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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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において、その者は大いに「高次の自己」の代わりとなり、

霊的に平然と否定したり無視したりすることはできない

からである。

　したがって、あなたが関係しているどのような団体で

あろうと、どのようなロッジの部門であろうと、そのよ

うな忠誠のポイントとの関係を断つ前によく考えなさ

い。もしあなたが誓いを立てたときに、あなたの高次の

自己を証人として呼んだなら、大きな犠牲なしに関係を

回復できないときが来て後悔しないために。ロッジの代

理人として認められた者のために道を塞ぐ者は、自分が

内なる流れを完全に受け取る前に、再びそれを明らかに

しなければならない。

　この通信の最初の章で言及した親子の法則であるこの

法則を理解できる人は原則として少なく、真に識別する

ことも、実現したときにそれに従って立ち上がり行動す

ることもできない。あまりにも多くの利己的な欲望、混

合された動機、または下心が入り込んで、意志を曇らせ、

弱める。オーラの乗り物（媒体）にかかる負担が大きく

なりすぎる。最も弱い部分が降伏し、圧力に負けて道を

譲り、あるいは力の動的作用に耐えられず、力を力その

ものに投げ返して、力が働いている乗り物を揺るがした

り、抹消したり、破壊したりする。

　あなた方は、よく戦った戦いで勝ち取った権利のため

に、意識的にロッジの子となる力と特権を与えられてい

る。そして今、その力を新たに自分のために使い、あら

ゆる側面の傷ついた者、苦しむ者を持ち上げ、互いに、

私の近く、さらに近くに近づく機会を与えられている。

そうでなければその力があなた方の意志で向きを変え、

引き裂かれるようにすることができる。また、あなた方

個人に関する限り、私を好きなように扱うことができる。

私と私の仕事は、私よりも偉大な方々によって保護され

ており、彼らは私に信頼を置いている。その信頼は果た

されなければならない。しかし、それは反対側の条件に

よって遅れたり、危険にさらされたりすることがある。

だがあなた方は弟子であり、あなた方自身の願望と選択

による小さな代理人として、良くも悪くも個人のカルマ

を作り、それを負わなければならないのである。

　弟子の道は、過ち、敵意、悪行の残骸が散乱している。

翼の折れた鳥がむなしく飛び立とうとし、そのたびに地

上に落ちていく。狡猾な動物、小さな蛇や大きな蛇は、

迷惑をかけたり、致命的に刺したりする。破壊のために

形成された低級な性質のすべての形態は、征服されるの

を待っている。あるものはあなた自身の行いの結果であ

り、あるものは他人の過失によるものである。いずれに

せよ、あるいはどのような場合であっても、それらは真

実と光の大義のための愛、忠誠、労働、努力の法則を通

じてのみ、マスターし、変換することができる。あなた

方は、これらの要素を持ち上げ、癒し、救済し、光の軍

隊の隊列に再び立ち、奉仕する場所と機会を与えること

ができるものの受領者となったのであり、その力の使用

と適用に対して責任を負うことになる。

　それは、あなたが歩む「人生の英雄の道」である。臆

病者つまり愚か者は、そこに留まることはできない。心

の弱い人は、道ばたに散乱する残骸を見て、すぐに狼狽

し、気を失ってしまう。もし、あなたが「輝く者」の降

臨の朝を迎えることを期待するなら、あなた自身や他者

の行為の結果として見たり遭遇したりするどんなことも

退け（追い払わ）ず、「光と真理の目的」を持って道を

歩むことができなければならない。あなたは揺るぎない

者として歩まなければならない。あらゆる複雑さ、困難

さ、多面性を乗り越えて、安全に進路を取り、マスター

として歩まなければならない。マスターは身をかがめて

持ち上げ、良いものも悪いものも、美しいものも嫌なも

のもすべて自分のもとに集め、そこでそれらを自分の存

在の光で清め、照らし、超越し、自分の汚れなきローブ

のひだにそれらを包み、活性化し、再建し、再び強くし、

光へと続く道にそれらの足を踏み入れさせるのである。

あなたは、「魂のページェント」が極度の緊張で、速い

スピードで通過し、その激しさが毎日、毎時強化されて

いる時に、人生のハイウェイ（本道）を旅しているので

ある。あなた方が仲間に、そして生命と存在の源である

父と母である神に献身するために、力と努力を集中し保

存しながら、目的の単一性で自らを速めるとき、あなた

方の理想は獲得され、夢は実現し、喜びは満ち溢れるで

あろう。

　鳥たちが喜びの新日を迎えて、楽しげに合唱している。

灰色の夜明けが明けて、光と平和の普遍的なキリストと

の意識的な統合の日の出の輝きを明らかにするとき、歌

う鳥たちと一緒に喜ぼう。

語りつくせないほどの愛と優しさをもって、私は

あなたの父であり、兄弟である

ヒラリオン

カリフォルニア州ハルシオン

1927 年 7月 20 日

＊訳注１ 摂理 “economy” …〘神学〙 （ローマカトリッ

クで）摂理，（ギリシア正教で）定制，（プロテスタントで）
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（1）創造から贖
しょく
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を通して究極の幸福に人間を導く聖な

る神の計画 .

（2）（特定の時代または民族に対する）神の支配 .

＊＊＊

光の子たち

　光の子たちよ、あなた方にご挨拶する。真実の子ども

たちよ、内なる白さの兄弟の名において、愛の和音で共

に引き寄せられ、あなた方に平和があるように！

寺院のメッセージ　赤の本③

（人々の寺院）

わが子供たち

　あなた方は偉大なメッセージを与えられている。力と

力の内なる面（plane 段階、レベル）に関する、重要な

大会の会期に集められたロッジのメッセージである。あ

なた方個人の生活とオーラにおいて、またあなた方が属

している組織と特別に呼ばれたグループにおいて、そし

て世界全体において、統合、建設的な仕事、努力、およ

び影響力のために、強大な力があなた方の中 (midst）に

強い影響を与えてきた。そしてそれは、このセンター

（center）が充電されている力の特徴と性質を引き出し、

認識し、それによってその力が目覚め、恩恵を受け、高

められるためである。

　強大な力が、あなた方の中に割り込んできたと私は

言った。それらの力を軽視してはならない。それを賢明

に、意図した目的のために使えるかどうか、あるいは、

怠惰、放縦、個人的な惰性で否定、無視、浪費、無駄遣い、

誤用されるかどうかが問われるのである。特に進化の今

の時代、高いロッジの力の直撃を正しく使うこと、自由

に発信することは、あなたにとって、また我々にとって

最も身近で大切なものを守り、保護するために大胆に敵

に立ち向かうことよりも、難しいことなのである。この

ような力の伝達の中で、常に前向きに着実に生きていく

ことが、あなたが持ちうる最大の保護と防御であること

をより強く認識できれば、あらゆる面で楽になり、高次

の法則そのものがあなたに最も有利に働くことができる

ようになる。

　一つ一つの思考、言葉、行いを見張りなさい。最も重

要なことは、自分の動機を常によく知ることであり、そ

れが清潔で純粋で、唯一で、真実であり、あなたが考え

うる最高のものに同調し、誓約した原則（principles）

に共感し、またあなたが高次の法則への忠誠と義務を宣

言したロッジの主唱者たち（the Sponsors of The 

Lodge ）に同調していることを心に留めておくことであ

る。

　弟子が、原則や誓約に忠実でありながら、誓約を受け

た者、または誓約させる者が原因で、あるいはその者に

対し、不誠実であったり、攻撃したり、何らかの点で不

一致を生じさせることができると考えたり、そのような

態度をとることは、重大な誤りである。その人は「高次

の自己」に対して誓いを立てていることが望まれる。そ

の人は自分がした誓約の統治者の外的な行為や方法を理

解することができないかもしれない。出来事とその適切

な処理に関して、自分はその人と意見が全く異なるかも

しれないが、その違いを留保して、均衡の静けさを保ち、

信仰と信頼に忠実に立ち、他の、またはより深刻な性質

の妨害が生じないようにして、理解と調整が実現するた

めの機会を与えられるようにしなければならない。そう

すれば、自分の忠誠を受け入れた主唱者（ Sponsor ）

と自分を並立させたり会話させたりするよりも、はるか

に効果的に、はるかに大きな目的のために自分の光を宣

言することができる。このような関係を断ち切ってしま

うと、自分自身に計り知れない損害を与え、自分とカル

マ的に関係のあるすべての人々に悲しみと試練をもたら

し、主唱者への自分の誓約の重荷を増大させる。なぜな

ら、「万物の普遍的自己」、「高次の自己」の名において、

弟子の誓約を登録するために選ばれたというオカルト的

な法則と事実のために、「ロッジの計画」の摂理 (* 訳注１）

ンを吊るし、輝かせなさい。存在するもの、存在しない

もの、すべてのものの外側に、内側に、そしてその周りに、

わが生命の光を注ぎ、それらが成長し、形態、知識、存

在への愛に芽生えるようにするのだ。そしてそれは、わ

が犠牲となり、わが光は世界の連鎖の中で輝き続けるだ

ろう。そして、それは、今も昔も、すべての永遠にわたっ

て、わが栄光となるであろう。〈そして光は闇の中で輝き、

闇はそれを理解しない〉。見よ、私は世界にいる。見よ、

私は世界の生命である。私の命は人の命である。私がこ

の世にいる限り〈私は世の光〉である」。

＋

1927 年 8月 15 日

＊＊＊

霊的自己から低級な自己への呼びかけ

　それは、あなたが聞く、霊と物質の自己の呼びかけで

ある。霊の自己と物質の自己は決して出会うことができ

ない。それは法則である。どちらに仕え、その呼びかけ

に従うかをよく知りなさい。クロノスの天秤の金字塔（絶

対的基準）のハート型のパドル（櫂）は、均衡を保つた

めに、光と真理の力が争いと誘惑と悪の力に対する優位

性を維持するために、自分自身に向き直っている。風は

澄んで高く吹き、「聞こえるか？ 私の呼びかけを知って

いるか？ 私が導くところに従いなさい！」と叫ぶ。

　重い過去に、扉は速く、強く閉じられる。丘は揺れ、

耳を傾けるように促す。それは誰にも無視されない呼び

かけであり、選択を求める自己の呼びかけ、キリストの

時を打つ音の中での、自己と自己の間の選択であり、生

命に上向きにつながる道か、消滅に下向きにつながる道

かの選択である。履き古した靴は、自己の道端に横たわっ

ている。不滅の衣は、勝利して着用することを選んだ者

を待っている。緋色の歩哨は、その生きた透明性の中で、

すべての隠されたものが明らかにされ、明確にされ、す

べて（の者）が通過しなければならず、入り口に立ち、

剣を抜き、どの道の選択がなされ、どの自己の呼びかけ

に応じられるかを素早く監視している。

　光は輝く。 光は偉大である。その中に立つことができ

る者は偉大である。

モリヤ

1927 年 8月 19 日

　あなたは闇の力とよく戦い、剣を高く掲げ、胸当てを

しっかりし、兜をしっかりさせてきた。鎧は汚れておら

ず、剣は錆びて変色してはいない。今、あなたを送り出

した人々と一つになり、今、私たちの上にある日の中で

我々と一つになることができますように。

　勝利の喜びに包まれるとき、輝く剣をさやに収めなさ

い。その代わりに、放棄のユリ、純潔さ、簡素のバラを

掲げよ。そうすれば、あなたはもう一度出て行って、人

類の野原にそれらを広く広げ、さらに偉大な光の日にそ

れらと共に千倍になって我々のところに戻ってくるよう

に。「さらに偉大な光の日が私たちと共にあるように」。

+

1927 年 7月 22 日

＊＊＊

光の鉛筆

　鉛筆の先が光のつぼみになっているものがある。書く

ときに使うと、つぼみが広がり、満開の光り輝くロータ

スローズになる。その鉛筆は、「力の右手」に握られ、

下を向いている。高くまっすぐに掲げられたその一筆は、

上向きの左の手のひらに強調されて書き落とされ、「書

かれたものをマークせよ！」と明確に示している。両手

にしっかりと握られ、もう一度垂直に、上を向いて、線、

光の棒を作り、燭台、ろうそく、ピンク、青、白の ロッ

ジの鉛筆は、真理のアラビア語（数字）で線を明確に記し、

誰も逃れることのできない正義の棒を示す。まっすぐに

立つ人は、不動の姿勢で法の燭台、変容した欲望、慈愛

の自己、キリストの外観（キリスト教的なもの）を映し

出し、美しいバスケットの中で花をつけ、開花するので

ある！ 書かれていることをマークしなさい。

　私の花を世界に運んでおくれ。すべての人々に花が運

ばれるのを見なさい。地球の隅々まで運んで行き、それ

らで美化しなさい。道に花をばら撒いて飾るがよい。そ

の香りを吸いたいなら、広く散らしなさい。燭台を持つ

なら、遠くまで花を散らしなさい。燭台の輝きを知りた

ければ、広く散らしなさい。書かれていることをマーク

しなさい。

+

1927 年 7月 30 日

＊＊＊

守護の壁

　白いのは魂の内庭、キリストの家、平和と力の場所を

守る壁である。その中には囲炉裏があり、その周りには

壁の建設に参加した人々が集まっている。白い浄化の火

は、火鉢を暖め、元気づける生きた石炭である。柔らか

な光の中、丘や野を越えて、遠くから近くから、法のし

もべたち、忠実な、真の、献身的な、思いやりと忠誠と

従順と様々な経験を物語る優しい白に身を包んだ者たち

が、魂の帰還に参加するためにやって来る。白い天蓋の

庇護の下で、彼らは出会い、挨拶し、休み、そしてまた

着実に前進し、悪魔の道と義務において保護されるので

ある。彼らの上に大きな祝福があり、彼らの間に深い愛

のあらんことを。彼らが旅するコースの真実であらんこ

とを。炉端に戻るときは、確実に石を追加して配置する

よう。

1927 年 8月 3日

ヒラリオン

上階のバルコニー

　上階のバルコニーには、魂の大祭司、法の管理者であ

る総長が立っており、両手を広げて下の民衆に祝福を与

えている。上方には「人生経験」の花輪が２つの深遠な

花綱（festoons）で吊るされ、両側には緩い吹き流し（垂

れ幕）が、バルコニーの柱の近くに、流れるデザインの

低い鉄柵で保護されている。総長はこの窪みの影に隠れ

るように右側にいる。花綱はより浅くなり、分裂して５

つの数になる。中央の正面には、白いバランスのとれた

十字架が高く掲げられている。一番左の花綱の下には、

白いローブを着た若いイニシエートの姿が見える。もう

一度、総長が進み出て、今度は十字架を上に指して、イ

ニシエートに宣言する。「この十字架の下で汝は、汝の

願望の目標を達成したいならば、確実な姿勢とバランス

で立たなければならない。もし、十字架にたどり着きた

いなら、それを胸の上に置きなさい。汝は何をしなけれ

ばならないか知っているか？まず下に降り、飢えた群衆

の騒ぎを鎮め、彼らに衣服、食べ物、飲み物を与えなけ

ればならない。汝が戻り、その労苦を終えたとき、容易

に手の届くところに十字架を見つけるであろう。汝は行

くであろうか？」

+

1927 年 8月 4日

＊＊＊

生け贄の中の光

　「神は〈光あれ〉と言われた。そして光はあった。神

は光を見てそれを良しとされ、光と闇とを分けられた」。

神は生き、知り、ご自身を現すために、ご自分を自分に

生け贄として捧げた。そして、そこには生命と光と知識

が満ち溢れた。その生け贄の中に「光」が宿ったのだ。

その「光」から「生命」が生まれた。生命から愛である

知識が生まれた。そして神は言った、「すべての領域の

すべての広大さにおいて、外界のすべての闇の上におい

て、下界のすべての岩と深淵の下において、わが光を解

放し展開させよ」。生命の樹の７つの点に、わがランタ
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霊的に平然と否定したり無視したりすることはできない

からである。

　したがって、あなたが関係しているどのような団体で

あろうと、どのようなロッジの部門であろうと、そのよ

うな忠誠のポイントとの関係を断つ前によく考えなさ

い。もしあなたが誓いを立てたときに、あなたの高次の

自己を証人として呼んだなら、大きな犠牲なしに関係を

回復できないときが来て後悔しないために。ロッジの代

理人として認められた者のために道を塞ぐ者は、自分が

内なる流れを完全に受け取る前に、再びそれを明らかに

しなければならない。

　この通信の最初の章で言及した親子の法則であるこの

法則を理解できる人は原則として少なく、真に識別する

ことも、実現したときにそれに従って立ち上がり行動す

ることもできない。あまりにも多くの利己的な欲望、混

合された動機、または下心が入り込んで、意志を曇らせ、

弱める。オーラの乗り物（媒体）にかかる負担が大きく

なりすぎる。最も弱い部分が降伏し、圧力に負けて道を

譲り、あるいは力の動的作用に耐えられず、力を力その

ものに投げ返して、力が働いている乗り物を揺るがした

り、抹消したり、破壊したりする。

　あなた方は、よく戦った戦いで勝ち取った権利のため

に、意識的にロッジの子となる力と特権を与えられてい

る。そして今、その力を新たに自分のために使い、あら

ゆる側面の傷ついた者、苦しむ者を持ち上げ、互いに、

私の近く、さらに近くに近づく機会を与えられている。

そうでなければその力があなた方の意志で向きを変え、

引き裂かれるようにすることができる。また、あなた方

個人に関する限り、私を好きなように扱うことができる。

私と私の仕事は、私よりも偉大な方々によって保護され

ており、彼らは私に信頼を置いている。その信頼は果た

されなければならない。しかし、それは反対側の条件に

よって遅れたり、危険にさらされたりすることがある。

だがあなた方は弟子であり、あなた方自身の願望と選択

による小さな代理人として、良くも悪くも個人のカルマ

を作り、それを負わなければならないのである。

　弟子の道は、過ち、敵意、悪行の残骸が散乱している。

翼の折れた鳥がむなしく飛び立とうとし、そのたびに地

上に落ちていく。狡猾な動物、小さな蛇や大きな蛇は、

迷惑をかけたり、致命的に刺したりする。破壊のために

形成された低級な性質のすべての形態は、征服されるの

を待っている。あるものはあなた自身の行いの結果であ

り、あるものは他人の過失によるものである。いずれに

せよ、あるいはどのような場合であっても、それらは真

実と光の大義のための愛、忠誠、労働、努力の法則を通

じてのみ、マスターし、変換することができる。あなた

方は、これらの要素を持ち上げ、癒し、救済し、光の軍

隊の隊列に再び立ち、奉仕する場所と機会を与えること

ができるものの受領者となったのであり、その力の使用

と適用に対して責任を負うことになる。

　それは、あなたが歩む「人生の英雄の道」である。臆

病者つまり愚か者は、そこに留まることはできない。心

の弱い人は、道ばたに散乱する残骸を見て、すぐに狼狽

し、気を失ってしまう。もし、あなたが「輝く者」の降

臨の朝を迎えることを期待するなら、あなた自身や他者

の行為の結果として見たり遭遇したりするどんなことも

退け（追い払わ）ず、「光と真理の目的」を持って道を

歩むことができなければならない。あなたは揺るぎない

者として歩まなければならない。あらゆる複雑さ、困難

さ、多面性を乗り越えて、安全に進路を取り、マスター

として歩まなければならない。マスターは身をかがめて

持ち上げ、良いものも悪いものも、美しいものも嫌なも

のもすべて自分のもとに集め、そこでそれらを自分の存

在の光で清め、照らし、超越し、自分の汚れなきローブ

のひだにそれらを包み、活性化し、再建し、再び強くし、

光へと続く道にそれらの足を踏み入れさせるのである。
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あなたは、「魂のページェント」が極度の緊張で、速い

スピードで通過し、その激しさが毎日、毎時強化されて

いる時に、人生のハイウェイ（本道）を旅しているので

ある。あなた方が仲間に、そして生命と存在の源である

父と母である神に献身するために、力と努力を集中し保

存しながら、目的の単一性で自らを速めるとき、あなた

方の理想は獲得され、夢は実現し、喜びは満ち溢れるで

あろう。

　鳥たちが喜びの新日を迎えて、楽しげに合唱している。

灰色の夜明けが明けて、光と平和の普遍的なキリストと

の意識的な統合の日の出の輝きを明らかにするとき、歌

う鳥たちと一緒に喜ぼう。

語りつくせないほどの愛と優しさをもって、私は

あなたの父であり、兄弟である

ヒラリオン

カリフォルニア州ハルシオン

1927 年 7月 20 日

＊訳注１ 摂理 “economy” …〘神学〙 （ローマカトリッ

クで）摂理，（ギリシア正教で）定制，（プロテスタントで）

経
けい

綸
りん

.

（1）創造から贖
しょく

罪
ざい

を通して究極の幸福に人間を導く聖な

る神の計画 .

（2）（特定の時代または民族に対する）神の支配 .

＊＊＊

光の子たち

　光の子たちよ、あなた方にご挨拶する。真実の子ども

たちよ、内なる白さの兄弟の名において、愛の和音で共

に引き寄せられ、あなた方に平和があるように！

わが子供たち

　あなた方は偉大なメッセージを与えられている。力と

力の内なる面（plane 段階、レベル）に関する、重要な

大会の会期に集められたロッジのメッセージである。あ

なた方個人の生活とオーラにおいて、またあなた方が属

している組織と特別に呼ばれたグループにおいて、そし

て世界全体において、統合、建設的な仕事、努力、およ

び影響力のために、強大な力があなた方の中 (midst）に

強い影響を与えてきた。そしてそれは、このセンター

（center）が充電されている力の特徴と性質を引き出し、

認識し、それによってその力が目覚め、恩恵を受け、高

められるためである。

　強大な力が、あなた方の中に割り込んできたと私は

言った。それらの力を軽視してはならない。それを賢明

に、意図した目的のために使えるかどうか、あるいは、

怠惰、放縦、個人的な惰性で否定、無視、浪費、無駄遣い、

誤用されるかどうかが問われるのである。特に進化の今

の時代、高いロッジの力の直撃を正しく使うこと、自由

に発信することは、あなたにとって、また我々にとって

最も身近で大切なものを守り、保護するために大胆に敵

に立ち向かうことよりも、難しいことなのである。この

ような力の伝達の中で、常に前向きに着実に生きていく

ことが、あなたが持ちうる最大の保護と防御であること

をより強く認識できれば、あらゆる面で楽になり、高次

の法則そのものがあなたに最も有利に働くことができる

ようになる。

　一つ一つの思考、言葉、行いを見張りなさい。最も重

要なことは、自分の動機を常によく知ることであり、そ

れが清潔で純粋で、唯一で、真実であり、あなたが考え

うる最高のものに同調し、誓約した原則（principles）

に共感し、またあなたが高次の法則への忠誠と義務を宣

言したロッジの主唱者たち（the Sponsors of The 

Lodge ）に同調していることを心に留めておくことであ

る。

　弟子が、原則や誓約に忠実でありながら、誓約を受け

た者、または誓約させる者が原因で、あるいはその者に

対し、不誠実であったり、攻撃したり、何らかの点で不

一致を生じさせることができると考えたり、そのような

態度をとることは、重大な誤りである。その人は「高次

の自己」に対して誓いを立てていることが望まれる。そ

の人は自分がした誓約の統治者の外的な行為や方法を理

解することができないかもしれない。出来事とその適切

な処理に関して、自分はその人と意見が全く異なるかも

しれないが、その違いを留保して、均衡の静けさを保ち、

信仰と信頼に忠実に立ち、他の、またはより深刻な性質

の妨害が生じないようにして、理解と調整が実現するた

めの機会を与えられるようにしなければならない。そう

すれば、自分の忠誠を受け入れた主唱者（ Sponsor ）

と自分を並立させたり会話させたりするよりも、はるか

に効果的に、はるかに大きな目的のために自分の光を宣

言することができる。このような関係を断ち切ってしま

うと、自分自身に計り知れない損害を与え、自分とカル

マ的に関係のあるすべての人々に悲しみと試練をもたら

し、主唱者への自分の誓約の重荷を増大させる。なぜな

ら、「万物の普遍的自己」、「高次の自己」の名において、

弟子の誓約を登録するために選ばれたというオカルト的

な法則と事実のために、「ロッジの計画」の摂理 (* 訳注１）

ンを吊るし、輝かせなさい。存在するもの、存在しない

もの、すべてのものの外側に、内側に、そしてその周りに、

わが生命の光を注ぎ、それらが成長し、形態、知識、存

在への愛に芽生えるようにするのだ。そしてそれは、わ

が犠牲となり、わが光は世界の連鎖の中で輝き続けるだ

ろう。そして、それは、今も昔も、すべての永遠にわたっ

て、わが栄光となるであろう。〈そして光は闇の中で輝き、

闇はそれを理解しない〉。見よ、私は世界にいる。見よ、

私は世界の生命である。私の命は人の命である。私がこ

の世にいる限り〈私は世の光〉である」。

＋

1927 年 8月 15 日

＊＊＊

霊的自己から低級な自己への呼びかけ

　それは、あなたが聞く、霊と物質の自己の呼びかけで

ある。霊の自己と物質の自己は決して出会うことができ

ない。それは法則である。どちらに仕え、その呼びかけ

に従うかをよく知りなさい。クロノスの天秤の金字塔（絶

対的基準）のハート型のパドル（櫂）は、均衡を保つた

めに、光と真理の力が争いと誘惑と悪の力に対する優位

性を維持するために、自分自身に向き直っている。風は

澄んで高く吹き、「聞こえるか？ 私の呼びかけを知って

いるか？ 私が導くところに従いなさい！」と叫ぶ。

　重い過去に、扉は速く、強く閉じられる。丘は揺れ、

耳を傾けるように促す。それは誰にも無視されない呼び

かけであり、選択を求める自己の呼びかけ、キリストの

時を打つ音の中での、自己と自己の間の選択であり、生

命に上向きにつながる道か、消滅に下向きにつながる道

かの選択である。履き古した靴は、自己の道端に横たわっ

ている。不滅の衣は、勝利して着用することを選んだ者

を待っている。緋色の歩哨は、その生きた透明性の中で、

すべての隠されたものが明らかにされ、明確にされ、す

べて（の者）が通過しなければならず、入り口に立ち、

剣を抜き、どの道の選択がなされ、どの自己の呼びかけ

に応じられるかを素早く監視している。

　光は輝く。 光は偉大である。その中に立つことができ

る者は偉大である。

モリヤ

1927 年 8月 19 日

　あなたは闇の力とよく戦い、剣を高く掲げ、胸当てを

しっかりし、兜をしっかりさせてきた。鎧は汚れておら

ず、剣は錆びて変色してはいない。今、あなたを送り出

した人々と一つになり、今、私たちの上にある日の中で

我々と一つになることができますように。

　勝利の喜びに包まれるとき、輝く剣をさやに収めなさ

い。その代わりに、放棄のユリ、純潔さ、簡素のバラを

掲げよ。そうすれば、あなたはもう一度出て行って、人

類の野原にそれらを広く広げ、さらに偉大な光の日にそ

れらと共に千倍になって我々のところに戻ってくるよう

に。「さらに偉大な光の日が私たちと共にあるように」。

+

1927 年 7月 22 日

＊＊＊

光の鉛筆

　鉛筆の先が光のつぼみになっているものがある。書く

ときに使うと、つぼみが広がり、満開の光り輝くロータ

スローズになる。その鉛筆は、「力の右手」に握られ、

下を向いている。高くまっすぐに掲げられたその一筆は、

上向きの左の手のひらに強調されて書き落とされ、「書

かれたものをマークせよ！」と明確に示している。両手

にしっかりと握られ、もう一度垂直に、上を向いて、線、

光の棒を作り、燭台、ろうそく、ピンク、青、白の ロッ

ジの鉛筆は、真理のアラビア語（数字）で線を明確に記し、

誰も逃れることのできない正義の棒を示す。まっすぐに

立つ人は、不動の姿勢で法の燭台、変容した欲望、慈愛

の自己、キリストの外観（キリスト教的なもの）を映し

出し、美しいバスケットの中で花をつけ、開花するので

ある！ 書かれていることをマークしなさい。

　私の花を世界に運んでおくれ。すべての人々に花が運

ばれるのを見なさい。地球の隅々まで運んで行き、それ

らで美化しなさい。道に花をばら撒いて飾るがよい。そ

の香りを吸いたいなら、広く散らしなさい。燭台を持つ

なら、遠くまで花を散らしなさい。燭台の輝きを知りた

ければ、広く散らしなさい。書かれていることをマーク

しなさい。

+

1927 年 7月 30 日

＊＊＊

守護の壁

　白いのは魂の内庭、キリストの家、平和と力の場所を

守る壁である。その中には囲炉裏があり、その周りには

壁の建設に参加した人々が集まっている。白い浄化の火

は、火鉢を暖め、元気づける生きた石炭である。柔らか

な光の中、丘や野を越えて、遠くから近くから、法のし

もべたち、忠実な、真の、献身的な、思いやりと忠誠と

従順と様々な経験を物語る優しい白に身を包んだ者たち

が、魂の帰還に参加するためにやって来る。白い天蓋の

庇護の下で、彼らは出会い、挨拶し、休み、そしてまた

着実に前進し、悪魔の道と義務において保護されるので

ある。彼らの上に大きな祝福があり、彼らの間に深い愛

のあらんことを。彼らが旅するコースの真実であらんこ

とを。炉端に戻るときは、確実に石を追加して配置する

よう。

1927 年 8月 3日

ヒラリオン

上階のバルコニー

　上階のバルコニーには、魂の大祭司、法の管理者であ

る総長が立っており、両手を広げて下の民衆に祝福を与

えている。上方には「人生経験」の花輪が２つの深遠な

花綱（festoons）で吊るされ、両側には緩い吹き流し（垂

れ幕）が、バルコニーの柱の近くに、流れるデザインの

低い鉄柵で保護されている。総長はこの窪みの影に隠れ

るように右側にいる。花綱はより浅くなり、分裂して５

つの数になる。中央の正面には、白いバランスのとれた

十字架が高く掲げられている。一番左の花綱の下には、

白いローブを着た若いイニシエートの姿が見える。もう

一度、総長が進み出て、今度は十字架を上に指して、イ

ニシエートに宣言する。「この十字架の下で汝は、汝の

願望の目標を達成したいならば、確実な姿勢とバランス

で立たなければならない。もし、十字架にたどり着きた

いなら、それを胸の上に置きなさい。汝は何をしなけれ

ばならないか知っているか？まず下に降り、飢えた群衆

の騒ぎを鎮め、彼らに衣服、食べ物、飲み物を与えなけ

ればならない。汝が戻り、その労苦を終えたとき、容易

に手の届くところに十字架を見つけるであろう。汝は行

くであろうか？」

+

1927 年 8月 4日

＊＊＊

生け贄の中の光

　「神は〈光あれ〉と言われた。そして光はあった。神

は光を見てそれを良しとされ、光と闇とを分けられた」。

神は生き、知り、ご自身を現すために、ご自分を自分に

生け贄として捧げた。そして、そこには生命と光と知識

が満ち溢れた。その生け贄の中に「光」が宿ったのだ。

その「光」から「生命」が生まれた。生命から愛である

知識が生まれた。そして神は言った、「すべての領域の

すべての広大さにおいて、外界のすべての闇の上におい

て、下界のすべての岩と深淵の下において、わが光を解

放し展開させよ」。生命の樹の７つの点に、わがランタ



において、その者は大いに「高次の自己」の代わりとなり、

霊的に平然と否定したり無視したりすることはできない

からである。

　したがって、あなたが関係しているどのような団体で

あろうと、どのようなロッジの部門であろうと、そのよ

うな忠誠のポイントとの関係を断つ前によく考えなさ

い。もしあなたが誓いを立てたときに、あなたの高次の

自己を証人として呼んだなら、大きな犠牲なしに関係を

回復できないときが来て後悔しないために。ロッジの代

理人として認められた者のために道を塞ぐ者は、自分が

内なる流れを完全に受け取る前に、再びそれを明らかに

しなければならない。

　この通信の最初の章で言及した親子の法則であるこの

法則を理解できる人は原則として少なく、真に識別する

ことも、実現したときにそれに従って立ち上がり行動す

ることもできない。あまりにも多くの利己的な欲望、混

合された動機、または下心が入り込んで、意志を曇らせ、

弱める。オーラの乗り物（媒体）にかかる負担が大きく

なりすぎる。最も弱い部分が降伏し、圧力に負けて道を

譲り、あるいは力の動的作用に耐えられず、力を力その

ものに投げ返して、力が働いている乗り物を揺るがした

り、抹消したり、破壊したりする。

　あなた方は、よく戦った戦いで勝ち取った権利のため

に、意識的にロッジの子となる力と特権を与えられてい

る。そして今、その力を新たに自分のために使い、あら

ゆる側面の傷ついた者、苦しむ者を持ち上げ、互いに、

私の近く、さらに近くに近づく機会を与えられている。

そうでなければその力があなた方の意志で向きを変え、

引き裂かれるようにすることができる。また、あなた方

個人に関する限り、私を好きなように扱うことができる。

私と私の仕事は、私よりも偉大な方々によって保護され

ており、彼らは私に信頼を置いている。その信頼は果た

されなければならない。しかし、それは反対側の条件に

よって遅れたり、危険にさらされたりすることがある。

だがあなた方は弟子であり、あなた方自身の願望と選択

による小さな代理人として、良くも悪くも個人のカルマ

を作り、それを負わなければならないのである。

　弟子の道は、過ち、敵意、悪行の残骸が散乱している。

翼の折れた鳥がむなしく飛び立とうとし、そのたびに地

上に落ちていく。狡猾な動物、小さな蛇や大きな蛇は、

迷惑をかけたり、致命的に刺したりする。破壊のために

形成された低級な性質のすべての形態は、征服されるの

を待っている。あるものはあなた自身の行いの結果であ

り、あるものは他人の過失によるものである。いずれに

せよ、あるいはどのような場合であっても、それらは真

実と光の大義のための愛、忠誠、労働、努力の法則を通

じてのみ、マスターし、変換することができる。あなた

方は、これらの要素を持ち上げ、癒し、救済し、光の軍

隊の隊列に再び立ち、奉仕する場所と機会を与えること

ができるものの受領者となったのであり、その力の使用

と適用に対して責任を負うことになる。

　それは、あなたが歩む「人生の英雄の道」である。臆

病者つまり愚か者は、そこに留まることはできない。心

の弱い人は、道ばたに散乱する残骸を見て、すぐに狼狽

し、気を失ってしまう。もし、あなたが「輝く者」の降

臨の朝を迎えることを期待するなら、あなた自身や他者

の行為の結果として見たり遭遇したりするどんなことも

退け（追い払わ）ず、「光と真理の目的」を持って道を

歩むことができなければならない。あなたは揺るぎない

者として歩まなければならない。あらゆる複雑さ、困難

さ、多面性を乗り越えて、安全に進路を取り、マスター

として歩まなければならない。マスターは身をかがめて

持ち上げ、良いものも悪いものも、美しいものも嫌なも

のもすべて自分のもとに集め、そこでそれらを自分の存

在の光で清め、照らし、超越し、自分の汚れなきローブ

のひだにそれらを包み、活性化し、再建し、再び強くし、

光へと続く道にそれらの足を踏み入れさせるのである。

3

あなたは、「魂のページェント」が極度の緊張で、速い

スピードで通過し、その激しさが毎日、毎時強化されて

いる時に、人生のハイウェイ（本道）を旅しているので

ある。あなた方が仲間に、そして生命と存在の源である

父と母である神に献身するために、力と努力を集中し保

存しながら、目的の単一性で自らを速めるとき、あなた

方の理想は獲得され、夢は実現し、喜びは満ち溢れるで

あろう。

　鳥たちが喜びの新日を迎えて、楽しげに合唱している。

灰色の夜明けが明けて、光と平和の普遍的なキリストと

の意識的な統合の日の出の輝きを明らかにするとき、歌

う鳥たちと一緒に喜ぼう。

語りつくせないほどの愛と優しさをもって、私は

あなたの父であり、兄弟である

ヒラリオン

カリフォルニア州ハルシオン

1927 年 7月 20 日

＊訳注１ 摂理 “economy” …〘神学〙 （ローマカトリッ

クで）摂理，（ギリシア正教で）定制，（プロテスタントで）

経
けい

綸
りん

.

（1）創造から贖
しょく

罪
ざい

を通して究極の幸福に人間を導く聖な

る神の計画 .

（2）（特定の時代または民族に対する）神の支配 .

＊＊＊

光の子たち

　光の子たちよ、あなた方にご挨拶する。真実の子ども

たちよ、内なる白さの兄弟の名において、愛の和音で共

に引き寄せられ、あなた方に平和があるように！

わが子供たち

　あなた方は偉大なメッセージを与えられている。力と

力の内なる面（plane 段階、レベル）に関する、重要な

大会の会期に集められたロッジのメッセージである。あ

なた方個人の生活とオーラにおいて、またあなた方が属

している組織と特別に呼ばれたグループにおいて、そし

て世界全体において、統合、建設的な仕事、努力、およ

び影響力のために、強大な力があなた方の中 (midst）に

強い影響を与えてきた。そしてそれは、このセンター

（center）が充電されている力の特徴と性質を引き出し、

認識し、それによってその力が目覚め、恩恵を受け、高

められるためである。

　強大な力が、あなた方の中に割り込んできたと私は

言った。それらの力を軽視してはならない。それを賢明

に、意図した目的のために使えるかどうか、あるいは、

怠惰、放縦、個人的な惰性で否定、無視、浪費、無駄遣い、

誤用されるかどうかが問われるのである。特に進化の今

の時代、高いロッジの力の直撃を正しく使うこと、自由

に発信することは、あなたにとって、また我々にとって

最も身近で大切なものを守り、保護するために大胆に敵

に立ち向かうことよりも、難しいことなのである。この

ような力の伝達の中で、常に前向きに着実に生きていく

ことが、あなたが持ちうる最大の保護と防御であること

をより強く認識できれば、あらゆる面で楽になり、高次

の法則そのものがあなたに最も有利に働くことができる

ようになる。

　一つ一つの思考、言葉、行いを見張りなさい。最も重

要なことは、自分の動機を常によく知ることであり、そ

れが清潔で純粋で、唯一で、真実であり、あなたが考え

うる最高のものに同調し、誓約した原則（principles）

に共感し、またあなたが高次の法則への忠誠と義務を宣

言したロッジの主唱者たち（the Sponsors of The 

Lodge ）に同調していることを心に留めておくことであ

る。

　弟子が、原則や誓約に忠実でありながら、誓約を受け

た者、または誓約させる者が原因で、あるいはその者に

対し、不誠実であったり、攻撃したり、何らかの点で不

一致を生じさせることができると考えたり、そのような

態度をとることは、重大な誤りである。その人は「高次

の自己」に対して誓いを立てていることが望まれる。そ

の人は自分がした誓約の統治者の外的な行為や方法を理

解することができないかもしれない。出来事とその適切

な処理に関して、自分はその人と意見が全く異なるかも

しれないが、その違いを留保して、均衡の静けさを保ち、

信仰と信頼に忠実に立ち、他の、またはより深刻な性質

の妨害が生じないようにして、理解と調整が実現するた

めの機会を与えられるようにしなければならない。そう

すれば、自分の忠誠を受け入れた主唱者（ Sponsor ）

と自分を並立させたり会話させたりするよりも、はるか

に効果的に、はるかに大きな目的のために自分の光を宣

言することができる。このような関係を断ち切ってしま

うと、自分自身に計り知れない損害を与え、自分とカル

マ的に関係のあるすべての人々に悲しみと試練をもたら

し、主唱者への自分の誓約の重荷を増大させる。なぜな

ら、「万物の普遍的自己」、「高次の自己」の名において、

弟子の誓約を登録するために選ばれたというオカルト的

な法則と事実のために、「ロッジの計画」の摂理 (* 訳注１）

ンを吊るし、輝かせなさい。存在するもの、存在しない

もの、すべてのものの外側に、内側に、そしてその周りに、

わが生命の光を注ぎ、それらが成長し、形態、知識、存

在への愛に芽生えるようにするのだ。そしてそれは、わ

が犠牲となり、わが光は世界の連鎖の中で輝き続けるだ

ろう。そして、それは、今も昔も、すべての永遠にわたっ

て、わが栄光となるであろう。〈そして光は闇の中で輝き、

闇はそれを理解しない〉。見よ、私は世界にいる。見よ、

私は世界の生命である。私の命は人の命である。私がこ

の世にいる限り〈私は世の光〉である」。

＋

1927 年 8月 15 日

＊＊＊

霊的自己から低級な自己への呼びかけ

　それは、あなたが聞く、霊と物質の自己の呼びかけで

ある。霊の自己と物質の自己は決して出会うことができ

ない。それは法則である。どちらに仕え、その呼びかけ

に従うかをよく知りなさい。クロノスの天秤の金字塔（絶

対的基準）のハート型のパドル（櫂）は、均衡を保つた

めに、光と真理の力が争いと誘惑と悪の力に対する優位

性を維持するために、自分自身に向き直っている。風は

澄んで高く吹き、「聞こえるか？ 私の呼びかけを知って

いるか？ 私が導くところに従いなさい！」と叫ぶ。

　重い過去に、扉は速く、強く閉じられる。丘は揺れ、

耳を傾けるように促す。それは誰にも無視されない呼び

かけであり、選択を求める自己の呼びかけ、キリストの

時を打つ音の中での、自己と自己の間の選択であり、生

命に上向きにつながる道か、消滅に下向きにつながる道

かの選択である。履き古した靴は、自己の道端に横たわっ

ている。不滅の衣は、勝利して着用することを選んだ者

を待っている。緋色の歩哨は、その生きた透明性の中で、

すべての隠されたものが明らかにされ、明確にされ、す

べて（の者）が通過しなければならず、入り口に立ち、

剣を抜き、どの道の選択がなされ、どの自己の呼びかけ

に応じられるかを素早く監視している。

　光は輝く。 光は偉大である。その中に立つことができ

る者は偉大である。

モリヤ

1927 年 8月 19 日

　あなたは闇の力とよく戦い、剣を高く掲げ、胸当てを

しっかりし、兜をしっかりさせてきた。鎧は汚れておら

ず、剣は錆びて変色してはいない。今、あなたを送り出

した人々と一つになり、今、私たちの上にある日の中で

我々と一つになることができますように。

　勝利の喜びに包まれるとき、輝く剣をさやに収めなさ

い。その代わりに、放棄のユリ、純潔さ、簡素のバラを

掲げよ。そうすれば、あなたはもう一度出て行って、人

類の野原にそれらを広く広げ、さらに偉大な光の日にそ

れらと共に千倍になって我々のところに戻ってくるよう

に。「さらに偉大な光の日が私たちと共にあるように」。

+

1927 年 7月 22 日

＊＊＊

光の鉛筆

　鉛筆の先が光のつぼみになっているものがある。書く

ときに使うと、つぼみが広がり、満開の光り輝くロータ

スローズになる。その鉛筆は、「力の右手」に握られ、

下を向いている。高くまっすぐに掲げられたその一筆は、

上向きの左の手のひらに強調されて書き落とされ、「書

かれたものをマークせよ！」と明確に示している。両手

にしっかりと握られ、もう一度垂直に、上を向いて、線、

光の棒を作り、燭台、ろうそく、ピンク、青、白の ロッ

ジの鉛筆は、真理のアラビア語（数字）で線を明確に記し、

誰も逃れることのできない正義の棒を示す。まっすぐに

立つ人は、不動の姿勢で法の燭台、変容した欲望、慈愛

の自己、キリストの外観（キリスト教的なもの）を映し

出し、美しいバスケットの中で花をつけ、開花するので

ある！ 書かれていることをマークしなさい。

　私の花を世界に運んでおくれ。すべての人々に花が運

ばれるのを見なさい。地球の隅々まで運んで行き、それ

らで美化しなさい。道に花をばら撒いて飾るがよい。そ

の香りを吸いたいなら、広く散らしなさい。燭台を持つ

なら、遠くまで花を散らしなさい。燭台の輝きを知りた

ければ、広く散らしなさい。書かれていることをマーク

しなさい。

+

1927 年 7月 30 日

＊＊＊

守護の壁

　白いのは魂の内庭、キリストの家、平和と力の場所を

守る壁である。その中には囲炉裏があり、その周りには

壁の建設に参加した人々が集まっている。白い浄化の火

は、火鉢を暖め、元気づける生きた石炭である。柔らか

な光の中、丘や野を越えて、遠くから近くから、法のし

もべたち、忠実な、真の、献身的な、思いやりと忠誠と

従順と様々な経験を物語る優しい白に身を包んだ者たち

が、魂の帰還に参加するためにやって来る。白い天蓋の

庇護の下で、彼らは出会い、挨拶し、休み、そしてまた

着実に前進し、悪魔の道と義務において保護されるので

ある。彼らの上に大きな祝福があり、彼らの間に深い愛

のあらんことを。彼らが旅するコースの真実であらんこ

とを。炉端に戻るときは、確実に石を追加して配置する

よう。

1927 年 8月 3日

ヒラリオン

上階のバルコニー

　上階のバルコニーには、魂の大祭司、法の管理者であ

る総長が立っており、両手を広げて下の民衆に祝福を与

えている。上方には「人生経験」の花輪が２つの深遠な

花綱（festoons）で吊るされ、両側には緩い吹き流し（垂

れ幕）が、バルコニーの柱の近くに、流れるデザインの

低い鉄柵で保護されている。総長はこの窪みの影に隠れ

るように右側にいる。花綱はより浅くなり、分裂して５

つの数になる。中央の正面には、白いバランスのとれた

十字架が高く掲げられている。一番左の花綱の下には、

白いローブを着た若いイニシエートの姿が見える。もう

一度、総長が進み出て、今度は十字架を上に指して、イ

ニシエートに宣言する。「この十字架の下で汝は、汝の

願望の目標を達成したいならば、確実な姿勢とバランス

で立たなければならない。もし、十字架にたどり着きた

いなら、それを胸の上に置きなさい。汝は何をしなけれ

ばならないか知っているか？まず下に降り、飢えた群衆

の騒ぎを鎮め、彼らに衣服、食べ物、飲み物を与えなけ

ればならない。汝が戻り、その労苦を終えたとき、容易

に手の届くところに十字架を見つけるであろう。汝は行

くであろうか？」

+

1927 年 8月 4日

＊＊＊

生け贄の中の光

　「神は〈光あれ〉と言われた。そして光はあった。神

は光を見てそれを良しとされ、光と闇とを分けられた」。

神は生き、知り、ご自身を現すために、ご自分を自分に

生け贄として捧げた。そして、そこには生命と光と知識

が満ち溢れた。その生け贄の中に「光」が宿ったのだ。

その「光」から「生命」が生まれた。生命から愛である

知識が生まれた。そして神は言った、「すべての領域の

すべての広大さにおいて、外界のすべての闇の上におい

て、下界のすべての岩と深淵の下において、わが光を解

放し展開させよ」。生命の樹の７つの点に、わがランタ



において、その者は大いに「高次の自己」の代わりとなり、

霊的に平然と否定したり無視したりすることはできない

からである。

　したがって、あなたが関係しているどのような団体で

あろうと、どのようなロッジの部門であろうと、そのよ

うな忠誠のポイントとの関係を断つ前によく考えなさ

い。もしあなたが誓いを立てたときに、あなたの高次の

自己を証人として呼んだなら、大きな犠牲なしに関係を

回復できないときが来て後悔しないために。ロッジの代

理人として認められた者のために道を塞ぐ者は、自分が

内なる流れを完全に受け取る前に、再びそれを明らかに

しなければならない。

　この通信の最初の章で言及した親子の法則であるこの

法則を理解できる人は原則として少なく、真に識別する

ことも、実現したときにそれに従って立ち上がり行動す

ることもできない。あまりにも多くの利己的な欲望、混

合された動機、または下心が入り込んで、意志を曇らせ、

弱める。オーラの乗り物（媒体）にかかる負担が大きく

なりすぎる。最も弱い部分が降伏し、圧力に負けて道を

譲り、あるいは力の動的作用に耐えられず、力を力その

ものに投げ返して、力が働いている乗り物を揺るがした

り、抹消したり、破壊したりする。

　あなた方は、よく戦った戦いで勝ち取った権利のため

に、意識的にロッジの子となる力と特権を与えられてい

る。そして今、その力を新たに自分のために使い、あら

ゆる側面の傷ついた者、苦しむ者を持ち上げ、互いに、

私の近く、さらに近くに近づく機会を与えられている。

そうでなければその力があなた方の意志で向きを変え、

引き裂かれるようにすることができる。また、あなた方

個人に関する限り、私を好きなように扱うことができる。

私と私の仕事は、私よりも偉大な方々によって保護され

ており、彼らは私に信頼を置いている。その信頼は果た

されなければならない。しかし、それは反対側の条件に

よって遅れたり、危険にさらされたりすることがある。

だがあなた方は弟子であり、あなた方自身の願望と選択

による小さな代理人として、良くも悪くも個人のカルマ

を作り、それを負わなければならないのである。

　弟子の道は、過ち、敵意、悪行の残骸が散乱している。

翼の折れた鳥がむなしく飛び立とうとし、そのたびに地

上に落ちていく。狡猾な動物、小さな蛇や大きな蛇は、

迷惑をかけたり、致命的に刺したりする。破壊のために

形成された低級な性質のすべての形態は、征服されるの

を待っている。あるものはあなた自身の行いの結果であ

り、あるものは他人の過失によるものである。いずれに

せよ、あるいはどのような場合であっても、それらは真

実と光の大義のための愛、忠誠、労働、努力の法則を通

じてのみ、マスターし、変換することができる。あなた

方は、これらの要素を持ち上げ、癒し、救済し、光の軍

隊の隊列に再び立ち、奉仕する場所と機会を与えること

ができるものの受領者となったのであり、その力の使用

と適用に対して責任を負うことになる。

　それは、あなたが歩む「人生の英雄の道」である。臆

病者つまり愚か者は、そこに留まることはできない。心

の弱い人は、道ばたに散乱する残骸を見て、すぐに狼狽

し、気を失ってしまう。もし、あなたが「輝く者」の降

臨の朝を迎えることを期待するなら、あなた自身や他者

の行為の結果として見たり遭遇したりするどんなことも

退け（追い払わ）ず、「光と真理の目的」を持って道を

歩むことができなければならない。あなたは揺るぎない

者として歩まなければならない。あらゆる複雑さ、困難

さ、多面性を乗り越えて、安全に進路を取り、マスター

として歩まなければならない。マスターは身をかがめて

持ち上げ、良いものも悪いものも、美しいものも嫌なも

のもすべて自分のもとに集め、そこでそれらを自分の存

在の光で清め、照らし、超越し、自分の汚れなきローブ

のひだにそれらを包み、活性化し、再建し、再び強くし、

光へと続く道にそれらの足を踏み入れさせるのである。

あなたは、「魂のページェント」が極度の緊張で、速い

スピードで通過し、その激しさが毎日、毎時強化されて

いる時に、人生のハイウェイ（本道）を旅しているので

ある。あなた方が仲間に、そして生命と存在の源である

父と母である神に献身するために、力と努力を集中し保

存しながら、目的の単一性で自らを速めるとき、あなた

方の理想は獲得され、夢は実現し、喜びは満ち溢れるで

あろう。

　鳥たちが喜びの新日を迎えて、楽しげに合唱している。

灰色の夜明けが明けて、光と平和の普遍的なキリストと

の意識的な統合の日の出の輝きを明らかにするとき、歌

う鳥たちと一緒に喜ぼう。

語りつくせないほどの愛と優しさをもって、私は

あなたの父であり、兄弟である

ヒラリオン

カリフォルニア州ハルシオン

1927 年 7月 20 日

＊訳注１ 摂理 “economy” …〘神学〙 （ローマカトリッ

クで）摂理，（ギリシア正教で）定制，（プロテスタントで）

経
けい

綸
りん

.

（1）創造から贖
しょく

罪
ざい

を通して究極の幸福に人間を導く聖な

る神の計画 .

（2）（特定の時代または民族に対する）神の支配 .

＊＊＊

光の子たち

　光の子たちよ、あなた方にご挨拶する。真実の子ども

たちよ、内なる白さの兄弟の名において、愛の和音で共

に引き寄せられ、あなた方に平和があるように！

4

わが子供たち

　あなた方は偉大なメッセージを与えられている。力と

力の内なる面（plane 段階、レベル）に関する、重要な

大会の会期に集められたロッジのメッセージである。あ

なた方個人の生活とオーラにおいて、またあなた方が属

している組織と特別に呼ばれたグループにおいて、そし

て世界全体において、統合、建設的な仕事、努力、およ

び影響力のために、強大な力があなた方の中 (midst）に

強い影響を与えてきた。そしてそれは、このセンター

（center）が充電されている力の特徴と性質を引き出し、

認識し、それによってその力が目覚め、恩恵を受け、高

められるためである。

　強大な力が、あなた方の中に割り込んできたと私は

言った。それらの力を軽視してはならない。それを賢明

に、意図した目的のために使えるかどうか、あるいは、

怠惰、放縦、個人的な惰性で否定、無視、浪費、無駄遣い、

誤用されるかどうかが問われるのである。特に進化の今

の時代、高いロッジの力の直撃を正しく使うこと、自由

に発信することは、あなたにとって、また我々にとって

最も身近で大切なものを守り、保護するために大胆に敵

に立ち向かうことよりも、難しいことなのである。この

ような力の伝達の中で、常に前向きに着実に生きていく

ことが、あなたが持ちうる最大の保護と防御であること

をより強く認識できれば、あらゆる面で楽になり、高次

の法則そのものがあなたに最も有利に働くことができる

ようになる。

　一つ一つの思考、言葉、行いを見張りなさい。最も重

要なことは、自分の動機を常によく知ることであり、そ

れが清潔で純粋で、唯一で、真実であり、あなたが考え

うる最高のものに同調し、誓約した原則（principles）

に共感し、またあなたが高次の法則への忠誠と義務を宣

言したロッジの主唱者たち（the Sponsors of The 

Lodge ）に同調していることを心に留めておくことであ

る。

　弟子が、原則や誓約に忠実でありながら、誓約を受け

た者、または誓約させる者が原因で、あるいはその者に

対し、不誠実であったり、攻撃したり、何らかの点で不

一致を生じさせることができると考えたり、そのような

態度をとることは、重大な誤りである。その人は「高次

の自己」に対して誓いを立てていることが望まれる。そ

の人は自分がした誓約の統治者の外的な行為や方法を理

解することができないかもしれない。出来事とその適切

な処理に関して、自分はその人と意見が全く異なるかも

しれないが、その違いを留保して、均衡の静けさを保ち、

信仰と信頼に忠実に立ち、他の、またはより深刻な性質

の妨害が生じないようにして、理解と調整が実現するた

めの機会を与えられるようにしなければならない。そう

すれば、自分の忠誠を受け入れた主唱者（ Sponsor ）

と自分を並立させたり会話させたりするよりも、はるか

に効果的に、はるかに大きな目的のために自分の光を宣

言することができる。このような関係を断ち切ってしま

うと、自分自身に計り知れない損害を与え、自分とカル

マ的に関係のあるすべての人々に悲しみと試練をもたら

し、主唱者への自分の誓約の重荷を増大させる。なぜな

ら、「万物の普遍的自己」、「高次の自己」の名において、

弟子の誓約を登録するために選ばれたというオカルト的

な法則と事実のために、「ロッジの計画」の摂理 (* 訳注１）

ンを吊るし、輝かせなさい。存在するもの、存在しない

もの、すべてのものの外側に、内側に、そしてその周りに、

わが生命の光を注ぎ、それらが成長し、形態、知識、存

在への愛に芽生えるようにするのだ。そしてそれは、わ

が犠牲となり、わが光は世界の連鎖の中で輝き続けるだ

ろう。そして、それは、今も昔も、すべての永遠にわたっ

て、わが栄光となるであろう。〈そして光は闇の中で輝き、

闇はそれを理解しない〉。見よ、私は世界にいる。見よ、

私は世界の生命である。私の命は人の命である。私がこ

の世にいる限り〈私は世の光〉である」。

＋

1927 年 8月 15 日

＊＊＊

霊的自己から低級な自己への呼びかけ

　それは、あなたが聞く、霊と物質の自己の呼びかけで

ある。霊の自己と物質の自己は決して出会うことができ

ない。それは法則である。どちらに仕え、その呼びかけ

に従うかをよく知りなさい。クロノスの天秤の金字塔（絶

対的基準）のハート型のパドル（櫂）は、均衡を保つた

めに、光と真理の力が争いと誘惑と悪の力に対する優位

性を維持するために、自分自身に向き直っている。風は

澄んで高く吹き、「聞こえるか？ 私の呼びかけを知って

いるか？ 私が導くところに従いなさい！」と叫ぶ。

　重い過去に、扉は速く、強く閉じられる。丘は揺れ、

耳を傾けるように促す。それは誰にも無視されない呼び

かけであり、選択を求める自己の呼びかけ、キリストの

時を打つ音の中での、自己と自己の間の選択であり、生

命に上向きにつながる道か、消滅に下向きにつながる道

かの選択である。履き古した靴は、自己の道端に横たわっ

ている。不滅の衣は、勝利して着用することを選んだ者

を待っている。緋色の歩哨は、その生きた透明性の中で、

すべての隠されたものが明らかにされ、明確にされ、す

べて（の者）が通過しなければならず、入り口に立ち、

剣を抜き、どの道の選択がなされ、どの自己の呼びかけ

に応じられるかを素早く監視している。

　光は輝く。 光は偉大である。その中に立つことができ

る者は偉大である。

モリヤ

1927 年 8月 19 日

　あなたは闇の力とよく戦い、剣を高く掲げ、胸当てを

しっかりし、兜をしっかりさせてきた。鎧は汚れておら

ず、剣は錆びて変色してはいない。今、あなたを送り出

した人々と一つになり、今、私たちの上にある日の中で

我々と一つになることができますように。

　勝利の喜びに包まれるとき、輝く剣をさやに収めなさ

い。その代わりに、放棄のユリ、純潔さ、簡素のバラを

掲げよ。そうすれば、あなたはもう一度出て行って、人

類の野原にそれらを広く広げ、さらに偉大な光の日にそ

れらと共に千倍になって我々のところに戻ってくるよう

に。「さらに偉大な光の日が私たちと共にあるように」。

+

1927 年 7月 22 日

＊＊＊

光の鉛筆

　鉛筆の先が光のつぼみになっているものがある。書く

ときに使うと、つぼみが広がり、満開の光り輝くロータ

スローズになる。その鉛筆は、「力の右手」に握られ、

下を向いている。高くまっすぐに掲げられたその一筆は、

上向きの左の手のひらに強調されて書き落とされ、「書

かれたものをマークせよ！」と明確に示している。両手

にしっかりと握られ、もう一度垂直に、上を向いて、線、

光の棒を作り、燭台、ろうそく、ピンク、青、白の ロッ

ジの鉛筆は、真理のアラビア語（数字）で線を明確に記し、

誰も逃れることのできない正義の棒を示す。まっすぐに

立つ人は、不動の姿勢で法の燭台、変容した欲望、慈愛

の自己、キリストの外観（キリスト教的なもの）を映し

出し、美しいバスケットの中で花をつけ、開花するので

ある！ 書かれていることをマークしなさい。

　私の花を世界に運んでおくれ。すべての人々に花が運

ばれるのを見なさい。地球の隅々まで運んで行き、それ

らで美化しなさい。道に花をばら撒いて飾るがよい。そ

の香りを吸いたいなら、広く散らしなさい。燭台を持つ

なら、遠くまで花を散らしなさい。燭台の輝きを知りた

ければ、広く散らしなさい。書かれていることをマーク

しなさい。

+

1927 年 7月 30 日

＊＊＊

守護の壁

　白いのは魂の内庭、キリストの家、平和と力の場所を

守る壁である。その中には囲炉裏があり、その周りには

壁の建設に参加した人々が集まっている。白い浄化の火

は、火鉢を暖め、元気づける生きた石炭である。柔らか

な光の中、丘や野を越えて、遠くから近くから、法のし

もべたち、忠実な、真の、献身的な、思いやりと忠誠と

従順と様々な経験を物語る優しい白に身を包んだ者たち

が、魂の帰還に参加するためにやって来る。白い天蓋の

庇護の下で、彼らは出会い、挨拶し、休み、そしてまた

着実に前進し、悪魔の道と義務において保護されるので

ある。彼らの上に大きな祝福があり、彼らの間に深い愛

のあらんことを。彼らが旅するコースの真実であらんこ

とを。炉端に戻るときは、確実に石を追加して配置する

よう。

1927 年 8月 3日

ヒラリオン

上階のバルコニー

　上階のバルコニーには、魂の大祭司、法の管理者であ

る総長が立っており、両手を広げて下の民衆に祝福を与

えている。上方には「人生経験」の花輪が２つの深遠な

花綱（festoons）で吊るされ、両側には緩い吹き流し（垂

れ幕）が、バルコニーの柱の近くに、流れるデザインの

低い鉄柵で保護されている。総長はこの窪みの影に隠れ

るように右側にいる。花綱はより浅くなり、分裂して５

つの数になる。中央の正面には、白いバランスのとれた

十字架が高く掲げられている。一番左の花綱の下には、

白いローブを着た若いイニシエートの姿が見える。もう

一度、総長が進み出て、今度は十字架を上に指して、イ

ニシエートに宣言する。「この十字架の下で汝は、汝の

願望の目標を達成したいならば、確実な姿勢とバランス

で立たなければならない。もし、十字架にたどり着きた

いなら、それを胸の上に置きなさい。汝は何をしなけれ

ばならないか知っているか？まず下に降り、飢えた群衆

の騒ぎを鎮め、彼らに衣服、食べ物、飲み物を与えなけ

ればならない。汝が戻り、その労苦を終えたとき、容易

に手の届くところに十字架を見つけるであろう。汝は行

くであろうか？」

+

1927 年 8月 4日

＊＊＊

生け贄の中の光

　「神は〈光あれ〉と言われた。そして光はあった。神

は光を見てそれを良しとされ、光と闇とを分けられた」。

神は生き、知り、ご自身を現すために、ご自分を自分に

生け贄として捧げた。そして、そこには生命と光と知識

が満ち溢れた。その生け贄の中に「光」が宿ったのだ。

その「光」から「生命」が生まれた。生命から愛である

知識が生まれた。そして神は言った、「すべての領域の

すべての広大さにおいて、外界のすべての闇の上におい

て、下界のすべての岩と深淵の下において、わが光を解

放し展開させよ」。生命の樹の７つの点に、わがランタ



において、その者は大いに「高次の自己」の代わりとなり、

霊的に平然と否定したり無視したりすることはできない

からである。

　したがって、あなたが関係しているどのような団体で

あろうと、どのようなロッジの部門であろうと、そのよ

うな忠誠のポイントとの関係を断つ前によく考えなさ

い。もしあなたが誓いを立てたときに、あなたの高次の

自己を証人として呼んだなら、大きな犠牲なしに関係を

回復できないときが来て後悔しないために。ロッジの代

理人として認められた者のために道を塞ぐ者は、自分が

内なる流れを完全に受け取る前に、再びそれを明らかに

しなければならない。

　この通信の最初の章で言及した親子の法則であるこの

法則を理解できる人は原則として少なく、真に識別する

ことも、実現したときにそれに従って立ち上がり行動す

ることもできない。あまりにも多くの利己的な欲望、混

合された動機、または下心が入り込んで、意志を曇らせ、

弱める。オーラの乗り物（媒体）にかかる負担が大きく

なりすぎる。最も弱い部分が降伏し、圧力に負けて道を

譲り、あるいは力の動的作用に耐えられず、力を力その

ものに投げ返して、力が働いている乗り物を揺るがした

り、抹消したり、破壊したりする。

　あなた方は、よく戦った戦いで勝ち取った権利のため

に、意識的にロッジの子となる力と特権を与えられてい

る。そして今、その力を新たに自分のために使い、あら

ゆる側面の傷ついた者、苦しむ者を持ち上げ、互いに、

私の近く、さらに近くに近づく機会を与えられている。

そうでなければその力があなた方の意志で向きを変え、

引き裂かれるようにすることができる。また、あなた方

個人に関する限り、私を好きなように扱うことができる。

私と私の仕事は、私よりも偉大な方々によって保護され

ており、彼らは私に信頼を置いている。その信頼は果た

されなければならない。しかし、それは反対側の条件に

よって遅れたり、危険にさらされたりすることがある。

だがあなた方は弟子であり、あなた方自身の願望と選択

による小さな代理人として、良くも悪くも個人のカルマ

を作り、それを負わなければならないのである。

　弟子の道は、過ち、敵意、悪行の残骸が散乱している。

翼の折れた鳥がむなしく飛び立とうとし、そのたびに地

上に落ちていく。狡猾な動物、小さな蛇や大きな蛇は、

迷惑をかけたり、致命的に刺したりする。破壊のために

形成された低級な性質のすべての形態は、征服されるの

を待っている。あるものはあなた自身の行いの結果であ

り、あるものは他人の過失によるものである。いずれに

せよ、あるいはどのような場合であっても、それらは真

実と光の大義のための愛、忠誠、労働、努力の法則を通

じてのみ、マスターし、変換することができる。あなた

方は、これらの要素を持ち上げ、癒し、救済し、光の軍

隊の隊列に再び立ち、奉仕する場所と機会を与えること

ができるものの受領者となったのであり、その力の使用

と適用に対して責任を負うことになる。

　それは、あなたが歩む「人生の英雄の道」である。臆

病者つまり愚か者は、そこに留まることはできない。心

の弱い人は、道ばたに散乱する残骸を見て、すぐに狼狽

し、気を失ってしまう。もし、あなたが「輝く者」の降

臨の朝を迎えることを期待するなら、あなた自身や他者

の行為の結果として見たり遭遇したりするどんなことも

退け（追い払わ）ず、「光と真理の目的」を持って道を

歩むことができなければならない。あなたは揺るぎない

者として歩まなければならない。あらゆる複雑さ、困難

さ、多面性を乗り越えて、安全に進路を取り、マスター

として歩まなければならない。マスターは身をかがめて

持ち上げ、良いものも悪いものも、美しいものも嫌なも

のもすべて自分のもとに集め、そこでそれらを自分の存

在の光で清め、照らし、超越し、自分の汚れなきローブ

のひだにそれらを包み、活性化し、再建し、再び強くし、

光へと続く道にそれらの足を踏み入れさせるのである。

あなたは、「魂のページェント」が極度の緊張で、速い

スピードで通過し、その激しさが毎日、毎時強化されて

いる時に、人生のハイウェイ（本道）を旅しているので

ある。あなた方が仲間に、そして生命と存在の源である

父と母である神に献身するために、力と努力を集中し保

存しながら、目的の単一性で自らを速めるとき、あなた

方の理想は獲得され、夢は実現し、喜びは満ち溢れるで

あろう。

　鳥たちが喜びの新日を迎えて、楽しげに合唱している。

灰色の夜明けが明けて、光と平和の普遍的なキリストと

の意識的な統合の日の出の輝きを明らかにするとき、歌

う鳥たちと一緒に喜ぼう。

語りつくせないほどの愛と優しさをもって、私は

あなたの父であり、兄弟である

ヒラリオン

カリフォルニア州ハルシオン

1927 年 7月 20 日

＊訳注１ 摂理 “economy” …〘神学〙 （ローマカトリッ

クで）摂理，（ギリシア正教で）定制，（プロテスタントで）

経
けい

綸
りん

.

（1）創造から贖
しょく

罪
ざい

を通して究極の幸福に人間を導く聖な

る神の計画 .

（2）（特定の時代または民族に対する）神の支配 .

＊＊＊

光の子たち

　光の子たちよ、あなた方にご挨拶する。真実の子ども

たちよ、内なる白さの兄弟の名において、愛の和音で共

に引き寄せられ、あなた方に平和があるように！

わが子供たち

　あなた方は偉大なメッセージを与えられている。力と

力の内なる面（plane 段階、レベル）に関する、重要な

大会の会期に集められたロッジのメッセージである。あ

なた方個人の生活とオーラにおいて、またあなた方が属

している組織と特別に呼ばれたグループにおいて、そし

て世界全体において、統合、建設的な仕事、努力、およ

び影響力のために、強大な力があなた方の中 (midst）に

強い影響を与えてきた。そしてそれは、このセンター

（center）が充電されている力の特徴と性質を引き出し、

認識し、それによってその力が目覚め、恩恵を受け、高

められるためである。

　強大な力が、あなた方の中に割り込んできたと私は

言った。それらの力を軽視してはならない。それを賢明

に、意図した目的のために使えるかどうか、あるいは、

怠惰、放縦、個人的な惰性で否定、無視、浪費、無駄遣い、

誤用されるかどうかが問われるのである。特に進化の今

の時代、高いロッジの力の直撃を正しく使うこと、自由

に発信することは、あなたにとって、また我々にとって

最も身近で大切なものを守り、保護するために大胆に敵

に立ち向かうことよりも、難しいことなのである。この

ような力の伝達の中で、常に前向きに着実に生きていく

ことが、あなたが持ちうる最大の保護と防御であること

をより強く認識できれば、あらゆる面で楽になり、高次

の法則そのものがあなたに最も有利に働くことができる

ようになる。

　一つ一つの思考、言葉、行いを見張りなさい。最も重

要なことは、自分の動機を常によく知ることであり、そ

れが清潔で純粋で、唯一で、真実であり、あなたが考え

うる最高のものに同調し、誓約した原則（principles）

に共感し、またあなたが高次の法則への忠誠と義務を宣

言したロッジの主唱者たち（the Sponsors of The 

Lodge ）に同調していることを心に留めておくことであ

る。

　弟子が、原則や誓約に忠実でありながら、誓約を受け

た者、または誓約させる者が原因で、あるいはその者に

対し、不誠実であったり、攻撃したり、何らかの点で不

一致を生じさせることができると考えたり、そのような

態度をとることは、重大な誤りである。その人は「高次

の自己」に対して誓いを立てていることが望まれる。そ

の人は自分がした誓約の統治者の外的な行為や方法を理

解することができないかもしれない。出来事とその適切

な処理に関して、自分はその人と意見が全く異なるかも

しれないが、その違いを留保して、均衡の静けさを保ち、

信仰と信頼に忠実に立ち、他の、またはより深刻な性質

の妨害が生じないようにして、理解と調整が実現するた

めの機会を与えられるようにしなければならない。そう

すれば、自分の忠誠を受け入れた主唱者（ Sponsor ）

と自分を並立させたり会話させたりするよりも、はるか

に効果的に、はるかに大きな目的のために自分の光を宣

言することができる。このような関係を断ち切ってしま

うと、自分自身に計り知れない損害を与え、自分とカル

マ的に関係のあるすべての人々に悲しみと試練をもたら

し、主唱者への自分の誓約の重荷を増大させる。なぜな

ら、「万物の普遍的自己」、「高次の自己」の名において、

弟子の誓約を登録するために選ばれたというオカルト的

な法則と事実のために、「ロッジの計画」の摂理 (* 訳注１）

ンを吊るし、輝かせなさい。存在するもの、存在しない

もの、すべてのものの外側に、内側に、そしてその周りに、

わが生命の光を注ぎ、それらが成長し、形態、知識、存

在への愛に芽生えるようにするのだ。そしてそれは、わ

が犠牲となり、わが光は世界の連鎖の中で輝き続けるだ

ろう。そして、それは、今も昔も、すべての永遠にわたっ

て、わが栄光となるであろう。〈そして光は闇の中で輝き、

闇はそれを理解しない〉。見よ、私は世界にいる。見よ、

私は世界の生命である。私の命は人の命である。私がこ

の世にいる限り〈私は世の光〉である」。

＋

1927 年 8月 15 日

＊＊＊

霊的自己から低級な自己への呼びかけ

　それは、あなたが聞く、霊と物質の自己の呼びかけで

ある。霊の自己と物質の自己は決して出会うことができ

ない。それは法則である。どちらに仕え、その呼びかけ

に従うかをよく知りなさい。クロノスの天秤の金字塔（絶

対的基準）のハート型のパドル（櫂）は、均衡を保つた

めに、光と真理の力が争いと誘惑と悪の力に対する優位

性を維持するために、自分自身に向き直っている。風は

澄んで高く吹き、「聞こえるか？ 私の呼びかけを知って

いるか？ 私が導くところに従いなさい！」と叫ぶ。

　重い過去に、扉は速く、強く閉じられる。丘は揺れ、

耳を傾けるように促す。それは誰にも無視されない呼び

かけであり、選択を求める自己の呼びかけ、キリストの

時を打つ音の中での、自己と自己の間の選択であり、生

命に上向きにつながる道か、消滅に下向きにつながる道

かの選択である。履き古した靴は、自己の道端に横たわっ

ている。不滅の衣は、勝利して着用することを選んだ者

を待っている。緋色の歩哨は、その生きた透明性の中で、

すべての隠されたものが明らかにされ、明確にされ、す

べて（の者）が通過しなければならず、入り口に立ち、

剣を抜き、どの道の選択がなされ、どの自己の呼びかけ

に応じられるかを素早く監視している。

　光は輝く。 光は偉大である。その中に立つことができ

る者は偉大である。

モリヤ

1927 年 8月 19 日

　あなたは闇の力とよく戦い、剣を高く掲げ、胸当てを

しっかりし、兜をしっかりさせてきた。鎧は汚れておら

ず、剣は錆びて変色してはいない。今、あなたを送り出

した人々と一つになり、今、私たちの上にある日の中で

我々と一つになることができますように。

　勝利の喜びに包まれるとき、輝く剣をさやに収めなさ

い。その代わりに、放棄のユリ、純潔さ、簡素のバラを

掲げよ。そうすれば、あなたはもう一度出て行って、人

類の野原にそれらを広く広げ、さらに偉大な光の日にそ

れらと共に千倍になって我々のところに戻ってくるよう

に。「さらに偉大な光の日が私たちと共にあるように」。

+

1927 年 7月 22 日

＊＊＊

光の鉛筆

　鉛筆の先が光のつぼみになっているものがある。書く

ときに使うと、つぼみが広がり、満開の光り輝くロータ

スローズになる。その鉛筆は、「力の右手」に握られ、

下を向いている。高くまっすぐに掲げられたその一筆は、

上向きの左の手のひらに強調されて書き落とされ、「書

かれたものをマークせよ！」と明確に示している。両手

にしっかりと握られ、もう一度垂直に、上を向いて、線、

光の棒を作り、燭台、ろうそく、ピンク、青、白の ロッ

ジの鉛筆は、真理のアラビア語（数字）で線を明確に記し、

誰も逃れることのできない正義の棒を示す。まっすぐに

立つ人は、不動の姿勢で法の燭台、変容した欲望、慈愛

の自己、キリストの外観（キリスト教的なもの）を映し

出し、美しいバスケットの中で花をつけ、開花するので

ある！ 書かれていることをマークしなさい。

　私の花を世界に運んでおくれ。すべての人々に花が運

ばれるのを見なさい。地球の隅々まで運んで行き、それ

らで美化しなさい。道に花をばら撒いて飾るがよい。そ

の香りを吸いたいなら、広く散らしなさい。燭台を持つ

なら、遠くまで花を散らしなさい。燭台の輝きを知りた

ければ、広く散らしなさい。書かれていることをマーク

しなさい。

+

1927 年 7月 30 日

＊＊＊

守護の壁

　白いのは魂の内庭、キリストの家、平和と力の場所を

守る壁である。その中には囲炉裏があり、その周りには

壁の建設に参加した人々が集まっている。白い浄化の火

は、火鉢を暖め、元気づける生きた石炭である。柔らか

な光の中、丘や野を越えて、遠くから近くから、法のし

もべたち、忠実な、真の、献身的な、思いやりと忠誠と

従順と様々な経験を物語る優しい白に身を包んだ者たち

が、魂の帰還に参加するためにやって来る。白い天蓋の

庇護の下で、彼らは出会い、挨拶し、休み、そしてまた

着実に前進し、悪魔の道と義務において保護されるので

ある。彼らの上に大きな祝福があり、彼らの間に深い愛

のあらんことを。彼らが旅するコースの真実であらんこ

とを。炉端に戻るときは、確実に石を追加して配置する

よう。

1927 年 8月 3日

ヒラリオン

上階のバルコニー

　上階のバルコニーには、魂の大祭司、法の管理者であ

る総長が立っており、両手を広げて下の民衆に祝福を与

えている。上方には「人生経験」の花輪が２つの深遠な

花綱（festoons）で吊るされ、両側には緩い吹き流し（垂

れ幕）が、バルコニーの柱の近くに、流れるデザインの

低い鉄柵で保護されている。総長はこの窪みの影に隠れ

るように右側にいる。花綱はより浅くなり、分裂して５

つの数になる。中央の正面には、白いバランスのとれた

十字架が高く掲げられている。一番左の花綱の下には、

白いローブを着た若いイニシエートの姿が見える。もう

一度、総長が進み出て、今度は十字架を上に指して、イ

ニシエートに宣言する。「この十字架の下で汝は、汝の

願望の目標を達成したいならば、確実な姿勢とバランス

で立たなければならない。もし、十字架にたどり着きた

いなら、それを胸の上に置きなさい。汝は何をしなけれ

ばならないか知っているか？まず下に降り、飢えた群衆

の騒ぎを鎮め、彼らに衣服、食べ物、飲み物を与えなけ

ればならない。汝が戻り、その労苦を終えたとき、容易

に手の届くところに十字架を見つけるであろう。汝は行

くであろうか？」

+

1927 年 8月 4日

＊＊＊

生け贄の中の光

　「神は〈光あれ〉と言われた。そして光はあった。神

は光を見てそれを良しとされ、光と闇とを分けられた」。

神は生き、知り、ご自身を現すために、ご自分を自分に

生け贄として捧げた。そして、そこには生命と光と知識

が満ち溢れた。その生け贄の中に「光」が宿ったのだ。

その「光」から「生命」が生まれた。生命から愛である

知識が生まれた。そして神は言った、「すべての領域の

すべての広大さにおいて、外界のすべての闇の上におい

て、下界のすべての岩と深淵の下において、わが光を解

放し展開させよ」。生命の樹の７つの点に、わがランタ

神智学の海

　

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

2,090円
POD 版

【本書について】
この本は、THE OCEAN OF THEOSOPHY の日本語版です。
アメリカの神智学協会の担い手、W・Q・ジャッジが一般の読者に理解できるように神智学の
内容を書いた著書です。この度完訳され、本になりました。
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がいかに大きな効果を生むかを実感することができる。

結局のところ、思考の可能性はすべての人に委ねられて

おり、科学的に、知的に、あるいは浪費的に使うことが

できるため、すべてのものに害を及ぼす可能性がある。

このように、祈りは偉大な科学的体験と証明になり得る。

　私がAUMと言う時、世の中のためになることを考え

る。

AUM149

　秘密は、倹約と便宜の両方である。与えられた土壌で

育つことができる花を植えることができる。いつ、誰に、

穀物を託すかを知らねばならない。最も必要でシンプル

な形で、グルは特に必要なことを言うのである。もし彼

が秘密を守っているならば、それは一時的に必要である

ことを意味する。グルが自分の不利益になるようなこと

を隠しているのではないかという疑いもない。このよう

にグルを導き手として受け入れなければならず、秘密（神

秘）の概念が変容するのである。

　いわゆる「大いなる謎」は障壁ではなく、道を守って

いるに過ぎないと理解することが非常に重要である。疑

いと恐れのためにまだ準備ができていない人は、どんな

手段もその人を動かすことはできない。そんな旅人は途

中で引き返すのだが、引き返すのは嫌なものだ。したがっ

て、グルはあなたがより良い方法を見つけるのを助けて

くれるだろう。彼は、その宝が失われてはならない宝で

あることを明確にするのである。

AUM159

　心の拠り所となるもの、つまり私たちが愛しているも

のを喜ぶことができる。愛がなければ、思考について、

神秘について、光についての兆候を言うことはできない

のだろうか。神秘は隠蔽に、思考は構想に、光は火の頭

に変わる・・・こうして最も美しいものが変質していく

のである。しかし、愛による真の道は冒涜を許さない。

幻影のようなものが現実になり、商業の騒音が代わりと

なり、人は荘厳とは何かを悟るだろう。

　こうして「大いなる奉仕」は輝くのである。

無限Ⅱ 433

　磁気の流れは、電気的な現象に比べ、より遠くまで効

果がある。もちろん、今日の装置はおもちゃにすぎない

が、この分野の科学は原子力の謎よりも身近なものであ

る。小さな磁石でもその力は非常に大きいが、人はその

方向すら知らず、物理的な引力だけを考えている。

アグニヨガ・ピックアップ集③

訳：アグニヨガ協会

神秘（秘密、謎）

同胞団 244

　「沈黙の中の友情」と、古代中国の人は言った。また、

その逆のことも言えるだろう。この高次の状態では、思

考が多くの言葉に取って代わる。精神的に表現された異

なる言語でも理解し合える。異なる言語で思考を伝達す

る神秘は、今でも全知全能のエネルギーの偉大な現れで

ある。

火の世界Ⅱ　259

　空っぽの墓もあるとすでに聞いている。古来より、死

んだはずの人が他の人と入れ替わるという風習があるそ

うである。忘れてはならないのは、いつの時代にも多く

の非凡な行為があり、人生が何度も屈折してきた（пр

еломлялась）ということだ。人々は存在の神

秘に触れて（親しんで）きた。そして、空の墓の上にど

れだけの名前が書かれていることだろう。このように、

歴史の枠を超えたところで、底知れぬ偉業が生まれるの

である。地上の法則に含まれない多くのことに、心の中

で慣れる必要がある。出来事がどのように展開するかは、

誰にもわからない。わずかな外的兆候を見ることができ

るだけで、人生の真の進路（流れ）は国家の年表に記録

されることはないのだ。こうして、墓碑銘を読んだ後、

死んだはずの人が 10年後に再び現れ、さまざまな顔で

自分を証言していることに、人々は驚く。もちろん、こ

のような紛れもない証拠を見落とすことは容易である。

しかし、正直な観察者は、そのような信頼できる事象を

数多く集めることができる。それが内的および外的の世

界の歴史である。魔術でも魔法でもなく、高次の世界へ

の道である。

火の世界Ⅱ 78

　神秘は世界の中に生きている。至高の神秘が発見され

ないのと同様に。どんな緊張感にも神秘的な要素がある

のと同様に。人間は、この「神秘」の境地をハートで感

じ、それを尊重することができる。神秘は発明（考案）

されるべきではなく、敬意を払うべきであり、その中に

人間の正当性があるのである。

AUM90

　地上の思考でさえ、密度の高い物体を動かすことがで

きる。高次の世界の思考の創造力を想像することができ

る。人は「思考のぶつかり合いは真理を表している」と

言うから、疑いなく、人自身が知らず知らずのうちに大

きな真理を断言するものなのだ。確かに、思考エネルギー

の創造力は、賢人たちが語る神秘である。まさに、一つ

の思考ではなく、思考の流れが交差して核心部分の螺旋

を形成しているのである。科学的な実験はいろいろでき

るが、まずは思考の物理的な力を確立することが必要で

ある。軽い物体が思考の力で動かせるのであれば、無限

の進行においても同じことが想像できる。精神的でもな

く、倫理的でもなく、物理的な計算が至高の大いなるも

のを洞察することができる。人々は、自分のエネルギー



がいかに大きな効果を生むかを実感することができる。

結局のところ、思考の可能性はすべての人に委ねられて

おり、科学的に、知的に、あるいは浪費的に使うことが

できるため、すべてのものに害を及ぼす可能性がある。

このように、祈りは偉大な科学的体験と証明になり得る。

　私がAUMと言う時、世の中のためになることを考え

る。

AUM149

　秘密は、倹約と便宜の両方である。与えられた土壌で

育つことができる花を植えることができる。いつ、誰に、

穀物を託すかを知らねばならない。最も必要でシンプル

な形で、グルは特に必要なことを言うのである。もし彼

が秘密を守っているならば、それは一時的に必要である

ことを意味する。グルが自分の不利益になるようなこと

を隠しているのではないかという疑いもない。このよう

にグルを導き手として受け入れなければならず、秘密（神

秘）の概念が変容するのである。

　いわゆる「大いなる謎」は障壁ではなく、道を守って

いるに過ぎないと理解することが非常に重要である。疑

いと恐れのためにまだ準備ができていない人は、どんな

手段もその人を動かすことはできない。そんな旅人は途

中で引き返すのだが、引き返すのは嫌なものだ。したがっ

て、グルはあなたがより良い方法を見つけるのを助けて

くれるだろう。彼は、その宝が失われてはならない宝で

あることを明確にするのである。

AUM159

　心の拠り所となるもの、つまり私たちが愛しているも

のを喜ぶことができる。愛がなければ、思考について、

神秘について、光についての兆候を言うことはできない

のだろうか。神秘は隠蔽に、思考は構想に、光は火の頭

に変わる・・・こうして最も美しいものが変質していく

のである。しかし、愛による真の道は冒涜を許さない。

幻影のようなものが現実になり、商業の騒音が代わりと

なり、人は荘厳とは何かを悟るだろう。

　こうして「大いなる奉仕」は輝くのである。

無限Ⅱ 433

　磁気の流れは、電気的な現象に比べ、より遠くまで効

果がある。もちろん、今日の装置はおもちゃにすぎない

が、この分野の科学は原子力の謎よりも身近なものであ

る。小さな磁石でもその力は非常に大きいが、人はその

方向すら知らず、物理的な引力だけを考えている。

『神智学の鍵』

　

著：H・P・ブラヴァツキー
訳：田中 恵美子 定価 1000 円

電子書籍 Kindle 版

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

神秘（秘密、謎）

同胞団 244

　「沈黙の中の友情」と、古代中国の人は言った。また、

その逆のことも言えるだろう。この高次の状態では、思

考が多くの言葉に取って代わる。精神的に表現された異

なる言語でも理解し合える。異なる言語で思考を伝達す

る神秘は、今でも全知全能のエネルギーの偉大な現れで

ある。

火の世界Ⅱ　259

　空っぽの墓もあるとすでに聞いている。古来より、死

んだはずの人が他の人と入れ替わるという風習があるそ

うである。忘れてはならないのは、いつの時代にも多く

の非凡な行為があり、人生が何度も屈折してきた（пр

еломлялась）ということだ。人々は存在の神

秘に触れて（親しんで）きた。そして、空の墓の上にど

れだけの名前が書かれていることだろう。このように、

歴史の枠を超えたところで、底知れぬ偉業が生まれるの

である。地上の法則に含まれない多くのことに、心の中

で慣れる必要がある。出来事がどのように展開するかは、

誰にもわからない。わずかな外的兆候を見ることができ

るだけで、人生の真の進路（流れ）は国家の年表に記録

されることはないのだ。こうして、墓碑銘を読んだ後、

死んだはずの人が 10年後に再び現れ、さまざまな顔で

自分を証言していることに、人々は驚く。もちろん、こ

のような紛れもない証拠を見落とすことは容易である。

しかし、正直な観察者は、そのような信頼できる事象を

数多く集めることができる。それが内的および外的の世

界の歴史である。魔術でも魔法でもなく、高次の世界へ

の道である。

火の世界Ⅱ 78

　神秘は世界の中に生きている。至高の神秘が発見され

ないのと同様に。どんな緊張感にも神秘的な要素がある

のと同様に。人間は、この「神秘」の境地をハートで感

じ、それを尊重することができる。神秘は発明（考案）

されるべきではなく、敬意を払うべきであり、その中に

人間の正当性があるのである。

AUM90

　地上の思考でさえ、密度の高い物体を動かすことがで

きる。高次の世界の思考の創造力を想像することができ

る。人は「思考のぶつかり合いは真理を表している」と

言うから、疑いなく、人自身が知らず知らずのうちに大

きな真理を断言するものなのだ。確かに、思考エネルギー

の創造力は、賢人たちが語る神秘である。まさに、一つ

の思考ではなく、思考の流れが交差して核心部分の螺旋

を形成しているのである。科学的な実験はいろいろでき

るが、まずは思考の物理的な力を確立することが必要で

ある。軽い物体が思考の力で動かせるのであれば、無限

の進行においても同じことが想像できる。精神的でもな

く、倫理的でもなく、物理的な計算が至高の大いなるも

のを洞察することができる。人々は、自分のエネルギー



『The Theosophist』誌の知られざる一面②

メアリー・K・ネフ 著　　　星野 未来 訳

（先月号のつづき）

　そして 1881 年秋、機関誌の３年目が始まるとき、彼

はさらに強調してこう言っている。

　「本年は、機関誌がこれまで以上に成功することを切

に願います」。（*5）

　この改善のために、マスターたちは機関誌の制作に

もっと積極的に参加することにしたようである。1881

年 12 月、マスター・モリヤがシネット氏に宛ててこう

書いている。

　「私の目的は、・・・この雑誌に真の文学の血を数滴注

ぎ込むことで、この雑誌を助けることです。あなたの 3

つの記事は確かに賞賛に値するものです」。(*6)

　そして 1882 年 3月、当時アラハバードの『パイオニ

ア』の編集者だったシネット氏は、マスターKHから、

半ば真剣に、半ばユーモラスに、そしてまったく巧みに

次のように忠告されたのだった。

　「私の良き兄弟よ、あなた方の協会の謙虚で嘲笑され

る雑誌を軽視してはなりません。そして、その古風で気

取った表紙も、その中に含まれる「肥やしの山」も気に

してはなりません、シムラでしばしば使われたあまりに

も親しみのあるフレーズを、慈善家とあなた方に繰り返

すものです。しかし、その「肥やし」の下から時折発見

されるわずかな智慧と「オカルトの真理」に、むしろあ

なたの注意を向けてください。我々自身のやり方やマ

ナーは、ひょっとすると、奇妙で無作法なものと同じか、

いや、それ以上かもしれません。. . . 我々の多くは、英

国の紳士たちからすれば「狂人」と間違われることでしょ

う。しかし、智慧の子になろうとする者は、常にその荒々

しい表面の下を見ることができるのです。哀れな古いこ

の機関誌もそうです。ご覧さない、この神秘的で傲慢な

カバー、数々の欠点や文学的欠陥、そして内容を最も完

璧に象徴する、厚いベールに覆われた元の地の主要部分、

すべてが黒く汚れ、夜のように真っ黒で、そこから灰色

の点、線、単語、さらには文が覗いているのです。真に

賢明な人々にとって、この灰色の部分の切れ目は、例え

ば、深い暗闇の夜の後、朝早く夜明けに東の空に見える

薄明の筋のような、より「霊的に知的な」サイクルのオー

ロラのような、意味深い寓意を示唆しているかもしれな

いのです。そして、その感じの良くない外観や醜い文体

の複雑さ、その他「不人気な雑誌」の数々の失敗にもめ

げず、そのページを破り続ける人のうち何人かが、いつ

かその忍耐力の報われることに気づくかもしれません。

そして、そのページにはいつの日か、光り輝く文章が現

れ、古くからの不可解な問題に明るい光を当ててくれる

かもしれません。あなた自身、ある晴れた朝、よく休ん

だ脳の研ぎ澄まされた機知で、そのねじ曲がったコラム

に目を通しながら、今はぼんやりした、蒸気のような一

貫性しかない得体の知れない思索に目を凝らしている

と、その中に、あなたの古い、ぼんやりした、忘れた「夢」

の意外な解決法を、ひょっとすると見出すかもしれませ

ん。その「夢」の解決策は「一度思い出すと」あなたの

「内なる」記憶からあなたの「外」に消えないイメージ

として印象づけられ、二度と消えることはありません。

これはすべて可能であり、起こる可能性があります。私

たちのやり方は「狂人」のやり方だからです」(＊7)。

8

アルフレッド・パーシー・シネット

　この人間の「霊的進化」の、簡潔な輪郭というべきか、

単なる指標というべきか、は明らかにマスターの賛同を

得たものであった。翌年の10月号と11月号には、シネッ

ト氏が「オカルト真理の断片」第 4号と第 5号に「人間

の進化」を描き、これは後に『エソテリック・ブッディ

ズム』に具体化されることになる。霊的進化を扱ったも

う一つの試みは、1885 年に出版された "Man, 

Fragments of Forgotten History " の中で行われた。し

かし、この記述が本当に詳しく書かれたのは、一般大衆

が（マスターの言葉を借りれば）それを「消化し同化す

る」準備ができていた何年も後のことで、最初はベザン

ト夫人により "The Pedigree of Man" が出され、後にベ

ザント夫人とリードビーター氏によって共同で "Man: 

Whence, How and Whither?" が出されたのであった。

　インドで最も著名な英印日刊紙の有能な編集者が、こ

のように彼らの雑誌に助力を与えただけでなく、多くの

師たちが自ら寄稿者となったのである。1882 年と 1883

年は、こうした隠れた宝物が特に多く、1882 年のものは、

ほとんどがマハトマ・クート・フーミのペンによるもの

である。彼は、校正から記事の素材、質問状や論争の的

となる手紙への返信の内容を提供し、自分で書いていな

いときには、常にさまざまなスーパービジョンを行使し

ていたようである。次のように、HPBはシネット氏に書

いている。

　「KHは昨夜マッシーへの返事をほとんど全部、口述筆

記で書いてくれた」。

　この回答は、8月の『 THE THEOSOPHIST』に「Isis 

Unveiled and the Theosophists on Reincarnation」と

いう題名で掲載された。明らかにシネット氏の賛同を得

られなかったようで、マスターKHがこう述べているの

がわかる。

　「このように、私の直接のインスピレーションで書か

れた彼女の答えが、” 非常に満足のいくもの” でないと思

われるのは残念なことです。あなた自身もC.C.M.［マッ

シー］も、彼女に何を書くべきか指示したウパシカと私

に対して不当でした。なぜなら、あなたでさえ、『イシス』

における混乱し拷問された説明（その不完全さについて

は、彼女が霊感を受けた我々以外の誰にも責任はない）

に対する私の嘆きを誤解していたからです」。(＊10)

　また、シネットの “Occult Truth” の断片第 5番「デ

ヴァチャン」では、ついて次のように解説されている。

　「西洋の読者の偏見や先入観に迎合する人は間違って

いる。それゆえ、私はチェラの人に、あなたの記事の付

録として、この手紙からの抜粋と、読者の誤解を解くた

めの説明などを複写するよう命じる［付録A、B、C、D

あり］」。（＊11）

　マスター・モリヤは、『THE THEOSOPHIST』の出版

を助けた「ブラザー」の一人であった。一例をあげれば、

ある時、チェラに対する攻撃があまりにひどくなったの

で、マスターMはその強い手を差し伸べた。1882 年 3

月 3日、マスターMはシネット氏に宛ててこう書いて

いる。

　H(P)B ほど不当に罵倒された女性はいません。彼女が

イギリスから送ってきた、自分自身や我々や協会に対す

る悪名高い侮辱的な手紙をご覧ください。おそらく、品

位に欠けると思われるかもしれません。しかし、「補足」

の中の「文通者達への回答」は私自身が書いているので

す。ですから、彼女を責めないでください。私は、それ

らに対するあなたの率直な意見を知りたいと思います。

もしかしたらあなたは「（HPBは）もっとこうすればよ

　シネット氏の神智学ジャーナリズムへの最初の取り組

みは、数ヶ月前に行われていた。おそらく、マスター・

モリヤが「賞賛に値する」と評価した 3つの記事におい

てであろう。彼は今、進化というテーマについて神智学

の立場を示す最初の試みとして注目に値する著作を任さ

れていた。1881 年 12 月号には、ジェラルド・マッセイ

による「The Theosophists」に関する記事が掲載されて

いる。彼は、M・A・オクソン（ステイントン・モーゼス）

が 9月 17 日号のスピリチュアリズム雑誌『ライト』に

掲載した『THE THEOSOPHIST』からの引用に注目し、

この記事を書くように仕向けられたのである。ブラヴァ

ツキー夫人は編集者の立場で、記事の 2倍近い大きさの

返事を書き加えている。マスター・モリヤはそのメモの

ある部分に満足しておらず、次のように言っている。

　「〈もし神智学徒が進化論者でもあるならば〉という文

章に含まれる疑問の輪は、G・マッシー氏が『THE 

THEOSOPHIST』の読者ではない・・・もし見たことが

あったとしても・・・という事実を痛感させるものであ

る。そうでなければ、神智学協会の会員の三分の二が「進

化論者」であり、その機関誌が極めてそうであるという

事実を知らないはずがない」

　マスターは、彼女のメモの一節を引用して、次のよう

に書いた。

　「あなたは全く意味を捉えていません。シネットさん

にお願いすれば、その人が何を言いたいか分かって答え

てくれるでしょう。このように、一つのことをきちんと

やり遂げた人に、もう一つのことも同じようにやっても

らって、彼の〈輝かしい〉友人を喜ばせてあげましょう。

“輝かしい” 友人　Mより」。

　師匠やマハトマKHが彼女（ブラヴァツキー夫人）の

爆発的な反論に拒否反応を示すことはよくあることで、

一度は彼女から次のような抗議の叫び声が上がった。

　「私の戦争好きな性格を生かそうとしないので、ブラ

ザーたちは臆病なんだと思うようになりました」。

　THE THEOSOPHIST に掲載された見解（シネット氏

による）は、次のようなものである。

　「〈テオソフィスト（“神智者”）が進化論者でもあると

すれば、おそらく視界の中のはかない形態を固定し、地

上の人類の先人たちの霊のいくつかを知覚することがで

きるだろう〉とマッシーは言う。ここ数年の間に初めて

進化論の荒削りな輪郭に心を奪われたヨーロッパの科学

者たちが、生命の神秘に関わるすべてのことに無頓着で

なければ、身体の進化に関するわずかな知識によって、

人間の構造に入り込む他の原理に関する、まったくばか

げた結論に惑わされることはないだろう。しかし私たち

は、本物のオカルト研究にさほど進歩がないヨーロッパ

の読者が推定する、その恐るべき規模よりもはるかに強

大な主題の入り口にいるのだ。進化の子宮（matrix）の

中で、いわば身体が徐々に完成されていた時期の、人間

という生き物の中の６つの高次の原理の歴史を、最も影

が薄く、不明瞭な方法ででも説明しようと努力する人は

いるだろうか。体がヒヒの体ほども威厳のない姿になっ

たとき、その高次の原理はどこに、何があったのだろう

か。あるいは、もう一歩踏み込んで、それ以前の生物の

半分植物的な状態から生まれた、独立した意志を持つ最

初の生物に、動物の魂が存在することをどう説明するの

だろうか。もし、盲目の唯物論者が宇宙の謎を解き明か

す十分な案内人として受け入れられないのであれば、宇

宙では物理的進化と〈同等〉に、何か広大な精神的進化

のプロセスが進行しているに違いない、ということは明

らかではないだろうか」。

かった」と思うかもしれません。（＊12）

（つづく）

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

＊５　The Mahatma Letters to A.P.Sinnet, p.207.

＊６　同書 P.254

＊７　同書 P.278

＊８　Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett, p. 

364

＊９　同書 p. 364.

＊10　The Mahatma Letters, pp. 183 and 172-3.

　イシスについて、マスターは「彼女は我々の命令に従

い、事実の一部を意図的にベールに包んで書いたのです。

実際には、イシスのあの一節と、その後の私たちの教え

との間には何の矛盾もないのだが ......。キリスト教徒も

スピリチュアリストも、人間の中に肉体と魂という二つ

以上の原理があるとは考えもしなかった時代の、それは

新しいサイクルの始まりで、彼らはそれ（魂）をスピリッ

トと呼んでいた ......。アトリアの命令で行動していた

HPBが、...... プシュケとヌース ...... 魂とスピリット（霊）

の違いを最初に説明したのです。... そして、それをめぐっ

てこのような戦いが起こり、人間の中に二つの魂がある

はずがないという趣旨の果てしない極論や反論がなされ

たので、大衆が同化しうる以上のものを与えるのは時期

尚早だと考え、彼らが「二つの魂」を消化する前に、三

位一体をさらに七原理に細分化して『イシス』で言及は

しないままにしたのです。...「あなたはこれだけ書いて、

ここまではあげて、これ以上は与えない」と、彼女は本

を書くときにいつも我々に言われていました ... ...。一

族の名誉のために本当に書き直すべきです」。これは、

私たちが知っているように、『シークレット・ドクトリン』

の中で書き直されている。同書 p.289, 290, 130

＊11　同書 p. 195

＊12　同書 p. 273
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（先月号のつづき）

　そして 1881 年秋、機関誌の３年目が始まるとき、彼

はさらに強調してこう言っている。

　「本年は、機関誌がこれまで以上に成功することを切

に願います」。（*5）

　この改善のために、マスターたちは機関誌の制作に

もっと積極的に参加することにしたようである。1881

年 12 月、マスター・モリヤがシネット氏に宛ててこう

書いている。

　「私の目的は、・・・この雑誌に真の文学の血を数滴注

ぎ込むことで、この雑誌を助けることです。あなたの 3

つの記事は確かに賞賛に値するものです」。(*6)

　そして 1882 年 3月、当時アラハバードの『パイオニ

ア』の編集者だったシネット氏は、マスターKHから、

半ば真剣に、半ばユーモラスに、そしてまったく巧みに

次のように忠告されたのだった。

　「私の良き兄弟よ、あなた方の協会の謙虚で嘲笑され

る雑誌を軽視してはなりません。そして、その古風で気

取った表紙も、その中に含まれる「肥やしの山」も気に

してはなりません、シムラでしばしば使われたあまりに

も親しみのあるフレーズを、慈善家とあなた方に繰り返

すものです。しかし、その「肥やし」の下から時折発見

されるわずかな智慧と「オカルトの真理」に、むしろあ

なたの注意を向けてください。我々自身のやり方やマ

ナーは、ひょっとすると、奇妙で無作法なものと同じか、

いや、それ以上かもしれません。. . . 我々の多くは、英

国の紳士たちからすれば「狂人」と間違われることでしょ

う。しかし、智慧の子になろうとする者は、常にその荒々

しい表面の下を見ることができるのです。哀れな古いこ

の機関誌もそうです。ご覧さない、この神秘的で傲慢な

カバー、数々の欠点や文学的欠陥、そして内容を最も完

璧に象徴する、厚いベールに覆われた元の地の主要部分、

すべてが黒く汚れ、夜のように真っ黒で、そこから灰色

の点、線、単語、さらには文が覗いているのです。真に

賢明な人々にとって、この灰色の部分の切れ目は、例え

ば、深い暗闇の夜の後、朝早く夜明けに東の空に見える

薄明の筋のような、より「霊的に知的な」サイクルのオー

ロラのような、意味深い寓意を示唆しているかもしれな

いのです。そして、その感じの良くない外観や醜い文体

の複雑さ、その他「不人気な雑誌」の数々の失敗にもめ

げず、そのページを破り続ける人のうち何人かが、いつ

かその忍耐力の報われることに気づくかもしれません。

そして、そのページにはいつの日か、光り輝く文章が現

れ、古くからの不可解な問題に明るい光を当ててくれる

かもしれません。あなた自身、ある晴れた朝、よく休ん

だ脳の研ぎ澄まされた機知で、そのねじ曲がったコラム

に目を通しながら、今はぼんやりした、蒸気のような一

貫性しかない得体の知れない思索に目を凝らしている

と、その中に、あなたの古い、ぼんやりした、忘れた「夢」

の意外な解決法を、ひょっとすると見出すかもしれませ

ん。その「夢」の解決策は「一度思い出すと」あなたの

「内なる」記憶からあなたの「外」に消えないイメージ

として印象づけられ、二度と消えることはありません。

これはすべて可能であり、起こる可能性があります。私

たちのやり方は「狂人」のやり方だからです」(＊7)。
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アルフレッド・パーシー・シネット

　この人間の「霊的進化」の、簡潔な輪郭というべきか、

単なる指標というべきか、は明らかにマスターの賛同を

得たものであった。翌年の10月号と11月号には、シネッ

ト氏が「オカルト真理の断片」第 4号と第 5号に「人間

の進化」を描き、これは後に『エソテリック・ブッディ

ズム』に具体化されることになる。霊的進化を扱ったも

う一つの試みは、1885 年に出版された "Man, 

Fragments of Forgotten History " の中で行われた。し

かし、この記述が本当に詳しく書かれたのは、一般大衆

が（マスターの言葉を借りれば）それを「消化し同化す

る」準備ができていた何年も後のことで、最初はベザン

ト夫人により "The Pedigree of Man" が出され、後にベ

ザント夫人とリードビーター氏によって共同で "Man: 

Whence, How and Whither?" が出されたのであった。

　インドで最も著名な英印日刊紙の有能な編集者が、こ

のように彼らの雑誌に助力を与えただけでなく、多くの

師たちが自ら寄稿者となったのである。1882 年と 1883

年は、こうした隠れた宝物が特に多く、1882 年のものは、

ほとんどがマハトマ・クート・フーミのペンによるもの

である。彼は、校正から記事の素材、質問状や論争の的

となる手紙への返信の内容を提供し、自分で書いていな

いときには、常にさまざまなスーパービジョンを行使し

ていたようである。次のように、HPBはシネット氏に書

いている。

　「KHは昨夜マッシーへの返事をほとんど全部、口述筆

記で書いてくれた」。

　この回答は、8月の『 THE THEOSOPHIST』に「Isis 

Unveiled and the Theosophists on Reincarnation」と

いう題名で掲載された。明らかにシネット氏の賛同を得

られなかったようで、マスターKHがこう述べているの

がわかる。

　「このように、私の直接のインスピレーションで書か

れた彼女の答えが、” 非常に満足のいくもの” でないと思

われるのは残念なことです。あなた自身もC.C.M.［マッ

シー］も、彼女に何を書くべきか指示したウパシカと私

に対して不当でした。なぜなら、あなたでさえ、『イシス』

における混乱し拷問された説明（その不完全さについて

は、彼女が霊感を受けた我々以外の誰にも責任はない）

に対する私の嘆きを誤解していたからです」。(＊10)

　また、シネットの “Occult Truth” の断片第 5番「デ

ヴァチャン」では、ついて次のように解説されている。

　「西洋の読者の偏見や先入観に迎合する人は間違って

いる。それゆえ、私はチェラの人に、あなたの記事の付

録として、この手紙からの抜粋と、読者の誤解を解くた

めの説明などを複写するよう命じる［付録A、B、C、D

あり］」。（＊11）

　マスター・モリヤは、『THE THEOSOPHIST』の出版

を助けた「ブラザー」の一人であった。一例をあげれば、

ある時、チェラに対する攻撃があまりにひどくなったの

で、マスターMはその強い手を差し伸べた。1882 年 3

月 3日、マスターMはシネット氏に宛ててこう書いて

いる。
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のプロセスが進行しているに違いない、ということは明
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かった」と思うかもしれません。（＊12）
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あり］」。（＊11）

　マスター・モリヤは、『THE THEOSOPHIST』の出版

を助けた「ブラザー」の一人であった。一例をあげれば、

ある時、チェラに対する攻撃があまりにひどくなったの

で、マスターMはその強い手を差し伸べた。1882 年 3

月 3日、マスターMはシネット氏に宛ててこう書いて

いる。

　H(P)B ほど不当に罵倒された女性はいません。彼女が

イギリスから送ってきた、自分自身や我々や協会に対す

る悪名高い侮辱的な手紙をご覧ください。おそらく、品

位に欠けると思われるかもしれません。しかし、「補足」

の中の「文通者達への回答」は私自身が書いているので

す。ですから、彼女を責めないでください。私は、それ

らに対するあなたの率直な意見を知りたいと思います。

もしかしたらあなたは「（HPBは）もっとこうすればよ

　シネット氏の神智学ジャーナリズムへの最初の取り組

みは、数ヶ月前に行われていた。おそらく、マスター・

モリヤが「賞賛に値する」と評価した 3つの記事におい

てであろう。彼は今、進化というテーマについて神智学

の立場を示す最初の試みとして注目に値する著作を任さ

れていた。1881 年 12 月号には、ジェラルド・マッセイ

による「The Theosophists」に関する記事が掲載されて

いる。彼は、M・A・オクソン（ステイントン・モーゼス）

が 9月 17 日号のスピリチュアリズム雑誌『ライト』に

掲載した『THE THEOSOPHIST』からの引用に注目し、

この記事を書くように仕向けられたのである。ブラヴァ

ツキー夫人は編集者の立場で、記事の 2倍近い大きさの

返事を書き加えている。マスター・モリヤはそのメモの

ある部分に満足しておらず、次のように言っている。

　「〈もし神智学徒が進化論者でもあるならば〉という文

章に含まれる疑問の輪は、G・マッシー氏が『THE 

THEOSOPHIST』の読者ではない・・・もし見たことが

あったとしても・・・という事実を痛感させるものであ

る。そうでなければ、神智学協会の会員の三分の二が「進

化論者」であり、その機関誌が極めてそうであるという

事実を知らないはずがない」

　マスターは、彼女のメモの一節を引用して、次のよう

に書いた。

　「あなたは全く意味を捉えていません。シネットさん

にお願いすれば、その人が何を言いたいか分かって答え

てくれるでしょう。このように、一つのことをきちんと

やり遂げた人に、もう一つのことも同じようにやっても

らって、彼の〈輝かしい〉友人を喜ばせてあげましょう。

“輝かしい” 友人　Mより」。

　師匠やマハトマKHが彼女（ブラヴァツキー夫人）の

爆発的な反論に拒否反応を示すことはよくあることで、

一度は彼女から次のような抗議の叫び声が上がった。

　「私の戦争好きな性格を生かそうとしないので、ブラ

ザーたちは臆病なんだと思うようになりました」。

　THE THEOSOPHIST に掲載された見解（シネット氏

による）は、次のようなものである。

　「〈テオソフィスト（“神智者”）が進化論者でもあると

すれば、おそらく視界の中のはかない形態を固定し、地

上の人類の先人たちの霊のいくつかを知覚することがで

きるだろう〉とマッシーは言う。ここ数年の間に初めて

進化論の荒削りな輪郭に心を奪われたヨーロッパの科学

者たちが、生命の神秘に関わるすべてのことに無頓着で

なければ、身体の進化に関するわずかな知識によって、

人間の構造に入り込む他の原理に関する、まったくばか

げた結論に惑わされることはないだろう。しかし私たち

は、本物のオカルト研究にさほど進歩がないヨーロッパ

の読者が推定する、その恐るべき規模よりもはるかに強

大な主題の入り口にいるのだ。進化の子宮（matrix）の

中で、いわば身体が徐々に完成されていた時期の、人間

という生き物の中の６つの高次の原理の歴史を、最も影

が薄く、不明瞭な方法ででも説明しようと努力する人は

いるだろうか。体がヒヒの体ほども威厳のない姿になっ

たとき、その高次の原理はどこに、何があったのだろう

か。あるいは、もう一歩踏み込んで、それ以前の生物の

半分植物的な状態から生まれた、独立した意志を持つ最

初の生物に、動物の魂が存在することをどう説明するの

だろうか。もし、盲目の唯物論者が宇宙の謎を解き明か

す十分な案内人として受け入れられないのであれば、宇

宙では物理的進化と〈同等〉に、何か広大な精神的進化

のプロセスが進行しているに違いない、ということは明

らかではないだろうか」。

かった」と思うかもしれません。（＊12）

（つづく）

＊＊＊＊＊＊＊

脚注

＊５　The Mahatma Letters to A.P.Sinnet, p.207.

＊６　同書 P.254

＊７　同書 P.278

＊８　Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett, p. 

364

＊９　同書 p. 364.

＊10　The Mahatma Letters, pp. 183 and 172-3.

　イシスについて、マスターは「彼女は我々の命令に従

い、事実の一部を意図的にベールに包んで書いたのです。

実際には、イシスのあの一節と、その後の私たちの教え

との間には何の矛盾もないのだが ......。キリスト教徒も

スピリチュアリストも、人間の中に肉体と魂という二つ

以上の原理があるとは考えもしなかった時代の、それは

新しいサイクルの始まりで、彼らはそれ（魂）をスピリッ

トと呼んでいた ......。アトリアの命令で行動していた

HPBが、...... プシュケとヌース ...... 魂とスピリット（霊）

の違いを最初に説明したのです。... そして、それをめぐっ

てこのような戦いが起こり、人間の中に二つの魂がある

はずがないという趣旨の果てしない極論や反論がなされ

たので、大衆が同化しうる以上のものを与えるのは時期

尚早だと考え、彼らが「二つの魂」を消化する前に、三

位一体をさらに七原理に細分化して『イシス』で言及は

しないままにしたのです。...「あなたはこれだけ書いて、

ここまではあげて、これ以上は与えない」と、彼女は本

を書くときにいつも我々に言われていました ... ...。一

族の名誉のために本当に書き直すべきです」。これは、

私たちが知っているように、『シークレット・ドクトリン』

の中で書き直されている。同書 p.289, 290, 130

＊11　同書 p. 195

＊12　同書 p. 273
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（先月号のつづき）

　そして 1881 年秋、機関誌の３年目が始まるとき、彼

はさらに強調してこう言っている。

　「本年は、機関誌がこれまで以上に成功することを切

に願います」。（*5）

　この改善のために、マスターたちは機関誌の制作に

もっと積極的に参加することにしたようである。1881

年 12 月、マスター・モリヤがシネット氏に宛ててこう

書いている。

　「私の目的は、・・・この雑誌に真の文学の血を数滴注

ぎ込むことで、この雑誌を助けることです。あなたの 3

つの記事は確かに賞賛に値するものです」。(*6)

　そして 1882 年 3月、当時アラハバードの『パイオニ

ア』の編集者だったシネット氏は、マスターKHから、

半ば真剣に、半ばユーモラスに、そしてまったく巧みに

次のように忠告されたのだった。

　「私の良き兄弟よ、あなた方の協会の謙虚で嘲笑され

る雑誌を軽視してはなりません。そして、その古風で気

取った表紙も、その中に含まれる「肥やしの山」も気に

してはなりません、シムラでしばしば使われたあまりに

も親しみのあるフレーズを、慈善家とあなた方に繰り返

すものです。しかし、その「肥やし」の下から時折発見

されるわずかな智慧と「オカルトの真理」に、むしろあ

なたの注意を向けてください。我々自身のやり方やマ

ナーは、ひょっとすると、奇妙で無作法なものと同じか、

いや、それ以上かもしれません。. . . 我々の多くは、英

国の紳士たちからすれば「狂人」と間違われることでしょ

う。しかし、智慧の子になろうとする者は、常にその荒々

しい表面の下を見ることができるのです。哀れな古いこ

の機関誌もそうです。ご覧さない、この神秘的で傲慢な

カバー、数々の欠点や文学的欠陥、そして内容を最も完

璧に象徴する、厚いベールに覆われた元の地の主要部分、

すべてが黒く汚れ、夜のように真っ黒で、そこから灰色

の点、線、単語、さらには文が覗いているのです。真に

賢明な人々にとって、この灰色の部分の切れ目は、例え

ば、深い暗闇の夜の後、朝早く夜明けに東の空に見える

薄明の筋のような、より「霊的に知的な」サイクルのオー

ロラのような、意味深い寓意を示唆しているかもしれな

いのです。そして、その感じの良くない外観や醜い文体

の複雑さ、その他「不人気な雑誌」の数々の失敗にもめ

げず、そのページを破り続ける人のうち何人かが、いつ

かその忍耐力の報われることに気づくかもしれません。

そして、そのページにはいつの日か、光り輝く文章が現

れ、古くからの不可解な問題に明るい光を当ててくれる

かもしれません。あなた自身、ある晴れた朝、よく休ん

だ脳の研ぎ澄まされた機知で、そのねじ曲がったコラム

に目を通しながら、今はぼんやりした、蒸気のような一

貫性しかない得体の知れない思索に目を凝らしている

と、その中に、あなたの古い、ぼんやりした、忘れた「夢」

の意外な解決法を、ひょっとすると見出すかもしれませ

ん。その「夢」の解決策は「一度思い出すと」あなたの

「内なる」記憶からあなたの「外」に消えないイメージ

として印象づけられ、二度と消えることはありません。

これはすべて可能であり、起こる可能性があります。私

たちのやり方は「狂人」のやり方だからです」(＊7)。

神智学の要約
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の進化」を描き、これは後に『エソテリック・ブッディ

ズム』に具体化されることになる。霊的進化を扱ったも

う一つの試みは、1885 年に出版された "Man, 

Fragments of Forgotten History " の中で行われた。し

かし、この記述が本当に詳しく書かれたのは、一般大衆

が（マスターの言葉を借りれば）それを「消化し同化す

る」準備ができていた何年も後のことで、最初はベザン

ト夫人により "The Pedigree of Man" が出され、後にベ

ザント夫人とリードビーター氏によって共同で "Man: 

Whence, How and Whither?" が出されたのであった。

　インドで最も著名な英印日刊紙の有能な編集者が、こ

のように彼らの雑誌に助力を与えただけでなく、多くの

師たちが自ら寄稿者となったのである。1882 年と 1883

年は、こうした隠れた宝物が特に多く、1882 年のものは、

ほとんどがマハトマ・クート・フーミのペンによるもの

である。彼は、校正から記事の素材、質問状や論争の的

となる手紙への返信の内容を提供し、自分で書いていな

いときには、常にさまざまなスーパービジョンを行使し

ていたようである。次のように、HPBはシネット氏に書

いている。

　「KHは昨夜マッシーへの返事をほとんど全部、口述筆

記で書いてくれた」。

　この回答は、8月の『 THE THEOSOPHIST』に「Isis 

Unveiled and the Theosophists on Reincarnation」と

いう題名で掲載された。明らかにシネット氏の賛同を得

られなかったようで、マスターKHがこう述べているの

がわかる。

　「このように、私の直接のインスピレーションで書か

れた彼女の答えが、” 非常に満足のいくもの” でないと思

われるのは残念なことです。あなた自身もC.C.M.［マッ

シー］も、彼女に何を書くべきか指示したウパシカと私

に対して不当でした。なぜなら、あなたでさえ、『イシス』

における混乱し拷問された説明（その不完全さについて

は、彼女が霊感を受けた我々以外の誰にも責任はない）

に対する私の嘆きを誤解していたからです」。(＊10)

　また、シネットの “Occult Truth” の断片第 5番「デ

ヴァチャン」では、ついて次のように解説されている。
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げた結論に惑わされることはないだろう。しかし私たち

は、本物のオカルト研究にさほど進歩がないヨーロッパ
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が薄く、不明瞭な方法ででも説明しようと努力する人は

いるだろうか。体がヒヒの体ほども威厳のない姿になっ

たとき、その高次の原理はどこに、何があったのだろう

か。あるいは、もう一歩踏み込んで、それ以前の生物の

半分植物的な状態から生まれた、独立した意志を持つ最

初の生物に、動物の魂が存在することをどう説明するの
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364

＊９　同書 p. 364.

＊10　The Mahatma Letters, pp. 183 and 172-3.

　イシスについて、マスターは「彼女は我々の命令に従

い、事実の一部を意図的にベールに包んで書いたのです。

実際には、イシスのあの一節と、その後の私たちの教え

との間には何の矛盾もないのだが ......。キリスト教徒も

スピリチュアリストも、人間の中に肉体と魂という二つ

以上の原理があるとは考えもしなかった時代の、それは

新しいサイクルの始まりで、彼らはそれ（魂）をスピリッ

トと呼んでいた ......。アトリアの命令で行動していた

HPBが、...... プシュケとヌース ...... 魂とスピリット（霊）

の違いを最初に説明したのです。... そして、それをめぐっ

てこのような戦いが起こり、人間の中に二つの魂がある

はずがないという趣旨の果てしない極論や反論がなされ

たので、大衆が同化しうる以上のものを与えるのは時期

尚早だと考え、彼らが「二つの魂」を消化する前に、三

位一体をさらに七原理に細分化して『イシス』で言及は

しないままにしたのです。...「あなたはこれだけ書いて、

ここまではあげて、これ以上は与えない」と、彼女は本

を書くときにいつも我々に言われていました ... ...。一

族の名誉のために本当に書き直すべきです」。これは、

私たちが知っているように、『シークレット・ドクトリン』

の中で書き直されている。同書 p.289, 290, 130

＊11　同書 p. 195

＊12　同書 p. 273

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。
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も無駄であるという結論に達した」と書いたが、多くの

神智学徒は同じような気持ちをもっているのは否定でき

ないことである。この嘆きが正当なものであるかどうか、

そのことの責任は、マハートマにあるのか、神智学徒達

自身にあるのかということは未解決の問題である。これ

は長年の懸案であり、今決定すべきことである。不平を

言う二人の著者は「我々には、我々を助ける能力をもっ

ていないと言っている東洋の神秘家達を追い求める必要

はない」と宣言しているからである。今述べた文章の傍

点部については慎重に調べなければならない。このこと

に関して、二、三の所見を述べさせていただきたいと思

う。

　まず初めに、その記事全体の調子は、紛れもない声明

書の調子である。数多くの聖書の表現を抜き、すべてを

煎じ詰めると、次のような供述になる。「我々は彼らの

家のドアを叩いたが、答えてはくれなかった。パンを求

めたのに石さえも拒まれた」。この非難はかなり真剣な

ものであるが、それが正当でもなく公正でもないという

ことを、私がこれから示そう。

　私は、合衆国で我が大師方の存在を最初に公にした者

であり、東洋特にインドにおいてはいまだに神聖視され

尊敬されている、あらゆる時代にいた少数の神秘家とイ

ニシエートを除けば今まで欧米には知られていなかった

「同胞団」のうちのお二方の聖なる名前を明らかにし、

その結果として神聖な御名前が好奇心や噂の種となり、

ついに、公の非難の的となったので、私は、状況全部を

説明することによって非難に反駁することが自分の義務

であると思っている。というのも、私は自分がいちばん

責任あると感じているからである。この説明はおそらく、

ある人にとって有益となろうし、他の人々の関心を引く

かもしれない。

　私が、いかなる擁護も必要としておられない方々のた

めの擁護者として出てきたのだと考えるべきではない。

単なる事実を提示し、その提示をしたあとで、状況を本

案のみで判断してもらうつもりである。受け入れられる

こともなく、「カスを常食とし」「奇妙な神々を探してい

る」と率直に述べている我が兄弟に対しては、私は逆に

率直にこう聞きたい。「あなた方がノックしたのは確か

に正しいドアであっただろうか？　かえって、旅の途中

であなた方が探していた方々の最も獰猛な敵の隠れ家に

何度も立ち寄って戸を叩き、道に迷ったのではないの

か？」我が大師方は「ねたむ神」ではなく、単に神聖な

人間である。しかし、この世の誰よりも道徳的にも知的

にも霊的にも優れている。いかに聖らかであっても、い

かに秘儀の科学に通じていても、大師方はやはり人間、

同胞団の人員であり、どの人員よりも厳しく、古くから

伝えられてきた同胞団の法律と規則に字義通り従うので

ある。そして最初から守るべき同胞団の規則のうちの一

つによれば、秘儀の守護者である方々の注意を引き、そ

の指導を得ようとして東方へ向かって旅を始める志願者

は、道をまっすぐに進まねばならない。つまり、いろん

なわき道にそれたり、自称「大師」や「左手の科学」の

先生の仲間に加わろうとしてはいけない。また志願者は、

自信をもち、信頼と忍耐を示さなければならないし、他

にも満たすべき条件はいくつかある。最初から最後まで

これらの規則すべてを守り損なった者に、大師方が助け

て下さらないと不平を言う権利があるだろうか？

　まことに、「敷居の住者は内にあり」である。

　神智学徒がいったん、チェーラか指導の志願者になり

たいと望むなら、師弟両者の間に誓いが立てられ、それ

が公式に申し出て受け入れられたものであろうと暗黙の

うちのものであろうと神聖な誓いであることを意識して

いなければならない。それは七年の見習いという絆を定

める。その期間中、志願者に数多くの人間的欠点や失敗

（書く必要もない二つのことを除く）があるとしても、

あらゆる誘惑を経て、選んだ大師（または在俗の志願者

の場合は大師方）に忠実であるなら、また、大師方の希

望と指図の下で創立された神智学協会にも同様に忠実で

あるなら、その神智学徒は○○○に入門を許され、その

あとは自由に自分のグルと交信することが許され、ある

一つの失敗を除けば、失敗や欠点は大目に見てもらえる

かもしれない。そのような失敗は未来のカルマに属する

ものであるが、現在のところは、その扱い方が大師の識

別と判断に任されているのである。その七年の間、チェー

ラに失敗や罪があるにもかかわらず、時折グルと交信し

てもよいかどうかの判断力は大師のみがもっておられ

る。すべきことをせず、すべきでないことをしたという

罪の原因については徹底的に知っているグルのみが、激

励を与えることが賢明であるか否かを判断する唯一のお

方である。グル自身が、ズールー族の野蛮人から最高の

大天使に至るまで誰も避けることはできないカルマの鉄

則に支配されており、自分によって作られた原因の重い

責任を負わなければならないので、志願者や弟子の導き

方を決める権利が与えられているのである。

　こうして、見習い期間の志願者やチェーラに要求され

る唯一の不可欠の条件は、ただ選んだ大師と大師の目的

に揺ぎなく忠実であれということである。これは必須条

件である。嫉妬の気持ちからこう求めているのではなく、

単に両者の磁力的絆がいったん切れたなら、その度に、

それを新たに確立することの難しさは倍増するからなの

である。しかも大師方は、ある人が未来にどのようなコー

スを取り、最終的にやめてしまうかなどのことを簡単に

予見できるケースがよくあるので、そのような人のため

に力を出すことは正当ではない。しかし、いわば「先取

りの特権」を期待する者にそれを授けられない時、謙虚

に自分の誤りを認めずに、大師の利己主義と不正を責め

る人がいかに多いことか。そのような人は一年に一〇回

も自分と大師とを結びつける糸を故意に引きちぎり、し

かもそのたびに、昔の絆に連れ戻してもらおうと思って

いるのである。私はある一人の神智学徒を知っている。

彼の名は伏せておこう。もっとも、彼には自分のことだ

と気づいてもらいたいのだが。彼は静かで知的な若い紳

士であり、生来の神秘家であったが、愚かな熱狂さと短

気によって大師と大師についての考えを三年に満たない

間に約六回も変えたのである。最初に彼は申し出て、見

習いとして受け入れられ、チェーラの誓いを立てた。大

師の肉体的存在を証明するいくつかの親切を施されたに

もかかわらず、約一年後に突然結婚をする考えをもった。

しかし結婚の企てに失敗するや彼は、他の方面に「大師」

を探した。そして熱狂的なバラ十字会員となった。次に、

キリスト教神秘家として神智学に戻った。そしてまた、

自分の禁欲生活を妻によって活気づけようとした。次に、

結婚の考えをやめて、心霊主義者になった。そして今は、

もう一度「チェーラとして戻してもらう」ことを申し出

たが（私は彼の手紙を持っている）、大師は沈黙したま

まであったので、彼は大師を完全に捨て、前記の声明書

の言葉でいえば、昔の「エッセネ派の大師」すなわちイ

エスの道を探し、「その方のみ名において霊を試みる」

つもりである。

　人々に敬われている『オカルト・ワード』の有能な編

集者とその秘書の言っていることは正しい。ほんの少し

の盲目的信仰さえもっていれば、だまされたり落胆した

りすることに決して遭うことのない唯一のまことの道を

選んでいたのである。彼らは言う。「道徳的に価値がな

いからといって、または、ある程度の個人的功徳を積ん

ではいないからといってみ顔を背けたりはなさらない

《悲しみの人》イエスの呼び掛けに従うことは、我々の

うち何人かの者にとっては楽しいことである」。どうし

て「み顔を背けたりはなさらない」ということが分かる

のか。人を殺した者が、最後の瞬間に彼の「救い主」の

血が自分を救ったのだと心から信じるなら、最も凶悪な

犯罪でさえ許されると教えているあの恐ろしく有害な新

教の教理を受け入れているからなのだろうか。しかしそ

れは道理にかなわない盲信以外の何であろうか。情緒主

義は哲学ではない。仏陀はまさに、そのように悪を生み

出す迷信から人々を引き離すために、長い自己犠牲的一

生を献げられたのである。あの盲信は仏陀の教えとは比

較にならない。個人的な功徳を積み、自己を忘れるから

こそ救われるのだという教義が主仏陀の教えの基石なの

である。声明書の著作家は二人とも「奇妙な神々を探し

た」のかもしれないが、そのような「神々」は我が大師

方ではなかった。二人はイエスを「三度否定し」、そし

て今「あの御方（イエス）にもう一度我等を保護しても

らうよう祈ろう」と「足に血を流し、心をひれ伏して」願っ

ているのである。「ナザレの主」は、そこまではきっと

願いを聞き入れてくださるに違いない。それでもやはり、

彼等は依然として「カスを常食」としており、その上に「盲

信」を振りかけていることだろう。しかし、このことに

関しては彼等自身が最良の裁判官であり、神智学協会で

は彼等の個人的信条に干渉する権利を誰ももっていな

い。どうか、彼等が再び落胆していつの日か我々の不惧

戴天の敵となることのないように。

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）

　

　アトリヤはもう一人のアデプトのみ名。ウパーシカは

ブラヴァツキー夫人のあだ名で、優婆夷 ( ウバイ ) すな

わち在俗の女性の仏教信者を意味する。ボルグはチェー

ラか？　ジュアル・クールはＫＨ大師の愛弟子・ダモダー

ルとダルバギリ・ナートはアディヤールに住んでいた、

ＫＨ大師の見習い期の弟子。Ｍ大師が残された「客観的

な証拠」とは、現在アディヤールの記録保管所にある一

枚のターバンである。そのことについて、大佐は『古い

日記集』に次のように書いている。（訳者）

　私は全注意を本に集中して静かに読んでいた。その夜

起こったことには、これからアデプトがアストラル体で

訪ねて来られるだろうと示すものは何もなかった。私は

特にそのようなご訪問を求めていなかったし、想像も期

待もしていなかった。戸を少し背にして読んでいたとこ

ろ、突然、右眼の右側に何が白く光っているものがある

ことに気がついた。振り向いて見ると、驚きのあまり、

本を手から落としてしまった。雲突くようなアジア人の

大男が私の前に立つていた。その方は白い服を着て、頭

のまわりに黄色い絹糸で刺繍をした、琥白色の縞のター

バンを巻いていた。ターバンの下から長い漆黒の頭髪が

肩まで垂れ下がって、黒いあごひげはインドのラージ

プート風に真ん中で分かれて、端は上のほうに巻きあげ

られ、耳を覆っていた。魂の火で生き生きと輝く目は、

慈悲深くて鋭い。それは師匠と裁判官の厳しい眼差し

だったが、忠告と指導を必要とする息子を見ている父親

の優しさで和らげられていた。精神的な強さと霊的な輝

きに満ちた、堂々とした方で、明らかに一般の人間より

もはるかに優れている存在なので、私は恥ずかしく思っ

てまるで神か神人の前にいるかのように頭を下げて膝を

突いた。その方は私の頭に軽く手を置き、強いが優しい

声で私に座るように命じた。目を上げた時、大師はテー

ブルの反対側の椅子に着いていた。大師は、私が大師を

必要としている危機に瀕しているから来たのだと言っ

て、次のことを話された。つまり、私自身の行動で私は

今の時点に達してきたこと、私と大師が今後度々会って

人類のために協力するか、しないかは私自身の意志しだ

いであること、私が望みさえすれば人類を益するこの大

きな仕事に参加することができること、今は説明しない

が、私とＨＰＢの間には不思議な絆があって、二人の間

はこれから緊張することもあるかもしれないが絆が断た

れることはないだろう、ということであった。またＨＰ

Ｂと私について、他人に話してはならないことを話され

た。大師がどれくらい長くおられたか、私にはよく分か

らない。三十分から一時間くらいであろうが、時間には

全く気がつかなかったので、一分しかたたないように感

じた。最後に大師が立ち上がられた時、私はその背の高

さに驚き、顔の輝きに気がついた。それは外から光を浴

びるようなものではなく、内なる光すなわち霊の光の柔

かな輝きであった。私には突然次のことが思い浮かんだ。

「もしかして、これは幻覚かもしれない。ＨＰＢが僕に催

眠術をかけてこれを見せたのかもしれない。本当に来ら

れたという証拠になる具体的な物を大師が残して下され

ばいいのに……」。まるで私の思いを読んでいたかのよ

うに大師はやさしく微笑み、頭に巻いていたフェター

（ターバンの一種）をほどいた。そして慈悲深い別れの

挨拶をされて、あっという間に消えてしまわれた。大師

がおかけになっていた椅子は今は空っぽだった。私は一

人感動した。だが全く一人きりではなかった。テーブル

の上には刺繍したターバンが置いてあったからである。

これは、私がサイキック的な方法でだまされたり魅せら

れたのではなく、「人類の兄上方」、愚かな我々を教えて

くださる大師方のお一人と向かい合って話した具体的な

証拠である。私はとっさにＨＰＢの寝室にとんで行き、

戸を叩いた。私は喜んで大師の話をすると、彼女は喜ん

で話を聞いてくれた。私は自分の部屋に戻ってから、夜

通し、夜が明けてもまだいろんなことを考えて決意を深

めていた。その考えと決意の中から、それ以後の私の神

智学的な活動と、神智学運動の背後にある大師方に対す

る忠誠心とが生じた。どんなつらい幻滅にも不意の

ショックにもその忠誠心を決してぐらつかせることはな

かった。そのあとも、この大師やほかの大師方とお会い

する機会に恵まれたが、前述の話で充分だから、ほかの

体験について話す必要はない。同じような体験に恵まれ

なかった人は疑うかもしれないが、私は大師方の実在に

ついて知っている。

―――――

　Ｗ・Ｔ・ブラウンという若いスコットランド人は一八八

三年八月に、神智学協会の仕事に参加して、インドに向

けて出発し、ブラヴァツキー夫人とオルコット大佐に

よって歓迎された。一一月に大佐の講演旅行に同行する

前、すでにＫＨ大使からの手紙を受け取っていた。自伝

の『我が人生』に、ＫＨ大使からのご訪問について次の

ように書く。（訳者）

　一一月一九日にラホールで、クートフーミではないか

という印象を受けた人を見た。そして二〇日の朝、誰か

が私のテントの中にいると感じて目が覚めた。人の声が

聞こえて、私の手に手紙と絹のハンカチがあることに気

がついた。手紙とハンカチは普通の方法で私の手に置か

れたのではなく、いわば何もない状態から出てくること

に私は気づいた。つまり、「磁気」の流れを感じてから、

見よ！　手紙とハンカチが「物質化」したのである。私

は起き上がって手紙を読みハンカチを調べた。訪問者は

もういなくなっていた。ハンカチは最高級の白い絹で、

大師のみ名のかしら文字ＫＨが青い糸で入っている。手

紙も青い文字で大胆な筆跡である。その内容は次の通り

である。

　プーナでダモダールがあなたに言ったことは本当であ

る。人が我々の接近のために自分の心の準備をすればす

るほど、我々はますますその人に近づいて行く。自分が

何を見たかよく分からなかった場合が度々あるが、最初

は我々をヴィジョンで見て、そのあと我々のアストラル

形体を見、最終的に短距離で我々の体を見た。今や、あ

なたは肉体での私を非常に近くで見たことになった（実

は私はうしろを振り返らなかったのでお姿を見なかっ

た）ので、個人的な体験により、自分の実在を確実に知っ

ていると同じように私の実在を知っているとお国の人達

に断言することができるであろう。神智学協会の開祖達

は人類のための仕事に身を捧げているが、あなたが同じ

大目的のために熱意をこめて働けば働くほどあなたは見

守られ報われるだろう。ハンカチはこの訪問の証拠とし

て残されている。ダモダールはラワルピンディの会員に

ついてあなたに十分に教えることができる。

ＫＨ

　ブラウンは翌年の正月七日の晩に弟子道の見習い期に

入る決意をしたが、少しの間失敗してしまい、開祖達と

疎遠になった。右の文章で、自分のテントに入って話し

かけた人を振り返って見なかったという道理にかなわぬ

ことを書くのは、おそらく、自伝を出した一八八五年に

ブラウンはマハートマ達の実在を認めようとしなかった

からであろう。ところが、『神智学の説明』というパン

フレットにはすでに次のように書いていた。（訳者）

　マハートマＫＨは生きているアデプトであり、筆者は

ラホールでマハートマと個人的にお会いし、マハートマ

のお話を伺い、マハートマのみ手に触れさえしたと言っ

ておけば十分だろう。筆者はマドラス、ラホール、カシ

ミール州のジャンムー、そして再びマドラスでマハート

マからのお手紙を受けたが、どれもみな同じ筆跡であっ

た。

ブラウンは決して悪人ではなかったが、オルコット大佐

が言った通り、彼は「感傷主義者で、この世での実際的

な仕事に向かなかった。私達の所にくる前、彼は何度も

心変わりしたし、そのあとも次々と方向を変え続けた」

（『古い日記集』三三八頁）。「神智学のマハートマ達」（本

書コ二二頁以降）でブラヴァツキーは、ブラウンとその

協力者Ｊ・ケーブルズ夫人のマハートマ達に対する批判

に答えた。（訳者）

九　モーヒニヘのロイド氏の質疑とブ
ラヴァツキー夫人の応答

問　アデプトとマハートマと呼ばれている優れた存在達

の種族が実在して神通力をもっているという証拠は何か

あるでしょうか。

答　アデプト達とマハートマ達と呼ばれている「存在達

の種族」は、私達は知らない。私達は、この第五人種時

代の人類すべてと同じ方法で世に生まれ、やがて死ぬ運

命になっているが、自制、清浄な生活、決意堅固のため

にアデプトになることができた人間を知っているだけで

ある。このようなアデプトとマハートマはよく知ってい

るが、他のものは知らない。私達がこの世で知っている

最も「優れた存在達」であり、しかも、最も智慧に富み、

心のやさしい、高潔な人間である。その方々を個人的に

知っていて、その方々の近くに住み、その方々からいろ

いろなことを学んだことのある私達にとって、その実在

の証拠は、霊的な感覚能力からだけではなく、肉体の五

感から得たものである。

　ロイド氏がヘルメスの思想を広めにチベットに行き、

キングズフォード夫人について話したとしよう。マハー

トマ方のことは西洋ではあまり知られていないが、キン

グズフォード夫人についてチベット人が知らないのはな

おさらなので、チベット人の懐疑主義者によって「アン

ナ・キングズフォード博士と呼ばれている優れた存在が

実在して透視力をもっているという証拠は何かあるで

しょうか」と聞かれたら、ロイド氏はどのように答える

だろうか。……

　マハートマが実在するかしないかという問題は、マ

ハートマの教えを受け入れない人にとってあまり重要な

ことではないだろう。その問題に関心があるのは教えを

受け入れる人だけであるが、ロイド氏はそのような人で

はない。従って単なる物好きにマハートマ達について尋

ねていると思われる。その上、マハートマ方とその教え

を確信して信頼するのに、（一部の神智学徒ができるよ

うに）反対者に面と向かって「私達はマハートマ達を個

人的に知っている」と今のところ言うことができない会

員達を、右の質問によって当惑させたり苦境に立たせた

りするという意地の悪い動機もいだいている。私はマ

ハートマ達を見たり、その近くに住んだこともあり、ロ

イド氏と彼のグルであるキングズフォード夫人の実在の

証拠を持っているのと同様に、畏敬された大師方の実在

の証拠もたくさん持っている。私はまたお聞きしたいと

思う。ロイド氏は私の目を正視して私が嘘つきだと言う

おつもりですか？　そのように私を片づけてしまったな

ら、自分のグルとクートフーミ大師に個人的に会ったこ

とのあるオルコット大佐を、同じように扱うつもりなの

でしょうか？　モーヒニやブラウン氏やダモダールやダ

ルバギリ・ナートや他の人達の多くは、時間の長さはま

ちまちでも、アストラル体ではなく生きている体での大

師方と面会する機会に恵まれたのに、その人達を皆「嘘

つき」と呼ぶつもりなのでしょうか。

一〇　「神智学のマハートマ達」

私は何年もの間そのような言明に対しては心構えをして

いたので全く驚きはしなかったものの、心から残念であ

り、本当に遺憾に思うことがあった。ロチェスター市の

『オカルト・ワード』誌で読んだ、ロチェスター市の献

身的な神智学協会会長Ｊ・ケーブルズ夫人とＷ・Ｔ・ブラ

ウン氏が共著した論説のことである。ケーブルズ夫人は、

ブラウン氏のようにマハートマと会う機会を与えられた

ことがそれまでなかったので、感情が激変するのはおそ

らく当然のことであろう。夫人は、「神智学のマハート

マ達と交信したいという熱望をずっといだいていたの

に、ついに、ヒマラヤ山脈に向かって心の目をこらして
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も無駄であるという結論に達した」と書いたが、多くの

神智学徒は同じような気持ちをもっているのは否定でき

ないことである。この嘆きが正当なものであるかどうか、

そのことの責任は、マハートマにあるのか、神智学徒達

自身にあるのかということは未解決の問題である。これ

は長年の懸案であり、今決定すべきことである。不平を

言う二人の著者は「我々には、我々を助ける能力をもっ

ていないと言っている東洋の神秘家達を追い求める必要

はない」と宣言しているからである。今述べた文章の傍

点部については慎重に調べなければならない。このこと

に関して、二、三の所見を述べさせていただきたいと思

う。

　まず初めに、その記事全体の調子は、紛れもない声明

書の調子である。数多くの聖書の表現を抜き、すべてを

煎じ詰めると、次のような供述になる。「我々は彼らの

家のドアを叩いたが、答えてはくれなかった。パンを求

めたのに石さえも拒まれた」。この非難はかなり真剣な

ものであるが、それが正当でもなく公正でもないという

ことを、私がこれから示そう。

　私は、合衆国で我が大師方の存在を最初に公にした者

であり、東洋特にインドにおいてはいまだに神聖視され

尊敬されている、あらゆる時代にいた少数の神秘家とイ

ニシエートを除けば今まで欧米には知られていなかった

「同胞団」のうちのお二方の聖なる名前を明らかにし、

その結果として神聖な御名前が好奇心や噂の種となり、

ついに、公の非難の的となったので、私は、状況全部を

説明することによって非難に反駁することが自分の義務

であると思っている。というのも、私は自分がいちばん

責任あると感じているからである。この説明はおそらく、

ある人にとって有益となろうし、他の人々の関心を引く

かもしれない。

　私が、いかなる擁護も必要としておられない方々のた

めの擁護者として出てきたのだと考えるべきではない。

単なる事実を提示し、その提示をしたあとで、状況を本

案のみで判断してもらうつもりである。受け入れられる

こともなく、「カスを常食とし」「奇妙な神々を探してい

る」と率直に述べている我が兄弟に対しては、私は逆に

率直にこう聞きたい。「あなた方がノックしたのは確か

に正しいドアであっただろうか？　かえって、旅の途中

であなた方が探していた方々の最も獰猛な敵の隠れ家に

何度も立ち寄って戸を叩き、道に迷ったのではないの

か？」我が大師方は「ねたむ神」ではなく、単に神聖な

人間である。しかし、この世の誰よりも道徳的にも知的

にも霊的にも優れている。いかに聖らかであっても、い

かに秘儀の科学に通じていても、大師方はやはり人間、

同胞団の人員であり、どの人員よりも厳しく、古くから

伝えられてきた同胞団の法律と規則に字義通り従うので

ある。そして最初から守るべき同胞団の規則のうちの一

つによれば、秘儀の守護者である方々の注意を引き、そ

の指導を得ようとして東方へ向かって旅を始める志願者

は、道をまっすぐに進まねばならない。つまり、いろん

なわき道にそれたり、自称「大師」や「左手の科学」の

先生の仲間に加わろうとしてはいけない。また志願者は、

自信をもち、信頼と忍耐を示さなければならないし、他

にも満たすべき条件はいくつかある。最初から最後まで

これらの規則すべてを守り損なった者に、大師方が助け

て下さらないと不平を言う権利があるだろうか？

　まことに、「敷居の住者は内にあり」である。

　神智学徒がいったん、チェーラか指導の志願者になり

たいと望むなら、師弟両者の間に誓いが立てられ、それ

が公式に申し出て受け入れられたものであろうと暗黙の

うちのものであろうと神聖な誓いであることを意識して

いなければならない。それは七年の見習いという絆を定

める。その期間中、志願者に数多くの人間的欠点や失敗

（書く必要もない二つのことを除く）があるとしても、

あらゆる誘惑を経て、選んだ大師（または在俗の志願者

の場合は大師方）に忠実であるなら、また、大師方の希

望と指図の下で創立された神智学協会にも同様に忠実で

あるなら、その神智学徒は○○○に入門を許され、その

あとは自由に自分のグルと交信することが許され、ある

一つの失敗を除けば、失敗や欠点は大目に見てもらえる

かもしれない。そのような失敗は未来のカルマに属する

ものであるが、現在のところは、その扱い方が大師の識

別と判断に任されているのである。その七年の間、チェー

ラに失敗や罪があるにもかかわらず、時折グルと交信し

てもよいかどうかの判断力は大師のみがもっておられ

る。すべきことをせず、すべきでないことをしたという

罪の原因については徹底的に知っているグルのみが、激

励を与えることが賢明であるか否かを判断する唯一のお

方である。グル自身が、ズールー族の野蛮人から最高の

大天使に至るまで誰も避けることはできないカルマの鉄

則に支配されており、自分によって作られた原因の重い

責任を負わなければならないので、志願者や弟子の導き

方を決める権利が与えられているのである。

　こうして、見習い期間の志願者やチェーラに要求され

る唯一の不可欠の条件は、ただ選んだ大師と大師の目的

に揺ぎなく忠実であれということである。これは必須条

件である。嫉妬の気持ちからこう求めているのではなく、

単に両者の磁力的絆がいったん切れたなら、その度に、

それを新たに確立することの難しさは倍増するからなの

である。しかも大師方は、ある人が未来にどのようなコー

スを取り、最終的にやめてしまうかなどのことを簡単に

予見できるケースがよくあるので、そのような人のため

に力を出すことは正当ではない。しかし、いわば「先取

りの特権」を期待する者にそれを授けられない時、謙虚

に自分の誤りを認めずに、大師の利己主義と不正を責め

る人がいかに多いことか。そのような人は一年に一〇回

も自分と大師とを結びつける糸を故意に引きちぎり、し

かもそのたびに、昔の絆に連れ戻してもらおうと思って

いるのである。私はある一人の神智学徒を知っている。

彼の名は伏せておこう。もっとも、彼には自分のことだ

と気づいてもらいたいのだが。彼は静かで知的な若い紳

士であり、生来の神秘家であったが、愚かな熱狂さと短

気によって大師と大師についての考えを三年に満たない

間に約六回も変えたのである。最初に彼は申し出て、見

習いとして受け入れられ、チェーラの誓いを立てた。大

師の肉体的存在を証明するいくつかの親切を施されたに

もかかわらず、約一年後に突然結婚をする考えをもった。

しかし結婚の企てに失敗するや彼は、他の方面に「大師」

を探した。そして熱狂的なバラ十字会員となった。次に、

キリスト教神秘家として神智学に戻った。そしてまた、

自分の禁欲生活を妻によって活気づけようとした。次に、

結婚の考えをやめて、心霊主義者になった。そして今は、

もう一度「チェーラとして戻してもらう」ことを申し出

たが（私は彼の手紙を持っている）、大師は沈黙したま

まであったので、彼は大師を完全に捨て、前記の声明書

の言葉でいえば、昔の「エッセネ派の大師」すなわちイ

エスの道を探し、「その方のみ名において霊を試みる」

つもりである。

　人々に敬われている『オカルト・ワード』の有能な編

集者とその秘書の言っていることは正しい。ほんの少し

の盲目的信仰さえもっていれば、だまされたり落胆した

りすることに決して遭うことのない唯一のまことの道を

選んでいたのである。彼らは言う。「道徳的に価値がな

いからといって、または、ある程度の個人的功徳を積ん

ではいないからといってみ顔を背けたりはなさらない

《悲しみの人》イエスの呼び掛けに従うことは、我々の

うち何人かの者にとっては楽しいことである」。どうし

て「み顔を背けたりはなさらない」ということが分かる

のか。人を殺した者が、最後の瞬間に彼の「救い主」の

血が自分を救ったのだと心から信じるなら、最も凶悪な

犯罪でさえ許されると教えているあの恐ろしく有害な新

教の教理を受け入れているからなのだろうか。しかしそ

れは道理にかなわない盲信以外の何であろうか。情緒主

義は哲学ではない。仏陀はまさに、そのように悪を生み

出す迷信から人々を引き離すために、長い自己犠牲的一

生を献げられたのである。あの盲信は仏陀の教えとは比

較にならない。個人的な功徳を積み、自己を忘れるから

こそ救われるのだという教義が主仏陀の教えの基石なの

である。声明書の著作家は二人とも「奇妙な神々を探し

た」のかもしれないが、そのような「神々」は我が大師

方ではなかった。二人はイエスを「三度否定し」、そし

て今「あの御方（イエス）にもう一度我等を保護しても

らうよう祈ろう」と「足に血を流し、心をひれ伏して」願っ

ているのである。「ナザレの主」は、そこまではきっと

願いを聞き入れてくださるに違いない。それでもやはり、

彼等は依然として「カスを常食」としており、その上に「盲

信」を振りかけていることだろう。しかし、このことに

関しては彼等自身が最良の裁判官であり、神智学協会で

は彼等の個人的信条に干渉する権利を誰ももっていな

い。どうか、彼等が再び落胆していつの日か我々の不惧

戴天の敵となることのないように。

（先月号のつづき）

　

　アトリヤはもう一人のアデプトのみ名。ウパーシカは

ブラヴァツキー夫人のあだ名で、優婆夷 ( ウバイ ) すな

わち在俗の女性の仏教信者を意味する。ボルグはチェー

ラか？　ジュアル・クールはＫＨ大師の愛弟子・ダモダー

ルとダルバギリ・ナートはアディヤールに住んでいた、

ＫＨ大師の見習い期の弟子。Ｍ大師が残された「客観的

な証拠」とは、現在アディヤールの記録保管所にある一

枚のターバンである。そのことについて、大佐は『古い

日記集』に次のように書いている。（訳者）

　私は全注意を本に集中して静かに読んでいた。その夜

起こったことには、これからアデプトがアストラル体で

訪ねて来られるだろうと示すものは何もなかった。私は

特にそのようなご訪問を求めていなかったし、想像も期

待もしていなかった。戸を少し背にして読んでいたとこ

ろ、突然、右眼の右側に何が白く光っているものがある

ことに気がついた。振り向いて見ると、驚きのあまり、

本を手から落としてしまった。雲突くようなアジア人の

大男が私の前に立つていた。その方は白い服を着て、頭

のまわりに黄色い絹糸で刺繍をした、琥白色の縞のター

バンを巻いていた。ターバンの下から長い漆黒の頭髪が

肩まで垂れ下がって、黒いあごひげはインドのラージ

プート風に真ん中で分かれて、端は上のほうに巻きあげ

られ、耳を覆っていた。魂の火で生き生きと輝く目は、

慈悲深くて鋭い。それは師匠と裁判官の厳しい眼差し

だったが、忠告と指導を必要とする息子を見ている父親

の優しさで和らげられていた。精神的な強さと霊的な輝

きに満ちた、堂々とした方で、明らかに一般の人間より

もはるかに優れている存在なので、私は恥ずかしく思っ

てまるで神か神人の前にいるかのように頭を下げて膝を

突いた。その方は私の頭に軽く手を置き、強いが優しい

声で私に座るように命じた。目を上げた時、大師はテー

ブルの反対側の椅子に着いていた。大師は、私が大師を

必要としている危機に瀕しているから来たのだと言っ

て、次のことを話された。つまり、私自身の行動で私は

今の時点に達してきたこと、私と大師が今後度々会って

人類のために協力するか、しないかは私自身の意志しだ

いであること、私が望みさえすれば人類を益するこの大

きな仕事に参加することができること、今は説明しない

が、私とＨＰＢの間には不思議な絆があって、二人の間

はこれから緊張することもあるかもしれないが絆が断た

れることはないだろう、ということであった。またＨＰ

Ｂと私について、他人に話してはならないことを話され

た。大師がどれくらい長くおられたか、私にはよく分か

らない。三十分から一時間くらいであろうが、時間には

全く気がつかなかったので、一分しかたたないように感

じた。最後に大師が立ち上がられた時、私はその背の高

さに驚き、顔の輝きに気がついた。それは外から光を浴

びるようなものではなく、内なる光すなわち霊の光の柔

かな輝きであった。私には突然次のことが思い浮かんだ。

「もしかして、これは幻覚かもしれない。ＨＰＢが僕に催

眠術をかけてこれを見せたのかもしれない。本当に来ら

れたという証拠になる具体的な物を大師が残して下され

ばいいのに……」。まるで私の思いを読んでいたかのよ

うに大師はやさしく微笑み、頭に巻いていたフェター

（ターバンの一種）をほどいた。そして慈悲深い別れの

挨拶をされて、あっという間に消えてしまわれた。大師

がおかけになっていた椅子は今は空っぽだった。私は一

人感動した。だが全く一人きりではなかった。テーブル

の上には刺繍したターバンが置いてあったからである。

これは、私がサイキック的な方法でだまされたり魅せら

れたのではなく、「人類の兄上方」、愚かな我々を教えて

くださる大師方のお一人と向かい合って話した具体的な

証拠である。私はとっさにＨＰＢの寝室にとんで行き、

戸を叩いた。私は喜んで大師の話をすると、彼女は喜ん

で話を聞いてくれた。私は自分の部屋に戻ってから、夜

通し、夜が明けてもまだいろんなことを考えて決意を深

めていた。その考えと決意の中から、それ以後の私の神

智学的な活動と、神智学運動の背後にある大師方に対す

る忠誠心とが生じた。どんなつらい幻滅にも不意の

ショックにもその忠誠心を決してぐらつかせることはな

かった。そのあとも、この大師やほかの大師方とお会い

する機会に恵まれたが、前述の話で充分だから、ほかの

体験について話す必要はない。同じような体験に恵まれ

なかった人は疑うかもしれないが、私は大師方の実在に

ついて知っている。

―――――

　Ｗ・Ｔ・ブラウンという若いスコットランド人は一八八

三年八月に、神智学協会の仕事に参加して、インドに向

けて出発し、ブラヴァツキー夫人とオルコット大佐に

よって歓迎された。一一月に大佐の講演旅行に同行する

前、すでにＫＨ大使からの手紙を受け取っていた。自伝

の『我が人生』に、ＫＨ大使からのご訪問について次の

ように書く。（訳者）

　一一月一九日にラホールで、クートフーミではないか

という印象を受けた人を見た。そして二〇日の朝、誰か

が私のテントの中にいると感じて目が覚めた。人の声が

聞こえて、私の手に手紙と絹のハンカチがあることに気

がついた。手紙とハンカチは普通の方法で私の手に置か

れたのではなく、いわば何もない状態から出てくること

に私は気づいた。つまり、「磁気」の流れを感じてから、

見よ！　手紙とハンカチが「物質化」したのである。私

は起き上がって手紙を読みハンカチを調べた。訪問者は

もういなくなっていた。ハンカチは最高級の白い絹で、

大師のみ名のかしら文字ＫＨが青い糸で入っている。手

紙も青い文字で大胆な筆跡である。その内容は次の通り

である。

　プーナでダモダールがあなたに言ったことは本当であ

る。人が我々の接近のために自分の心の準備をすればす

るほど、我々はますますその人に近づいて行く。自分が

何を見たかよく分からなかった場合が度々あるが、最初

は我々をヴィジョンで見て、そのあと我々のアストラル

形体を見、最終的に短距離で我々の体を見た。今や、あ

なたは肉体での私を非常に近くで見たことになった（実

は私はうしろを振り返らなかったのでお姿を見なかっ

た）ので、個人的な体験により、自分の実在を確実に知っ

ていると同じように私の実在を知っているとお国の人達

に断言することができるであろう。神智学協会の開祖達

は人類のための仕事に身を捧げているが、あなたが同じ

大目的のために熱意をこめて働けば働くほどあなたは見

守られ報われるだろう。ハンカチはこの訪問の証拠とし

て残されている。ダモダールはラワルピンディの会員に

ついてあなたに十分に教えることができる。

ＫＨ

　ブラウンは翌年の正月七日の晩に弟子道の見習い期に

入る決意をしたが、少しの間失敗してしまい、開祖達と

疎遠になった。右の文章で、自分のテントに入って話し

かけた人を振り返って見なかったという道理にかなわぬ

ことを書くのは、おそらく、自伝を出した一八八五年に

ブラウンはマハートマ達の実在を認めようとしなかった

からであろう。ところが、『神智学の説明』というパン

フレットにはすでに次のように書いていた。（訳者）

　マハートマＫＨは生きているアデプトであり、筆者は

ラホールでマハートマと個人的にお会いし、マハートマ

のお話を伺い、マハートマのみ手に触れさえしたと言っ

ておけば十分だろう。筆者はマドラス、ラホール、カシ

ミール州のジャンムー、そして再びマドラスでマハート

マからのお手紙を受けたが、どれもみな同じ筆跡であっ

た。

ブラウンは決して悪人ではなかったが、オルコット大佐

が言った通り、彼は「感傷主義者で、この世での実際的

な仕事に向かなかった。私達の所にくる前、彼は何度も

心変わりしたし、そのあとも次々と方向を変え続けた」

（『古い日記集』三三八頁）。「神智学のマハートマ達」（本

書コ二二頁以降）でブラヴァツキーは、ブラウンとその

協力者Ｊ・ケーブルズ夫人のマハートマ達に対する批判

に答えた。（訳者）

九　モーヒニヘのロイド氏の質疑とブ
ラヴァツキー夫人の応答

問　アデプトとマハートマと呼ばれている優れた存在達

の種族が実在して神通力をもっているという証拠は何か

あるでしょうか。

答　アデプト達とマハートマ達と呼ばれている「存在達

の種族」は、私達は知らない。私達は、この第五人種時

代の人類すべてと同じ方法で世に生まれ、やがて死ぬ運

命になっているが、自制、清浄な生活、決意堅固のため

にアデプトになることができた人間を知っているだけで

ある。このようなアデプトとマハートマはよく知ってい

るが、他のものは知らない。私達がこの世で知っている

最も「優れた存在達」であり、しかも、最も智慧に富み、

心のやさしい、高潔な人間である。その方々を個人的に

知っていて、その方々の近くに住み、その方々からいろ

いろなことを学んだことのある私達にとって、その実在

の証拠は、霊的な感覚能力からだけではなく、肉体の五

感から得たものである。

　ロイド氏がヘルメスの思想を広めにチベットに行き、

キングズフォード夫人について話したとしよう。マハー

トマ方のことは西洋ではあまり知られていないが、キン

グズフォード夫人についてチベット人が知らないのはな

おさらなので、チベット人の懐疑主義者によって「アン

ナ・キングズフォード博士と呼ばれている優れた存在が

実在して透視力をもっているという証拠は何かあるで

しょうか」と聞かれたら、ロイド氏はどのように答える

だろうか。……

　マハートマが実在するかしないかという問題は、マ

ハートマの教えを受け入れない人にとってあまり重要な

ことではないだろう。その問題に関心があるのは教えを

受け入れる人だけであるが、ロイド氏はそのような人で

はない。従って単なる物好きにマハートマ達について尋

ねていると思われる。その上、マハートマ方とその教え

を確信して信頼するのに、（一部の神智学徒ができるよ

うに）反対者に面と向かって「私達はマハートマ達を個

人的に知っている」と今のところ言うことができない会

員達を、右の質問によって当惑させたり苦境に立たせた

りするという意地の悪い動機もいだいている。私はマ

ハートマ達を見たり、その近くに住んだこともあり、ロ

イド氏と彼のグルであるキングズフォード夫人の実在の

証拠を持っているのと同様に、畏敬された大師方の実在

の証拠もたくさん持っている。私はまたお聞きしたいと

思う。ロイド氏は私の目を正視して私が嘘つきだと言う

おつもりですか？　そのように私を片づけてしまったな

ら、自分のグルとクートフーミ大師に個人的に会ったこ

とのあるオルコット大佐を、同じように扱うつもりなの

でしょうか？　モーヒニやブラウン氏やダモダールやダ

ルバギリ・ナートや他の人達の多くは、時間の長さはま

ちまちでも、アストラル体ではなく生きている体での大

師方と面会する機会に恵まれたのに、その人達を皆「嘘

つき」と呼ぶつもりなのでしょうか。

一〇　「神智学のマハートマ達」

私は何年もの間そのような言明に対しては心構えをして

いたので全く驚きはしなかったものの、心から残念であ

り、本当に遺憾に思うことがあった。ロチェスター市の

『オカルト・ワード』誌で読んだ、ロチェスター市の献

身的な神智学協会会長Ｊ・ケーブルズ夫人とＷ・Ｔ・ブラ

ウン氏が共著した論説のことである。ケーブルズ夫人は、

ブラウン氏のようにマハートマと会う機会を与えられた

ことがそれまでなかったので、感情が激変するのはおそ

らく当然のことであろう。夫人は、「神智学のマハート

マ達と交信したいという熱望をずっといだいていたの

に、ついに、ヒマラヤ山脈に向かって心の目をこらして
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も無駄であるという結論に達した」と書いたが、多くの

神智学徒は同じような気持ちをもっているのは否定でき

ないことである。この嘆きが正当なものであるかどうか、

そのことの責任は、マハートマにあるのか、神智学徒達

自身にあるのかということは未解決の問題である。これ

は長年の懸案であり、今決定すべきことである。不平を

言う二人の著者は「我々には、我々を助ける能力をもっ

ていないと言っている東洋の神秘家達を追い求める必要

はない」と宣言しているからである。今述べた文章の傍

点部については慎重に調べなければならない。このこと

に関して、二、三の所見を述べさせていただきたいと思

う。

　まず初めに、その記事全体の調子は、紛れもない声明

書の調子である。数多くの聖書の表現を抜き、すべてを

煎じ詰めると、次のような供述になる。「我々は彼らの

家のドアを叩いたが、答えてはくれなかった。パンを求

めたのに石さえも拒まれた」。この非難はかなり真剣な

ものであるが、それが正当でもなく公正でもないという

ことを、私がこれから示そう。

　私は、合衆国で我が大師方の存在を最初に公にした者

であり、東洋特にインドにおいてはいまだに神聖視され

尊敬されている、あらゆる時代にいた少数の神秘家とイ

ニシエートを除けば今まで欧米には知られていなかった

「同胞団」のうちのお二方の聖なる名前を明らかにし、

その結果として神聖な御名前が好奇心や噂の種となり、

ついに、公の非難の的となったので、私は、状況全部を

説明することによって非難に反駁することが自分の義務

であると思っている。というのも、私は自分がいちばん

責任あると感じているからである。この説明はおそらく、

ある人にとって有益となろうし、他の人々の関心を引く

かもしれない。

　私が、いかなる擁護も必要としておられない方々のた

めの擁護者として出てきたのだと考えるべきではない。

単なる事実を提示し、その提示をしたあとで、状況を本

案のみで判断してもらうつもりである。受け入れられる

こともなく、「カスを常食とし」「奇妙な神々を探してい

る」と率直に述べている我が兄弟に対しては、私は逆に

率直にこう聞きたい。「あなた方がノックしたのは確か

に正しいドアであっただろうか？　かえって、旅の途中

であなた方が探していた方々の最も獰猛な敵の隠れ家に

何度も立ち寄って戸を叩き、道に迷ったのではないの

か？」我が大師方は「ねたむ神」ではなく、単に神聖な

人間である。しかし、この世の誰よりも道徳的にも知的

にも霊的にも優れている。いかに聖らかであっても、い

かに秘儀の科学に通じていても、大師方はやはり人間、

同胞団の人員であり、どの人員よりも厳しく、古くから

伝えられてきた同胞団の法律と規則に字義通り従うので

ある。そして最初から守るべき同胞団の規則のうちの一

つによれば、秘儀の守護者である方々の注意を引き、そ

の指導を得ようとして東方へ向かって旅を始める志願者

は、道をまっすぐに進まねばならない。つまり、いろん

なわき道にそれたり、自称「大師」や「左手の科学」の

先生の仲間に加わろうとしてはいけない。また志願者は、

自信をもち、信頼と忍耐を示さなければならないし、他

にも満たすべき条件はいくつかある。最初から最後まで

これらの規則すべてを守り損なった者に、大師方が助け

て下さらないと不平を言う権利があるだろうか？

　まことに、「敷居の住者は内にあり」である。

　神智学徒がいったん、チェーラか指導の志願者になり

たいと望むなら、師弟両者の間に誓いが立てられ、それ

が公式に申し出て受け入れられたものであろうと暗黙の

うちのものであろうと神聖な誓いであることを意識して

いなければならない。それは七年の見習いという絆を定

める。その期間中、志願者に数多くの人間的欠点や失敗

（書く必要もない二つのことを除く）があるとしても、

あらゆる誘惑を経て、選んだ大師（または在俗の志願者

の場合は大師方）に忠実であるなら、また、大師方の希

望と指図の下で創立された神智学協会にも同様に忠実で

あるなら、その神智学徒は○○○に入門を許され、その

あとは自由に自分のグルと交信することが許され、ある

一つの失敗を除けば、失敗や欠点は大目に見てもらえる

かもしれない。そのような失敗は未来のカルマに属する

ものであるが、現在のところは、その扱い方が大師の識

別と判断に任されているのである。その七年の間、チェー

ラに失敗や罪があるにもかかわらず、時折グルと交信し

てもよいかどうかの判断力は大師のみがもっておられ

る。すべきことをせず、すべきでないことをしたという

罪の原因については徹底的に知っているグルのみが、激

励を与えることが賢明であるか否かを判断する唯一のお

方である。グル自身が、ズールー族の野蛮人から最高の

大天使に至るまで誰も避けることはできないカルマの鉄

則に支配されており、自分によって作られた原因の重い

責任を負わなければならないので、志願者や弟子の導き

方を決める権利が与えられているのである。

　こうして、見習い期間の志願者やチェーラに要求され

る唯一の不可欠の条件は、ただ選んだ大師と大師の目的

に揺ぎなく忠実であれということである。これは必須条

件である。嫉妬の気持ちからこう求めているのではなく、

単に両者の磁力的絆がいったん切れたなら、その度に、

それを新たに確立することの難しさは倍増するからなの

である。しかも大師方は、ある人が未来にどのようなコー

スを取り、最終的にやめてしまうかなどのことを簡単に

予見できるケースがよくあるので、そのような人のため

に力を出すことは正当ではない。しかし、いわば「先取

りの特権」を期待する者にそれを授けられない時、謙虚

に自分の誤りを認めずに、大師の利己主義と不正を責め

る人がいかに多いことか。そのような人は一年に一〇回

も自分と大師とを結びつける糸を故意に引きちぎり、し

かもそのたびに、昔の絆に連れ戻してもらおうと思って

いるのである。私はある一人の神智学徒を知っている。

彼の名は伏せておこう。もっとも、彼には自分のことだ

と気づいてもらいたいのだが。彼は静かで知的な若い紳

士であり、生来の神秘家であったが、愚かな熱狂さと短

気によって大師と大師についての考えを三年に満たない

間に約六回も変えたのである。最初に彼は申し出て、見

習いとして受け入れられ、チェーラの誓いを立てた。大

師の肉体的存在を証明するいくつかの親切を施されたに

もかかわらず、約一年後に突然結婚をする考えをもった。

しかし結婚の企てに失敗するや彼は、他の方面に「大師」

を探した。そして熱狂的なバラ十字会員となった。次に、

キリスト教神秘家として神智学に戻った。そしてまた、

自分の禁欲生活を妻によって活気づけようとした。次に、

結婚の考えをやめて、心霊主義者になった。そして今は、

もう一度「チェーラとして戻してもらう」ことを申し出

たが（私は彼の手紙を持っている）、大師は沈黙したま

まであったので、彼は大師を完全に捨て、前記の声明書

の言葉でいえば、昔の「エッセネ派の大師」すなわちイ

エスの道を探し、「その方のみ名において霊を試みる」

つもりである。

　人々に敬われている『オカルト・ワード』の有能な編

集者とその秘書の言っていることは正しい。ほんの少し

の盲目的信仰さえもっていれば、だまされたり落胆した

りすることに決して遭うことのない唯一のまことの道を

選んでいたのである。彼らは言う。「道徳的に価値がな

いからといって、または、ある程度の個人的功徳を積ん

ではいないからといってみ顔を背けたりはなさらない

《悲しみの人》イエスの呼び掛けに従うことは、我々の

うち何人かの者にとっては楽しいことである」。どうし

て「み顔を背けたりはなさらない」ということが分かる

のか。人を殺した者が、最後の瞬間に彼の「救い主」の

血が自分を救ったのだと心から信じるなら、最も凶悪な

犯罪でさえ許されると教えているあの恐ろしく有害な新

教の教理を受け入れているからなのだろうか。しかしそ

れは道理にかなわない盲信以外の何であろうか。情緒主

義は哲学ではない。仏陀はまさに、そのように悪を生み

出す迷信から人々を引き離すために、長い自己犠牲的一

生を献げられたのである。あの盲信は仏陀の教えとは比

較にならない。個人的な功徳を積み、自己を忘れるから

こそ救われるのだという教義が主仏陀の教えの基石なの

である。声明書の著作家は二人とも「奇妙な神々を探し

た」のかもしれないが、そのような「神々」は我が大師

方ではなかった。二人はイエスを「三度否定し」、そし

て今「あの御方（イエス）にもう一度我等を保護しても

らうよう祈ろう」と「足に血を流し、心をひれ伏して」願っ

ているのである。「ナザレの主」は、そこまではきっと

願いを聞き入れてくださるに違いない。それでもやはり、

彼等は依然として「カスを常食」としており、その上に「盲

信」を振りかけていることだろう。しかし、このことに

関しては彼等自身が最良の裁判官であり、神智学協会で

は彼等の個人的信条に干渉する権利を誰ももっていな

い。どうか、彼等が再び落胆していつの日か我々の不惧

戴天の敵となることのないように。

（先月号のつづき）

　

　アトリヤはもう一人のアデプトのみ名。ウパーシカは

ブラヴァツキー夫人のあだ名で、優婆夷 ( ウバイ ) すな

わち在俗の女性の仏教信者を意味する。ボルグはチェー

ラか？　ジュアル・クールはＫＨ大師の愛弟子・ダモダー

ルとダルバギリ・ナートはアディヤールに住んでいた、

ＫＨ大師の見習い期の弟子。Ｍ大師が残された「客観的

な証拠」とは、現在アディヤールの記録保管所にある一

枚のターバンである。そのことについて、大佐は『古い

日記集』に次のように書いている。（訳者）

　私は全注意を本に集中して静かに読んでいた。その夜

起こったことには、これからアデプトがアストラル体で

訪ねて来られるだろうと示すものは何もなかった。私は

特にそのようなご訪問を求めていなかったし、想像も期

待もしていなかった。戸を少し背にして読んでいたとこ

ろ、突然、右眼の右側に何が白く光っているものがある

ことに気がついた。振り向いて見ると、驚きのあまり、

本を手から落としてしまった。雲突くようなアジア人の

大男が私の前に立つていた。その方は白い服を着て、頭

のまわりに黄色い絹糸で刺繍をした、琥白色の縞のター

バンを巻いていた。ターバンの下から長い漆黒の頭髪が

肩まで垂れ下がって、黒いあごひげはインドのラージ

プート風に真ん中で分かれて、端は上のほうに巻きあげ

られ、耳を覆っていた。魂の火で生き生きと輝く目は、

慈悲深くて鋭い。それは師匠と裁判官の厳しい眼差し

だったが、忠告と指導を必要とする息子を見ている父親

の優しさで和らげられていた。精神的な強さと霊的な輝

きに満ちた、堂々とした方で、明らかに一般の人間より

もはるかに優れている存在なので、私は恥ずかしく思っ

てまるで神か神人の前にいるかのように頭を下げて膝を

突いた。その方は私の頭に軽く手を置き、強いが優しい

声で私に座るように命じた。目を上げた時、大師はテー

ブルの反対側の椅子に着いていた。大師は、私が大師を

必要としている危機に瀕しているから来たのだと言っ

て、次のことを話された。つまり、私自身の行動で私は

今の時点に達してきたこと、私と大師が今後度々会って

人類のために協力するか、しないかは私自身の意志しだ

いであること、私が望みさえすれば人類を益するこの大

きな仕事に参加することができること、今は説明しない

が、私とＨＰＢの間には不思議な絆があって、二人の間

はこれから緊張することもあるかもしれないが絆が断た

れることはないだろう、ということであった。またＨＰ

Ｂと私について、他人に話してはならないことを話され

た。大師がどれくらい長くおられたか、私にはよく分か

らない。三十分から一時間くらいであろうが、時間には

全く気がつかなかったので、一分しかたたないように感

じた。最後に大師が立ち上がられた時、私はその背の高

さに驚き、顔の輝きに気がついた。それは外から光を浴

びるようなものではなく、内なる光すなわち霊の光の柔

かな輝きであった。私には突然次のことが思い浮かんだ。

「もしかして、これは幻覚かもしれない。ＨＰＢが僕に催

眠術をかけてこれを見せたのかもしれない。本当に来ら

れたという証拠になる具体的な物を大師が残して下され

ばいいのに……」。まるで私の思いを読んでいたかのよ

うに大師はやさしく微笑み、頭に巻いていたフェター

（ターバンの一種）をほどいた。そして慈悲深い別れの

挨拶をされて、あっという間に消えてしまわれた。大師

がおかけになっていた椅子は今は空っぽだった。私は一

人感動した。だが全く一人きりではなかった。テーブル

の上には刺繍したターバンが置いてあったからである。

これは、私がサイキック的な方法でだまされたり魅せら

れたのではなく、「人類の兄上方」、愚かな我々を教えて

くださる大師方のお一人と向かい合って話した具体的な

証拠である。私はとっさにＨＰＢの寝室にとんで行き、

戸を叩いた。私は喜んで大師の話をすると、彼女は喜ん

で話を聞いてくれた。私は自分の部屋に戻ってから、夜

通し、夜が明けてもまだいろんなことを考えて決意を深

めていた。その考えと決意の中から、それ以後の私の神

智学的な活動と、神智学運動の背後にある大師方に対す

る忠誠心とが生じた。どんなつらい幻滅にも不意の

ショックにもその忠誠心を決してぐらつかせることはな

かった。そのあとも、この大師やほかの大師方とお会い

する機会に恵まれたが、前述の話で充分だから、ほかの

体験について話す必要はない。同じような体験に恵まれ

なかった人は疑うかもしれないが、私は大師方の実在に

ついて知っている。

―――――

　Ｗ・Ｔ・ブラウンという若いスコットランド人は一八八

三年八月に、神智学協会の仕事に参加して、インドに向

けて出発し、ブラヴァツキー夫人とオルコット大佐に

よって歓迎された。一一月に大佐の講演旅行に同行する

前、すでにＫＨ大使からの手紙を受け取っていた。自伝

の『我が人生』に、ＫＨ大使からのご訪問について次の

ように書く。（訳者）

　一一月一九日にラホールで、クートフーミではないか

という印象を受けた人を見た。そして二〇日の朝、誰か

が私のテントの中にいると感じて目が覚めた。人の声が

聞こえて、私の手に手紙と絹のハンカチがあることに気

がついた。手紙とハンカチは普通の方法で私の手に置か

れたのではなく、いわば何もない状態から出てくること

に私は気づいた。つまり、「磁気」の流れを感じてから、

見よ！　手紙とハンカチが「物質化」したのである。私

は起き上がって手紙を読みハンカチを調べた。訪問者は

もういなくなっていた。ハンカチは最高級の白い絹で、

大師のみ名のかしら文字ＫＨが青い糸で入っている。手

紙も青い文字で大胆な筆跡である。その内容は次の通り

である。

　プーナでダモダールがあなたに言ったことは本当であ

る。人が我々の接近のために自分の心の準備をすればす

るほど、我々はますますその人に近づいて行く。自分が

何を見たかよく分からなかった場合が度々あるが、最初

は我々をヴィジョンで見て、そのあと我々のアストラル

形体を見、最終的に短距離で我々の体を見た。今や、あ

なたは肉体での私を非常に近くで見たことになった（実

は私はうしろを振り返らなかったのでお姿を見なかっ

た）ので、個人的な体験により、自分の実在を確実に知っ

ていると同じように私の実在を知っているとお国の人達

に断言することができるであろう。神智学協会の開祖達

は人類のための仕事に身を捧げているが、あなたが同じ

大目的のために熱意をこめて働けば働くほどあなたは見

守られ報われるだろう。ハンカチはこの訪問の証拠とし

て残されている。ダモダールはラワルピンディの会員に

ついてあなたに十分に教えることができる。

ＫＨ

　ブラウンは翌年の正月七日の晩に弟子道の見習い期に

入る決意をしたが、少しの間失敗してしまい、開祖達と

疎遠になった。右の文章で、自分のテントに入って話し

かけた人を振り返って見なかったという道理にかなわぬ

ことを書くのは、おそらく、自伝を出した一八八五年に

ブラウンはマハートマ達の実在を認めようとしなかった

からであろう。ところが、『神智学の説明』というパン

フレットにはすでに次のように書いていた。（訳者）

　マハートマＫＨは生きているアデプトであり、筆者は

ラホールでマハートマと個人的にお会いし、マハートマ

のお話を伺い、マハートマのみ手に触れさえしたと言っ

ておけば十分だろう。筆者はマドラス、ラホール、カシ

ミール州のジャンムー、そして再びマドラスでマハート

マからのお手紙を受けたが、どれもみな同じ筆跡であっ

た。

ブラウンは決して悪人ではなかったが、オルコット大佐

が言った通り、彼は「感傷主義者で、この世での実際的

な仕事に向かなかった。私達の所にくる前、彼は何度も

心変わりしたし、そのあとも次々と方向を変え続けた」

（『古い日記集』三三八頁）。「神智学のマハートマ達」（本

書コ二二頁以降）でブラヴァツキーは、ブラウンとその

協力者Ｊ・ケーブルズ夫人のマハートマ達に対する批判

に答えた。（訳者）

九　モーヒニヘのロイド氏の質疑とブ
ラヴァツキー夫人の応答

問　アデプトとマハートマと呼ばれている優れた存在達

の種族が実在して神通力をもっているという証拠は何か

あるでしょうか。

答　アデプト達とマハートマ達と呼ばれている「存在達

の種族」は、私達は知らない。私達は、この第五人種時

代の人類すべてと同じ方法で世に生まれ、やがて死ぬ運

命になっているが、自制、清浄な生活、決意堅固のため

にアデプトになることができた人間を知っているだけで

ある。このようなアデプトとマハートマはよく知ってい

るが、他のものは知らない。私達がこの世で知っている

最も「優れた存在達」であり、しかも、最も智慧に富み、

心のやさしい、高潔な人間である。その方々を個人的に

知っていて、その方々の近くに住み、その方々からいろ

いろなことを学んだことのある私達にとって、その実在

の証拠は、霊的な感覚能力からだけではなく、肉体の五

感から得たものである。

　ロイド氏がヘルメスの思想を広めにチベットに行き、

キングズフォード夫人について話したとしよう。マハー

トマ方のことは西洋ではあまり知られていないが、キン

グズフォード夫人についてチベット人が知らないのはな

おさらなので、チベット人の懐疑主義者によって「アン

ナ・キングズフォード博士と呼ばれている優れた存在が

実在して透視力をもっているという証拠は何かあるで

しょうか」と聞かれたら、ロイド氏はどのように答える

だろうか。……

　マハートマが実在するかしないかという問題は、マ

ハートマの教えを受け入れない人にとってあまり重要な

ことではないだろう。その問題に関心があるのは教えを

受け入れる人だけであるが、ロイド氏はそのような人で

はない。従って単なる物好きにマハートマ達について尋

ねていると思われる。その上、マハートマ方とその教え

を確信して信頼するのに、（一部の神智学徒ができるよ

うに）反対者に面と向かって「私達はマハートマ達を個

人的に知っている」と今のところ言うことができない会

員達を、右の質問によって当惑させたり苦境に立たせた

りするという意地の悪い動機もいだいている。私はマ

ハートマ達を見たり、その近くに住んだこともあり、ロ

イド氏と彼のグルであるキングズフォード夫人の実在の

証拠を持っているのと同様に、畏敬された大師方の実在

の証拠もたくさん持っている。私はまたお聞きしたいと

思う。ロイド氏は私の目を正視して私が嘘つきだと言う

おつもりですか？　そのように私を片づけてしまったな

ら、自分のグルとクートフーミ大師に個人的に会ったこ

とのあるオルコット大佐を、同じように扱うつもりなの

でしょうか？　モーヒニやブラウン氏やダモダールやダ

ルバギリ・ナートや他の人達の多くは、時間の長さはま

ちまちでも、アストラル体ではなく生きている体での大

師方と面会する機会に恵まれたのに、その人達を皆「嘘

つき」と呼ぶつもりなのでしょうか。

一〇　「神智学のマハートマ達」

私は何年もの間そのような言明に対しては心構えをして

いたので全く驚きはしなかったものの、心から残念であ

り、本当に遺憾に思うことがあった。ロチェスター市の

『オカルト・ワード』誌で読んだ、ロチェスター市の献

身的な神智学協会会長Ｊ・ケーブルズ夫人とＷ・Ｔ・ブラ

ウン氏が共著した論説のことである。ケーブルズ夫人は、

ブラウン氏のようにマハートマと会う機会を与えられた

ことがそれまでなかったので、感情が激変するのはおそ

らく当然のことであろう。夫人は、「神智学のマハート

マ達と交信したいという熱望をずっといだいていたの

に、ついに、ヒマラヤ山脈に向かって心の目をこらして
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も無駄であるという結論に達した」と書いたが、多くの

神智学徒は同じような気持ちをもっているのは否定でき

ないことである。この嘆きが正当なものであるかどうか、

そのことの責任は、マハートマにあるのか、神智学徒達

自身にあるのかということは未解決の問題である。これ

は長年の懸案であり、今決定すべきことである。不平を

言う二人の著者は「我々には、我々を助ける能力をもっ

ていないと言っている東洋の神秘家達を追い求める必要

はない」と宣言しているからである。今述べた文章の傍

点部については慎重に調べなければならない。このこと

に関して、二、三の所見を述べさせていただきたいと思

う。

　まず初めに、その記事全体の調子は、紛れもない声明

書の調子である。数多くの聖書の表現を抜き、すべてを

煎じ詰めると、次のような供述になる。「我々は彼らの

家のドアを叩いたが、答えてはくれなかった。パンを求

めたのに石さえも拒まれた」。この非難はかなり真剣な

ものであるが、それが正当でもなく公正でもないという

ことを、私がこれから示そう。

　私は、合衆国で我が大師方の存在を最初に公にした者

であり、東洋特にインドにおいてはいまだに神聖視され

尊敬されている、あらゆる時代にいた少数の神秘家とイ

ニシエートを除けば今まで欧米には知られていなかった

「同胞団」のうちのお二方の聖なる名前を明らかにし、

その結果として神聖な御名前が好奇心や噂の種となり、

ついに、公の非難の的となったので、私は、状況全部を

説明することによって非難に反駁することが自分の義務

であると思っている。というのも、私は自分がいちばん

責任あると感じているからである。この説明はおそらく、

ある人にとって有益となろうし、他の人々の関心を引く

かもしれない。

　私が、いかなる擁護も必要としておられない方々のた

めの擁護者として出てきたのだと考えるべきではない。

単なる事実を提示し、その提示をしたあとで、状況を本

案のみで判断してもらうつもりである。受け入れられる

こともなく、「カスを常食とし」「奇妙な神々を探してい

る」と率直に述べている我が兄弟に対しては、私は逆に

率直にこう聞きたい。「あなた方がノックしたのは確か

に正しいドアであっただろうか？　かえって、旅の途中

であなた方が探していた方々の最も獰猛な敵の隠れ家に

何度も立ち寄って戸を叩き、道に迷ったのではないの

か？」我が大師方は「ねたむ神」ではなく、単に神聖な

人間である。しかし、この世の誰よりも道徳的にも知的

にも霊的にも優れている。いかに聖らかであっても、い

かに秘儀の科学に通じていても、大師方はやはり人間、

同胞団の人員であり、どの人員よりも厳しく、古くから

伝えられてきた同胞団の法律と規則に字義通り従うので

ある。そして最初から守るべき同胞団の規則のうちの一

つによれば、秘儀の守護者である方々の注意を引き、そ

の指導を得ようとして東方へ向かって旅を始める志願者

は、道をまっすぐに進まねばならない。つまり、いろん

なわき道にそれたり、自称「大師」や「左手の科学」の

先生の仲間に加わろうとしてはいけない。また志願者は、

自信をもち、信頼と忍耐を示さなければならないし、他

にも満たすべき条件はいくつかある。最初から最後まで

これらの規則すべてを守り損なった者に、大師方が助け

て下さらないと不平を言う権利があるだろうか？

　まことに、「敷居の住者は内にあり」である。

　神智学徒がいったん、チェーラか指導の志願者になり

たいと望むなら、師弟両者の間に誓いが立てられ、それ

が公式に申し出て受け入れられたものであろうと暗黙の

うちのものであろうと神聖な誓いであることを意識して

いなければならない。それは七年の見習いという絆を定

める。その期間中、志願者に数多くの人間的欠点や失敗

（書く必要もない二つのことを除く）があるとしても、

あらゆる誘惑を経て、選んだ大師（または在俗の志願者

の場合は大師方）に忠実であるなら、また、大師方の希

望と指図の下で創立された神智学協会にも同様に忠実で

あるなら、その神智学徒は○○○に入門を許され、その

あとは自由に自分のグルと交信することが許され、ある

一つの失敗を除けば、失敗や欠点は大目に見てもらえる

かもしれない。そのような失敗は未来のカルマに属する

ものであるが、現在のところは、その扱い方が大師の識

別と判断に任されているのである。その七年の間、チェー

ラに失敗や罪があるにもかかわらず、時折グルと交信し

てもよいかどうかの判断力は大師のみがもっておられ

る。すべきことをせず、すべきでないことをしたという

罪の原因については徹底的に知っているグルのみが、激

励を与えることが賢明であるか否かを判断する唯一のお

方である。グル自身が、ズールー族の野蛮人から最高の

大天使に至るまで誰も避けることはできないカルマの鉄

則に支配されており、自分によって作られた原因の重い

責任を負わなければならないので、志願者や弟子の導き

方を決める権利が与えられているのである。

　こうして、見習い期間の志願者やチェーラに要求され

る唯一の不可欠の条件は、ただ選んだ大師と大師の目的

に揺ぎなく忠実であれということである。これは必須条

件である。嫉妬の気持ちからこう求めているのではなく、

単に両者の磁力的絆がいったん切れたなら、その度に、

それを新たに確立することの難しさは倍増するからなの

である。しかも大師方は、ある人が未来にどのようなコー

スを取り、最終的にやめてしまうかなどのことを簡単に

予見できるケースがよくあるので、そのような人のため

に力を出すことは正当ではない。しかし、いわば「先取

りの特権」を期待する者にそれを授けられない時、謙虚

に自分の誤りを認めずに、大師の利己主義と不正を責め

る人がいかに多いことか。そのような人は一年に一〇回

も自分と大師とを結びつける糸を故意に引きちぎり、し

かもそのたびに、昔の絆に連れ戻してもらおうと思って

いるのである。私はある一人の神智学徒を知っている。

彼の名は伏せておこう。もっとも、彼には自分のことだ

と気づいてもらいたいのだが。彼は静かで知的な若い紳

士であり、生来の神秘家であったが、愚かな熱狂さと短

気によって大師と大師についての考えを三年に満たない

間に約六回も変えたのである。最初に彼は申し出て、見

習いとして受け入れられ、チェーラの誓いを立てた。大

師の肉体的存在を証明するいくつかの親切を施されたに

もかかわらず、約一年後に突然結婚をする考えをもった。

しかし結婚の企てに失敗するや彼は、他の方面に「大師」

を探した。そして熱狂的なバラ十字会員となった。次に、

キリスト教神秘家として神智学に戻った。そしてまた、

自分の禁欲生活を妻によって活気づけようとした。次に、

結婚の考えをやめて、心霊主義者になった。そして今は、

もう一度「チェーラとして戻してもらう」ことを申し出

たが（私は彼の手紙を持っている）、大師は沈黙したま

まであったので、彼は大師を完全に捨て、前記の声明書

の言葉でいえば、昔の「エッセネ派の大師」すなわちイ

エスの道を探し、「その方のみ名において霊を試みる」

つもりである。

　人々に敬われている『オカルト・ワード』の有能な編

集者とその秘書の言っていることは正しい。ほんの少し

の盲目的信仰さえもっていれば、だまされたり落胆した

りすることに決して遭うことのない唯一のまことの道を

選んでいたのである。彼らは言う。「道徳的に価値がな

いからといって、または、ある程度の個人的功徳を積ん

ではいないからといってみ顔を背けたりはなさらない

《悲しみの人》イエスの呼び掛けに従うことは、我々の

うち何人かの者にとっては楽しいことである」。どうし

て「み顔を背けたりはなさらない」ということが分かる

のか。人を殺した者が、最後の瞬間に彼の「救い主」の

血が自分を救ったのだと心から信じるなら、最も凶悪な

犯罪でさえ許されると教えているあの恐ろしく有害な新

教の教理を受け入れているからなのだろうか。しかしそ

れは道理にかなわない盲信以外の何であろうか。情緒主

義は哲学ではない。仏陀はまさに、そのように悪を生み

出す迷信から人々を引き離すために、長い自己犠牲的一

生を献げられたのである。あの盲信は仏陀の教えとは比

較にならない。個人的な功徳を積み、自己を忘れるから

こそ救われるのだという教義が主仏陀の教えの基石なの

である。声明書の著作家は二人とも「奇妙な神々を探し

た」のかもしれないが、そのような「神々」は我が大師

方ではなかった。二人はイエスを「三度否定し」、そし

て今「あの御方（イエス）にもう一度我等を保護しても

らうよう祈ろう」と「足に血を流し、心をひれ伏して」願っ

ているのである。「ナザレの主」は、そこまではきっと

願いを聞き入れてくださるに違いない。それでもやはり、

彼等は依然として「カスを常食」としており、その上に「盲

信」を振りかけていることだろう。しかし、このことに

関しては彼等自身が最良の裁判官であり、神智学協会で

は彼等の個人的信条に干渉する権利を誰ももっていな

い。どうか、彼等が再び落胆していつの日か我々の不惧

戴天の敵となることのないように。

（先月号のつづき）

　

　アトリヤはもう一人のアデプトのみ名。ウパーシカは

ブラヴァツキー夫人のあだ名で、優婆夷 ( ウバイ ) すな

わち在俗の女性の仏教信者を意味する。ボルグはチェー

ラか？　ジュアル・クールはＫＨ大師の愛弟子・ダモダー

ルとダルバギリ・ナートはアディヤールに住んでいた、

ＫＨ大師の見習い期の弟子。Ｍ大師が残された「客観的

な証拠」とは、現在アディヤールの記録保管所にある一

枚のターバンである。そのことについて、大佐は『古い

日記集』に次のように書いている。（訳者）

　私は全注意を本に集中して静かに読んでいた。その夜

起こったことには、これからアデプトがアストラル体で

訪ねて来られるだろうと示すものは何もなかった。私は

特にそのようなご訪問を求めていなかったし、想像も期

待もしていなかった。戸を少し背にして読んでいたとこ

ろ、突然、右眼の右側に何が白く光っているものがある

ことに気がついた。振り向いて見ると、驚きのあまり、

本を手から落としてしまった。雲突くようなアジア人の

大男が私の前に立つていた。その方は白い服を着て、頭

のまわりに黄色い絹糸で刺繍をした、琥白色の縞のター

バンを巻いていた。ターバンの下から長い漆黒の頭髪が

肩まで垂れ下がって、黒いあごひげはインドのラージ

プート風に真ん中で分かれて、端は上のほうに巻きあげ

られ、耳を覆っていた。魂の火で生き生きと輝く目は、

慈悲深くて鋭い。それは師匠と裁判官の厳しい眼差し

だったが、忠告と指導を必要とする息子を見ている父親

の優しさで和らげられていた。精神的な強さと霊的な輝

きに満ちた、堂々とした方で、明らかに一般の人間より

もはるかに優れている存在なので、私は恥ずかしく思っ

てまるで神か神人の前にいるかのように頭を下げて膝を

突いた。その方は私の頭に軽く手を置き、強いが優しい

声で私に座るように命じた。目を上げた時、大師はテー

ブルの反対側の椅子に着いていた。大師は、私が大師を

必要としている危機に瀕しているから来たのだと言っ

て、次のことを話された。つまり、私自身の行動で私は

今の時点に達してきたこと、私と大師が今後度々会って

人類のために協力するか、しないかは私自身の意志しだ

いであること、私が望みさえすれば人類を益するこの大

きな仕事に参加することができること、今は説明しない

が、私とＨＰＢの間には不思議な絆があって、二人の間

はこれから緊張することもあるかもしれないが絆が断た

れることはないだろう、ということであった。またＨＰ

Ｂと私について、他人に話してはならないことを話され

た。大師がどれくらい長くおられたか、私にはよく分か

らない。三十分から一時間くらいであろうが、時間には

全く気がつかなかったので、一分しかたたないように感

じた。最後に大師が立ち上がられた時、私はその背の高

さに驚き、顔の輝きに気がついた。それは外から光を浴

びるようなものではなく、内なる光すなわち霊の光の柔

かな輝きであった。私には突然次のことが思い浮かんだ。

「もしかして、これは幻覚かもしれない。ＨＰＢが僕に催

眠術をかけてこれを見せたのかもしれない。本当に来ら

れたという証拠になる具体的な物を大師が残して下され

ばいいのに……」。まるで私の思いを読んでいたかのよ

うに大師はやさしく微笑み、頭に巻いていたフェター

（ターバンの一種）をほどいた。そして慈悲深い別れの

挨拶をされて、あっという間に消えてしまわれた。大師

がおかけになっていた椅子は今は空っぽだった。私は一

人感動した。だが全く一人きりではなかった。テーブル

の上には刺繍したターバンが置いてあったからである。

これは、私がサイキック的な方法でだまされたり魅せら

れたのではなく、「人類の兄上方」、愚かな我々を教えて

くださる大師方のお一人と向かい合って話した具体的な

証拠である。私はとっさにＨＰＢの寝室にとんで行き、

戸を叩いた。私は喜んで大師の話をすると、彼女は喜ん

で話を聞いてくれた。私は自分の部屋に戻ってから、夜

通し、夜が明けてもまだいろんなことを考えて決意を深

めていた。その考えと決意の中から、それ以後の私の神

智学的な活動と、神智学運動の背後にある大師方に対す

る忠誠心とが生じた。どんなつらい幻滅にも不意の

ショックにもその忠誠心を決してぐらつかせることはな

かった。そのあとも、この大師やほかの大師方とお会い

する機会に恵まれたが、前述の話で充分だから、ほかの

体験について話す必要はない。同じような体験に恵まれ

なかった人は疑うかもしれないが、私は大師方の実在に

ついて知っている。

―――――

　Ｗ・Ｔ・ブラウンという若いスコットランド人は一八八

三年八月に、神智学協会の仕事に参加して、インドに向

けて出発し、ブラヴァツキー夫人とオルコット大佐に

よって歓迎された。一一月に大佐の講演旅行に同行する

前、すでにＫＨ大使からの手紙を受け取っていた。自伝

の『我が人生』に、ＫＨ大使からのご訪問について次の

ように書く。（訳者）

　一一月一九日にラホールで、クートフーミではないか

という印象を受けた人を見た。そして二〇日の朝、誰か

が私のテントの中にいると感じて目が覚めた。人の声が

聞こえて、私の手に手紙と絹のハンカチがあることに気

がついた。手紙とハンカチは普通の方法で私の手に置か

れたのではなく、いわば何もない状態から出てくること

に私は気づいた。つまり、「磁気」の流れを感じてから、

見よ！　手紙とハンカチが「物質化」したのである。私

は起き上がって手紙を読みハンカチを調べた。訪問者は

もういなくなっていた。ハンカチは最高級の白い絹で、

大師のみ名のかしら文字ＫＨが青い糸で入っている。手

紙も青い文字で大胆な筆跡である。その内容は次の通り

である。

　プーナでダモダールがあなたに言ったことは本当であ

る。人が我々の接近のために自分の心の準備をすればす

るほど、我々はますますその人に近づいて行く。自分が

何を見たかよく分からなかった場合が度々あるが、最初

は我々をヴィジョンで見て、そのあと我々のアストラル

形体を見、最終的に短距離で我々の体を見た。今や、あ

なたは肉体での私を非常に近くで見たことになった（実

は私はうしろを振り返らなかったのでお姿を見なかっ

た）ので、個人的な体験により、自分の実在を確実に知っ

ていると同じように私の実在を知っているとお国の人達

に断言することができるであろう。神智学協会の開祖達

は人類のための仕事に身を捧げているが、あなたが同じ

大目的のために熱意をこめて働けば働くほどあなたは見

守られ報われるだろう。ハンカチはこの訪問の証拠とし

て残されている。ダモダールはラワルピンディの会員に

ついてあなたに十分に教えることができる。

ＫＨ

　ブラウンは翌年の正月七日の晩に弟子道の見習い期に

入る決意をしたが、少しの間失敗してしまい、開祖達と

疎遠になった。右の文章で、自分のテントに入って話し

かけた人を振り返って見なかったという道理にかなわぬ

ことを書くのは、おそらく、自伝を出した一八八五年に

ブラウンはマハートマ達の実在を認めようとしなかった

からであろう。ところが、『神智学の説明』というパン

フレットにはすでに次のように書いていた。（訳者）

　マハートマＫＨは生きているアデプトであり、筆者は

ラホールでマハートマと個人的にお会いし、マハートマ

のお話を伺い、マハートマのみ手に触れさえしたと言っ

ておけば十分だろう。筆者はマドラス、ラホール、カシ

ミール州のジャンムー、そして再びマドラスでマハート

マからのお手紙を受けたが、どれもみな同じ筆跡であっ

た。

ブラウンは決して悪人ではなかったが、オルコット大佐

が言った通り、彼は「感傷主義者で、この世での実際的

な仕事に向かなかった。私達の所にくる前、彼は何度も

心変わりしたし、そのあとも次々と方向を変え続けた」

（『古い日記集』三三八頁）。「神智学のマハートマ達」（本

書コ二二頁以降）でブラヴァツキーは、ブラウンとその

協力者Ｊ・ケーブルズ夫人のマハートマ達に対する批判

に答えた。（訳者）

九　モーヒニヘのロイド氏の質疑とブ
ラヴァツキー夫人の応答

問　アデプトとマハートマと呼ばれている優れた存在達

の種族が実在して神通力をもっているという証拠は何か

あるでしょうか。

答　アデプト達とマハートマ達と呼ばれている「存在達

の種族」は、私達は知らない。私達は、この第五人種時

代の人類すべてと同じ方法で世に生まれ、やがて死ぬ運

命になっているが、自制、清浄な生活、決意堅固のため

にアデプトになることができた人間を知っているだけで

ある。このようなアデプトとマハートマはよく知ってい

るが、他のものは知らない。私達がこの世で知っている

最も「優れた存在達」であり、しかも、最も智慧に富み、

心のやさしい、高潔な人間である。その方々を個人的に

知っていて、その方々の近くに住み、その方々からいろ

いろなことを学んだことのある私達にとって、その実在

の証拠は、霊的な感覚能力からだけではなく、肉体の五

感から得たものである。

　ロイド氏がヘルメスの思想を広めにチベットに行き、

キングズフォード夫人について話したとしよう。マハー

トマ方のことは西洋ではあまり知られていないが、キン

グズフォード夫人についてチベット人が知らないのはな

おさらなので、チベット人の懐疑主義者によって「アン

ナ・キングズフォード博士と呼ばれている優れた存在が

実在して透視力をもっているという証拠は何かあるで

しょうか」と聞かれたら、ロイド氏はどのように答える

だろうか。……

　マハートマが実在するかしないかという問題は、マ

ハートマの教えを受け入れない人にとってあまり重要な

ことではないだろう。その問題に関心があるのは教えを

受け入れる人だけであるが、ロイド氏はそのような人で

はない。従って単なる物好きにマハートマ達について尋

ねていると思われる。その上、マハートマ方とその教え

を確信して信頼するのに、（一部の神智学徒ができるよ

うに）反対者に面と向かって「私達はマハートマ達を個

人的に知っている」と今のところ言うことができない会

員達を、右の質問によって当惑させたり苦境に立たせた

りするという意地の悪い動機もいだいている。私はマ

ハートマ達を見たり、その近くに住んだこともあり、ロ

イド氏と彼のグルであるキングズフォード夫人の実在の

証拠を持っているのと同様に、畏敬された大師方の実在

の証拠もたくさん持っている。私はまたお聞きしたいと

思う。ロイド氏は私の目を正視して私が嘘つきだと言う

おつもりですか？　そのように私を片づけてしまったな

ら、自分のグルとクートフーミ大師に個人的に会ったこ

とのあるオルコット大佐を、同じように扱うつもりなの

でしょうか？　モーヒニやブラウン氏やダモダールやダ

ルバギリ・ナートや他の人達の多くは、時間の長さはま

ちまちでも、アストラル体ではなく生きている体での大

師方と面会する機会に恵まれたのに、その人達を皆「嘘

つき」と呼ぶつもりなのでしょうか。

一〇　「神智学のマハートマ達」

私は何年もの間そのような言明に対しては心構えをして

いたので全く驚きはしなかったものの、心から残念であ

り、本当に遺憾に思うことがあった。ロチェスター市の

『オカルト・ワード』誌で読んだ、ロチェスター市の献

身的な神智学協会会長Ｊ・ケーブルズ夫人とＷ・Ｔ・ブラ

ウン氏が共著した論説のことである。ケーブルズ夫人は、

ブラウン氏のようにマハートマと会う機会を与えられた

ことがそれまでなかったので、感情が激変するのはおそ

らく当然のことであろう。夫人は、「神智学のマハート

マ達と交信したいという熱望をずっといだいていたの

に、ついに、ヒマラヤ山脈に向かって心の目をこらして
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も無駄であるという結論に達した」と書いたが、多くの

神智学徒は同じような気持ちをもっているのは否定でき

ないことである。この嘆きが正当なものであるかどうか、

そのことの責任は、マハートマにあるのか、神智学徒達

自身にあるのかということは未解決の問題である。これ

は長年の懸案であり、今決定すべきことである。不平を

言う二人の著者は「我々には、我々を助ける能力をもっ

ていないと言っている東洋の神秘家達を追い求める必要

はない」と宣言しているからである。今述べた文章の傍

点部については慎重に調べなければならない。このこと

に関して、二、三の所見を述べさせていただきたいと思

う。

　まず初めに、その記事全体の調子は、紛れもない声明

書の調子である。数多くの聖書の表現を抜き、すべてを

煎じ詰めると、次のような供述になる。「我々は彼らの

家のドアを叩いたが、答えてはくれなかった。パンを求

めたのに石さえも拒まれた」。この非難はかなり真剣な

ものであるが、それが正当でもなく公正でもないという

ことを、私がこれから示そう。

　私は、合衆国で我が大師方の存在を最初に公にした者

であり、東洋特にインドにおいてはいまだに神聖視され

尊敬されている、あらゆる時代にいた少数の神秘家とイ

ニシエートを除けば今まで欧米には知られていなかった

「同胞団」のうちのお二方の聖なる名前を明らかにし、

その結果として神聖な御名前が好奇心や噂の種となり、

ついに、公の非難の的となったので、私は、状況全部を

説明することによって非難に反駁することが自分の義務

であると思っている。というのも、私は自分がいちばん

責任あると感じているからである。この説明はおそらく、

ある人にとって有益となろうし、他の人々の関心を引く

かもしれない。

　私が、いかなる擁護も必要としておられない方々のた

めの擁護者として出てきたのだと考えるべきではない。

単なる事実を提示し、その提示をしたあとで、状況を本

案のみで判断してもらうつもりである。受け入れられる

こともなく、「カスを常食とし」「奇妙な神々を探してい

る」と率直に述べている我が兄弟に対しては、私は逆に

率直にこう聞きたい。「あなた方がノックしたのは確か

に正しいドアであっただろうか？　かえって、旅の途中

であなた方が探していた方々の最も獰猛な敵の隠れ家に

何度も立ち寄って戸を叩き、道に迷ったのではないの

か？」我が大師方は「ねたむ神」ではなく、単に神聖な

人間である。しかし、この世の誰よりも道徳的にも知的

にも霊的にも優れている。いかに聖らかであっても、い

かに秘儀の科学に通じていても、大師方はやはり人間、

同胞団の人員であり、どの人員よりも厳しく、古くから

伝えられてきた同胞団の法律と規則に字義通り従うので

ある。そして最初から守るべき同胞団の規則のうちの一

つによれば、秘儀の守護者である方々の注意を引き、そ

の指導を得ようとして東方へ向かって旅を始める志願者

は、道をまっすぐに進まねばならない。つまり、いろん

なわき道にそれたり、自称「大師」や「左手の科学」の

先生の仲間に加わろうとしてはいけない。また志願者は、

自信をもち、信頼と忍耐を示さなければならないし、他

にも満たすべき条件はいくつかある。最初から最後まで

これらの規則すべてを守り損なった者に、大師方が助け

て下さらないと不平を言う権利があるだろうか？

　まことに、「敷居の住者は内にあり」である。

　神智学徒がいったん、チェーラか指導の志願者になり

たいと望むなら、師弟両者の間に誓いが立てられ、それ

が公式に申し出て受け入れられたものであろうと暗黙の

うちのものであろうと神聖な誓いであることを意識して

いなければならない。それは七年の見習いという絆を定

める。その期間中、志願者に数多くの人間的欠点や失敗

（書く必要もない二つのことを除く）があるとしても、

あらゆる誘惑を経て、選んだ大師（または在俗の志願者

の場合は大師方）に忠実であるなら、また、大師方の希

望と指図の下で創立された神智学協会にも同様に忠実で

あるなら、その神智学徒は○○○に入門を許され、その

あとは自由に自分のグルと交信することが許され、ある

一つの失敗を除けば、失敗や欠点は大目に見てもらえる

かもしれない。そのような失敗は未来のカルマに属する

ものであるが、現在のところは、その扱い方が大師の識

別と判断に任されているのである。その七年の間、チェー

ラに失敗や罪があるにもかかわらず、時折グルと交信し

てもよいかどうかの判断力は大師のみがもっておられ

る。すべきことをせず、すべきでないことをしたという

罪の原因については徹底的に知っているグルのみが、激

励を与えることが賢明であるか否かを判断する唯一のお

方である。グル自身が、ズールー族の野蛮人から最高の

大天使に至るまで誰も避けることはできないカルマの鉄

則に支配されており、自分によって作られた原因の重い

責任を負わなければならないので、志願者や弟子の導き

方を決める権利が与えられているのである。

　こうして、見習い期間の志願者やチェーラに要求され

る唯一の不可欠の条件は、ただ選んだ大師と大師の目的

に揺ぎなく忠実であれということである。これは必須条

件である。嫉妬の気持ちからこう求めているのではなく、

単に両者の磁力的絆がいったん切れたなら、その度に、

それを新たに確立することの難しさは倍増するからなの

である。しかも大師方は、ある人が未来にどのようなコー

スを取り、最終的にやめてしまうかなどのことを簡単に

予見できるケースがよくあるので、そのような人のため

に力を出すことは正当ではない。しかし、いわば「先取

りの特権」を期待する者にそれを授けられない時、謙虚

に自分の誤りを認めずに、大師の利己主義と不正を責め

る人がいかに多いことか。そのような人は一年に一〇回

も自分と大師とを結びつける糸を故意に引きちぎり、し

かもそのたびに、昔の絆に連れ戻してもらおうと思って

いるのである。私はある一人の神智学徒を知っている。

彼の名は伏せておこう。もっとも、彼には自分のことだ

と気づいてもらいたいのだが。彼は静かで知的な若い紳

士であり、生来の神秘家であったが、愚かな熱狂さと短

気によって大師と大師についての考えを三年に満たない

間に約六回も変えたのである。最初に彼は申し出て、見

習いとして受け入れられ、チェーラの誓いを立てた。大

師の肉体的存在を証明するいくつかの親切を施されたに

もかかわらず、約一年後に突然結婚をする考えをもった。

しかし結婚の企てに失敗するや彼は、他の方面に「大師」

を探した。そして熱狂的なバラ十字会員となった。次に、

キリスト教神秘家として神智学に戻った。そしてまた、

自分の禁欲生活を妻によって活気づけようとした。次に、

結婚の考えをやめて、心霊主義者になった。そして今は、

もう一度「チェーラとして戻してもらう」ことを申し出

たが（私は彼の手紙を持っている）、大師は沈黙したま

まであったので、彼は大師を完全に捨て、前記の声明書

の言葉でいえば、昔の「エッセネ派の大師」すなわちイ

エスの道を探し、「その方のみ名において霊を試みる」

つもりである。

　人々に敬われている『オカルト・ワード』の有能な編

集者とその秘書の言っていることは正しい。ほんの少し

の盲目的信仰さえもっていれば、だまされたり落胆した

りすることに決して遭うことのない唯一のまことの道を

選んでいたのである。彼らは言う。「道徳的に価値がな

いからといって、または、ある程度の個人的功徳を積ん

ではいないからといってみ顔を背けたりはなさらない

《悲しみの人》イエスの呼び掛けに従うことは、我々の

うち何人かの者にとっては楽しいことである」。どうし

て「み顔を背けたりはなさらない」ということが分かる

のか。人を殺した者が、最後の瞬間に彼の「救い主」の

血が自分を救ったのだと心から信じるなら、最も凶悪な

犯罪でさえ許されると教えているあの恐ろしく有害な新

教の教理を受け入れているからなのだろうか。しかしそ

れは道理にかなわない盲信以外の何であろうか。情緒主

義は哲学ではない。仏陀はまさに、そのように悪を生み

出す迷信から人々を引き離すために、長い自己犠牲的一

生を献げられたのである。あの盲信は仏陀の教えとは比

較にならない。個人的な功徳を積み、自己を忘れるから

こそ救われるのだという教義が主仏陀の教えの基石なの

である。声明書の著作家は二人とも「奇妙な神々を探し

た」のかもしれないが、そのような「神々」は我が大師

方ではなかった。二人はイエスを「三度否定し」、そし

て今「あの御方（イエス）にもう一度我等を保護しても

らうよう祈ろう」と「足に血を流し、心をひれ伏して」願っ

ているのである。「ナザレの主」は、そこまではきっと

願いを聞き入れてくださるに違いない。それでもやはり、

彼等は依然として「カスを常食」としており、その上に「盲

信」を振りかけていることだろう。しかし、このことに

関しては彼等自身が最良の裁判官であり、神智学協会で

は彼等の個人的信条に干渉する権利を誰ももっていな

い。どうか、彼等が再び落胆していつの日か我々の不惧

戴天の敵となることのないように。

（先月号のつづき）

　

　アトリヤはもう一人のアデプトのみ名。ウパーシカは

ブラヴァツキー夫人のあだ名で、優婆夷 ( ウバイ ) すな

わち在俗の女性の仏教信者を意味する。ボルグはチェー

ラか？　ジュアル・クールはＫＨ大師の愛弟子・ダモダー

ルとダルバギリ・ナートはアディヤールに住んでいた、

ＫＨ大師の見習い期の弟子。Ｍ大師が残された「客観的

な証拠」とは、現在アディヤールの記録保管所にある一

枚のターバンである。そのことについて、大佐は『古い

日記集』に次のように書いている。（訳者）

　私は全注意を本に集中して静かに読んでいた。その夜

起こったことには、これからアデプトがアストラル体で

訪ねて来られるだろうと示すものは何もなかった。私は

特にそのようなご訪問を求めていなかったし、想像も期

待もしていなかった。戸を少し背にして読んでいたとこ

ろ、突然、右眼の右側に何が白く光っているものがある

ことに気がついた。振り向いて見ると、驚きのあまり、

本を手から落としてしまった。雲突くようなアジア人の

大男が私の前に立つていた。その方は白い服を着て、頭

のまわりに黄色い絹糸で刺繍をした、琥白色の縞のター

バンを巻いていた。ターバンの下から長い漆黒の頭髪が

肩まで垂れ下がって、黒いあごひげはインドのラージ

プート風に真ん中で分かれて、端は上のほうに巻きあげ

られ、耳を覆っていた。魂の火で生き生きと輝く目は、

慈悲深くて鋭い。それは師匠と裁判官の厳しい眼差し

だったが、忠告と指導を必要とする息子を見ている父親

の優しさで和らげられていた。精神的な強さと霊的な輝

きに満ちた、堂々とした方で、明らかに一般の人間より

もはるかに優れている存在なので、私は恥ずかしく思っ

てまるで神か神人の前にいるかのように頭を下げて膝を

突いた。その方は私の頭に軽く手を置き、強いが優しい

声で私に座るように命じた。目を上げた時、大師はテー

ブルの反対側の椅子に着いていた。大師は、私が大師を

必要としている危機に瀕しているから来たのだと言っ

て、次のことを話された。つまり、私自身の行動で私は

今の時点に達してきたこと、私と大師が今後度々会って

人類のために協力するか、しないかは私自身の意志しだ

いであること、私が望みさえすれば人類を益するこの大

きな仕事に参加することができること、今は説明しない

が、私とＨＰＢの間には不思議な絆があって、二人の間

はこれから緊張することもあるかもしれないが絆が断た

れることはないだろう、ということであった。またＨＰ

Ｂと私について、他人に話してはならないことを話され

た。大師がどれくらい長くおられたか、私にはよく分か

らない。三十分から一時間くらいであろうが、時間には

全く気がつかなかったので、一分しかたたないように感

じた。最後に大師が立ち上がられた時、私はその背の高

さに驚き、顔の輝きに気がついた。それは外から光を浴

びるようなものではなく、内なる光すなわち霊の光の柔

かな輝きであった。私には突然次のことが思い浮かんだ。

「もしかして、これは幻覚かもしれない。ＨＰＢが僕に催

眠術をかけてこれを見せたのかもしれない。本当に来ら

れたという証拠になる具体的な物を大師が残して下され

ばいいのに……」。まるで私の思いを読んでいたかのよ

うに大師はやさしく微笑み、頭に巻いていたフェター

（ターバンの一種）をほどいた。そして慈悲深い別れの

挨拶をされて、あっという間に消えてしまわれた。大師

がおかけになっていた椅子は今は空っぽだった。私は一

人感動した。だが全く一人きりではなかった。テーブル

の上には刺繍したターバンが置いてあったからである。

これは、私がサイキック的な方法でだまされたり魅せら

れたのではなく、「人類の兄上方」、愚かな我々を教えて

くださる大師方のお一人と向かい合って話した具体的な

証拠である。私はとっさにＨＰＢの寝室にとんで行き、

戸を叩いた。私は喜んで大師の話をすると、彼女は喜ん

で話を聞いてくれた。私は自分の部屋に戻ってから、夜

通し、夜が明けてもまだいろんなことを考えて決意を深

めていた。その考えと決意の中から、それ以後の私の神

智学的な活動と、神智学運動の背後にある大師方に対す

る忠誠心とが生じた。どんなつらい幻滅にも不意の

ショックにもその忠誠心を決してぐらつかせることはな

かった。そのあとも、この大師やほかの大師方とお会い

する機会に恵まれたが、前述の話で充分だから、ほかの

体験について話す必要はない。同じような体験に恵まれ

なかった人は疑うかもしれないが、私は大師方の実在に

ついて知っている。

―――――

　Ｗ・Ｔ・ブラウンという若いスコットランド人は一八八

三年八月に、神智学協会の仕事に参加して、インドに向

けて出発し、ブラヴァツキー夫人とオルコット大佐に

よって歓迎された。一一月に大佐の講演旅行に同行する

前、すでにＫＨ大使からの手紙を受け取っていた。自伝

の『我が人生』に、ＫＨ大使からのご訪問について次の

ように書く。（訳者）

　一一月一九日にラホールで、クートフーミではないか

という印象を受けた人を見た。そして二〇日の朝、誰か

が私のテントの中にいると感じて目が覚めた。人の声が

聞こえて、私の手に手紙と絹のハンカチがあることに気

がついた。手紙とハンカチは普通の方法で私の手に置か

れたのではなく、いわば何もない状態から出てくること

に私は気づいた。つまり、「磁気」の流れを感じてから、

見よ！　手紙とハンカチが「物質化」したのである。私

は起き上がって手紙を読みハンカチを調べた。訪問者は

もういなくなっていた。ハンカチは最高級の白い絹で、

大師のみ名のかしら文字ＫＨが青い糸で入っている。手

紙も青い文字で大胆な筆跡である。その内容は次の通り

である。

　プーナでダモダールがあなたに言ったことは本当であ

る。人が我々の接近のために自分の心の準備をすればす

るほど、我々はますますその人に近づいて行く。自分が

何を見たかよく分からなかった場合が度々あるが、最初

は我々をヴィジョンで見て、そのあと我々のアストラル

形体を見、最終的に短距離で我々の体を見た。今や、あ

なたは肉体での私を非常に近くで見たことになった（実

は私はうしろを振り返らなかったのでお姿を見なかっ

た）ので、個人的な体験により、自分の実在を確実に知っ

ていると同じように私の実在を知っているとお国の人達

に断言することができるであろう。神智学協会の開祖達

は人類のための仕事に身を捧げているが、あなたが同じ

大目的のために熱意をこめて働けば働くほどあなたは見

守られ報われるだろう。ハンカチはこの訪問の証拠とし

て残されている。ダモダールはラワルピンディの会員に

ついてあなたに十分に教えることができる。

ＫＨ

　ブラウンは翌年の正月七日の晩に弟子道の見習い期に

入る決意をしたが、少しの間失敗してしまい、開祖達と

疎遠になった。右の文章で、自分のテントに入って話し

かけた人を振り返って見なかったという道理にかなわぬ

ことを書くのは、おそらく、自伝を出した一八八五年に

ブラウンはマハートマ達の実在を認めようとしなかった

からであろう。ところが、『神智学の説明』というパン

フレットにはすでに次のように書いていた。（訳者）

　マハートマＫＨは生きているアデプトであり、筆者は

ラホールでマハートマと個人的にお会いし、マハートマ

のお話を伺い、マハートマのみ手に触れさえしたと言っ

ておけば十分だろう。筆者はマドラス、ラホール、カシ

ミール州のジャンムー、そして再びマドラスでマハート

マからのお手紙を受けたが、どれもみな同じ筆跡であっ

た。

ブラウンは決して悪人ではなかったが、オルコット大佐

が言った通り、彼は「感傷主義者で、この世での実際的

な仕事に向かなかった。私達の所にくる前、彼は何度も

心変わりしたし、そのあとも次々と方向を変え続けた」

（『古い日記集』三三八頁）。「神智学のマハートマ達」（本

書コ二二頁以降）でブラヴァツキーは、ブラウンとその

協力者Ｊ・ケーブルズ夫人のマハートマ達に対する批判

に答えた。（訳者）

九　モーヒニヘのロイド氏の質疑とブ
ラヴァツキー夫人の応答

問　アデプトとマハートマと呼ばれている優れた存在達

の種族が実在して神通力をもっているという証拠は何か

あるでしょうか。

答　アデプト達とマハートマ達と呼ばれている「存在達

の種族」は、私達は知らない。私達は、この第五人種時

代の人類すべてと同じ方法で世に生まれ、やがて死ぬ運

命になっているが、自制、清浄な生活、決意堅固のため

にアデプトになることができた人間を知っているだけで

ある。このようなアデプトとマハートマはよく知ってい

るが、他のものは知らない。私達がこの世で知っている

最も「優れた存在達」であり、しかも、最も智慧に富み、

心のやさしい、高潔な人間である。その方々を個人的に

知っていて、その方々の近くに住み、その方々からいろ

いろなことを学んだことのある私達にとって、その実在

の証拠は、霊的な感覚能力からだけではなく、肉体の五

感から得たものである。

　ロイド氏がヘルメスの思想を広めにチベットに行き、

キングズフォード夫人について話したとしよう。マハー

トマ方のことは西洋ではあまり知られていないが、キン

グズフォード夫人についてチベット人が知らないのはな

おさらなので、チベット人の懐疑主義者によって「アン

ナ・キングズフォード博士と呼ばれている優れた存在が

実在して透視力をもっているという証拠は何かあるで

しょうか」と聞かれたら、ロイド氏はどのように答える

だろうか。……

　マハートマが実在するかしないかという問題は、マ

ハートマの教えを受け入れない人にとってあまり重要な

ことではないだろう。その問題に関心があるのは教えを

受け入れる人だけであるが、ロイド氏はそのような人で

はない。従って単なる物好きにマハートマ達について尋

ねていると思われる。その上、マハートマ方とその教え

を確信して信頼するのに、（一部の神智学徒ができるよ

うに）反対者に面と向かって「私達はマハートマ達を個

人的に知っている」と今のところ言うことができない会

員達を、右の質問によって当惑させたり苦境に立たせた

りするという意地の悪い動機もいだいている。私はマ

ハートマ達を見たり、その近くに住んだこともあり、ロ

イド氏と彼のグルであるキングズフォード夫人の実在の

証拠を持っているのと同様に、畏敬された大師方の実在

の証拠もたくさん持っている。私はまたお聞きしたいと

思う。ロイド氏は私の目を正視して私が嘘つきだと言う

おつもりですか？　そのように私を片づけてしまったな

ら、自分のグルとクートフーミ大師に個人的に会ったこ

とのあるオルコット大佐を、同じように扱うつもりなの

でしょうか？　モーヒニやブラウン氏やダモダールやダ

ルバギリ・ナートや他の人達の多くは、時間の長さはま

ちまちでも、アストラル体ではなく生きている体での大

師方と面会する機会に恵まれたのに、その人達を皆「嘘

つき」と呼ぶつもりなのでしょうか。

一〇　「神智学のマハートマ達」

私は何年もの間そのような言明に対しては心構えをして

いたので全く驚きはしなかったものの、心から残念であ

り、本当に遺憾に思うことがあった。ロチェスター市の

『オカルト・ワード』誌で読んだ、ロチェスター市の献

身的な神智学協会会長Ｊ・ケーブルズ夫人とＷ・Ｔ・ブラ

ウン氏が共著した論説のことである。ケーブルズ夫人は、

ブラウン氏のようにマハートマと会う機会を与えられた

ことがそれまでなかったので、感情が激変するのはおそ

らく当然のことであろう。夫人は、「神智学のマハート

マ達と交信したいという熱望をずっといだいていたの

に、ついに、ヒマラヤ山脈に向かって心の目をこらして



神智学協会日本ロッジ　勉強会のお知らせ

月一回程度勉強会をオンラインで行っております。会員の参加費は無料です。勉強会の日程はメールでお知らせして

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

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

ド・アディヤールの日本支部です。神智学協会ニッポン・ロッジは、神智学協会の目的の遂行と神智学協会が提唱す

る神智学の教えの普及活動を行っています。

神智学協会の目的

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

⑵ 比較宗教、比較哲学、比較科学の研究を促進すること。

⑶ 未だ解明されない自然の法則と人間に潜在する能力を調査研究すること。

神智学協会の会員

⑴ 神智学協会日本ロッジの会員は、神智学協会国際本部の会員名簿に登録されます。

⑵ 神智学協会日本ロッジの会員制度は１年ごとの会費納入によって更新されます。
⑶ 神智学協会日本ロッジの会員は、会報誌『テオソフィア』の配布を受けます。

神智学協会日本ロッジ　ご案内

神智学協会日本ロッジでは、神智学の教えを普及するために会の活動を支援することを目的として、支援基金を設立

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

【銀行振込によるご入金口座】　

ゆうちょ銀行　〇〇八支店（ゼロゼロハチ）

口座番号：普通預金98936871

口座名義：神智学協会ニッポン・ロッジ

【他の金融機関からご入金する場合】

ゆうちょ銀行　○○八支店（ゼロゼロハチ）

口座番号：普通9893687

口座名義：神智学協会ニッポン・ロッジ

支援基金

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

は、メールにてお願いいたします。【Email】info@theosophy.jp　【編集部】岡本

会報誌について
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