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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
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際限も疑いも恐れも知らない愛と信仰をもって解放して

くれるのを待っている。夜よりも黒く、暗いのは、彼ら

が私を投げ入れた地下牢である。彼らとは、邪悪な精神、

硬直した心 ( ハート )、疑惑の自己、貪欲、疑い、憎悪、

すべての低級な性質、習慣、特性である。夜、暗い闇夜に、

私はあなたが来るのを待っている。私が故郷の太陽、澄

んだ空気、広い野原、広い道に踏み出すための「窓」を

引き上げておくれ。その「窓」はあなただけが、強く持っ

た「信仰」によって持ち上げることができるのだ。

1927 年 7月 12 日

＋

＊＊＊＊＊

内なる探求をせよ

　私が話すことをあなたは聞きたいだろうか？それな

ら、 内なる探求を。私の存在を近くに感じたいか？ それ

なら、内なる探求を。あなたは光を見て、知りたいか？ 

あなたは道を見つけ、保持したいだろうか？ それなら、

内なる探求を。より高みに登ることができるだろうか？ 

より優しく、より真実で、より勇敢に構え、思いやりの

ある、より高貴な存在になりたいだろうか？ 自分の欠点

を学び、認め、より良い生き方によってそれらの返済を

するだろうか？ それなら、内なる探求を、と私は言う。

私があなたと共にあり、あなたの近くにいること、あな

たと共に歩み、共に語り合うことのしるしと証拠を、あ

なたは持っていることだろう。そして、あなたは他の人々

にもそれを知ってもらうだろう。彼らにあなたが価値あ

る存在であることを知ってもらうだろうから。もう一度、

さらにもう一度、私は言う。それなら（心の）内を見よ（理

解せよ）。そうすればこそ、あなたは私を知ることがで

きる。そうでなければ、あなたは私に到達することがで

きない。そのようにして初めて、あなたは他の人たちに

到達して、あなたと私が一体であり、互いに知り合って

いることを証明し、明らかにすることができるのだ。

1927 年 7月 14 日

モリヤ

＊＊＊＊＊

大会へのマスターのメッセージ

私の子供たちよ、

　私からは何が欲しいか？ 談話、呪文、科学的な発明、

哲学的あるいはその他の論説が欲しいか？ 私はロッジか

ら直接、光と調和の交響楽団の全楽譜を贈る。あなたが

たの中には、過ぎ去る心象の魅力のために、またはそれ

があなたがたに届く手段や方法、あるいは、その表記が

誰の手によるのかをめぐる論争で生じた音のおしゃべり

のために、視覚を別の場所に呼び寄せたり、読んだり聞

いたりできない者もいる。私は、私を呼び出したすべて

の人に語りかける。彼らがここにいようと、そこにいよ

うと、どこにいようと、敵であろうと味方であろうと、

仲間であろうと他人であろうと、呼びかけが無言でも有

声でも、直接的か間接的であろうと、意識的かそうでな

いかにかかわらず。私は呼ばれたのである。私は答える。

　船が沈み、人が溺れているとき、演説をするのが正し

いのか、それとも、綱を投げ、救命ボートを出し、暗い

海に光を放つのがより正しいのか？ 旋風が吹いていた

ら、大勢の人を野外に呼び出すのが得策か、それとも可

能なら民衆を安全な保護下に置く方が思いやりや分別が

あるのだろうか。飛行機が濃い霧と暗闇の中で遭難し、

救助と安全な降下のために陸地との通信を確立しようと

必死に努力している場合、軍隊を呼び寄せ、大衆に演習

を披露して何か達成できるだろうか？ それは、危機が去

るまで関係者間の通信を厳重かつ密接に保ち、さらなる

苦痛と災難の混乱を避けるために、できるだけ興奮を起

こさない、静かで効率的で即座の対応と救済の時ではな

いだろうか？

　あなたなら、何を手に入れたいのか？ あなたが求める

のは真理なのか、それとも外形や衣服、外見や様式なの

か？ それが真実であるならば、あなたは今までに答えを

聞き、見つけている。そして、あなた自身の魂の沈黙の

中で、信頼と義務への忠実さ、神聖な義務の履行、厳粛

になされた聖なる誓いの履行を通して私を探し、知った

あなたに、そして高級我に認められ、偉大なる同胞団員

たちの臨在の中で厳粛に誓い認められ、彼らによって受

け入れられたあなたに、ロッジの名と光の中で、新しい

勇気と力と兄弟たちの祝福・愛を与えよう。

　衣服や形態を求めるのなら、これらは常に変化するも

のであり、真理だけが安定していることを知らないの

か？ 外見やスタイルであるならば、これらは条件や時間

によって変化することを知らないのか？ どうやって私を

納得させるというのだろうか？ 私を呼ぶ前に、すでに自

分自身で答えを出しているのか？ では、呼ぶ必要がどこ

にあるのか？ どの郵便で返事を送るか、どの色とデザイ

ンの切手を使うか、あらかじめ決めてあるのか？ あなた

にとって重要なのはこれらの点だろうか、それとも応答

が安全に確保され、必要な情報と指導があなたに保証さ

れることが、より特別な価値なのであろうか？ あなたは

私にどんな自由を与えるのか？ どのような制限で私を縛

るのか？ あなたは私をマスターと呼ぶ。あなたは私を奴

隷として束縛し、時間や地点や階層や手順（やり方）に

縛り付けるだろう。もし私たちが一族としての愛、意識

的な知識と関係、相互の助け合い、優しさ、最高のもの

への服従における不変の目的、低き者への奉仕の中で、

そしてそれらを通して一つになるならば、私はすべての

人に仕える者であり、私があなたにもそうあってほしい

と思うように、仕える者とマスターはひとつなのだ。

　これらの手段、これらの道、これらの力によって、私

はあなたに届くのである。通り過ぎる風、乱れる波、エー

テルの乱れ、轟く潮流、巧妙な仕掛けによって、私はやっ

て来るのではない。長年の付き合い（つながり）による

寺院のメッセージ　赤の本　②

（人々の寺院）

訳注：＋はヒラリオン師のサインと思われます。

キリストの夢の木

　幹が雪のように白い。葉や枝が雪のように白い。花は

淡雪のように枝に優しく寄り添い、花びらは羽毛となっ

て、柔らかい毛布のように地面の上に落ちている。

　雪のように白い根は、見えないけれども、大地の奥深

くで覆われている。その根は暗い土に囲まれ、生命、食物、

水分、栄養、成長、心 ( ハート ) の純粋さ、汚れなき衣

のための無私の樹液、変容した体、ニルマナカーヤの天

使、慈しみ、守護、助けに値するすべての人々を、保護

する。それはキリストの夢の木であり、生きている最も

巨大で最も高貴な木である。自己犠牲を払い、与え、苦

しんでいる人類を、それが必要とされる限り、どんなに

大きな代償があっても、どんなに長く要しようとも、助

ける。カルマの法則が許す限り、人類を見守り保護する

ことを止めない目に見えぬ軍団の代表として、それ（木）

は立っている。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

鈍い灰色の自己の木

　もう一本の木が立っている。鈍い灰色の幹、暗い斑点

が、重い鉄の鎖でぐるぐる巻きにされ、地中の見えない

棒に固定されている。緩んだ根が地上に顔を出し、この

木を倒す恐れがあるため、しっかりと縛られ固定されて

いる。鎖は、中に投獄された「天使」を固定するために

ぴんと張られている。繊細で敏感な翼を傷つけ、押しつ

ぶして、美しい飛翔で広がるのを防ぎ固く結ばれている。

ギザギザの枝で、葉が少なく花のないこの木は、葉や花

の芽が現れるとすぐに、地中の棒により強く引っ張られ、

鎖に別の輪が加えられ、新たに木の周りに巻かれるから

である。欲望の鎖、利己主義の連鎖、感情の輪が、「生

命の開花の流れ」を押しとどめ、後退させる。不安定で

しっかりしていない、価値がなく風と嵐にさらされるこ

の木は、オシリスの影がその上に落ち、テュポンがこの

地を砂漠にするとき、ついに最も確実に破壊されるので

ある。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

投獄されたキリスト

　あなたがたは知らぬが、私は閉ざされた窓の向こうで

縛り付けられ、かんぬきをかけられ、あなたがたが来て

 

（図は Random House 英和大辞典）

　運動として、現時点ではあなた方は主に、詳述された

中で指定された第五位の結婚、つまり真の秘教の方針に

沿って神聖を形にすることに取り組まなければならな

い。そこで述べられているように、これは困難な仕事で

ある。完全な肉体を存在させるのは比較的簡単であるが、

真のロッジの方針と原則に沿ってそれに生命を与えるの

は、まったく別の奉仕である。あなた方は、このことが

より真実であることを発見した。欲望と意志がこの秩序

を支配しており、征服すること、そして征服したときに

保持することが、これほど難しい原則はないだろう。し

かしそれが達成されれば、ロッジの方針が確立される。

これらの方針（ライン）は常に普遍的であり、クマラた

ちが新しい人種の化身するオーリック球に受肉し、高次

の三位一体の光と智慧と力を与えて入るための道（経路）

である。

　真の結婚は、今日、さまざまな段階と程度で、あちこ

ちに大きく離れた地点で存在している。 しかし、世界の

分断力はあまりにも蔓延しており、破壊者の風によって

侵害され、破壊され、荒れ果てた家庭の大まかな割合を

見積もることさえ繰り返されている。このような不貞、

無責任の洪水は、意識をより高い生命の次元に引き上げ

ることによってのみ阻止することができる。 その次元は、

その人のものになるであろう、より大きな広がりと壮大

な実現を自分自身に明らかにすることによって、自分が

引き受けた義務を自発的に果たす必要性に対して、人間

を変容させ、救済し、目覚めさせる、より高い生命の次

元である。四聖者のスクエア（＊）の各角にある「翼の

ある車輪」は回り続けているため、徐々に、確実に、自

分の下降線の力によってではあるが、この認識に至るの

である。北、南、東、西の統治者は、カーディナル・ポ

イントの特異な性質を制御し、指示し、主宰しており、

決して監視を止めない。カルマが要求し、その命令を実

行するために、肉体の、物質的な代理人が要求されると

き、彼らは人類と生命全般に有益なまたは邪悪な影響を

与えることで応答する。北と西の車輪から、健康、災害、

病気、戦争、伝染病が解き放たれる。神の栄光は、その

総合的で多様な性質において、東と南の回転によって解

き放たれる。北風は、太陽の下のすべての悪を担ってい

るとして、預言者や詩人によって呪われた。洗礼と祝福

のために東に向かう前に、西風は、その内在する精神が

より良く放棄されるかもしれない神秘主義者によって直

面され、その後、南風の「穴」（ピット）に入り、彼自

身の性質の中に元素（エレメンタル）の旋風、歪み、ハ

リケーンを探索し、発見し、目撃し、記録する。カルマ

の４つのポイントから風を見ると、古今東西の宗教は、

風を神の特別な使者、あるいは神の声と見なしてきたこ

とは、もっともなことではないだろうか。異教徒は風に

犠牲を捧げるよう勧められ、キリスト教徒は偉大な強風

の中に主を求める。貿易風や凪のために特別な祈りが捧

げられる。すべての人は、何らかの形でエレメントを支

配する力を認識し、知的にせよ、そうでないにしても、

その強力な代理人を通して働くカルマの調整を感じてい

るのである。

（＊）訳註：Square は正方形、四角。

　「聖なる者たちの軍隊」は、正当な季節に、東、南、北、

西の「翼のある車輪」を動かし、それぞれの特定の目的は、

その強力な回転によって達成されるのである。人間は多

かれ少なかれ、外界の自然の風とその起源と効果に精通

している。しかし、生涯にわたって風と接触し、風と戦っ

ていても、立ち止まってその内なる意味や意義、自分の

揺るぎない献身、共通の言語、沈黙の交流、共感的な感

情によって、あなたは今頃、私を知っていて、ためらい

や疑問なく知っているはずである。もし「父の声」が、

ある条件下やある抑揚（声の変化）を除いてはわからな

いとしたら、もし「母の手」が、ペンを変えてもわから

ないとしたら、私はただ、近づいて読め、もっと深く感

じなさい、と言うしかない。というのも、あなたは本当

に遠く離れていて、外的な手段で確認することはできな

いからである。親（a parent）は、外見や容姿によるの

ではなく、霊的、魂的、分子的、細胞的な「法則」によって、

魂と魂の関係が遠い過去から決定され、成長、発達、奉

仕のために、現在まさに血流そのものの中にある。 そし

て、長い間、その中から発したものへと、ますます強く

なっていく意識がある。そして、長い螺旋状の流れの中

で、意識は絶えず増大し、強化されながら、「そこから

生まれたもの」に向かって内側に向かうのである。

　この成長あるいは進化の法則は、現代の最高傑作であ

る『シークレット・ドクトリン』の中で、最も素晴らしく、

最も包括的な度合いで述べられている。『シークレット・

ドクトリン』は、その高貴な地位からその書を引き離そ

うとする人々の悟りと助けのために、不断の忠誠心に

よってアカシックレコードと聖なる象徴的著作から書か

れたものである。 今日、同じような勢力が、ロッジの聖

火を高く掲げている人々と同じように行うのと同様であ

る。その人々は偉大な光の前に立ってその目的を理解す

ることができないからである。

　宇宙進化のシステム、つまり世界が生まれ、再び原初

の本質に戻る「親と子孫の法則」は、人間が生まれ、死に、

輪廻転生するのと同じ法則であるが、より大きな、より

広大なスケールで行われる。霊と形態は７つの世界の並

行する流れを進み、ますます多くの生き物を表現し、宇

宙のスキームが完成して究極のものが再び根源となり、

別の進化の一歩（ストライド）が「巨大なフォハット」

に覆われ、別の顕現期間が完了するまで、７つの連鎖と

世界の霊的存在、支配者、天使またはデーヴァたちによっ

て見守られている進化の連鎖と一連の連鎖を形成する。

すべての物質、力、意識の背後と内部で、この法則が働

いている。もしそれが侵害された場合、もし試みが理想、

またはそれを提示し、育成し、育てたことの裏切りによっ

てそれを否認するために行われた場合、それは外側・物

質的な階層であろうと、メンタル的や霊的であろうと、

力の作用はそれが起こった階層上の「力の法則」に従っ

て同一の程度と強度である。

　このような場合、落下（墜落）の衝撃、分子的および

その他の乱れは、線が再び確立され、鎖が再び溶接され

るまで、必然的に苦しみ、複雑さ、困難を伴う。悲しい

ことに、多くの転生を経験するまで、再結合を実現する

ことはできないかもしれない。なぜなら、過ちは償われ

なければならず、４つのカーディナルの風の軍勢（the 

Armies of the Four Cardinal Winds）（＊）によって、「見

えない隅」に散った無数の小さな命に最後の一点の正義

を与え、再び彼らを見つけて自分のものにするために呼

び集めなければならないからである。

＊訳註：カーディナルは占星術で白羊、巨
きょ

蟹
かい

、天秤、

磨
ま

羯
かつ

の４宮。

　生命の風は、外界の自然の風が吹くのと同じ理由で、

またそれ以上に正確に、ある一定の間隔で吹いている。

それは、枯れたもの、役に立たないもの、死んだもの、

成長の道を阻むものが、道から一掃されて、新しく優れ

たものが生き、花を咲かせることができるようにするた

めである。このように、感情、感覚、知性の風は、「門

の番人」が許す限り、個人の生活、組織、国家、民族、

人類全体を、善かれ悪しかれ一掃するのである。そのよ

うな時、心と体はしばしば恐怖に襲われ、狂ったように

荒れ狂い、助けを求めて泣き叫び、嵐の沈静を求めて罵

詈雑言を浴びせかける。または、優越性の空虚な宣言を

通じて大胆に「支配勢力」（the Ruling Powers）に逆らっ

て、自分自身が原因であり調整者であることをすっかり

忘れて、監査官もなだめ役も自分の魂と霊の静寂の奥深

くに隠れていて、最初に呼び出されたら応答し、心（マ

インド）の命令を実行するのを待っている。心の命令を

「いつでも」行うには、心が十分に静かで、穏やかな表

面を作り、内面から生じる構築的で、凝集的で、建設的

な力が定着し状況を支配することを許可しなければなら

ないのである。人種も個人も、激しい活動の時期によっ

て成長しなければならないし、厳しい緊張の条件によっ

て試されなければならない。そのような時には、安定し

た、強い集中力によって均衡を保ち、じっと立って嵐が

過ぎ去るのを待たなければならない。精神と心を形にす

る高次の資質が進化の道を示し、道を確実に、明確に指

し示す「導き手」を明らかにするために、原理と信念を

放棄することなく立ち止まりなさい。惑星は、回転する

螺旋運動によって存在し、それ自体を保持している。し

かし、もし天の球体がその中心を離れ、通り過ぎる彗星

を追うように宇宙へ出て行ったとしたら、惑星はどこに

あり、星座の壮大さはどこにあり、魂の目は何を喜ぶだ

ろうか。カオスが支配するだろう。

　なぜ、このタイミングでこのようなテーマにこだわる

のかと思うであろう。あなた方は多くを求めた。それは

あなた方に与えられている。それはあなた方自身に適用

を見極めるために残されているのである。この一年の教

訓、来るべき一年への鍵は、ここで語られたことの中に

含まれている。太陽か恒星か、惑星か彗星か、私たちは

それぞれ自分の道を選び、選択したとおりになるだろう、

今発せられた言葉があなた方の耳に届くのと同じよう

に。

　一年前に、最も神聖で、神秘的で、重要で、単純で、

人生の中で最も理解されていない主題である、ロッジの

内外での結婚について、多くの点でこれまでにない詳細

な説明がなされた。 なぜ単純かというと、永遠に、普遍

的に明らかにされているからである！ なぜ神秘的なこと

かというと、内面から生まれ、「秘密の中の秘密」だか

らである。霊的、精神（メンタル）的、肉体的なすべて

の面において、すべての階層で等しく重要であり、言及

された指示で示されたように、今日最も深く考慮すべき

主題であり、それは間違いなく、否定できない「新しい

人類」がその周りに築かれるべき「かなめ石」（＊）で

あるためだ。

＊訳注：かなめ石（The Key Stone）とは、絵図の k の

部分にある、アーチ頂上中央部の楔形の石。

精神生活や霊的生活への適用、関係、影響について、風

から学び取ることはないだろう。

　暗闇からより深い暗闇へと、常に無知のまま歩むこと

のないように、「人よ汝自身を知れ」の季節に、人類の

中に「生命の内なる風」が解き放たれ、風の仕事が果た

されるまで、その道を歩むことが許されている。

　マインド、知性、声、名前、理性、思考、火・・・つ

まり高次の自己は、７つの生命の風、７つのハーモニー、

生命の寺院の七人の神官であり、すべての活動に入り、

存在のすべての面、生命のすべての等級において司祭と

なる。

　人々の寺院の司祭職に、個々のメンバーの魂の中の司

祭職に、人類全体の司祭職に、すべての組織、階級、政府、

貧民、国家、社会における司祭職に、来るべき「汝自身

を知れ」の季節に人を目覚めさせる責任がかかっている。

そして、７つの風の呼びかけに目覚め、純粋に職務を遂

行し、真に奉仕する彼らの力によって、人類の現代に成

就する「人よ汝自身を知れ」の季節の約束がかかってい

る。

1927 年 6月 30 日

ヒラリオン

 



際限も疑いも恐れも知らない愛と信仰をもって解放して

くれるのを待っている。夜よりも黒く、暗いのは、彼ら

が私を投げ入れた地下牢である。彼らとは、邪悪な精神、

硬直した心 ( ハート )、疑惑の自己、貪欲、疑い、憎悪、

すべての低級な性質、習慣、特性である。夜、暗い闇夜に、

私はあなたが来るのを待っている。私が故郷の太陽、澄

んだ空気、広い野原、広い道に踏み出すための「窓」を

引き上げておくれ。その「窓」はあなただけが、強く持っ

た「信仰」によって持ち上げることができるのだ。

1927 年 7月 12 日

＋

＊＊＊＊＊

内なる探求をせよ

　私が話すことをあなたは聞きたいだろうか？それな

ら、 内なる探求を。私の存在を近くに感じたいか？ それ

なら、内なる探求を。あなたは光を見て、知りたいか？ 

あなたは道を見つけ、保持したいだろうか？ それなら、

内なる探求を。より高みに登ることができるだろうか？ 

より優しく、より真実で、より勇敢に構え、思いやりの

ある、より高貴な存在になりたいだろうか？ 自分の欠点

を学び、認め、より良い生き方によってそれらの返済を

するだろうか？ それなら、内なる探求を、と私は言う。

私があなたと共にあり、あなたの近くにいること、あな

たと共に歩み、共に語り合うことのしるしと証拠を、あ

なたは持っていることだろう。そして、あなたは他の人々

にもそれを知ってもらうだろう。彼らにあなたが価値あ

る存在であることを知ってもらうだろうから。もう一度、

さらにもう一度、私は言う。それなら（心の）内を見よ（理

解せよ）。そうすればこそ、あなたは私を知ることがで

きる。そうでなければ、あなたは私に到達することがで

きない。そのようにして初めて、あなたは他の人たちに

到達して、あなたと私が一体であり、互いに知り合って

いることを証明し、明らかにすることができるのだ。

1927 年 7月 14 日

モリヤ

＊＊＊＊＊

大会へのマスターのメッセージ

私の子供たちよ、

　私からは何が欲しいか？ 談話、呪文、科学的な発明、

哲学的あるいはその他の論説が欲しいか？ 私はロッジか

ら直接、光と調和の交響楽団の全楽譜を贈る。あなたが

たの中には、過ぎ去る心象の魅力のために、またはそれ

があなたがたに届く手段や方法、あるいは、その表記が

誰の手によるのかをめぐる論争で生じた音のおしゃべり

のために、視覚を別の場所に呼び寄せたり、読んだり聞

いたりできない者もいる。私は、私を呼び出したすべて

の人に語りかける。彼らがここにいようと、そこにいよ

うと、どこにいようと、敵であろうと味方であろうと、

仲間であろうと他人であろうと、呼びかけが無言でも有

声でも、直接的か間接的であろうと、意識的かそうでな

いかにかかわらず。私は呼ばれたのである。私は答える。

　船が沈み、人が溺れているとき、演説をするのが正し

いのか、それとも、綱を投げ、救命ボートを出し、暗い

海に光を放つのがより正しいのか？ 旋風が吹いていた

ら、大勢の人を野外に呼び出すのが得策か、それとも可

能なら民衆を安全な保護下に置く方が思いやりや分別が

あるのだろうか。飛行機が濃い霧と暗闇の中で遭難し、

救助と安全な降下のために陸地との通信を確立しようと

必死に努力している場合、軍隊を呼び寄せ、大衆に演習
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を披露して何か達成できるだろうか？ それは、危機が去

るまで関係者間の通信を厳重かつ密接に保ち、さらなる

苦痛と災難の混乱を避けるために、できるだけ興奮を起

こさない、静かで効率的で即座の対応と救済の時ではな

いだろうか？

　あなたなら、何を手に入れたいのか？ あなたが求める

のは真理なのか、それとも外形や衣服、外見や様式なの

か？ それが真実であるならば、あなたは今までに答えを

聞き、見つけている。そして、あなた自身の魂の沈黙の

中で、信頼と義務への忠実さ、神聖な義務の履行、厳粛

になされた聖なる誓いの履行を通して私を探し、知った

あなたに、そして高級我に認められ、偉大なる同胞団員

たちの臨在の中で厳粛に誓い認められ、彼らによって受

け入れられたあなたに、ロッジの名と光の中で、新しい

勇気と力と兄弟たちの祝福・愛を与えよう。

　衣服や形態を求めるのなら、これらは常に変化するも

のであり、真理だけが安定していることを知らないの

か？ 外見やスタイルであるならば、これらは条件や時間

によって変化することを知らないのか？ どうやって私を

納得させるというのだろうか？ 私を呼ぶ前に、すでに自

分自身で答えを出しているのか？ では、呼ぶ必要がどこ

にあるのか？ どの郵便で返事を送るか、どの色とデザイ

ンの切手を使うか、あらかじめ決めてあるのか？ あなた

にとって重要なのはこれらの点だろうか、それとも応答

が安全に確保され、必要な情報と指導があなたに保証さ

れることが、より特別な価値なのであろうか？ あなたは

私にどんな自由を与えるのか？ どのような制限で私を縛

るのか？ あなたは私をマスターと呼ぶ。あなたは私を奴

隷として束縛し、時間や地点や階層や手順（やり方）に

縛り付けるだろう。もし私たちが一族としての愛、意識

的な知識と関係、相互の助け合い、優しさ、最高のもの

への服従における不変の目的、低き者への奉仕の中で、

そしてそれらを通して一つになるならば、私はすべての

人に仕える者であり、私があなたにもそうあってほしい

と思うように、仕える者とマスターはひとつなのだ。

　これらの手段、これらの道、これらの力によって、私

はあなたに届くのである。通り過ぎる風、乱れる波、エー

テルの乱れ、轟く潮流、巧妙な仕掛けによって、私はやっ

て来るのではない。長年の付き合い（つながり）による

訳注：＋はヒラリオン師のサインと思われます。

キリストの夢の木

　幹が雪のように白い。葉や枝が雪のように白い。花は

淡雪のように枝に優しく寄り添い、花びらは羽毛となっ

て、柔らかい毛布のように地面の上に落ちている。

　雪のように白い根は、見えないけれども、大地の奥深

くで覆われている。その根は暗い土に囲まれ、生命、食物、

水分、栄養、成長、心 ( ハート ) の純粋さ、汚れなき衣

のための無私の樹液、変容した体、ニルマナカーヤの天

使、慈しみ、守護、助けに値するすべての人々を、保護

する。それはキリストの夢の木であり、生きている最も

巨大で最も高貴な木である。自己犠牲を払い、与え、苦

しんでいる人類を、それが必要とされる限り、どんなに

大きな代償があっても、どんなに長く要しようとも、助

ける。カルマの法則が許す限り、人類を見守り保護する

ことを止めない目に見えぬ軍団の代表として、それ（木）

は立っている。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

鈍い灰色の自己の木

　もう一本の木が立っている。鈍い灰色の幹、暗い斑点

が、重い鉄の鎖でぐるぐる巻きにされ、地中の見えない

棒に固定されている。緩んだ根が地上に顔を出し、この

木を倒す恐れがあるため、しっかりと縛られ固定されて

いる。鎖は、中に投獄された「天使」を固定するために

ぴんと張られている。繊細で敏感な翼を傷つけ、押しつ

ぶして、美しい飛翔で広がるのを防ぎ固く結ばれている。

ギザギザの枝で、葉が少なく花のないこの木は、葉や花

の芽が現れるとすぐに、地中の棒により強く引っ張られ、

鎖に別の輪が加えられ、新たに木の周りに巻かれるから

である。欲望の鎖、利己主義の連鎖、感情の輪が、「生

命の開花の流れ」を押しとどめ、後退させる。不安定で

しっかりしていない、価値がなく風と嵐にさらされるこ

の木は、オシリスの影がその上に落ち、テュポンがこの

地を砂漠にするとき、ついに最も確実に破壊されるので

ある。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

投獄されたキリスト

　あなたがたは知らぬが、私は閉ざされた窓の向こうで

縛り付けられ、かんぬきをかけられ、あなたがたが来て

 

（図は Random House 英和大辞典）

　運動として、現時点ではあなた方は主に、詳述された

中で指定された第五位の結婚、つまり真の秘教の方針に

沿って神聖を形にすることに取り組まなければならな

い。そこで述べられているように、これは困難な仕事で

ある。完全な肉体を存在させるのは比較的簡単であるが、

真のロッジの方針と原則に沿ってそれに生命を与えるの

は、まったく別の奉仕である。あなた方は、このことが

より真実であることを発見した。欲望と意志がこの秩序

を支配しており、征服すること、そして征服したときに

保持することが、これほど難しい原則はないだろう。し

かしそれが達成されれば、ロッジの方針が確立される。

これらの方針（ライン）は常に普遍的であり、クマラた

ちが新しい人種の化身するオーリック球に受肉し、高次

の三位一体の光と智慧と力を与えて入るための道（経路）

である。

　真の結婚は、今日、さまざまな段階と程度で、あちこ

ちに大きく離れた地点で存在している。 しかし、世界の

分断力はあまりにも蔓延しており、破壊者の風によって

侵害され、破壊され、荒れ果てた家庭の大まかな割合を

見積もることさえ繰り返されている。このような不貞、

無責任の洪水は、意識をより高い生命の次元に引き上げ

ることによってのみ阻止することができる。 その次元は、

その人のものになるであろう、より大きな広がりと壮大

な実現を自分自身に明らかにすることによって、自分が

引き受けた義務を自発的に果たす必要性に対して、人間

を変容させ、救済し、目覚めさせる、より高い生命の次

元である。四聖者のスクエア（＊）の各角にある「翼の

ある車輪」は回り続けているため、徐々に、確実に、自

分の下降線の力によってではあるが、この認識に至るの

である。北、南、東、西の統治者は、カーディナル・ポ

イントの特異な性質を制御し、指示し、主宰しており、

決して監視を止めない。カルマが要求し、その命令を実

行するために、肉体の、物質的な代理人が要求されると

き、彼らは人類と生命全般に有益なまたは邪悪な影響を

与えることで応答する。北と西の車輪から、健康、災害、

病気、戦争、伝染病が解き放たれる。神の栄光は、その

総合的で多様な性質において、東と南の回転によって解

き放たれる。北風は、太陽の下のすべての悪を担ってい

るとして、預言者や詩人によって呪われた。洗礼と祝福

のために東に向かう前に、西風は、その内在する精神が

より良く放棄されるかもしれない神秘主義者によって直

面され、その後、南風の「穴」（ピット）に入り、彼自

身の性質の中に元素（エレメンタル）の旋風、歪み、ハ

リケーンを探索し、発見し、目撃し、記録する。カルマ

の４つのポイントから風を見ると、古今東西の宗教は、

風を神の特別な使者、あるいは神の声と見なしてきたこ

とは、もっともなことではないだろうか。異教徒は風に

犠牲を捧げるよう勧められ、キリスト教徒は偉大な強風

の中に主を求める。貿易風や凪のために特別な祈りが捧

げられる。すべての人は、何らかの形でエレメントを支

配する力を認識し、知的にせよ、そうでないにしても、

その強力な代理人を通して働くカルマの調整を感じてい

るのである。

（＊）訳註：Square は正方形、四角。

　「聖なる者たちの軍隊」は、正当な季節に、東、南、北、

西の「翼のある車輪」を動かし、それぞれの特定の目的は、

その強力な回転によって達成されるのである。人間は多

かれ少なかれ、外界の自然の風とその起源と効果に精通

している。しかし、生涯にわたって風と接触し、風と戦っ

ていても、立ち止まってその内なる意味や意義、自分の

揺るぎない献身、共通の言語、沈黙の交流、共感的な感

情によって、あなたは今頃、私を知っていて、ためらい

や疑問なく知っているはずである。もし「父の声」が、

ある条件下やある抑揚（声の変化）を除いてはわからな

いとしたら、もし「母の手」が、ペンを変えてもわから

ないとしたら、私はただ、近づいて読め、もっと深く感

じなさい、と言うしかない。というのも、あなたは本当

に遠く離れていて、外的な手段で確認することはできな

いからである。親（a parent）は、外見や容姿によるの

ではなく、霊的、魂的、分子的、細胞的な「法則」によって、

魂と魂の関係が遠い過去から決定され、成長、発達、奉

仕のために、現在まさに血流そのものの中にある。 そし

て、長い間、その中から発したものへと、ますます強く

なっていく意識がある。そして、長い螺旋状の流れの中

で、意識は絶えず増大し、強化されながら、「そこから

生まれたもの」に向かって内側に向かうのである。

　この成長あるいは進化の法則は、現代の最高傑作であ

る『シークレット・ドクトリン』の中で、最も素晴らしく、

最も包括的な度合いで述べられている。『シークレット・

ドクトリン』は、その高貴な地位からその書を引き離そ

うとする人々の悟りと助けのために、不断の忠誠心に

よってアカシックレコードと聖なる象徴的著作から書か

れたものである。 今日、同じような勢力が、ロッジの聖

火を高く掲げている人々と同じように行うのと同様であ

る。その人々は偉大な光の前に立ってその目的を理解す

ることができないからである。

　宇宙進化のシステム、つまり世界が生まれ、再び原初

の本質に戻る「親と子孫の法則」は、人間が生まれ、死に、

輪廻転生するのと同じ法則であるが、より大きな、より

広大なスケールで行われる。霊と形態は７つの世界の並

行する流れを進み、ますます多くの生き物を表現し、宇

宙のスキームが完成して究極のものが再び根源となり、

別の進化の一歩（ストライド）が「巨大なフォハット」

に覆われ、別の顕現期間が完了するまで、７つの連鎖と

世界の霊的存在、支配者、天使またはデーヴァたちによっ

て見守られている進化の連鎖と一連の連鎖を形成する。

すべての物質、力、意識の背後と内部で、この法則が働

いている。もしそれが侵害された場合、もし試みが理想、

またはそれを提示し、育成し、育てたことの裏切りによっ

てそれを否認するために行われた場合、それは外側・物

質的な階層であろうと、メンタル的や霊的であろうと、

力の作用はそれが起こった階層上の「力の法則」に従っ

て同一の程度と強度である。

　このような場合、落下（墜落）の衝撃、分子的および

その他の乱れは、線が再び確立され、鎖が再び溶接され

るまで、必然的に苦しみ、複雑さ、困難を伴う。悲しい

ことに、多くの転生を経験するまで、再結合を実現する

ことはできないかもしれない。なぜなら、過ちは償われ

なければならず、４つのカーディナルの風の軍勢（the 

Armies of the Four Cardinal Winds）（＊）によって、「見

えない隅」に散った無数の小さな命に最後の一点の正義

を与え、再び彼らを見つけて自分のものにするために呼

び集めなければならないからである。

＊訳註：カーディナルは占星術で白羊、巨
きょ

蟹
かい

、天秤、

磨
ま

羯
かつ

の４宮。

　生命の風は、外界の自然の風が吹くのと同じ理由で、

またそれ以上に正確に、ある一定の間隔で吹いている。

それは、枯れたもの、役に立たないもの、死んだもの、

成長の道を阻むものが、道から一掃されて、新しく優れ

たものが生き、花を咲かせることができるようにするた

めである。このように、感情、感覚、知性の風は、「門

の番人」が許す限り、個人の生活、組織、国家、民族、

人類全体を、善かれ悪しかれ一掃するのである。そのよ

うな時、心と体はしばしば恐怖に襲われ、狂ったように

荒れ狂い、助けを求めて泣き叫び、嵐の沈静を求めて罵

詈雑言を浴びせかける。または、優越性の空虚な宣言を

通じて大胆に「支配勢力」（the Ruling Powers）に逆らっ

て、自分自身が原因であり調整者であることをすっかり

忘れて、監査官もなだめ役も自分の魂と霊の静寂の奥深

くに隠れていて、最初に呼び出されたら応答し、心（マ

インド）の命令を実行するのを待っている。心の命令を

「いつでも」行うには、心が十分に静かで、穏やかな表

面を作り、内面から生じる構築的で、凝集的で、建設的

な力が定着し状況を支配することを許可しなければなら

ないのである。人種も個人も、激しい活動の時期によっ

て成長しなければならないし、厳しい緊張の条件によっ

て試されなければならない。そのような時には、安定し

た、強い集中力によって均衡を保ち、じっと立って嵐が

過ぎ去るのを待たなければならない。精神と心を形にす

る高次の資質が進化の道を示し、道を確実に、明確に指

し示す「導き手」を明らかにするために、原理と信念を

放棄することなく立ち止まりなさい。惑星は、回転する

螺旋運動によって存在し、それ自体を保持している。し

かし、もし天の球体がその中心を離れ、通り過ぎる彗星

を追うように宇宙へ出て行ったとしたら、惑星はどこに

あり、星座の壮大さはどこにあり、魂の目は何を喜ぶだ

ろうか。カオスが支配するだろう。

　なぜ、このタイミングでこのようなテーマにこだわる

のかと思うであろう。あなた方は多くを求めた。それは

あなた方に与えられている。それはあなた方自身に適用

を見極めるために残されているのである。この一年の教

訓、来るべき一年への鍵は、ここで語られたことの中に

含まれている。太陽か恒星か、惑星か彗星か、私たちは

それぞれ自分の道を選び、選択したとおりになるだろう、

今発せられた言葉があなた方の耳に届くのと同じよう

に。

　一年前に、最も神聖で、神秘的で、重要で、単純で、

人生の中で最も理解されていない主題である、ロッジの

内外での結婚について、多くの点でこれまでにない詳細

な説明がなされた。 なぜ単純かというと、永遠に、普遍

的に明らかにされているからである！ なぜ神秘的なこと

かというと、内面から生まれ、「秘密の中の秘密」だか

らである。霊的、精神（メンタル）的、肉体的なすべて

の面において、すべての階層で等しく重要であり、言及

された指示で示されたように、今日最も深く考慮すべき

主題であり、それは間違いなく、否定できない「新しい

人類」がその周りに築かれるべき「かなめ石」（＊）で

あるためだ。

＊訳注：かなめ石（The Key Stone）とは、絵図の k の

部分にある、アーチ頂上中央部の楔形の石。

精神生活や霊的生活への適用、関係、影響について、風

から学び取ることはないだろう。

　暗闇からより深い暗闇へと、常に無知のまま歩むこと

のないように、「人よ汝自身を知れ」の季節に、人類の

中に「生命の内なる風」が解き放たれ、風の仕事が果た

されるまで、その道を歩むことが許されている。

　マインド、知性、声、名前、理性、思考、火・・・つ

まり高次の自己は、７つの生命の風、７つのハーモニー、

生命の寺院の七人の神官であり、すべての活動に入り、

存在のすべての面、生命のすべての等級において司祭と

なる。

　人々の寺院の司祭職に、個々のメンバーの魂の中の司

祭職に、人類全体の司祭職に、すべての組織、階級、政府、

貧民、国家、社会における司祭職に、来るべき「汝自身

を知れ」の季節に人を目覚めさせる責任がかかっている。

そして、７つの風の呼びかけに目覚め、純粋に職務を遂

行し、真に奉仕する彼らの力によって、人類の現代に成

就する「人よ汝自身を知れ」の季節の約束がかかってい

る。

1927 年 6月 30 日

ヒラリオン

 



際限も疑いも恐れも知らない愛と信仰をもって解放して

くれるのを待っている。夜よりも黒く、暗いのは、彼ら

が私を投げ入れた地下牢である。彼らとは、邪悪な精神、

硬直した心 ( ハート )、疑惑の自己、貪欲、疑い、憎悪、

すべての低級な性質、習慣、特性である。夜、暗い闇夜に、

私はあなたが来るのを待っている。私が故郷の太陽、澄

んだ空気、広い野原、広い道に踏み出すための「窓」を

引き上げておくれ。その「窓」はあなただけが、強く持っ

た「信仰」によって持ち上げることができるのだ。

1927 年 7月 12 日

＋

＊＊＊＊＊

内なる探求をせよ

　私が話すことをあなたは聞きたいだろうか？それな

ら、 内なる探求を。私の存在を近くに感じたいか？ それ

なら、内なる探求を。あなたは光を見て、知りたいか？ 

あなたは道を見つけ、保持したいだろうか？ それなら、

内なる探求を。より高みに登ることができるだろうか？ 

より優しく、より真実で、より勇敢に構え、思いやりの

ある、より高貴な存在になりたいだろうか？ 自分の欠点

を学び、認め、より良い生き方によってそれらの返済を

するだろうか？ それなら、内なる探求を、と私は言う。

私があなたと共にあり、あなたの近くにいること、あな

たと共に歩み、共に語り合うことのしるしと証拠を、あ

なたは持っていることだろう。そして、あなたは他の人々

にもそれを知ってもらうだろう。彼らにあなたが価値あ

る存在であることを知ってもらうだろうから。もう一度、

さらにもう一度、私は言う。それなら（心の）内を見よ（理

解せよ）。そうすればこそ、あなたは私を知ることがで

きる。そうでなければ、あなたは私に到達することがで

きない。そのようにして初めて、あなたは他の人たちに

到達して、あなたと私が一体であり、互いに知り合って

いることを証明し、明らかにすることができるのだ。

1927 年 7月 14 日

モリヤ

＊＊＊＊＊

大会へのマスターのメッセージ

私の子供たちよ、

　私からは何が欲しいか？ 談話、呪文、科学的な発明、

哲学的あるいはその他の論説が欲しいか？ 私はロッジか

ら直接、光と調和の交響楽団の全楽譜を贈る。あなたが

たの中には、過ぎ去る心象の魅力のために、またはそれ

があなたがたに届く手段や方法、あるいは、その表記が

誰の手によるのかをめぐる論争で生じた音のおしゃべり

のために、視覚を別の場所に呼び寄せたり、読んだり聞

いたりできない者もいる。私は、私を呼び出したすべて

の人に語りかける。彼らがここにいようと、そこにいよ

うと、どこにいようと、敵であろうと味方であろうと、

仲間であろうと他人であろうと、呼びかけが無言でも有

声でも、直接的か間接的であろうと、意識的かそうでな

いかにかかわらず。私は呼ばれたのである。私は答える。

　船が沈み、人が溺れているとき、演説をするのが正し

いのか、それとも、綱を投げ、救命ボートを出し、暗い

海に光を放つのがより正しいのか？ 旋風が吹いていた

ら、大勢の人を野外に呼び出すのが得策か、それとも可

能なら民衆を安全な保護下に置く方が思いやりや分別が

あるのだろうか。飛行機が濃い霧と暗闇の中で遭難し、

救助と安全な降下のために陸地との通信を確立しようと

必死に努力している場合、軍隊を呼び寄せ、大衆に演習

3

を披露して何か達成できるだろうか？ それは、危機が去

るまで関係者間の通信を厳重かつ密接に保ち、さらなる

苦痛と災難の混乱を避けるために、できるだけ興奮を起

こさない、静かで効率的で即座の対応と救済の時ではな

いだろうか？

　あなたなら、何を手に入れたいのか？ あなたが求める

のは真理なのか、それとも外形や衣服、外見や様式なの

か？ それが真実であるならば、あなたは今までに答えを

聞き、見つけている。そして、あなた自身の魂の沈黙の

中で、信頼と義務への忠実さ、神聖な義務の履行、厳粛

になされた聖なる誓いの履行を通して私を探し、知った

あなたに、そして高級我に認められ、偉大なる同胞団員

たちの臨在の中で厳粛に誓い認められ、彼らによって受

け入れられたあなたに、ロッジの名と光の中で、新しい

勇気と力と兄弟たちの祝福・愛を与えよう。

　衣服や形態を求めるのなら、これらは常に変化するも

のであり、真理だけが安定していることを知らないの

か？ 外見やスタイルであるならば、これらは条件や時間

によって変化することを知らないのか？ どうやって私を

納得させるというのだろうか？ 私を呼ぶ前に、すでに自

分自身で答えを出しているのか？ では、呼ぶ必要がどこ

にあるのか？ どの郵便で返事を送るか、どの色とデザイ

ンの切手を使うか、あらかじめ決めてあるのか？ あなた

にとって重要なのはこれらの点だろうか、それとも応答

が安全に確保され、必要な情報と指導があなたに保証さ

れることが、より特別な価値なのであろうか？ あなたは

私にどんな自由を与えるのか？ どのような制限で私を縛

るのか？ あなたは私をマスターと呼ぶ。あなたは私を奴

隷として束縛し、時間や地点や階層や手順（やり方）に

縛り付けるだろう。もし私たちが一族としての愛、意識

的な知識と関係、相互の助け合い、優しさ、最高のもの

への服従における不変の目的、低き者への奉仕の中で、

そしてそれらを通して一つになるならば、私はすべての

人に仕える者であり、私があなたにもそうあってほしい

と思うように、仕える者とマスターはひとつなのだ。

　これらの手段、これらの道、これらの力によって、私

はあなたに届くのである。通り過ぎる風、乱れる波、エー

テルの乱れ、轟く潮流、巧妙な仕掛けによって、私はやっ

て来るのではない。長年の付き合い（つながり）による

訳注：＋はヒラリオン師のサインと思われます。

キリストの夢の木

　幹が雪のように白い。葉や枝が雪のように白い。花は

淡雪のように枝に優しく寄り添い、花びらは羽毛となっ

て、柔らかい毛布のように地面の上に落ちている。

　雪のように白い根は、見えないけれども、大地の奥深

くで覆われている。その根は暗い土に囲まれ、生命、食物、

水分、栄養、成長、心 ( ハート ) の純粋さ、汚れなき衣

のための無私の樹液、変容した体、ニルマナカーヤの天

使、慈しみ、守護、助けに値するすべての人々を、保護

する。それはキリストの夢の木であり、生きている最も

巨大で最も高貴な木である。自己犠牲を払い、与え、苦

しんでいる人類を、それが必要とされる限り、どんなに

大きな代償があっても、どんなに長く要しようとも、助

ける。カルマの法則が許す限り、人類を見守り保護する

ことを止めない目に見えぬ軍団の代表として、それ（木）

は立っている。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

鈍い灰色の自己の木

　もう一本の木が立っている。鈍い灰色の幹、暗い斑点

が、重い鉄の鎖でぐるぐる巻きにされ、地中の見えない

棒に固定されている。緩んだ根が地上に顔を出し、この

木を倒す恐れがあるため、しっかりと縛られ固定されて

いる。鎖は、中に投獄された「天使」を固定するために

ぴんと張られている。繊細で敏感な翼を傷つけ、押しつ

ぶして、美しい飛翔で広がるのを防ぎ固く結ばれている。

ギザギザの枝で、葉が少なく花のないこの木は、葉や花

の芽が現れるとすぐに、地中の棒により強く引っ張られ、

鎖に別の輪が加えられ、新たに木の周りに巻かれるから

である。欲望の鎖、利己主義の連鎖、感情の輪が、「生

命の開花の流れ」を押しとどめ、後退させる。不安定で

しっかりしていない、価値がなく風と嵐にさらされるこ

の木は、オシリスの影がその上に落ち、テュポンがこの

地を砂漠にするとき、ついに最も確実に破壊されるので

ある。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

投獄されたキリスト

　あなたがたは知らぬが、私は閉ざされた窓の向こうで

縛り付けられ、かんぬきをかけられ、あなたがたが来て

 

（図は Random House 英和大辞典）

　運動として、現時点ではあなた方は主に、詳述された

中で指定された第五位の結婚、つまり真の秘教の方針に

沿って神聖を形にすることに取り組まなければならな

い。そこで述べられているように、これは困難な仕事で

ある。完全な肉体を存在させるのは比較的簡単であるが、

真のロッジの方針と原則に沿ってそれに生命を与えるの

は、まったく別の奉仕である。あなた方は、このことが

より真実であることを発見した。欲望と意志がこの秩序

を支配しており、征服すること、そして征服したときに

保持することが、これほど難しい原則はないだろう。し

かしそれが達成されれば、ロッジの方針が確立される。

これらの方針（ライン）は常に普遍的であり、クマラた

ちが新しい人種の化身するオーリック球に受肉し、高次

の三位一体の光と智慧と力を与えて入るための道（経路）

である。

　真の結婚は、今日、さまざまな段階と程度で、あちこ

ちに大きく離れた地点で存在している。 しかし、世界の

分断力はあまりにも蔓延しており、破壊者の風によって

侵害され、破壊され、荒れ果てた家庭の大まかな割合を

見積もることさえ繰り返されている。このような不貞、

無責任の洪水は、意識をより高い生命の次元に引き上げ

ることによってのみ阻止することができる。 その次元は、

その人のものになるであろう、より大きな広がりと壮大

な実現を自分自身に明らかにすることによって、自分が

引き受けた義務を自発的に果たす必要性に対して、人間

を変容させ、救済し、目覚めさせる、より高い生命の次

元である。四聖者のスクエア（＊）の各角にある「翼の

ある車輪」は回り続けているため、徐々に、確実に、自

分の下降線の力によってではあるが、この認識に至るの

である。北、南、東、西の統治者は、カーディナル・ポ

イントの特異な性質を制御し、指示し、主宰しており、

決して監視を止めない。カルマが要求し、その命令を実

行するために、肉体の、物質的な代理人が要求されると

き、彼らは人類と生命全般に有益なまたは邪悪な影響を

与えることで応答する。北と西の車輪から、健康、災害、

病気、戦争、伝染病が解き放たれる。神の栄光は、その

総合的で多様な性質において、東と南の回転によって解

き放たれる。北風は、太陽の下のすべての悪を担ってい

るとして、預言者や詩人によって呪われた。洗礼と祝福

のために東に向かう前に、西風は、その内在する精神が

より良く放棄されるかもしれない神秘主義者によって直

面され、その後、南風の「穴」（ピット）に入り、彼自

身の性質の中に元素（エレメンタル）の旋風、歪み、ハ

リケーンを探索し、発見し、目撃し、記録する。カルマ

の４つのポイントから風を見ると、古今東西の宗教は、

風を神の特別な使者、あるいは神の声と見なしてきたこ

とは、もっともなことではないだろうか。異教徒は風に

犠牲を捧げるよう勧められ、キリスト教徒は偉大な強風

の中に主を求める。貿易風や凪のために特別な祈りが捧

げられる。すべての人は、何らかの形でエレメントを支

配する力を認識し、知的にせよ、そうでないにしても、

その強力な代理人を通して働くカルマの調整を感じてい

るのである。

（＊）訳註：Square は正方形、四角。

　「聖なる者たちの軍隊」は、正当な季節に、東、南、北、

西の「翼のある車輪」を動かし、それぞれの特定の目的は、

その強力な回転によって達成されるのである。人間は多

かれ少なかれ、外界の自然の風とその起源と効果に精通

している。しかし、生涯にわたって風と接触し、風と戦っ

ていても、立ち止まってその内なる意味や意義、自分の

揺るぎない献身、共通の言語、沈黙の交流、共感的な感

情によって、あなたは今頃、私を知っていて、ためらい

や疑問なく知っているはずである。もし「父の声」が、

ある条件下やある抑揚（声の変化）を除いてはわからな

いとしたら、もし「母の手」が、ペンを変えてもわから

ないとしたら、私はただ、近づいて読め、もっと深く感

じなさい、と言うしかない。というのも、あなたは本当

に遠く離れていて、外的な手段で確認することはできな

いからである。親（a parent）は、外見や容姿によるの

ではなく、霊的、魂的、分子的、細胞的な「法則」によって、

魂と魂の関係が遠い過去から決定され、成長、発達、奉

仕のために、現在まさに血流そのものの中にある。 そし

て、長い間、その中から発したものへと、ますます強く

なっていく意識がある。そして、長い螺旋状の流れの中

で、意識は絶えず増大し、強化されながら、「そこから

生まれたもの」に向かって内側に向かうのである。

　この成長あるいは進化の法則は、現代の最高傑作であ

る『シークレット・ドクトリン』の中で、最も素晴らしく、

最も包括的な度合いで述べられている。『シークレット・

ドクトリン』は、その高貴な地位からその書を引き離そ

うとする人々の悟りと助けのために、不断の忠誠心に

よってアカシックレコードと聖なる象徴的著作から書か

れたものである。 今日、同じような勢力が、ロッジの聖

火を高く掲げている人々と同じように行うのと同様であ

る。その人々は偉大な光の前に立ってその目的を理解す

ることができないからである。

　宇宙進化のシステム、つまり世界が生まれ、再び原初

の本質に戻る「親と子孫の法則」は、人間が生まれ、死に、

輪廻転生するのと同じ法則であるが、より大きな、より

広大なスケールで行われる。霊と形態は７つの世界の並

行する流れを進み、ますます多くの生き物を表現し、宇

宙のスキームが完成して究極のものが再び根源となり、

別の進化の一歩（ストライド）が「巨大なフォハット」

に覆われ、別の顕現期間が完了するまで、７つの連鎖と

世界の霊的存在、支配者、天使またはデーヴァたちによっ

て見守られている進化の連鎖と一連の連鎖を形成する。

すべての物質、力、意識の背後と内部で、この法則が働

いている。もしそれが侵害された場合、もし試みが理想、

またはそれを提示し、育成し、育てたことの裏切りによっ

てそれを否認するために行われた場合、それは外側・物

質的な階層であろうと、メンタル的や霊的であろうと、

力の作用はそれが起こった階層上の「力の法則」に従っ

て同一の程度と強度である。

　このような場合、落下（墜落）の衝撃、分子的および

その他の乱れは、線が再び確立され、鎖が再び溶接され

るまで、必然的に苦しみ、複雑さ、困難を伴う。悲しい

ことに、多くの転生を経験するまで、再結合を実現する

ことはできないかもしれない。なぜなら、過ちは償われ

なければならず、４つのカーディナルの風の軍勢（the 

Armies of the Four Cardinal Winds）（＊）によって、「見

えない隅」に散った無数の小さな命に最後の一点の正義

を与え、再び彼らを見つけて自分のものにするために呼

び集めなければならないからである。

＊訳註：カーディナルは占星術で白羊、巨
きょ

蟹
かい

、天秤、

磨
ま

羯
かつ

の４宮。

　生命の風は、外界の自然の風が吹くのと同じ理由で、

またそれ以上に正確に、ある一定の間隔で吹いている。

それは、枯れたもの、役に立たないもの、死んだもの、

成長の道を阻むものが、道から一掃されて、新しく優れ

たものが生き、花を咲かせることができるようにするた

めである。このように、感情、感覚、知性の風は、「門

の番人」が許す限り、個人の生活、組織、国家、民族、

人類全体を、善かれ悪しかれ一掃するのである。そのよ

うな時、心と体はしばしば恐怖に襲われ、狂ったように

荒れ狂い、助けを求めて泣き叫び、嵐の沈静を求めて罵

詈雑言を浴びせかける。または、優越性の空虚な宣言を

通じて大胆に「支配勢力」（the Ruling Powers）に逆らっ

て、自分自身が原因であり調整者であることをすっかり

忘れて、監査官もなだめ役も自分の魂と霊の静寂の奥深

くに隠れていて、最初に呼び出されたら応答し、心（マ

インド）の命令を実行するのを待っている。心の命令を

「いつでも」行うには、心が十分に静かで、穏やかな表

面を作り、内面から生じる構築的で、凝集的で、建設的

な力が定着し状況を支配することを許可しなければなら

ないのである。人種も個人も、激しい活動の時期によっ

て成長しなければならないし、厳しい緊張の条件によっ

て試されなければならない。そのような時には、安定し

た、強い集中力によって均衡を保ち、じっと立って嵐が

過ぎ去るのを待たなければならない。精神と心を形にす

る高次の資質が進化の道を示し、道を確実に、明確に指

し示す「導き手」を明らかにするために、原理と信念を

放棄することなく立ち止まりなさい。惑星は、回転する

螺旋運動によって存在し、それ自体を保持している。し

かし、もし天の球体がその中心を離れ、通り過ぎる彗星

を追うように宇宙へ出て行ったとしたら、惑星はどこに

あり、星座の壮大さはどこにあり、魂の目は何を喜ぶだ

ろうか。カオスが支配するだろう。

　なぜ、このタイミングでこのようなテーマにこだわる

のかと思うであろう。あなた方は多くを求めた。それは

あなた方に与えられている。それはあなた方自身に適用

を見極めるために残されているのである。この一年の教

訓、来るべき一年への鍵は、ここで語られたことの中に

含まれている。太陽か恒星か、惑星か彗星か、私たちは

それぞれ自分の道を選び、選択したとおりになるだろう、

今発せられた言葉があなた方の耳に届くのと同じよう

に。

　一年前に、最も神聖で、神秘的で、重要で、単純で、

人生の中で最も理解されていない主題である、ロッジの

内外での結婚について、多くの点でこれまでにない詳細

な説明がなされた。 なぜ単純かというと、永遠に、普遍

的に明らかにされているからである！ なぜ神秘的なこと

かというと、内面から生まれ、「秘密の中の秘密」だか

らである。霊的、精神（メンタル）的、肉体的なすべて

の面において、すべての階層で等しく重要であり、言及

された指示で示されたように、今日最も深く考慮すべき

主題であり、それは間違いなく、否定できない「新しい

人類」がその周りに築かれるべき「かなめ石」（＊）で

あるためだ。

＊訳注：かなめ石（The Key Stone）とは、絵図の k の

部分にある、アーチ頂上中央部の楔形の石。

精神生活や霊的生活への適用、関係、影響について、風

から学び取ることはないだろう。

　暗闇からより深い暗闇へと、常に無知のまま歩むこと

のないように、「人よ汝自身を知れ」の季節に、人類の

中に「生命の内なる風」が解き放たれ、風の仕事が果た

されるまで、その道を歩むことが許されている。

　マインド、知性、声、名前、理性、思考、火・・・つ

まり高次の自己は、７つの生命の風、７つのハーモニー、

生命の寺院の七人の神官であり、すべての活動に入り、

存在のすべての面、生命のすべての等級において司祭と

なる。

　人々の寺院の司祭職に、個々のメンバーの魂の中の司

祭職に、人類全体の司祭職に、すべての組織、階級、政府、

貧民、国家、社会における司祭職に、来るべき「汝自身

を知れ」の季節に人を目覚めさせる責任がかかっている。

そして、７つの風の呼びかけに目覚め、純粋に職務を遂

行し、真に奉仕する彼らの力によって、人類の現代に成

就する「人よ汝自身を知れ」の季節の約束がかかってい

る。

1927 年 6月 30 日

ヒラリオン

 



際限も疑いも恐れも知らない愛と信仰をもって解放して

くれるのを待っている。夜よりも黒く、暗いのは、彼ら

が私を投げ入れた地下牢である。彼らとは、邪悪な精神、

硬直した心 ( ハート )、疑惑の自己、貪欲、疑い、憎悪、

すべての低級な性質、習慣、特性である。夜、暗い闇夜に、

私はあなたが来るのを待っている。私が故郷の太陽、澄

んだ空気、広い野原、広い道に踏み出すための「窓」を

引き上げておくれ。その「窓」はあなただけが、強く持っ

た「信仰」によって持ち上げることができるのだ。

1927 年 7月 12 日

＋

＊＊＊＊＊

内なる探求をせよ

　私が話すことをあなたは聞きたいだろうか？それな

ら、 内なる探求を。私の存在を近くに感じたいか？ それ

なら、内なる探求を。あなたは光を見て、知りたいか？ 

あなたは道を見つけ、保持したいだろうか？ それなら、

内なる探求を。より高みに登ることができるだろうか？ 

より優しく、より真実で、より勇敢に構え、思いやりの

ある、より高貴な存在になりたいだろうか？ 自分の欠点

を学び、認め、より良い生き方によってそれらの返済を

するだろうか？ それなら、内なる探求を、と私は言う。

私があなたと共にあり、あなたの近くにいること、あな

たと共に歩み、共に語り合うことのしるしと証拠を、あ

なたは持っていることだろう。そして、あなたは他の人々

にもそれを知ってもらうだろう。彼らにあなたが価値あ

る存在であることを知ってもらうだろうから。もう一度、

さらにもう一度、私は言う。それなら（心の）内を見よ（理

解せよ）。そうすればこそ、あなたは私を知ることがで

きる。そうでなければ、あなたは私に到達することがで

きない。そのようにして初めて、あなたは他の人たちに

到達して、あなたと私が一体であり、互いに知り合って

いることを証明し、明らかにすることができるのだ。

1927 年 7月 14 日

モリヤ

＊＊＊＊＊

大会へのマスターのメッセージ

私の子供たちよ、

　私からは何が欲しいか？ 談話、呪文、科学的な発明、

哲学的あるいはその他の論説が欲しいか？ 私はロッジか

ら直接、光と調和の交響楽団の全楽譜を贈る。あなたが

たの中には、過ぎ去る心象の魅力のために、またはそれ

があなたがたに届く手段や方法、あるいは、その表記が

誰の手によるのかをめぐる論争で生じた音のおしゃべり

のために、視覚を別の場所に呼び寄せたり、読んだり聞

いたりできない者もいる。私は、私を呼び出したすべて

の人に語りかける。彼らがここにいようと、そこにいよ

うと、どこにいようと、敵であろうと味方であろうと、

仲間であろうと他人であろうと、呼びかけが無言でも有

声でも、直接的か間接的であろうと、意識的かそうでな

いかにかかわらず。私は呼ばれたのである。私は答える。

　船が沈み、人が溺れているとき、演説をするのが正し

いのか、それとも、綱を投げ、救命ボートを出し、暗い

海に光を放つのがより正しいのか？ 旋風が吹いていた

ら、大勢の人を野外に呼び出すのが得策か、それとも可

能なら民衆を安全な保護下に置く方が思いやりや分別が

あるのだろうか。飛行機が濃い霧と暗闇の中で遭難し、

救助と安全な降下のために陸地との通信を確立しようと

必死に努力している場合、軍隊を呼び寄せ、大衆に演習

を披露して何か達成できるだろうか？ それは、危機が去

るまで関係者間の通信を厳重かつ密接に保ち、さらなる

苦痛と災難の混乱を避けるために、できるだけ興奮を起

こさない、静かで効率的で即座の対応と救済の時ではな

いだろうか？

　あなたなら、何を手に入れたいのか？ あなたが求める

のは真理なのか、それとも外形や衣服、外見や様式なの

か？ それが真実であるならば、あなたは今までに答えを

聞き、見つけている。そして、あなた自身の魂の沈黙の

中で、信頼と義務への忠実さ、神聖な義務の履行、厳粛

になされた聖なる誓いの履行を通して私を探し、知った

あなたに、そして高級我に認められ、偉大なる同胞団員

たちの臨在の中で厳粛に誓い認められ、彼らによって受

け入れられたあなたに、ロッジの名と光の中で、新しい

勇気と力と兄弟たちの祝福・愛を与えよう。

　衣服や形態を求めるのなら、これらは常に変化するも

のであり、真理だけが安定していることを知らないの

か？ 外見やスタイルであるならば、これらは条件や時間

によって変化することを知らないのか？ どうやって私を

納得させるというのだろうか？ 私を呼ぶ前に、すでに自

分自身で答えを出しているのか？ では、呼ぶ必要がどこ

にあるのか？ どの郵便で返事を送るか、どの色とデザイ

ンの切手を使うか、あらかじめ決めてあるのか？ あなた

にとって重要なのはこれらの点だろうか、それとも応答

が安全に確保され、必要な情報と指導があなたに保証さ

れることが、より特別な価値なのであろうか？ あなたは

私にどんな自由を与えるのか？ どのような制限で私を縛

るのか？ あなたは私をマスターと呼ぶ。あなたは私を奴

隷として束縛し、時間や地点や階層や手順（やり方）に

縛り付けるだろう。もし私たちが一族としての愛、意識

的な知識と関係、相互の助け合い、優しさ、最高のもの

への服従における不変の目的、低き者への奉仕の中で、

そしてそれらを通して一つになるならば、私はすべての

人に仕える者であり、私があなたにもそうあってほしい

と思うように、仕える者とマスターはひとつなのだ。

　これらの手段、これらの道、これらの力によって、私

はあなたに届くのである。通り過ぎる風、乱れる波、エー

テルの乱れ、轟く潮流、巧妙な仕掛けによって、私はやっ

て来るのではない。長年の付き合い（つながり）による

4

訳注：＋はヒラリオン師のサインと思われます。

キリストの夢の木

　幹が雪のように白い。葉や枝が雪のように白い。花は

淡雪のように枝に優しく寄り添い、花びらは羽毛となっ

て、柔らかい毛布のように地面の上に落ちている。

　雪のように白い根は、見えないけれども、大地の奥深

くで覆われている。その根は暗い土に囲まれ、生命、食物、

水分、栄養、成長、心 ( ハート ) の純粋さ、汚れなき衣

のための無私の樹液、変容した体、ニルマナカーヤの天

使、慈しみ、守護、助けに値するすべての人々を、保護

する。それはキリストの夢の木であり、生きている最も

巨大で最も高貴な木である。自己犠牲を払い、与え、苦

しんでいる人類を、それが必要とされる限り、どんなに

大きな代償があっても、どんなに長く要しようとも、助

ける。カルマの法則が許す限り、人類を見守り保護する

ことを止めない目に見えぬ軍団の代表として、それ（木）

は立っている。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

鈍い灰色の自己の木

　もう一本の木が立っている。鈍い灰色の幹、暗い斑点

が、重い鉄の鎖でぐるぐる巻きにされ、地中の見えない

棒に固定されている。緩んだ根が地上に顔を出し、この

木を倒す恐れがあるため、しっかりと縛られ固定されて

いる。鎖は、中に投獄された「天使」を固定するために

ぴんと張られている。繊細で敏感な翼を傷つけ、押しつ

ぶして、美しい飛翔で広がるのを防ぎ固く結ばれている。

ギザギザの枝で、葉が少なく花のないこの木は、葉や花

の芽が現れるとすぐに、地中の棒により強く引っ張られ、

鎖に別の輪が加えられ、新たに木の周りに巻かれるから

である。欲望の鎖、利己主義の連鎖、感情の輪が、「生

命の開花の流れ」を押しとどめ、後退させる。不安定で

しっかりしていない、価値がなく風と嵐にさらされるこ

の木は、オシリスの影がその上に落ち、テュポンがこの

地を砂漠にするとき、ついに最も確実に破壊されるので

ある。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

投獄されたキリスト

　あなたがたは知らぬが、私は閉ざされた窓の向こうで

縛り付けられ、かんぬきをかけられ、あなたがたが来て

 

（図は Random House 英和大辞典）

　運動として、現時点ではあなた方は主に、詳述された

中で指定された第五位の結婚、つまり真の秘教の方針に

沿って神聖を形にすることに取り組まなければならな

い。そこで述べられているように、これは困難な仕事で

ある。完全な肉体を存在させるのは比較的簡単であるが、

真のロッジの方針と原則に沿ってそれに生命を与えるの

は、まったく別の奉仕である。あなた方は、このことが

より真実であることを発見した。欲望と意志がこの秩序

を支配しており、征服すること、そして征服したときに

保持することが、これほど難しい原則はないだろう。し

かしそれが達成されれば、ロッジの方針が確立される。

これらの方針（ライン）は常に普遍的であり、クマラた

ちが新しい人種の化身するオーリック球に受肉し、高次

の三位一体の光と智慧と力を与えて入るための道（経路）

である。

　真の結婚は、今日、さまざまな段階と程度で、あちこ

ちに大きく離れた地点で存在している。 しかし、世界の

分断力はあまりにも蔓延しており、破壊者の風によって

侵害され、破壊され、荒れ果てた家庭の大まかな割合を

見積もることさえ繰り返されている。このような不貞、

無責任の洪水は、意識をより高い生命の次元に引き上げ

ることによってのみ阻止することができる。 その次元は、

その人のものになるであろう、より大きな広がりと壮大

な実現を自分自身に明らかにすることによって、自分が

引き受けた義務を自発的に果たす必要性に対して、人間

を変容させ、救済し、目覚めさせる、より高い生命の次

元である。四聖者のスクエア（＊）の各角にある「翼の

ある車輪」は回り続けているため、徐々に、確実に、自

分の下降線の力によってではあるが、この認識に至るの

である。北、南、東、西の統治者は、カーディナル・ポ

イントの特異な性質を制御し、指示し、主宰しており、

決して監視を止めない。カルマが要求し、その命令を実

行するために、肉体の、物質的な代理人が要求されると

き、彼らは人類と生命全般に有益なまたは邪悪な影響を

与えることで応答する。北と西の車輪から、健康、災害、

病気、戦争、伝染病が解き放たれる。神の栄光は、その

総合的で多様な性質において、東と南の回転によって解

き放たれる。北風は、太陽の下のすべての悪を担ってい

るとして、預言者や詩人によって呪われた。洗礼と祝福

のために東に向かう前に、西風は、その内在する精神が

より良く放棄されるかもしれない神秘主義者によって直

面され、その後、南風の「穴」（ピット）に入り、彼自

身の性質の中に元素（エレメンタル）の旋風、歪み、ハ

リケーンを探索し、発見し、目撃し、記録する。カルマ

の４つのポイントから風を見ると、古今東西の宗教は、

風を神の特別な使者、あるいは神の声と見なしてきたこ

とは、もっともなことではないだろうか。異教徒は風に

犠牲を捧げるよう勧められ、キリスト教徒は偉大な強風

の中に主を求める。貿易風や凪のために特別な祈りが捧

げられる。すべての人は、何らかの形でエレメントを支

配する力を認識し、知的にせよ、そうでないにしても、

その強力な代理人を通して働くカルマの調整を感じてい

るのである。

（＊）訳註：Square は正方形、四角。

　「聖なる者たちの軍隊」は、正当な季節に、東、南、北、

西の「翼のある車輪」を動かし、それぞれの特定の目的は、

その強力な回転によって達成されるのである。人間は多

かれ少なかれ、外界の自然の風とその起源と効果に精通

している。しかし、生涯にわたって風と接触し、風と戦っ

ていても、立ち止まってその内なる意味や意義、自分の

揺るぎない献身、共通の言語、沈黙の交流、共感的な感

情によって、あなたは今頃、私を知っていて、ためらい

や疑問なく知っているはずである。もし「父の声」が、

ある条件下やある抑揚（声の変化）を除いてはわからな

いとしたら、もし「母の手」が、ペンを変えてもわから

ないとしたら、私はただ、近づいて読め、もっと深く感

じなさい、と言うしかない。というのも、あなたは本当

に遠く離れていて、外的な手段で確認することはできな

いからである。親（a parent）は、外見や容姿によるの

ではなく、霊的、魂的、分子的、細胞的な「法則」によって、

魂と魂の関係が遠い過去から決定され、成長、発達、奉

仕のために、現在まさに血流そのものの中にある。 そし

て、長い間、その中から発したものへと、ますます強く

なっていく意識がある。そして、長い螺旋状の流れの中

で、意識は絶えず増大し、強化されながら、「そこから

生まれたもの」に向かって内側に向かうのである。

　この成長あるいは進化の法則は、現代の最高傑作であ

る『シークレット・ドクトリン』の中で、最も素晴らしく、

最も包括的な度合いで述べられている。『シークレット・

ドクトリン』は、その高貴な地位からその書を引き離そ

うとする人々の悟りと助けのために、不断の忠誠心に

よってアカシックレコードと聖なる象徴的著作から書か

れたものである。 今日、同じような勢力が、ロッジの聖

火を高く掲げている人々と同じように行うのと同様であ

る。その人々は偉大な光の前に立ってその目的を理解す

ることができないからである。

　宇宙進化のシステム、つまり世界が生まれ、再び原初

の本質に戻る「親と子孫の法則」は、人間が生まれ、死に、

輪廻転生するのと同じ法則であるが、より大きな、より

広大なスケールで行われる。霊と形態は７つの世界の並

行する流れを進み、ますます多くの生き物を表現し、宇

宙のスキームが完成して究極のものが再び根源となり、

別の進化の一歩（ストライド）が「巨大なフォハット」

に覆われ、別の顕現期間が完了するまで、７つの連鎖と

世界の霊的存在、支配者、天使またはデーヴァたちによっ

て見守られている進化の連鎖と一連の連鎖を形成する。

すべての物質、力、意識の背後と内部で、この法則が働

いている。もしそれが侵害された場合、もし試みが理想、

またはそれを提示し、育成し、育てたことの裏切りによっ

てそれを否認するために行われた場合、それは外側・物

質的な階層であろうと、メンタル的や霊的であろうと、

力の作用はそれが起こった階層上の「力の法則」に従っ

て同一の程度と強度である。

　このような場合、落下（墜落）の衝撃、分子的および

その他の乱れは、線が再び確立され、鎖が再び溶接され

るまで、必然的に苦しみ、複雑さ、困難を伴う。悲しい

ことに、多くの転生を経験するまで、再結合を実現する

ことはできないかもしれない。なぜなら、過ちは償われ

なければならず、４つのカーディナルの風の軍勢（the 

Armies of the Four Cardinal Winds）（＊）によって、「見

えない隅」に散った無数の小さな命に最後の一点の正義

を与え、再び彼らを見つけて自分のものにするために呼

び集めなければならないからである。

＊訳註：カーディナルは占星術で白羊、巨
きょ

蟹
かい

、天秤、

磨
ま

羯
かつ

の４宮。

　生命の風は、外界の自然の風が吹くのと同じ理由で、

またそれ以上に正確に、ある一定の間隔で吹いている。

それは、枯れたもの、役に立たないもの、死んだもの、

成長の道を阻むものが、道から一掃されて、新しく優れ

たものが生き、花を咲かせることができるようにするた

めである。このように、感情、感覚、知性の風は、「門

の番人」が許す限り、個人の生活、組織、国家、民族、

人類全体を、善かれ悪しかれ一掃するのである。そのよ

うな時、心と体はしばしば恐怖に襲われ、狂ったように

荒れ狂い、助けを求めて泣き叫び、嵐の沈静を求めて罵

詈雑言を浴びせかける。または、優越性の空虚な宣言を

通じて大胆に「支配勢力」（the Ruling Powers）に逆らっ

て、自分自身が原因であり調整者であることをすっかり

忘れて、監査官もなだめ役も自分の魂と霊の静寂の奥深

くに隠れていて、最初に呼び出されたら応答し、心（マ

インド）の命令を実行するのを待っている。心の命令を

「いつでも」行うには、心が十分に静かで、穏やかな表

面を作り、内面から生じる構築的で、凝集的で、建設的

な力が定着し状況を支配することを許可しなければなら

ないのである。人種も個人も、激しい活動の時期によっ

て成長しなければならないし、厳しい緊張の条件によっ

て試されなければならない。そのような時には、安定し

た、強い集中力によって均衡を保ち、じっと立って嵐が

過ぎ去るのを待たなければならない。精神と心を形にす

る高次の資質が進化の道を示し、道を確実に、明確に指

し示す「導き手」を明らかにするために、原理と信念を

放棄することなく立ち止まりなさい。惑星は、回転する

螺旋運動によって存在し、それ自体を保持している。し

かし、もし天の球体がその中心を離れ、通り過ぎる彗星

を追うように宇宙へ出て行ったとしたら、惑星はどこに

あり、星座の壮大さはどこにあり、魂の目は何を喜ぶだ

ろうか。カオスが支配するだろう。

　なぜ、このタイミングでこのようなテーマにこだわる

のかと思うであろう。あなた方は多くを求めた。それは

あなた方に与えられている。それはあなた方自身に適用

を見極めるために残されているのである。この一年の教

訓、来るべき一年への鍵は、ここで語られたことの中に

含まれている。太陽か恒星か、惑星か彗星か、私たちは

それぞれ自分の道を選び、選択したとおりになるだろう、

今発せられた言葉があなた方の耳に届くのと同じよう

に。

　一年前に、最も神聖で、神秘的で、重要で、単純で、

人生の中で最も理解されていない主題である、ロッジの

内外での結婚について、多くの点でこれまでにない詳細

な説明がなされた。 なぜ単純かというと、永遠に、普遍

的に明らかにされているからである！ なぜ神秘的なこと

かというと、内面から生まれ、「秘密の中の秘密」だか

らである。霊的、精神（メンタル）的、肉体的なすべて

の面において、すべての階層で等しく重要であり、言及

された指示で示されたように、今日最も深く考慮すべき

主題であり、それは間違いなく、否定できない「新しい

人類」がその周りに築かれるべき「かなめ石」（＊）で

あるためだ。

＊訳注：かなめ石（The Key Stone）とは、絵図の k の

部分にある、アーチ頂上中央部の楔形の石。

精神生活や霊的生活への適用、関係、影響について、風

から学び取ることはないだろう。

　暗闇からより深い暗闇へと、常に無知のまま歩むこと

のないように、「人よ汝自身を知れ」の季節に、人類の

中に「生命の内なる風」が解き放たれ、風の仕事が果た

されるまで、その道を歩むことが許されている。

　マインド、知性、声、名前、理性、思考、火・・・つ

まり高次の自己は、７つの生命の風、７つのハーモニー、

生命の寺院の七人の神官であり、すべての活動に入り、

存在のすべての面、生命のすべての等級において司祭と

なる。

　人々の寺院の司祭職に、個々のメンバーの魂の中の司

祭職に、人類全体の司祭職に、すべての組織、階級、政府、

貧民、国家、社会における司祭職に、来るべき「汝自身

を知れ」の季節に人を目覚めさせる責任がかかっている。

そして、７つの風の呼びかけに目覚め、純粋に職務を遂

行し、真に奉仕する彼らの力によって、人類の現代に成

就する「人よ汝自身を知れ」の季節の約束がかかってい

る。

1927 年 6月 30 日

ヒラリオン

 



際限も疑いも恐れも知らない愛と信仰をもって解放して

くれるのを待っている。夜よりも黒く、暗いのは、彼ら

が私を投げ入れた地下牢である。彼らとは、邪悪な精神、

硬直した心 ( ハート )、疑惑の自己、貪欲、疑い、憎悪、

すべての低級な性質、習慣、特性である。夜、暗い闇夜に、

私はあなたが来るのを待っている。私が故郷の太陽、澄

んだ空気、広い野原、広い道に踏み出すための「窓」を

引き上げておくれ。その「窓」はあなただけが、強く持っ

た「信仰」によって持ち上げることができるのだ。

1927 年 7月 12 日

＋

＊＊＊＊＊

内なる探求をせよ

　私が話すことをあなたは聞きたいだろうか？それな

ら、 内なる探求を。私の存在を近くに感じたいか？ それ

なら、内なる探求を。あなたは光を見て、知りたいか？ 

あなたは道を見つけ、保持したいだろうか？ それなら、

内なる探求を。より高みに登ることができるだろうか？ 

より優しく、より真実で、より勇敢に構え、思いやりの

ある、より高貴な存在になりたいだろうか？ 自分の欠点

を学び、認め、より良い生き方によってそれらの返済を

するだろうか？ それなら、内なる探求を、と私は言う。

私があなたと共にあり、あなたの近くにいること、あな

たと共に歩み、共に語り合うことのしるしと証拠を、あ

なたは持っていることだろう。そして、あなたは他の人々

にもそれを知ってもらうだろう。彼らにあなたが価値あ

る存在であることを知ってもらうだろうから。もう一度、

さらにもう一度、私は言う。それなら（心の）内を見よ（理

解せよ）。そうすればこそ、あなたは私を知ることがで

きる。そうでなければ、あなたは私に到達することがで

きない。そのようにして初めて、あなたは他の人たちに

到達して、あなたと私が一体であり、互いに知り合って

いることを証明し、明らかにすることができるのだ。

1927 年 7月 14 日

モリヤ

＊＊＊＊＊

大会へのマスターのメッセージ

私の子供たちよ、

　私からは何が欲しいか？ 談話、呪文、科学的な発明、

哲学的あるいはその他の論説が欲しいか？ 私はロッジか

ら直接、光と調和の交響楽団の全楽譜を贈る。あなたが

たの中には、過ぎ去る心象の魅力のために、またはそれ

があなたがたに届く手段や方法、あるいは、その表記が

誰の手によるのかをめぐる論争で生じた音のおしゃべり

のために、視覚を別の場所に呼び寄せたり、読んだり聞

いたりできない者もいる。私は、私を呼び出したすべて

の人に語りかける。彼らがここにいようと、そこにいよ

うと、どこにいようと、敵であろうと味方であろうと、

仲間であろうと他人であろうと、呼びかけが無言でも有

声でも、直接的か間接的であろうと、意識的かそうでな

いかにかかわらず。私は呼ばれたのである。私は答える。

　船が沈み、人が溺れているとき、演説をするのが正し

いのか、それとも、綱を投げ、救命ボートを出し、暗い

海に光を放つのがより正しいのか？ 旋風が吹いていた

ら、大勢の人を野外に呼び出すのが得策か、それとも可

能なら民衆を安全な保護下に置く方が思いやりや分別が

あるのだろうか。飛行機が濃い霧と暗闇の中で遭難し、

救助と安全な降下のために陸地との通信を確立しようと

必死に努力している場合、軍隊を呼び寄せ、大衆に演習

を披露して何か達成できるだろうか？ それは、危機が去

るまで関係者間の通信を厳重かつ密接に保ち、さらなる

苦痛と災難の混乱を避けるために、できるだけ興奮を起

こさない、静かで効率的で即座の対応と救済の時ではな

いだろうか？

　あなたなら、何を手に入れたいのか？ あなたが求める

のは真理なのか、それとも外形や衣服、外見や様式なの

か？ それが真実であるならば、あなたは今までに答えを

聞き、見つけている。そして、あなた自身の魂の沈黙の

中で、信頼と義務への忠実さ、神聖な義務の履行、厳粛

になされた聖なる誓いの履行を通して私を探し、知った

あなたに、そして高級我に認められ、偉大なる同胞団員

たちの臨在の中で厳粛に誓い認められ、彼らによって受

け入れられたあなたに、ロッジの名と光の中で、新しい

勇気と力と兄弟たちの祝福・愛を与えよう。

　衣服や形態を求めるのなら、これらは常に変化するも

のであり、真理だけが安定していることを知らないの

か？ 外見やスタイルであるならば、これらは条件や時間

によって変化することを知らないのか？ どうやって私を

納得させるというのだろうか？ 私を呼ぶ前に、すでに自

分自身で答えを出しているのか？ では、呼ぶ必要がどこ

にあるのか？ どの郵便で返事を送るか、どの色とデザイ

ンの切手を使うか、あらかじめ決めてあるのか？ あなた

にとって重要なのはこれらの点だろうか、それとも応答

が安全に確保され、必要な情報と指導があなたに保証さ

れることが、より特別な価値なのであろうか？ あなたは

私にどんな自由を与えるのか？ どのような制限で私を縛

るのか？ あなたは私をマスターと呼ぶ。あなたは私を奴

隷として束縛し、時間や地点や階層や手順（やり方）に

縛り付けるだろう。もし私たちが一族としての愛、意識

的な知識と関係、相互の助け合い、優しさ、最高のもの

への服従における不変の目的、低き者への奉仕の中で、

そしてそれらを通して一つになるならば、私はすべての

人に仕える者であり、私があなたにもそうあってほしい

と思うように、仕える者とマスターはひとつなのだ。

　これらの手段、これらの道、これらの力によって、私

はあなたに届くのである。通り過ぎる風、乱れる波、エー

テルの乱れ、轟く潮流、巧妙な仕掛けによって、私はやっ

て来るのではない。長年の付き合い（つながり）による

訳注：＋はヒラリオン師のサインと思われます。

キリストの夢の木

　幹が雪のように白い。葉や枝が雪のように白い。花は

淡雪のように枝に優しく寄り添い、花びらは羽毛となっ

て、柔らかい毛布のように地面の上に落ちている。

　雪のように白い根は、見えないけれども、大地の奥深

くで覆われている。その根は暗い土に囲まれ、生命、食物、

水分、栄養、成長、心 ( ハート ) の純粋さ、汚れなき衣

のための無私の樹液、変容した体、ニルマナカーヤの天

使、慈しみ、守護、助けに値するすべての人々を、保護

する。それはキリストの夢の木であり、生きている最も

巨大で最も高貴な木である。自己犠牲を払い、与え、苦

しんでいる人類を、それが必要とされる限り、どんなに

大きな代償があっても、どんなに長く要しようとも、助

ける。カルマの法則が許す限り、人類を見守り保護する

ことを止めない目に見えぬ軍団の代表として、それ（木）

は立っている。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

鈍い灰色の自己の木

　もう一本の木が立っている。鈍い灰色の幹、暗い斑点

が、重い鉄の鎖でぐるぐる巻きにされ、地中の見えない

棒に固定されている。緩んだ根が地上に顔を出し、この

木を倒す恐れがあるため、しっかりと縛られ固定されて

いる。鎖は、中に投獄された「天使」を固定するために

ぴんと張られている。繊細で敏感な翼を傷つけ、押しつ

ぶして、美しい飛翔で広がるのを防ぎ固く結ばれている。

ギザギザの枝で、葉が少なく花のないこの木は、葉や花

の芽が現れるとすぐに、地中の棒により強く引っ張られ、

鎖に別の輪が加えられ、新たに木の周りに巻かれるから

である。欲望の鎖、利己主義の連鎖、感情の輪が、「生

命の開花の流れ」を押しとどめ、後退させる。不安定で

しっかりしていない、価値がなく風と嵐にさらされるこ

の木は、オシリスの影がその上に落ち、テュポンがこの

地を砂漠にするとき、ついに最も確実に破壊されるので

ある。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

投獄されたキリスト

　あなたがたは知らぬが、私は閉ざされた窓の向こうで

縛り付けられ、かんぬきをかけられ、あなたがたが来て
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（図は Random House 英和大辞典）

　運動として、現時点ではあなた方は主に、詳述された

中で指定された第五位の結婚、つまり真の秘教の方針に

沿って神聖を形にすることに取り組まなければならな

い。そこで述べられているように、これは困難な仕事で

ある。完全な肉体を存在させるのは比較的簡単であるが、

真のロッジの方針と原則に沿ってそれに生命を与えるの

は、まったく別の奉仕である。あなた方は、このことが

より真実であることを発見した。欲望と意志がこの秩序

を支配しており、征服すること、そして征服したときに

保持することが、これほど難しい原則はないだろう。し

かしそれが達成されれば、ロッジの方針が確立される。

これらの方針（ライン）は常に普遍的であり、クマラた

ちが新しい人種の化身するオーリック球に受肉し、高次

の三位一体の光と智慧と力を与えて入るための道（経路）

である。

　真の結婚は、今日、さまざまな段階と程度で、あちこ

ちに大きく離れた地点で存在している。 しかし、世界の

分断力はあまりにも蔓延しており、破壊者の風によって

侵害され、破壊され、荒れ果てた家庭の大まかな割合を

見積もることさえ繰り返されている。このような不貞、

無責任の洪水は、意識をより高い生命の次元に引き上げ

ることによってのみ阻止することができる。 その次元は、

その人のものになるであろう、より大きな広がりと壮大

な実現を自分自身に明らかにすることによって、自分が

引き受けた義務を自発的に果たす必要性に対して、人間

を変容させ、救済し、目覚めさせる、より高い生命の次

元である。四聖者のスクエア（＊）の各角にある「翼の

ある車輪」は回り続けているため、徐々に、確実に、自

分の下降線の力によってではあるが、この認識に至るの

である。北、南、東、西の統治者は、カーディナル・ポ

イントの特異な性質を制御し、指示し、主宰しており、

決して監視を止めない。カルマが要求し、その命令を実

行するために、肉体の、物質的な代理人が要求されると

き、彼らは人類と生命全般に有益なまたは邪悪な影響を

与えることで応答する。北と西の車輪から、健康、災害、

病気、戦争、伝染病が解き放たれる。神の栄光は、その

総合的で多様な性質において、東と南の回転によって解

き放たれる。北風は、太陽の下のすべての悪を担ってい

るとして、預言者や詩人によって呪われた。洗礼と祝福

のために東に向かう前に、西風は、その内在する精神が

より良く放棄されるかもしれない神秘主義者によって直

面され、その後、南風の「穴」（ピット）に入り、彼自

身の性質の中に元素（エレメンタル）の旋風、歪み、ハ

リケーンを探索し、発見し、目撃し、記録する。カルマ

の４つのポイントから風を見ると、古今東西の宗教は、

風を神の特別な使者、あるいは神の声と見なしてきたこ

とは、もっともなことではないだろうか。異教徒は風に

犠牲を捧げるよう勧められ、キリスト教徒は偉大な強風

の中に主を求める。貿易風や凪のために特別な祈りが捧

げられる。すべての人は、何らかの形でエレメントを支

配する力を認識し、知的にせよ、そうでないにしても、

その強力な代理人を通して働くカルマの調整を感じてい

るのである。

（＊）訳註：Square は正方形、四角。

　「聖なる者たちの軍隊」は、正当な季節に、東、南、北、

西の「翼のある車輪」を動かし、それぞれの特定の目的は、

その強力な回転によって達成されるのである。人間は多

かれ少なかれ、外界の自然の風とその起源と効果に精通

している。しかし、生涯にわたって風と接触し、風と戦っ

ていても、立ち止まってその内なる意味や意義、自分の

揺るぎない献身、共通の言語、沈黙の交流、共感的な感

情によって、あなたは今頃、私を知っていて、ためらい

や疑問なく知っているはずである。もし「父の声」が、

ある条件下やある抑揚（声の変化）を除いてはわからな

いとしたら、もし「母の手」が、ペンを変えてもわから

ないとしたら、私はただ、近づいて読め、もっと深く感

じなさい、と言うしかない。というのも、あなたは本当

に遠く離れていて、外的な手段で確認することはできな

いからである。親（a parent）は、外見や容姿によるの

ではなく、霊的、魂的、分子的、細胞的な「法則」によって、

魂と魂の関係が遠い過去から決定され、成長、発達、奉

仕のために、現在まさに血流そのものの中にある。 そし

て、長い間、その中から発したものへと、ますます強く

なっていく意識がある。そして、長い螺旋状の流れの中

で、意識は絶えず増大し、強化されながら、「そこから

生まれたもの」に向かって内側に向かうのである。

　この成長あるいは進化の法則は、現代の最高傑作であ

る『シークレット・ドクトリン』の中で、最も素晴らしく、

最も包括的な度合いで述べられている。『シークレット・

ドクトリン』は、その高貴な地位からその書を引き離そ

うとする人々の悟りと助けのために、不断の忠誠心に

よってアカシックレコードと聖なる象徴的著作から書か

れたものである。 今日、同じような勢力が、ロッジの聖

火を高く掲げている人々と同じように行うのと同様であ

る。その人々は偉大な光の前に立ってその目的を理解す

ることができないからである。

　宇宙進化のシステム、つまり世界が生まれ、再び原初

の本質に戻る「親と子孫の法則」は、人間が生まれ、死に、

輪廻転生するのと同じ法則であるが、より大きな、より

広大なスケールで行われる。霊と形態は７つの世界の並

行する流れを進み、ますます多くの生き物を表現し、宇

宙のスキームが完成して究極のものが再び根源となり、

別の進化の一歩（ストライド）が「巨大なフォハット」

に覆われ、別の顕現期間が完了するまで、７つの連鎖と

世界の霊的存在、支配者、天使またはデーヴァたちによっ

て見守られている進化の連鎖と一連の連鎖を形成する。

すべての物質、力、意識の背後と内部で、この法則が働

いている。もしそれが侵害された場合、もし試みが理想、

またはそれを提示し、育成し、育てたことの裏切りによっ

てそれを否認するために行われた場合、それは外側・物

質的な階層であろうと、メンタル的や霊的であろうと、

力の作用はそれが起こった階層上の「力の法則」に従っ

て同一の程度と強度である。

　このような場合、落下（墜落）の衝撃、分子的および

その他の乱れは、線が再び確立され、鎖が再び溶接され

るまで、必然的に苦しみ、複雑さ、困難を伴う。悲しい

ことに、多くの転生を経験するまで、再結合を実現する

ことはできないかもしれない。なぜなら、過ちは償われ

なければならず、４つのカーディナルの風の軍勢（the 

Armies of the Four Cardinal Winds）（＊）によって、「見

えない隅」に散った無数の小さな命に最後の一点の正義

を与え、再び彼らを見つけて自分のものにするために呼

び集めなければならないからである。

＊訳註：カーディナルは占星術で白羊、巨
きょ

蟹
かい

、天秤、

磨
ま

羯
かつ

の４宮。

　生命の風は、外界の自然の風が吹くのと同じ理由で、

またそれ以上に正確に、ある一定の間隔で吹いている。

それは、枯れたもの、役に立たないもの、死んだもの、

成長の道を阻むものが、道から一掃されて、新しく優れ

たものが生き、花を咲かせることができるようにするた

めである。このように、感情、感覚、知性の風は、「門

の番人」が許す限り、個人の生活、組織、国家、民族、

人類全体を、善かれ悪しかれ一掃するのである。そのよ

うな時、心と体はしばしば恐怖に襲われ、狂ったように

荒れ狂い、助けを求めて泣き叫び、嵐の沈静を求めて罵

詈雑言を浴びせかける。または、優越性の空虚な宣言を

通じて大胆に「支配勢力」（the Ruling Powers）に逆らっ

て、自分自身が原因であり調整者であることをすっかり

忘れて、監査官もなだめ役も自分の魂と霊の静寂の奥深

くに隠れていて、最初に呼び出されたら応答し、心（マ

インド）の命令を実行するのを待っている。心の命令を

「いつでも」行うには、心が十分に静かで、穏やかな表

面を作り、内面から生じる構築的で、凝集的で、建設的

な力が定着し状況を支配することを許可しなければなら

ないのである。人種も個人も、激しい活動の時期によっ

て成長しなければならないし、厳しい緊張の条件によっ

て試されなければならない。そのような時には、安定し

た、強い集中力によって均衡を保ち、じっと立って嵐が

過ぎ去るのを待たなければならない。精神と心を形にす

る高次の資質が進化の道を示し、道を確実に、明確に指

し示す「導き手」を明らかにするために、原理と信念を

放棄することなく立ち止まりなさい。惑星は、回転する

螺旋運動によって存在し、それ自体を保持している。し

かし、もし天の球体がその中心を離れ、通り過ぎる彗星

を追うように宇宙へ出て行ったとしたら、惑星はどこに

あり、星座の壮大さはどこにあり、魂の目は何を喜ぶだ

ろうか。カオスが支配するだろう。

　なぜ、このタイミングでこのようなテーマにこだわる

のかと思うであろう。あなた方は多くを求めた。それは

あなた方に与えられている。それはあなた方自身に適用

を見極めるために残されているのである。この一年の教

訓、来るべき一年への鍵は、ここで語られたことの中に

含まれている。太陽か恒星か、惑星か彗星か、私たちは

それぞれ自分の道を選び、選択したとおりになるだろう、

今発せられた言葉があなた方の耳に届くのと同じよう

に。

　一年前に、最も神聖で、神秘的で、重要で、単純で、

人生の中で最も理解されていない主題である、ロッジの

内外での結婚について、多くの点でこれまでにない詳細

な説明がなされた。 なぜ単純かというと、永遠に、普遍

的に明らかにされているからである！ なぜ神秘的なこと

かというと、内面から生まれ、「秘密の中の秘密」だか

らである。霊的、精神（メンタル）的、肉体的なすべて

の面において、すべての階層で等しく重要であり、言及

された指示で示されたように、今日最も深く考慮すべき

主題であり、それは間違いなく、否定できない「新しい

人類」がその周りに築かれるべき「かなめ石」（＊）で

あるためだ。

＊訳注：かなめ石（The Key Stone）とは、絵図の k の

部分にある、アーチ頂上中央部の楔形の石。

精神生活や霊的生活への適用、関係、影響について、風

から学び取ることはないだろう。

　暗闇からより深い暗闇へと、常に無知のまま歩むこと

のないように、「人よ汝自身を知れ」の季節に、人類の

中に「生命の内なる風」が解き放たれ、風の仕事が果た

されるまで、その道を歩むことが許されている。

　マインド、知性、声、名前、理性、思考、火・・・つ

まり高次の自己は、７つの生命の風、７つのハーモニー、

生命の寺院の七人の神官であり、すべての活動に入り、

存在のすべての面、生命のすべての等級において司祭と

なる。

　人々の寺院の司祭職に、個々のメンバーの魂の中の司

祭職に、人類全体の司祭職に、すべての組織、階級、政府、

貧民、国家、社会における司祭職に、来るべき「汝自身

を知れ」の季節に人を目覚めさせる責任がかかっている。

そして、７つの風の呼びかけに目覚め、純粋に職務を遂

行し、真に奉仕する彼らの力によって、人類の現代に成

就する「人よ汝自身を知れ」の季節の約束がかかってい

る。

1927 年 6月 30 日

ヒラリオン

 



際限も疑いも恐れも知らない愛と信仰をもって解放して

くれるのを待っている。夜よりも黒く、暗いのは、彼ら

が私を投げ入れた地下牢である。彼らとは、邪悪な精神、

硬直した心 ( ハート )、疑惑の自己、貪欲、疑い、憎悪、

すべての低級な性質、習慣、特性である。夜、暗い闇夜に、

私はあなたが来るのを待っている。私が故郷の太陽、澄

んだ空気、広い野原、広い道に踏み出すための「窓」を

引き上げておくれ。その「窓」はあなただけが、強く持っ

た「信仰」によって持ち上げることができるのだ。

1927 年 7月 12 日

＋

＊＊＊＊＊

内なる探求をせよ

　私が話すことをあなたは聞きたいだろうか？それな

ら、 内なる探求を。私の存在を近くに感じたいか？ それ

なら、内なる探求を。あなたは光を見て、知りたいか？ 

あなたは道を見つけ、保持したいだろうか？ それなら、

内なる探求を。より高みに登ることができるだろうか？ 

より優しく、より真実で、より勇敢に構え、思いやりの

ある、より高貴な存在になりたいだろうか？ 自分の欠点

を学び、認め、より良い生き方によってそれらの返済を

するだろうか？ それなら、内なる探求を、と私は言う。

私があなたと共にあり、あなたの近くにいること、あな

たと共に歩み、共に語り合うことのしるしと証拠を、あ

なたは持っていることだろう。そして、あなたは他の人々

にもそれを知ってもらうだろう。彼らにあなたが価値あ

る存在であることを知ってもらうだろうから。もう一度、

さらにもう一度、私は言う。それなら（心の）内を見よ（理

解せよ）。そうすればこそ、あなたは私を知ることがで

きる。そうでなければ、あなたは私に到達することがで

きない。そのようにして初めて、あなたは他の人たちに

到達して、あなたと私が一体であり、互いに知り合って

いることを証明し、明らかにすることができるのだ。

1927 年 7月 14 日

モリヤ

＊＊＊＊＊

大会へのマスターのメッセージ

私の子供たちよ、

　私からは何が欲しいか？ 談話、呪文、科学的な発明、

哲学的あるいはその他の論説が欲しいか？ 私はロッジか

ら直接、光と調和の交響楽団の全楽譜を贈る。あなたが

たの中には、過ぎ去る心象の魅力のために、またはそれ

があなたがたに届く手段や方法、あるいは、その表記が

誰の手によるのかをめぐる論争で生じた音のおしゃべり

のために、視覚を別の場所に呼び寄せたり、読んだり聞

いたりできない者もいる。私は、私を呼び出したすべて

の人に語りかける。彼らがここにいようと、そこにいよ

うと、どこにいようと、敵であろうと味方であろうと、

仲間であろうと他人であろうと、呼びかけが無言でも有

声でも、直接的か間接的であろうと、意識的かそうでな

いかにかかわらず。私は呼ばれたのである。私は答える。

　船が沈み、人が溺れているとき、演説をするのが正し

いのか、それとも、綱を投げ、救命ボートを出し、暗い

海に光を放つのがより正しいのか？ 旋風が吹いていた

ら、大勢の人を野外に呼び出すのが得策か、それとも可

能なら民衆を安全な保護下に置く方が思いやりや分別が

あるのだろうか。飛行機が濃い霧と暗闇の中で遭難し、

救助と安全な降下のために陸地との通信を確立しようと

必死に努力している場合、軍隊を呼び寄せ、大衆に演習

を披露して何か達成できるだろうか？ それは、危機が去

るまで関係者間の通信を厳重かつ密接に保ち、さらなる

苦痛と災難の混乱を避けるために、できるだけ興奮を起

こさない、静かで効率的で即座の対応と救済の時ではな

いだろうか？

　あなたなら、何を手に入れたいのか？ あなたが求める

のは真理なのか、それとも外形や衣服、外見や様式なの

か？ それが真実であるならば、あなたは今までに答えを

聞き、見つけている。そして、あなた自身の魂の沈黙の

中で、信頼と義務への忠実さ、神聖な義務の履行、厳粛

になされた聖なる誓いの履行を通して私を探し、知った

あなたに、そして高級我に認められ、偉大なる同胞団員

たちの臨在の中で厳粛に誓い認められ、彼らによって受

け入れられたあなたに、ロッジの名と光の中で、新しい

勇気と力と兄弟たちの祝福・愛を与えよう。

　衣服や形態を求めるのなら、これらは常に変化するも

のであり、真理だけが安定していることを知らないの

か？ 外見やスタイルであるならば、これらは条件や時間

によって変化することを知らないのか？ どうやって私を

納得させるというのだろうか？ 私を呼ぶ前に、すでに自

分自身で答えを出しているのか？ では、呼ぶ必要がどこ

にあるのか？ どの郵便で返事を送るか、どの色とデザイ

ンの切手を使うか、あらかじめ決めてあるのか？ あなた

にとって重要なのはこれらの点だろうか、それとも応答

が安全に確保され、必要な情報と指導があなたに保証さ

れることが、より特別な価値なのであろうか？ あなたは

私にどんな自由を与えるのか？ どのような制限で私を縛

るのか？ あなたは私をマスターと呼ぶ。あなたは私を奴

隷として束縛し、時間や地点や階層や手順（やり方）に

縛り付けるだろう。もし私たちが一族としての愛、意識

的な知識と関係、相互の助け合い、優しさ、最高のもの

への服従における不変の目的、低き者への奉仕の中で、

そしてそれらを通して一つになるならば、私はすべての

人に仕える者であり、私があなたにもそうあってほしい

と思うように、仕える者とマスターはひとつなのだ。

　これらの手段、これらの道、これらの力によって、私

はあなたに届くのである。通り過ぎる風、乱れる波、エー

テルの乱れ、轟く潮流、巧妙な仕掛けによって、私はやっ

て来るのではない。長年の付き合い（つながり）による

訳注：＋はヒラリオン師のサインと思われます。

キリストの夢の木

　幹が雪のように白い。葉や枝が雪のように白い。花は

淡雪のように枝に優しく寄り添い、花びらは羽毛となっ

て、柔らかい毛布のように地面の上に落ちている。

　雪のように白い根は、見えないけれども、大地の奥深

くで覆われている。その根は暗い土に囲まれ、生命、食物、

水分、栄養、成長、心 ( ハート ) の純粋さ、汚れなき衣

のための無私の樹液、変容した体、ニルマナカーヤの天

使、慈しみ、守護、助けに値するすべての人々を、保護

する。それはキリストの夢の木であり、生きている最も

巨大で最も高貴な木である。自己犠牲を払い、与え、苦

しんでいる人類を、それが必要とされる限り、どんなに

大きな代償があっても、どんなに長く要しようとも、助

ける。カルマの法則が許す限り、人類を見守り保護する

ことを止めない目に見えぬ軍団の代表として、それ（木）

は立っている。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

鈍い灰色の自己の木

　もう一本の木が立っている。鈍い灰色の幹、暗い斑点

が、重い鉄の鎖でぐるぐる巻きにされ、地中の見えない

棒に固定されている。緩んだ根が地上に顔を出し、この

木を倒す恐れがあるため、しっかりと縛られ固定されて

いる。鎖は、中に投獄された「天使」を固定するために

ぴんと張られている。繊細で敏感な翼を傷つけ、押しつ

ぶして、美しい飛翔で広がるのを防ぎ固く結ばれている。

ギザギザの枝で、葉が少なく花のないこの木は、葉や花

の芽が現れるとすぐに、地中の棒により強く引っ張られ、

鎖に別の輪が加えられ、新たに木の周りに巻かれるから

である。欲望の鎖、利己主義の連鎖、感情の輪が、「生

命の開花の流れ」を押しとどめ、後退させる。不安定で

しっかりしていない、価値がなく風と嵐にさらされるこ

の木は、オシリスの影がその上に落ち、テュポンがこの

地を砂漠にするとき、ついに最も確実に破壊されるので

ある。

1927 年 7月 1日

＋

＊＊＊＊＊

投獄されたキリスト

　あなたがたは知らぬが、私は閉ざされた窓の向こうで

縛り付けられ、かんぬきをかけられ、あなたがたが来て

 

（図は Random House 英和大辞典）

　運動として、現時点ではあなた方は主に、詳述された

中で指定された第五位の結婚、つまり真の秘教の方針に

沿って神聖を形にすることに取り組まなければならな

い。そこで述べられているように、これは困難な仕事で

ある。完全な肉体を存在させるのは比較的簡単であるが、

真のロッジの方針と原則に沿ってそれに生命を与えるの

は、まったく別の奉仕である。あなた方は、このことが

より真実であることを発見した。欲望と意志がこの秩序

を支配しており、征服すること、そして征服したときに

保持することが、これほど難しい原則はないだろう。し

かしそれが達成されれば、ロッジの方針が確立される。

これらの方針（ライン）は常に普遍的であり、クマラた

ちが新しい人種の化身するオーリック球に受肉し、高次

の三位一体の光と智慧と力を与えて入るための道（経路）

である。

　真の結婚は、今日、さまざまな段階と程度で、あちこ

ちに大きく離れた地点で存在している。 しかし、世界の

分断力はあまりにも蔓延しており、破壊者の風によって

侵害され、破壊され、荒れ果てた家庭の大まかな割合を

見積もることさえ繰り返されている。このような不貞、

無責任の洪水は、意識をより高い生命の次元に引き上げ

ることによってのみ阻止することができる。 その次元は、

その人のものになるであろう、より大きな広がりと壮大

な実現を自分自身に明らかにすることによって、自分が

引き受けた義務を自発的に果たす必要性に対して、人間

を変容させ、救済し、目覚めさせる、より高い生命の次

元である。四聖者のスクエア（＊）の各角にある「翼の

ある車輪」は回り続けているため、徐々に、確実に、自

分の下降線の力によってではあるが、この認識に至るの

である。北、南、東、西の統治者は、カーディナル・ポ

イントの特異な性質を制御し、指示し、主宰しており、

決して監視を止めない。カルマが要求し、その命令を実

行するために、肉体の、物質的な代理人が要求されると

き、彼らは人類と生命全般に有益なまたは邪悪な影響を

与えることで応答する。北と西の車輪から、健康、災害、

病気、戦争、伝染病が解き放たれる。神の栄光は、その

総合的で多様な性質において、東と南の回転によって解

き放たれる。北風は、太陽の下のすべての悪を担ってい

るとして、預言者や詩人によって呪われた。洗礼と祝福

のために東に向かう前に、西風は、その内在する精神が

より良く放棄されるかもしれない神秘主義者によって直

面され、その後、南風の「穴」（ピット）に入り、彼自

身の性質の中に元素（エレメンタル）の旋風、歪み、ハ

リケーンを探索し、発見し、目撃し、記録する。カルマ

の４つのポイントから風を見ると、古今東西の宗教は、

風を神の特別な使者、あるいは神の声と見なしてきたこ

とは、もっともなことではないだろうか。異教徒は風に

犠牲を捧げるよう勧められ、キリスト教徒は偉大な強風

の中に主を求める。貿易風や凪のために特別な祈りが捧

げられる。すべての人は、何らかの形でエレメントを支

配する力を認識し、知的にせよ、そうでないにしても、

その強力な代理人を通して働くカルマの調整を感じてい

るのである。

（＊）訳註：Square は正方形、四角。

　「聖なる者たちの軍隊」は、正当な季節に、東、南、北、

西の「翼のある車輪」を動かし、それぞれの特定の目的は、

その強力な回転によって達成されるのである。人間は多

かれ少なかれ、外界の自然の風とその起源と効果に精通

している。しかし、生涯にわたって風と接触し、風と戦っ

ていても、立ち止まってその内なる意味や意義、自分の

揺るぎない献身、共通の言語、沈黙の交流、共感的な感

情によって、あなたは今頃、私を知っていて、ためらい

や疑問なく知っているはずである。もし「父の声」が、

ある条件下やある抑揚（声の変化）を除いてはわからな

いとしたら、もし「母の手」が、ペンを変えてもわから

ないとしたら、私はただ、近づいて読め、もっと深く感

じなさい、と言うしかない。というのも、あなたは本当

に遠く離れていて、外的な手段で確認することはできな

いからである。親（a parent）は、外見や容姿によるの

ではなく、霊的、魂的、分子的、細胞的な「法則」によって、

魂と魂の関係が遠い過去から決定され、成長、発達、奉

仕のために、現在まさに血流そのものの中にある。 そし

て、長い間、その中から発したものへと、ますます強く

なっていく意識がある。そして、長い螺旋状の流れの中

で、意識は絶えず増大し、強化されながら、「そこから

生まれたもの」に向かって内側に向かうのである。

　この成長あるいは進化の法則は、現代の最高傑作であ

る『シークレット・ドクトリン』の中で、最も素晴らしく、

最も包括的な度合いで述べられている。『シークレット・

ドクトリン』は、その高貴な地位からその書を引き離そ

うとする人々の悟りと助けのために、不断の忠誠心に

よってアカシックレコードと聖なる象徴的著作から書か

れたものである。 今日、同じような勢力が、ロッジの聖

火を高く掲げている人々と同じように行うのと同様であ

る。その人々は偉大な光の前に立ってその目的を理解す

ることができないからである。

　宇宙進化のシステム、つまり世界が生まれ、再び原初

の本質に戻る「親と子孫の法則」は、人間が生まれ、死に、

輪廻転生するのと同じ法則であるが、より大きな、より

広大なスケールで行われる。霊と形態は７つの世界の並

行する流れを進み、ますます多くの生き物を表現し、宇

宙のスキームが完成して究極のものが再び根源となり、

別の進化の一歩（ストライド）が「巨大なフォハット」

に覆われ、別の顕現期間が完了するまで、７つの連鎖と

世界の霊的存在、支配者、天使またはデーヴァたちによっ

て見守られている進化の連鎖と一連の連鎖を形成する。

すべての物質、力、意識の背後と内部で、この法則が働

いている。もしそれが侵害された場合、もし試みが理想、

またはそれを提示し、育成し、育てたことの裏切りによっ

てそれを否認するために行われた場合、それは外側・物

質的な階層であろうと、メンタル的や霊的であろうと、

力の作用はそれが起こった階層上の「力の法則」に従っ

て同一の程度と強度である。

　このような場合、落下（墜落）の衝撃、分子的および

その他の乱れは、線が再び確立され、鎖が再び溶接され

るまで、必然的に苦しみ、複雑さ、困難を伴う。悲しい

ことに、多くの転生を経験するまで、再結合を実現する

ことはできないかもしれない。なぜなら、過ちは償われ

なければならず、４つのカーディナルの風の軍勢（the 

Armies of the Four Cardinal Winds）（＊）によって、「見

えない隅」に散った無数の小さな命に最後の一点の正義

を与え、再び彼らを見つけて自分のものにするために呼

び集めなければならないからである。

＊訳註：カーディナルは占星術で白羊、巨
きょ

蟹
かい

、天秤、

磨
ま

羯
かつ

の４宮。

　生命の風は、外界の自然の風が吹くのと同じ理由で、

またそれ以上に正確に、ある一定の間隔で吹いている。

それは、枯れたもの、役に立たないもの、死んだもの、

成長の道を阻むものが、道から一掃されて、新しく優れ

たものが生き、花を咲かせることができるようにするた

めである。このように、感情、感覚、知性の風は、「門

の番人」が許す限り、個人の生活、組織、国家、民族、

人類全体を、善かれ悪しかれ一掃するのである。そのよ

うな時、心と体はしばしば恐怖に襲われ、狂ったように

荒れ狂い、助けを求めて泣き叫び、嵐の沈静を求めて罵

詈雑言を浴びせかける。または、優越性の空虚な宣言を

通じて大胆に「支配勢力」（the Ruling Powers）に逆らっ

て、自分自身が原因であり調整者であることをすっかり

忘れて、監査官もなだめ役も自分の魂と霊の静寂の奥深

くに隠れていて、最初に呼び出されたら応答し、心（マ

インド）の命令を実行するのを待っている。心の命令を

「いつでも」行うには、心が十分に静かで、穏やかな表

面を作り、内面から生じる構築的で、凝集的で、建設的

な力が定着し状況を支配することを許可しなければなら

ないのである。人種も個人も、激しい活動の時期によっ

て成長しなければならないし、厳しい緊張の条件によっ

て試されなければならない。そのような時には、安定し

た、強い集中力によって均衡を保ち、じっと立って嵐が

過ぎ去るのを待たなければならない。精神と心を形にす

る高次の資質が進化の道を示し、道を確実に、明確に指

し示す「導き手」を明らかにするために、原理と信念を

放棄することなく立ち止まりなさい。惑星は、回転する

螺旋運動によって存在し、それ自体を保持している。し

かし、もし天の球体がその中心を離れ、通り過ぎる彗星

を追うように宇宙へ出て行ったとしたら、惑星はどこに

あり、星座の壮大さはどこにあり、魂の目は何を喜ぶだ

ろうか。カオスが支配するだろう。

　なぜ、このタイミングでこのようなテーマにこだわる

のかと思うであろう。あなた方は多くを求めた。それは

あなた方に与えられている。それはあなた方自身に適用

を見極めるために残されているのである。この一年の教

訓、来るべき一年への鍵は、ここで語られたことの中に

含まれている。太陽か恒星か、惑星か彗星か、私たちは

それぞれ自分の道を選び、選択したとおりになるだろう、

今発せられた言葉があなた方の耳に届くのと同じよう

に。

　一年前に、最も神聖で、神秘的で、重要で、単純で、

人生の中で最も理解されていない主題である、ロッジの

内外での結婚について、多くの点でこれまでにない詳細

な説明がなされた。 なぜ単純かというと、永遠に、普遍

的に明らかにされているからである！ なぜ神秘的なこと

かというと、内面から生まれ、「秘密の中の秘密」だか

らである。霊的、精神（メンタル）的、肉体的なすべて

の面において、すべての階層で等しく重要であり、言及

された指示で示されたように、今日最も深く考慮すべき

主題であり、それは間違いなく、否定できない「新しい

人類」がその周りに築かれるべき「かなめ石」（＊）で

あるためだ。

＊訳注：かなめ石（The Key Stone）とは、絵図の k の

部分にある、アーチ頂上中央部の楔形の石。

神智学の海
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スピリチュアルのブックショップ

精神生活や霊的生活への適用、関係、影響について、風

から学び取ることはないだろう。

　暗闇からより深い暗闇へと、常に無知のまま歩むこと

のないように、「人よ汝自身を知れ」の季節に、人類の

中に「生命の内なる風」が解き放たれ、風の仕事が果た

されるまで、その道を歩むことが許されている。

　マインド、知性、声、名前、理性、思考、火・・・つ

まり高次の自己は、７つの生命の風、７つのハーモニー、

生命の寺院の七人の神官であり、すべての活動に入り、

存在のすべての面、生命のすべての等級において司祭と

なる。

　人々の寺院の司祭職に、個々のメンバーの魂の中の司

祭職に、人類全体の司祭職に、すべての組織、階級、政府、

貧民、国家、社会における司祭職に、来るべき「汝自身

を知れ」の季節に人を目覚めさせる責任がかかっている。

そして、７つの風の呼びかけに目覚め、純粋に職務を遂

行し、真に奉仕する彼らの力によって、人類の現代に成

就する「人よ汝自身を知れ」の季節の約束がかかってい

る。

1927 年 6月 30 日

ヒラリオン
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人々を恥じ入らせるために話している。彼らは多くの発

見を誇るが、実験では簡単な条件を守る方法を知らない。

さらに、人類は忍耐を学ぼうとしない。合金の研究にど

れだけの忍耐力が注がれてきたか、考えてみてほしい。

それ以来、いくつかの金属は忘れ去られ、そして再発見

されてきた。人類がいかに多くのものを忘れてきたかを

観察するのは有益である。この中にはラジウムも含まれ

ており、かつては別の名前で、地球（大地）の心臓と呼

ばれていた。

　「思考者」（訳注：プラトン）は、インドのある人物か

ら送られてきた画像をとても気に入っていた。そして、

「ただの金属と思われているが、心がこもっていると感

じる。熱を放射し、癒すことができる」と述べている。

同胞団 218

　雷雨のときは、走ったり、急に動いたりしないほうが

いい。この状態は、地上（この世）の雷雨でも示される。

枕にしがみつき、雷を隠すようなことはやめよう。大い

なるものがノックしているときに、小さきものを求めな

いようにしよう。最も多様な環境の中で自分を試そう・・・

それは最も多様な転生の神秘でもある。しかし、王様が

靴屋になるなんて、人々は納得できないのである。

AUM 132

　AUM（アウム）という言葉の多くの定義に対して、A

は思考つまり基礎、U は光つまり始まり、M は神秘つま

り最奥であることを思い出しなさい。

火の世界Ⅲ 182

　そうだ、そうだ、そうだ、火の中枢の働きは偉大だ。

球体の排出者は、コスモスの最も強力な召使いである。

このように、宇宙を司る偉大なサーヴァントたちを、最

も繊細な糸で結びつけているのである。しかし、この作

業も燃えるような団結の中でしか行われない。燃えるよ

うな均衡（バランス）が地球を救うことができる。最後

の瞬間に新しい命を与えることができるのは、火の力だ

けである。団結した心（ハート）の創造力が、地球に救

いをもたらし、新しいサイクルを確立するのである。そ

れゆえ、我々のハートは火の急流と一体となって緊張し、

生命の本質がその火のような権利を明らかにするのであ

る。緊張感も大きく、偉大なる「世界の神秘」が世界中

で実現されようとしている。私は大宇宙の真理を断言（主

張）する。この神秘は創世記そのものである。

火の世界Ⅲ 31

　団結の現象で大いなる「宇宙線」（宇宙の光線）につ

いて私は話そう。地上の最終段階、大いなる完成の前に、

宇宙線と中枢の燃えるような変容の対応が確立されるの

である。目に見える目的地にはそれぞれ、対応する宇宙

の緊張（напряжение 電圧・応力とも）がある。

こうして中枢は火で飽和され、偉大なる宇宙の光線を知

覚し、地球からの最後の離脱とともにすべての体を整合

（調和）させるのである。このように、微細な体、肉体、

アストラル体が同じ外観の美しさを持つようになる。こ

れが「宇宙線」の最大の作用であり、燃えるような法（権

利）がこの最奥にある「宇宙線」を引き寄せるのである。

宇宙最大の神秘であり、宇宙最大の現象である。

アグニヨガ・ピックアップ集　②

訳：アグニヨガ協会

神秘（秘密、謎）

火の世界Ⅰ 487

　歴史的に大きな意味を持つ行為は、しばしばビジョン

によって決定されてきた。人々が思っている以上に、「見

えない政府」がその決定を発表することは多い。実体の

ない存在や、亡くなった大切な人が、避けられない期日

の知らせを運んでくる。もちろん、秘密が守られている

のであれば話は別だが。唇に貼られた炎のような封印は

とても強い。しかし、後世のために記録として真実を伝

えることは可能であり、それは多くの人の心を支えるこ

とになる。皆さんも、歴史上の出来事で、警告や命令を

核としたものはいくつも知っているはずである。このよ

うに、古代から現代に至るまで、一連の出来事を記録す

ることが可能であり、それらはあたかも「思想」を導く

リンク（つながり）のようなものであった。この燃える

ような洞察力を集めるのは正しいことで、そこに世界の

間の全体的なシステムが明らかにされるであろう。歴史

的事実を深く掘り下げて、さらに意識的に構築する智慧

を理解する必要がある。私は、高次のビジョンに関連す

る歴史的な出来事をすべて書き出すことをお勧めする。

そのような記録は、多くの事実を生み出す。志のある思

考は、磁石のようなものだからだ。

無限Ⅱ 432

　磁気の流れは、電気的な現象よりも長い距離で作用す

る。もちろん、現在の装置はおもちゃにすぎないが、原

子力の謎に比べれば、この科学分野は身近なものである。

小さな磁石でもその力は非常に大きいのだが、人はその

方向さえも知らず、物理的な引力だけを考えている。

地上（この世）399

　ウルスヴァティは、金属が遠く離れた場所への思考の

伝達を容易にすることを知っている。この性質は古くか

ら注目されていたため、合金を科学するようになった。

非常に科学的に投影された映像が誕生したのである。現

在でもそのような画像は見つかっているが、画像そのも

のを破壊しなければ合金の質を調べることはできない。

　そして、もう一つの事情が、古代にすでに知られてい

たことの研究を妨げている。画像は、絶縁された金属板

の上に置かれた。この絶縁金属については、すでに述べ

たとおりである。そんなプレートが頼りになった（依存

していた）のは、手である。しかし、そのプレートは画

像にしっかりと貼り付けられる（くっついた）ことは一

度もなかった。こうして、金属の組み合わせの秘密（神秘）

は守られた。

　その後、科学的根拠は曖昧にされた。画像は寺院の一

部となった。人々は、本来の意味を忘れてそれらに祈り

続けていた。しかし、その昔、このような合金が非常に

よく研究されていたのである。伝達（コミュニケーショ

ン）を希望する人たちは、正確な画像の複製を持ち、貢

献の条件を満たしていることを理解していたのである。

　私は、これらの古代の成果について、同時代の多くの



8

人々を恥じ入らせるために話している。彼らは多くの発

見を誇るが、実験では簡単な条件を守る方法を知らない。

さらに、人類は忍耐を学ぼうとしない。合金の研究にど

れだけの忍耐力が注がれてきたか、考えてみてほしい。

それ以来、いくつかの金属は忘れ去られ、そして再発見

されてきた。人類がいかに多くのものを忘れてきたかを

観察するのは有益である。この中にはラジウムも含まれ

ており、かつては別の名前で、地球（大地）の心臓と呼

ばれていた。

　「思考者」（訳注：プラトン）は、インドのある人物か

ら送られてきた画像をとても気に入っていた。そして、

「ただの金属と思われているが、心がこもっていると感

じる。熱を放射し、癒すことができる」と述べている。

同胞団 218

　雷雨のときは、走ったり、急に動いたりしないほうが

いい。この状態は、地上（この世）の雷雨でも示される。

枕にしがみつき、雷を隠すようなことはやめよう。大い

なるものがノックしているときに、小さきものを求めな

いようにしよう。最も多様な環境の中で自分を試そう・・・

それは最も多様な転生の神秘でもある。しかし、王様が

靴屋になるなんて、人々は納得できないのである。

AUM 132

　AUM（アウム）という言葉の多くの定義に対して、A

は思考つまり基礎、U は光つまり始まり、M は神秘つま

り最奥であることを思い出しなさい。

火の世界Ⅲ 182

　そうだ、そうだ、そうだ、火の中枢の働きは偉大だ。

球体の排出者は、コスモスの最も強力な召使いである。

このように、宇宙を司る偉大なサーヴァントたちを、最

も繊細な糸で結びつけているのである。しかし、この作

業も燃えるような団結の中でしか行われない。燃えるよ

うな均衡（バランス）が地球を救うことができる。最後

の瞬間に新しい命を与えることができるのは、火の力だ

けである。団結した心（ハート）の創造力が、地球に救

いをもたらし、新しいサイクルを確立するのである。そ

れゆえ、我々のハートは火の急流と一体となって緊張し、

生命の本質がその火のような権利を明らかにするのであ

る。緊張感も大きく、偉大なる「世界の神秘」が世界中

で実現されようとしている。私は大宇宙の真理を断言（主

張）する。この神秘は創世記そのものである。

火の世界Ⅲ 31

　団結の現象で大いなる「宇宙線」（宇宙の光線）につ

いて私は話そう。地上の最終段階、大いなる完成の前に、

宇宙線と中枢の燃えるような変容の対応が確立されるの

である。目に見える目的地にはそれぞれ、対応する宇宙

の緊張（напряжение 電圧・応力とも）がある。

こうして中枢は火で飽和され、偉大なる宇宙の光線を知

覚し、地球からの最後の離脱とともにすべての体を整合

（調和）させるのである。このように、微細な体、肉体、

アストラル体が同じ外観の美しさを持つようになる。こ

れが「宇宙線」の最大の作用であり、燃えるような法（権

利）がこの最奥にある「宇宙線」を引き寄せるのである。

宇宙最大の神秘であり、宇宙最大の現象である。

神秘（秘密、謎）

火の世界Ⅰ 487

　歴史的に大きな意味を持つ行為は、しばしばビジョン

によって決定されてきた。人々が思っている以上に、「見

えない政府」がその決定を発表することは多い。実体の

ない存在や、亡くなった大切な人が、避けられない期日

の知らせを運んでくる。もちろん、秘密が守られている

のであれば話は別だが。唇に貼られた炎のような封印は

とても強い。しかし、後世のために記録として真実を伝

えることは可能であり、それは多くの人の心を支えるこ

とになる。皆さんも、歴史上の出来事で、警告や命令を

核としたものはいくつも知っているはずである。このよ

うに、古代から現代に至るまで、一連の出来事を記録す

ることが可能であり、それらはあたかも「思想」を導く

リンク（つながり）のようなものであった。この燃える

ような洞察力を集めるのは正しいことで、そこに世界の

間の全体的なシステムが明らかにされるであろう。歴史

的事実を深く掘り下げて、さらに意識的に構築する智慧

を理解する必要がある。私は、高次のビジョンに関連す

る歴史的な出来事をすべて書き出すことをお勧めする。

そのような記録は、多くの事実を生み出す。志のある思

考は、磁石のようなものだからだ。

無限Ⅱ 432

　磁気の流れは、電気的な現象よりも長い距離で作用す

る。もちろん、現在の装置はおもちゃにすぎないが、原

子力の謎に比べれば、この科学分野は身近なものである。

小さな磁石でもその力は非常に大きいのだが、人はその

方向さえも知らず、物理的な引力だけを考えている。

地上（この世）399

　ウルスヴァティは、金属が遠く離れた場所への思考の

伝達を容易にすることを知っている。この性質は古くか

ら注目されていたため、合金を科学するようになった。

非常に科学的に投影された映像が誕生したのである。現

在でもそのような画像は見つかっているが、画像そのも

のを破壊しなければ合金の質を調べることはできない。

　そして、もう一つの事情が、古代にすでに知られてい

たことの研究を妨げている。画像は、絶縁された金属板

の上に置かれた。この絶縁金属については、すでに述べ

たとおりである。そんなプレートが頼りになった（依存

していた）のは、手である。しかし、そのプレートは画

像にしっかりと貼り付けられる（くっついた）ことは一

度もなかった。こうして、金属の組み合わせの秘密（神秘）

は守られた。

　その後、科学的根拠は曖昧にされた。画像は寺院の一

部となった。人々は、本来の意味を忘れてそれらに祈り

続けていた。しかし、その昔、このような合金が非常に

よく研究されていたのである。伝達（コミュニケーショ

ン）を希望する人たちは、正確な画像の複製を持ち、貢

献の条件を満たしていることを理解していたのである。

　私は、これらの古代の成果について、同時代の多くの



『The Theosophist』誌の知られざる一面　①

メアリー・K・ネフ 著　　　星野 未来 訳

（原文は『The Theosophist』1929 年 10-12 月号に掲載

されたもの。『The Mahatma Letters to A. P. Sinnett』

からの引用は、その初版（1923 年）、T. Fisher Unwin 

Ltd, London から。『The Letters from H. P. Blavatsky 

to A. P. Sinnett』（『ブラヴァツキーから A・P・シネッ

ト へ の 手 紙』）は、初 版（1925 年）、Theosophical 

University Press, Pasadena, California より引用）。

　前世紀の最後の四半世紀、マスターたちが、世界を圧

倒しようとする物質主義の潮流を食い止め、同じく脅威

となるスピリチュアリズム現象の潮流をより安全な経路

に導くために、より直接的に世界と接触しようと動いた

とき、その目的のためにさまざまな手段や人物が選択さ

れた。

　それらの人たちは、ヘレナ・ペトロブナ・ブラヴァツ

キー女史を通じて直接教えを受け始め、オルコット大佐

（Henry Steel Olcott）とニューヨークのオカルト探求者

の小さな核を自分に引きつけて、1875 年に神智学協会

を設立した。この教えのネットワークは、1879 年に二

人の創設者がインドに移住するためアメリカを離れる前

に、アメリカ国内の新聞（主にスピリチュアリズムの新

聞）において通信や論争によって、イギリス、フランス、

ドイツ、ギリシャのコルフ島に広まっていた。

　東洋と西洋の両方が努力の場に参加している今、通信

手段としては雑誌が最適だった。創設者たちの手紙は、

扱いにくい量に達していたからである。こうして、1879

年10月1日、機関誌 “THE THEOSOPHIST”が誕生した。

オルコット大佐は、その機関誌の始まりを「日記」の中

で次のように語っている。

***

1879 年 7月 4日

"THE THEOSOPHIST" を直ちに発行することを決定し

た協議あり。

9日 "THE THEOSOPHIST" の見本の校正を行う。

15 日 サヒブ（Sahib）の訪問を受ける。バブラを私の

部屋に送り、HPB のバンガローへ私を呼び、そこで最も

重要な面会を行った。残念なことに、このような人たち

は、こちらを彼らとは対照的に、どれほど子供じみて無

分別であるという気持ちにさせるのだろう。

31 日ウィム [ ブリッジ ] が THE THEOSOPHIST の表紙

のデザインを作成した。

9

師匠たちは、ご自分たちの解説が載った初期の巻にあま

り満足していなかったようだ。そのため、1881 年 2 月

にマハトマKHはこう言う。

「英国の神智学協会の会長は、「ハタヨガ」と「ラージャ

ヨガ」の間にさえ存在する大きな違いに少しの余地も与

えず、我々を「ヨギ」と呼び続ける最も独創的な考えの

下に仕事をしているのだ。この間違いは、『The 

Theosophist』誌の有能な編集者である B 夫人のせいで

ある。彼女は、平原に住む多様なサンニャーシや他の「祝

福された者」の実践で自分の本を埋め尽くし、決して数

行の補足説明をすることがない」（＊3）。

　そしてまた、彼（KH）は言う。

「だから、神智学の研究者にとっては、例えば、十分に

認証された歴史的事例など、説明のための逸話をよりよ

く選ぶことができたかもしれないが、現象主義者の心を、

単なる霊媒的教条主義から離れた、有益で示唆に富む通

信に向き変えるという理論は、正しいものだったのだ」

（＊4）。

（つづく）

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

＊１　The Mahatma Letters to A.P.Sinnet, p.260.

＊２　同書 PP.317,319-20

＊３　同書 P.33.

＊４　同書 P.35

著者紹介

メアリー・K・ネフ女史（1877 年 9 月 7 日 -1948 年 12

月 10 日）は、インド・アディアールのチェンナイにあ

る神智学協会のアメリカのテオソフィスト、講演者、歴

史家であった。オハイオ州アクロンで 15 年間教えた後、

インドを広く旅してヒンディー語とウルドゥー語を学

び、その後オーストラリアに 8年間滞在した。

8 月 22 日夜。HPB と THE THEOSOPHIST の記事を修

正した。

9 月 2 日。ウィムが THE THEOSOPHIST の見出しを印

刷し始めた。

11日。作業員たちが囲い地区に神智学徒の事務局を設置。

20日。今日、最初のフォーム（8ページ）をサラッと書く。

この雑誌は大衆の支持を得て、多くの購読者を獲得する

ものと思われる。

27 日。今日、最後のフォームを作り上げ、すべての困

難を乗り越えたので、いわば自分たちの壇上から世界に

向かって定期的にお辞儀をすることになる。

28 日。5 時半に起床し、印刷業者を探し、昨夜遅くに尊

敬する老紳士が注文したある変更を行う。

29日。機関誌誕生の準備中。

30 日。待機中。夜。THE THEOSOPHIST の最初の 400

冊が届いた。ようこそ、見知らぬ人。

10 月 1 日。包装紙の貼り付けや指示、市内と市外のリ

スト作成、市内での配達のための日雇い人を派遣、祝辞

の受け取り、新規購読の受付など、総出で忙しく動き回っ

た。

3 日。セラピスの署名で機関誌の注文が届いた。彼から

の初めての言葉だ。

***

　翌年（1880 年）には、シムラでクート・フーミ師

（Koot Hoomi、KH）がシネット氏やヒューム氏と文通

を始め、師たちと世界との間にまた別の通信路が開かれ

るようになった。後者は無駄に終わったが、前者は彼が

受けた指示を『The Occult World』『エソテリック・ブッ

ディズム』『カルマ』などの本に具体化した。これらの

本はイギリスで印刷され、イギリスや大陸の新聞社に多

くのコメントをもたらし、『THE THEOSOPHIST』がイ

ンドやアメリカで特にそうであるように、ヨーロッパに

オカルト哲学の知識を広めることになった。

　さて、話をこの通信経路に戻すと、この通信経路には

少なくとも 3人のマスターが関わっている。「サヒブ」（マ

スター・モリヤ）、「尊敬される紳士」（マスター・ジュ

ピター、インドの摂政、リシ・アガスティアとも呼ばれ

る）、そしてマスター・セラピスである。同胞団の雑誌

に対する所有権は、ヒュームの小冊子『秘教神智学のヒ

ント』（Hints on Esoteric Theosophy）におけるアデプ

トの誤った表現に関するモリヤ師の次のような発言に示

唆されている。

　「我々の人生や仕事について何か知ってもらいたけれ

ば、“the Theosophist” のコラムを利用すればいいので

はないでしょうか。なぜ、我々は彼を通して事実を垂れ

流し、大衆の胃袋を混乱させるのに適した吐き気を催す

ような疑いや痛烈な皮肉のカレーを、大衆の食事のため

に着せられなければならないのでしょう」（*１）。

　機関誌に対する方針は、1882 年 10 月の KH師の発言

からうかがい知ることができる。

　「二人の創始者の個人的見解がどうであれ、本会の機

関誌はそれらとは何の関係もなく、キリスト教に対する

のと同様にラマ教に向けられた批判を喜んで掲載するこ

とだろう。. . .『The Theosophist』誌は、牛の神聖さ

についてのスローカと同じくらい喜んで子羊の賛美歌の

ためのスペースを作る。M（モリヤ）は、必要であれば『別

冊』は拡大されるべきであり、それがどんなに正反対で

あっても、あらゆる支部の思想の表現のための場所を提

供するようにしなければならないと考えている。『The 

Theosophist』には独特の色を持たせ、独自の標本とす

べきである。我々は、そのために必要な要約をさらに提

供する用意がある」（＊２）。

　1881 年 2 月、マハトマ KH は次のように語っている。



（原文は『The Theosophist』1929 年 10-12 月号に掲載

されたもの。『The Mahatma Letters to A. P. Sinnett』

からの引用は、その初版（1923 年）、T. Fisher Unwin 

Ltd, London から。『The Letters from H. P. Blavatsky 

to A. P. Sinnett』（『ブラヴァツキーから A・P・シネッ

ト へ の 手 紙』）は、初 版（1925 年）、Theosophical 

University Press, Pasadena, California より引用）。

　前世紀の最後の四半世紀、マスターたちが、世界を圧

倒しようとする物質主義の潮流を食い止め、同じく脅威

となるスピリチュアリズム現象の潮流をより安全な経路

に導くために、より直接的に世界と接触しようと動いた

とき、その目的のためにさまざまな手段や人物が選択さ

れた。

　それらの人たちは、ヘレナ・ペトロブナ・ブラヴァツ

キー女史を通じて直接教えを受け始め、オルコット大佐

（Henry Steel Olcott）とニューヨークのオカルト探求者

の小さな核を自分に引きつけて、1875 年に神智学協会

を設立した。この教えのネットワークは、1879 年に二

人の創設者がインドに移住するためアメリカを離れる前

に、アメリカ国内の新聞（主にスピリチュアリズムの新

聞）において通信や論争によって、イギリス、フランス、

ドイツ、ギリシャのコルフ島に広まっていた。

　東洋と西洋の両方が努力の場に参加している今、通信

手段としては雑誌が最適だった。創設者たちの手紙は、

扱いにくい量に達していたからである。こうして、1879

年10月1日、機関誌 “THE THEOSOPHIST”が誕生した。

オルコット大佐は、その機関誌の始まりを「日記」の中

で次のように語っている。

***

1879 年 7月 4日

"THE THEOSOPHIST" を直ちに発行することを決定し

た協議あり。

9日 "THE THEOSOPHIST" の見本の校正を行う。

15 日 サヒブ（Sahib）の訪問を受ける。バブラを私の

部屋に送り、HPB のバンガローへ私を呼び、そこで最も

重要な面会を行った。残念なことに、このような人たち

は、こちらを彼らとは対照的に、どれほど子供じみて無

分別であるという気持ちにさせるのだろう。

31 日ウィム [ ブリッジ ] が THE THEOSOPHIST の表紙

のデザインを作成した。

10

師匠たちは、ご自分たちの解説が載った初期の巻にあま

り満足していなかったようだ。そのため、1881 年 2 月

にマハトマKHはこう言う。

「英国の神智学協会の会長は、「ハタヨガ」と「ラージャ

ヨガ」の間にさえ存在する大きな違いに少しの余地も与

えず、我々を「ヨギ」と呼び続ける最も独創的な考えの

下に仕事をしているのだ。この間違いは、『The 

Theosophist』誌の有能な編集者である B 夫人のせいで

ある。彼女は、平原に住む多様なサンニャーシや他の「祝

福された者」の実践で自分の本を埋め尽くし、決して数

行の補足説明をすることがない」（＊3）。

　そしてまた、彼（KH）は言う。

「だから、神智学の研究者にとっては、例えば、十分に

認証された歴史的事例など、説明のための逸話をよりよ

く選ぶことができたかもしれないが、現象主義者の心を、

単なる霊媒的教条主義から離れた、有益で示唆に富む通

信に向き変えるという理論は、正しいものだったのだ」

（＊4）。

（つづく）

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

＊１　The Mahatma Letters to A.P.Sinnet, p.260.

＊２　同書 PP.317,319-20

＊３　同書 P.33.

＊４　同書 P.35

著者紹介

メアリー・K・ネフ女史（1877 年 9 月 7 日 -1948 年 12

月 10 日）は、インド・アディアールのチェンナイにあ

る神智学協会のアメリカのテオソフィスト、講演者、歴

史家であった。オハイオ州アクロンで 15 年間教えた後、

インドを広く旅してヒンディー語とウルドゥー語を学

び、その後オーストラリアに 8年間滞在した。

8 月 22 日夜。HPB と THE THEOSOPHIST の記事を修

正した。

9 月 2 日。ウィムが THE THEOSOPHIST の見出しを印

刷し始めた。

11日。作業員たちが囲い地区に神智学徒の事務局を設置。

20日。今日、最初のフォーム（8ページ）をサラッと書く。

この雑誌は大衆の支持を得て、多くの購読者を獲得する

ものと思われる。

27 日。今日、最後のフォームを作り上げ、すべての困

難を乗り越えたので、いわば自分たちの壇上から世界に

向かって定期的にお辞儀をすることになる。

28 日。5 時半に起床し、印刷業者を探し、昨夜遅くに尊

敬する老紳士が注文したある変更を行う。

29日。機関誌誕生の準備中。

30 日。待機中。夜。THE THEOSOPHIST の最初の 400

冊が届いた。ようこそ、見知らぬ人。

10 月 1 日。包装紙の貼り付けや指示、市内と市外のリ

スト作成、市内での配達のための日雇い人を派遣、祝辞

の受け取り、新規購読の受付など、総出で忙しく動き回っ

た。

3 日。セラピスの署名で機関誌の注文が届いた。彼から

の初めての言葉だ。

***

　翌年（1880 年）には、シムラでクート・フーミ師

（Koot Hoomi、KH）がシネット氏やヒューム氏と文通

を始め、師たちと世界との間にまた別の通信路が開かれ

るようになった。後者は無駄に終わったが、前者は彼が

受けた指示を『The Occult World』『エソテリック・ブッ

ディズム』『カルマ』などの本に具体化した。これらの

本はイギリスで印刷され、イギリスや大陸の新聞社に多

くのコメントをもたらし、『THE THEOSOPHIST』がイ

ンドやアメリカで特にそうであるように、ヨーロッパに

オカルト哲学の知識を広めることになった。

　さて、話をこの通信経路に戻すと、この通信経路には

少なくとも 3人のマスターが関わっている。「サヒブ」（マ

スター・モリヤ）、「尊敬される紳士」（マスター・ジュ

ピター、インドの摂政、リシ・アガスティアとも呼ばれ

る）、そしてマスター・セラピスである。同胞団の雑誌

に対する所有権は、ヒュームの小冊子『秘教神智学のヒ

ント』（Hints on Esoteric Theosophy）におけるアデプ

トの誤った表現に関するモリヤ師の次のような発言に示

唆されている。

　「我々の人生や仕事について何か知ってもらいたけれ

ば、“the Theosophist” のコラムを利用すればいいので

はないでしょうか。なぜ、我々は彼を通して事実を垂れ

流し、大衆の胃袋を混乱させるのに適した吐き気を催す

ような疑いや痛烈な皮肉のカレーを、大衆の食事のため

に着せられなければならないのでしょう」（*１）。

　機関誌に対する方針は、1882 年 10 月の KH師の発言

からうかがい知ることができる。

　「二人の創始者の個人的見解がどうであれ、本会の機

関誌はそれらとは何の関係もなく、キリスト教に対する

のと同様にラマ教に向けられた批判を喜んで掲載するこ

とだろう。. . .『The Theosophist』誌は、牛の神聖さ

についてのスローカと同じくらい喜んで子羊の賛美歌の

ためのスペースを作る。M（モリヤ）は、必要であれば『別

冊』は拡大されるべきであり、それがどんなに正反対で

あっても、あらゆる支部の思想の表現のための場所を提

供するようにしなければならないと考えている。『The 

Theosophist』には独特の色を持たせ、独自の標本とす

べきである。我々は、そのために必要な要約をさらに提

供する用意がある」（＊２）。

　1881 年 2 月、マハトマ KH は次のように語っている。



（原文は『The Theosophist』1929 年 10-12 月号に掲載
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からの引用は、その初版（1923 年）、T. Fisher Unwin 

Ltd, London から。『The Letters from H. P. Blavatsky 

to A. P. Sinnett』（『ブラヴァツキーから A・P・シネッ
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University Press, Pasadena, California より引用）。
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倒しようとする物質主義の潮流を食い止め、同じく脅威

となるスピリチュアリズム現象の潮流をより安全な経路

に導くために、より直接的に世界と接触しようと動いた

とき、その目的のためにさまざまな手段や人物が選択さ

れた。

　それらの人たちは、ヘレナ・ペトロブナ・ブラヴァツ

キー女史を通じて直接教えを受け始め、オルコット大佐

（Henry Steel Olcott）とニューヨークのオカルト探求者
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を設立した。この教えのネットワークは、1879 年に二

人の創設者がインドに移住するためアメリカを離れる前

に、アメリカ国内の新聞（主にスピリチュアリズムの新

聞）において通信や論争によって、イギリス、フランス、

ドイツ、ギリシャのコルフ島に広まっていた。

　東洋と西洋の両方が努力の場に参加している今、通信

手段としては雑誌が最適だった。創設者たちの手紙は、

扱いにくい量に達していたからである。こうして、1879

年10月1日、機関誌 “THE THEOSOPHIST”が誕生した。

オルコット大佐は、その機関誌の始まりを「日記」の中

で次のように語っている。
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"THE THEOSOPHIST" を直ちに発行することを決定し

た協議あり。

9日 "THE THEOSOPHIST" の見本の校正を行う。

15 日 サヒブ（Sahib）の訪問を受ける。バブラを私の

部屋に送り、HPB のバンガローへ私を呼び、そこで最も

重要な面会を行った。残念なことに、このような人たち

は、こちらを彼らとは対照的に、どれほど子供じみて無

分別であるという気持ちにさせるのだろう。

31 日ウィム [ ブリッジ ] が THE THEOSOPHIST の表紙

のデザインを作成した。

神智学の要約

　

著：W・Q・ジャッジ　訳：星野 未来 450円
電子書籍 Kindle 版

880円
POD 版

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

り満足していなかったようだ。そのため、1881 年 2 月
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えず、我々を「ヨギ」と呼び続ける最も独創的な考えの
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ある。彼女は、平原に住む多様なサンニャーシや他の「祝

福された者」の実践で自分の本を埋め尽くし、決して数

行の補足説明をすることがない」（＊3）。

　そしてまた、彼（KH）は言う。

「だから、神智学の研究者にとっては、例えば、十分に

認証された歴史的事例など、説明のための逸話をよりよ

く選ぶことができたかもしれないが、現象主義者の心を、
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＊４　同書 P.35
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る）、そしてマスター・セラピスである。同胞団の雑誌

に対する所有権は、ヒュームの小冊子『秘教神智学のヒ

ント』（Hints on Esoteric Theosophy）におけるアデプ

トの誤った表現に関するモリヤ師の次のような発言に示

唆されている。

　「我々の人生や仕事について何か知ってもらいたけれ

ば、“the Theosophist” のコラムを利用すればいいので

はないでしょうか。なぜ、我々は彼を通して事実を垂れ

流し、大衆の胃袋を混乱させるのに適した吐き気を催す

ような疑いや痛烈な皮肉のカレーを、大衆の食事のため

に着せられなければならないのでしょう」（*１）。

　機関誌に対する方針は、1882 年 10 月の KH師の発言

からうかがい知ることができる。

　「二人の創始者の個人的見解がどうであれ、本会の機

関誌はそれらとは何の関係もなく、キリスト教に対する

のと同様にラマ教に向けられた批判を喜んで掲載するこ

とだろう。. . .『The Theosophist』誌は、牛の神聖さ

についてのスローカと同じくらい喜んで子羊の賛美歌の

ためのスペースを作る。M（モリヤ）は、必要であれば『別

冊』は拡大されるべきであり、それがどんなに正反対で

あっても、あらゆる支部の思想の表現のための場所を提

供するようにしなければならないと考えている。『The 

Theosophist』には独特の色を持たせ、独自の標本とす

べきである。我々は、そのために必要な要約をさらに提

供する用意がある」（＊２）。

　1881 年 2 月、マハトマ KH は次のように語っている。
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ができた。大師は微笑まれてなぜ私がそんなに途方にく

れた顔でご自分を見るのかとお聞きになったので、私は

大師に伺った。「師よ、協会のある会員は師がお年寄り

だと思い込んで、師を透視力で見た時、六〇歳以上の老

人に見えたというのはなぜでしょうか？」大師はやさし

く微笑まれて次のように答えられた。つまり、つい最近

出てきたこの誤りは、北西州のヴェーダーンタ派のス

ワーミーの弟子であるブラフマチャーリンの旅行談によ

るものだと説明された。そのブラフマチャーリンは去年

チベットで、大師の道連れであった年寄りのラマ僧に

会った。彼はインドでその出合いについて話したが、数

人の人達はそのラマ僧を大師であると間違って結論した

のだ。透視能力者が大師を老人と見たことについては、

本当の透視力ならそのような間違いを犯すはずはないと

大師は説明された。そして、グルの年齢に重きを置いて

はいけないとやさしく私を叱って、外観は当てにならな

いものであると言って他の点をいろいろと説明して下

さった。

　これはすべて紛れもない事実である。私が言っている

ことは事実か虚偽かどちらかだから、読者はそれを受け

入れるか否定するかしかない。第三の道はないからであ

る。もし受け入れるなら、マハートマ達についての心霊

主義者達の説を一切捨てて、ヒマラヤの同胞達は肉体を

脱ぎ捨てた霊達でもなければ狂信者達の興奮し過ぎた想

像力によって作り上げたものでもなく、本当に生きてい

る人間であることを認めざるを得なくなる。もちろん、

私の話を信用しない人がたくさんいることは十分承知し

ているが、私は次の人達のためにだけ書いている。つま

り、私をよく知っていて、私は幻覚を起こす霊媒ではな

いし、悪い動機をいだいてもいないことが分かる少数の

人達と、自分の信念及び自が雄々しく支持している神智

学運動にいつも忠実な人達のために書いているのであ

る。理解しようとしないし、理解することもできない事

を嘲り笑う大多数の人の意見はとるに足らないものと思

う。もしこの私の短い文章が協会の会員同志あるいは会

員でないまじめな人でさえも、大師方が神智学協会の二

人の創立者達に託された運動を助成するきっかけになっ

たら、私は正しく本分を果たしたものと思う。

アディヤール　（マドラス）

一八八三年一二月七日

―――――

ダモダールの体験についてオルコット大佐はブラヴァツ

キー夫人への電報で次のように言っている。（訳者）

　一一月二一五日の夜明けにダモダールは私達の所から

出て行き、約六〇時間後、二七日の夕方に帰って来たが、

前とは全く変わっていた。去った時には、彼は青白い顔

の学生のようで、ほっそりしたひ弱な体で、いつも人を

丁重に取り扱うやや内気な青年であったが、帰って来た

時には、顔が濃い褐色に日焼けし、体は強靭で丈夫になっ

たようで、恐れを知らぬ態度でたいへんエネルギッシュ

になっていた。まるで別人のようで、同じダモダールと

は思えなかった。大師のアーシュラムである訓練を受け

たようである。

オルコット大佐は『古い日記集』に、大師のご訪問につ

いて次のように書いている。（訳者）

　一九日の夜、私はテントで眠っていた時、誰かが私に

手を置いていることに気がついて、ぱっと目が覚めた。

キャンプは広い平野に張られて、ラホール警察管轄区域

外にあったので、狂信的な暗殺者ではないかと恐れて動

物的な自衛本能で相手の上腕をつかまえて、誰か、何を

しに来たかとヒンドスタニー語で尋ねた。これはすべて、

一瞬の中に起こった。私は、次の瞬間に襲われて命を守

らなければならないと、相手をしっかりつかまえていた。

しかしその人は間もなく、非常にやさしい声で「私を知

りませんか？　覚えていませんか？」とお尋ねになった。

ＫＨ大師のお声だった。私はびっくりして手を放し、合

掌して、敬意を表すためにベッドから起き上がろうとし

た。しかし、大師の手と声が私をとめた。二、三の言葉

を交わしてから、大師はご自分の左手に私の左手を置き、

右手の指をそろえて小さくして私の左手の手のひらに置

いてから、簡易ベッドのそばに静かに立っておられた。

大師のうしろにあった荷箱の上に明かりがついていたの

で、その光で神々しく慈悲深いお顔が見えた。しばらく

すると、手のひらの中に何か柔らかな物質が出来つつあ

ると感じた。次の瞬間に大師はやさしいみ手を私の額に

置かれ、祝福の言葉を言われ、Ｗ・Ｔ・ブラウン氏を訪ね

に行かれた。私のテントはズックのスクリーンで二間に

分かれており、ブラウン氏はスクリーンの向こう側に寝

ていた。私はしばらくぼんやりしていたが、絹の布に包

まれた紙が私の左手にあることにやっと気がついた。も

ちろん私はすぐに明かりのほうに行って、紙を見た。そ

れは個人的な忠告の手紙で、名指しはされていなかった

が、協会に積極的に反対していた二人の敵の死が予言さ

れていた。

　大佐が受けた手紙は現在、アディヤールの神智学協会

本部の記録保管所にある。それはマハートマ達の実在の

確信と弟子道に関わる問題に触れるので、ここに全訳す

る。（訳者）

　あなたの見習い期がアメリカで始まって以来、あなた

は私と大いに関わってきたが、不完全な発達のせいで、

私をアトリヤと取り違えたことがよくある。また、私の

心があなたの心に働きかけたり対話しようとすると、自

分の心の働きによる新しい考えのせいだと思い違いをし

たこともよくある。もちろん、あなたが知っている限り、

あなたと私が肉体で会ったことはこれまでなかったの

で、西洋の証拠のルールの観点からいえば、あなたは私

の実在を証明する適格な証人にはなれなかった。しかし

今ではもう、そのような証人になっただろう。アーシュ

ラムからラホールまで来た一つの目的は、この最後の実

質的な証拠をあなたに与えることである。あなたは私を

見て私と会話をしただけではなく、私に手を触れたし、

また、私の手であなたの手を握りしめた。想像上のＫＨ

は事実上のＫ・になった。表面的にあなたを見た人は決

してあなたは保守的だとは思わないのに、あなたの懐疑

的な傾向は極端な保守主義に走り、これが引き続きあな

たの内的な展開を大いに妨げてきた。時には残酷にもな

るこの懐疑心のために、あなたはウパーシカとボルグと

ジュアル・クールを怪しんだり、息子のように愛するダ

モダールとＤ・ナートを疑うことさえもあった。私との

この出合いで、あなたの心境が一変するはずである。も

し心に変化がなかったなら、あなたの未来は暗くなるだ

ろう。真理は泥棒のように横桟のある窓をこじ開け、鉄

製の戸を壊して人の心に押し入ることは決してない。

　私は自分の意志でだけではなく、マハーチョーハンの

ご命令に従ってここに来た。マハーチョーハンは、開い

た本のように未来をお読みになることができる。ニュー

ヨークでＭと会った時、あなたはご訪問が幻 ( マーヤー )

ではないという客観的な証拠を求めたので、Ｍはその証

拠をお与えになった。私は、あなたから何も求められな

かったが、この証拠を上げよう。私が姿を消しても、あ

なたはこの手紙を見て私達の会話を思い出すことができ

る。今度は、若いブラウン君のほうに行って彼の直観力

を試してみる。明日の夜、キャンプは静かになって、お

客さんの発散物のいちばんいやなのが消えてから、また

訪ねて来る。未来のある事柄についてあなたに警告しな

ければならないので、もっと長く会話しよう。昨日の夕

食で、あなたは恐怖と疑惑に陥ったが、そのように恐れ

たり疑ったりしてはならない。西洋暦の正月が過ぎて間

もなく、いわば「敵共」のあと二人が亡くなるだろう。

いつも熱望して、警戒を怠らず、分別を巡らせ。なぜなら、

神智学協会が人のためになるか否かは大いにあなたの努

力しだいであり、協会の苦しんでいる開祖達とその仕事

を手伝っている人は皆、いつも我々の祝福を受けている

からである。

ＫＨ

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

（先月号のつづき）

　ここで次のことを言っておいたほうがよいと思う。つ

まり、ブラフマチャーリンの話は、望ましい答えを促す

ような誘導尋問の結果として出たものではなく、彼が自

ら話した過去一年の旅行談の一部でしかなかった。彼は

英語をほとんど知らないし、私が知っている限り、その

時「神智学」という単語を聞いたこともなかった。

　普通の経験範囲に入っていない事実の真正を裏づける

という理由で、ダージリンのチベット人の行商人とデー

ラードゥーンのバラモンとが互いに確証し合っている独

立した証言を否定する人がいたら、それは愚の骨頂とい

うしかない。一方、数人のチェーラの証言によって、マ

ハートマ・クートフーミは私達と同じように生きている

人間であることが堅く立証された。その上、二人の人が

別の時にマハートマを見たという証拠もある。これは、

オカルト現象の真正は認めるが、すべてが「霊達」によっ

て行なわれると信じている人々の疑いを完全に晴らすで

あろう。

　もう一つの点に注意してもらいたいと思う。行商人が

ダージリンにいる間、ブラヴァツキー夫人もそこに滞在

していたので、夫人がその話をするようにと行商人にそ

での下を使ったかもしれない（‼）ともいえる。しかし、

ブラフマチャーリンの場合は、そんなことはあり得ない。

彼は行商人にもブラヴァツキー夫人にも会ったことがな

いし、長い旅から帰って来たばかりだからオルコット大

佐の名前を聞いたこともないし、私が神智学協会の会員

であることも知らなかった。彼の証言は完全に自発的に

されたものである。マハートマ達の実在を認めはするが、

マハートマ達が神智学協会と関係をもっておられる証拠

は全くないと言っている人達が、それらの偉大な魂の持

ち主達が神智学協会のように博愛的な団体に関心をもた

れることを不可能にする理由がないということに気がつ

いたらどんなに喜ぶことだろう。従って自己犠牲をする

男女達の言い分を公平に聞きもしないでそれを嘘と決め

つけるのは、いわれのない侮辱である。

　私はわざと、もうすでに公開された証拠に触れなかっ

た。なぜなら証拠の一組一組はそれぞれ、決定的だから

である。すべてを合わせてみると、うむを言わせぬ証拠

の山になる。

モーヒニ・Ｍ・チャッテルジ

【編集者［ＨＰＢ］の注】　二次的な証拠はもはや必要で

はない。一一月二〇日の午前一〇時に、ラホールの消印

のある電報を二通受け取った。オルコット大佐からの一

通の電報によると、前夜、大佐はマハートマ「ＫＨ」ご

自身のご訪問をいただいたということで、もう一通、神

智学協会ロンドン・ロッジの会員のＷ・Ｔ・ブラウン氏の

電報によれば、「今朝早く、マハートマＫＨが私のとこ

ろへおいでになり、記念として絹のハンカチを残して下

さった！」今日、一一月二二日に、長く待ち望まれた大

師のご訪問を本誌に発表する許可を得るために私達は二

人の紳士へ電報を打った。その返事には、「大師のご訪

問について書いてもよい」という許可を受けたばかりか、

「昨夜、肉体でジュアル・クール兄と同行して大師はテ

ントの近くに」会長（大佐）とブラウン氏とダモダール

氏をお訪ねになったということが書いてあった。ブラウ

ン氏はオルコット大佐とブラヴァツキー夫人と共に、「西

洋人のひょうきん者のトリオ」の一人だという心霊主義

者もいるかもしれないが、そんなことはないので、やは

りマハートマ達の実在についての疑いはだいたいこれで

解決してしまうはずである。一人の立会人では事実に関

して思い違いをするかもしれないし、二人の立会人の証

言でも疑いをはさむことがあり得る。しかし自分の眼前

で起こったことについての、三人以上の立会人の証言を

疑うのは、法廷でもあり得ないほど愚かなことである。

私達はまだ詳報に接しないが、一週間後、マハートマＫ

Ｈはシャムへ行く途中でマドラスを通られるだろうとい

う情報を受けていたので、会長とブラウン氏が見たのは、

かつて見たＫＨ大師のアストラル形体ではなくて、大師

の本当に生きている体であると結論して差し支えない。

―――――

　ＫＨ大師の弟子であったダモダール・Ｋ・マーヴァラー

ンカルは次の論文で自分の体験を語り、デーラードゥー

ンのブラフマチャーリンの体験について説明する。（訳

者）

⑵　大きな謎の解決

　北インドへのオルコット大佐の会長講演旅行からマド

ラスの本部に帰って来て、私は極めて嘆かわしいことを

知った。つまり、神智学協会の創立者達は自分がヒマラ

ヤのマハートマ方と個人的な関係をもっていると主張し

ているが、ある心霊主義者達は敵意をいだいて、その主

張を激しく非難しているという悲しい事実である。もち

ろん私自身にとって今、マハートマ方の実在の問題は完

全に解決してしまっている。しかし、偏見と誤解のため

に歴然とした事実を無視する者達にマハートマ方の実在

を納得させることは無理なので、私はあえて納得させよ

うとは思わない。諺 ( ことわざ ) にいわれている通り、

見ようとしない人ほど目がくらんでいる者はいない。一

方、熱心な探究者達のために私が知っている事実を公言

しなかったら、私の義務を怠ることになる。そうした学

徒は純粋な熱望をいだいて勉強に身を捧げているので、

オカルトの世界にますます近づきつつある。私の意見で

は、聡明な心の持ち主に何かを得心させる最良の方法は、

推測を一切交じえずに、できるだけ明瞭に事実を語るこ

とである。

　初めに、私の友人達と神智学協会の同胞達によく知ら

れていることを述べなければならない。つまり、この四

年間私は、シネット氏と文通しておられるマハートマの

チェーラであるということである。時折、私は公にこの

事実に触れたことがある。また、崇敬すべきヒマラヤの

マハートマ方の中のある方々がアストラル体あるいは肉

体で現れなさったのを見たという事実に触れたこともあ

る。しかし、これらの偉大な師匠方は「肉体を脱した霊達」

ではなくて生きいる人間である点をどんなに力説して

も、偏見と先入観で識別力を失った心霊主義者達の心に

確信を与えることはできないだろう。創立者達のどちら

かあるいは二人ともが霊媒（medium）であり、自分の

周りに現れる死者の霊達を生きている人間と間違えると

いう説もある。私が一人でいる時に同じ方々を見ること

もあると言うと、私も霊媒になっていると言われたこと

がある。

　この件に関しては、一一月一七日号の『光』誌に載っ

たＣ・Ｃ・マッシー氏の手紙が非常に興味深い。この紳士

は決して私達の敵ではなく、むしろ、まさに真理だけを

発見したがっている長年の神智学徒である。マッシー氏

の手紙からの次の抜粋によれば、神智学協会の会員の中

にも、どんなに大きな思い違いをしているかが示されて

いる。

　権威筋の断言ではなく、できるだけ人を傷つけたくな

い一人の個人の意見として私の見解を自由に述べること

ができるならば、〔マハートマ達の文章とされている〕

これらの手紙はアデプトのどなたかのその通りの語句で

あるかないかはとにかく、ブラヴァツキー夫人あるいは

受け入れられた他の弟子達によって書かれたものである

と言おう。ブラヴァツキーは少くとも、その伝達媒体

（medium）だけではなく手紙を作り上げることのできる

媒体でもあるはずである。シネット氏のおかげで私はそ

れらの手紙の筆跡を見て、それがブラヴァツキー夫人の

筆跡とは少しも似ていないことを知っている。しかし、

心霊的な方法で作られた文章について知っている人なら

誰でも分かる理由で、ブラヴァツキー夫人の手とは全然

似ていなくても彼女はその手紙を作る媒体ではあり得

る。ところが、同じ「ＫＨ」のサインがついており同じ

筆跡で書かれたのに、それが受けられた状況から考える

と、ブラヴァツキー夫人が媒体としてあるいはほかの役

割でその手紙を作ることに関係したことが絶対にあり得

ない数通の手紙もある、ということを認めざるを得ない。

　心霊主義の方々に、太字で書かれた所をよく心にとめ

ながら、次のことを説明していただきたいと思う。つま

り、私だけではなく、オルコット大佐とブラウン氏と、

講演旅行に参加した何人かのほかの紳士達がそれぞれ、

一人でいる時あるいは仲間と一緒にいる時、様々な場面

において、その日またはその時間にした会話と質問に応

じて、手紙を受け取ったが、それらの手紙はすべてシネッ

ト氏が持っている手紙と全く同じ筆跡で書かれていたと

いうことである。その時ブラヴァツキー夫人は数千キロ

離れた所にいた。

　オルコット大佐との旅で、大佐がいた時も、いなかっ

た時も、様々な現象が起きた。例えば、会員達がした質

問に応じて、私の師匠の署名があり、師匠の筆跡で書か

れた即答の手紙が現れた。先月号の『セオソフィスト』

誌はそれらの手紙のあるものに触れているが、他のもの

は、一般読者の手に入る雑誌に載せるわけにはいかない。

これらのことはすべて、私達がラホールに着く前に起

こったことである。私達はラホールで、その実在がとて

も疑われている我が師匠と肉体で会うことを期待してい

た。私はそこで引き続き三晩、完全に意識を保ちながら

師匠の肉体でのご訪問をいただいた。ご訪問はそれぞれ

三時間くらい続いた上、私は師を迎えに家の外に出たこ

ともある。霊媒が完全に意識を保ちながら、前に決めた

手はずに従って家の外で「霊」の訪問者に会い、「肉体

を脱した」その霊を家の中へ連れて行き、霊に席をすす

め、肉体化身している存在に接触していると思わせるよ

うな長い会話をしたというケースは、私が知っている限

り心霊主義の記録にはない！

　その上、ラホールで直接会った大師は、神智学協会本

部でそのアストラル形体を見た方と同一人物である。ま

た、大師の直接のご援助と保護のおかげで、私はアスト

ラル自我で、何千キロ離れた大師のお宅に行くことを許

されたが、私のその時のヴィジョンとトランスで見たお

姿とも同じであった。大師のお宅に伺った時、私の神通

力はまだほとんど展開していなかったので、大師の形体

はいつもぼやけて見えたが、目鼻立ちは非常にはっきり

見えて、私の魂の目と記憶に深く刻み込まれている。し

かし、ラホールやジャンムーや他の所で肉体でお会いし

た時は、印象は全く違っていた。以前の場合は、師に敬

意を表す時、私の手は師の形体を通り抜けたが、今度は、

しっかりとした衣装をまとい肉体をお持ちの大師にお会

いした。ここでは生きている人間を前にしたのである。

顔は同じであったが、私が度々見た、ブラヴァツキー夫

人とシネット氏が持っている大師の肖像画よりもはるか

に印象的なお姿で堂々とした態度をしておられた。

　大師はラホールで、二晩にわたってオルコット大佐と

ブラウン氏それぞれをお訪ねになったことにはあまり触

れないようにしよう。なぜなら、二人ともしたいと思え

ば、自分自身の体験を私よりもうまく語ることができる

だろう。ラホールからジャンムーに行った三日目の夜、

ブラウン氏は再び大師にお会いし、大師の筆跡の手紙を

大師からいただいた。それに大師は、ほとんど毎日私の

ところに来られた。ブラウン氏をお訪ねになった翌朝に

起こったことにつて、ジャンムーにいた人達は皆知って

いる。つまり、私は幸運にも聖なるアーシュラムに呼ば

れ、そこに滞在することを許されたのである。そこで、

実在が大いに人々に疑われている数人のヒマラヤのマ

ハートマ方とその弟子達と一緒に二、三日を過ごすこと

ができた。私自身の愛するグルデーヴァ〔師匠の敬称〕

とオルコット大佐の師匠だけではなく、同じ同胞団の何

人かの方々にも会ったし、その中には極めて高位の方も

おられた。三度祝福されたその聖なる地域への私の訪問

の内容は非常に個人的なものなので、残念なことに、そ

れについての詳しいことは言えない。だから、次のこと

を言ってとどめておこう。つまり、私が訪ねることを許

された所は想像上の「常夏の国」ではなくヒマラヤ山脈

の中にあり、私は肉体で師匠にお会いしたが、大師のお

姿は私が弟子道に入った頃に見たのと同じであった。最

愛の我が師匠は、生きている人間であることはもちろん

だが、その聖なる仲間のほかの行者達と比べては若く見

えるし、ほかの方々よりもはるかにご親切で、楽しい冗

談と会話はお嫌いではないようである。だから、着いて

二日目、食事のあと、一時間ほど大師とお話しすること
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ができた。大師は微笑まれてなぜ私がそんなに途方にく

れた顔でご自分を見るのかとお聞きになったので、私は

大師に伺った。「師よ、協会のある会員は師がお年寄り

だと思い込んで、師を透視力で見た時、六〇歳以上の老

人に見えたというのはなぜでしょうか？」大師はやさし

く微笑まれて次のように答えられた。つまり、つい最近

出てきたこの誤りは、北西州のヴェーダーンタ派のス

ワーミーの弟子であるブラフマチャーリンの旅行談によ

るものだと説明された。そのブラフマチャーリンは去年

チベットで、大師の道連れであった年寄りのラマ僧に

会った。彼はインドでその出合いについて話したが、数

人の人達はそのラマ僧を大師であると間違って結論した

のだ。透視能力者が大師を老人と見たことについては、

本当の透視力ならそのような間違いを犯すはずはないと

大師は説明された。そして、グルの年齢に重きを置いて

はいけないとやさしく私を叱って、外観は当てにならな

いものであると言って他の点をいろいろと説明して下

さった。

　これはすべて紛れもない事実である。私が言っている

ことは事実か虚偽かどちらかだから、読者はそれを受け

入れるか否定するかしかない。第三の道はないからであ

る。もし受け入れるなら、マハートマ達についての心霊

主義者達の説を一切捨てて、ヒマラヤの同胞達は肉体を

脱ぎ捨てた霊達でもなければ狂信者達の興奮し過ぎた想

像力によって作り上げたものでもなく、本当に生きてい

る人間であることを認めざるを得なくなる。もちろん、

私の話を信用しない人がたくさんいることは十分承知し

ているが、私は次の人達のためにだけ書いている。つま

り、私をよく知っていて、私は幻覚を起こす霊媒ではな

いし、悪い動機をいだいてもいないことが分かる少数の

人達と、自分の信念及び自が雄々しく支持している神智

学運動にいつも忠実な人達のために書いているのであ

る。理解しようとしないし、理解することもできない事

を嘲り笑う大多数の人の意見はとるに足らないものと思

う。もしこの私の短い文章が協会の会員同志あるいは会

員でないまじめな人でさえも、大師方が神智学協会の二

人の創立者達に託された運動を助成するきっかけになっ

たら、私は正しく本分を果たしたものと思う。

アディヤール　（マドラス）

一八八三年一二月七日

―――――

ダモダールの体験についてオルコット大佐はブラヴァツ

キー夫人への電報で次のように言っている。（訳者）

　一一月二一五日の夜明けにダモダールは私達の所から

出て行き、約六〇時間後、二七日の夕方に帰って来たが、

前とは全く変わっていた。去った時には、彼は青白い顔

の学生のようで、ほっそりしたひ弱な体で、いつも人を

丁重に取り扱うやや内気な青年であったが、帰って来た

時には、顔が濃い褐色に日焼けし、体は強靭で丈夫になっ

たようで、恐れを知らぬ態度でたいへんエネルギッシュ

になっていた。まるで別人のようで、同じダモダールと

は思えなかった。大師のアーシュラムである訓練を受け

たようである。

オルコット大佐は『古い日記集』に、大師のご訪問につ

いて次のように書いている。（訳者）

　一九日の夜、私はテントで眠っていた時、誰かが私に

手を置いていることに気がついて、ぱっと目が覚めた。

キャンプは広い平野に張られて、ラホール警察管轄区域

外にあったので、狂信的な暗殺者ではないかと恐れて動

物的な自衛本能で相手の上腕をつかまえて、誰か、何を

しに来たかとヒンドスタニー語で尋ねた。これはすべて、

一瞬の中に起こった。私は、次の瞬間に襲われて命を守

らなければならないと、相手をしっかりつかまえていた。

しかしその人は間もなく、非常にやさしい声で「私を知

りませんか？　覚えていませんか？」とお尋ねになった。

ＫＨ大師のお声だった。私はびっくりして手を放し、合

掌して、敬意を表すためにベッドから起き上がろうとし

た。しかし、大師の手と声が私をとめた。二、三の言葉

を交わしてから、大師はご自分の左手に私の左手を置き、

右手の指をそろえて小さくして私の左手の手のひらに置

いてから、簡易ベッドのそばに静かに立っておられた。

大師のうしろにあった荷箱の上に明かりがついていたの

で、その光で神々しく慈悲深いお顔が見えた。しばらく

すると、手のひらの中に何か柔らかな物質が出来つつあ

ると感じた。次の瞬間に大師はやさしいみ手を私の額に

置かれ、祝福の言葉を言われ、Ｗ・Ｔ・ブラウン氏を訪ね

に行かれた。私のテントはズックのスクリーンで二間に

分かれており、ブラウン氏はスクリーンの向こう側に寝

ていた。私はしばらくぼんやりしていたが、絹の布に包

まれた紙が私の左手にあることにやっと気がついた。も

ちろん私はすぐに明かりのほうに行って、紙を見た。そ

れは個人的な忠告の手紙で、名指しはされていなかった

が、協会に積極的に反対していた二人の敵の死が予言さ

れていた。

　大佐が受けた手紙は現在、アディヤールの神智学協会

本部の記録保管所にある。それはマハートマ達の実在の

確信と弟子道に関わる問題に触れるので、ここに全訳す

る。（訳者）

　あなたの見習い期がアメリカで始まって以来、あなた

は私と大いに関わってきたが、不完全な発達のせいで、

私をアトリヤと取り違えたことがよくある。また、私の

心があなたの心に働きかけたり対話しようとすると、自

分の心の働きによる新しい考えのせいだと思い違いをし

たこともよくある。もちろん、あなたが知っている限り、

あなたと私が肉体で会ったことはこれまでなかったの

で、西洋の証拠のルールの観点からいえば、あなたは私

の実在を証明する適格な証人にはなれなかった。しかし

今ではもう、そのような証人になっただろう。アーシュ

ラムからラホールまで来た一つの目的は、この最後の実

質的な証拠をあなたに与えることである。あなたは私を

見て私と会話をしただけではなく、私に手を触れたし、

また、私の手であなたの手を握りしめた。想像上のＫＨ

は事実上のＫ・になった。表面的にあなたを見た人は決

してあなたは保守的だとは思わないのに、あなたの懐疑

的な傾向は極端な保守主義に走り、これが引き続きあな

たの内的な展開を大いに妨げてきた。時には残酷にもな

るこの懐疑心のために、あなたはウパーシカとボルグと

ジュアル・クールを怪しんだり、息子のように愛するダ

モダールとＤ・ナートを疑うことさえもあった。私との

この出合いで、あなたの心境が一変するはずである。も

し心に変化がなかったなら、あなたの未来は暗くなるだ

ろう。真理は泥棒のように横桟のある窓をこじ開け、鉄

製の戸を壊して人の心に押し入ることは決してない。

　私は自分の意志でだけではなく、マハーチョーハンの

ご命令に従ってここに来た。マハーチョーハンは、開い

た本のように未来をお読みになることができる。ニュー

ヨークでＭと会った時、あなたはご訪問が幻 ( マーヤー )

ではないという客観的な証拠を求めたので、Ｍはその証

拠をお与えになった。私は、あなたから何も求められな

かったが、この証拠を上げよう。私が姿を消しても、あ

なたはこの手紙を見て私達の会話を思い出すことができ

る。今度は、若いブラウン君のほうに行って彼の直観力

を試してみる。明日の夜、キャンプは静かになって、お

客さんの発散物のいちばんいやなのが消えてから、また

訪ねて来る。未来のある事柄についてあなたに警告しな

ければならないので、もっと長く会話しよう。昨日の夕

食で、あなたは恐怖と疑惑に陥ったが、そのように恐れ

たり疑ったりしてはならない。西洋暦の正月が過ぎて間

もなく、いわば「敵共」のあと二人が亡くなるだろう。

いつも熱望して、警戒を怠らず、分別を巡らせ。なぜなら、

神智学協会が人のためになるか否かは大いにあなたの努

力しだいであり、協会の苦しんでいる開祖達とその仕事

を手伝っている人は皆、いつも我々の祝福を受けている

からである。

ＫＨ

（先月号のつづき）

　ここで次のことを言っておいたほうがよいと思う。つ

まり、ブラフマチャーリンの話は、望ましい答えを促す

ような誘導尋問の結果として出たものではなく、彼が自

ら話した過去一年の旅行談の一部でしかなかった。彼は

英語をほとんど知らないし、私が知っている限り、その

時「神智学」という単語を聞いたこともなかった。

　普通の経験範囲に入っていない事実の真正を裏づける

という理由で、ダージリンのチベット人の行商人とデー

ラードゥーンのバラモンとが互いに確証し合っている独

立した証言を否定する人がいたら、それは愚の骨頂とい

うしかない。一方、数人のチェーラの証言によって、マ

ハートマ・クートフーミは私達と同じように生きている

人間であることが堅く立証された。その上、二人の人が

別の時にマハートマを見たという証拠もある。これは、

オカルト現象の真正は認めるが、すべてが「霊達」によっ

て行なわれると信じている人々の疑いを完全に晴らすで

あろう。

　もう一つの点に注意してもらいたいと思う。行商人が

ダージリンにいる間、ブラヴァツキー夫人もそこに滞在

していたので、夫人がその話をするようにと行商人にそ

での下を使ったかもしれない（‼）ともいえる。しかし、

ブラフマチャーリンの場合は、そんなことはあり得ない。

彼は行商人にもブラヴァツキー夫人にも会ったことがな

いし、長い旅から帰って来たばかりだからオルコット大

佐の名前を聞いたこともないし、私が神智学協会の会員

であることも知らなかった。彼の証言は完全に自発的に

されたものである。マハートマ達の実在を認めはするが、

マハートマ達が神智学協会と関係をもっておられる証拠

は全くないと言っている人達が、それらの偉大な魂の持

ち主達が神智学協会のように博愛的な団体に関心をもた

れることを不可能にする理由がないということに気がつ

いたらどんなに喜ぶことだろう。従って自己犠牲をする

男女達の言い分を公平に聞きもしないでそれを嘘と決め

つけるのは、いわれのない侮辱である。

　私はわざと、もうすでに公開された証拠に触れなかっ

た。なぜなら証拠の一組一組はそれぞれ、決定的だから

である。すべてを合わせてみると、うむを言わせぬ証拠

の山になる。

モーヒニ・Ｍ・チャッテルジ

【編集者［ＨＰＢ］の注】　二次的な証拠はもはや必要で

はない。一一月二〇日の午前一〇時に、ラホールの消印

のある電報を二通受け取った。オルコット大佐からの一

通の電報によると、前夜、大佐はマハートマ「ＫＨ」ご

自身のご訪問をいただいたということで、もう一通、神

智学協会ロンドン・ロッジの会員のＷ・Ｔ・ブラウン氏の

電報によれば、「今朝早く、マハートマＫＨが私のとこ

ろへおいでになり、記念として絹のハンカチを残して下

さった！」今日、一一月二二日に、長く待ち望まれた大

師のご訪問を本誌に発表する許可を得るために私達は二

人の紳士へ電報を打った。その返事には、「大師のご訪

問について書いてもよい」という許可を受けたばかりか、

「昨夜、肉体でジュアル・クール兄と同行して大師はテ

ントの近くに」会長（大佐）とブラウン氏とダモダール

氏をお訪ねになったということが書いてあった。ブラウ

ン氏はオルコット大佐とブラヴァツキー夫人と共に、「西

洋人のひょうきん者のトリオ」の一人だという心霊主義

者もいるかもしれないが、そんなことはないので、やは

りマハートマ達の実在についての疑いはだいたいこれで

解決してしまうはずである。一人の立会人では事実に関

して思い違いをするかもしれないし、二人の立会人の証

言でも疑いをはさむことがあり得る。しかし自分の眼前

で起こったことについての、三人以上の立会人の証言を

疑うのは、法廷でもあり得ないほど愚かなことである。

私達はまだ詳報に接しないが、一週間後、マハートマＫ

Ｈはシャムへ行く途中でマドラスを通られるだろうとい

う情報を受けていたので、会長とブラウン氏が見たのは、

かつて見たＫＨ大師のアストラル形体ではなくて、大師

の本当に生きている体であると結論して差し支えない。

―――――

　ＫＨ大師の弟子であったダモダール・Ｋ・マーヴァラー

ンカルは次の論文で自分の体験を語り、デーラードゥー

ンのブラフマチャーリンの体験について説明する。（訳

者）

⑵　大きな謎の解決

　北インドへのオルコット大佐の会長講演旅行からマド

ラスの本部に帰って来て、私は極めて嘆かわしいことを

知った。つまり、神智学協会の創立者達は自分がヒマラ

ヤのマハートマ方と個人的な関係をもっていると主張し

ているが、ある心霊主義者達は敵意をいだいて、その主

張を激しく非難しているという悲しい事実である。もち

ろん私自身にとって今、マハートマ方の実在の問題は完

全に解決してしまっている。しかし、偏見と誤解のため

に歴然とした事実を無視する者達にマハートマ方の実在

を納得させることは無理なので、私はあえて納得させよ

うとは思わない。諺 ( ことわざ ) にいわれている通り、

見ようとしない人ほど目がくらんでいる者はいない。一

方、熱心な探究者達のために私が知っている事実を公言

しなかったら、私の義務を怠ることになる。そうした学

徒は純粋な熱望をいだいて勉強に身を捧げているので、

オカルトの世界にますます近づきつつある。私の意見で

は、聡明な心の持ち主に何かを得心させる最良の方法は、

推測を一切交じえずに、できるだけ明瞭に事実を語るこ

とである。

　初めに、私の友人達と神智学協会の同胞達によく知ら

れていることを述べなければならない。つまり、この四

年間私は、シネット氏と文通しておられるマハートマの

チェーラであるということである。時折、私は公にこの

事実に触れたことがある。また、崇敬すべきヒマラヤの

マハートマ方の中のある方々がアストラル体あるいは肉

体で現れなさったのを見たという事実に触れたこともあ

る。しかし、これらの偉大な師匠方は「肉体を脱した霊達」

ではなくて生きいる人間である点をどんなに力説して

も、偏見と先入観で識別力を失った心霊主義者達の心に

確信を与えることはできないだろう。創立者達のどちら

かあるいは二人ともが霊媒（medium）であり、自分の

周りに現れる死者の霊達を生きている人間と間違えると

いう説もある。私が一人でいる時に同じ方々を見ること

もあると言うと、私も霊媒になっていると言われたこと

がある。

　この件に関しては、一一月一七日号の『光』誌に載っ

たＣ・Ｃ・マッシー氏の手紙が非常に興味深い。この紳士

は決して私達の敵ではなく、むしろ、まさに真理だけを

発見したがっている長年の神智学徒である。マッシー氏

の手紙からの次の抜粋によれば、神智学協会の会員の中

にも、どんなに大きな思い違いをしているかが示されて

いる。

　権威筋の断言ではなく、できるだけ人を傷つけたくな

い一人の個人の意見として私の見解を自由に述べること

ができるならば、〔マハートマ達の文章とされている〕

これらの手紙はアデプトのどなたかのその通りの語句で

あるかないかはとにかく、ブラヴァツキー夫人あるいは

受け入れられた他の弟子達によって書かれたものである

と言おう。ブラヴァツキーは少くとも、その伝達媒体

（medium）だけではなく手紙を作り上げることのできる

媒体でもあるはずである。シネット氏のおかげで私はそ

れらの手紙の筆跡を見て、それがブラヴァツキー夫人の

筆跡とは少しも似ていないことを知っている。しかし、

心霊的な方法で作られた文章について知っている人なら

誰でも分かる理由で、ブラヴァツキー夫人の手とは全然

似ていなくても彼女はその手紙を作る媒体ではあり得

る。ところが、同じ「ＫＨ」のサインがついており同じ

筆跡で書かれたのに、それが受けられた状況から考える

と、ブラヴァツキー夫人が媒体としてあるいはほかの役

割でその手紙を作ることに関係したことが絶対にあり得

ない数通の手紙もある、ということを認めざるを得ない。

　心霊主義の方々に、太字で書かれた所をよく心にとめ

ながら、次のことを説明していただきたいと思う。つま

り、私だけではなく、オルコット大佐とブラウン氏と、

講演旅行に参加した何人かのほかの紳士達がそれぞれ、

一人でいる時あるいは仲間と一緒にいる時、様々な場面

において、その日またはその時間にした会話と質問に応

じて、手紙を受け取ったが、それらの手紙はすべてシネッ

ト氏が持っている手紙と全く同じ筆跡で書かれていたと

いうことである。その時ブラヴァツキー夫人は数千キロ

離れた所にいた。

　オルコット大佐との旅で、大佐がいた時も、いなかっ

た時も、様々な現象が起きた。例えば、会員達がした質

問に応じて、私の師匠の署名があり、師匠の筆跡で書か

れた即答の手紙が現れた。先月号の『セオソフィスト』

誌はそれらの手紙のあるものに触れているが、他のもの

は、一般読者の手に入る雑誌に載せるわけにはいかない。

これらのことはすべて、私達がラホールに着く前に起

こったことである。私達はラホールで、その実在がとて

も疑われている我が師匠と肉体で会うことを期待してい

た。私はそこで引き続き三晩、完全に意識を保ちながら

師匠の肉体でのご訪問をいただいた。ご訪問はそれぞれ

三時間くらい続いた上、私は師を迎えに家の外に出たこ

ともある。霊媒が完全に意識を保ちながら、前に決めた

手はずに従って家の外で「霊」の訪問者に会い、「肉体

を脱した」その霊を家の中へ連れて行き、霊に席をすす

め、肉体化身している存在に接触していると思わせるよ

うな長い会話をしたというケースは、私が知っている限

り心霊主義の記録にはない！

　その上、ラホールで直接会った大師は、神智学協会本

部でそのアストラル形体を見た方と同一人物である。ま

た、大師の直接のご援助と保護のおかげで、私はアスト

ラル自我で、何千キロ離れた大師のお宅に行くことを許

されたが、私のその時のヴィジョンとトランスで見たお

姿とも同じであった。大師のお宅に伺った時、私の神通

力はまだほとんど展開していなかったので、大師の形体

はいつもぼやけて見えたが、目鼻立ちは非常にはっきり

見えて、私の魂の目と記憶に深く刻み込まれている。し

かし、ラホールやジャンムーや他の所で肉体でお会いし

た時は、印象は全く違っていた。以前の場合は、師に敬

意を表す時、私の手は師の形体を通り抜けたが、今度は、

しっかりとした衣装をまとい肉体をお持ちの大師にお会

いした。ここでは生きている人間を前にしたのである。

顔は同じであったが、私が度々見た、ブラヴァツキー夫

人とシネット氏が持っている大師の肖像画よりもはるか

に印象的なお姿で堂々とした態度をしておられた。

　大師はラホールで、二晩にわたってオルコット大佐と

ブラウン氏それぞれをお訪ねになったことにはあまり触

れないようにしよう。なぜなら、二人ともしたいと思え

ば、自分自身の体験を私よりもうまく語ることができる

だろう。ラホールからジャンムーに行った三日目の夜、

ブラウン氏は再び大師にお会いし、大師の筆跡の手紙を

大師からいただいた。それに大師は、ほとんど毎日私の

ところに来られた。ブラウン氏をお訪ねになった翌朝に

起こったことにつて、ジャンムーにいた人達は皆知って

いる。つまり、私は幸運にも聖なるアーシュラムに呼ば

れ、そこに滞在することを許されたのである。そこで、

実在が大いに人々に疑われている数人のヒマラヤのマ

ハートマ方とその弟子達と一緒に二、三日を過ごすこと

ができた。私自身の愛するグルデーヴァ〔師匠の敬称〕

とオルコット大佐の師匠だけではなく、同じ同胞団の何

人かの方々にも会ったし、その中には極めて高位の方も

おられた。三度祝福されたその聖なる地域への私の訪問

の内容は非常に個人的なものなので、残念なことに、そ

れについての詳しいことは言えない。だから、次のこと

を言ってとどめておこう。つまり、私が訪ねることを許

された所は想像上の「常夏の国」ではなくヒマラヤ山脈

の中にあり、私は肉体で師匠にお会いしたが、大師のお

姿は私が弟子道に入った頃に見たのと同じであった。最

愛の我が師匠は、生きている人間であることはもちろん

だが、その聖なる仲間のほかの行者達と比べては若く見

えるし、ほかの方々よりもはるかにご親切で、楽しい冗

談と会話はお嫌いではないようである。だから、着いて

二日目、食事のあと、一時間ほど大師とお話しすること
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ができた。大師は微笑まれてなぜ私がそんなに途方にく

れた顔でご自分を見るのかとお聞きになったので、私は

大師に伺った。「師よ、協会のある会員は師がお年寄り

だと思い込んで、師を透視力で見た時、六〇歳以上の老

人に見えたというのはなぜでしょうか？」大師はやさし

く微笑まれて次のように答えられた。つまり、つい最近

出てきたこの誤りは、北西州のヴェーダーンタ派のス

ワーミーの弟子であるブラフマチャーリンの旅行談によ

るものだと説明された。そのブラフマチャーリンは去年

チベットで、大師の道連れであった年寄りのラマ僧に

会った。彼はインドでその出合いについて話したが、数

人の人達はそのラマ僧を大師であると間違って結論した

のだ。透視能力者が大師を老人と見たことについては、

本当の透視力ならそのような間違いを犯すはずはないと

大師は説明された。そして、グルの年齢に重きを置いて

はいけないとやさしく私を叱って、外観は当てにならな

いものであると言って他の点をいろいろと説明して下

さった。

　これはすべて紛れもない事実である。私が言っている

ことは事実か虚偽かどちらかだから、読者はそれを受け

入れるか否定するかしかない。第三の道はないからであ

る。もし受け入れるなら、マハートマ達についての心霊

主義者達の説を一切捨てて、ヒマラヤの同胞達は肉体を

脱ぎ捨てた霊達でもなければ狂信者達の興奮し過ぎた想

像力によって作り上げたものでもなく、本当に生きてい

る人間であることを認めざるを得なくなる。もちろん、

私の話を信用しない人がたくさんいることは十分承知し

ているが、私は次の人達のためにだけ書いている。つま

り、私をよく知っていて、私は幻覚を起こす霊媒ではな

いし、悪い動機をいだいてもいないことが分かる少数の

人達と、自分の信念及び自が雄々しく支持している神智

学運動にいつも忠実な人達のために書いているのであ

る。理解しようとしないし、理解することもできない事

を嘲り笑う大多数の人の意見はとるに足らないものと思

う。もしこの私の短い文章が協会の会員同志あるいは会

員でないまじめな人でさえも、大師方が神智学協会の二

人の創立者達に託された運動を助成するきっかけになっ

たら、私は正しく本分を果たしたものと思う。

アディヤール　（マドラス）

一八八三年一二月七日

―――――

ダモダールの体験についてオルコット大佐はブラヴァツ

キー夫人への電報で次のように言っている。（訳者）

　一一月二一五日の夜明けにダモダールは私達の所から

出て行き、約六〇時間後、二七日の夕方に帰って来たが、

前とは全く変わっていた。去った時には、彼は青白い顔

の学生のようで、ほっそりしたひ弱な体で、いつも人を

丁重に取り扱うやや内気な青年であったが、帰って来た

時には、顔が濃い褐色に日焼けし、体は強靭で丈夫になっ

たようで、恐れを知らぬ態度でたいへんエネルギッシュ

になっていた。まるで別人のようで、同じダモダールと

は思えなかった。大師のアーシュラムである訓練を受け

たようである。

オルコット大佐は『古い日記集』に、大師のご訪問につ

いて次のように書いている。（訳者）

　一九日の夜、私はテントで眠っていた時、誰かが私に

手を置いていることに気がついて、ぱっと目が覚めた。

キャンプは広い平野に張られて、ラホール警察管轄区域

外にあったので、狂信的な暗殺者ではないかと恐れて動

物的な自衛本能で相手の上腕をつかまえて、誰か、何を

しに来たかとヒンドスタニー語で尋ねた。これはすべて、

一瞬の中に起こった。私は、次の瞬間に襲われて命を守

らなければならないと、相手をしっかりつかまえていた。

しかしその人は間もなく、非常にやさしい声で「私を知

りませんか？　覚えていませんか？」とお尋ねになった。

ＫＨ大師のお声だった。私はびっくりして手を放し、合

掌して、敬意を表すためにベッドから起き上がろうとし

た。しかし、大師の手と声が私をとめた。二、三の言葉

を交わしてから、大師はご自分の左手に私の左手を置き、

右手の指をそろえて小さくして私の左手の手のひらに置

いてから、簡易ベッドのそばに静かに立っておられた。

大師のうしろにあった荷箱の上に明かりがついていたの

で、その光で神々しく慈悲深いお顔が見えた。しばらく

すると、手のひらの中に何か柔らかな物質が出来つつあ

ると感じた。次の瞬間に大師はやさしいみ手を私の額に

置かれ、祝福の言葉を言われ、Ｗ・Ｔ・ブラウン氏を訪ね

に行かれた。私のテントはズックのスクリーンで二間に

分かれており、ブラウン氏はスクリーンの向こう側に寝

ていた。私はしばらくぼんやりしていたが、絹の布に包

まれた紙が私の左手にあることにやっと気がついた。も

ちろん私はすぐに明かりのほうに行って、紙を見た。そ

れは個人的な忠告の手紙で、名指しはされていなかった

が、協会に積極的に反対していた二人の敵の死が予言さ

れていた。

　大佐が受けた手紙は現在、アディヤールの神智学協会

本部の記録保管所にある。それはマハートマ達の実在の

確信と弟子道に関わる問題に触れるので、ここに全訳す

る。（訳者）

　あなたの見習い期がアメリカで始まって以来、あなた

は私と大いに関わってきたが、不完全な発達のせいで、

私をアトリヤと取り違えたことがよくある。また、私の

心があなたの心に働きかけたり対話しようとすると、自

分の心の働きによる新しい考えのせいだと思い違いをし

たこともよくある。もちろん、あなたが知っている限り、

あなたと私が肉体で会ったことはこれまでなかったの

で、西洋の証拠のルールの観点からいえば、あなたは私

の実在を証明する適格な証人にはなれなかった。しかし

今ではもう、そのような証人になっただろう。アーシュ

ラムからラホールまで来た一つの目的は、この最後の実

質的な証拠をあなたに与えることである。あなたは私を

見て私と会話をしただけではなく、私に手を触れたし、

また、私の手であなたの手を握りしめた。想像上のＫＨ

は事実上のＫ・になった。表面的にあなたを見た人は決

してあなたは保守的だとは思わないのに、あなたの懐疑

的な傾向は極端な保守主義に走り、これが引き続きあな

たの内的な展開を大いに妨げてきた。時には残酷にもな

るこの懐疑心のために、あなたはウパーシカとボルグと

ジュアル・クールを怪しんだり、息子のように愛するダ

モダールとＤ・ナートを疑うことさえもあった。私との

この出合いで、あなたの心境が一変するはずである。も

し心に変化がなかったなら、あなたの未来は暗くなるだ

ろう。真理は泥棒のように横桟のある窓をこじ開け、鉄

製の戸を壊して人の心に押し入ることは決してない。

　私は自分の意志でだけではなく、マハーチョーハンの

ご命令に従ってここに来た。マハーチョーハンは、開い

た本のように未来をお読みになることができる。ニュー

ヨークでＭと会った時、あなたはご訪問が幻 ( マーヤー )

ではないという客観的な証拠を求めたので、Ｍはその証

拠をお与えになった。私は、あなたから何も求められな

かったが、この証拠を上げよう。私が姿を消しても、あ

なたはこの手紙を見て私達の会話を思い出すことができ

る。今度は、若いブラウン君のほうに行って彼の直観力

を試してみる。明日の夜、キャンプは静かになって、お

客さんの発散物のいちばんいやなのが消えてから、また

訪ねて来る。未来のある事柄についてあなたに警告しな

ければならないので、もっと長く会話しよう。昨日の夕

食で、あなたは恐怖と疑惑に陥ったが、そのように恐れ

たり疑ったりしてはならない。西洋暦の正月が過ぎて間

もなく、いわば「敵共」のあと二人が亡くなるだろう。

いつも熱望して、警戒を怠らず、分別を巡らせ。なぜなら、

神智学協会が人のためになるか否かは大いにあなたの努

力しだいであり、協会の苦しんでいる開祖達とその仕事

を手伝っている人は皆、いつも我々の祝福を受けている

からである。

ＫＨ

（先月号のつづき）

　ここで次のことを言っておいたほうがよいと思う。つ

まり、ブラフマチャーリンの話は、望ましい答えを促す

ような誘導尋問の結果として出たものではなく、彼が自

ら話した過去一年の旅行談の一部でしかなかった。彼は

英語をほとんど知らないし、私が知っている限り、その

時「神智学」という単語を聞いたこともなかった。

　普通の経験範囲に入っていない事実の真正を裏づける

という理由で、ダージリンのチベット人の行商人とデー

ラードゥーンのバラモンとが互いに確証し合っている独

立した証言を否定する人がいたら、それは愚の骨頂とい

うしかない。一方、数人のチェーラの証言によって、マ

ハートマ・クートフーミは私達と同じように生きている

人間であることが堅く立証された。その上、二人の人が

別の時にマハートマを見たという証拠もある。これは、

オカルト現象の真正は認めるが、すべてが「霊達」によっ

て行なわれると信じている人々の疑いを完全に晴らすで

あろう。

　もう一つの点に注意してもらいたいと思う。行商人が

ダージリンにいる間、ブラヴァツキー夫人もそこに滞在

していたので、夫人がその話をするようにと行商人にそ

での下を使ったかもしれない（‼）ともいえる。しかし、

ブラフマチャーリンの場合は、そんなことはあり得ない。

彼は行商人にもブラヴァツキー夫人にも会ったことがな

いし、長い旅から帰って来たばかりだからオルコット大

佐の名前を聞いたこともないし、私が神智学協会の会員

であることも知らなかった。彼の証言は完全に自発的に

されたものである。マハートマ達の実在を認めはするが、

マハートマ達が神智学協会と関係をもっておられる証拠

は全くないと言っている人達が、それらの偉大な魂の持

ち主達が神智学協会のように博愛的な団体に関心をもた

れることを不可能にする理由がないということに気がつ

いたらどんなに喜ぶことだろう。従って自己犠牲をする

男女達の言い分を公平に聞きもしないでそれを嘘と決め

つけるのは、いわれのない侮辱である。

　私はわざと、もうすでに公開された証拠に触れなかっ

た。なぜなら証拠の一組一組はそれぞれ、決定的だから

である。すべてを合わせてみると、うむを言わせぬ証拠

の山になる。

モーヒニ・Ｍ・チャッテルジ

【編集者［ＨＰＢ］の注】　二次的な証拠はもはや必要で

はない。一一月二〇日の午前一〇時に、ラホールの消印

のある電報を二通受け取った。オルコット大佐からの一

通の電報によると、前夜、大佐はマハートマ「ＫＨ」ご

自身のご訪問をいただいたということで、もう一通、神

智学協会ロンドン・ロッジの会員のＷ・Ｔ・ブラウン氏の

電報によれば、「今朝早く、マハートマＫＨが私のとこ

ろへおいでになり、記念として絹のハンカチを残して下

さった！」今日、一一月二二日に、長く待ち望まれた大

師のご訪問を本誌に発表する許可を得るために私達は二

人の紳士へ電報を打った。その返事には、「大師のご訪

問について書いてもよい」という許可を受けたばかりか、

「昨夜、肉体でジュアル・クール兄と同行して大師はテ

ントの近くに」会長（大佐）とブラウン氏とダモダール

氏をお訪ねになったということが書いてあった。ブラウ

ン氏はオルコット大佐とブラヴァツキー夫人と共に、「西

洋人のひょうきん者のトリオ」の一人だという心霊主義

者もいるかもしれないが、そんなことはないので、やは

りマハートマ達の実在についての疑いはだいたいこれで

解決してしまうはずである。一人の立会人では事実に関

して思い違いをするかもしれないし、二人の立会人の証

言でも疑いをはさむことがあり得る。しかし自分の眼前

で起こったことについての、三人以上の立会人の証言を

疑うのは、法廷でもあり得ないほど愚かなことである。

私達はまだ詳報に接しないが、一週間後、マハートマＫ

Ｈはシャムへ行く途中でマドラスを通られるだろうとい

う情報を受けていたので、会長とブラウン氏が見たのは、

かつて見たＫＨ大師のアストラル形体ではなくて、大師

の本当に生きている体であると結論して差し支えない。

―――――

　ＫＨ大師の弟子であったダモダール・Ｋ・マーヴァラー

ンカルは次の論文で自分の体験を語り、デーラードゥー

ンのブラフマチャーリンの体験について説明する。（訳

者）

⑵　大きな謎の解決

　北インドへのオルコット大佐の会長講演旅行からマド

ラスの本部に帰って来て、私は極めて嘆かわしいことを

知った。つまり、神智学協会の創立者達は自分がヒマラ

ヤのマハートマ方と個人的な関係をもっていると主張し

ているが、ある心霊主義者達は敵意をいだいて、その主

張を激しく非難しているという悲しい事実である。もち

ろん私自身にとって今、マハートマ方の実在の問題は完

全に解決してしまっている。しかし、偏見と誤解のため

に歴然とした事実を無視する者達にマハートマ方の実在

を納得させることは無理なので、私はあえて納得させよ

うとは思わない。諺 ( ことわざ ) にいわれている通り、

見ようとしない人ほど目がくらんでいる者はいない。一

方、熱心な探究者達のために私が知っている事実を公言

しなかったら、私の義務を怠ることになる。そうした学

徒は純粋な熱望をいだいて勉強に身を捧げているので、

オカルトの世界にますます近づきつつある。私の意見で

は、聡明な心の持ち主に何かを得心させる最良の方法は、

推測を一切交じえずに、できるだけ明瞭に事実を語るこ

とである。

　初めに、私の友人達と神智学協会の同胞達によく知ら

れていることを述べなければならない。つまり、この四

年間私は、シネット氏と文通しておられるマハートマの

チェーラであるということである。時折、私は公にこの

事実に触れたことがある。また、崇敬すべきヒマラヤの

マハートマ方の中のある方々がアストラル体あるいは肉

体で現れなさったのを見たという事実に触れたこともあ

る。しかし、これらの偉大な師匠方は「肉体を脱した霊達」

ではなくて生きいる人間である点をどんなに力説して

も、偏見と先入観で識別力を失った心霊主義者達の心に

確信を与えることはできないだろう。創立者達のどちら

かあるいは二人ともが霊媒（medium）であり、自分の

周りに現れる死者の霊達を生きている人間と間違えると

いう説もある。私が一人でいる時に同じ方々を見ること

もあると言うと、私も霊媒になっていると言われたこと

がある。

　この件に関しては、一一月一七日号の『光』誌に載っ

たＣ・Ｃ・マッシー氏の手紙が非常に興味深い。この紳士

は決して私達の敵ではなく、むしろ、まさに真理だけを

発見したがっている長年の神智学徒である。マッシー氏

の手紙からの次の抜粋によれば、神智学協会の会員の中

にも、どんなに大きな思い違いをしているかが示されて

いる。

　権威筋の断言ではなく、できるだけ人を傷つけたくな

い一人の個人の意見として私の見解を自由に述べること

ができるならば、〔マハートマ達の文章とされている〕

これらの手紙はアデプトのどなたかのその通りの語句で

あるかないかはとにかく、ブラヴァツキー夫人あるいは

受け入れられた他の弟子達によって書かれたものである

と言おう。ブラヴァツキーは少くとも、その伝達媒体

（medium）だけではなく手紙を作り上げることのできる

媒体でもあるはずである。シネット氏のおかげで私はそ

れらの手紙の筆跡を見て、それがブラヴァツキー夫人の

筆跡とは少しも似ていないことを知っている。しかし、

心霊的な方法で作られた文章について知っている人なら

誰でも分かる理由で、ブラヴァツキー夫人の手とは全然

似ていなくても彼女はその手紙を作る媒体ではあり得

る。ところが、同じ「ＫＨ」のサインがついており同じ

筆跡で書かれたのに、それが受けられた状況から考える

と、ブラヴァツキー夫人が媒体としてあるいはほかの役

割でその手紙を作ることに関係したことが絶対にあり得

ない数通の手紙もある、ということを認めざるを得ない。

　心霊主義の方々に、太字で書かれた所をよく心にとめ

ながら、次のことを説明していただきたいと思う。つま

り、私だけではなく、オルコット大佐とブラウン氏と、

講演旅行に参加した何人かのほかの紳士達がそれぞれ、

一人でいる時あるいは仲間と一緒にいる時、様々な場面

において、その日またはその時間にした会話と質問に応

じて、手紙を受け取ったが、それらの手紙はすべてシネッ

ト氏が持っている手紙と全く同じ筆跡で書かれていたと

いうことである。その時ブラヴァツキー夫人は数千キロ

離れた所にいた。

　オルコット大佐との旅で、大佐がいた時も、いなかっ

た時も、様々な現象が起きた。例えば、会員達がした質

問に応じて、私の師匠の署名があり、師匠の筆跡で書か

れた即答の手紙が現れた。先月号の『セオソフィスト』

誌はそれらの手紙のあるものに触れているが、他のもの

は、一般読者の手に入る雑誌に載せるわけにはいかない。

これらのことはすべて、私達がラホールに着く前に起

こったことである。私達はラホールで、その実在がとて

も疑われている我が師匠と肉体で会うことを期待してい

た。私はそこで引き続き三晩、完全に意識を保ちながら

師匠の肉体でのご訪問をいただいた。ご訪問はそれぞれ

三時間くらい続いた上、私は師を迎えに家の外に出たこ

ともある。霊媒が完全に意識を保ちながら、前に決めた

手はずに従って家の外で「霊」の訪問者に会い、「肉体

を脱した」その霊を家の中へ連れて行き、霊に席をすす

め、肉体化身している存在に接触していると思わせるよ

うな長い会話をしたというケースは、私が知っている限

り心霊主義の記録にはない！

　その上、ラホールで直接会った大師は、神智学協会本

部でそのアストラル形体を見た方と同一人物である。ま

た、大師の直接のご援助と保護のおかげで、私はアスト

ラル自我で、何千キロ離れた大師のお宅に行くことを許

されたが、私のその時のヴィジョンとトランスで見たお

姿とも同じであった。大師のお宅に伺った時、私の神通

力はまだほとんど展開していなかったので、大師の形体

はいつもぼやけて見えたが、目鼻立ちは非常にはっきり

見えて、私の魂の目と記憶に深く刻み込まれている。し

かし、ラホールやジャンムーや他の所で肉体でお会いし

た時は、印象は全く違っていた。以前の場合は、師に敬

意を表す時、私の手は師の形体を通り抜けたが、今度は、

しっかりとした衣装をまとい肉体をお持ちの大師にお会

いした。ここでは生きている人間を前にしたのである。

顔は同じであったが、私が度々見た、ブラヴァツキー夫

人とシネット氏が持っている大師の肖像画よりもはるか

に印象的なお姿で堂々とした態度をしておられた。

　大師はラホールで、二晩にわたってオルコット大佐と

ブラウン氏それぞれをお訪ねになったことにはあまり触

れないようにしよう。なぜなら、二人ともしたいと思え

ば、自分自身の体験を私よりもうまく語ることができる

だろう。ラホールからジャンムーに行った三日目の夜、

ブラウン氏は再び大師にお会いし、大師の筆跡の手紙を

大師からいただいた。それに大師は、ほとんど毎日私の

ところに来られた。ブラウン氏をお訪ねになった翌朝に

起こったことにつて、ジャンムーにいた人達は皆知って

いる。つまり、私は幸運にも聖なるアーシュラムに呼ば

れ、そこに滞在することを許されたのである。そこで、

実在が大いに人々に疑われている数人のヒマラヤのマ

ハートマ方とその弟子達と一緒に二、三日を過ごすこと

ができた。私自身の愛するグルデーヴァ〔師匠の敬称〕

とオルコット大佐の師匠だけではなく、同じ同胞団の何

人かの方々にも会ったし、その中には極めて高位の方も

おられた。三度祝福されたその聖なる地域への私の訪問

の内容は非常に個人的なものなので、残念なことに、そ

れについての詳しいことは言えない。だから、次のこと

を言ってとどめておこう。つまり、私が訪ねることを許

された所は想像上の「常夏の国」ではなくヒマラヤ山脈

の中にあり、私は肉体で師匠にお会いしたが、大師のお

姿は私が弟子道に入った頃に見たのと同じであった。最

愛の我が師匠は、生きている人間であることはもちろん

だが、その聖なる仲間のほかの行者達と比べては若く見

えるし、ほかの方々よりもはるかにご親切で、楽しい冗

談と会話はお嫌いではないようである。だから、着いて

二日目、食事のあと、一時間ほど大師とお話しすること
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ができた。大師は微笑まれてなぜ私がそんなに途方にく

れた顔でご自分を見るのかとお聞きになったので、私は

大師に伺った。「師よ、協会のある会員は師がお年寄り

だと思い込んで、師を透視力で見た時、六〇歳以上の老

人に見えたというのはなぜでしょうか？」大師はやさし

く微笑まれて次のように答えられた。つまり、つい最近

出てきたこの誤りは、北西州のヴェーダーンタ派のス

ワーミーの弟子であるブラフマチャーリンの旅行談によ

るものだと説明された。そのブラフマチャーリンは去年

チベットで、大師の道連れであった年寄りのラマ僧に

会った。彼はインドでその出合いについて話したが、数

人の人達はそのラマ僧を大師であると間違って結論した

のだ。透視能力者が大師を老人と見たことについては、

本当の透視力ならそのような間違いを犯すはずはないと

大師は説明された。そして、グルの年齢に重きを置いて

はいけないとやさしく私を叱って、外観は当てにならな

いものであると言って他の点をいろいろと説明して下

さった。

　これはすべて紛れもない事実である。私が言っている

ことは事実か虚偽かどちらかだから、読者はそれを受け

入れるか否定するかしかない。第三の道はないからであ

る。もし受け入れるなら、マハートマ達についての心霊

主義者達の説を一切捨てて、ヒマラヤの同胞達は肉体を

脱ぎ捨てた霊達でもなければ狂信者達の興奮し過ぎた想

像力によって作り上げたものでもなく、本当に生きてい

る人間であることを認めざるを得なくなる。もちろん、

私の話を信用しない人がたくさんいることは十分承知し

ているが、私は次の人達のためにだけ書いている。つま

り、私をよく知っていて、私は幻覚を起こす霊媒ではな

いし、悪い動機をいだいてもいないことが分かる少数の

人達と、自分の信念及び自が雄々しく支持している神智

学運動にいつも忠実な人達のために書いているのであ

る。理解しようとしないし、理解することもできない事

を嘲り笑う大多数の人の意見はとるに足らないものと思

う。もしこの私の短い文章が協会の会員同志あるいは会

員でないまじめな人でさえも、大師方が神智学協会の二

人の創立者達に託された運動を助成するきっかけになっ

たら、私は正しく本分を果たしたものと思う。

アディヤール　（マドラス）

一八八三年一二月七日

―――――

ダモダールの体験についてオルコット大佐はブラヴァツ

キー夫人への電報で次のように言っている。（訳者）

　一一月二一五日の夜明けにダモダールは私達の所から

出て行き、約六〇時間後、二七日の夕方に帰って来たが、

前とは全く変わっていた。去った時には、彼は青白い顔

の学生のようで、ほっそりしたひ弱な体で、いつも人を

丁重に取り扱うやや内気な青年であったが、帰って来た

時には、顔が濃い褐色に日焼けし、体は強靭で丈夫になっ

たようで、恐れを知らぬ態度でたいへんエネルギッシュ

になっていた。まるで別人のようで、同じダモダールと

は思えなかった。大師のアーシュラムである訓練を受け

たようである。

オルコット大佐は『古い日記集』に、大師のご訪問につ

いて次のように書いている。（訳者）

　一九日の夜、私はテントで眠っていた時、誰かが私に

手を置いていることに気がついて、ぱっと目が覚めた。

キャンプは広い平野に張られて、ラホール警察管轄区域

外にあったので、狂信的な暗殺者ではないかと恐れて動

物的な自衛本能で相手の上腕をつかまえて、誰か、何を

しに来たかとヒンドスタニー語で尋ねた。これはすべて、

一瞬の中に起こった。私は、次の瞬間に襲われて命を守

らなければならないと、相手をしっかりつかまえていた。

しかしその人は間もなく、非常にやさしい声で「私を知

りませんか？　覚えていませんか？」とお尋ねになった。

ＫＨ大師のお声だった。私はびっくりして手を放し、合

掌して、敬意を表すためにベッドから起き上がろうとし

た。しかし、大師の手と声が私をとめた。二、三の言葉

を交わしてから、大師はご自分の左手に私の左手を置き、

右手の指をそろえて小さくして私の左手の手のひらに置

いてから、簡易ベッドのそばに静かに立っておられた。

大師のうしろにあった荷箱の上に明かりがついていたの

で、その光で神々しく慈悲深いお顔が見えた。しばらく

すると、手のひらの中に何か柔らかな物質が出来つつあ

ると感じた。次の瞬間に大師はやさしいみ手を私の額に

置かれ、祝福の言葉を言われ、Ｗ・Ｔ・ブラウン氏を訪ね

に行かれた。私のテントはズックのスクリーンで二間に

分かれており、ブラウン氏はスクリーンの向こう側に寝

ていた。私はしばらくぼんやりしていたが、絹の布に包

まれた紙が私の左手にあることにやっと気がついた。も

ちろん私はすぐに明かりのほうに行って、紙を見た。そ

れは個人的な忠告の手紙で、名指しはされていなかった

が、協会に積極的に反対していた二人の敵の死が予言さ

れていた。

　大佐が受けた手紙は現在、アディヤールの神智学協会

本部の記録保管所にある。それはマハートマ達の実在の

確信と弟子道に関わる問題に触れるので、ここに全訳す

る。（訳者）

　あなたの見習い期がアメリカで始まって以来、あなた

は私と大いに関わってきたが、不完全な発達のせいで、

私をアトリヤと取り違えたことがよくある。また、私の

心があなたの心に働きかけたり対話しようとすると、自

分の心の働きによる新しい考えのせいだと思い違いをし

たこともよくある。もちろん、あなたが知っている限り、

あなたと私が肉体で会ったことはこれまでなかったの

で、西洋の証拠のルールの観点からいえば、あなたは私

の実在を証明する適格な証人にはなれなかった。しかし

今ではもう、そのような証人になっただろう。アーシュ

ラムからラホールまで来た一つの目的は、この最後の実

質的な証拠をあなたに与えることである。あなたは私を

見て私と会話をしただけではなく、私に手を触れたし、

また、私の手であなたの手を握りしめた。想像上のＫＨ

は事実上のＫ・になった。表面的にあなたを見た人は決

してあなたは保守的だとは思わないのに、あなたの懐疑

的な傾向は極端な保守主義に走り、これが引き続きあな

たの内的な展開を大いに妨げてきた。時には残酷にもな

るこの懐疑心のために、あなたはウパーシカとボルグと

ジュアル・クールを怪しんだり、息子のように愛するダ

モダールとＤ・ナートを疑うことさえもあった。私との

この出合いで、あなたの心境が一変するはずである。も

し心に変化がなかったなら、あなたの未来は暗くなるだ

ろう。真理は泥棒のように横桟のある窓をこじ開け、鉄

製の戸を壊して人の心に押し入ることは決してない。

　私は自分の意志でだけではなく、マハーチョーハンの

ご命令に従ってここに来た。マハーチョーハンは、開い

た本のように未来をお読みになることができる。ニュー

ヨークでＭと会った時、あなたはご訪問が幻 ( マーヤー )

ではないという客観的な証拠を求めたので、Ｍはその証

拠をお与えになった。私は、あなたから何も求められな

かったが、この証拠を上げよう。私が姿を消しても、あ

なたはこの手紙を見て私達の会話を思い出すことができ

る。今度は、若いブラウン君のほうに行って彼の直観力

を試してみる。明日の夜、キャンプは静かになって、お

客さんの発散物のいちばんいやなのが消えてから、また

訪ねて来る。未来のある事柄についてあなたに警告しな

ければならないので、もっと長く会話しよう。昨日の夕

食で、あなたは恐怖と疑惑に陥ったが、そのように恐れ

たり疑ったりしてはならない。西洋暦の正月が過ぎて間

もなく、いわば「敵共」のあと二人が亡くなるだろう。

いつも熱望して、警戒を怠らず、分別を巡らせ。なぜなら、

神智学協会が人のためになるか否かは大いにあなたの努

力しだいであり、協会の苦しんでいる開祖達とその仕事

を手伝っている人は皆、いつも我々の祝福を受けている

からである。

ＫＨ

（先月号のつづき）

　ここで次のことを言っておいたほうがよいと思う。つ

まり、ブラフマチャーリンの話は、望ましい答えを促す

ような誘導尋問の結果として出たものではなく、彼が自

ら話した過去一年の旅行談の一部でしかなかった。彼は

英語をほとんど知らないし、私が知っている限り、その

時「神智学」という単語を聞いたこともなかった。

　普通の経験範囲に入っていない事実の真正を裏づける

という理由で、ダージリンのチベット人の行商人とデー

ラードゥーンのバラモンとが互いに確証し合っている独

立した証言を否定する人がいたら、それは愚の骨頂とい

うしかない。一方、数人のチェーラの証言によって、マ

ハートマ・クートフーミは私達と同じように生きている

人間であることが堅く立証された。その上、二人の人が

別の時にマハートマを見たという証拠もある。これは、

オカルト現象の真正は認めるが、すべてが「霊達」によっ

て行なわれると信じている人々の疑いを完全に晴らすで

あろう。

　もう一つの点に注意してもらいたいと思う。行商人が

ダージリンにいる間、ブラヴァツキー夫人もそこに滞在

していたので、夫人がその話をするようにと行商人にそ

での下を使ったかもしれない（‼）ともいえる。しかし、

ブラフマチャーリンの場合は、そんなことはあり得ない。

彼は行商人にもブラヴァツキー夫人にも会ったことがな

いし、長い旅から帰って来たばかりだからオルコット大

佐の名前を聞いたこともないし、私が神智学協会の会員

であることも知らなかった。彼の証言は完全に自発的に

されたものである。マハートマ達の実在を認めはするが、

マハートマ達が神智学協会と関係をもっておられる証拠

は全くないと言っている人達が、それらの偉大な魂の持

ち主達が神智学協会のように博愛的な団体に関心をもた

れることを不可能にする理由がないということに気がつ

いたらどんなに喜ぶことだろう。従って自己犠牲をする

男女達の言い分を公平に聞きもしないでそれを嘘と決め

つけるのは、いわれのない侮辱である。

　私はわざと、もうすでに公開された証拠に触れなかっ

た。なぜなら証拠の一組一組はそれぞれ、決定的だから

である。すべてを合わせてみると、うむを言わせぬ証拠

の山になる。

モーヒニ・Ｍ・チャッテルジ

【編集者［ＨＰＢ］の注】　二次的な証拠はもはや必要で

はない。一一月二〇日の午前一〇時に、ラホールの消印

のある電報を二通受け取った。オルコット大佐からの一

通の電報によると、前夜、大佐はマハートマ「ＫＨ」ご

自身のご訪問をいただいたということで、もう一通、神

智学協会ロンドン・ロッジの会員のＷ・Ｔ・ブラウン氏の

電報によれば、「今朝早く、マハートマＫＨが私のとこ

ろへおいでになり、記念として絹のハンカチを残して下

さった！」今日、一一月二二日に、長く待ち望まれた大

師のご訪問を本誌に発表する許可を得るために私達は二

人の紳士へ電報を打った。その返事には、「大師のご訪

問について書いてもよい」という許可を受けたばかりか、

「昨夜、肉体でジュアル・クール兄と同行して大師はテ

ントの近くに」会長（大佐）とブラウン氏とダモダール

氏をお訪ねになったということが書いてあった。ブラウ

ン氏はオルコット大佐とブラヴァツキー夫人と共に、「西

洋人のひょうきん者のトリオ」の一人だという心霊主義

者もいるかもしれないが、そんなことはないので、やは

りマハートマ達の実在についての疑いはだいたいこれで

解決してしまうはずである。一人の立会人では事実に関

して思い違いをするかもしれないし、二人の立会人の証

言でも疑いをはさむことがあり得る。しかし自分の眼前

で起こったことについての、三人以上の立会人の証言を

疑うのは、法廷でもあり得ないほど愚かなことである。

私達はまだ詳報に接しないが、一週間後、マハートマＫ

Ｈはシャムへ行く途中でマドラスを通られるだろうとい

う情報を受けていたので、会長とブラウン氏が見たのは、

かつて見たＫＨ大師のアストラル形体ではなくて、大師

の本当に生きている体であると結論して差し支えない。

―――――

　ＫＨ大師の弟子であったダモダール・Ｋ・マーヴァラー

ンカルは次の論文で自分の体験を語り、デーラードゥー

ンのブラフマチャーリンの体験について説明する。（訳

者）

⑵　大きな謎の解決

　北インドへのオルコット大佐の会長講演旅行からマド

ラスの本部に帰って来て、私は極めて嘆かわしいことを

知った。つまり、神智学協会の創立者達は自分がヒマラ

ヤのマハートマ方と個人的な関係をもっていると主張し

ているが、ある心霊主義者達は敵意をいだいて、その主

張を激しく非難しているという悲しい事実である。もち

ろん私自身にとって今、マハートマ方の実在の問題は完

全に解決してしまっている。しかし、偏見と誤解のため

に歴然とした事実を無視する者達にマハートマ方の実在

を納得させることは無理なので、私はあえて納得させよ

うとは思わない。諺 ( ことわざ ) にいわれている通り、

見ようとしない人ほど目がくらんでいる者はいない。一

方、熱心な探究者達のために私が知っている事実を公言

しなかったら、私の義務を怠ることになる。そうした学

徒は純粋な熱望をいだいて勉強に身を捧げているので、

オカルトの世界にますます近づきつつある。私の意見で

は、聡明な心の持ち主に何かを得心させる最良の方法は、

推測を一切交じえずに、できるだけ明瞭に事実を語るこ

とである。

　初めに、私の友人達と神智学協会の同胞達によく知ら

れていることを述べなければならない。つまり、この四

年間私は、シネット氏と文通しておられるマハートマの

チェーラであるということである。時折、私は公にこの

事実に触れたことがある。また、崇敬すべきヒマラヤの

マハートマ方の中のある方々がアストラル体あるいは肉

体で現れなさったのを見たという事実に触れたこともあ

る。しかし、これらの偉大な師匠方は「肉体を脱した霊達」

ではなくて生きいる人間である点をどんなに力説して

も、偏見と先入観で識別力を失った心霊主義者達の心に

確信を与えることはできないだろう。創立者達のどちら

かあるいは二人ともが霊媒（medium）であり、自分の

周りに現れる死者の霊達を生きている人間と間違えると

いう説もある。私が一人でいる時に同じ方々を見ること

もあると言うと、私も霊媒になっていると言われたこと

がある。

　この件に関しては、一一月一七日号の『光』誌に載っ

たＣ・Ｃ・マッシー氏の手紙が非常に興味深い。この紳士

は決して私達の敵ではなく、むしろ、まさに真理だけを

発見したがっている長年の神智学徒である。マッシー氏

の手紙からの次の抜粋によれば、神智学協会の会員の中

にも、どんなに大きな思い違いをしているかが示されて

いる。

　権威筋の断言ではなく、できるだけ人を傷つけたくな

い一人の個人の意見として私の見解を自由に述べること

ができるならば、〔マハートマ達の文章とされている〕

これらの手紙はアデプトのどなたかのその通りの語句で

あるかないかはとにかく、ブラヴァツキー夫人あるいは

受け入れられた他の弟子達によって書かれたものである

と言おう。ブラヴァツキーは少くとも、その伝達媒体

（medium）だけではなく手紙を作り上げることのできる

媒体でもあるはずである。シネット氏のおかげで私はそ

れらの手紙の筆跡を見て、それがブラヴァツキー夫人の

筆跡とは少しも似ていないことを知っている。しかし、

心霊的な方法で作られた文章について知っている人なら

誰でも分かる理由で、ブラヴァツキー夫人の手とは全然

似ていなくても彼女はその手紙を作る媒体ではあり得

る。ところが、同じ「ＫＨ」のサインがついており同じ

筆跡で書かれたのに、それが受けられた状況から考える

と、ブラヴァツキー夫人が媒体としてあるいはほかの役

割でその手紙を作ることに関係したことが絶対にあり得

ない数通の手紙もある、ということを認めざるを得ない。

　心霊主義の方々に、太字で書かれた所をよく心にとめ

ながら、次のことを説明していただきたいと思う。つま

り、私だけではなく、オルコット大佐とブラウン氏と、

講演旅行に参加した何人かのほかの紳士達がそれぞれ、

一人でいる時あるいは仲間と一緒にいる時、様々な場面

において、その日またはその時間にした会話と質問に応

じて、手紙を受け取ったが、それらの手紙はすべてシネッ

ト氏が持っている手紙と全く同じ筆跡で書かれていたと

いうことである。その時ブラヴァツキー夫人は数千キロ

離れた所にいた。

　オルコット大佐との旅で、大佐がいた時も、いなかっ

た時も、様々な現象が起きた。例えば、会員達がした質

問に応じて、私の師匠の署名があり、師匠の筆跡で書か

れた即答の手紙が現れた。先月号の『セオソフィスト』

誌はそれらの手紙のあるものに触れているが、他のもの

は、一般読者の手に入る雑誌に載せるわけにはいかない。

これらのことはすべて、私達がラホールに着く前に起

こったことである。私達はラホールで、その実在がとて

も疑われている我が師匠と肉体で会うことを期待してい

た。私はそこで引き続き三晩、完全に意識を保ちながら

師匠の肉体でのご訪問をいただいた。ご訪問はそれぞれ

三時間くらい続いた上、私は師を迎えに家の外に出たこ

ともある。霊媒が完全に意識を保ちながら、前に決めた

手はずに従って家の外で「霊」の訪問者に会い、「肉体

を脱した」その霊を家の中へ連れて行き、霊に席をすす

め、肉体化身している存在に接触していると思わせるよ

うな長い会話をしたというケースは、私が知っている限

り心霊主義の記録にはない！

　その上、ラホールで直接会った大師は、神智学協会本

部でそのアストラル形体を見た方と同一人物である。ま

た、大師の直接のご援助と保護のおかげで、私はアスト

ラル自我で、何千キロ離れた大師のお宅に行くことを許

されたが、私のその時のヴィジョンとトランスで見たお

姿とも同じであった。大師のお宅に伺った時、私の神通

力はまだほとんど展開していなかったので、大師の形体

はいつもぼやけて見えたが、目鼻立ちは非常にはっきり

見えて、私の魂の目と記憶に深く刻み込まれている。し

かし、ラホールやジャンムーや他の所で肉体でお会いし

た時は、印象は全く違っていた。以前の場合は、師に敬

意を表す時、私の手は師の形体を通り抜けたが、今度は、

しっかりとした衣装をまとい肉体をお持ちの大師にお会

いした。ここでは生きている人間を前にしたのである。

顔は同じであったが、私が度々見た、ブラヴァツキー夫

人とシネット氏が持っている大師の肖像画よりもはるか

に印象的なお姿で堂々とした態度をしておられた。

　大師はラホールで、二晩にわたってオルコット大佐と

ブラウン氏それぞれをお訪ねになったことにはあまり触

れないようにしよう。なぜなら、二人ともしたいと思え

ば、自分自身の体験を私よりもうまく語ることができる

だろう。ラホールからジャンムーに行った三日目の夜、

ブラウン氏は再び大師にお会いし、大師の筆跡の手紙を

大師からいただいた。それに大師は、ほとんど毎日私の

ところに来られた。ブラウン氏をお訪ねになった翌朝に

起こったことにつて、ジャンムーにいた人達は皆知って

いる。つまり、私は幸運にも聖なるアーシュラムに呼ば

れ、そこに滞在することを許されたのである。そこで、

実在が大いに人々に疑われている数人のヒマラヤのマ

ハートマ方とその弟子達と一緒に二、三日を過ごすこと

ができた。私自身の愛するグルデーヴァ〔師匠の敬称〕

とオルコット大佐の師匠だけではなく、同じ同胞団の何

人かの方々にも会ったし、その中には極めて高位の方も

おられた。三度祝福されたその聖なる地域への私の訪問

の内容は非常に個人的なものなので、残念なことに、そ

れについての詳しいことは言えない。だから、次のこと

を言ってとどめておこう。つまり、私が訪ねることを許

された所は想像上の「常夏の国」ではなくヒマラヤ山脈

の中にあり、私は肉体で師匠にお会いしたが、大師のお

姿は私が弟子道に入った頃に見たのと同じであった。最

愛の我が師匠は、生きている人間であることはもちろん

だが、その聖なる仲間のほかの行者達と比べては若く見

えるし、ほかの方々よりもはるかにご親切で、楽しい冗

談と会話はお嫌いではないようである。だから、着いて

二日目、食事のあと、一時間ほど大師とお話しすること
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ができた。大師は微笑まれてなぜ私がそんなに途方にく

れた顔でご自分を見るのかとお聞きになったので、私は

大師に伺った。「師よ、協会のある会員は師がお年寄り

だと思い込んで、師を透視力で見た時、六〇歳以上の老

人に見えたというのはなぜでしょうか？」大師はやさし

く微笑まれて次のように答えられた。つまり、つい最近

出てきたこの誤りは、北西州のヴェーダーンタ派のス

ワーミーの弟子であるブラフマチャーリンの旅行談によ

るものだと説明された。そのブラフマチャーリンは去年

チベットで、大師の道連れであった年寄りのラマ僧に

会った。彼はインドでその出合いについて話したが、数

人の人達はそのラマ僧を大師であると間違って結論した

のだ。透視能力者が大師を老人と見たことについては、

本当の透視力ならそのような間違いを犯すはずはないと

大師は説明された。そして、グルの年齢に重きを置いて

はいけないとやさしく私を叱って、外観は当てにならな

いものであると言って他の点をいろいろと説明して下

さった。

　これはすべて紛れもない事実である。私が言っている

ことは事実か虚偽かどちらかだから、読者はそれを受け

入れるか否定するかしかない。第三の道はないからであ

る。もし受け入れるなら、マハートマ達についての心霊

主義者達の説を一切捨てて、ヒマラヤの同胞達は肉体を

脱ぎ捨てた霊達でもなければ狂信者達の興奮し過ぎた想

像力によって作り上げたものでもなく、本当に生きてい

る人間であることを認めざるを得なくなる。もちろん、

私の話を信用しない人がたくさんいることは十分承知し

ているが、私は次の人達のためにだけ書いている。つま

り、私をよく知っていて、私は幻覚を起こす霊媒ではな

いし、悪い動機をいだいてもいないことが分かる少数の

人達と、自分の信念及び自が雄々しく支持している神智

学運動にいつも忠実な人達のために書いているのであ

る。理解しようとしないし、理解することもできない事

を嘲り笑う大多数の人の意見はとるに足らないものと思

う。もしこの私の短い文章が協会の会員同志あるいは会

員でないまじめな人でさえも、大師方が神智学協会の二

人の創立者達に託された運動を助成するきっかけになっ

たら、私は正しく本分を果たしたものと思う。

アディヤール　（マドラス）

一八八三年一二月七日

―――――

ダモダールの体験についてオルコット大佐はブラヴァツ

キー夫人への電報で次のように言っている。（訳者）

　一一月二一五日の夜明けにダモダールは私達の所から

出て行き、約六〇時間後、二七日の夕方に帰って来たが、

前とは全く変わっていた。去った時には、彼は青白い顔

の学生のようで、ほっそりしたひ弱な体で、いつも人を

丁重に取り扱うやや内気な青年であったが、帰って来た

時には、顔が濃い褐色に日焼けし、体は強靭で丈夫になっ

たようで、恐れを知らぬ態度でたいへんエネルギッシュ

になっていた。まるで別人のようで、同じダモダールと

は思えなかった。大師のアーシュラムである訓練を受け

たようである。

オルコット大佐は『古い日記集』に、大師のご訪問につ

いて次のように書いている。（訳者）

　一九日の夜、私はテントで眠っていた時、誰かが私に

手を置いていることに気がついて、ぱっと目が覚めた。

キャンプは広い平野に張られて、ラホール警察管轄区域

外にあったので、狂信的な暗殺者ではないかと恐れて動

物的な自衛本能で相手の上腕をつかまえて、誰か、何を

しに来たかとヒンドスタニー語で尋ねた。これはすべて、

一瞬の中に起こった。私は、次の瞬間に襲われて命を守

らなければならないと、相手をしっかりつかまえていた。

しかしその人は間もなく、非常にやさしい声で「私を知

りませんか？　覚えていませんか？」とお尋ねになった。

ＫＨ大師のお声だった。私はびっくりして手を放し、合

掌して、敬意を表すためにベッドから起き上がろうとし

た。しかし、大師の手と声が私をとめた。二、三の言葉

を交わしてから、大師はご自分の左手に私の左手を置き、

右手の指をそろえて小さくして私の左手の手のひらに置

いてから、簡易ベッドのそばに静かに立っておられた。

大師のうしろにあった荷箱の上に明かりがついていたの

で、その光で神々しく慈悲深いお顔が見えた。しばらく

すると、手のひらの中に何か柔らかな物質が出来つつあ

ると感じた。次の瞬間に大師はやさしいみ手を私の額に

置かれ、祝福の言葉を言われ、Ｗ・Ｔ・ブラウン氏を訪ね

に行かれた。私のテントはズックのスクリーンで二間に

分かれており、ブラウン氏はスクリーンの向こう側に寝

ていた。私はしばらくぼんやりしていたが、絹の布に包

まれた紙が私の左手にあることにやっと気がついた。も

ちろん私はすぐに明かりのほうに行って、紙を見た。そ

れは個人的な忠告の手紙で、名指しはされていなかった

が、協会に積極的に反対していた二人の敵の死が予言さ

れていた。

　大佐が受けた手紙は現在、アディヤールの神智学協会

本部の記録保管所にある。それはマハートマ達の実在の

確信と弟子道に関わる問題に触れるので、ここに全訳す

る。（訳者）

　あなたの見習い期がアメリカで始まって以来、あなた

は私と大いに関わってきたが、不完全な発達のせいで、

私をアトリヤと取り違えたことがよくある。また、私の

心があなたの心に働きかけたり対話しようとすると、自

分の心の働きによる新しい考えのせいだと思い違いをし

たこともよくある。もちろん、あなたが知っている限り、

あなたと私が肉体で会ったことはこれまでなかったの

で、西洋の証拠のルールの観点からいえば、あなたは私

の実在を証明する適格な証人にはなれなかった。しかし

今ではもう、そのような証人になっただろう。アーシュ

ラムからラホールまで来た一つの目的は、この最後の実

質的な証拠をあなたに与えることである。あなたは私を

見て私と会話をしただけではなく、私に手を触れたし、

また、私の手であなたの手を握りしめた。想像上のＫＨ

は事実上のＫ・になった。表面的にあなたを見た人は決

してあなたは保守的だとは思わないのに、あなたの懐疑

的な傾向は極端な保守主義に走り、これが引き続きあな

たの内的な展開を大いに妨げてきた。時には残酷にもな

るこの懐疑心のために、あなたはウパーシカとボルグと

ジュアル・クールを怪しんだり、息子のように愛するダ

モダールとＤ・ナートを疑うことさえもあった。私との

この出合いで、あなたの心境が一変するはずである。も

し心に変化がなかったなら、あなたの未来は暗くなるだ

ろう。真理は泥棒のように横桟のある窓をこじ開け、鉄

製の戸を壊して人の心に押し入ることは決してない。

　私は自分の意志でだけではなく、マハーチョーハンの

ご命令に従ってここに来た。マハーチョーハンは、開い

た本のように未来をお読みになることができる。ニュー

ヨークでＭと会った時、あなたはご訪問が幻 ( マーヤー )

ではないという客観的な証拠を求めたので、Ｍはその証

拠をお与えになった。私は、あなたから何も求められな

かったが、この証拠を上げよう。私が姿を消しても、あ

なたはこの手紙を見て私達の会話を思い出すことができ

る。今度は、若いブラウン君のほうに行って彼の直観力

を試してみる。明日の夜、キャンプは静かになって、お

客さんの発散物のいちばんいやなのが消えてから、また

訪ねて来る。未来のある事柄についてあなたに警告しな

ければならないので、もっと長く会話しよう。昨日の夕

食で、あなたは恐怖と疑惑に陥ったが、そのように恐れ

たり疑ったりしてはならない。西洋暦の正月が過ぎて間

もなく、いわば「敵共」のあと二人が亡くなるだろう。

いつも熱望して、警戒を怠らず、分別を巡らせ。なぜなら、

神智学協会が人のためになるか否かは大いにあなたの努

力しだいであり、協会の苦しんでいる開祖達とその仕事

を手伝っている人は皆、いつも我々の祝福を受けている

からである。

ＫＨ

（先月号のつづき）

　ここで次のことを言っておいたほうがよいと思う。つ

まり、ブラフマチャーリンの話は、望ましい答えを促す

ような誘導尋問の結果として出たものではなく、彼が自

ら話した過去一年の旅行談の一部でしかなかった。彼は

英語をほとんど知らないし、私が知っている限り、その

時「神智学」という単語を聞いたこともなかった。

　普通の経験範囲に入っていない事実の真正を裏づける

という理由で、ダージリンのチベット人の行商人とデー

ラードゥーンのバラモンとが互いに確証し合っている独

立した証言を否定する人がいたら、それは愚の骨頂とい

うしかない。一方、数人のチェーラの証言によって、マ

ハートマ・クートフーミは私達と同じように生きている

人間であることが堅く立証された。その上、二人の人が

別の時にマハートマを見たという証拠もある。これは、

オカルト現象の真正は認めるが、すべてが「霊達」によっ

て行なわれると信じている人々の疑いを完全に晴らすで

あろう。

　もう一つの点に注意してもらいたいと思う。行商人が

ダージリンにいる間、ブラヴァツキー夫人もそこに滞在

していたので、夫人がその話をするようにと行商人にそ

での下を使ったかもしれない（‼）ともいえる。しかし、

ブラフマチャーリンの場合は、そんなことはあり得ない。

彼は行商人にもブラヴァツキー夫人にも会ったことがな

いし、長い旅から帰って来たばかりだからオルコット大

佐の名前を聞いたこともないし、私が神智学協会の会員

であることも知らなかった。彼の証言は完全に自発的に

されたものである。マハートマ達の実在を認めはするが、

マハートマ達が神智学協会と関係をもっておられる証拠

は全くないと言っている人達が、それらの偉大な魂の持

ち主達が神智学協会のように博愛的な団体に関心をもた

れることを不可能にする理由がないということに気がつ

いたらどんなに喜ぶことだろう。従って自己犠牲をする

男女達の言い分を公平に聞きもしないでそれを嘘と決め

つけるのは、いわれのない侮辱である。

　私はわざと、もうすでに公開された証拠に触れなかっ

た。なぜなら証拠の一組一組はそれぞれ、決定的だから

である。すべてを合わせてみると、うむを言わせぬ証拠

の山になる。

モーヒニ・Ｍ・チャッテルジ

【編集者［ＨＰＢ］の注】　二次的な証拠はもはや必要で

はない。一一月二〇日の午前一〇時に、ラホールの消印

のある電報を二通受け取った。オルコット大佐からの一

通の電報によると、前夜、大佐はマハートマ「ＫＨ」ご

自身のご訪問をいただいたということで、もう一通、神

智学協会ロンドン・ロッジの会員のＷ・Ｔ・ブラウン氏の

電報によれば、「今朝早く、マハートマＫＨが私のとこ

ろへおいでになり、記念として絹のハンカチを残して下

さった！」今日、一一月二二日に、長く待ち望まれた大

師のご訪問を本誌に発表する許可を得るために私達は二

人の紳士へ電報を打った。その返事には、「大師のご訪

問について書いてもよい」という許可を受けたばかりか、

「昨夜、肉体でジュアル・クール兄と同行して大師はテ

ントの近くに」会長（大佐）とブラウン氏とダモダール

氏をお訪ねになったということが書いてあった。ブラウ

ン氏はオルコット大佐とブラヴァツキー夫人と共に、「西

洋人のひょうきん者のトリオ」の一人だという心霊主義

者もいるかもしれないが、そんなことはないので、やは

りマハートマ達の実在についての疑いはだいたいこれで

解決してしまうはずである。一人の立会人では事実に関

して思い違いをするかもしれないし、二人の立会人の証

言でも疑いをはさむことがあり得る。しかし自分の眼前

で起こったことについての、三人以上の立会人の証言を

疑うのは、法廷でもあり得ないほど愚かなことである。

私達はまだ詳報に接しないが、一週間後、マハートマＫ

Ｈはシャムへ行く途中でマドラスを通られるだろうとい

う情報を受けていたので、会長とブラウン氏が見たのは、

かつて見たＫＨ大師のアストラル形体ではなくて、大師

の本当に生きている体であると結論して差し支えない。

―――――

　ＫＨ大師の弟子であったダモダール・Ｋ・マーヴァラー

ンカルは次の論文で自分の体験を語り、デーラードゥー

ンのブラフマチャーリンの体験について説明する。（訳

者）

⑵　大きな謎の解決

　北インドへのオルコット大佐の会長講演旅行からマド

ラスの本部に帰って来て、私は極めて嘆かわしいことを

知った。つまり、神智学協会の創立者達は自分がヒマラ

ヤのマハートマ方と個人的な関係をもっていると主張し

ているが、ある心霊主義者達は敵意をいだいて、その主

張を激しく非難しているという悲しい事実である。もち

ろん私自身にとって今、マハートマ方の実在の問題は完

全に解決してしまっている。しかし、偏見と誤解のため

に歴然とした事実を無視する者達にマハートマ方の実在

を納得させることは無理なので、私はあえて納得させよ

うとは思わない。諺 ( ことわざ ) にいわれている通り、

見ようとしない人ほど目がくらんでいる者はいない。一

方、熱心な探究者達のために私が知っている事実を公言

しなかったら、私の義務を怠ることになる。そうした学

徒は純粋な熱望をいだいて勉強に身を捧げているので、

オカルトの世界にますます近づきつつある。私の意見で

は、聡明な心の持ち主に何かを得心させる最良の方法は、

推測を一切交じえずに、できるだけ明瞭に事実を語るこ

とである。

　初めに、私の友人達と神智学協会の同胞達によく知ら

れていることを述べなければならない。つまり、この四

年間私は、シネット氏と文通しておられるマハートマの

チェーラであるということである。時折、私は公にこの

事実に触れたことがある。また、崇敬すべきヒマラヤの

マハートマ方の中のある方々がアストラル体あるいは肉

体で現れなさったのを見たという事実に触れたこともあ

る。しかし、これらの偉大な師匠方は「肉体を脱した霊達」

ではなくて生きいる人間である点をどんなに力説して

も、偏見と先入観で識別力を失った心霊主義者達の心に

確信を与えることはできないだろう。創立者達のどちら

かあるいは二人ともが霊媒（medium）であり、自分の

周りに現れる死者の霊達を生きている人間と間違えると

いう説もある。私が一人でいる時に同じ方々を見ること

もあると言うと、私も霊媒になっていると言われたこと

がある。

　この件に関しては、一一月一七日号の『光』誌に載っ

たＣ・Ｃ・マッシー氏の手紙が非常に興味深い。この紳士

は決して私達の敵ではなく、むしろ、まさに真理だけを

発見したがっている長年の神智学徒である。マッシー氏

の手紙からの次の抜粋によれば、神智学協会の会員の中

にも、どんなに大きな思い違いをしているかが示されて

いる。

　権威筋の断言ではなく、できるだけ人を傷つけたくな

い一人の個人の意見として私の見解を自由に述べること

ができるならば、〔マハートマ達の文章とされている〕

これらの手紙はアデプトのどなたかのその通りの語句で

あるかないかはとにかく、ブラヴァツキー夫人あるいは

受け入れられた他の弟子達によって書かれたものである

と言おう。ブラヴァツキーは少くとも、その伝達媒体

（medium）だけではなく手紙を作り上げることのできる

媒体でもあるはずである。シネット氏のおかげで私はそ

れらの手紙の筆跡を見て、それがブラヴァツキー夫人の

筆跡とは少しも似ていないことを知っている。しかし、

心霊的な方法で作られた文章について知っている人なら

誰でも分かる理由で、ブラヴァツキー夫人の手とは全然

似ていなくても彼女はその手紙を作る媒体ではあり得

る。ところが、同じ「ＫＨ」のサインがついており同じ

筆跡で書かれたのに、それが受けられた状況から考える

と、ブラヴァツキー夫人が媒体としてあるいはほかの役

割でその手紙を作ることに関係したことが絶対にあり得

ない数通の手紙もある、ということを認めざるを得ない。

　心霊主義の方々に、太字で書かれた所をよく心にとめ

ながら、次のことを説明していただきたいと思う。つま

り、私だけではなく、オルコット大佐とブラウン氏と、

講演旅行に参加した何人かのほかの紳士達がそれぞれ、

一人でいる時あるいは仲間と一緒にいる時、様々な場面

において、その日またはその時間にした会話と質問に応

じて、手紙を受け取ったが、それらの手紙はすべてシネッ

ト氏が持っている手紙と全く同じ筆跡で書かれていたと

いうことである。その時ブラヴァツキー夫人は数千キロ

離れた所にいた。

　オルコット大佐との旅で、大佐がいた時も、いなかっ

た時も、様々な現象が起きた。例えば、会員達がした質

問に応じて、私の師匠の署名があり、師匠の筆跡で書か

れた即答の手紙が現れた。先月号の『セオソフィスト』

誌はそれらの手紙のあるものに触れているが、他のもの

は、一般読者の手に入る雑誌に載せるわけにはいかない。

これらのことはすべて、私達がラホールに着く前に起

こったことである。私達はラホールで、その実在がとて

も疑われている我が師匠と肉体で会うことを期待してい

た。私はそこで引き続き三晩、完全に意識を保ちながら

師匠の肉体でのご訪問をいただいた。ご訪問はそれぞれ

三時間くらい続いた上、私は師を迎えに家の外に出たこ

ともある。霊媒が完全に意識を保ちながら、前に決めた

手はずに従って家の外で「霊」の訪問者に会い、「肉体

を脱した」その霊を家の中へ連れて行き、霊に席をすす

め、肉体化身している存在に接触していると思わせるよ

うな長い会話をしたというケースは、私が知っている限

り心霊主義の記録にはない！

　その上、ラホールで直接会った大師は、神智学協会本

部でそのアストラル形体を見た方と同一人物である。ま

た、大師の直接のご援助と保護のおかげで、私はアスト

ラル自我で、何千キロ離れた大師のお宅に行くことを許

されたが、私のその時のヴィジョンとトランスで見たお

姿とも同じであった。大師のお宅に伺った時、私の神通

力はまだほとんど展開していなかったので、大師の形体

はいつもぼやけて見えたが、目鼻立ちは非常にはっきり

見えて、私の魂の目と記憶に深く刻み込まれている。し

かし、ラホールやジャンムーや他の所で肉体でお会いし

た時は、印象は全く違っていた。以前の場合は、師に敬

意を表す時、私の手は師の形体を通り抜けたが、今度は、

しっかりとした衣装をまとい肉体をお持ちの大師にお会

いした。ここでは生きている人間を前にしたのである。

顔は同じであったが、私が度々見た、ブラヴァツキー夫

人とシネット氏が持っている大師の肖像画よりもはるか

に印象的なお姿で堂々とした態度をしておられた。

　大師はラホールで、二晩にわたってオルコット大佐と

ブラウン氏それぞれをお訪ねになったことにはあまり触

れないようにしよう。なぜなら、二人ともしたいと思え

ば、自分自身の体験を私よりもうまく語ることができる

だろう。ラホールからジャンムーに行った三日目の夜、

ブラウン氏は再び大師にお会いし、大師の筆跡の手紙を

大師からいただいた。それに大師は、ほとんど毎日私の

ところに来られた。ブラウン氏をお訪ねになった翌朝に

起こったことにつて、ジャンムーにいた人達は皆知って

いる。つまり、私は幸運にも聖なるアーシュラムに呼ば

れ、そこに滞在することを許されたのである。そこで、

実在が大いに人々に疑われている数人のヒマラヤのマ

ハートマ方とその弟子達と一緒に二、三日を過ごすこと

ができた。私自身の愛するグルデーヴァ〔師匠の敬称〕

とオルコット大佐の師匠だけではなく、同じ同胞団の何

人かの方々にも会ったし、その中には極めて高位の方も

おられた。三度祝福されたその聖なる地域への私の訪問

の内容は非常に個人的なものなので、残念なことに、そ

れについての詳しいことは言えない。だから、次のこと

を言ってとどめておこう。つまり、私が訪ねることを許

された所は想像上の「常夏の国」ではなくヒマラヤ山脈

の中にあり、私は肉体で師匠にお会いしたが、大師のお

姿は私が弟子道に入った頃に見たのと同じであった。最

愛の我が師匠は、生きている人間であることはもちろん

だが、その聖なる仲間のほかの行者達と比べては若く見

えるし、ほかの方々よりもはるかにご親切で、楽しい冗

談と会話はお嫌いではないようである。だから、着いて

二日目、食事のあと、一時間ほど大師とお話しすること
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