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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

16 章 霊的な法則・力・現象

霊的な力、現象、および原動力の分野は広大なもので

ある。このような現象は、すべての地域で毎日見られ、

力が示されているが、数年前までは科学者によってほと

んど注意が払われておらず、その現象や霊的性質につい

ての断言された信念に関連した人々に盛んに嘲笑が浴び

せられていた。40 年ほど前にアメリカで、誤ったこと

に「スピリチュアリズム」（心霊主義）と名乗るカルト

教団が誕生したが、大きなチャンスがあったにもかかわ

らず、そのチャンスを無視して、哲学の影もなく、単な

る不思議探しに陥ってしまったのである。それは、一般

の人々の真剣な関心を引くことができなかった多くの整

理されていない事実を記録した以外には、進歩の点では 

40 年間ほとんど達成されていない。しかし、人間が進

化の道を歩んでいく中で、人間を破滅させることなく均

等に進歩させようとするロッジの弟子たちの意見では、

人間の道具とそれを求めた人々にもたらされる大きな危

険と損害は、その善意を相殺する以上のものであった。

だが、他の欧米の受け入れられた流派の調査員はあまり

良い結果を出しておらず、結果的には「欧米の心理学」

の名に相応しいものがないということになっている。

心理学のこの適切な体系の欠如は、科学の物質主義的

な偏りと、教条的な宗教の麻痺した影響の自然な結果で

ある。一方は努力を嘲笑い、もう一方は調査を禁ずる。

しかし、キリスト教のローマカトリック教会は、いくつ

かの点で例外である。ローマカトリック教会は常に心霊

世界の存在を認めてきた。それは悪魔と天使の領域であ

るためだが、彼らが選択したときに天使が現れ、彼らが

避けると悪魔が現れるので、承認された司祭を除いて誰

も、そのような問題に関与することはローマカトリック

教会によって許可されていない。その教会が「霊能者」

がふける黒魔術の悪質な実践を禁止する限り、それは正

しかったが、その他の禁止事項や制限は正しくはなかっ

た。本当の心理学は、今日では東洋の所産である。真実

なことに、非常に昔の文明がアメリカで栄えていた時、

その体系は西洋で知られていたし、キリスト教の時代に

先立ってヨーロッパの特定の地域で知られていたが、現

代の真の様相の心理学は東洋のものである。

霊的な力、法則、エネルギーはあるのだろうか？ もし

あれば、現象があるに違いない。前の章で概説されてい

るすべてのことが真実であるならば、人間には自然のど

こにでも見られるのと同じ力とエネルギーがある。智慧

の大師たちは、人間は進化の体系全体の最高の産物であ

ると考えており、自分自身の中に自然のあらゆる力を、

どんなに素晴らしくてもひどくても、鏡として再現して

いる。そのような鏡であるという事実によって、その人

は人間である。

これは長い間、東洋では認識されていたが、作家は、

１

多くの西洋の科学者の理論をひっくり返すであろうその

ような力の発揮を見てきた。そして西洋では、同じ現象

が繰り返されてきたので、あらゆる人種のすべての人間

が潜在的に同じ力を持っていることを自分自身の知識と

して知っている。東洋の行者やヨギが行う本物の超能力

現象（魔法の現象とも呼ばれている）は、西洋ではまだ

夢にも思っていなかった自然の力やプロセスを利用して

行われている。明らかに重力に逆らって体を空中浮揚さ

せることは、そのプロセスを完全にマスターすれば、簡

単にできることである。それは何の法則にも反していな

い。重力は法則の半分にすぎない。東洋の賢者は、この

用語を採用したい場合は、重力を認めているが、本当の

用語は引力であり、法則の残りの半分は斥力という言葉

で表現されており、両方とも電気エネルギーの偉大な法

則によって支配されている。重さと安定性は極性に依存

しており、物体の極性がそのすぐ下にある地球に対して

変化すると、物体は上昇することができる。しかし、単

なる物体は人間が持っているような意識を欠いているの

で、他の助けがなければ上昇することはできない。一方、

人間の体は、その極性がこのように変更されると、鳥の

ように、支えのない空中で上昇する。この変化は東洋人

に知られているある種の呼吸法によって意識的にもたら

される。それはまた、ローマカトリック教会の聖人のよ

うに法則を知らずに現象を実行する人々の場合には、後

で話したある種の自然の力からの助けによって引き起こ

されるかもしれない。

東西の現象の多くの要因となる第３の大法則は、凝集

の法則である。凝集の力は、その法則自体の明確な力で

あり、想定されているようなそれの結果ではない。この

法則とその作用は、例えば筆者が見たように、ある固い

鉄のリングが固い壁を通り抜けたり、石が固い壁を通り

抜けたりするように、ある種の現象がもたらされること

になっているならば、知られていなければならない。そ

こで、分散としか呼びようのない別の力が使われる。凝

集力が支配的な力であり、分散力が取り除かれた瞬間、

凝集力が粒子を元の位置に回復させるからである。

これに続いて、このような偉大な原動力を持つアデプ

トは、物体（常に人体を除く）の原子を、物体が見えな

くなるほどの距離まで分散させることができ、エーテル

で形成された電流に沿って地球上の任意の距離まで送る

ことができる。目的の地点では、分散する力は取り除か

れ、すぐに凝集力が回復し、物体は無傷で再び現れる。

これはフィクションのように聞こえるかもしれないが、

実際の事実としてロッジとその弟子たちに知られている

ので、科学が遅かれ早かれこの命題を認めることは間違

いない。

しかし、この時代の唯物論がはびこる一般人の心は、

手段が話されていないことを見て、これらのすべての手

技が可能である方法を不思議に思う。手段は人間の身体

と脳の中にある。ロッジの見解では「人間の脳は力の無

尽蔵の発生源である」としており、訓練された心と共に、

自然界の内的な化学・力学的法則についての完全な知識

があれば、私が言及した法則を操作する力が得られる。

これは将来的には人間の所有物となり、盲目的な独断論、

利己主義、唯物論的な不信仰がなければ、今日の人間の

所有物となるだろう。信仰を持っていれば山を取り除く

ことができる、という師のまさに真実の言葉を、クリス

チャンでさえも忠実に実行していないのである。法則の

知識は信仰に加えられると、物質、心、空間、時間を支

配する力を与える。

同じ力を使えば、訓練を受けたアデプトは目の前に、

客観的に触れる今まで見えなかった素材を、どんな形で

も作り出すことができる。これは俗的な創造と呼ばれる

だろうが、単にあなたの存在下での進化である。

物質は、私たちの周りの大気中に浮遊したままになっ

ている。目に見える、またはまだ沈殿していない物質の

すべての粒子は、すべての可能な形を経ており、アデプ

トが行うことは、アストラル光の中に存在する任意の希

望の形を選択することであり、その後、意志と想像力の

努力によって、投下（プリシピテーション）によって形

を与える。このようにして作られた物体は、ここで説明

する必要のない他の一定のプロセスに頼らない限り、消

失してしまうが、これらのプロセスが活用されている場

合、物体は永久に残っているだろう。そして、紙や他の

ものの表面にメッセージを目に見えるようにすることを

望むとすれば、同じ法則と力が使用される。一行一行こ

とごとくすべての文字や、絵の明瞭な、写真のように精

密な、くっきりとしたイメージが頭の中で形成され、そ

の後、大気の中から、「力と形の尽きることのない発生器」

である脳によって定められた限界内に収まるように、色

素が描かれる。これらのすべてのことは、今描写した方

法で行われているのを筆者が見てきたのであり、金銭で

雇われた、または無責任な手段ではなく、知って話して

いるのである。

このことは自然に、人間の意志が全能であり、想像力

はダイナミックな力を持った最も有用な能力であるとい

う命題につながる。想像力は人間の心の絵を描く力であ

る。普通の平均的な人間では、それは十分に訓練されて

おらず、または夢のようなもの以上にしようとされてい

ないが、それは鍛えることができる。鍛えられると、想

像力は人間という工房の建造者である。その段階に到達

すると、想像力は結果が具象的に流れ出るアストラル物

質の母型（マトリックス）を作る。人間の複雑な道具の

集合体の中で、想像力は意志に次ぐ最大の力である。現

代の西洋における創造力の定義は、不完全で、大きくは

ずれている。それは主に空想や誤った考えを示すために

使用され、常に非現実を表している。訓練された想像力

（Imagination）の力の一つはイメージ（Image）を作る

ことであるため、同じくらい良い用語は得難い。この言

葉は、イメージの形成や反映を意味するものから派生し

ている。この能力は、規制されていない様式で使用され

るか、またはむしろ作用することが許されると、西洋に

「空想」という語でカバーされるもの以外のアイデアを

与えない。それが正しいかどうかは別として、より大き

な限界まで押し上げられ、その限界に達すると、創造力

はアストラル物質の中で実際のイメージや形を進化さ

せ、鉄工が溶かした鉄に砂の型を使うのと同じように、

それを使うことができるようになる。想像力が弱かった

り、訓練されていなかったりすると、意志はその仕事を

することができないので、これは王の能力なのである。

例えば、大気中からプリシピテートしたい人がアストラ

る人が未来の出来事を頻繁に見ることは、予言の要素が

加わる。

最も優れた透視力である、霊的なビジョンの透視力は、

非常にまれである。通常の透視者は、アストラル事項の

通常の側面と層のみを扱う。

霊的な視力は、純粋で、献身的で、しっかりした人に

のみ与えられる。

それは、そのような視力だけが使用可能な、ある特定

の肉体器官の特別な発達によってのみ達成され、そして

弟子道の試練、長い訓練、および最高の利他主義の後に

のみ、達成することができるかもしれない。他のすべて

の透視力は一過性のものであり、不十分で断片的であり、

その視力が物質的で幻影であるように物質と幻影だけに

関わるものである。その断片的で不十分な特質は、ほと

んどの透視者が一度にアストラル物質の低い等級の一つ

以上を見る力を持っていないという事実に起因してい

る。純粋な心の持ち主と勇敢な者は、どんな透視能力者

よりもはるかにうまく未来と現在を扱うことができる。

しかし、透視力と透聴力というこれら２つの力の存在は、

内なる感覚と必要な媒体であるアストラル光が私たちの

中に存在することを証明しているので、それらは人間の

能力として、交霊術の会のいわゆる「霊」によってなさ

れた主張に重要な関係を持っている。

夢は、自動的に進行する脳の働きの結果である場合が

あり、また、肉体が眠っている間にその真の人間が見て

きた、高いまたは低い情景やアイデアの、真の内的人間

による脳への伝達によっても生成される。それから、夢

は、体へと沈みながら魂に浮かんでいるかのように、脳

へと引っ張られている。これらの夢は役に立つ可能性が

あるが、一般的に身体活動の再開は、夢の意味を破壊し、

イメージを歪め、すべてを錯乱させてしまう。しかし、

すべての夢を見ることの偉大な事実は、誰かがそこに知

覚し、感じているということであり、これは内なる人間

の存在のための論拠の１つである。睡眠中、内なる人間

はより高い知性と交信し、時々、高いアイデアや予言的

なビジョンのいずれかの得られたものを、脳に印象づけ

ることに成功するか、そうでなければ、脳線維の抵抗の

結果として失敗する。人のカルマもまた、夢の意味を決

定する。王が自分の王国に関連することを夢に見るかも

しれないが、同じことを市民が夢に見ても、この世の結

果には何の関係もないからである。しかし、ヨブによっ

て言われているように、夜の夢やビジョンの中で人は教

えられている。（訳注）

幽霊（幻影）と複体は、一般的に２つの種類がある。

１つは、アストラル界からのアストラル殻や像（イメー

ジ）で、実際に目に見えるか、または目に放射された内

部の振動の結果であり、こうしてその人に、外界に客観

的形態を見ていると思わせる。もう１つは、完全に意識

を持っているか、または部分的に意識がある、生きてい

る人のアストラル体である。これらの法則を知らずに幽

霊を証明しようとする心霊現象研究協会の骨の折れる試

みは、実際には何の証明にもならない。20 の認められ

た事例のうち 19 は、脳に印象づけられたイメージの客

観化であるかもしれないからである。しかし、その幽霊

が見られていることは疑いの余地がない。死んだばかり

の人の出現は、説明されているように客観的に作られた

イメージか、アストラル体（この段階ではカーマルーパ

と呼ばれている）のどちらかであるかもしれない。そし

て、体から解放された瀕死の思考と力が非常に強いので、

他のどの種類よりもそのような幽霊のうわさが多くあ

る。

アデプトは自分の幽霊（幻影）を送り出すことができ

るが、それは、アデプトの意識的で訓練されたアストラ

ル体で構成されているため、別の名前で呼ばれている。

そのアストラル体は、アデプトのすべての知性が賦与さ

れ、そして物質の体から完全には分離していない。

神智学は、科学によって発見された物理法則を否定も

無視もしない。

神智学は、証明されたすべての法則を認めるが、私た

ちが通常知っている法則の作用を修正する他の法則の存

在を主張している。すべての目に見える現象の背後には、

そのイデア的な構造を持つ秘められた宇宙がある。その

秘められた宇宙は、それに関連する内なる感覚によって

のみ完全に理解することができ、それらの感覚は、その

存在が否定された場合、容易には発達しない。一緒に働

く脳と知性は、最初にアストラル物質のアストラルの脳

と知性として、そして後にこの階層上の物質の付加に

よって目に見えるものとして、形態を進化させる力を

持っている。客観性は知覚に大きく依存し、知覚は内部

の刺激によって影響を受けることがある。したがって、

目撃者は、実際に外的なものとして存在する物体を見る

ことができるか、または内的な刺激によって物体を見る

ようにされるかもしれない。これは、私たちに視力の３

つの形式を与える。(a) 物体からの光によって見る視力 

(b) アストラル光による内的感覚で見る視力 (c) 内側か

らの刺激によって目から脳に報告され、こうして外界に

投じられる内側のイメージ。他の感覚の現象も同じよう

にまとめられるかもしれない。

アストラル物質は、すべての思考、音、画像、および

その他の振動の記憶装置であり、内なる人間は、肉体的

な連繋の有無にかかわらず行動することができる完成さ

れた人であり、そして催眠術、透視、透聴、霊媒能力、

および意識的に実行されていない残りのすべての現象が

説明されるかもしれない。アストラル物質の中には、す

べての音と画像があり、アストラル人間の中には、どん

なに遠く離れていたり、取るに足らないものであっても、

すべての出来事の印象が残っている。これらが一緒に作

用することで、オカルティズムを否定したり、その定説

を知らない人にとっては、とても奇妙に見える現象を生

み出しているのである。

しかし、アデプト、行者、ヨギ、そして訓練を受けた

すべてのオカルティストが行う現象を説明するために

は、化学、心、力、物質のオカルト法則を理解しなけれ

ばならない。これらについては、明らかにこの本のよう

な著作では詳細に扱うことはできない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 ヨブ … 旧約聖書に出てくるヨブは、財産を奪わ

れ、息子と娘も事故で亡くし、自分自身も病に苦しむと

いう、もの凄い苦しみを経験した。そのことを聞いた３

人の友人がヨブを慰めようとし、ヨブの苦しみの原因は

ヨブが犯した罪だと言う。ヨブは心当たりがなく、納得

しない。ヨブは神に、自分は悪いことをしていない、悪

いことをしているのは神のほうだと言って訴える。若者

のエリフと言う人物がそれをそばで聞いていた。エリフ

は、そのようなことはないとヨブに語り、神は人間には

分からないところで心配りをしていると語る。さらに、

人間が寝ている時に、夢の中で神は語っており、２度も

３度も人間の魂を救おうとされるが、人間のほうがそれ

に気づかず心を留めないだけだ、とエリフは言う。ヨブ

記 38 章以下で、神はヨブの前に現れ、語りかける。

ル物質で作られたイメージを少しでも揺らめかせると、

色素はそれに対応するように揺らいで拡散して紙の上に

落ちて来る。

離れた場所にいる別の心と連絡を取るには、アデプト

は、影響を受ける心とユニゾンで振動するように脳のす

べての分子と心のすべての思考を調律し、その他の心と

脳もまた、同じユニゾンに変えるか、または自発的にそ

うさせる必要がある。内なる感覚は耳に依存していない

ため、他の人の心の中で思考やイメージを感じ、見るこ

とができるので、アデプトはボンベイにおり、彼の友人

がニューヨークにいても、距離は障害にはならない。

そして、心の中を覗き込んで他の人の思考や、自分が

考え、見てきたすべての画像を自分の周りで捕えたいと

き、アデプトの内なる視覚と聴覚は、すべてが一度に見

えるようになると、見るべき心へと向けられる。

しかし、先に述べたように、これを行うのは悪党だけ

であり、アデプトは厳密に許可された場合を除いて、こ

れを行うことはない。現代人は、この力を使って他人の

秘密を覗き込むことに罪はないと考えているが、アデプ

トたちは、それは他人の権利の侵害だと言う。たとえそ

うする能力があったとしても、他人の心の中に入り込み、

その秘密を探る権利は、いかなる人にもない。これはす

べての探求者に対するロッジの法則であり、もしある人

が他人の秘密を発見しようとしているのを見たら、すぐ

に撤退させ、それ以上進んで行かないようにしなければ

ならない。やめずに進んで行ったとすると、弟子の場合

にはその力は奪われ、弟子でない人の場合には、この種

の強盗の結果を受けなければならない。自然界には自然

界の法と警察官がいて、もし私たちがアストラル界で大

罪を犯した場合、大いなる法とその守護者たちが、賄賂

を贈ることができないように、私たちがどんなに長く

待っていても、たとえそれが１万年であっても、刑罰を

執行するだろう。ここに倫理と道徳のためのもう一つの

保護手段がある。しかし、人は本書で提唱されている哲

学の体系を認めるまでは、自分たち弱い人間の法則が効

かない分野で重罪を犯すことを間違っているとは思わな

いだろうが、同時に、このように哲学を拒否することに

よって、すべての人がこれらの偉大な力をすべての人の

ために使えるようになる日を、先延ばしにしてしまうこ

とになる。

注目すべき現象としては、物理的接触を伴わない物体

の移動からなる現象がある。これは、複数の方法で行う

ことができる。１つ目は、肉体からアストラルの手と腕

を押し出し、それらで移動するオブジェクトをつかむこ

とである。これは、人から 10 フィートもの距離で達成

できる。

私はこれについて議論せず、アストラル物質とアスト

ラル器官（手足）の特性に言及するだけにする。これは、

霊媒の現象のいくつかを説明するためにある程度役立つ

だろう。そのような物体の移動（apportation）のほぼ

すべてのケースで、その離れわざはこのように目に見え

ないが物質的なアストラルの手を使用して達成される。

２つ目の方法は、すでに話したエレメンタルを使うこと

である。彼らは内なる人間に指示されると、極性を変え

ることで物体を運ぶ力を持っている。そして、それによ

りインドの行者やアメリカのある霊媒たちのように、小

さな物体が明らかに支えられずに動いているのを見るこ

とができる。これらのエレメンタルの存在物は、アスト

ラルの手足が伸ばされる長さよりも長い距離を物が運ば

れてくるときに使用される。霊媒がそうしていることを

知らないというのも、これに反論の余地はない。彼らが

自分はどのようにしてどんな離れわざを成し遂げるのか

を知っていることはほとんどなく、その法則を知らない

ことは、その法則が存在しないことの証拠にはならない。

力が内側から働くのを見てきた学徒たちは、これについ

ての議論を必要としないだろう。

透視、透聴、第２の眼（千里眼）は、すべて非常に密

接に関連している。それらのうちのどれかを行使すると、

他のものを同時に巻き込む。

これらは１つの力のバリエーションに過ぎない。音は

アストラル領域の特徴の１つであり、光が音と共にある

ように、視覚は聴覚と同時に得られる。アストラルの感

覚でイメージを見るということは、同時に音があるとい

うことであり、音を聞くということは、アストラル物質

の中にイメージがあるということである。すべての音が

瞬時にイメージを生み出すことは、真のオカルティズム

の研究者にはよく知られていることである。そして、こ

れは東洋では古くから知られているが、最近西洋では、

広げた振動板の上に音による画像を作り出すことで実証

されている。主題のこの部分は、オカルティズムの助け

を借りてさらに深く掘り下げていけるが、現在の社会の

状況では危険なことであるため、ここでは控えておく。

アストラル光の中には、どんな人に起こったどんなこと

であれ、すべての物事の画像があり、また、十分にはっ

きりと作られた、来るべき出来事の原因の画像もある。

原因がまだ不確定である場合は、未来の画像となる。し

かし、来るべき数年間のたくさんの出来事のために、す

べての作られている、結果を生じる原因は、先見者が事

前にそれらを見ることを可能にするのに十分な明確さ

で、まるでそこにあるかのように常に置かれている。内

的な感覚で見るこれらの画像によって、すべての透視能

力者はその奇妙な能力を行使している。しかし、その能

力はすべての人に共通の能力であるが、大多数がわずか

に発達しているだけである。だがオカルティズムは、そ

の能力は、他の人にどんなアイデアも伝えることができ

なかったすべての人にわずかに活動的であるこの力の芽

のためのものではなかったと主張している。

透視において、アストラル光の画像は、内的なビジョ

ンの前に進み、内側から肉体の目に反映される。その後、

それらの画像は見る人に客観的に見えてくる。それらが

過去の出来事やこれから起こる出来事であれば、画像が

見えるだけであり、現に起こっている出来事であれば、

その場面は内なる感覚によってアストラル光を通して知

覚される。通常の視力と透視力の際立った違いは、覚醒

した状態での透視では、振動が最初に脳に伝達され、そ

こから肉体の目に伝達され、そこで網膜に画像が形成さ

れることである。ちょうど蓄音機の回転板が金属の振動

板に振動を伝えて、その振動した音声が聞き手に届くの

と同じである。通常の視力では、振動は最初に目に伝え

られ、次に脳に伝達される。したがって、一度作られた

音はアストラル光の中に保存され、そこから内的感覚が

その音を受け取り、内的感覚から脳に伝達され、そこか

ら肉体の耳に届く。

したがって、離れた場所での透聴では、聞き手は耳で

聞くのではなく、アストラル体の聴覚の中心で聞くので

ある。第２の眼は、特定のケースがそうであるように、

透聴と透視の組み合わせであり、そして第２の眼の見え

西洋には真の心理学は存在しない。東洋には

存在する。人間はすべての力の鏡である。重力

は半分の法則にすぎない。極性と凝集の重要性。

物体を見えなくすること。想像力はすべての強

力な力である。心の電信術。他の人の心を読む

ことは強盗である。アポーション（移動）、透視、

透聴、そして第２の目（千里眼）。アストラル光

の写真。夢とビジョン。幽霊（幻影）。本物の透視。

内側の刺激は、外側の印象を作る。アストラル

光はすべてのことの記憶装置である。



16 章 霊的な法則・力・現象

霊的な力、現象、および原動力の分野は広大なもので

ある。このような現象は、すべての地域で毎日見られ、

力が示されているが、数年前までは科学者によってほと

んど注意が払われておらず、その現象や霊的性質につい

ての断言された信念に関連した人々に盛んに嘲笑が浴び

せられていた。40 年ほど前にアメリカで、誤ったこと

に「スピリチュアリズム」（心霊主義）と名乗るカルト

教団が誕生したが、大きなチャンスがあったにもかかわ

らず、そのチャンスを無視して、哲学の影もなく、単な

る不思議探しに陥ってしまったのである。それは、一般

の人々の真剣な関心を引くことができなかった多くの整

理されていない事実を記録した以外には、進歩の点では 

40 年間ほとんど達成されていない。しかし、人間が進

化の道を歩んでいく中で、人間を破滅させることなく均

等に進歩させようとするロッジの弟子たちの意見では、

人間の道具とそれを求めた人々にもたらされる大きな危

険と損害は、その善意を相殺する以上のものであった。

だが、他の欧米の受け入れられた流派の調査員はあまり

良い結果を出しておらず、結果的には「欧米の心理学」

の名に相応しいものがないということになっている。

心理学のこの適切な体系の欠如は、科学の物質主義的

な偏りと、教条的な宗教の麻痺した影響の自然な結果で

ある。一方は努力を嘲笑い、もう一方は調査を禁ずる。

しかし、キリスト教のローマカトリック教会は、いくつ

かの点で例外である。ローマカトリック教会は常に心霊

世界の存在を認めてきた。それは悪魔と天使の領域であ

るためだが、彼らが選択したときに天使が現れ、彼らが

避けると悪魔が現れるので、承認された司祭を除いて誰

も、そのような問題に関与することはローマカトリック

教会によって許可されていない。その教会が「霊能者」

がふける黒魔術の悪質な実践を禁止する限り、それは正

しかったが、その他の禁止事項や制限は正しくはなかっ

た。本当の心理学は、今日では東洋の所産である。真実

なことに、非常に昔の文明がアメリカで栄えていた時、

その体系は西洋で知られていたし、キリスト教の時代に

先立ってヨーロッパの特定の地域で知られていたが、現

代の真の様相の心理学は東洋のものである。

霊的な力、法則、エネルギーはあるのだろうか？ もし

あれば、現象があるに違いない。前の章で概説されてい

るすべてのことが真実であるならば、人間には自然のど

こにでも見られるのと同じ力とエネルギーがある。智慧

の大師たちは、人間は進化の体系全体の最高の産物であ

ると考えており、自分自身の中に自然のあらゆる力を、

どんなに素晴らしくてもひどくても、鏡として再現して

いる。そのような鏡であるという事実によって、その人

は人間である。

これは長い間、東洋では認識されていたが、作家は、

多くの西洋の科学者の理論をひっくり返すであろうその

ような力の発揮を見てきた。そして西洋では、同じ現象

が繰り返されてきたので、あらゆる人種のすべての人間

が潜在的に同じ力を持っていることを自分自身の知識と

して知っている。東洋の行者やヨギが行う本物の超能力

現象（魔法の現象とも呼ばれている）は、西洋ではまだ

夢にも思っていなかった自然の力やプロセスを利用して

行われている。明らかに重力に逆らって体を空中浮揚さ

せることは、そのプロセスを完全にマスターすれば、簡

単にできることである。それは何の法則にも反していな

い。重力は法則の半分にすぎない。東洋の賢者は、この

用語を採用したい場合は、重力を認めているが、本当の

用語は引力であり、法則の残りの半分は斥力という言葉

で表現されており、両方とも電気エネルギーの偉大な法

則によって支配されている。重さと安定性は極性に依存

しており、物体の極性がそのすぐ下にある地球に対して

変化すると、物体は上昇することができる。しかし、単

なる物体は人間が持っているような意識を欠いているの

で、他の助けがなければ上昇することはできない。一方、

人間の体は、その極性がこのように変更されると、鳥の

ように、支えのない空中で上昇する。この変化は東洋人

に知られているある種の呼吸法によって意識的にもたら

される。それはまた、ローマカトリック教会の聖人のよ

うに法則を知らずに現象を実行する人々の場合には、後

で話したある種の自然の力からの助けによって引き起こ

されるかもしれない。

東西の現象の多くの要因となる第３の大法則は、凝集

の法則である。凝集の力は、その法則自体の明確な力で

あり、想定されているようなそれの結果ではない。この

法則とその作用は、例えば筆者が見たように、ある固い

鉄のリングが固い壁を通り抜けたり、石が固い壁を通り

抜けたりするように、ある種の現象がもたらされること

になっているならば、知られていなければならない。そ

こで、分散としか呼びようのない別の力が使われる。凝

集力が支配的な力であり、分散力が取り除かれた瞬間、

凝集力が粒子を元の位置に回復させるからである。

これに続いて、このような偉大な原動力を持つアデプ

トは、物体（常に人体を除く）の原子を、物体が見えな

くなるほどの距離まで分散させることができ、エーテル

で形成された電流に沿って地球上の任意の距離まで送る

ことができる。目的の地点では、分散する力は取り除か

れ、すぐに凝集力が回復し、物体は無傷で再び現れる。

これはフィクションのように聞こえるかもしれないが、

実際の事実としてロッジとその弟子たちに知られている

ので、科学が遅かれ早かれこの命題を認めることは間違

いない。

しかし、この時代の唯物論がはびこる一般人の心は、

手段が話されていないことを見て、これらのすべての手

技が可能である方法を不思議に思う。手段は人間の身体

と脳の中にある。ロッジの見解では「人間の脳は力の無

尽蔵の発生源である」としており、訓練された心と共に、

自然界の内的な化学・力学的法則についての完全な知識

があれば、私が言及した法則を操作する力が得られる。

これは将来的には人間の所有物となり、盲目的な独断論、

利己主義、唯物論的な不信仰がなければ、今日の人間の

所有物となるだろう。信仰を持っていれば山を取り除く

ことができる、という師のまさに真実の言葉を、クリス

チャンでさえも忠実に実行していないのである。法則の

知識は信仰に加えられると、物質、心、空間、時間を支

配する力を与える。

同じ力を使えば、訓練を受けたアデプトは目の前に、

客観的に触れる今まで見えなかった素材を、どんな形で

も作り出すことができる。これは俗的な創造と呼ばれる

だろうが、単にあなたの存在下での進化である。

物質は、私たちの周りの大気中に浮遊したままになっ

ている。目に見える、またはまだ沈殿していない物質の

すべての粒子は、すべての可能な形を経ており、アデプ

トが行うことは、アストラル光の中に存在する任意の希

望の形を選択することであり、その後、意志と想像力の

努力によって、投下（プリシピテーション）によって形

を与える。このようにして作られた物体は、ここで説明

する必要のない他の一定のプロセスに頼らない限り、消
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失してしまうが、これらのプロセスが活用されている場

合、物体は永久に残っているだろう。そして、紙や他の

ものの表面にメッセージを目に見えるようにすることを

望むとすれば、同じ法則と力が使用される。一行一行こ

とごとくすべての文字や、絵の明瞭な、写真のように精

密な、くっきりとしたイメージが頭の中で形成され、そ

の後、大気の中から、「力と形の尽きることのない発生器」

である脳によって定められた限界内に収まるように、色

素が描かれる。これらのすべてのことは、今描写した方

法で行われているのを筆者が見てきたのであり、金銭で

雇われた、または無責任な手段ではなく、知って話して

いるのである。

このことは自然に、人間の意志が全能であり、想像力

はダイナミックな力を持った最も有用な能力であるとい

う命題につながる。想像力は人間の心の絵を描く力であ

る。普通の平均的な人間では、それは十分に訓練されて

おらず、または夢のようなもの以上にしようとされてい

ないが、それは鍛えることができる。鍛えられると、想

像力は人間という工房の建造者である。その段階に到達

すると、想像力は結果が具象的に流れ出るアストラル物

質の母型（マトリックス）を作る。人間の複雑な道具の

集合体の中で、想像力は意志に次ぐ最大の力である。現

代の西洋における創造力の定義は、不完全で、大きくは

ずれている。それは主に空想や誤った考えを示すために

使用され、常に非現実を表している。訓練された想像力

（Imagination）の力の一つはイメージ（Image）を作る

ことであるため、同じくらい良い用語は得難い。この言

葉は、イメージの形成や反映を意味するものから派生し

ている。この能力は、規制されていない様式で使用され

るか、またはむしろ作用することが許されると、西洋に

「空想」という語でカバーされるもの以外のアイデアを

与えない。それが正しいかどうかは別として、より大き

な限界まで押し上げられ、その限界に達すると、創造力

はアストラル物質の中で実際のイメージや形を進化さ

せ、鉄工が溶かした鉄に砂の型を使うのと同じように、

それを使うことができるようになる。想像力が弱かった

り、訓練されていなかったりすると、意志はその仕事を

することができないので、これは王の能力なのである。

例えば、大気中からプリシピテートしたい人がアストラ

る人が未来の出来事を頻繁に見ることは、予言の要素が

加わる。

最も優れた透視力である、霊的なビジョンの透視力は、

非常にまれである。通常の透視者は、アストラル事項の

通常の側面と層のみを扱う。

霊的な視力は、純粋で、献身的で、しっかりした人に

のみ与えられる。

それは、そのような視力だけが使用可能な、ある特定

の肉体器官の特別な発達によってのみ達成され、そして

弟子道の試練、長い訓練、および最高の利他主義の後に

のみ、達成することができるかもしれない。他のすべて

の透視力は一過性のものであり、不十分で断片的であり、

その視力が物質的で幻影であるように物質と幻影だけに

関わるものである。その断片的で不十分な特質は、ほと

んどの透視者が一度にアストラル物質の低い等級の一つ

以上を見る力を持っていないという事実に起因してい

る。純粋な心の持ち主と勇敢な者は、どんな透視能力者

よりもはるかにうまく未来と現在を扱うことができる。

しかし、透視力と透聴力というこれら２つの力の存在は、

内なる感覚と必要な媒体であるアストラル光が私たちの

中に存在することを証明しているので、それらは人間の

能力として、交霊術の会のいわゆる「霊」によってなさ

れた主張に重要な関係を持っている。

夢は、自動的に進行する脳の働きの結果である場合が

あり、また、肉体が眠っている間にその真の人間が見て

きた、高いまたは低い情景やアイデアの、真の内的人間

による脳への伝達によっても生成される。それから、夢

は、体へと沈みながら魂に浮かんでいるかのように、脳

へと引っ張られている。これらの夢は役に立つ可能性が

あるが、一般的に身体活動の再開は、夢の意味を破壊し、

イメージを歪め、すべてを錯乱させてしまう。しかし、

すべての夢を見ることの偉大な事実は、誰かがそこに知

覚し、感じているということであり、これは内なる人間

の存在のための論拠の１つである。睡眠中、内なる人間

はより高い知性と交信し、時々、高いアイデアや予言的

なビジョンのいずれかの得られたものを、脳に印象づけ

ることに成功するか、そうでなければ、脳線維の抵抗の

結果として失敗する。人のカルマもまた、夢の意味を決

定する。王が自分の王国に関連することを夢に見るかも

しれないが、同じことを市民が夢に見ても、この世の結

果には何の関係もないからである。しかし、ヨブによっ

て言われているように、夜の夢やビジョンの中で人は教

えられている。（訳注）

幽霊（幻影）と複体は、一般的に２つの種類がある。

１つは、アストラル界からのアストラル殻や像（イメー

ジ）で、実際に目に見えるか、または目に放射された内

部の振動の結果であり、こうしてその人に、外界に客観

的形態を見ていると思わせる。もう１つは、完全に意識

を持っているか、または部分的に意識がある、生きてい

る人のアストラル体である。これらの法則を知らずに幽

霊を証明しようとする心霊現象研究協会の骨の折れる試

みは、実際には何の証明にもならない。20 の認められ

た事例のうち 19 は、脳に印象づけられたイメージの客

観化であるかもしれないからである。しかし、その幽霊

が見られていることは疑いの余地がない。死んだばかり

の人の出現は、説明されているように客観的に作られた

イメージか、アストラル体（この段階ではカーマルーパ

と呼ばれている）のどちらかであるかもしれない。そし

て、体から解放された瀕死の思考と力が非常に強いので、

他のどの種類よりもそのような幽霊のうわさが多くあ

る。

アデプトは自分の幽霊（幻影）を送り出すことができ

るが、それは、アデプトの意識的で訓練されたアストラ

ル体で構成されているため、別の名前で呼ばれている。

そのアストラル体は、アデプトのすべての知性が賦与さ

れ、そして物質の体から完全には分離していない。

神智学は、科学によって発見された物理法則を否定も

無視もしない。

神智学は、証明されたすべての法則を認めるが、私た

ちが通常知っている法則の作用を修正する他の法則の存

在を主張している。すべての目に見える現象の背後には、

そのイデア的な構造を持つ秘められた宇宙がある。その

秘められた宇宙は、それに関連する内なる感覚によって

のみ完全に理解することができ、それらの感覚は、その

存在が否定された場合、容易には発達しない。一緒に働

く脳と知性は、最初にアストラル物質のアストラルの脳

と知性として、そして後にこの階層上の物質の付加に

よって目に見えるものとして、形態を進化させる力を

持っている。客観性は知覚に大きく依存し、知覚は内部

の刺激によって影響を受けることがある。したがって、

目撃者は、実際に外的なものとして存在する物体を見る

ことができるか、または内的な刺激によって物体を見る

ようにされるかもしれない。これは、私たちに視力の３

つの形式を与える。(a) 物体からの光によって見る視力 

(b) アストラル光による内的感覚で見る視力 (c) 内側か

らの刺激によって目から脳に報告され、こうして外界に

投じられる内側のイメージ。他の感覚の現象も同じよう

にまとめられるかもしれない。

アストラル物質は、すべての思考、音、画像、および

その他の振動の記憶装置であり、内なる人間は、肉体的

な連繋の有無にかかわらず行動することができる完成さ

れた人であり、そして催眠術、透視、透聴、霊媒能力、

および意識的に実行されていない残りのすべての現象が

説明されるかもしれない。アストラル物質の中には、す

べての音と画像があり、アストラル人間の中には、どん

なに遠く離れていたり、取るに足らないものであっても、

すべての出来事の印象が残っている。これらが一緒に作

用することで、オカルティズムを否定したり、その定説

を知らない人にとっては、とても奇妙に見える現象を生

み出しているのである。

しかし、アデプト、行者、ヨギ、そして訓練を受けた

すべてのオカルティストが行う現象を説明するために

は、化学、心、力、物質のオカルト法則を理解しなけれ

ばならない。これらについては、明らかにこの本のよう

な著作では詳細に扱うことはできない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 ヨブ … 旧約聖書に出てくるヨブは、財産を奪わ

れ、息子と娘も事故で亡くし、自分自身も病に苦しむと

いう、もの凄い苦しみを経験した。そのことを聞いた３

人の友人がヨブを慰めようとし、ヨブの苦しみの原因は

ヨブが犯した罪だと言う。ヨブは心当たりがなく、納得

しない。ヨブは神に、自分は悪いことをしていない、悪

いことをしているのは神のほうだと言って訴える。若者

のエリフと言う人物がそれをそばで聞いていた。エリフ

は、そのようなことはないとヨブに語り、神は人間には

分からないところで心配りをしていると語る。さらに、

人間が寝ている時に、夢の中で神は語っており、２度も

３度も人間の魂を救おうとされるが、人間のほうがそれ

に気づかず心を留めないだけだ、とエリフは言う。ヨブ

記 38 章以下で、神はヨブの前に現れ、語りかける。

ル物質で作られたイメージを少しでも揺らめかせると、

色素はそれに対応するように揺らいで拡散して紙の上に

落ちて来る。

離れた場所にいる別の心と連絡を取るには、アデプト

は、影響を受ける心とユニゾンで振動するように脳のす

べての分子と心のすべての思考を調律し、その他の心と

脳もまた、同じユニゾンに変えるか、または自発的にそ

うさせる必要がある。内なる感覚は耳に依存していない

ため、他の人の心の中で思考やイメージを感じ、見るこ

とができるので、アデプトはボンベイにおり、彼の友人

がニューヨークにいても、距離は障害にはならない。

そして、心の中を覗き込んで他の人の思考や、自分が

考え、見てきたすべての画像を自分の周りで捕えたいと

き、アデプトの内なる視覚と聴覚は、すべてが一度に見

えるようになると、見るべき心へと向けられる。

しかし、先に述べたように、これを行うのは悪党だけ

であり、アデプトは厳密に許可された場合を除いて、こ

れを行うことはない。現代人は、この力を使って他人の

秘密を覗き込むことに罪はないと考えているが、アデプ

トたちは、それは他人の権利の侵害だと言う。たとえそ

うする能力があったとしても、他人の心の中に入り込み、

その秘密を探る権利は、いかなる人にもない。これはす

べての探求者に対するロッジの法則であり、もしある人

が他人の秘密を発見しようとしているのを見たら、すぐ

に撤退させ、それ以上進んで行かないようにしなければ

ならない。やめずに進んで行ったとすると、弟子の場合

にはその力は奪われ、弟子でない人の場合には、この種

の強盗の結果を受けなければならない。自然界には自然

界の法と警察官がいて、もし私たちがアストラル界で大

罪を犯した場合、大いなる法とその守護者たちが、賄賂

を贈ることができないように、私たちがどんなに長く

待っていても、たとえそれが１万年であっても、刑罰を

執行するだろう。ここに倫理と道徳のためのもう一つの

保護手段がある。しかし、人は本書で提唱されている哲

学の体系を認めるまでは、自分たち弱い人間の法則が効

かない分野で重罪を犯すことを間違っているとは思わな

いだろうが、同時に、このように哲学を拒否することに

よって、すべての人がこれらの偉大な力をすべての人の

ために使えるようになる日を、先延ばしにしてしまうこ

とになる。

注目すべき現象としては、物理的接触を伴わない物体

の移動からなる現象がある。これは、複数の方法で行う

ことができる。１つ目は、肉体からアストラルの手と腕

を押し出し、それらで移動するオブジェクトをつかむこ

とである。これは、人から 10 フィートもの距離で達成

できる。

私はこれについて議論せず、アストラル物質とアスト

ラル器官（手足）の特性に言及するだけにする。これは、

霊媒の現象のいくつかを説明するためにある程度役立つ

だろう。そのような物体の移動（apportation）のほぼ

すべてのケースで、その離れわざはこのように目に見え

ないが物質的なアストラルの手を使用して達成される。

２つ目の方法は、すでに話したエレメンタルを使うこと

である。彼らは内なる人間に指示されると、極性を変え

ることで物体を運ぶ力を持っている。そして、それによ

りインドの行者やアメリカのある霊媒たちのように、小

さな物体が明らかに支えられずに動いているのを見るこ

とができる。これらのエレメンタルの存在物は、アスト

ラルの手足が伸ばされる長さよりも長い距離を物が運ば

れてくるときに使用される。霊媒がそうしていることを

知らないというのも、これに反論の余地はない。彼らが

自分はどのようにしてどんな離れわざを成し遂げるのか

を知っていることはほとんどなく、その法則を知らない

ことは、その法則が存在しないことの証拠にはならない。

力が内側から働くのを見てきた学徒たちは、これについ

ての議論を必要としないだろう。

透視、透聴、第２の眼（千里眼）は、すべて非常に密

接に関連している。それらのうちのどれかを行使すると、

他のものを同時に巻き込む。

これらは１つの力のバリエーションに過ぎない。音は

アストラル領域の特徴の１つであり、光が音と共にある

ように、視覚は聴覚と同時に得られる。アストラルの感

覚でイメージを見るということは、同時に音があるとい

うことであり、音を聞くということは、アストラル物質

の中にイメージがあるということである。すべての音が

瞬時にイメージを生み出すことは、真のオカルティズム

の研究者にはよく知られていることである。そして、こ

れは東洋では古くから知られているが、最近西洋では、

広げた振動板の上に音による画像を作り出すことで実証

されている。主題のこの部分は、オカルティズムの助け

を借りてさらに深く掘り下げていけるが、現在の社会の

状況では危険なことであるため、ここでは控えておく。

アストラル光の中には、どんな人に起こったどんなこと

であれ、すべての物事の画像があり、また、十分にはっ

きりと作られた、来るべき出来事の原因の画像もある。

原因がまだ不確定である場合は、未来の画像となる。し

かし、来るべき数年間のたくさんの出来事のために、す

べての作られている、結果を生じる原因は、先見者が事

前にそれらを見ることを可能にするのに十分な明確さ

で、まるでそこにあるかのように常に置かれている。内

的な感覚で見るこれらの画像によって、すべての透視能

力者はその奇妙な能力を行使している。しかし、その能

力はすべての人に共通の能力であるが、大多数がわずか

に発達しているだけである。だがオカルティズムは、そ

の能力は、他の人にどんなアイデアも伝えることができ

なかったすべての人にわずかに活動的であるこの力の芽

のためのものではなかったと主張している。

透視において、アストラル光の画像は、内的なビジョ

ンの前に進み、内側から肉体の目に反映される。その後、

それらの画像は見る人に客観的に見えてくる。それらが

過去の出来事やこれから起こる出来事であれば、画像が

見えるだけであり、現に起こっている出来事であれば、

その場面は内なる感覚によってアストラル光を通して知

覚される。通常の視力と透視力の際立った違いは、覚醒

した状態での透視では、振動が最初に脳に伝達され、そ

こから肉体の目に伝達され、そこで網膜に画像が形成さ

れることである。ちょうど蓄音機の回転板が金属の振動

板に振動を伝えて、その振動した音声が聞き手に届くの

と同じである。通常の視力では、振動は最初に目に伝え

られ、次に脳に伝達される。したがって、一度作られた

音はアストラル光の中に保存され、そこから内的感覚が

その音を受け取り、内的感覚から脳に伝達され、そこか

ら肉体の耳に届く。

したがって、離れた場所での透聴では、聞き手は耳で

聞くのではなく、アストラル体の聴覚の中心で聞くので

ある。第２の眼は、特定のケースがそうであるように、

透聴と透視の組み合わせであり、そして第２の眼の見え



16 章 霊的な法則・力・現象

霊的な力、現象、および原動力の分野は広大なもので

ある。このような現象は、すべての地域で毎日見られ、

力が示されているが、数年前までは科学者によってほと

んど注意が払われておらず、その現象や霊的性質につい

ての断言された信念に関連した人々に盛んに嘲笑が浴び

せられていた。40 年ほど前にアメリカで、誤ったこと

に「スピリチュアリズム」（心霊主義）と名乗るカルト

教団が誕生したが、大きなチャンスがあったにもかかわ

らず、そのチャンスを無視して、哲学の影もなく、単な

る不思議探しに陥ってしまったのである。それは、一般

の人々の真剣な関心を引くことができなかった多くの整

理されていない事実を記録した以外には、進歩の点では 

40 年間ほとんど達成されていない。しかし、人間が進

化の道を歩んでいく中で、人間を破滅させることなく均

等に進歩させようとするロッジの弟子たちの意見では、

人間の道具とそれを求めた人々にもたらされる大きな危

険と損害は、その善意を相殺する以上のものであった。

だが、他の欧米の受け入れられた流派の調査員はあまり

良い結果を出しておらず、結果的には「欧米の心理学」

の名に相応しいものがないということになっている。

心理学のこの適切な体系の欠如は、科学の物質主義的

な偏りと、教条的な宗教の麻痺した影響の自然な結果で

ある。一方は努力を嘲笑い、もう一方は調査を禁ずる。

しかし、キリスト教のローマカトリック教会は、いくつ

かの点で例外である。ローマカトリック教会は常に心霊

世界の存在を認めてきた。それは悪魔と天使の領域であ

るためだが、彼らが選択したときに天使が現れ、彼らが

避けると悪魔が現れるので、承認された司祭を除いて誰

も、そのような問題に関与することはローマカトリック

教会によって許可されていない。その教会が「霊能者」

がふける黒魔術の悪質な実践を禁止する限り、それは正

しかったが、その他の禁止事項や制限は正しくはなかっ

た。本当の心理学は、今日では東洋の所産である。真実

なことに、非常に昔の文明がアメリカで栄えていた時、

その体系は西洋で知られていたし、キリスト教の時代に

先立ってヨーロッパの特定の地域で知られていたが、現

代の真の様相の心理学は東洋のものである。

霊的な力、法則、エネルギーはあるのだろうか？ もし

あれば、現象があるに違いない。前の章で概説されてい

るすべてのことが真実であるならば、人間には自然のど

こにでも見られるのと同じ力とエネルギーがある。智慧

の大師たちは、人間は進化の体系全体の最高の産物であ

ると考えており、自分自身の中に自然のあらゆる力を、

どんなに素晴らしくてもひどくても、鏡として再現して

いる。そのような鏡であるという事実によって、その人

は人間である。

これは長い間、東洋では認識されていたが、作家は、

多くの西洋の科学者の理論をひっくり返すであろうその

ような力の発揮を見てきた。そして西洋では、同じ現象

が繰り返されてきたので、あらゆる人種のすべての人間

が潜在的に同じ力を持っていることを自分自身の知識と

して知っている。東洋の行者やヨギが行う本物の超能力

現象（魔法の現象とも呼ばれている）は、西洋ではまだ

夢にも思っていなかった自然の力やプロセスを利用して

行われている。明らかに重力に逆らって体を空中浮揚さ

せることは、そのプロセスを完全にマスターすれば、簡

単にできることである。それは何の法則にも反していな

い。重力は法則の半分にすぎない。東洋の賢者は、この

用語を採用したい場合は、重力を認めているが、本当の

用語は引力であり、法則の残りの半分は斥力という言葉

で表現されており、両方とも電気エネルギーの偉大な法

則によって支配されている。重さと安定性は極性に依存

しており、物体の極性がそのすぐ下にある地球に対して

変化すると、物体は上昇することができる。しかし、単

なる物体は人間が持っているような意識を欠いているの

で、他の助けがなければ上昇することはできない。一方、

人間の体は、その極性がこのように変更されると、鳥の

ように、支えのない空中で上昇する。この変化は東洋人

に知られているある種の呼吸法によって意識的にもたら

される。それはまた、ローマカトリック教会の聖人のよ

うに法則を知らずに現象を実行する人々の場合には、後

で話したある種の自然の力からの助けによって引き起こ

されるかもしれない。

東西の現象の多くの要因となる第３の大法則は、凝集

の法則である。凝集の力は、その法則自体の明確な力で

あり、想定されているようなそれの結果ではない。この

法則とその作用は、例えば筆者が見たように、ある固い

鉄のリングが固い壁を通り抜けたり、石が固い壁を通り

抜けたりするように、ある種の現象がもたらされること

になっているならば、知られていなければならない。そ

こで、分散としか呼びようのない別の力が使われる。凝

集力が支配的な力であり、分散力が取り除かれた瞬間、

凝集力が粒子を元の位置に回復させるからである。

これに続いて、このような偉大な原動力を持つアデプ

トは、物体（常に人体を除く）の原子を、物体が見えな

くなるほどの距離まで分散させることができ、エーテル

で形成された電流に沿って地球上の任意の距離まで送る

ことができる。目的の地点では、分散する力は取り除か

れ、すぐに凝集力が回復し、物体は無傷で再び現れる。

これはフィクションのように聞こえるかもしれないが、

実際の事実としてロッジとその弟子たちに知られている

ので、科学が遅かれ早かれこの命題を認めることは間違

いない。

しかし、この時代の唯物論がはびこる一般人の心は、

手段が話されていないことを見て、これらのすべての手

技が可能である方法を不思議に思う。手段は人間の身体

と脳の中にある。ロッジの見解では「人間の脳は力の無

尽蔵の発生源である」としており、訓練された心と共に、

自然界の内的な化学・力学的法則についての完全な知識

があれば、私が言及した法則を操作する力が得られる。

これは将来的には人間の所有物となり、盲目的な独断論、

利己主義、唯物論的な不信仰がなければ、今日の人間の

所有物となるだろう。信仰を持っていれば山を取り除く

ことができる、という師のまさに真実の言葉を、クリス

チャンでさえも忠実に実行していないのである。法則の

知識は信仰に加えられると、物質、心、空間、時間を支

配する力を与える。

同じ力を使えば、訓練を受けたアデプトは目の前に、

客観的に触れる今まで見えなかった素材を、どんな形で

も作り出すことができる。これは俗的な創造と呼ばれる

だろうが、単にあなたの存在下での進化である。

物質は、私たちの周りの大気中に浮遊したままになっ

ている。目に見える、またはまだ沈殿していない物質の

すべての粒子は、すべての可能な形を経ており、アデプ

トが行うことは、アストラル光の中に存在する任意の希

望の形を選択することであり、その後、意志と想像力の

努力によって、投下（プリシピテーション）によって形

を与える。このようにして作られた物体は、ここで説明

する必要のない他の一定のプロセスに頼らない限り、消

3

失してしまうが、これらのプロセスが活用されている場

合、物体は永久に残っているだろう。そして、紙や他の

ものの表面にメッセージを目に見えるようにすることを

望むとすれば、同じ法則と力が使用される。一行一行こ

とごとくすべての文字や、絵の明瞭な、写真のように精

密な、くっきりとしたイメージが頭の中で形成され、そ

の後、大気の中から、「力と形の尽きることのない発生器」

である脳によって定められた限界内に収まるように、色

素が描かれる。これらのすべてのことは、今描写した方

法で行われているのを筆者が見てきたのであり、金銭で

雇われた、または無責任な手段ではなく、知って話して

いるのである。

このことは自然に、人間の意志が全能であり、想像力

はダイナミックな力を持った最も有用な能力であるとい

う命題につながる。想像力は人間の心の絵を描く力であ

る。普通の平均的な人間では、それは十分に訓練されて

おらず、または夢のようなもの以上にしようとされてい

ないが、それは鍛えることができる。鍛えられると、想

像力は人間という工房の建造者である。その段階に到達

すると、想像力は結果が具象的に流れ出るアストラル物

質の母型（マトリックス）を作る。人間の複雑な道具の

集合体の中で、想像力は意志に次ぐ最大の力である。現

代の西洋における創造力の定義は、不完全で、大きくは

ずれている。それは主に空想や誤った考えを示すために

使用され、常に非現実を表している。訓練された想像力

（Imagination）の力の一つはイメージ（Image）を作る

ことであるため、同じくらい良い用語は得難い。この言

葉は、イメージの形成や反映を意味するものから派生し

ている。この能力は、規制されていない様式で使用され

るか、またはむしろ作用することが許されると、西洋に

「空想」という語でカバーされるもの以外のアイデアを

与えない。それが正しいかどうかは別として、より大き

な限界まで押し上げられ、その限界に達すると、創造力

はアストラル物質の中で実際のイメージや形を進化さ

せ、鉄工が溶かした鉄に砂の型を使うのと同じように、

それを使うことができるようになる。想像力が弱かった

り、訓練されていなかったりすると、意志はその仕事を

することができないので、これは王の能力なのである。

例えば、大気中からプリシピテートしたい人がアストラ

る人が未来の出来事を頻繁に見ることは、予言の要素が

加わる。

最も優れた透視力である、霊的なビジョンの透視力は、

非常にまれである。通常の透視者は、アストラル事項の

通常の側面と層のみを扱う。

霊的な視力は、純粋で、献身的で、しっかりした人に

のみ与えられる。

それは、そのような視力だけが使用可能な、ある特定

の肉体器官の特別な発達によってのみ達成され、そして

弟子道の試練、長い訓練、および最高の利他主義の後に

のみ、達成することができるかもしれない。他のすべて

の透視力は一過性のものであり、不十分で断片的であり、

その視力が物質的で幻影であるように物質と幻影だけに

関わるものである。その断片的で不十分な特質は、ほと

んどの透視者が一度にアストラル物質の低い等級の一つ

以上を見る力を持っていないという事実に起因してい

る。純粋な心の持ち主と勇敢な者は、どんな透視能力者

よりもはるかにうまく未来と現在を扱うことができる。

しかし、透視力と透聴力というこれら２つの力の存在は、

内なる感覚と必要な媒体であるアストラル光が私たちの

中に存在することを証明しているので、それらは人間の

能力として、交霊術の会のいわゆる「霊」によってなさ

れた主張に重要な関係を持っている。

夢は、自動的に進行する脳の働きの結果である場合が

あり、また、肉体が眠っている間にその真の人間が見て

きた、高いまたは低い情景やアイデアの、真の内的人間

による脳への伝達によっても生成される。それから、夢

は、体へと沈みながら魂に浮かんでいるかのように、脳

へと引っ張られている。これらの夢は役に立つ可能性が

あるが、一般的に身体活動の再開は、夢の意味を破壊し、

イメージを歪め、すべてを錯乱させてしまう。しかし、

すべての夢を見ることの偉大な事実は、誰かがそこに知

覚し、感じているということであり、これは内なる人間

の存在のための論拠の１つである。睡眠中、内なる人間

はより高い知性と交信し、時々、高いアイデアや予言的

なビジョンのいずれかの得られたものを、脳に印象づけ

ることに成功するか、そうでなければ、脳線維の抵抗の

結果として失敗する。人のカルマもまた、夢の意味を決

定する。王が自分の王国に関連することを夢に見るかも

しれないが、同じことを市民が夢に見ても、この世の結

果には何の関係もないからである。しかし、ヨブによっ

て言われているように、夜の夢やビジョンの中で人は教

えられている。（訳注）

幽霊（幻影）と複体は、一般的に２つの種類がある。

１つは、アストラル界からのアストラル殻や像（イメー

ジ）で、実際に目に見えるか、または目に放射された内

部の振動の結果であり、こうしてその人に、外界に客観

的形態を見ていると思わせる。もう１つは、完全に意識

を持っているか、または部分的に意識がある、生きてい

る人のアストラル体である。これらの法則を知らずに幽

霊を証明しようとする心霊現象研究協会の骨の折れる試

みは、実際には何の証明にもならない。20 の認められ

た事例のうち 19 は、脳に印象づけられたイメージの客

観化であるかもしれないからである。しかし、その幽霊

が見られていることは疑いの余地がない。死んだばかり

の人の出現は、説明されているように客観的に作られた

イメージか、アストラル体（この段階ではカーマルーパ

と呼ばれている）のどちらかであるかもしれない。そし

て、体から解放された瀕死の思考と力が非常に強いので、

他のどの種類よりもそのような幽霊のうわさが多くあ

る。

アデプトは自分の幽霊（幻影）を送り出すことができ

るが、それは、アデプトの意識的で訓練されたアストラ

ル体で構成されているため、別の名前で呼ばれている。

そのアストラル体は、アデプトのすべての知性が賦与さ

れ、そして物質の体から完全には分離していない。

神智学は、科学によって発見された物理法則を否定も

無視もしない。

神智学は、証明されたすべての法則を認めるが、私た

ちが通常知っている法則の作用を修正する他の法則の存

在を主張している。すべての目に見える現象の背後には、

そのイデア的な構造を持つ秘められた宇宙がある。その

秘められた宇宙は、それに関連する内なる感覚によって

のみ完全に理解することができ、それらの感覚は、その

存在が否定された場合、容易には発達しない。一緒に働

く脳と知性は、最初にアストラル物質のアストラルの脳

と知性として、そして後にこの階層上の物質の付加に

よって目に見えるものとして、形態を進化させる力を

持っている。客観性は知覚に大きく依存し、知覚は内部

の刺激によって影響を受けることがある。したがって、

目撃者は、実際に外的なものとして存在する物体を見る

ことができるか、または内的な刺激によって物体を見る

ようにされるかもしれない。これは、私たちに視力の３

つの形式を与える。(a) 物体からの光によって見る視力 

(b) アストラル光による内的感覚で見る視力 (c) 内側か

らの刺激によって目から脳に報告され、こうして外界に

投じられる内側のイメージ。他の感覚の現象も同じよう

にまとめられるかもしれない。

アストラル物質は、すべての思考、音、画像、および

その他の振動の記憶装置であり、内なる人間は、肉体的

な連繋の有無にかかわらず行動することができる完成さ

れた人であり、そして催眠術、透視、透聴、霊媒能力、

および意識的に実行されていない残りのすべての現象が

説明されるかもしれない。アストラル物質の中には、す

べての音と画像があり、アストラル人間の中には、どん

なに遠く離れていたり、取るに足らないものであっても、

すべての出来事の印象が残っている。これらが一緒に作

用することで、オカルティズムを否定したり、その定説

を知らない人にとっては、とても奇妙に見える現象を生

み出しているのである。

しかし、アデプト、行者、ヨギ、そして訓練を受けた

すべてのオカルティストが行う現象を説明するために

は、化学、心、力、物質のオカルト法則を理解しなけれ

ばならない。これらについては、明らかにこの本のよう

な著作では詳細に扱うことはできない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 ヨブ … 旧約聖書に出てくるヨブは、財産を奪わ

れ、息子と娘も事故で亡くし、自分自身も病に苦しむと

いう、もの凄い苦しみを経験した。そのことを聞いた３

人の友人がヨブを慰めようとし、ヨブの苦しみの原因は

ヨブが犯した罪だと言う。ヨブは心当たりがなく、納得

しない。ヨブは神に、自分は悪いことをしていない、悪

いことをしているのは神のほうだと言って訴える。若者

のエリフと言う人物がそれをそばで聞いていた。エリフ

は、そのようなことはないとヨブに語り、神は人間には

分からないところで心配りをしていると語る。さらに、

人間が寝ている時に、夢の中で神は語っており、２度も

３度も人間の魂を救おうとされるが、人間のほうがそれ

に気づかず心を留めないだけだ、とエリフは言う。ヨブ

記 38 章以下で、神はヨブの前に現れ、語りかける。

ル物質で作られたイメージを少しでも揺らめかせると、

色素はそれに対応するように揺らいで拡散して紙の上に

落ちて来る。

離れた場所にいる別の心と連絡を取るには、アデプト

は、影響を受ける心とユニゾンで振動するように脳のす

べての分子と心のすべての思考を調律し、その他の心と

脳もまた、同じユニゾンに変えるか、または自発的にそ

うさせる必要がある。内なる感覚は耳に依存していない

ため、他の人の心の中で思考やイメージを感じ、見るこ

とができるので、アデプトはボンベイにおり、彼の友人

がニューヨークにいても、距離は障害にはならない。

そして、心の中を覗き込んで他の人の思考や、自分が

考え、見てきたすべての画像を自分の周りで捕えたいと

き、アデプトの内なる視覚と聴覚は、すべてが一度に見

えるようになると、見るべき心へと向けられる。

しかし、先に述べたように、これを行うのは悪党だけ

であり、アデプトは厳密に許可された場合を除いて、こ

れを行うことはない。現代人は、この力を使って他人の

秘密を覗き込むことに罪はないと考えているが、アデプ

トたちは、それは他人の権利の侵害だと言う。たとえそ

うする能力があったとしても、他人の心の中に入り込み、

その秘密を探る権利は、いかなる人にもない。これはす

べての探求者に対するロッジの法則であり、もしある人

が他人の秘密を発見しようとしているのを見たら、すぐ

に撤退させ、それ以上進んで行かないようにしなければ

ならない。やめずに進んで行ったとすると、弟子の場合

にはその力は奪われ、弟子でない人の場合には、この種

の強盗の結果を受けなければならない。自然界には自然

界の法と警察官がいて、もし私たちがアストラル界で大

罪を犯した場合、大いなる法とその守護者たちが、賄賂

を贈ることができないように、私たちがどんなに長く

待っていても、たとえそれが１万年であっても、刑罰を

執行するだろう。ここに倫理と道徳のためのもう一つの

保護手段がある。しかし、人は本書で提唱されている哲

学の体系を認めるまでは、自分たち弱い人間の法則が効

かない分野で重罪を犯すことを間違っているとは思わな

いだろうが、同時に、このように哲学を拒否することに

よって、すべての人がこれらの偉大な力をすべての人の

ために使えるようになる日を、先延ばしにしてしまうこ

とになる。

注目すべき現象としては、物理的接触を伴わない物体

の移動からなる現象がある。これは、複数の方法で行う

ことができる。１つ目は、肉体からアストラルの手と腕

を押し出し、それらで移動するオブジェクトをつかむこ

とである。これは、人から 10 フィートもの距離で達成

できる。

私はこれについて議論せず、アストラル物質とアスト

ラル器官（手足）の特性に言及するだけにする。これは、

霊媒の現象のいくつかを説明するためにある程度役立つ

だろう。そのような物体の移動（apportation）のほぼ

すべてのケースで、その離れわざはこのように目に見え

ないが物質的なアストラルの手を使用して達成される。

２つ目の方法は、すでに話したエレメンタルを使うこと

である。彼らは内なる人間に指示されると、極性を変え

ることで物体を運ぶ力を持っている。そして、それによ

りインドの行者やアメリカのある霊媒たちのように、小

さな物体が明らかに支えられずに動いているのを見るこ

とができる。これらのエレメンタルの存在物は、アスト

ラルの手足が伸ばされる長さよりも長い距離を物が運ば

れてくるときに使用される。霊媒がそうしていることを

知らないというのも、これに反論の余地はない。彼らが

自分はどのようにしてどんな離れわざを成し遂げるのか

を知っていることはほとんどなく、その法則を知らない

ことは、その法則が存在しないことの証拠にはならない。

力が内側から働くのを見てきた学徒たちは、これについ

ての議論を必要としないだろう。

透視、透聴、第２の眼（千里眼）は、すべて非常に密

接に関連している。それらのうちのどれかを行使すると、

他のものを同時に巻き込む。

これらは１つの力のバリエーションに過ぎない。音は

アストラル領域の特徴の１つであり、光が音と共にある

ように、視覚は聴覚と同時に得られる。アストラルの感

覚でイメージを見るということは、同時に音があるとい

うことであり、音を聞くということは、アストラル物質

の中にイメージがあるということである。すべての音が

瞬時にイメージを生み出すことは、真のオカルティズム

の研究者にはよく知られていることである。そして、こ

れは東洋では古くから知られているが、最近西洋では、

広げた振動板の上に音による画像を作り出すことで実証

されている。主題のこの部分は、オカルティズムの助け

を借りてさらに深く掘り下げていけるが、現在の社会の

状況では危険なことであるため、ここでは控えておく。

アストラル光の中には、どんな人に起こったどんなこと

であれ、すべての物事の画像があり、また、十分にはっ

きりと作られた、来るべき出来事の原因の画像もある。

原因がまだ不確定である場合は、未来の画像となる。し

かし、来るべき数年間のたくさんの出来事のために、す

べての作られている、結果を生じる原因は、先見者が事

前にそれらを見ることを可能にするのに十分な明確さ

で、まるでそこにあるかのように常に置かれている。内

的な感覚で見るこれらの画像によって、すべての透視能

力者はその奇妙な能力を行使している。しかし、その能

力はすべての人に共通の能力であるが、大多数がわずか

に発達しているだけである。だがオカルティズムは、そ

の能力は、他の人にどんなアイデアも伝えることができ

なかったすべての人にわずかに活動的であるこの力の芽

のためのものではなかったと主張している。

透視において、アストラル光の画像は、内的なビジョ

ンの前に進み、内側から肉体の目に反映される。その後、

それらの画像は見る人に客観的に見えてくる。それらが

過去の出来事やこれから起こる出来事であれば、画像が

見えるだけであり、現に起こっている出来事であれば、

その場面は内なる感覚によってアストラル光を通して知

覚される。通常の視力と透視力の際立った違いは、覚醒

した状態での透視では、振動が最初に脳に伝達され、そ

こから肉体の目に伝達され、そこで網膜に画像が形成さ

れることである。ちょうど蓄音機の回転板が金属の振動

板に振動を伝えて、その振動した音声が聞き手に届くの

と同じである。通常の視力では、振動は最初に目に伝え

られ、次に脳に伝達される。したがって、一度作られた

音はアストラル光の中に保存され、そこから内的感覚が

その音を受け取り、内的感覚から脳に伝達され、そこか

ら肉体の耳に届く。

したがって、離れた場所での透聴では、聞き手は耳で

聞くのではなく、アストラル体の聴覚の中心で聞くので

ある。第２の眼は、特定のケースがそうであるように、

透聴と透視の組み合わせであり、そして第２の眼の見え



16 章 霊的な法則・力・現象

霊的な力、現象、および原動力の分野は広大なもので

ある。このような現象は、すべての地域で毎日見られ、

力が示されているが、数年前までは科学者によってほと

んど注意が払われておらず、その現象や霊的性質につい

ての断言された信念に関連した人々に盛んに嘲笑が浴び

せられていた。40 年ほど前にアメリカで、誤ったこと

に「スピリチュアリズム」（心霊主義）と名乗るカルト

教団が誕生したが、大きなチャンスがあったにもかかわ

らず、そのチャンスを無視して、哲学の影もなく、単な

る不思議探しに陥ってしまったのである。それは、一般

の人々の真剣な関心を引くことができなかった多くの整

理されていない事実を記録した以外には、進歩の点では 

40 年間ほとんど達成されていない。しかし、人間が進

化の道を歩んでいく中で、人間を破滅させることなく均

等に進歩させようとするロッジの弟子たちの意見では、

人間の道具とそれを求めた人々にもたらされる大きな危

険と損害は、その善意を相殺する以上のものであった。

だが、他の欧米の受け入れられた流派の調査員はあまり

良い結果を出しておらず、結果的には「欧米の心理学」

の名に相応しいものがないということになっている。

心理学のこの適切な体系の欠如は、科学の物質主義的

な偏りと、教条的な宗教の麻痺した影響の自然な結果で

ある。一方は努力を嘲笑い、もう一方は調査を禁ずる。

しかし、キリスト教のローマカトリック教会は、いくつ

かの点で例外である。ローマカトリック教会は常に心霊

世界の存在を認めてきた。それは悪魔と天使の領域であ

るためだが、彼らが選択したときに天使が現れ、彼らが

避けると悪魔が現れるので、承認された司祭を除いて誰

も、そのような問題に関与することはローマカトリック

教会によって許可されていない。その教会が「霊能者」

がふける黒魔術の悪質な実践を禁止する限り、それは正

しかったが、その他の禁止事項や制限は正しくはなかっ

た。本当の心理学は、今日では東洋の所産である。真実

なことに、非常に昔の文明がアメリカで栄えていた時、

その体系は西洋で知られていたし、キリスト教の時代に

先立ってヨーロッパの特定の地域で知られていたが、現

代の真の様相の心理学は東洋のものである。

霊的な力、法則、エネルギーはあるのだろうか？ もし

あれば、現象があるに違いない。前の章で概説されてい

るすべてのことが真実であるならば、人間には自然のど

こにでも見られるのと同じ力とエネルギーがある。智慧

の大師たちは、人間は進化の体系全体の最高の産物であ

ると考えており、自分自身の中に自然のあらゆる力を、

どんなに素晴らしくてもひどくても、鏡として再現して

いる。そのような鏡であるという事実によって、その人

は人間である。

これは長い間、東洋では認識されていたが、作家は、

多くの西洋の科学者の理論をひっくり返すであろうその

ような力の発揮を見てきた。そして西洋では、同じ現象

が繰り返されてきたので、あらゆる人種のすべての人間

が潜在的に同じ力を持っていることを自分自身の知識と

して知っている。東洋の行者やヨギが行う本物の超能力

現象（魔法の現象とも呼ばれている）は、西洋ではまだ

夢にも思っていなかった自然の力やプロセスを利用して

行われている。明らかに重力に逆らって体を空中浮揚さ

せることは、そのプロセスを完全にマスターすれば、簡

単にできることである。それは何の法則にも反していな

い。重力は法則の半分にすぎない。東洋の賢者は、この

用語を採用したい場合は、重力を認めているが、本当の

用語は引力であり、法則の残りの半分は斥力という言葉

で表現されており、両方とも電気エネルギーの偉大な法

則によって支配されている。重さと安定性は極性に依存

しており、物体の極性がそのすぐ下にある地球に対して

変化すると、物体は上昇することができる。しかし、単

なる物体は人間が持っているような意識を欠いているの

で、他の助けがなければ上昇することはできない。一方、

人間の体は、その極性がこのように変更されると、鳥の

ように、支えのない空中で上昇する。この変化は東洋人

に知られているある種の呼吸法によって意識的にもたら

される。それはまた、ローマカトリック教会の聖人のよ

うに法則を知らずに現象を実行する人々の場合には、後

で話したある種の自然の力からの助けによって引き起こ

されるかもしれない。

東西の現象の多くの要因となる第３の大法則は、凝集

の法則である。凝集の力は、その法則自体の明確な力で

あり、想定されているようなそれの結果ではない。この

法則とその作用は、例えば筆者が見たように、ある固い

鉄のリングが固い壁を通り抜けたり、石が固い壁を通り

抜けたりするように、ある種の現象がもたらされること

になっているならば、知られていなければならない。そ

こで、分散としか呼びようのない別の力が使われる。凝

集力が支配的な力であり、分散力が取り除かれた瞬間、

凝集力が粒子を元の位置に回復させるからである。

これに続いて、このような偉大な原動力を持つアデプ

トは、物体（常に人体を除く）の原子を、物体が見えな

くなるほどの距離まで分散させることができ、エーテル

で形成された電流に沿って地球上の任意の距離まで送る

ことができる。目的の地点では、分散する力は取り除か

れ、すぐに凝集力が回復し、物体は無傷で再び現れる。

これはフィクションのように聞こえるかもしれないが、

実際の事実としてロッジとその弟子たちに知られている

ので、科学が遅かれ早かれこの命題を認めることは間違

いない。

しかし、この時代の唯物論がはびこる一般人の心は、

手段が話されていないことを見て、これらのすべての手

技が可能である方法を不思議に思う。手段は人間の身体

と脳の中にある。ロッジの見解では「人間の脳は力の無

尽蔵の発生源である」としており、訓練された心と共に、

自然界の内的な化学・力学的法則についての完全な知識

があれば、私が言及した法則を操作する力が得られる。

これは将来的には人間の所有物となり、盲目的な独断論、

利己主義、唯物論的な不信仰がなければ、今日の人間の

所有物となるだろう。信仰を持っていれば山を取り除く

ことができる、という師のまさに真実の言葉を、クリス

チャンでさえも忠実に実行していないのである。法則の

知識は信仰に加えられると、物質、心、空間、時間を支

配する力を与える。

同じ力を使えば、訓練を受けたアデプトは目の前に、

客観的に触れる今まで見えなかった素材を、どんな形で

も作り出すことができる。これは俗的な創造と呼ばれる

だろうが、単にあなたの存在下での進化である。

物質は、私たちの周りの大気中に浮遊したままになっ

ている。目に見える、またはまだ沈殿していない物質の

すべての粒子は、すべての可能な形を経ており、アデプ

トが行うことは、アストラル光の中に存在する任意の希

望の形を選択することであり、その後、意志と想像力の

努力によって、投下（プリシピテーション）によって形

を与える。このようにして作られた物体は、ここで説明

する必要のない他の一定のプロセスに頼らない限り、消

失してしまうが、これらのプロセスが活用されている場

合、物体は永久に残っているだろう。そして、紙や他の

ものの表面にメッセージを目に見えるようにすることを

望むとすれば、同じ法則と力が使用される。一行一行こ

とごとくすべての文字や、絵の明瞭な、写真のように精

密な、くっきりとしたイメージが頭の中で形成され、そ

の後、大気の中から、「力と形の尽きることのない発生器」

である脳によって定められた限界内に収まるように、色

素が描かれる。これらのすべてのことは、今描写した方

法で行われているのを筆者が見てきたのであり、金銭で

雇われた、または無責任な手段ではなく、知って話して

いるのである。

このことは自然に、人間の意志が全能であり、想像力

はダイナミックな力を持った最も有用な能力であるとい

う命題につながる。想像力は人間の心の絵を描く力であ

る。普通の平均的な人間では、それは十分に訓練されて

おらず、または夢のようなもの以上にしようとされてい

ないが、それは鍛えることができる。鍛えられると、想

像力は人間という工房の建造者である。その段階に到達

すると、想像力は結果が具象的に流れ出るアストラル物

質の母型（マトリックス）を作る。人間の複雑な道具の

集合体の中で、想像力は意志に次ぐ最大の力である。現

代の西洋における創造力の定義は、不完全で、大きくは

ずれている。それは主に空想や誤った考えを示すために

使用され、常に非現実を表している。訓練された想像力

（Imagination）の力の一つはイメージ（Image）を作る

ことであるため、同じくらい良い用語は得難い。この言

葉は、イメージの形成や反映を意味するものから派生し

ている。この能力は、規制されていない様式で使用され

るか、またはむしろ作用することが許されると、西洋に

「空想」という語でカバーされるもの以外のアイデアを

与えない。それが正しいかどうかは別として、より大き

な限界まで押し上げられ、その限界に達すると、創造力

はアストラル物質の中で実際のイメージや形を進化さ

せ、鉄工が溶かした鉄に砂の型を使うのと同じように、

それを使うことができるようになる。想像力が弱かった

り、訓練されていなかったりすると、意志はその仕事を

することができないので、これは王の能力なのである。

例えば、大気中からプリシピテートしたい人がアストラ

4

る人が未来の出来事を頻繁に見ることは、予言の要素が

加わる。

最も優れた透視力である、霊的なビジョンの透視力は、

非常にまれである。通常の透視者は、アストラル事項の

通常の側面と層のみを扱う。

霊的な視力は、純粋で、献身的で、しっかりした人に

のみ与えられる。

それは、そのような視力だけが使用可能な、ある特定

の肉体器官の特別な発達によってのみ達成され、そして

弟子道の試練、長い訓練、および最高の利他主義の後に

のみ、達成することができるかもしれない。他のすべて

の透視力は一過性のものであり、不十分で断片的であり、

その視力が物質的で幻影であるように物質と幻影だけに

関わるものである。その断片的で不十分な特質は、ほと

んどの透視者が一度にアストラル物質の低い等級の一つ

以上を見る力を持っていないという事実に起因してい

る。純粋な心の持ち主と勇敢な者は、どんな透視能力者

よりもはるかにうまく未来と現在を扱うことができる。

しかし、透視力と透聴力というこれら２つの力の存在は、

内なる感覚と必要な媒体であるアストラル光が私たちの

中に存在することを証明しているので、それらは人間の

能力として、交霊術の会のいわゆる「霊」によってなさ

れた主張に重要な関係を持っている。

夢は、自動的に進行する脳の働きの結果である場合が

あり、また、肉体が眠っている間にその真の人間が見て

きた、高いまたは低い情景やアイデアの、真の内的人間

による脳への伝達によっても生成される。それから、夢

は、体へと沈みながら魂に浮かんでいるかのように、脳

へと引っ張られている。これらの夢は役に立つ可能性が

あるが、一般的に身体活動の再開は、夢の意味を破壊し、

イメージを歪め、すべてを錯乱させてしまう。しかし、

すべての夢を見ることの偉大な事実は、誰かがそこに知

覚し、感じているということであり、これは内なる人間

の存在のための論拠の１つである。睡眠中、内なる人間

はより高い知性と交信し、時々、高いアイデアや予言的

なビジョンのいずれかの得られたものを、脳に印象づけ

ることに成功するか、そうでなければ、脳線維の抵抗の

結果として失敗する。人のカルマもまた、夢の意味を決

定する。王が自分の王国に関連することを夢に見るかも

しれないが、同じことを市民が夢に見ても、この世の結

果には何の関係もないからである。しかし、ヨブによっ

て言われているように、夜の夢やビジョンの中で人は教

えられている。（訳注）

幽霊（幻影）と複体は、一般的に２つの種類がある。

１つは、アストラル界からのアストラル殻や像（イメー

ジ）で、実際に目に見えるか、または目に放射された内

部の振動の結果であり、こうしてその人に、外界に客観

的形態を見ていると思わせる。もう１つは、完全に意識

を持っているか、または部分的に意識がある、生きてい

る人のアストラル体である。これらの法則を知らずに幽

霊を証明しようとする心霊現象研究協会の骨の折れる試

みは、実際には何の証明にもならない。20 の認められ

た事例のうち 19 は、脳に印象づけられたイメージの客

観化であるかもしれないからである。しかし、その幽霊

が見られていることは疑いの余地がない。死んだばかり

の人の出現は、説明されているように客観的に作られた

イメージか、アストラル体（この段階ではカーマルーパ

と呼ばれている）のどちらかであるかもしれない。そし

て、体から解放された瀕死の思考と力が非常に強いので、

他のどの種類よりもそのような幽霊のうわさが多くあ

る。

アデプトは自分の幽霊（幻影）を送り出すことができ

るが、それは、アデプトの意識的で訓練されたアストラ

ル体で構成されているため、別の名前で呼ばれている。

そのアストラル体は、アデプトのすべての知性が賦与さ

れ、そして物質の体から完全には分離していない。

神智学は、科学によって発見された物理法則を否定も

無視もしない。

神智学は、証明されたすべての法則を認めるが、私た

ちが通常知っている法則の作用を修正する他の法則の存

在を主張している。すべての目に見える現象の背後には、

そのイデア的な構造を持つ秘められた宇宙がある。その

秘められた宇宙は、それに関連する内なる感覚によって

のみ完全に理解することができ、それらの感覚は、その

存在が否定された場合、容易には発達しない。一緒に働

く脳と知性は、最初にアストラル物質のアストラルの脳

と知性として、そして後にこの階層上の物質の付加に

よって目に見えるものとして、形態を進化させる力を

持っている。客観性は知覚に大きく依存し、知覚は内部

の刺激によって影響を受けることがある。したがって、

目撃者は、実際に外的なものとして存在する物体を見る

ことができるか、または内的な刺激によって物体を見る

ようにされるかもしれない。これは、私たちに視力の３

つの形式を与える。(a) 物体からの光によって見る視力 

(b) アストラル光による内的感覚で見る視力 (c) 内側か

らの刺激によって目から脳に報告され、こうして外界に

投じられる内側のイメージ。他の感覚の現象も同じよう

にまとめられるかもしれない。

アストラル物質は、すべての思考、音、画像、および

その他の振動の記憶装置であり、内なる人間は、肉体的

な連繋の有無にかかわらず行動することができる完成さ

れた人であり、そして催眠術、透視、透聴、霊媒能力、

および意識的に実行されていない残りのすべての現象が

説明されるかもしれない。アストラル物質の中には、す

べての音と画像があり、アストラル人間の中には、どん

なに遠く離れていたり、取るに足らないものであっても、

すべての出来事の印象が残っている。これらが一緒に作

用することで、オカルティズムを否定したり、その定説

を知らない人にとっては、とても奇妙に見える現象を生

み出しているのである。

しかし、アデプト、行者、ヨギ、そして訓練を受けた

すべてのオカルティストが行う現象を説明するために

は、化学、心、力、物質のオカルト法則を理解しなけれ

ばならない。これらについては、明らかにこの本のよう

な著作では詳細に扱うことはできない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 ヨブ … 旧約聖書に出てくるヨブは、財産を奪わ

れ、息子と娘も事故で亡くし、自分自身も病に苦しむと

いう、もの凄い苦しみを経験した。そのことを聞いた３

人の友人がヨブを慰めようとし、ヨブの苦しみの原因は

ヨブが犯した罪だと言う。ヨブは心当たりがなく、納得

しない。ヨブは神に、自分は悪いことをしていない、悪

いことをしているのは神のほうだと言って訴える。若者

のエリフと言う人物がそれをそばで聞いていた。エリフ

は、そのようなことはないとヨブに語り、神は人間には

分からないところで心配りをしていると語る。さらに、

人間が寝ている時に、夢の中で神は語っており、２度も

３度も人間の魂を救おうとされるが、人間のほうがそれ

に気づかず心を留めないだけだ、とエリフは言う。ヨブ

記 38 章以下で、神はヨブの前に現れ、語りかける。

ル物質で作られたイメージを少しでも揺らめかせると、

色素はそれに対応するように揺らいで拡散して紙の上に

落ちて来る。

離れた場所にいる別の心と連絡を取るには、アデプト

は、影響を受ける心とユニゾンで振動するように脳のす

べての分子と心のすべての思考を調律し、その他の心と

脳もまた、同じユニゾンに変えるか、または自発的にそ

うさせる必要がある。内なる感覚は耳に依存していない

ため、他の人の心の中で思考やイメージを感じ、見るこ

とができるので、アデプトはボンベイにおり、彼の友人

がニューヨークにいても、距離は障害にはならない。

そして、心の中を覗き込んで他の人の思考や、自分が

考え、見てきたすべての画像を自分の周りで捕えたいと

き、アデプトの内なる視覚と聴覚は、すべてが一度に見

えるようになると、見るべき心へと向けられる。

しかし、先に述べたように、これを行うのは悪党だけ

であり、アデプトは厳密に許可された場合を除いて、こ

れを行うことはない。現代人は、この力を使って他人の

秘密を覗き込むことに罪はないと考えているが、アデプ

トたちは、それは他人の権利の侵害だと言う。たとえそ

うする能力があったとしても、他人の心の中に入り込み、

その秘密を探る権利は、いかなる人にもない。これはす

べての探求者に対するロッジの法則であり、もしある人

が他人の秘密を発見しようとしているのを見たら、すぐ

に撤退させ、それ以上進んで行かないようにしなければ

ならない。やめずに進んで行ったとすると、弟子の場合

にはその力は奪われ、弟子でない人の場合には、この種

の強盗の結果を受けなければならない。自然界には自然

界の法と警察官がいて、もし私たちがアストラル界で大

罪を犯した場合、大いなる法とその守護者たちが、賄賂

を贈ることができないように、私たちがどんなに長く

待っていても、たとえそれが１万年であっても、刑罰を

執行するだろう。ここに倫理と道徳のためのもう一つの

保護手段がある。しかし、人は本書で提唱されている哲

学の体系を認めるまでは、自分たち弱い人間の法則が効

かない分野で重罪を犯すことを間違っているとは思わな

いだろうが、同時に、このように哲学を拒否することに

よって、すべての人がこれらの偉大な力をすべての人の

ために使えるようになる日を、先延ばしにしてしまうこ

とになる。

注目すべき現象としては、物理的接触を伴わない物体

の移動からなる現象がある。これは、複数の方法で行う

ことができる。１つ目は、肉体からアストラルの手と腕

を押し出し、それらで移動するオブジェクトをつかむこ

とである。これは、人から 10 フィートもの距離で達成

できる。

私はこれについて議論せず、アストラル物質とアスト

ラル器官（手足）の特性に言及するだけにする。これは、

霊媒の現象のいくつかを説明するためにある程度役立つ

だろう。そのような物体の移動（apportation）のほぼ

すべてのケースで、その離れわざはこのように目に見え

ないが物質的なアストラルの手を使用して達成される。

２つ目の方法は、すでに話したエレメンタルを使うこと

である。彼らは内なる人間に指示されると、極性を変え

ることで物体を運ぶ力を持っている。そして、それによ

りインドの行者やアメリカのある霊媒たちのように、小

さな物体が明らかに支えられずに動いているのを見るこ

とができる。これらのエレメンタルの存在物は、アスト

ラルの手足が伸ばされる長さよりも長い距離を物が運ば

れてくるときに使用される。霊媒がそうしていることを

知らないというのも、これに反論の余地はない。彼らが

自分はどのようにしてどんな離れわざを成し遂げるのか

を知っていることはほとんどなく、その法則を知らない

ことは、その法則が存在しないことの証拠にはならない。

力が内側から働くのを見てきた学徒たちは、これについ

ての議論を必要としないだろう。

透視、透聴、第２の眼（千里眼）は、すべて非常に密

接に関連している。それらのうちのどれかを行使すると、

他のものを同時に巻き込む。

これらは１つの力のバリエーションに過ぎない。音は

アストラル領域の特徴の１つであり、光が音と共にある

ように、視覚は聴覚と同時に得られる。アストラルの感

覚でイメージを見るということは、同時に音があるとい

うことであり、音を聞くということは、アストラル物質

の中にイメージがあるということである。すべての音が

瞬時にイメージを生み出すことは、真のオカルティズム

の研究者にはよく知られていることである。そして、こ

れは東洋では古くから知られているが、最近西洋では、

広げた振動板の上に音による画像を作り出すことで実証

されている。主題のこの部分は、オカルティズムの助け

を借りてさらに深く掘り下げていけるが、現在の社会の

状況では危険なことであるため、ここでは控えておく。

アストラル光の中には、どんな人に起こったどんなこと

であれ、すべての物事の画像があり、また、十分にはっ

きりと作られた、来るべき出来事の原因の画像もある。

原因がまだ不確定である場合は、未来の画像となる。し

かし、来るべき数年間のたくさんの出来事のために、す

べての作られている、結果を生じる原因は、先見者が事

前にそれらを見ることを可能にするのに十分な明確さ

で、まるでそこにあるかのように常に置かれている。内

的な感覚で見るこれらの画像によって、すべての透視能

力者はその奇妙な能力を行使している。しかし、その能

力はすべての人に共通の能力であるが、大多数がわずか

に発達しているだけである。だがオカルティズムは、そ

の能力は、他の人にどんなアイデアも伝えることができ

なかったすべての人にわずかに活動的であるこの力の芽

のためのものではなかったと主張している。

透視において、アストラル光の画像は、内的なビジョ

ンの前に進み、内側から肉体の目に反映される。その後、

それらの画像は見る人に客観的に見えてくる。それらが

過去の出来事やこれから起こる出来事であれば、画像が

見えるだけであり、現に起こっている出来事であれば、

その場面は内なる感覚によってアストラル光を通して知

覚される。通常の視力と透視力の際立った違いは、覚醒

した状態での透視では、振動が最初に脳に伝達され、そ

こから肉体の目に伝達され、そこで網膜に画像が形成さ

れることである。ちょうど蓄音機の回転板が金属の振動

板に振動を伝えて、その振動した音声が聞き手に届くの

と同じである。通常の視力では、振動は最初に目に伝え

られ、次に脳に伝達される。したがって、一度作られた

音はアストラル光の中に保存され、そこから内的感覚が

その音を受け取り、内的感覚から脳に伝達され、そこか

ら肉体の耳に届く。

したがって、離れた場所での透聴では、聞き手は耳で

聞くのではなく、アストラル体の聴覚の中心で聞くので

ある。第２の眼は、特定のケースがそうであるように、

透聴と透視の組み合わせであり、そして第２の眼の見え



16 章 霊的な法則・力・現象

霊的な力、現象、および原動力の分野は広大なもので

ある。このような現象は、すべての地域で毎日見られ、

力が示されているが、数年前までは科学者によってほと

んど注意が払われておらず、その現象や霊的性質につい

ての断言された信念に関連した人々に盛んに嘲笑が浴び

せられていた。40 年ほど前にアメリカで、誤ったこと

に「スピリチュアリズム」（心霊主義）と名乗るカルト

教団が誕生したが、大きなチャンスがあったにもかかわ

らず、そのチャンスを無視して、哲学の影もなく、単な

る不思議探しに陥ってしまったのである。それは、一般

の人々の真剣な関心を引くことができなかった多くの整

理されていない事実を記録した以外には、進歩の点では 

40 年間ほとんど達成されていない。しかし、人間が進

化の道を歩んでいく中で、人間を破滅させることなく均

等に進歩させようとするロッジの弟子たちの意見では、

人間の道具とそれを求めた人々にもたらされる大きな危

険と損害は、その善意を相殺する以上のものであった。

だが、他の欧米の受け入れられた流派の調査員はあまり

良い結果を出しておらず、結果的には「欧米の心理学」

の名に相応しいものがないということになっている。

心理学のこの適切な体系の欠如は、科学の物質主義的

な偏りと、教条的な宗教の麻痺した影響の自然な結果で

ある。一方は努力を嘲笑い、もう一方は調査を禁ずる。

しかし、キリスト教のローマカトリック教会は、いくつ

かの点で例外である。ローマカトリック教会は常に心霊

世界の存在を認めてきた。それは悪魔と天使の領域であ

るためだが、彼らが選択したときに天使が現れ、彼らが

避けると悪魔が現れるので、承認された司祭を除いて誰

も、そのような問題に関与することはローマカトリック

教会によって許可されていない。その教会が「霊能者」

がふける黒魔術の悪質な実践を禁止する限り、それは正

しかったが、その他の禁止事項や制限は正しくはなかっ

た。本当の心理学は、今日では東洋の所産である。真実

なことに、非常に昔の文明がアメリカで栄えていた時、

その体系は西洋で知られていたし、キリスト教の時代に

先立ってヨーロッパの特定の地域で知られていたが、現

代の真の様相の心理学は東洋のものである。

霊的な力、法則、エネルギーはあるのだろうか？ もし

あれば、現象があるに違いない。前の章で概説されてい

るすべてのことが真実であるならば、人間には自然のど

こにでも見られるのと同じ力とエネルギーがある。智慧

の大師たちは、人間は進化の体系全体の最高の産物であ

ると考えており、自分自身の中に自然のあらゆる力を、

どんなに素晴らしくてもひどくても、鏡として再現して

いる。そのような鏡であるという事実によって、その人

は人間である。

これは長い間、東洋では認識されていたが、作家は、

多くの西洋の科学者の理論をひっくり返すであろうその

ような力の発揮を見てきた。そして西洋では、同じ現象

が繰り返されてきたので、あらゆる人種のすべての人間

が潜在的に同じ力を持っていることを自分自身の知識と

して知っている。東洋の行者やヨギが行う本物の超能力

現象（魔法の現象とも呼ばれている）は、西洋ではまだ

夢にも思っていなかった自然の力やプロセスを利用して

行われている。明らかに重力に逆らって体を空中浮揚さ

せることは、そのプロセスを完全にマスターすれば、簡

単にできることである。それは何の法則にも反していな

い。重力は法則の半分にすぎない。東洋の賢者は、この

用語を採用したい場合は、重力を認めているが、本当の

用語は引力であり、法則の残りの半分は斥力という言葉

で表現されており、両方とも電気エネルギーの偉大な法

則によって支配されている。重さと安定性は極性に依存

しており、物体の極性がそのすぐ下にある地球に対して

変化すると、物体は上昇することができる。しかし、単

なる物体は人間が持っているような意識を欠いているの

で、他の助けがなければ上昇することはできない。一方、

人間の体は、その極性がこのように変更されると、鳥の

ように、支えのない空中で上昇する。この変化は東洋人

に知られているある種の呼吸法によって意識的にもたら

される。それはまた、ローマカトリック教会の聖人のよ

うに法則を知らずに現象を実行する人々の場合には、後

で話したある種の自然の力からの助けによって引き起こ

されるかもしれない。

東西の現象の多くの要因となる第３の大法則は、凝集

の法則である。凝集の力は、その法則自体の明確な力で

あり、想定されているようなそれの結果ではない。この

法則とその作用は、例えば筆者が見たように、ある固い

鉄のリングが固い壁を通り抜けたり、石が固い壁を通り

抜けたりするように、ある種の現象がもたらされること

になっているならば、知られていなければならない。そ

こで、分散としか呼びようのない別の力が使われる。凝

集力が支配的な力であり、分散力が取り除かれた瞬間、

凝集力が粒子を元の位置に回復させるからである。

これに続いて、このような偉大な原動力を持つアデプ

トは、物体（常に人体を除く）の原子を、物体が見えな

くなるほどの距離まで分散させることができ、エーテル

で形成された電流に沿って地球上の任意の距離まで送る

ことができる。目的の地点では、分散する力は取り除か

れ、すぐに凝集力が回復し、物体は無傷で再び現れる。

これはフィクションのように聞こえるかもしれないが、

実際の事実としてロッジとその弟子たちに知られている

ので、科学が遅かれ早かれこの命題を認めることは間違

いない。

しかし、この時代の唯物論がはびこる一般人の心は、

手段が話されていないことを見て、これらのすべての手

技が可能である方法を不思議に思う。手段は人間の身体

と脳の中にある。ロッジの見解では「人間の脳は力の無

尽蔵の発生源である」としており、訓練された心と共に、

自然界の内的な化学・力学的法則についての完全な知識

があれば、私が言及した法則を操作する力が得られる。

これは将来的には人間の所有物となり、盲目的な独断論、

利己主義、唯物論的な不信仰がなければ、今日の人間の

所有物となるだろう。信仰を持っていれば山を取り除く

ことができる、という師のまさに真実の言葉を、クリス

チャンでさえも忠実に実行していないのである。法則の

知識は信仰に加えられると、物質、心、空間、時間を支

配する力を与える。

同じ力を使えば、訓練を受けたアデプトは目の前に、

客観的に触れる今まで見えなかった素材を、どんな形で

も作り出すことができる。これは俗的な創造と呼ばれる

だろうが、単にあなたの存在下での進化である。

物質は、私たちの周りの大気中に浮遊したままになっ

ている。目に見える、またはまだ沈殿していない物質の

すべての粒子は、すべての可能な形を経ており、アデプ

トが行うことは、アストラル光の中に存在する任意の希

望の形を選択することであり、その後、意志と想像力の

努力によって、投下（プリシピテーション）によって形

を与える。このようにして作られた物体は、ここで説明

する必要のない他の一定のプロセスに頼らない限り、消

失してしまうが、これらのプロセスが活用されている場

合、物体は永久に残っているだろう。そして、紙や他の

ものの表面にメッセージを目に見えるようにすることを

望むとすれば、同じ法則と力が使用される。一行一行こ

とごとくすべての文字や、絵の明瞭な、写真のように精

密な、くっきりとしたイメージが頭の中で形成され、そ

の後、大気の中から、「力と形の尽きることのない発生器」

である脳によって定められた限界内に収まるように、色

素が描かれる。これらのすべてのことは、今描写した方

法で行われているのを筆者が見てきたのであり、金銭で

雇われた、または無責任な手段ではなく、知って話して

いるのである。

このことは自然に、人間の意志が全能であり、想像力

はダイナミックな力を持った最も有用な能力であるとい

う命題につながる。想像力は人間の心の絵を描く力であ

る。普通の平均的な人間では、それは十分に訓練されて

おらず、または夢のようなもの以上にしようとされてい

ないが、それは鍛えることができる。鍛えられると、想

像力は人間という工房の建造者である。その段階に到達

すると、想像力は結果が具象的に流れ出るアストラル物

質の母型（マトリックス）を作る。人間の複雑な道具の

集合体の中で、想像力は意志に次ぐ最大の力である。現

代の西洋における創造力の定義は、不完全で、大きくは

ずれている。それは主に空想や誤った考えを示すために

使用され、常に非現実を表している。訓練された想像力

（Imagination）の力の一つはイメージ（Image）を作る

ことであるため、同じくらい良い用語は得難い。この言

葉は、イメージの形成や反映を意味するものから派生し

ている。この能力は、規制されていない様式で使用され

るか、またはむしろ作用することが許されると、西洋に

「空想」という語でカバーされるもの以外のアイデアを

与えない。それが正しいかどうかは別として、より大き

な限界まで押し上げられ、その限界に達すると、創造力

はアストラル物質の中で実際のイメージや形を進化さ

せ、鉄工が溶かした鉄に砂の型を使うのと同じように、

それを使うことができるようになる。想像力が弱かった

り、訓練されていなかったりすると、意志はその仕事を

することができないので、これは王の能力なのである。

例えば、大気中からプリシピテートしたい人がアストラ

5

る人が未来の出来事を頻繁に見ることは、予言の要素が

加わる。

最も優れた透視力である、霊的なビジョンの透視力は、

非常にまれである。通常の透視者は、アストラル事項の

通常の側面と層のみを扱う。

霊的な視力は、純粋で、献身的で、しっかりした人に

のみ与えられる。

それは、そのような視力だけが使用可能な、ある特定

の肉体器官の特別な発達によってのみ達成され、そして

弟子道の試練、長い訓練、および最高の利他主義の後に

のみ、達成することができるかもしれない。他のすべて

の透視力は一過性のものであり、不十分で断片的であり、

その視力が物質的で幻影であるように物質と幻影だけに

関わるものである。その断片的で不十分な特質は、ほと

んどの透視者が一度にアストラル物質の低い等級の一つ

以上を見る力を持っていないという事実に起因してい

る。純粋な心の持ち主と勇敢な者は、どんな透視能力者

よりもはるかにうまく未来と現在を扱うことができる。

しかし、透視力と透聴力というこれら２つの力の存在は、

内なる感覚と必要な媒体であるアストラル光が私たちの

中に存在することを証明しているので、それらは人間の

能力として、交霊術の会のいわゆる「霊」によってなさ

れた主張に重要な関係を持っている。

夢は、自動的に進行する脳の働きの結果である場合が

あり、また、肉体が眠っている間にその真の人間が見て

きた、高いまたは低い情景やアイデアの、真の内的人間

による脳への伝達によっても生成される。それから、夢

は、体へと沈みながら魂に浮かんでいるかのように、脳

へと引っ張られている。これらの夢は役に立つ可能性が

あるが、一般的に身体活動の再開は、夢の意味を破壊し、

イメージを歪め、すべてを錯乱させてしまう。しかし、

すべての夢を見ることの偉大な事実は、誰かがそこに知

覚し、感じているということであり、これは内なる人間

の存在のための論拠の１つである。睡眠中、内なる人間

はより高い知性と交信し、時々、高いアイデアや予言的

なビジョンのいずれかの得られたものを、脳に印象づけ

ることに成功するか、そうでなければ、脳線維の抵抗の

結果として失敗する。人のカルマもまた、夢の意味を決

定する。王が自分の王国に関連することを夢に見るかも

しれないが、同じことを市民が夢に見ても、この世の結

果には何の関係もないからである。しかし、ヨブによっ

て言われているように、夜の夢やビジョンの中で人は教

えられている。（訳注）

幽霊（幻影）と複体は、一般的に２つの種類がある。

１つは、アストラル界からのアストラル殻や像（イメー

ジ）で、実際に目に見えるか、または目に放射された内

部の振動の結果であり、こうしてその人に、外界に客観

的形態を見ていると思わせる。もう１つは、完全に意識

を持っているか、または部分的に意識がある、生きてい

る人のアストラル体である。これらの法則を知らずに幽

霊を証明しようとする心霊現象研究協会の骨の折れる試

みは、実際には何の証明にもならない。20 の認められ

た事例のうち 19 は、脳に印象づけられたイメージの客

観化であるかもしれないからである。しかし、その幽霊

が見られていることは疑いの余地がない。死んだばかり

の人の出現は、説明されているように客観的に作られた

イメージか、アストラル体（この段階ではカーマルーパ

と呼ばれている）のどちらかであるかもしれない。そし

て、体から解放された瀕死の思考と力が非常に強いので、

他のどの種類よりもそのような幽霊のうわさが多くあ

る。

アデプトは自分の幽霊（幻影）を送り出すことができ

るが、それは、アデプトの意識的で訓練されたアストラ

ル体で構成されているため、別の名前で呼ばれている。

そのアストラル体は、アデプトのすべての知性が賦与さ

れ、そして物質の体から完全には分離していない。

神智学は、科学によって発見された物理法則を否定も

無視もしない。

神智学は、証明されたすべての法則を認めるが、私た

ちが通常知っている法則の作用を修正する他の法則の存

在を主張している。すべての目に見える現象の背後には、

そのイデア的な構造を持つ秘められた宇宙がある。その

秘められた宇宙は、それに関連する内なる感覚によって

のみ完全に理解することができ、それらの感覚は、その

存在が否定された場合、容易には発達しない。一緒に働

く脳と知性は、最初にアストラル物質のアストラルの脳

と知性として、そして後にこの階層上の物質の付加に

よって目に見えるものとして、形態を進化させる力を

持っている。客観性は知覚に大きく依存し、知覚は内部

の刺激によって影響を受けることがある。したがって、

目撃者は、実際に外的なものとして存在する物体を見る

ことができるか、または内的な刺激によって物体を見る

ようにされるかもしれない。これは、私たちに視力の３

つの形式を与える。(a) 物体からの光によって見る視力 

(b) アストラル光による内的感覚で見る視力 (c) 内側か

らの刺激によって目から脳に報告され、こうして外界に

投じられる内側のイメージ。他の感覚の現象も同じよう

にまとめられるかもしれない。

アストラル物質は、すべての思考、音、画像、および

その他の振動の記憶装置であり、内なる人間は、肉体的

な連繋の有無にかかわらず行動することができる完成さ

れた人であり、そして催眠術、透視、透聴、霊媒能力、

および意識的に実行されていない残りのすべての現象が

説明されるかもしれない。アストラル物質の中には、す

べての音と画像があり、アストラル人間の中には、どん

なに遠く離れていたり、取るに足らないものであっても、

すべての出来事の印象が残っている。これらが一緒に作

用することで、オカルティズムを否定したり、その定説

を知らない人にとっては、とても奇妙に見える現象を生

み出しているのである。

しかし、アデプト、行者、ヨギ、そして訓練を受けた

すべてのオカルティストが行う現象を説明するために

は、化学、心、力、物質のオカルト法則を理解しなけれ

ばならない。これらについては、明らかにこの本のよう

な著作では詳細に扱うことはできない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 ヨブ … 旧約聖書に出てくるヨブは、財産を奪わ

れ、息子と娘も事故で亡くし、自分自身も病に苦しむと

いう、もの凄い苦しみを経験した。そのことを聞いた３

人の友人がヨブを慰めようとし、ヨブの苦しみの原因は

ヨブが犯した罪だと言う。ヨブは心当たりがなく、納得

しない。ヨブは神に、自分は悪いことをしていない、悪

いことをしているのは神のほうだと言って訴える。若者

のエリフと言う人物がそれをそばで聞いていた。エリフ

は、そのようなことはないとヨブに語り、神は人間には

分からないところで心配りをしていると語る。さらに、

人間が寝ている時に、夢の中で神は語っており、２度も

３度も人間の魂を救おうとされるが、人間のほうがそれ

に気づかず心を留めないだけだ、とエリフは言う。ヨブ

記 38 章以下で、神はヨブの前に現れ、語りかける。

ル物質で作られたイメージを少しでも揺らめかせると、

色素はそれに対応するように揺らいで拡散して紙の上に

落ちて来る。

離れた場所にいる別の心と連絡を取るには、アデプト

は、影響を受ける心とユニゾンで振動するように脳のす

べての分子と心のすべての思考を調律し、その他の心と

脳もまた、同じユニゾンに変えるか、または自発的にそ

うさせる必要がある。内なる感覚は耳に依存していない

ため、他の人の心の中で思考やイメージを感じ、見るこ

とができるので、アデプトはボンベイにおり、彼の友人

がニューヨークにいても、距離は障害にはならない。

そして、心の中を覗き込んで他の人の思考や、自分が

考え、見てきたすべての画像を自分の周りで捕えたいと

き、アデプトの内なる視覚と聴覚は、すべてが一度に見

えるようになると、見るべき心へと向けられる。

しかし、先に述べたように、これを行うのは悪党だけ

であり、アデプトは厳密に許可された場合を除いて、こ

れを行うことはない。現代人は、この力を使って他人の

秘密を覗き込むことに罪はないと考えているが、アデプ

トたちは、それは他人の権利の侵害だと言う。たとえそ

うする能力があったとしても、他人の心の中に入り込み、

その秘密を探る権利は、いかなる人にもない。これはす

べての探求者に対するロッジの法則であり、もしある人

が他人の秘密を発見しようとしているのを見たら、すぐ

に撤退させ、それ以上進んで行かないようにしなければ

ならない。やめずに進んで行ったとすると、弟子の場合

にはその力は奪われ、弟子でない人の場合には、この種

の強盗の結果を受けなければならない。自然界には自然

界の法と警察官がいて、もし私たちがアストラル界で大

罪を犯した場合、大いなる法とその守護者たちが、賄賂

を贈ることができないように、私たちがどんなに長く

待っていても、たとえそれが１万年であっても、刑罰を

執行するだろう。ここに倫理と道徳のためのもう一つの

保護手段がある。しかし、人は本書で提唱されている哲

学の体系を認めるまでは、自分たち弱い人間の法則が効

かない分野で重罪を犯すことを間違っているとは思わな

いだろうが、同時に、このように哲学を拒否することに

よって、すべての人がこれらの偉大な力をすべての人の

ために使えるようになる日を、先延ばしにしてしまうこ

とになる。

注目すべき現象としては、物理的接触を伴わない物体

の移動からなる現象がある。これは、複数の方法で行う

ことができる。１つ目は、肉体からアストラルの手と腕

を押し出し、それらで移動するオブジェクトをつかむこ

とである。これは、人から 10 フィートもの距離で達成

できる。

私はこれについて議論せず、アストラル物質とアスト

ラル器官（手足）の特性に言及するだけにする。これは、

霊媒の現象のいくつかを説明するためにある程度役立つ

だろう。そのような物体の移動（apportation）のほぼ

すべてのケースで、その離れわざはこのように目に見え

ないが物質的なアストラルの手を使用して達成される。

２つ目の方法は、すでに話したエレメンタルを使うこと

である。彼らは内なる人間に指示されると、極性を変え

ることで物体を運ぶ力を持っている。そして、それによ

りインドの行者やアメリカのある霊媒たちのように、小

さな物体が明らかに支えられずに動いているのを見るこ

とができる。これらのエレメンタルの存在物は、アスト

ラルの手足が伸ばされる長さよりも長い距離を物が運ば

れてくるときに使用される。霊媒がそうしていることを

知らないというのも、これに反論の余地はない。彼らが

自分はどのようにしてどんな離れわざを成し遂げるのか

を知っていることはほとんどなく、その法則を知らない

ことは、その法則が存在しないことの証拠にはならない。

力が内側から働くのを見てきた学徒たちは、これについ

ての議論を必要としないだろう。

透視、透聴、第２の眼（千里眼）は、すべて非常に密

接に関連している。それらのうちのどれかを行使すると、

他のものを同時に巻き込む。

これらは１つの力のバリエーションに過ぎない。音は

アストラル領域の特徴の１つであり、光が音と共にある

ように、視覚は聴覚と同時に得られる。アストラルの感

覚でイメージを見るということは、同時に音があるとい

うことであり、音を聞くということは、アストラル物質

の中にイメージがあるということである。すべての音が

瞬時にイメージを生み出すことは、真のオカルティズム

の研究者にはよく知られていることである。そして、こ

れは東洋では古くから知られているが、最近西洋では、

広げた振動板の上に音による画像を作り出すことで実証

されている。主題のこの部分は、オカルティズムの助け

を借りてさらに深く掘り下げていけるが、現在の社会の

状況では危険なことであるため、ここでは控えておく。

アストラル光の中には、どんな人に起こったどんなこと

であれ、すべての物事の画像があり、また、十分にはっ

きりと作られた、来るべき出来事の原因の画像もある。

原因がまだ不確定である場合は、未来の画像となる。し

かし、来るべき数年間のたくさんの出来事のために、す

べての作られている、結果を生じる原因は、先見者が事

前にそれらを見ることを可能にするのに十分な明確さ

で、まるでそこにあるかのように常に置かれている。内

的な感覚で見るこれらの画像によって、すべての透視能

力者はその奇妙な能力を行使している。しかし、その能

力はすべての人に共通の能力であるが、大多数がわずか

に発達しているだけである。だがオカルティズムは、そ

の能力は、他の人にどんなアイデアも伝えることができ

なかったすべての人にわずかに活動的であるこの力の芽

のためのものではなかったと主張している。

透視において、アストラル光の画像は、内的なビジョ

ンの前に進み、内側から肉体の目に反映される。その後、

それらの画像は見る人に客観的に見えてくる。それらが

過去の出来事やこれから起こる出来事であれば、画像が

見えるだけであり、現に起こっている出来事であれば、

その場面は内なる感覚によってアストラル光を通して知

覚される。通常の視力と透視力の際立った違いは、覚醒

した状態での透視では、振動が最初に脳に伝達され、そ

こから肉体の目に伝達され、そこで網膜に画像が形成さ

れることである。ちょうど蓄音機の回転板が金属の振動

板に振動を伝えて、その振動した音声が聞き手に届くの

と同じである。通常の視力では、振動は最初に目に伝え

られ、次に脳に伝達される。したがって、一度作られた

音はアストラル光の中に保存され、そこから内的感覚が

その音を受け取り、内的感覚から脳に伝達され、そこか

ら肉体の耳に届く。

したがって、離れた場所での透聴では、聞き手は耳で

聞くのではなく、アストラル体の聴覚の中心で聞くので

ある。第２の眼は、特定のケースがそうであるように、

透聴と透視の組み合わせであり、そして第２の眼の見え



16 章 霊的な法則・力・現象

霊的な力、現象、および原動力の分野は広大なもので

ある。このような現象は、すべての地域で毎日見られ、

力が示されているが、数年前までは科学者によってほと

んど注意が払われておらず、その現象や霊的性質につい

ての断言された信念に関連した人々に盛んに嘲笑が浴び

せられていた。40 年ほど前にアメリカで、誤ったこと

に「スピリチュアリズム」（心霊主義）と名乗るカルト

教団が誕生したが、大きなチャンスがあったにもかかわ

らず、そのチャンスを無視して、哲学の影もなく、単な

る不思議探しに陥ってしまったのである。それは、一般

の人々の真剣な関心を引くことができなかった多くの整

理されていない事実を記録した以外には、進歩の点では 

40 年間ほとんど達成されていない。しかし、人間が進

化の道を歩んでいく中で、人間を破滅させることなく均

等に進歩させようとするロッジの弟子たちの意見では、

人間の道具とそれを求めた人々にもたらされる大きな危

険と損害は、その善意を相殺する以上のものであった。

だが、他の欧米の受け入れられた流派の調査員はあまり

良い結果を出しておらず、結果的には「欧米の心理学」

の名に相応しいものがないということになっている。

心理学のこの適切な体系の欠如は、科学の物質主義的

な偏りと、教条的な宗教の麻痺した影響の自然な結果で

ある。一方は努力を嘲笑い、もう一方は調査を禁ずる。

しかし、キリスト教のローマカトリック教会は、いくつ

かの点で例外である。ローマカトリック教会は常に心霊

世界の存在を認めてきた。それは悪魔と天使の領域であ

るためだが、彼らが選択したときに天使が現れ、彼らが

避けると悪魔が現れるので、承認された司祭を除いて誰

も、そのような問題に関与することはローマカトリック

教会によって許可されていない。その教会が「霊能者」

がふける黒魔術の悪質な実践を禁止する限り、それは正

しかったが、その他の禁止事項や制限は正しくはなかっ

た。本当の心理学は、今日では東洋の所産である。真実

なことに、非常に昔の文明がアメリカで栄えていた時、

その体系は西洋で知られていたし、キリスト教の時代に

先立ってヨーロッパの特定の地域で知られていたが、現

代の真の様相の心理学は東洋のものである。

霊的な力、法則、エネルギーはあるのだろうか？ もし

あれば、現象があるに違いない。前の章で概説されてい

るすべてのことが真実であるならば、人間には自然のど

こにでも見られるのと同じ力とエネルギーがある。智慧

の大師たちは、人間は進化の体系全体の最高の産物であ

ると考えており、自分自身の中に自然のあらゆる力を、

どんなに素晴らしくてもひどくても、鏡として再現して

いる。そのような鏡であるという事実によって、その人

は人間である。

これは長い間、東洋では認識されていたが、作家は、

多くの西洋の科学者の理論をひっくり返すであろうその

ような力の発揮を見てきた。そして西洋では、同じ現象

が繰り返されてきたので、あらゆる人種のすべての人間

が潜在的に同じ力を持っていることを自分自身の知識と

して知っている。東洋の行者やヨギが行う本物の超能力

現象（魔法の現象とも呼ばれている）は、西洋ではまだ

夢にも思っていなかった自然の力やプロセスを利用して

行われている。明らかに重力に逆らって体を空中浮揚さ

せることは、そのプロセスを完全にマスターすれば、簡

単にできることである。それは何の法則にも反していな

い。重力は法則の半分にすぎない。東洋の賢者は、この

用語を採用したい場合は、重力を認めているが、本当の

用語は引力であり、法則の残りの半分は斥力という言葉

で表現されており、両方とも電気エネルギーの偉大な法

則によって支配されている。重さと安定性は極性に依存

しており、物体の極性がそのすぐ下にある地球に対して

変化すると、物体は上昇することができる。しかし、単

なる物体は人間が持っているような意識を欠いているの

で、他の助けがなければ上昇することはできない。一方、

人間の体は、その極性がこのように変更されると、鳥の

ように、支えのない空中で上昇する。この変化は東洋人

に知られているある種の呼吸法によって意識的にもたら

される。それはまた、ローマカトリック教会の聖人のよ

うに法則を知らずに現象を実行する人々の場合には、後

で話したある種の自然の力からの助けによって引き起こ

されるかもしれない。

東西の現象の多くの要因となる第３の大法則は、凝集

の法則である。凝集の力は、その法則自体の明確な力で

あり、想定されているようなそれの結果ではない。この

法則とその作用は、例えば筆者が見たように、ある固い

鉄のリングが固い壁を通り抜けたり、石が固い壁を通り

抜けたりするように、ある種の現象がもたらされること

になっているならば、知られていなければならない。そ

こで、分散としか呼びようのない別の力が使われる。凝

集力が支配的な力であり、分散力が取り除かれた瞬間、

凝集力が粒子を元の位置に回復させるからである。

これに続いて、このような偉大な原動力を持つアデプ

トは、物体（常に人体を除く）の原子を、物体が見えな

くなるほどの距離まで分散させることができ、エーテル

で形成された電流に沿って地球上の任意の距離まで送る

ことができる。目的の地点では、分散する力は取り除か

れ、すぐに凝集力が回復し、物体は無傷で再び現れる。

これはフィクションのように聞こえるかもしれないが、

実際の事実としてロッジとその弟子たちに知られている

ので、科学が遅かれ早かれこの命題を認めることは間違

いない。

しかし、この時代の唯物論がはびこる一般人の心は、

手段が話されていないことを見て、これらのすべての手

技が可能である方法を不思議に思う。手段は人間の身体

と脳の中にある。ロッジの見解では「人間の脳は力の無

尽蔵の発生源である」としており、訓練された心と共に、

自然界の内的な化学・力学的法則についての完全な知識

があれば、私が言及した法則を操作する力が得られる。

これは将来的には人間の所有物となり、盲目的な独断論、

利己主義、唯物論的な不信仰がなければ、今日の人間の

所有物となるだろう。信仰を持っていれば山を取り除く

ことができる、という師のまさに真実の言葉を、クリス

チャンでさえも忠実に実行していないのである。法則の

知識は信仰に加えられると、物質、心、空間、時間を支

配する力を与える。

同じ力を使えば、訓練を受けたアデプトは目の前に、

客観的に触れる今まで見えなかった素材を、どんな形で

も作り出すことができる。これは俗的な創造と呼ばれる

だろうが、単にあなたの存在下での進化である。

物質は、私たちの周りの大気中に浮遊したままになっ

ている。目に見える、またはまだ沈殿していない物質の

すべての粒子は、すべての可能な形を経ており、アデプ

トが行うことは、アストラル光の中に存在する任意の希

望の形を選択することであり、その後、意志と想像力の

努力によって、投下（プリシピテーション）によって形

を与える。このようにして作られた物体は、ここで説明

する必要のない他の一定のプロセスに頼らない限り、消

失してしまうが、これらのプロセスが活用されている場

合、物体は永久に残っているだろう。そして、紙や他の

ものの表面にメッセージを目に見えるようにすることを

望むとすれば、同じ法則と力が使用される。一行一行こ

とごとくすべての文字や、絵の明瞭な、写真のように精

密な、くっきりとしたイメージが頭の中で形成され、そ

の後、大気の中から、「力と形の尽きることのない発生器」

である脳によって定められた限界内に収まるように、色

素が描かれる。これらのすべてのことは、今描写した方

法で行われているのを筆者が見てきたのであり、金銭で

雇われた、または無責任な手段ではなく、知って話して

いるのである。

このことは自然に、人間の意志が全能であり、想像力

はダイナミックな力を持った最も有用な能力であるとい

う命題につながる。想像力は人間の心の絵を描く力であ

る。普通の平均的な人間では、それは十分に訓練されて

おらず、または夢のようなもの以上にしようとされてい

ないが、それは鍛えることができる。鍛えられると、想

像力は人間という工房の建造者である。その段階に到達

すると、想像力は結果が具象的に流れ出るアストラル物

質の母型（マトリックス）を作る。人間の複雑な道具の

集合体の中で、想像力は意志に次ぐ最大の力である。現

代の西洋における創造力の定義は、不完全で、大きくは

ずれている。それは主に空想や誤った考えを示すために

使用され、常に非現実を表している。訓練された想像力

（Imagination）の力の一つはイメージ（Image）を作る

ことであるため、同じくらい良い用語は得難い。この言

葉は、イメージの形成や反映を意味するものから派生し

ている。この能力は、規制されていない様式で使用され

るか、またはむしろ作用することが許されると、西洋に

「空想」という語でカバーされるもの以外のアイデアを

与えない。それが正しいかどうかは別として、より大き

な限界まで押し上げられ、その限界に達すると、創造力

はアストラル物質の中で実際のイメージや形を進化さ

せ、鉄工が溶かした鉄に砂の型を使うのと同じように、

それを使うことができるようになる。想像力が弱かった

り、訓練されていなかったりすると、意志はその仕事を

することができないので、これは王の能力なのである。

例えば、大気中からプリシピテートしたい人がアストラ

る人が未来の出来事を頻繁に見ることは、予言の要素が

加わる。

最も優れた透視力である、霊的なビジョンの透視力は、

非常にまれである。通常の透視者は、アストラル事項の

通常の側面と層のみを扱う。

霊的な視力は、純粋で、献身的で、しっかりした人に

のみ与えられる。

それは、そのような視力だけが使用可能な、ある特定

の肉体器官の特別な発達によってのみ達成され、そして

弟子道の試練、長い訓練、および最高の利他主義の後に

のみ、達成することができるかもしれない。他のすべて

の透視力は一過性のものであり、不十分で断片的であり、

その視力が物質的で幻影であるように物質と幻影だけに

関わるものである。その断片的で不十分な特質は、ほと

んどの透視者が一度にアストラル物質の低い等級の一つ

以上を見る力を持っていないという事実に起因してい

る。純粋な心の持ち主と勇敢な者は、どんな透視能力者

よりもはるかにうまく未来と現在を扱うことができる。

しかし、透視力と透聴力というこれら２つの力の存在は、

内なる感覚と必要な媒体であるアストラル光が私たちの

中に存在することを証明しているので、それらは人間の

能力として、交霊術の会のいわゆる「霊」によってなさ

れた主張に重要な関係を持っている。

夢は、自動的に進行する脳の働きの結果である場合が

あり、また、肉体が眠っている間にその真の人間が見て

きた、高いまたは低い情景やアイデアの、真の内的人間

による脳への伝達によっても生成される。それから、夢

は、体へと沈みながら魂に浮かんでいるかのように、脳

へと引っ張られている。これらの夢は役に立つ可能性が

あるが、一般的に身体活動の再開は、夢の意味を破壊し、

イメージを歪め、すべてを錯乱させてしまう。しかし、

すべての夢を見ることの偉大な事実は、誰かがそこに知

覚し、感じているということであり、これは内なる人間

の存在のための論拠の１つである。睡眠中、内なる人間

はより高い知性と交信し、時々、高いアイデアや予言的

なビジョンのいずれかの得られたものを、脳に印象づけ

ることに成功するか、そうでなければ、脳線維の抵抗の

結果として失敗する。人のカルマもまた、夢の意味を決

定する。王が自分の王国に関連することを夢に見るかも

しれないが、同じことを市民が夢に見ても、この世の結

果には何の関係もないからである。しかし、ヨブによっ

て言われているように、夜の夢やビジョンの中で人は教

えられている。（訳注）

幽霊（幻影）と複体は、一般的に２つの種類がある。

１つは、アストラル界からのアストラル殻や像（イメー

ジ）で、実際に目に見えるか、または目に放射された内

部の振動の結果であり、こうしてその人に、外界に客観

的形態を見ていると思わせる。もう１つは、完全に意識

を持っているか、または部分的に意識がある、生きてい

る人のアストラル体である。これらの法則を知らずに幽

霊を証明しようとする心霊現象研究協会の骨の折れる試

みは、実際には何の証明にもならない。20 の認められ

た事例のうち 19 は、脳に印象づけられたイメージの客

観化であるかもしれないからである。しかし、その幽霊

が見られていることは疑いの余地がない。死んだばかり

の人の出現は、説明されているように客観的に作られた

イメージか、アストラル体（この段階ではカーマルーパ

と呼ばれている）のどちらかであるかもしれない。そし

て、体から解放された瀕死の思考と力が非常に強いので、

他のどの種類よりもそのような幽霊のうわさが多くあ

る。

アデプトは自分の幽霊（幻影）を送り出すことができ

るが、それは、アデプトの意識的で訓練されたアストラ

ル体で構成されているため、別の名前で呼ばれている。

そのアストラル体は、アデプトのすべての知性が賦与さ

れ、そして物質の体から完全には分離していない。

神智学は、科学によって発見された物理法則を否定も

無視もしない。

神智学は、証明されたすべての法則を認めるが、私た

ちが通常知っている法則の作用を修正する他の法則の存

在を主張している。すべての目に見える現象の背後には、

そのイデア的な構造を持つ秘められた宇宙がある。その

秘められた宇宙は、それに関連する内なる感覚によって

のみ完全に理解することができ、それらの感覚は、その

存在が否定された場合、容易には発達しない。一緒に働

く脳と知性は、最初にアストラル物質のアストラルの脳

と知性として、そして後にこの階層上の物質の付加に

よって目に見えるものとして、形態を進化させる力を

持っている。客観性は知覚に大きく依存し、知覚は内部

の刺激によって影響を受けることがある。したがって、

目撃者は、実際に外的なものとして存在する物体を見る

ことができるか、または内的な刺激によって物体を見る

ようにされるかもしれない。これは、私たちに視力の３

つの形式を与える。(a) 物体からの光によって見る視力 

(b) アストラル光による内的感覚で見る視力 (c) 内側か

らの刺激によって目から脳に報告され、こうして外界に

投じられる内側のイメージ。他の感覚の現象も同じよう

にまとめられるかもしれない。

アストラル物質は、すべての思考、音、画像、および

その他の振動の記憶装置であり、内なる人間は、肉体的

な連繋の有無にかかわらず行動することができる完成さ

れた人であり、そして催眠術、透視、透聴、霊媒能力、

および意識的に実行されていない残りのすべての現象が

説明されるかもしれない。アストラル物質の中には、す

べての音と画像があり、アストラル人間の中には、どん

なに遠く離れていたり、取るに足らないものであっても、

すべての出来事の印象が残っている。これらが一緒に作

用することで、オカルティズムを否定したり、その定説

を知らない人にとっては、とても奇妙に見える現象を生

み出しているのである。

しかし、アデプト、行者、ヨギ、そして訓練を受けた

すべてのオカルティストが行う現象を説明するために

は、化学、心、力、物質のオカルト法則を理解しなけれ

ばならない。これらについては、明らかにこの本のよう

な著作では詳細に扱うことはできない。

＊＊＊＊＊＊＊

訳注 ヨブ … 旧約聖書に出てくるヨブは、財産を奪わ

れ、息子と娘も事故で亡くし、自分自身も病に苦しむと

いう、もの凄い苦しみを経験した。そのことを聞いた３

人の友人がヨブを慰めようとし、ヨブの苦しみの原因は

ヨブが犯した罪だと言う。ヨブは心当たりがなく、納得

しない。ヨブは神に、自分は悪いことをしていない、悪

いことをしているのは神のほうだと言って訴える。若者

のエリフと言う人物がそれをそばで聞いていた。エリフ

は、そのようなことはないとヨブに語り、神は人間には

分からないところで心配りをしていると語る。さらに、

人間が寝ている時に、夢の中で神は語っており、２度も

３度も人間の魂を救おうとされるが、人間のほうがそれ

に気づかず心を留めないだけだ、とエリフは言う。ヨブ

記 38 章以下で、神はヨブの前に現れ、語りかける。

ル物質で作られたイメージを少しでも揺らめかせると、

色素はそれに対応するように揺らいで拡散して紙の上に

落ちて来る。

離れた場所にいる別の心と連絡を取るには、アデプト

は、影響を受ける心とユニゾンで振動するように脳のす

べての分子と心のすべての思考を調律し、その他の心と

脳もまた、同じユニゾンに変えるか、または自発的にそ

うさせる必要がある。内なる感覚は耳に依存していない

ため、他の人の心の中で思考やイメージを感じ、見るこ

とができるので、アデプトはボンベイにおり、彼の友人

がニューヨークにいても、距離は障害にはならない。

そして、心の中を覗き込んで他の人の思考や、自分が

考え、見てきたすべての画像を自分の周りで捕えたいと

き、アデプトの内なる視覚と聴覚は、すべてが一度に見

えるようになると、見るべき心へと向けられる。

しかし、先に述べたように、これを行うのは悪党だけ

であり、アデプトは厳密に許可された場合を除いて、こ

れを行うことはない。現代人は、この力を使って他人の

秘密を覗き込むことに罪はないと考えているが、アデプ

トたちは、それは他人の権利の侵害だと言う。たとえそ

うする能力があったとしても、他人の心の中に入り込み、

その秘密を探る権利は、いかなる人にもない。これはす

べての探求者に対するロッジの法則であり、もしある人

が他人の秘密を発見しようとしているのを見たら、すぐ

に撤退させ、それ以上進んで行かないようにしなければ

ならない。やめずに進んで行ったとすると、弟子の場合

にはその力は奪われ、弟子でない人の場合には、この種

の強盗の結果を受けなければならない。自然界には自然

界の法と警察官がいて、もし私たちがアストラル界で大

罪を犯した場合、大いなる法とその守護者たちが、賄賂

を贈ることができないように、私たちがどんなに長く

待っていても、たとえそれが１万年であっても、刑罰を

執行するだろう。ここに倫理と道徳のためのもう一つの

保護手段がある。しかし、人は本書で提唱されている哲

学の体系を認めるまでは、自分たち弱い人間の法則が効

かない分野で重罪を犯すことを間違っているとは思わな

いだろうが、同時に、このように哲学を拒否することに

よって、すべての人がこれらの偉大な力をすべての人の

ために使えるようになる日を、先延ばしにしてしまうこ

とになる。

注目すべき現象としては、物理的接触を伴わない物体

の移動からなる現象がある。これは、複数の方法で行う

ことができる。１つ目は、肉体からアストラルの手と腕

を押し出し、それらで移動するオブジェクトをつかむこ

とである。これは、人から 10 フィートもの距離で達成

できる。

私はこれについて議論せず、アストラル物質とアスト

ラル器官（手足）の特性に言及するだけにする。これは、

霊媒の現象のいくつかを説明するためにある程度役立つ

だろう。そのような物体の移動（apportation）のほぼ

すべてのケースで、その離れわざはこのように目に見え

ないが物質的なアストラルの手を使用して達成される。

２つ目の方法は、すでに話したエレメンタルを使うこと

である。彼らは内なる人間に指示されると、極性を変え

ることで物体を運ぶ力を持っている。そして、それによ

りインドの行者やアメリカのある霊媒たちのように、小

さな物体が明らかに支えられずに動いているのを見るこ

とができる。これらのエレメンタルの存在物は、アスト

ラルの手足が伸ばされる長さよりも長い距離を物が運ば

れてくるときに使用される。霊媒がそうしていることを

知らないというのも、これに反論の余地はない。彼らが

自分はどのようにしてどんな離れわざを成し遂げるのか

を知っていることはほとんどなく、その法則を知らない

ことは、その法則が存在しないことの証拠にはならない。

力が内側から働くのを見てきた学徒たちは、これについ

ての議論を必要としないだろう。

透視、透聴、第２の眼（千里眼）は、すべて非常に密

接に関連している。それらのうちのどれかを行使すると、

他のものを同時に巻き込む。

これらは１つの力のバリエーションに過ぎない。音は

アストラル領域の特徴の１つであり、光が音と共にある

ように、視覚は聴覚と同時に得られる。アストラルの感

覚でイメージを見るということは、同時に音があるとい

うことであり、音を聞くということは、アストラル物質

の中にイメージがあるということである。すべての音が

瞬時にイメージを生み出すことは、真のオカルティズム

の研究者にはよく知られていることである。そして、こ

れは東洋では古くから知られているが、最近西洋では、

広げた振動板の上に音による画像を作り出すことで実証

されている。主題のこの部分は、オカルティズムの助け

を借りてさらに深く掘り下げていけるが、現在の社会の

状況では危険なことであるため、ここでは控えておく。

アストラル光の中には、どんな人に起こったどんなこと

であれ、すべての物事の画像があり、また、十分にはっ

きりと作られた、来るべき出来事の原因の画像もある。

原因がまだ不確定である場合は、未来の画像となる。し

かし、来るべき数年間のたくさんの出来事のために、す

べての作られている、結果を生じる原因は、先見者が事

前にそれらを見ることを可能にするのに十分な明確さ

で、まるでそこにあるかのように常に置かれている。内

的な感覚で見るこれらの画像によって、すべての透視能

力者はその奇妙な能力を行使している。しかし、その能

力はすべての人に共通の能力であるが、大多数がわずか

に発達しているだけである。だがオカルティズムは、そ

の能力は、他の人にどんなアイデアも伝えることができ

なかったすべての人にわずかに活動的であるこの力の芽

のためのものではなかったと主張している。

透視において、アストラル光の画像は、内的なビジョ

ンの前に進み、内側から肉体の目に反映される。その後、

それらの画像は見る人に客観的に見えてくる。それらが

過去の出来事やこれから起こる出来事であれば、画像が

見えるだけであり、現に起こっている出来事であれば、

その場面は内なる感覚によってアストラル光を通して知

覚される。通常の視力と透視力の際立った違いは、覚醒

した状態での透視では、振動が最初に脳に伝達され、そ

こから肉体の目に伝達され、そこで網膜に画像が形成さ

れることである。ちょうど蓄音機の回転板が金属の振動

板に振動を伝えて、その振動した音声が聞き手に届くの

と同じである。通常の視力では、振動は最初に目に伝え

られ、次に脳に伝達される。したがって、一度作られた

音はアストラル光の中に保存され、そこから内的感覚が

その音を受け取り、内的感覚から脳に伝達され、そこか

ら肉体の耳に届く。

したがって、離れた場所での透聴では、聞き手は耳で

聞くのではなく、アストラル体の聴覚の中心で聞くので

ある。第２の眼は、特定のケースがそうであるように、

透聴と透視の組み合わせであり、そして第２の眼の見え

神智学の要約

　

著：W・Q・ジャッジ　訳：星野 未来 450円
電子書籍 Kindle 版

880円
POD 版

【本書について】
神智学協会の主要な人物の一人、W・Q・ジャッジによる "AN EPITOME OF THEOSOPHY"
の日本語訳版です。ざっくりと神智学の教義の内容が述べられています。
巻末付録に「大宇宙とその創造的な３と７と１０の中心」（H・P・ブラヴァツキー）と、「アヴィ
チについて」（H・P・ブラヴァツキー その他）を載せました。概要でありながら奥深い一冊です。



智慧の学校④

著：ラーダ・バーニア　　　訳：星野 未来

　「真理とは何か」

H・P・ブラヴァツキー

 

　真理は自然の声であり、時の声である。真理はわれわ

れの中の驚くべきスクリーン（モニター）であり、それ

なしにはありえない。それ（真理）は星々から、黄金の

太陽から、そして吹くすべての風からやってくる。. . .  

W・トンプソン・ベーコン

・・・公明正大な真理の不滅の太陽

それは時々雲に隠れ、その光は太陽自体に欠陥があるわ

けではなく、見えなくなっているのだ

私の薄弱な先入観と不完全な信仰によって

そして善の成長を妨げる一千もの原因によって。・・・

ハンナ・モア

 

　キリスト教会の主張がほぼ正しいのであれば、ピラト

は「真理とは何か」と、それを知っているはずの人物に

尋ねた。しかし、その人（イエス）は黙っていた。そして、

イエスが明かさなかった真理は、ローマ総督と同様に、

後の信奉者たちにも明かされないままであった。しかし

イエスの沈黙は、この時も他の時も、彼の信奉者たちが

究極的で絶対的な真理そのものを受け取ったかのように

振る舞うのを妨げるものではない。そして真理の一部を

含むような智慧の言葉だけが彼らに与えられたという事

実を無視することから、それ自体はたとえ話や、美しい

けれども暗いことわざの中に隠されていたのである。

 

　この方針は、しだいに教条主義や断定へとつながって

いった。教会における教条主義、科学における教条主義、

どこもかしこも教条主義である。抽象的な世界ではぼん

やりとしか認識できない真理が、物質の世界で観察や実

験から推測される真理のように、神の啓示や科学の権威

という形で、忙しくて自分で考えることができない不敬

な人々に押しつけられるのである。しかし、ソクラテス

とピラトの時代から、全面的な否定の現代に至るまで、

同じ疑問が突きつけられている。理性は「ありえない」

と答える。人間自身のように有限で条件付きの世界では、

いかなる主題についても絶対的な真理が存在する余地は

ないのである。しかし、相対的な真理は存在し、私たち

はそれを最大限に活用しなければならない。

　いつの時代にも、絶対的なものを極めながら、相対的

な真理しか教えられない賢者はいた。私たちの人種で死

すべき女から生まれた者はまだ誰も、他の人間に完全で

究極的な真理を教えていないし、教えることもできな

かったからである。２人の人の心が完全に同じであるこ

とはあり得ないので、それぞれがその能力に応じて、自

分自身を通して最高の光明を受けなければならず、人間

の光ではない光からは受けられないのである。生きてい

る最も偉大な熟練者（アデプト）は、普遍的な真理を、

それを印象づける心が同化できる程度にしか明らかにで

きず、それ以上にはできないのである。Tot homines, 

quot sententiae （人の数だけ意見がある）は、不滅の真

理である。太陽は一つだが、その光線は無数である。そ

して、その光線が照らす対象の性質や体質によって、生

じる効果は有益にも悪意にもなる。極性は普遍的なもの

だが、偏光子は私たち自身の意識の中にある。意識が絶

対的な真理に向かって高められるのに比例して、私たち

人間は多かれ少なかれ絶対的に真理に同化する。しかし、
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人間の意識はまた、地球のヒマワリに過ぎない。暖かい

光線にあこがれ、植物はただ太陽の方を向き、手の届か

ない光線の進路を追って、ぐるぐると動くことしかでき

ない。その根は土にしっかりと固定され、人生の半分は

影の中で過ごす。……

　しかし、私たち一人ひとりは、この地球上にいても、

真理の太陽に相対的に到達し、その最も暖かく直接的な

光線を、たとえそれが宇宙の物理的粒子を通過する長い

旅を経て分化したとしても、同化させることができる。

そのためには２つの方法がある。物質的な面で、私たち

は自分の心的なポラリスコープ（偏光器）を使用するこ

とができ、そして各光線の特性を分析し、最も純粋なも

のを選択する。霊性の面では、真実の太陽に到達するた

めに、私たちは自分のより高い性質の発達のために真剣

に働かなければならない。心は、その媒体や乗り物、有

機体の脳に依存し、不可分である。私たちは自分自身の

中で徐々に低い人格の本能的欲望を麻痺させ、それに

よって純粋に生理的な心の声を枯らすことを知ってい

る。私たちの中で動物人間は、霊的人間のための場所を

作ることができる。そして、いったん潜在的な状態から

呼び起こされると、最高の霊的な感覚と知覚が私たちの

中で比例して成長し、「神聖な人間」と同等に発達する

のである。これは、東洋のヨギや西洋の神秘主義者といっ

た偉大な熟達者（アデプト）たちが、常に行ってきたこ

とであり、今も行っていることである。

　しかし私たちはまた、少数の例外を除いて世の中のど

んな人間も、どんな唯物論者も、そうしたアデプトの存

在や、そうした精神的・霊的発達の可能性さえも決して

信じないことを知っているのだ。（古代の）愚か者は心

の中で「神はいない」と言い、現代人は「地上には高尚

な人はいない、あなたの病んだ空想の産物である」と言

う。このことを知っている私たちは、トーマス・ディディ

モスのタイプの読者を安心させようと急いだ。この雑誌

の中で、もっと自分に合った読み物、例えば、さまざま

な作家による「物質的唯心論」に関する雑多な論文に目

を向けていただけるよう、お願いする次第である。

　（例えば、同じ「哲学」の「自己中心主義」の記事へ、

あるいはまた、この号にある「物質的唯心論者」のピラ

ミッドの頂点に対する記事を読んでほしい。これは、問

題の学校の学識ある創設者が、われわれの過ちに対して

抗議した手紙である。彼は、無神論と唯物論の問題で、

われわれが自分の名前をハーバート・スペンサー、ダー

ウィン、ハックスレーなどの名前と「結合」させている

ことに不満を述べている。心理学と物理学の分野でのこ

れらの光は、あまりにもちらつき、あまりにも「妥協」

的で弱く、無神論者や無宗教者とさえ呼ぶに値すると、

ルインズ博士は考えているようだからである。複コラム

の「通信」、および「魔王（敵対者）」による返信を参照）。

　と言うのも「ルシファー」誌は、どのような「思想」

の読者にも満足していただけるよう、また、神道家と無

神論者、神秘主義者と不可知論者、キリスト教徒と異教

徒に対して等しく公平な立場を示しているからである。

編集者の論説、『道の光』についての論評など、そのよ

うな記事もある。これらは唯物論者のために書かれたも

のではない。絶対的な真理は地上にはなく、より高い領

域で探さなければならないが、この取るに足りない、常

に回転している小さな地球の上にさえ、西洋哲学では夢

にも思われないことがまだあるのだと心の中で知ってい

る神智学徒、または読者に宛てられたものである。

　話を元に戻そう。したがってルソーがそうであったよ

うに、私たちの多くにとって「一般的な抽象的真理はあ

らゆる恵みの中で最も貴重」であるにもかかわらず、一

方で私たちは相対的真理に満足しなければならないので

ある。冷静に考えれば、私たちはせいぜい貧弱な人間で、

相対的な真理を前にしても、それが私たち自身や私たち

のちっぽけな先入観を食い尽くさないか、常に恐怖を感

じているのである。絶対的な真理については、私たちの

ほとんどは自転車に乗って月に到達するのと同じよう

に、それを見ることができない。第一に、絶対的な真理は、

マホメットの山のように不動のものであり、預言者のた

めに自らを乱すことを拒んだので、預言者は自らその山

に向かわなければならなかったからである。そして、も

し私たちが遠くからでもそれに近づこうとするならば、

彼の例に倣わなければならない。第二に、絶対的な真理

の世界はこの世のものではないのだが、私たちはあまり

にもこの世のものになりすぎているからである。そして

第三に、詩人の空想の中では人間は、

 

偽りが追放された地球上の特別な場所の名前を挙げてみ

てほしい。できないであろう。あなただけでなく他の誰

にも、 国民生活と社会生活のあらゆる部門で頂点に君臨

する虚偽の塊に、自分の一口を加える覚悟と決意がなけ

ればできないことである。カーライルはこう叫んだ。「真

理は、それ（真理）に従うことで天が私を押しつぶした

としても、偽りではない。たとえ天空のラバーランド

（Lubberland）全体が背教の褒美であったとしても」。

崇高な言葉である。しかし、19 世紀の今日、カーライ

ルのように考える人、語る勇気のある人がどれほどいる

だろうか。巨大で恐ろしい多数派は、「何もしない者た

ちの楽園」、無情な利己主義のペイ・ド・コカーニュ（桃

源郷）を好んでいないことがあろうか。ハリス夫人が糾

弾し、グランディ夫人が非難し、改宗者が彼女の殺人的

な舌によってバラバラに引き裂かれる拷問を受けないよ

うに、単なる臆病な恐怖から、あらゆる新しく不評な真

理の最も影のある輪郭の前に恐怖で身をよじるのは、こ

の大多数の人々なのである。

　無知から最初に生まれる「利己主義」、そして新しく

生まれたすべての幼児に、普遍的な魂とは別の新しい魂

が「創造」されると主張する教えの果実であるこの利己

主義は、個人の自我と真理の間の越えられない壁である。

それは人間のすべての悪徳の多産な母であり、嘘は偽り

の必要性から生まれ、偽善は嘘を覆い隠したいという願

望から生まれる。嘘は、あらゆる人間の心の中で歳月と

ともに成長し強化される菌であり、あらゆる良い感情を

食い尽くしている。利己主義は、私たちの本性にあるあ

らゆる高貴な衝動を殺し、その信奉者の不誠実や脱走を

恐れない唯一の神である。それゆえ、私たちは世界と、

いわゆる今どきの社会で、それが最高位に君臨している

のを目にするのである。その結果、私たちはこの闇の神

の「尊敬すべきもの」と呼ばれる、「にせもの」「ごまかし」

「虚偽」の三位一体の側面の下、この闇の神の中で生き、

動き、そして存在することになるのである。

　これは真理・事実なのか、それとも誹謗中傷なのか？ 

どちらにしても、社会の頂点から底辺に至るまで、あら

ゆる国家、あらゆる個人において、親愛なる自己のため

に欺瞞と偽善が働いていることに気づくだろう。しかし

国家は暗黙の了解で、政治における利己的な動機は「高

貴な国家的願望、愛国心」などと呼ぶことにしており、

市民は家庭内でそれを「家庭の美徳」と見なしているの

である。とはいえ利己主義は、領土の拡大や、隣人を犠

牲にしての商売の競争などの欲望を生むものであり、決

して美徳とはみなされない。私たちは、言葉巧みな「欺瞞」

と「武力」、すべての国際的なソロモン神殿のヤキンと

ボアズを知り、その正しい名前である「外交」と呼んで

いる。外交官は、国家の栄光と政治を支えるこの２本の

柱の前に低く頭を下げ、そのメーソンの象徴である「（狡

猾な）力において、この我が家は確立されるであろう」

を日々実践しているからだ。つまり、力では得られない

ものを欺瞞によって得ているからだ。外交官の資格であ

る「利益を確保する器用さまたは技術」は、他国を犠牲

にして自国のために、真実を語ることによってはほとん

ど達成できないが、狡猾で欺瞞に満ちた舌によってこそ

達成できる。したがって、『ルシファー』はこのような

行為を「生きている、そして明らかな嘘」と呼んでいる。

　しかし、慣習や利己主義が、ごまかしや嘘を美徳と呼

び、最もよく嘘をつく人に公共の像で報いることに同意

したのは、政治だけのことではない。社会のあらゆる階

層は、嘘の上に生きており、嘘がなければバラバラに壊

れてしまう。洗練されていて、神と法を重んじる貴族は、

平民と同様に禁断の果実が好きで、自分たちが「ちょっ

とした癖」と呼んで満足しているものを隠すために、一

日中嘘をつくことを強いられるが、「真理」はそれを重

大な不道徳と見なすのである。中流階級の社会は、偽り

の笑顔、偽りの言葉、相互の裏切りで埋め尽くされてい

る。大多数の人々にとって、宗教は精神的な信仰の亡骸

にかぶせられた薄っぺらなベールのようなものとなって

いる。主人は召使いを欺くために教会に行く。飢えた牧

師は、自分が信じられなくなった者を説教して、司教を

だまし、司教は自分の神を欺くのだ。政治や社会の日刊

紙は、ジョルジュ・ダンディンの不滅の問いかけである

“Lequel de nous deux trompe-t-on ici?"（私たちのど

ちらがここでだまされていますか？）をモットーにする

とよいだろう。かつて「真理」の救済の錨であった科学

でさえ、裸の事実の神殿であることをやめてしまった。

科学者たちは、自分の名前と名声に輝きを与えるような

個人的な趣味や新奇な理論を、同僚や一般大衆に受け入

れさせるために、ほとんど一心不乱に努力しているので

ある。科学者は、異教徒の土地で宣教師が、あるいは家

庭で説教師が、現代の地質学は嘘であり、進化は虚栄と

精神の悩みに過ぎないと信徒を説得するように、現代に

おける今の科学的仮説に不利な証拠を隠す用意ができて

いるのである。

　これが西暦 1888 年の実際の状況であるが、しかしあ

る新聞社は、この年を悲観的に見ていると私たちを咎め

ている。

　嘘がこれほどまでに広まったのは、それが習慣や慣例

に支えられているからであり、年表でさえも人々に嘘を

強要しているのである。ユダヤ人と異教徒、ヨーロッパ

とさらにアジアの地で、唯物論者と不可知論者が自国の

キリスト教徒と同様に、年号の後に付ける西暦と紀元は、

別の嘘を認可するために使われる嘘である。

　では、相対的な真理はどこにあるのだろうか。デモク

リトスの世紀までさかのぼれば、女神が井戸の底に横た

わり、その深さゆえに女神が解放される望みはほとんど

なかったというのに、現在の状況下では、少なくとも月

の見えない裏側のように遠くに隠れていると信じる権利

があるのである。このためか、隠された真理の信奉者は

皆、すぐに精神異常者とされる。しかし『ルシファー』は、

いかなる場合にも、またいかなる脅威にも屈することな

く、普遍的に黙認され、一般に行われている嘘に迎合す

ることを強いられることなく、純粋かつ単純に事実を守

り、いかなる場合にも、またいかなる卑怯な仮面の下に

も真理を告げようとする。偏見と不寛容は、正統派で健

全な方針と見なされ、真理を犠牲にして社会的偏見と個

人的趣味を奨励することは、出版物の成功を確保するた

めに追求すべき賢明な道と見なされるかもしれない。そ

のようにしよう。『ルシファー』の編集者は神智学徒で

あり、そのモットーは次のように決められている。Vera 

pro gratiis.（慈悲のための真理）。

　彼ら（『ルシファー』の編集者）は、『ルシファー』が

真理という女神に捧げた酒と生け贄が、マスコミの支配

者たちの鼻に甘い香ばしい煙を送るわけでもなく、輝く

「朝の子」が彼らの鼻孔で甘い香りを放つわけでもない

ことをよく理解しているのである。彼は、veritas 

odium paret（憎しみは真理に従う）と罵倒されるか、

そうでなければ無視される。友人たちでさえも、彼の欠

点を見つけ始めている。なぜそれが純粋に神智学的な雑

誌であってはならないのか、言い換えれば、なぜそれが

独断的で偏屈であることを拒否するのかがわからないの

である。神智学やオカルトの教えに寸分の隙も与えず、

「最もグロテスクな異質な要素や矛盾する教義の出版に

ページを開いている」のである。これが主な非難であり、

それに対して我々はこう答える。なぜいけないのか？ 神

智学は神聖な知識であり、知識は真理である。あらゆる

真実、あらゆる誠実な言葉は、このように神智学の一部

であり、一塊りである。神聖な錬金術に熟練した者、あ

るいは真理を認識する才能に恵まれた者は、正しい文か

らと同様に誤った文からも真理を見出し、引き出すこと

ができる。1 トンのゴミの中から失われた金の粒子がい

かに小さくても、それは依然として貴金属であり、多少

の余分な手間を代償にしても掘り出す価値がある。これ

まで述べてきたように、あるものが何ではないかを知る

ことは、それが何であるかを知ることと同じくらい有益

であることが多い。平均的な読者には、宗派的（分派的）

な出版物の中に賛否両論のあらゆる側面を持つ事実を見

出すことはほとんど期待できない。なぜなら、その表現

はどちらかに偏り、編集者の特別な方針が向けられた側

に天秤が傾くようになることは確実だからである。神智

学誌はこのように、たとえおおよその真理と事実だけで

あるとしても、偏りのないものを見つけることを期待で

きる、おそらく唯一の出版物なのである。神智学雑誌は

したがって、おそらく人が、どんな場合でも、偏りのない、

まだおおよその真理と事実しかないとしても、それを見

つけることを望むことができる唯一の出版物なのであ

る。

　『ルシファー』には、哲学的、宗教的な見解が排除さ

れていないため、裸の真実がさまざまな側面から映し出

されている。そして、あらゆる哲学や宗教が、いかに不

完全で、不満足で、時には愚かであっても、何らかの真

理や事実に基づいているはずであるから、読者はそこで

論じられたいくつかの哲学を比較し、分析し、選択する

機会があるのである。『ルシファー』は、その限られた

スペースが許す限り、一つの普遍的な宝石の多くの面を

提供し、読者に言う。「今日あなた方は誰に仕えるか選

ことを拒否しているのである。しかし、比較のために可

能な限り広い余白を残しておきながら、我々の反対者た

ちは、もし神智学の見解と対照的であれば、その最も顕

著な特徴に対する指摘や正当な批判なしに、我々の『ル

シファー』の澄んだ水に自分の顔を映し出すことは望め

ないのである。

　しかし、これは出版雑誌の表紙の内側だけで、哲学的

真理の単なる知的側面に関する限りにおいてである。よ

り深い精神的、宗教的な信念については、真のセオソフィ

ストが公開討論に付すことでその品位を落とすようなこ

とがあってはならず、むしろ、自分の最も奥深い魂の聖

域の奥深くに大切に隠しておくべきものである。そのよ

うな信念（信仰）や教義は、無関心な人々や批判的な人々

の乱暴な扱いによって、避けられない冒涜の危険がある

ため、決して軽率に公表してはならない。また、一般大

衆の思考する部分の考察に提供される仮説として以外

は、いかなる出版物にも具現化されるべきではない。神

智学的真理は、それがある種の思索の限界を超えるとき、

一般の人々の視界から隠されたままであるほうがよい。

それは「聖なる場所」、すなわち非人格的な神の自我、

あるいは内在する「自己」の神殿の外に引きずり出され

るべきものではない。なぜなら、その知覚の外にあるす

べての事実は、私たちが示したように、せいぜい相対的

な真理に過ぎないのだが、絶対的な真実からの光線はそ

れ自身の炎、私たちの最高の霊的意識の、純粋な鏡の中

にのみ自らを映し出すことができるからである。そして、

（幻影の）闇は、その中で輝く光をどのように理解する

ことができるだろうか。

(『ルシファー』1888 年 2月号より）。

「天の技が作り上げたすべての完全性の抽象化されたも

の」

 

であるにもかかわらず、現実には異常（変則）とパラドッ

クスの残念な束であり、自分の重要性を膨らませた空の

風袋（ふいご）であり、矛盾した、影響されやすい意見

を持っている。人は同時に傲慢で弱い生き物であり、地

上あるいは天上の権威を常に恐れているにもかかわら

ず、それでも

 

「怒った猿のように、高い天の前でそのような幻想的な

トリックを演じて、天使を泣かせる」

 

だろう。

 

　さて、真理は多面体の宝石であり、そのすべての面を

一度に認識することは不可能である。そしてまた、どん

なに真理を見極めたいと思っている人でも、その面の一

つさえ同じように見ることはできないのだから、それを

認識するために何をしたらよいのだろうか。肉体的な人

間は、あらゆる側面からの幻覚（幻影）によって制限され、

束縛されているので、地上的な知覚の光によって真理に

到達することはできない。デルポイの神託が「人よ、汝

自身を知れ」と問うときから、これほど偉大で重要な真

理は教えられなくなった。このような知覚がなければ、

人間は絶対的な真理はおろか、多くの相対的な真理さえ

も見えないままであろう。人間は自分自身を知ること、

すなわち決して欺くことのない内的知覚を獲得しなけれ

ば、いかなる絶対的真理をも習得することはできないの

である。絶対的な真理は永遠の象徴であり、有限の心が

永遠を把握することはできず、それゆえ、その完全な真

理が明かされることはない。人間がそれを見たり感じた

りする状態に到達するためには、外的な土でできた人間

の感覚を麻痺させなければならない。これは困難な作業

であると言わざるを得ないし、ほとんどの人は、この分

では相対的な真理で満足することを望むに違いない。し

かし地上的な真理にさえ近づくにはまず、それ自体のた

めに真理を愛することが必要である。そうでなければ真

理を認識することはできないからである。この時代、誰

が真理を自分のために愛しているのだろうか。真理を求

め、受け入れ、実行する覚悟のある人がどれほどいるだ

ろうか。この社会では、成功するためには何でも、現実

ではなく見かけの上に、本質的な価値ではなく自己主張

の上に、築かれなければならない。私たちは、真理を受

け止めることの難しさを十分に承知している。公正な天

女は、（彼女にとって）気の合う土壌つまり純粋な霊的

意識に照らされた、公平で偏見のない心の土壌にのみ降

り立つが、これらは両方とも文明国には本当に稀な住人

なのである。蒸気や電気の世紀には、人間はほとんど考

える暇もないほど猛スピードで生きており、慣習や型に

はまったプロクルステス（Procrustes）のベッドに釘付

けにされ、ゆりかごから墓場まで流されるのが常である。

現在の慣習とは、純粋で単純なもので、生まれつき嘘を

つくことである。なぜなら慣習はあらゆる場合において、

「受け取った基準に従った感情の見せかけ」（F・W・ロバー

トソンの定義）であり、見せかけがあるところでは、い

かなる真理もあり得ないからである。バイロンが言った

「真理は深みにある宝石である。一方、この世の表面では、

すべてのものが慣習という偽りの秤によって量られてい

る」という言葉が、どれほど深いものであるかは、この

ような社会慣習主義の息苦しい空気の中で生きることを

強いられ、学ぶ意欲と不安があっても、社会という猛々

しいモロク（訳注：セム族の神 ; その礼拝で，神をなだ

めるために親が自分の子供をいけにえにした . cf.〘聖書

〙 Lev.18：21; 2Kings 23：10; Jer.32：35.）を恐れて、

憧れの真実を受け入れることを敢えてしない人たちに最

もよくわかることだろう。

　読者よ、あなたの周りを見よ。世界的に有名な旅行者

の記録を研究し、文学者の共同観察、科学や統計のデー

タを思い出してほしい。現代社会、現代政治、現代宗教、

現代生活全般を心の眼に描いてみてほしい。太陽の下、

あらゆる文化的な民族や国家のやり方や習慣を思い出そ

う。ヨーロッパ、アメリカ、さらには極東や植民地など、

白人がいわゆる文明の「恩恵」を携えてきたあらゆる場

所の文明の中心地における人々の行いや道徳的態度を観

察せよ。そして今、これらすべてを見直した上で、立ち

止まって考え、できるならばその祝福されたエルドラド

（黄金郷）、つまり、「真理」が名誉ある客であり、嘘と

ぶがよい。人間の推理力と神聖な知識を水没させた洪水

の向こう側にいた神々か、習慣と社会的虚偽のアモリ人

（訳注：シリア・パレスティナ地方に住んだセム系遊牧民；

Gen 10：16）の神々か、はたまた（最高の）自己の主、

すなわち幻影の暗い力を破壊する輝く破壊者か、を」。

確かに、人間の不幸の総計を増やすのではなく、減らす

傾向のある哲学こそ、最良のものである。

　いずれにせよ、選択肢はそこにあり、この目的のため

にのみ、私たちはあらゆる種類の寄贈者にこのページを

開いているのである。したがって、神とキリストを信じ

ながら、野心的で高慢な教会の邪悪な解釈と強制的な教

義を拒否するキリスト教聖職者の見解や、神と魂と不死

を否定し、自分自身しか信じないヒイロ・イデアリスト

の教義が、この中に見出される。そう、私たちに対する

嘲笑や個人的な発言、私たちにとって大切な神智学の教

義に対する罵倒で、この雑誌のページを埋めることに躊

躇しない人たちでさえもである。無神論者が主宰する自

由思想誌が、神秘主義者やセオソフィストのオカルト的

見解やパラブラフマンの謎を賞賛する記事を挿入し、そ

れに対してほんの少しくだけた論評を加えたとき、ルシ

ファーはライバルを発見したと言えるであろう。キリス

ト教の定期刊行物や宣教団体が、自由思想家のペンから

アダムとその肋骨に対する信仰を揶揄する記事を受け入

れ、その編集者の信仰であるキリスト教に対する批判を

静かな沈黙のうちに通過させるとき、それは『ルシ

ファー』に値するものとなり、神智学の出版物と同じレ

ベルに置かれることができる許容性の程度に到達したと

本当に言えるかもしれないのである。

　しかし、これらの機関誌のどれもがそのようなことを

しない限り、彼らはすべて宗派的で、偏屈で、不寛容で

あり、真理と正義という考えを持つことはできない。『ル

シファー』やその編集者たちに対して陰口を叩くことは

あっても、どちらにも影響を与えることはできない。実

際、その雑誌の編集者たちは、神智学の中に偏見やいか

なる種類の傲慢さも全くないことの証人であり、それが

説く教義の神聖な美しさの結果であるとして、そうした

批判や非難を誇りに感じているのである。なぜなら神智

学は、前述のように、すべての人に聴聞と公平な機会を

与えているからです。神智学はいかなる見解も…誠実で

あれば…完全に真理を欠いているとはみなさない。神智

学は、考える人間がどのような思想階級に属していよう

とも、それを尊重する。哲学に利益をもたらすことなく

混乱を引き起こすだけの思想や見解に反対する用意が常

にあり、その解説者が個人的に好きなことを信じるよう

にし、彼らの考えが良いものであれば、それを正当化す

るのである。実際、ある哲学者の結論や推論が、私たち

の見解や私たちが説く教えに全く反対であっても、その

前提や事実の記述は極めて正しく、たとえ私たち自身が

それを拒否したとしても、より高度で真理に近いものを

持っていると信じて、他の人々がその反対側の哲学に

よって利益を得るかもしれないのである。いずれにせよ、

私たちの信仰の公言は今や明白であり、前述のページで

述べたことはすべて、私たちの編集方針を正当化し、説

明するものでもある。

　絶対的真理と相対的真理について考えをまとめると、

前に述べたことを繰り返すだけである。人間は、普遍的

な心（マインド）と一体となっている、ある種の高度に

精神的で高められた心の状態の外では、つまりこの地上

では、どんな哲学や宗教からも相対的な真理しか得るこ

とができない。井戸の底に住む女神でさえ、監禁されて

いる場所から出ることができたとしても、人間が同化で

きる以上のものは人間に与えられない。一方、誰もがそ

の井戸…その名は「知識」…の近くに座り、その深淵を

見つめ、少なくとも暗い水面に映る真理の美しい姿を見

ようとすることができる。しかし、リヒターが指摘した

ように、これはある種の危険性をはらんでいる。確かに、

ある種の真理は、鏡のように私たちが見つめる場所に時

折映し出され、忍耐強い学習者に報いてくれるかもしれ

ない。しかし，このドイツの思想家は，「哲学者の中には，

真理に敬意を表するために，水の中に自分の姿を見て，

代わりにそれを崇拝した者がいると聞いたことがある」

と付け加えた。. . . .

　このような災難、宗教的あるいは哲学的な学派の創始

者のすべてに降りかかっているものを避けるために、編

集者たちは、自分たちの個人的な頭脳に反映される真理

だけを読者に提供しないように細心の注意を払っている

のである。編集者たちは一般大衆に幅広い選択肢を提供

し、宗派主義の道の主な目印である偏見と不寛容を示す



　「真理とは何か」

H・P・ブラヴァツキー

 

　真理は自然の声であり、時の声である。真理はわれわ

れの中の驚くべきスクリーン（モニター）であり、それ

なしにはありえない。それ（真理）は星々から、黄金の

太陽から、そして吹くすべての風からやってくる。. . .  

W・トンプソン・ベーコン

・・・公明正大な真理の不滅の太陽

それは時々雲に隠れ、その光は太陽自体に欠陥があるわ

けではなく、見えなくなっているのだ

私の薄弱な先入観と不完全な信仰によって

そして善の成長を妨げる一千もの原因によって。・・・

ハンナ・モア

 

　キリスト教会の主張がほぼ正しいのであれば、ピラト

は「真理とは何か」と、それを知っているはずの人物に

尋ねた。しかし、その人（イエス）は黙っていた。そして、

イエスが明かさなかった真理は、ローマ総督と同様に、

後の信奉者たちにも明かされないままであった。しかし

イエスの沈黙は、この時も他の時も、彼の信奉者たちが

究極的で絶対的な真理そのものを受け取ったかのように

振る舞うのを妨げるものではない。そして真理の一部を

含むような智慧の言葉だけが彼らに与えられたという事

実を無視することから、それ自体はたとえ話や、美しい

けれども暗いことわざの中に隠されていたのである。

 

　この方針は、しだいに教条主義や断定へとつながって

いった。教会における教条主義、科学における教条主義、

どこもかしこも教条主義である。抽象的な世界ではぼん

やりとしか認識できない真理が、物質の世界で観察や実

験から推測される真理のように、神の啓示や科学の権威

という形で、忙しくて自分で考えることができない不敬

な人々に押しつけられるのである。しかし、ソクラテス

とピラトの時代から、全面的な否定の現代に至るまで、

同じ疑問が突きつけられている。理性は「ありえない」

と答える。人間自身のように有限で条件付きの世界では、

いかなる主題についても絶対的な真理が存在する余地は

ないのである。しかし、相対的な真理は存在し、私たち

はそれを最大限に活用しなければならない。

　いつの時代にも、絶対的なものを極めながら、相対的

な真理しか教えられない賢者はいた。私たちの人種で死

すべき女から生まれた者はまだ誰も、他の人間に完全で

究極的な真理を教えていないし、教えることもできな

かったからである。２人の人の心が完全に同じであるこ

とはあり得ないので、それぞれがその能力に応じて、自

分自身を通して最高の光明を受けなければならず、人間

の光ではない光からは受けられないのである。生きてい

る最も偉大な熟練者（アデプト）は、普遍的な真理を、

それを印象づける心が同化できる程度にしか明らかにで

きず、それ以上にはできないのである。Tot homines, 

quot sententiae （人の数だけ意見がある）は、不滅の真

理である。太陽は一つだが、その光線は無数である。そ

して、その光線が照らす対象の性質や体質によって、生

じる効果は有益にも悪意にもなる。極性は普遍的なもの

だが、偏光子は私たち自身の意識の中にある。意識が絶

対的な真理に向かって高められるのに比例して、私たち

人間は多かれ少なかれ絶対的に真理に同化する。しかし、
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人間の意識はまた、地球のヒマワリに過ぎない。暖かい

光線にあこがれ、植物はただ太陽の方を向き、手の届か

ない光線の進路を追って、ぐるぐると動くことしかでき

ない。その根は土にしっかりと固定され、人生の半分は

影の中で過ごす。……

　しかし、私たち一人ひとりは、この地球上にいても、

真理の太陽に相対的に到達し、その最も暖かく直接的な

光線を、たとえそれが宇宙の物理的粒子を通過する長い

旅を経て分化したとしても、同化させることができる。

そのためには２つの方法がある。物質的な面で、私たち

は自分の心的なポラリスコープ（偏光器）を使用するこ

とができ、そして各光線の特性を分析し、最も純粋なも

のを選択する。霊性の面では、真実の太陽に到達するた

めに、私たちは自分のより高い性質の発達のために真剣

に働かなければならない。心は、その媒体や乗り物、有

機体の脳に依存し、不可分である。私たちは自分自身の

中で徐々に低い人格の本能的欲望を麻痺させ、それに

よって純粋に生理的な心の声を枯らすことを知ってい

る。私たちの中で動物人間は、霊的人間のための場所を

作ることができる。そして、いったん潜在的な状態から

呼び起こされると、最高の霊的な感覚と知覚が私たちの

中で比例して成長し、「神聖な人間」と同等に発達する

のである。これは、東洋のヨギや西洋の神秘主義者といっ

た偉大な熟達者（アデプト）たちが、常に行ってきたこ

とであり、今も行っていることである。

　しかし私たちはまた、少数の例外を除いて世の中のど

んな人間も、どんな唯物論者も、そうしたアデプトの存

在や、そうした精神的・霊的発達の可能性さえも決して

信じないことを知っているのだ。（古代の）愚か者は心

の中で「神はいない」と言い、現代人は「地上には高尚

な人はいない、あなたの病んだ空想の産物である」と言

う。このことを知っている私たちは、トーマス・ディディ

モスのタイプの読者を安心させようと急いだ。この雑誌

の中で、もっと自分に合った読み物、例えば、さまざま

な作家による「物質的唯心論」に関する雑多な論文に目

を向けていただけるよう、お願いする次第である。

　（例えば、同じ「哲学」の「自己中心主義」の記事へ、

あるいはまた、この号にある「物質的唯心論者」のピラ

ミッドの頂点に対する記事を読んでほしい。これは、問

題の学校の学識ある創設者が、われわれの過ちに対して

抗議した手紙である。彼は、無神論と唯物論の問題で、

われわれが自分の名前をハーバート・スペンサー、ダー

ウィン、ハックスレーなどの名前と「結合」させている

ことに不満を述べている。心理学と物理学の分野でのこ

れらの光は、あまりにもちらつき、あまりにも「妥協」

的で弱く、無神論者や無宗教者とさえ呼ぶに値すると、

ルインズ博士は考えているようだからである。複コラム

の「通信」、および「魔王（敵対者）」による返信を参照）。

　と言うのも「ルシファー」誌は、どのような「思想」

の読者にも満足していただけるよう、また、神道家と無

神論者、神秘主義者と不可知論者、キリスト教徒と異教

徒に対して等しく公平な立場を示しているからである。

編集者の論説、『道の光』についての論評など、そのよ

うな記事もある。これらは唯物論者のために書かれたも

のではない。絶対的な真理は地上にはなく、より高い領

域で探さなければならないが、この取るに足りない、常

に回転している小さな地球の上にさえ、西洋哲学では夢

にも思われないことがまだあるのだと心の中で知ってい

る神智学徒、または読者に宛てられたものである。

　話を元に戻そう。したがってルソーがそうであったよ

うに、私たちの多くにとって「一般的な抽象的真理はあ

らゆる恵みの中で最も貴重」であるにもかかわらず、一

方で私たちは相対的真理に満足しなければならないので

ある。冷静に考えれば、私たちはせいぜい貧弱な人間で、

相対的な真理を前にしても、それが私たち自身や私たち

のちっぽけな先入観を食い尽くさないか、常に恐怖を感

じているのである。絶対的な真理については、私たちの

ほとんどは自転車に乗って月に到達するのと同じよう

に、それを見ることができない。第一に、絶対的な真理は、

マホメットの山のように不動のものであり、預言者のた

めに自らを乱すことを拒んだので、預言者は自らその山

に向かわなければならなかったからである。そして、も

し私たちが遠くからでもそれに近づこうとするならば、

彼の例に倣わなければならない。第二に、絶対的な真理

の世界はこの世のものではないのだが、私たちはあまり

にもこの世のものになりすぎているからである。そして

第三に、詩人の空想の中では人間は、

 

偽りが追放された地球上の特別な場所の名前を挙げてみ

てほしい。できないであろう。あなただけでなく他の誰

にも、 国民生活と社会生活のあらゆる部門で頂点に君臨

する虚偽の塊に、自分の一口を加える覚悟と決意がなけ

ればできないことである。カーライルはこう叫んだ。「真

理は、それ（真理）に従うことで天が私を押しつぶした

としても、偽りではない。たとえ天空のラバーランド

（Lubberland）全体が背教の褒美であったとしても」。

崇高な言葉である。しかし、19 世紀の今日、カーライ

ルのように考える人、語る勇気のある人がどれほどいる

だろうか。巨大で恐ろしい多数派は、「何もしない者た

ちの楽園」、無情な利己主義のペイ・ド・コカーニュ（桃

源郷）を好んでいないことがあろうか。ハリス夫人が糾

弾し、グランディ夫人が非難し、改宗者が彼女の殺人的

な舌によってバラバラに引き裂かれる拷問を受けないよ

うに、単なる臆病な恐怖から、あらゆる新しく不評な真

理の最も影のある輪郭の前に恐怖で身をよじるのは、こ

の大多数の人々なのである。

　無知から最初に生まれる「利己主義」、そして新しく

生まれたすべての幼児に、普遍的な魂とは別の新しい魂

が「創造」されると主張する教えの果実であるこの利己

主義は、個人の自我と真理の間の越えられない壁である。

それは人間のすべての悪徳の多産な母であり、嘘は偽り

の必要性から生まれ、偽善は嘘を覆い隠したいという願

望から生まれる。嘘は、あらゆる人間の心の中で歳月と

ともに成長し強化される菌であり、あらゆる良い感情を

食い尽くしている。利己主義は、私たちの本性にあるあ

らゆる高貴な衝動を殺し、その信奉者の不誠実や脱走を

恐れない唯一の神である。それゆえ、私たちは世界と、

いわゆる今どきの社会で、それが最高位に君臨している

のを目にするのである。その結果、私たちはこの闇の神

の「尊敬すべきもの」と呼ばれる、「にせもの」「ごまかし」

「虚偽」の三位一体の側面の下、この闇の神の中で生き、

動き、そして存在することになるのである。

　これは真理・事実なのか、それとも誹謗中傷なのか？ 

どちらにしても、社会の頂点から底辺に至るまで、あら

ゆる国家、あらゆる個人において、親愛なる自己のため

に欺瞞と偽善が働いていることに気づくだろう。しかし

国家は暗黙の了解で、政治における利己的な動機は「高

貴な国家的願望、愛国心」などと呼ぶことにしており、

市民は家庭内でそれを「家庭の美徳」と見なしているの

である。とはいえ利己主義は、領土の拡大や、隣人を犠

牲にしての商売の競争などの欲望を生むものであり、決

して美徳とはみなされない。私たちは、言葉巧みな「欺瞞」

と「武力」、すべての国際的なソロモン神殿のヤキンと

ボアズを知り、その正しい名前である「外交」と呼んで

いる。外交官は、国家の栄光と政治を支えるこの２本の

柱の前に低く頭を下げ、そのメーソンの象徴である「（狡

猾な）力において、この我が家は確立されるであろう」

を日々実践しているからだ。つまり、力では得られない

ものを欺瞞によって得ているからだ。外交官の資格であ

る「利益を確保する器用さまたは技術」は、他国を犠牲

にして自国のために、真実を語ることによってはほとん

ど達成できないが、狡猾で欺瞞に満ちた舌によってこそ

達成できる。したがって、『ルシファー』はこのような

行為を「生きている、そして明らかな嘘」と呼んでいる。

　しかし、慣習や利己主義が、ごまかしや嘘を美徳と呼

び、最もよく嘘をつく人に公共の像で報いることに同意

したのは、政治だけのことではない。社会のあらゆる階

層は、嘘の上に生きており、嘘がなければバラバラに壊

れてしまう。洗練されていて、神と法を重んじる貴族は、

平民と同様に禁断の果実が好きで、自分たちが「ちょっ

とした癖」と呼んで満足しているものを隠すために、一

日中嘘をつくことを強いられるが、「真理」はそれを重

大な不道徳と見なすのである。中流階級の社会は、偽り

の笑顔、偽りの言葉、相互の裏切りで埋め尽くされてい

る。大多数の人々にとって、宗教は精神的な信仰の亡骸

にかぶせられた薄っぺらなベールのようなものとなって

いる。主人は召使いを欺くために教会に行く。飢えた牧

師は、自分が信じられなくなった者を説教して、司教を

だまし、司教は自分の神を欺くのだ。政治や社会の日刊

紙は、ジョルジュ・ダンディンの不滅の問いかけである

“Lequel de nous deux trompe-t-on ici?"（私たちのど

ちらがここでだまされていますか？）をモットーにする

とよいだろう。かつて「真理」の救済の錨であった科学

でさえ、裸の事実の神殿であることをやめてしまった。

科学者たちは、自分の名前と名声に輝きを与えるような

個人的な趣味や新奇な理論を、同僚や一般大衆に受け入

れさせるために、ほとんど一心不乱に努力しているので

ある。科学者は、異教徒の土地で宣教師が、あるいは家

庭で説教師が、現代の地質学は嘘であり、進化は虚栄と

精神の悩みに過ぎないと信徒を説得するように、現代に

おける今の科学的仮説に不利な証拠を隠す用意ができて

いるのである。

　これが西暦 1888 年の実際の状況であるが、しかしあ

る新聞社は、この年を悲観的に見ていると私たちを咎め

ている。

　嘘がこれほどまでに広まったのは、それが習慣や慣例

に支えられているからであり、年表でさえも人々に嘘を

強要しているのである。ユダヤ人と異教徒、ヨーロッパ

とさらにアジアの地で、唯物論者と不可知論者が自国の

キリスト教徒と同様に、年号の後に付ける西暦と紀元は、

別の嘘を認可するために使われる嘘である。

　では、相対的な真理はどこにあるのだろうか。デモク

リトスの世紀までさかのぼれば、女神が井戸の底に横た

わり、その深さゆえに女神が解放される望みはほとんど

なかったというのに、現在の状況下では、少なくとも月

の見えない裏側のように遠くに隠れていると信じる権利

があるのである。このためか、隠された真理の信奉者は

皆、すぐに精神異常者とされる。しかし『ルシファー』は、

いかなる場合にも、またいかなる脅威にも屈することな

く、普遍的に黙認され、一般に行われている嘘に迎合す

ることを強いられることなく、純粋かつ単純に事実を守

り、いかなる場合にも、またいかなる卑怯な仮面の下に

も真理を告げようとする。偏見と不寛容は、正統派で健

全な方針と見なされ、真理を犠牲にして社会的偏見と個

人的趣味を奨励することは、出版物の成功を確保するた

めに追求すべき賢明な道と見なされるかもしれない。そ

のようにしよう。『ルシファー』の編集者は神智学徒で

あり、そのモットーは次のように決められている。Vera 

pro gratiis.（慈悲のための真理）。

　彼ら（『ルシファー』の編集者）は、『ルシファー』が

真理という女神に捧げた酒と生け贄が、マスコミの支配

者たちの鼻に甘い香ばしい煙を送るわけでもなく、輝く

「朝の子」が彼らの鼻孔で甘い香りを放つわけでもない

ことをよく理解しているのである。彼は、veritas 

odium paret（憎しみは真理に従う）と罵倒されるか、

そうでなければ無視される。友人たちでさえも、彼の欠

点を見つけ始めている。なぜそれが純粋に神智学的な雑

誌であってはならないのか、言い換えれば、なぜそれが

独断的で偏屈であることを拒否するのかがわからないの

である。神智学やオカルトの教えに寸分の隙も与えず、

「最もグロテスクな異質な要素や矛盾する教義の出版に

ページを開いている」のである。これが主な非難であり、

それに対して我々はこう答える。なぜいけないのか？ 神

智学は神聖な知識であり、知識は真理である。あらゆる

真実、あらゆる誠実な言葉は、このように神智学の一部

であり、一塊りである。神聖な錬金術に熟練した者、あ

るいは真理を認識する才能に恵まれた者は、正しい文か

らと同様に誤った文からも真理を見出し、引き出すこと

ができる。1 トンのゴミの中から失われた金の粒子がい

かに小さくても、それは依然として貴金属であり、多少

の余分な手間を代償にしても掘り出す価値がある。これ

まで述べてきたように、あるものが何ではないかを知る

ことは、それが何であるかを知ることと同じくらい有益

であることが多い。平均的な読者には、宗派的（分派的）

な出版物の中に賛否両論のあらゆる側面を持つ事実を見

出すことはほとんど期待できない。なぜなら、その表現

はどちらかに偏り、編集者の特別な方針が向けられた側

に天秤が傾くようになることは確実だからである。神智

学誌はこのように、たとえおおよその真理と事実だけで

あるとしても、偏りのないものを見つけることを期待で

きる、おそらく唯一の出版物なのである。神智学雑誌は

したがって、おそらく人が、どんな場合でも、偏りのない、

まだおおよその真理と事実しかないとしても、それを見

つけることを望むことができる唯一の出版物なのであ

る。

　『ルシファー』には、哲学的、宗教的な見解が排除さ

れていないため、裸の真実がさまざまな側面から映し出

されている。そして、あらゆる哲学や宗教が、いかに不

完全で、不満足で、時には愚かであっても、何らかの真

理や事実に基づいているはずであるから、読者はそこで

論じられたいくつかの哲学を比較し、分析し、選択する

機会があるのである。『ルシファー』は、その限られた

スペースが許す限り、一つの普遍的な宝石の多くの面を

提供し、読者に言う。「今日あなた方は誰に仕えるか選

ことを拒否しているのである。しかし、比較のために可

能な限り広い余白を残しておきながら、我々の反対者た

ちは、もし神智学の見解と対照的であれば、その最も顕

著な特徴に対する指摘や正当な批判なしに、我々の『ル

シファー』の澄んだ水に自分の顔を映し出すことは望め

ないのである。

　しかし、これは出版雑誌の表紙の内側だけで、哲学的

真理の単なる知的側面に関する限りにおいてである。よ

り深い精神的、宗教的な信念については、真のセオソフィ

ストが公開討論に付すことでその品位を落とすようなこ

とがあってはならず、むしろ、自分の最も奥深い魂の聖

域の奥深くに大切に隠しておくべきものである。そのよ

うな信念（信仰）や教義は、無関心な人々や批判的な人々

の乱暴な扱いによって、避けられない冒涜の危険がある

ため、決して軽率に公表してはならない。また、一般大

衆の思考する部分の考察に提供される仮説として以外

は、いかなる出版物にも具現化されるべきではない。神

智学的真理は、それがある種の思索の限界を超えるとき、

一般の人々の視界から隠されたままであるほうがよい。

それは「聖なる場所」、すなわち非人格的な神の自我、

あるいは内在する「自己」の神殿の外に引きずり出され

るべきものではない。なぜなら、その知覚の外にあるす

べての事実は、私たちが示したように、せいぜい相対的

な真理に過ぎないのだが、絶対的な真実からの光線はそ

れ自身の炎、私たちの最高の霊的意識の、純粋な鏡の中

にのみ自らを映し出すことができるからである。そして、

（幻影の）闇は、その中で輝く光をどのように理解する

ことができるだろうか。

(『ルシファー』1888 年 2月号より）。

「天の技が作り上げたすべての完全性の抽象化されたも

の」

 

であるにもかかわらず、現実には異常（変則）とパラドッ

クスの残念な束であり、自分の重要性を膨らませた空の

風袋（ふいご）であり、矛盾した、影響されやすい意見

を持っている。人は同時に傲慢で弱い生き物であり、地

上あるいは天上の権威を常に恐れているにもかかわら

ず、それでも

 

「怒った猿のように、高い天の前でそのような幻想的な

トリックを演じて、天使を泣かせる」

 

だろう。

 

　さて、真理は多面体の宝石であり、そのすべての面を

一度に認識することは不可能である。そしてまた、どん

なに真理を見極めたいと思っている人でも、その面の一

つさえ同じように見ることはできないのだから、それを

認識するために何をしたらよいのだろうか。肉体的な人

間は、あらゆる側面からの幻覚（幻影）によって制限され、

束縛されているので、地上的な知覚の光によって真理に

到達することはできない。デルポイの神託が「人よ、汝

自身を知れ」と問うときから、これほど偉大で重要な真

理は教えられなくなった。このような知覚がなければ、

人間は絶対的な真理はおろか、多くの相対的な真理さえ

も見えないままであろう。人間は自分自身を知ること、

すなわち決して欺くことのない内的知覚を獲得しなけれ

ば、いかなる絶対的真理をも習得することはできないの

である。絶対的な真理は永遠の象徴であり、有限の心が

永遠を把握することはできず、それゆえ、その完全な真

理が明かされることはない。人間がそれを見たり感じた

りする状態に到達するためには、外的な土でできた人間

の感覚を麻痺させなければならない。これは困難な作業

であると言わざるを得ないし、ほとんどの人は、この分

では相対的な真理で満足することを望むに違いない。し

かし地上的な真理にさえ近づくにはまず、それ自体のた

めに真理を愛することが必要である。そうでなければ真

理を認識することはできないからである。この時代、誰

が真理を自分のために愛しているのだろうか。真理を求

め、受け入れ、実行する覚悟のある人がどれほどいるだ

ろうか。この社会では、成功するためには何でも、現実

ではなく見かけの上に、本質的な価値ではなく自己主張

の上に、築かれなければならない。私たちは、真理を受

け止めることの難しさを十分に承知している。公正な天

女は、（彼女にとって）気の合う土壌つまり純粋な霊的

意識に照らされた、公平で偏見のない心の土壌にのみ降

り立つが、これらは両方とも文明国には本当に稀な住人

なのである。蒸気や電気の世紀には、人間はほとんど考

える暇もないほど猛スピードで生きており、慣習や型に

はまったプロクルステス（Procrustes）のベッドに釘付

けにされ、ゆりかごから墓場まで流されるのが常である。

現在の慣習とは、純粋で単純なもので、生まれつき嘘を

つくことである。なぜなら慣習はあらゆる場合において、

「受け取った基準に従った感情の見せかけ」（F・W・ロバー

トソンの定義）であり、見せかけがあるところでは、い

かなる真理もあり得ないからである。バイロンが言った

「真理は深みにある宝石である。一方、この世の表面では、

すべてのものが慣習という偽りの秤によって量られてい

る」という言葉が、どれほど深いものであるかは、この

ような社会慣習主義の息苦しい空気の中で生きることを

強いられ、学ぶ意欲と不安があっても、社会という猛々

しいモロク（訳注：セム族の神 ; その礼拝で，神をなだ

めるために親が自分の子供をいけにえにした . cf.〘聖書

〙 Lev.18：21; 2Kings 23：10; Jer.32：35.）を恐れて、

憧れの真実を受け入れることを敢えてしない人たちに最

もよくわかることだろう。

　読者よ、あなたの周りを見よ。世界的に有名な旅行者

の記録を研究し、文学者の共同観察、科学や統計のデー

タを思い出してほしい。現代社会、現代政治、現代宗教、

現代生活全般を心の眼に描いてみてほしい。太陽の下、

あらゆる文化的な民族や国家のやり方や習慣を思い出そ

う。ヨーロッパ、アメリカ、さらには極東や植民地など、

白人がいわゆる文明の「恩恵」を携えてきたあらゆる場

所の文明の中心地における人々の行いや道徳的態度を観

察せよ。そして今、これらすべてを見直した上で、立ち

止まって考え、できるならばその祝福されたエルドラド

（黄金郷）、つまり、「真理」が名誉ある客であり、嘘と

ぶがよい。人間の推理力と神聖な知識を水没させた洪水

の向こう側にいた神々か、習慣と社会的虚偽のアモリ人

（訳注：シリア・パレスティナ地方に住んだセム系遊牧民；

Gen 10：16）の神々か、はたまた（最高の）自己の主、

すなわち幻影の暗い力を破壊する輝く破壊者か、を」。

確かに、人間の不幸の総計を増やすのではなく、減らす

傾向のある哲学こそ、最良のものである。

　いずれにせよ、選択肢はそこにあり、この目的のため

にのみ、私たちはあらゆる種類の寄贈者にこのページを

開いているのである。したがって、神とキリストを信じ

ながら、野心的で高慢な教会の邪悪な解釈と強制的な教

義を拒否するキリスト教聖職者の見解や、神と魂と不死

を否定し、自分自身しか信じないヒイロ・イデアリスト

の教義が、この中に見出される。そう、私たちに対する

嘲笑や個人的な発言、私たちにとって大切な神智学の教

義に対する罵倒で、この雑誌のページを埋めることに躊

躇しない人たちでさえもである。無神論者が主宰する自

由思想誌が、神秘主義者やセオソフィストのオカルト的

見解やパラブラフマンの謎を賞賛する記事を挿入し、そ

れに対してほんの少しくだけた論評を加えたとき、ルシ

ファーはライバルを発見したと言えるであろう。キリス

ト教の定期刊行物や宣教団体が、自由思想家のペンから

アダムとその肋骨に対する信仰を揶揄する記事を受け入

れ、その編集者の信仰であるキリスト教に対する批判を

静かな沈黙のうちに通過させるとき、それは『ルシ

ファー』に値するものとなり、神智学の出版物と同じレ

ベルに置かれることができる許容性の程度に到達したと

本当に言えるかもしれないのである。

　しかし、これらの機関誌のどれもがそのようなことを

しない限り、彼らはすべて宗派的で、偏屈で、不寛容で

あり、真理と正義という考えを持つことはできない。『ル

シファー』やその編集者たちに対して陰口を叩くことは

あっても、どちらにも影響を与えることはできない。実

際、その雑誌の編集者たちは、神智学の中に偏見やいか

なる種類の傲慢さも全くないことの証人であり、それが

説く教義の神聖な美しさの結果であるとして、そうした

批判や非難を誇りに感じているのである。なぜなら神智

学は、前述のように、すべての人に聴聞と公平な機会を

与えているからです。神智学はいかなる見解も…誠実で

あれば…完全に真理を欠いているとはみなさない。神智

学は、考える人間がどのような思想階級に属していよう

とも、それを尊重する。哲学に利益をもたらすことなく

混乱を引き起こすだけの思想や見解に反対する用意が常

にあり、その解説者が個人的に好きなことを信じるよう

にし、彼らの考えが良いものであれば、それを正当化す

るのである。実際、ある哲学者の結論や推論が、私たち

の見解や私たちが説く教えに全く反対であっても、その

前提や事実の記述は極めて正しく、たとえ私たち自身が

それを拒否したとしても、より高度で真理に近いものを

持っていると信じて、他の人々がその反対側の哲学に

よって利益を得るかもしれないのである。いずれにせよ、

私たちの信仰の公言は今や明白であり、前述のページで

述べたことはすべて、私たちの編集方針を正当化し、説

明するものでもある。

　絶対的真理と相対的真理について考えをまとめると、

前に述べたことを繰り返すだけである。人間は、普遍的

な心（マインド）と一体となっている、ある種の高度に

精神的で高められた心の状態の外では、つまりこの地上

では、どんな哲学や宗教からも相対的な真理しか得るこ

とができない。井戸の底に住む女神でさえ、監禁されて

いる場所から出ることができたとしても、人間が同化で

きる以上のものは人間に与えられない。一方、誰もがそ

の井戸…その名は「知識」…の近くに座り、その深淵を

見つめ、少なくとも暗い水面に映る真理の美しい姿を見

ようとすることができる。しかし、リヒターが指摘した

ように、これはある種の危険性をはらんでいる。確かに、

ある種の真理は、鏡のように私たちが見つめる場所に時

折映し出され、忍耐強い学習者に報いてくれるかもしれ

ない。しかし，このドイツの思想家は，「哲学者の中には，

真理に敬意を表するために，水の中に自分の姿を見て，

代わりにそれを崇拝した者がいると聞いたことがある」

と付け加えた。. . . .

　このような災難、宗教的あるいは哲学的な学派の創始

者のすべてに降りかかっているものを避けるために、編

集者たちは、自分たちの個人的な頭脳に反映される真理

だけを読者に提供しないように細心の注意を払っている

のである。編集者たちは一般大衆に幅広い選択肢を提供

し、宗派主義の道の主な目印である偏見と不寛容を示す



　「真理とは何か」

H・P・ブラヴァツキー

 

　真理は自然の声であり、時の声である。真理はわれわ

れの中の驚くべきスクリーン（モニター）であり、それ

なしにはありえない。それ（真理）は星々から、黄金の

太陽から、そして吹くすべての風からやってくる。. . .  

W・トンプソン・ベーコン

・・・公明正大な真理の不滅の太陽

それは時々雲に隠れ、その光は太陽自体に欠陥があるわ

けではなく、見えなくなっているのだ

私の薄弱な先入観と不完全な信仰によって

そして善の成長を妨げる一千もの原因によって。・・・

ハンナ・モア

 

　キリスト教会の主張がほぼ正しいのであれば、ピラト

は「真理とは何か」と、それを知っているはずの人物に

尋ねた。しかし、その人（イエス）は黙っていた。そして、

イエスが明かさなかった真理は、ローマ総督と同様に、

後の信奉者たちにも明かされないままであった。しかし

イエスの沈黙は、この時も他の時も、彼の信奉者たちが

究極的で絶対的な真理そのものを受け取ったかのように

振る舞うのを妨げるものではない。そして真理の一部を

含むような智慧の言葉だけが彼らに与えられたという事

実を無視することから、それ自体はたとえ話や、美しい

けれども暗いことわざの中に隠されていたのである。

 

　この方針は、しだいに教条主義や断定へとつながって

いった。教会における教条主義、科学における教条主義、

どこもかしこも教条主義である。抽象的な世界ではぼん

やりとしか認識できない真理が、物質の世界で観察や実

験から推測される真理のように、神の啓示や科学の権威

という形で、忙しくて自分で考えることができない不敬

な人々に押しつけられるのである。しかし、ソクラテス

とピラトの時代から、全面的な否定の現代に至るまで、

同じ疑問が突きつけられている。理性は「ありえない」

と答える。人間自身のように有限で条件付きの世界では、

いかなる主題についても絶対的な真理が存在する余地は

ないのである。しかし、相対的な真理は存在し、私たち

はそれを最大限に活用しなければならない。

　いつの時代にも、絶対的なものを極めながら、相対的

な真理しか教えられない賢者はいた。私たちの人種で死

すべき女から生まれた者はまだ誰も、他の人間に完全で

究極的な真理を教えていないし、教えることもできな

かったからである。２人の人の心が完全に同じであるこ

とはあり得ないので、それぞれがその能力に応じて、自

分自身を通して最高の光明を受けなければならず、人間

の光ではない光からは受けられないのである。生きてい

る最も偉大な熟練者（アデプト）は、普遍的な真理を、

それを印象づける心が同化できる程度にしか明らかにで

きず、それ以上にはできないのである。Tot homines, 

quot sententiae （人の数だけ意見がある）は、不滅の真

理である。太陽は一つだが、その光線は無数である。そ

して、その光線が照らす対象の性質や体質によって、生

じる効果は有益にも悪意にもなる。極性は普遍的なもの

だが、偏光子は私たち自身の意識の中にある。意識が絶

対的な真理に向かって高められるのに比例して、私たち

人間は多かれ少なかれ絶対的に真理に同化する。しかし、
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人間の意識はまた、地球のヒマワリに過ぎない。暖かい

光線にあこがれ、植物はただ太陽の方を向き、手の届か

ない光線の進路を追って、ぐるぐると動くことしかでき

ない。その根は土にしっかりと固定され、人生の半分は

影の中で過ごす。……

　しかし、私たち一人ひとりは、この地球上にいても、

真理の太陽に相対的に到達し、その最も暖かく直接的な

光線を、たとえそれが宇宙の物理的粒子を通過する長い

旅を経て分化したとしても、同化させることができる。

そのためには２つの方法がある。物質的な面で、私たち

は自分の心的なポラリスコープ（偏光器）を使用するこ

とができ、そして各光線の特性を分析し、最も純粋なも

のを選択する。霊性の面では、真実の太陽に到達するた

めに、私たちは自分のより高い性質の発達のために真剣

に働かなければならない。心は、その媒体や乗り物、有

機体の脳に依存し、不可分である。私たちは自分自身の

中で徐々に低い人格の本能的欲望を麻痺させ、それに

よって純粋に生理的な心の声を枯らすことを知ってい

る。私たちの中で動物人間は、霊的人間のための場所を

作ることができる。そして、いったん潜在的な状態から

呼び起こされると、最高の霊的な感覚と知覚が私たちの

中で比例して成長し、「神聖な人間」と同等に発達する

のである。これは、東洋のヨギや西洋の神秘主義者といっ

た偉大な熟達者（アデプト）たちが、常に行ってきたこ

とであり、今も行っていることである。

　しかし私たちはまた、少数の例外を除いて世の中のど

んな人間も、どんな唯物論者も、そうしたアデプトの存

在や、そうした精神的・霊的発達の可能性さえも決して

信じないことを知っているのだ。（古代の）愚か者は心

の中で「神はいない」と言い、現代人は「地上には高尚

な人はいない、あなたの病んだ空想の産物である」と言

う。このことを知っている私たちは、トーマス・ディディ

モスのタイプの読者を安心させようと急いだ。この雑誌

の中で、もっと自分に合った読み物、例えば、さまざま

な作家による「物質的唯心論」に関する雑多な論文に目

を向けていただけるよう、お願いする次第である。

　（例えば、同じ「哲学」の「自己中心主義」の記事へ、

あるいはまた、この号にある「物質的唯心論者」のピラ

ミッドの頂点に対する記事を読んでほしい。これは、問

題の学校の学識ある創設者が、われわれの過ちに対して

抗議した手紙である。彼は、無神論と唯物論の問題で、

われわれが自分の名前をハーバート・スペンサー、ダー

ウィン、ハックスレーなどの名前と「結合」させている

ことに不満を述べている。心理学と物理学の分野でのこ

れらの光は、あまりにもちらつき、あまりにも「妥協」

的で弱く、無神論者や無宗教者とさえ呼ぶに値すると、

ルインズ博士は考えているようだからである。複コラム

の「通信」、および「魔王（敵対者）」による返信を参照）。

　と言うのも「ルシファー」誌は、どのような「思想」

の読者にも満足していただけるよう、また、神道家と無

神論者、神秘主義者と不可知論者、キリスト教徒と異教

徒に対して等しく公平な立場を示しているからである。

編集者の論説、『道の光』についての論評など、そのよ

うな記事もある。これらは唯物論者のために書かれたも

のではない。絶対的な真理は地上にはなく、より高い領

域で探さなければならないが、この取るに足りない、常

に回転している小さな地球の上にさえ、西洋哲学では夢

にも思われないことがまだあるのだと心の中で知ってい

る神智学徒、または読者に宛てられたものである。

　話を元に戻そう。したがってルソーがそうであったよ

うに、私たちの多くにとって「一般的な抽象的真理はあ

らゆる恵みの中で最も貴重」であるにもかかわらず、一

方で私たちは相対的真理に満足しなければならないので

ある。冷静に考えれば、私たちはせいぜい貧弱な人間で、

相対的な真理を前にしても、それが私たち自身や私たち

のちっぽけな先入観を食い尽くさないか、常に恐怖を感

じているのである。絶対的な真理については、私たちの

ほとんどは自転車に乗って月に到達するのと同じよう

に、それを見ることができない。第一に、絶対的な真理は、

マホメットの山のように不動のものであり、預言者のた

めに自らを乱すことを拒んだので、預言者は自らその山

に向かわなければならなかったからである。そして、も

し私たちが遠くからでもそれに近づこうとするならば、

彼の例に倣わなければならない。第二に、絶対的な真理

の世界はこの世のものではないのだが、私たちはあまり

にもこの世のものになりすぎているからである。そして

第三に、詩人の空想の中では人間は、

 

偽りが追放された地球上の特別な場所の名前を挙げてみ

てほしい。できないであろう。あなただけでなく他の誰

にも、 国民生活と社会生活のあらゆる部門で頂点に君臨

する虚偽の塊に、自分の一口を加える覚悟と決意がなけ

ればできないことである。カーライルはこう叫んだ。「真

理は、それ（真理）に従うことで天が私を押しつぶした

としても、偽りではない。たとえ天空のラバーランド

（Lubberland）全体が背教の褒美であったとしても」。

崇高な言葉である。しかし、19 世紀の今日、カーライ

ルのように考える人、語る勇気のある人がどれほどいる

だろうか。巨大で恐ろしい多数派は、「何もしない者た

ちの楽園」、無情な利己主義のペイ・ド・コカーニュ（桃

源郷）を好んでいないことがあろうか。ハリス夫人が糾

弾し、グランディ夫人が非難し、改宗者が彼女の殺人的

な舌によってバラバラに引き裂かれる拷問を受けないよ

うに、単なる臆病な恐怖から、あらゆる新しく不評な真

理の最も影のある輪郭の前に恐怖で身をよじるのは、こ

の大多数の人々なのである。

　無知から最初に生まれる「利己主義」、そして新しく

生まれたすべての幼児に、普遍的な魂とは別の新しい魂

が「創造」されると主張する教えの果実であるこの利己

主義は、個人の自我と真理の間の越えられない壁である。

それは人間のすべての悪徳の多産な母であり、嘘は偽り

の必要性から生まれ、偽善は嘘を覆い隠したいという願

望から生まれる。嘘は、あらゆる人間の心の中で歳月と

ともに成長し強化される菌であり、あらゆる良い感情を

食い尽くしている。利己主義は、私たちの本性にあるあ

らゆる高貴な衝動を殺し、その信奉者の不誠実や脱走を

恐れない唯一の神である。それゆえ、私たちは世界と、

いわゆる今どきの社会で、それが最高位に君臨している

のを目にするのである。その結果、私たちはこの闇の神

の「尊敬すべきもの」と呼ばれる、「にせもの」「ごまかし」

「虚偽」の三位一体の側面の下、この闇の神の中で生き、

動き、そして存在することになるのである。

　これは真理・事実なのか、それとも誹謗中傷なのか？ 

どちらにしても、社会の頂点から底辺に至るまで、あら

ゆる国家、あらゆる個人において、親愛なる自己のため

に欺瞞と偽善が働いていることに気づくだろう。しかし

国家は暗黙の了解で、政治における利己的な動機は「高

貴な国家的願望、愛国心」などと呼ぶことにしており、

市民は家庭内でそれを「家庭の美徳」と見なしているの

である。とはいえ利己主義は、領土の拡大や、隣人を犠

牲にしての商売の競争などの欲望を生むものであり、決

して美徳とはみなされない。私たちは、言葉巧みな「欺瞞」

と「武力」、すべての国際的なソロモン神殿のヤキンと

ボアズを知り、その正しい名前である「外交」と呼んで

いる。外交官は、国家の栄光と政治を支えるこの２本の

柱の前に低く頭を下げ、そのメーソンの象徴である「（狡

猾な）力において、この我が家は確立されるであろう」

を日々実践しているからだ。つまり、力では得られない

ものを欺瞞によって得ているからだ。外交官の資格であ

る「利益を確保する器用さまたは技術」は、他国を犠牲

にして自国のために、真実を語ることによってはほとん

ど達成できないが、狡猾で欺瞞に満ちた舌によってこそ

達成できる。したがって、『ルシファー』はこのような

行為を「生きている、そして明らかな嘘」と呼んでいる。

　しかし、慣習や利己主義が、ごまかしや嘘を美徳と呼

び、最もよく嘘をつく人に公共の像で報いることに同意

したのは、政治だけのことではない。社会のあらゆる階

層は、嘘の上に生きており、嘘がなければバラバラに壊

れてしまう。洗練されていて、神と法を重んじる貴族は、

平民と同様に禁断の果実が好きで、自分たちが「ちょっ

とした癖」と呼んで満足しているものを隠すために、一

日中嘘をつくことを強いられるが、「真理」はそれを重

大な不道徳と見なすのである。中流階級の社会は、偽り

の笑顔、偽りの言葉、相互の裏切りで埋め尽くされてい

る。大多数の人々にとって、宗教は精神的な信仰の亡骸

にかぶせられた薄っぺらなベールのようなものとなって

いる。主人は召使いを欺くために教会に行く。飢えた牧

師は、自分が信じられなくなった者を説教して、司教を

だまし、司教は自分の神を欺くのだ。政治や社会の日刊

紙は、ジョルジュ・ダンディンの不滅の問いかけである

“Lequel de nous deux trompe-t-on ici?"（私たちのど

ちらがここでだまされていますか？）をモットーにする

とよいだろう。かつて「真理」の救済の錨であった科学

でさえ、裸の事実の神殿であることをやめてしまった。

科学者たちは、自分の名前と名声に輝きを与えるような

個人的な趣味や新奇な理論を、同僚や一般大衆に受け入

れさせるために、ほとんど一心不乱に努力しているので

ある。科学者は、異教徒の土地で宣教師が、あるいは家

庭で説教師が、現代の地質学は嘘であり、進化は虚栄と

精神の悩みに過ぎないと信徒を説得するように、現代に

おける今の科学的仮説に不利な証拠を隠す用意ができて

いるのである。

　これが西暦 1888 年の実際の状況であるが、しかしあ

る新聞社は、この年を悲観的に見ていると私たちを咎め

ている。

　嘘がこれほどまでに広まったのは、それが習慣や慣例

に支えられているからであり、年表でさえも人々に嘘を

強要しているのである。ユダヤ人と異教徒、ヨーロッパ

とさらにアジアの地で、唯物論者と不可知論者が自国の

キリスト教徒と同様に、年号の後に付ける西暦と紀元は、

別の嘘を認可するために使われる嘘である。

　では、相対的な真理はどこにあるのだろうか。デモク

リトスの世紀までさかのぼれば、女神が井戸の底に横た

わり、その深さゆえに女神が解放される望みはほとんど

なかったというのに、現在の状況下では、少なくとも月

の見えない裏側のように遠くに隠れていると信じる権利

があるのである。このためか、隠された真理の信奉者は

皆、すぐに精神異常者とされる。しかし『ルシファー』は、

いかなる場合にも、またいかなる脅威にも屈することな

く、普遍的に黙認され、一般に行われている嘘に迎合す

ることを強いられることなく、純粋かつ単純に事実を守

り、いかなる場合にも、またいかなる卑怯な仮面の下に

も真理を告げようとする。偏見と不寛容は、正統派で健

全な方針と見なされ、真理を犠牲にして社会的偏見と個

人的趣味を奨励することは、出版物の成功を確保するた

めに追求すべき賢明な道と見なされるかもしれない。そ

のようにしよう。『ルシファー』の編集者は神智学徒で

あり、そのモットーは次のように決められている。Vera 

pro gratiis.（慈悲のための真理）。

　彼ら（『ルシファー』の編集者）は、『ルシファー』が

真理という女神に捧げた酒と生け贄が、マスコミの支配

者たちの鼻に甘い香ばしい煙を送るわけでもなく、輝く

「朝の子」が彼らの鼻孔で甘い香りを放つわけでもない

ことをよく理解しているのである。彼は、veritas 

odium paret（憎しみは真理に従う）と罵倒されるか、

そうでなければ無視される。友人たちでさえも、彼の欠

点を見つけ始めている。なぜそれが純粋に神智学的な雑

誌であってはならないのか、言い換えれば、なぜそれが

独断的で偏屈であることを拒否するのかがわからないの

である。神智学やオカルトの教えに寸分の隙も与えず、

「最もグロテスクな異質な要素や矛盾する教義の出版に

ページを開いている」のである。これが主な非難であり、

それに対して我々はこう答える。なぜいけないのか？ 神

智学は神聖な知識であり、知識は真理である。あらゆる

真実、あらゆる誠実な言葉は、このように神智学の一部

であり、一塊りである。神聖な錬金術に熟練した者、あ

るいは真理を認識する才能に恵まれた者は、正しい文か

らと同様に誤った文からも真理を見出し、引き出すこと

ができる。1 トンのゴミの中から失われた金の粒子がい

かに小さくても、それは依然として貴金属であり、多少

の余分な手間を代償にしても掘り出す価値がある。これ

まで述べてきたように、あるものが何ではないかを知る

ことは、それが何であるかを知ることと同じくらい有益

であることが多い。平均的な読者には、宗派的（分派的）

な出版物の中に賛否両論のあらゆる側面を持つ事実を見

出すことはほとんど期待できない。なぜなら、その表現

はどちらかに偏り、編集者の特別な方針が向けられた側

に天秤が傾くようになることは確実だからである。神智

学誌はこのように、たとえおおよその真理と事実だけで

あるとしても、偏りのないものを見つけることを期待で

きる、おそらく唯一の出版物なのである。神智学雑誌は

したがって、おそらく人が、どんな場合でも、偏りのない、

まだおおよその真理と事実しかないとしても、それを見

つけることを望むことができる唯一の出版物なのであ

る。

　『ルシファー』には、哲学的、宗教的な見解が排除さ

れていないため、裸の真実がさまざまな側面から映し出

されている。そして、あらゆる哲学や宗教が、いかに不

完全で、不満足で、時には愚かであっても、何らかの真

理や事実に基づいているはずであるから、読者はそこで

論じられたいくつかの哲学を比較し、分析し、選択する

機会があるのである。『ルシファー』は、その限られた

スペースが許す限り、一つの普遍的な宝石の多くの面を

提供し、読者に言う。「今日あなた方は誰に仕えるか選

ことを拒否しているのである。しかし、比較のために可

能な限り広い余白を残しておきながら、我々の反対者た

ちは、もし神智学の見解と対照的であれば、その最も顕

著な特徴に対する指摘や正当な批判なしに、我々の『ル

シファー』の澄んだ水に自分の顔を映し出すことは望め

ないのである。

　しかし、これは出版雑誌の表紙の内側だけで、哲学的

真理の単なる知的側面に関する限りにおいてである。よ

り深い精神的、宗教的な信念については、真のセオソフィ

ストが公開討論に付すことでその品位を落とすようなこ

とがあってはならず、むしろ、自分の最も奥深い魂の聖

域の奥深くに大切に隠しておくべきものである。そのよ

うな信念（信仰）や教義は、無関心な人々や批判的な人々

の乱暴な扱いによって、避けられない冒涜の危険がある

ため、決して軽率に公表してはならない。また、一般大

衆の思考する部分の考察に提供される仮説として以外

は、いかなる出版物にも具現化されるべきではない。神

智学的真理は、それがある種の思索の限界を超えるとき、

一般の人々の視界から隠されたままであるほうがよい。

それは「聖なる場所」、すなわち非人格的な神の自我、

あるいは内在する「自己」の神殿の外に引きずり出され

るべきものではない。なぜなら、その知覚の外にあるす

べての事実は、私たちが示したように、せいぜい相対的

な真理に過ぎないのだが、絶対的な真実からの光線はそ

れ自身の炎、私たちの最高の霊的意識の、純粋な鏡の中

にのみ自らを映し出すことができるからである。そして、

（幻影の）闇は、その中で輝く光をどのように理解する

ことができるだろうか。

(『ルシファー』1888 年 2月号より）。

「天の技が作り上げたすべての完全性の抽象化されたも

の」

 

であるにもかかわらず、現実には異常（変則）とパラドッ

クスの残念な束であり、自分の重要性を膨らませた空の

風袋（ふいご）であり、矛盾した、影響されやすい意見

を持っている。人は同時に傲慢で弱い生き物であり、地

上あるいは天上の権威を常に恐れているにもかかわら

ず、それでも

 

「怒った猿のように、高い天の前でそのような幻想的な

トリックを演じて、天使を泣かせる」

 

だろう。

 

　さて、真理は多面体の宝石であり、そのすべての面を

一度に認識することは不可能である。そしてまた、どん

なに真理を見極めたいと思っている人でも、その面の一

つさえ同じように見ることはできないのだから、それを

認識するために何をしたらよいのだろうか。肉体的な人

間は、あらゆる側面からの幻覚（幻影）によって制限され、

束縛されているので、地上的な知覚の光によって真理に

到達することはできない。デルポイの神託が「人よ、汝

自身を知れ」と問うときから、これほど偉大で重要な真

理は教えられなくなった。このような知覚がなければ、

人間は絶対的な真理はおろか、多くの相対的な真理さえ

も見えないままであろう。人間は自分自身を知ること、

すなわち決して欺くことのない内的知覚を獲得しなけれ

ば、いかなる絶対的真理をも習得することはできないの

である。絶対的な真理は永遠の象徴であり、有限の心が

永遠を把握することはできず、それゆえ、その完全な真

理が明かされることはない。人間がそれを見たり感じた

りする状態に到達するためには、外的な土でできた人間

の感覚を麻痺させなければならない。これは困難な作業

であると言わざるを得ないし、ほとんどの人は、この分

では相対的な真理で満足することを望むに違いない。し

かし地上的な真理にさえ近づくにはまず、それ自体のた

めに真理を愛することが必要である。そうでなければ真

理を認識することはできないからである。この時代、誰

が真理を自分のために愛しているのだろうか。真理を求

め、受け入れ、実行する覚悟のある人がどれほどいるだ

ろうか。この社会では、成功するためには何でも、現実

ではなく見かけの上に、本質的な価値ではなく自己主張

の上に、築かれなければならない。私たちは、真理を受

け止めることの難しさを十分に承知している。公正な天

女は、（彼女にとって）気の合う土壌つまり純粋な霊的

意識に照らされた、公平で偏見のない心の土壌にのみ降

り立つが、これらは両方とも文明国には本当に稀な住人

なのである。蒸気や電気の世紀には、人間はほとんど考

える暇もないほど猛スピードで生きており、慣習や型に

はまったプロクルステス（Procrustes）のベッドに釘付

けにされ、ゆりかごから墓場まで流されるのが常である。

現在の慣習とは、純粋で単純なもので、生まれつき嘘を

つくことである。なぜなら慣習はあらゆる場合において、

「受け取った基準に従った感情の見せかけ」（F・W・ロバー

トソンの定義）であり、見せかけがあるところでは、い

かなる真理もあり得ないからである。バイロンが言った

「真理は深みにある宝石である。一方、この世の表面では、

すべてのものが慣習という偽りの秤によって量られてい

る」という言葉が、どれほど深いものであるかは、この

ような社会慣習主義の息苦しい空気の中で生きることを

強いられ、学ぶ意欲と不安があっても、社会という猛々

しいモロク（訳注：セム族の神 ; その礼拝で，神をなだ

めるために親が自分の子供をいけにえにした . cf.〘聖書

〙 Lev.18：21; 2Kings 23：10; Jer.32：35.）を恐れて、

憧れの真実を受け入れることを敢えてしない人たちに最

もよくわかることだろう。

　読者よ、あなたの周りを見よ。世界的に有名な旅行者

の記録を研究し、文学者の共同観察、科学や統計のデー

タを思い出してほしい。現代社会、現代政治、現代宗教、

現代生活全般を心の眼に描いてみてほしい。太陽の下、

あらゆる文化的な民族や国家のやり方や習慣を思い出そ

う。ヨーロッパ、アメリカ、さらには極東や植民地など、

白人がいわゆる文明の「恩恵」を携えてきたあらゆる場

所の文明の中心地における人々の行いや道徳的態度を観

察せよ。そして今、これらすべてを見直した上で、立ち

止まって考え、できるならばその祝福されたエルドラド

（黄金郷）、つまり、「真理」が名誉ある客であり、嘘と

ぶがよい。人間の推理力と神聖な知識を水没させた洪水

の向こう側にいた神々か、習慣と社会的虚偽のアモリ人

（訳注：シリア・パレスティナ地方に住んだセム系遊牧民；

Gen 10：16）の神々か、はたまた（最高の）自己の主、

すなわち幻影の暗い力を破壊する輝く破壊者か、を」。

確かに、人間の不幸の総計を増やすのではなく、減らす

傾向のある哲学こそ、最良のものである。

　いずれにせよ、選択肢はそこにあり、この目的のため

にのみ、私たちはあらゆる種類の寄贈者にこのページを

開いているのである。したがって、神とキリストを信じ

ながら、野心的で高慢な教会の邪悪な解釈と強制的な教

義を拒否するキリスト教聖職者の見解や、神と魂と不死

を否定し、自分自身しか信じないヒイロ・イデアリスト

の教義が、この中に見出される。そう、私たちに対する

嘲笑や個人的な発言、私たちにとって大切な神智学の教

義に対する罵倒で、この雑誌のページを埋めることに躊

躇しない人たちでさえもである。無神論者が主宰する自

由思想誌が、神秘主義者やセオソフィストのオカルト的

見解やパラブラフマンの謎を賞賛する記事を挿入し、そ

れに対してほんの少しくだけた論評を加えたとき、ルシ

ファーはライバルを発見したと言えるであろう。キリス

ト教の定期刊行物や宣教団体が、自由思想家のペンから

アダムとその肋骨に対する信仰を揶揄する記事を受け入

れ、その編集者の信仰であるキリスト教に対する批判を

静かな沈黙のうちに通過させるとき、それは『ルシ

ファー』に値するものとなり、神智学の出版物と同じレ

ベルに置かれることができる許容性の程度に到達したと

本当に言えるかもしれないのである。

　しかし、これらの機関誌のどれもがそのようなことを

しない限り、彼らはすべて宗派的で、偏屈で、不寛容で

あり、真理と正義という考えを持つことはできない。『ル

シファー』やその編集者たちに対して陰口を叩くことは

あっても、どちらにも影響を与えることはできない。実

際、その雑誌の編集者たちは、神智学の中に偏見やいか

なる種類の傲慢さも全くないことの証人であり、それが

説く教義の神聖な美しさの結果であるとして、そうした

批判や非難を誇りに感じているのである。なぜなら神智

学は、前述のように、すべての人に聴聞と公平な機会を

与えているからです。神智学はいかなる見解も…誠実で

あれば…完全に真理を欠いているとはみなさない。神智

学は、考える人間がどのような思想階級に属していよう

とも、それを尊重する。哲学に利益をもたらすことなく

混乱を引き起こすだけの思想や見解に反対する用意が常

にあり、その解説者が個人的に好きなことを信じるよう

にし、彼らの考えが良いものであれば、それを正当化す

るのである。実際、ある哲学者の結論や推論が、私たち

の見解や私たちが説く教えに全く反対であっても、その

前提や事実の記述は極めて正しく、たとえ私たち自身が

それを拒否したとしても、より高度で真理に近いものを

持っていると信じて、他の人々がその反対側の哲学に

よって利益を得るかもしれないのである。いずれにせよ、

私たちの信仰の公言は今や明白であり、前述のページで

述べたことはすべて、私たちの編集方針を正当化し、説

明するものでもある。

　絶対的真理と相対的真理について考えをまとめると、

前に述べたことを繰り返すだけである。人間は、普遍的

な心（マインド）と一体となっている、ある種の高度に

精神的で高められた心の状態の外では、つまりこの地上

では、どんな哲学や宗教からも相対的な真理しか得るこ

とができない。井戸の底に住む女神でさえ、監禁されて

いる場所から出ることができたとしても、人間が同化で

きる以上のものは人間に与えられない。一方、誰もがそ

の井戸…その名は「知識」…の近くに座り、その深淵を

見つめ、少なくとも暗い水面に映る真理の美しい姿を見

ようとすることができる。しかし、リヒターが指摘した

ように、これはある種の危険性をはらんでいる。確かに、

ある種の真理は、鏡のように私たちが見つめる場所に時

折映し出され、忍耐強い学習者に報いてくれるかもしれ

ない。しかし，このドイツの思想家は，「哲学者の中には，

真理に敬意を表するために，水の中に自分の姿を見て，

代わりにそれを崇拝した者がいると聞いたことがある」

と付け加えた。. . . .

　このような災難、宗教的あるいは哲学的な学派の創始

者のすべてに降りかかっているものを避けるために、編

集者たちは、自分たちの個人的な頭脳に反映される真理

だけを読者に提供しないように細心の注意を払っている

のである。編集者たちは一般大衆に幅広い選択肢を提供

し、宗派主義の道の主な目印である偏見と不寛容を示す



　「真理とは何か」

H・P・ブラヴァツキー

 

　真理は自然の声であり、時の声である。真理はわれわ

れの中の驚くべきスクリーン（モニター）であり、それ

なしにはありえない。それ（真理）は星々から、黄金の

太陽から、そして吹くすべての風からやってくる。. . .  

W・トンプソン・ベーコン

・・・公明正大な真理の不滅の太陽

それは時々雲に隠れ、その光は太陽自体に欠陥があるわ

けではなく、見えなくなっているのだ

私の薄弱な先入観と不完全な信仰によって

そして善の成長を妨げる一千もの原因によって。・・・

ハンナ・モア

 

　キリスト教会の主張がほぼ正しいのであれば、ピラト

は「真理とは何か」と、それを知っているはずの人物に

尋ねた。しかし、その人（イエス）は黙っていた。そして、

イエスが明かさなかった真理は、ローマ総督と同様に、

後の信奉者たちにも明かされないままであった。しかし

イエスの沈黙は、この時も他の時も、彼の信奉者たちが

究極的で絶対的な真理そのものを受け取ったかのように

振る舞うのを妨げるものではない。そして真理の一部を

含むような智慧の言葉だけが彼らに与えられたという事

実を無視することから、それ自体はたとえ話や、美しい

けれども暗いことわざの中に隠されていたのである。

 

　この方針は、しだいに教条主義や断定へとつながって

いった。教会における教条主義、科学における教条主義、

どこもかしこも教条主義である。抽象的な世界ではぼん

やりとしか認識できない真理が、物質の世界で観察や実

験から推測される真理のように、神の啓示や科学の権威

という形で、忙しくて自分で考えることができない不敬

な人々に押しつけられるのである。しかし、ソクラテス

とピラトの時代から、全面的な否定の現代に至るまで、

同じ疑問が突きつけられている。理性は「ありえない」

と答える。人間自身のように有限で条件付きの世界では、

いかなる主題についても絶対的な真理が存在する余地は

ないのである。しかし、相対的な真理は存在し、私たち

はそれを最大限に活用しなければならない。

　いつの時代にも、絶対的なものを極めながら、相対的

な真理しか教えられない賢者はいた。私たちの人種で死

すべき女から生まれた者はまだ誰も、他の人間に完全で

究極的な真理を教えていないし、教えることもできな

かったからである。２人の人の心が完全に同じであるこ

とはあり得ないので、それぞれがその能力に応じて、自

分自身を通して最高の光明を受けなければならず、人間

の光ではない光からは受けられないのである。生きてい

る最も偉大な熟練者（アデプト）は、普遍的な真理を、

それを印象づける心が同化できる程度にしか明らかにで

きず、それ以上にはできないのである。Tot homines, 

quot sententiae （人の数だけ意見がある）は、不滅の真

理である。太陽は一つだが、その光線は無数である。そ

して、その光線が照らす対象の性質や体質によって、生

じる効果は有益にも悪意にもなる。極性は普遍的なもの

だが、偏光子は私たち自身の意識の中にある。意識が絶

対的な真理に向かって高められるのに比例して、私たち

人間は多かれ少なかれ絶対的に真理に同化する。しかし、

人間の意識はまた、地球のヒマワリに過ぎない。暖かい

光線にあこがれ、植物はただ太陽の方を向き、手の届か

ない光線の進路を追って、ぐるぐると動くことしかでき

ない。その根は土にしっかりと固定され、人生の半分は

影の中で過ごす。……

　しかし、私たち一人ひとりは、この地球上にいても、

真理の太陽に相対的に到達し、その最も暖かく直接的な

光線を、たとえそれが宇宙の物理的粒子を通過する長い

旅を経て分化したとしても、同化させることができる。

そのためには２つの方法がある。物質的な面で、私たち

は自分の心的なポラリスコープ（偏光器）を使用するこ

とができ、そして各光線の特性を分析し、最も純粋なも

のを選択する。霊性の面では、真実の太陽に到達するた

めに、私たちは自分のより高い性質の発達のために真剣

に働かなければならない。心は、その媒体や乗り物、有

機体の脳に依存し、不可分である。私たちは自分自身の

中で徐々に低い人格の本能的欲望を麻痺させ、それに

よって純粋に生理的な心の声を枯らすことを知ってい

る。私たちの中で動物人間は、霊的人間のための場所を

作ることができる。そして、いったん潜在的な状態から

呼び起こされると、最高の霊的な感覚と知覚が私たちの

中で比例して成長し、「神聖な人間」と同等に発達する

のである。これは、東洋のヨギや西洋の神秘主義者といっ

た偉大な熟達者（アデプト）たちが、常に行ってきたこ

とであり、今も行っていることである。

　しかし私たちはまた、少数の例外を除いて世の中のど

んな人間も、どんな唯物論者も、そうしたアデプトの存

在や、そうした精神的・霊的発達の可能性さえも決して

信じないことを知っているのだ。（古代の）愚か者は心

の中で「神はいない」と言い、現代人は「地上には高尚

な人はいない、あなたの病んだ空想の産物である」と言

う。このことを知っている私たちは、トーマス・ディディ

モスのタイプの読者を安心させようと急いだ。この雑誌

の中で、もっと自分に合った読み物、例えば、さまざま

な作家による「物質的唯心論」に関する雑多な論文に目

を向けていただけるよう、お願いする次第である。

　（例えば、同じ「哲学」の「自己中心主義」の記事へ、

あるいはまた、この号にある「物質的唯心論者」のピラ

ミッドの頂点に対する記事を読んでほしい。これは、問

題の学校の学識ある創設者が、われわれの過ちに対して

抗議した手紙である。彼は、無神論と唯物論の問題で、

われわれが自分の名前をハーバート・スペンサー、ダー

ウィン、ハックスレーなどの名前と「結合」させている

ことに不満を述べている。心理学と物理学の分野でのこ

れらの光は、あまりにもちらつき、あまりにも「妥協」

的で弱く、無神論者や無宗教者とさえ呼ぶに値すると、

ルインズ博士は考えているようだからである。複コラム

の「通信」、および「魔王（敵対者）」による返信を参照）。

　と言うのも「ルシファー」誌は、どのような「思想」

の読者にも満足していただけるよう、また、神道家と無

神論者、神秘主義者と不可知論者、キリスト教徒と異教

徒に対して等しく公平な立場を示しているからである。

編集者の論説、『道の光』についての論評など、そのよ

うな記事もある。これらは唯物論者のために書かれたも

のではない。絶対的な真理は地上にはなく、より高い領

域で探さなければならないが、この取るに足りない、常

に回転している小さな地球の上にさえ、西洋哲学では夢

にも思われないことがまだあるのだと心の中で知ってい

る神智学徒、または読者に宛てられたものである。

　話を元に戻そう。したがってルソーがそうであったよ

うに、私たちの多くにとって「一般的な抽象的真理はあ

らゆる恵みの中で最も貴重」であるにもかかわらず、一

方で私たちは相対的真理に満足しなければならないので

ある。冷静に考えれば、私たちはせいぜい貧弱な人間で、

相対的な真理を前にしても、それが私たち自身や私たち

のちっぽけな先入観を食い尽くさないか、常に恐怖を感

じているのである。絶対的な真理については、私たちの

ほとんどは自転車に乗って月に到達するのと同じよう

に、それを見ることができない。第一に、絶対的な真理は、

マホメットの山のように不動のものであり、預言者のた

めに自らを乱すことを拒んだので、預言者は自らその山

に向かわなければならなかったからである。そして、も

し私たちが遠くからでもそれに近づこうとするならば、

彼の例に倣わなければならない。第二に、絶対的な真理

の世界はこの世のものではないのだが、私たちはあまり

にもこの世のものになりすぎているからである。そして

第三に、詩人の空想の中では人間は、

 

偽りが追放された地球上の特別な場所の名前を挙げてみ

てほしい。できないであろう。あなただけでなく他の誰

にも、 国民生活と社会生活のあらゆる部門で頂点に君臨

する虚偽の塊に、自分の一口を加える覚悟と決意がなけ

ればできないことである。カーライルはこう叫んだ。「真

理は、それ（真理）に従うことで天が私を押しつぶした

としても、偽りではない。たとえ天空のラバーランド

（Lubberland）全体が背教の褒美であったとしても」。

崇高な言葉である。しかし、19 世紀の今日、カーライ

ルのように考える人、語る勇気のある人がどれほどいる

だろうか。巨大で恐ろしい多数派は、「何もしない者た

ちの楽園」、無情な利己主義のペイ・ド・コカーニュ（桃

源郷）を好んでいないことがあろうか。ハリス夫人が糾

弾し、グランディ夫人が非難し、改宗者が彼女の殺人的

な舌によってバラバラに引き裂かれる拷問を受けないよ

うに、単なる臆病な恐怖から、あらゆる新しく不評な真

理の最も影のある輪郭の前に恐怖で身をよじるのは、こ

の大多数の人々なのである。

　無知から最初に生まれる「利己主義」、そして新しく

生まれたすべての幼児に、普遍的な魂とは別の新しい魂

が「創造」されると主張する教えの果実であるこの利己

主義は、個人の自我と真理の間の越えられない壁である。

それは人間のすべての悪徳の多産な母であり、嘘は偽り

の必要性から生まれ、偽善は嘘を覆い隠したいという願

望から生まれる。嘘は、あらゆる人間の心の中で歳月と

ともに成長し強化される菌であり、あらゆる良い感情を

食い尽くしている。利己主義は、私たちの本性にあるあ

らゆる高貴な衝動を殺し、その信奉者の不誠実や脱走を

恐れない唯一の神である。それゆえ、私たちは世界と、

いわゆる今どきの社会で、それが最高位に君臨している

のを目にするのである。その結果、私たちはこの闇の神

の「尊敬すべきもの」と呼ばれる、「にせもの」「ごまかし」

「虚偽」の三位一体の側面の下、この闇の神の中で生き、

動き、そして存在することになるのである。

　これは真理・事実なのか、それとも誹謗中傷なのか？ 

どちらにしても、社会の頂点から底辺に至るまで、あら

ゆる国家、あらゆる個人において、親愛なる自己のため

に欺瞞と偽善が働いていることに気づくだろう。しかし

国家は暗黙の了解で、政治における利己的な動機は「高

貴な国家的願望、愛国心」などと呼ぶことにしており、

市民は家庭内でそれを「家庭の美徳」と見なしているの

である。とはいえ利己主義は、領土の拡大や、隣人を犠

牲にしての商売の競争などの欲望を生むものであり、決

して美徳とはみなされない。私たちは、言葉巧みな「欺瞞」

と「武力」、すべての国際的なソロモン神殿のヤキンと

ボアズを知り、その正しい名前である「外交」と呼んで

いる。外交官は、国家の栄光と政治を支えるこの２本の

柱の前に低く頭を下げ、そのメーソンの象徴である「（狡

猾な）力において、この我が家は確立されるであろう」

を日々実践しているからだ。つまり、力では得られない

ものを欺瞞によって得ているからだ。外交官の資格であ

る「利益を確保する器用さまたは技術」は、他国を犠牲

にして自国のために、真実を語ることによってはほとん

ど達成できないが、狡猾で欺瞞に満ちた舌によってこそ

達成できる。したがって、『ルシファー』はこのような

行為を「生きている、そして明らかな嘘」と呼んでいる。

　しかし、慣習や利己主義が、ごまかしや嘘を美徳と呼

び、最もよく嘘をつく人に公共の像で報いることに同意

したのは、政治だけのことではない。社会のあらゆる階

層は、嘘の上に生きており、嘘がなければバラバラに壊

れてしまう。洗練されていて、神と法を重んじる貴族は、

平民と同様に禁断の果実が好きで、自分たちが「ちょっ

とした癖」と呼んで満足しているものを隠すために、一

日中嘘をつくことを強いられるが、「真理」はそれを重

大な不道徳と見なすのである。中流階級の社会は、偽り

の笑顔、偽りの言葉、相互の裏切りで埋め尽くされてい

る。大多数の人々にとって、宗教は精神的な信仰の亡骸

にかぶせられた薄っぺらなベールのようなものとなって

いる。主人は召使いを欺くために教会に行く。飢えた牧

師は、自分が信じられなくなった者を説教して、司教を

だまし、司教は自分の神を欺くのだ。政治や社会の日刊

紙は、ジョルジュ・ダンディンの不滅の問いかけである

“Lequel de nous deux trompe-t-on ici?"（私たちのど

ちらがここでだまされていますか？）をモットーにする

とよいだろう。かつて「真理」の救済の錨であった科学

でさえ、裸の事実の神殿であることをやめてしまった。

科学者たちは、自分の名前と名声に輝きを与えるような

個人的な趣味や新奇な理論を、同僚や一般大衆に受け入
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れさせるために、ほとんど一心不乱に努力しているので

ある。科学者は、異教徒の土地で宣教師が、あるいは家

庭で説教師が、現代の地質学は嘘であり、進化は虚栄と

精神の悩みに過ぎないと信徒を説得するように、現代に

おける今の科学的仮説に不利な証拠を隠す用意ができて

いるのである。

　これが西暦 1888 年の実際の状況であるが、しかしあ

る新聞社は、この年を悲観的に見ていると私たちを咎め

ている。

　嘘がこれほどまでに広まったのは、それが習慣や慣例

に支えられているからであり、年表でさえも人々に嘘を

強要しているのである。ユダヤ人と異教徒、ヨーロッパ

とさらにアジアの地で、唯物論者と不可知論者が自国の

キリスト教徒と同様に、年号の後に付ける西暦と紀元は、

別の嘘を認可するために使われる嘘である。

　では、相対的な真理はどこにあるのだろうか。デモク

リトスの世紀までさかのぼれば、女神が井戸の底に横た

わり、その深さゆえに女神が解放される望みはほとんど

なかったというのに、現在の状況下では、少なくとも月

の見えない裏側のように遠くに隠れていると信じる権利

があるのである。このためか、隠された真理の信奉者は

皆、すぐに精神異常者とされる。しかし『ルシファー』は、

いかなる場合にも、またいかなる脅威にも屈することな

く、普遍的に黙認され、一般に行われている嘘に迎合す

ることを強いられることなく、純粋かつ単純に事実を守

り、いかなる場合にも、またいかなる卑怯な仮面の下に

も真理を告げようとする。偏見と不寛容は、正統派で健

全な方針と見なされ、真理を犠牲にして社会的偏見と個

人的趣味を奨励することは、出版物の成功を確保するた

めに追求すべき賢明な道と見なされるかもしれない。そ

のようにしよう。『ルシファー』の編集者は神智学徒で

あり、そのモットーは次のように決められている。Vera 

pro gratiis.（慈悲のための真理）。

　彼ら（『ルシファー』の編集者）は、『ルシファー』が

真理という女神に捧げた酒と生け贄が、マスコミの支配

者たちの鼻に甘い香ばしい煙を送るわけでもなく、輝く

「朝の子」が彼らの鼻孔で甘い香りを放つわけでもない

ことをよく理解しているのである。彼は、veritas 

odium paret（憎しみは真理に従う）と罵倒されるか、

そうでなければ無視される。友人たちでさえも、彼の欠

点を見つけ始めている。なぜそれが純粋に神智学的な雑

誌であってはならないのか、言い換えれば、なぜそれが

独断的で偏屈であることを拒否するのかがわからないの

である。神智学やオカルトの教えに寸分の隙も与えず、

「最もグロテスクな異質な要素や矛盾する教義の出版に

ページを開いている」のである。これが主な非難であり、

それに対して我々はこう答える。なぜいけないのか？ 神

智学は神聖な知識であり、知識は真理である。あらゆる

真実、あらゆる誠実な言葉は、このように神智学の一部

であり、一塊りである。神聖な錬金術に熟練した者、あ

るいは真理を認識する才能に恵まれた者は、正しい文か

らと同様に誤った文からも真理を見出し、引き出すこと

ができる。1 トンのゴミの中から失われた金の粒子がい

かに小さくても、それは依然として貴金属であり、多少

の余分な手間を代償にしても掘り出す価値がある。これ

まで述べてきたように、あるものが何ではないかを知る

ことは、それが何であるかを知ることと同じくらい有益

であることが多い。平均的な読者には、宗派的（分派的）

な出版物の中に賛否両論のあらゆる側面を持つ事実を見

出すことはほとんど期待できない。なぜなら、その表現

はどちらかに偏り、編集者の特別な方針が向けられた側

に天秤が傾くようになることは確実だからである。神智

学誌はこのように、たとえおおよその真理と事実だけで

あるとしても、偏りのないものを見つけることを期待で

きる、おそらく唯一の出版物なのである。神智学雑誌は

したがって、おそらく人が、どんな場合でも、偏りのない、

まだおおよその真理と事実しかないとしても、それを見

つけることを望むことができる唯一の出版物なのであ

る。

　『ルシファー』には、哲学的、宗教的な見解が排除さ

れていないため、裸の真実がさまざまな側面から映し出

されている。そして、あらゆる哲学や宗教が、いかに不

完全で、不満足で、時には愚かであっても、何らかの真

理や事実に基づいているはずであるから、読者はそこで

論じられたいくつかの哲学を比較し、分析し、選択する

機会があるのである。『ルシファー』は、その限られた

スペースが許す限り、一つの普遍的な宝石の多くの面を

提供し、読者に言う。「今日あなた方は誰に仕えるか選

ことを拒否しているのである。しかし、比較のために可

能な限り広い余白を残しておきながら、我々の反対者た

ちは、もし神智学の見解と対照的であれば、その最も顕

著な特徴に対する指摘や正当な批判なしに、我々の『ル

シファー』の澄んだ水に自分の顔を映し出すことは望め

ないのである。

　しかし、これは出版雑誌の表紙の内側だけで、哲学的

真理の単なる知的側面に関する限りにおいてである。よ

り深い精神的、宗教的な信念については、真のセオソフィ

ストが公開討論に付すことでその品位を落とすようなこ

とがあってはならず、むしろ、自分の最も奥深い魂の聖

域の奥深くに大切に隠しておくべきものである。そのよ

うな信念（信仰）や教義は、無関心な人々や批判的な人々

の乱暴な扱いによって、避けられない冒涜の危険がある

ため、決して軽率に公表してはならない。また、一般大

衆の思考する部分の考察に提供される仮説として以外

は、いかなる出版物にも具現化されるべきではない。神

智学的真理は、それがある種の思索の限界を超えるとき、

一般の人々の視界から隠されたままであるほうがよい。

それは「聖なる場所」、すなわち非人格的な神の自我、

あるいは内在する「自己」の神殿の外に引きずり出され

るべきものではない。なぜなら、その知覚の外にあるす

べての事実は、私たちが示したように、せいぜい相対的

な真理に過ぎないのだが、絶対的な真実からの光線はそ

れ自身の炎、私たちの最高の霊的意識の、純粋な鏡の中

にのみ自らを映し出すことができるからである。そして、

（幻影の）闇は、その中で輝く光をどのように理解する

ことができるだろうか。

(『ルシファー』1888 年 2月号より）。

「天の技が作り上げたすべての完全性の抽象化されたも

の」

 

であるにもかかわらず、現実には異常（変則）とパラドッ

クスの残念な束であり、自分の重要性を膨らませた空の

風袋（ふいご）であり、矛盾した、影響されやすい意見

を持っている。人は同時に傲慢で弱い生き物であり、地

上あるいは天上の権威を常に恐れているにもかかわら

ず、それでも

 

「怒った猿のように、高い天の前でそのような幻想的な

トリックを演じて、天使を泣かせる」

 

だろう。

 

　さて、真理は多面体の宝石であり、そのすべての面を

一度に認識することは不可能である。そしてまた、どん

なに真理を見極めたいと思っている人でも、その面の一

つさえ同じように見ることはできないのだから、それを

認識するために何をしたらよいのだろうか。肉体的な人

間は、あらゆる側面からの幻覚（幻影）によって制限され、

束縛されているので、地上的な知覚の光によって真理に

到達することはできない。デルポイの神託が「人よ、汝

自身を知れ」と問うときから、これほど偉大で重要な真

理は教えられなくなった。このような知覚がなければ、

人間は絶対的な真理はおろか、多くの相対的な真理さえ

も見えないままであろう。人間は自分自身を知ること、

すなわち決して欺くことのない内的知覚を獲得しなけれ

ば、いかなる絶対的真理をも習得することはできないの

である。絶対的な真理は永遠の象徴であり、有限の心が

永遠を把握することはできず、それゆえ、その完全な真

理が明かされることはない。人間がそれを見たり感じた

りする状態に到達するためには、外的な土でできた人間

の感覚を麻痺させなければならない。これは困難な作業

であると言わざるを得ないし、ほとんどの人は、この分

では相対的な真理で満足することを望むに違いない。し

かし地上的な真理にさえ近づくにはまず、それ自体のた

めに真理を愛することが必要である。そうでなければ真

理を認識することはできないからである。この時代、誰

が真理を自分のために愛しているのだろうか。真理を求

め、受け入れ、実行する覚悟のある人がどれほどいるだ

ろうか。この社会では、成功するためには何でも、現実

ではなく見かけの上に、本質的な価値ではなく自己主張

の上に、築かれなければならない。私たちは、真理を受

け止めることの難しさを十分に承知している。公正な天

女は、（彼女にとって）気の合う土壌つまり純粋な霊的

意識に照らされた、公平で偏見のない心の土壌にのみ降

り立つが、これらは両方とも文明国には本当に稀な住人

なのである。蒸気や電気の世紀には、人間はほとんど考

える暇もないほど猛スピードで生きており、慣習や型に

はまったプロクルステス（Procrustes）のベッドに釘付

けにされ、ゆりかごから墓場まで流されるのが常である。

現在の慣習とは、純粋で単純なもので、生まれつき嘘を

つくことである。なぜなら慣習はあらゆる場合において、

「受け取った基準に従った感情の見せかけ」（F・W・ロバー

トソンの定義）であり、見せかけがあるところでは、い

かなる真理もあり得ないからである。バイロンが言った

「真理は深みにある宝石である。一方、この世の表面では、

すべてのものが慣習という偽りの秤によって量られてい

る」という言葉が、どれほど深いものであるかは、この

ような社会慣習主義の息苦しい空気の中で生きることを

強いられ、学ぶ意欲と不安があっても、社会という猛々

しいモロク（訳注：セム族の神 ; その礼拝で，神をなだ

めるために親が自分の子供をいけにえにした . cf.〘聖書

〙 Lev.18：21; 2Kings 23：10; Jer.32：35.）を恐れて、

憧れの真実を受け入れることを敢えてしない人たちに最

もよくわかることだろう。

　読者よ、あなたの周りを見よ。世界的に有名な旅行者

の記録を研究し、文学者の共同観察、科学や統計のデー

タを思い出してほしい。現代社会、現代政治、現代宗教、

現代生活全般を心の眼に描いてみてほしい。太陽の下、

あらゆる文化的な民族や国家のやり方や習慣を思い出そ

う。ヨーロッパ、アメリカ、さらには極東や植民地など、

白人がいわゆる文明の「恩恵」を携えてきたあらゆる場

所の文明の中心地における人々の行いや道徳的態度を観

察せよ。そして今、これらすべてを見直した上で、立ち

止まって考え、できるならばその祝福されたエルドラド

（黄金郷）、つまり、「真理」が名誉ある客であり、嘘と

ぶがよい。人間の推理力と神聖な知識を水没させた洪水

の向こう側にいた神々か、習慣と社会的虚偽のアモリ人

（訳注：シリア・パレスティナ地方に住んだセム系遊牧民；

Gen 10：16）の神々か、はたまた（最高の）自己の主、

すなわち幻影の暗い力を破壊する輝く破壊者か、を」。

確かに、人間の不幸の総計を増やすのではなく、減らす

傾向のある哲学こそ、最良のものである。

　いずれにせよ、選択肢はそこにあり、この目的のため

にのみ、私たちはあらゆる種類の寄贈者にこのページを

開いているのである。したがって、神とキリストを信じ

ながら、野心的で高慢な教会の邪悪な解釈と強制的な教

義を拒否するキリスト教聖職者の見解や、神と魂と不死

を否定し、自分自身しか信じないヒイロ・イデアリスト

の教義が、この中に見出される。そう、私たちに対する

嘲笑や個人的な発言、私たちにとって大切な神智学の教

義に対する罵倒で、この雑誌のページを埋めることに躊

躇しない人たちでさえもである。無神論者が主宰する自

由思想誌が、神秘主義者やセオソフィストのオカルト的

見解やパラブラフマンの謎を賞賛する記事を挿入し、そ

れに対してほんの少しくだけた論評を加えたとき、ルシ

ファーはライバルを発見したと言えるであろう。キリス

ト教の定期刊行物や宣教団体が、自由思想家のペンから

アダムとその肋骨に対する信仰を揶揄する記事を受け入

れ、その編集者の信仰であるキリスト教に対する批判を

静かな沈黙のうちに通過させるとき、それは『ルシ

ファー』に値するものとなり、神智学の出版物と同じレ

ベルに置かれることができる許容性の程度に到達したと

本当に言えるかもしれないのである。

　しかし、これらの機関誌のどれもがそのようなことを

しない限り、彼らはすべて宗派的で、偏屈で、不寛容で

あり、真理と正義という考えを持つことはできない。『ル

シファー』やその編集者たちに対して陰口を叩くことは

あっても、どちらにも影響を与えることはできない。実

際、その雑誌の編集者たちは、神智学の中に偏見やいか

なる種類の傲慢さも全くないことの証人であり、それが

説く教義の神聖な美しさの結果であるとして、そうした

批判や非難を誇りに感じているのである。なぜなら神智

学は、前述のように、すべての人に聴聞と公平な機会を

与えているからです。神智学はいかなる見解も…誠実で

あれば…完全に真理を欠いているとはみなさない。神智

学は、考える人間がどのような思想階級に属していよう

とも、それを尊重する。哲学に利益をもたらすことなく

混乱を引き起こすだけの思想や見解に反対する用意が常

にあり、その解説者が個人的に好きなことを信じるよう

にし、彼らの考えが良いものであれば、それを正当化す

るのである。実際、ある哲学者の結論や推論が、私たち

の見解や私たちが説く教えに全く反対であっても、その

前提や事実の記述は極めて正しく、たとえ私たち自身が

それを拒否したとしても、より高度で真理に近いものを

持っていると信じて、他の人々がその反対側の哲学に

よって利益を得るかもしれないのである。いずれにせよ、

私たちの信仰の公言は今や明白であり、前述のページで

述べたことはすべて、私たちの編集方針を正当化し、説

明するものでもある。

　絶対的真理と相対的真理について考えをまとめると、

前に述べたことを繰り返すだけである。人間は、普遍的

な心（マインド）と一体となっている、ある種の高度に

精神的で高められた心の状態の外では、つまりこの地上

では、どんな哲学や宗教からも相対的な真理しか得るこ

とができない。井戸の底に住む女神でさえ、監禁されて

いる場所から出ることができたとしても、人間が同化で

きる以上のものは人間に与えられない。一方、誰もがそ

の井戸…その名は「知識」…の近くに座り、その深淵を

見つめ、少なくとも暗い水面に映る真理の美しい姿を見

ようとすることができる。しかし、リヒターが指摘した

ように、これはある種の危険性をはらんでいる。確かに、

ある種の真理は、鏡のように私たちが見つめる場所に時

折映し出され、忍耐強い学習者に報いてくれるかもしれ

ない。しかし，このドイツの思想家は，「哲学者の中には，

真理に敬意を表するために，水の中に自分の姿を見て，

代わりにそれを崇拝した者がいると聞いたことがある」

と付け加えた。. . . .

　このような災難、宗教的あるいは哲学的な学派の創始

者のすべてに降りかかっているものを避けるために、編

集者たちは、自分たちの個人的な頭脳に反映される真理

だけを読者に提供しないように細心の注意を払っている

のである。編集者たちは一般大衆に幅広い選択肢を提供

し、宗派主義の道の主な目印である偏見と不寛容を示す



　「真理とは何か」

H・P・ブラヴァツキー

 

　真理は自然の声であり、時の声である。真理はわれわ

れの中の驚くべきスクリーン（モニター）であり、それ

なしにはありえない。それ（真理）は星々から、黄金の

太陽から、そして吹くすべての風からやってくる。. . .  

W・トンプソン・ベーコン

・・・公明正大な真理の不滅の太陽

それは時々雲に隠れ、その光は太陽自体に欠陥があるわ

けではなく、見えなくなっているのだ

私の薄弱な先入観と不完全な信仰によって

そして善の成長を妨げる一千もの原因によって。・・・

ハンナ・モア

 

　キリスト教会の主張がほぼ正しいのであれば、ピラト

は「真理とは何か」と、それを知っているはずの人物に

尋ねた。しかし、その人（イエス）は黙っていた。そして、

イエスが明かさなかった真理は、ローマ総督と同様に、

後の信奉者たちにも明かされないままであった。しかし

イエスの沈黙は、この時も他の時も、彼の信奉者たちが

究極的で絶対的な真理そのものを受け取ったかのように

振る舞うのを妨げるものではない。そして真理の一部を

含むような智慧の言葉だけが彼らに与えられたという事

実を無視することから、それ自体はたとえ話や、美しい

けれども暗いことわざの中に隠されていたのである。

 

　この方針は、しだいに教条主義や断定へとつながって

いった。教会における教条主義、科学における教条主義、

どこもかしこも教条主義である。抽象的な世界ではぼん

やりとしか認識できない真理が、物質の世界で観察や実

験から推測される真理のように、神の啓示や科学の権威

という形で、忙しくて自分で考えることができない不敬

な人々に押しつけられるのである。しかし、ソクラテス

とピラトの時代から、全面的な否定の現代に至るまで、

同じ疑問が突きつけられている。理性は「ありえない」

と答える。人間自身のように有限で条件付きの世界では、

いかなる主題についても絶対的な真理が存在する余地は

ないのである。しかし、相対的な真理は存在し、私たち

はそれを最大限に活用しなければならない。

　いつの時代にも、絶対的なものを極めながら、相対的

な真理しか教えられない賢者はいた。私たちの人種で死

すべき女から生まれた者はまだ誰も、他の人間に完全で

究極的な真理を教えていないし、教えることもできな

かったからである。２人の人の心が完全に同じであるこ

とはあり得ないので、それぞれがその能力に応じて、自

分自身を通して最高の光明を受けなければならず、人間

の光ではない光からは受けられないのである。生きてい

る最も偉大な熟練者（アデプト）は、普遍的な真理を、

それを印象づける心が同化できる程度にしか明らかにで

きず、それ以上にはできないのである。Tot homines, 

quot sententiae （人の数だけ意見がある）は、不滅の真

理である。太陽は一つだが、その光線は無数である。そ

して、その光線が照らす対象の性質や体質によって、生

じる効果は有益にも悪意にもなる。極性は普遍的なもの

だが、偏光子は私たち自身の意識の中にある。意識が絶

対的な真理に向かって高められるのに比例して、私たち

人間は多かれ少なかれ絶対的に真理に同化する。しかし、

人間の意識はまた、地球のヒマワリに過ぎない。暖かい

光線にあこがれ、植物はただ太陽の方を向き、手の届か

ない光線の進路を追って、ぐるぐると動くことしかでき

ない。その根は土にしっかりと固定され、人生の半分は

影の中で過ごす。……

　しかし、私たち一人ひとりは、この地球上にいても、

真理の太陽に相対的に到達し、その最も暖かく直接的な

光線を、たとえそれが宇宙の物理的粒子を通過する長い

旅を経て分化したとしても、同化させることができる。

そのためには２つの方法がある。物質的な面で、私たち

は自分の心的なポラリスコープ（偏光器）を使用するこ

とができ、そして各光線の特性を分析し、最も純粋なも

のを選択する。霊性の面では、真実の太陽に到達するた

めに、私たちは自分のより高い性質の発達のために真剣

に働かなければならない。心は、その媒体や乗り物、有

機体の脳に依存し、不可分である。私たちは自分自身の

中で徐々に低い人格の本能的欲望を麻痺させ、それに

よって純粋に生理的な心の声を枯らすことを知ってい

る。私たちの中で動物人間は、霊的人間のための場所を

作ることができる。そして、いったん潜在的な状態から

呼び起こされると、最高の霊的な感覚と知覚が私たちの

中で比例して成長し、「神聖な人間」と同等に発達する

のである。これは、東洋のヨギや西洋の神秘主義者といっ

た偉大な熟達者（アデプト）たちが、常に行ってきたこ

とであり、今も行っていることである。

　しかし私たちはまた、少数の例外を除いて世の中のど

んな人間も、どんな唯物論者も、そうしたアデプトの存

在や、そうした精神的・霊的発達の可能性さえも決して

信じないことを知っているのだ。（古代の）愚か者は心

の中で「神はいない」と言い、現代人は「地上には高尚

な人はいない、あなたの病んだ空想の産物である」と言

う。このことを知っている私たちは、トーマス・ディディ

モスのタイプの読者を安心させようと急いだ。この雑誌

の中で、もっと自分に合った読み物、例えば、さまざま

な作家による「物質的唯心論」に関する雑多な論文に目

を向けていただけるよう、お願いする次第である。

　（例えば、同じ「哲学」の「自己中心主義」の記事へ、

あるいはまた、この号にある「物質的唯心論者」のピラ

ミッドの頂点に対する記事を読んでほしい。これは、問

題の学校の学識ある創設者が、われわれの過ちに対して

抗議した手紙である。彼は、無神論と唯物論の問題で、

われわれが自分の名前をハーバート・スペンサー、ダー

ウィン、ハックスレーなどの名前と「結合」させている

ことに不満を述べている。心理学と物理学の分野でのこ

れらの光は、あまりにもちらつき、あまりにも「妥協」

的で弱く、無神論者や無宗教者とさえ呼ぶに値すると、

ルインズ博士は考えているようだからである。複コラム

の「通信」、および「魔王（敵対者）」による返信を参照）。

　と言うのも「ルシファー」誌は、どのような「思想」

の読者にも満足していただけるよう、また、神道家と無

神論者、神秘主義者と不可知論者、キリスト教徒と異教

徒に対して等しく公平な立場を示しているからである。

編集者の論説、『道の光』についての論評など、そのよ

うな記事もある。これらは唯物論者のために書かれたも

のではない。絶対的な真理は地上にはなく、より高い領

域で探さなければならないが、この取るに足りない、常

に回転している小さな地球の上にさえ、西洋哲学では夢

にも思われないことがまだあるのだと心の中で知ってい

る神智学徒、または読者に宛てられたものである。

　話を元に戻そう。したがってルソーがそうであったよ

うに、私たちの多くにとって「一般的な抽象的真理はあ

らゆる恵みの中で最も貴重」であるにもかかわらず、一

方で私たちは相対的真理に満足しなければならないので

ある。冷静に考えれば、私たちはせいぜい貧弱な人間で、

相対的な真理を前にしても、それが私たち自身や私たち

のちっぽけな先入観を食い尽くさないか、常に恐怖を感

じているのである。絶対的な真理については、私たちの

ほとんどは自転車に乗って月に到達するのと同じよう

に、それを見ることができない。第一に、絶対的な真理は、

マホメットの山のように不動のものであり、預言者のた

めに自らを乱すことを拒んだので、預言者は自らその山

に向かわなければならなかったからである。そして、も

し私たちが遠くからでもそれに近づこうとするならば、

彼の例に倣わなければならない。第二に、絶対的な真理

の世界はこの世のものではないのだが、私たちはあまり

にもこの世のものになりすぎているからである。そして

第三に、詩人の空想の中では人間は、

 

偽りが追放された地球上の特別な場所の名前を挙げてみ

てほしい。できないであろう。あなただけでなく他の誰

にも、 国民生活と社会生活のあらゆる部門で頂点に君臨

する虚偽の塊に、自分の一口を加える覚悟と決意がなけ

ればできないことである。カーライルはこう叫んだ。「真

理は、それ（真理）に従うことで天が私を押しつぶした

としても、偽りではない。たとえ天空のラバーランド

（Lubberland）全体が背教の褒美であったとしても」。

崇高な言葉である。しかし、19 世紀の今日、カーライ

ルのように考える人、語る勇気のある人がどれほどいる

だろうか。巨大で恐ろしい多数派は、「何もしない者た

ちの楽園」、無情な利己主義のペイ・ド・コカーニュ（桃

源郷）を好んでいないことがあろうか。ハリス夫人が糾

弾し、グランディ夫人が非難し、改宗者が彼女の殺人的

な舌によってバラバラに引き裂かれる拷問を受けないよ

うに、単なる臆病な恐怖から、あらゆる新しく不評な真

理の最も影のある輪郭の前に恐怖で身をよじるのは、こ

の大多数の人々なのである。

　無知から最初に生まれる「利己主義」、そして新しく

生まれたすべての幼児に、普遍的な魂とは別の新しい魂

が「創造」されると主張する教えの果実であるこの利己

主義は、個人の自我と真理の間の越えられない壁である。

それは人間のすべての悪徳の多産な母であり、嘘は偽り

の必要性から生まれ、偽善は嘘を覆い隠したいという願

望から生まれる。嘘は、あらゆる人間の心の中で歳月と

ともに成長し強化される菌であり、あらゆる良い感情を

食い尽くしている。利己主義は、私たちの本性にあるあ

らゆる高貴な衝動を殺し、その信奉者の不誠実や脱走を

恐れない唯一の神である。それゆえ、私たちは世界と、

いわゆる今どきの社会で、それが最高位に君臨している

のを目にするのである。その結果、私たちはこの闇の神

の「尊敬すべきもの」と呼ばれる、「にせもの」「ごまかし」

「虚偽」の三位一体の側面の下、この闇の神の中で生き、

動き、そして存在することになるのである。

　これは真理・事実なのか、それとも誹謗中傷なのか？ 

どちらにしても、社会の頂点から底辺に至るまで、あら

ゆる国家、あらゆる個人において、親愛なる自己のため

に欺瞞と偽善が働いていることに気づくだろう。しかし

国家は暗黙の了解で、政治における利己的な動機は「高

貴な国家的願望、愛国心」などと呼ぶことにしており、

市民は家庭内でそれを「家庭の美徳」と見なしているの

である。とはいえ利己主義は、領土の拡大や、隣人を犠

牲にしての商売の競争などの欲望を生むものであり、決

して美徳とはみなされない。私たちは、言葉巧みな「欺瞞」

と「武力」、すべての国際的なソロモン神殿のヤキンと

ボアズを知り、その正しい名前である「外交」と呼んで

いる。外交官は、国家の栄光と政治を支えるこの２本の

柱の前に低く頭を下げ、そのメーソンの象徴である「（狡

猾な）力において、この我が家は確立されるであろう」

を日々実践しているからだ。つまり、力では得られない

ものを欺瞞によって得ているからだ。外交官の資格であ

る「利益を確保する器用さまたは技術」は、他国を犠牲

にして自国のために、真実を語ることによってはほとん

ど達成できないが、狡猾で欺瞞に満ちた舌によってこそ

達成できる。したがって、『ルシファー』はこのような

行為を「生きている、そして明らかな嘘」と呼んでいる。

　しかし、慣習や利己主義が、ごまかしや嘘を美徳と呼

び、最もよく嘘をつく人に公共の像で報いることに同意

したのは、政治だけのことではない。社会のあらゆる階

層は、嘘の上に生きており、嘘がなければバラバラに壊

れてしまう。洗練されていて、神と法を重んじる貴族は、

平民と同様に禁断の果実が好きで、自分たちが「ちょっ

とした癖」と呼んで満足しているものを隠すために、一

日中嘘をつくことを強いられるが、「真理」はそれを重

大な不道徳と見なすのである。中流階級の社会は、偽り

の笑顔、偽りの言葉、相互の裏切りで埋め尽くされてい

る。大多数の人々にとって、宗教は精神的な信仰の亡骸

にかぶせられた薄っぺらなベールのようなものとなって

いる。主人は召使いを欺くために教会に行く。飢えた牧

師は、自分が信じられなくなった者を説教して、司教を

だまし、司教は自分の神を欺くのだ。政治や社会の日刊

紙は、ジョルジュ・ダンディンの不滅の問いかけである

“Lequel de nous deux trompe-t-on ici?"（私たちのど

ちらがここでだまされていますか？）をモットーにする

とよいだろう。かつて「真理」の救済の錨であった科学

でさえ、裸の事実の神殿であることをやめてしまった。

科学者たちは、自分の名前と名声に輝きを与えるような

個人的な趣味や新奇な理論を、同僚や一般大衆に受け入

れさせるために、ほとんど一心不乱に努力しているので

ある。科学者は、異教徒の土地で宣教師が、あるいは家

庭で説教師が、現代の地質学は嘘であり、進化は虚栄と

精神の悩みに過ぎないと信徒を説得するように、現代に

おける今の科学的仮説に不利な証拠を隠す用意ができて

いるのである。

　これが西暦 1888 年の実際の状況であるが、しかしあ

る新聞社は、この年を悲観的に見ていると私たちを咎め

ている。

　嘘がこれほどまでに広まったのは、それが習慣や慣例

に支えられているからであり、年表でさえも人々に嘘を

強要しているのである。ユダヤ人と異教徒、ヨーロッパ

とさらにアジアの地で、唯物論者と不可知論者が自国の

キリスト教徒と同様に、年号の後に付ける西暦と紀元は、

別の嘘を認可するために使われる嘘である。

　では、相対的な真理はどこにあるのだろうか。デモク

リトスの世紀までさかのぼれば、女神が井戸の底に横た

わり、その深さゆえに女神が解放される望みはほとんど

なかったというのに、現在の状況下では、少なくとも月

の見えない裏側のように遠くに隠れていると信じる権利

があるのである。このためか、隠された真理の信奉者は

皆、すぐに精神異常者とされる。しかし『ルシファー』は、

いかなる場合にも、またいかなる脅威にも屈することな

く、普遍的に黙認され、一般に行われている嘘に迎合す

ることを強いられることなく、純粋かつ単純に事実を守

り、いかなる場合にも、またいかなる卑怯な仮面の下に

も真理を告げようとする。偏見と不寛容は、正統派で健

全な方針と見なされ、真理を犠牲にして社会的偏見と個

人的趣味を奨励することは、出版物の成功を確保するた

めに追求すべき賢明な道と見なされるかもしれない。そ

のようにしよう。『ルシファー』の編集者は神智学徒で

あり、そのモットーは次のように決められている。Vera 

pro gratiis.（慈悲のための真理）。

　彼ら（『ルシファー』の編集者）は、『ルシファー』が

真理という女神に捧げた酒と生け贄が、マスコミの支配

者たちの鼻に甘い香ばしい煙を送るわけでもなく、輝く

「朝の子」が彼らの鼻孔で甘い香りを放つわけでもない

ことをよく理解しているのである。彼は、veritas 

odium paret（憎しみは真理に従う）と罵倒されるか、

そうでなければ無視される。友人たちでさえも、彼の欠

点を見つけ始めている。なぜそれが純粋に神智学的な雑

誌であってはならないのか、言い換えれば、なぜそれが

独断的で偏屈であることを拒否するのかがわからないの

である。神智学やオカルトの教えに寸分の隙も与えず、

「最もグロテスクな異質な要素や矛盾する教義の出版に

ページを開いている」のである。これが主な非難であり、

それに対して我々はこう答える。なぜいけないのか？ 神

智学は神聖な知識であり、知識は真理である。あらゆる

真実、あらゆる誠実な言葉は、このように神智学の一部

であり、一塊りである。神聖な錬金術に熟練した者、あ

るいは真理を認識する才能に恵まれた者は、正しい文か

らと同様に誤った文からも真理を見出し、引き出すこと

ができる。1 トンのゴミの中から失われた金の粒子がい

かに小さくても、それは依然として貴金属であり、多少

の余分な手間を代償にしても掘り出す価値がある。これ

まで述べてきたように、あるものが何ではないかを知る

ことは、それが何であるかを知ることと同じくらい有益

であることが多い。平均的な読者には、宗派的（分派的）

な出版物の中に賛否両論のあらゆる側面を持つ事実を見

出すことはほとんど期待できない。なぜなら、その表現

はどちらかに偏り、編集者の特別な方針が向けられた側

に天秤が傾くようになることは確実だからである。神智

学誌はこのように、たとえおおよその真理と事実だけで

あるとしても、偏りのないものを見つけることを期待で

きる、おそらく唯一の出版物なのである。神智学雑誌は

したがって、おそらく人が、どんな場合でも、偏りのない、

まだおおよその真理と事実しかないとしても、それを見

つけることを望むことができる唯一の出版物なのであ

る。

　『ルシファー』には、哲学的、宗教的な見解が排除さ

れていないため、裸の真実がさまざまな側面から映し出

されている。そして、あらゆる哲学や宗教が、いかに不

完全で、不満足で、時には愚かであっても、何らかの真

理や事実に基づいているはずであるから、読者はそこで

論じられたいくつかの哲学を比較し、分析し、選択する

機会があるのである。『ルシファー』は、その限られた

スペースが許す限り、一つの普遍的な宝石の多くの面を

提供し、読者に言う。「今日あなた方は誰に仕えるか選
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ことを拒否しているのである。しかし、比較のために可

能な限り広い余白を残しておきながら、我々の反対者た

ちは、もし神智学の見解と対照的であれば、その最も顕

著な特徴に対する指摘や正当な批判なしに、我々の『ル

シファー』の澄んだ水に自分の顔を映し出すことは望め

ないのである。

　しかし、これは出版雑誌の表紙の内側だけで、哲学的

真理の単なる知的側面に関する限りにおいてである。よ

り深い精神的、宗教的な信念については、真のセオソフィ

ストが公開討論に付すことでその品位を落とすようなこ

とがあってはならず、むしろ、自分の最も奥深い魂の聖

域の奥深くに大切に隠しておくべきものである。そのよ

うな信念（信仰）や教義は、無関心な人々や批判的な人々

の乱暴な扱いによって、避けられない冒涜の危険がある

ため、決して軽率に公表してはならない。また、一般大

衆の思考する部分の考察に提供される仮説として以外

は、いかなる出版物にも具現化されるべきではない。神

智学的真理は、それがある種の思索の限界を超えるとき、

一般の人々の視界から隠されたままであるほうがよい。

それは「聖なる場所」、すなわち非人格的な神の自我、

あるいは内在する「自己」の神殿の外に引きずり出され

るべきものではない。なぜなら、その知覚の外にあるす

べての事実は、私たちが示したように、せいぜい相対的

な真理に過ぎないのだが、絶対的な真実からの光線はそ

れ自身の炎、私たちの最高の霊的意識の、純粋な鏡の中

にのみ自らを映し出すことができるからである。そして、

（幻影の）闇は、その中で輝く光をどのように理解する

ことができるだろうか。

(『ルシファー』1888 年 2月号より）。

「天の技が作り上げたすべての完全性の抽象化されたも

の」

 

であるにもかかわらず、現実には異常（変則）とパラドッ

クスの残念な束であり、自分の重要性を膨らませた空の

風袋（ふいご）であり、矛盾した、影響されやすい意見

を持っている。人は同時に傲慢で弱い生き物であり、地

上あるいは天上の権威を常に恐れているにもかかわら

ず、それでも

 

「怒った猿のように、高い天の前でそのような幻想的な

トリックを演じて、天使を泣かせる」

 

だろう。

 

　さて、真理は多面体の宝石であり、そのすべての面を

一度に認識することは不可能である。そしてまた、どん

なに真理を見極めたいと思っている人でも、その面の一

つさえ同じように見ることはできないのだから、それを

認識するために何をしたらよいのだろうか。肉体的な人

間は、あらゆる側面からの幻覚（幻影）によって制限され、

束縛されているので、地上的な知覚の光によって真理に

到達することはできない。デルポイの神託が「人よ、汝

自身を知れ」と問うときから、これほど偉大で重要な真

理は教えられなくなった。このような知覚がなければ、

人間は絶対的な真理はおろか、多くの相対的な真理さえ

も見えないままであろう。人間は自分自身を知ること、

すなわち決して欺くことのない内的知覚を獲得しなけれ

ば、いかなる絶対的真理をも習得することはできないの

である。絶対的な真理は永遠の象徴であり、有限の心が

永遠を把握することはできず、それゆえ、その完全な真

理が明かされることはない。人間がそれを見たり感じた

りする状態に到達するためには、外的な土でできた人間

の感覚を麻痺させなければならない。これは困難な作業

であると言わざるを得ないし、ほとんどの人は、この分

では相対的な真理で満足することを望むに違いない。し

かし地上的な真理にさえ近づくにはまず、それ自体のた

めに真理を愛することが必要である。そうでなければ真

理を認識することはできないからである。この時代、誰

が真理を自分のために愛しているのだろうか。真理を求

め、受け入れ、実行する覚悟のある人がどれほどいるだ

ろうか。この社会では、成功するためには何でも、現実

ではなく見かけの上に、本質的な価値ではなく自己主張

の上に、築かれなければならない。私たちは、真理を受

け止めることの難しさを十分に承知している。公正な天

女は、（彼女にとって）気の合う土壌つまり純粋な霊的

意識に照らされた、公平で偏見のない心の土壌にのみ降

り立つが、これらは両方とも文明国には本当に稀な住人

なのである。蒸気や電気の世紀には、人間はほとんど考

える暇もないほど猛スピードで生きており、慣習や型に

はまったプロクルステス（Procrustes）のベッドに釘付

けにされ、ゆりかごから墓場まで流されるのが常である。

現在の慣習とは、純粋で単純なもので、生まれつき嘘を

つくことである。なぜなら慣習はあらゆる場合において、

「受け取った基準に従った感情の見せかけ」（F・W・ロバー

トソンの定義）であり、見せかけがあるところでは、い

かなる真理もあり得ないからである。バイロンが言った

「真理は深みにある宝石である。一方、この世の表面では、

すべてのものが慣習という偽りの秤によって量られてい

る」という言葉が、どれほど深いものであるかは、この

ような社会慣習主義の息苦しい空気の中で生きることを

強いられ、学ぶ意欲と不安があっても、社会という猛々

しいモロク（訳注：セム族の神 ; その礼拝で，神をなだ

めるために親が自分の子供をいけにえにした . cf.〘聖書

〙 Lev.18：21; 2Kings 23：10; Jer.32：35.）を恐れて、

憧れの真実を受け入れることを敢えてしない人たちに最

もよくわかることだろう。

　読者よ、あなたの周りを見よ。世界的に有名な旅行者

の記録を研究し、文学者の共同観察、科学や統計のデー

タを思い出してほしい。現代社会、現代政治、現代宗教、

現代生活全般を心の眼に描いてみてほしい。太陽の下、

あらゆる文化的な民族や国家のやり方や習慣を思い出そ

う。ヨーロッパ、アメリカ、さらには極東や植民地など、

白人がいわゆる文明の「恩恵」を携えてきたあらゆる場

所の文明の中心地における人々の行いや道徳的態度を観

察せよ。そして今、これらすべてを見直した上で、立ち

止まって考え、できるならばその祝福されたエルドラド

（黄金郷）、つまり、「真理」が名誉ある客であり、嘘と

ぶがよい。人間の推理力と神聖な知識を水没させた洪水

の向こう側にいた神々か、習慣と社会的虚偽のアモリ人

（訳注：シリア・パレスティナ地方に住んだセム系遊牧民；

Gen 10：16）の神々か、はたまた（最高の）自己の主、

すなわち幻影の暗い力を破壊する輝く破壊者か、を」。

確かに、人間の不幸の総計を増やすのではなく、減らす

傾向のある哲学こそ、最良のものである。

　いずれにせよ、選択肢はそこにあり、この目的のため

にのみ、私たちはあらゆる種類の寄贈者にこのページを

開いているのである。したがって、神とキリストを信じ

ながら、野心的で高慢な教会の邪悪な解釈と強制的な教

義を拒否するキリスト教聖職者の見解や、神と魂と不死

を否定し、自分自身しか信じないヒイロ・イデアリスト

の教義が、この中に見出される。そう、私たちに対する

嘲笑や個人的な発言、私たちにとって大切な神智学の教

義に対する罵倒で、この雑誌のページを埋めることに躊

躇しない人たちでさえもである。無神論者が主宰する自

由思想誌が、神秘主義者やセオソフィストのオカルト的

見解やパラブラフマンの謎を賞賛する記事を挿入し、そ

れに対してほんの少しくだけた論評を加えたとき、ルシ

ファーはライバルを発見したと言えるであろう。キリス

ト教の定期刊行物や宣教団体が、自由思想家のペンから

アダムとその肋骨に対する信仰を揶揄する記事を受け入

れ、その編集者の信仰であるキリスト教に対する批判を

静かな沈黙のうちに通過させるとき、それは『ルシ

ファー』に値するものとなり、神智学の出版物と同じレ

ベルに置かれることができる許容性の程度に到達したと

本当に言えるかもしれないのである。

　しかし、これらの機関誌のどれもがそのようなことを

しない限り、彼らはすべて宗派的で、偏屈で、不寛容で

あり、真理と正義という考えを持つことはできない。『ル

シファー』やその編集者たちに対して陰口を叩くことは

あっても、どちらにも影響を与えることはできない。実

際、その雑誌の編集者たちは、神智学の中に偏見やいか

なる種類の傲慢さも全くないことの証人であり、それが

説く教義の神聖な美しさの結果であるとして、そうした

批判や非難を誇りに感じているのである。なぜなら神智

学は、前述のように、すべての人に聴聞と公平な機会を

与えているからです。神智学はいかなる見解も…誠実で

あれば…完全に真理を欠いているとはみなさない。神智

学は、考える人間がどのような思想階級に属していよう

とも、それを尊重する。哲学に利益をもたらすことなく

混乱を引き起こすだけの思想や見解に反対する用意が常

にあり、その解説者が個人的に好きなことを信じるよう

にし、彼らの考えが良いものであれば、それを正当化す

るのである。実際、ある哲学者の結論や推論が、私たち

の見解や私たちが説く教えに全く反対であっても、その

前提や事実の記述は極めて正しく、たとえ私たち自身が

それを拒否したとしても、より高度で真理に近いものを

持っていると信じて、他の人々がその反対側の哲学に

よって利益を得るかもしれないのである。いずれにせよ、

私たちの信仰の公言は今や明白であり、前述のページで

述べたことはすべて、私たちの編集方針を正当化し、説

明するものでもある。

　絶対的真理と相対的真理について考えをまとめると、

前に述べたことを繰り返すだけである。人間は、普遍的

な心（マインド）と一体となっている、ある種の高度に

精神的で高められた心の状態の外では、つまりこの地上

では、どんな哲学や宗教からも相対的な真理しか得るこ

とができない。井戸の底に住む女神でさえ、監禁されて

いる場所から出ることができたとしても、人間が同化で

きる以上のものは人間に与えられない。一方、誰もがそ

の井戸…その名は「知識」…の近くに座り、その深淵を

見つめ、少なくとも暗い水面に映る真理の美しい姿を見

ようとすることができる。しかし、リヒターが指摘した

ように、これはある種の危険性をはらんでいる。確かに、

ある種の真理は、鏡のように私たちが見つめる場所に時

折映し出され、忍耐強い学習者に報いてくれるかもしれ

ない。しかし，このドイツの思想家は，「哲学者の中には，

真理に敬意を表するために，水の中に自分の姿を見て，

代わりにそれを崇拝した者がいると聞いたことがある」

と付け加えた。. . . .

　このような災難、宗教的あるいは哲学的な学派の創始

者のすべてに降りかかっているものを避けるために、編

集者たちは、自分たちの個人的な頭脳に反映される真理

だけを読者に提供しないように細心の注意を払っている

のである。編集者たちは一般大衆に幅広い選択肢を提供

し、宗派主義の道の主な目印である偏見と不寛容を示す



　「真理とは何か」

H・P・ブラヴァツキー

 

　真理は自然の声であり、時の声である。真理はわれわ

れの中の驚くべきスクリーン（モニター）であり、それ

なしにはありえない。それ（真理）は星々から、黄金の

太陽から、そして吹くすべての風からやってくる。. . .  

W・トンプソン・ベーコン

・・・公明正大な真理の不滅の太陽

それは時々雲に隠れ、その光は太陽自体に欠陥があるわ

けではなく、見えなくなっているのだ

私の薄弱な先入観と不完全な信仰によって

そして善の成長を妨げる一千もの原因によって。・・・

ハンナ・モア

 

　キリスト教会の主張がほぼ正しいのであれば、ピラト

は「真理とは何か」と、それを知っているはずの人物に

尋ねた。しかし、その人（イエス）は黙っていた。そして、

イエスが明かさなかった真理は、ローマ総督と同様に、

後の信奉者たちにも明かされないままであった。しかし

イエスの沈黙は、この時も他の時も、彼の信奉者たちが

究極的で絶対的な真理そのものを受け取ったかのように

振る舞うのを妨げるものではない。そして真理の一部を

含むような智慧の言葉だけが彼らに与えられたという事

実を無視することから、それ自体はたとえ話や、美しい

けれども暗いことわざの中に隠されていたのである。

 

　この方針は、しだいに教条主義や断定へとつながって

いった。教会における教条主義、科学における教条主義、

どこもかしこも教条主義である。抽象的な世界ではぼん

やりとしか認識できない真理が、物質の世界で観察や実

験から推測される真理のように、神の啓示や科学の権威

という形で、忙しくて自分で考えることができない不敬

な人々に押しつけられるのである。しかし、ソクラテス

とピラトの時代から、全面的な否定の現代に至るまで、

同じ疑問が突きつけられている。理性は「ありえない」

と答える。人間自身のように有限で条件付きの世界では、

いかなる主題についても絶対的な真理が存在する余地は

ないのである。しかし、相対的な真理は存在し、私たち

はそれを最大限に活用しなければならない。

　いつの時代にも、絶対的なものを極めながら、相対的

な真理しか教えられない賢者はいた。私たちの人種で死

すべき女から生まれた者はまだ誰も、他の人間に完全で

究極的な真理を教えていないし、教えることもできな

かったからである。２人の人の心が完全に同じであるこ

とはあり得ないので、それぞれがその能力に応じて、自

分自身を通して最高の光明を受けなければならず、人間

の光ではない光からは受けられないのである。生きてい

る最も偉大な熟練者（アデプト）は、普遍的な真理を、

それを印象づける心が同化できる程度にしか明らかにで

きず、それ以上にはできないのである。Tot homines, 

quot sententiae （人の数だけ意見がある）は、不滅の真

理である。太陽は一つだが、その光線は無数である。そ

して、その光線が照らす対象の性質や体質によって、生

じる効果は有益にも悪意にもなる。極性は普遍的なもの

だが、偏光子は私たち自身の意識の中にある。意識が絶

対的な真理に向かって高められるのに比例して、私たち

人間は多かれ少なかれ絶対的に真理に同化する。しかし、

人間の意識はまた、地球のヒマワリに過ぎない。暖かい

光線にあこがれ、植物はただ太陽の方を向き、手の届か

ない光線の進路を追って、ぐるぐると動くことしかでき

ない。その根は土にしっかりと固定され、人生の半分は

影の中で過ごす。……

　しかし、私たち一人ひとりは、この地球上にいても、

真理の太陽に相対的に到達し、その最も暖かく直接的な

光線を、たとえそれが宇宙の物理的粒子を通過する長い

旅を経て分化したとしても、同化させることができる。

そのためには２つの方法がある。物質的な面で、私たち

は自分の心的なポラリスコープ（偏光器）を使用するこ

とができ、そして各光線の特性を分析し、最も純粋なも

のを選択する。霊性の面では、真実の太陽に到達するた

めに、私たちは自分のより高い性質の発達のために真剣

に働かなければならない。心は、その媒体や乗り物、有

機体の脳に依存し、不可分である。私たちは自分自身の

中で徐々に低い人格の本能的欲望を麻痺させ、それに

よって純粋に生理的な心の声を枯らすことを知ってい

る。私たちの中で動物人間は、霊的人間のための場所を

作ることができる。そして、いったん潜在的な状態から

呼び起こされると、最高の霊的な感覚と知覚が私たちの

中で比例して成長し、「神聖な人間」と同等に発達する

のである。これは、東洋のヨギや西洋の神秘主義者といっ

た偉大な熟達者（アデプト）たちが、常に行ってきたこ

とであり、今も行っていることである。

　しかし私たちはまた、少数の例外を除いて世の中のど

んな人間も、どんな唯物論者も、そうしたアデプトの存

在や、そうした精神的・霊的発達の可能性さえも決して

信じないことを知っているのだ。（古代の）愚か者は心

の中で「神はいない」と言い、現代人は「地上には高尚

な人はいない、あなたの病んだ空想の産物である」と言

う。このことを知っている私たちは、トーマス・ディディ

モスのタイプの読者を安心させようと急いだ。この雑誌

の中で、もっと自分に合った読み物、例えば、さまざま

な作家による「物質的唯心論」に関する雑多な論文に目

を向けていただけるよう、お願いする次第である。

　（例えば、同じ「哲学」の「自己中心主義」の記事へ、

あるいはまた、この号にある「物質的唯心論者」のピラ

ミッドの頂点に対する記事を読んでほしい。これは、問

題の学校の学識ある創設者が、われわれの過ちに対して

抗議した手紙である。彼は、無神論と唯物論の問題で、

われわれが自分の名前をハーバート・スペンサー、ダー

ウィン、ハックスレーなどの名前と「結合」させている

ことに不満を述べている。心理学と物理学の分野でのこ

れらの光は、あまりにもちらつき、あまりにも「妥協」

的で弱く、無神論者や無宗教者とさえ呼ぶに値すると、

ルインズ博士は考えているようだからである。複コラム

の「通信」、および「魔王（敵対者）」による返信を参照）。

　と言うのも「ルシファー」誌は、どのような「思想」

の読者にも満足していただけるよう、また、神道家と無

神論者、神秘主義者と不可知論者、キリスト教徒と異教

徒に対して等しく公平な立場を示しているからである。

編集者の論説、『道の光』についての論評など、そのよ

うな記事もある。これらは唯物論者のために書かれたも

のではない。絶対的な真理は地上にはなく、より高い領

域で探さなければならないが、この取るに足りない、常

に回転している小さな地球の上にさえ、西洋哲学では夢

にも思われないことがまだあるのだと心の中で知ってい

る神智学徒、または読者に宛てられたものである。

　話を元に戻そう。したがってルソーがそうであったよ

うに、私たちの多くにとって「一般的な抽象的真理はあ

らゆる恵みの中で最も貴重」であるにもかかわらず、一

方で私たちは相対的真理に満足しなければならないので

ある。冷静に考えれば、私たちはせいぜい貧弱な人間で、

相対的な真理を前にしても、それが私たち自身や私たち

のちっぽけな先入観を食い尽くさないか、常に恐怖を感

じているのである。絶対的な真理については、私たちの

ほとんどは自転車に乗って月に到達するのと同じよう

に、それを見ることができない。第一に、絶対的な真理は、

マホメットの山のように不動のものであり、預言者のた

めに自らを乱すことを拒んだので、預言者は自らその山

に向かわなければならなかったからである。そして、も

し私たちが遠くからでもそれに近づこうとするならば、

彼の例に倣わなければならない。第二に、絶対的な真理

の世界はこの世のものではないのだが、私たちはあまり

にもこの世のものになりすぎているからである。そして

第三に、詩人の空想の中では人間は、

 

偽りが追放された地球上の特別な場所の名前を挙げてみ

てほしい。できないであろう。あなただけでなく他の誰

にも、 国民生活と社会生活のあらゆる部門で頂点に君臨

する虚偽の塊に、自分の一口を加える覚悟と決意がなけ

ればできないことである。カーライルはこう叫んだ。「真

理は、それ（真理）に従うことで天が私を押しつぶした

としても、偽りではない。たとえ天空のラバーランド

（Lubberland）全体が背教の褒美であったとしても」。

崇高な言葉である。しかし、19 世紀の今日、カーライ

ルのように考える人、語る勇気のある人がどれほどいる

だろうか。巨大で恐ろしい多数派は、「何もしない者た

ちの楽園」、無情な利己主義のペイ・ド・コカーニュ（桃

源郷）を好んでいないことがあろうか。ハリス夫人が糾

弾し、グランディ夫人が非難し、改宗者が彼女の殺人的

な舌によってバラバラに引き裂かれる拷問を受けないよ

うに、単なる臆病な恐怖から、あらゆる新しく不評な真

理の最も影のある輪郭の前に恐怖で身をよじるのは、こ

の大多数の人々なのである。

　無知から最初に生まれる「利己主義」、そして新しく

生まれたすべての幼児に、普遍的な魂とは別の新しい魂

が「創造」されると主張する教えの果実であるこの利己

主義は、個人の自我と真理の間の越えられない壁である。

それは人間のすべての悪徳の多産な母であり、嘘は偽り

の必要性から生まれ、偽善は嘘を覆い隠したいという願

望から生まれる。嘘は、あらゆる人間の心の中で歳月と

ともに成長し強化される菌であり、あらゆる良い感情を

食い尽くしている。利己主義は、私たちの本性にあるあ

らゆる高貴な衝動を殺し、その信奉者の不誠実や脱走を

恐れない唯一の神である。それゆえ、私たちは世界と、

いわゆる今どきの社会で、それが最高位に君臨している

のを目にするのである。その結果、私たちはこの闇の神

の「尊敬すべきもの」と呼ばれる、「にせもの」「ごまかし」

「虚偽」の三位一体の側面の下、この闇の神の中で生き、

動き、そして存在することになるのである。

　これは真理・事実なのか、それとも誹謗中傷なのか？ 

どちらにしても、社会の頂点から底辺に至るまで、あら

ゆる国家、あらゆる個人において、親愛なる自己のため

に欺瞞と偽善が働いていることに気づくだろう。しかし

国家は暗黙の了解で、政治における利己的な動機は「高

貴な国家的願望、愛国心」などと呼ぶことにしており、

市民は家庭内でそれを「家庭の美徳」と見なしているの

である。とはいえ利己主義は、領土の拡大や、隣人を犠

牲にしての商売の競争などの欲望を生むものであり、決

して美徳とはみなされない。私たちは、言葉巧みな「欺瞞」

と「武力」、すべての国際的なソロモン神殿のヤキンと

ボアズを知り、その正しい名前である「外交」と呼んで

いる。外交官は、国家の栄光と政治を支えるこの２本の

柱の前に低く頭を下げ、そのメーソンの象徴である「（狡

猾な）力において、この我が家は確立されるであろう」

を日々実践しているからだ。つまり、力では得られない

ものを欺瞞によって得ているからだ。外交官の資格であ

る「利益を確保する器用さまたは技術」は、他国を犠牲

にして自国のために、真実を語ることによってはほとん

ど達成できないが、狡猾で欺瞞に満ちた舌によってこそ

達成できる。したがって、『ルシファー』はこのような

行為を「生きている、そして明らかな嘘」と呼んでいる。

　しかし、慣習や利己主義が、ごまかしや嘘を美徳と呼

び、最もよく嘘をつく人に公共の像で報いることに同意

したのは、政治だけのことではない。社会のあらゆる階

層は、嘘の上に生きており、嘘がなければバラバラに壊

れてしまう。洗練されていて、神と法を重んじる貴族は、

平民と同様に禁断の果実が好きで、自分たちが「ちょっ

とした癖」と呼んで満足しているものを隠すために、一

日中嘘をつくことを強いられるが、「真理」はそれを重

大な不道徳と見なすのである。中流階級の社会は、偽り

の笑顔、偽りの言葉、相互の裏切りで埋め尽くされてい

る。大多数の人々にとって、宗教は精神的な信仰の亡骸

にかぶせられた薄っぺらなベールのようなものとなって

いる。主人は召使いを欺くために教会に行く。飢えた牧

師は、自分が信じられなくなった者を説教して、司教を

だまし、司教は自分の神を欺くのだ。政治や社会の日刊

紙は、ジョルジュ・ダンディンの不滅の問いかけである

“Lequel de nous deux trompe-t-on ici?"（私たちのど

ちらがここでだまされていますか？）をモットーにする

とよいだろう。かつて「真理」の救済の錨であった科学

でさえ、裸の事実の神殿であることをやめてしまった。

科学者たちは、自分の名前と名声に輝きを与えるような

個人的な趣味や新奇な理論を、同僚や一般大衆に受け入

れさせるために、ほとんど一心不乱に努力しているので

ある。科学者は、異教徒の土地で宣教師が、あるいは家

庭で説教師が、現代の地質学は嘘であり、進化は虚栄と

精神の悩みに過ぎないと信徒を説得するように、現代に

おける今の科学的仮説に不利な証拠を隠す用意ができて

いるのである。

　これが西暦 1888 年の実際の状況であるが、しかしあ

る新聞社は、この年を悲観的に見ていると私たちを咎め

ている。

　嘘がこれほどまでに広まったのは、それが習慣や慣例

に支えられているからであり、年表でさえも人々に嘘を

強要しているのである。ユダヤ人と異教徒、ヨーロッパ

とさらにアジアの地で、唯物論者と不可知論者が自国の

キリスト教徒と同様に、年号の後に付ける西暦と紀元は、

別の嘘を認可するために使われる嘘である。

　では、相対的な真理はどこにあるのだろうか。デモク

リトスの世紀までさかのぼれば、女神が井戸の底に横た

わり、その深さゆえに女神が解放される望みはほとんど

なかったというのに、現在の状況下では、少なくとも月

の見えない裏側のように遠くに隠れていると信じる権利

があるのである。このためか、隠された真理の信奉者は

皆、すぐに精神異常者とされる。しかし『ルシファー』は、

いかなる場合にも、またいかなる脅威にも屈することな

く、普遍的に黙認され、一般に行われている嘘に迎合す

ることを強いられることなく、純粋かつ単純に事実を守

り、いかなる場合にも、またいかなる卑怯な仮面の下に

も真理を告げようとする。偏見と不寛容は、正統派で健

全な方針と見なされ、真理を犠牲にして社会的偏見と個

人的趣味を奨励することは、出版物の成功を確保するた

めに追求すべき賢明な道と見なされるかもしれない。そ

のようにしよう。『ルシファー』の編集者は神智学徒で

あり、そのモットーは次のように決められている。Vera 

pro gratiis.（慈悲のための真理）。

　彼ら（『ルシファー』の編集者）は、『ルシファー』が

真理という女神に捧げた酒と生け贄が、マスコミの支配

者たちの鼻に甘い香ばしい煙を送るわけでもなく、輝く

「朝の子」が彼らの鼻孔で甘い香りを放つわけでもない

ことをよく理解しているのである。彼は、veritas 

odium paret（憎しみは真理に従う）と罵倒されるか、

そうでなければ無視される。友人たちでさえも、彼の欠

点を見つけ始めている。なぜそれが純粋に神智学的な雑

誌であってはならないのか、言い換えれば、なぜそれが

独断的で偏屈であることを拒否するのかがわからないの

である。神智学やオカルトの教えに寸分の隙も与えず、

「最もグロテスクな異質な要素や矛盾する教義の出版に

ページを開いている」のである。これが主な非難であり、

それに対して我々はこう答える。なぜいけないのか？ 神

智学は神聖な知識であり、知識は真理である。あらゆる

真実、あらゆる誠実な言葉は、このように神智学の一部

であり、一塊りである。神聖な錬金術に熟練した者、あ

るいは真理を認識する才能に恵まれた者は、正しい文か

らと同様に誤った文からも真理を見出し、引き出すこと

ができる。1 トンのゴミの中から失われた金の粒子がい

かに小さくても、それは依然として貴金属であり、多少

の余分な手間を代償にしても掘り出す価値がある。これ

まで述べてきたように、あるものが何ではないかを知る

ことは、それが何であるかを知ることと同じくらい有益

であることが多い。平均的な読者には、宗派的（分派的）

な出版物の中に賛否両論のあらゆる側面を持つ事実を見

出すことはほとんど期待できない。なぜなら、その表現

はどちらかに偏り、編集者の特別な方針が向けられた側

に天秤が傾くようになることは確実だからである。神智

学誌はこのように、たとえおおよその真理と事実だけで

あるとしても、偏りのないものを見つけることを期待で

きる、おそらく唯一の出版物なのである。神智学雑誌は

したがって、おそらく人が、どんな場合でも、偏りのない、

まだおおよその真理と事実しかないとしても、それを見

つけることを望むことができる唯一の出版物なのであ

る。

　『ルシファー』には、哲学的、宗教的な見解が排除さ

れていないため、裸の真実がさまざまな側面から映し出

されている。そして、あらゆる哲学や宗教が、いかに不

完全で、不満足で、時には愚かであっても、何らかの真

理や事実に基づいているはずであるから、読者はそこで

論じられたいくつかの哲学を比較し、分析し、選択する

機会があるのである。『ルシファー』は、その限られた

スペースが許す限り、一つの普遍的な宝石の多くの面を

提供し、読者に言う。「今日あなた方は誰に仕えるか選
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ことを拒否しているのである。しかし、比較のために可

能な限り広い余白を残しておきながら、我々の反対者た

ちは、もし神智学の見解と対照的であれば、その最も顕

著な特徴に対する指摘や正当な批判なしに、我々の『ル

シファー』の澄んだ水に自分の顔を映し出すことは望め

ないのである。

　しかし、これは出版雑誌の表紙の内側だけで、哲学的

真理の単なる知的側面に関する限りにおいてである。よ

り深い精神的、宗教的な信念については、真のセオソフィ

ストが公開討論に付すことでその品位を落とすようなこ

とがあってはならず、むしろ、自分の最も奥深い魂の聖

域の奥深くに大切に隠しておくべきものである。そのよ

うな信念（信仰）や教義は、無関心な人々や批判的な人々

の乱暴な扱いによって、避けられない冒涜の危険がある

ため、決して軽率に公表してはならない。また、一般大

衆の思考する部分の考察に提供される仮説として以外

は、いかなる出版物にも具現化されるべきではない。神

智学的真理は、それがある種の思索の限界を超えるとき、

一般の人々の視界から隠されたままであるほうがよい。

それは「聖なる場所」、すなわち非人格的な神の自我、

あるいは内在する「自己」の神殿の外に引きずり出され

るべきものではない。なぜなら、その知覚の外にあるす

べての事実は、私たちが示したように、せいぜい相対的

な真理に過ぎないのだが、絶対的な真実からの光線はそ

れ自身の炎、私たちの最高の霊的意識の、純粋な鏡の中

にのみ自らを映し出すことができるからである。そして、

（幻影の）闇は、その中で輝く光をどのように理解する

ことができるだろうか。

(『ルシファー』1888 年 2月号より）。

「天の技が作り上げたすべての完全性の抽象化されたも

の」

 

であるにもかかわらず、現実には異常（変則）とパラドッ

クスの残念な束であり、自分の重要性を膨らませた空の

風袋（ふいご）であり、矛盾した、影響されやすい意見

を持っている。人は同時に傲慢で弱い生き物であり、地

上あるいは天上の権威を常に恐れているにもかかわら

ず、それでも

 

「怒った猿のように、高い天の前でそのような幻想的な

トリックを演じて、天使を泣かせる」

 

だろう。

 

　さて、真理は多面体の宝石であり、そのすべての面を

一度に認識することは不可能である。そしてまた、どん

なに真理を見極めたいと思っている人でも、その面の一

つさえ同じように見ることはできないのだから、それを

認識するために何をしたらよいのだろうか。肉体的な人

間は、あらゆる側面からの幻覚（幻影）によって制限され、

束縛されているので、地上的な知覚の光によって真理に

到達することはできない。デルポイの神託が「人よ、汝

自身を知れ」と問うときから、これほど偉大で重要な真

理は教えられなくなった。このような知覚がなければ、

人間は絶対的な真理はおろか、多くの相対的な真理さえ

も見えないままであろう。人間は自分自身を知ること、

すなわち決して欺くことのない内的知覚を獲得しなけれ

ば、いかなる絶対的真理をも習得することはできないの

である。絶対的な真理は永遠の象徴であり、有限の心が

永遠を把握することはできず、それゆえ、その完全な真

理が明かされることはない。人間がそれを見たり感じた

りする状態に到達するためには、外的な土でできた人間

の感覚を麻痺させなければならない。これは困難な作業

であると言わざるを得ないし、ほとんどの人は、この分

では相対的な真理で満足することを望むに違いない。し

かし地上的な真理にさえ近づくにはまず、それ自体のた

めに真理を愛することが必要である。そうでなければ真

理を認識することはできないからである。この時代、誰

が真理を自分のために愛しているのだろうか。真理を求

め、受け入れ、実行する覚悟のある人がどれほどいるだ

ろうか。この社会では、成功するためには何でも、現実

ではなく見かけの上に、本質的な価値ではなく自己主張

の上に、築かれなければならない。私たちは、真理を受

け止めることの難しさを十分に承知している。公正な天

女は、（彼女にとって）気の合う土壌つまり純粋な霊的

意識に照らされた、公平で偏見のない心の土壌にのみ降

り立つが、これらは両方とも文明国には本当に稀な住人

なのである。蒸気や電気の世紀には、人間はほとんど考

える暇もないほど猛スピードで生きており、慣習や型に

はまったプロクルステス（Procrustes）のベッドに釘付

けにされ、ゆりかごから墓場まで流されるのが常である。

現在の慣習とは、純粋で単純なもので、生まれつき嘘を

つくことである。なぜなら慣習はあらゆる場合において、

「受け取った基準に従った感情の見せかけ」（F・W・ロバー

トソンの定義）であり、見せかけがあるところでは、い

かなる真理もあり得ないからである。バイロンが言った

「真理は深みにある宝石である。一方、この世の表面では、

すべてのものが慣習という偽りの秤によって量られてい

る」という言葉が、どれほど深いものであるかは、この

ような社会慣習主義の息苦しい空気の中で生きることを

強いられ、学ぶ意欲と不安があっても、社会という猛々

しいモロク（訳注：セム族の神 ; その礼拝で，神をなだ

めるために親が自分の子供をいけにえにした . cf.〘聖書

〙 Lev.18：21; 2Kings 23：10; Jer.32：35.）を恐れて、

憧れの真実を受け入れることを敢えてしない人たちに最

もよくわかることだろう。

　読者よ、あなたの周りを見よ。世界的に有名な旅行者

の記録を研究し、文学者の共同観察、科学や統計のデー

タを思い出してほしい。現代社会、現代政治、現代宗教、

現代生活全般を心の眼に描いてみてほしい。太陽の下、

あらゆる文化的な民族や国家のやり方や習慣を思い出そ

う。ヨーロッパ、アメリカ、さらには極東や植民地など、

白人がいわゆる文明の「恩恵」を携えてきたあらゆる場

所の文明の中心地における人々の行いや道徳的態度を観

察せよ。そして今、これらすべてを見直した上で、立ち

止まって考え、できるならばその祝福されたエルドラド

（黄金郷）、つまり、「真理」が名誉ある客であり、嘘と

ぶがよい。人間の推理力と神聖な知識を水没させた洪水

の向こう側にいた神々か、習慣と社会的虚偽のアモリ人

（訳注：シリア・パレスティナ地方に住んだセム系遊牧民；

Gen 10：16）の神々か、はたまた（最高の）自己の主、

すなわち幻影の暗い力を破壊する輝く破壊者か、を」。

確かに、人間の不幸の総計を増やすのではなく、減らす

傾向のある哲学こそ、最良のものである。

　いずれにせよ、選択肢はそこにあり、この目的のため

にのみ、私たちはあらゆる種類の寄贈者にこのページを

開いているのである。したがって、神とキリストを信じ

ながら、野心的で高慢な教会の邪悪な解釈と強制的な教

義を拒否するキリスト教聖職者の見解や、神と魂と不死

を否定し、自分自身しか信じないヒイロ・イデアリスト

の教義が、この中に見出される。そう、私たちに対する

嘲笑や個人的な発言、私たちにとって大切な神智学の教

義に対する罵倒で、この雑誌のページを埋めることに躊

躇しない人たちでさえもである。無神論者が主宰する自

由思想誌が、神秘主義者やセオソフィストのオカルト的

見解やパラブラフマンの謎を賞賛する記事を挿入し、そ

れに対してほんの少しくだけた論評を加えたとき、ルシ

ファーはライバルを発見したと言えるであろう。キリス

ト教の定期刊行物や宣教団体が、自由思想家のペンから

アダムとその肋骨に対する信仰を揶揄する記事を受け入

れ、その編集者の信仰であるキリスト教に対する批判を

静かな沈黙のうちに通過させるとき、それは『ルシ

ファー』に値するものとなり、神智学の出版物と同じレ

ベルに置かれることができる許容性の程度に到達したと

本当に言えるかもしれないのである。

　しかし、これらの機関誌のどれもがそのようなことを

しない限り、彼らはすべて宗派的で、偏屈で、不寛容で

あり、真理と正義という考えを持つことはできない。『ル

シファー』やその編集者たちに対して陰口を叩くことは

あっても、どちらにも影響を与えることはできない。実

際、その雑誌の編集者たちは、神智学の中に偏見やいか

なる種類の傲慢さも全くないことの証人であり、それが

説く教義の神聖な美しさの結果であるとして、そうした

批判や非難を誇りに感じているのである。なぜなら神智

学は、前述のように、すべての人に聴聞と公平な機会を

与えているからです。神智学はいかなる見解も…誠実で

あれば…完全に真理を欠いているとはみなさない。神智

学は、考える人間がどのような思想階級に属していよう

とも、それを尊重する。哲学に利益をもたらすことなく

混乱を引き起こすだけの思想や見解に反対する用意が常

にあり、その解説者が個人的に好きなことを信じるよう

にし、彼らの考えが良いものであれば、それを正当化す

るのである。実際、ある哲学者の結論や推論が、私たち

の見解や私たちが説く教えに全く反対であっても、その

前提や事実の記述は極めて正しく、たとえ私たち自身が

それを拒否したとしても、より高度で真理に近いものを

持っていると信じて、他の人々がその反対側の哲学に

よって利益を得るかもしれないのである。いずれにせよ、

私たちの信仰の公言は今や明白であり、前述のページで

述べたことはすべて、私たちの編集方針を正当化し、説

明するものでもある。

　絶対的真理と相対的真理について考えをまとめると、

前に述べたことを繰り返すだけである。人間は、普遍的

な心（マインド）と一体となっている、ある種の高度に

精神的で高められた心の状態の外では、つまりこの地上

では、どんな哲学や宗教からも相対的な真理しか得るこ

とができない。井戸の底に住む女神でさえ、監禁されて

いる場所から出ることができたとしても、人間が同化で

きる以上のものは人間に与えられない。一方、誰もがそ

の井戸…その名は「知識」…の近くに座り、その深淵を

見つめ、少なくとも暗い水面に映る真理の美しい姿を見

ようとすることができる。しかし、リヒターが指摘した

ように、これはある種の危険性をはらんでいる。確かに、

ある種の真理は、鏡のように私たちが見つめる場所に時

折映し出され、忍耐強い学習者に報いてくれるかもしれ

ない。しかし，このドイツの思想家は，「哲学者の中には，

真理に敬意を表するために，水の中に自分の姿を見て，

代わりにそれを崇拝した者がいると聞いたことがある」

と付け加えた。. . . .

　このような災難、宗教的あるいは哲学的な学派の創始

者のすべてに降りかかっているものを避けるために、編

集者たちは、自分たちの個人的な頭脳に反映される真理

だけを読者に提供しないように細心の注意を払っている

のである。編集者たちは一般大衆に幅広い選択肢を提供

し、宗派主義の道の主な目印である偏見と不寛容を示す



　「真理とは何か」

H・P・ブラヴァツキー

 

　真理は自然の声であり、時の声である。真理はわれわ

れの中の驚くべきスクリーン（モニター）であり、それ

なしにはありえない。それ（真理）は星々から、黄金の

太陽から、そして吹くすべての風からやってくる。. . .  

W・トンプソン・ベーコン

・・・公明正大な真理の不滅の太陽

それは時々雲に隠れ、その光は太陽自体に欠陥があるわ

けではなく、見えなくなっているのだ

私の薄弱な先入観と不完全な信仰によって

そして善の成長を妨げる一千もの原因によって。・・・

ハンナ・モア

 

　キリスト教会の主張がほぼ正しいのであれば、ピラト

は「真理とは何か」と、それを知っているはずの人物に

尋ねた。しかし、その人（イエス）は黙っていた。そして、

イエスが明かさなかった真理は、ローマ総督と同様に、

後の信奉者たちにも明かされないままであった。しかし

イエスの沈黙は、この時も他の時も、彼の信奉者たちが

究極的で絶対的な真理そのものを受け取ったかのように

振る舞うのを妨げるものではない。そして真理の一部を

含むような智慧の言葉だけが彼らに与えられたという事

実を無視することから、それ自体はたとえ話や、美しい

けれども暗いことわざの中に隠されていたのである。

 

　この方針は、しだいに教条主義や断定へとつながって

いった。教会における教条主義、科学における教条主義、

どこもかしこも教条主義である。抽象的な世界ではぼん

やりとしか認識できない真理が、物質の世界で観察や実

験から推測される真理のように、神の啓示や科学の権威

という形で、忙しくて自分で考えることができない不敬

な人々に押しつけられるのである。しかし、ソクラテス

とピラトの時代から、全面的な否定の現代に至るまで、

同じ疑問が突きつけられている。理性は「ありえない」

と答える。人間自身のように有限で条件付きの世界では、

いかなる主題についても絶対的な真理が存在する余地は

ないのである。しかし、相対的な真理は存在し、私たち

はそれを最大限に活用しなければならない。

　いつの時代にも、絶対的なものを極めながら、相対的

な真理しか教えられない賢者はいた。私たちの人種で死

すべき女から生まれた者はまだ誰も、他の人間に完全で

究極的な真理を教えていないし、教えることもできな

かったからである。２人の人の心が完全に同じであるこ

とはあり得ないので、それぞれがその能力に応じて、自

分自身を通して最高の光明を受けなければならず、人間

の光ではない光からは受けられないのである。生きてい

る最も偉大な熟練者（アデプト）は、普遍的な真理を、

それを印象づける心が同化できる程度にしか明らかにで

きず、それ以上にはできないのである。Tot homines, 

quot sententiae （人の数だけ意見がある）は、不滅の真

理である。太陽は一つだが、その光線は無数である。そ

して、その光線が照らす対象の性質や体質によって、生

じる効果は有益にも悪意にもなる。極性は普遍的なもの

だが、偏光子は私たち自身の意識の中にある。意識が絶

対的な真理に向かって高められるのに比例して、私たち

人間は多かれ少なかれ絶対的に真理に同化する。しかし、

人間の意識はまた、地球のヒマワリに過ぎない。暖かい

光線にあこがれ、植物はただ太陽の方を向き、手の届か

ない光線の進路を追って、ぐるぐると動くことしかでき

ない。その根は土にしっかりと固定され、人生の半分は

影の中で過ごす。……

　しかし、私たち一人ひとりは、この地球上にいても、

真理の太陽に相対的に到達し、その最も暖かく直接的な

光線を、たとえそれが宇宙の物理的粒子を通過する長い

旅を経て分化したとしても、同化させることができる。

そのためには２つの方法がある。物質的な面で、私たち

は自分の心的なポラリスコープ（偏光器）を使用するこ

とができ、そして各光線の特性を分析し、最も純粋なも

のを選択する。霊性の面では、真実の太陽に到達するた

めに、私たちは自分のより高い性質の発達のために真剣

に働かなければならない。心は、その媒体や乗り物、有

機体の脳に依存し、不可分である。私たちは自分自身の

中で徐々に低い人格の本能的欲望を麻痺させ、それに

よって純粋に生理的な心の声を枯らすことを知ってい

る。私たちの中で動物人間は、霊的人間のための場所を

作ることができる。そして、いったん潜在的な状態から

呼び起こされると、最高の霊的な感覚と知覚が私たちの

中で比例して成長し、「神聖な人間」と同等に発達する

のである。これは、東洋のヨギや西洋の神秘主義者といっ

た偉大な熟達者（アデプト）たちが、常に行ってきたこ

とであり、今も行っていることである。

　しかし私たちはまた、少数の例外を除いて世の中のど

んな人間も、どんな唯物論者も、そうしたアデプトの存

在や、そうした精神的・霊的発達の可能性さえも決して

信じないことを知っているのだ。（古代の）愚か者は心

の中で「神はいない」と言い、現代人は「地上には高尚

な人はいない、あなたの病んだ空想の産物である」と言

う。このことを知っている私たちは、トーマス・ディディ

モスのタイプの読者を安心させようと急いだ。この雑誌

の中で、もっと自分に合った読み物、例えば、さまざま

な作家による「物質的唯心論」に関する雑多な論文に目

を向けていただけるよう、お願いする次第である。

　（例えば、同じ「哲学」の「自己中心主義」の記事へ、

あるいはまた、この号にある「物質的唯心論者」のピラ

ミッドの頂点に対する記事を読んでほしい。これは、問

題の学校の学識ある創設者が、われわれの過ちに対して

抗議した手紙である。彼は、無神論と唯物論の問題で、

われわれが自分の名前をハーバート・スペンサー、ダー

ウィン、ハックスレーなどの名前と「結合」させている

ことに不満を述べている。心理学と物理学の分野でのこ

れらの光は、あまりにもちらつき、あまりにも「妥協」

的で弱く、無神論者や無宗教者とさえ呼ぶに値すると、

ルインズ博士は考えているようだからである。複コラム

の「通信」、および「魔王（敵対者）」による返信を参照）。

　と言うのも「ルシファー」誌は、どのような「思想」

の読者にも満足していただけるよう、また、神道家と無

神論者、神秘主義者と不可知論者、キリスト教徒と異教

徒に対して等しく公平な立場を示しているからである。

編集者の論説、『道の光』についての論評など、そのよ

うな記事もある。これらは唯物論者のために書かれたも

のではない。絶対的な真理は地上にはなく、より高い領

域で探さなければならないが、この取るに足りない、常

に回転している小さな地球の上にさえ、西洋哲学では夢

にも思われないことがまだあるのだと心の中で知ってい

る神智学徒、または読者に宛てられたものである。

　話を元に戻そう。したがってルソーがそうであったよ

うに、私たちの多くにとって「一般的な抽象的真理はあ

らゆる恵みの中で最も貴重」であるにもかかわらず、一

方で私たちは相対的真理に満足しなければならないので

ある。冷静に考えれば、私たちはせいぜい貧弱な人間で、

相対的な真理を前にしても、それが私たち自身や私たち

のちっぽけな先入観を食い尽くさないか、常に恐怖を感

じているのである。絶対的な真理については、私たちの

ほとんどは自転車に乗って月に到達するのと同じよう

に、それを見ることができない。第一に、絶対的な真理は、

マホメットの山のように不動のものであり、預言者のた

めに自らを乱すことを拒んだので、預言者は自らその山

に向かわなければならなかったからである。そして、も

し私たちが遠くからでもそれに近づこうとするならば、

彼の例に倣わなければならない。第二に、絶対的な真理

の世界はこの世のものではないのだが、私たちはあまり

にもこの世のものになりすぎているからである。そして

第三に、詩人の空想の中では人間は、

 

偽りが追放された地球上の特別な場所の名前を挙げてみ

てほしい。できないであろう。あなただけでなく他の誰

にも、 国民生活と社会生活のあらゆる部門で頂点に君臨

する虚偽の塊に、自分の一口を加える覚悟と決意がなけ

ればできないことである。カーライルはこう叫んだ。「真

理は、それ（真理）に従うことで天が私を押しつぶした

としても、偽りではない。たとえ天空のラバーランド

（Lubberland）全体が背教の褒美であったとしても」。

崇高な言葉である。しかし、19 世紀の今日、カーライ

ルのように考える人、語る勇気のある人がどれほどいる

だろうか。巨大で恐ろしい多数派は、「何もしない者た

ちの楽園」、無情な利己主義のペイ・ド・コカーニュ（桃

源郷）を好んでいないことがあろうか。ハリス夫人が糾

弾し、グランディ夫人が非難し、改宗者が彼女の殺人的

な舌によってバラバラに引き裂かれる拷問を受けないよ

うに、単なる臆病な恐怖から、あらゆる新しく不評な真

理の最も影のある輪郭の前に恐怖で身をよじるのは、こ

の大多数の人々なのである。

　無知から最初に生まれる「利己主義」、そして新しく

生まれたすべての幼児に、普遍的な魂とは別の新しい魂

が「創造」されると主張する教えの果実であるこの利己

主義は、個人の自我と真理の間の越えられない壁である。

それは人間のすべての悪徳の多産な母であり、嘘は偽り

の必要性から生まれ、偽善は嘘を覆い隠したいという願

望から生まれる。嘘は、あらゆる人間の心の中で歳月と

ともに成長し強化される菌であり、あらゆる良い感情を

食い尽くしている。利己主義は、私たちの本性にあるあ

らゆる高貴な衝動を殺し、その信奉者の不誠実や脱走を

恐れない唯一の神である。それゆえ、私たちは世界と、

いわゆる今どきの社会で、それが最高位に君臨している

のを目にするのである。その結果、私たちはこの闇の神

の「尊敬すべきもの」と呼ばれる、「にせもの」「ごまかし」

「虚偽」の三位一体の側面の下、この闇の神の中で生き、

動き、そして存在することになるのである。

　これは真理・事実なのか、それとも誹謗中傷なのか？ 

どちらにしても、社会の頂点から底辺に至るまで、あら

ゆる国家、あらゆる個人において、親愛なる自己のため

に欺瞞と偽善が働いていることに気づくだろう。しかし

国家は暗黙の了解で、政治における利己的な動機は「高

貴な国家的願望、愛国心」などと呼ぶことにしており、

市民は家庭内でそれを「家庭の美徳」と見なしているの

である。とはいえ利己主義は、領土の拡大や、隣人を犠

牲にしての商売の競争などの欲望を生むものであり、決

して美徳とはみなされない。私たちは、言葉巧みな「欺瞞」

と「武力」、すべての国際的なソロモン神殿のヤキンと

ボアズを知り、その正しい名前である「外交」と呼んで

いる。外交官は、国家の栄光と政治を支えるこの２本の

柱の前に低く頭を下げ、そのメーソンの象徴である「（狡

猾な）力において、この我が家は確立されるであろう」

を日々実践しているからだ。つまり、力では得られない

ものを欺瞞によって得ているからだ。外交官の資格であ

る「利益を確保する器用さまたは技術」は、他国を犠牲

にして自国のために、真実を語ることによってはほとん

ど達成できないが、狡猾で欺瞞に満ちた舌によってこそ

達成できる。したがって、『ルシファー』はこのような

行為を「生きている、そして明らかな嘘」と呼んでいる。

　しかし、慣習や利己主義が、ごまかしや嘘を美徳と呼

び、最もよく嘘をつく人に公共の像で報いることに同意

したのは、政治だけのことではない。社会のあらゆる階

層は、嘘の上に生きており、嘘がなければバラバラに壊

れてしまう。洗練されていて、神と法を重んじる貴族は、

平民と同様に禁断の果実が好きで、自分たちが「ちょっ

とした癖」と呼んで満足しているものを隠すために、一

日中嘘をつくことを強いられるが、「真理」はそれを重

大な不道徳と見なすのである。中流階級の社会は、偽り

の笑顔、偽りの言葉、相互の裏切りで埋め尽くされてい

る。大多数の人々にとって、宗教は精神的な信仰の亡骸

にかぶせられた薄っぺらなベールのようなものとなって

いる。主人は召使いを欺くために教会に行く。飢えた牧

師は、自分が信じられなくなった者を説教して、司教を

だまし、司教は自分の神を欺くのだ。政治や社会の日刊

紙は、ジョルジュ・ダンディンの不滅の問いかけである

“Lequel de nous deux trompe-t-on ici?"（私たちのど

ちらがここでだまされていますか？）をモットーにする

とよいだろう。かつて「真理」の救済の錨であった科学

でさえ、裸の事実の神殿であることをやめてしまった。

科学者たちは、自分の名前と名声に輝きを与えるような

個人的な趣味や新奇な理論を、同僚や一般大衆に受け入

れさせるために、ほとんど一心不乱に努力しているので

ある。科学者は、異教徒の土地で宣教師が、あるいは家

庭で説教師が、現代の地質学は嘘であり、進化は虚栄と

精神の悩みに過ぎないと信徒を説得するように、現代に

おける今の科学的仮説に不利な証拠を隠す用意ができて

いるのである。

　これが西暦 1888 年の実際の状況であるが、しかしあ

る新聞社は、この年を悲観的に見ていると私たちを咎め

ている。

　嘘がこれほどまでに広まったのは、それが習慣や慣例

に支えられているからであり、年表でさえも人々に嘘を

強要しているのである。ユダヤ人と異教徒、ヨーロッパ

とさらにアジアの地で、唯物論者と不可知論者が自国の

キリスト教徒と同様に、年号の後に付ける西暦と紀元は、

別の嘘を認可するために使われる嘘である。

　では、相対的な真理はどこにあるのだろうか。デモク

リトスの世紀までさかのぼれば、女神が井戸の底に横た

わり、その深さゆえに女神が解放される望みはほとんど

なかったというのに、現在の状況下では、少なくとも月

の見えない裏側のように遠くに隠れていると信じる権利

があるのである。このためか、隠された真理の信奉者は

皆、すぐに精神異常者とされる。しかし『ルシファー』は、

いかなる場合にも、またいかなる脅威にも屈することな

く、普遍的に黙認され、一般に行われている嘘に迎合す

ることを強いられることなく、純粋かつ単純に事実を守

り、いかなる場合にも、またいかなる卑怯な仮面の下に

も真理を告げようとする。偏見と不寛容は、正統派で健

全な方針と見なされ、真理を犠牲にして社会的偏見と個

人的趣味を奨励することは、出版物の成功を確保するた

めに追求すべき賢明な道と見なされるかもしれない。そ

のようにしよう。『ルシファー』の編集者は神智学徒で

あり、そのモットーは次のように決められている。Vera 

pro gratiis.（慈悲のための真理）。

　彼ら（『ルシファー』の編集者）は、『ルシファー』が

真理という女神に捧げた酒と生け贄が、マスコミの支配

者たちの鼻に甘い香ばしい煙を送るわけでもなく、輝く

「朝の子」が彼らの鼻孔で甘い香りを放つわけでもない

ことをよく理解しているのである。彼は、veritas 

odium paret（憎しみは真理に従う）と罵倒されるか、

そうでなければ無視される。友人たちでさえも、彼の欠

点を見つけ始めている。なぜそれが純粋に神智学的な雑

誌であってはならないのか、言い換えれば、なぜそれが

独断的で偏屈であることを拒否するのかがわからないの

である。神智学やオカルトの教えに寸分の隙も与えず、

「最もグロテスクな異質な要素や矛盾する教義の出版に

ページを開いている」のである。これが主な非難であり、

それに対して我々はこう答える。なぜいけないのか？ 神

智学は神聖な知識であり、知識は真理である。あらゆる

真実、あらゆる誠実な言葉は、このように神智学の一部

であり、一塊りである。神聖な錬金術に熟練した者、あ

るいは真理を認識する才能に恵まれた者は、正しい文か

らと同様に誤った文からも真理を見出し、引き出すこと

ができる。1 トンのゴミの中から失われた金の粒子がい

かに小さくても、それは依然として貴金属であり、多少

の余分な手間を代償にしても掘り出す価値がある。これ

まで述べてきたように、あるものが何ではないかを知る

ことは、それが何であるかを知ることと同じくらい有益

であることが多い。平均的な読者には、宗派的（分派的）

な出版物の中に賛否両論のあらゆる側面を持つ事実を見

出すことはほとんど期待できない。なぜなら、その表現

はどちらかに偏り、編集者の特別な方針が向けられた側

に天秤が傾くようになることは確実だからである。神智

学誌はこのように、たとえおおよその真理と事実だけで

あるとしても、偏りのないものを見つけることを期待で

きる、おそらく唯一の出版物なのである。神智学雑誌は

したがって、おそらく人が、どんな場合でも、偏りのない、

まだおおよその真理と事実しかないとしても、それを見

つけることを望むことができる唯一の出版物なのであ

る。

　『ルシファー』には、哲学的、宗教的な見解が排除さ

れていないため、裸の真実がさまざまな側面から映し出

されている。そして、あらゆる哲学や宗教が、いかに不

完全で、不満足で、時には愚かであっても、何らかの真

理や事実に基づいているはずであるから、読者はそこで

論じられたいくつかの哲学を比較し、分析し、選択する

機会があるのである。『ルシファー』は、その限られた

スペースが許す限り、一つの普遍的な宝石の多くの面を

提供し、読者に言う。「今日あなた方は誰に仕えるか選

ことを拒否しているのである。しかし、比較のために可

能な限り広い余白を残しておきながら、我々の反対者た

ちは、もし神智学の見解と対照的であれば、その最も顕

著な特徴に対する指摘や正当な批判なしに、我々の『ル

シファー』の澄んだ水に自分の顔を映し出すことは望め

ないのである。

　しかし、これは出版雑誌の表紙の内側だけで、哲学的

真理の単なる知的側面に関する限りにおいてである。よ

り深い精神的、宗教的な信念については、真のセオソフィ

ストが公開討論に付すことでその品位を落とすようなこ

とがあってはならず、むしろ、自分の最も奥深い魂の聖

域の奥深くに大切に隠しておくべきものである。そのよ

うな信念（信仰）や教義は、無関心な人々や批判的な人々

の乱暴な扱いによって、避けられない冒涜の危険がある

ため、決して軽率に公表してはならない。また、一般大

衆の思考する部分の考察に提供される仮説として以外

は、いかなる出版物にも具現化されるべきではない。神

智学的真理は、それがある種の思索の限界を超えるとき、

一般の人々の視界から隠されたままであるほうがよい。

それは「聖なる場所」、すなわち非人格的な神の自我、

あるいは内在する「自己」の神殿の外に引きずり出され

るべきものではない。なぜなら、その知覚の外にあるす

べての事実は、私たちが示したように、せいぜい相対的

な真理に過ぎないのだが、絶対的な真実からの光線はそ

れ自身の炎、私たちの最高の霊的意識の、純粋な鏡の中

にのみ自らを映し出すことができるからである。そして、

（幻影の）闇は、その中で輝く光をどのように理解する

ことができるだろうか。

(『ルシファー』1888 年 2月号より）。

「天の技が作り上げたすべての完全性の抽象化されたも

の」

 

であるにもかかわらず、現実には異常（変則）とパラドッ

クスの残念な束であり、自分の重要性を膨らませた空の

風袋（ふいご）であり、矛盾した、影響されやすい意見

を持っている。人は同時に傲慢で弱い生き物であり、地

上あるいは天上の権威を常に恐れているにもかかわら

ず、それでも

 

「怒った猿のように、高い天の前でそのような幻想的な

トリックを演じて、天使を泣かせる」

 

だろう。

 

　さて、真理は多面体の宝石であり、そのすべての面を

一度に認識することは不可能である。そしてまた、どん

なに真理を見極めたいと思っている人でも、その面の一

つさえ同じように見ることはできないのだから、それを

認識するために何をしたらよいのだろうか。肉体的な人

間は、あらゆる側面からの幻覚（幻影）によって制限され、

束縛されているので、地上的な知覚の光によって真理に

到達することはできない。デルポイの神託が「人よ、汝

自身を知れ」と問うときから、これほど偉大で重要な真

理は教えられなくなった。このような知覚がなければ、

人間は絶対的な真理はおろか、多くの相対的な真理さえ

も見えないままであろう。人間は自分自身を知ること、

すなわち決して欺くことのない内的知覚を獲得しなけれ

ば、いかなる絶対的真理をも習得することはできないの

である。絶対的な真理は永遠の象徴であり、有限の心が

永遠を把握することはできず、それゆえ、その完全な真

理が明かされることはない。人間がそれを見たり感じた

りする状態に到達するためには、外的な土でできた人間

の感覚を麻痺させなければならない。これは困難な作業

であると言わざるを得ないし、ほとんどの人は、この分

では相対的な真理で満足することを望むに違いない。し

かし地上的な真理にさえ近づくにはまず、それ自体のた

めに真理を愛することが必要である。そうでなければ真

理を認識することはできないからである。この時代、誰

が真理を自分のために愛しているのだろうか。真理を求

め、受け入れ、実行する覚悟のある人がどれほどいるだ

ろうか。この社会では、成功するためには何でも、現実

ではなく見かけの上に、本質的な価値ではなく自己主張

の上に、築かれなければならない。私たちは、真理を受

け止めることの難しさを十分に承知している。公正な天

女は、（彼女にとって）気の合う土壌つまり純粋な霊的

意識に照らされた、公平で偏見のない心の土壌にのみ降

り立つが、これらは両方とも文明国には本当に稀な住人

なのである。蒸気や電気の世紀には、人間はほとんど考

える暇もないほど猛スピードで生きており、慣習や型に

はまったプロクルステス（Procrustes）のベッドに釘付

けにされ、ゆりかごから墓場まで流されるのが常である。

現在の慣習とは、純粋で単純なもので、生まれつき嘘を

つくことである。なぜなら慣習はあらゆる場合において、

「受け取った基準に従った感情の見せかけ」（F・W・ロバー

トソンの定義）であり、見せかけがあるところでは、い

かなる真理もあり得ないからである。バイロンが言った

「真理は深みにある宝石である。一方、この世の表面では、

すべてのものが慣習という偽りの秤によって量られてい

る」という言葉が、どれほど深いものであるかは、この

ような社会慣習主義の息苦しい空気の中で生きることを

強いられ、学ぶ意欲と不安があっても、社会という猛々

しいモロク（訳注：セム族の神 ; その礼拝で，神をなだ

めるために親が自分の子供をいけにえにした . cf.〘聖書

〙 Lev.18：21; 2Kings 23：10; Jer.32：35.）を恐れて、

憧れの真実を受け入れることを敢えてしない人たちに最

もよくわかることだろう。

　読者よ、あなたの周りを見よ。世界的に有名な旅行者

の記録を研究し、文学者の共同観察、科学や統計のデー

タを思い出してほしい。現代社会、現代政治、現代宗教、

現代生活全般を心の眼に描いてみてほしい。太陽の下、

あらゆる文化的な民族や国家のやり方や習慣を思い出そ

う。ヨーロッパ、アメリカ、さらには極東や植民地など、

白人がいわゆる文明の「恩恵」を携えてきたあらゆる場

所の文明の中心地における人々の行いや道徳的態度を観

察せよ。そして今、これらすべてを見直した上で、立ち

止まって考え、できるならばその祝福されたエルドラド

（黄金郷）、つまり、「真理」が名誉ある客であり、嘘と

神智学の海
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ぶがよい。人間の推理力と神聖な知識を水没させた洪水

の向こう側にいた神々か、習慣と社会的虚偽のアモリ人

（訳注：シリア・パレスティナ地方に住んだセム系遊牧民；

Gen 10：16）の神々か、はたまた（最高の）自己の主、

すなわち幻影の暗い力を破壊する輝く破壊者か、を」。

確かに、人間の不幸の総計を増やすのではなく、減らす

傾向のある哲学こそ、最良のものである。

　いずれにせよ、選択肢はそこにあり、この目的のため

にのみ、私たちはあらゆる種類の寄贈者にこのページを

開いているのである。したがって、神とキリストを信じ

ながら、野心的で高慢な教会の邪悪な解釈と強制的な教

義を拒否するキリスト教聖職者の見解や、神と魂と不死

を否定し、自分自身しか信じないヒイロ・イデアリスト

の教義が、この中に見出される。そう、私たちに対する

嘲笑や個人的な発言、私たちにとって大切な神智学の教

義に対する罵倒で、この雑誌のページを埋めることに躊

躇しない人たちでさえもである。無神論者が主宰する自

由思想誌が、神秘主義者やセオソフィストのオカルト的

見解やパラブラフマンの謎を賞賛する記事を挿入し、そ

れに対してほんの少しくだけた論評を加えたとき、ルシ

ファーはライバルを発見したと言えるであろう。キリス

ト教の定期刊行物や宣教団体が、自由思想家のペンから

アダムとその肋骨に対する信仰を揶揄する記事を受け入

れ、その編集者の信仰であるキリスト教に対する批判を

静かな沈黙のうちに通過させるとき、それは『ルシ

ファー』に値するものとなり、神智学の出版物と同じレ

ベルに置かれることができる許容性の程度に到達したと

本当に言えるかもしれないのである。

　しかし、これらの機関誌のどれもがそのようなことを

しない限り、彼らはすべて宗派的で、偏屈で、不寛容で

あり、真理と正義という考えを持つことはできない。『ル

シファー』やその編集者たちに対して陰口を叩くことは

あっても、どちらにも影響を与えることはできない。実

際、その雑誌の編集者たちは、神智学の中に偏見やいか

なる種類の傲慢さも全くないことの証人であり、それが

説く教義の神聖な美しさの結果であるとして、そうした

批判や非難を誇りに感じているのである。なぜなら神智

学は、前述のように、すべての人に聴聞と公平な機会を

与えているからです。神智学はいかなる見解も…誠実で

あれば…完全に真理を欠いているとはみなさない。神智

学は、考える人間がどのような思想階級に属していよう

とも、それを尊重する。哲学に利益をもたらすことなく

混乱を引き起こすだけの思想や見解に反対する用意が常

にあり、その解説者が個人的に好きなことを信じるよう

にし、彼らの考えが良いものであれば、それを正当化す

るのである。実際、ある哲学者の結論や推論が、私たち

の見解や私たちが説く教えに全く反対であっても、その

前提や事実の記述は極めて正しく、たとえ私たち自身が

それを拒否したとしても、より高度で真理に近いものを

持っていると信じて、他の人々がその反対側の哲学に

よって利益を得るかもしれないのである。いずれにせよ、

私たちの信仰の公言は今や明白であり、前述のページで

述べたことはすべて、私たちの編集方針を正当化し、説

明するものでもある。

　絶対的真理と相対的真理について考えをまとめると、

前に述べたことを繰り返すだけである。人間は、普遍的

な心（マインド）と一体となっている、ある種の高度に

精神的で高められた心の状態の外では、つまりこの地上

では、どんな哲学や宗教からも相対的な真理しか得るこ

とができない。井戸の底に住む女神でさえ、監禁されて

いる場所から出ることができたとしても、人間が同化で

きる以上のものは人間に与えられない。一方、誰もがそ

の井戸…その名は「知識」…の近くに座り、その深淵を

見つめ、少なくとも暗い水面に映る真理の美しい姿を見

ようとすることができる。しかし、リヒターが指摘した

ように、これはある種の危険性をはらんでいる。確かに、

ある種の真理は、鏡のように私たちが見つめる場所に時

折映し出され、忍耐強い学習者に報いてくれるかもしれ

ない。しかし，このドイツの思想家は，「哲学者の中には，

真理に敬意を表するために，水の中に自分の姿を見て，

代わりにそれを崇拝した者がいると聞いたことがある」

と付け加えた。. . . .

　このような災難、宗教的あるいは哲学的な学派の創始

者のすべてに降りかかっているものを避けるために、編

集者たちは、自分たちの個人的な頭脳に反映される真理

だけを読者に提供しないように細心の注意を払っている

のである。編集者たちは一般大衆に幅広い選択肢を提供

し、宗派主義の道の主な目印である偏見と不寛容を示す
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いて世界は少しヒントを得ることであろう。

　［垂球糸でこの真理の大洋の水深をはじめて測定した

のは古代インドすなわち大師　達のインドであった。し

かしマハーバーラタ後の時代のインドは、深遠な学識を

もっていたにもかかわらず、これを無視して忘れてし

まった。

　世界が性という広大な問題の基にある真理を発見して

深く理解すると、インドを含めて全世界にやってくる光

は「海にも陸にも見たことのない」ほどすばらしいもの

であろう。人類にその光をもたらすのは神智学協会に違

いない。人間はその光についてまことの霊的直観に達す

るであろう。］

　その時こそブッダ達とキリスト達からなった人種が世

に生まれる。というのは、その時、仏陀のような子供あ

るいは悪魔のような子供を産む能力は個人にあるという

ことを世界の人達は発見しているであろうからである。

そのような知識が生じると、独断的な宗教は悪魔と共に

消え失せるであろう。

手短に言えば、人類はまず情欲を満たそうとするような

低い欲望や煩悩を捨てなければならない。女性は奴隷で

あることをやめなければならないが、男性も自由になる

必要がある。つまり、両性は動物的な傾向の束縛を脱し

なければならない。するとその性質が高められるだろう。

女性はプラクリティ、男性はプルシャと調和することが

できる。そのような女性と男性の結びつきからブッダ達

の人種、「罪なくして」処女の子等が生まれるであろう。

私達とってこれは理想的な男女だが、エリファス・レー

ヴィが美しく表現したパラドックス、すなわち「想像力

は自ら考え出したものを実現させる」という真理を哲学

は認める。ヒンズー教の聖典を盲目的に崇拝するインド

人と、聖典の内容を理解せずにそれを嘲り笑うインド人

が、もし開いた心の目で行間を読んで古い教えを理解し

たならば、進歩へと一歩を進めることになるであろう。

まさにそのような進歩は、教育の本当の目的である。

一八八四年四月二六日

インド人

　この手紙はいくつかの重要な問題を提起している。オ

カルティストになる必須条件の一つは禁欲生活だから、

もし皆がオカルティストになったら人類は絶滅するので

はないかという人がいる。他の人々は、ヒンズー教の聖

典で妻を持っているといわれたリシ達の名前をあげて実

践的オカルティズムでは貞潔な独身生活は必須条件では

ないと論証する。つまり一般にいえば、その人達は自分

の狭い個人的な利益のためになる場合には比喩の形で美

しく伝えられたものを文字通り解釈して、その意味だけ

が正しいと主張する。彼等は自分の低級な動物的欲望を

抑制することができないので、感覚的な欲望を満たし続

けている自分の行為を正当化するために聖典を典拠にし

て、それを自分の都合の好いように解釈する。もちろん、

顕教の立場から見ても自分の低級我の命じることに反対

する聖典の文章もあるが、その場合、それを無視して顕

教的には自分の独特な意見を裏づけしているようにみえ

る他の箇所を引用する。しかし実際は、秘教の観点から

見ればその箇所も同様に低級欲望に反対しているのであ

る。リシ達の結婚は、そうした議論を招くところである。

『セオソフィスト』の読者達はこの点に関して、前号の「マ

ジコン」という題の論文の一か所を思い出してもらいた

いと思う。そこでは、オカルティストは、独身生活を誓っ

ていたために若い美人からの結婚の申し込みを断るが、

そのあと、ソフィアという名の処女に求婚していると告

白する。その論文の説明によると、ソフィアは智慧、す

なわちブッディ＝霊的魂（人間の第六本質）である。こ

の本質は単に、第七本質の媒体として受動的なので、い

つも「女性的」なものとして描かれている。第七本質は、

個人に関しては「アートマン」、宇宙に関しては「プル

シャ」と呼ばれるが、それは活動的な「男性」である。

なぜなら第七本質は、その女性的媒体である第六本質に

働きかけ、またそれを通して働く「エネルギーの中心」

だからである。

　自分をアートマンと完全に同一視すれば、オカルティ

ストはブッディに働きかけるようになる。というのは、

宇宙の進化の法則に従って、宇宙の第七本質＝プルシャ

は永遠に宇宙の第六本質＝プラクリティに働きかけた

り、プラクリティを通して顕現しているからである。霊

的単子 ( モナド ) には分離ということがないので、人間

の第七本質とプルシャとは同一である。だから、自分の

第七本質と一体になったマハートマは、実際上、一人の

創造者となる。それは、マハートマは万物を進化させ顕

現させる自然のエネルギーと一体となっているからであ

る。リシ達が結婚したといわれたのはこの意味であった。

シヴァとシャクティの結びつきには同じ比喩的な意味が

ある。シヴァはシャクティを通して現れるヴァーチ、す

なわちロゴスである。そしてシヴァとシャクティの結び

つきから現象の世界が生まれる。というのも、「息子」

が生まれるまで、父と母は存在しないからである。シャ

クティは女性原理なので、女性を通してのみ完全に現顕

する。もちろん厳密にいえば内なる人間は男性でも女性

でもない。陰陽どちらかの原理が優勢であるかというこ

とで人の性が決まる。この優勢は「親和の法則」によっ

て定められる。だから女性の場合、シャクティに象徴さ

れるオカルト・エネルギーが非常に強く現れる。その上、

女性はものをありありと思い浮かべるすばらしい想像力

に恵まれており、それは男性よりも強い。現象とは理想

の実現あるいはむしろ顕現であり、そして理想は強力な

想像力によってのみ正しくしかも強く作り上げられるの

で、女性のアデプトこそ高級なオカルティスト達、「罪

なくして」生まれた「ブッダ達とキリスト達」の人種を

作ることができる。動物的な性的欲望を早く捨てれば捨

てるほど、それだけが「無垢懐胎」を作ることのできる

高級なオカルト能力が早く且つ強力に現れるであろう。

無垢懐胎の方法は実際、非常に高い階段のイニシエー

ションでオカルティストに教えられる。すると、肉体が

男性であろうと女性であろうと、アデプトは宇宙の諸エ

ネルギーを使って新しい存在を生み出すことができるよ

うになる。古代の女性のアデプトであるアナスーヤーは、

無垢懐胎によってドゥルヴァーサスとダッタートレーヤ

とチャンドラを孕んだといわれる。その三人三種のアデ

プトの状態を象徴する。右に述べたように、オカルティ

ストは男性でも女性でもないが、その結婚は罪のない「神

聖な結びつき」であり、クリシュナと千人のゴーピー（女

性の牛飼い）の結びつきと同じようなものである。色欲

におぼれやすい人がクリシュナの話を文字通りに理解し

たので、その間違った解釈から非常に墜落的な習慣にふ

ける宗派が出てきた。しかし実際は、クリシュナは第七

本質の象徴であり、ゴーピー達は、その媒体を通して現

れた第七本質の無数の能力を表している。「罪なくして」

その結びつき、あるいはむしろ、「女性原理」を通して

のこれらの力の作用と顕現から、あらゆる現象が出現す

る。相手すなわち女性原理の「懐胎」は「無垢」なので、

そのような結びつきを得たオカルティストは幸せで「罪

なき」ものである。この段階が非常に高いイニシエーショ

ンに属するものであるということで分かるように、宇宙

進化の成り行きで、一般の人間がこの方法で罪なくして

生まれたブッダ達などの人種を作ることができる時代は

まだ遠い未来にあり、多分第六か第七ラウンドに起こる

ことだろう。しかしこの事実の可能性と現実性がひとた

び認められたら、「天の国」がこの世に降りてくるその

すばらしい日の到来を早めるように生活と教育法が改良

されるであろう。

実践的オカルティズム

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク

七　未来のオカルティスト

　『セオソフィスト』誌に出たこの論文では「インド人」

というペンネームで『インディアン・ミラー』誌に寄稿

した人の手紙の全文をＨＰＢは引用している。『インディ

アン・ミラー』の経営者と編集長のノーレンドロ・ナート・

センは有名な愛国者であり改革家で、神智学協会のメン

バーであったし、寄稿者「インド人」も明らかにオカル

ティズムと神智学に精通した人である。「インド人」が

引用した『最高の科学のパラドックス』は神智学協会の

英国人のメンバーＡ・Ｏ・ヒュームの著作だが、引用文そ

のものはＫＨ大師の文章である。「インド人」は大師の

文章の一部しか引用しなかったが、内容は非常に興味深

いので、手紙に引用されなかった部分を［　］に入れて

全訳にした。（訳者）

　カルカッタの有力な日刊誌『インディアン・ミラー』

の寄稿者は「婦人に適した教育」という題の手紙で次の

ようにいう。

　婦人の教育についての二二日付の社説は、まことの教

育とは何かという極めて重要な問題を引き起こした。哲

学の観点からいえば、教育の本当の目的は、心を啓発さ

せることである。心を狭い範囲に閉じ込めず、視野を広

げて認識を拡大すべきである。この世では読み書きの能

力は教育にとって大きな助けとなるのは確かである。と

いうのは、読み書きができると、知るべき様々な考えに

接することが可能になるからである。しかし同時に、読

み書きは心の拡大という目的のために必要な手段にすぎ

ないことも覚えておくべきである。さらに、同じ目的の

ためにもっと必要なほかの手段もあることを忘れてはな

らない。これらの手段の中で最も重要なものは、自然界

の本体的な面まで洞察することができるように、その現

象的な面をあらゆる角度から観察し続けるという能力で

ある。古代インドのリシ達は、顕現と未顕現の関係を研

究したり結果を最初の原因まで遡る方法を、現代人も理

解できるような形で伝えたので、私達が望みさえすれば

それを応用することができる。私達が求めているのは、

現在のような茶番劇ではなくて、あらゆる分野を含む広

範囲の教育である。昔、アーリア人は母の足下で学び、

母の乳を飲む時も、胎内にいる時でさえも性格と運命が

形成されたとすれば、それは当時の教育には世界主義的

な性質があったからに違いない。婦人を高めることはも

ちろん必要だが、男性が自分自身を高めることも必要で

ある。「無垢懐胎」の科学的な意味が理解される日が早

くくるように私達は努力しなければならない。『最高の

科学のパラドックス』に出た著名なオカルティストのお

考えをここで引用すればためになると思う。

　女性を男性の付属物と見なしてはならない。男性は単

に女性の利益や快楽のために作られたものではないと同

様に、女性も男性の利益や快楽のために作られたもので

はない。両性を力は平等だが個性が違うものと理解しな

ければならない。

　［七歳までは男子と女子の骨格に全く相違がないので、

骨解剖学者はそれを簡単には区別することはできない。］

　婦人の使命は、罪なくして生まれる未来のオカルティ

ストの母親となることである。世界の贖罪と救済は、婦

人を高めることにかかっている。婦人はずっと昔から性

的隷属状態の梅によって束縛されてきたが、その枷を壊

す時にはじめて、婦人とはまことにどんなものなのか、

自然界の大経輪の中で婦人の役割が何かということにつ



15

いて世界は少しヒントを得ることであろう。

　［垂球糸でこの真理の大洋の水深をはじめて測定した

のは古代インドすなわち大師　達のインドであった。し

かしマハーバーラタ後の時代のインドは、深遠な学識を

もっていたにもかかわらず、これを無視して忘れてし

まった。

　世界が性という広大な問題の基にある真理を発見して

深く理解すると、インドを含めて全世界にやってくる光

は「海にも陸にも見たことのない」ほどすばらしいもの

であろう。人類にその光をもたらすのは神智学協会に違

いない。人間はその光についてまことの霊的直観に達す

るであろう。］

　その時こそブッダ達とキリスト達からなった人種が世

に生まれる。というのは、その時、仏陀のような子供あ

るいは悪魔のような子供を産む能力は個人にあるという

ことを世界の人達は発見しているであろうからである。

そのような知識が生じると、独断的な宗教は悪魔と共に

消え失せるであろう。

手短に言えば、人類はまず情欲を満たそうとするような

低い欲望や煩悩を捨てなければならない。女性は奴隷で

あることをやめなければならないが、男性も自由になる

必要がある。つまり、両性は動物的な傾向の束縛を脱し

なければならない。するとその性質が高められるだろう。

女性はプラクリティ、男性はプルシャと調和することが

できる。そのような女性と男性の結びつきからブッダ達

の人種、「罪なくして」処女の子等が生まれるであろう。

私達とってこれは理想的な男女だが、エリファス・レー

ヴィが美しく表現したパラドックス、すなわち「想像力

は自ら考え出したものを実現させる」という真理を哲学

は認める。ヒンズー教の聖典を盲目的に崇拝するインド

人と、聖典の内容を理解せずにそれを嘲り笑うインド人

が、もし開いた心の目で行間を読んで古い教えを理解し

たならば、進歩へと一歩を進めることになるであろう。

まさにそのような進歩は、教育の本当の目的である。

一八八四年四月二六日

インド人

　この手紙はいくつかの重要な問題を提起している。オ

カルティストになる必須条件の一つは禁欲生活だから、

もし皆がオカルティストになったら人類は絶滅するので

はないかという人がいる。他の人々は、ヒンズー教の聖

典で妻を持っているといわれたリシ達の名前をあげて実

践的オカルティズムでは貞潔な独身生活は必須条件では

ないと論証する。つまり一般にいえば、その人達は自分

の狭い個人的な利益のためになる場合には比喩の形で美

しく伝えられたものを文字通り解釈して、その意味だけ

が正しいと主張する。彼等は自分の低級な動物的欲望を

抑制することができないので、感覚的な欲望を満たし続

けている自分の行為を正当化するために聖典を典拠にし

て、それを自分の都合の好いように解釈する。もちろん、

顕教の立場から見ても自分の低級我の命じることに反対

する聖典の文章もあるが、その場合、それを無視して顕

教的には自分の独特な意見を裏づけしているようにみえ

る他の箇所を引用する。しかし実際は、秘教の観点から

見ればその箇所も同様に低級欲望に反対しているのであ

る。リシ達の結婚は、そうした議論を招くところである。

『セオソフィスト』の読者達はこの点に関して、前号の「マ

ジコン」という題の論文の一か所を思い出してもらいた

いと思う。そこでは、オカルティストは、独身生活を誓っ

ていたために若い美人からの結婚の申し込みを断るが、

そのあと、ソフィアという名の処女に求婚していると告

白する。その論文の説明によると、ソフィアは智慧、す

なわちブッディ＝霊的魂（人間の第六本質）である。こ

の本質は単に、第七本質の媒体として受動的なので、い

つも「女性的」なものとして描かれている。第七本質は、

個人に関しては「アートマン」、宇宙に関しては「プル

シャ」と呼ばれるが、それは活動的な「男性」である。

なぜなら第七本質は、その女性的媒体である第六本質に

働きかけ、またそれを通して働く「エネルギーの中心」

だからである。

　自分をアートマンと完全に同一視すれば、オカルティ

ストはブッディに働きかけるようになる。というのは、

宇宙の進化の法則に従って、宇宙の第七本質＝プルシャ

は永遠に宇宙の第六本質＝プラクリティに働きかけた

り、プラクリティを通して顕現しているからである。霊

的単子 ( モナド ) には分離ということがないので、人間

の第七本質とプルシャとは同一である。だから、自分の

第七本質と一体になったマハートマは、実際上、一人の

創造者となる。それは、マハートマは万物を進化させ顕

現させる自然のエネルギーと一体となっているからであ

る。リシ達が結婚したといわれたのはこの意味であった。

シヴァとシャクティの結びつきには同じ比喩的な意味が

ある。シヴァはシャクティを通して現れるヴァーチ、す

なわちロゴスである。そしてシヴァとシャクティの結び

つきから現象の世界が生まれる。というのも、「息子」

が生まれるまで、父と母は存在しないからである。シャ

クティは女性原理なので、女性を通してのみ完全に現顕

する。もちろん厳密にいえば内なる人間は男性でも女性

でもない。陰陽どちらかの原理が優勢であるかというこ

とで人の性が決まる。この優勢は「親和の法則」によっ

て定められる。だから女性の場合、シャクティに象徴さ

れるオカルト・エネルギーが非常に強く現れる。その上、

女性はものをありありと思い浮かべるすばらしい想像力

に恵まれており、それは男性よりも強い。現象とは理想

の実現あるいはむしろ顕現であり、そして理想は強力な

想像力によってのみ正しくしかも強く作り上げられるの

で、女性のアデプトこそ高級なオカルティスト達、「罪

なくして」生まれた「ブッダ達とキリスト達」の人種を

作ることができる。動物的な性的欲望を早く捨てれば捨

てるほど、それだけが「無垢懐胎」を作ることのできる

高級なオカルト能力が早く且つ強力に現れるであろう。

無垢懐胎の方法は実際、非常に高い階段のイニシエー

ションでオカルティストに教えられる。すると、肉体が

男性であろうと女性であろうと、アデプトは宇宙の諸エ

ネルギーを使って新しい存在を生み出すことができるよ

うになる。古代の女性のアデプトであるアナスーヤーは、

無垢懐胎によってドゥルヴァーサスとダッタートレーヤ

とチャンドラを孕んだといわれる。その三人三種のアデ

プトの状態を象徴する。右に述べたように、オカルティ

ストは男性でも女性でもないが、その結婚は罪のない「神

聖な結びつき」であり、クリシュナと千人のゴーピー（女

性の牛飼い）の結びつきと同じようなものである。色欲

におぼれやすい人がクリシュナの話を文字通りに理解し

たので、その間違った解釈から非常に墜落的な習慣にふ

ける宗派が出てきた。しかし実際は、クリシュナは第七

本質の象徴であり、ゴーピー達は、その媒体を通して現

れた第七本質の無数の能力を表している。「罪なくして」

その結びつき、あるいはむしろ、「女性原理」を通して

のこれらの力の作用と顕現から、あらゆる現象が出現す

る。相手すなわち女性原理の「懐胎」は「無垢」なので、

そのような結びつきを得たオカルティストは幸せで「罪

なき」ものである。この段階が非常に高いイニシエーショ

ンに属するものであるということで分かるように、宇宙

進化の成り行きで、一般の人間がこの方法で罪なくして

生まれたブッダ達などの人種を作ることができる時代は

まだ遠い未来にあり、多分第六か第七ラウンドに起こる

ことだろう。しかしこの事実の可能性と現実性がひとた

び認められたら、「天の国」がこの世に降りてくるその

すばらしい日の到来を早めるように生活と教育法が改良

されるであろう。

七　未来のオカルティスト

　『セオソフィスト』誌に出たこの論文では「インド人」

というペンネームで『インディアン・ミラー』誌に寄稿

した人の手紙の全文をＨＰＢは引用している。『インディ

アン・ミラー』の経営者と編集長のノーレンドロ・ナート・

センは有名な愛国者であり改革家で、神智学協会のメン

バーであったし、寄稿者「インド人」も明らかにオカル

ティズムと神智学に精通した人である。「インド人」が

引用した『最高の科学のパラドックス』は神智学協会の

英国人のメンバーＡ・Ｏ・ヒュームの著作だが、引用文そ

のものはＫＨ大師の文章である。「インド人」は大師の

文章の一部しか引用しなかったが、内容は非常に興味深

いので、手紙に引用されなかった部分を［　］に入れて

全訳にした。（訳者）

　カルカッタの有力な日刊誌『インディアン・ミラー』

の寄稿者は「婦人に適した教育」という題の手紙で次の

ようにいう。

　婦人の教育についての二二日付の社説は、まことの教

育とは何かという極めて重要な問題を引き起こした。哲

学の観点からいえば、教育の本当の目的は、心を啓発さ

せることである。心を狭い範囲に閉じ込めず、視野を広

げて認識を拡大すべきである。この世では読み書きの能

力は教育にとって大きな助けとなるのは確かである。と

いうのは、読み書きができると、知るべき様々な考えに

接することが可能になるからである。しかし同時に、読

み書きは心の拡大という目的のために必要な手段にすぎ

ないことも覚えておくべきである。さらに、同じ目的の

ためにもっと必要なほかの手段もあることを忘れてはな

らない。これらの手段の中で最も重要なものは、自然界

の本体的な面まで洞察することができるように、その現

象的な面をあらゆる角度から観察し続けるという能力で

ある。古代インドのリシ達は、顕現と未顕現の関係を研

究したり結果を最初の原因まで遡る方法を、現代人も理

解できるような形で伝えたので、私達が望みさえすれば

それを応用することができる。私達が求めているのは、

現在のような茶番劇ではなくて、あらゆる分野を含む広

範囲の教育である。昔、アーリア人は母の足下で学び、

母の乳を飲む時も、胎内にいる時でさえも性格と運命が

形成されたとすれば、それは当時の教育には世界主義的

な性質があったからに違いない。婦人を高めることはも

ちろん必要だが、男性が自分自身を高めることも必要で

ある。「無垢懐胎」の科学的な意味が理解される日が早

くくるように私達は努力しなければならない。『最高の

科学のパラドックス』に出た著名なオカルティストのお

考えをここで引用すればためになると思う。

　女性を男性の付属物と見なしてはならない。男性は単

に女性の利益や快楽のために作られたものではないと同

様に、女性も男性の利益や快楽のために作られたもので

はない。両性を力は平等だが個性が違うものと理解しな

ければならない。

　［七歳までは男子と女子の骨格に全く相違がないので、

骨解剖学者はそれを簡単には区別することはできない。］

　婦人の使命は、罪なくして生まれる未来のオカルティ

ストの母親となることである。世界の贖罪と救済は、婦

人を高めることにかかっている。婦人はずっと昔から性

的隷属状態の梅によって束縛されてきたが、その枷を壊

す時にはじめて、婦人とはまことにどんなものなのか、

自然界の大経輪の中で婦人の役割が何かということにつ



いて世界は少しヒントを得ることであろう。

　［垂球糸でこの真理の大洋の水深をはじめて測定した

のは古代インドすなわち大師　達のインドであった。し

かしマハーバーラタ後の時代のインドは、深遠な学識を

もっていたにもかかわらず、これを無視して忘れてし

まった。

　世界が性という広大な問題の基にある真理を発見して

深く理解すると、インドを含めて全世界にやってくる光

は「海にも陸にも見たことのない」ほどすばらしいもの

であろう。人類にその光をもたらすのは神智学協会に違

いない。人間はその光についてまことの霊的直観に達す

るであろう。］

　その時こそブッダ達とキリスト達からなった人種が世

に生まれる。というのは、その時、仏陀のような子供あ

るいは悪魔のような子供を産む能力は個人にあるという

ことを世界の人達は発見しているであろうからである。

そのような知識が生じると、独断的な宗教は悪魔と共に

消え失せるであろう。

手短に言えば、人類はまず情欲を満たそうとするような

低い欲望や煩悩を捨てなければならない。女性は奴隷で

あることをやめなければならないが、男性も自由になる

必要がある。つまり、両性は動物的な傾向の束縛を脱し

なければならない。するとその性質が高められるだろう。

女性はプラクリティ、男性はプルシャと調和することが

できる。そのような女性と男性の結びつきからブッダ達

の人種、「罪なくして」処女の子等が生まれるであろう。

私達とってこれは理想的な男女だが、エリファス・レー

ヴィが美しく表現したパラドックス、すなわち「想像力

は自ら考え出したものを実現させる」という真理を哲学

は認める。ヒンズー教の聖典を盲目的に崇拝するインド

人と、聖典の内容を理解せずにそれを嘲り笑うインド人

が、もし開いた心の目で行間を読んで古い教えを理解し

たならば、進歩へと一歩を進めることになるであろう。

まさにそのような進歩は、教育の本当の目的である。

一八八四年四月二六日

インド人

　この手紙はいくつかの重要な問題を提起している。オ

カルティストになる必須条件の一つは禁欲生活だから、

もし皆がオカルティストになったら人類は絶滅するので

はないかという人がいる。他の人々は、ヒンズー教の聖

典で妻を持っているといわれたリシ達の名前をあげて実

践的オカルティズムでは貞潔な独身生活は必須条件では

ないと論証する。つまり一般にいえば、その人達は自分

の狭い個人的な利益のためになる場合には比喩の形で美

しく伝えられたものを文字通り解釈して、その意味だけ

が正しいと主張する。彼等は自分の低級な動物的欲望を

抑制することができないので、感覚的な欲望を満たし続

けている自分の行為を正当化するために聖典を典拠にし

て、それを自分の都合の好いように解釈する。もちろん、

顕教の立場から見ても自分の低級我の命じることに反対

する聖典の文章もあるが、その場合、それを無視して顕

教的には自分の独特な意見を裏づけしているようにみえ

る他の箇所を引用する。しかし実際は、秘教の観点から

見ればその箇所も同様に低級欲望に反対しているのであ

る。リシ達の結婚は、そうした議論を招くところである。

『セオソフィスト』の読者達はこの点に関して、前号の「マ

ジコン」という題の論文の一か所を思い出してもらいた

いと思う。そこでは、オカルティストは、独身生活を誓っ

ていたために若い美人からの結婚の申し込みを断るが、

そのあと、ソフィアという名の処女に求婚していると告

白する。その論文の説明によると、ソフィアは智慧、す

なわちブッディ＝霊的魂（人間の第六本質）である。こ

の本質は単に、第七本質の媒体として受動的なので、い

つも「女性的」なものとして描かれている。第七本質は、

個人に関しては「アートマン」、宇宙に関しては「プル

シャ」と呼ばれるが、それは活動的な「男性」である。

なぜなら第七本質は、その女性的媒体である第六本質に

働きかけ、またそれを通して働く「エネルギーの中心」

だからである。

　自分をアートマンと完全に同一視すれば、オカルティ

ストはブッディに働きかけるようになる。というのは、

宇宙の進化の法則に従って、宇宙の第七本質＝プルシャ

は永遠に宇宙の第六本質＝プラクリティに働きかけた

り、プラクリティを通して顕現しているからである。霊

的単子 ( モナド ) には分離ということがないので、人間

の第七本質とプルシャとは同一である。だから、自分の

第七本質と一体になったマハートマは、実際上、一人の

創造者となる。それは、マハートマは万物を進化させ顕

現させる自然のエネルギーと一体となっているからであ

る。リシ達が結婚したといわれたのはこの意味であった。

シヴァとシャクティの結びつきには同じ比喩的な意味が

ある。シヴァはシャクティを通して現れるヴァーチ、す

なわちロゴスである。そしてシヴァとシャクティの結び

つきから現象の世界が生まれる。というのも、「息子」

が生まれるまで、父と母は存在しないからである。シャ

クティは女性原理なので、女性を通してのみ完全に現顕

する。もちろん厳密にいえば内なる人間は男性でも女性

でもない。陰陽どちらかの原理が優勢であるかというこ

とで人の性が決まる。この優勢は「親和の法則」によっ

て定められる。だから女性の場合、シャクティに象徴さ

れるオカルト・エネルギーが非常に強く現れる。その上、

女性はものをありありと思い浮かべるすばらしい想像力

に恵まれており、それは男性よりも強い。現象とは理想

の実現あるいはむしろ顕現であり、そして理想は強力な

想像力によってのみ正しくしかも強く作り上げられるの

で、女性のアデプトこそ高級なオカルティスト達、「罪

なくして」生まれた「ブッダ達とキリスト達」の人種を

作ることができる。動物的な性的欲望を早く捨てれば捨

てるほど、それだけが「無垢懐胎」を作ることのできる

高級なオカルト能力が早く且つ強力に現れるであろう。

無垢懐胎の方法は実際、非常に高い階段のイニシエー

ションでオカルティストに教えられる。すると、肉体が

男性であろうと女性であろうと、アデプトは宇宙の諸エ

ネルギーを使って新しい存在を生み出すことができるよ

うになる。古代の女性のアデプトであるアナスーヤーは、

無垢懐胎によってドゥルヴァーサスとダッタートレーヤ

とチャンドラを孕んだといわれる。その三人三種のアデ

プトの状態を象徴する。右に述べたように、オカルティ

ストは男性でも女性でもないが、その結婚は罪のない「神

聖な結びつき」であり、クリシュナと千人のゴーピー（女

性の牛飼い）の結びつきと同じようなものである。色欲

におぼれやすい人がクリシュナの話を文字通りに理解し

たので、その間違った解釈から非常に墜落的な習慣にふ

ける宗派が出てきた。しかし実際は、クリシュナは第七

本質の象徴であり、ゴーピー達は、その媒体を通して現

れた第七本質の無数の能力を表している。「罪なくして」

その結びつき、あるいはむしろ、「女性原理」を通して

のこれらの力の作用と顕現から、あらゆる現象が出現す

る。相手すなわち女性原理の「懐胎」は「無垢」なので、

そのような結びつきを得たオカルティストは幸せで「罪

なき」ものである。この段階が非常に高いイニシエーショ

ンに属するものであるということで分かるように、宇宙

進化の成り行きで、一般の人間がこの方法で罪なくして

生まれたブッダ達などの人種を作ることができる時代は

まだ遠い未来にあり、多分第六か第七ラウンドに起こる

ことだろう。しかしこの事実の可能性と現実性がひとた

び認められたら、「天の国」がこの世に降りてくるその

すばらしい日の到来を早めるように生活と教育法が改良

されるであろう。
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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。

七　未来のオカルティスト

　『セオソフィスト』誌に出たこの論文では「インド人」

というペンネームで『インディアン・ミラー』誌に寄稿

した人の手紙の全文をＨＰＢは引用している。『インディ

アン・ミラー』の経営者と編集長のノーレンドロ・ナート・

センは有名な愛国者であり改革家で、神智学協会のメン

バーであったし、寄稿者「インド人」も明らかにオカル

ティズムと神智学に精通した人である。「インド人」が

引用した『最高の科学のパラドックス』は神智学協会の

英国人のメンバーＡ・Ｏ・ヒュームの著作だが、引用文そ

のものはＫＨ大師の文章である。「インド人」は大師の

文章の一部しか引用しなかったが、内容は非常に興味深

いので、手紙に引用されなかった部分を［　］に入れて

全訳にした。（訳者）

　カルカッタの有力な日刊誌『インディアン・ミラー』

の寄稿者は「婦人に適した教育」という題の手紙で次の

ようにいう。

　婦人の教育についての二二日付の社説は、まことの教

育とは何かという極めて重要な問題を引き起こした。哲

学の観点からいえば、教育の本当の目的は、心を啓発さ

せることである。心を狭い範囲に閉じ込めず、視野を広

げて認識を拡大すべきである。この世では読み書きの能

力は教育にとって大きな助けとなるのは確かである。と

いうのは、読み書きができると、知るべき様々な考えに

接することが可能になるからである。しかし同時に、読

み書きは心の拡大という目的のために必要な手段にすぎ

ないことも覚えておくべきである。さらに、同じ目的の

ためにもっと必要なほかの手段もあることを忘れてはな

らない。これらの手段の中で最も重要なものは、自然界

の本体的な面まで洞察することができるように、その現

象的な面をあらゆる角度から観察し続けるという能力で

ある。古代インドのリシ達は、顕現と未顕現の関係を研

究したり結果を最初の原因まで遡る方法を、現代人も理

解できるような形で伝えたので、私達が望みさえすれば

それを応用することができる。私達が求めているのは、

現在のような茶番劇ではなくて、あらゆる分野を含む広

範囲の教育である。昔、アーリア人は母の足下で学び、

母の乳を飲む時も、胎内にいる時でさえも性格と運命が

形成されたとすれば、それは当時の教育には世界主義的

な性質があったからに違いない。婦人を高めることはも

ちろん必要だが、男性が自分自身を高めることも必要で

ある。「無垢懐胎」の科学的な意味が理解される日が早

くくるように私達は努力しなければならない。『最高の

科学のパラドックス』に出た著名なオカルティストのお

考えをここで引用すればためになると思う。

　女性を男性の付属物と見なしてはならない。男性は単

に女性の利益や快楽のために作られたものではないと同

様に、女性も男性の利益や快楽のために作られたもので

はない。両性を力は平等だが個性が違うものと理解しな

ければならない。

　［七歳までは男子と女子の骨格に全く相違がないので、

骨解剖学者はそれを簡単には区別することはできない。］

　婦人の使命は、罪なくして生まれる未来のオカルティ

ストの母親となることである。世界の贖罪と救済は、婦

人を高めることにかかっている。婦人はずっと昔から性

的隷属状態の梅によって束縛されてきたが、その枷を壊

す時にはじめて、婦人とはまことにどんなものなのか、

自然界の大経輪の中で婦人の役割が何かということにつ
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月一回程度勉強会をオンラインで行っております。会員の参加費は無料です。勉強会の日程はメールでお知らせして

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

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

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

⑵ 比較宗教、比較哲学、比較科学の研究を促進すること。

⑶ 未だ解明されない自然の法則と人間に潜在する能力を調査研究すること。

神智学協会の会員

⑴ 神智学協会日本ロッジの会員は、神智学協会国際本部の会員名簿に登録されます。
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⑶ 神智学協会日本ロッジの会員は、会報誌『テオソフィア』の配布を受けます。
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神智学協会日本ロッジでは、神智学の教えを普及するために会の活動を支援することを目的として、支援基金を設立

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

【銀行振込によるご入金口座】　

ゆうちょ銀行　〇〇八支店（ゼロゼロハチ）

口座番号：普通預金98936871

口座名義：神智学協会ニッポン・ロッジ

【他の金融機関からご入金する場合】

ゆうちょ銀行　○○八支店（ゼロゼロハチ）

口座番号：普通9893687

口座名義：神智学協会ニッポン・ロッジ

支援基金

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