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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

17 章　心霊現象とスピリチュアリズム

　心霊現象の歴史の中で、ヨーロッパやアメリカ、その

他の場所でのいわゆる「スピリチュアリズム」（心霊主義）

の記録は重要な位置を占めている。霊的なものが何もな

いという意味で、先ほど述べたヨーロッパやアメリカの

カルト教団に「スピリチュアリズム」という言葉がこれ

ほど誤って使われたことはなかったと、私は忠告してお

く。前の章で述べられた教義は真のスピリチュアリズム

のものであり、現代の霊媒やいわゆる霊能者により誤っ

てその名前で呼ばれている実践は、実際には、死者の崇

拝とみなされ、スピリチュアリズムの師によって常に禁

止されていた昔ながらの死霊魔術（ネクロマンシー）で

ある。それらは霊的な考えを粗末に具現化したもので、

その反対のものよりも物質を扱っている。

　このカルトは、フォックス姉妹の霊媒能力の下、約 

40 年前にアメリカのニューヨーク州ロチェスターで始

まったと考えられているが、それは魔術の興奮の中、セー

レム（訳注１）で知られていたし、ヨーロッパでは 100 

年前に同じ実践が追い求められ、同様の現象が見られ、

霊媒が生まれ、交霊会が開催されていた。何世紀にもわ

たって、それはインドではよく知られており、適切にも

「ブータ崇拝」と呼ばれている。ブータ崇拝とは、悪魔

や亡くなった人のアストラルの残骸との交信を試みるこ

とを意味する。これはここでもその名前（死霊魔術）で

あるはずである。

　その術によって人間の粗野で悪魔的な、またはこの世

的な部分が活発になり、アピールして来て、交信するか

らである。しかし、アメリカでの 40 年間の長い（心霊

現象の）記録の事実は、簡単な検討を必要としている。

これらの事実は、すべての研究熱心な神智学徒がきっと

認めるだろう。神智学的な説明と推論は、しかし、平均

的な霊能者のものとは全く異なる。哲学は、スピリチュ

アリズムの人々や文学の中では進化していない。神智学

だけが真の説明を与え、欠陥を指摘し、危険性を明らか

にし、救済策を示唆している。

　透視力、透聴力、思考伝達、予言、夢とビジョン、空

中浮揚、幻影（幽霊）の出現はすべて、昔から知られて

いる力であることは明らかであるため、スピリチュアリ

１

ズムに関して最も差し迫った問題は、この世を去って現

在は体を失っている人々の魂とのコミュニケーションに

関連するものであり、ここに肉体をもって現れておらず

他の領域に属している未分類の霊とのコミュニケーショ

ンである。おそらく、交霊会での形態の物質化現象のこ

ともまた、いくらかの注目に値する。コミュニケーショ

ンには、トランス状態で話すこと、石板や他の書き込み、

空中での独立した声、霊媒の肉体的な音声器官を通して

話すこと、そして空中から書き込まれたメッセージの沈

殿（プリシピテーション）が含まれている。霊媒は死者

の霊と交信するのだろうか？ 亡くなった友人は、残して

行った人生の状態を知覚しているのであろうか？ また、

時々戻ってきて私たちに話したり、会話したりするので

あろうか？

　その答えは前の章で述べられている。亡き人たちはこ

こで私たちを見ていない。彼らは、そのような光景がも

たらすであろう恐ろしい痛みから解放されている。純粋

な心を持った無報酬の霊媒が、たまに、亡くなった魂が

いる状態にトランス状態で昇天し、そこで聞いたことの

一部を思い出すことがあるが、これはまれである。時折、

数十年のうちに、ある高貴な人間の霊がしばらく戻って

きて、明白な手段で人間と連絡をとることがある。死の

瞬間、扉が閉まる前に、魂はこの世の友人に話しかける

かもしれない。しかし、霊媒を通して毎日毎日行われて

いると主張される交信のほとんどは、人間のアストラル

の、知性がない残骸から来るもので、または多くの場合、

完全に捏造、盗んだもの、発見、および生きている霊媒

とゆるくつながりのあるアストラル体からの制作品であ

る。

　死者の霊が交信するという説には、確かな異論が生じ

る。いくつかは次のものである。

I. これらの霊がいずれかの現象を支配する法則を示した

ことはなく、いくつかの例を除いて、神智学的理論が提

示されてもそれがカルトに受け入れられたことはなかっ

た。A・J・デイビスによってうち建てられたような構造

を破壊するので、これらの特定の霊は評判を落とした。

II. 霊たちはそれぞれの間で意見が分かれていて、ある者

は死後の世界が、別の者によって説明されたものとは全

く異なると述べている。これらの不一致は、霊媒と亡く

なった人が生きていたとき持っていたであろう理論に

よってさまざまである。ある霊は輪廻転生を認め、他の

霊はそれを否定している。

III. 霊たちは歴史、人類学、または他の重要な事項に関

して何も発見しておらず、生きている人間よりも能力が

低いように見える。そして、彼らはしばしば古い文明に

住んでいた人間であると主張しているが、そこに無知を

示すか、単に最近発表された発見を繰り返して言うだけ

である。

IV. この 40 年間、霊から、現象の理論的根拠も、霊媒

術の発展の理論的根拠も得られていない。偉大な哲学者

たちが霊媒を通して話していると報告されているが、戯

言やごくありふれたことしか言わない。

V. 霊媒は肉体的、道徳的な災難に遭い、詐欺で告発され、

ペテンの罪で有罪とされているが、指導霊と支配霊は保

護したり救ったりするための口出しをしない。

VI. 指導霊や支配霊が人を欺き、いんちきへと煽動して

いることが認められる。

VII. 霊の主張や哲学がもしあるとすれば、それらが霊媒

や生きている霊能者それぞれの最近の思想によって違う

ことが、霊について報告されているすべてのことによっ

て明らかになっている。

　物質主義的な科学者は、これらすべてとさらに多くの

ことから、嘲笑することで防備を固めているが、セオソ

フィスト（神智学徒）は、もし交信があるとしたら、そ

の存在物は人間の霊ではなく、その存在物がする説明は、

他の誰かの持論にあると結論づけなければならない。

霊媒の肉体とは無関係に、空中から形態が物質化するの

は事実である。

　しかし、それは霊ではない。スピリチュアリズムに好

まれていない「霊」の一人によって非常によく言われた

ように、この現象を生み出す１つの方法は、電気と磁気

の粒子が１つの塊に凝集し、その上に物質が集まり、ア

ストラル領域から反射されたイメージを形成することに

よる。これが、モスリンとマスクの寄せ集め（訳注２）

と同じくらいの詐欺である。これがどのように達成され

るかは別の問題である。霊たちは言うことができないが、

前の章で方法と手段を示すことを試みた。２つ目の方法

は、生きている霊媒のアストラル体を使用することであ

る。この場合、アストラル形態は霊媒の脇腹から滲み出

て、徐々に空中や交霊会参加者の体から抽出された粒子

をそれ自身に集め、最後には目に見えるようになる。時

にはそれは霊媒に似ているが、他のものとは異なる外観

をしている。強い光はアストラル物質を乱暴に乱し、投

影を困難にするので、ほとんどすべての事例で光の薄暗

さが必要である。いくつかのいわゆる物質化現象は、ア

ストラル光からの画像が反映されたものにすぎず、電気

と磁気物質の平板にすぎないので、うつろなまがいもの

である。これらは死者の顔のように見えるが、単に絵で

描かれた幻である。

　「スピリチュアリズム」の歴史の中で見出された心霊

現象を理解しようとするならば、次のことを知り、認め

る必要がある。

I. 肉体、アストラル体、魂を通して知り、推論し、感じ、

行動する存在としての、アストラル的、霊的、サイキッ

ク（魂）的な人間の完全な遺伝。

II. 心の性質、心の作用、心の力。想像力の性質と力。印

象の持続時間と効果。この中で最も重要なのは、最も深

い印象と同様に最も小さな印象の持続性であり、すべて

の印象が個々のオーラの中に絵を描くことであり、これ

によって、友人や親戚のオーラの間に、古い、新しい、

近い、遠い、程度のかけ離れた関係が確立されているこ

と数が減っている。ロッジは、次の潮が満ち始める頃に

は、西洋が人間と自然の真の哲学についての正しい知識

を得て、ベールをもう少し持ち上げる準備ができている

ことを望んでいる。このような方向への人類の進歩を助

けることが本書の目的であり、その目的で世界各地の読

者に提示されたのである。

＊＊＊＊＊＊

訳注１ Massachusetts 州北東部の港町。1692 年に魔女

裁判が行なわれたところ。

訳注２ 交霊会で霊媒からエクトプラズムというものが出

て、それが霊の現れたものと言われたが、実際は紙、布、

モスリンなどに片栗粉をまぶしたものを使って見せかけ

たと言う。

とである。これは透視能力者に幅広い視界を与えること

になる。

III. アストラル体とカーマという用語に含まれる人間の

内なるアストラル器官と能力の性質、範囲、機能、およ

び力。これらは忘我（トランス）や睡眠によって機能を

妨げられることはなく、その状態に入ると霊媒の中で増

加する。同時に、その作用は自由ではなく、交霊会に参

加する人々の間の思考の集団和音によって、あるいは優

勢な意志によって、あるいは背後にいる悪魔によって支

配されていること。懐疑的な科学研究者がいる場合、そ

の人の精神的態度が、英語の用語では適切に説明できな

い凍結プロセスと呼ばれるものによって、霊媒の力の作

用を完全に抑制することができる。

IV. 死後の真の人間の運命、その状態、力、活動、そし

てもしあるとすれば、この世に残された人間との関係。

V. 心と体の間の仲介者であるアストラル体は、死ぬ際

に脱ぎ捨てられ、アストラル光の中に放置されて消失し

ていくこと、そして、本当の人間はデヴァチャンに行く

こと。

VI. アストラル光の存在、性質、力、機能、そして自然

の中の記録簿としてのその場所。アストラル光は誰にで

も起こったすべてのこと、またすべての思考とすべての

ことの画像を含んでいて、保持し、反映していること。

それが地球とその周りの大気に浸透していること。アス

トラル光を介した振動の伝達は、現在知られている電気

の速度よりもはるかに速いので、実際に瞬間的であるこ

と。

VII. 私達のような体を使っていなくて、性質が人間では

なく、力、能力、一種の自分自身の意識を持っている存

在がアストラル光の中にいること。これらの存在には、

多くの階級に分けられるエレメンタルのエネルギーまた

は自然界の精も含まれ、自然のすべての働きと人間の心

のすべての動きと関係がある。これらのエレメンタルた

ちは、交霊会において反射的に自分たちのさまざまな部

門で行動する。ある部類は画像を提示し、別の部類は音

を作り出し、他の部類は物体の移動（apportation）の

ために、物体の極性を変えている。このアストラル領域

でエレメンタルたちと行動を共にしているのは、そこに

住む魂のない人間である。これらには、特に「独立した声」

の現象が、霊から遠く離れた存在物のために絶対に必要

な真空の中で作られているという理由だけで、常に樽の

中の声のように聞こえる。この種の声の独特の音色は、

霊能者には重要であると認識されていないが、オカルト

の観点からは非常に重要である。

VIII. この物質界で驚くべき結果を引き起こすために使

用することができる自然界のオカルト法則と力の存在と

作用。これらの法則と力は、潜在意識下の人間とエレメ

ンタルたちによって意識的にか無意識的に働かされるか

もしれないこと、そしてこれらのオカルト的作用の多く

は、強烈な寒さの下での水の凍結や、熱の下で氷が溶け

るのと同じように自動的であること。

IX. 霊媒のアストラル体は、アストラル物質の性質を持っ

ていて、肉体から伸びているかもしれないし、肉体の外

側で行動しているかもしれないし、また、手、腕、脚の

ようなそれ自身の任意の部分を時折突き出して、それに

よって物体を動かしたり、文字を刻みつけたり、体に触

れたりというように、際限なくいろいろするかもしれな

い。そして、ある人のアストラル体は、脳に伝達されて

いる感覚を感じさせ、その人に自分が外界に触れている

か、または音を聞いたと思わせるかもしれないこと。

　霊媒術は危険に満ちている。なぜなら、現在は人間の

アストラルの部分は肉体に結合されたときだけ正常に動

作するからである。遠い未来には、はるか過去にそうで

あったように、アストラル体は通常、肉体なしで動作す

るであろう。霊媒になるということは、生理学的にも神

経系的にも支離滅裂にならなければならないということ

である。なぜなら、アストラル体を介して、２つの世界

の間が接続されているからである。扉が開かれた瞬間、

すべての未知の力が突入し、自然の粗悪な部分が私たち

に最も近いので、その部分は私たちに最も影響を与える。

低級な性質も、その使われる力が私たちのアストラルの

部分から来ているため、最初に影響を受け、火をつけら

れている。私たちはその後、すべての人の下劣な思考の

なすがままになり、カーマローカで殻の影響を受ける。

これに霊媒術の実践のためにお金を取ることが追加され

た場合、霊のものとアストラル界に関連するものを販売

してはならないため、さらに危険が手近にある。これは

アメリカのスピリチュアリズムの大きな病気であり、そ

の歴史全体を台無しにし、劣化させてきた。それが排除

されるまで、実践から何の良いことももたらされない。

あの世から真実を聞きたい人は、真実に専念して、お金

のことはすべて目の前から見えなくしなければならな

い。

　単なる好奇心や利己的な目的のために超能力の使用法

を得ようとすることも、霊媒術の場合と同じ理由で危険

である。現代の文明は極度に利己的であり、個人的な要

素の上に成り立っているため、これらの力を正しい方法

で開発するためのルールは示されていないが、智慧の大

師たちは、哲学と倫理を、他の分野の開発を行う前にま

ず学び実践しなければならないと言っている。そして、

霊媒の十把一絡げの開発に対する人々の非難は、スピリ

チュアリズムの歴史によって支えられており、それはあ

らゆる方面で霊媒の破滅の、１つの長い物語である。

　同様に不適切なのは、人間の本質を気にかけずに催眠

術の実験にふけっている科学界のやり方である。催眠術

の被験者は一生傷つき、不名誉な態度を取らされ、調査

員の満足のために、通常の状態では男女が決してしない

ようなことをさせられる。大師たちのロッジは、人間の

状態を物質的にだけでなく道徳的にも向上させることを

目的としない限り、科学には関心がない。科学が人間と

人生を道徳的、霊的な側面から見るようになるまでは、

科学には何の援助も与えられないだろう。このような理

由から、心霊の世界、その住人、その法則についてすべ

てを知っている人たちは、人間の内なる力に可能な、奇

妙で魅惑的な現象に大きな注意が払われる前に、道徳や

哲学の改革を進めているのである。

　そして現在、そのサイクルは今世紀へとほぼ順調に進

んでいる。今、１世紀前のように、現象を起こす力は減

少している。そのため、スピリチュアリズムの現象は量

スピリチュアリズムは間違った名前である。

死霊魔術（ネクロマンシー）と死者の崇拝と呼

ばれるべきだ。このカルトはアメリカが発祥の

地ではない。それは長い間インドで知られてい

る実践なのである。アメリカでの長く記録され

た事実は、検査が必要だ。神智学徒は事実を認

めているが 「霊能者」とは異なる解釈をしてい

る。死者が戻るかどうかの問題に限定された検

査。死者はこのように戻りはしない。交信の大

部分は人間のアストラル殻からのものである。

霊媒の主張に異議が述べられる。 霊媒の記録は

科学の嘲笑を正当化する。物質化とは何か。ア

ストラル光からの絵が描かれた電気磁気物質の

全体。または、生きている体から押し出された

霊媒のアストラル体である。現象を理解する前

に知るべき法則の分析。「独立した声」の音色に

ついて。アストラル領域の重要性。霊媒術の危

険性。お金や利己的な目的のためにこれらの力

を得る試みも危険である。心霊の法則は、現在、

力を緩めることを定めている。ロッジの目的。
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く。前の章で述べられた教義は真のスピリチュアリズム

のものであり、現代の霊媒やいわゆる霊能者により誤っ

てその名前で呼ばれている実践は、実際には、死者の崇

拝とみなされ、スピリチュアリズムの師によって常に禁

止されていた昔ながらの死霊魔術（ネクロマンシー）で

ある。それらは霊的な考えを粗末に具現化したもので、

その反対のものよりも物質を扱っている。

　このカルトは、フォックス姉妹の霊媒能力の下、約 

40 年前にアメリカのニューヨーク州ロチェスターで始

まったと考えられているが、それは魔術の興奮の中、セー

レム（訳注１）で知られていたし、ヨーロッパでは 100 

年前に同じ実践が追い求められ、同様の現象が見られ、

霊媒が生まれ、交霊会が開催されていた。何世紀にもわ

たって、それはインドではよく知られており、適切にも

「ブータ崇拝」と呼ばれている。ブータ崇拝とは、悪魔

や亡くなった人のアストラルの残骸との交信を試みるこ

とを意味する。これはここでもその名前（死霊魔術）で

あるはずである。

　その術によって人間の粗野で悪魔的な、またはこの世

的な部分が活発になり、アピールして来て、交信するか

らである。しかし、アメリカでの 40 年間の長い（心霊

現象の）記録の事実は、簡単な検討を必要としている。

これらの事実は、すべての研究熱心な神智学徒がきっと

認めるだろう。神智学的な説明と推論は、しかし、平均

的な霊能者のものとは全く異なる。哲学は、スピリチュ

アリズムの人々や文学の中では進化していない。神智学

だけが真の説明を与え、欠陥を指摘し、危険性を明らか

にし、救済策を示唆している。

　透視力、透聴力、思考伝達、予言、夢とビジョン、空

中浮揚、幻影（幽霊）の出現はすべて、昔から知られて

いる力であることは明らかであるため、スピリチュアリ

ズムに関して最も差し迫った問題は、この世を去って現

在は体を失っている人々の魂とのコミュニケーションに

関連するものであり、ここに肉体をもって現れておらず

他の領域に属している未分類の霊とのコミュニケーショ

ンである。おそらく、交霊会での形態の物質化現象のこ

ともまた、いくらかの注目に値する。コミュニケーショ

ンには、トランス状態で話すこと、石板や他の書き込み、

空中での独立した声、霊媒の肉体的な音声器官を通して

話すこと、そして空中から書き込まれたメッセージの沈

殿（プリシピテーション）が含まれている。霊媒は死者

の霊と交信するのだろうか？ 亡くなった友人は、残して

行った人生の状態を知覚しているのであろうか？ また、

時々戻ってきて私たちに話したり、会話したりするので

あろうか？

　その答えは前の章で述べられている。亡き人たちはこ

こで私たちを見ていない。彼らは、そのような光景がも

たらすであろう恐ろしい痛みから解放されている。純粋

な心を持った無報酬の霊媒が、たまに、亡くなった魂が

いる状態にトランス状態で昇天し、そこで聞いたことの

一部を思い出すことがあるが、これはまれである。時折、

数十年のうちに、ある高貴な人間の霊がしばらく戻って

きて、明白な手段で人間と連絡をとることがある。死の

瞬間、扉が閉まる前に、魂はこの世の友人に話しかける

かもしれない。しかし、霊媒を通して毎日毎日行われて

いると主張される交信のほとんどは、人間のアストラル

の、知性がない残骸から来るもので、または多くの場合、

完全に捏造、盗んだもの、発見、および生きている霊媒

とゆるくつながりのあるアストラル体からの制作品であ

る。

　死者の霊が交信するという説には、確かな異論が生じ

る。いくつかは次のものである。

I. これらの霊がいずれかの現象を支配する法則を示した

ことはなく、いくつかの例を除いて、神智学的理論が提

示されてもそれがカルトに受け入れられたことはなかっ

た。A・J・デイビスによってうち建てられたような構造

を破壊するので、これらの特定の霊は評判を落とした。

II. 霊たちはそれぞれの間で意見が分かれていて、ある者

は死後の世界が、別の者によって説明されたものとは全

く異なると述べている。これらの不一致は、霊媒と亡く

なった人が生きていたとき持っていたであろう理論に

よってさまざまである。ある霊は輪廻転生を認め、他の

霊はそれを否定している。

III. 霊たちは歴史、人類学、または他の重要な事項に関

して何も発見しておらず、生きている人間よりも能力が

低いように見える。そして、彼らはしばしば古い文明に

住んでいた人間であると主張しているが、そこに無知を

示すか、単に最近発表された発見を繰り返して言うだけ

である。

IV. この 40 年間、霊から、現象の理論的根拠も、霊媒

術の発展の理論的根拠も得られていない。偉大な哲学者

たちが霊媒を通して話していると報告されているが、戯

言やごくありふれたことしか言わない。

V. 霊媒は肉体的、道徳的な災難に遭い、詐欺で告発され、

ペテンの罪で有罪とされているが、指導霊と支配霊は保

護したり救ったりするための口出しをしない。

VI. 指導霊や支配霊が人を欺き、いんちきへと煽動して

いることが認められる。

VII. 霊の主張や哲学がもしあるとすれば、それらが霊媒

や生きている霊能者それぞれの最近の思想によって違う

ことが、霊について報告されているすべてのことによっ

て明らかになっている。

　物質主義的な科学者は、これらすべてとさらに多くの

ことから、嘲笑することで防備を固めているが、セオソ

フィスト（神智学徒）は、もし交信があるとしたら、そ
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の存在物は人間の霊ではなく、その存在物がする説明は、

他の誰かの持論にあると結論づけなければならない。

霊媒の肉体とは無関係に、空中から形態が物質化するの

は事実である。

　しかし、それは霊ではない。スピリチュアリズムに好

まれていない「霊」の一人によって非常によく言われた

ように、この現象を生み出す１つの方法は、電気と磁気

の粒子が１つの塊に凝集し、その上に物質が集まり、ア

ストラル領域から反射されたイメージを形成することに

よる。これが、モスリンとマスクの寄せ集め（訳注２）

と同じくらいの詐欺である。これがどのように達成され

るかは別の問題である。霊たちは言うことができないが、

前の章で方法と手段を示すことを試みた。２つ目の方法

は、生きている霊媒のアストラル体を使用することであ

る。この場合、アストラル形態は霊媒の脇腹から滲み出

て、徐々に空中や交霊会参加者の体から抽出された粒子

をそれ自身に集め、最後には目に見えるようになる。時

にはそれは霊媒に似ているが、他のものとは異なる外観

をしている。強い光はアストラル物質を乱暴に乱し、投

影を困難にするので、ほとんどすべての事例で光の薄暗

さが必要である。いくつかのいわゆる物質化現象は、ア

ストラル光からの画像が反映されたものにすぎず、電気

と磁気物質の平板にすぎないので、うつろなまがいもの

である。これらは死者の顔のように見えるが、単に絵で

描かれた幻である。

　「スピリチュアリズム」の歴史の中で見出された心霊

現象を理解しようとするならば、次のことを知り、認め

る必要がある。

I. 肉体、アストラル体、魂を通して知り、推論し、感じ、

行動する存在としての、アストラル的、霊的、サイキッ

ク（魂）的な人間の完全な遺伝。

II. 心の性質、心の作用、心の力。想像力の性質と力。印

象の持続時間と効果。この中で最も重要なのは、最も深

い印象と同様に最も小さな印象の持続性であり、すべて

の印象が個々のオーラの中に絵を描くことであり、これ

によって、友人や親戚のオーラの間に、古い、新しい、

近い、遠い、程度のかけ離れた関係が確立されているこ

と数が減っている。ロッジは、次の潮が満ち始める頃に

は、西洋が人間と自然の真の哲学についての正しい知識

を得て、ベールをもう少し持ち上げる準備ができている

ことを望んでいる。このような方向への人類の進歩を助

けることが本書の目的であり、その目的で世界各地の読

者に提示されたのである。

＊＊＊＊＊＊

訳注１ Massachusetts 州北東部の港町。1692 年に魔女

裁判が行なわれたところ。

訳注２ 交霊会で霊媒からエクトプラズムというものが出

て、それが霊の現れたものと言われたが、実際は紙、布、

モスリンなどに片栗粉をまぶしたものを使って見せかけ

たと言う。

とである。これは透視能力者に幅広い視界を与えること

になる。

III. アストラル体とカーマという用語に含まれる人間の

内なるアストラル器官と能力の性質、範囲、機能、およ

び力。これらは忘我（トランス）や睡眠によって機能を

妨げられることはなく、その状態に入ると霊媒の中で増

加する。同時に、その作用は自由ではなく、交霊会に参

加する人々の間の思考の集団和音によって、あるいは優

勢な意志によって、あるいは背後にいる悪魔によって支

配されていること。懐疑的な科学研究者がいる場合、そ

の人の精神的態度が、英語の用語では適切に説明できな

い凍結プロセスと呼ばれるものによって、霊媒の力の作

用を完全に抑制することができる。

IV. 死後の真の人間の運命、その状態、力、活動、そし

てもしあるとすれば、この世に残された人間との関係。

V. 心と体の間の仲介者であるアストラル体は、死ぬ際

に脱ぎ捨てられ、アストラル光の中に放置されて消失し

ていくこと、そして、本当の人間はデヴァチャンに行く

こと。

VI. アストラル光の存在、性質、力、機能、そして自然

の中の記録簿としてのその場所。アストラル光は誰にで

も起こったすべてのこと、またすべての思考とすべての

ことの画像を含んでいて、保持し、反映していること。

それが地球とその周りの大気に浸透していること。アス

トラル光を介した振動の伝達は、現在知られている電気

の速度よりもはるかに速いので、実際に瞬間的であるこ

と。

VII. 私達のような体を使っていなくて、性質が人間では

なく、力、能力、一種の自分自身の意識を持っている存

在がアストラル光の中にいること。これらの存在には、

多くの階級に分けられるエレメンタルのエネルギーまた

は自然界の精も含まれ、自然のすべての働きと人間の心

のすべての動きと関係がある。これらのエレメンタルた

ちは、交霊会において反射的に自分たちのさまざまな部

門で行動する。ある部類は画像を提示し、別の部類は音

を作り出し、他の部類は物体の移動（apportation）の

ために、物体の極性を変えている。このアストラル領域

でエレメンタルたちと行動を共にしているのは、そこに

住む魂のない人間である。これらには、特に「独立した声」

の現象が、霊から遠く離れた存在物のために絶対に必要

な真空の中で作られているという理由だけで、常に樽の

中の声のように聞こえる。この種の声の独特の音色は、

霊能者には重要であると認識されていないが、オカルト

の観点からは非常に重要である。

VIII. この物質界で驚くべき結果を引き起こすために使

用することができる自然界のオカルト法則と力の存在と

作用。これらの法則と力は、潜在意識下の人間とエレメ

ンタルたちによって意識的にか無意識的に働かされるか

もしれないこと、そしてこれらのオカルト的作用の多く

は、強烈な寒さの下での水の凍結や、熱の下で氷が溶け

るのと同じように自動的であること。

IX. 霊媒のアストラル体は、アストラル物質の性質を持っ

ていて、肉体から伸びているかもしれないし、肉体の外

側で行動しているかもしれないし、また、手、腕、脚の

ようなそれ自身の任意の部分を時折突き出して、それに

よって物体を動かしたり、文字を刻みつけたり、体に触

れたりというように、際限なくいろいろするかもしれな

い。そして、ある人のアストラル体は、脳に伝達されて

いる感覚を感じさせ、その人に自分が外界に触れている

か、または音を聞いたと思わせるかもしれないこと。

　霊媒術は危険に満ちている。なぜなら、現在は人間の

アストラルの部分は肉体に結合されたときだけ正常に動

作するからである。遠い未来には、はるか過去にそうで

あったように、アストラル体は通常、肉体なしで動作す

るであろう。霊媒になるということは、生理学的にも神

経系的にも支離滅裂にならなければならないということ

である。なぜなら、アストラル体を介して、２つの世界

の間が接続されているからである。扉が開かれた瞬間、

すべての未知の力が突入し、自然の粗悪な部分が私たち

に最も近いので、その部分は私たちに最も影響を与える。

低級な性質も、その使われる力が私たちのアストラルの

部分から来ているため、最初に影響を受け、火をつけら

れている。私たちはその後、すべての人の下劣な思考の

なすがままになり、カーマローカで殻の影響を受ける。

これに霊媒術の実践のためにお金を取ることが追加され

た場合、霊のものとアストラル界に関連するものを販売

してはならないため、さらに危険が手近にある。これは

アメリカのスピリチュアリズムの大きな病気であり、そ

の歴史全体を台無しにし、劣化させてきた。それが排除

されるまで、実践から何の良いことももたらされない。

あの世から真実を聞きたい人は、真実に専念して、お金

のことはすべて目の前から見えなくしなければならな

い。

　単なる好奇心や利己的な目的のために超能力の使用法

を得ようとすることも、霊媒術の場合と同じ理由で危険

である。現代の文明は極度に利己的であり、個人的な要

素の上に成り立っているため、これらの力を正しい方法

で開発するためのルールは示されていないが、智慧の大

師たちは、哲学と倫理を、他の分野の開発を行う前にま

ず学び実践しなければならないと言っている。そして、

霊媒の十把一絡げの開発に対する人々の非難は、スピリ

チュアリズムの歴史によって支えられており、それはあ

らゆる方面で霊媒の破滅の、１つの長い物語である。

　同様に不適切なのは、人間の本質を気にかけずに催眠

術の実験にふけっている科学界のやり方である。催眠術

の被験者は一生傷つき、不名誉な態度を取らされ、調査

員の満足のために、通常の状態では男女が決してしない

ようなことをさせられる。大師たちのロッジは、人間の

状態を物質的にだけでなく道徳的にも向上させることを

目的としない限り、科学には関心がない。科学が人間と

人生を道徳的、霊的な側面から見るようになるまでは、

科学には何の援助も与えられないだろう。このような理

由から、心霊の世界、その住人、その法則についてすべ

てを知っている人たちは、人間の内なる力に可能な、奇

妙で魅惑的な現象に大きな注意が払われる前に、道徳や

哲学の改革を進めているのである。

　そして現在、そのサイクルは今世紀へとほぼ順調に進

んでいる。今、１世紀前のように、現象を起こす力は減

少している。そのため、スピリチュアリズムの現象は量



17 章　心霊現象とスピリチュアリズム

　心霊現象の歴史の中で、ヨーロッパやアメリカ、その

他の場所でのいわゆる「スピリチュアリズム」（心霊主義）

の記録は重要な位置を占めている。霊的なものが何もな

いという意味で、先ほど述べたヨーロッパやアメリカの

カルト教団に「スピリチュアリズム」という言葉がこれ

ほど誤って使われたことはなかったと、私は忠告してお

く。前の章で述べられた教義は真のスピリチュアリズム

のものであり、現代の霊媒やいわゆる霊能者により誤っ

てその名前で呼ばれている実践は、実際には、死者の崇

拝とみなされ、スピリチュアリズムの師によって常に禁

止されていた昔ながらの死霊魔術（ネクロマンシー）で

ある。それらは霊的な考えを粗末に具現化したもので、

その反対のものよりも物質を扱っている。

　このカルトは、フォックス姉妹の霊媒能力の下、約 

40 年前にアメリカのニューヨーク州ロチェスターで始

まったと考えられているが、それは魔術の興奮の中、セー

レム（訳注１）で知られていたし、ヨーロッパでは 100 

年前に同じ実践が追い求められ、同様の現象が見られ、

霊媒が生まれ、交霊会が開催されていた。何世紀にもわ

たって、それはインドではよく知られており、適切にも

「ブータ崇拝」と呼ばれている。ブータ崇拝とは、悪魔

や亡くなった人のアストラルの残骸との交信を試みるこ

とを意味する。これはここでもその名前（死霊魔術）で

あるはずである。

　その術によって人間の粗野で悪魔的な、またはこの世

的な部分が活発になり、アピールして来て、交信するか

らである。しかし、アメリカでの 40 年間の長い（心霊

現象の）記録の事実は、簡単な検討を必要としている。

これらの事実は、すべての研究熱心な神智学徒がきっと

認めるだろう。神智学的な説明と推論は、しかし、平均

的な霊能者のものとは全く異なる。哲学は、スピリチュ

アリズムの人々や文学の中では進化していない。神智学

だけが真の説明を与え、欠陥を指摘し、危険性を明らか

にし、救済策を示唆している。

　透視力、透聴力、思考伝達、予言、夢とビジョン、空

中浮揚、幻影（幽霊）の出現はすべて、昔から知られて

いる力であることは明らかであるため、スピリチュアリ

ズムに関して最も差し迫った問題は、この世を去って現

在は体を失っている人々の魂とのコミュニケーションに

関連するものであり、ここに肉体をもって現れておらず

他の領域に属している未分類の霊とのコミュニケーショ

ンである。おそらく、交霊会での形態の物質化現象のこ

ともまた、いくらかの注目に値する。コミュニケーショ

ンには、トランス状態で話すこと、石板や他の書き込み、

空中での独立した声、霊媒の肉体的な音声器官を通して

話すこと、そして空中から書き込まれたメッセージの沈

殿（プリシピテーション）が含まれている。霊媒は死者

の霊と交信するのだろうか？ 亡くなった友人は、残して

行った人生の状態を知覚しているのであろうか？ また、

時々戻ってきて私たちに話したり、会話したりするので

あろうか？

　その答えは前の章で述べられている。亡き人たちはこ

こで私たちを見ていない。彼らは、そのような光景がも

たらすであろう恐ろしい痛みから解放されている。純粋

な心を持った無報酬の霊媒が、たまに、亡くなった魂が

いる状態にトランス状態で昇天し、そこで聞いたことの

一部を思い出すことがあるが、これはまれである。時折、

数十年のうちに、ある高貴な人間の霊がしばらく戻って

きて、明白な手段で人間と連絡をとることがある。死の

瞬間、扉が閉まる前に、魂はこの世の友人に話しかける

かもしれない。しかし、霊媒を通して毎日毎日行われて

いると主張される交信のほとんどは、人間のアストラル

の、知性がない残骸から来るもので、または多くの場合、

完全に捏造、盗んだもの、発見、および生きている霊媒

とゆるくつながりのあるアストラル体からの制作品であ

る。

　死者の霊が交信するという説には、確かな異論が生じ

る。いくつかは次のものである。

I. これらの霊がいずれかの現象を支配する法則を示した

ことはなく、いくつかの例を除いて、神智学的理論が提

示されてもそれがカルトに受け入れられたことはなかっ

た。A・J・デイビスによってうち建てられたような構造

を破壊するので、これらの特定の霊は評判を落とした。

II. 霊たちはそれぞれの間で意見が分かれていて、ある者

は死後の世界が、別の者によって説明されたものとは全

く異なると述べている。これらの不一致は、霊媒と亡く

なった人が生きていたとき持っていたであろう理論に

よってさまざまである。ある霊は輪廻転生を認め、他の

霊はそれを否定している。

III. 霊たちは歴史、人類学、または他の重要な事項に関

して何も発見しておらず、生きている人間よりも能力が

低いように見える。そして、彼らはしばしば古い文明に

住んでいた人間であると主張しているが、そこに無知を

示すか、単に最近発表された発見を繰り返して言うだけ

である。

IV. この 40 年間、霊から、現象の理論的根拠も、霊媒

術の発展の理論的根拠も得られていない。偉大な哲学者

たちが霊媒を通して話していると報告されているが、戯

言やごくありふれたことしか言わない。

V. 霊媒は肉体的、道徳的な災難に遭い、詐欺で告発され、

ペテンの罪で有罪とされているが、指導霊と支配霊は保

護したり救ったりするための口出しをしない。

VI. 指導霊や支配霊が人を欺き、いんちきへと煽動して

いることが認められる。

VII. 霊の主張や哲学がもしあるとすれば、それらが霊媒

や生きている霊能者それぞれの最近の思想によって違う

ことが、霊について報告されているすべてのことによっ

て明らかになっている。

　物質主義的な科学者は、これらすべてとさらに多くの

ことから、嘲笑することで防備を固めているが、セオソ

フィスト（神智学徒）は、もし交信があるとしたら、そ

3

の存在物は人間の霊ではなく、その存在物がする説明は、

他の誰かの持論にあると結論づけなければならない。

霊媒の肉体とは無関係に、空中から形態が物質化するの

は事実である。

　しかし、それは霊ではない。スピリチュアリズムに好

まれていない「霊」の一人によって非常によく言われた

ように、この現象を生み出す１つの方法は、電気と磁気

の粒子が１つの塊に凝集し、その上に物質が集まり、ア

ストラル領域から反射されたイメージを形成することに

よる。これが、モスリンとマスクの寄せ集め（訳注２）

と同じくらいの詐欺である。これがどのように達成され

るかは別の問題である。霊たちは言うことができないが、

前の章で方法と手段を示すことを試みた。２つ目の方法

は、生きている霊媒のアストラル体を使用することであ

る。この場合、アストラル形態は霊媒の脇腹から滲み出

て、徐々に空中や交霊会参加者の体から抽出された粒子

をそれ自身に集め、最後には目に見えるようになる。時

にはそれは霊媒に似ているが、他のものとは異なる外観

をしている。強い光はアストラル物質を乱暴に乱し、投

影を困難にするので、ほとんどすべての事例で光の薄暗

さが必要である。いくつかのいわゆる物質化現象は、ア

ストラル光からの画像が反映されたものにすぎず、電気

と磁気物質の平板にすぎないので、うつろなまがいもの

である。これらは死者の顔のように見えるが、単に絵で

描かれた幻である。

　「スピリチュアリズム」の歴史の中で見出された心霊

現象を理解しようとするならば、次のことを知り、認め

る必要がある。

I. 肉体、アストラル体、魂を通して知り、推論し、感じ、

行動する存在としての、アストラル的、霊的、サイキッ

ク（魂）的な人間の完全な遺伝。

II. 心の性質、心の作用、心の力。想像力の性質と力。印

象の持続時間と効果。この中で最も重要なのは、最も深

い印象と同様に最も小さな印象の持続性であり、すべて

の印象が個々のオーラの中に絵を描くことであり、これ

によって、友人や親戚のオーラの間に、古い、新しい、

近い、遠い、程度のかけ離れた関係が確立されているこ

と数が減っている。ロッジは、次の潮が満ち始める頃に

は、西洋が人間と自然の真の哲学についての正しい知識

を得て、ベールをもう少し持ち上げる準備ができている

ことを望んでいる。このような方向への人類の進歩を助

けることが本書の目的であり、その目的で世界各地の読

者に提示されたのである。

＊＊＊＊＊＊

訳注１ Massachusetts 州北東部の港町。1692 年に魔女

裁判が行なわれたところ。

訳注２ 交霊会で霊媒からエクトプラズムというものが出

て、それが霊の現れたものと言われたが、実際は紙、布、

モスリンなどに片栗粉をまぶしたものを使って見せかけ

たと言う。

とである。これは透視能力者に幅広い視界を与えること

になる。

III. アストラル体とカーマという用語に含まれる人間の

内なるアストラル器官と能力の性質、範囲、機能、およ

び力。これらは忘我（トランス）や睡眠によって機能を

妨げられることはなく、その状態に入ると霊媒の中で増

加する。同時に、その作用は自由ではなく、交霊会に参

加する人々の間の思考の集団和音によって、あるいは優

勢な意志によって、あるいは背後にいる悪魔によって支

配されていること。懐疑的な科学研究者がいる場合、そ

の人の精神的態度が、英語の用語では適切に説明できな

い凍結プロセスと呼ばれるものによって、霊媒の力の作

用を完全に抑制することができる。

IV. 死後の真の人間の運命、その状態、力、活動、そし

てもしあるとすれば、この世に残された人間との関係。

V. 心と体の間の仲介者であるアストラル体は、死ぬ際

に脱ぎ捨てられ、アストラル光の中に放置されて消失し

ていくこと、そして、本当の人間はデヴァチャンに行く

こと。

VI. アストラル光の存在、性質、力、機能、そして自然

の中の記録簿としてのその場所。アストラル光は誰にで

も起こったすべてのこと、またすべての思考とすべての

ことの画像を含んでいて、保持し、反映していること。

それが地球とその周りの大気に浸透していること。アス

トラル光を介した振動の伝達は、現在知られている電気

の速度よりもはるかに速いので、実際に瞬間的であるこ

と。

VII. 私達のような体を使っていなくて、性質が人間では

なく、力、能力、一種の自分自身の意識を持っている存

在がアストラル光の中にいること。これらの存在には、

多くの階級に分けられるエレメンタルのエネルギーまた

は自然界の精も含まれ、自然のすべての働きと人間の心

のすべての動きと関係がある。これらのエレメンタルた

ちは、交霊会において反射的に自分たちのさまざまな部

門で行動する。ある部類は画像を提示し、別の部類は音

を作り出し、他の部類は物体の移動（apportation）の

ために、物体の極性を変えている。このアストラル領域

でエレメンタルたちと行動を共にしているのは、そこに

住む魂のない人間である。これらには、特に「独立した声」

の現象が、霊から遠く離れた存在物のために絶対に必要

な真空の中で作られているという理由だけで、常に樽の

中の声のように聞こえる。この種の声の独特の音色は、

霊能者には重要であると認識されていないが、オカルト

の観点からは非常に重要である。

VIII. この物質界で驚くべき結果を引き起こすために使

用することができる自然界のオカルト法則と力の存在と

作用。これらの法則と力は、潜在意識下の人間とエレメ

ンタルたちによって意識的にか無意識的に働かされるか

もしれないこと、そしてこれらのオカルト的作用の多く

は、強烈な寒さの下での水の凍結や、熱の下で氷が溶け

るのと同じように自動的であること。

IX. 霊媒のアストラル体は、アストラル物質の性質を持っ

ていて、肉体から伸びているかもしれないし、肉体の外

側で行動しているかもしれないし、また、手、腕、脚の

ようなそれ自身の任意の部分を時折突き出して、それに

よって物体を動かしたり、文字を刻みつけたり、体に触

れたりというように、際限なくいろいろするかもしれな

い。そして、ある人のアストラル体は、脳に伝達されて

いる感覚を感じさせ、その人に自分が外界に触れている

か、または音を聞いたと思わせるかもしれないこと。

　霊媒術は危険に満ちている。なぜなら、現在は人間の

アストラルの部分は肉体に結合されたときだけ正常に動

作するからである。遠い未来には、はるか過去にそうで

あったように、アストラル体は通常、肉体なしで動作す

るであろう。霊媒になるということは、生理学的にも神

経系的にも支離滅裂にならなければならないということ

である。なぜなら、アストラル体を介して、２つの世界

の間が接続されているからである。扉が開かれた瞬間、

すべての未知の力が突入し、自然の粗悪な部分が私たち

に最も近いので、その部分は私たちに最も影響を与える。

低級な性質も、その使われる力が私たちのアストラルの

部分から来ているため、最初に影響を受け、火をつけら

れている。私たちはその後、すべての人の下劣な思考の

なすがままになり、カーマローカで殻の影響を受ける。

これに霊媒術の実践のためにお金を取ることが追加され

た場合、霊のものとアストラル界に関連するものを販売

してはならないため、さらに危険が手近にある。これは

アメリカのスピリチュアリズムの大きな病気であり、そ

の歴史全体を台無しにし、劣化させてきた。それが排除

されるまで、実践から何の良いことももたらされない。

あの世から真実を聞きたい人は、真実に専念して、お金

のことはすべて目の前から見えなくしなければならな

い。

　単なる好奇心や利己的な目的のために超能力の使用法

を得ようとすることも、霊媒術の場合と同じ理由で危険

である。現代の文明は極度に利己的であり、個人的な要

素の上に成り立っているため、これらの力を正しい方法

で開発するためのルールは示されていないが、智慧の大

師たちは、哲学と倫理を、他の分野の開発を行う前にま

ず学び実践しなければならないと言っている。そして、

霊媒の十把一絡げの開発に対する人々の非難は、スピリ

チュアリズムの歴史によって支えられており、それはあ

らゆる方面で霊媒の破滅の、１つの長い物語である。

　同様に不適切なのは、人間の本質を気にかけずに催眠

術の実験にふけっている科学界のやり方である。催眠術

の被験者は一生傷つき、不名誉な態度を取らされ、調査

員の満足のために、通常の状態では男女が決してしない

ようなことをさせられる。大師たちのロッジは、人間の

状態を物質的にだけでなく道徳的にも向上させることを

目的としない限り、科学には関心がない。科学が人間と

人生を道徳的、霊的な側面から見るようになるまでは、

科学には何の援助も与えられないだろう。このような理

由から、心霊の世界、その住人、その法則についてすべ

てを知っている人たちは、人間の内なる力に可能な、奇

妙で魅惑的な現象に大きな注意が払われる前に、道徳や

哲学の改革を進めているのである。

　そして現在、そのサイクルは今世紀へとほぼ順調に進

んでいる。今、１世紀前のように、現象を起こす力は減

少している。そのため、スピリチュアリズムの現象は量



17 章　心霊現象とスピリチュアリズム

　心霊現象の歴史の中で、ヨーロッパやアメリカ、その

他の場所でのいわゆる「スピリチュアリズム」（心霊主義）

の記録は重要な位置を占めている。霊的なものが何もな

いという意味で、先ほど述べたヨーロッパやアメリカの

カルト教団に「スピリチュアリズム」という言葉がこれ

ほど誤って使われたことはなかったと、私は忠告してお

く。前の章で述べられた教義は真のスピリチュアリズム

のものであり、現代の霊媒やいわゆる霊能者により誤っ

てその名前で呼ばれている実践は、実際には、死者の崇

拝とみなされ、スピリチュアリズムの師によって常に禁

止されていた昔ながらの死霊魔術（ネクロマンシー）で

ある。それらは霊的な考えを粗末に具現化したもので、

その反対のものよりも物質を扱っている。

　このカルトは、フォックス姉妹の霊媒能力の下、約 

40 年前にアメリカのニューヨーク州ロチェスターで始

まったと考えられているが、それは魔術の興奮の中、セー

レム（訳注１）で知られていたし、ヨーロッパでは 100 

年前に同じ実践が追い求められ、同様の現象が見られ、

霊媒が生まれ、交霊会が開催されていた。何世紀にもわ

たって、それはインドではよく知られており、適切にも

「ブータ崇拝」と呼ばれている。ブータ崇拝とは、悪魔

や亡くなった人のアストラルの残骸との交信を試みるこ

とを意味する。これはここでもその名前（死霊魔術）で

あるはずである。

　その術によって人間の粗野で悪魔的な、またはこの世

的な部分が活発になり、アピールして来て、交信するか

らである。しかし、アメリカでの 40 年間の長い（心霊

現象の）記録の事実は、簡単な検討を必要としている。

これらの事実は、すべての研究熱心な神智学徒がきっと

認めるだろう。神智学的な説明と推論は、しかし、平均

的な霊能者のものとは全く異なる。哲学は、スピリチュ

アリズムの人々や文学の中では進化していない。神智学

だけが真の説明を与え、欠陥を指摘し、危険性を明らか

にし、救済策を示唆している。

　透視力、透聴力、思考伝達、予言、夢とビジョン、空

中浮揚、幻影（幽霊）の出現はすべて、昔から知られて

いる力であることは明らかであるため、スピリチュアリ

ズムに関して最も差し迫った問題は、この世を去って現

在は体を失っている人々の魂とのコミュニケーションに

関連するものであり、ここに肉体をもって現れておらず

他の領域に属している未分類の霊とのコミュニケーショ

ンである。おそらく、交霊会での形態の物質化現象のこ

ともまた、いくらかの注目に値する。コミュニケーショ

ンには、トランス状態で話すこと、石板や他の書き込み、

空中での独立した声、霊媒の肉体的な音声器官を通して

話すこと、そして空中から書き込まれたメッセージの沈

殿（プリシピテーション）が含まれている。霊媒は死者

の霊と交信するのだろうか？ 亡くなった友人は、残して

行った人生の状態を知覚しているのであろうか？ また、

時々戻ってきて私たちに話したり、会話したりするので

あろうか？

　その答えは前の章で述べられている。亡き人たちはこ

こで私たちを見ていない。彼らは、そのような光景がも

たらすであろう恐ろしい痛みから解放されている。純粋

な心を持った無報酬の霊媒が、たまに、亡くなった魂が

いる状態にトランス状態で昇天し、そこで聞いたことの

一部を思い出すことがあるが、これはまれである。時折、

数十年のうちに、ある高貴な人間の霊がしばらく戻って

きて、明白な手段で人間と連絡をとることがある。死の

瞬間、扉が閉まる前に、魂はこの世の友人に話しかける

かもしれない。しかし、霊媒を通して毎日毎日行われて

いると主張される交信のほとんどは、人間のアストラル

の、知性がない残骸から来るもので、または多くの場合、

完全に捏造、盗んだもの、発見、および生きている霊媒

とゆるくつながりのあるアストラル体からの制作品であ

る。

　死者の霊が交信するという説には、確かな異論が生じ

る。いくつかは次のものである。

I. これらの霊がいずれかの現象を支配する法則を示した

ことはなく、いくつかの例を除いて、神智学的理論が提

示されてもそれがカルトに受け入れられたことはなかっ

た。A・J・デイビスによってうち建てられたような構造

を破壊するので、これらの特定の霊は評判を落とした。

II. 霊たちはそれぞれの間で意見が分かれていて、ある者

は死後の世界が、別の者によって説明されたものとは全

く異なると述べている。これらの不一致は、霊媒と亡く

なった人が生きていたとき持っていたであろう理論に

よってさまざまである。ある霊は輪廻転生を認め、他の

霊はそれを否定している。

III. 霊たちは歴史、人類学、または他の重要な事項に関

して何も発見しておらず、生きている人間よりも能力が

低いように見える。そして、彼らはしばしば古い文明に

住んでいた人間であると主張しているが、そこに無知を

示すか、単に最近発表された発見を繰り返して言うだけ

である。

IV. この 40 年間、霊から、現象の理論的根拠も、霊媒

術の発展の理論的根拠も得られていない。偉大な哲学者

たちが霊媒を通して話していると報告されているが、戯

言やごくありふれたことしか言わない。

V. 霊媒は肉体的、道徳的な災難に遭い、詐欺で告発され、

ペテンの罪で有罪とされているが、指導霊と支配霊は保

護したり救ったりするための口出しをしない。

VI. 指導霊や支配霊が人を欺き、いんちきへと煽動して

いることが認められる。

VII. 霊の主張や哲学がもしあるとすれば、それらが霊媒

や生きている霊能者それぞれの最近の思想によって違う

ことが、霊について報告されているすべてのことによっ

て明らかになっている。

　物質主義的な科学者は、これらすべてとさらに多くの

ことから、嘲笑することで防備を固めているが、セオソ

フィスト（神智学徒）は、もし交信があるとしたら、そ

の存在物は人間の霊ではなく、その存在物がする説明は、

他の誰かの持論にあると結論づけなければならない。

霊媒の肉体とは無関係に、空中から形態が物質化するの

は事実である。

　しかし、それは霊ではない。スピリチュアリズムに好

まれていない「霊」の一人によって非常によく言われた

ように、この現象を生み出す１つの方法は、電気と磁気

の粒子が１つの塊に凝集し、その上に物質が集まり、ア

ストラル領域から反射されたイメージを形成することに

よる。これが、モスリンとマスクの寄せ集め（訳注２）

と同じくらいの詐欺である。これがどのように達成され

るかは別の問題である。霊たちは言うことができないが、

前の章で方法と手段を示すことを試みた。２つ目の方法

は、生きている霊媒のアストラル体を使用することであ

る。この場合、アストラル形態は霊媒の脇腹から滲み出

て、徐々に空中や交霊会参加者の体から抽出された粒子

をそれ自身に集め、最後には目に見えるようになる。時

にはそれは霊媒に似ているが、他のものとは異なる外観

をしている。強い光はアストラル物質を乱暴に乱し、投

影を困難にするので、ほとんどすべての事例で光の薄暗

さが必要である。いくつかのいわゆる物質化現象は、ア

ストラル光からの画像が反映されたものにすぎず、電気

と磁気物質の平板にすぎないので、うつろなまがいもの

である。これらは死者の顔のように見えるが、単に絵で

描かれた幻である。

　「スピリチュアリズム」の歴史の中で見出された心霊

現象を理解しようとするならば、次のことを知り、認め

る必要がある。

I. 肉体、アストラル体、魂を通して知り、推論し、感じ、

行動する存在としての、アストラル的、霊的、サイキッ

ク（魂）的な人間の完全な遺伝。

II. 心の性質、心の作用、心の力。想像力の性質と力。印

象の持続時間と効果。この中で最も重要なのは、最も深

い印象と同様に最も小さな印象の持続性であり、すべて

の印象が個々のオーラの中に絵を描くことであり、これ

によって、友人や親戚のオーラの間に、古い、新しい、

近い、遠い、程度のかけ離れた関係が確立されているこ
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と数が減っている。ロッジは、次の潮が満ち始める頃に

は、西洋が人間と自然の真の哲学についての正しい知識

を得て、ベールをもう少し持ち上げる準備ができている

ことを望んでいる。このような方向への人類の進歩を助

けることが本書の目的であり、その目的で世界各地の読

者に提示されたのである。

＊＊＊＊＊＊

訳注１ Massachusetts 州北東部の港町。1692 年に魔女

裁判が行なわれたところ。

訳注２ 交霊会で霊媒からエクトプラズムというものが出

て、それが霊の現れたものと言われたが、実際は紙、布、

モスリンなどに片栗粉をまぶしたものを使って見せかけ

たと言う。

とである。これは透視能力者に幅広い視界を与えること

になる。

III. アストラル体とカーマという用語に含まれる人間の

内なるアストラル器官と能力の性質、範囲、機能、およ

び力。これらは忘我（トランス）や睡眠によって機能を

妨げられることはなく、その状態に入ると霊媒の中で増

加する。同時に、その作用は自由ではなく、交霊会に参

加する人々の間の思考の集団和音によって、あるいは優

勢な意志によって、あるいは背後にいる悪魔によって支

配されていること。懐疑的な科学研究者がいる場合、そ

の人の精神的態度が、英語の用語では適切に説明できな

い凍結プロセスと呼ばれるものによって、霊媒の力の作

用を完全に抑制することができる。

IV. 死後の真の人間の運命、その状態、力、活動、そし

てもしあるとすれば、この世に残された人間との関係。

V. 心と体の間の仲介者であるアストラル体は、死ぬ際

に脱ぎ捨てられ、アストラル光の中に放置されて消失し

ていくこと、そして、本当の人間はデヴァチャンに行く

こと。

VI. アストラル光の存在、性質、力、機能、そして自然

の中の記録簿としてのその場所。アストラル光は誰にで

も起こったすべてのこと、またすべての思考とすべての

ことの画像を含んでいて、保持し、反映していること。

それが地球とその周りの大気に浸透していること。アス

トラル光を介した振動の伝達は、現在知られている電気

の速度よりもはるかに速いので、実際に瞬間的であるこ

と。

VII. 私達のような体を使っていなくて、性質が人間では

なく、力、能力、一種の自分自身の意識を持っている存

在がアストラル光の中にいること。これらの存在には、

多くの階級に分けられるエレメンタルのエネルギーまた

は自然界の精も含まれ、自然のすべての働きと人間の心

のすべての動きと関係がある。これらのエレメンタルた

ちは、交霊会において反射的に自分たちのさまざまな部

門で行動する。ある部類は画像を提示し、別の部類は音

を作り出し、他の部類は物体の移動（apportation）の

ために、物体の極性を変えている。このアストラル領域

でエレメンタルたちと行動を共にしているのは、そこに

住む魂のない人間である。これらには、特に「独立した声」

の現象が、霊から遠く離れた存在物のために絶対に必要

な真空の中で作られているという理由だけで、常に樽の

中の声のように聞こえる。この種の声の独特の音色は、

霊能者には重要であると認識されていないが、オカルト

の観点からは非常に重要である。

VIII. この物質界で驚くべき結果を引き起こすために使

用することができる自然界のオカルト法則と力の存在と

作用。これらの法則と力は、潜在意識下の人間とエレメ

ンタルたちによって意識的にか無意識的に働かされるか

もしれないこと、そしてこれらのオカルト的作用の多く

は、強烈な寒さの下での水の凍結や、熱の下で氷が溶け

るのと同じように自動的であること。

IX. 霊媒のアストラル体は、アストラル物質の性質を持っ

ていて、肉体から伸びているかもしれないし、肉体の外

側で行動しているかもしれないし、また、手、腕、脚の

ようなそれ自身の任意の部分を時折突き出して、それに

よって物体を動かしたり、文字を刻みつけたり、体に触

れたりというように、際限なくいろいろするかもしれな

い。そして、ある人のアストラル体は、脳に伝達されて

いる感覚を感じさせ、その人に自分が外界に触れている

か、または音を聞いたと思わせるかもしれないこと。

　霊媒術は危険に満ちている。なぜなら、現在は人間の

アストラルの部分は肉体に結合されたときだけ正常に動

作するからである。遠い未来には、はるか過去にそうで

あったように、アストラル体は通常、肉体なしで動作す

るであろう。霊媒になるということは、生理学的にも神

経系的にも支離滅裂にならなければならないということ

である。なぜなら、アストラル体を介して、２つの世界

の間が接続されているからである。扉が開かれた瞬間、

すべての未知の力が突入し、自然の粗悪な部分が私たち

に最も近いので、その部分は私たちに最も影響を与える。

低級な性質も、その使われる力が私たちのアストラルの

部分から来ているため、最初に影響を受け、火をつけら

れている。私たちはその後、すべての人の下劣な思考の

なすがままになり、カーマローカで殻の影響を受ける。

これに霊媒術の実践のためにお金を取ることが追加され

た場合、霊のものとアストラル界に関連するものを販売

してはならないため、さらに危険が手近にある。これは

アメリカのスピリチュアリズムの大きな病気であり、そ

の歴史全体を台無しにし、劣化させてきた。それが排除

されるまで、実践から何の良いことももたらされない。

あの世から真実を聞きたい人は、真実に専念して、お金

のことはすべて目の前から見えなくしなければならな

い。

　単なる好奇心や利己的な目的のために超能力の使用法

を得ようとすることも、霊媒術の場合と同じ理由で危険

である。現代の文明は極度に利己的であり、個人的な要

素の上に成り立っているため、これらの力を正しい方法

で開発するためのルールは示されていないが、智慧の大

師たちは、哲学と倫理を、他の分野の開発を行う前にま

ず学び実践しなければならないと言っている。そして、

霊媒の十把一絡げの開発に対する人々の非難は、スピリ

チュアリズムの歴史によって支えられており、それはあ

らゆる方面で霊媒の破滅の、１つの長い物語である。

　同様に不適切なのは、人間の本質を気にかけずに催眠

術の実験にふけっている科学界のやり方である。催眠術

の被験者は一生傷つき、不名誉な態度を取らされ、調査

員の満足のために、通常の状態では男女が決してしない

ようなことをさせられる。大師たちのロッジは、人間の

状態を物質的にだけでなく道徳的にも向上させることを

目的としない限り、科学には関心がない。科学が人間と

人生を道徳的、霊的な側面から見るようになるまでは、

科学には何の援助も与えられないだろう。このような理

由から、心霊の世界、その住人、その法則についてすべ

てを知っている人たちは、人間の内なる力に可能な、奇

妙で魅惑的な現象に大きな注意が払われる前に、道徳や

哲学の改革を進めているのである。

　そして現在、そのサイクルは今世紀へとほぼ順調に進

んでいる。今、１世紀前のように、現象を起こす力は減

少している。そのため、スピリチュアリズムの現象は量



17 章　心霊現象とスピリチュアリズム

　心霊現象の歴史の中で、ヨーロッパやアメリカ、その

他の場所でのいわゆる「スピリチュアリズム」（心霊主義）

の記録は重要な位置を占めている。霊的なものが何もな

いという意味で、先ほど述べたヨーロッパやアメリカの

カルト教団に「スピリチュアリズム」という言葉がこれ

ほど誤って使われたことはなかったと、私は忠告してお

く。前の章で述べられた教義は真のスピリチュアリズム

のものであり、現代の霊媒やいわゆる霊能者により誤っ

てその名前で呼ばれている実践は、実際には、死者の崇

拝とみなされ、スピリチュアリズムの師によって常に禁

止されていた昔ながらの死霊魔術（ネクロマンシー）で

ある。それらは霊的な考えを粗末に具現化したもので、

その反対のものよりも物質を扱っている。

　このカルトは、フォックス姉妹の霊媒能力の下、約 

40 年前にアメリカのニューヨーク州ロチェスターで始

まったと考えられているが、それは魔術の興奮の中、セー

レム（訳注１）で知られていたし、ヨーロッパでは 100 

年前に同じ実践が追い求められ、同様の現象が見られ、

霊媒が生まれ、交霊会が開催されていた。何世紀にもわ

たって、それはインドではよく知られており、適切にも

「ブータ崇拝」と呼ばれている。ブータ崇拝とは、悪魔

や亡くなった人のアストラルの残骸との交信を試みるこ

とを意味する。これはここでもその名前（死霊魔術）で

あるはずである。

　その術によって人間の粗野で悪魔的な、またはこの世

的な部分が活発になり、アピールして来て、交信するか

らである。しかし、アメリカでの 40 年間の長い（心霊

現象の）記録の事実は、簡単な検討を必要としている。

これらの事実は、すべての研究熱心な神智学徒がきっと

認めるだろう。神智学的な説明と推論は、しかし、平均

的な霊能者のものとは全く異なる。哲学は、スピリチュ

アリズムの人々や文学の中では進化していない。神智学

だけが真の説明を与え、欠陥を指摘し、危険性を明らか

にし、救済策を示唆している。

　透視力、透聴力、思考伝達、予言、夢とビジョン、空

中浮揚、幻影（幽霊）の出現はすべて、昔から知られて

いる力であることは明らかであるため、スピリチュアリ

ズムに関して最も差し迫った問題は、この世を去って現

在は体を失っている人々の魂とのコミュニケーションに

関連するものであり、ここに肉体をもって現れておらず

他の領域に属している未分類の霊とのコミュニケーショ

ンである。おそらく、交霊会での形態の物質化現象のこ

ともまた、いくらかの注目に値する。コミュニケーショ

ンには、トランス状態で話すこと、石板や他の書き込み、

空中での独立した声、霊媒の肉体的な音声器官を通して

話すこと、そして空中から書き込まれたメッセージの沈

殿（プリシピテーション）が含まれている。霊媒は死者

の霊と交信するのだろうか？ 亡くなった友人は、残して

行った人生の状態を知覚しているのであろうか？ また、

時々戻ってきて私たちに話したり、会話したりするので

あろうか？

　その答えは前の章で述べられている。亡き人たちはこ

こで私たちを見ていない。彼らは、そのような光景がも

たらすであろう恐ろしい痛みから解放されている。純粋

な心を持った無報酬の霊媒が、たまに、亡くなった魂が

いる状態にトランス状態で昇天し、そこで聞いたことの

一部を思い出すことがあるが、これはまれである。時折、

数十年のうちに、ある高貴な人間の霊がしばらく戻って

きて、明白な手段で人間と連絡をとることがある。死の

瞬間、扉が閉まる前に、魂はこの世の友人に話しかける

かもしれない。しかし、霊媒を通して毎日毎日行われて

いると主張される交信のほとんどは、人間のアストラル

の、知性がない残骸から来るもので、または多くの場合、

完全に捏造、盗んだもの、発見、および生きている霊媒

とゆるくつながりのあるアストラル体からの制作品であ

る。

　死者の霊が交信するという説には、確かな異論が生じ

る。いくつかは次のものである。

I. これらの霊がいずれかの現象を支配する法則を示した

ことはなく、いくつかの例を除いて、神智学的理論が提

示されてもそれがカルトに受け入れられたことはなかっ

た。A・J・デイビスによってうち建てられたような構造

を破壊するので、これらの特定の霊は評判を落とした。

II. 霊たちはそれぞれの間で意見が分かれていて、ある者

は死後の世界が、別の者によって説明されたものとは全

く異なると述べている。これらの不一致は、霊媒と亡く

なった人が生きていたとき持っていたであろう理論に

よってさまざまである。ある霊は輪廻転生を認め、他の

霊はそれを否定している。

III. 霊たちは歴史、人類学、または他の重要な事項に関

して何も発見しておらず、生きている人間よりも能力が

低いように見える。そして、彼らはしばしば古い文明に

住んでいた人間であると主張しているが、そこに無知を

示すか、単に最近発表された発見を繰り返して言うだけ

である。

IV. この 40 年間、霊から、現象の理論的根拠も、霊媒

術の発展の理論的根拠も得られていない。偉大な哲学者

たちが霊媒を通して話していると報告されているが、戯

言やごくありふれたことしか言わない。

V. 霊媒は肉体的、道徳的な災難に遭い、詐欺で告発され、

ペテンの罪で有罪とされているが、指導霊と支配霊は保

護したり救ったりするための口出しをしない。

VI. 指導霊や支配霊が人を欺き、いんちきへと煽動して

いることが認められる。

VII. 霊の主張や哲学がもしあるとすれば、それらが霊媒

や生きている霊能者それぞれの最近の思想によって違う

ことが、霊について報告されているすべてのことによっ

て明らかになっている。

　物質主義的な科学者は、これらすべてとさらに多くの

ことから、嘲笑することで防備を固めているが、セオソ

フィスト（神智学徒）は、もし交信があるとしたら、そ

の存在物は人間の霊ではなく、その存在物がする説明は、

他の誰かの持論にあると結論づけなければならない。

霊媒の肉体とは無関係に、空中から形態が物質化するの

は事実である。

　しかし、それは霊ではない。スピリチュアリズムに好

まれていない「霊」の一人によって非常によく言われた

ように、この現象を生み出す１つの方法は、電気と磁気

の粒子が１つの塊に凝集し、その上に物質が集まり、ア

ストラル領域から反射されたイメージを形成することに

よる。これが、モスリンとマスクの寄せ集め（訳注２）

と同じくらいの詐欺である。これがどのように達成され

るかは別の問題である。霊たちは言うことができないが、

前の章で方法と手段を示すことを試みた。２つ目の方法

は、生きている霊媒のアストラル体を使用することであ

る。この場合、アストラル形態は霊媒の脇腹から滲み出

て、徐々に空中や交霊会参加者の体から抽出された粒子

をそれ自身に集め、最後には目に見えるようになる。時

にはそれは霊媒に似ているが、他のものとは異なる外観

をしている。強い光はアストラル物質を乱暴に乱し、投

影を困難にするので、ほとんどすべての事例で光の薄暗

さが必要である。いくつかのいわゆる物質化現象は、ア

ストラル光からの画像が反映されたものにすぎず、電気

と磁気物質の平板にすぎないので、うつろなまがいもの

である。これらは死者の顔のように見えるが、単に絵で

描かれた幻である。

　「スピリチュアリズム」の歴史の中で見出された心霊

現象を理解しようとするならば、次のことを知り、認め

る必要がある。

I. 肉体、アストラル体、魂を通して知り、推論し、感じ、

行動する存在としての、アストラル的、霊的、サイキッ

ク（魂）的な人間の完全な遺伝。

II. 心の性質、心の作用、心の力。想像力の性質と力。印

象の持続時間と効果。この中で最も重要なのは、最も深

い印象と同様に最も小さな印象の持続性であり、すべて

の印象が個々のオーラの中に絵を描くことであり、これ

によって、友人や親戚のオーラの間に、古い、新しい、

近い、遠い、程度のかけ離れた関係が確立されているこ

と数が減っている。ロッジは、次の潮が満ち始める頃に

は、西洋が人間と自然の真の哲学についての正しい知識

を得て、ベールをもう少し持ち上げる準備ができている

ことを望んでいる。このような方向への人類の進歩を助

けることが本書の目的であり、その目的で世界各地の読

者に提示されたのである。

＊＊＊＊＊＊

訳注１ Massachusetts 州北東部の港町。1692 年に魔女

裁判が行なわれたところ。

訳注２ 交霊会で霊媒からエクトプラズムというものが出

て、それが霊の現れたものと言われたが、実際は紙、布、

モスリンなどに片栗粉をまぶしたものを使って見せかけ

たと言う。

とである。これは透視能力者に幅広い視界を与えること

になる。

III. アストラル体とカーマという用語に含まれる人間の

内なるアストラル器官と能力の性質、範囲、機能、およ

び力。これらは忘我（トランス）や睡眠によって機能を

妨げられることはなく、その状態に入ると霊媒の中で増

加する。同時に、その作用は自由ではなく、交霊会に参

加する人々の間の思考の集団和音によって、あるいは優

勢な意志によって、あるいは背後にいる悪魔によって支

配されていること。懐疑的な科学研究者がいる場合、そ

の人の精神的態度が、英語の用語では適切に説明できな

い凍結プロセスと呼ばれるものによって、霊媒の力の作

用を完全に抑制することができる。

IV. 死後の真の人間の運命、その状態、力、活動、そし

てもしあるとすれば、この世に残された人間との関係。

V. 心と体の間の仲介者であるアストラル体は、死ぬ際

に脱ぎ捨てられ、アストラル光の中に放置されて消失し

ていくこと、そして、本当の人間はデヴァチャンに行く

こと。

VI. アストラル光の存在、性質、力、機能、そして自然

の中の記録簿としてのその場所。アストラル光は誰にで

も起こったすべてのこと、またすべての思考とすべての

ことの画像を含んでいて、保持し、反映していること。

それが地球とその周りの大気に浸透していること。アス

トラル光を介した振動の伝達は、現在知られている電気

の速度よりもはるかに速いので、実際に瞬間的であるこ

と。

VII. 私達のような体を使っていなくて、性質が人間では

なく、力、能力、一種の自分自身の意識を持っている存

在がアストラル光の中にいること。これらの存在には、

多くの階級に分けられるエレメンタルのエネルギーまた

は自然界の精も含まれ、自然のすべての働きと人間の心

のすべての動きと関係がある。これらのエレメンタルた

ちは、交霊会において反射的に自分たちのさまざまな部

門で行動する。ある部類は画像を提示し、別の部類は音

を作り出し、他の部類は物体の移動（apportation）の

ために、物体の極性を変えている。このアストラル領域

でエレメンタルたちと行動を共にしているのは、そこに

住む魂のない人間である。これらには、特に「独立した声」

の現象が、霊から遠く離れた存在物のために絶対に必要

な真空の中で作られているという理由だけで、常に樽の

中の声のように聞こえる。この種の声の独特の音色は、

霊能者には重要であると認識されていないが、オカルト

の観点からは非常に重要である。

VIII. この物質界で驚くべき結果を引き起こすために使

用することができる自然界のオカルト法則と力の存在と

作用。これらの法則と力は、潜在意識下の人間とエレメ

ンタルたちによって意識的にか無意識的に働かされるか

もしれないこと、そしてこれらのオカルト的作用の多く

は、強烈な寒さの下での水の凍結や、熱の下で氷が溶け

るのと同じように自動的であること。

IX. 霊媒のアストラル体は、アストラル物質の性質を持っ

ていて、肉体から伸びているかもしれないし、肉体の外

側で行動しているかもしれないし、また、手、腕、脚の

ようなそれ自身の任意の部分を時折突き出して、それに

よって物体を動かしたり、文字を刻みつけたり、体に触

れたりというように、際限なくいろいろするかもしれな

い。そして、ある人のアストラル体は、脳に伝達されて

いる感覚を感じさせ、その人に自分が外界に触れている

か、または音を聞いたと思わせるかもしれないこと。

　霊媒術は危険に満ちている。なぜなら、現在は人間の

アストラルの部分は肉体に結合されたときだけ正常に動

作するからである。遠い未来には、はるか過去にそうで

あったように、アストラル体は通常、肉体なしで動作す

るであろう。霊媒になるということは、生理学的にも神

経系的にも支離滅裂にならなければならないということ

である。なぜなら、アストラル体を介して、２つの世界

の間が接続されているからである。扉が開かれた瞬間、

すべての未知の力が突入し、自然の粗悪な部分が私たち

に最も近いので、その部分は私たちに最も影響を与える。

低級な性質も、その使われる力が私たちのアストラルの

部分から来ているため、最初に影響を受け、火をつけら

れている。私たちはその後、すべての人の下劣な思考の

なすがままになり、カーマローカで殻の影響を受ける。

これに霊媒術の実践のためにお金を取ることが追加され

た場合、霊のものとアストラル界に関連するものを販売

してはならないため、さらに危険が手近にある。これは

アメリカのスピリチュアリズムの大きな病気であり、そ

の歴史全体を台無しにし、劣化させてきた。それが排除

されるまで、実践から何の良いことももたらされない。

あの世から真実を聞きたい人は、真実に専念して、お金

のことはすべて目の前から見えなくしなければならな

い。

　単なる好奇心や利己的な目的のために超能力の使用法

を得ようとすることも、霊媒術の場合と同じ理由で危険

である。現代の文明は極度に利己的であり、個人的な要

素の上に成り立っているため、これらの力を正しい方法

で開発するためのルールは示されていないが、智慧の大

師たちは、哲学と倫理を、他の分野の開発を行う前にま

ず学び実践しなければならないと言っている。そして、

霊媒の十把一絡げの開発に対する人々の非難は、スピリ

チュアリズムの歴史によって支えられており、それはあ

らゆる方面で霊媒の破滅の、１つの長い物語である。

　同様に不適切なのは、人間の本質を気にかけずに催眠

術の実験にふけっている科学界のやり方である。催眠術

の被験者は一生傷つき、不名誉な態度を取らされ、調査

員の満足のために、通常の状態では男女が決してしない

ようなことをさせられる。大師たちのロッジは、人間の

状態を物質的にだけでなく道徳的にも向上させることを

目的としない限り、科学には関心がない。科学が人間と

人生を道徳的、霊的な側面から見るようになるまでは、

科学には何の援助も与えられないだろう。このような理

由から、心霊の世界、その住人、その法則についてすべ

てを知っている人たちは、人間の内なる力に可能な、奇

妙で魅惑的な現象に大きな注意が払われる前に、道徳や

哲学の改革を進めているのである。

　そして現在、そのサイクルは今世紀へとほぼ順調に進

んでいる。今、１世紀前のように、現象を起こす力は減

少している。そのため、スピリチュアリズムの現象は量
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寺院のメッセージ　赤の本　①

（人々の寺院）

　序文

親愛なる寺院のメンバーと友人たちへ。

　ここに掲載されているメッセージや通信は、寺院のす

べてのメンバーだけではなく、ホワイトロッジのマス

ターたちから発せられるすべてのことに関心のある人々

にとって、非常に喜ばれるものであると確信しています。

私たちがその装丁から「赤の本」（レッドフォリオ）呼

ぶこのフォリオ（本）の中のすべての伝達は、参照され

た高い源からのものであり、それぞれが寺院だけでなく

世界一般に対して大きな力（影響）を伝えるので、注意

深く研究し直す必要があるでしょう。

　1927 年に送られてきた「黄の本」（イエローフォリオ）

は、寺院のメンバーと世界全体に大きな影響（力）を与え、

現在実現している多くの事柄を予言していました。注意

深い学習者は現在のフォリオが、これと同じ路線で、同

等かそれ以上の価値を持つことを見出すでしょう。グ

レート・ロッジから発信されるものはすべて、世界一般

と同様に個人を助けることを意図しており、真剣な学習

者それぞれがこれらのメッセージと伝達から利益を得る

ことができるようになっています。

　この「赤の本」には、1927年4月から1929年4月まで、

つまり「黄の本」の発行以降にマスターの情報源から受

け取ったすべてのものが、受け取った日付順に掲載され

ています。

　すべての記事のタイトルとページを示す索引に加え

て、読者はこのフォリオで使用される用語集を見つける

ことができ、役に立つでしょう。これらのメッセージは

すべて最終的に “The Temple Artisan “に掲載されます

が、説明や簡略化が必要と思われるものについては、何

らかのコメントや説明がなされる予定です。

　会員や読者がそれぞれのコミュニケーションに付随す

る本来の力に同調するのに比例して、対応する意識の霊

的な高揚を受け取ることになるのです。

人々の寺院

ウィリアム・H・ダワー

最高責任者（ガーディアン）

祈り

私たちすべての無限の父よ。

心の奥底から、私たちは懇願します。

無私の愛の力を

正しく認識する智慧を

正しい道を見出す直感を

目的への決心を

御身の意志に従って行動する力を

懇願します。
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　「私と一緒に行こう、疲れた心たち。一緒に行こう、

疲れ果てた肉体よ。私と一緒に行こう、勇敢なる魂たち

よ。青い宇宙の海で水浴びをしよう。エーテルで満たさ

れた潮流と、うねり立つ光の波に運ばれ、その生命エネ

ルギーで私たちは生まれ変わる。その力と霊で私たちは

闘い、遊び、その深みに浸り、不屈に、勇敢に、より高貴に、

より強く真実に、より純粋に自由に、広大な海の抱擁か

ら休息と幸福を得て、海とともに、互いに、すべてのも

のと他者との意識的なつながりを深める。しばらくの間、

私と一緒に行こう。私と一緒に行こう」。

1927 年 5月 6日

太陽の照らす道

　そして、見よ。私は再び、海の底に深く沈んだ巨大な

杭によって支えられ、海の波の上に建てられた大きな足

場、または塔を見せられた。そして、その中を生命の海

の物質的な水が渦を巻いて押し寄せていた。そしてその

上に、重く、密閉され、油で満たされた巨大な鉄の容器（訳

注：Receptacle 避難所）が置かれていた。私は言った、「そ

れは打ちつける嵐に耐えられるか？ 足場は崩れ、容器（避

難所）も崩れ、油も流されるに違いない」と言った。し

かし、水が渦を巻き、砂が流され、強固で巨大な材木は

揺れもせず、容器も油も、震えることすらなかった。す

べて安全で、強く固定され、しっかりと地に足をつけて

いた。私の恐怖は過ぎ去り、再び声を近くで聞いた。そ

の声の来る道は、「太陽の照らす道」であり、その道は

こう言った。

　「汝、我と一緒に庭に出よう。優しい言葉だけを口にし、

美しいものだけを見つめ、真実のことだけを考えよう。

太陽に照らされた道を歩こう。しっかりと舗装されて、

花に囲まれ、木々に守られ、まっすぐで、きれいで、最

後は優しく曲がって、外からは見えないが、内的にはそ

こに続く道の特徴によって知られている、守られた場所

に行こう」

　背の高い、塊のような揺れるユキヤナギ、低く輝く、

縁を覆う黄色いヒナギク、ゼラニウム、風媒花、芸術的

に巧みに配置された低木、すべてが道を示し、マスター

の手を宣言している。形態は見えず、「存在」（プレゼンス）

だけがあり、ここに留まり、人間が保持し、明るい太陽

の光の中へ前進し、純粋さ、強さ、静寂へと導くカーブ

へと進んでいる。

1927 年 5月 6日

前の２つのメッセージは、全人類の助けと癒しのために

封印を解かれた力を示している。

克服する者

　堅固な岩から、強く揺るぎなくまっすぐな、ピラミッ

ド型の岩が生まれ、それは人が作ったものではなく、人

の幾時代と神の幾時代によって作られたものである。不

毛と乾燥は「孤独の木」の栄養であり飲み物である。そ

の木が突破せねばならないのは、ただ過酷さのみ。暑さ、

風、寒さと闘わなければならない。しかし、強く揺るぎ

なく勇敢で、真実で、まっすぐに、岩だけが与えること

のできる生命で立っている。岩とは何なのか？ ロッジの

力の岩だ。そして、木とは何だろう？ 岩の上に、風や雨

や飢饉や爆風をものともせず、根は深く下に、枝は高く

上に、乱れることなく、その創造主、その源と心を一つ

にして、平和に一人、安全に離れて立つことのできる魂

である。

1927 年 5月 17 日

モリヤ

団結の首飾り

　過去はもうない。それを手放そう。どんなに握りしめ

ても、それを保持することはできない。善は死なず、偽

りはそれ自身の性質によって滅びるだろう。親切な行為

で手を忙しくさせよ。清潔、新鮮、白色が、来るべき日だ。

時が彼ら自身と他者に証明するだろう。間違いは正すこ

とができる。動機は、導き、保護し、破壊する。真っ直

ぐに立ち、太陽の光に向かい、影を後ろに落とさせよ。

そのようにしておこう。過去から純粋で清潔な秘密の引

き出しを保持しているチェストのみを引き出し、そこに

将来の使用のために、現在の願望、思考、行為から獲得

した宝物を入れておくことができる。平凡で、単純で、

純粋なのがチェストであり、魂の頑丈な箱であり、その

中に貴重な宝石を安全に保管することができる。清らか

で純粋で輝いているのは、チェストを包む箱であり、チェ

ストが正しく見る眼に成形された過去である。白と黒、

闇と光は、魂を求める者にとって常に同じものであり、

その者は分離の中に生きるのではなく、未来、現在、過

去の団結を知るのである。

　過去を手放しなさい。未来を進んで行かせ、現在を受

け入れよ。正しく使えば、光、生命、美が豊富にあふれ

出すだろう。

　光の地点に堅固に立ち、意識を存在の中心に向け、よ

り大きな奉仕のために心を高揚させる者は、マスターの

名において、団結と純粋さと力の象徴である首飾りを授

与されるだろう。その首飾りは今、「黄金のチャンスの

開いた聖杯」として、ロッジの資格証明書と一緒に、誰

が読み、主張し、身につけるかを選ぶために、凝視され

て待っている。

1927 年 6月

モリヤ

前書き

　この「寺院の教え」は、“Temple Artisan” に部分的

に掲載されたものです。これらは、1926 年から 1929

年の間に、グレート・ホワイト・ロッジのマスターたち

の特別な力が注ぎ込まれたものです。これらのメッセー

ジは「黄の本」（イエローフォリオ）と「赤の本」（レッ

ドフォリオ）と名付けられ、1927 年に黄の本、1929 年

に赤の本、1937 年に再び黄の本として出版されました。

赤の本と黄の本というタイトルは、この寺院の他の出版

物、特に『寺院の教え』、『山の頂から』、『テオジェネシス』

と同じように、書籍の形で出版するために残されていま

す。（訳注：『テオジェネシス』は近日出版予定です）

　これらの通信は、精神的真理を学ぶすべての人にとっ

て、かけがえのない価値を持っています。判断する資格

のある多くの人々は、これらの通信は基本的な真理が美

しく魅力的なものの、言葉の韻律リズムに包まれている

ため、明らかに古典的な価値を持つものだと言っていま

す。この魂のこもった詩句は、この寺院のすべての内的

な教えに一貫しています。

　これらの通信の多くは、人類とその構成員である部族

や国家に何が起こるかを明確に指摘した、予言的価値の

あるものです。各通信には日付が記されているので、読

者はその通信が最初に与えられてから何が起こったかを

知ることができます。もちろん、これらの中には、「永

遠の真実」にのみ言及しているものもあれば、「人類の

上位のブラザーたち」に言及しているものもあります。

しかし、これらはすべて、個人または集団のためではな

く、世界のために意図されています。それゆえ、その包

括的な価値があるのです。

　この著作は全人類に提供されるものです。全人類はア

バターの愛と指導の対象です。アバターの全人類に対す

る啓発的な目標は、人間の同胞愛と神の父性であり、よ

り新しく、より高い生き方の光明に対する責任の自覚を

人間に与えてくれます。その作業を助け、必然的な道に

光を当て、霊的実在論の確たる保証で鼓舞し安らぎを与

えるために、この書は世界中の学徒たちに捧げられるも

のです。

1982 年 6月 3日

人々の寺院

ハロルド・E・フォルゴスタイン

ガーディアン・イン・チーフ

エバ・ホイットニー

（インナーガード）

汝、一緒においで

　一緒においで、そして見なさい、私は洪水時の普遍的

なエーテル海の波を見せてもらった。やって来るのは最

も深い青色、澄んでいて、高く波がロールし、鋭い光の

線と純白の電光の輝きで波頭が立っていた。岸に打ち寄

せるかのように、ひとつがもうひとつに重なって動いた

が、打ち寄せることはなかった。その代わり、押し寄せ

る波は前の波を包み込み、隠された深みに再び身を沈め、

その力を絶えず、永遠に強化し、破壊の力が海岸に広が

るのを防いでいたのである。

　そしてその静かな内なる海の深みから、柔らかく、静

かに、まろやかに照らされた内なる声が聞こえてきて、

拡声され、すべての人に聞こえるように、生命の海の水

の上に語りかけ、こう言った。

　「少しの間、私と一緒に行こう。そうすれば私たちは

リフレッシュできる。そうすれば私たちは一緒にいるこ

とができる。心と心で語り合い、手を取り合って歩き、

向かい合って立ち、そして私たちは一つであることを知

りなさい。一人は他者の中にあり、私たちは他者に生き、

動き、存在するのであり、他者なくして私たちは存在し

ないのである」。



　序文

親愛なる寺院のメンバーと友人たちへ。

　ここに掲載されているメッセージや通信は、寺院のす

べてのメンバーだけではなく、ホワイトロッジのマス

ターたちから発せられるすべてのことに関心のある人々

にとって、非常に喜ばれるものであると確信しています。

私たちがその装丁から「赤の本」（レッドフォリオ）呼

ぶこのフォリオ（本）の中のすべての伝達は、参照され

た高い源からのものであり、それぞれが寺院だけでなく

世界一般に対して大きな力（影響）を伝えるので、注意

深く研究し直す必要があるでしょう。

　1927 年に送られてきた「黄の本」（イエローフォリオ）

は、寺院のメンバーと世界全体に大きな影響（力）を与え、

現在実現している多くの事柄を予言していました。注意

深い学習者は現在のフォリオが、これと同じ路線で、同

等かそれ以上の価値を持つことを見出すでしょう。グ

レート・ロッジから発信されるものはすべて、世界一般

と同様に個人を助けることを意図しており、真剣な学習

者それぞれがこれらのメッセージと伝達から利益を得る

ことができるようになっています。

　この「赤の本」には、1927年4月から1929年4月まで、

つまり「黄の本」の発行以降にマスターの情報源から受

け取ったすべてのものが、受け取った日付順に掲載され

ています。

　すべての記事のタイトルとページを示す索引に加え

て、読者はこのフォリオで使用される用語集を見つける

ことができ、役に立つでしょう。これらのメッセージは

すべて最終的に “The Temple Artisan “に掲載されます

が、説明や簡略化が必要と思われるものについては、何

らかのコメントや説明がなされる予定です。

　会員や読者がそれぞれのコミュニケーションに付随す

る本来の力に同調するのに比例して、対応する意識の霊

的な高揚を受け取ることになるのです。

人々の寺院

ウィリアム・H・ダワー

最高責任者（ガーディアン）

祈り

私たちすべての無限の父よ。

心の奥底から、私たちは懇願します。

無私の愛の力を

正しく認識する智慧を

正しい道を見出す直感を

目的への決心を

御身の意志に従って行動する力を

懇願します。
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　「私と一緒に行こう、疲れた心たち。一緒に行こう、

疲れ果てた肉体よ。私と一緒に行こう、勇敢なる魂たち

よ。青い宇宙の海で水浴びをしよう。エーテルで満たさ

れた潮流と、うねり立つ光の波に運ばれ、その生命エネ

ルギーで私たちは生まれ変わる。その力と霊で私たちは

闘い、遊び、その深みに浸り、不屈に、勇敢に、より高貴に、

より強く真実に、より純粋に自由に、広大な海の抱擁か

ら休息と幸福を得て、海とともに、互いに、すべてのも

のと他者との意識的なつながりを深める。しばらくの間、

私と一緒に行こう。私と一緒に行こう」。

1927 年 5月 6日

太陽の照らす道

　そして、見よ。私は再び、海の底に深く沈んだ巨大な

杭によって支えられ、海の波の上に建てられた大きな足

場、または塔を見せられた。そして、その中を生命の海

の物質的な水が渦を巻いて押し寄せていた。そしてその

上に、重く、密閉され、油で満たされた巨大な鉄の容器（訳

注：Receptacle 避難所）が置かれていた。私は言った、「そ

れは打ちつける嵐に耐えられるか？ 足場は崩れ、容器（避

難所）も崩れ、油も流されるに違いない」と言った。し

かし、水が渦を巻き、砂が流され、強固で巨大な材木は

揺れもせず、容器も油も、震えることすらなかった。す

べて安全で、強く固定され、しっかりと地に足をつけて

いた。私の恐怖は過ぎ去り、再び声を近くで聞いた。そ

の声の来る道は、「太陽の照らす道」であり、その道は

こう言った。

　「汝、我と一緒に庭に出よう。優しい言葉だけを口にし、

美しいものだけを見つめ、真実のことだけを考えよう。

太陽に照らされた道を歩こう。しっかりと舗装されて、

花に囲まれ、木々に守られ、まっすぐで、きれいで、最

後は優しく曲がって、外からは見えないが、内的にはそ

こに続く道の特徴によって知られている、守られた場所

に行こう」

　背の高い、塊のような揺れるユキヤナギ、低く輝く、

縁を覆う黄色いヒナギク、ゼラニウム、風媒花、芸術的

に巧みに配置された低木、すべてが道を示し、マスター

の手を宣言している。形態は見えず、「存在」（プレゼンス）

だけがあり、ここに留まり、人間が保持し、明るい太陽

の光の中へ前進し、純粋さ、強さ、静寂へと導くカーブ

へと進んでいる。

1927 年 5月 6日

前の２つのメッセージは、全人類の助けと癒しのために

封印を解かれた力を示している。

克服する者

　堅固な岩から、強く揺るぎなくまっすぐな、ピラミッ

ド型の岩が生まれ、それは人が作ったものではなく、人

の幾時代と神の幾時代によって作られたものである。不

毛と乾燥は「孤独の木」の栄養であり飲み物である。そ

の木が突破せねばならないのは、ただ過酷さのみ。暑さ、

風、寒さと闘わなければならない。しかし、強く揺るぎ

なく勇敢で、真実で、まっすぐに、岩だけが与えること

のできる生命で立っている。岩とは何なのか？ ロッジの

力の岩だ。そして、木とは何だろう？ 岩の上に、風や雨

や飢饉や爆風をものともせず、根は深く下に、枝は高く

上に、乱れることなく、その創造主、その源と心を一つ

にして、平和に一人、安全に離れて立つことのできる魂

である。

1927 年 5月 17 日

モリヤ

団結の首飾り

　過去はもうない。それを手放そう。どんなに握りしめ

ても、それを保持することはできない。善は死なず、偽

りはそれ自身の性質によって滅びるだろう。親切な行為

で手を忙しくさせよ。清潔、新鮮、白色が、来るべき日だ。

時が彼ら自身と他者に証明するだろう。間違いは正すこ

とができる。動機は、導き、保護し、破壊する。真っ直

ぐに立ち、太陽の光に向かい、影を後ろに落とさせよ。

そのようにしておこう。過去から純粋で清潔な秘密の引

き出しを保持しているチェストのみを引き出し、そこに

将来の使用のために、現在の願望、思考、行為から獲得

した宝物を入れておくことができる。平凡で、単純で、

純粋なのがチェストであり、魂の頑丈な箱であり、その

中に貴重な宝石を安全に保管することができる。清らか

で純粋で輝いているのは、チェストを包む箱であり、チェ

ストが正しく見る眼に成形された過去である。白と黒、

闇と光は、魂を求める者にとって常に同じものであり、

その者は分離の中に生きるのではなく、未来、現在、過

去の団結を知るのである。

　過去を手放しなさい。未来を進んで行かせ、現在を受

け入れよ。正しく使えば、光、生命、美が豊富にあふれ

出すだろう。

　光の地点に堅固に立ち、意識を存在の中心に向け、よ

り大きな奉仕のために心を高揚させる者は、マスターの

名において、団結と純粋さと力の象徴である首飾りを授

与されるだろう。その首飾りは今、「黄金のチャンスの

開いた聖杯」として、ロッジの資格証明書と一緒に、誰

が読み、主張し、身につけるかを選ぶために、凝視され

て待っている。

1927 年 6月

モリヤ

前書き

　この「寺院の教え」は、“Temple Artisan” に部分的

に掲載されたものです。これらは、1926 年から 1929

年の間に、グレート・ホワイト・ロッジのマスターたち

の特別な力が注ぎ込まれたものです。これらのメッセー

ジは「黄の本」（イエローフォリオ）と「赤の本」（レッ

ドフォリオ）と名付けられ、1927 年に黄の本、1929 年

に赤の本、1937 年に再び黄の本として出版されました。

赤の本と黄の本というタイトルは、この寺院の他の出版

物、特に『寺院の教え』、『山の頂から』、『テオジェネシス』

と同じように、書籍の形で出版するために残されていま

す。（訳注：『テオジェネシス』は近日出版予定です）

　これらの通信は、精神的真理を学ぶすべての人にとっ

て、かけがえのない価値を持っています。判断する資格

のある多くの人々は、これらの通信は基本的な真理が美

しく魅力的なものの、言葉の韻律リズムに包まれている

ため、明らかに古典的な価値を持つものだと言っていま

す。この魂のこもった詩句は、この寺院のすべての内的

な教えに一貫しています。

　これらの通信の多くは、人類とその構成員である部族

や国家に何が起こるかを明確に指摘した、予言的価値の

あるものです。各通信には日付が記されているので、読

者はその通信が最初に与えられてから何が起こったかを

知ることができます。もちろん、これらの中には、「永

遠の真実」にのみ言及しているものもあれば、「人類の

上位のブラザーたち」に言及しているものもあります。

しかし、これらはすべて、個人または集団のためではな

く、世界のために意図されています。それゆえ、その包

括的な価値があるのです。

　この著作は全人類に提供されるものです。全人類はア

バターの愛と指導の対象です。アバターの全人類に対す

る啓発的な目標は、人間の同胞愛と神の父性であり、よ

り新しく、より高い生き方の光明に対する責任の自覚を

人間に与えてくれます。その作業を助け、必然的な道に

光を当て、霊的実在論の確たる保証で鼓舞し安らぎを与

えるために、この書は世界中の学徒たちに捧げられるも

のです。

1982 年 6月 3日

人々の寺院

ハロルド・E・フォルゴスタイン

ガーディアン・イン・チーフ

エバ・ホイットニー

（インナーガード）

汝、一緒においで

　一緒においで、そして見なさい、私は洪水時の普遍的

なエーテル海の波を見せてもらった。やって来るのは最

も深い青色、澄んでいて、高く波がロールし、鋭い光の

線と純白の電光の輝きで波頭が立っていた。岸に打ち寄

せるかのように、ひとつがもうひとつに重なって動いた

が、打ち寄せることはなかった。その代わり、押し寄せ

る波は前の波を包み込み、隠された深みに再び身を沈め、

その力を絶えず、永遠に強化し、破壊の力が海岸に広が

るのを防いでいたのである。

　そしてその静かな内なる海の深みから、柔らかく、静

かに、まろやかに照らされた内なる声が聞こえてきて、

拡声され、すべての人に聞こえるように、生命の海の水

の上に語りかけ、こう言った。

　「少しの間、私と一緒に行こう。そうすれば私たちは

リフレッシュできる。そうすれば私たちは一緒にいるこ

とができる。心と心で語り合い、手を取り合って歩き、

向かい合って立ち、そして私たちは一つであることを知

りなさい。一人は他者の中にあり、私たちは他者に生き、

動き、存在するのであり、他者なくして私たちは存在し

ないのである」。



　序文

親愛なる寺院のメンバーと友人たちへ。

　ここに掲載されているメッセージや通信は、寺院のす

べてのメンバーだけではなく、ホワイトロッジのマス

ターたちから発せられるすべてのことに関心のある人々

にとって、非常に喜ばれるものであると確信しています。

私たちがその装丁から「赤の本」（レッドフォリオ）呼

ぶこのフォリオ（本）の中のすべての伝達は、参照され

た高い源からのものであり、それぞれが寺院だけでなく

世界一般に対して大きな力（影響）を伝えるので、注意

深く研究し直す必要があるでしょう。

　1927 年に送られてきた「黄の本」（イエローフォリオ）

は、寺院のメンバーと世界全体に大きな影響（力）を与え、

現在実現している多くの事柄を予言していました。注意

深い学習者は現在のフォリオが、これと同じ路線で、同

等かそれ以上の価値を持つことを見出すでしょう。グ

レート・ロッジから発信されるものはすべて、世界一般

と同様に個人を助けることを意図しており、真剣な学習

者それぞれがこれらのメッセージと伝達から利益を得る

ことができるようになっています。

　この「赤の本」には、1927年4月から1929年4月まで、

つまり「黄の本」の発行以降にマスターの情報源から受

け取ったすべてのものが、受け取った日付順に掲載され

ています。

　すべての記事のタイトルとページを示す索引に加え

て、読者はこのフォリオで使用される用語集を見つける

ことができ、役に立つでしょう。これらのメッセージは

すべて最終的に “The Temple Artisan “に掲載されます

が、説明や簡略化が必要と思われるものについては、何

らかのコメントや説明がなされる予定です。

　会員や読者がそれぞれのコミュニケーションに付随す

る本来の力に同調するのに比例して、対応する意識の霊

的な高揚を受け取ることになるのです。

人々の寺院

ウィリアム・H・ダワー

最高責任者（ガーディアン）

祈り

私たちすべての無限の父よ。

心の奥底から、私たちは懇願します。

無私の愛の力を

正しく認識する智慧を

正しい道を見出す直感を

目的への決心を

御身の意志に従って行動する力を

懇願します。
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　「私と一緒に行こう、疲れた心たち。一緒に行こう、

疲れ果てた肉体よ。私と一緒に行こう、勇敢なる魂たち

よ。青い宇宙の海で水浴びをしよう。エーテルで満たさ

れた潮流と、うねり立つ光の波に運ばれ、その生命エネ

ルギーで私たちは生まれ変わる。その力と霊で私たちは

闘い、遊び、その深みに浸り、不屈に、勇敢に、より高貴に、

より強く真実に、より純粋に自由に、広大な海の抱擁か

ら休息と幸福を得て、海とともに、互いに、すべてのも

のと他者との意識的なつながりを深める。しばらくの間、

私と一緒に行こう。私と一緒に行こう」。

1927 年 5月 6日

太陽の照らす道

　そして、見よ。私は再び、海の底に深く沈んだ巨大な

杭によって支えられ、海の波の上に建てられた大きな足

場、または塔を見せられた。そして、その中を生命の海

の物質的な水が渦を巻いて押し寄せていた。そしてその

上に、重く、密閉され、油で満たされた巨大な鉄の容器（訳

注：Receptacle 避難所）が置かれていた。私は言った、「そ

れは打ちつける嵐に耐えられるか？ 足場は崩れ、容器（避

難所）も崩れ、油も流されるに違いない」と言った。し

かし、水が渦を巻き、砂が流され、強固で巨大な材木は

揺れもせず、容器も油も、震えることすらなかった。す

べて安全で、強く固定され、しっかりと地に足をつけて

いた。私の恐怖は過ぎ去り、再び声を近くで聞いた。そ

の声の来る道は、「太陽の照らす道」であり、その道は

こう言った。

　「汝、我と一緒に庭に出よう。優しい言葉だけを口にし、

美しいものだけを見つめ、真実のことだけを考えよう。

太陽に照らされた道を歩こう。しっかりと舗装されて、

花に囲まれ、木々に守られ、まっすぐで、きれいで、最

後は優しく曲がって、外からは見えないが、内的にはそ

こに続く道の特徴によって知られている、守られた場所

に行こう」

　背の高い、塊のような揺れるユキヤナギ、低く輝く、

縁を覆う黄色いヒナギク、ゼラニウム、風媒花、芸術的

に巧みに配置された低木、すべてが道を示し、マスター

の手を宣言している。形態は見えず、「存在」（プレゼンス）

だけがあり、ここに留まり、人間が保持し、明るい太陽

の光の中へ前進し、純粋さ、強さ、静寂へと導くカーブ

へと進んでいる。

1927 年 5月 6日

前の２つのメッセージは、全人類の助けと癒しのために

封印を解かれた力を示している。

克服する者

　堅固な岩から、強く揺るぎなくまっすぐな、ピラミッ

ド型の岩が生まれ、それは人が作ったものではなく、人

の幾時代と神の幾時代によって作られたものである。不

毛と乾燥は「孤独の木」の栄養であり飲み物である。そ

の木が突破せねばならないのは、ただ過酷さのみ。暑さ、

風、寒さと闘わなければならない。しかし、強く揺るぎ

なく勇敢で、真実で、まっすぐに、岩だけが与えること

のできる生命で立っている。岩とは何なのか？ ロッジの

力の岩だ。そして、木とは何だろう？ 岩の上に、風や雨

や飢饉や爆風をものともせず、根は深く下に、枝は高く

上に、乱れることなく、その創造主、その源と心を一つ

にして、平和に一人、安全に離れて立つことのできる魂

である。

1927 年 5月 17 日

モリヤ

団結の首飾り

　過去はもうない。それを手放そう。どんなに握りしめ

ても、それを保持することはできない。善は死なず、偽

りはそれ自身の性質によって滅びるだろう。親切な行為

で手を忙しくさせよ。清潔、新鮮、白色が、来るべき日だ。

時が彼ら自身と他者に証明するだろう。間違いは正すこ

とができる。動機は、導き、保護し、破壊する。真っ直

ぐに立ち、太陽の光に向かい、影を後ろに落とさせよ。

そのようにしておこう。過去から純粋で清潔な秘密の引

き出しを保持しているチェストのみを引き出し、そこに

将来の使用のために、現在の願望、思考、行為から獲得

した宝物を入れておくことができる。平凡で、単純で、

純粋なのがチェストであり、魂の頑丈な箱であり、その

中に貴重な宝石を安全に保管することができる。清らか

で純粋で輝いているのは、チェストを包む箱であり、チェ

ストが正しく見る眼に成形された過去である。白と黒、

闇と光は、魂を求める者にとって常に同じものであり、

その者は分離の中に生きるのではなく、未来、現在、過

去の団結を知るのである。

　過去を手放しなさい。未来を進んで行かせ、現在を受

け入れよ。正しく使えば、光、生命、美が豊富にあふれ

出すだろう。

　光の地点に堅固に立ち、意識を存在の中心に向け、よ

り大きな奉仕のために心を高揚させる者は、マスターの

名において、団結と純粋さと力の象徴である首飾りを授

与されるだろう。その首飾りは今、「黄金のチャンスの

開いた聖杯」として、ロッジの資格証明書と一緒に、誰

が読み、主張し、身につけるかを選ぶために、凝視され

て待っている。

1927 年 6月

モリヤ

前書き

　この「寺院の教え」は、“Temple Artisan” に部分的

に掲載されたものです。これらは、1926 年から 1929

年の間に、グレート・ホワイト・ロッジのマスターたち

の特別な力が注ぎ込まれたものです。これらのメッセー

ジは「黄の本」（イエローフォリオ）と「赤の本」（レッ

ドフォリオ）と名付けられ、1927 年に黄の本、1929 年

に赤の本、1937 年に再び黄の本として出版されました。

赤の本と黄の本というタイトルは、この寺院の他の出版

物、特に『寺院の教え』、『山の頂から』、『テオジェネシス』

と同じように、書籍の形で出版するために残されていま

す。（訳注：『テオジェネシス』は近日出版予定です）

　これらの通信は、精神的真理を学ぶすべての人にとっ

て、かけがえのない価値を持っています。判断する資格

のある多くの人々は、これらの通信は基本的な真理が美

しく魅力的なものの、言葉の韻律リズムに包まれている

ため、明らかに古典的な価値を持つものだと言っていま

す。この魂のこもった詩句は、この寺院のすべての内的

な教えに一貫しています。

　これらの通信の多くは、人類とその構成員である部族

や国家に何が起こるかを明確に指摘した、予言的価値の

あるものです。各通信には日付が記されているので、読

者はその通信が最初に与えられてから何が起こったかを

知ることができます。もちろん、これらの中には、「永

遠の真実」にのみ言及しているものもあれば、「人類の

上位のブラザーたち」に言及しているものもあります。

しかし、これらはすべて、個人または集団のためではな

く、世界のために意図されています。それゆえ、その包

括的な価値があるのです。

　この著作は全人類に提供されるものです。全人類はア

バターの愛と指導の対象です。アバターの全人類に対す

る啓発的な目標は、人間の同胞愛と神の父性であり、よ

り新しく、より高い生き方の光明に対する責任の自覚を

人間に与えてくれます。その作業を助け、必然的な道に

光を当て、霊的実在論の確たる保証で鼓舞し安らぎを与

えるために、この書は世界中の学徒たちに捧げられるも

のです。

1982 年 6月 3日

人々の寺院

ハロルド・E・フォルゴスタイン

ガーディアン・イン・チーフ

エバ・ホイットニー

（インナーガード）

汝、一緒においで

　一緒においで、そして見なさい、私は洪水時の普遍的

なエーテル海の波を見せてもらった。やって来るのは最

も深い青色、澄んでいて、高く波がロールし、鋭い光の

線と純白の電光の輝きで波頭が立っていた。岸に打ち寄

せるかのように、ひとつがもうひとつに重なって動いた

が、打ち寄せることはなかった。その代わり、押し寄せ

る波は前の波を包み込み、隠された深みに再び身を沈め、

その力を絶えず、永遠に強化し、破壊の力が海岸に広が

るのを防いでいたのである。

　そしてその静かな内なる海の深みから、柔らかく、静

かに、まろやかに照らされた内なる声が聞こえてきて、

拡声され、すべての人に聞こえるように、生命の海の水

の上に語りかけ、こう言った。

　「少しの間、私と一緒に行こう。そうすれば私たちは

リフレッシュできる。そうすれば私たちは一緒にいるこ

とができる。心と心で語り合い、手を取り合って歩き、

向かい合って立ち、そして私たちは一つであることを知

りなさい。一人は他者の中にあり、私たちは他者に生き、

動き、存在するのであり、他者なくして私たちは存在し

ないのである」。



　序文

親愛なる寺院のメンバーと友人たちへ。

　ここに掲載されているメッセージや通信は、寺院のす

べてのメンバーだけではなく、ホワイトロッジのマス

ターたちから発せられるすべてのことに関心のある人々

にとって、非常に喜ばれるものであると確信しています。

私たちがその装丁から「赤の本」（レッドフォリオ）呼

ぶこのフォリオ（本）の中のすべての伝達は、参照され

た高い源からのものであり、それぞれが寺院だけでなく

世界一般に対して大きな力（影響）を伝えるので、注意

深く研究し直す必要があるでしょう。

　1927 年に送られてきた「黄の本」（イエローフォリオ）

は、寺院のメンバーと世界全体に大きな影響（力）を与え、

現在実現している多くの事柄を予言していました。注意

深い学習者は現在のフォリオが、これと同じ路線で、同

等かそれ以上の価値を持つことを見出すでしょう。グ

レート・ロッジから発信されるものはすべて、世界一般

と同様に個人を助けることを意図しており、真剣な学習

者それぞれがこれらのメッセージと伝達から利益を得る

ことができるようになっています。

　この「赤の本」には、1927年4月から1929年4月まで、

つまり「黄の本」の発行以降にマスターの情報源から受

け取ったすべてのものが、受け取った日付順に掲載され

ています。

　すべての記事のタイトルとページを示す索引に加え

て、読者はこのフォリオで使用される用語集を見つける

ことができ、役に立つでしょう。これらのメッセージは

すべて最終的に “The Temple Artisan “に掲載されます

が、説明や簡略化が必要と思われるものについては、何

らかのコメントや説明がなされる予定です。

　会員や読者がそれぞれのコミュニケーションに付随す

る本来の力に同調するのに比例して、対応する意識の霊

的な高揚を受け取ることになるのです。

人々の寺院

ウィリアム・H・ダワー

最高責任者（ガーディアン）

祈り

私たちすべての無限の父よ。

心の奥底から、私たちは懇願します。

無私の愛の力を

正しく認識する智慧を

正しい道を見出す直感を

目的への決心を

御身の意志に従って行動する力を

懇願します。

 

　「私と一緒に行こう、疲れた心たち。一緒に行こう、

疲れ果てた肉体よ。私と一緒に行こう、勇敢なる魂たち

よ。青い宇宙の海で水浴びをしよう。エーテルで満たさ

れた潮流と、うねり立つ光の波に運ばれ、その生命エネ

ルギーで私たちは生まれ変わる。その力と霊で私たちは

闘い、遊び、その深みに浸り、不屈に、勇敢に、より高貴に、

より強く真実に、より純粋に自由に、広大な海の抱擁か

ら休息と幸福を得て、海とともに、互いに、すべてのも

のと他者との意識的なつながりを深める。しばらくの間、

私と一緒に行こう。私と一緒に行こう」。

1927 年 5月 6日

太陽の照らす道

　そして、見よ。私は再び、海の底に深く沈んだ巨大な

杭によって支えられ、海の波の上に建てられた大きな足

場、または塔を見せられた。そして、その中を生命の海

の物質的な水が渦を巻いて押し寄せていた。そしてその

上に、重く、密閉され、油で満たされた巨大な鉄の容器（訳

注：Receptacle 避難所）が置かれていた。私は言った、「そ

れは打ちつける嵐に耐えられるか？ 足場は崩れ、容器（避

難所）も崩れ、油も流されるに違いない」と言った。し

かし、水が渦を巻き、砂が流され、強固で巨大な材木は

揺れもせず、容器も油も、震えることすらなかった。す

べて安全で、強く固定され、しっかりと地に足をつけて

いた。私の恐怖は過ぎ去り、再び声を近くで聞いた。そ

の声の来る道は、「太陽の照らす道」であり、その道は

こう言った。

　「汝、我と一緒に庭に出よう。優しい言葉だけを口にし、

美しいものだけを見つめ、真実のことだけを考えよう。

太陽に照らされた道を歩こう。しっかりと舗装されて、

花に囲まれ、木々に守られ、まっすぐで、きれいで、最

後は優しく曲がって、外からは見えないが、内的にはそ

こに続く道の特徴によって知られている、守られた場所

に行こう」

　背の高い、塊のような揺れるユキヤナギ、低く輝く、

縁を覆う黄色いヒナギク、ゼラニウム、風媒花、芸術的

に巧みに配置された低木、すべてが道を示し、マスター

の手を宣言している。形態は見えず、「存在」（プレゼンス）

だけがあり、ここに留まり、人間が保持し、明るい太陽

の光の中へ前進し、純粋さ、強さ、静寂へと導くカーブ

へと進んでいる。

1927 年 5月 6日

前の２つのメッセージは、全人類の助けと癒しのために

封印を解かれた力を示している。

克服する者

　堅固な岩から、強く揺るぎなくまっすぐな、ピラミッ

ド型の岩が生まれ、それは人が作ったものではなく、人

の幾時代と神の幾時代によって作られたものである。不

毛と乾燥は「孤独の木」の栄養であり飲み物である。そ

の木が突破せねばならないのは、ただ過酷さのみ。暑さ、

風、寒さと闘わなければならない。しかし、強く揺るぎ

なく勇敢で、真実で、まっすぐに、岩だけが与えること

のできる生命で立っている。岩とは何なのか？ ロッジの

力の岩だ。そして、木とは何だろう？ 岩の上に、風や雨

や飢饉や爆風をものともせず、根は深く下に、枝は高く

上に、乱れることなく、その創造主、その源と心を一つ

にして、平和に一人、安全に離れて立つことのできる魂

である。

1927 年 5月 17 日

モリヤ

団結の首飾り

　過去はもうない。それを手放そう。どんなに握りしめ

ても、それを保持することはできない。善は死なず、偽

りはそれ自身の性質によって滅びるだろう。親切な行為

で手を忙しくさせよ。清潔、新鮮、白色が、来るべき日だ。

時が彼ら自身と他者に証明するだろう。間違いは正すこ

とができる。動機は、導き、保護し、破壊する。真っ直

ぐに立ち、太陽の光に向かい、影を後ろに落とさせよ。

そのようにしておこう。過去から純粋で清潔な秘密の引

き出しを保持しているチェストのみを引き出し、そこに

将来の使用のために、現在の願望、思考、行為から獲得

した宝物を入れておくことができる。平凡で、単純で、

純粋なのがチェストであり、魂の頑丈な箱であり、その

中に貴重な宝石を安全に保管することができる。清らか

で純粋で輝いているのは、チェストを包む箱であり、チェ

ストが正しく見る眼に成形された過去である。白と黒、

闇と光は、魂を求める者にとって常に同じものであり、

その者は分離の中に生きるのではなく、未来、現在、過

去の団結を知るのである。

　過去を手放しなさい。未来を進んで行かせ、現在を受

け入れよ。正しく使えば、光、生命、美が豊富にあふれ

出すだろう。

　光の地点に堅固に立ち、意識を存在の中心に向け、よ

り大きな奉仕のために心を高揚させる者は、マスターの

名において、団結と純粋さと力の象徴である首飾りを授

与されるだろう。その首飾りは今、「黄金のチャンスの

開いた聖杯」として、ロッジの資格証明書と一緒に、誰

が読み、主張し、身につけるかを選ぶために、凝視され

て待っている。

1927 年 6月

モリヤ

神智学の海

　

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

2,090円
POD 版

【本書について】
この本は、THE OCEAN OF THEOSOPHY の日本語版です。
アメリカの神智学協会の担い手、W・Q・ジャッジが一般の読者に理解できるように神智学の
内容を書いた著書です。この度完訳され、本になりました。

前書き

　この「寺院の教え」は、“Temple Artisan” に部分的

に掲載されたものです。これらは、1926 年から 1929

年の間に、グレート・ホワイト・ロッジのマスターたち

の特別な力が注ぎ込まれたものです。これらのメッセー

ジは「黄の本」（イエローフォリオ）と「赤の本」（レッ

ドフォリオ）と名付けられ、1927 年に黄の本、1929 年

に赤の本、1937 年に再び黄の本として出版されました。

赤の本と黄の本というタイトルは、この寺院の他の出版

物、特に『寺院の教え』、『山の頂から』、『テオジェネシス』

と同じように、書籍の形で出版するために残されていま

す。（訳注：『テオジェネシス』は近日出版予定です）

　これらの通信は、精神的真理を学ぶすべての人にとっ

て、かけがえのない価値を持っています。判断する資格

のある多くの人々は、これらの通信は基本的な真理が美

しく魅力的なものの、言葉の韻律リズムに包まれている

ため、明らかに古典的な価値を持つものだと言っていま

す。この魂のこもった詩句は、この寺院のすべての内的

な教えに一貫しています。

　これらの通信の多くは、人類とその構成員である部族

や国家に何が起こるかを明確に指摘した、予言的価値の

あるものです。各通信には日付が記されているので、読

者はその通信が最初に与えられてから何が起こったかを

知ることができます。もちろん、これらの中には、「永

遠の真実」にのみ言及しているものもあれば、「人類の

上位のブラザーたち」に言及しているものもあります。

しかし、これらはすべて、個人または集団のためではな

く、世界のために意図されています。それゆえ、その包

括的な価値があるのです。

　この著作は全人類に提供されるものです。全人類はア

バターの愛と指導の対象です。アバターの全人類に対す

る啓発的な目標は、人間の同胞愛と神の父性であり、よ

り新しく、より高い生き方の光明に対する責任の自覚を

人間に与えてくれます。その作業を助け、必然的な道に

光を当て、霊的実在論の確たる保証で鼓舞し安らぎを与

えるために、この書は世界中の学徒たちに捧げられるも

のです。

1982 年 6月 3日

人々の寺院

ハロルド・E・フォルゴスタイン

ガーディアン・イン・チーフ

エバ・ホイットニー

（インナーガード）

汝、一緒においで

　一緒においで、そして見なさい、私は洪水時の普遍的

なエーテル海の波を見せてもらった。やって来るのは最

も深い青色、澄んでいて、高く波がロールし、鋭い光の

線と純白の電光の輝きで波頭が立っていた。岸に打ち寄

せるかのように、ひとつがもうひとつに重なって動いた

が、打ち寄せることはなかった。その代わり、押し寄せ

る波は前の波を包み込み、隠された深みに再び身を沈め、

その力を絶えず、永遠に強化し、破壊の力が海岸に広が

るのを防いでいたのである。

　そしてその静かな内なる海の深みから、柔らかく、静

かに、まろやかに照らされた内なる声が聞こえてきて、

拡声され、すべての人に聞こえるように、生命の海の水

の上に語りかけ、こう言った。

　「少しの間、私と一緒に行こう。そうすれば私たちは

リフレッシュできる。そうすれば私たちは一緒にいるこ

とができる。心と心で語り合い、手を取り合って歩き、

向かい合って立ち、そして私たちは一つであることを知

りなさい。一人は他者の中にあり、私たちは他者に生き、

動き、存在するのであり、他者なくして私たちは存在し

ないのである」。
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訳：星野 未来（ロシア語版より）

神秘（秘密）

共同体 99

　封印は、神秘（秘密、謎）の守護者である。いつの時

代にも秘密は存在する。知識の少ないところに、謎があ

る。知られている意識の質が、石器時代の水準と変わら

ないというのは恐ろしいことだ。人間の思考ではなく、

異質な思考は、動くことを望まない。まさに「やりたく

ない」のである。

　師は知識を注ぐことはできるが、それはむしろ空間の

飽和のために役立つ。したがって、目に見える弟子がい

なくとも、師は一人ではないのである。共同体にアプロー

チする人たちは、これを覚えておきなさい！ 絶望しな

いための秘密を覚えておきなさい。

　未来の神秘（謎）は、自然に湧き上がる切望にある。

火山の噴火を遅らせることはできないし、「教え」を遅

らせることもできない。時間の布告（указа 定め、

命令）は、意識の杯に流れ込もうが、空間（宇宙）に上

昇しようが、遅れをとることはない。個人の意識と空間

の掛け算のどちらが大事なのか、計算できないのである。

そして、一番近くにいる人が聞こえない瞬間、空間（宇宙）

の響きが鳴り響く。だから、共同体に近づいても絶望し

ないように。

　『召命』の本には何の障害もなかった。『光明』の本は

石のようなものである。『共同体』の本は、嵐の前の泳

ぎ手のように、すべての帆とすべてのロープに命が含ま

れている。

　共同体の宣言（現れ）は、化合物のようなものである。

したがって、純粋であり、浸透し、否定の鎖を忘れなさい。

禁止と否定によって、暴君と残忍な狂信者を繰り返して

はならない。無知と傲慢によって金ぴかの愚か者のよう

になってはならない。

　もちろん、共同体は盗みによって最悪の種類の財産を

主張する泥棒を許さないだろう。厳しさを示し、自分自

身にもその言葉を繰り返さないよう秘密（神秘）を守る

ことができる・・・ちょうど波が岩に一回だけかかるよ

うに。

共同体 204

　神秘（謎）とは、無知の証である。我々の共同体は人

里離れており、人助けをする気がないと非難されること

が時々あった。あなた方自身、我々をいろいろな場所で

見かけ、我々の人物に会ったことがあるはずだ。

　我々の、物の荷物（包み）は決して小さくはなかった。

我々の手紙は早く届き、使者は遅れないことを、あなた

たちはご存じであろう。それを若い友人にも教えてあげ

なさい。

　もし、物質的なつながりがほとんどないとしたら、そ

の理由を意識の矛盾に求めなければならない。もし、我々

がある種の行動に急がないのであれば、それは我々が早

すぎることによって何かを台無しにしたくないというこ

とである。意志の欠如の中で打撃を溶かすことは決して

ない。意味のわからない単語は絶対に入れない。エネル

ギーの矢がいかに貴重であるかを経験から知っているか

らである。エネルギーの非常識な浪費を常に控えよう。 

重厚な物質の向こう側には、微細なエネルギーの相互作

用があり、これらの宝石の一粒一粒を使うことは慎重で

なければならないことを、疑ってはならない。何世紀に

もわたって我々は書庫を蓄積してきた。それらを火から

守るのが賢明であろう。一部のシンボルには、２つの螺

旋が描かれている。一方が上に行くほど、もう一方は下

に行くことができる。「私たちはすでに理解している」

と躊躇なく口にする者には、言わせておきなさい。我々

の共同体が怠慢であると疑う人々は、単に無知である。

ハート 551

　人は自分の内なる意図を隠すことはできない。たとえ

それが地上の言葉に反映されなくても、微細な感情には

謎はないのである。通常、人々は微細な世界の感情をど

のように知覚したらよいかを知らない。しかしその時、

一種の興奮、恥ずかしさ、喜びを感じる。まるで、目の

前に秘密の文章があり、それを印刷する前に、すでにそ

の意味を察知しているかのように。しかし、心を育てる

ことで、偶然ではなく人の意図を理解することができる

ようになるのである。さらに、思考の意味だけでなく、

その内容も判断できる。多くの場合、ハートは人の意図

を反映していないか、ハートがまったく存在しない風に

運ばれる綿毛のようなものだからである。対話者に何を

望んでいるのか聞いてみなさい。そして、いつも答えは

恥ずかしさの現れとなる。その人は自分の志（願望）を

まったく結晶化させていないので、そのようなハートは

希薄な界で混乱することになる。贅沢な教義ではなく、

何百万年も経った輪廻転生する人々に期待される最低限

のことを教えているのである。風のような思考を妨げる

ものではなく、ハートの識別を命じることが必要である。
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著：W・Q・ジャッジ　訳：星野 未来 450円
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【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"
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代にも秘密は存在する。知識の少ないところに、謎があ
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ない」のである。
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飽和のために役立つ。したがって、目に見える弟子がい

なくとも、師は一人ではないのである。共同体にアプロー

チする人たちは、これを覚えておきなさい！ 絶望しな

いための秘密を覚えておきなさい。

　未来の神秘（謎）は、自然に湧き上がる切望にある。

火山の噴火を遅らせることはできないし、「教え」を遅

らせることもできない。時間の布告（указа 定め、

命令）は、意識の杯に流れ込もうが、空間（宇宙）に上

昇しようが、遅れをとることはない。個人の意識と空間

の掛け算のどちらが大事なのか、計算できないのである。

そして、一番近くにいる人が聞こえない瞬間、空間（宇宙）

の響きが鳴り響く。だから、共同体に近づいても絶望し

ないように。

　『召命』の本には何の障害もなかった。『光明』の本は

石のようなものである。『共同体』の本は、嵐の前の泳

ぎ手のように、すべての帆とすべてのロープに命が含ま

れている。

　共同体の宣言（現れ）は、化合物のようなものである。

したがって、純粋であり、浸透し、否定の鎖を忘れなさい。

禁止と否定によって、暴君と残忍な狂信者を繰り返して

はならない。無知と傲慢によって金ぴかの愚か者のよう

になってはならない。

　もちろん、共同体は盗みによって最悪の種類の財産を

主張する泥棒を許さないだろう。厳しさを示し、自分自

身にもその言葉を繰り返さないよう秘密（神秘）を守る

ことができる・・・ちょうど波が岩に一回だけかかるよ

うに。
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　神秘（謎）とは、無知の証である。我々の共同体は人

里離れており、人助けをする気がないと非難されること

が時々あった。あなた方自身、我々をいろいろな場所で

見かけ、我々の人物に会ったことがあるはずだ。

　我々の、物の荷物（包み）は決して小さくはなかった。

我々の手紙は早く届き、使者は遅れないことを、あなた

たちはご存じであろう。それを若い友人にも教えてあげ

なさい。

　もし、物質的なつながりがほとんどないとしたら、そ

の理由を意識の矛盾に求めなければならない。もし、我々

がある種の行動に急がないのであれば、それは我々が早

すぎることによって何かを台無しにしたくないというこ

とである。意志の欠如の中で打撃を溶かすことは決して

ない。意味のわからない単語は絶対に入れない。エネル

ギーの矢がいかに貴重であるかを経験から知っているか

らである。エネルギーの非常識な浪費を常に控えよう。 

重厚な物質の向こう側には、微細なエネルギーの相互作

用があり、これらの宝石の一粒一粒を使うことは慎重で

なければならないことを、疑ってはならない。何世紀に

もわたって我々は書庫を蓄積してきた。それらを火から

守るのが賢明であろう。一部のシンボルには、２つの螺

旋が描かれている。一方が上に行くほど、もう一方は下

に行くことができる。「私たちはすでに理解している」

と躊躇なく口にする者には、言わせておきなさい。我々

の共同体が怠慢であると疑う人々は、単に無知である。

ハート 551

　人は自分の内なる意図を隠すことはできない。たとえ

それが地上の言葉に反映されなくても、微細な感情には

謎はないのである。通常、人々は微細な世界の感情をど

のように知覚したらよいかを知らない。しかしその時、

一種の興奮、恥ずかしさ、喜びを感じる。まるで、目の

前に秘密の文章があり、それを印刷する前に、すでにそ

の意味を察知しているかのように。しかし、心を育てる

ことで、偶然ではなく人の意図を理解することができる

ようになるのである。さらに、思考の意味だけでなく、

その内容も判断できる。多くの場合、ハートは人の意図

を反映していないか、ハートがまったく存在しない風に

運ばれる綿毛のようなものだからである。対話者に何を

望んでいるのか聞いてみなさい。そして、いつも答えは

恥ずかしさの現れとなる。その人は自分の志（願望）を

まったく結晶化させていないので、そのようなハートは

希薄な界で混乱することになる。贅沢な教義ではなく、

何百万年も経った輪廻転生する人々に期待される最低限

のことを教えているのである。風のような思考を妨げる

ものではなく、ハートの識別を命じることが必要である。
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ラ達）のある者達は、自分の手でもみがらをすった米を

病人に食べさせ病気治しをする、等々。

　その時私達の仲間の一人がすばらしい案を考え出し

た。一言も言わずに、前記のマハートマ・クートフーミ

の肖像画をサンドゥクに見せた。サンドゥクは二、三秒

肖像を見て、そして突然そこに描かれた方を認めたかの

ように、絵に向かって深くお辞儀して、会ったことのあ

るチョーハン（マハートマ）の肖像画であると言った。

彼は早口にマハートマの服装と裸の腕を説明し始めた。

そして自分の言葉の意味を具体的に示すために、彼は外

套を脱ぎ、肩まで腕をむき出しにし、服を調整して、な

るべく肖像画の方に近い姿をしようとした。

　一八八一年一〇月の初めに、シガツェから南に向かっ

て二日ぐらい離れたギャンツェ（江孜）という所へ品物

を買いに行った時、このマハートマとつき添いの大勢の

ケルン（弟子）達を見たとサンドゥクは言った。非常に

驚いたことに、サンドゥクはマハートマの名前について

聞かれると、「その方々はクートフーンパと言われてい

る」と答えた。引き続いて「その方々」とはどなたか、

それは一人なのか二人以上なのかと聞かれると、サン

ドゥクは次のように答えた。弟子達はいつも自分の師匠

にちなんで名づけられるので、クートフーンパと呼ばれ

る者達はたくさんいるが、その名前をもっている頭は一

人だけだということである。従って、頭の名前はクート

フームで、弟子達はクートフーンパといわれている。チ

ベット語辞典を調べて、この説明をよりよく理解した。

つまり「パ」という単語は「人」を意味する。例えば「ボド・

パ」とは、ボドすなわちチベットの人を意味する。同様に、

クートフーンパは、クートフーミすなわちクートフーミ

の人あるいは弟子という意味である。

　サンドゥクの話によると、マハートマが非常に広い野

原でご休息をなさっていると、ギャンツエでいちばん金

持ちの商人がマハートマのところに来て、我が家にいら

してご祝福下さいとお願いしたが、一人の人ではなく全

世界に恩恵を施さなければならないので、今いるところ

のほうがよいとマハートマはお答えになった。サンドゥ

クを含めて人々は奉納物をマハートマに持って行った

が、それを貧民に配れとマハートマはお命じになった。

マハートマはサンドゥクに、誰にも害を与えないように

商売につとめよと言われて、それこそ繁栄への唯一の正

しい道であるとお戒めになった。

　チベットの同胞達のような方々は実在しないと思って

いるインド人がいるというなら、サンドゥクは、行きた

いという人は誰でも立会人としてチベットへ連れて行っ

て、その人の証言によって皆を納得させようと提案した。

また彼はマハートマ達の実在に関して、もしその方々が

チベットにいらっしゃらないとすると、どこにいらっ

しゃるのか教えてもらいたいとも言った。ある人達がマ

ハートマのような人達の実在そのものを否定していると

聞いた時、サンドゥクは怒り出した。彼はコートとシャ

ツの袖をまくって筋肉の盛り上がった腕をむき出しにし

て、自分が真実でないことを話したと主張する者とは誰

とでも戦おうと断言した。

　ブラヴァツキー夫人の持っている珠数を見せられる

と、行商人のサンドゥクは、そのようなものは、タシー

ラマから贈られなかったら入手できない、金ではとても

買えないものであると言った。私達と一緒にいた一人の

チェーラが袖なしのコートを着て、この服で自分の職業

が分かるかとサンドゥクに聞いてみたら、サンドゥクは

全く当然であるかのように「ケルンだ」と答えて彼にお

辞儀をした。

　前記のことを目撃した人達は、ベランプールの行政次

官であるバーブ・ノービン・クリシュナ・バネルジー一

家と、マドラス州マドゥラ地区の記録係であるラーマー

スワーミ・アイエル・アヴェールガルと、グルカ人の若

者と私である。

　今、右の証言を確証する証拠を提供しよう。これは主

に、偶然に私の手に入ったものである。一人の若いベン

ガル人のブラフマチャーリンは、私達に会う直前、チベッ

トから帰って来て、インドの北西州のデーラードゥーン

で私の義理の祖父であるバーブ・デーヴェーンドラ・ナー

ト・タゴールの家に泊まっていた時、多くの信頼すべき

立会人達の前で全く思いがけなく、次の話をした。

　一八八二年、ベンガル暦のアサル月の一五日、すなわ

ち欠けている月の一二日目の昼に、マーナササローヴァ

ラ湖から一日くらい離れたタクラカルという所の野原

で、クートフーンパ達といわれたチベット人達とそのグ

ルに出会った。グルと、ケルンと呼ばれたその弟子達の

ほとんどは、赤い衣の上に袖なしのコートを着ていた。

グルは色白で、頭髪は分けることなく後になでつけられ、

肩の上に豊かに垂れ下がっていた。ブラフマチャーリン

がマハートマをはじめて見た時、マハートマは本を読ん

でおられた。そのあと一人のケルンから、それは『リグ・

ヴェーダ』であると聞いた。

　グルはブラフマチャーリンに挨拶して、どこから来て

いるかとお尋ねになった。ブラフマチャーリンがしばら

くの間何も食べていなかったと言うと、グルは、豆と茶

を彼に与えよと命じられた。ブラフマチャーリンは食事

を作るための火がなかったので、グルは干した牛糞の塊

（インドと同様にチベットでも燃料として使われる）の

上に息を吹きかけてそれを燃え上がらせてブラフマ

チャーリンに渡した。カイラス山の北側にあるタルチン

の洞窟から徒歩で一日くらいのカウリという所に住んで

いるもう一人のグル（チベット語で「チョーハン」という）

が同じ現象を行なうのを、自分は何回も見たことがある

とブラフマチャーリンは断言した。また、リューマチ熱

にかかった牛飼いがクートフーンパ達のグルの所に来て

いた。グルは手に持っていた米を二、三粒牛飼いに与え

たら、牛飼いは間もなく治ってしまった。

　ブラフマチャーリンがクートフーンパ達とそのグルと

別れる前に、彼等はマーナササローヴァラ湖岸で行なわ

れる祭に行ってからカイラス山に進む予定だと聞いた。

　ブラフマチャーリンは何度もこの話を繰り返した。こ

の話を聞いた人達には私のほかに、カルカッタ市のジョ

ラーサーンコのバーブ・ドヴィジェンデル・ナート・タ

ゴール、デーラードゥーン市のインド三角測量局のバー

ブ・カリ・モーハン・ゴース、同局のカリ・クマール・チャッ

テリジ、ダッカ市のバーブ・ゴーピ・モーハン・ゴーシュ、

バーブ・デーヴェーンドラ・ナート・タゴールの事務官

であるバーブ・プリヤ・ナート・シャーストリ、その他

である。

　事実が真実を物語っているので、公平で理性的な読者

達には説明を加える必要がほとんどないように思える。

ところが、人々は自分の経験の範囲を広げることを非常

にいやがるし、腹黒い人達によってわざと誤り伝えられ

たものはきりがない。ここに提出された証拠は非の打ち

所がない。マハートマ達の実在を立証した二人の人には、

全くの偶然に会ったのである。私達はこのことが可能だ

とは決して思わないが、仮にチベット人の行商人のサン

ドゥクが私達に話をする前に、マハートマの実在を主張

する誰かと会って、嘘を言うように誘われたとしても、

その正直さで有名な宗教団に属しているブラフマチャー

リンはなぜ、私がこの話題に興味をもっていることを全

く知らないのに、インドの反対側にいたチベット人の行

商人の話とぴったり合う作り話をでっち上げるようなこ

とができるだろう？　無教育の人々は様々な件に関して

自己欺隔に陥りやすいだろうが、この場合、話し手の発

言は自分の耳と目で確かめられた様々な事実に限られた

ものであり、彼の判断力と意見には関係がなかった。だ

からデーラードゥーンのブラフマチャーリンの話と行商

人の話を組み合わせてみると、両方の真実性は疑う余地

がなくなる。

実践的オカルティズム

著：H・P・ブラヴァツキー　　　訳：田中 恵美子／ジェフ・クラーク

八　ヒマラヤのマハートマ達の実在

　今年〔一八八三年〕の五月か六月頃、若いベンガル人

のブラフマチャーリン（独身の修行者）がアルモラに行

く途中、このバレーリー地区にきて奥地の一人の紳士の

家に滞在することになった。私はそこでヴェーダーンタ

哲学とヒンズー教についてのこのブラフマチャーリンの

講演を聞きに行った。そのあと、彼は親切にも私の家に

きて、私達の願いに応じて、去年行ったマーナササロー

ヴァラヘの旅の話をしてくれた。様々な話の中で、次の

話は特に驚くべきものであった。

　カイラスからの帰り道でブラフマチャーリンは一団の

行者達に出合った。行者達はその場所に張ったテントで

寛いでいるところであった。彼は二、三日、木の葉や草

しか食べていなかったので行者達のところへ托鉢しに

行った。すると、行者団の頭と思える年寄りの行者が

ヴェーダを読んでいるのに気がついた。その行者の名前

を 周 り の 人 達 に 尋 ね た ら、カ ウ ト フ ー ン パ

（Kautnumpa）だという人、またカウトフーミという人

がいた（＊）。年寄りの行者は読書が終わると、若いブ

ラフマチャーリンと挨拶を交わして、彼に食べ物を施す

よう弟子達に命じた。一人の弟子が干した牛糞を持って

きて年寄りの師匠の前に置くと、師匠はその上に息を吹

きかけて燃え上がらせた。ブラフマチャーリンは二時間

ほどそこにいたが、その間に何かの病気に悩んで治療を

受けにきた人が一人か二人いた。師匠がご飯の上に息を

吹きかけて病人に食べさせると、皆すぐに治って元気に

帰って行った。

＊　私達のマハートマＫＨは何歳であろうと、年寄りに

は見えない。（ＨＰＢ注）

　ブラフマチャーリンがカイラスの近くで会ったカウト

フーミあるいはカウトフーンパは、クートフーミといわ

れているヒマラヤ同胞達のお一人と同一人物であろう

か？　もしそうならば、その方の生きた肉体を見たとい

う、神智学協会とは何の関係もないこのブラフマチャー

リンの言葉は、その方の実在を立証することになる。ブ

ラフマチャーリンがいうには、山から平野に戻ってくる

までは、彼は神智学やヒマラヤの同胞団などについて聞

いたことが全くなかった。彼は二一四歳くらいの若者で、

あまりよく英語は理解できない。彼は「アルモラのスワー

ミー」の弟子であり、現在スワーミーの下でサンスクリッ

ト語を勉強しているので、私達は一〇月にアルモラで彼

と再会した。彼は神智学徒ではなく、むしろ、彼の師匠

であるスワーミーと共にヴェーダーンタ哲学を堅く信じ

ているので、神智学には賛成しない。だから、あらゆる

面において、神智学を支持しようとしない、かたよらな

い証人である。カルカッタで発行され、バーブ・ディ

ジェーンドラ・ナート・タゴールが編集している『バー

ラディ』というベンガル語の雑誌にこの旅行談を載せる

予定である。この記事にはカウトフーンパといわれた行

者との話が詳しく出るだろうと思う。

　去年、クンバメーラー祭のために大勢の人々がマーナ

ササローヴァラに集まったが、ブラフマチャーリンが言

うには、燃料に息を吹きかけて点火させることのできる

人は数人もいたということである。また、マーナササロー

ヴァラで「チョーハン・ラマ」と呼ばれた僧に何人も会っ

たという。このことについて説明していただければ幸い

である。

神智学協会々員

ヴァキル高等法院

プレオ・ナート・バネルジ

バレーリー

一八八三年一一月一五日

編集者［ＨＰＢ］の答　同じブラフマチャーリンについ

ての神智学協会々員のモーヒニ・Ｍ・チャッテルジの証

言を校正しているところに、前記の新しい驚くべき証拠

が届いた。モーヒニ氏の文章は一四か月前にもらったが、

シネット氏の忠告に従って発行停止にしておいたのであ

る。今月号の八三頁以降に今、はじめて載るモーヒニの

話については明らかに、前記の文章を書いたバレーリー

の会員は知らない。もしこれがマハートマ達の実在を公

平に、しかも確実に証拠立てる資料として受け入れられ

ないなら、どんな証拠を与えることができようか？　ブ

ラフマチャーリンが「カウトフーンパ」と呼ばれている

年寄りの行者がマハートマ・クートフーミであるか否か

（クートフーミは年をとっていないので、おそらくそう

でないと思うが）、とにかく、カウトフーンパすなわち

「クートフーミの弟子達」または「派」と呼ばれる人達

がチベットにおり、従ってクートフーミは私達が作り上

げた名ではないことが分かる。ブラフマチャーリンに見

られた人はおそらく、私達のマハートマに次ぐラマ僧の

テン＝デュブ・ウギエンであろう。テン＝デュブ・ウギ

エンは旅行の時にマハートマのチェーラ達を指導する頭

であり、年寄りで、たいへん本が好きである。数か月前

に本誌でアルモラのスワーミーは神智学協会々員のＴ・

スバ・ラウと議論して、悪意のない編集者の私にたいへ

んな怒りを浴びせたということで分かるように、アルモ

ラの尊師とその弟子は私達の主張を裏づけようとするは

ずはない。しかし、ブラフマチャーリンは全く違う人物

と出会った可能性もある。チベットには様々な宗派があ

る。その一つである「カダムパ」の名前は「カウトフー

ンパ」にたいへん似ている。カダムパの中には博学のラ

マ僧とアデプトがたくさんいるが、私達のマハートマ達

ではない。マハートマ達はどの宗派にも属さないからで

ある。〕

―――――

　ブラヴァツキー婦人による右の注で言われているモー

ヒニの論文「ヒマラヤの同胞達が実在するか？」は次の

通り、同じ一八八三年一二月号に載った。（訳者）

⑴　ヒマラヤの同胞達は実在するか？

「求めよ、そうすれば、与えられるであろう。門をたたけ、

そうすれば、あけてもらえるであろう」という聖書の言

葉は、マハートマ達の実在について熱心に知りたがって

いる探究者の立場を正確に表すものである。その探究を

まじめに続けたにもかかわらず確実な知識を与えられな

かった者は一人としていない。だが、あら探しをしたり

へ理屈を並べ立て、自分でものごとを調べて確かめよう

としない人々はたくさんいる。ヨーロッパ人と、ヨーロッ

パ人かぶれのインド人の大学卒業者達はどちらも、控え

目にいえば、マハートマ達の実在を不審に思う。ヨーロッ

パ人達の立場は分かりやすい。なぜなら、マハートマ達

の実在のようなことはヨーロッパ人の知識の範囲には入

らないし、彼等の自己満足は極めて大きいので、新しい

考えを受け入れる余裕はほとんどないからである。しか

し、マハートマ達の実在を知る伝統を思わせる雰囲気に

生まれ育ったインド人達がなぜそのような懐疑主義を真

似しなければならないのかは、もっと理解しにくいこと

である。むしろインド人達は、一人の天文学者が位置を

計算していた新しい星が自分の視界に入ってきた時に感

じるのと同じような満足感をもって、私がこれから公開

する証拠を歓迎するのが当然である。私自身もたった二

年前までは、徹底的な懐疑主義者であった。まず、私は

心霊現象を目撃したことがなかったし、また、私の同国

人の小さなグループの中で目撃した人は一人もいなかっ

たし、その人達だけは尊敬に値するインド人で「知識階

級」であると私は教えられてきた。一八八二年一〇月、

私ははじめてこの問題に時間と注意を捧げることになっ

た。その結果、私は自分の実在に疑いをいだかないと同

様に、マハートマ達の実在についても少しの疑いもなく

なった。今私は、大師達が存在されることを知っている。

しかし長い間、私が受けた証拠は必ずしも客観的なもの

ではなかった。私にとって完全に得心の行くような証拠

は、読者にとっては得心が行かないだろう。しかも、私

は自分が今持っている、疑いをかける余地のない証拠に

ついて話す権利はない。従って、私に伝えてもよいと許

されているわずかな証拠をできるだけうまく利用するし

かない。この論文で、その確実さを判断することのでき

るすべての人々にとって完全に得心の行く証拠を公にす

るのである。

　ここで公開する証拠は一八八二年一〇月と一一月に私

が集め、シネット氏をはじめとして神智学協会の一流の

会員達に提出したものである。その時、シッキムでのラー

マースワーミ・アイエル兄と彼の師匠との面接について

の話はすでに、出版する用意が整っていたので、この論

文を出す必要はないと判断された。しかし、ある人達は

愚かにもラーマースワーミ・アイエル氏の証拠を「山巡

りして体が半ば凍ってしまった役人の幻覚」であると非

難してその証拠の影響を軽視しようとしているので、性

質が全く違うが、おそらく同じ価値のある、完全に独立

した証言をここで公開すれば何らかの好い結果を得るの

ではないかと私は思う。

　出版延期の説明はここまでにして、この論文を懐疑主

義的な友人達の批判に任せよう。ダージリンのチベット

人の行商人の証言と、それを確証する、若いブラフマ

チャーリンがデーラードゥーンで与えた、独立した証言

とを冷静に考えてもらいたいと思う。この二人の証言を

聞いたのは皆、非常に身分が高い人達である。実際にそ

の人達の中には、インド人社会の第一級の人々がおり、

また数人は神智学運動とは何の関係もなく、かえって、

その運動に反対している人達であった。その頃、私自身

もかなり疑いをいだいていたと再び言っておこう。私は

前記の証言を聞いて、私の敬愛する師匠であるマハート

マ・クートフーミの実在の証拠をいくつも受けた時、やっ

と愚かな疑いを一切捨てたのである。そうした証拠は、

ブラヴァツキー夫人やオルコット大佐やいわゆるチェー

ラ達とは全く関係なく、様々な方法で私に与えられたも

のである。今はもう信じているのではなく、知っている

(・・・・・) のである。知っているので、他の人達も同

じような知識を得るように助けようと思う。

　ダージリンに滞在中、私は数人の神智学徒と共にある

家に泊まっていた。その神智学徒達は皆高潔な生活を熱

心に求めていたが、ほとんどの人は当時の私と同様にヒ

マラヤのマハートマ達の実在を疑っていた。また、自分

がヒマラヤ同胞団のチェーラであり、数年間同胞達を見

たり同胞達と一緒に暮らしたと言う人達にもダージリン

で会った。その人達は私達の迷いを笑っていた。その中

の一人は上手に描かれた、極めて立派な聖者にみえる人

の肖像画を見せてくれた。これはマハートマ・クートフー

ミ（現在私の最愛の師匠）であると言われた。シネット

氏は『オカルト・ワールド』をこの方に捧げている。

　ダージリンに着いて二、三日後、サンドゥクというチ

ベット人の行商人がたまたま物を売りに来た。サンドゥ

クは、毎年国境を越えてチベットの小間物を売りにこの

辺りを巡回していたので、数年前からダージリンの近辺

ではかなり有名であった。私達の滞在中、彼は何度も私

達の家を訪ねて来た。彼の態度には気どったところがな

く、むしろ威厳があって愛想のよい人だったので、私達

には、生まれながらの紳士と思われた。ヨーロッパ人は

チベット人を、文明を知らない野蛮人と見なしているが、

サンドゥクにはそのように野蛮的な特徴と思えるものは

いささかも見つからなかった。朝廷に仕えている、訓練

された廷臣と間違えられたかもしれない。ただ、サンドゥ

クのように高潔な廷臣はおそらくいないだろう。

　サンドゥクは、私が家にいる時に来た。最初の時は、

『ダージリン・ニューズ』社に勤めているサンタル・ラ

ルというグルカ人の若者と一緒に来た。サンダルは通訳

するつもりであったが、サンドゥクが話すヒンディ語の

方言は通訳がなくても私達のある仲間には通じたので、

そのあとは通訳の必要がなくなった。最初の日に私達は、

チベットと、彼が属するゲルグパ（黄帽派）について一

般的なことを尋ねた。彼の答えはボグルとトゥルノール

などのヨーロッパ人の旅行記を確証した。

　二日目に、高ラマ僧以外に、チベットに神通力をもっ

ている他の人達について聞いたことがあるかと私達は尋

ねた。そういう方がいると、サンドゥクは答えた。そう

した方々は普通のラマ僧ではなく、ラマ僧よりもはるか

に身分が高く、主にシガツェの向こうにある山々やラサ

の近辺に住んでおられる。これらの方々は不思議な現象、

いわば「奇跡」をたくさん行ない、そのロテュ達（チェー
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ラ達）のある者達は、自分の手でもみがらをすった米を

病人に食べさせ病気治しをする、等々。

　その時私達の仲間の一人がすばらしい案を考え出し

た。一言も言わずに、前記のマハートマ・クートフーミ

の肖像画をサンドゥクに見せた。サンドゥクは二、三秒

肖像を見て、そして突然そこに描かれた方を認めたかの

ように、絵に向かって深くお辞儀して、会ったことのあ

るチョーハン（マハートマ）の肖像画であると言った。

彼は早口にマハートマの服装と裸の腕を説明し始めた。

そして自分の言葉の意味を具体的に示すために、彼は外

套を脱ぎ、肩まで腕をむき出しにし、服を調整して、な

るべく肖像画の方に近い姿をしようとした。

　一八八一年一〇月の初めに、シガツェから南に向かっ

て二日ぐらい離れたギャンツェ（江孜）という所へ品物

を買いに行った時、このマハートマとつき添いの大勢の

ケルン（弟子）達を見たとサンドゥクは言った。非常に

驚いたことに、サンドゥクはマハートマの名前について

聞かれると、「その方々はクートフーンパと言われてい

る」と答えた。引き続いて「その方々」とはどなたか、

それは一人なのか二人以上なのかと聞かれると、サン

ドゥクは次のように答えた。弟子達はいつも自分の師匠

にちなんで名づけられるので、クートフーンパと呼ばれ

る者達はたくさんいるが、その名前をもっている頭は一

人だけだということである。従って、頭の名前はクート

フームで、弟子達はクートフーンパといわれている。チ

ベット語辞典を調べて、この説明をよりよく理解した。

つまり「パ」という単語は「人」を意味する。例えば「ボド・

パ」とは、ボドすなわちチベットの人を意味する。同様に、

クートフーンパは、クートフーミすなわちクートフーミ

の人あるいは弟子という意味である。

　サンドゥクの話によると、マハートマが非常に広い野

原でご休息をなさっていると、ギャンツエでいちばん金

持ちの商人がマハートマのところに来て、我が家にいら

してご祝福下さいとお願いしたが、一人の人ではなく全

世界に恩恵を施さなければならないので、今いるところ

のほうがよいとマハートマはお答えになった。サンドゥ

クを含めて人々は奉納物をマハートマに持って行った

が、それを貧民に配れとマハートマはお命じになった。

マハートマはサンドゥクに、誰にも害を与えないように

商売につとめよと言われて、それこそ繁栄への唯一の正

しい道であるとお戒めになった。

　チベットの同胞達のような方々は実在しないと思って

いるインド人がいるというなら、サンドゥクは、行きた

いという人は誰でも立会人としてチベットへ連れて行っ

て、その人の証言によって皆を納得させようと提案した。

また彼はマハートマ達の実在に関して、もしその方々が

チベットにいらっしゃらないとすると、どこにいらっ

しゃるのか教えてもらいたいとも言った。ある人達がマ

ハートマのような人達の実在そのものを否定していると

聞いた時、サンドゥクは怒り出した。彼はコートとシャ

ツの袖をまくって筋肉の盛り上がった腕をむき出しにし

て、自分が真実でないことを話したと主張する者とは誰

とでも戦おうと断言した。

　ブラヴァツキー夫人の持っている珠数を見せられる

と、行商人のサンドゥクは、そのようなものは、タシー

ラマから贈られなかったら入手できない、金ではとても

買えないものであると言った。私達と一緒にいた一人の

チェーラが袖なしのコートを着て、この服で自分の職業

が分かるかとサンドゥクに聞いてみたら、サンドゥクは

全く当然であるかのように「ケルンだ」と答えて彼にお

辞儀をした。

　前記のことを目撃した人達は、ベランプールの行政次

官であるバーブ・ノービン・クリシュナ・バネルジー一

家と、マドラス州マドゥラ地区の記録係であるラーマー

スワーミ・アイエル・アヴェールガルと、グルカ人の若

者と私である。

　今、右の証言を確証する証拠を提供しよう。これは主

に、偶然に私の手に入ったものである。一人の若いベン

ガル人のブラフマチャーリンは、私達に会う直前、チベッ

トから帰って来て、インドの北西州のデーラードゥーン

で私の義理の祖父であるバーブ・デーヴェーンドラ・ナー

ト・タゴールの家に泊まっていた時、多くの信頼すべき

立会人達の前で全く思いがけなく、次の話をした。

　一八八二年、ベンガル暦のアサル月の一五日、すなわ

ち欠けている月の一二日目の昼に、マーナササローヴァ

ラ湖から一日くらい離れたタクラカルという所の野原

で、クートフーンパ達といわれたチベット人達とそのグ

ルに出会った。グルと、ケルンと呼ばれたその弟子達の

ほとんどは、赤い衣の上に袖なしのコートを着ていた。

グルは色白で、頭髪は分けることなく後になでつけられ、

肩の上に豊かに垂れ下がっていた。ブラフマチャーリン

がマハートマをはじめて見た時、マハートマは本を読ん

でおられた。そのあと一人のケルンから、それは『リグ・

ヴェーダ』であると聞いた。

　グルはブラフマチャーリンに挨拶して、どこから来て

いるかとお尋ねになった。ブラフマチャーリンがしばら

くの間何も食べていなかったと言うと、グルは、豆と茶

を彼に与えよと命じられた。ブラフマチャーリンは食事

を作るための火がなかったので、グルは干した牛糞の塊

（インドと同様にチベットでも燃料として使われる）の

上に息を吹きかけてそれを燃え上がらせてブラフマ

チャーリンに渡した。カイラス山の北側にあるタルチン

の洞窟から徒歩で一日くらいのカウリという所に住んで

いるもう一人のグル（チベット語で「チョーハン」という）

が同じ現象を行なうのを、自分は何回も見たことがある

とブラフマチャーリンは断言した。また、リューマチ熱

にかかった牛飼いがクートフーンパ達のグルの所に来て

いた。グルは手に持っていた米を二、三粒牛飼いに与え

たら、牛飼いは間もなく治ってしまった。

　ブラフマチャーリンがクートフーンパ達とそのグルと

別れる前に、彼等はマーナササローヴァラ湖岸で行なわ

れる祭に行ってからカイラス山に進む予定だと聞いた。

　ブラフマチャーリンは何度もこの話を繰り返した。こ

の話を聞いた人達には私のほかに、カルカッタ市のジョ

ラーサーンコのバーブ・ドヴィジェンデル・ナート・タ

ゴール、デーラードゥーン市のインド三角測量局のバー

ブ・カリ・モーハン・ゴース、同局のカリ・クマール・チャッ

テリジ、ダッカ市のバーブ・ゴーピ・モーハン・ゴーシュ、

バーブ・デーヴェーンドラ・ナート・タゴールの事務官

であるバーブ・プリヤ・ナート・シャーストリ、その他

である。

　事実が真実を物語っているので、公平で理性的な読者

達には説明を加える必要がほとんどないように思える。

ところが、人々は自分の経験の範囲を広げることを非常

にいやがるし、腹黒い人達によってわざと誤り伝えられ

たものはきりがない。ここに提出された証拠は非の打ち

所がない。マハートマ達の実在を立証した二人の人には、

全くの偶然に会ったのである。私達はこのことが可能だ

とは決して思わないが、仮にチベット人の行商人のサン

ドゥクが私達に話をする前に、マハートマの実在を主張

する誰かと会って、嘘を言うように誘われたとしても、

その正直さで有名な宗教団に属しているブラフマチャー

リンはなぜ、私がこの話題に興味をもっていることを全

く知らないのに、インドの反対側にいたチベット人の行

商人の話とぴったり合う作り話をでっち上げるようなこ

とができるだろう？　無教育の人々は様々な件に関して

自己欺隔に陥りやすいだろうが、この場合、話し手の発

言は自分の耳と目で確かめられた様々な事実に限られた

ものであり、彼の判断力と意見には関係がなかった。だ

からデーラードゥーンのブラフマチャーリンの話と行商

人の話を組み合わせてみると、両方の真実性は疑う余地

がなくなる。

八　ヒマラヤのマハートマ達の実在

　今年〔一八八三年〕の五月か六月頃、若いベンガル人

のブラフマチャーリン（独身の修行者）がアルモラに行

く途中、このバレーリー地区にきて奥地の一人の紳士の

家に滞在することになった。私はそこでヴェーダーンタ

哲学とヒンズー教についてのこのブラフマチャーリンの

講演を聞きに行った。そのあと、彼は親切にも私の家に

きて、私達の願いに応じて、去年行ったマーナササロー

ヴァラヘの旅の話をしてくれた。様々な話の中で、次の

話は特に驚くべきものであった。

　カイラスからの帰り道でブラフマチャーリンは一団の

行者達に出合った。行者達はその場所に張ったテントで

寛いでいるところであった。彼は二、三日、木の葉や草

しか食べていなかったので行者達のところへ托鉢しに

行った。すると、行者団の頭と思える年寄りの行者が

ヴェーダを読んでいるのに気がついた。その行者の名前

を 周 り の 人 達 に 尋 ね た ら、カ ウ ト フ ー ン パ

（Kautnumpa）だという人、またカウトフーミという人

がいた（＊）。年寄りの行者は読書が終わると、若いブ

ラフマチャーリンと挨拶を交わして、彼に食べ物を施す

よう弟子達に命じた。一人の弟子が干した牛糞を持って

きて年寄りの師匠の前に置くと、師匠はその上に息を吹

きかけて燃え上がらせた。ブラフマチャーリンは二時間

ほどそこにいたが、その間に何かの病気に悩んで治療を

受けにきた人が一人か二人いた。師匠がご飯の上に息を

吹きかけて病人に食べさせると、皆すぐに治って元気に

帰って行った。

＊　私達のマハートマＫＨは何歳であろうと、年寄りに

は見えない。（ＨＰＢ注）

　ブラフマチャーリンがカイラスの近くで会ったカウト

フーミあるいはカウトフーンパは、クートフーミといわ

れているヒマラヤ同胞達のお一人と同一人物であろう

か？　もしそうならば、その方の生きた肉体を見たとい

う、神智学協会とは何の関係もないこのブラフマチャー

リンの言葉は、その方の実在を立証することになる。ブ

ラフマチャーリンがいうには、山から平野に戻ってくる

までは、彼は神智学やヒマラヤの同胞団などについて聞

いたことが全くなかった。彼は二一四歳くらいの若者で、

あまりよく英語は理解できない。彼は「アルモラのスワー

ミー」の弟子であり、現在スワーミーの下でサンスクリッ

ト語を勉強しているので、私達は一〇月にアルモラで彼

と再会した。彼は神智学徒ではなく、むしろ、彼の師匠

であるスワーミーと共にヴェーダーンタ哲学を堅く信じ

ているので、神智学には賛成しない。だから、あらゆる

面において、神智学を支持しようとしない、かたよらな

い証人である。カルカッタで発行され、バーブ・ディ

ジェーンドラ・ナート・タゴールが編集している『バー

ラディ』というベンガル語の雑誌にこの旅行談を載せる

予定である。この記事にはカウトフーンパといわれた行

者との話が詳しく出るだろうと思う。

　去年、クンバメーラー祭のために大勢の人々がマーナ

ササローヴァラに集まったが、ブラフマチャーリンが言

うには、燃料に息を吹きかけて点火させることのできる

人は数人もいたということである。また、マーナササロー

ヴァラで「チョーハン・ラマ」と呼ばれた僧に何人も会っ

たという。このことについて説明していただければ幸い

である。

神智学協会々員

ヴァキル高等法院

プレオ・ナート・バネルジ

バレーリー

一八八三年一一月一五日

編集者［ＨＰＢ］の答　同じブラフマチャーリンについ

ての神智学協会々員のモーヒニ・Ｍ・チャッテルジの証

言を校正しているところに、前記の新しい驚くべき証拠

が届いた。モーヒニ氏の文章は一四か月前にもらったが、

シネット氏の忠告に従って発行停止にしておいたのであ

る。今月号の八三頁以降に今、はじめて載るモーヒニの

話については明らかに、前記の文章を書いたバレーリー

の会員は知らない。もしこれがマハートマ達の実在を公

平に、しかも確実に証拠立てる資料として受け入れられ

ないなら、どんな証拠を与えることができようか？　ブ

ラフマチャーリンが「カウトフーンパ」と呼ばれている

年寄りの行者がマハートマ・クートフーミであるか否か

（クートフーミは年をとっていないので、おそらくそう

でないと思うが）、とにかく、カウトフーンパすなわち

「クートフーミの弟子達」または「派」と呼ばれる人達

がチベットにおり、従ってクートフーミは私達が作り上

げた名ではないことが分かる。ブラフマチャーリンに見

られた人はおそらく、私達のマハートマに次ぐラマ僧の

テン＝デュブ・ウギエンであろう。テン＝デュブ・ウギ

エンは旅行の時にマハートマのチェーラ達を指導する頭

であり、年寄りで、たいへん本が好きである。数か月前

に本誌でアルモラのスワーミーは神智学協会々員のＴ・

スバ・ラウと議論して、悪意のない編集者の私にたいへ

んな怒りを浴びせたということで分かるように、アルモ

ラの尊師とその弟子は私達の主張を裏づけようとするは

ずはない。しかし、ブラフマチャーリンは全く違う人物

と出会った可能性もある。チベットには様々な宗派があ

る。その一つである「カダムパ」の名前は「カウトフー

ンパ」にたいへん似ている。カダムパの中には博学のラ

マ僧とアデプトがたくさんいるが、私達のマハートマ達

ではない。マハートマ達はどの宗派にも属さないからで

ある。〕

―――――

　ブラヴァツキー婦人による右の注で言われているモー

ヒニの論文「ヒマラヤの同胞達が実在するか？」は次の

通り、同じ一八八三年一二月号に載った。（訳者）

⑴　ヒマラヤの同胞達は実在するか？

「求めよ、そうすれば、与えられるであろう。門をたたけ、

そうすれば、あけてもらえるであろう」という聖書の言

葉は、マハートマ達の実在について熱心に知りたがって

いる探究者の立場を正確に表すものである。その探究を

まじめに続けたにもかかわらず確実な知識を与えられな

かった者は一人としていない。だが、あら探しをしたり

へ理屈を並べ立て、自分でものごとを調べて確かめよう

としない人々はたくさんいる。ヨーロッパ人と、ヨーロッ

パ人かぶれのインド人の大学卒業者達はどちらも、控え

目にいえば、マハートマ達の実在を不審に思う。ヨーロッ

パ人達の立場は分かりやすい。なぜなら、マハートマ達

の実在のようなことはヨーロッパ人の知識の範囲には入

らないし、彼等の自己満足は極めて大きいので、新しい

考えを受け入れる余裕はほとんどないからである。しか

し、マハートマ達の実在を知る伝統を思わせる雰囲気に

生まれ育ったインド人達がなぜそのような懐疑主義を真

似しなければならないのかは、もっと理解しにくいこと

である。むしろインド人達は、一人の天文学者が位置を

計算していた新しい星が自分の視界に入ってきた時に感

じるのと同じような満足感をもって、私がこれから公開

する証拠を歓迎するのが当然である。私自身もたった二

年前までは、徹底的な懐疑主義者であった。まず、私は

心霊現象を目撃したことがなかったし、また、私の同国

人の小さなグループの中で目撃した人は一人もいなかっ

たし、その人達だけは尊敬に値するインド人で「知識階

級」であると私は教えられてきた。一八八二年一〇月、

私ははじめてこの問題に時間と注意を捧げることになっ

た。その結果、私は自分の実在に疑いをいだかないと同

様に、マハートマ達の実在についても少しの疑いもなく

なった。今私は、大師達が存在されることを知っている。

しかし長い間、私が受けた証拠は必ずしも客観的なもの

ではなかった。私にとって完全に得心の行くような証拠

は、読者にとっては得心が行かないだろう。しかも、私

は自分が今持っている、疑いをかける余地のない証拠に

ついて話す権利はない。従って、私に伝えてもよいと許

されているわずかな証拠をできるだけうまく利用するし

かない。この論文で、その確実さを判断することのでき

るすべての人々にとって完全に得心の行く証拠を公にす

るのである。

　ここで公開する証拠は一八八二年一〇月と一一月に私

が集め、シネット氏をはじめとして神智学協会の一流の

会員達に提出したものである。その時、シッキムでのラー

マースワーミ・アイエル兄と彼の師匠との面接について

の話はすでに、出版する用意が整っていたので、この論

文を出す必要はないと判断された。しかし、ある人達は

愚かにもラーマースワーミ・アイエル氏の証拠を「山巡

りして体が半ば凍ってしまった役人の幻覚」であると非

難してその証拠の影響を軽視しようとしているので、性

質が全く違うが、おそらく同じ価値のある、完全に独立

した証言をここで公開すれば何らかの好い結果を得るの

ではないかと私は思う。

　出版延期の説明はここまでにして、この論文を懐疑主

義的な友人達の批判に任せよう。ダージリンのチベット

人の行商人の証言と、それを確証する、若いブラフマ

チャーリンがデーラードゥーンで与えた、独立した証言

とを冷静に考えてもらいたいと思う。この二人の証言を

聞いたのは皆、非常に身分が高い人達である。実際にそ

の人達の中には、インド人社会の第一級の人々がおり、

また数人は神智学運動とは何の関係もなく、かえって、

その運動に反対している人達であった。その頃、私自身

もかなり疑いをいだいていたと再び言っておこう。私は

前記の証言を聞いて、私の敬愛する師匠であるマハート

マ・クートフーミの実在の証拠をいくつも受けた時、やっ

と愚かな疑いを一切捨てたのである。そうした証拠は、

ブラヴァツキー夫人やオルコット大佐やいわゆるチェー

ラ達とは全く関係なく、様々な方法で私に与えられたも

のである。今はもう信じているのではなく、知っている

(・・・・・) のである。知っているので、他の人達も同

じような知識を得るように助けようと思う。

　ダージリンに滞在中、私は数人の神智学徒と共にある

家に泊まっていた。その神智学徒達は皆高潔な生活を熱

心に求めていたが、ほとんどの人は当時の私と同様にヒ

マラヤのマハートマ達の実在を疑っていた。また、自分

がヒマラヤ同胞団のチェーラであり、数年間同胞達を見

たり同胞達と一緒に暮らしたと言う人達にもダージリン

で会った。その人達は私達の迷いを笑っていた。その中

の一人は上手に描かれた、極めて立派な聖者にみえる人

の肖像画を見せてくれた。これはマハートマ・クートフー

ミ（現在私の最愛の師匠）であると言われた。シネット

氏は『オカルト・ワールド』をこの方に捧げている。

　ダージリンに着いて二、三日後、サンドゥクというチ

ベット人の行商人がたまたま物を売りに来た。サンドゥ

クは、毎年国境を越えてチベットの小間物を売りにこの

辺りを巡回していたので、数年前からダージリンの近辺

ではかなり有名であった。私達の滞在中、彼は何度も私

達の家を訪ねて来た。彼の態度には気どったところがな

く、むしろ威厳があって愛想のよい人だったので、私達

には、生まれながらの紳士と思われた。ヨーロッパ人は

チベット人を、文明を知らない野蛮人と見なしているが、

サンドゥクにはそのように野蛮的な特徴と思えるものは

いささかも見つからなかった。朝廷に仕えている、訓練

された廷臣と間違えられたかもしれない。ただ、サンドゥ

クのように高潔な廷臣はおそらくいないだろう。

　サンドゥクは、私が家にいる時に来た。最初の時は、

『ダージリン・ニューズ』社に勤めているサンタル・ラ

ルというグルカ人の若者と一緒に来た。サンダルは通訳

するつもりであったが、サンドゥクが話すヒンディ語の

方言は通訳がなくても私達のある仲間には通じたので、

そのあとは通訳の必要がなくなった。最初の日に私達は、

チベットと、彼が属するゲルグパ（黄帽派）について一

般的なことを尋ねた。彼の答えはボグルとトゥルノール

などのヨーロッパ人の旅行記を確証した。

　二日目に、高ラマ僧以外に、チベットに神通力をもっ

ている他の人達について聞いたことがあるかと私達は尋

ねた。そういう方がいると、サンドゥクは答えた。そう

した方々は普通のラマ僧ではなく、ラマ僧よりもはるか

に身分が高く、主にシガツェの向こうにある山々やラサ

の近辺に住んでおられる。これらの方々は不思議な現象、

いわば「奇跡」をたくさん行ない、そのロテュ達（チェー
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ラ達）のある者達は、自分の手でもみがらをすった米を

病人に食べさせ病気治しをする、等々。

　その時私達の仲間の一人がすばらしい案を考え出し

た。一言も言わずに、前記のマハートマ・クートフーミ

の肖像画をサンドゥクに見せた。サンドゥクは二、三秒

肖像を見て、そして突然そこに描かれた方を認めたかの

ように、絵に向かって深くお辞儀して、会ったことのあ

るチョーハン（マハートマ）の肖像画であると言った。

彼は早口にマハートマの服装と裸の腕を説明し始めた。

そして自分の言葉の意味を具体的に示すために、彼は外

套を脱ぎ、肩まで腕をむき出しにし、服を調整して、な

るべく肖像画の方に近い姿をしようとした。

　一八八一年一〇月の初めに、シガツェから南に向かっ

て二日ぐらい離れたギャンツェ（江孜）という所へ品物

を買いに行った時、このマハートマとつき添いの大勢の

ケルン（弟子）達を見たとサンドゥクは言った。非常に

驚いたことに、サンドゥクはマハートマの名前について

聞かれると、「その方々はクートフーンパと言われてい

る」と答えた。引き続いて「その方々」とはどなたか、

それは一人なのか二人以上なのかと聞かれると、サン

ドゥクは次のように答えた。弟子達はいつも自分の師匠

にちなんで名づけられるので、クートフーンパと呼ばれ

る者達はたくさんいるが、その名前をもっている頭は一

人だけだということである。従って、頭の名前はクート

フームで、弟子達はクートフーンパといわれている。チ

ベット語辞典を調べて、この説明をよりよく理解した。

つまり「パ」という単語は「人」を意味する。例えば「ボド・

パ」とは、ボドすなわちチベットの人を意味する。同様に、

クートフーンパは、クートフーミすなわちクートフーミ

の人あるいは弟子という意味である。

　サンドゥクの話によると、マハートマが非常に広い野

原でご休息をなさっていると、ギャンツエでいちばん金

持ちの商人がマハートマのところに来て、我が家にいら

してご祝福下さいとお願いしたが、一人の人ではなく全

世界に恩恵を施さなければならないので、今いるところ

のほうがよいとマハートマはお答えになった。サンドゥ

クを含めて人々は奉納物をマハートマに持って行った

が、それを貧民に配れとマハートマはお命じになった。

マハートマはサンドゥクに、誰にも害を与えないように

商売につとめよと言われて、それこそ繁栄への唯一の正

しい道であるとお戒めになった。

　チベットの同胞達のような方々は実在しないと思って

いるインド人がいるというなら、サンドゥクは、行きた

いという人は誰でも立会人としてチベットへ連れて行っ

て、その人の証言によって皆を納得させようと提案した。

また彼はマハートマ達の実在に関して、もしその方々が

チベットにいらっしゃらないとすると、どこにいらっ

しゃるのか教えてもらいたいとも言った。ある人達がマ

ハートマのような人達の実在そのものを否定していると

聞いた時、サンドゥクは怒り出した。彼はコートとシャ

ツの袖をまくって筋肉の盛り上がった腕をむき出しにし

て、自分が真実でないことを話したと主張する者とは誰

とでも戦おうと断言した。

　ブラヴァツキー夫人の持っている珠数を見せられる

と、行商人のサンドゥクは、そのようなものは、タシー

ラマから贈られなかったら入手できない、金ではとても

買えないものであると言った。私達と一緒にいた一人の

チェーラが袖なしのコートを着て、この服で自分の職業

が分かるかとサンドゥクに聞いてみたら、サンドゥクは

全く当然であるかのように「ケルンだ」と答えて彼にお

辞儀をした。

　前記のことを目撃した人達は、ベランプールの行政次

官であるバーブ・ノービン・クリシュナ・バネルジー一

家と、マドラス州マドゥラ地区の記録係であるラーマー

スワーミ・アイエル・アヴェールガルと、グルカ人の若

者と私である。

　今、右の証言を確証する証拠を提供しよう。これは主

に、偶然に私の手に入ったものである。一人の若いベン

ガル人のブラフマチャーリンは、私達に会う直前、チベッ

トから帰って来て、インドの北西州のデーラードゥーン

で私の義理の祖父であるバーブ・デーヴェーンドラ・ナー

ト・タゴールの家に泊まっていた時、多くの信頼すべき

立会人達の前で全く思いがけなく、次の話をした。

　一八八二年、ベンガル暦のアサル月の一五日、すなわ

ち欠けている月の一二日目の昼に、マーナササローヴァ

ラ湖から一日くらい離れたタクラカルという所の野原

で、クートフーンパ達といわれたチベット人達とそのグ

ルに出会った。グルと、ケルンと呼ばれたその弟子達の

ほとんどは、赤い衣の上に袖なしのコートを着ていた。

グルは色白で、頭髪は分けることなく後になでつけられ、

肩の上に豊かに垂れ下がっていた。ブラフマチャーリン

がマハートマをはじめて見た時、マハートマは本を読ん

でおられた。そのあと一人のケルンから、それは『リグ・

ヴェーダ』であると聞いた。

　グルはブラフマチャーリンに挨拶して、どこから来て

いるかとお尋ねになった。ブラフマチャーリンがしばら

くの間何も食べていなかったと言うと、グルは、豆と茶

を彼に与えよと命じられた。ブラフマチャーリンは食事

を作るための火がなかったので、グルは干した牛糞の塊

（インドと同様にチベットでも燃料として使われる）の

上に息を吹きかけてそれを燃え上がらせてブラフマ

チャーリンに渡した。カイラス山の北側にあるタルチン

の洞窟から徒歩で一日くらいのカウリという所に住んで

いるもう一人のグル（チベット語で「チョーハン」という）

が同じ現象を行なうのを、自分は何回も見たことがある

とブラフマチャーリンは断言した。また、リューマチ熱

にかかった牛飼いがクートフーンパ達のグルの所に来て

いた。グルは手に持っていた米を二、三粒牛飼いに与え

たら、牛飼いは間もなく治ってしまった。

　ブラフマチャーリンがクートフーンパ達とそのグルと

別れる前に、彼等はマーナササローヴァラ湖岸で行なわ

れる祭に行ってからカイラス山に進む予定だと聞いた。

　ブラフマチャーリンは何度もこの話を繰り返した。こ

の話を聞いた人達には私のほかに、カルカッタ市のジョ

ラーサーンコのバーブ・ドヴィジェンデル・ナート・タ

ゴール、デーラードゥーン市のインド三角測量局のバー

ブ・カリ・モーハン・ゴース、同局のカリ・クマール・チャッ

テリジ、ダッカ市のバーブ・ゴーピ・モーハン・ゴーシュ、

バーブ・デーヴェーンドラ・ナート・タゴールの事務官

であるバーブ・プリヤ・ナート・シャーストリ、その他

である。

　事実が真実を物語っているので、公平で理性的な読者

達には説明を加える必要がほとんどないように思える。

ところが、人々は自分の経験の範囲を広げることを非常

にいやがるし、腹黒い人達によってわざと誤り伝えられ

たものはきりがない。ここに提出された証拠は非の打ち

所がない。マハートマ達の実在を立証した二人の人には、

全くの偶然に会ったのである。私達はこのことが可能だ

とは決して思わないが、仮にチベット人の行商人のサン

ドゥクが私達に話をする前に、マハートマの実在を主張

する誰かと会って、嘘を言うように誘われたとしても、

その正直さで有名な宗教団に属しているブラフマチャー

リンはなぜ、私がこの話題に興味をもっていることを全

く知らないのに、インドの反対側にいたチベット人の行

商人の話とぴったり合う作り話をでっち上げるようなこ

とができるだろう？　無教育の人々は様々な件に関して

自己欺隔に陥りやすいだろうが、この場合、話し手の発

言は自分の耳と目で確かめられた様々な事実に限られた

ものであり、彼の判断力と意見には関係がなかった。だ

からデーラードゥーンのブラフマチャーリンの話と行商

人の話を組み合わせてみると、両方の真実性は疑う余地

がなくなる。

八　ヒマラヤのマハートマ達の実在

　今年〔一八八三年〕の五月か六月頃、若いベンガル人

のブラフマチャーリン（独身の修行者）がアルモラに行

く途中、このバレーリー地区にきて奥地の一人の紳士の

家に滞在することになった。私はそこでヴェーダーンタ

哲学とヒンズー教についてのこのブラフマチャーリンの

講演を聞きに行った。そのあと、彼は親切にも私の家に

きて、私達の願いに応じて、去年行ったマーナササロー

ヴァラヘの旅の話をしてくれた。様々な話の中で、次の

話は特に驚くべきものであった。

　カイラスからの帰り道でブラフマチャーリンは一団の

行者達に出合った。行者達はその場所に張ったテントで

寛いでいるところであった。彼は二、三日、木の葉や草

しか食べていなかったので行者達のところへ托鉢しに

行った。すると、行者団の頭と思える年寄りの行者が

ヴェーダを読んでいるのに気がついた。その行者の名前

を 周 り の 人 達 に 尋 ね た ら、カ ウ ト フ ー ン パ

（Kautnumpa）だという人、またカウトフーミという人

がいた（＊）。年寄りの行者は読書が終わると、若いブ

ラフマチャーリンと挨拶を交わして、彼に食べ物を施す

よう弟子達に命じた。一人の弟子が干した牛糞を持って

きて年寄りの師匠の前に置くと、師匠はその上に息を吹

きかけて燃え上がらせた。ブラフマチャーリンは二時間

ほどそこにいたが、その間に何かの病気に悩んで治療を

受けにきた人が一人か二人いた。師匠がご飯の上に息を

吹きかけて病人に食べさせると、皆すぐに治って元気に

帰って行った。

＊　私達のマハートマＫＨは何歳であろうと、年寄りに

は見えない。（ＨＰＢ注）

　ブラフマチャーリンがカイラスの近くで会ったカウト

フーミあるいはカウトフーンパは、クートフーミといわ

れているヒマラヤ同胞達のお一人と同一人物であろう

か？　もしそうならば、その方の生きた肉体を見たとい

う、神智学協会とは何の関係もないこのブラフマチャー

リンの言葉は、その方の実在を立証することになる。ブ

ラフマチャーリンがいうには、山から平野に戻ってくる

までは、彼は神智学やヒマラヤの同胞団などについて聞

いたことが全くなかった。彼は二一四歳くらいの若者で、

あまりよく英語は理解できない。彼は「アルモラのスワー

ミー」の弟子であり、現在スワーミーの下でサンスクリッ

ト語を勉強しているので、私達は一〇月にアルモラで彼

と再会した。彼は神智学徒ではなく、むしろ、彼の師匠

であるスワーミーと共にヴェーダーンタ哲学を堅く信じ

ているので、神智学には賛成しない。だから、あらゆる

面において、神智学を支持しようとしない、かたよらな

い証人である。カルカッタで発行され、バーブ・ディ

ジェーンドラ・ナート・タゴールが編集している『バー

ラディ』というベンガル語の雑誌にこの旅行談を載せる

予定である。この記事にはカウトフーンパといわれた行

者との話が詳しく出るだろうと思う。

　去年、クンバメーラー祭のために大勢の人々がマーナ

ササローヴァラに集まったが、ブラフマチャーリンが言

うには、燃料に息を吹きかけて点火させることのできる

人は数人もいたということである。また、マーナササロー

ヴァラで「チョーハン・ラマ」と呼ばれた僧に何人も会っ

たという。このことについて説明していただければ幸い

である。

神智学協会々員

ヴァキル高等法院

プレオ・ナート・バネルジ

バレーリー

一八八三年一一月一五日

編集者［ＨＰＢ］の答　同じブラフマチャーリンについ

ての神智学協会々員のモーヒニ・Ｍ・チャッテルジの証

言を校正しているところに、前記の新しい驚くべき証拠

が届いた。モーヒニ氏の文章は一四か月前にもらったが、

シネット氏の忠告に従って発行停止にしておいたのであ

る。今月号の八三頁以降に今、はじめて載るモーヒニの

話については明らかに、前記の文章を書いたバレーリー

の会員は知らない。もしこれがマハートマ達の実在を公

平に、しかも確実に証拠立てる資料として受け入れられ

ないなら、どんな証拠を与えることができようか？　ブ

ラフマチャーリンが「カウトフーンパ」と呼ばれている

年寄りの行者がマハートマ・クートフーミであるか否か

（クートフーミは年をとっていないので、おそらくそう

でないと思うが）、とにかく、カウトフーンパすなわち

「クートフーミの弟子達」または「派」と呼ばれる人達

がチベットにおり、従ってクートフーミは私達が作り上

げた名ではないことが分かる。ブラフマチャーリンに見

られた人はおそらく、私達のマハートマに次ぐラマ僧の

テン＝デュブ・ウギエンであろう。テン＝デュブ・ウギ

エンは旅行の時にマハートマのチェーラ達を指導する頭

であり、年寄りで、たいへん本が好きである。数か月前

に本誌でアルモラのスワーミーは神智学協会々員のＴ・

スバ・ラウと議論して、悪意のない編集者の私にたいへ

んな怒りを浴びせたということで分かるように、アルモ

ラの尊師とその弟子は私達の主張を裏づけようとするは

ずはない。しかし、ブラフマチャーリンは全く違う人物

と出会った可能性もある。チベットには様々な宗派があ

る。その一つである「カダムパ」の名前は「カウトフー

ンパ」にたいへん似ている。カダムパの中には博学のラ

マ僧とアデプトがたくさんいるが、私達のマハートマ達

ではない。マハートマ達はどの宗派にも属さないからで

ある。〕

―――――

　ブラヴァツキー婦人による右の注で言われているモー

ヒニの論文「ヒマラヤの同胞達が実在するか？」は次の

通り、同じ一八八三年一二月号に載った。（訳者）

⑴　ヒマラヤの同胞達は実在するか？

「求めよ、そうすれば、与えられるであろう。門をたたけ、

そうすれば、あけてもらえるであろう」という聖書の言

葉は、マハートマ達の実在について熱心に知りたがって

いる探究者の立場を正確に表すものである。その探究を

まじめに続けたにもかかわらず確実な知識を与えられな

かった者は一人としていない。だが、あら探しをしたり

へ理屈を並べ立て、自分でものごとを調べて確かめよう

としない人々はたくさんいる。ヨーロッパ人と、ヨーロッ

パ人かぶれのインド人の大学卒業者達はどちらも、控え

目にいえば、マハートマ達の実在を不審に思う。ヨーロッ

パ人達の立場は分かりやすい。なぜなら、マハートマ達

の実在のようなことはヨーロッパ人の知識の範囲には入

らないし、彼等の自己満足は極めて大きいので、新しい

考えを受け入れる余裕はほとんどないからである。しか

し、マハートマ達の実在を知る伝統を思わせる雰囲気に

生まれ育ったインド人達がなぜそのような懐疑主義を真

似しなければならないのかは、もっと理解しにくいこと

である。むしろインド人達は、一人の天文学者が位置を

計算していた新しい星が自分の視界に入ってきた時に感

じるのと同じような満足感をもって、私がこれから公開

する証拠を歓迎するのが当然である。私自身もたった二

年前までは、徹底的な懐疑主義者であった。まず、私は

心霊現象を目撃したことがなかったし、また、私の同国

人の小さなグループの中で目撃した人は一人もいなかっ

たし、その人達だけは尊敬に値するインド人で「知識階

級」であると私は教えられてきた。一八八二年一〇月、

私ははじめてこの問題に時間と注意を捧げることになっ

た。その結果、私は自分の実在に疑いをいだかないと同

様に、マハートマ達の実在についても少しの疑いもなく

なった。今私は、大師達が存在されることを知っている。

しかし長い間、私が受けた証拠は必ずしも客観的なもの

ではなかった。私にとって完全に得心の行くような証拠

は、読者にとっては得心が行かないだろう。しかも、私

は自分が今持っている、疑いをかける余地のない証拠に

ついて話す権利はない。従って、私に伝えてもよいと許

されているわずかな証拠をできるだけうまく利用するし

かない。この論文で、その確実さを判断することのでき

るすべての人々にとって完全に得心の行く証拠を公にす

るのである。

　ここで公開する証拠は一八八二年一〇月と一一月に私

が集め、シネット氏をはじめとして神智学協会の一流の

会員達に提出したものである。その時、シッキムでのラー

マースワーミ・アイエル兄と彼の師匠との面接について

の話はすでに、出版する用意が整っていたので、この論

文を出す必要はないと判断された。しかし、ある人達は

愚かにもラーマースワーミ・アイエル氏の証拠を「山巡

りして体が半ば凍ってしまった役人の幻覚」であると非

難してその証拠の影響を軽視しようとしているので、性

質が全く違うが、おそらく同じ価値のある、完全に独立

した証言をここで公開すれば何らかの好い結果を得るの

ではないかと私は思う。

　出版延期の説明はここまでにして、この論文を懐疑主

義的な友人達の批判に任せよう。ダージリンのチベット

人の行商人の証言と、それを確証する、若いブラフマ

チャーリンがデーラードゥーンで与えた、独立した証言

とを冷静に考えてもらいたいと思う。この二人の証言を

聞いたのは皆、非常に身分が高い人達である。実際にそ

の人達の中には、インド人社会の第一級の人々がおり、

また数人は神智学運動とは何の関係もなく、かえって、

その運動に反対している人達であった。その頃、私自身

もかなり疑いをいだいていたと再び言っておこう。私は

前記の証言を聞いて、私の敬愛する師匠であるマハート

マ・クートフーミの実在の証拠をいくつも受けた時、やっ

と愚かな疑いを一切捨てたのである。そうした証拠は、

ブラヴァツキー夫人やオルコット大佐やいわゆるチェー

ラ達とは全く関係なく、様々な方法で私に与えられたも

のである。今はもう信じているのではなく、知っている

(・・・・・) のである。知っているので、他の人達も同

じような知識を得るように助けようと思う。

　ダージリンに滞在中、私は数人の神智学徒と共にある

家に泊まっていた。その神智学徒達は皆高潔な生活を熱

心に求めていたが、ほとんどの人は当時の私と同様にヒ

マラヤのマハートマ達の実在を疑っていた。また、自分

がヒマラヤ同胞団のチェーラであり、数年間同胞達を見

たり同胞達と一緒に暮らしたと言う人達にもダージリン

で会った。その人達は私達の迷いを笑っていた。その中

の一人は上手に描かれた、極めて立派な聖者にみえる人

の肖像画を見せてくれた。これはマハートマ・クートフー

ミ（現在私の最愛の師匠）であると言われた。シネット

氏は『オカルト・ワールド』をこの方に捧げている。

　ダージリンに着いて二、三日後、サンドゥクというチ

ベット人の行商人がたまたま物を売りに来た。サンドゥ

クは、毎年国境を越えてチベットの小間物を売りにこの

辺りを巡回していたので、数年前からダージリンの近辺

ではかなり有名であった。私達の滞在中、彼は何度も私

達の家を訪ねて来た。彼の態度には気どったところがな

く、むしろ威厳があって愛想のよい人だったので、私達

には、生まれながらの紳士と思われた。ヨーロッパ人は

チベット人を、文明を知らない野蛮人と見なしているが、

サンドゥクにはそのように野蛮的な特徴と思えるものは

いささかも見つからなかった。朝廷に仕えている、訓練

された廷臣と間違えられたかもしれない。ただ、サンドゥ

クのように高潔な廷臣はおそらくいないだろう。

　サンドゥクは、私が家にいる時に来た。最初の時は、

『ダージリン・ニューズ』社に勤めているサンタル・ラ

ルというグルカ人の若者と一緒に来た。サンダルは通訳

するつもりであったが、サンドゥクが話すヒンディ語の

方言は通訳がなくても私達のある仲間には通じたので、

そのあとは通訳の必要がなくなった。最初の日に私達は、

チベットと、彼が属するゲルグパ（黄帽派）について一

般的なことを尋ねた。彼の答えはボグルとトゥルノール

などのヨーロッパ人の旅行記を確証した。

　二日目に、高ラマ僧以外に、チベットに神通力をもっ

ている他の人達について聞いたことがあるかと私達は尋

ねた。そういう方がいると、サンドゥクは答えた。そう

した方々は普通のラマ僧ではなく、ラマ僧よりもはるか

に身分が高く、主にシガツェの向こうにある山々やラサ

の近辺に住んでおられる。これらの方々は不思議な現象、

いわば「奇跡」をたくさん行ない、そのロテュ達（チェー
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ラ達）のある者達は、自分の手でもみがらをすった米を

病人に食べさせ病気治しをする、等々。

　その時私達の仲間の一人がすばらしい案を考え出し

た。一言も言わずに、前記のマハートマ・クートフーミ

の肖像画をサンドゥクに見せた。サンドゥクは二、三秒

肖像を見て、そして突然そこに描かれた方を認めたかの

ように、絵に向かって深くお辞儀して、会ったことのあ

るチョーハン（マハートマ）の肖像画であると言った。

彼は早口にマハートマの服装と裸の腕を説明し始めた。

そして自分の言葉の意味を具体的に示すために、彼は外

套を脱ぎ、肩まで腕をむき出しにし、服を調整して、な

るべく肖像画の方に近い姿をしようとした。

　一八八一年一〇月の初めに、シガツェから南に向かっ

て二日ぐらい離れたギャンツェ（江孜）という所へ品物

を買いに行った時、このマハートマとつき添いの大勢の

ケルン（弟子）達を見たとサンドゥクは言った。非常に

驚いたことに、サンドゥクはマハートマの名前について

聞かれると、「その方々はクートフーンパと言われてい

る」と答えた。引き続いて「その方々」とはどなたか、

それは一人なのか二人以上なのかと聞かれると、サン

ドゥクは次のように答えた。弟子達はいつも自分の師匠

にちなんで名づけられるので、クートフーンパと呼ばれ

る者達はたくさんいるが、その名前をもっている頭は一

人だけだということである。従って、頭の名前はクート

フームで、弟子達はクートフーンパといわれている。チ

ベット語辞典を調べて、この説明をよりよく理解した。

つまり「パ」という単語は「人」を意味する。例えば「ボド・

パ」とは、ボドすなわちチベットの人を意味する。同様に、

クートフーンパは、クートフーミすなわちクートフーミ

の人あるいは弟子という意味である。

　サンドゥクの話によると、マハートマが非常に広い野

原でご休息をなさっていると、ギャンツエでいちばん金

持ちの商人がマハートマのところに来て、我が家にいら

してご祝福下さいとお願いしたが、一人の人ではなく全

世界に恩恵を施さなければならないので、今いるところ

のほうがよいとマハートマはお答えになった。サンドゥ

クを含めて人々は奉納物をマハートマに持って行った

が、それを貧民に配れとマハートマはお命じになった。

マハートマはサンドゥクに、誰にも害を与えないように

商売につとめよと言われて、それこそ繁栄への唯一の正

しい道であるとお戒めになった。

　チベットの同胞達のような方々は実在しないと思って

いるインド人がいるというなら、サンドゥクは、行きた

いという人は誰でも立会人としてチベットへ連れて行っ

て、その人の証言によって皆を納得させようと提案した。

また彼はマハートマ達の実在に関して、もしその方々が

チベットにいらっしゃらないとすると、どこにいらっ

しゃるのか教えてもらいたいとも言った。ある人達がマ

ハートマのような人達の実在そのものを否定していると

聞いた時、サンドゥクは怒り出した。彼はコートとシャ

ツの袖をまくって筋肉の盛り上がった腕をむき出しにし

て、自分が真実でないことを話したと主張する者とは誰

とでも戦おうと断言した。

　ブラヴァツキー夫人の持っている珠数を見せられる

と、行商人のサンドゥクは、そのようなものは、タシー

ラマから贈られなかったら入手できない、金ではとても

買えないものであると言った。私達と一緒にいた一人の

チェーラが袖なしのコートを着て、この服で自分の職業

が分かるかとサンドゥクに聞いてみたら、サンドゥクは

全く当然であるかのように「ケルンだ」と答えて彼にお

辞儀をした。

　前記のことを目撃した人達は、ベランプールの行政次

官であるバーブ・ノービン・クリシュナ・バネルジー一

家と、マドラス州マドゥラ地区の記録係であるラーマー

スワーミ・アイエル・アヴェールガルと、グルカ人の若

者と私である。

　今、右の証言を確証する証拠を提供しよう。これは主

に、偶然に私の手に入ったものである。一人の若いベン

ガル人のブラフマチャーリンは、私達に会う直前、チベッ

トから帰って来て、インドの北西州のデーラードゥーン

で私の義理の祖父であるバーブ・デーヴェーンドラ・ナー

ト・タゴールの家に泊まっていた時、多くの信頼すべき

立会人達の前で全く思いがけなく、次の話をした。

　一八八二年、ベンガル暦のアサル月の一五日、すなわ

ち欠けている月の一二日目の昼に、マーナササローヴァ

ラ湖から一日くらい離れたタクラカルという所の野原

で、クートフーンパ達といわれたチベット人達とそのグ

ルに出会った。グルと、ケルンと呼ばれたその弟子達の

ほとんどは、赤い衣の上に袖なしのコートを着ていた。

グルは色白で、頭髪は分けることなく後になでつけられ、

肩の上に豊かに垂れ下がっていた。ブラフマチャーリン

がマハートマをはじめて見た時、マハートマは本を読ん

でおられた。そのあと一人のケルンから、それは『リグ・

ヴェーダ』であると聞いた。

　グルはブラフマチャーリンに挨拶して、どこから来て

いるかとお尋ねになった。ブラフマチャーリンがしばら

くの間何も食べていなかったと言うと、グルは、豆と茶

を彼に与えよと命じられた。ブラフマチャーリンは食事

を作るための火がなかったので、グルは干した牛糞の塊

（インドと同様にチベットでも燃料として使われる）の

上に息を吹きかけてそれを燃え上がらせてブラフマ

チャーリンに渡した。カイラス山の北側にあるタルチン

の洞窟から徒歩で一日くらいのカウリという所に住んで

いるもう一人のグル（チベット語で「チョーハン」という）

が同じ現象を行なうのを、自分は何回も見たことがある

とブラフマチャーリンは断言した。また、リューマチ熱

にかかった牛飼いがクートフーンパ達のグルの所に来て

いた。グルは手に持っていた米を二、三粒牛飼いに与え

たら、牛飼いは間もなく治ってしまった。

　ブラフマチャーリンがクートフーンパ達とそのグルと

別れる前に、彼等はマーナササローヴァラ湖岸で行なわ

れる祭に行ってからカイラス山に進む予定だと聞いた。

　ブラフマチャーリンは何度もこの話を繰り返した。こ

の話を聞いた人達には私のほかに、カルカッタ市のジョ

ラーサーンコのバーブ・ドヴィジェンデル・ナート・タ

ゴール、デーラードゥーン市のインド三角測量局のバー

ブ・カリ・モーハン・ゴース、同局のカリ・クマール・チャッ

テリジ、ダッカ市のバーブ・ゴーピ・モーハン・ゴーシュ、

バーブ・デーヴェーンドラ・ナート・タゴールの事務官

であるバーブ・プリヤ・ナート・シャーストリ、その他

である。

　事実が真実を物語っているので、公平で理性的な読者

達には説明を加える必要がほとんどないように思える。

ところが、人々は自分の経験の範囲を広げることを非常

にいやがるし、腹黒い人達によってわざと誤り伝えられ

たものはきりがない。ここに提出された証拠は非の打ち

所がない。マハートマ達の実在を立証した二人の人には、

全くの偶然に会ったのである。私達はこのことが可能だ

とは決して思わないが、仮にチベット人の行商人のサン

ドゥクが私達に話をする前に、マハートマの実在を主張

する誰かと会って、嘘を言うように誘われたとしても、

その正直さで有名な宗教団に属しているブラフマチャー

リンはなぜ、私がこの話題に興味をもっていることを全

く知らないのに、インドの反対側にいたチベット人の行

商人の話とぴったり合う作り話をでっち上げるようなこ

とができるだろう？　無教育の人々は様々な件に関して

自己欺隔に陥りやすいだろうが、この場合、話し手の発

言は自分の耳と目で確かめられた様々な事実に限られた

ものであり、彼の判断力と意見には関係がなかった。だ

からデーラードゥーンのブラフマチャーリンの話と行商

人の話を組み合わせてみると、両方の真実性は疑う余地

がなくなる。

八　ヒマラヤのマハートマ達の実在

　今年〔一八八三年〕の五月か六月頃、若いベンガル人

のブラフマチャーリン（独身の修行者）がアルモラに行

く途中、このバレーリー地区にきて奥地の一人の紳士の

家に滞在することになった。私はそこでヴェーダーンタ

哲学とヒンズー教についてのこのブラフマチャーリンの

講演を聞きに行った。そのあと、彼は親切にも私の家に

きて、私達の願いに応じて、去年行ったマーナササロー

ヴァラヘの旅の話をしてくれた。様々な話の中で、次の

話は特に驚くべきものであった。

　カイラスからの帰り道でブラフマチャーリンは一団の

行者達に出合った。行者達はその場所に張ったテントで

寛いでいるところであった。彼は二、三日、木の葉や草

しか食べていなかったので行者達のところへ托鉢しに

行った。すると、行者団の頭と思える年寄りの行者が

ヴェーダを読んでいるのに気がついた。その行者の名前

を 周 り の 人 達 に 尋 ね た ら、カ ウ ト フ ー ン パ

（Kautnumpa）だという人、またカウトフーミという人

がいた（＊）。年寄りの行者は読書が終わると、若いブ

ラフマチャーリンと挨拶を交わして、彼に食べ物を施す

よう弟子達に命じた。一人の弟子が干した牛糞を持って

きて年寄りの師匠の前に置くと、師匠はその上に息を吹

きかけて燃え上がらせた。ブラフマチャーリンは二時間

ほどそこにいたが、その間に何かの病気に悩んで治療を

受けにきた人が一人か二人いた。師匠がご飯の上に息を

吹きかけて病人に食べさせると、皆すぐに治って元気に

帰って行った。

＊　私達のマハートマＫＨは何歳であろうと、年寄りに

は見えない。（ＨＰＢ注）

　ブラフマチャーリンがカイラスの近くで会ったカウト

フーミあるいはカウトフーンパは、クートフーミといわ

れているヒマラヤ同胞達のお一人と同一人物であろう

か？　もしそうならば、その方の生きた肉体を見たとい

う、神智学協会とは何の関係もないこのブラフマチャー

リンの言葉は、その方の実在を立証することになる。ブ

ラフマチャーリンがいうには、山から平野に戻ってくる

までは、彼は神智学やヒマラヤの同胞団などについて聞

いたことが全くなかった。彼は二一四歳くらいの若者で、

あまりよく英語は理解できない。彼は「アルモラのスワー

ミー」の弟子であり、現在スワーミーの下でサンスクリッ

ト語を勉強しているので、私達は一〇月にアルモラで彼

と再会した。彼は神智学徒ではなく、むしろ、彼の師匠

であるスワーミーと共にヴェーダーンタ哲学を堅く信じ

ているので、神智学には賛成しない。だから、あらゆる

面において、神智学を支持しようとしない、かたよらな

い証人である。カルカッタで発行され、バーブ・ディ

ジェーンドラ・ナート・タゴールが編集している『バー

ラディ』というベンガル語の雑誌にこの旅行談を載せる

予定である。この記事にはカウトフーンパといわれた行

者との話が詳しく出るだろうと思う。

　去年、クンバメーラー祭のために大勢の人々がマーナ

ササローヴァラに集まったが、ブラフマチャーリンが言

うには、燃料に息を吹きかけて点火させることのできる

人は数人もいたということである。また、マーナササロー

ヴァラで「チョーハン・ラマ」と呼ばれた僧に何人も会っ

たという。このことについて説明していただければ幸い

である。

神智学協会々員

ヴァキル高等法院

プレオ・ナート・バネルジ

バレーリー

一八八三年一一月一五日

編集者［ＨＰＢ］の答　同じブラフマチャーリンについ

ての神智学協会々員のモーヒニ・Ｍ・チャッテルジの証

言を校正しているところに、前記の新しい驚くべき証拠

が届いた。モーヒニ氏の文章は一四か月前にもらったが、

シネット氏の忠告に従って発行停止にしておいたのであ

る。今月号の八三頁以降に今、はじめて載るモーヒニの

話については明らかに、前記の文章を書いたバレーリー

の会員は知らない。もしこれがマハートマ達の実在を公

平に、しかも確実に証拠立てる資料として受け入れられ

ないなら、どんな証拠を与えることができようか？　ブ

ラフマチャーリンが「カウトフーンパ」と呼ばれている

年寄りの行者がマハートマ・クートフーミであるか否か

（クートフーミは年をとっていないので、おそらくそう

でないと思うが）、とにかく、カウトフーンパすなわち

「クートフーミの弟子達」または「派」と呼ばれる人達

がチベットにおり、従ってクートフーミは私達が作り上

げた名ではないことが分かる。ブラフマチャーリンに見

られた人はおそらく、私達のマハートマに次ぐラマ僧の

テン＝デュブ・ウギエンであろう。テン＝デュブ・ウギ

エンは旅行の時にマハートマのチェーラ達を指導する頭

であり、年寄りで、たいへん本が好きである。数か月前

に本誌でアルモラのスワーミーは神智学協会々員のＴ・

スバ・ラウと議論して、悪意のない編集者の私にたいへ

んな怒りを浴びせたということで分かるように、アルモ

ラの尊師とその弟子は私達の主張を裏づけようとするは

ずはない。しかし、ブラフマチャーリンは全く違う人物

と出会った可能性もある。チベットには様々な宗派があ

る。その一つである「カダムパ」の名前は「カウトフー

ンパ」にたいへん似ている。カダムパの中には博学のラ

マ僧とアデプトがたくさんいるが、私達のマハートマ達

ではない。マハートマ達はどの宗派にも属さないからで

ある。〕

―――――

　ブラヴァツキー婦人による右の注で言われているモー

ヒニの論文「ヒマラヤの同胞達が実在するか？」は次の

通り、同じ一八八三年一二月号に載った。（訳者）

⑴　ヒマラヤの同胞達は実在するか？

「求めよ、そうすれば、与えられるであろう。門をたたけ、

そうすれば、あけてもらえるであろう」という聖書の言

葉は、マハートマ達の実在について熱心に知りたがって

いる探究者の立場を正確に表すものである。その探究を

まじめに続けたにもかかわらず確実な知識を与えられな

かった者は一人としていない。だが、あら探しをしたり

へ理屈を並べ立て、自分でものごとを調べて確かめよう

としない人々はたくさんいる。ヨーロッパ人と、ヨーロッ

パ人かぶれのインド人の大学卒業者達はどちらも、控え

目にいえば、マハートマ達の実在を不審に思う。ヨーロッ

パ人達の立場は分かりやすい。なぜなら、マハートマ達

の実在のようなことはヨーロッパ人の知識の範囲には入

らないし、彼等の自己満足は極めて大きいので、新しい

考えを受け入れる余裕はほとんどないからである。しか

し、マハートマ達の実在を知る伝統を思わせる雰囲気に

生まれ育ったインド人達がなぜそのような懐疑主義を真

似しなければならないのかは、もっと理解しにくいこと

である。むしろインド人達は、一人の天文学者が位置を

計算していた新しい星が自分の視界に入ってきた時に感

じるのと同じような満足感をもって、私がこれから公開

する証拠を歓迎するのが当然である。私自身もたった二

年前までは、徹底的な懐疑主義者であった。まず、私は

心霊現象を目撃したことがなかったし、また、私の同国

人の小さなグループの中で目撃した人は一人もいなかっ

たし、その人達だけは尊敬に値するインド人で「知識階

級」であると私は教えられてきた。一八八二年一〇月、

私ははじめてこの問題に時間と注意を捧げることになっ

た。その結果、私は自分の実在に疑いをいだかないと同

様に、マハートマ達の実在についても少しの疑いもなく

なった。今私は、大師達が存在されることを知っている。

しかし長い間、私が受けた証拠は必ずしも客観的なもの

ではなかった。私にとって完全に得心の行くような証拠

は、読者にとっては得心が行かないだろう。しかも、私

は自分が今持っている、疑いをかける余地のない証拠に

ついて話す権利はない。従って、私に伝えてもよいと許

されているわずかな証拠をできるだけうまく利用するし

かない。この論文で、その確実さを判断することのでき

るすべての人々にとって完全に得心の行く証拠を公にす

るのである。

　ここで公開する証拠は一八八二年一〇月と一一月に私

が集め、シネット氏をはじめとして神智学協会の一流の

会員達に提出したものである。その時、シッキムでのラー

マースワーミ・アイエル兄と彼の師匠との面接について

の話はすでに、出版する用意が整っていたので、この論

文を出す必要はないと判断された。しかし、ある人達は

愚かにもラーマースワーミ・アイエル氏の証拠を「山巡

りして体が半ば凍ってしまった役人の幻覚」であると非

難してその証拠の影響を軽視しようとしているので、性

質が全く違うが、おそらく同じ価値のある、完全に独立

した証言をここで公開すれば何らかの好い結果を得るの

ではないかと私は思う。

　出版延期の説明はここまでにして、この論文を懐疑主

義的な友人達の批判に任せよう。ダージリンのチベット

人の行商人の証言と、それを確証する、若いブラフマ

チャーリンがデーラードゥーンで与えた、独立した証言

とを冷静に考えてもらいたいと思う。この二人の証言を

聞いたのは皆、非常に身分が高い人達である。実際にそ

の人達の中には、インド人社会の第一級の人々がおり、

また数人は神智学運動とは何の関係もなく、かえって、

その運動に反対している人達であった。その頃、私自身

もかなり疑いをいだいていたと再び言っておこう。私は

前記の証言を聞いて、私の敬愛する師匠であるマハート

マ・クートフーミの実在の証拠をいくつも受けた時、やっ

と愚かな疑いを一切捨てたのである。そうした証拠は、

ブラヴァツキー夫人やオルコット大佐やいわゆるチェー

ラ達とは全く関係なく、様々な方法で私に与えられたも

のである。今はもう信じているのではなく、知っている

(・・・・・) のである。知っているので、他の人達も同

じような知識を得るように助けようと思う。

　ダージリンに滞在中、私は数人の神智学徒と共にある

家に泊まっていた。その神智学徒達は皆高潔な生活を熱

心に求めていたが、ほとんどの人は当時の私と同様にヒ

マラヤのマハートマ達の実在を疑っていた。また、自分

がヒマラヤ同胞団のチェーラであり、数年間同胞達を見

たり同胞達と一緒に暮らしたと言う人達にもダージリン

で会った。その人達は私達の迷いを笑っていた。その中

の一人は上手に描かれた、極めて立派な聖者にみえる人

の肖像画を見せてくれた。これはマハートマ・クートフー

ミ（現在私の最愛の師匠）であると言われた。シネット

氏は『オカルト・ワールド』をこの方に捧げている。

　ダージリンに着いて二、三日後、サンドゥクというチ

ベット人の行商人がたまたま物を売りに来た。サンドゥ

クは、毎年国境を越えてチベットの小間物を売りにこの

辺りを巡回していたので、数年前からダージリンの近辺

ではかなり有名であった。私達の滞在中、彼は何度も私

達の家を訪ねて来た。彼の態度には気どったところがな

く、むしろ威厳があって愛想のよい人だったので、私達

には、生まれながらの紳士と思われた。ヨーロッパ人は

チベット人を、文明を知らない野蛮人と見なしているが、

サンドゥクにはそのように野蛮的な特徴と思えるものは

いささかも見つからなかった。朝廷に仕えている、訓練

された廷臣と間違えられたかもしれない。ただ、サンドゥ

クのように高潔な廷臣はおそらくいないだろう。

　サンドゥクは、私が家にいる時に来た。最初の時は、

『ダージリン・ニューズ』社に勤めているサンタル・ラ

ルというグルカ人の若者と一緒に来た。サンダルは通訳

するつもりであったが、サンドゥクが話すヒンディ語の

方言は通訳がなくても私達のある仲間には通じたので、

そのあとは通訳の必要がなくなった。最初の日に私達は、

チベットと、彼が属するゲルグパ（黄帽派）について一

般的なことを尋ねた。彼の答えはボグルとトゥルノール

などのヨーロッパ人の旅行記を確証した。

　二日目に、高ラマ僧以外に、チベットに神通力をもっ

ている他の人達について聞いたことがあるかと私達は尋

ねた。そういう方がいると、サンドゥクは答えた。そう

した方々は普通のラマ僧ではなく、ラマ僧よりもはるか

に身分が高く、主にシガツェの向こうにある山々やラサ

の近辺に住んでおられる。これらの方々は不思議な現象、

いわば「奇跡」をたくさん行ない、そのロテュ達（チェー



ラ達）のある者達は、自分の手でもみがらをすった米を

病人に食べさせ病気治しをする、等々。

　その時私達の仲間の一人がすばらしい案を考え出し

た。一言も言わずに、前記のマハートマ・クートフーミ

の肖像画をサンドゥクに見せた。サンドゥクは二、三秒

肖像を見て、そして突然そこに描かれた方を認めたかの

ように、絵に向かって深くお辞儀して、会ったことのあ

るチョーハン（マハートマ）の肖像画であると言った。

彼は早口にマハートマの服装と裸の腕を説明し始めた。

そして自分の言葉の意味を具体的に示すために、彼は外

套を脱ぎ、肩まで腕をむき出しにし、服を調整して、な

るべく肖像画の方に近い姿をしようとした。

　一八八一年一〇月の初めに、シガツェから南に向かっ

て二日ぐらい離れたギャンツェ（江孜）という所へ品物

を買いに行った時、このマハートマとつき添いの大勢の

ケルン（弟子）達を見たとサンドゥクは言った。非常に

驚いたことに、サンドゥクはマハートマの名前について

聞かれると、「その方々はクートフーンパと言われてい

る」と答えた。引き続いて「その方々」とはどなたか、

それは一人なのか二人以上なのかと聞かれると、サン

ドゥクは次のように答えた。弟子達はいつも自分の師匠

にちなんで名づけられるので、クートフーンパと呼ばれ

る者達はたくさんいるが、その名前をもっている頭は一

人だけだということである。従って、頭の名前はクート

フームで、弟子達はクートフーンパといわれている。チ

ベット語辞典を調べて、この説明をよりよく理解した。

つまり「パ」という単語は「人」を意味する。例えば「ボド・

パ」とは、ボドすなわちチベットの人を意味する。同様に、

クートフーンパは、クートフーミすなわちクートフーミ

の人あるいは弟子という意味である。

　サンドゥクの話によると、マハートマが非常に広い野

原でご休息をなさっていると、ギャンツエでいちばん金

持ちの商人がマハートマのところに来て、我が家にいら

してご祝福下さいとお願いしたが、一人の人ではなく全

世界に恩恵を施さなければならないので、今いるところ

のほうがよいとマハートマはお答えになった。サンドゥ

クを含めて人々は奉納物をマハートマに持って行った

が、それを貧民に配れとマハートマはお命じになった。

マハートマはサンドゥクに、誰にも害を与えないように

商売につとめよと言われて、それこそ繁栄への唯一の正

しい道であるとお戒めになった。

　チベットの同胞達のような方々は実在しないと思って

いるインド人がいるというなら、サンドゥクは、行きた

いという人は誰でも立会人としてチベットへ連れて行っ

て、その人の証言によって皆を納得させようと提案した。

また彼はマハートマ達の実在に関して、もしその方々が

チベットにいらっしゃらないとすると、どこにいらっ

しゃるのか教えてもらいたいとも言った。ある人達がマ

ハートマのような人達の実在そのものを否定していると

聞いた時、サンドゥクは怒り出した。彼はコートとシャ

ツの袖をまくって筋肉の盛り上がった腕をむき出しにし

て、自分が真実でないことを話したと主張する者とは誰

とでも戦おうと断言した。

　ブラヴァツキー夫人の持っている珠数を見せられる

と、行商人のサンドゥクは、そのようなものは、タシー

ラマから贈られなかったら入手できない、金ではとても

買えないものであると言った。私達と一緒にいた一人の

チェーラが袖なしのコートを着て、この服で自分の職業

が分かるかとサンドゥクに聞いてみたら、サンドゥクは

全く当然であるかのように「ケルンだ」と答えて彼にお

辞儀をした。

　前記のことを目撃した人達は、ベランプールの行政次

官であるバーブ・ノービン・クリシュナ・バネルジー一

家と、マドラス州マドゥラ地区の記録係であるラーマー

スワーミ・アイエル・アヴェールガルと、グルカ人の若

者と私である。

　今、右の証言を確証する証拠を提供しよう。これは主

に、偶然に私の手に入ったものである。一人の若いベン

ガル人のブラフマチャーリンは、私達に会う直前、チベッ

トから帰って来て、インドの北西州のデーラードゥーン

で私の義理の祖父であるバーブ・デーヴェーンドラ・ナー

ト・タゴールの家に泊まっていた時、多くの信頼すべき

立会人達の前で全く思いがけなく、次の話をした。

　一八八二年、ベンガル暦のアサル月の一五日、すなわ

ち欠けている月の一二日目の昼に、マーナササローヴァ

ラ湖から一日くらい離れたタクラカルという所の野原

で、クートフーンパ達といわれたチベット人達とそのグ

ルに出会った。グルと、ケルンと呼ばれたその弟子達の

ほとんどは、赤い衣の上に袖なしのコートを着ていた。

グルは色白で、頭髪は分けることなく後になでつけられ、

肩の上に豊かに垂れ下がっていた。ブラフマチャーリン

がマハートマをはじめて見た時、マハートマは本を読ん

でおられた。そのあと一人のケルンから、それは『リグ・

ヴェーダ』であると聞いた。

　グルはブラフマチャーリンに挨拶して、どこから来て

いるかとお尋ねになった。ブラフマチャーリンがしばら

くの間何も食べていなかったと言うと、グルは、豆と茶

を彼に与えよと命じられた。ブラフマチャーリンは食事

を作るための火がなかったので、グルは干した牛糞の塊

（インドと同様にチベットでも燃料として使われる）の

上に息を吹きかけてそれを燃え上がらせてブラフマ

チャーリンに渡した。カイラス山の北側にあるタルチン

の洞窟から徒歩で一日くらいのカウリという所に住んで

いるもう一人のグル（チベット語で「チョーハン」という）

が同じ現象を行なうのを、自分は何回も見たことがある

とブラフマチャーリンは断言した。また、リューマチ熱

にかかった牛飼いがクートフーンパ達のグルの所に来て

いた。グルは手に持っていた米を二、三粒牛飼いに与え

たら、牛飼いは間もなく治ってしまった。

　ブラフマチャーリンがクートフーンパ達とそのグルと

別れる前に、彼等はマーナササローヴァラ湖岸で行なわ

れる祭に行ってからカイラス山に進む予定だと聞いた。

　ブラフマチャーリンは何度もこの話を繰り返した。こ

の話を聞いた人達には私のほかに、カルカッタ市のジョ

ラーサーンコのバーブ・ドヴィジェンデル・ナート・タ

ゴール、デーラードゥーン市のインド三角測量局のバー

ブ・カリ・モーハン・ゴース、同局のカリ・クマール・チャッ

テリジ、ダッカ市のバーブ・ゴーピ・モーハン・ゴーシュ、

バーブ・デーヴェーンドラ・ナート・タゴールの事務官

であるバーブ・プリヤ・ナート・シャーストリ、その他

である。

　事実が真実を物語っているので、公平で理性的な読者

達には説明を加える必要がほとんどないように思える。

ところが、人々は自分の経験の範囲を広げることを非常

にいやがるし、腹黒い人達によってわざと誤り伝えられ

たものはきりがない。ここに提出された証拠は非の打ち

所がない。マハートマ達の実在を立証した二人の人には、

全くの偶然に会ったのである。私達はこのことが可能だ

とは決して思わないが、仮にチベット人の行商人のサン

ドゥクが私達に話をする前に、マハートマの実在を主張

する誰かと会って、嘘を言うように誘われたとしても、

その正直さで有名な宗教団に属しているブラフマチャー

リンはなぜ、私がこの話題に興味をもっていることを全

く知らないのに、インドの反対側にいたチベット人の行

商人の話とぴったり合う作り話をでっち上げるようなこ

とができるだろう？　無教育の人々は様々な件に関して

自己欺隔に陥りやすいだろうが、この場合、話し手の発

言は自分の耳と目で確かめられた様々な事実に限られた

ものであり、彼の判断力と意見には関係がなかった。だ

からデーラードゥーンのブラフマチャーリンの話と行商

人の話を組み合わせてみると、両方の真実性は疑う余地

がなくなる。

『神智学の鍵』

　

著：H・P・ブラヴァツキー
訳：田中 恵美子 定価 1000 円

電子書籍 Kindle 版

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

八　ヒマラヤのマハートマ達の実在

　今年〔一八八三年〕の五月か六月頃、若いベンガル人

のブラフマチャーリン（独身の修行者）がアルモラに行

く途中、このバレーリー地区にきて奥地の一人の紳士の

家に滞在することになった。私はそこでヴェーダーンタ

哲学とヒンズー教についてのこのブラフマチャーリンの

講演を聞きに行った。そのあと、彼は親切にも私の家に

きて、私達の願いに応じて、去年行ったマーナササロー

ヴァラヘの旅の話をしてくれた。様々な話の中で、次の

話は特に驚くべきものであった。

　カイラスからの帰り道でブラフマチャーリンは一団の

行者達に出合った。行者達はその場所に張ったテントで

寛いでいるところであった。彼は二、三日、木の葉や草

しか食べていなかったので行者達のところへ托鉢しに

行った。すると、行者団の頭と思える年寄りの行者が

ヴェーダを読んでいるのに気がついた。その行者の名前

を 周 り の 人 達 に 尋 ね た ら、カ ウ ト フ ー ン パ

（Kautnumpa）だという人、またカウトフーミという人

がいた（＊）。年寄りの行者は読書が終わると、若いブ

ラフマチャーリンと挨拶を交わして、彼に食べ物を施す

よう弟子達に命じた。一人の弟子が干した牛糞を持って

きて年寄りの師匠の前に置くと、師匠はその上に息を吹

きかけて燃え上がらせた。ブラフマチャーリンは二時間

ほどそこにいたが、その間に何かの病気に悩んで治療を

受けにきた人が一人か二人いた。師匠がご飯の上に息を

吹きかけて病人に食べさせると、皆すぐに治って元気に

帰って行った。

＊　私達のマハートマＫＨは何歳であろうと、年寄りに

は見えない。（ＨＰＢ注）

　ブラフマチャーリンがカイラスの近くで会ったカウト

フーミあるいはカウトフーンパは、クートフーミといわ

れているヒマラヤ同胞達のお一人と同一人物であろう

か？　もしそうならば、その方の生きた肉体を見たとい

う、神智学協会とは何の関係もないこのブラフマチャー

リンの言葉は、その方の実在を立証することになる。ブ

ラフマチャーリンがいうには、山から平野に戻ってくる

までは、彼は神智学やヒマラヤの同胞団などについて聞

いたことが全くなかった。彼は二一四歳くらいの若者で、

あまりよく英語は理解できない。彼は「アルモラのスワー

ミー」の弟子であり、現在スワーミーの下でサンスクリッ

ト語を勉強しているので、私達は一〇月にアルモラで彼

と再会した。彼は神智学徒ではなく、むしろ、彼の師匠

であるスワーミーと共にヴェーダーンタ哲学を堅く信じ

ているので、神智学には賛成しない。だから、あらゆる

面において、神智学を支持しようとしない、かたよらな

い証人である。カルカッタで発行され、バーブ・ディ

ジェーンドラ・ナート・タゴールが編集している『バー

ラディ』というベンガル語の雑誌にこの旅行談を載せる

予定である。この記事にはカウトフーンパといわれた行

者との話が詳しく出るだろうと思う。

　去年、クンバメーラー祭のために大勢の人々がマーナ

ササローヴァラに集まったが、ブラフマチャーリンが言

うには、燃料に息を吹きかけて点火させることのできる

人は数人もいたということである。また、マーナササロー

ヴァラで「チョーハン・ラマ」と呼ばれた僧に何人も会っ

たという。このことについて説明していただければ幸い

である。

神智学協会々員

ヴァキル高等法院

プレオ・ナート・バネルジ

バレーリー

一八八三年一一月一五日

編集者［ＨＰＢ］の答　同じブラフマチャーリンについ

ての神智学協会々員のモーヒニ・Ｍ・チャッテルジの証

言を校正しているところに、前記の新しい驚くべき証拠

が届いた。モーヒニ氏の文章は一四か月前にもらったが、

シネット氏の忠告に従って発行停止にしておいたのであ

る。今月号の八三頁以降に今、はじめて載るモーヒニの

話については明らかに、前記の文章を書いたバレーリー

の会員は知らない。もしこれがマハートマ達の実在を公

平に、しかも確実に証拠立てる資料として受け入れられ

ないなら、どんな証拠を与えることができようか？　ブ

ラフマチャーリンが「カウトフーンパ」と呼ばれている

年寄りの行者がマハートマ・クートフーミであるか否か

（クートフーミは年をとっていないので、おそらくそう

でないと思うが）、とにかく、カウトフーンパすなわち

「クートフーミの弟子達」または「派」と呼ばれる人達

がチベットにおり、従ってクートフーミは私達が作り上

げた名ではないことが分かる。ブラフマチャーリンに見

られた人はおそらく、私達のマハートマに次ぐラマ僧の

テン＝デュブ・ウギエンであろう。テン＝デュブ・ウギ

エンは旅行の時にマハートマのチェーラ達を指導する頭

であり、年寄りで、たいへん本が好きである。数か月前

に本誌でアルモラのスワーミーは神智学協会々員のＴ・

スバ・ラウと議論して、悪意のない編集者の私にたいへ

んな怒りを浴びせたということで分かるように、アルモ

ラの尊師とその弟子は私達の主張を裏づけようとするは

ずはない。しかし、ブラフマチャーリンは全く違う人物

と出会った可能性もある。チベットには様々な宗派があ

る。その一つである「カダムパ」の名前は「カウトフー

ンパ」にたいへん似ている。カダムパの中には博学のラ

マ僧とアデプトがたくさんいるが、私達のマハートマ達

ではない。マハートマ達はどの宗派にも属さないからで

ある。〕

―――――

　ブラヴァツキー婦人による右の注で言われているモー

ヒニの論文「ヒマラヤの同胞達が実在するか？」は次の

通り、同じ一八八三年一二月号に載った。（訳者）

⑴　ヒマラヤの同胞達は実在するか？

「求めよ、そうすれば、与えられるであろう。門をたたけ、

そうすれば、あけてもらえるであろう」という聖書の言

葉は、マハートマ達の実在について熱心に知りたがって

いる探究者の立場を正確に表すものである。その探究を

まじめに続けたにもかかわらず確実な知識を与えられな

かった者は一人としていない。だが、あら探しをしたり

へ理屈を並べ立て、自分でものごとを調べて確かめよう

としない人々はたくさんいる。ヨーロッパ人と、ヨーロッ

パ人かぶれのインド人の大学卒業者達はどちらも、控え

目にいえば、マハートマ達の実在を不審に思う。ヨーロッ

パ人達の立場は分かりやすい。なぜなら、マハートマ達

の実在のようなことはヨーロッパ人の知識の範囲には入

らないし、彼等の自己満足は極めて大きいので、新しい

考えを受け入れる余裕はほとんどないからである。しか

し、マハートマ達の実在を知る伝統を思わせる雰囲気に

生まれ育ったインド人達がなぜそのような懐疑主義を真

似しなければならないのかは、もっと理解しにくいこと

である。むしろインド人達は、一人の天文学者が位置を

計算していた新しい星が自分の視界に入ってきた時に感

じるのと同じような満足感をもって、私がこれから公開

する証拠を歓迎するのが当然である。私自身もたった二

年前までは、徹底的な懐疑主義者であった。まず、私は

心霊現象を目撃したことがなかったし、また、私の同国

人の小さなグループの中で目撃した人は一人もいなかっ

たし、その人達だけは尊敬に値するインド人で「知識階

級」であると私は教えられてきた。一八八二年一〇月、

私ははじめてこの問題に時間と注意を捧げることになっ

た。その結果、私は自分の実在に疑いをいだかないと同

様に、マハートマ達の実在についても少しの疑いもなく

なった。今私は、大師達が存在されることを知っている。

しかし長い間、私が受けた証拠は必ずしも客観的なもの

ではなかった。私にとって完全に得心の行くような証拠

は、読者にとっては得心が行かないだろう。しかも、私

は自分が今持っている、疑いをかける余地のない証拠に

ついて話す権利はない。従って、私に伝えてもよいと許

されているわずかな証拠をできるだけうまく利用するし

かない。この論文で、その確実さを判断することのでき

るすべての人々にとって完全に得心の行く証拠を公にす

るのである。

　ここで公開する証拠は一八八二年一〇月と一一月に私

が集め、シネット氏をはじめとして神智学協会の一流の

会員達に提出したものである。その時、シッキムでのラー

マースワーミ・アイエル兄と彼の師匠との面接について

の話はすでに、出版する用意が整っていたので、この論

文を出す必要はないと判断された。しかし、ある人達は

愚かにもラーマースワーミ・アイエル氏の証拠を「山巡

りして体が半ば凍ってしまった役人の幻覚」であると非

難してその証拠の影響を軽視しようとしているので、性

質が全く違うが、おそらく同じ価値のある、完全に独立

した証言をここで公開すれば何らかの好い結果を得るの

ではないかと私は思う。

　出版延期の説明はここまでにして、この論文を懐疑主

義的な友人達の批判に任せよう。ダージリンのチベット

人の行商人の証言と、それを確証する、若いブラフマ

チャーリンがデーラードゥーンで与えた、独立した証言

とを冷静に考えてもらいたいと思う。この二人の証言を

聞いたのは皆、非常に身分が高い人達である。実際にそ

の人達の中には、インド人社会の第一級の人々がおり、

また数人は神智学運動とは何の関係もなく、かえって、

その運動に反対している人達であった。その頃、私自身

もかなり疑いをいだいていたと再び言っておこう。私は

前記の証言を聞いて、私の敬愛する師匠であるマハート

マ・クートフーミの実在の証拠をいくつも受けた時、やっ

と愚かな疑いを一切捨てたのである。そうした証拠は、

ブラヴァツキー夫人やオルコット大佐やいわゆるチェー

ラ達とは全く関係なく、様々な方法で私に与えられたも

のである。今はもう信じているのではなく、知っている

(・・・・・) のである。知っているので、他の人達も同

じような知識を得るように助けようと思う。

　ダージリンに滞在中、私は数人の神智学徒と共にある

家に泊まっていた。その神智学徒達は皆高潔な生活を熱

心に求めていたが、ほとんどの人は当時の私と同様にヒ

マラヤのマハートマ達の実在を疑っていた。また、自分

がヒマラヤ同胞団のチェーラであり、数年間同胞達を見

たり同胞達と一緒に暮らしたと言う人達にもダージリン

で会った。その人達は私達の迷いを笑っていた。その中

の一人は上手に描かれた、極めて立派な聖者にみえる人

の肖像画を見せてくれた。これはマハートマ・クートフー

ミ（現在私の最愛の師匠）であると言われた。シネット

氏は『オカルト・ワールド』をこの方に捧げている。

　ダージリンに着いて二、三日後、サンドゥクというチ

ベット人の行商人がたまたま物を売りに来た。サンドゥ

クは、毎年国境を越えてチベットの小間物を売りにこの

辺りを巡回していたので、数年前からダージリンの近辺

ではかなり有名であった。私達の滞在中、彼は何度も私

達の家を訪ねて来た。彼の態度には気どったところがな

く、むしろ威厳があって愛想のよい人だったので、私達

には、生まれながらの紳士と思われた。ヨーロッパ人は

チベット人を、文明を知らない野蛮人と見なしているが、

サンドゥクにはそのように野蛮的な特徴と思えるものは

いささかも見つからなかった。朝廷に仕えている、訓練

された廷臣と間違えられたかもしれない。ただ、サンドゥ

クのように高潔な廷臣はおそらくいないだろう。

　サンドゥクは、私が家にいる時に来た。最初の時は、

『ダージリン・ニューズ』社に勤めているサンタル・ラ

ルというグルカ人の若者と一緒に来た。サンダルは通訳

するつもりであったが、サンドゥクが話すヒンディ語の

方言は通訳がなくても私達のある仲間には通じたので、

そのあとは通訳の必要がなくなった。最初の日に私達は、

チベットと、彼が属するゲルグパ（黄帽派）について一

般的なことを尋ねた。彼の答えはボグルとトゥルノール

などのヨーロッパ人の旅行記を確証した。

　二日目に、高ラマ僧以外に、チベットに神通力をもっ

ている他の人達について聞いたことがあるかと私達は尋

ねた。そういう方がいると、サンドゥクは答えた。そう

した方々は普通のラマ僧ではなく、ラマ僧よりもはるか

に身分が高く、主にシガツェの向こうにある山々やラサ

の近辺に住んでおられる。これらの方々は不思議な現象、

いわば「奇跡」をたくさん行ない、そのロテュ達（チェー
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