

に達しているからである。いまだに幻影的な感覚の中で

もがいている私達にとって、マハートマ達はどんな知識

を分けてくださるべきか、またマハートマ達はどう行動

されるべきかと決めつけることは、まるで放浪児がハク

スリー博士に科学を教えようとし、グラッドストン氏に

政治を教えようとするようなものである。

　これで分かるように、わずかでも利己主義の思いが現

れようとするとすぐに、マハートマの唯一の認識力であ

る霊的感覚の視力は鈍くなり、抽象的な「知識」だけが

与えることのできる「力」を失ってしまう。私達の現在

の未発達な状態では低級性質が表面に出て行くことがよ

くあるが、これを妨げるために「意志」が絶えず油断の

ない警戒をしなければならない。だから、受動的ではな

く、非常な積極性こそ、学徒の出発点となる必要な条件

である。まず第一に積極性は低級我の反対する力を食い

止めることに向けられ、それが征服されると、束縛を逃

れて高級（真）我に集中した意志は「神聖なマインド」

の宇宙的観念構成と調和して、最も効果的に、積極的に

働き続ける。

五　チェーラ

　チェーラについての論文はいくつも本誌に載ったが、

この問題に関わる誤解や間違った意見がいまだにたくさ

んあるようだ。

　チェーラとはどんな人だろうか？　どんな能力をもっ

ているのだろうか？　チェーラには欠点があるのか？　

チェーラでない人とはどんな点で違うのか？　チェーラ

の言う言葉はみな絶対の真実と受け取るべきだろうか？

　多くの人達はチェーラについて非常にばかげた意見を

もっていたし、その意見を変えるべきだと分かった時の

反応がとても激しかったので、このような疑問が出てき

た。

　「チェーラ」という単語は単に「弟子」という意味な

のに、神智学文献では独特なニュアンスを帯び「神」と

いう言葉と同様に十人十色の違う定義をもつようになっ

た。ある人の考えでは、人がチェーラになると間もなく、

私達凡人と違った段階となり、チェーラがたまたま言っ

た言葉一語一語が「聖座宣言」として書き記され、もう

普通の人として話をするという権利を許されなくなる。

述べたことが、個人的な責任でチェーラが言った個人的

な意見にすぎないと分かったら、聞く人をだましている

と咎められてしまった。

　この間違った考えをきっぱり正す必要がある。様々な

種類と位のマハートマ達がおられると同様に、いろいろ

な種類と位のチェーラもいる。実際、さらに高いマハー

トマ達のチェーラであるマハートマ達もおられる。しか

し、弟子道という不安な旅路に出たばかりのチェーラと、

マハートマであるより偉大なチェーラとを、一瞬たりと

も混同する人は誰もいない。

　本当は、チェーラとは「まだ現れていない道」に入っ

た哀れな人である。クリシュナが言われた通り、それは

「あらゆる道の中で最も困難な道である」

　チェーラは、絶えずグルの代弁をする者ではなく、む

しろ、チェーラでない人よりも世の中で孤独である。

チェーラの道を四方八方から取り囲む危険がありのまま

に描き出されたら、多くの志願者を仰天させることだろ

う。チェーラの道は、絶え間なく授けられる師のやさし

葉の意味を知りもしないのに、それらの餌じきになって

いることもあり、その結果、盗人か殺人鬼か暴行者か大

酒飲みなどになるかもしれない。そしてよく証明されて

きたように、犯罪は度々伝染性のものである。またある

人が、それまで知られていたその人の性格とは全く異る

ようなことを、不可視の影響によって、成就するように

させられることもある。例えば大嘘つきが、何か不可視

の影響によって、一度真実を話すように仕向けられるこ

ともある。普通はたいへん気の小さい人が、何か大きな

事件が起きた時、突然英雄的な行為をなすこともある。

小泥棒で放浪の身である人が、突然寛大な行為をなすこ

ともあったりで、様々である。

　その上、霊媒が、影響の源、より明確にいえば、自分

を通して行動を伝達している存在の性質を知っているか

もしれないし、知らないかもしれない。自分自身の第七

本質の影響下にあるのに、イエス・キリストや聖者と通

じ合っているのだと思い込むかもしれない。あるいは、

シェークスピアの「知的光線」（intellectual ray）と一

致していて、シェークスピアのような詩を書いている人

が、シェークスピアの個人霊が自分を通して書いている

のだと考えていることもあり得るが、そう考えただけで

は彼の詩は良くも悪くもならない。あるアデプトの影響

を受けて偉大な科学書を書いてはいるが、そのインスピ

レーションの源については何も知らず、自分を通して書

いているのはファラデーかベーコン卿の「霊」だと考え

ているかもしれない。しかも、そのことを知らずにその

人は、ずっと「チェーラ」として働いているのである。

　以上のことからいえることは、霊媒性質を働かせるこ

とは、自己支配力をほとんど完全に捨てることであり、

その結果が善か悪かは全く、それがどのように利用され、

どんな目的で行なわれているかということによる。さら

に、この利用と目的は、霊媒が自分の知力と肉体の力の

保護権を、しばらく、自発的にまたは不本意に放棄して

譲り渡す存在の性質についてどの程度知っているかとい

うことによるのである。心身の力をいかなる未知の存在

の影響にも無分別に任せる人は、疑いなく「変り者」で

あり、正気であるとは考えられない。自分の金や貴重品

を、それを貸してくれという全く見知らぬ放浪者に託す

人が正気でないのと同じである。比較的少ないが、私達

は時たまそのような人々に出会う。普通は、その人達は

白痴のような目つきで他の人をじろじろ見たり、自分の

妄想を狂信して無知にしがみつくことでそれと分かる。

私達は、そのような人達を非難するのではなく、哀れむ

べきであり、もし可能なら、彼等が招いている危険性に

関して教えるべきである。チェーラは、自分が知ってお

り、かつ、その動機の純粋さ、目的の真剣さ、知力と智

慧と力に完全に信頼をおいている大師という優れた存在

に、しばらくの間であるが意識的に自分の意志で自分の

知的能力を貸すのであるが、そのような弟子を、低俗な

意味での「霊媒」と考えるべきかどうかは、読者が右述

のことをよく考えた上で自分自身で決めるほうがよいこ

とである。

四　マハートマ達は利己的であり得るか

　オカルト問題についての様々な文章に、非利己はオカ

ルティズムの成功に不可欠なものであると言われてき

た。またはもっと正確な言葉で言えば、非利己的な気持

ちの開発こそオカルティズムの主要な訓練であり、必要

な付属品としての「力である知識」をもたらすというこ

とであろう。従ってオカルティストが得ようとしている

ものは、普通に理解されているような知識ではない。ま

ことの知識は、それを遮 ( さえぎ ) るベールを自分の視

野から取り除いた結果、当然なこととしてその人にやっ

てくるものである。知識の基盤はどこにでもある。現象

世界にはその原因が発見されなければならない事実が山

ほど提供されているからである。現象世界では結果だけ

しか見ることはできない。この世界の原因自体がそれぞ

れ、何か他の原因の結果だからである。従って、まこと

の知識は結果となることのない最初の原因、「根なき根」

まで見極めることにある。

　何事も正しく認識するには、対象の性質に相応する感

覚能力と道具だけが使えるのである。従って、一時的な

現象はその現象の性質に相応する感覚で認識できるが、

本体的なものを理解するには、本体的感覚が必要条件で

ある。オルト哲学は第七本質こそ、唯一の永遠なる実在

であって、その他の本質は非恒久的な形体の世界に属し

ており、長続きしないという意味で、幻影的であると教

える。六本質の性質に相応する感覚によって認められる

現象世界は、形体の世界に限られている。だから、あら

ゆる現象の底にある抽象的実在を理解できるものは、本

体的世界に属する第七感だけである。この第七本質は遍

在しているので、我々すべての内に潜在している。そし

て、まことに知識に到達したい人は、自分の中に第七感

を開発しなければならない。というよりはむしろ、第七

感の顕現を覆い隠すベールを取り除かなければならな

い。人格感（sense of personality）はすべて、六つの低

級本質だけにある。人格が形体の世界にのみ関係してい

るからである。従って、まことの「知識」は、人格感によっ

て非人格のアートマンの前に張られたマーヤーの幕をす

べて、引き裂くことによってのみ得られるのである。

　利己主義が根づいているのは人格すなわち低級我の中

だけである。というよりは利己主義が低級我を作るし、

その逆もそうである。利己主義と低級我は互いに働きか

け、反応し合うからである。というのも、利己主義とは、

他のものを除去して自分本位の低級我を強大にしようと

する気持ちだからである。利己主義が狭い低級我の中に

人を閉じ込めるので、利己主義が除かれない限り、絶対

的な知識を得ることはできない。しかしながら、私達は

この現象世界にいる間は、自己栄達や野望が残っていな

いという意味で人格感がどんなに高められても、それを

全く脱け出してしまうことはできない。自分の性質と進

化の段階に従って私達人間は「相対性の世界」に置かれ

ている。しかし、非人格と不二元性こそ宇宙進化の究極

の目的だから、大自然のその目的に沿って働く努力をし、

最終的には現れるに違いない自然に固有の衝動に反対し

てはならない。個人の自分本位という弱い力で宇宙法則

に対抗しようとするから、自然に反対することは必然の

結果として苦しみを伴う。

　オカルティストのなすべきことは、自分の意志を宇宙

意志すなわちデミウルゴスのマインドと一致して働かせ

ることにより、究極の目的への過程を速めることである。

それは宇宙意志に反対して自己主張しようとする低級我

の、無駄な努力を食い止めることにより行なわれ得る。



い指導の下でオカルティズム専攻の文学士号を取るため

の入学試験に受かり、グルを受け入れるようなものでは

ない。それどころか、番兵に囲まれた城に無理やり押し

入って、その時から勝って生きるか負けて死ぬかという

激しい戦いをしなくてはならない。グルを受け入れるの

ではなく、グルに受け入れられるだけの価値がなければ

ならない。また、弟子になることを申し込んではならな

い。一人のマハートマは次のように書かれた。「自分が

チェーラとして受け入れられるように我々に無理強いし

てはならない。チェーラの身分が自然にやってくるまで

待て」

　また、人がチェーラとして受け入れられたからといっ

て、単にグルの道具になったというわけではない。チェー

ラになった人は以前と同じく、普通の人間のように話す。

大師がチェーラの磁気を媒体として実際の手紙を送られ

た時にのみ、周りの人達は、チェーラを通して大師のメッ

セージが届いたといえる。

どの作家の場合でもそうだが、弟子が深い真理や非常に

美しい言葉を述べることもたまにある。しかしその時、

グルがチェーラを通して話していると結論してはならな

い。もし、よい思いの種がチェーラの心の中にあったな

ら、グルの感化力というやさしい雨から潤いを得、突然

芽を出し、時期の早い花を咲かせるかもしれない。だが、

これは師の声とは違う。事実、大師がチェーラを通して

物を言うことは滅多にない。

　チェーラの能力は、その進歩段階によって違う。もし

チェーラに「神通力」があるとすれば、ごく稀で例外的

な場合を除いてそれを使うことは許されないし、しかも、

それをもっていると自慢することは絶対にいけない。

従って、単なる初心者は一般の人間以上の能力をもって

いないというわけである。しかも、チェーラに課された

ゴールは精神的な能力の獲得ではない。チェーラの主な

課題は、私達の不死の部分である「まことの人間」（the 

real man）を覆い隠す厚いベール、すなわち、強い人格

感を取り除くことである。この自分本位の気持ちを残し

ている間は、オカルティズムの戸口にとどまり、一歩も

先に進めない。

明らかに、感傷主義はチェーラにとって役に立つ道具で

はない。チェーラの仕事はつらく、道は石だらけで、目

的地は遠い。ただ感傷的になるだけでは全く前進しなく

なる。崖の縁から身を投げたり、ヒマラヤの峰々の酷寒

に立ち向かったりして己れの勇気を示せと大師が命じら

れるまで待っているのか？　それなら無理だろう。大師

方は、そのように人にお命じにはならない。だから、

チェーラ自身が感傷主義にふけってはいけないのと同様

に、一般の人達もチェーラについて考える時、チェーラ

の行ないと言葉のすべての上に感傷主義という偽りの

ベールを投げかけてはならない。

　これからは、もう少し識別力をもってチェーラについ

て考えよう。

六　チェーラは「霊媒」か

　法学博士ジョン・オーグルヴィの『インピリアル辞典』

の最新版によれば、霊媒とは「他の存在の行為が動物磁

気によって顕現され伝達される媒介となっているといわ

れている人、または、霊の顕現が起こる媒介と主張され

ている人、とりわけ死者の霊と交わることができるとい

われている人のことである」

　オカルティストは、「死者の霊」は降りてきて私達と

交信することはできないことを知っているので、普通受

け入れられている意味での「死者の霊」との交わりがあ

るとは思わない。また、もし、『インピリアル辞典』の

編集者がオカルティストであったとしたら、右の「動物

磁気によって」という表現はたぶん修正されたであろう。

というわけで、私達はここで「霊媒」という言葉の定義

の最初の部分だけを扱おう。つまり、「霊媒とは、他の

存在の行為が顕現され伝達される媒介になっているとい

われている人」である。私達は、これに次の言葉を付加

したいと思う。「他の存在の意識的に、あるいは無意識

的に働く意志によって」。

　他人の「動物磁気」または、その磁気を送っている意

志の働きから多かれ少なかれ影響を受けない人間を、こ

の地上に見つけることは極めて難しい。部下に愛されて

いる将軍が最前線に馬を駆れば、兵士は皆「霊媒」になる。

彼等は熱狂して燃え上がり、恐れもなく将軍のあとに続

き、死と向き合い砲兵中隊を攻撃する。同じ衝動が彼等

すべてに浸透しているのである。兵士はそれぞれ他の人

の「霊媒」となり、臆病な者は勇気に満たされるように

なる。全然霊媒でなく、従って流行性または風土性の精

神的影響に無感覚な人だけが例外であり、自分の独立性

を主張して戦場を逃げ去るのである。

　信仰復興運動の宣教師が説教壇に上がると、彼が言う

ことはつじつまが合わず訳の分からぬものばかりである

にもかかわらず、彼のふるまいや嘆きを帯びた声の印象

は、会衆のうちで少なくとも女性に「回心」を起こさせ

るのに十分衝撃的である。彼の容姿が立派で雄弁な人な

ら、「嘲笑するためにきた」懐疑家達でさえも感動して「そ

こに残って祈る」ことだろう。人々は劇場に入ると、そ

れがパントマイムであろうと、悲劇であろうと、道化芝

居であろうと、劇を演じている人物に従って涙をこぼし

たり、腹をよじって笑ったりするのである。底なしの阿

呆を除いて、情緒や、従って、行為が何らかの方法で影

響を受け、それによって、「他の人の行為が顕現され伝

達される媒介」となり得ない人は一人もいない。従って、

あらゆる男、女、子供は霊媒であり、霊媒でない人は怪

物であり、自然の出来損ないである。このような人は人

類の仲間ではないからである。

　明らかに右の定義は、一般的な意味での「霊媒」を表

すのに十分ではないので、もう少し言葉をつけ足して、

「霊媒とは、他の存在の行為が、意識的に、あるいは無

意識的に働く意志によって異常な程度にまで現された伝

達される媒介となっているといわれている人」としなけ

ればならない。すると、私達が正常者と異常者の境界線

をどこで引くかということによって、いわゆる「霊媒」

の数が減じてくるが、誰が霊媒であり、誰が霊媒でない

かを決めるのは、どこで正常が終わってどこから異常が

始まっているかをいうのと同じように難しいことであ

る。人はそれぞれ、ちょっと変わっている点があるし、

それにちょっとした「霊媒性」、すなわち、不意打ちを

食らう原因となる何らかの弱点をもっている。人が少し

変わっていても本当に異常であるとはいえないし、少し

霊媒性のある一般の人を「霊媒」と呼ぶこともできない。

ある人が異常であるかないかについての意見は違ってい

ると同様に、人の霊媒性についても意見は違う。実生活

においてある人は大層風変りであるかもしれないが、も

はや自分が何をしているのか分からないし、従って自分

自身や自分の仕事を世話できなくなる程度にまで気が狂

わない限り、その人は気狂いとは考えられない。

　同じ原則を「霊媒」にも適用して、次のことがいえる。

つまり、右に述べたような方法で、自己を支配する力を

失い、もはや、自分自身の行為を決める力や意志をもた

なくなったという程度にまで他の存在の影響を受ける

人、このような人だけが霊媒と考えられるのである。自

己支配力がそのように放棄されるのは、能動的かもしれ

ないし、受動的かもしれない。意識的であるかもしれな

いし、無意識的であるかもしれない。本人の意志による

かもしれないし、不本意であるかもしれない。また、右

に言った影響を霊媒に及ぼす存在の性質によって異な

る。

　ある人が、意識的にかつ自発的に自分の意志を他の存

在に服従させ、その奴隷となることもある。この他の存

在というのが人間であるとすれば、その霊媒はその人の

忠実な召し使いとなり、善い目的、また、悪い目的のた

めに、その人に使われるかもしれない。他の存在という

のは、ある考えであることもある。つまり、愛、貪欲、

憎しみ、嫉妬や何か他の感情である。霊媒に及ぼされる

影響は、その考えの強さと霊媒に残っている自己支配力

の総量次第である。他の存在はエレメンタリーやエレメ

ンタルであることもあり、哀れな霊媒は癲
てん

癇
かん

患者や異常

者、犯罪者となる。他の存在はその人自身の高級本質

（higher principle）――その人の高級本質だけか、また

は、それが普遍霊の本質のもう一つの光線と一致してい

るか――のいずれかであることもある。その時、「霊媒」

は偉大な天才、著述家、詩人、芸術家、音楽家、発明家

などである。他の存在がマハートマと呼ばれる偉大な存

在の一人であることもある。その場合、意識的で自発的

な霊媒は「チェーラ」と呼ばれる。

　さらに、生まれてから一度も「霊媒」という言葉を聞

いたことがなくても、全く気づかないでいて強い霊媒で

あるともある。そのような人の行為は、周囲にある可視、

不可視のものから、多かれ少なかれ無意識的に影響を受

けている。人はエレメンタリーやエレメンタルという言

　マハートマは多かれ少なかれ宇宙の衝動に完全に従わ

せて行く所まで自分の低級我を制御してきた、進歩した

オカルティストにすぎないので、マハートマにとって、

非利己的なふるまい以外のことをするのは、当然、不可

能である。マハートマが「人格我」に自己主張を許すや

否や、マハートマではなくなってしまう。

　従って、まだ妄想的な人格感の網に絡まっている人々

は、マハートマ達が「知識」を与えて下さらないので「利

己主義」だと咎める時、自分が何を言っているかよく考

えていない。宇宙進化の法則は究極的統一という目的を

遂げるために、また本体の世界へと現象を導くためにい

つも働いているが、マハートマ達は法則と同調して、そ

の目的を助けておられる。従って、マハートマ達は進化

のある段階では人類にとってどんな知識がいちばんよい

かを最もよく知っており、マハートマ達以外にその判断

の資格がある方はおられない。マハートマ達だけが正し

いコースを決定し、適切な識別力を働かせる基本的知識

に達しているからである。いまだに幻影的な感覚の中で

もがいている私達にとって、マハートマ達はどんな知識

を分けてくださるべきか、またマハートマ達はどう行動

されるべきかと決めつけることは、まるで放浪児がハク

スリー博士に科学を教えようとし、グラッドストン氏に

政治を教えようとするようなものである。

　これで分かるように、わずかでも利己主義の思いが現

れようとするとすぐに、マハートマの唯一の認識力であ

る霊的感覚の視力は鈍くなり、抽象的な「知識」だけが

与えることのできる「力」を失ってしまう。私達の現在

の未発達な状態では低級性質が表面に出て行くことがよ

くあるが、これを妨げるために「意志」が絶えず油断の

ない警戒をしなければならない。だから、受動的ではな

く、非常な積極性こそ、学徒の出発点となる必要な条件

である。まず第一に積極性は低級我の反対する力を食い

止めることに向けられ、それが征服されると、束縛を逃

れて高級（真）我に集中した意志は「神聖なマインド」

の宇宙的観念構成と調和して、最も効果的に、積極的に

働き続ける。

五　チェーラ

　チェーラについての論文はいくつも本誌に載ったが、

この問題に関わる誤解や間違った意見がいまだにたくさ

んあるようだ。

　チェーラとはどんな人だろうか？　どんな能力をもっ

ているのだろうか？　チェーラには欠点があるのか？　

チェーラでない人とはどんな点で違うのか？　チェーラ

の言う言葉はみな絶対の真実と受け取るべきだろうか？

　多くの人達はチェーラについて非常にばかげた意見を

もっていたし、その意見を変えるべきだと分かった時の

反応がとても激しかったので、このような疑問が出てき

た。

　「チェーラ」という単語は単に「弟子」という意味な

のに、神智学文献では独特なニュアンスを帯び「神」と

いう言葉と同様に十人十色の違う定義をもつようになっ

た。ある人の考えでは、人がチェーラになると間もなく、

私達凡人と違った段階となり、チェーラがたまたま言っ

た言葉一語一語が「聖座宣言」として書き記され、もう

普通の人として話をするという権利を許されなくなる。

述べたことが、個人的な責任でチェーラが言った個人的

な意見にすぎないと分かったら、聞く人をだましている

と咎められてしまった。

　この間違った考えをきっぱり正す必要がある。様々な

種類と位のマハートマ達がおられると同様に、いろいろ

な種類と位のチェーラもいる。実際、さらに高いマハー

トマ達のチェーラであるマハートマ達もおられる。しか

し、弟子道という不安な旅路に出たばかりのチェーラと、

マハートマであるより偉大なチェーラとを、一瞬たりと

も混同する人は誰もいない。

　本当は、チェーラとは「まだ現れていない道」に入っ

た哀れな人である。クリシュナが言われた通り、それは

「あらゆる道の中で最も困難な道である」

　チェーラは、絶えずグルの代弁をする者ではなく、む

しろ、チェーラでない人よりも世の中で孤独である。

チェーラの道を四方八方から取り囲む危険がありのまま

に描き出されたら、多くの志願者を仰天させることだろ

う。チェーラの道は、絶え間なく授けられる師のやさし

葉の意味を知りもしないのに、それらの餌じきになって

いることもあり、その結果、盗人か殺人鬼か暴行者か大

酒飲みなどになるかもしれない。そしてよく証明されて

きたように、犯罪は度々伝染性のものである。またある

人が、それまで知られていたその人の性格とは全く異る

ようなことを、不可視の影響によって、成就するように

させられることもある。例えば大嘘つきが、何か不可視

の影響によって、一度真実を話すように仕向けられるこ

ともある。普通はたいへん気の小さい人が、何か大きな

事件が起きた時、突然英雄的な行為をなすこともある。

小泥棒で放浪の身である人が、突然寛大な行為をなすこ

ともあったりで、様々である。

　その上、霊媒が、影響の源、より明確にいえば、自分

を通して行動を伝達している存在の性質を知っているか

もしれないし、知らないかもしれない。自分自身の第七

本質の影響下にあるのに、イエス・キリストや聖者と通

じ合っているのだと思い込むかもしれない。あるいは、

シェークスピアの「知的光線」（intellectual ray）と一

致していて、シェークスピアのような詩を書いている人

が、シェークスピアの個人霊が自分を通して書いている

のだと考えていることもあり得るが、そう考えただけで

は彼の詩は良くも悪くもならない。あるアデプトの影響

を受けて偉大な科学書を書いてはいるが、そのインスピ

レーションの源については何も知らず、自分を通して書

いているのはファラデーかベーコン卿の「霊」だと考え

ているかもしれない。しかも、そのことを知らずにその

人は、ずっと「チェーラ」として働いているのである。

　以上のことからいえることは、霊媒性質を働かせるこ

とは、自己支配力をほとんど完全に捨てることであり、

その結果が善か悪かは全く、それがどのように利用され、

どんな目的で行なわれているかということによる。さら

に、この利用と目的は、霊媒が自分の知力と肉体の力の

保護権を、しばらく、自発的にまたは不本意に放棄して

譲り渡す存在の性質についてどの程度知っているかとい

うことによるのである。心身の力をいかなる未知の存在

の影響にも無分別に任せる人は、疑いなく「変り者」で

あり、正気であるとは考えられない。自分の金や貴重品

を、それを貸してくれという全く見知らぬ放浪者に託す

人が正気でないのと同じである。比較的少ないが、私達

は時たまそのような人々に出会う。普通は、その人達は

白痴のような目つきで他の人をじろじろ見たり、自分の

妄想を狂信して無知にしがみつくことでそれと分かる。

私達は、そのような人達を非難するのではなく、哀れむ

べきであり、もし可能なら、彼等が招いている危険性に

関して教えるべきである。チェーラは、自分が知ってお

り、かつ、その動機の純粋さ、目的の真剣さ、知力と智

慧と力に完全に信頼をおいている大師という優れた存在

に、しばらくの間であるが意識的に自分の意志で自分の

知的能力を貸すのであるが、そのような弟子を、低俗な

意味での「霊媒」と考えるべきかどうかは、読者が右述

のことをよく考えた上で自分自身で決めるほうがよいこ

とである。

『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。

四　マハートマ達は利己的であり得るか

　オカルト問題についての様々な文章に、非利己はオカ

ルティズムの成功に不可欠なものであると言われてき

た。またはもっと正確な言葉で言えば、非利己的な気持

ちの開発こそオカルティズムの主要な訓練であり、必要

な付属品としての「力である知識」をもたらすというこ

とであろう。従ってオカルティストが得ようとしている

ものは、普通に理解されているような知識ではない。ま

ことの知識は、それを遮 ( さえぎ ) るベールを自分の視

野から取り除いた結果、当然なこととしてその人にやっ

てくるものである。知識の基盤はどこにでもある。現象

世界にはその原因が発見されなければならない事実が山

ほど提供されているからである。現象世界では結果だけ

しか見ることはできない。この世界の原因自体がそれぞ

れ、何か他の原因の結果だからである。従って、まこと

の知識は結果となることのない最初の原因、「根なき根」

まで見極めることにある。

　何事も正しく認識するには、対象の性質に相応する感

覚能力と道具だけが使えるのである。従って、一時的な

現象はその現象の性質に相応する感覚で認識できるが、

本体的なものを理解するには、本体的感覚が必要条件で

ある。オルト哲学は第七本質こそ、唯一の永遠なる実在

であって、その他の本質は非恒久的な形体の世界に属し

ており、長続きしないという意味で、幻影的であると教

える。六本質の性質に相応する感覚によって認められる

現象世界は、形体の世界に限られている。だから、あら

ゆる現象の底にある抽象的実在を理解できるものは、本

体的世界に属する第七感だけである。この第七本質は遍

在しているので、我々すべての内に潜在している。そし

て、まことに知識に到達したい人は、自分の中に第七感

を開発しなければならない。というよりはむしろ、第七

感の顕現を覆い隠すベールを取り除かなければならな

い。人格感（sense of personality）はすべて、六つの低

級本質だけにある。人格が形体の世界にのみ関係してい

るからである。従って、まことの「知識」は、人格感によっ

て非人格のアートマンの前に張られたマーヤーの幕をす

べて、引き裂くことによってのみ得られるのである。

　利己主義が根づいているのは人格すなわち低級我の中

だけである。というよりは利己主義が低級我を作るし、

その逆もそうである。利己主義と低級我は互いに働きか

け、反応し合うからである。というのも、利己主義とは、

他のものを除去して自分本位の低級我を強大にしようと

する気持ちだからである。利己主義が狭い低級我の中に

人を閉じ込めるので、利己主義が除かれない限り、絶対

的な知識を得ることはできない。しかしながら、私達は

この現象世界にいる間は、自己栄達や野望が残っていな

いという意味で人格感がどんなに高められても、それを

全く脱け出してしまうことはできない。自分の性質と進

化の段階に従って私達人間は「相対性の世界」に置かれ

ている。しかし、非人格と不二元性こそ宇宙進化の究極

の目的だから、大自然のその目的に沿って働く努力をし、

最終的には現れるに違いない自然に固有の衝動に反対し

てはならない。個人の自分本位という弱い力で宇宙法則

に対抗しようとするから、自然に反対することは必然の

結果として苦しみを伴う。

　オカルティストのなすべきことは、自分の意志を宇宙

意志すなわちデミウルゴスのマインドと一致して働かせ

ることにより、究極の目的への過程を速めることである。

それは宇宙意志に反対して自己主張しようとする低級我

の、無駄な努力を食い止めることにより行なわれ得る。
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