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 At this stage of the re-awakening of the Universe, the sacred symbolism represents it as a 
perfect Circle with the (root) point in the Centre. This sign was universal, therefore we find 
it in the Kabala also. The Western Kabala, however, now in the hands of Christian mystics, 
ignores it altogether, though it is plainly shown in the Zohar. These sectarians begin at the 
end, and show as the symbol of pregenetic Kosmos this sign   , calling it “ the Union of 
the Rose and Cross,” the great mystery of occult generation, from whence the name̶Rosi- 
crucians (Rose Cross) ! 

 宇宙が再び⽬覚めるこの段階で、神聖な象徴は、（根本の）点を中⼼にした完全な円とし
てそれを表している。この記号は普遍的なものであり、それゆえカバラにもそれを⾒出すこ
とができる。しかし、現在キリスト教の神秘主義者の⼿にある⻄洋のカバラでは、『ゾハル』
に明⽩に⽰されているにもかかわらず、これを完全に無視している。これらの宗派は終わり
から始めて、⽣成前の宇宙の象徴としてこの記号  を⽰し、これを「薔薇と⼗字架の結合」
と呼び、そこから「薔薇⼗字団」という名称が⽣まれたという、オカルト時代の⼤いなる神
秘である！ 

 As may be judged, however, from the most important, as the best known of the Rosicruciansʼ 
symbols, there is one which has never been hitherto understood even by modern mystics. It is 
that of the “ Pelican ” tearing open its breast to feed its seven little ones̶ the real creed of 
the Brothers of the Rosie-Cross and a direct outcome from the Eastern Secret Doctrine. 
Brahma (neuter) is called Kalahansa, meaning, as explained by Western Orientalists, the 
Eternal Swan or goose (see Stanza III., Comment. 8), and so is Brahmâ, the Creator. A great 
mistake is thus brought under notice ; it is Brahma (neuter) who ought to be referred to as 
Hansa-vahana (He who uses the swan as his Vehicle) and not Brahmâ the Creator, who is the 
real Kalahansa, while Brahma (neuter) is hamsa, and “ A-hamsa,” as will be explained in the 
Commentary. Let it be understood that the terms Brahmâ and Parabrahmam are not used 
here because they belong to our Esoteric nomenclature, but simply because they are more 
familiar to the students in the West. Both are the perfect equivalents of our one, three, and 
seven vowelled terms, which stand for the One All, and the One “ All in all.” 

 しかし、薔薇⼗字団のシンボルの中で最も重要で、最もよく知られているものから判断で
きるように、現代の神秘主義者でさえこれまで理解されたことがないものがある。これは、
「ペリカン」が乳房を裂いて７⽻の幼⿃に餌を与える様⼦であり、「薔薇⼗字の同胞」の真
の信条であり、「東⽅の秘教」からの直接的な結果である。ブラフマン（中性）はカラハン
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サと呼ばれ、⻄洋の東洋学者が説明するように、永遠の⽩⿃またはガチョウを意味する（ス
タンザ３ 解説 8 を参照）。こうして、重⼤な間違いが明らかになる。ブラフマン（中性）は
ハムサであり、「A-hamsa」（ハムサでない）であるが、後に解説で説明するように、本当の
カラハンサである創造主ブラフマーではなく、ハンサ・ヴァハナ（⽩⿃を乗り物とする者）
として⾔及されるべきである。ブラフマーとパラブラフマンという⽤語がここで使われて
いるのは、それらが秘教的命名法に属しているからではなく、単に⻄洋の学徒にとってより
馴染みが深いからであることを理解しておいてもらいたい。 どちらも、１つ、３つ、７つ
の⺟⾳の⽤語に完全に相当するものであり、これらは「⼀なるすべて」と「すべての中のす
べて」を表している。 

Such are the basic conceptions on which the Secret Doctrine rests. 

このような基本的な概念に基づいて、『シークレット・ドクトリン』は成り⽴っている。 

 It would not be in place here to enter upon any defence or proof of their inherent 
reasonableness; nor can I pause to show how they are, in fact, contained̶though too often 
under a misleading guise̶in every system of thought or philosophy worthy of the name. 

 その本質的な合理性についての弁明や証明に⼊ることは、ここではふさわしくない。また、
それらが実際には、あまりにも頻繁に誤解を招くような装いをしながらも、その名にふさわ
しいあらゆる思想や哲学の体系に含まれていることを⽰すことも、ここでは差し控えたい。 

 Once that the reader has gained a clear comprehension of them and realised the light which 
they throw on every problem of life, they will need no further justification in his eyes, because 
their truth will be to him as evident as the sun in heaven. I pass on, therefore, to the subject 
matter of the Stanzas as given in this volume, adding a skeleton out- line of them, in the hope 
of thereby rendering the task of the student more easy, by placing before him in a few words 
the general conception therein explained. 

 いったん読者がこれらを明確に理解し、それらが⼈⽣のあらゆる問題に投げかける光を
理解すれば、読者の⽬にはそれ以上正当化（ justification 弁明）する必要はなく、その真実
は読者にとって天上の太陽のように明⽩になるからである。そこで、この巻に掲載されてい
るスタンザの主題に移り、その⾻格となるアウトラインを追加することで、そこで説明され
ている⼀般的な概念を数語の⽂字で読者の前に置き、それによって学習者の作業をより容
易にすることを希望する。 
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 Stanza I. The history of cosmic evolution, as traced in the Stanzas, is, so to say, the abstract 
algebraical formula of that Evolution. Hence the student must not expect to find there an 
account of all the stages and transformations which intervene between the first beginnings of 
“ Universal ” evolution and our present state. To give such an account would be as impossible 
as it would be incomprehensible to men who cannot even grasp the nature of the plane of 
existence next to that to which, for the moment, their consciousness is limited. 

スタンザ I。スタンザに記された宇宙進化の歴史は、いわばその進化の抽象的な代数式で
ある。したがって、「普遍的な」進化の最初の始まりと私たちの現在の状態との間に介在す
るすべての段階と変容（変換）の説明をそこに⾒出すことを、学習者は期待してはならない。
そのような説明をすることは、今のところ、⾃分の意識が限定されている存在の階層の隣に
ある存在の階層の性質さえ把握できない⼈には理解できないのと同様に不可能であろう。 

 The Stanzas, therefore, give an abstract formula which can be applied, mutatis mutandis, 
to all evolution : to that of our tiny earth, to that of the chain of planets of which that earth 
forms one, to the solar Universe to which that chain belongs, and so on, in an ascending scale, 
till the mind reels and is exhausted in the effort. 

 したがって、スタンザは、私たちの⼩さな地球の進化、その地球が形成する⼀連の惑星の
進化、その⼀連の惑星が属する太陽系宇宙の進化など、すべての進化に準⽤できる抽象的な
公式を与えており、その努⼒には知性が揺らぎ、疲弊するまで、上向きの⾳階（段階）で続
けられるのである。 

 The seven Stanzas given in this volume represent the seven terms of this abstract formula. 
They refer to, and describe the seven great stages of the evolutionary process, which are 
spoken of in the Purânas as the “ Seven Creations,” and in the Bible as the “ Days ” of Creation. 

この巻に収められている７つのスタンザは、この抽象的な公式の７つの⽤語を表している。
これらは、進化の過程における７つの⼤きな段階を意味し、『プラーナ』では「７つの創造」
として、また聖書では「創造の⽇（７⽇間）」として語られているものである。 

罫線 
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 The First Stanza describes the state of the one all during Pralaya, before the first flutter of 
re-awakening manifestation. 

 最初のスタンザは、プララヤの間、再覚醒する顕現の最初のひらめき（ちらつき）以前の、
⼀なるすべての状態を描写している。 

 A momentʼs thought shows that such a state can only be symbolised; to describe it is 
impossible. Nor can it be symbolised except in nega- tives ; for, since it is the state of 
Absoluteness per se, it can possess none of those specific attributes which serve us to describe 
objects in positive terms. Hence that state can only be suggested by the negatives of all those 
most abstract attributes which men feel rather than conceive, as the remotest limits attainable 
by their power of conception. 

 少し考えれば、このような状態は象徴で表せるだけであり、記述することは不可能である
ことがわかる。なぜなら、それは絶対的な状態であるため、肯定的な⾔葉で対象を描写する
のに役⽴つような、具体的な属性は何も持ち得ないからである。したがって、その状態は⼈
が想像するよりもむしろ、その想像⼒によって到達可能な最も遠い限界として感じる、最も
抽象的な属性のすべての否定によってのみ⽰唆されうるのである。 

 The stage described in Stanza II. is, to a western mind, so nearly identical with that 
mentioned in the first Stanza, that to express the idea of its difference would require a treatise 
in itself. Hence it must be left to the intuition and the higher faculties of the reader to grasp, 
as far as he can, the meaning of the allegorical phrases used. Indeed it must be remembered 
that all these Stanzas appeal to the inner faculties rather than to the ordinary comprehension 
of the physical brain. 

スタンザⅡで描かれている段階は、⻄洋⼈の感覚からすると、スタンザⅠで描かれている
段階とほとんど同じであり、そのさまざまな違いを表現するには、それ⾃体が⼀つの論説を
必要とする。そのため、寓話的な⾔い回しの意味をできるだけ把握するのは、読者の直感と
⾼次の能⼒に委ねなければならない。実際、これらのスタンザはすべて、⾁体の脳の通常の
理解⼒よりも、むしろ内⾯的な能⼒に訴えていることを忘れてはならない。 

 Stanza III. describes the Re-awakening of the Universe to life after Pralaya. It depicts the 
emergence of the “ Monads ” from thei state of absorption within the one ; the earliest and 
highest stage in the formation of “ Worlds,” the term Monad being one which may apply 
equally to the vastest Solar System or the tiniest atom. 
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スタンザⅢは、プララヤの後、宇宙が再び⽬覚める様⼦を描いている。これは、「モナド」
が「1」の中に吸収された状態から出現することを描いている。「世界」の形成における最初
で最⾼の段階である。「モナド」という⽤語は、最も広⼤な太陽系にも、最も⼩さな原⼦に
も等しく適⽤されるものである。 

  Stanza IV. shows the differentiation of the “ Germ ” of the Universe into the septenary 
hierarchy of conscious Divine Powers, who are the active manifestations of the One Supreme 
Energy. They are the framers, shapers, and ultimately the creators of all the manifested 
Universe, in the only sense in which the name “ Creator ” is intelli- gible; they inform and 
guide it; they are the intelligent Beings who adjust and control evolution, embodying in 
themselves those manifesta- tions of the one law, which we know as “ The Laws of Nature.” 

スタンザ IV は、宇宙の「胚芽」が、「⼀なる⾄⾼のエネルギー」の活動的な顕現である意
識的「神の⼒」の７つの階層に分化していることを⽰すものである。彼らは「創造主」とい
う名前が知性で理解できる意味においてのみ、すべての顕現した宇宙を組み⽴てる者、形作
る者、そして究極の創造者である。彼らは宇宙を形づくり（inform）、導く。彼らは進化を
調整し制御する知的存在であり、我々が「⾃然の法則」として知る⼀つの法則を⾃らの中に
体現しているのである。 

 Generically, they are known as the Dhyan Chohans, though each of the various groups has 
its own designation in the Secret Doctrine. 

⼀般に、彼らはディヤーン・チョーハンとして知られているが、『シークレット・ドクト
リン』では、さまざまなグループがそれぞれ独⾃の呼称で呼ばれている。

This stage of evolution is spoken of in Hindu mythology as the “ Creation ” of the Gods. 

 この進化の段階は、ヒンズー教の神話では神々の「天地創造（創世）」として語られてい
る。 

 In Stanza V. the process of world-formation is described:̶First, diffused Cosmic Matter, 
then the fiery “ whirlwind,” the first stage in the formation of a nebula. That nebula condenses, 
and after passing through various transformations, forms a Solar Universe, a planetary chain, 
or a single planet, as the case may be. 
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スタンザ V では、世界形成の過程が描かれている。まず、拡散した宇宙物質、次に星雲
の形成の最初の段階である激しい（fiery 燃えるような）「旋⾵」。その星雲が凝縮し、さま
ざまな変化を経て、場合によっては太陽系宇宙、惑星連鎖、あるいは単⼀の惑星が形成され
る。 

 The subsequent stages in the formation of a “ World ” are indicated in Stanza VI., which 
brings the evolution of such a world down to its fourth great period, corresponding to the 
period in which we are now living. 

 そして、「世界」の形成のその後の段階はスタンザ VI で⽰され、そのような世界の進化
は、現在私たちが⽣きている時代に相当する第 4の⼤きな時代にまで及んでいる。 

 Stanza VII. continues the history, tracing the descent of life down to the appearance of 
Man ; and thus closes the first Book of the Secret Doctrine. 

スタンザ VII は、⽣命の降下から⼈間の出現までの歴史をたどり、『シークレット・ドク
トリン』の第１巻を終えるものである。

 The development of “Man” from his first appearance on this earth in this Round to the state 
in which we now find him will form the subject of Book II. 

 「⼈間」がこの地球上に初めて出現して以来、現在のような状態になるまでを、第２巻の
主題とする。 

罫線 


