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SDⅠ 緒言 （前編） 

PROEM. 
PAGES FROM A PRE-HISTORIC PERIOD. 
  An Archaic Manuscript—a collection of palm leaves made imperme- able to water, fire, and 
air, by some specific unknown process—is before the writer’s eye. On the first page is an 
immaculate white disk within a dull black ground. On the following page, the same disk, but 
with a central point. The first, the student knows to represent Kosmos in Eternity, before the 
re-awakening of still slumbering Energy, the emanation of the Word in later systems. The 
point in the hitherto immaculate Disk, Space and Eternity in Pralaya, denotes the dawn of 
differentiation. It is the Point in the Mundane Egg (see Part II., “ The Mundane Egg ”), the 
germ within the latter which will become the Universe, the all, the boundless, periodical 
Kosmos, this germ being latent and active, periodically and by turns. The one circle is divine 
Unity, from which all proceeds, whither all returns. Its circumference— a forcibly limited 
symbol, in view of the limitation of the human mind —indicates the abstract, ever incognisable 
presence, and its plane, the Universal Soul, although the two are one. Only the face of the 
Disk being white and the ground all around black, shows clearly that its plane is the only 
knowledge, dim and hazy though it still is, that is attainable by man. It is on this plane that 
the Manvantaric manifestations begin ; for it is in this soul that slumbers, during the Pralaya, 
the Divine Thought,＊ wherein lies concealed the plan of every future Cosmogony and 
Theogony. *  

緒言 

有史以前より伝わる文書 

 古代の写本が著者の目の前にある。ヤシの葉を集めて、水、火、空気に対して不滅にした
その本の、最初のページには、くすんだ黒地に真っ白な円盤が描かれている。次のページに
も同じ円盤があるが、中心には点がある。最初の円盤は、永遠のコスモスを表し、まだ眠っ
ているエネルギーが再び目覚める前、つまり後の宇宙（訳注：systems 世界、秩序とも）に
おける言葉の発露の前を表していることが学徒にはわかる。これまで無垢だった円盤の中
の点、プララヤの中の空間と永遠は、分化の夜明けを示している。それは「この世（世界）
の卵」の中の点であり（第２部「この世の卵」参照）、宇宙、万物、無限で周期的なコスモ
スになる後者の円盤の中の胚芽で、この胚芽は周期的に、そしてかわるがわる、潜在し、活
動している。一つの円は神の統一であり、すべてはそこから生じ、すべてはそこへ戻る。そ
の円周は、人間の心（知性）の限界のゆえに、強制的に限定されたシンボルであるが、抽象
的で常
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に認識できない存在と、その平面（段階、階層）つまり普遍的な魂（世界魂 The Universal 
Soul）を示し、この二つは一つである。円盤の外観だけは白で、周りのすべての背景は黒で
あることは、その平面（階層）がまだ漠然として不明瞭ではあるが唯一の知識であり、人間
によって到達可能であることを明確に示している。それ（知識）はマンヴァンタラの顕現が
始まるこの平面（階層）上にある。なぜなら、それはプララヤ、神の思考（＊）中に眠って
いるこの魂の中にあり、そこにすべての未来の宇宙創造と神々の起源（Theogony）の計画
が隠されているからである。*  
 
 
＊It is hardly necessary to remind the reader once more that the term “ Divine Thought,” like 
that of “ Universal Mind,” must not be regarded as even vaguely shadow- ing forth an 
intellectual process akin to that exhibited by man. The “ Unconscious,” according to von 
Hartmann, arrived at the vast creative, or rather Evolutionary Plan, “ by a clairvoyant wisdom 
superior to all consciousness,” which in the Vedantic language would mean absolute Wisdom. 
Only those who realise how far Intuition soars above the tardy processes of ratiocinative 
thought can form the faintest conception of that absolute Wisdom which transcends the ideas 
of Time and Space. Mind, as we know it, is resolvable into states of consciousness, of varying 
duration, intensity, complexity, etc.—all, in the ultimate, resting on sensation, which is again 
Maya. Sensation, again, necessarily postulates limitation. The personal God of orthodox 
Theism perceives, thinks, and is affected by emotion; he repents and feels “fierce anger.” But 
the notion of such mental states clearly involves the unthinkable postulate of the externality 
of the exciting stimuli, to say nothing of the impossibility of ascribing changelessness to a 
Being whose emotions fluctuate with events in the worlds he presides over. The conceptions 
of a Personal God as changeless and infinite are thus unpsychological and, what is worse, 
unphilosophical. 
 
＊この「神の思考」という言葉は、「普遍的な心」と同様に、人間が示すような知的過程を
漠然と示していると考えてはならないことを、読者にもう一度思い出させる必要はないだ
ろう。フォン・ハルトマンによれば、「無意識」は、「あらゆる意識に優る千里眼の智慧」に
よって、広大な創造、いや、進化の計画に到達したのであり、それはヴェーダーンタの言葉
で言えば、「絶対的な智慧」を意味する。直観が、遅々として進まない比類なき思考のプロ
セスの上に、どれほど高く舞い上がるかを理解している者だけが、時間と空間の観念を超越
した絶対的な智慧のかすかな概念を形成することができるのである。私たちが知っている
ように心は、持続時間、強度、複雑さなどが異なる意識の状態に分解することができる。す
べて、究極的には、再びマーヤーである感覚にかかっている。感覚は、やはり、必然的に制
限を前提とする。正統派神学の人格神は、知覚し、思考し、感情に影響される。その神は悔
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い改め、「激しい怒り」を感じる。 しかし、このような精神状態の概念は、明らかに興奮す
るような刺激の外在性という考えられない仮定を含んでいる。ましてや、自分が統率する世
界の出来事によって感情が変動する存在に不変性を帰属させることは不可能である。この
ように、無変化で無限であるという人格をそなえた神の概念は、心理学的でなく、さらに悪
いことに、哲学的でもない。 
 
  It is the one life, eternal, invisible, yet Omnipresent, without beginning or end, yet 
periodical in its regular manifestations, between which periods reigns the dark mystery of 
non-Being; unconscious, yet absolute Consciousness; unrealisable, yet the one self-existing 
reality; truly, “a chaos to the sense, a Kosmos to the reason.” Its one absolute attribute, which 
is itself, eternal, ceaseless Motion, is called in esoteric parlance the “ Great Breath,”＊ which 
is the perpetual motion of the universe, in the sense of limitless, ever-present space. That 
which is motionless cannot be Divine. But then there is nothing in fact and reality absolutely 
motionless within the universal soul. 
 
 それ（円盤）は一なる生命であり、永遠で、目に見えず、しかし遍在し、始まりも終わり
もなく、しかし定期的に現れ、その期間の間には非存在という暗い謎が支配する、無意識で
あるが絶対的意識、理解できない（考えられない）が自分だけで存在する唯一の現実、まさ
に「感覚にとっては混沌、理性にとっては秩序」である。その絶対的な属性は、それ自体が
永遠で絶え間ない動きであり、秘教的な用語で「大いなる呼吸」（＊）と呼ばれる。大いな
る呼吸は、無限に存在する空間という意味での宇宙の永久運動である。動きのないものは神
ではあり得ない。しかしそれなら実際、現実に、普遍的な魂（世界魂）の中に絶対に動かな
いものなど、何も存在しないことになる。 
 
* Plato proves himself an Initiate, when saying in Cratylus that θεο`ς is derived from the 
verb θέειν, “ to move,” “ to run,” as the first astronomers who observed the motions of 
the heavenly bodies called the planets θεοί, the gods. (See Book II., “ Symbolism of the 
Cross and Circle.”) Later, the word produced another term, ἀλήθεια—“ the breath of 
God.” 
 
＊ プラトンは『クラテュロス』において、θεὸς は動詞 θέειν（「動く」「走る」）に
由来すると述べており、天体の運動を観察した最初の天文学者が惑星を θεοί「神々」
と呼んだのと同じであるとしている（第Ⅱ巻「十字と円の象徴」参照）。後に、この言葉は
別の言葉、ἀλήθεια（神の息）を生み出した。 
 
  Almost five centuries b.c. Leucippus, the instructor of Democritus, maintained that Space 
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was filled eternally with atoms actuated by a ceaseless motion, the latter generating in due 
course of time, when those atoms aggregated, rotatory motion, through mutual collisions 
producing lateral movements. Epicurus and Lucretius taught the same, only adding to the 
lateral motion of the atoms the idea of affinity —an occult teaching. 
 
 紀元前 5 世紀近く、デモクリトスの指導者であったレウキッポスは、空間は絶え間ない
運動によって動かされる原子で永遠に満たされており、原子が集合すると、やがて回転運動
が起こり、相互衝突によって横方向の運動が生じると主張した。エピクロスやルクレティウ
スも同じことを説いたが、原子の横方向の運動に親和性の知識というオカルト的教えを、加
えただけであった。 
 
 From the beginning of man’s inheritance, from the first appearance of the architects of the 
globe he lives in, the unrevealed Deity was re- cognised and considered under its only 
philosophical aspect—universal motion, the thrill of the creative Breath in Nature. Occultism 
sums up the “ One Existence ” thus : “ Deity is an arcane, living (or moving) fire, and the 
eternal witnesses to this unseen Presence are Light, Heat, Moisture,”—this trinity including, 
and being the cause of, every phenomenon in Nature.＊Intra-Cosmic motion is eternal and 
ceaseless ; cosmic motion (the visible, or that which is subject to perception) is finite and 
periodical. As an eternal abstraction it is the ever-present ; as a manifestation, it is finite both 
in the coming direction and the opposite, the two being the alpha and omega of successive 
recon- structions. Kosmos—the noumenon—has nought to do with the causal relations of the 
phenomenal World. It is only with reference to the intra-cosmic soul, the ideal Kosmos in the 
immutable Divine Thought, that we may say : “ It never had a beginning nor will it have an 
end.” With regard to its body or Cosmic organization, though it cannot be said that it had a 
first, or will ever have a last construction, yet at each new Manvantara, its organization may 
be regarded as the first and the last of its kind, as it evolutes every time on a higher plane . . . . 
 
 
 人間の継承の始めから、人が住んでいる地球の建設者が最初に現れた時から、明らかにさ
れていない（ベールに覆われた）神は、その唯一の哲学的側面である普遍的な運動、自然に
おける創造の息吹の脈動の下で認識され、考慮されてきた。オカルティズムは「一なる存在」
をこう要約している。「神」とは神秘的な生きた（あるいは動く）火であり、この見えない
存在の永遠の証人は光、熱、水分である」。この三位一体は自然界のあらゆる現象を含み、
その原因となっている（ ＊）。宇宙内運動（Intra-Cosmic motion）は永遠で絶え間がない。
宇宙運動（cosmic motion）（目に見える、あるいは知覚に依存する宇宙運動）は有限で周期
的に起こる。永遠の抽象として、それは常に存在するものであり、現れ（顕現）として、そ
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れは来る方向と反対の方向の両方で有限であり、この２つは連続的な再構成のアルファと
オメガである。コスモスつまり本体（the noumenon）（訳注：phenomenon の逆）は、現象
的な世界の因果関係とは関係がない。不変の神の思考における理想的なコスモスである宇
宙内の魂（the intra-cosmic soul）に関してのみ、「それは始まりもなければ終わりもない」
と言うことができるのである。その体または宇宙組織に関しては、それが最初に構築された、
または最後に構築されるとは言えないが、新しいマンヴァンタラごとに、その組織はその種
の最初で最後のものと見なすことができる。それは常により高い次元で進化してい
る。  .  .  . 
 
  
  
* Nominalists, arguing with Berkeley that “ it is impossible . . . to form the abstract idea of 
motion distinct from the body moving ” (“ Prin. of Human Knowledge,” Introd., par. 10), may 
put the question, “ What is that body, the producer of that motion ? Is it a substance ? Then 
you are believers in a Personal God ? ” etc., etc. This will be answered farther on, in the 
Addendum to this Book ; meanwhile, we claim our rights of Conceptionalists as against 
Roscelini’s materialistic views of Realism and Nominalism. “ Has science,” says one of its 
ablest advocates, Edward Clodd, “ revealed anything that weakens or opposes itself to the 
ancient words in which the Essence of all religion, past, present, and to come, is given ; to do 
justly, to love mercy, to walk humbly before thy God?” Provided we connote by the word God, 
not the crude anthropomorphism which is still the backbone of our current theology, but the 
symbolic conception of that which is Life and Motion of the Universe, to know which in 
physical order is to know time past, present, and to come, in the existence of successions of 
phenomena ; to know which, in the moral, is to know what has been, is, and will be, within 
human consciousness. (See “ Science and the Emotions.” A Discourse delivered at South 
Place Chapel, Finsbury, London, Dec. 27th, 1885.) 
 
＊唯名論者（ノミナリスト）はバークレーに議論し、「運動という抽象的な観念を、運動す
る身体と区別して形成することは不可能である」（” Prin. of Human Knowledge” Introd., par. 
10）と主張するが、このように聞こう、「その運動を生み出す身体とは何であろうか？ それ
は物質なのか？では、あなた方は人格神を信じるのか？」などなど。この点については、本
書の補遺でさらに詳しく説明する。一方、我々は、ロスケリーニの唯物論的見解である実在
論と唯名論に対して、観念論者（コンセプショナリスト）としての権利を主張する。「科学
は、」とその最も優れた提唱者の一人であるエドワード・クロッドによれば、「過去、現在、
そして未来のすべての宗教の本質が与えられている古代の言葉を弱めたり、それに逆らっ
たりするものを明らかにしただろうか。正しく行い、慈悲を愛し、汝の神の前に謙虚に歩む
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ことをしただろうか」。神という言葉には、現在の神学のバックボーンとなっている粗雑な
擬人化ではなく、宇宙の生命と運動である象徴的な概念が含まれている。物質的秩序におい
てそれ（神）を知ることは、現象の連続性の存在において過去、現在、未来の時間を知るこ
とであり、道徳においてそれを知ることは、人間の意識の中で過去、現在、未来のことを知
ることである。（“ Science and the Emotions”「科学と感情」参照。1885 年 12 月 27 日、ロ
ンドン、フィンズベリー、サウス・プレイス・チャペルでの講演） 
 
 A few years ago only, it was stated that :— 
 
 ほんの数年前までは、次のように述べられていた。 
 
 “ The esoteric doctrine teaches, like Buddhism and Brahminism, and even the Kabala, that 
the one infinite and unknown Essence exists from all eternity, and in regular and harmonious 
successions is either passive or active. In the poetical phraseology of Manu these conditions 
are called the “Days” and the “ Nights ” of Brahmâ. The latter is either “ awake ” or “ asleep.” 
The Svabhâvikas, or philosophers of the oldest school of Buddhism (which still exists in 
Nepaul), speculate only upon the active condition of this “ Essence,” which they call Svâbhâvat, 
and deem it foolish to theorise upon the abstract and “ unknowable ” power in its passive 
condition. Hence they are called atheists by both Christian theologians and modern scientists, 
for neither of the two are able to understand the profound logic of their philosophy. The 
former will allow of no other God than the personified secondary powers which have worked 
out the visible universe, and which became with them the anthropo- morphic God of the 
Christians—the male Jehovah, roaring amid thunder and lightning. In its turn, rationalistic 
science greets the Buddhists and the Svabhâvikas as the “ positivists ” of the archaic ages. If 
we take a one- sided view of the philosophy of the latter, our materialists may be right in their 
own way. The Buddhists maintained that there is no Creator, but an infinitude of creative 
powers, which collectively form the one eternal substance, the essence of which is 
inscrutable—hence not a subject for specu- lation for any true philosopher. Socrates invariably 
refused to argue upon the mystery of universal being, yet no one would ever have thought of 
charging him with atheism, except those who were bent upon his destruction. Upon 
inaugurating an active period, says the Secret Doctrine, an expansion of this Divine essence 
from without inwardly and from within outwardly, occurs in obedience to eternal and 
immutable law, and the phenomenal or visible universe is the ultimate result of the long chain 
of cosmical forces thus pro- gressively set in motion. In like manner, when the passive 
condition is resumed, a contraction of the Divine essence takes place, and the previous work 
of creation is gradually and progressively undone. The visible universe becomes disintegrated, 
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its material dispersed; and ‘darkness’ solitary and alone, broods once more over the face of the 
‘deep.’ To use a Metaphor from the Secret Books, which will convey the idea still more clearly, 
an out- breathing of the ‘unknown essence’ produces the world; and an inhalation causes it to 
disappear. This process has been going on from all eternity, and our present universe is but 
one of an infinite series, which had no beginning and will have no end.” —(See “ Isis 
Unveiled ; ” also “ The Days and Nights of Brahmâ ” in Part II.) 
 
 「秘教の教義は、仏教やバラモン教、さらにはカバラと同様に、無限で未知の唯一の本質
（エッセンス）が永遠に存在し、定期的かつ調和した連続の中で受動的または能動的である
と説いている。マヌの詩的な表現では、これらの状態はブラフマーの〈昼〉と〈夜〉と呼ば
れている。 後者は〈起きている〉または〈眠っている〉かのどちらかである。仏教の最も
古い学派（ネパールにはまだ存在する）の哲学者であるスヴァバーヴィカたちは、彼らがス
ヴァーバーヴァトと呼ぶこの〈本質〉の活動状態のみを推測し、その受動状態で抽象的で「未
知」の力について理論化することは愚かだと考えている。 それゆえ、キリスト教の神学者
と現代の科学者の両方から無神論者と呼ばれる。両者とも彼らの哲学の深遠な論理を理解
することができないからである。前者は、目に見える宇宙を作り出した擬人化された二次的
な力以外の神を認めず、その力は、キリスト教徒の人間形態的な神、すなわち雷と稲妻の中
で咆哮する男性のエホバとなった。一方、合理主義科学は、仏教徒とスヴァバーヴィカたち
を古代の「実証主義者」として迎えている。後者の哲学を一面的に捉えれば、我々の唯物論
者はそれなりに正しいかもしれない。仏教徒は、創造主は存在せず、無限の創造力が集合し
て一つの永遠の物質を形成しており、その本質は不可解である、したがっていかなる真の哲
学者の思索の対象にもならないと主張した。ソクラテスは普遍的存在の神秘について論じ
ることを常に拒否していたが、彼の破滅を企てる者以外、誰も彼を無神論で告発しようとは
考えなかっただろう。『シークレット・ドクトリン』によれば、活動期が始まると、この神
の本質が内面的には外から、外面的には内から、永遠不変の法則に従って拡大し、現象的あ
るいは目に見える宇宙は、こうして積極的に動き出した宇宙力の長い鎖の最終結果である
という。同様に、受動的な状態が再開されると、神の本質の収縮が起こり、それまでの創造
の業は徐々に徐々に元に戻される（取り消される）のである。目に見える宇宙は崩壊し、そ
の物質は分散し、「闇」は孤独に、再び「深淵」の面影を漂わせる。この概念をより明確に
伝える「秘密の書」の比喩を使えば、「未知の本質」の息を吐き出すと世界が生まれ、息を
吸い込むと世界が消滅する。このプロセスは永遠に続いており、現在の宇宙は無限の連続の
一つにすぎず、始まりもなければ終わりもないのである・・・」（『イシス・アンヴェールド』
と、第２部の「ブラフマーの昼と夜」参照）。 
 
 This passage will be explained, as far as it is possible, in the present work. Though, as it 
now stands, it contains nothing new to the Orientalist, its esoteric interpretation may contain 
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a good deal which has hitherto remained entirely unknown to the Western student. 

 この一節は、可能な限り本書で説明されるであろう。現在のところ、この著作には東洋学
者にとって新しいものは何もないが、その秘教的解釈には、これまで西洋の学徒にとってま 
ったく未知のままであった、かなりのものが含まれている可能性がある。 

 The first illustration being a plain disc  , the second one in the Archaic symbol 
shows  , a disc with a point in it—the first differentiation in the periodical manifestations 
of the ever-eternal nature, sexless and infinite “ Aditi in THAT ” (Rig Veda), the point in the 
disc, or potential Space within abstract Space. In its third stage the point is transformed into 
a diameter, thus  . It now symbolises a divine immaculate Mother-Nature within the all-
embracing absolute Infinitude. When the diameter line is crossed by a vertical one   , it 
becomes the mundane cross. Humanity has reached its third root-race ; it is the sign for the 
origin of human life to begin. When the circumference disappears and leaves only the 
it is a sign that the fall of man into matter is accomplished, and the FOURTH race begins. 
The Cross within a circle symbolises pure Pantheism ; when the Cross was left uninscribed, 
it became phallic. It had the same and yet other meanings as a TAU inscribed within a circle 

      or as a “ Thor’s hammer,” the Jaina cross, so-called, or simply Svastica within a circle.

 

 最初の図は無地の円盤   であり、古代のシンボルで２番目の図   は、円盤の中に
点があるものである。これは、常に永遠の性質、無性で無限の「〈それ〉の中のアディティ」
（リグ・ヴェーダ）、円盤の中の点、つまり抽象的な空間の中の潜在的な空間の、周期的顕
現の最初の分化である。第３段階では、このように    点が直径に変換される。それは今、
すべてを包含する絶対的な無限の中にある神聖な無垢の「母なる自然」を象徴している。直
径の線が垂直の線と交差するとき  、それは俗世の十字になる。人類は第３根本人種に到
達したのであり、その十字は人間生活（人間人生）の起源が始まるしるしである。円周が消
えて、  だけになったとき、それは、人間の物質への下降が達成され、第「４」人種が始
まるしるしである。円の中の「十字架」は純粋な汎神論（訳注：多神教、自然崇拝）を象徴
する。十字架が刻まれずに捨てられた場合、それは男根となる。円内に刻まれた TAU（タ
ウ） や「トールのハンマー」、いわゆるジャイナ教の十字架、あるいは単に円内のスヴ

ァスティカ   として、同じ意味と別の意味があった。 

 By the third symbol—the circle divided in two by the horizontal line of the diameter—the 
first manifestation of creative (still passive, because feminine) Nature was meant. The first 
shadowy perception of man connected with procreation is feminine, because man knows his 
mother more than his father. Hence female deities were more sacred than the male. Nature is 
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therefore feminine, and, to a degree, objective and tangible, and the spirit Principle which 
fructifies it is concealed. By adding to the circle with the horizontal line in it, a perpendicular 
line, the tau was formed—   —the oldest form of the letter. It was the glyph of the third 
root-race to the day of its symbolical Fall—i.e., when the separation of sexes by natural 
evolution took place—when the figure became   , the circle, or sexless life modified or 
separated—a double glyph or symbol. With the races of our Fifth Race it became in symbology 
the sacr’, and in Hebrew n’cabvah, of the first formed races;＊ then it changed into the 
Egyptian    (emblem of life), and still later into the sign of Venus,   . Then comes 
the Svastica (Thor’s hammer, or the “ Hermetic Cross ” now), entirely separated from its 
Circle, thus becoming purely phallic. The esoteric symbol of Kali Yuga is the five-pointed star 
reversed, thus    − the sign of human sorcery, with its two points (horns) turned 
heavenward, a position every Occultist will recognise as one of the “ left-hand,” and used in 
ceremonial magic.＊＊ 

 第３のシンボルの、直径の水平線で２つに分けられた円は、創造的な（女性的なのでまだ
受動的な）自然（訳注：Nature 自然界、物質界）の最初の顕現を意味していた。人間は父
親よりも母親をよく知っているので、子孫繁栄に関連する人間の最初のかすかな認識は女
性的である。それゆえ、女性の神々は男性よりも神聖視された。したがって自然は女性的で
あり、ある程度客観的で触知でき、それを結実させる（or 実らせる）霊的原理は隠されて
いる。水平線を持つ円に垂直線を加えることで、タウ   が形成された。それは最も古い
文字の形態である。それは第３根本人種の絵文字であり、その人種の象徴的な没落の日、す
なわち自然進化による男女の分離が起こったとき、図形は   のように円になり、あるい
は無性の生命が変化し分離する、二重の絵文字あるいはシンボルになった。私たち第 5 人
種の種族とともに、それは象徴的には sacr’,（聖なるもの）＊ になり、そしてヘブライ語
で n'cabvah は、最初に形態を形成された人種の言葉である。 その後、エジプトの   （生
命の紋章）に変化し、さらにその後、金星のサインである   に変化した。そして、スヴ
ァスティカ（トールのハンマー、現在は「ヘルメス十字」）が登場し、円から完全に分離し、
純粋な男根となる。カリユガの秘教的シンボルは、五芒星を反転させたもので、人間の魔術
（ソーサリー）の印である   である。2 つの点（角）を天に向けており、オカルティス
トの誰もが認める「左手」の一つで、儀式魔術に用いられる＊＊。

＊See that suggestive work, “ The Source of Measures,” where the author explains the real 
meaning of the word “ sacr’,” from which “ sacred,” “ sacrament,” are derived, which have now 
become synonyms of “ holiness,” though purely phallic !* 

＊示唆に富んだ作品" The Source of Measures"を参照のこと。その中で sacr' という言葉の
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本当の意味を説明している。sacr'の語源は、"sacred" "sacrament" で、これらは現在、
"holiness" の同義語になっているが、純粋に男根のことである！ 

＊＊We are told by the Western mathematicians and some American Kabalists, that in the 
Kabala also “ the value of the Jehovah name is that of the diameter of a circle.” Add to this the 
fact that Jehovah is the third Sephiroth, Binah, a feminine word, and you have the key to the 
mystery. By certain Kabalistic transformations this name, androgynous in the first chapters of 
Genesis, becomes in its transformations entirely masculine, Cainite and phallic. The fact of 
choosing a deity among the pagan gods and making of it a special national God, to call upon 
it as the “ One living God,” the “ God of Gods,” and then proclaim this worship Monotheistic, 
does not change it into the one Principle whose “ Unity admits not of multiplication, change, 
or form,” especially in the case of a priapic deity, as Jehovah now demonstrated to be.* 

＊＊西洋の数学者やアメリカのカバリストたちは，カバラにおいて「エホバの名の価値は円
の直径の価値である」と述べている。これに、エホバが第３のセフィロトであり、ビナーが
女性的な語であるという事実が加われば，謎を解く鍵が手に入ることになる。創世記の最初
の章では男女両性的であったこの名前は，ある種のカバラ的な変容によって，完全に男性的
な，カイン的な，男根的なものになる。異教徒の神々の中から一つの神を選び、それを特別
な国家的神とし、「唯一の生ける神」、「神々の神」と呼び、この崇拝を一神教的と宣言して
も、特に今エホバが実証したように「統一が増殖、変化、形態を認めない」一つの「原理」
に変わることはないのである。 


