
エリファス レヴィによるタロットの
説明

タロットの説明
This hieroglyphic book is composed of a kabbalistic alphabet, and of a 
wheel or circle of four decades, distinguished by four symbolical and 
typical figures, each having for its radius a scale of four progressive 
figures, which represent Humanity:
象徴的な書タロットは、カバラのアルファベットである 22 文字のヘブライ
文字、4 組の 10 つ 1 組の車輪または輪、4 つの象徴と車輪の輻である人性を
表す進歩的な 4 つの人物札の組み合わせで構成されている。



タロットの大アルカナの説明
the twenty-two keys of the Tarot are the twenty-two letters of the 
primitive kabbalistic alphabet,
タロットの(大アルカナの)22 の鍵は、最初のカバラ的なアルファベットであ
るヘブライ文字の 22 文字である。
The twenty-two figures of the alphabet represent, in the first place, the 
thirteen dogmas, and secondly, the nine beliefs authorised by that Jewish
religion which is so strong and so firmly established in the highest reason.
タロットの 1 ページ目から 13 ページ目は 13 の考えを表す。タロットの 14
ページ目から 22 ページ目は無上の論理で強く確固として確立されたヘブラ
イ人の神の教えが認める 9 つの信仰を表す。



1
1
א

アレフ
A
A
THE CANDIDATE
修行者
DISCIPLINA
修行
ENSOPH
普遍
KETER
王冠
PREPARATIONS
用意
Being, mind, man, or God;
存在、精神、人、神。
the comprehensible object;
理解可能なもの。
unity, mother of numbers, the first substance.
唯一性、数の母、第一質料。
All these ideas are hieroglyphically expressed by the figure of the 
JUGGLER.
魔術師の姿で全ての上記の概念は象徴的に表される。
His body and arms form the letter aleph,



魔術師の胴体と腕は文字アレフの形に成っている。
round his head there is a nimbus in the form of ∞,
魔術師の頭のまわりには∞の形の後光が存在する。
the emblem of life and the universal spirit;
∞の形は命と普遍の聖霊の象徴である。
in front of him are swords, cups, and pantacles,
魔術師の前には剣、杯、万能章が存在する。
and he uplifts the miraculous rod towards heaven.
魔術師は奇跡の杖を天に向かってかかげている。
He has a youthful figure and curly hair, like Apollo or Mercury;
魔術師はアポロンやメルクリウスの様に若い姿の巻き毛である。
the smile of confidence is on his lips,
魔術師の口元には確信の笑みがうかんでいる。
and the look of intelligence in his eyes.
魔術師の目には知力が見える。
On the first page of the Book of Hermes the adept is depicted
ヘルメスの書タロットの最初のページには達道者が描かれている。ヘルメス
の書タロットの最初のページには魔術師が描かれている。
with a large hat, which, if turned down, would conceal his entire head.
魔術師は大きなぼうしをかぶっている。ぼうしを下げたら、頭全てを隠すで
あろう。
One hand is extended towards heaven, which he seems to command with 
his rod,
魔術師は左手に杖を持ち天へ向けて伸ばしている。魔術師は杖で命令してい
る様に見える。
while the other is placed upon his breast;
魔術師は右手を胸の上に置いている。



before him are the chief symbols or instruments of science, and he has 
others hidden in a juggler's wallet.
魔術師は主な象徴または自然科学の道具を前に置いている。魔術師は残りを
手品師の袋の中に隠している。
His body and arms form the letter Aleph,
魔術師の胴体と両腕は文字アレフの形をしている。
the first of the alphabet
文字アレフはヘブライ文字のアルファベットの最初の文字である。
which the Jews borrowed from the Egyptians;
ヘブライ人はアルファベットの最初の文字をエジプト人から取り入れた。
The magus uplifts one hand towards heaven and points down the other to
earth, and he says: "Above, immensity: Below, immensity still! Immensity 
equals immensity."-
魔術師は左手を天へ向けてかかげ右手で地を指さし「上に無限。下に無限！
無限は無限である。上の無限は下の無限と等しい。」と話す。
This is true in things seen as in things unseen.
「上に無限。下に無限！無限は無限である。上の無限は下の無限と等し
い。」は見えないもので真実である様に見えるもので真実である。
The first letter in the alphabet of the sacred language, Aleph, א, represents
a man extending one hand towards heaven and the other to earth.
神の言葉のアルファベットであるヘブライ文字の最初の文字アレフは左手を
天へ向けて伸ばし右手を地へ向けて伸ばしている人を表す。
It is an expression of the active principle in everything;
アレフは全てのものの中の自発的な原理を表す。
it is creation in heaven corresponding to the omnipotence of the word 
below.



アレフは下における言葉の全能性に対応する上における創造を表す。アレフ
は地上における言葉の全能性に対応する天における創造を表す。
This letter is a pantacle in itself,
文字アレフは万能章である。
that is, a character expressing the universal science.
文字アレフは普遍の知を表す。
It is supplementary to the sacred signs of the Macrocosm and the 
Microcosm;
文字アレフは大宇宙の神聖な象徴と小宇宙の神聖な象徴を補う。文字アレフ
は世界の神聖な象徴と人の神聖な象徴を補う。
it explains the masonic double-triangle and the five-pointed blazing star;
文字アレフはメーソンの二重の三角形と燃える五芒星を説明する。文字アレ
フは六芒星と五芒星を説明する。
Thus, Figure I., entitled the Buffoon, represents the active principle in the 
economy of divine and human autotelia.
タロットの 1 ページ目には魔術師と記されている。タロットの 1 ページ目、
魔術師は神性と人の自己目的における自発的な原理を表す。
1. The Juggler, or Magus.
1。魔術師。
1. Kether. The Crown, the equilibrating power.
1。王冠。つり合わせる力。
 Aleph.- He beholds God face to face, without dying, and converses א
familiarly with the seven genii who command the entire celestial army,
アレフ。友の様に顔と顔を合わせて神を見ても死なない。全ての天の軍に命
令する 7つの霊と親しく話す。
.A conscious, active cause in all we see א 1
1。アレフ。自意識。全ての見えるものの中の自発的な原因。



2
2
ב

ベト
B
B
THE PILLARS OF THE TEMPLE
神殿の 2 つの柱
CHOCHMAH
知慮
DOMUS
家
GNOSIS
グノーシス、認知
MAGICAL EQUILIBRIUM
魔術的なつり合い
The house of God and man, the sanctuary, the law, the Gnosis, Kabbalah, 
the occult church, the duad, wife, mother.
神と人の家、祭司だけの聖所、法、グノーシス、カバラ、隠された教会、2
つ 1 組、妻、母。
Hieroglpyh of the Tarot, THE FEMALE POPE;
女性の法王がタロットの 2 ページ目には描かれている。
a woman crowned with a tiara,
法王の三重の王冠をかぶっている女性がタロットの 2 ページ目には描かれて
いる。
wearing the horns of the Moon and Isis,



女性の法王は月とイシスの角をかぶっている。
her head enveloped in a mantle,
女性の法王の頭はマントで隠されている。
the solar cross on her breast,
女性の法王の胸の上には太陽の十字が存在する。
and holding a book on her knees,
女性の法王はひざの上に本を持っている。
which she conceals with her mantle.
女性の法王は本をマントで隠している。
A protestant author of a pretended history of Pope Joan has met with, and
used, for good or bad, in the interest of his thesis, two curious and ancient
figures of the female pope or sovereign priestess of the Tarot.
女性の法王ヨハンナの歴史を偽ったプロテスタントの作者は結果はさておき
論文のためにタロットの女性の法王または女性の祭司の王者の 2枚の好奇心
をそそる古代の絵に出会い利用した。
These two figures ascribe to her all the attributes of Isis;
上記の 2枚の絵はイシスの全ての特性を女性の法王に帰している。
in one she is carrying and caressing her son Horus;
上記の 2枚の絵の一方の絵には息子のホルスを持ち抱いているイシスが描か
れている。
in the other,
上記の 2枚の絵の他方の絵には女性の祭司が描かれている。
she has long and thin hair;
女性の祭司は細長い髪をしている。
she is seated between the two pillars of the duad,
女性の祭司は 2 つ 1 組の 2 つの柱の間にイスに座っている。
has a sun with four rays on her breast,



女性の祭司は胸の上に 4 つの光線の太陽の十字を持っている。
places one hand upon a book,
女性の祭司は一方の手に本を置いている。
and makes the sign of sacerdotal esotericism with the other- that is to say,
she uplifts three fingers only, the two others being folded to signify 
mystery;
女性の祭司は他方の手で神秘を表すために親指、人差し指、中指を伸ばして
薬指と小指を折り曲げる祭司の秘伝の合図をしている。
a veil is behind her head,
女性の祭司は頭の後ろにヴェールが有る。
and on each side of her chair the flowers of the lotus bloom upon the sea.
女性の祭司のイスの各面には海の上の蓮華が描かれている。
In the hieroglyphic work of Hermes, the Tarot, called also the book of 
Thoth, the duad is represented either by the horns of Isis, having her head 
veiled and an open book partially concealed under her mantle, or 
otherwise by a sovereign lady, Juno, the Greek goddess, having one hand 
uplifted towards heaven and the other pointed to earth, as if formulating 
by this gesture the one and twofold dogma which is the foundation of 
magic, and begins the marvellous symbols of the Emerald Table of 
Hermes.
ヘルメスの象徴的な作品、トートの書と呼ばれている物、タロットの 2 ペー
ジ目にはイシスまたはユノーが描かれている。イシスがかぶっている 2本の
角は 2 つ 1 組を表す。イシスはヴェールで頭を隠している。イシスは開かれ
た本をマントで部分的に隠している。ユノーは女王である。ユノーはギリ
シャの女神である。ユノーは左手を天へ向けてかかげ右手で地を指さしてい
る。ユノーの身ぶりはヘルメスのエメラルド板の不思議な例え「上のものは



下のものから類推可能である。下のものは上のものから類推可能である。」
という魔術の基礎である唯一の二重の考えを表している様である。
Figure II., vulgarly called Pope Joan, represents dogmatic unity based 
upon numbers, and is the personification of the Kabbalah or the Gnosis.
タロットの 2 ページ目の俗称は女教皇(ヨハンナ)である。タロットの 2 ペー
ジ目は数を基礎とする考えの単一性を表す。タロットの 2 ページ目はカバラ
またはグノーシスの人化である。
2. Pope Joan, or Occult Science.
2。女性の法王ヨハンナまたは隠された知。
2. Chochmah. Wisdom, equilibrated in its unchangeable order by the 
initiative of intelligence.
2。知慮。不変の秩序の中で知の先導がつり合わせる知慮。
.Beth.- He is above all afflictions and all fears ב
ベト。全ての苦痛と全ての恐怖を超越する。
.And number proves the living unity ב 2
2。ベト。数は生きている単一を証明する。



3
3
ג

ギメル
C
C
THE TRIANGLE OF SOLOMON
ソロモンの三角形
PLENITUDO VOCIS
声の充満
BINAH
自発的な知力
PHYSIS
自然
THE TRIANGLE OF PANTACLES
万能章の三角形
The word, the triad, plenitude, fecundity, nature, generation in the three 
worlds.
言葉、3 つ 1 組、充満、豊かさ、自然、3 つの世界の中での生成。
Symbol, THE EMPRESS,
タロットの 3 ページ目には女帝が描かれている。
a woman, winged,
女帝は翼を持っている。
crowned,
女帝は王冠をかぶっている。
seated,



女帝は王座に座っている。
and uplifting a sceptre with the orb of the world at its end;
女帝は地球をのせた王笏をかかげている。
her sign is an eagle,
女帝の象徴はワシである。
image of the soul and of life.
ワシは魂と命の象徴である。
This woman is the Venus-Urania of the Greeks,
女帝はローマの愛の女神ウェヌスとギリシャの天の女神ウラニア、「天の愛
(ウェヌス ウラニア)」である。(「饗宴」に、「天の愛」を意味する「ウェヌ
ス ウラニア」、「アフロディーテ ウラニア」と、肉欲である「大衆の愛」
を意味する「ウェヌス パンデモス」、「アフロディーテ パンデモス」とい
う区別が記されている。)
and was represented by St John in his Apocalypse as the Woman clothed 
with the Sun, crowned with twelve stars, and with the moon beneath her 
feet.
ヨハネの黙示録 12 章 1節で使徒ヨハネは女帝を太陽の衣を着て 12 の星の王
冠をかぶり月を足の下にしている女性として表した。
It is the mystical quintessence of the triad, spirituality, immortality, the 
queen of heaven.
女帝は 3 つ 1 組の神秘の精髄、霊性、不死、天の女王である。
Figure III. represents divine Spirituality under the emblem of a winged 
woman, holding in one hand the apocalyptic eagle, and in the other the 
world suspended from the end of her sceptre.
タロットの 3 ページ目には神の霊性を表す有翼の女性が描かれている。有翼
の女性は一方の手にヨハネの黙示録 12 章 14節のワシを持っている。有翼の
女性は他方の手に世界、地球をつるした王笏を持っている。



The woman clothed with the sun and crowned with twelve stars is the 
celestial Isis, or the gnosis;
ヨハネの黙示録 12 章の、太陽をまとっている、12 の星の王冠をかぶってい
る、女性は、天のイシス、グノーシスである。
the serpent of material life seeks to devour her child,
ヨハネの黙示録 12 章の、女性の御子を飲み込もうとする蛇は、物質的な命
である。
but she takes unto herself the wings of the eagle and flies away into the 
desert a protestation of the prophetic spirit against the materialism of 
official religion.
ヨハネの黙示録 12 章で、女性が 2 つのワシの翼を得て荒れ野へ飛び去るの
は、公の宗教の物質主義に対する、預言の霊の抗議である。
3. The Celestial Mother, or Empress.
3。天の母または女帝。
3. Binah. Active intelligence, equilibrated by Wisdom.
3。自発的な知力。知がつり合わせる自発的な知力。
.Ghimel.- He reigns with all heaven and is served by all hell ג
ギメル。全ての天を統治する。地獄の全てが仕える。
.No bound hath He who doth the whole contain ג 3
3。ギメル。全てのものを含んでいる神には限界が無い。



4
4
ד

ダレト
D
D
THE TETRAGRAM
テトラ グラマトン、ヤハウェ
GEBURAH CHESED
思いやりと厳しさ
PORTA LIBRORUM
書の門
ELEMENTA
四大元素
THE CONJURATION OF THE FOUR
四大元素の霊の呼び出し
The ports or government of the easterns, initiation, power, the tetragram, 
the quaternary, the cubic stone, or its base.
東の門または統治、入門、力、テトラ グラマトン、ヤハウェ、4 つ 1 組、立
方体の石、立方体の石の基礎。
Hieroglyph, THE EMPEROR,
タロットの 4 ページ目には皇帝が描かれている。
a sovereign whose body represents a right-angled triangle,
皇帝の胴体は直角三角形を表す。
and his legs a cross,
皇帝の脚は十字に交差している。



the image of the Athanor of the philosophers.
十字は錬金術師の錬金炉の象徴である。
4. The Emperor, or Ruler.
4。皇帝または統治者。
4. Chesed. Mercy, which is wisdom in its secondary conception, ever 
benevolent because it is strong.
4。思いやり。思いやりは知である。思いやりは知の派生概念である。思い
やりは強いので常に優しい。知は強いので常に優しい。
 Daleth.- He disposes of his own health and life and can equally influence ד
that of others,
ダレト。自身の健康と命を定める。自身と等しく他者の健康と命に感化を与
えられる。
.But, all preceding, fills life's vast domain ד 4
4。ダレト。神は全てのものに先行して命の虚空を満たす。



5
5
ה

ヘー
E
E
THE PENTAGRAM
五芒星
GEBURAH
厳しさ
ECCE
見なさい！
THE BLAZING PENTAGRAM
燃える五芒星
Indication, demonstration, instruction, law, symbolism, philosophy, 
religion.
印、実証、教授、法、象徴、哲学、宗教。
Hieroglyph, THE POPE, or grand hierophant.
タロットの 5ページ目には法王または大祭司イエス、秘儀祭司が描かれてい
る。
In more modern Tarots this sign is replaced by the image of Jupiter.
より近代のタロットではタロットの 5ページ目にはユピテルが描かれている。
The grand hierophant, seated between the two pillars of Hermes and of 
Solomon,
大祭司イエスはソロモンの 2 つの柱の間に座っている。秘儀祭司はヘルメス
の 2 つの柱の間に座っている。



makes the sign of esotericism,
大祭司イエスは一方の手で親指、人差し指、中指を伸ばして薬指と小指を折
り曲げる祭司の秘伝の合図をしている。
and leans upon a cross with three horizontals of triangular form.
大祭司イエスは横木が三角形を形成している三重十字架に寄りかかっている。
Two inferior ministers kneel before him.
2 人の祭司が大祭司イエスの前にひざまずいている。
Having above him the capitals of the two pillars, and below him the two 
heads of the assistants, he is thus the centre of the quinary, and 
represents the divine pentagram, giving its complete meaning.
2 つの柱の柱頭の下にいて、2 人の祭司の頭の上にいる、大祭司イエスは 5
つ 1 組の中心であり、神の五芒星を表し、五芒星の完全な意味をもたらして
いる。
As a fact, the pillars are necessity or law, the heads liberty or action.
実に、2 つの柱は必然または法であり、2 人の祭司の頭は自由または行動で
ある。
A line may be drawn from each pillar to each head, and two lines from 
each pillar to each of the two heads.
右の柱から右の祭司の頭へ 1 つの線を描く事が可能であり、左の柱から左の
祭司の頭へ 1 つの線を描く事が可能であり、右の柱から 2 人の祭司の頭へ 2
つの線を描く事が可能であり、左の柱から 2 人の祭司の頭へ 2 つの線を描く
事が可能である。
Thus a square, divided by a cross into four triangles, is obtained,
上記の様に正方形と十字で分割された 4 つの三角形が得られる。
and in the middle of this cross is the grand hierophant, we might almost 
say like the garden spider in the centre of his web, were such a 
comparison becoming to the things of truth, glory, and light.



十字の中央に大祭司イエス、秘儀祭司がいて、仮に真理、栄光、光のものを
次の様に例えられるのであれば、巣の中心にいる庭のクモの様であると言え
る。
the Great Hierophant is the adept or abstractor of the quintessence;
大いなる秘儀祭司は、達道者、第五元素エーテルの抽出者である。
5. The Pope, or Hierophant.
5。法王または秘儀祭司。
5. Geburah. Austerity, necessitated by Wisdom itself, and by goodwill. To 
permit evil is to hinder good.
5。厳しさ。知が必要とする厳しさ。思いやりが必要とする厳しさ。善意が
必要とする厳しさ。悪を許す事は善をさまたげる事である。
 He.- He can neither be surprised by misfortune, nor overwhelmed by ה
disasters, nor conquered by his enemies.
ヘー。不運に不意打ちされない。天災に圧倒されない。敵に圧倒されない。
,Sole worthy worship, He, the only Lord ה 5
5。ヘー。唯一の主である神だけを敬愛するべきである。
.He. The recipient and passive producer of forms ה 5
5。ヘー。形の受容するものと受容的な生産するもの。



6
6
ו

ヴァウ
D
D
MAGICAL EQUILIBRIUM
魔術のつり合い
TIPHERETH
美
UNCUS
鉤(かぎ)
THE MEDIUM AND MEDIATOR.
仲介するもの。
Sequence, interlacement, lingam, entanglement, union, embrace, strife, 
antagonism, combination, equilibrium.
順序、織り交ざったもの、男性器、もつれ、結合、抱く、戦い、相対するも
の、組合せ、つり合い。
Hieroglyph, man between Vice and Virtue.
タロットの 6ページ目には悪徳の女性と徳の女性の間の男性が描かれている。
Above him shines the sun of truth, and in this sun is Love, bending his bow
and threatening Vice with his shaft.
男性の頭上には真理の太陽が輝いていて、真理の太陽の中には愛の神エロス
がいて、愛の神エロスは弓を引いて矢で悪徳の女性をおどしている。
In the order of the ten Sephiroth, this symbol corresponds to TIPHERETH- 
that is, to idealism and beauty.



10 のセフィロトの秩序では、タロットの 6ページ目の象徴はティフェレトに
対応する。ティフェレトは理想と美である。
The number six represents the antagonism of the two triads, that is, 
absolute negation and absolute affirmation.
数 6は絶対の肯定と絶対の否定という 2 つの 3 つ 1 組の相対するものを表す。
It is therefore the number of toil and liberty,
上記の理由から 6は苦労と自由の数である。
and for this reason it connects also with moral beauty and glory.
上記の理由から 6は倫理道徳的な美と栄光に結びつく。
love,
恋人。
6. The Lover, or Liberty.
6。恋人または自由。
6. Tiphereth. Beauty, the luminous conception of equilibrium in forms, 
intermediary between the Crown and the Kingdom, mediating principle 
between Creator and creation. (Sublime conception of poetry and its 
sovereign priesthood!)
6。美。形におけるつり合いの理解し易い概念。王冠と王国を仲介するもの。
創造主と被造物を仲介する原理。(詩という崇高な概念。詩が王者であるとい
う崇高な概念。詩が祭司であるという崇高な概念。)
.Vau.- He knows the reason of the past, present, and future ו
ヴァウ。過去、現在、未来の論理を知る。
.Doth his true doctrine to clean hearts accord ו 6
6。ヴァウ。本物の神の教えは清い心の一致である。





7
7
ז

ザイン
G
G
THE FIERY SWORD
火の剣
NETSAH
勝利
GLADIUS
剣
THE SEPTENARY OF TALISMANS.
タリスマンの 7つ 1 組。
Weapon, sword, cherub's sword of fire, the sacred septenary, triumph, 
royalty, priesthood.
武器、剣、智天使ケルブの火の剣、神の 7つ 1 組、勝利、王者、祭司。
Hieroglyph, a cubic chariot
タロットの 7ページ目には立方体の戦車が描かれている。
with four pillars
戦車には 4 つの柱が有る。
and an azure and starry drapery.
戦車には空色の星の天幕がかかっている。
In the chariot, between the four pillars, a victor crowned with a circle 
adorned with three radiant golden pentagrams.



戦車の中には、4 つの柱の間には、3 つの光を放つ金の五芒星が飾られた円
の王冠をかぶった勝利者がいる。
Upon his breast are three superposed squares,
勝利者の胸の上には 3 つの重ね合わせた正方形が有る。
on his shoulders the urim and thummim of the sovereign sacrificer, 
represented by the two crescents of the moon in Gedulah and Geburah;
勝利者の左右の肩の上には、王者の犠牲をささげる者のウリムとトンミム、
寛大、思いやりと厳しさを意味する 2 つの三日月が有る。
in his hand is a sceptre surmounted by a globe, square, and triangle;
勝利者の一方の手には球体、正方形、三角形をのせた王笏が有る。
his attitude is proud and tranquil.
勝利者の態度は誇りを持ち平静である。
A double sphinx or two sphinxes joined at the lower parts are harnessed 
to the chariot;
戦車には白いスフィンクスと黒いスフィンクスの下部がつながれている。
they are pulling in opposite directions,
白いスフィンクスと黒いスフィンクスは正反対の方向へ戦車を引いている。
but one is turning his head so that they are looking in the same direction. 
The sphinx with head turned is black, the other is white.
しかし、黒いスフィンクスは頭を白いスフィンクスの方へ向けているので白
いスフィンクスと黒いスフィンクスは同じ方向を見ている。
On the square which forms the fore part of the chariot is the Indian lingam
surmounted by the flying sphere of the Egyptians.
戦車の前方の正方形の上にはエジプトの空を飛ぶ球体をのせたインドの男性
器と女性器が有る。



This hieroglyph, which we reproduce exactly, is perhaps the most 
beautiful and complete of all those which are comprised in the clavicle of 
the Tarot.
エリファス レヴィが再生させたタロットの 7ページ目は全てのタロットの小
鍵の中で恐らく最も美しく完全である。
and represented in the Tarot by a crowned warrior,
タロットの 7ページ目には戦士が描かれている。戦士は王冠をかぶっている。
who bears a triangle on his cuirass,
胸当ての上に戦士は三角形を身につけている。
and is posed upon a cube,
戦士は立方体の上にいる。
to which two sphinxes are harnessed,
2 頭のスフィンクスが立方体につながれている。
straining in opposite directions,
2 頭のスフィンクスは立方体を正反対の方向に引いている。
while their heads are turned the same way.
しかし、2 頭のスフィンクスは同じ方向を向いている。
This warrior is armed with a fiery sword,
一方の手に戦士は火の剣を持っている。
and holds in his other hand, a sceptre surmounted by a triangle and a 
sphere.
他方の手に戦士は三角形と球をのせた王笏を持っている。
The cube is the philosophical stone;
立方体は賢者の石である。
the sphinxes are the two forces of the great agent,
2 頭のスフィンクスは大いなる代行者の 2 つの力である。
corresponding to Jakin and Bohas, the two pillars of the temple;



2 頭のスフィンクスはソロモンの神殿の 2 つの柱ボアズとヤキンに対応して
いる。
the cuirass is the knowledge of divine things,
三角形が描かれている胸当ては神のものの知である。
which renders the wise man invulnerable to human assaults;
神のものの知は賢者を人の攻撃に破られない様にする。
the sceptre is the magic rod;
王笏は魔術の杖である。
the fiery sword is the symbol of victory over the deadly sins, seven in 
number, like the virtues,
火の剣は死に至る大罪への勝利の象徴である。火の剣は七つの大罪への勝利
の象徴である。死に至る大罪の数は 7である。徳の数が 7である様に。
7. The Chariot.
7。戦車。
7. Netsah. Victory, that is, eternal triumph of intelligence and justice.
7。勝利。知と正義の永遠の勝利。
 Dzain.- He possesses the secret of the resurrection of the dead and the ז
key of immortality.
ザイン。死んだ者の復活の秘密と不死の鍵を保有する。
,But since faith's works a single pontiff need ז 7
7。ザイン。複数の信心のわざは唯一の法王を必要とする。



8
8
ח

ヘト
H
H
REALISATION
実現
HOD
永遠性
VIVENS
生きているもの
A WARNING TO THE IMPRUDENT
無思慮な者への警告
Balance, attraction and repulsion, life, terror, promise, and threat.
天秤、引き寄せる事としりぞける事、命、恐怖、約束、脅迫。
Hieroglyph, JUSTICE with sword and balance.
タロットの 8ページ目には剣と天秤を持った正義の女神が描かれている。
The two forces of the astral light may be represented by a balance wherein
are weighed our good intentions for the triumph of justice and the 
emancipation of our liberty.
正義の勝利と人の自由への解脱のために人の善意をはかる天秤によって星の
光の 2 つの力は表されるかもしれない。
we must know how to equilibrate forces
魔術師は 2 つの力のつり合わせ方を知っている必要が有る。
and restrain the zeal of our initiative.



魔術師は自発的な欲望の抑え方を知っている必要が有る。
This is the meaning of the eighth key of Hermes,
「2 つの力をつり合わせる。」事と「自発的な欲望を抑える。」事が、ヘル
メスの 8番目の鍵、タロットの 8ページ目の絵の意味である。
wherein a woman is seated between two pillars, with an upright sword in 
one hand and a balance in the other.
タロットの 8ページ目には、一方の手に真っ直ぐな剣を持ち、他方の手に天
秤を持つ、2 つの柱の間に座っている女性が描かれている。
To equilibrate forces they must be simultaneously maintained and made 
to act alternately;
2 つの力をつり合わせるには、2 つの力を同時に保有して、2 つの力を交互に
作用させる必要が有る。
the use of the balance represents this double action.
天秤は「2 つの力を同時に保有して、2 つの力を交互に作用させる。」とい
う 2 つ 1 組の動きを表す。
8. Justice.
8。正義の女神。
8. Hod. Eternity of the conquests achieved by mind over matter, active 
over passive, life over death.
8。永遠性。精神が物から獲得した永遠性。自発性が受容性から獲得した永
遠性。命の死への圧倒の永遠性。
.Cheth.- To find the philosophical stone ח
ケト。賢者の石を見つける。
;One law have we, and at one altar plead ח 8
8。ケト。人には唯一の法が存在する。人は唯一の祭壇に願う。



9
9
ט

テト
I
I
INITIATION
秘伝伝授
JESOD
基礎
BONUM
善
THE CEREMONIAL OF INITIATES
秘伝伝授者の儀式
Good, horror of evil, morality, wisdom.
善、悪への憎悪、倫理道徳、賢明さ。
Hieroglyph, a sage
タロットの 9 ページ目には賢者が描かれている。
leaning on his staff,
賢者は杖に寄りかかっている。
holding a lamp in front of him,
賢者は前にランプを持っている。
and completely enveloped in his cloak.
賢者はマントで完全に覆い隠されている。
The inscription is THE HERMIT or CAPUCHIN, on account of the hood of his
oriental cloak ;



タロットの 9 ページ目の名前は隠者またはオリエントのマントのフードのた
めにカプチン会修道者である。
his true name, however, is PRUDENCE,
しかし、タロットの 9 ページ目の本当の名前は思慮である。
and he thus completes the four cardinal virtues which seemed imperfect 
to Court de Gebelin and Etteilla.
タロットの 8ページ目の正義、タロットの 9 ページ目の思慮、タロットの 11
ページ目の勇気、タロットの 14 ページ目の節制というクール ド ジュブラン
とエッティラには不完全に思われた 4 つの枢要徳が完全にそろう。
THE initiate is he who possesses the lamp of Trismegistus, the mantle of 
Apollonius, and the staff of the patriarchs.
秘伝伝授者はトリスメギストスのランプ、ティアナのアポロニウスのマント、
祖の杖を持つ者である。(神は第 0祖である。アダムは人の初祖である。アダ
ムは人の第 1祖である。エノクは第 7祖である。アダムからノアまでは人の
祖である。アブラハム、イサク、ヤコブはヘブライ人の祖である。)
The lamp of Trismegistus is reason illuminated by science;
トリスメギストスのランプは知という光に照らされた理性である。
the mantle of Apollonius is full and complete self-possession, which 
isolates the sage from blind tendencies;
ティアナのアポロニウスのマントは賢者を盲目的な傾向から隔離する完全な
冷静さである。
and the staff of the patriarchs is the help of the secret and everlasting 
forces of nature.
祖の杖は自然の秘密の永遠の力の助けである。
The lamp of Trismegistus enlightens present, past, and future, lays bare 
the conscience of men, and manifests the inmost recesses of the female 
heart.



トリスメギストスのランプは過去、現在、未来を明らかにし、男性の良心を
明らかにし、女性の心の奥底を明らかにする。
The lamp burns with a triple flame, the mantle is thrice-folded, and the 
staff is divided into three parts.
トリスメギストスのランプは三重の火で燃え、ティアナのアポロニウスのマ
ントは三重に折られ、祖の杖は 3 つの部分に分かれている。
The number nine is that of divine reflections;
数 9 は神の反映である。
it expresses the divine idea in all its abstract power,
数 9 は全ての概念的な力での神の概念を表す。
but
しかし、
it also signifies extravagance in belief, and hence superstition and idolatry.
数 9 は信心の濫用、迷信、盲信、偶像崇拝を表す。
For this reason
上記の理由から、
Hermes has made it the number of initiation,
ヘルメスは数 9 を秘伝伝授の数にした。
because
なぜなら、
the initiate reigns over superstition and by superstition,
秘伝伝授者は迷信によって迷信を統治する。
and alone can advance through the darkness, leaning on his staff, 
enveloped in his mantle, and lighted by his lamp.
杖にもたれかかり、マントの中に覆い隠され、ランプに照らされ、独力で、
秘伝伝授者は闇の中を進む事ができる。
his lamp represents learning,



秘伝伝授者のランプは秘伝伝授者が学の有る者である事を表す。
the mantle which enwraps him his discretion,
秘伝伝授者が覆い隠されるマントは秘伝伝授者の思慮を表す。
and his staff is the emblem of his strength and daring.
秘伝伝授者の杖は秘伝伝授者の力と大胆な行動の象徴である。
The magus should live in retirement,
魔術師は大衆から隠れて生きるべきである。
and be approached with difficulty.
魔術師は近寄り難いべきである。
This is the significance of the ninth key of the Tarot,
「魔術師は大衆から隠れて生きるべきである。」、「魔術師は近寄り難いべ
きである。」がタロットの 9番目の鍵の意味の 1 つである。
where the initiate appears as a hermit completely shrouded in his cloak.
タロットの 9 ページ目にはマントで完全に覆われた隠者として秘伝伝授者が
描かれている。
Such retirement must not, however, be one of isolation;
しかし、孤立するなかれ。上記の隠居が孤立に成ってはいけない。
attachments and friendships are necessary,
思いやりと交流が必要である。
but
しかし、
he must choose them with care
魔術師は用心して友を選ぶ必要が有る。
and preserve them at all price.
魔術師は友を気づかう必要が有る。
the hermit or lame elder,
隠者または足の不自由な長老。



9. The Old Man, or Hermit.
9。長老または隠者。
9. Jesod. The Foundation, that is, the basis of all belief and all truth what 
we term the ABSOLUTE in philosophy.
9。基礎。全ての信心の基礎。全ての、哲学における絶対と呼んでいる真理
の基礎。
.Teth.- To enjoy the universal medicine ט
テト。万能薬を持つ。
.Eternal God for aye their base upholds ט 9
9。テト。永遠の神は永遠に神々の基礎を変えない。





10
10
י

イョッド
K
K
THE KABBALAH
カバラ
MALCHUTH
王国
PRINCIPIUM
源
PHALLUS
男性器
THE KEY OF OCCULTISM
隠された学問の鍵
Principle, manifestation, praise, manly honour, phallus, virile fecundity, 
paternal sceptre.
原理、表れ、賛美、男性らしい栄光、男性器、男性らしい繁殖力、父である
神の王笏。
Hieroglyph, THE WHEEL OF FORTUNE,
タロットの 10 ページ目には運命の車輪が描かれている。
that is to say, the cosmogonical wheel of Ezekiel,
タロットの 10 ページ目にはエゼキエルの宇宙の創造の車輪が描かれている。
with a Hermanubis ascending on the right,
運命の車輪の右をヘルマニビスが昇っている。



a Typhon descending on the left,
運命の車輪の左をティフォンが降りている。
and a sphinx in equilibrium above,
運命の車輪の上でスフィンクスがつり合わせている。
holding a sword between his lion's claws-
スフィンクスはライオンの爪の間で剣を持っている。
an admirable symbol,
タロットの 10 ページ目は見事な象徴である。
disfigured by Etteilla, who replaced Typhon by a wolf, Hermanubis by a 
mouse, and the sphinx by an ape, an allegory characteristic of Etteilla's 
Kabbalah.
エッティラの自説のカバラの象徴の特性のために、エッティラはヘルマニビ
スをネズミに、ティフォンをオオカミに、スフィンクスをサルに変えてタ
ロットの 10 ページ目の絵を台無しにした。
10. Ezekiel's Wheel of Fortune.
10。エゼキエルの運命の車輪。
10. Malchuth. The Kingdom is the universe, entire creation, the work and 
mirror of God, the proof of supreme reason, the formal consequence 
which compels us to have recourse to virtual premisses, the enigma which
has God for its answer- supreme and absolute reason.
10。王国。宇宙、森羅万象、万物。全ての被造物。神の作品。神の鏡。無上
の論理である神の証。人に事実上の仮定をすがらせる形における結果。神が
答えである謎。無上の論理である神。絶対の論理である神。
 lod.- To be acquainted with the laws of perpetual motion and in a י
position to demonstrate the quadrature of the circle.
イョッド。永久機関の法を知る。円積問題を証明できる。
.Heaven and man's days alike his rule enfolds י 10



10。イョッド。神だけの楽園の様に神の統治は天の時と人の時を包む。



11
11
כ

カフ
L
L
THE MAGIC CHAIN
魔術の鎖
MANUS
手
FORCE
力
THE TRIPLE CHAIN
三重の鎖
The hand in the act of grasping and holding.
把握し保有する行動の手。
Hieroglyph, STRENGTH,
タロットの 11 ページ目の名前は強さである。
a woman
タロットの 11 ページ目には女性が描かれている。
crowned with the vital ∞
女性は命の∞の形の王冠をかぶっている。
closes, quietly and without effort, the jaws of a raging lion.
女性は、おだやかに力無しに、激しいライオンのあごを閉ざしている。
11. Strength.
11。強さ。



 ,Caph.- To change into gold not only all metals, but also the earth itself כ
and even the refuse of the earth.
カフ。全ての金属だけではなく、土、土の塵すら金に変える。
,In mercy rich, in retribution strong כ 11
11。カフ。思いやり深い。報いの力は強い。



12
12
ל

ラメド
M
M
THE GREAT WORK
大いなる務め
DISCITE
学ぶ
CRUX
十字架
Example, instruction, public teaching.
見本、教授、公の教え。
Symbol, a man hanging by one foot,
タロットの 12 ページ目には片脚で吊るされた男が描かれている。
with his hands bound behind his back,
吊るされた男は両手を後ろでしばられている。
so that his body makes a triangle with apex downwards,
吊るされた男の胴体は逆さの三角形をしている。
and his legs a cross
吊るされた男の両脚は十字に交差している。
above the triangle.
吊るされた男の体は三角形の上の十字の形をしている。
The gallows is in the form of a Hebrew Tau,
絞首台はヘブライ文字のタウ 。の形をしているת



and the two uprights are trees, from each of which six branches have been
lopped.
絞首台の 2本の木は各々6本の枝が切り取られている。
We have previously explained this symbol of sacrifice and the finished 
work.
タロットの 12 ページ目は犠牲と終えた務めの象徴である。
It represents a man
タロットの 12 ページ目には吊るされた男が描かれている。
with his hands bound behind him,
吊るされた男の両手は後ろ手に縛られている。
having two bags of silver attached to the armpits,
吊るされた男のわきに 2 つの銀貨の袋がつけられている。
and being suspended by one foot
吊るされた男は片足だけで吊るされている。
from a gibbet
吊るされた男は絞首台に吊るされている。
formed by the trunks of two trees,
吊るされた男が吊るされている絞首台は 2本の木で形成されている。
each with a root of six lopped branches,
吊るされた男が吊るされている絞首台の木の根には切られた 6つの枝が有る。
and by a crosspiece, thus completing the figure of the Hebrew tau ת;
吊るされた男が吊るされている絞首台は 2本の木と 1本の横木で最後のヘブ
ライ文字タウ、תの形に成っている。
the legs of the victim are crossed,
吊るされた男の両脚は十字に交差している。吊るされた男は犠牲である。
and his head and elbows form a triangle.
吊るされた男の頭と両ひじは三角形を形成している。



Now, the triangle surmounted by a cross signifies, in alchemy, the end and
perfection of the great work,
錬金術では三角形の上の十字は大いなる務めの目的と完成を意味する。
a signification which is identical with that of the letter tau, the last of the 
sacred alphabet.
三角形の上の十字の意味は神のアルファベットであるヘブライ文字の最後の
文字タウの意味と一致している。
This hanged man is, consequently, the adept,
吊るされた男は達道者である。
bound by his engagements,
吊るされた男は自身の約束に縛られている。
and spiritualised, that is, having his feet turned towards heaven;
吊るされた男は両足を天に向けて霊化、精神化を意味している。
it is also the antique Prometheus,
吊るされた男は古代の巨人プロメテウスである。
expiating by everlasting torture the penalty of his glorious theft;
巨人プロメテウスは果てしない苦しみによって天の火を盗んで人に与えた栄
光の罪をつぐなった。
vulgarly, it is the traitor Judas,
大衆は吊るされた男は裏切り者ユダであると話している。
and his punishment threatens betrayers of the great arcanum.
吊るされた男は自身への罰で大いなる秘密の密告者、大いなる秘密への裏切
り者を脅している。
Finally, for Kabbalistic Jews, the hanged man, who corresponds to their 
twelfth doctrine, that of the promised Messiah, is a protestation against 
the Saviour acknowledged by Christians, and they seem to say unto him 
still:- How canst thou save others, since thou canst not save thyself?



吊るされた男は 12番目の教理の約束された救い主である。カバラをかじっ
たユダヤ教徒は吊るされた男は「どうして、あなたが他人を救えるのか？い
いえ！救えない！なぜなら、あなたは自身を救えなかった。」というキリス
ト教の救い主イエスに対する抗議であると話している。
In archaic writings preceding the Captivity, the Hebrew tau was cruciform,
紀元前 587年のバビロン捕囚の前の古代のヘブライ文字の最後の文字タウは
十字であった。
which further confirms our interpretation of the twelfth plate of the 
Kabbalistic Tarot.
古代のヘブライ文字の最後の文字タウが十字であった事は、カバラのタロッ
トの 12 ページ目の絵のエリファス レヴィの解釈を確証する。
The cross, which produces four triangles,
十字は 4 つの直角三角形をもたらす。
is also the sacred sign of the duodenary,
十字は 12 つ 1 組の神の象徴である。
and on this account
上記の理由から、
it was called the Key of heaven by the Egyptians.
古代エジプト人は十字を天の鍵と呼んでいた。
So
上記の理由から、
Etteilla, confused by his protracted researches for the conciliation of the 
analogical necessities of this symbol with his own personal opinion, in 
which he was influenced by the erudite Court de Gebelin, placed in the 
hand of his upright hanged man, by him interpreted as Prudence, a 
Hermetic caduceus, formed by two serpents and a Greek tau.



エッティラは、長きに渡るタロットの研究で、タロットの 12 ページ目の絵
にタウまたは十字を描くべきである類推的な必要性を自説と一致させるのに
困り、学の有るクール ド ジェブランの影響を受けて、エッティラのタロッ
トの 12 ページ目で思慮の象徴としてギリシャ文字のタウ、Τと 2 頭の蛇で形
成されたヘルメスのケーリュケイオンを持った片足立ちの男を描いた。
Seeing that he understood the necessity for the tau or cross on the twelfth
leaf of the book of Thoth, he should also have seen the multiple and 
magnificent meaning of the Hermetic hanged man,
エッティラはトートの書タロットの 12 ページ目の絵にタウまたは十字を描
く必要性を理解していた。だから、エッティラはヘルメスのタロットの 12
ページ目の吊るされた男の絵の複数の大いなる意味を理解するべきであった。
the Prometheus of science,
タロットの 12 ページ目の吊るされた男は、知の巨人プロメテウスである。
the living man
タロットの 12 ページ目の吊るされた男は、生きている者イエスである。
who makes contact with earth by his thought alone,
タロットの 12 ページ目の吊るされた男は、思考でのみ地にふれる者である。
whose firm ground is heaven,
タロットの 12 ページ目の吊るされた男の固い基礎は天である。
the free and immolated adept,
タロットの 12 ページ目の吊るされた男は、自由な犠牲に成った達道者であ
る。
the revealer menaced with death,
タロットの 12 ページ目の吊るされた男は、死によって脅されている啓示者
である。
the conjuration of Judaism against Christ,



大衆は、タロットの 12 ページ目の吊るされた男は、イエス キリストに対す
るユダヤ教の呪いを意味していると話している。
which seems to be an involuntary admission of the secret divinity of the 
Crucified,
ユダヤ教がイエス キリストを呪う事は、ユダヤ教が十字架にはりつけられた
イエスの秘密の神性を知らないで認めている事の様に思われる。
lastly, the sign of the work accomplished,
タロットの 12 ページ目の吊るされた男は、三角形の上の十字によって、終
えた務めの象徴である。
the cycle terminated,
タロットの 12 ページ目の吊るされた男は、三角形の上の十字によって、終
えた周期を意味する。
the intermediary tau,
タロットの 12 ページ目の吊るされた男の絵は、タウを仲介する。
which resumes for the first time, before the final denary, the signs of the 
sacred alphabet.
タロットの 13 ページ目から 22 ページ目の最後の 10 つ 1 組の前に、タロッ
トの 12 ページ目の吊るされた男の絵は、神のアルファベットの象徴である
タロットを要約している。
The twelfth key represents a man hanging by one foot
タロットの 12 ページ目には片脚で吊るされた男が描かれている。
from a gibbet composed of three trees or posts, forming the Hebrew letter
;ת
絞首台は 3 つの木または 3本の柱から成り、ヘブライ文字タウ の形をしてת
いる。
the man's arms constitute a triangle with his head,
吊るされた男の頭と腕は三角形の形をしている。



and his entire hieroglyphical shape is that of a reversed triangle 
surmounted by a cross,
吊るされた男の体は十字をのせた逆三角形の形をしている。
an alchemical symbol known to all adepts,
全ての達道者は十字をのせた三角形という錬金術の象徴を知っている。
and representing the accomplishment of the great work.
十字をのせた三角形は「大いなる務め」の達成を意味する。
12. The Victim, or Hanged Man.
12。犠牲者または吊るされた男。
 Lamed.- To subdue the most ferocious animals and be able to ל
pronounce the words which paralyse and charm serpents.
ラメド。最も獰猛な動物を和らげる。蛇をしびれさせ魅了する言葉を話せる。
.His people's King he will upraise ere long ל 12
12。ラメド。やがて神は神の民の王者を復活させるであろう。



13
13
מ

メム
N
N
NECROMANCY
降霊術
EX IPSIS
もの自体から
MORS
死
The heaven of Jupiter and Mars, domination and force, new birth, creation
and destruction.
木星と火星の天、統治と力、新生または改心、創造と破壊。
Hieroglyph, DEATH,
タロットの 13 ページ目には死の女性が描かれている。
reaping crowned heads in a meadow where men are growing.
死の女性は人が成長している牧草地で王冠をかぶっている人の頭を収穫して
いる。
13. Death.
13。死の女性。
.Mem.- To possess the Ars Notoria which gives the universal science מ
メム。普遍の知を与える「知られているわざ」を保有する。
 The tomb gives entrance to the promised land, Death only ends; life's מ 13
vistas still expand.



13。メム。墓は約束の地への入口をもたらす。死だけが終わる。命の見通し
は、さらに広がる。



14
14
נ

ヌン
O
O
TRANSMUTATIONS
変形
SPHERA LUNAE
月の球体
SEMPITERNUM
永遠
AUXILIUM
助け
The heaven of the Sun, climates, seasons, motion, changes of life, which is
ever new yet ever the same.
太陽の天、傾向、季節、動き、常に新しいが常に同じである命の移り変わり。
Hieroglyph, TEMPERANCE,
タロットの 14 ページ目の名前は節制である。
an angel
タロットの 14 ページ目には天使が描かれている。
with the sign of the sun upon her forehead,
天使はひたいの上に太陽の象徴を身につけている。
and on the breast the square and triangle of the septenary,
天使は胸の上に 7つ 1 組を表す正方形と三角形を身につけている。



pours from one chalice into another the two essences which compose the 
elixir of life.
天使は命のエリクサーを構成する金と光という 2 つの要素を一方の聖杯から
別の聖杯へ注いでいる。
elixir compounded of gold and light.
若返り薬エリクサーは金と光の結合である。
it will give place to the angel of progress,
死の女性は進歩の天使に場所を譲る。
who will gently liberate souls from mortal chains,
進歩の天使は徐々に魂を死の鎖から自由にする。
so that they may ascend to God.
魂が神へ昇れる様に。
The fourteenth Trump card in the Tarot depicts an angel, who is the spirit 
of the earth, mingling the liquids in two ewers, one of gold and one of 
silver.
タロットの 14 ページ目には、金の杯と銀の杯で液体を混ぜている、星の光
という地の魂である天使が描かれている。
14. The Angel of Temperance.
14。節制の天使。
 Nun.- To speak learnedly on all subjects, without preparation and נ
without study.
ヌン。用意無しに研究無しに、全てのものについて学が有る様に話す。
,Good angels all things temper and assuage נ 14
14。ヌン。善の天使は全てのものを和らげ調節する。
.Nun. The power which produces combinations נ 14
14。ヌン。組合せをもたらす力。





15
15
ס

サメク
P
P
BLACK MAGIC
黒魔術
SAMAEL
神の毒を意味するサマエル
AUXILIATOR
助けに成るもの
THE SABBATH OF THE SORCERERS
悪人の霊の魔術師のサバト
The heaven of Mercury, occult science, magic, commerce, eloquence, 
mystery, moral force.
水星の天、隠された自然科学、魔術、商業、雄弁、神秘、倫理道徳的な力。
Hieroglyph, THE DEVIL, the goat of Mendes, or the Baphomet of the 
Temple, with all his pantheistic attributes.
タロットの 15ページ目には全ての汎神の属性を持つ悪魔、メンデスのヤギ、
神殿騎士団のバフォメットが描かれている。
This is the only hieroglyph which was properly understood and correctly 
interpreted by Etteilla.
タロットの 15ページ目はエッティラが正しく理解し正しく説明した唯一の
象徴である。



The first and terrible force which destroys abortions eternally was called 
by the Hebrews Samael;
ヘブライ人は、失敗を永遠に破壊する無上の畏敬するべき力を、神の毒を意
味するサマエルと呼んだ。
by other easterns, Satan;
オリエントの人は、失敗を永遠に破壊する無上の畏敬するべき力を、サタン
と呼んだ。(ヘブライ語でサタンは敵を意味する。悪は免疫のための仮想敵で
ある。)
and by the Latins, Lucifer.
ラテン人、古代ローマ人は、失敗を永遠に破壊する無上の畏敬するべき力を、
ルシフェルと呼んだ。(ルシフェルはラテン語で光をもたらすものを意味す
る。)
The Lucifer of the Kabbalah is not an accursed and stricken angel;
カバラではルシフェルは呪われた打ち倒された天使ではない。
he is the angel who enlightens,
ルシフェルを光をもたらす天使である。ルシフェルは啓示する天使である。
ルシフェルは啓蒙する天使である。ルシフェルは知らせる天使である。
who regenerates by fire;
ルシフェルは火で復活させる天使である。
it is highly essential to be on our defence while we are attacking, so as not 
to aspire on the left while we respire on the right.
一方で吐き出して他方で吸い込まない様に、攻めている時に守る事が無上に
必要である。
The magical androgyne depicted in the frontispiece of the Ritual has 
SOLVE inscribed upon the right and COGULA on the left arm,
高等魔術の祭儀の最初の絵、タロットの 15ページ目には、右腕に溶解、左
腕に凝固と記されている、魔術的な両性具有者が描かれている。



which corresponds to the symbolical figure of the architects of the second 
temple, who bore their sword in one hand and their trowel in the other.
タロットの 15ページ目の絵は、一方の手に剣を、他方の手に、こてを持っ
ている第 2 神殿の建築家の象徴的な姿と対応している。
While building they had also to defend their work and disperse their 
enemies;
第 2 神殿の建築家は建てている時に作業を守って敵を追い払う必要が有った。
nature herself does likewise, destroying and regenerating at the same 
time.
同様に、自然は破壊すると同時に再生させる。

高等魔術の祭儀の 15章で奇形の象徴的なヤギの象徴的な姿と不思議な儀式
について述べるつもりである。奇形の象徴的なヤギは呪いの運命にあるが光
の象徴が身代りにより救う自然を表す。
SAMAEL, king of volcanoes;
サマエル。火山の王。
By placing it in such a way that two of its points are in the ascendant and 
one is below, we may see the horns, ears and beard of the hierarchic goat 
of Mendes, when it becomes the sign of infernal evocations.
逆五芒星は、人には位階のメンデスのヤギの 2本の角、両耳、ひげに見え、
地獄の悪人の霊の降霊術の象徴と成る。
ascetic penance is under the auspices of Samael, the angel of Mars;
火星の天使であるサマエルの助けの下での、禁欲や苦行による、ゆるし。
the dragon or devil,
竜または悪魔。
WE return once more to that terrible number fifteen, symbolised in the 
Tarot by a monster throned upon an altar,



再び恐ろしい数 15に戻った。タロットの 15ページ目には祭壇の上に王座と
して座る奇形のものが描かれている。
mitred and horned,
タロットの 15ページ目の奇形のものは司教冠をかぶっている。タロットの
15ページ目の奇形のものには角が有る。
having a woman's breasts and the generative organs of a man-
タロットの 15ページ目の奇形のものには女性の胸と男性の生殖器官が有る。
a chimera,
タロットの 15ページ目の奇形のものはキマイラである。
a malformed sphinx,
タロットの 15ページ目の奇形のものは奇形のスフィンクスである。
a synthesis of monstrosities;
タロットの 15ページ目の奇形のものは奇形のものの総合である。
below this figure we read a frank and simple inscription- THE DEVIL.
タロットの 15ページ目の絵の下には悪魔という率直な簡潔な名前が読み取
れる。
The goat which is represented in our frontispiece bears upon his forehead 
the sign of the pentagram with one point in the ascendant, which is 
sufficient to distinguish him as a symbol of the light;
高等魔術の祭儀の最初の絵、タロットの 15ページ目の絵で表されたヤギは
ひたいの上に五芒星を持っている。五芒星はヤギが光の象徴である事を見分
けるのに十分である。
he makes the sign of occultism with both hands,
ヤギは両方の手で親指、人差し指、中指を伸ばして薬指と小指を折り曲げて
いる隠された学問の手振りをしている。
pointing upward to the white moon of Chesed, and downward to the 
black moon of Geburah.



ヤギは右手で上と思いやりの白い月を指し左手で下と厳しさの黒い月を指し
ている。
This sign expresses the perfect harmony of mercy with justice.
上記の象徴は思いやりと正義の完全な一致を表す。
One of the arms is feminine and the other masculine, as in the androgyne 
of Khunrath,
クンラートの両性具有者の様に、ヤギの一方の腕は女性らしく他方の腕は男
性らしい。
whose attributes we have combined with those of our goat,
クンラートの両性具有者の特徴をヤギの特徴に組み合わせた。
since they are one and the same symbol.
なぜならクンラートの両性具有者とヤギは同じ象徴だからである。
The torch of intelligence burning between the horns is the magical light of 
universal equilibrium;
2本の角の間で燃えている知のたいまつは普遍のつり合いの魔術の光である。
it is also the type of the soul exalted above matter,
2本の角の間で燃えている知のたいまつは、この世界のものの上に高められ
た魂の象徴である。
even while connecting with matter, as the flame connects with the torch.
火がたいまつに結びついている様に、魂は、この世界のものに結びついてい
る。
The hideous head of the animal expresses horror of sin, for which the 
material agent, alone responsible, must alone and for ever bear the 
penalty,
動物の恐ろしい頭は、この世界のものの代行者だけが永遠に罰を負うべきで
ある、罪の恐ろしさを表す。



because the soul is impassible in its nature, and can suffer only by 
materialising.
なぜなら魂は本質では無感覚であり、魂は、この世界のものに成る事によっ
てのみ苦しむ事が可能である。
The caduceus, which replaces the generative organ, represents eternal 
life;
生殖器官の代わりである、ケーリュケイオンは永遠の命を表す。
the scale-covered belly typifies water;
鱗に覆われた腹は水を象徴する。
the circle above it is the atmosphere;
鱗に覆われた腹の上の円は大気である。
the feathers still higher up signify the volatile;
鱗に覆われた腹の上の円より更に高みに有る羽は揮発し易いものを表す。
lastly, humanity is depicted by the two breasts and the androgyne arms of
this sphinx of the occult sciences.
隠された知の上記のスフィンクスの 2 つの胸と両性具有者の腕は人性を表す。
The name of the Templar Baphomet, which should be spelt 
Kabbalistically backwards, is composed of three abbreviations: TEM. OHP. 
AB., Templi omnium hominum pacis abbas, "the father of the temple of 
universal peace among men."
神殿騎士団のバフォメット Baphomet という名前は、カバラ的に逆につづる
べきであり、TEM、OHP、AB という 3 つのラテン語の略語から成る。神殿
騎士団のバフォメットという名前は「人々の間の普遍の平和の神殿の父」を
意味する。
15. Typhon, or the Devil.
15。ティフォンまたは悪魔。



 Samech.- To know at first sight the deep things of the souls of men and ס
the mysteries of the hearts of women.
サメク。男性の魂の深いものと女性の心の神秘を一目で知る。
.While evil spirits burst with wrath and rage ס 15
15。サメク。悪人の霊は怒りに満ちあふれている。



16
16
ע

アイン
Q
Q
BEWITCHMENTS
呪い
FONS
源泉
OCULUS
目
FULGUR
雷
WITCHCRAFT AND SPELLS
呪いの業と呪文
The heaven of the Moon, alterations, subversions, changes, failings.
月の天、変化、転覆、移り変わり、弱み。
Hieroglyph, a tower struck by lightning, probably that of Babel.
タロットの 16ページ目には多分バベルの塔であろう、雷に打たれた塔が描
かれている。
Two persons, doubtless Nimrod and his false prophet or minister, are 
precipitated from the summit of the ruins.
多分ニムロデとニムロデの偽の預言者または偽の祭司という、2 人の人が廃
墟の頂上から真っ逆さまに落ちている。
One of the personages in his fall perfectly represents the letter gnaïn.



堕ちている 2 人のうちの 1 人は完全にヘブライ文字アイン 。の形をしているע
After the sixteenth key of the Tarot, which represents the downfall of 
Satan's temple,
タロットの 16ページ目の絵はサタンの神殿の落下を表す。
16. The Blasted Tower.
16。打たれた塔。
,Gnain.- To force nature to make him free at his pleasure ע
アイン。自然から思い通りに自由に成る。
.God doth the lightning rule, the flame subdue ע 16
16。アイン。神は雷を統治し火を圧倒する。



17
17
פ

プフェ
R
R
ASTROLOGY
占星術
STELLA
星
OS
口
INFLEXUS
屈曲
THE WRITING OF THE STARS
星々の文字
The heaven of the soul, outpourings of thought, moral influence of the 
idea on forms, immortality.
魂の天、思考の流出、形の上における概念の倫理道徳的な影響、不死。
Hieroglyph, the burning star and eternal youth.
タロットの 17ページ目の名前は燃える星と永遠の若さである。
Hence upon the seventeenth page of the Tarot we find an admirable 
allegory- a naked woman,
タロットの 17ページ目で見事な象徴が見つかる。タロットの 17ページ目に
は裸の女性が描かれている。
typifying Truth, Nature, and Wisdom at one and the same time,



裸の女性は真理、自然、知を表す。
turns two ewers towards the earth, and pours out fire and water upon it;
裸の女性は 2 つの器の口を地に向けて一方の器から火を他方の器から水を地
上に注いでいる。
above her head glitters the septenary, starred about an eight-pointed star,
裸の女性の頭上には八芒星と 7つ 1 組の星々が光輝いている。
that of Venus,
八芒星は金星である。
symbol of peace and love;
金星は平和と愛の象徴である。
the plants of earth are flourishing around the woman,
裸の女性の周りには地の草木が繁栄している。
and on one of them the butterfly of Psyche has alighted;
地の草木の 1 つにプシュケの蝶が止まっている。
this emblem of the soul
プシュケ、蝶は魂の象徴である。
is replaced in some copies of the sacred book by a bird, which is a more 
Egyptian and probably a more ancient symbol.
よりエジプトの多分より古代のいくつかの写しでは、プシュケの蝶ではなく、
鳥が地の草木の 1 つに止まっている。
In the modern Tarot the plate is entitled the Glittering Star;
近代のタロットの 17ページ目の名前は光輝く星である。
it is analogous to a number of Hermetic symbols,
タロットの 17ページ目の象徴はヘルメスの象徴のいくつかと類似している。
and is also in correspondence with the Blazing Star of Masonic initiates, 
which expresses most of the mysteries of Rosicrucian secret doctrine.



タロットの 17ページ目の象徴は、薔薇十字団の秘密の考えの神秘の多数を
表す、メーソンの秘伝伝授者の燃える星に対応している。
we find on the seventeenth leaf a magnificent and gracious emblem.
タロットの 17ページ目の上に大いなる優美な象徴が見つかる。
A naked woman, a young and immortal maid,
タロットの 17ページ目には裸の女性、若々しい神の処女が描かれている。
pours out upon the earth the juice of universal life from two ewers, one of 
gold and one of silver;
女神は金の水差しと銀の水差しから普遍の命の精髄を地の上に注いでいる。
hard by there is a flowering shrub,
女神の近くには花の咲いた低木が有る。
on which rests the butterfly of Psyche;
プシュケの蝶が花の咲いた低木の上で休んでいる。
above her shines an eight-pointed star
女神の上には八芒星が輝いている。
with seven other stars around it.
八芒星のまわりに 7つの星が有る。
17. The Glittering Star.
17。光輝く星。
Phe.- To foresee all future events which do not depend on a superior free פ
will, or on an undiscernible cause.
プフェ。超自由意思に左右されない認識不可能な原因に左右されない未来を
予見する。
.His word controls both Vesper and her dew פ 17
17。プフェ。神の言葉イエスは宵の明星と宵の明星の露を統治する。



18
18
צ

ツァーデ
S
S
CHARMS AND PHILTRES
誘惑とほれ薬
JUSTITIA
正義
MYSTERIUM
神秘
CANES
犬
PHILTRES AND MAGNETISM
ほれ薬と磁気の催眠
The elements, the visible world, the reflected light, material forms, 
symbolism.
四大元素、見える世界、反射した光、この世界のものの形、象徴。
Hieroglyph, the moon,
タロットの 18ページ目には月が描かれている。
dew,
しずくが有る。
a crab rising in the water towards land,
ザリガニが水の中から地へ昇っている。



a dog and wolf barking at the moon and chained to the base of two 
towers,
2 つの塔の基礎に鎖でつながれた犬とオオカミが月に向かってほえている。
a path lost in the horizon and sprinkled with blood.
血の点在する 1 つの経路が地平線に消えている。
the number attributed in the Tarot to the hieroglyphic sign of night and of 
the profane-
18という数はタロットでは夜と大衆の象徴である。
the moon, together with the towers, dog, wolf, and crab-
月、2 つの塔、犬、オオカミ、ザリガニ。
a mysterious and obscure number,
18は神秘と不明な数である。
the kabbalistic key of which is 9, the number of initiation.
18のカバラの鍵は秘伝伝授の数 9 である。
18. The Moon.
18。月。
 Tsade.- To give at once and to all the most efficacious consolations and צ
the most wholesome counsels.
ツァーデ。最も有効な慰めと最も健全な助言をすぐに全ての者に与える。
.He makes the moon our watchman through the night צ 18
18。ツァーデ。神は月を夜の人の監視者にする。



19
19
ק

クォフ
T
T
THE STONE OF THE PHILOSOPHERS-
賢者の石
ELAGABALUS
太陽神を意味するエラガバルス
VOCATIO
呼び出す
SOL
太陽
AURUM
金
THE MASTERY OF THE SUN
太陽の熟達
Composites, the head, apex, prince of heaven.
合成したもの、頭、頂点、天の王。
Hieroglyph, a radiant sun, and two naked children taking hands in a 
fortified enclosure.
タロットの 19 ページ目には光を放つ太陽、要塞化された囲いの中で手をと
り合う 2 人の裸の幼子が描かれている。
Other Tarots substitute a spinner unwinding destinies,



タロットの 19 ページ目の別の絵には運命の糸をほどいている運命の女神が
描かれている。
and others, again, a naked child mounted on a white horse and displaying
a scarlet standard.
タロットの 19 ページ目の別の絵には白い馬に乗り深紅の旗を見せている 1
人の裸の幼子が描かれている。
After this funereal procession come two little children,
死の行進の後に、2 人の幼子が来る。
radiating with smiles and life,
2 人の幼子はほほえみと命と共に光を放射する。
the intelligence and love of the coming century,
2 人の幼子は未来の世紀の愛と知である。2 人の幼子は愛と知である。
the dual genius of a new-born humanity.
愛と知は復活した人性の二重の精神である。
The shadows of death fold up before them, as does night before the 
morning star;
明けの明星の前に夜が圧倒される様に、愛と知の前に死の影は圧倒される。
with nimble feet they skim the earth,
愛と知は速足で地を滑る様に進む。
19. The Sun.
19。太陽。
.Coph.- To triumph over adversities ק
クォフ。不運に勝利する。
.And by his sun renews the world in light ק 19
19。クォフ。神の太陽によって光の中で神は世界を再生する。



20
20
ר

レシュ
U
U
THE UNIVERSAL MEDICINE
万能薬
CAPUT
頭
RESURRECTIO
復活
CIRCULUS
輪
THE THAUMATURGE
奇跡を起こすもの
Vegetative principle, generative virtue of the earth, eternal life.
植物の原理、地の生殖力の徳、永遠の命。
Hieroglyph, THE JUDGMENT.
タロットの 20 ページ目の名前は審判である。
A genius sounds the trumpet
神の聖霊がラッパを吹いている。
and the dead rise from their tombs.
死者が墓から復活している。
These persons who are living and were dead, are a man, woman, and 
child-



かつて死んだが生きている人は男性、女性、幼子である。
the triad of human life.
男性、女性、幼子は人の命の 3 つ 1 組である。
20. The Judgment.
20。審判。
.Resch.- To conquer love and hate ר
レシュ。愛憎を抑える。
When dust to dust returns, his breath can call ר 20
20。レシュ。塵は塵に戻る時に、人が死ぬ時に、神の息は呼び起こす。



21
21
ש

シュィン
X
X
DIVINATION
予見
DENTES
歯
FURCA
熊手
AMENS
狂気
THE SCIENCE OF THE PROPHETS
預言者の知
The sensitive principle, the flesh, eternal life.
敏感な原理、肉、永遠の命。
Hieroglyph, THE FOOL. A man in the garb of a fool,
タロットの 21 ページ目には愚者の外見をした男性が描かれている。
wandering without aim,
男性は目的無しにさまよっている。
burdened with a wallet, full, no doubt, of his follies and vices;
男性は恐らく愚かさと悪徳に満ちた、ずだ袋を負っている。
his disordered clothes discover his shame;
男性の乱れた衣服には男性の恥部が見つかる。



he is being bitten by a tiger, and does not know how to escape or defend 
himself.
虎が男性を噛んでいる。男性は虎を免れる方法や自身を守る方法を知らない。
The Fool of the Tarot.
タロットの愚者。
 Schin.- To have the secret of wealth, to be always its master and never ש
its slave. To know how to enjoy even poverty and never become abject or 
miserable,
シュィン。富の秘密を保有する。常に富の主である。富の奴隷に成らない。
貧しさすら楽しむ方法を知る。みじめな気持ちに成らない。
0 or 21 ש Life from the tomb which is the fate of all.
0 または 21。シュィン。全ての人の運命である墓からの命。
 Schin. The natural and central fire equilibrated by double ש 21
polarisation.
21。シュィン。二重の両極性がつり合わせる自然の中心の火。





22
22
ת

タウ
Z
Z
SUMMARY AND GENERAL KEY OF THE FOUR SECRET SCIENCES
4 つの秘密の知の要約と普遍の鍵
SIGNA
徴
THOT
トート
PAN
パーン
THE BOOK OF HERMES
ヘルメスの書
The microcosm, the sum of all in all.
小宇宙、全ての中での全ての要約。
Hieroglyph, Kether, or the kabbalistic crown,
タロットの 22 ページ目にはケテル、カバラの王冠が描かれている。
between the four mysterious animals.
牛、人、ワシ、ライオンという 4 つの神秘の動物の間に王冠が存在する。
In the middle of the crown is Truth holding a rod in each hand.
王冠の中央で真理の女性が各々の手に 1 つの杖を持っている。
This universal arcanum, the final and eternal secret of transcendent 
initiation, is represented in the Tarot by a naked girl,



タロットの 22 ページ目に描かれている裸の女性は、普遍の秘密、超越的な
秘伝伝授の究極の永遠の秘密を表す。
who touches the earth only by one foot,
裸の女性は片足立ちである。裸の女性は片足だけが地上にふれている。
has a magnetic rod in each hand,
裸の女性は右手に 1本の磁気の杖、左手に 1本の磁気の杖を持っている。
and seems to be running in a crown
裸の女性は王冠の中を走っている様に見える。
held up by an angel, an eagle, a bull, and a lion.
天使、ワシ、牛、ライオンが王冠を持ち上げている。人、ワシ、牛、ライオ
ンが王冠を持ち上げている。男性、ワシ、牛、ライオンが王冠を持ち上げて
いる。
The twenty-second key, which bears the number twenty-one, because the
fool which precedes it carries no numeral, represents a youthful female 
divinity
前のページの愚者が数字を持たないので、21 の数を持つ場合が有る、タロッ
トの 22 ページ目には若々しい女神が描かれている。
slightly veiled
女神は薄いヴェールで覆い隠されている。
and running in a flowering circle,
女神は花飾りの円冠の中で走っている。
supported at four corners by the four beasts of the Kabbalah.
牛、人、ワシ、ライオンというカバラの 4 つの獣が 4 つの角で花飾りの円冠
を支えている。
In the Italian Tarot this divinity has a rod in either hand;
イタリアのタロットの 22 ページ目には各々の手に 1 つの杖を持った女神が
描かれている。



in the Besanson Tarot, the two wands are in one hand while the other is 
placed upon her thigh,
Besanson タロットの 22 ページ目には 2 つの杖を一方の手に持ち他方の手を
ももの上に置いている女神が描かれている。
both equally remarkable symbols of magnetic action,
上記の 2 つのタロットの 22 ページ目の絵は磁気の作用の注目すべき象徴で
ある。
either alternate in its polarisation, or simultaneous by opposition and 
transmission.
上記の 2 つのタロットの 22 ページ目の絵は磁気の作用の両極性における交
互性または対立と伝達による同時性を表す。
In the Tarot, space is typified by the four signs allocated to the cardinal 
points of heaven, and life is represented by a naked girl dancing in a circle.
タロットの 21 ページ目では、(牡牛座、水瓶座、獅子座という)天空の東西南
北の星座に配置された牛、人、ライオン、ワシという 4 つの象徴が時間を表
し、円冠の中で踊る様に進む裸の少女が命を表す。
21. The World.
21。世界。
 Tau.- Let us add to these three septenaries that the wise man rules the ת
elements, stills tempests, cures the diseased by his touch, and raises the 
dead!
タウ。3 組の 7つ 1 組に加えて、賢者は四大元素に命令し、嵐を静め、触れ
るだけで病気を治し、死んだ者を復活させる！
21 or 22 ת His crown illuminates the mercy seat, And glorifies the cherubs 
at his feet.
21 または 22。タウ。神の王冠は身代わりによる救いの思いやりの座を照ら
し、神の足元で智天使ケルブは神の栄光をたたえる。



タロットの小アルカナの人物札の説明
man, woman, youth, child-
タロットの人物札は男性、女性、若い大人の様な者、幼子の様な者である。
master, mistress, knight, esquire.
タロットの人物札は主、女性の主、騎士、騎士見習いである。
As to the figures, a final couplet will suffice to explain them:-
下記の究極的な詩がタロットの小アルカナの人物札について十分な説明をす
るであろう。
KING, QUEEN, KNIGHT, ESQUIRE. The married pair, the youth, the child, 
the race; Thy path by these to Unity retrace.
王、女王、騎士、騎士見習い。結婚した男女、若い大人の様な者、幼子の様
な者。人。単一性へ戻る経路。



タロットの小アルカナの棒、杯、剣、コインの説明
Turning now to the four suits, namely, Clubs, Cups, Swords, and Circles or 
Pantacles, commonly called Deniers-
タロットの小アルカナの 4 組の 10 つ 1 組は棒、杯、剣、輪または万能章また
はコインと呼ばれている。大衆はコインをフランスのコインのドゥニエと呼
んでいる。
all these are hieroglyphics of the tetragram.
棒、杯、剣、輪または万能章またはコインはテトラ グラマトンの象形文字で
ある。
Thus, the Club is the Egyptian Phallus or Hebrew jod;
棒はエジプト人の男性器またはヘブライ人のイョッドである。
the Cup is the cteis or primitive he;
杯は女性器または原初のヘーである。
the Sword is the conjunction of both, or the lingam, represented in 
Hebrew preceding the captivity by vau;
剣は 2 つのものの結合または男性器と女性器またはバビロン捕囚より前のヘ
ブライ文字のヴァウである。
while the Circle or Pantacle, image of the world, is the he final of the 
divine name.
輪または万能章またはコインは世界、地球の像であり神の名前ヤハウェの最
後のヘーである。
the Jod, symbol of the vine, or paternal sceptre of Noah;
イョッドは、つる植物ぶどうの木の象徴、または、ノアの父性の王笏の象徴
である。
the HE, type of the cup of libations and also of maternity;



ヘーは、神酒を地に注ぐ杯の象徴、母性の杯の象徴である。
the VAU, which joins the two, and was depicted in India by the great and 
mysterious lingam.
ヴァウは、2 つを結ぶ。古代インド人は、大いなる神秘の、男性器と女性器
で、ヴァウを描いた。
then the mother letter appeared a second time to express the fecundity of 
nature and woman,
母性の杯の象徴である文字ヘーが、自然と女性の多産性を表すために、再び
あらわれる。
and to formulate the doctrine of universal and progressive analogies 
descending from causes to effects, and ascending from effects to causes.
ヘーが、原因から結果へ降りて結果から原因へ昇る進歩的な類推可能性と普
遍の考えを明確に表すために、再びあらわれる。



棒の 1
the ace of clubs is creative intelligence;
棒の 1 は、創造する知である。

杯の 1
the ace of cups is loving intelligence;
杯の 1 は、思いやり深い知である。

剣の 1
the ace of swords is militant intelligence;
剣の 1 は、戦闘的な知である。



コインの 1
the ace of deniers or of the circle is the soul of the world;
フランスのコインのドゥニエの 1、または、輪の 1 は、世界の魂、地の魂、
星の光である。

棒の 5
the five of clubs rigorously signifies Geburah of Jod, that is, the justice of 
the creator or the wrath of man;
棒の 5はイョッドの厳しさ、創造主である神の正義、男性の怒りを表す。

杯の 7
the seven of cups signifies the victory of mercy or the triumph of woman;
杯の 7は思いやりの勝利、女性の勝利を表す。



剣の 8
the eight of swords signifies conflict or eternal equilibrium;
剣の 8は葛藤、永遠のつり合いを表す。
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