


The Dogma of High Magic
高等魔術の教理



INTRODUCTION
序文
BEHIND the veil of all the hieratic and mystical allegories of ancient 
doctrines,
古代の神の教えの全ての祭司だけの神秘の例えのヴェールに隠されて、
behind the shadows and the strange ordeals of all initiations,
全ての入門の影と不思議な試練に隠されて、
under the seal of all sacred writings,
全ての神聖な書物の封印に隠されて、
in the ruins of Nineveh or Thebes,
ニネヴェやテーベの残骸に、
on the crumbling stones of the old temples,
古代の神殿の砕けている石碑に、
and on the blackened visage of the Assyrian or Egyptian sphinx,
アッシリアやエジプトのスフィンクスの黒く成った顔に、
in the monstrous or marvellous paintings which interpret to the faithful of 
India the inspired pages of the Vedas,
ヴェーダの霊感を受けて書かれた話をインドの神を確信している者に説明す
る巨大な不思議な絵に、
in the strange emblems of our old books of alchemy,
錬金術の古書の不思議な象徴に、
in the ceremonies at reception practised by all mysterious societies,
全ての秘密結社が実践した入門の儀式に、
traces are found of a doctrine which is everywhere the same, and 
everywhere carefully concealed.



全ての場所で用心して隠された、全ての場所で同じ 1 つの考えの跡が見つか
る。(普遍唯一の考えが見つかる。)
Occult philosophy seems to have been the nurse or god-mother of all 
intellectual forces,
隠された哲学は全ての知的な力の保母、代母であった様である。
the key of all divine obscurities,
隠された哲学は全ての神の不明の鍵であった様である。
and the absolute queen of society in those ages when it was reserved 
exclusively for the education of priests and of kings.
隠された哲学は王者と祭司のためだけの知であった時代の社会の女神であっ
た様である。
It reigned in Persia with the magi,
隠された哲学は祭司マギと共にペルシャを統治した。
who at length perished,
祭司マギは結局、姿を隠した。
as perish all masters of the world,
全ての地の王者が姿を隠した様に。
because they abused their power;
祭司マギは力を濫用したからである。
it endowed India with the most wonderful traditions, and with an 
incredible wealth of poesy, grace, and terror in its emblems;
隠された哲学は最も不思議な口伝、信じられないほど豊富な詩、思いやりと
畏敬の象徴をインドに与えた。
it civilised Greece to the music of the lyre of Orpheus;
隠された哲学はオルフェウスの竪琴の音楽でギリシャを洗練させた。
it concealed the principles of all the sciences and of all human intellectual 
progress in the bold calculations of Pythagoras;



隠された哲学は全ての学問と全ての人の知の進歩の原理をピタゴラスの大胆
な類推に隠した。
fable abounded in its miracles,
伝説は隠された哲学の奇跡で満ちあふれている。
and history, attempting to appreciate this unknown power, became 
confused with fable;
歴史は、隠された哲学の未知の力の推測を試みた時に、作り話と混同された。
it shook or strengthened empires by its oracles,
隠された哲学は神託で国々を揺るがすか強めた。
caused tyrants to tremble on their thrones,
隠された哲学は王座の上の暴君どもを震え上がらせた。
and governed all minds, either by curiosity or by fear.
隠された哲学は好奇心または恐怖で全ての人の精神を支配した。
For this science, said the crowd, there is nothing impossible;
大衆が言うには、隠された学問には、「不可能は無い。」。(マタイによる福
音 17章 20節「確信が有れば、不可能は無い。」。)
it commands the elements,
隠された学問は四大元素に命令する。
knows the language of the stars,
隠された学問は星々の言葉を知る。
and directs the planetary courses;
隠された学問は 7惑星の軌道を傾ける。
when it speaks,
隠された学問が話す時、
the moon falls blood-red from heaven;
月は血の様に赤く成り堕天する。(使徒行伝 2章 20節「月は血の様に赤く成
る。」。)



the dead rise in their graves
死んだ者は墓で復活する。
and articulate ominous words as the night wind blows through their 
skulls.
死んだ者は頭骨を吹き抜ける夜風で徴と成る言葉を話す。
Mistress of love or of hate,
隠された学問は愛憎の、女性の主である。
the science can dispense paradise or hell at its pleasure to human hearts;
隠された学問は楽園や地獄を人の心に思い通りに与えられる。
it disposes of all forms,
隠された学問は全ての形を与える。
and distributes beauty or ugliness;
隠された学問は美しさ、または、醜さを与える。
with the rod of Circe it alternately changes men into brutes and animals 
into men;
隠された学問はキルケの杖で人を獣に変える。隠された学問はキルケの杖で
動物を人に変える。
it even disposes of life or death,
隠された学問は命または死すら与える。
and can confer wealth on its adepts by the transmutation of metals
隠された学問は錬金で富を達道者に与えられる。
and immortality by its quintessence or elixir compounded of gold and 
light.
隠された学問は第5元素エーテルまたは若返り薬エリクサーで不死を達道者
に与えられる。若返り薬エリクサーは金と光の結合である。
Such was magic from Zoroaster to Manes,
隠された学問がゾロアスターからマニまでの魔術である。



from Orpheus to Apollonius of Tyana,
隠された学問がオルフェウスからティアナのアポロニウスまでの魔術である。
when positive Christianity, at length victorious over the brilliant dreams 
and titanic aspirations of the Alexandrian school,
現実の大衆のキリスト教が結局アレクサンドリア学派の光を放つ夢と巨人的
な大志に勝利してしまった時に、(巨人プロメテウスは人の身代わりと成る巨
人的な愛を実証した。)
dared to launch its anathemas publicly against this philosophy,
隠された哲学に対する公の破門が大胆に始まり、
and thus forced it to become more occult and mysterious than ever.
隠された哲学は以前より隠されて謎に成ってしまった。
Moreover, strange and alarming rumours began to circulate concerning 
initiates or adepts;
さらに、秘伝伝授者、達道者について不思議な不安にさせる、うわさが流さ
れ始めた。
these men were everywhere surrounded by an ominous influence;
不運の感化が秘伝伝授者と達道者を全ての場所で包囲している。
they killed or drove mad those who allowed themselves to be carried 
away by their honeyed eloquence or by the fame of their learning.
秘伝伝授者と達道者は蜜の様に甘い言葉か力に夢中に成った者を立ち行かな
くさせるか狂わせる。
The women whom they loved became Stryges,
秘伝伝授者と達道者が愛した女性はストリゲスに成る。
their children vanished at their nocturnal meetings,
秘伝伝授者と達道者の子は夜の集会で見えなく成る。
and men whispered shudderingly and in secret of bloody orgies and 
abominable banquets.



大衆は血の酒神祭と憎むべき宴について震え上がりながら、ひそかに、ささ
やいた。
Bones had been found in the crypts of ancient temples,
古代の神殿の地下室で骨が見つかった。
shrieks had been heard in the night,
夜に叫びが聞こえた。
harvests withered and herds sickened when the magician passed by.
魔術師が近づくと草木の収穫が枯れ豚の群れは病気に成る。(マタイによる福
音 21章 19節「イエスは無花果の木に近づいた。イエスは実を結ばない無花
果の木を枯らす。」。実を結ばない無花果の木は悪人の例え。マタイによる
福音 8章 28節から 34節「豚の群れ。」。豚は悪人の例え。)
Diseases which defied medical skill at times appeared in the world, and 
always, it was said, beneath the envenomed glance of the adepts.
大衆は、常に、世界に時々現れる不治の病を達道者の邪視のせいにした。
At length an universal cry of execration went up against magic,
ついに、魔術を呪う大衆の世論が上がった。
the mere name became a crime,
魔術は名前だけで罪に成った。
and the common hatred was formulated in this sentence: "Magicians to 
the flames!" as it was shouted some centuries earlier: "To the lions with 
the Christians!"
大衆は、うらみから数世紀「キリスト教徒をライオンに！」と叫んだ様に
「魔術師を火に！」と叫んだ。
Now the multitude never conspires except against real powers;
19世紀の大衆は自然科学の力にだけ徒党を組んで陰謀を企てる。
it possesses not the knowledge of what is true,
大衆が真理を知る事は無い。



but it has the instinct of what is strong.
しかし、大衆には力が有るものを推測する直感が有る。
It remained for the eighteenth century to deride both Christians and 
magic,
18世紀以降の大衆はキリスト教徒と魔術を笑いものにする。
while infatuated with the homilies of Rousseau and the illusions of 
Cagliostro. 
一方、18世紀以降の大衆はルソーの話とカリオストロの幻覚に夢中である。
Science, notwithstanding, is at the basis of magic,
魔術の基礎は学問である。魔術の基礎は自然科学である。
as at the foundation of Christianity there is love,
キリスト教の基礎が思いやりである様に。
and in the Gospel symbols we see the Word incarnate adored in his cradle 
by three magi,
マタイによる福音 2章の象徴的な実話で 3人のマギが、ゆりかごの中の、人
に成った神イエス、神の言葉イエスに敬礼した。(ヨハネによる福音 1章イエ
スは神の言葉、神のロゴス。)
led thither by a star
マタイによる福音 2章でイエスの星が 3人のマギを導いた。
(the triad and the sign of the microcosm),
(マタイによる福音 2章の 3人のマギは 3つ 1組の象徴である。マタイによる
福音 2章のイエスの星は小宇宙の象徴である。マタイによる福音 2章のイエ
スの星は人体の象徴である。)
and receiving their gifts of gold, frankincense, and myrrh,
マタイによる福音 2章で 3人のマギは金、乳香、没薬をイエスに贈った。
a second mysterious triplicity,
マタイによる福音 2章の 3つの贈り物は第2の神秘の 3つ 1組である。



under which emblem the highest secrets of the Kabbalah are allegorically 
contained.
マタイによる福音 2章には、2組の 3つ 1組である六芒星の象徴の下に、カ
バラの最高の秘密が象徴的に含まれている。
Christianity owes, therefore, no hatred to magic,
本物のキリスト教は本物の魔術を憎まない。
but human ignorance has ever stood in fear of the unknown.
しかし、人の無知は未知を恐れる。
The science was driven into hiding to escape the impassioned assaults of 
a blind love;
隠された学問は狂信者、盲信者の迫害を避けるために隠された。
it clothed itself with new hieroglyphics,
隠された学問は新しい分かり難い文字で隠された。
dissimulated its labours,
隠された学問の成果は隠された。
denied its hopes.
隠された学問の希望は隠された。(パンドラの箱の様に、隠された学問の希望
は隠された。)
Then it was that the jargon of alchemy was created,
錬金術の隠語が創造された。
a permanent deception for the vulgar,
錬金術の隠語は大衆には永遠の謎である。
a living language only for the true disciple of Hermes. 
命を与える言葉はヘルメスの本物の弟子のためだけのものである。
Extraordinary fact!
驚くべき事実！



Among the sacred books of the Christians there are two works which the 
infallible Church makes no claim to understand and has never attempted 
to explain; these are the prophecy of Ezekiel and the Apocalypse,
誤りが無い教会、カトリック教会はキリスト教の聖書の中でエゼキエル書と
ヨハネの黙示録の理解を求めないし説明を試みた事が無い。
two Kabbalistic Keys
エゼキエル書とヨハネの黙示録は 2つのカバラの鍵である。
assuredly reserved in heaven
エゼキエル書とヨハネの黙示録は確実に天に蓄えられている。(マタイによる
福音 6章 20節「天に蓄えなさい。」。)
for the commentaries of magician Kings,
エゼキエル書とヨハネの黙示録は魔術師の王者たちの説明を求めている。
books sealed with seven seals for faithful believers,
エゼキエル書とヨハネの黙示録はキリスト教徒には 7つの封印で封印されて
いる。
yet perfectly plain to an initiated infidel of the occult sciences.
エゼキエル書とヨハネの黙示録は秘伝伝授者の隠された学問の学徒には分か
り易い。
There is also another book,
タロットは別のカバラの鍵である。
but, although it is popular in a sense
タロットは、ある意味で普及している。
and may be found everywhere,
タロットは多分、全ての場所で見つかる。(タロットは普遍に見つかる。)
this is of all most occult
タロットは全てのものの中で最も隠されている。
and unknown,



タロットは全てのものの中で最も未知である。
because it has the key of all others;
なぜならタロットは他の全ての鍵だからである。
it is in public evidence
タロットは公に証拠が残されている。
without being known to the public;
タロットの本当の意味を大衆は知らない。
no one dreams of seeking it where it actually is,
タロットは誰も探そうとは夢にも思わない所に実は存在する鍵である。
and elsewhere it is lost labour to look for it.
大衆は全ての鍵を無駄に別の所で探している。
This book, possibly anterior to that of Enoch,
タロットは多分エノク書より古い。
has never been translated,
エリファス レヴィが初めてタロットの本当の意味を説明する。
but is still preserved unmutilated in primeval characters,
タロットの絵は原初のままで欠損が無く保存されている。
on detached leaves, like the tablets of the ancients.
タロットは、古代の石板の様に、独立した複数枚の絵である。
A distinguished scholar has revealed, though no one has observed it, not 
indeed its secret, but its antiquity and singular preservation;
誰も注目しなかったが、ある有名な学者は、タロットの秘密は分からなかっ
たが、タロットが古くから存在し、タロットの絵が原初のまま保存されてい
る事を明らかにした。
another scholar, but of a mind more fantastic than judicious, passed thirty
years in the study of this book, and has merely suspected its whole 
importance.



聡明というよりは夢見がちな、別の学者は長年タロットを研究して、タロッ
トの重要性を推測しただけに終わった。
It is, in fact, a monumental
実に、タロットは記念碑である。
and extraordinary work,
タロットは驚くべき作品である。
strong and simple as the architecture of the pyramids,
タロットはピラミッドの構造の様に強固で簡潔である。
and consequently enduring like those-
タロットは結果としてピラミッドの様に永久的である。
a book which is the sum of all the sciences,
タロットは全ての学問の要約である。
which can resolve all problems by its infinite combinations,
タロットは無限の組み合わせで全ての問題を解決できる。
which speaks by evoking thought,
タロットは思考を呼び起こす形で話しかけてくる。
is the inspirer and regulator of all possible conceptions,
タロットは全ての可能な限りの概念を吹き込み調節する。
the masterpiece perhaps of the human mind,
タロットは人の精神の多分、傑作である。
assuredly one of the finest things bequeathed to us by antiquity,
タロットは古代からの無上の贈り物の 1 つである。
an universal key,
タロットは普遍の鍵である。
the name of which has been explained and comprehended only by the 
learned William Postel,
学の有るギヨーム ポステルだけがタロットという名前を説明し理解していた。



an unique text,
タロットは比類無き作品である。
whereof the initial characters alone exalted the devout spirit of Saint 
Martin into ecstasy,
タロットの最初の、いくつかの絵だけでルイ クロード ド サンマルタンの信
心深い精神を法悦に高めた。
and might have restored reason to the sublime and unfortunate 
Swedenborg.
タロットは気高かったが不適切だったスヴェーデンボルグの理性を回復した
かもしれない。
We shall speak of this book later on,
タロットについては後で話す。
and its mathematical and precise explanation will be the complement 
and crown of our conscientious undertaking.
タロットの数学的な正確な説明は良心的な作業の補完と極致に成るだろう。
The original alliance of Christianity and the science of the magi, once it is 
thoroughly demonstrated, will be a discovery of no second-rate 
importance,
キリスト教とマギの学問の本来からの一致は、一度完全に実証されれば、無
上の重要な発見に成るだろう。
and we question not that the serious study of magic and the Kabbalah will
lead earnest minds to the reconciliation of science and dogma, of reason 
and faith, heretofore regarded as impossible. 
魔術とカバラの真剣な研究は真剣な精神を、今まで不可能と考えられてきた、
学問と神の教えの一致、理性と信心の一致に導くだろう。
We have said that the Church, whose special office is the custody of the 
Keys, does not pretend to possess those of the Apocalypse or of Ezekiel.



鍵の保管を特別な務めとするカトリック教会がエゼキエル書とヨハネの黙示
録の鍵を保有する気が無い事は話した。(マタイによる福音 16章 19節「私イ
エスはあなたペトロに天の王国の鍵を与える。」。)
In the opinion of Christians the scientific and magical clavicles of Solomon
are lost;
キリスト教徒の大衆は学問と魔術のソロモンの小鍵は失われたと考えている。
yet, at the same time, it is certain that, in the domain of intelligence ruled 
by the Word, nothing which has been written can perish;
しかし、同時に、神の言葉イエスが統治する知の領域で書かれたものが消え
失せない事は確かである。(マタイによる福音 5章 18節「一点一画も消え失
せない。」。)
things which men cease to understand simply cease to exist for them,
大衆が理解できなくなったものは大衆には存在しないだけである。
at least in the order of the Word, and they enter then into the domain of 
enigma and mystery.
少なくとも、神の言葉イエスの統治により、大衆が理解できなくなったもの
は神の謎の領域へ移るだけである。
Furthermore, the antipathy, and even open war, of the official church 
against all that belongs to the realm of magic, which is a kind of personal 
and emancipated priesthood, is allied with necessary and even with 
inherent causes in the social and hierarchic constitution of Christian 
sacerdotalism.
さらに、個人的な解放された祭司の集団と言える魔術の領域に属する全ての
者に対して、カトリック教会が反感を抱き戦いすら始めたのは必要であり生
来のものですらある原因は、カトリック教会が社会的な位階制の祭司の集団
だからである。
The Church ignores magic-



カトリック教会は魔術を無視する。
for she must either ignore it or perish,
カトリック教会は魔術を無視するか姿を隠す必要が有る。
as we shall prove later on;
カトリック教会が魔術を無視するか姿を隠す必要が有る事は後で証明する。
yet she does not the less recognise that her mysterious founder was 
saluted in his cradle by the three magi-
しかし、カトリック教会はマタイによる福音 2章で 3人のマギが、ゆりかご
の中のカトリック教会の謎の初祖イエスを敬礼した事を認める。
that is to say, by the hieratic ambassadors of the three parts of the known 
world
マタイによる福音 2章の 3人のマギは既知の世界の 3つの部分の祭司の代表
である。
and the three analogical worlds of occult philosophy.
マタイによる福音 2章の 3人のマギは隠された哲学の類推可能な 3つの世界
の代表である。(自然科学、哲学、神の教え。自由意思といった神だけの領域、
概念の領域、形の領域。神だけの楽園、霊の冥界、この世界。)
In the school of Alexandria, magic and Christianity almost joined hands 
under the auspices of Ammonius Saccas and of Plato;
アンモニオス サッカスとプラトンの援助の下で、アレクサンドリア学派で、
魔術とキリスト教は、ほとんど手を組んだ。
the doctrine of Hermes is found almost in its entirety in the writings 
attributed to Denis the Areopagite;
偽ディオニュシオス文書全体に、ほとんどヘルメスの考えが見つかる。
and Synesius sketched the plan of a treatise on dreams,
シュネシオスは夢についての論文の構想の概要を書いた。
which was later on to be annotated by Cardan,



カルダーノはシュネシオスの夢についての論文の注釈書を書いた。

and composed hymns which might have served for the liturgy of the 
Church of Swedenborg, could a church of the illuminated possess a 
liturgy.
中略
With this period of fiery abstractions and impassioned warfare of words 
there must also be connected

the philosophic reign of Julian,
プラトンの「哲学者が王者に成った」ユリアヌス帝。

called the Apostate
中略
because in his youth he made an unwilling profession of Christianity.



Everyone is aware that Julian was sufficiently wrongheaded to be an 
unseasonable hero of Plutarch,

and was, if one may say so, the Don Quixote of Roman Chivalry;

but what most people do not know is that Julian was one of the 
illuminated
大衆はユリアヌス帝が光に照らされた者である事を知らない。
and an initiate of the first order;
大衆はユリアヌス帝が無上の秘伝伝授者である事を知らない。
that he believed in the unity of God
大衆はユリアヌス帝が神の唯一性を信じていた事を知らない。
and in the universal doctrine of the Trinity;
大衆はユリアヌス帝が 3つ 1組の普遍の考えを信じていた事を知らない。
that, in a word, he regretted nothing of the old world but its magnificent 
symbols and its exceedingly gracious images.
要するに、大衆はユリアヌス帝が、古代の世界を惜しんだのではなく、古代
の世界の大いなる象徴、非常に優美な象徴を惜しんだ事を知らない。
Julian was not a pagan;
ユリアヌス帝は多神教徒ではなかった。
he was a Gnostic allured by the allegories of Greek polytheism,
ユリアヌス帝はギリシャの多神教の例えに魅了されたグノーシス主義者で
あった。



who had the misfortune to find the name of Jesus Christ less sonorous 
than that of Orpheus.
中略
The Emperor personally paid for the academical tastes of the philosopher 
and rhetorician,

and after affording himself the spectacle and satisfaction of expiring like 
Epaminondas with the periods of Cato,

he had in public opinion, already thoroughly Christianised, anathemas for 
his funeral oration

and a scornful epithet for his ultimate celebrity.

Let us skip the little men and small matters of the Bas-Empire,

and pass on to the Middle Ages....

Stay, take this book!

Glance at the seventh page,

then seat yourself on the mantle I am spreading,



and let each of us cover our eyes with one of its corners....

Your head swims,

does it not,

and the earth seems to fly beneath your feet?

Hold tightly,

and do not look around....

The vertigo ceases;

we are here.

Stand up and open your eyes,

but take care before all things to make no Christian sign and to pronounce
no Christian words.

We are in a landscape of Salvator Rosa,

a troubled wilderness which seems resting after a storm;



there is no moon in the sky,
空には月が無い。
but you can distinguish little stars gleaming in the brushwood,
柴(しば)に小さな星々がかすかに光っているのが見える。

and you can hear about you the slow flight of great birds,
中略
who seem to whisper strange oracles as they pass.

Let us approach silently that cross-road among the rocks.
石の中の十字路に静かに近づこう。

A harsh, funereal trumpet winds suddenly,
中略



and black torches flare up on every side.

A tumultuous throng is surging round a vacant throne;

all look and wait.

Suddenly they cast themselves on the ground.

A goat-headed prince bounds forward among them;
ヤギの頭をかぶった王子が民の中から民の前に跳躍した。(ヤギは身代わりの
象徴。王子はイエスの例え。)
he ascends the throne,
王子は王座に昇った。(ヨハネによる福音 1章 神の言葉イエスは神である。)
turns,
王子は民をかえりみた。
and by assuming a stooping posture,
王子は身をかがめるふりをした。(王子は苦しむふりをした。)
presents to the assembly a human face,
王子は人の顔を民に見せた。(王子は人としての顔を民に見せた。王子は人性
を見せた。)
which, carrying black torches, every one comes forward to salute and to 
kiss.
民は黒いたいまつを持って王子の前に来て敬礼し口づけした。



With a hoarse laugh he recovers an upright position,
老人の様な声で笑いながら王子は立ち上がった。
and then distributes gold, secret instructions, occult medicines, and 
poisons to his faithful bondsmen.
王子は金、秘密の教え、隠された薬、毒を忠実な家来に与えた。(毒は薬に成
る場合が存在する。)

Meanwhile, fires are lighted of fern and alder,
中略
piled over with human bones and the fat of executed criminals.

Druidesses crowned with wild parsley and vervain immolate unbaptised 
children with golden knives
野生のパセリとバーベインの王冠をかぶった女性の祭司ドルイドが金の短剣
で未洗礼の子を犠牲にする。(未洗礼の子は悪人の例え。)

and prepare horrible love-feasts.



中略
Tables are spread,

masked men seat themselves by half-nude females,

and a Bacchanalian orgie begins;

there is nothing missing but salt, the symbol of wisdom and immortality.
塩は知と不死の象徴である。

Wine flows in streams, leaving stains like blood;
中略
obscene talk and fond caresses begin,

and presently the whole assembly is drunk with wine, with pleasure, with 
crime, and singing.

They rise, a disordered throng, and hasten to form infernal dances....

Then come all legendary monsters, all phantoms of nightmare;



enormous toads play inverted flutes and blow with their paws on their 
flanks;

limping scarabaei mingle in the dance;
足を引きずっているスカラベがおどりの輪に加わる。
crabs play the castanets;
ザリガニはカスタネットを鳴らす。

crocodiles beat time on their scales;
中略
elephants and mammoths appear habited like Cupids and foot it in the 
ring;

finally, the giddy circles break up and scatter on all sides....

Every yelling dancer drags away a dishevelled female....

Lamps and candles formed of human fat go out smoking in the 
darkness....



Cries are heard here and there,

mingled with peals of laughter,

blasphemies,

and rattlings of the throat.

Come,

rouse yourself,

do not make the sign of the cross!

See,

I have brought you home;

you are in your own bed,

somewhat worn-out, possibly a trifle shattered, by your night's journey 
and dissipation;

but you have witnessed something of which everyone talks without 
knowledge;



you have been initiated into secrets no less terrible than the grotto of 
Triphonius;

you have been present at the Sabbath.

It remains for you now to preserve your reason,

to have a wholesome dread of the law,

and to keep at a respectful distance from the Church and her faggots.

Would you care, as a change, to behold something less fantastic, more 
real, and also more truly terrible?

You shall assist at the execution of Jacques de Molay and his accomplices 
or his brethren in martyrdom....

Do not, however, be misled, confuse not the guilty and the innocent!
ねつ造報道にだまされてはいけない！罪と無罪を区別しなくてはいけない！
Did the Templars really adore Baphomet?
神殿騎士団はバフォメットを神として敬礼していたのか？いいえ！バフォ
メットは象徴であった。



Did they offer a shameful salutation to the buttocks of the goat of 
Mendes?
神殿騎士団はメンデスのヤギの尻にくちづけするという敬礼をしていたの
か？いいえ！敬礼ではなく合図であった。
What was actually this secret and potent association which imperilled 
Church and State, and was thus destroyed unheard?
弁明の機会無しに倒された、教会と国家を揺るがした秘密を有する力が有る
団体、神殿騎士団は本当はどのようなものであったのか？
Judge nothing lightly;
軽率に判断してはいけない。
they are guilty of a great crime;
神殿騎士団は大いなる罪を犯した。(巨人プロメテウスが天の火を人に与えた
様に、神殿騎士団は大いなる罪を犯した。)
they have allowed the sanctuary of antique initiation to be entered by the 
profane.
神殿騎士団は大衆を古代の入門の祭司の聖所に入門させた。(ヘブライ人への
手紙 9章 祭司の聖所、大祭司だけの至聖所。)
By them for a second time have the fruits of the tree of the knowledge of 
good and evil been gathered and shared, so that they might become the 
masters of the world.
神殿騎士団は地の王者に成るために再び善悪の知の木の果実を取り分け合っ
た。
The sentence which condemns them has a higher and earlier origin than 
the tribunal of pope or king:
法王と王者より高く古い神の判決が神殿騎士団にくだった。
"On the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die," said God 
Himself, as we see in the book of Genesis.



創世記の 2章 17節で神御自身が「善悪の知の木の果実を食べた日に、あな
たはいつか確実に死ぬであろう。」と話している。(ヨハネによる福音 3章 3
節「再び生まれ直さないと神の王国を見る事はできない。」。)
What is taking place in the world,
世界では何が起きているのか？
and why do priests and potentates tremble?
なぜ聖職者と権力者は震え上がっているのか？(祭司は金銭を稼ぐための職業
ではない。)
What secret power threatens tiaras and crowns?
どのような秘密の力が法王の三重冠と王者の王冠を揺るがしているのか？
A few madmen are roaming from land to land,
数人の狂人のふりをしている魔術師が国から国へさすらっている。
concealing, as they say, the philosophical stone under their ragged 
vesture.
魔術師の話では、魔術師は賢者の石をぼろぼろの衣に隠している。
They can change earth into gold,
魔術師は土を金に変えられる。(創世記 2章 7節「神は人を土の塵から創造し
た。」。エリファス レヴィの「魔術の歴史」「ヘブライ語でアダムは赤い土
を意味する。」。アダムは人の代表。)
and they are without food
魔術師には食べる物が無い！
or lodging!
魔術師には枕する所が無い！
Their brows are encircled by an aureole of glory and by a shadow of 
ignominy!
栄光の光と恥の影が魔術師の額で円を描いている。



One has discovered the universal science and goes vainly seeking death to
escape the agonies of his triumph- he is the Majorcan Raymond Lully.
ライムンドゥス ルルスは普遍の知を見つけた。ライムンドゥス ルルスは肉
体の死への勝利の苦悩から解脱するために空しく死を探し求める(という作り
話が存在する)。
Another heals imaginary diseases by fantastic remedies, giving a formal 
denial in advance to the proverb which enforces the futility of a cautery on
a wooden leg-
さじを投げるといった、ことわざを否定して、パラケルススは、焼きごてを
木製の人形の脚につけるといった不思議な治療で、想像による病気などを治
した。
he is the marvellous Paracelsus, always drunk and always lucid, like the 
heroes of Rabelais.
不思議なパラケルススはラブレーの小説の英雄の様に常に酔っていたが常に
意識を明確に保っていた。
Here is William Postel writing naively to the fathers of the Council of Trent,
informing them that he has discovered the absolute doctrine, hidden from
the foundation of the world, and is longing to share it with them.
ギヨーム ポステルは創世から隠されている絶対の考えを見つけたので分かち
合いたいとトレントの公会議の教父に無邪気に書いて知らせた。(マタイによ
る福音 13章 35節「創世からの秘密」。)

The council does not concern itself with the maniac,
中略



does not condescend to condemn him,

and proceeds to examine the weighty questions of efficacious grace and 
sufficing grace.

He whom we see perishing poor and abandoned is Cornelius Agrippa,
コルネリウス アグリッパは貧しく見捨てられ死んだ。
less of a magician than any,
コルネリウス アグリッパは魔術師としては小さな者であった。
though the vulgar persist in regarding him as a more potent sorcerer than 
all
しかし、大衆はコルネリウス アグリッパが最も力が大きな悪人の霊の魔術師
であると誤解している。
because he was sometimes a cynic and mystifier.
なぜなら、コルネリウス アグリッパは時々皮肉屋で秘密主義者であったから
である。
What secret do these men bear with them to their tomb?
どのような秘密を魔術師は墓まで持って行くのか？
Why are they wondered at without being understood?
なぜ魔術師は理解されないで神の様に思われるのか？
Why are they condemned unheard?
なぜ魔術師は弁明の機会無しに迫害されるのか？



Why are they initiates of those terrific secret sciences of which the Church 
and society are afraid?
なぜ魔術師は教会と社会が畏敬する秘密の知の秘伝伝授者であるのか？
Why are they acquainted with things of which others know nothing?
なぜ魔術師は大衆が知らないものを知っているのか？
Why do they conceal what all men burn to know?
なぜ魔術師は大衆が知りたいと熱望するものを隠すのか？
Why are they invested with a dread and unknown power?
なぜ魔術師は畏敬するべき未知の力を与えられているのか？(なぜ神は畏敬す
るべき未知の力を魔術師に与えているのか？)
The occult sciences!
隠された知！隠された学問！
Magic!
魔術！
These words will reveal all and give food for further thought! De omni re 
scibili et quibusdam aliis.( = About all thing knowable and something 
else.)
全てを明らかにし、さらなる思考の糧と成る言葉！「知る事ができる全ての
ものと、その他のものについて。」。
But what, as a fact, was this magic?
しかし、本物の魔術とは何か？
What was the power of these men who were at once so proud and so 
persecuted?
迫害されても自信に満ちていた魔術師の力とは何か？
If they were really strong, why did they not overcome their enemies?
もし魔術師に本当に力が有ったのであれば、なぜ魔術師は敵に勝利しなかっ
たのか？



But if they were weak and foolish, why did people honour them by fearing 
them?
もし魔術師に力が無く無知であったのであれば、なぜ大衆は魔術師を畏敬し
たのか？
Does magic exist?
魔術は存在するのか？
Is there an occult knowledge which is truly a power, which works wonders
fit to be compared with the miracles of authorised religions?
宗教が認める奇跡を起こす力が有る隠された知は存在するのか？
To these two palmary questions we make answer by an affirmation and a 
book.
断言と本書でシュロの葉を受けるに値する 2つの疑問に答える。
The book shall justify the affirmation,
本書は断言を証明するであろう。
and the affirmation is this.
断言は次である。
Yes, there existed in the past, and there exists in the present, a potent and 
real magic;
イエス。力が有る本物の魔術は過去に存在したし現在も存在する。
yes, all that legends have said of it is true,
イエス。カトリック教会が認める奇跡についての伝説は全て真実である。
but, in contrariety to what commonly happens, popular exaggerations 
are, in this case, not only beside but below the truth.
通例に反して、カトリック教会が認める奇跡について、大衆の誇張は的外れ
なだけではなく真実を下回っている。
There is indeed a formidable secret,
本当に畏敬するべき秘密が存在する。



the revelation of which has once already transformed the world, as 
testified in Egyptian religious tradition,
エジプトの宗教的な風習が証明している様に、秘密の啓示は世界をすでに一
度一変させた。
symbolically summarised by Moses at the beginning of Genesis.
モーセは創世記の 2章と 3章で秘密を象徴で要約した。
This secret constitutes the fatal science of good and evil, and the 
consequence of its revelation is death. Moses depicts it under the figure of
a tree
秘密は死に至る善悪の知である。秘密の啓示は死に至る。モーセは秘密を果
実を食べると死に至る善悪の知の木として描いた。(ヨハネによる福音 3章 3
節「再び生まれ直さないと神の王国を見る事はできない。」。)
which is in the centre of the Terrestrial Paradise,
善悪の知の木は地上の楽園の中心に存在する。(地上⇔楽園。)
is in proximity to the tree of life
善悪の知の木は命の木の隣に存在する。
and has a radical connection therewith;
善悪の知の木と命の木の根はつながっている。
at the foot of this tree is the source of the four mysterious rivers;
善悪の知の木の根は 4つの神秘の川の源泉である。(善悪の知の木の根は十字
の 4つの神秘の川の源泉である。)
it is guarded by the sword of fire and by the four figures of the Biblical 
sphinx, the Cherubim of Ezekiel....
火の剣と智天使ケルビムが善悪の知の木を守っている。エゼキエルはエゼキ
エル書 10章 14節で智天使ケルブには牛、人、ライオン、ワシの顔が有ると
話している。智天使ケルビムは聖書のスフィンクスである。(エリファス レ



ヴィの「魔術の歴史」「ヘブライ語でケルブ、ケルビムは牛を意味する。」。
ケルビムはケルブの複数形。)
Here I must pause,
ここで話を中止する必要が有る。
and I fear already that I have said too much.
すでに話し過ぎた恐れが有る。
Yes, there is one sole, universal, and imperishable dogma,
イエス。唯一、普遍、不壊の考えが存在する。
strong as the supreme reason;
無上の論理の様に、力が有る考えが存在する。
simple, like all that is great;
全ての大いなるものの様に、簡潔な考えが存在する。
intelligible, like all that is universally and absolutely true;
全ての普遍、絶対の真理の様に、分かり易い考えが存在する。
and this dogma has been the parent of all others.
普遍唯一不壊の考えは他の全ての考えの父であった。
Yes, there is a science which confers on man powers apparently 
superhuman;
イエス。超人に見える力を人に与える知が存在する。
I find them enumerated as follows in a Hebrew manuscript of the 
sixteenth century:
16世紀のヘブライ語の手書きの文書で次の様に超人に見える力が数え上げら
れている。



16世紀のヘブライ語の手書きの文書
"These are the powers and privileges of the man who holds in his right 
hand the clavicles of Solomon, and in his left the branch of the 
blossoming almond.
下記はソロモンの小鍵を右手に、アーモンドの花が咲いたアーロンの杖を左
手に持つ人の力と恩恵である。
 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。
.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える。
.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。(9つの天を統治す
る。)
 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。
 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。
.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。
 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。
"Such are the seven chief privileges,
上記は 7つの主な恩恵である。
and those which rank next are as follows:
下記は次位の恩恵である。
.Cheth.- To find the philosophical stone ח"
ケト。賢者の石を見つける。
.Teth.- To enjoy the universal medicine ט
テト。万能薬を持つ。
 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。
 ,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。(創世記 2章 7
節「神は人を土の塵から創造した。」。エリファス レヴィの「魔術の歴史」
「ヘブライ語でアダムは赤い土を意味する。」。アダムは人の代表。)
 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。
 Mem.- To possess the Ars Notoria( = Art, Known) which gives the מ
universal science.
メム。普遍の知を与える「知られているわざ」を保有する。
 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。
"These, finally, are the seven least powers of the magus



下記は魔術師が最低限持つ 7つの力である。
 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。
,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。
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。
 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。
.Coph.- To triumph over adversities ק
クォフ。不運に勝利する。
.Resch.- To conquer love and hate ר
レシュ。愛憎を抑える。
 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。
 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！(マタイによる福音 8章 24節



から 26節イエスは嵐を静めた。マタイによる福音 9章 18節から 25節イエ
スは死んだ者を復活させた。)
"At the same time, there are certain things which have been sealed by 
Solomon with his triple seal.
同時に、ソロモンが三重の封印、六芒星で封印したものが存在する。
It is enough that the initiates know,
秘伝伝授者が知るには十分である。
and as for others, whether they deride, doubt, or believe, whether they 
threaten or fear, what matters it to science or to us?"
大衆が笑いものにしようと疑おうと信じようと脅そうと恐れようと、学問と
魔術師には何か問題が有るであろうか？いいえ！学問と魔術師には何も問題
が無い。
Such are actually the issues of occult philosophy,
上記は実際に隠された哲学がもたらすものである。
and we are in a position to withstand an accusation of insanity or a 
suspicion of imposture when we affirm that all these privileges are real.
魔術師は上記の恩恵が事実であると断言して狂っていると非難されたり詐欺
の疑いをかけられても甘受できる。
To demonstrate this is the sole end of our work on occult philosophy.
上記を実証する事が隠された哲学についての本書の唯一の目的である。
The philosophical stone, the universal medicine, the transmutation of 
metals, the quadrature of the circle, and the secret of perpetual motion, 
are thus neither mystifications of science nor dreams of madness.
「賢者の石」、「万能薬」、「錬金」、「円積問題」、「永久機関」の秘密
は、似非科学でも狂った夢想でもない。
They are terms which must be understood in their veritable sense;



「賢者の石」、「万能薬」、「錬金」、「円積問題」、「永久機関」といっ
た言葉の本当の意味を理解する必要が有る。(「賢者の石」、「万能薬」、
「錬金」、「円積問題」、「永久機関」は例えである。)
they are expressions of the different applications of one same secret, the 
several characteristics of one same operation, which is defined in a more 
comprehensive manner under the name of the great work.
「賢者の石」、「万能薬」、「錬金」、「円積問題」、「永久機関」といっ
た言葉は、「大いなる務め」という名前でより理解できる 1 つの同じ秘密、
1 つの同じ効能を様々に応用した表現、特徴である。(「賢者の石」、「万能
薬」、「錬金」、「円積問題」、「永久機関」、「大いなる務め」は唯一の
秘密の例えである。)
Furthermore, there exists in nature a force which is immeasurably more 
powerful than steam,
さらに、蒸気より計り知れない力が有る、ある力が自然には存在する。
and by means of which a single man, who knows how to adapt and direct 
it, might upset and alter the face of the world.
力によって、力を応用し傾ける方法を知る者は独りで地上を覆したり一変さ
せられる。
This force was known to the ancients;
古代人は力を知っていた。
it consists in an universal agent having equilibrium for its supreme law,
力はつり合いを無上の法とする普遍の代行者に存在する。
while its direction is concerned immediately with the great arcanum of 
transcendent magic.
普遍の代行者の心を傾ける事は超越的な魔術の大いなる秘密に直結する。
By the direction of this agent
普遍の代行者の心を傾ける事によって、



it is possible to change the very order of the seasons;
季節の順序すら変えられる。
to produce at night the phenomena of day;
夜に昼の現象をもたらせられる。
to correspond instantaneously between one extremity of the earth and 
the other;
地上の一方の端から他方の端の間ですぐに通じ合える。
to see, like Apollonius, what is taking place on the other side of the world;
ティアナのアポロニウスの様に、地上の他の場所で起きているものを見られ
る。
to heal or injure at a distance;
触れないで治したり傷つけられる。
to give speech an universal success and reverberation.
普遍の成功と反響を言葉に与えられる。
This agent, which barely manifests under the uncertain methods of 
Mesmer's followers,
メスメルの模倣をする者の不確かな方法で普遍の代行者はかすかに表れる。
is precisely that which the adepts of the middle ages denominated the 
first matter of the great work.
中世の達道者は普遍の代行者を「大いなる務め」の「第一質料」と正確に呼
んだ。
The Gnostics represented it as the fiery body of the Holy Spirit;
グノーシス主義者は普遍の代行者を神の聖霊の火の体と表現した。
it was the object of adoration in the secret rites of the Sabbath and the 
Temple, under the hieroglyphic figure of Baphomet or the Androgyne of 
Mendes.



バフォメット、メンデスの両性具有者の象徴的な形の下で、サバトと神殿の
秘密の儀式で、普遍の代行者は敬礼された。
All this will be proved. 
上記の全てを証明するつもりである。
Such are the secrets of occult philosophy,
上記が隠された哲学の秘密である。
such is magic in history;
上記が歴史における魔術である。
let us now glance at it as it appears in its books and its achievements,
本と業に表れる魔術について目を通そう。
in its initiations and its rites.
入門と儀式に表れる魔術について目を通そう。
The key of all magical allegories is found in the tablets we have already 
mentioned,
石板タロットに全ての魔術の例えの鍵が見つかる。
and these tablets we regard as the work of Hermes.
石板タロットはヘルメスの作品であると考えている。
About this book, which may be called the keystone of the whole edifice of 
occult science,
タロットは隠された学問という建物全体の要石と呼べる。
are grouped innumerable legends
タロットは無数の伝説をまとめたものである。
which are either its partial translation
タロットは伝説の部分的な解釈をまとめたものである。
or its commentary renewed endlessly under a thousand different forms.
タロットは伝説の様々な形による無限の新たな解釈をまとめたものである。



Sometimes these ingenious fables combine harmoniously into a great 
epic which characterises an epoch,
時々巧妙な例え話が時代を特徴する大いなる叙事詩と調和して混ざる。
though how or why is not clear to the uninitiated.
秘伝伝授者ではない者には例え話と史実を見分ける方法や理由が不明である。
Thus, the fabulous history of the Golden Fleece both resumes and veils 
the Hermetic and magical doctrines of Orpheus,
例え話と史実が混ざった金羊毛の伝説はヘルメスの考えとオルフェウスの魔
術の考えを要約しヴェールで隠している。
and if we recur only to the mysterious poetry of Greece,
ギリシャの神秘の詩、金羊毛の伝説についてだけ話す。
it is because the sanctuaries of Egypt and India to some extent dismay us 
by their resources, and leave our choice embarrassed in the midst of such 
abundant wealth.
なぜなら、エジプトとインドの祭司の聖所の伝説は、豊富さである程度意気
喪失させ、豊富さの中で選択に迷うからである。
We are eager, moreover, to reach the Thebaid at once,
さらに、テーバイドについて話す。
that dread synthesis of all doctrine, past, present, and future,
テーバイドは過去、現在、未来の全ての考えの畏敬するべき総合である。
that, so to speak, infinite fable,
テーバイドは無限の例え話と言える。
which comprehends, like the Deity of Orpheus, the two extremities of the 
cycle of human life.
人オルフェウスの神性の様に、テーバイドは人の命の輪の両極を含んでいる。
Extraordinary fact!
驚くべき事実！



The seven gates of Thebes, attacked and defended by seven chiefs who 
have sworn upon the blood of victims, possess the same significance as 
the seven seals of the sacred book interpreted by seven genii, and 
assailed by a monster with seven heads, after being opened by a living yet 
immolated lamb, in the allegorical work of St John.
「テーバイ攻めの七将」の象徴とヨハネの黙示録の象徴は同じ意味を持って
いる。「テーバイ攻めの七将」ではテーバイには 7つの門が有り、ヨハネの
黙示録5章 1節では神の書には 7つの封印が有る。「テーバイ攻めの七将」
では 7人の将軍がテーバイを攻め、ヨハネの黙示録 13章では 7つの頭を持つ
獣が神を冒涜する。「テーバイ攻めの七将」では 7人の将軍がテーバイを守
り、ヨハネの黙示録では 7つの霊が説明する。「テーバイ攻めの七将」では
テーバイを攻める 7人の将軍は犠牲の血に誓い、ヨハネの黙示録5章では犠
牲の子羊イエスが神の書の 7つの封印を開く。ヨハネの黙示録 1章 18節の
「死んだが生きている者」はヨハネの黙示録5章の犠牲の子羊イエスである。
The mysterious origin of OEdipus, found suspended from the tree of 
Cytheron like a bleeding fruit, recalls the symbols of Moses and the 
narratives of Genesis.
血を流す果実の様にキタイロンの木に吊るされて見つけられたオイディプス
の神秘の生まれは民数記 21章8節から 9節のモーセのさおに吊るされた火の
蛇と創世記の善悪の知の木の果実を思い出させる。
He makes war upon his father, whom he slays without knowing- alarming 
prophecy of the blind emancipation of reason without science;
オイディプスが知らないで父と戦い殺す象徴的な実話は、知無しで盲目的に
解放された理性を心配する予言である。(マタイによる福音 28章 19節 父で
ある神。)
he then meets with the sphinx-
オイディプスはスフィンクスに会う。



the sphinx, that symbol of symbols,
スフィンクスは象徴の中の象徴である。(スフィンクスは神の象徴である。出
エジプト記 3章 14節 神はモーセに存在の中の存在であると名乗った。)
the eternal enigma of the vulgar,
スフィンクスは大衆には永遠の謎である。
the granite pedestal of the science of the sages,
スフィンクスは賢者の知の堅固な基礎である。
the voracious and silent monster
スフィンクスは大食いの沈黙の巨大な者である。(スフィンクスは知の無い人
を食う巨大な者である。)
whose invariable form expresses the one dogma of the great universal 
mystery.
スフィンクスの不変の形は大いなる普遍の神秘の唯一の考えを表す。
How is the tetrad changed into the duad and explained by the triad?
どのように 4つ 1組を 2つ 1組に変えて 3つ 1組で説明するのか？
In more common but more emblematic terms, what is that animal which 
in the morning has four feet, two at noon, and three in the evening?
より通俗的に象徴的に言うと、朝は 4本足、昼は 2本足、夜は 3本足の動物
は何か？(四足獣といった人以外 > 女性 > 男性。)
Philosophically speaking, how does the doctrine of elementary forces 
produce the dualism of Zoroaster, while it is summed by the triad of 
Pythagoras and Plato?
哲学的に言うと、どのように四大元素の力の考えはゾロアスターの両極性の
考えをもたらしピタゴラスやプラトンの 3つ 1組の考えで要約されるのか？
What is the ultimate reason of allegories and numbers, the final message 
of all symbolisms?
例えと数の究極の論理は何か？全ての象徴の究極の意味は何か？



OEdipus replies with a simple and terrible word which destroys the sphinx
and makes the diviner King of Thebes;
オイディプスの答えは簡潔で畏敬するべき言葉であった。オイディプスの答
えはスフィンクスを倒した。オイディプスの答えは推測する者をテーバイの
王者にした。
the answer to the enigma is Man! ... Unfortunate!
スフィンクスの謎へのオイディプスの答えは「人」！…不適切である！(ス
フィンクスの謎への正しい答えは「神」である。)
He has seen too much,
オイディプスは見過ぎた。(オイディプスは人の神性を見た。)
and yet with insufficient clearness;
オイディプスは不透明に見た。
he must presently expiate his calamitous and imperfect clairvoyance by a 
voluntary blindness,
自ら盲目に成る事によって、すぐにオイディプスは不運な不完全な推測をつ
ぐなわなければいけない。(オイディプスは自身の目をえぐった。)
and then vanish in the midst of a storm,
オイディプスは嵐の中に姿を隠す。
like all civilisations which may at any time divine the answer to the riddle 
of the sphinx without grasping its whole import and mystery.
スフィンクスの謎の答えを全ての意味と神秘の理解無しに推測したであろう
全ての時代の全ての文明が嵐の中に姿を隠した様に。
Everything is symbolical and transcendental in this titanic epic of human 
destinies.
人の運命の巨人的な叙事詩であるオイディプスでは全てが象徴的で超越的で
ある。(巨人プロメテウスは人の身代わりと成る巨人的な愛を実証した。)



The two hostile brethren express the second part of the grand mystery 
divinely completed by the sacrifice of Antigone;
2人の敵対する兄弟は大いなる神秘の 2番目の部分を表し、アンティゴネの
犠牲が神の様に完結させる。
then comes the last war;
最後の戦いが来る。
the brethren slay one another,
相互に殺し合う兄弟。
Capaneus is destroyed by the lightning which he defies,
カパネウスは冒涜した神の雷によって倒される。
Amphiaraüs is swallowed by the earth,
アムピアラオスは土に飲み込まれる。
and all these are so many allegories which, by their truth and their 
grandeur, astonish those who can penetrate their triple hieratic sense.
テーバイドの非常に多数の象徴的な実話は、真実さと偉大さで、3つ 1組の
祭司だけの意味を見通す者を驚かせる。

AEschylus, annotated by Ballanche, gives only a weak notion concerning 
them, whatever the primeval sublimities of the Greek poet or the beauty 
of the French critic.
中略



The secret book of antique initiation was not unknown to Homer,
ホメロスは古代の入門の秘密の書を知っていた。
who outlines its plan and chief figures on the shield of Achilles, with 
minute precision.
ホメロスはアキレスの盾の絵で古代の入門の概要と主な象徴を精密に描いた。
But the gracious fictions of Homer replaced speedily in the popular 
memory the simple and abstract truths of primeval revelation.
しかし、すぐに大衆はホメロスの優美な例え話を原始的な啓蒙の単なるあい
まいな事実の記録と思う様に成った。
Humanity clung to the form and allowed the idea to be forgotten;
人は形にとらわれて概念を忘れる。
signs lost power in their multiplication;
象徴はありふれると力を失う。
magic also at this period became corrupted,
ホメロスの時代に魔術は地に堕ちた。
and degenerated with the sorcerers of Thessaly into the most profane 
enchantments.
テッサリアの悪人の霊の魔術師は魔術を最も神を冒涜する誘惑術に変えた。
The crime of OEdipus brought forth its deadly fruits,
オイディプスの罪は死に至る果実をもたらした。
and the science of good and evil erected evil into a sacrilegious divinity.
中途半端な善悪の知は悪を神を冒涜する神に持ち上げた。
Men, weary of the light, took refuge in the shadow of bodily substance;
人は光に疲れて具体的なものの影の中に逃げる。
the dream of the void, which is filled by God, soon appeared to be greater 
than God himself in their eyes, and thus hell was created.



大衆は空虚の夢想を神で満たす。すぐに大衆の目には空虚の夢想が神より大
いなるものに見える。大衆は地獄を創造する。
When, in the course of this work, we make use of the consecrated terms 
God, Heaven, and Hell, let it be thoroughly understood, once for all, that 
our meaning is as far removed from that which the profane attach to them
本書の中で、「神」、「天」、「地獄」といった神聖な言葉を使う時、
「神」、「天」、「地獄」の魔術師の意味は大衆が連想する意味と遠く離れ
ている。(「神」、「天」、「地獄」の魔術師の意味と大衆の意味は遠く離れ
ている。)
as initiation is distant from vulgar thought
秘伝伝授が大衆の思っているものから遠く離れて隔たっている様に。
God, for us, is the AZOT of the sages,
魔術師には、神は賢者の AZOT である。(Azoth、AZOT、アゾットはヘブライ
文字の最初の文字 アレフまたはラテン文字の最初の文字、א Aまたはギリ
シャ文字の最初の文字 A、アルファとラテン文字の最後の文字Zとギリシャ
文字の最後の文字Ω、オメガとヘブライ文字の最後の文字 。タウである、ת
Azoth、AZOT、アゾットは最初から最後までの普遍と最初で最後の唯一を意
味する。普遍で唯一なものは絶対なものである。Azoth、AZOT、アゾットは
絶対を意味する。)
the efficient and final principle of the great work.
魔術師には、神は「大いなる務め」の有効な究極の原理である。
Returning to the fable of OEdipus,
オイディプスの例え話に戻る。
the crime of the King of Thebes was that he failed to understand the 
sphinx,
テーバイの王者オイディプスの罪はスフィンクスを理解しなかった事である。
(オイディプスの罪は神を理解しなかった事である。)



that he destroyed the scourge of Thebes without being pure enough to 
complete the expiation in the name of his people.
オイディプスの罪はテーバイへの天罰のスフィンクスをテーバイの民の代わ
りに清い十分な完全なつぐない無しに倒した事である。(オイディプスの罪は
つぐない無しにスフィンクスを倒した事である。)
The plague, in consequence, avenged speedily the death of the monster,
結果として、すぐに巨大な者スフィンクスの死への報いとして伝染病がテー
バイを襲った。
and the King of Thebes, forced to abdicate,
オイディプスはテーバイの王者から退位させられた。
sacrificed himself to the terrible manes of the sphinx,
オイディプスはスフィンクスの畏敬するべき死んだ霊に自身を犠牲にする。
more alive and voracious than ever when it had passed from the domain 
of form into that of idea.
スフィンクスの死んだ霊は、形の領域から概念の領域へ移り、肉体が死ぬ前
より命に満ち大食いに成った。(スフィンクスは知の無い人を食う巨大な者で
ある。)
OEdipus divined what was man
オイディプスは人とは何者かを推測した。(オイディプスは人の神性を推測し
た。)
and he put out his own eyes because he did not see what was God.
オイディプスは神とはどのような者か見なかったので、自身の目をえぐった。
He divulged half of the great arcanum,
オイディプスは大いなる秘密の半分を大衆に口外した。(オイディプスは人に
神性が有る事を大衆に口外した。)
and, to save his people, it was necessary for him to bear the remaining 
half of the terrible secret into exile and the tomb.



民を守るために、オイディプスは国外追放に成り、畏敬するべき秘密の残り
半分を墓まで持って行く必要が有った。(オイディプスは神とはどのような者
かという秘密を墓まで持って行った。)
After the colossal fable of OEdipus
オイディプスの巨人的な例え話の後に、(巨人プロメテウスは人の身代わりと
成る巨人的な愛を実証した。)
we find the gracious poem of Psyche,
プシュケの優美な詩が見つかる。
which was certainly not invented by Apuleius.
アプレイウスはモーセの創世記を元にプシュケの例え話をつくった。
The great magical arcanum reappears here under the figure of a 
mysterious union between a god and a weak mortal
プシュケの例え話は大いなる魔術の秘密を神とかよわい人の神秘的な結合の
形で表す。(大いなる魔術の秘密は神と人の結合である。大いなる魔術の秘密
は神性と人性の結合である。大いなる魔術の秘密は強い者と弱い者の結合で
ある。)
abandoned alone and naked on a rock.
プシュケは石の上に独り裸で見捨てられた。
Psyche must remain in ignorance of the secret of her ideal royalty,
プシュケは自身の概念的な高貴さの秘密について無知なままである必要が有
る。
and if she behold her husband she must lose him.
プシュケは夫である愛(の神エロス)を見ると愛(の神エロス)を失う必要が有る。
Here Apuleius commentates and interprets Moses,
アプレイウスはプシュケの例え話でモーセの創世記を解説し翻訳している。
but did not the Elohim of Israel and the gods of Apuleius both issue from 
the sanctuaries of Memphis and Thebes?



メンフィスとテーバイの聖所がイスラエルの神とアプレイウスの神々をもた
らしたのではないか？(イスラエルの神がメンフィス、テーバイ、アプレイウ
スの神々である。)
Psyche is the sister of Eve, or, rather, is Eve spiritualised.
プシュケはエヴァの妹である。と言うよりはむしろ、プシュケは霊化したエ
ヴァである。(プシュケはエヴァの魂である。)
Both desire to know
エヴァとプシュケは知りたいと望んだ。
and lose innocence for the honour of the ordeal.
エヴァとプシュケは試練の光栄のために無知を失う。
Both deserve to go down into hell,
エヴァとプシュケは地獄に降りるに値する。
one to bring back the antique box of Pandora,
プシュケは古代のパンドラの箱を持ち帰る。
the other to find and to crush the head of the old serpent, who is the 
symbol of time and of evil.
エヴァは古い蛇の頭を見つけ圧倒する。古い蛇は時と悪の象徴である。
Both are guilty of the crime which must be expiated by the Prometheus of 
ancient days and the Lucifer of the Christian legend, the one delivered, 
the other overcome, by Hercules and by the Saviour.
古代の巨人プロメテウスがプシュケの罪をつぐなう必要が有る。キリスト教
の伝説のルシフェルがエヴァの罪をつぐなう必要が有る。ヘラクレスが巨人
プロメテウスを救った。マタイ 4章 1節から 11節で救い主イエスがルシフェ
ルを圧倒する。
The great magical secret is, therefore, the lamp and dagger of Psyche,
大いなる魔術の秘密はプシュケのランプと短剣である。
the apple of Eve,



大いなる魔術の秘密はエヴァの善悪の知の木の果実である。
the sacred fire of Prometheus,
大いなる魔術の秘密は巨人プロメテウスの天の火である。
the burning sceptre of Lucifer,
大いなる魔術の秘密はルシフェルの燃える王笏である。
but it is also the holy cross of the Redeemer.
大いなる魔術の秘密は救い主イエスの神聖な十字架である。
To be acquainted with it sufficiently to abuse or divulge it is to deserve all 
sufferings;
大いなる魔術の秘密を十分に知りながら濫用したり大衆に口外する者は全て
の苦難を受けるに値する。
to know it as one should know it, namely, to make use of and conceal it, is 
to be master of the absolute.
大いなる魔術の秘密を知るべき様に知る事、つまり、大いなる魔術の秘密を
応用しつつ隠す者は絶対の主に成れる。
Everything is contained in a single word, which consists of four letters;
4文字の唯一の言葉が全てのものを含んでいる。(4文字の唯一の言葉、テト
ラ グラマトンは全てのものを含んでいる。)
it is the Tetragram of the Hebrews,
ヘブライ人のテトラ グラマトン。יהוה、YHWH、ヤハウェ。(高等魔術の祭儀
14章「テトラ グラマトンは、魔術の無上の言葉であり、『である様に』を
意味する。」。יהוה、YHWH、ヤハウェは 4文字であるのでギリシャ語で 4
文字を意味するテトラ グラマトンと呼ばれている。)
the AZOT of the alchemists,
錬金術師のテトラ グラマトン。AZOT、Azoth、アゾット。
the Thot of the Bohemians,
ジプシーのテトラ グラマトン。トート。



or the Taro of the Kabbalists.
カバリストのテトラ グラマトン。Taro。
This word, expressed after so many manners,
4文字の唯一の言葉は非常に多数の方法で表される。(4文字の唯一の言葉、
テトラ グラマトンは非常に多数の方法で表される。)
means God for the profane,
大衆にはテトラ グラマトンは神を意味する。
man for the philosophers,
哲学者にはテトラ グラマトンは人を意味する。(哲学者にはテトラ グラマト
ンは人性を意味する。)
and imparts to the adepts the final word of human sciences and the key of
divine power;
達道者にはテトラ グラマトンは人の知の究極の言葉と神の力の鍵を与える。
but he only can use it who understands the necessity of never revealing it.
秘密を明らかにしてはならない必要性を理解する者だけが秘密を応用できる。
Had OEdipus, instead of killing the sphinx, overcome it, harnessed it to his
chariot, and thus entered Thebes, he would have been king without 
incest, without misfortunes, and without exile.
仮にオイディプスがスフィンクスを殺す代わりにスフィンクスを圧倒して戦
車につなぎテーバイに入門していれば、近親相姦無しに不運無しに国外追放
無しに王者のままでいられたであろう。
Had Psyche, by meekness and affection, persuaded Love to reveal himself,
she would never have lost Love.
仮にプシュケが柔和さと情に訴えかけて愛の神エロスが自ら自身を明らかに
する様に説得していれば、プシュケは愛の神エロスを失わなかったであろう。
Now, Love is one of the mythological images of the great secret and the 
great agent,



愛の神エロスは大いなる秘密と大いなる代行者の神話の象徴の 1 つである。
because it at once expresses an action and a passion, a void and a 
plenitude, a shaft and a wound.
なぜなら、愛の神エロスは自発性と受容性、空間と充満、矢とみぞを同時に
表す。(矢とみぞは男性器と女性器の例え。)
The initiates will understand me, and,
秘伝伝授者は理解するであろう。
on account of the profane, I must not speak more clearly. 
大衆のために、より明らかに話す気は無い。
After the marvellous Golden Ass of Apuleius, we find no more magical 
epics.
不思議なアプレイウスの黄金のロバから薔薇十字団までの間、魔術小説は見
つからない。
Science, conquered in Alexandria by the fanaticism of the murderers of 
Hypatia,
415年以降にアレクサンドリアではヒュパティアを殺したキリスト教の狂信
者が学問を圧倒した。
became Christian, or, rather, concealed itself under Christian veils with 
Ammonius, Synesius, and the pseudonymous author of the books of 
Dionysius the Areopagite.
415年以降に学問はキリスト教に成った、と言うよりはむしろ、アンモニオ
ス サッカス、シュネシオス、偽ディオニュシオスは学問をキリスト教の
ヴェールの下に隠した。
In such times it was needful to excuse miracles by the garb of superstition
415年以降に奇跡は迷信の装いで隠す事が必要に成った。
and science by an unintelligible language.
415年以降に学問は分かり難い言葉で隠す事が必要に成った。



Hieroglyphic writing was revived;
415年以降に分かり難い書き方が復活した。
pantacles and characters were invented to summarise an entire doctrine 
by a sign,
415年以降に 1 つの絵で考え全体を要約する pantacle、絵、文字が創造され
た。
a whole sequence of tendencies and revelations in a word.
415年以降に 1 つの言葉で一連の意図と啓示を要約する pantacle、絵、文字
が創造された。
What was the end of the aspirants to knowledge?
知の探求者の目的とは何であったのか？
They sought the secret of the great work, or the philosophical stone, or 
the perpetual motion, or the quadrature of the circle, or the universal 
medicine-
知の探求者は大いなる務めの秘密、賢者の石、永久機関、円積問題、万能薬
を探求した。(「大いなる務め」、「賢者の石」、「永久機関」、「円積問
題」、「万能薬」は例えである。)
formulas which often saved them from persecution and hatred by causing
them to be taxed with madness,
「大いなる務め」、「賢者の石」、「永久機関」、「円積問題」、「万能
薬」といった例えは頻繁に、知の探求者を狂人と誤解させて、知の探求者を
大衆の迫害と憎悪から守った。
and all signifying one of the phases of the great magical secret,
「大いなる務め」、「賢者の石」、「永久機関」、「円積問題」、「万能
薬」といった例えは大いなる魔術の秘密の 1 つの側面を意味する。
as we shall shew later on.
後で説明する様に。



This absence of epics continues till our Romance of the Rose;
黄金のロバから薔薇十字団までの間、魔術小説は見つからない。
but the rose-symbol, which expresses also the mysterious and magical 
sense of Dante's poem,
薔薇という象徴はダンテの詩の神秘的な魔術的な意味を表す。
is borrowed from the transcendent Kabbalah,
超越的なカバラが薔薇という象徴をもたらした。
and it is time that we should have recourse to this immense and 
concealed source of universal philosophy. 
普遍の哲学の計り知れない隠された源泉に戻る時である。
The Bible, with all its allegories, gives expression to the religious 
knowledge of the Hebrews in only an incomplete and veiled manner.
聖書、全ての聖書の例えはヘブライ人の神の教えの知を不完全なヴェールに
隠された方法で説明する。
The book which we have mentioned, the hieratic characters of which we 
shall explain subsequently,
タロットの祭司だけの絵は後で説明するつもりである。
that book which William Postel names the Genesis of Enoch,
ギヨーム ポステルはタロットをエノクの創世記と呼んだ。
certainly existed before Moses and the prophets,
タロットは確実にモーセと預言者より前から存在している。
whose doctrine, fundamentally identical with that of the ancient 
Egyptians,
タロットの考えは古代エジプト人の考えと基本的に同じである。
had also its exotericism and its veils.
タロットの考えには大衆向けのものとヴェールに隠されたものが有る。



When Moses spoke to the people, says the sacred book allegorically, he 
placed a veil over his face, and he removed it when addressing God;
出エジプト記の 34章 33節から 34節の象徴的な実話でモーセは大衆と話す
時は顔をヴェールで隠し神と話す時は顔からヴェールを外した。
this accounts for the alleged Biblical absurdities which so exercised the 
satirical powers of Voltaire.
ヴォルテールは聖書の超常的な話を非常に皮肉った。
The books were only written as memorials of tradition,
聖書は口伝の記録としてのみ書かれている。
and in symbols that were unintelligible for the profane.
聖書の象徴的な実話は大衆には分かり難い。
The Pentateuch and the poems of the prophets were, moreover, 
elementary works, alike in doctrine, ethics, and liturgy;
さらに、モーセ五書と預言者の詩は神の教え、倫理道徳、祈祷書の初歩的な
作品である。
the true secret and traditional philosophy was not committed to writing 
until a later period, and under veils even less transparent.
(タルムードとして、)本当の秘密と口伝の哲学は、より透明なヴェールの下
で、2世紀まで文書にされなかった。
Thus arose a second and unknown Bible,
タルムードは第2の未知の聖書である。
or rather one which was not comprehended by Christians,
と言うよりはむしろ、タルムードはキリスト教徒の大衆には理解されない聖
書である。
a storehouse,
タルムードは宝庫である。
so they say, of monstrous absurdities,



キリスト教徒の大衆はタルムードは奇形な非論理的な話の宝庫であると話す。
for, in this case, believers, confounded in the same ignorance, speak the 
language of sceptics;
タルムードに対して、キリスト教徒の大衆は、無神論者と同じ無知から、無
神論者と同じ言い回しを話す。
a monument, as we affirm,
タルムードは記念碑である、と断言する。
which comprises all that philosophical genius and religious genius have 
ever accomplished or imagined in the order of the sublime;
タルムードは哲学の天才と宗教の天才がかつて達したまたは想像したおよそ
高尚なもの全てを含んでいる記念碑である。
a treasure encompassed by thorns;
タルムードはいばらに包囲された宝である。
a diamond concealed in a rude and opaque stone:
タルムードは不透明な原石に隠されたダイアモンドである。
our readers will have already guessed that we refer to the Talmud.
読者はすでにタルムードについて話していると推測しているであろう。
How strange is the destiny of the Jews,
ヘブライ人の運命は不思議である！
those scapegoats,
ヘブライ人は身代わりである！
martyrs,
ヘブライ人は殉教者である！
and saviours of the world,
ヘブライ人は世界の救い主である！
a people full of vitality,
ヘブライ人は命に満ちている民である！



a bold and hardy race,
ヘブライ人は大胆な忍耐強い民である！
which persecutions have always preserved intact, because it has not yet 
accomplished its mission!
使命を未だ果たしてないので、ヘブライ人は迫害されても常に欠損が無いま
ま保存されている民である！
Do not our apostolical traditions declare that, after the decline of faith 
among the Gentiles, salvation shall again come forth out of the house of 
Jacob, and that then the crucified Jew who is adored by the Christians will
give the empire of the world into the hands of God his Father?
使徒の口伝では、ヘブライ人以外で信心が地に堕ちた後で、ヤコブの家から
救いが再臨し、キリスト教徒が敬礼している十字架にかけられたヘブライ人
イエスが世界という王国を父である神に手渡すのではないか？(コリント人へ
の第 1 の手紙 15章 24節「イエスは王国を父である神に手渡す。」。)
On penetrating into the sanctuary of the Kabbalah one is seized with 
admiration at the sight of a doctrine so logical, so simple, and, at the 
same time, so absolute.
カバラの祭司の聖所を見通した者は論理的な、簡潔な、絶対な唯一の考えを
見て感嘆する。
The essential union of ideas and signs;
概念と象徴の本来からの結合。(概念と形の本来からの結合。)
the consecration of the most fundamental realities by primitive 
characters;
基本の文字と絵による最も基礎の現実の神聖化。(基本の概念と形による最も
基礎の現実の神聖化。)
the trinity of words, letters, and numbers;
言葉、文字、数の三位一体。(概念、形、数の三位一体。)



a philosophy simple as the alphabet, profound and infinite as the Word;
アルファベットの様に簡潔な哲学。神の言葉の様に深い無限の哲学。
theorems more complete and luminous than those of Pythagoras;
ピタゴラスの定理より完全な明らかな原理。
a theology which may be summed up on the fingers;
10本の指で要約できる神学。(0から 10までの数で要約できる神学。)
an infinite which can be held in the hollow of an infant's hand;
幼子が手のひらで把握できる無限。(幼子が手中にできる無限。)
ten figures and twenty-two letters, a triangle, a square, and a circle;
0から 9までの 10の数字、22のヘブライ文字、三角形、正方形、円。
these are the entire elements of the Kabbalah.
0から 9までの 10の数字、22のヘブライ文字、三角形、正方形、円がカバ
ラの全要素である。
These are the component principles of the written Word,
0から 9までの 10の数字、22のヘブライ文字、三角形、正方形、円が書か
れた神の言葉の構成原理である！
reflection of that spoken Word which created the world!
0から 9までの 10の数字、22のヘブライ文字、三角形、正方形、円が世界
を創造した話された神の言葉の反映である！
All truly dogmatic religions have issued from the Kabbalah and return 
therein;
全ての本物の論理的な神の教えはカバラから来てカバラへ行く。全ての本物
の論理的な神の教えはカバラから出でカバラへ戻る。
whatsoever is grand or scientific in the religious dreams of all the 
illuminated, Jacob Boehme, Swedenborg, Saint Martin, &c., is borrowed 
from the Kabbalah;



カバラが全ての光に照らされた者、ヤコブ ベーメ、スヴェーデンボルグ、ル
イ クロード ド サンマルタンなどの宗教的な夢の大いなるものや自然科学的
なものをもたらした。
all masonic associations owe to it their secrets and their symbols.
カバラが全てのメーソンの秘密と象徴をもたらした。
The Kabbalah alone consecrates the alliance of universal reason and the 
divine Word;
カバラだけが普遍の理性と神の言葉の結合を神聖化する。
it establishes, by the counterpoise of two forces apparently opposed, the 
eternal balance of being;
カバラは、正反対に見える 2つの力のつり合いによる、存在の永遠のつり合
いを確証する。
it only reconciles reason with faith, power with liberty, science with 
mystery;
カバラだけが理性と信心、力と自由、学問と神秘を一致させる。
it has the keys of the present, past, and future!
カバラは過去、現在、未来の鍵を保有している！
To become initiated into the Kabbalah,
カバラに入門するには、
it is insufficient to read and to meditate upon the writings of Reuchlin, 
Galatinus, Kircher, or Picus de Mirandola;
ロイヒリン、ガラティーノ、キルヒャー、ピコ デラ ミランドラの文書を読
み深く考えるだけでは不十分である。
it is necessary to study and to understand the Hebrew writers in the 
collection of Pistorius, the Septer Jetzirah above all;
ピストリウスが集めたヘブライ人の文書、特に「形成の書」を研究し理解す
る必要が有る。



it is necessary also to master the great book Zohar,
大いなる「光輝の書」に熟達する必要が有る。
read attentively in the collection of 1684, entitled Kabbala Denudata, the 
treatise of Kabbalistic Pneumatics, and that of the Revolution of Souls;
1684年に集められた「裸のカバラ」、「カバラの気の力学」、「魂の変革」
を入念に読む必要が有る。
and afterwards to enter boldly into the luminous darkness of the whole 
dogmatic and allegorical body of the Talmud.
タルムードの論理的な象徴的な全体の光の闇へ大胆に入門する必要が有る。
Then we shall be in a position to understand William Postel,
そうすれば、ギヨーム ポステルを理解できるであろう。
and can admit secretly that apart from his very premature and over-
generous dreams about the emancipation of women, this celebrated, 
learned, illuminated man could not have been so mad as is pretended by 
those who have not read him. 
早過ぎる寛大過ぎる女性解放の夢想は別として、高名な学が有る光に照らさ
れた者であるギヨーム ポステルは、ギヨーム ポステルを理解してない大衆
が主張している様な狂人ではないと、ひそかに認められるであろう。
We have sketched rapidly the history of occult philosophy;
隠された哲学の歴史の概要を話した。
we have indicated its sources and analysed in a few words its principal 
books.
隠された哲学の源泉を表した。隠された哲学の主な文書を言葉少なに分析し
た。
This work refers only to the science,
本書「高等魔術の教理」は知について話す。



but magic, or, rather, magical power, is composed of two things, a science 
and a force;
しかし、魔術、と言うよりはむしろ、魔術の力は知と力の 2つのものから成
る。(魔術は知と力である。魔術の力は知と力である。)
without the force the science is nothing, or, rather, it is a danger.
力が無い知は存在しない、と言うよりはむしろ、力が無い知は危険である。
(力が無い知は存在しない。知識は有るが心の力が無い者は危険にさらされ
る。)
To give knowledge to power alone, such is the supreme law of initiations.
知を心の力が有る者だけに与える。知を心の力が有る者だけに与える事が入
門の無上の法である。
Hence did the Great Revealer say: "The kingdom of heaven suffereth 
violence, and the violent only shall carry it away."
マタイによる福音 11章 12節で大いなる啓示者イエスは「天の王国は激しい
力を受容する。激しい力だけが天の王国を勝ち取るであろう。」と話してい
る。
The door of truth is closed like the sanctuary of a virgin;
処女の聖所の様に真理の門は閉ざされている。
he must be a man who would enter.
入門するには男らしい者である必要が有る。
All miracles are promised to faith,
確信には全ての奇跡が約束されている。(マタイによる福音 17章 20節「確信
が有れば、不可能は無い。」。)
and what is faith except the audacity of a will which does not hesitate in 
the darkness, but advances towards the light in spite of all ordeals, and 
surmounting all obstacles?



全ての試練にもかかわらず、全ての障害を乗り越える、闇の中でためらわな
いで光へ前進する、意思の大胆さ無くして確信とは何であろうか？
It is unnecessary to repeat here the history of ancient initiations;
古代の入門の歴史についてくり返し話す必要は無いだろう。
the more dangerous and terrible they were, the greater was their efficacy.
入門がより危険で恐ろしいほど、入門の効果はより大きかった。
Hence, in those days, the world had men to govern and instruct it.
古代には世界には入門を司り教える者が存在した。
The sacerdotal art and the royal art consisted above all in ordeals of 
courage, discretion, and will.
祭司のわざ、王者のわざは特に大胆さ、慎重さ、意思の試練に存在する。
It was a novitiate similar to that of those priests who, under the name of 
Jesuits, are so unpopular at the present day, but would govern the world, 
notwithstanding, had they a truly wise and intelligent chief.
古代の修行者とイエズス会の修行者は似ていた。現在イエズス会は人気が無
い。仮に現在も本物の知と理解が有る総長がいればイエズス会は世界を支配
しているであろう。
After passing our life in the search after the absolute in religion, science, 
and justice;
神の教え、学問、正義における絶対を探求して生涯を過ごした後に、(神の教
え、哲学、正義における絶対を探求した後に、)
after turning in the circle of Faust,
ファウストの輪を巡った後に、
we have reached the primal doctrine and the first book of humanity.
無上の神の教え、思いやりの無上の書、人性の無上の書、福音書に至った。
There we pause,
福音書で安息した。



there we have discovered the secret of human omnipotence and 
indefinite progress,
福音書で人の全能性と無限の進歩の秘密を見つけた。
the key of all symbolisms,
福音書で全ての例えの鍵を見つけた。
the first and final doctrine,
福音書で最初で最後の考えを見つけた。(福音書で最初から最後までの普遍の
考えを見つけた。福音書で最初で最後の唯一の考えを見つけた。福音書で絶
対の考えを見つけた。)
and we have come to understand what was meant by that expression so 
often made use of in the Gospel- the Kingdom of God.
「神の王国」と言う福音書で頻繁に用いられる表現が意味するものを理解し
た。
To provide a fixed point as a fulcrum for human activity is to solve the 
problem of Archimedes by realising the application of his famous lever.
人の自発性への支点として定点を与える事は、アルキメデスの有名なてこの
応用を実現する事によって、アルキメデスの問題を解く事(、世界を動かす
事)である。
This it is which was accomplished by the great initiators who have 
electrified the world, and they could not have done so except by means of 
the great and incommunicable secret.
人の自発性への支点として定点を与える事、世界を動かす事は、世界に魔術
的な電気を流した大いなる祖たちが、大いなる大衆には話す事ができない秘
密によって、成就した事である。
However, as a guarantee of its renewed youth, the symbolical phoenix 
never reappeared before the eyes of the world without having solemnly 
consumed the remains and evidences of his previous life.



しかし、若返るために例え話でフェニックスは前世の跡を厳しく焼き尽くし
てから俗世の大衆の目の前に再び現れる。
It is thus that Moses caused all those to perish in the desert who could 
have known Egypt and her mysteries;
大衆の間で宗教を若返らせるために、大衆にとっては古い宗教を焼き尽くす
ために、モーセはエジプトとエジプトの神秘を知っていた者を全て荒野で死
なせた。
thus, at Ephesus, St Paul burnt all books which treated of the occult 
sciences;
大衆の間で宗教を若返らせるために、大衆にとっては古い宗教を焼き尽くす
ために、使徒行伝 19章 19節で使徒パウロはエフェソスの大衆が隠れた学問
の本を全て焼き尽くすのを止めなかった。
thus, finally, the French Revolution, daughter of the great Johannite 
Orient and the ashes of the Templars, spoliated the churches and 
blasphemed the allegories of the divine cultus.
大衆の間で宗教を若返らせるために、大衆にとっては古い宗教を焼き尽くす
ために、巨大な東のヨハネ派をかたる異端の娘であり神殿騎士団の灰である
フランス革命で、大衆は教会から略奪し神聖な儀式の象徴を冒涜した。
But all doctrines and all revivals proscribe magic, and condemn its 
mysteries to the flames and to oblivion.
全ての大衆の宗教、全ての大衆の間での復活は、魔術を迫害し、魔術の神秘
を火で焼き尽くそうとし、魔術の神秘を忘れ去らせようとする。
The reason is that each cultus or philosophy which comes into the world 
is a Benjamin of humanity which lives by the death of its mother;
母の死によって生まれたベニヤミンの様に、大衆の宗教、大衆の哲学は、母
である魔術の大衆の間での死によって俗世に生まれる。
it is because the symbolical serpent seems ever devouring its own tail;



上記の理由から、象徴的な蛇、ウロボロスは自身の尾を常に飲み込もうとす
る様に見える。
it is because, as essential condition of existence,
上記の理由から、存在するための必須条件として、
a void is necessary to every plenitude,
空間が全ての充満には必要である。
space for every dimension,
空間が全ての次元には必要である。
an affirmation for each negation;
肯定が否定には必要である。
it is the eternal realisation of the phoenix allegory.
上記はフェニックスの例え話の永遠の実現である。
Two illustrious scholars have already preceded me along the path I am 
travelling, but they have, so to speak, spent the dark night therein. I refer 
to Volney and Dupuis,
2人の有名な学者ヴォルネイとデュピュイはエリファス レヴィが巡った経路
をエリファス レヴィより先にすでに巡った。(エリファス レヴィの様にヴォ
ルネイとデュピュイは象徴を研究した。)しかし、言わば、ヴォルネイとデュ
ピュイは闇夜の中で時間を無駄に費やした。
to Dupuis above all, whose immense erudition has produced only a 
negative work,
特にデュピュイは、計り知れない博識にもかかわらず、役に立たない作品を
もたらしただけに終わった。
for in the origin of all religions he has seen nothing but astronomy,
デュピュイは全ての宗教の源に天文学しか見なかった。
taking thus the symbolic cycle for doctrine
デュピュイは象徴的な周期を理論と誤解した。



and the calendar for legend.
デュピュイは暦を伝説と誤解した。
He was deficient in one branch of knowledge, that of true magic, which 
comprises the secrets of the Kabbalah.
デュピュイには知、本物の魔術の知、カバラの秘密を理解する知が不足して
いた。
Dupuis passed through the antique sanctuaries like the prophet Ezekiel 
over the plain strewn with bones,
デュピュイは、エゼキエル書 37章の骨が散っている平野の様な、古代の祭
司の聖所を通り過ぎてしまった。
and only understood death,
デュピュイは死だけを理解した。
for want of that word which collects the virtue of the four winds, and can 
make a living people of all the vast ossuary, by crying to the ancient 
symbols: "Arise! Take up a new form and walk!"
デュピュイには、「起きなさい！新しい形をとって、歩きなさい！」と古代
の象徴に叫ぶ事によって、エゼキエル書 37章 9節の四方の風の力を集める
言葉、(十字に四方の風の力を集める言葉、)エゼキエル書 37章の様に骨から
生きている民を創造する事ができる言葉が不足していた。(マタイによる福音
9章 5節「起きなさい。歩きなさい。」。)
Hence the hour has come when we must have the boldness to attempt 
what no one has dared to perform previously.
かつて誰も試みなかった事を大胆に試みる時が来た。
Like Julian,
ユリアヌス帝の様に、
we would rebuild the temple,
神殿を建て直そう。



and in so doing we do not believe that we shall be belying a wisdom that 
we adore,
神殿を建て直す事は敬礼する知を裏切る事には成らないと確信している。(コ
リント人への第 1 の手紙 1章24節「キリストは神の知。」。)

which also Julian would himself have been worthy to adore, had the 
rancorous and fanatical doctors of his period permitted him to 
understand it.
中略

For us the temple has two pillars,
魔術師の神殿には 2つの柱が存在する。(キリスト教と哲学は魔術の両輪であ
る。神の教えと哲学は魔術の両輪である。)
on one of which Christianity has inscribed its name.
魔術師の神殿の 2つの柱の片方にはキリスト教と記されている。(キリスト教
と哲学は魔術の両輪である。神の教えと哲学は魔術の両輪である。)
We have, therefore, no wish to attack Christianity;
本物の魔術師はキリスト教を攻撃する気が無い。
far from it,
反対に、
we seek to explain and accomplish it.



本物の魔術師はキリスト教を説明しキリスト教の務めを果たす。
Intelligence and will have alternately exercised their power in the world;
知と意思は交互に世界で力を発揮してきた。
religion and philosophy are still at war in our own days,
神の教えと哲学は現在も未だに戦っている。
but they must end by agreeing.
しかし、神の教えと哲学は一致する必要が有る。
The provisional object of Christianity was to establish, by obedience and 
faith, a supernatural or religious equality among men,
キリスト教の一時的な目標は、従順と信心によって、超自然的な宗教的な平
等を人々の間に確立する事である。
and to immobilise intelligence by faith, so as to provide a fulcrum for 
virtue
キリスト教の一時的な目標は、徳に支点を与えるために、信心によって知を
固定する事である。
which came for the destruction of the aristocracy of science, or, rather, to 
replace that aristocracy already destroyed.
キリスト教の一時的な目標は、知の貴族を破壊すると言うよりはむしろ、知
の貴族を復活させる。知の貴族はすでに倒されている。
Philosophy, on the contrary, has laboured to bring back men by liberty 
and reason to natural inequality,
正反対に、哲学の一時的な目標は、自由と理性によって、自然な不平等を
人々にもたらす事である。
and to substitute astuteness for virtue by inaugurating the reign of 
industry.
哲学の一時的な目標は、勤勉の支配の開始によって、徳の代わりに機知を用
いさせる事である。



Neither of the two operations has proved complete and adequate,
哲学無しのキリスト教は不完全で不十分であった。キリスト教無しの哲学は
不完全で不十分であった。
neither has brought men to perfection and felicity.
哲学無しのキリスト教は完成と幸福を人に与えられなかった。キリスト教無
しの哲学は完成と幸福を人に与えられなかった。
What is now dreamed,
現在、夢みられている事は、
almost without daring to hope for it,
ほとんど大胆に望むまでも無く、
is an alliance between these two forces so long regarded as contrary,
非常に長い間、正反対と考えられてきたキリスト教と哲学という2つの力の
結合である。
and there is good ground for desiring their union,
キリスト教と哲学の結合を望む良い根拠が存在する。
for these two great powers of the human soul are no more opposed to one
another than the sex of man is opposed to that of woman;
なぜなら、男性と女性の様に、キリスト教と哲学という人の魂の 2つの大い
なる力は相反しない。(男性と女性は相反しない。キリスト教と哲学は相反し
ない。神の教えと哲学は相反しない。)
undoubtedly they differ, but their apparently contrary dispositions come 
only from their aptitude to meet and unite.
キリスト教と哲学は結合するために正反対に見える違いが存在する。(神の教
えと哲学は結合するために正反対に見える違いが存在する。男性と女性は結
合するために正反対に見える違いが存在する。)
"There is no less proposed, therefore, than an universal solution of all 
problems?"



「全ての問題の普遍の解決が示されるのか？」。
No doubt,
疑いなく。イエス。
since we are concerned with explaining the philosophical stone, perpetual
motion, the secret of the great work and of the universal medicine.
なぜなら、賢者の石、永久機関、大いなる務めの秘密、万能薬の秘密を説明
するからである。
We shall be accused of insanity, like the divine Paracelsus,
神の様なパラケルススの様に、魔術師は狂っていると非難されるであろう。
or of charlatanism, like the great and unfortunate Agrippa.
大いなる不運なコルネリウス アグリッパの様に、魔術師は詐欺師と非難され
るであろう。
If the pyre of Urban Grandier be extinguished, the sullen proscriptions of 
silence and of calumny remain.
ユルバン グランディエの火刑のまきの火が消されても、黙殺や中傷という陰
湿な迫害は残されるであろう。
We do not brave but are resigned to them.
魔術師は、迫害に大胆に立ち向かわず、迫害をあきらめて甘受する。
We have not sought ourselves the publication of this book,
本書の公開を自分の意思だけで求めたわけではない。
and we believe that if the time be come to produce speech, it will be 
produced by us or by others.
言葉がもたらされる時が来れば、言葉は自分の手または他人の手によっても
たらされると、魔術師は信じている。
We shall therefore remain calm and wait.
魔術師は言葉がもたらされるのを静かに待つつもりである。
Our work has two parts;



本書「高等魔術の教理」と「高等魔術の祭儀」の 2部に分かれている。
in the one we establish the Kabbalistic and magical doctrine in its entirety;
本書「高等魔術の教理」はカバラの考え、魔術の考えの全てを確証する。
the other is consecrated to the cultus, that is, to ceremonial magic.
「高等魔術の祭儀」は儀式、儀式の魔術を清める。
The one is that which the ancient sages termed the clavicle,
本書「高等魔術の教理」は古代の賢者がソロモンの小鍵と呼んだものである。
the other that which rural people still call the grimoire.
「高等魔術の祭儀」はいなかの大衆がグリモワール、魔術書と呼んでいるも
のである。
The numbers and subjects of the chapters,
本書「高等魔術の教理」と「高等魔術の祭儀」の章には数とテーマが存在す
る。
which correspond in both parts,
本書「高等魔術の教理」と「高等魔術の祭儀」の章は 1対 1対応している。
are in no sense arbitrary,
本書「高等魔術の教理」と「高等魔術の祭儀」の章の数とテーマは気まぐれ
ではない。
and are all indicated in the great universal key,
本書「高等魔術の教理」と「高等魔術の祭儀」の章の数とテーマは全て大い
なる普遍の鍵タロットに示されているものである。タロットは大いなる普遍
の鍵である。
of which we give for the first time a complete and adequate explanation.
エリファス レヴィが初めてタロットの完全な十分な説明を与える。
Let this work now go its way where it wills, and become what Providence 
determines;



本書「高等魔術の教理」は、神の意思に従い、意思を持ちおもむくべき所に
おもむく。
it is finished,
ヨハネによる福音 19章 30節「終えた。」。
and we believe it to be enduring, because it is strong, like all that is 
reasonable and conscientious.
本書「高等魔術の教理」は永久的であると信じている。なぜなら、論理的な
良心的な全てのものの様に、本書「高等魔術の教理」には力が有るからであ
る。
ELIPHAS LEVI.
エリファス レヴィ。
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WHEN a philosopher adopted as the basis for a new apocalypse of human 
wisdom the axiom: "I think, therefore I am," in a measure he 
unconsciously altered, from the standpoint of Christian revelation, the old
conception of the Supreme Being.
哲学者デカルトが人の知の新しい啓示のための基礎として「私は思考する。
だから、私は存在する。」という原理を選んだ時に、キリスト教の啓示の立
場から、多かれ少なかれ、哲学者デカルトは知らないで無上の存在、神の古
い概念を変えた。
I am that I am, said the Being of beings of Moses.
出エジプト記 3章 14節で AHIH AShR AHIH、エヘイエ ア、אהיה אשר אהיה
シェル エヘイエと存在の中の存在、神はモーセにヘブライ語で名乗った。ヘ
ブライ語で AHIH、エヘイエは「存在する」という意味の、אהיה 1 人称の動



詞である。出エジプト記 3章 14節で存在の中の存在、神は「私は存在する。
だから、何ものかである、私、神が存在する。」、「私は存在したい様に存
在する者である。」、「私は存在の中の存在である。」、「私は本物の存在
である。」、「私は幻ではない存在である。」とモーセに名乗った。
I am he who thinks, says the man of Descartes,
哲学者デカルトの人は「私は思考する様に存在する者である。」と話す。
and to think being to speak inwardly,
思考する事は心の中で話す事である。思考は心の中の言葉である。
this man may affirm like the God of St John the Evangelist: I am he in 
whom and by whom the word manifests-
神の様に哲学者デカルトの人は「私は私の中で私によって存在する者であ
る。」と話す。ヨハネによる福音 1章 1節「神の言葉は神である。」。ヨハ
ネによる福音 1章 1節の神の様に哲学者デカルトの人は「私は言葉が表す所
の者である。」と話す。
In principio erat verbum.( = In the beginning was the Word.)
ヨハネによる福音 1章 1節「最初から神の言葉は存在している。」。
Now, what is a principle?
最初とは何か？原理とは何か？
It is a groundwork of speech,
原理とは話す基礎である。原理とは言葉の基礎である。
it is a reason for the existence of the word.
原理とは言葉が存在するための論理である。
The essence of the word is in the principle;
言葉の存在は原理の中に存在する。
the principle is that which is;
原理とは存在するものである。
intelligence is a principle which speaks.



知とは話す原理である。
What, further, is intellectual light?
知の光とは何か？
It is speech.
知の光とは話す事である。知の光とは言葉である。
What is revelation?
啓蒙とは何か？啓示とは何か？
It is also speech;
啓蒙とは話す事である。啓蒙とは言葉である。啓示とは話す事である。啓示
とは言葉である。
being is the principle,
存在するものが原理である。
speech is the means,
話す事は手段である。言葉は手段である。
and the plenitude or development and perfection of being is the end.
存在の充実や開発と完成が目的である。
To speak is to create.
話す事は創造する事である。
But to say: "I think, therefore I exist," is to argue from consequence to 
principle,
しかし、「私は思考する。だから、私は存在する。」は結果から原因を示し
ている。
and certain contradictions which have been adduced by a great writer, 
Lamennais, have abundantly proved the philosophical imperfection of 
this method.
大いなる著者ラムネーは「私は思考する。だから、私は存在する。」が結果
から原因を示している確実な矛盾を示した。結果から原因を示している確実



な矛盾は「私は思考する。だから、私は存在する。」という方法の哲学的な
欠陥を十分に証明している。
I am, therefore something exists-
「私は存在する。だから、何ものかが存在する。」。
would appear to us a more primitive and simple foundation for 
experimental philosophy,
「私は存在する。だから、何ものかが存在する。」は経験的な哲学のための、
より基本的な簡潔な基礎に思われる。
I AM, THEREFORE BEING EXISTS.
「私は存在する。だから、存在が存在する。」、「私は存在する。だから、
存在、神が存在する。」。
Ego sum gui sum( = I am that I am)-
出エジプト記 3章 14節で AHIH AShR AHIH、エヘイエ ア、אהיה אשר אהיה
シェル エヘイエと神はモーセにヘブライ語で名乗った。ヘブライ語で
AHIH、エヘイエは「存在する」という意味の、אהיה 1 人称の動詞である。
出エジプト記 3章 14節で神は「私は存在する。だから、何ものかである、
私、神が存在する。」、「私は存在したい様に存在する者である。」、「私
は存在の中の存在である。」、「私は本物の存在である。」、「私は幻では
ない存在である。」とモーセに名乗った。
such is the first revelation of God in man
「私は存在する。だから、何ものかである、私、神が存在する。」は人の中
の神の無上の啓示である。
and of man in the world,
「私は存在する。だから、何ものかである、私、神が存在する。」は世界の
中の人の無上の啓示である。
while it is also the first axiom of occult philosophy.



「私は存在する。だから、何ものかである、私、神が存在する。」は隠され
た哲学の無上の原理である。
אהיה אשר אהיה

出エジプト記 3章 14節で AHIH AShR AHIH、エヘイエ ア、אהיה אשר אהיה
シェル エヘイエと神はモーセにヘブライ語で名乗った。ヘブライ語で
AHIH、エヘイエは「存在する」という意味の、אהיה 1 人称の動詞である。
出エジプト記 3章 14節で神は「私は存在する。だから、何ものかである、
私、神が存在する。」、「私は存在したい様に存在する者である。」、「私
は存在の中の存在である。」、「私は本物の存在である。」、「私は幻では
ない存在である。」とモーセに名乗った。
Being is being.
「存在は存在である。」。「存在は存在する。」。「存在性は存在性であ
る。」。「ある存在は別の存在と存在性が同じである。」。「ある存在と別
の存在は存在するという意味で同じである。」。「神は存在する。」。
Hence this philosophy, having that which is for its principle, is in no sense 
hypothesis or guesswork.
「私は存在する。だから、何ものかである、私、神が存在する。」を原理と
する隠された哲学には仮定や根拠の無い推測が無い。
Mercurius Trismegistus begins his admirable symbol, known under the 
name of the Emerald Table, by this three-fold affirmation:
メルクリウス トリスメギストスのエメラルド板の最初は三重の断言である。
(トリスメギストスは「三重に大いなる」を意味する。)
It is true, it is certain without error, it is of all truth.
「下記は事実である。下記は誤りが無く確実である。下記は真理の中の真理
である。」。
Thus, in physics, the true confirmed by experience;



物理学で、経験によって確認された事実。自然科学で、経験によって確認さ
れた事実。
in philosophy, certitude purged from any alloy of error;
哲学で、誤りの全ての不純物を取り除いた確実性。
in the domain of religion or the infinite, absolute truth indicated by 
analogy;
宗教や無限、神の領域で、類推によって示された絶対の真理。神の教えで、
類推によって示された絶対の真理。
such are the first necessities of true science,
自然科学の事実、哲学の確実、神の教えの真理が本物の学問には最初に必要
である。
and magic only can impart these to its adepts.
魔術だけが自然科学の事実、哲学の確実、神の教えの真理を達道者に与えら
れる。
But you, before all things, who are you, thus taking this work in your 
hands and proposing to read it?
しかし、最初に、本書を手にとり読むつもりである、あなたは何者か？
On the pediment of a temple consecrated by antiquity to the God of Light 
was an inscription of two words: "Know thyself."
古代ギリシャ人が光の神アポロンにささげたデルポイ神殿の入り口には「あ
なた自身を知れ。」と記されていた。
I impress the same counsel on every man when he seeks to approach 
science.
本物の学問に近づこうと試みる全ての人に自身を知る様にすすめる。
Magic, which the men of old denominated the sanctum regnum( = the 
holy kingdom), the holy kingdom, or kingdom of God, regnum Dei( = 
kingdom of God), exists only for kings and for priests.



魔術、古代人が「神の王国」と呼んでいたものは王者と祭司のためだけに存
在する。
Are you priests?
あなたは祭司か？
Are you kings?
あなたは王者か？
The priesthood of magic is not a vulgar priesthood,
魔術の祭司は大衆の聖職者ではない。(祭司は金銭をかせぐための職業ではな
い。)
and its royalty enters not into competetion with the princes of this world.
魔術の王者は俗世の権力者と競合しない。
The monarchs of science are the priests of truth,
本物の学問の王者は真理の祭司である。
and their sovereignty is hidden from the multitude like their prayers and 
sacrifices.
本物の王者の力は大衆には隠されている。本物の祭司の祈りと犠牲が大衆に
は隠されている様に。
The kings of science are men who know the truth and the truth has made 
free, according to the specific promise given by the most mighty of the 
initiators.
ヨハネによる福音 8章 32節で祖の中で最も力が大きな者イエスが「あなた
が真理を知れば、真理はあなたを自由にする。」と明確に約束している様に、
本物の学問の王者は真理を知り真理が自由にした者である。
The man who is enslaved by his passions or worldly prejudices can in no 
wise be initiated;
肉欲の奴隷である大衆、俗世の先入観の奴隷である大衆は秘伝伝授者には成
れない。



he must alter or he will never attain;
大衆は変わる必要が有る。さもなければ、大衆は到達できない。
hence he cannot be an adept,
大衆は達道者にはなれない。
for the word signifies a person who has attained by will and by work.
達道者という言葉は意思と行動によって真理に到達した者を意味する。
The man who loves his own opinions and fears to part with them, who 
suspects new truths, who is unprepared to doubt everything rather than 
admit anything on chance, should close this book;
誤った自説に執着する大衆、誤った自説を手放す事を恐れる大衆、新しい真
理を疑う大衆、根拠無しに全てのものを認めるよりも全てのものを疑う用意
が無い大衆は本書を閉じるべきである。
for him it is useless and dangerous;
大衆には本書は無用か危険である。
he will fail to understand it,
大衆には本書は理解できない。
and it will trouble him,
本書は大衆を苦悩させるであろう。
while if he should divine its meaning, it will be a still greater source of 
disquietude.
もし大衆が本書の意味を推測しても、本書はより大きな不安の種と成るであ
ろう。
If you hold by anything in the world more than by reason, truth, and 
justice;
もし、あなたが論理、真理、正義より俗世の何ものかにとらわれるならば、
if your will be uncertain and vacillating, either in good or evil;
もし、あなたは善と悪の間で不確かに揺れ動くならば、



if logic alarm you,
もし論理があなたを不安にさせるならば、
or the naked truth make you blush;
もし、ありのままの真理があなたに恥をかかせるならば、
if you are hurt when accepted errors are assailed;
もし誤りを認めた時にあなたが傷つくならば、
condemn this work straight away;
本書をすぐに捨てなさい。
do not read it;
本書を読むなかれ。
let it cease to exist for you;
あなたには本書が存在しないようにふるまいなさい。
but at the same time do not cry it down as dangerous.
しかし、本書を危険なものであると叫ぶなかれ。
The secrets which it records will be understood by an elect few,
選ばれた少数の者は本書に記されている秘密を理解するであろう。
and will be held back by those who understand them.
秘密を理解した者は秘密を隠すであろう。
Shew light to the birds of the night-time, and you hide their light;
夜の鳥に光を見せると、夜の鳥から光を隠してしまう事に成る。
it is the light which blinds them,
光は夜の鳥を盲目にしてしまう。
and for them is more dark than the darkness.
夜の鳥には光は闇より暗く成ってしまう。
I shall therefore speak clearly
エリファス レヴィは明らかに話すつもりである。
and make known everything,



エリファス レヴィは全てのものを知らせるつもりである。
with the firm conviction that initiates alone, or those who deserve 
initiation, will read all and understand in part.
秘伝伝授者または秘伝を伝授されるにふさわしい者だけが本書の全てを読み
部分的に理解するであろう。
There is a true and a false science,
本物の学問と偽物の学問が存在する。
a divine magic and an infernal magic-
神の聖霊の魔術と地獄の悪人の霊の魔術が存在する。
in other words, one which is delusive and darksome;
言い換えると、悪人の霊の魔術は妄想と陰気の魔術である。
it is our task to reveal the one and to unveil the other,
神の聖霊の魔術を明らかにし悪人の霊の魔術の化けの皮をはがす事が神の聖
霊の魔術師の務めである。
to distinguish the magician from the sorcerer,
神の聖霊の魔術師と悪人の霊の魔術師を区別する事が神の聖霊の魔術師の務
めである。
and the adept from the charlatan.
達道者と詐欺師を区別する事が神の聖霊の魔術師の務めである。
The magician avails himself of a force which he knows,
神の聖霊の魔術師は知っている力を応用する。
the sorcerer seeks to abuse a force which he does not understand.
悪人の霊の魔術師は理解していない力を濫用しようと試みる。
If it be possible in a scientific work to employ a term so vulgar and so 
discredited,
学問的な本書で非常に通俗的な非常に疑わしい言葉を用いる事が可能であれ
ば、



then the devil gives himself to the magician
悪魔は神の聖霊の魔術師に身を委ねる。
and the sorcerer gives himself to the devil.
悪人の霊の魔術師は悪魔に身を委ねる。
The magician is the sovereign pontiff of nature,
神の聖霊の魔術師は自然の法王である。
the sorcerer is her profaner only.
悪人の霊の魔術師は自然への冒涜者に過ぎない。
The sorcerer bears the same relation to the magician that a superstitious 
and fanatical person bears to a truly religious man.
悪人の霊の魔術師と神の聖霊の魔術師の関係は、迷信家、狂信者と本物の信
心深い者の関係に似ている。(悪人の霊の魔術師は迷信家、狂信者である。神
の聖霊の魔術師は本物の信心深い者である。)
Before advancing further let us tersely define magic.
さらに進む前に、魔術という言葉を簡潔に定義しよう。
Magic is the traditional science of the secrets of nature which has been 
transmitted to us from the magi.
魔術はマギが口伝した自然の秘密についての知である。
By means of this science the adept becomes invested with a species of 
relative omnipotence and can operate superhumanly- that is, after a 
manner which transcends the normal possibility of men.
口伝の知によって達道者は全能である神の眷属と成り超人的な力をふるえる。
Thereby many celebrated hierophants, such as Mercurius Trismegistus, 
Osiris, Orpheus, Apollonius of Tyana, and others whom it might be 
dangerous or unwise to name, came after their death to be adored and 
invoked as gods.



口伝の知によって、超人的な力によって、多数の高名な秘儀祭司、メルクリ
ウス トリスメギストス、オシリス、オルフェウス、ティアナのアポロニウス、
名前を口にするのは危険で賢明ではない者たちは死後、神々として敬礼され
た。
Thereby others also, according to that ebb-and-flow of opinion which is 
responsible for the caprices of success, became emissaries of infernus or 
suspected adventurers, like the emperor Julian, Apuleius, the enchanter 
Merlin, and that arch-sorcerer, as he was termed in his day, the illustrious 
and unfortunate Cornelius Agrippa.
口伝の知によって、超人的な力によって、運の気まぐれによる世論の浮き沈
みによって、ユリアヌス帝、誘惑者マーリン、生前大いなる悪人の霊の魔術
師と呼ばれた高名な不運なコルネリウス アグリッパたちは、地獄の使いや詐
欺師と呼ばれた。
To attain the sanctum regnum,
神の王国に到達するには、
in other words, the knowledge and power of the magi,
言い換えると、マギの知と力に到達するには、
there are four indispensable conditions-
4つの条件が必要である。
an intelligence illuminated by study,
学によって光に照らされた知。
an intrepidity which nothing can check,
何ものにも止められない大胆さ。
a will which nothing can break,
何ものにも止められない意思。
and a discretion which nothing can corrupt and nothing intoxicate.
何ものにも堕落させられない何ものにも夢中に成らない慎重さ。



To KNOW, TO DARE, TO WILL, TO KEEP SILENCE-
知、大胆さ、意思、沈黙。知る、大胆に行う、思う、沈黙を守る。知るため
に考える、大胆に行う、思う、沈黙を守る。
such are the four words of the magus,
知、大胆さ、意思、沈黙は魔術師の 4つの言葉である。
inscribed upon the four symbolical forms of the sphinx.
牛の腹、人の頭、ライオンの爪、ワシの翼というスフィンクスの 4つの象徴
的な形は知、大胆さ、意思、沈黙を表す。

These four words can be combined after four manners, and explained four
times by one another.* *See the Tarot cards.
中略

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。
to this symbol we shall have occasion to recur later on.
文字アレフについて後で話すつもりである。
The magus is truly what the Hebrew Kabbalists call the Microprosopus,
魔術師はヘブライ人のカバリストがミクロ プロソプス、小さな顔と呼んでい
るものである。(魔術師は神の人としての顔である。魔術師は神の人性であ
る。)
that is, the creator of the little world.
魔術師は小世界の創造主である。魔術師は人の創造主である。魔術師は自身
の創造主である。
The first of all magical sciences being the knowledge of one's self, 
全ての魔術の知の最初は自身を知る事である。
so is one's own creation first of all works of science;
自身の創造は知の全ての務めの最初である。



it contains the others,
自身の創造は他の全てを含んでいる。
and is the principle of the great work.
自身の創造は「大いなる務め」の基本である。
The term, however, requires explanation.
しかし、自身の創造という言葉は説明が必要である。
Supreme reason being the sole invariable and consequently imperishable 
principle-
無上の論理は唯一、不変、不壊の原理である。
what we term death being change-
人が死と呼んでいるものは変化である。
hence the intelligence which cleaves closely to this principle and, in a 
manner, identifies itself therewith, does hereby make itself unchangeable,
and, as a result, immortal.
不変の原理に近づき一体化する知は不変、不死と成る。
To cleave invariably to reason, it will be understood that it is necessary to 
attain independence of all those forces which by their fatal and inevitable 
movement produce the alternatives of life and death.
不変の論理に近づき一体化するには、死に至る原因から結果への必然である
変化によって、死に至る命か死をもたらす、全ての変化する死に至る力から
の独立へ到達する事が必要であると理解できるであろう。
To know how to suffer, to forbear, and to die-
どのように耐え我慢し死ぬべきか知る事。
such are the first secrets which place us beyond reach of affliction, the 
desires of the flesh, and the fear of annihilation.
どのように耐え我慢し死ぬべきか知る事は、苦痛、肉欲、消滅の恐怖を超越
する無上の秘訣である。



The man who seeks and finds a glorious death has faith in immortality
栄光の死を探求し見つけた者は不死を確信する。
and universal humanity believes in it with him and for him,
不死を確信する者と共に、不死を確信する者のために、普遍の人々は不死を
確信する。
raising altars and statues to his memory in token of eternal life.
不死を確信する者の記念として、永遠の命の記念として、普遍の人々は祭壇
と像を立てる。
Man becomes king of the brutes only by subduing or taming them;
獣を和らげる事によってのみ、人は獣の王者と成れる。
otherwise he will be their victim or slave.
獣を和らげなければ、人は獣の犠牲または奴隷と成るであろう。
Brutes are the type of our passions;
獣は人の肉欲の例えである。
they are the instinctive forces of nature.
肉欲は自然の先天性の力である。
The world is a field of battle
世界は戦場である。
where liberty struggles with inertia by the opposition of active force.
世界は自由が自発的な力の抵抗によって無気力と戦う戦場である。
Physical laws are millstones;
自然の法は石うすである。
if you cannot be the miller you must be the grain.
あなたが石うすでつぶす者に成れなければ、石うすにつぶされるものに成る
であろう。
You are called to be king of the air, water, earth, and fire;



あなたは地水火風の王者と成る様に求められている。あなたは四大元素の王
者と成る様に求められている。
but to reign over these four animals of symbolism, it is necessary to 
conquer and enchain them.
しかし、四大元素の例えである 4つの獣の主と成るには、四大元素の例えで
ある 4つの獣を圧倒し鎖につなぐ必要が有る。
He who aspires to be a sage and to know the great enigma of nature must 
be the heir and despoiler of the sphinx;
賢者に成りたい者、自然の大いなる謎を知りたい者は、スフィンクスの継承
者、略奪者に成る必要が有る。
his the human head in order to possess speech,
スフィンクスの人の頭は話す力を保有している。スフィンクスの人の頭は言
葉の力を保有している。
his the eagle's wings in order to scale the heights,
スフィンクスのワシの翼は高みを類推する。
his the bull's flanks in order to furrow the depths,
スフィンクスの牛の腹は深みを掘る。
his the lion's talons to make a way on the right and the left, before and 
behind.
スフィンクスのライオンの爪は縦横無尽に道を切り開く。
You, therefore, who seek initiation,
入門したいあなた、
are you learned as Faust?
あなたはファウストの様に哲学、神学、宗教、魔術の文書を乱読して学が有
るか？
Are you insensible as Job?
あなたはヨブの様に無感覚なほどに忍耐強いか？



No, is it not so?
そうではない？
But you may become equal to both if you will.
しかし、もしあなたが入門するつもりであれば、ファウストとヨブの様に成
るであろう。
Have you overcome the vortices of vague thoughts?
あなたは雑念の渦を乗り越えたか？
Are you without indecision or capriciousness?
あなたは優柔不断では無いか？あなたは気まぐれでは無いか？
Do you consent to pleasure only when you will, and do you wish for it only
when you should?
あなたは快楽を望むべき時だけに快楽を望むか？
No, is it not so?
そうではない？
Not invariably at least,
常にそうではない？
but it may become so if you choose.
しかし、もしあなたが入門するつもりであれば、そうなるであろう。
The sphinx has not only a man's head, it has woman's breasts;
スフィンクスは男性の頭だけではなく女性の胸を持っている。
do you know how to resist feminine charms?
あなたはどのように女性の魅力に抵抗するべきか知っているか？
No, is it not so?
そうではない？
And you laugh outright in replying, vaunting your moral weakness for the 
glorification of your physical and vital force.



あなたは赤裸々に笑いものにして、徳における欠点を、自然の命の力として
美化して、自慢するかもしれない。
Be it so;
そうすれば良い。
I allow you to render this homage to the ass of Sterne or Apuleius.
敬意をスターンのロバやアプレイウスのロバにささげる。
The ass has its merit,
ロバには長所が有る。
I agree;
同意しよう。
it was consecrated to Priapus
男性器の神プリアポスは敬礼された。
as was the goat to the god of Mendes.
ヤギはメンデスで神の生殖力の象徴であった。
But take it for what it is worth, and decide whether ass or man shall be 
master.
しかし、ロバが主と成るべきか、人が主と成るべきか決めよう。
He alone can possess truly the pleasure of love who has conquered the 
love of pleasure.
快楽への執着を克服した者だけが愛の快楽を本当に保有できる。
To be able and to forbear is to be twice able.
力が有り我慢する力が有る者は 2倍の力を持つ者である。
Woman enchains you by your desires;
男性の欲望によって女性は男性を鎖につなぐ。
master your desires and you will enchain her.
欲望を和らげられる男性は女性を鎖につなぐであろう。
The greatest injury that can be inflicted on a man is to call him a coward.



人への最大の侮辱は人を臆病者と呼ぶ事である。
Now, what is a cowardly person?
臆病者とはどのような者か？
One who neglects his moral dignity in order to obey blindly the instincts of
nature.
自然の先天性の力である肉欲に盲目的に従うために、徳の尊重を放棄する者
が臆病者である。
As a fact, in the presence of danger it is natural to be afraid and seek flight;
実に、危険を前にして恐れ逃げようとする事は自然な事である。
why, then, is it shameful?
では、なぜ危険を前にして恐れ逃げようとする事は恥に成るのか？
Because honour has erected it into a law that we must prefer our duty to 
our inclinations or fears.
なぜなら、栄誉は自然な傾向や恐怖より義務を優先する事を法としているか
らである。
What is honour from this point of view?
上記の観点から、栄誉とは何か？
It is universal presentience of immortality and appreciation of the means 
which can lead to it.
栄誉とは不死の普遍的な予感と不死に至る方法の認識である。
The last trophy which man can win from death is to triumph over the 
appetite for life, not by despair, but by a more exalted hope,
人が死から勝ち取る事ができる最後の戦勝記念品は、あきらめや絶望によっ
てではなく、高められた希望によって、肉体の命への欲望に勝利する事であ
る。
which is contained in faith,
希望は信心に含まれている。



for all that is noble and honest, by the undivided consent of the world.
なぜなら、世界中の人々の完全な同意による、高貴な誠実な全てのものが、
希望、信心だからである。
To learn self-conquest is therefore to learn life,
自身の克服を学ぶ事は永遠の命を学ぶ事である。
and the austerities of stoicism were no vain parade of freedom!
禁欲生活は自由のむなしい誇示ではなかった！
To yield to the forces of nature is to follow the stream of collective life,
自然の力である肉欲に従う事は死に至る命の集団の流れに従う事である。(マ
ルコによる福音 5章 9節 悪人の霊はレギオン、軍団と名乗った。軍団は集団
である。)
and to be the slave of secondary causes.
肉欲に従う事は二次的な原因の奴隷に成る事である。
To resist and subdue nature is to make one's self a personal and 
imperishable life;
自然である肉欲に抵抗し和らげる事は自身を創造する事である。肉欲に抵抗
し和らげる事は個人的な不壊の命を創造する事である。
it is to break free from the vicissitudes of life and death.
肉欲に抵抗し和らげる事は、死に至る命の移り変わりと死から自由に成る事
である。
Every man who is prepared to die rather than renounce truth and justice is
most truly living,
真理と正義をあきらめるくらいなら死ぬ用意が有る者は最も本当に生きてい
る。
for immortality abides in his soul.
なぜなら、真理と正義をあきらめるくらいなら死ぬ用意が有る者の魂に不死
は宿っている。



To find or to form such men was the end of all ancient initiations.
真理と正義をあきらめるくらいなら死ぬ用意が有る者を見つける、または、
形成する事が全ての古代の入門の目的であった。
Pythagoras disciplined his pupils by silence and all kinds of self-denial;
ピタゴラスは数年の沈黙と全ての種類の克己を学徒に修行させた。
candidates in Egypt were tried by the four elements;
エジプトの修行者は四大元素の試練を受けた。
and we know the self-inflicted austerities of fakirs and brahmans in India
インドの苦行僧と祭司バラモンは禁欲生活を自ら行った。
for attaining the kingdom of free will and divine independence.
古代の修行者は自由意思と神の独立の王国に到達するために修行した。
All macerations of asceticism are borrowed from the initiations of ancient 
mysteries;
古代の神秘の入門が全ての禁欲、苦行、断食による衰弱をもたらした。
they have ceased
本物の修行者は姿を隠した。
because those qualified for initiation, no longer finding initiators,
なぜなら、入門にふさわしい修行者は祖師を見つけられなく成ったからであ
る。
and the leaders of conscience becoming in the lapse of time as 
uninstructed as the vulgar,
宗教の指導者は時が経つにつれて大衆と同じく無知に成ってしまったからで
ある。
the blind have grown weary of following the blind,
盲人は盲人に導かれる事にあきた。
and no one has cared to pass through ordeals the end of which was now 
only in doubt and despair;



誰も疑いと失望に至るだけの試練を受ける気が無く成った。
for the path of light was lost.
光への経路は失われた。
To succeed in performing something we must know what it is proposed to 
do, or at least must have faith in some one who does know it.
何かを成し遂げるには、成し遂げようとしているものを知っているか、少な
くとも成し遂げようとしているものを知っている何者かを信じる必要が有る。
But shall I stake my life on a venture,
しかし、根拠無しに命をかけるべきであろうか？
or follow someone at chance who himself knows not where he is going ? 
根拠無しに自身がどこに行くかも知らない何者かに従うべきであろうか？
We must not set out rashly along the path of the transcendent sciences,
軽率に超越的な学問の経路に足を踏み入れてはならない。
but, once started, we must reach the end or perish.
しかし、一度でも超越的な学問の経路を歩み始めたら、到達するか立ち行か
なくなるであろう。
To doubt is to become a fool;
疑う事は愚者に成る事である。
to pause is to fall;
立ち止まる事は堕ちる事である。
to recoil is to cast one's self into an abyss.
後退する事は深淵に身を投げる事である。
You, therefore, who are undertaking the study of this book,
本書の研究を試みるあなた、
if you persevere with it to the close
もしあなたが本書の研究を終わりまで貫き通し、
and understand it, it will make you either a monarch or a madman.



もしあなたが本書を理解すれば、本書はあなたを王者か狂人にするであろう。
Do what you will with the volume,
本書を思い通りにしなさい。
you will be unable to despise or to forget it.
あなたは本書を見下せないであろう。あなたは本書を忘れられないであろう。
If you are pure, it will be your light;
もしあなたが純粋であれば、本書はあなたの光と成るであろう。
if strong, your arm;
もしあなたに力があれば、本書はあなたの腕と成るであろう。
if holy, your religion;
もしあなたが神の様な者であれば、本書はあなたの神の教えと成るであろう。
if wise, the rule of your wisdom.
もしあなたが賢明であれば、本書はあなたの知のものさしと成るであろう。
But if you are wicked,
しかし、もしあなたが邪悪であれば、
for you it will be an infernal torch;
本書は地獄の光と成るであろう。
it will lacerate your breast like a poniard;
本書は短剣の様にあなたの胸を引き裂くであろう。
it will rankle in your memory like a remorse;
本書は良心を痛める様にあなたの記憶と成ってあなたの心を苦しめるであろ
う。
it will people your imagination with chimeras,
本書はキマイラの様な妄想をあなたの想像力に住まわせるであろう。
and will drive you through folly to despair.
本書はあなたを愚かさを経て絶望へ追いやるであろう。
You will endeavour to laugh at it, and will only gnash your teeth;



あなたが本書を笑いものにしようと試みても、あなたは歯ぎしりするだけに
終わるであろう。(あなたが本書を笑いものにしようと試みても、あなたは自
分で自分の首をしめるだけに終わるであろう。歯ぎしりすると、自分の歯で
自分の歯を壊す事に成るので、歯ぎしりは自分で自分の首をしめる例え。マ
タイによる福音 8章 12節「歯ぎしり」。)
this book will be the file in the fable which the serpent tried to bite, but it 
destroyed all his teeth.
本書は例え話で蛇がかもうと試みて全ての歯を壊した、やすりと成るであろ
う。
Let us now enter on the series of initiations.
一連の入門をしよう。
I have said that revelation is the word.
啓蒙は言葉であると話した。啓示は言葉であると話した。
As a fact,
実に、
the word, or speech, is the veil of being and the characteristic sign of life.
言葉、話す事は存在のヴェール、命の特徴、命の表れである。
Every form is the veil of a word,
全ての形は言葉のヴェールである。(全ての形は概念のヴェールである。全て
の形は概念の表れである。)
because
なぜなら、
the idea which is the mother of the word
概念は言葉の母である。
is the sole reason for the existence of forms.
概念は形の唯一の存在理由である。
Every figure is a character,



全ての形は文字である。
every character derives from and returns into a word.
全ての文字は言葉から来て言葉へ行く。全ての文字は言葉から出で言葉へ戻
る。(全ての文字は概念から来て概念へ行く。全ての文字は概念から出で概念
へ戻る。)
For this reason
上記の理由から、
the ancient sages, of whom Trismegistus is the organ, formulated their 
sole dogma in these terms:
トリスメギストスといった古代の賢者はエメラルド板で次の様に唯一の考え
を表した。
"That which is above is like that which is below, and that which is below is 
like that which is above."
「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。」。
In other words,
言い換えると、
the form is proportional to the idea;
形は概念とつり合っている。
the shadow is the measure of the body calculated with its relation to the 
luminous ray;
光線から類推する事によって、影は本体のものさしと成る。
the scabbard is as deep as the sword is long;
さやと剣の深さは同じである。
the negation is in proportion to the contrary affirmation;
否定は肯定とつり合っている。
production is equal to destruction in the movement which preserves life;



命を守る変化において、創造と破壊はつり合っている。
and there is no point in infinite space which may not be regarded as the 
centre of a circle having an extending circumference indefinitely receding 
into space.
無限の空間において全ての点は空間に広がる無限大の円周を持つ円の中心で
あると考えられる。
Every individuality is, therefore, indefinitely perfectible,
全ての個体は無限に完成可能である。(全ての個体は無限に向上可能であ
る。)
since the moral order is analogous to the physical,
倫理道徳の法は自然科学の法から類推可能である。(哲学の法は自然科学の法
から類推可能である。)
and since we cannot conceive any point as unable to dilate, increase, and 
radiate in a philosophically infinite circle.
哲学的に、全ての点は無限大の円に拡大できる。
What can be affirmed of the soul in its totality may be affirmed of each 
faculty of the soul.
魂全体に言える事は魂の各能力に言える。
The intelligence and will of man are instruments of incalculable power 
and capacity.
知と意思は計り知れない力、想像力の道具である。
But intelligence and will possess as their help-mate and instrument a 
faculty
知と意思は想像力の協力者、道具である。
which is too imperfectly known,
想像力は十分に知られていない。
the omnipotence of which belongs exclusively to the domain of magic.



想像力の全能性は魔術の領域だけに属する。
I speak of the imagination,
想像力について話している。
which the Kabbalists term the Diaphane, or the Translucid.
カバリストは想像力を透明なものと呼んでいる。
Imagination, in effect, is like the soul's eye;
事実、想像力は魂の目の様なものである。
therein forms are outlined and preserved;
想像力において形は描かれ蓄えられる。
thereby we behold the reflections of the invisible world;
想像力によって人は見えない世界の反映を見る。
it is the glass of visions
想像力は幻視のガラスである。
and the apparatus of magical life;
想像力は魔術の命の器官である。
by its intervention
想像力の仲介によって、
we heal diseases,
魔術師は病気を治す。
modify the seasons,
魔術師は季節を変える。
drive death away from the living,
魔術師は生きている者から死を追い払う。
and raise the dead to life,
魔術師は死んだ者を命へ復活させる。
because it is the imagination which exalts the will and gives it a hold upon
the universal agent.



なぜなら、想像力は意思を高める。想像力は意思を普遍の代行者に把握させ
る。
Imagination determines the shape of the child in its mother's womb,
想像力は母の胎内の幼子の形を決める。
and decides the destiny of men;
想像力は人の運命を決める。
it lends wings to contagion,
想像力は翼を伝染病に与える。
and directs the weapons of warfare.
想像力は戦いの武器を導く。
Are you exposed in battle?
あなたが戦いにさらされたら？
Believe yourself to be invulnerable, like Achilles, and you will be so, says 
Paracelsus.
パラケルススは「アキレスの様に自身が不死身であると確信しなさい。そう
すれば、あなたは不死身に成るであろう。」と話している。
Fear attracts bullets, but they are repelled by courage.
恐怖は銃弾を引き寄せる。大胆さは銃弾をしりぞける。
It is well known that persons with amputated limbs feel pain in the very 
members which they possess no longer.
切断された無い手足の痛みを感じる幻肢痛は良く知られている。
Paracelsus operated upon living blood by medicating the product of a 
bleeding;
パラケルススは、出血した血を手術して、生きている血を治した。
he cured headache at a distance by treating hair cut from the patient.
パラケルススは切った髪によって触れないで頭痛を治した。



By the science of the imaginary unity and solidarity of all parts of the 
body,
体の全ての部分の想像の統一性と連帯の知によって、
he anticipated and outstripped all the theories,
パラケルススは全ての理論の先を越していた。
or rather all the experiences, of our most celebrated magnetisers.
と言うよりはむしろ、パラケルススは最も有名な催眠術師たちの全ての経験
の先を越していた。
Hence his cures were miraculous,
パラケルススの治療は奇跡的であったので、
and to his name of Philip Theophrastus Bombast, he deserved the 
addition of Aureolus Paracelsus, with the further epithet of divine!
「フィリップス テオフラストゥス ボンバストゥス」という本名に、「金
の」を意味する「アウレオルス」と「ローマの名医ケルススを超える」を意
味する「パラケルスス」という別名を加えられるのにふさわしく、さらに
「神の様な者」という称号を加えられるのにふさわしかった。
Imagination is the instrument of the adaptation of the word.
想像力は言葉の応用の道具である。
Imagination applied to reason is genius.
論理に応用された想像力が才能である。
Reason is one,
論理は唯一である。
as genius is one, in the multiplicity of its works.
作品の多様性の中で才能が唯一である様に。
There is one principle,
唯一の原理が存在する。
there is one truth,



唯一の真理が存在する。
there is one reason,
唯一の論理が存在する。
there is one absolute and universal philosophy.
唯一絶対普遍の哲学が存在する。
Whatsoever is subsists in unity considered as beginning, and returns into 
unity considered as end.
存在は、最初である唯一性の中に存在して、究極である唯一性の中に戻る。
One is in one;
唯一性の中に唯一性が存在する。存在性の中に存在性が存在する。
that is to say, all is in all.
全ての中に全てが存在する、と言える。
Unity is the principle of numbers;
統一性は数の原理である。
it is also the principle of motion,
統一性は動きの原理である。
and, consequently, of life.
結果として、統一性は命の原理である。
The entire human body is summed up in the unity of a single organ, which
is the brain.
脳という唯一の器官の統一性の中で人の体全体が要約されている。
All religions are summed up in the unity of a single dogma, which is the 
affirmation of being and its equality with itself,
「存在は存在である。」、「存在は存在する。」、「存在性は存在性であ
る。」、「ある存在は別の存在と存在性が同じである。」、「ある存在と別
の存在は存在するという意味で同じである。」、「神は存在する。」という
存在の肯定の唯一の考えの統一性の中で全ての神の教えは要約されている。



which constitutes its mathematical value.
存在の唯一の考えの統一性が、数学の数を形成する。
There is only one dogma in magic, and it is this:- The visible is the 
manifestation of the invisible,
魔術には「見えるものは見えないものの表れである。」という唯一の考えが
存在する。
or, in other terms, the perfect word,
言い換えると、正確に言うと、
in things appreciable and visible, bears an exact proportion to the things 
which are inappreciable by our senses and unseen by our eyes.
感覚で感知できる目に見えるものと感覚で感知できない目に見えないものは
つり合っている。
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 pantacle 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。
for the word is one
言葉は唯一である。
and revelation is one.
啓蒙は唯一である。啓示は唯一である。
By endowing man with reason, God gave him speech;
神は、理性を人に与える事によって、話す力を人に与えた。神は、理性を人
に与える事によって、言葉を人に与えた。
and revelation, manifold in its forms but one in its principle,
啓蒙の形は多様であるが啓蒙の原理は唯一である。啓示の形は多様であるが
啓示の原理は唯一である。
consists entirely in the universal word,
啓蒙は全て普遍の言葉に存在する。啓示は全て普遍の言葉に存在する。



the interpreter of the absolute reason.
普遍の言葉とは絶対の論理を説明するものである。
This is the significance of that term so much misconstrued, catholicity, 
which, in modern hieratic language, means infallibility.
カトリックは「普遍の」を意味する。現代の神学用語でカトリックは「誤り
が無い」を意味する。現代の神学用語でカトリックは不可謬を意味する。
The universal in reason is the absolute,
論理で普遍なものは絶対なものである。
and the absolute is the infallible.
絶対なものは誤りが無い。絶対なものは不可謬である。
If absolute reason impelled universal society to believe irresistibly the 
utterance of a child, that child would be infallible by the ordination of God
and of all humanity.
もし絶対の論理が幼子の言葉を普遍に社会に抵抗できずに信じさせれば、神
の定めによって、全ての人の定めによって、幼子は誤りが無い。もし絶対の
論理が幼子の言葉を普遍に社会に抵抗できずに信じさせれば、神の定めに
よって、全ての人の定めによって、幼子は不可謬である。
Faith is nothing else but reasonable confidence in this unity of reason
確信とは、論理の普遍性と唯一性による、論理的な確信である。信心とは、
論理の普遍性と唯一性による、論理的な確信である。
and in this universality of the word.
確信とは、言葉の普遍性による、論理的な確信である。信心とは、言葉の普
遍性による、論理的な確信である。
To believe is to place confidence in that which we as yet do not know 
when reason assures us beforehand of ultimately knowing or at least 
recognising it.



確信するとは、論理が最終的に知るか少なくとも認知する事を事前に確信さ
せる時に、未だ知らないものを確信する事である。
Absurd are the so-called philosophers who cry, "I will never believe in a 
thing which I do not know!"
「知らないものを信じない！」と叫ぶ俗に言う似非哲学者は非論理的である。
Shallow reasoners!
浅はかな理論家！
If you knew, would you need to believe?
もしあなたが知っているのであれば、信じる必要が有るであろうか？いい
え！知っているものを信じる必要は無い！
But must I believe on chance, and apart from reason?
しかし、根拠無しに信じるべきであろうか？
Certainly not.
いいえ。
Blind and haphazard belief is superstition and folly.
盲信、妄信は迷信、愚かである。
We may believe in causes which reason compels us to admit on the 
evidence of effects known and appreciated by science.
知が知らせる認知させる根拠によって、論理が認知させる根拠を確信して良
い。
Science!
知！
Great word
大いなる言葉！
and great problem!
大いなる問題！
What is science?



知とは何か？
We shall answer in the second chapter of this book.
本書の 2章で解答するつもりである。
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SCIENCE is the absolute and complete possession of truth.
知とは真理の絶対な完全な保有である。
Hence
上記の理由から、
have the sages of all the centuries trembled before such an absolute and 
terrible word;
全ての時代の賢者は知という絶対な畏敬するべき言葉を畏敬した。
they have hesitated to arrogate to themselves the first privilege of divinity 
by assuming the possession of science,
賢者は知を保有しているふりをして神性の無上の特権を詐称する事をため
らった。



and have been contented, instead of the verb to know, with that which 
expresses cognisance,
賢者は知という言葉の代わりに認知という言葉に甘んじた。
while, instead of the word science, they have adopted that of gnosis,
賢者は知という言葉の代わりにグノーシスという言葉を選んだ。賢者は知と
いう言葉の代わりに認知という言葉を選んだ。
which represents simply the notion of learning by intuition.
グノーシスは直感による知の認知を単に表す。
What, in fact, does man know?
実際、人は何を知っているだろうか？
Nothing,
人は何も知らない。
and at the same time he is allowed to ignore nothing.
しかし、人は無知なままではいられない。
Devoid of knowledge,
人は無知である。
he is called upon to know all.
しかし、人は全てを知る事を求められている。
Now, knowledge supposes the duad- a being who knows and an object 
known.
知は 2つ 1組を前提とする。知は知る者と知られるものを前提とする。
The duad is the generator of society and of law;
2つ 1組は社会と法を創造する。
it is also the number of the gnosis.
2はグノーシスの数である。2は認知の数である。
The duad is unity multiplying itself in order to create,
2つ 1組は創造するための自身の増殖を統一する。



and hence in sacred symbolism Eve issues from the inmost bosom of 
Adam.
創世記 2章 22節の神聖な例え話で神はエヴァをアダムの胸の深くに秘めら
れた肋骨から創造した。
Adam is the human tetragram,
アダムは人のテトラ グラマトンである。
summed up in the mysterious Jod,
神秘のイョッドはアダムを要約する。
type of the Kabbalistic phallus.
イョッドはカバラの男性器の象徴である。
By adding to this Jod the triadic name of Eve, the name of Jehova is 
formed,
イョッドをエヴァという3つ 1組の名前に足すと、イェホバ、ヤハウェとい
う神の名前が形成される。
which is eminently the Kabbalistic and magical word, יהוה,
ヤハウェは超越的なカバラの魔術の言葉である。(高等魔術の祭儀 14章「テ
トラ グラマトンは、魔術の無上の言葉であり、『である様に』を意味す
る。」。יהוה、YHWH、ヤハウェは 4文字であるのでギリシャ語で 4文字を
意味するテトラ グラマトンと呼ばれている。)
which the high-priest in the temple pronounced Jodcheva.
神殿で大祭司はヤハウェをイョッド エヴァと発音していた。
So unity complete in the fruitfulness of the triad forms therewith the 
tetrad,
単一性は 3つ 1組の充実を完結して 4つ 1組の統一性を形成する。(3つ 1組
は充実である。4つ 1組は統一性である。)
which is the key of all numbers,
4つ 1組の統一性は全ての数の鍵である。



of all movements,
4つ 1組の統一性は全ての変化の鍵である。
and of all forms.
4つ 1組の統一性は全ての形の鍵である。
By a revolution about its own centre, the square produces a circle equal to
itself,
正方形を中心を軸に回転させると円を描く。
and this is the quadrature of the circle,
回転が円積問題の解答である。
the circular movement of four equal angles around the same point.
4分の 1回転が回転の基礎である。(虚数 i を掛けると複素平面の原点を軸と
する 4分の 1回転に成る。cosθ+sinθi を x+yi に掛けると複素平面の原点を軸
とする座標(x, y)の角度 θの回転に成る。)
"That which is above equals that which is below," says Hermes.
エメラルド板でヘルメスは「上のものは下のものから類推可能である。」と
話している。
Here then is the duad serving as the measure of unity,
2つ 1組は統一性のものさしとして役に立つ。
and the relation of equality between above and below forms with these 
the triad.
上のものと下のものの間の類推可能性は 3つ 1組である。
The created principle is the ideal phallus;
創造した原理は概念の男性器である。
the created principle is the formal cteïs.
創造された原理は形の女性器である。
The insertion of the vertical phallus into the horizontal cteïs forms the 
stauros of the Gnostics, or the philosophical cross of masons.



垂直の男性器を水平の女性器に挿入するとグノーシス主義者の十字、メーソ
ンの哲学の十字を形成する。
Thus, the intersection of two produces four,
2つのものの交差は 4をもたらす。2つのものの交差は十字をもたらす。
which, by its movement, defines the circle with all degrees thereof.
十字を、全ての角度に動かすと、回転させると、円を描く。
;is woman ב ;is man א
アレフは男性である。ベトは女性である。
1 is the principle; 2 is the word;
1 は原理である。2は言葉である。
A is the active; B is the passive;
A は自発性である。B は受容性である。(1 は自発性である。2は受容性であ
る。)
the monad is Bohas; the duad is Jakin.
単一性はボアズである。2つ 1組はヤキンである。(エリファス レヴィの「魔
術の歴史」「ボアズとヤキンは強いものと弱いものを意味する」。)
In the trigrams of Fohi, unity is the yang and the duad is the yin.
伏羲の 3つ 1組の八卦で、単一性は陽であり、2つ 1組は陰である。

Bohas and Jakin are the names of the two symbolical pillars without the 
chief door of Solomon's Kabbalistic temple.
ボアズとヤキンはソロモンのカバラの神殿の門の外の 2つの象徴的な柱の名
前である。



In the Kabbalah these pillars explain all mysteries of antagonism, whether
natural, political, or religious,
カバラではボアズとヤキンは自然、政治学、神の教えの対立の全ての神秘を
説明する。ボアズとヤキンは自然科学、哲学、神の教えの対立の全ての神秘
を説明する。
and they explain also the procreative struggle between the man and the 
woman,
ボアズとヤキンは男性と女性の間の生殖の戦いを説明する。
for, according to the law of nature,
自然の法によれば、
the woman must resist the man,
女性は男性に抵抗する必要が有る。
and he must entice or overcome her.
男性は女性を誘惑するか圧倒する必要が有る。
The active principle seeks the passive principle,
自発的な原理は受容的な原理を求める。
the plenum desires the void,
充満は空間を求める。
the serpent's jaw attracts the serpent's tail, and in turning upon himself, 
he, at the same time, flies and pursues himself.
蛇ウロボロスの口は自身の尾を引き寄せ、自身を回転させ、逃げると同時に、
自身を追いかける。
Woman is the creation of man,
女性は男性の創造物と成る。
and universal creation is the bride of the First Principle.
全ての創造物は第一原因の花嫁である。全ての創造物は神の花嫁である。
When the Supreme Being became a creator,



無上の存在、神が創造主と成った時に、
he erected a jod or a phallus, and to provide a place in the fulness of the 
uncreated light,
創造されたのではない光の充満の中に空間をもたらすために、神はイョッド、
男性器を立てた。
it was necessary to hollow out a cteïs or trench of shadow equivalent to 
the dimension determined by his creative desire, and attributed by him to 
the ideal jod of the radiating light.
神の創造する欲望とつり合う女性器、影のみぞを創造する必要が有った。神
の光を放つ概念のイョッドが女性器、影のみぞを創造した。
Such is the mysterious language of the Kabbalists in the Talmud,
上記はタルムードにおけるカバリストの神秘的な表現である。
and on account of vulgar ignorance and malignity, it is impossible for us to
explain or simplify it further.
大衆の無知と悪意のため、さらに簡潔に説明する事は不可能である。
What then, is the creation?
創造とは何か？
It is the mansion of the creative Word.
創造する神の言葉の家である。
What is the cteïs?
女性器とは何か？
It is the mansion of the phallus.
男性器の家である。
What is the nature of the active principle?
自発的な原理の性質とは何か？
To diffuse.
普及させる事である。



What is that of the passive?
受容的な原理の性質とは何か？
To gather in and to fructify.
集め実を結ばせる事である。
What is man?
男性とは何か？
He who initiates, who bruises, who labours, who sows.
教え込む者、努力する者、深みを耕す者、種をまく者である。
What is woman?
女性とは何か？
She who forms, reunites, irrigates, and harvests.
形成する者、1 つにする者、水を注ぐ者、浄化する者、刈り入れる者である。
Man wages war,
男性は戦う。
woman brings peace about;
女性は平和をもたらす。
man destroys to create,
男性は創造するために破壊する。
woman builds up to preserve;
女性は守るために高める。
man is revolution,
男性は変革する。
woman is conciliation;
女性は懐柔する。
man is the father of Cain,
男性はカインの父である。
woman the mother of Abel.



女性はアベルの母である。
What, moreover, is wisdom?
さらに、知とは何か？
It is the agreement and union of two principles,
知とは 2つの原理の一致である。知とは 2つの原理を 1 つにする事である。
the mildness of Abel directing the activity of Cain,
知とはアベルの思いやりが導くカインの自発性である。
man guided by the sweet inspirations of woman,
知とは女性の甘い霊感に導かれた男性である。
debauchery conquered by lawful marriage,
知とは法の正しい結婚に圧倒された放蕩である。
revolutionary energy softened and subdued by the gentleness of order 
and peace,
知とは秩序と平和の思いやりが和らげた変革の力である。
pride subjugated by love,
知とは思いやりが圧倒した自尊心である。
science acknowledging the inspirations of faith.
知とはキリスト教の霊感を認知する学問である。知とはキリスト教の霊感を
認知する哲学である。
Then human science becomes wise,
キリスト教の霊感を認知する時に、人の学問は賢明と成る。キリスト教の霊
感を認知する時に、哲学は賢明と成る。
and submits itself to the infallibility of universal reason,
キリスト教の霊感を認知する時に、学問は普遍の論理の誤りの無さを受け入
れる。キリスト教の霊感を認知する時に、哲学は普遍の論理の誤りの無さを
受け入れる。
instructed by love or universal charity.



キリスト教の霊感を認知する時に、学問は思いやりに導かれる。キリスト教
の霊感を認知する時に、哲学は思いやりに導かれる。
Then it can take the name of gnosis,
キリスト教の霊感を認知する時に、学問はグノーシスと呼ばれる。キリスト
教の霊感を認知する時に、哲学はグノーシスと呼ばれる。
because it knows at least that as yet it cannot boast of knowing perfectly.
なぜなら、キリスト教の霊感を認知する時に、学問は未だ完全に知る事がで
きないものを少なくとも認知するからである。キリスト教の霊感を認知する
時に、哲学は未だ完全に知る事ができないものを少なくとも認知するからで
ある。
The monad can only manifest by the duad;
単一性は 2つ 1組でのみ表れる。
unity itself and the notion of unity at once constitute two.
統一性は数2を形成する。単一性という概念は数2を形成する。
The unity of the Macrocosm reveals itself by the two opposite points of 
two triangles.
大宇宙の統一性は正反対の二重の正三角形、六芒星で表される。世界の統一
性は正反対の二重の正三角形、六芒星で表される。
Human unity fulfils itself to right and left.
人の統一性は左右の統一で表される。
Primitive man is androgynous.
この世界の人は両性具有者である。(この世界の男性の陰嚢は、この世界の女
性の大陰唇である。この世界の女性の陰核は男性器である。神の体に陰嚢は
無い。神の体に陰核は無い。)
All organs of the human body are disposed in pairs, excepting the nose, 
the tongue, the umbilicus, and the Kabbalistic jod.



鼻、舌、へそ、男性器(、陰核)を除いて、この世界の人の体の全ての器官は
2つ 1組である。男性器はカバラのイョッドである。(神の体にへそは無い。
神の体に陰核は無い。)
Divinity, one in its essence,
神性の本質は 1 である。
has two essential conditions as the fundamental grounds of its being- 
necessity and liberty.
神性は存在の基礎として必然と自由という2つのものを前提とする。
The laws of supreme reason necessitate and rule liberty in God,
無上の論理の法は自由を神に必要とする。神において無上の論理の法は自由
を統治する。(善悪の判断には事情を考慮する必要が有る。善悪の判断には事
情を考慮する自由が必要である。)
who is of necessity wise and reasonable.
神は必然的に知的であり論理的である。

To make light visible God has merely hypotheticated the shadow.
光を明らかにするために神は影を仮定するだけで良かった。
To manifest the truth he has permitted the possibility of doubt.
真理を表すために神は疑える様にした。
The shadow bodies forth the light,



影は光を具体的に表す。
and the possibility of error is requisite for the temporal manifestation of 
truth.
真理を一時的に明らかにするのに誤る可能性が必要である。
If the buckler of Satan did not intercept the spear of Michael, the might of 
the angel would be lost in the void or manifested by infinite destruction 
launched below from above.
もしサタンの盾がミカエルの槍を止めなかったならば、天使ミカエルの力は、
空間に失われるか、上から下への無限の破壊と成って表れるであろう。(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。ミカエル
は「誰が神の様に成れようか？いいえ！」を意味する。エルは神を意味す
る。)
Did not the heel of Michael restrain Satan in his ascent, Satan would 
dethrone God, or rather he would lose himself in the abysses of the 
altitude.
ミカエルのかかとがサタンの上昇を止めなかったならば、サタンは神の王座
につくと言うよりはむしろ、サタンは高みという深淵に自身を喪失するであ
ろう。
Hence Satan is needful to Michael as the pedestal to the statue,
ミカエルはサタンを像の台座として必要とする。
and Michael is necessary to Satan as the brake to the locomotive.
サタンはミカエルを機関車のブレーキとして必要とする。
In analogical and universal dynamics one leans only on that which resists.
類推可能な普遍な力学で、あるものは抵抗するものにのみもたれかかれる。
Furthermore, the universe is balanced by two forces which maintain it in 
equilibrium, the force which attracts and that which repels.



さらに、つり合いを保つ、引き寄せる力としりぞける力という2つの力が万
物のつり合いを保つ。
They exist alike in physics, in philosophy, and in religion;
同様に、引き寄せる力としりぞける力は物理学、哲学、神の教えに存在する。
引き寄せる力としりぞける力は自然科学、哲学、神の教えに存在する。
in physics they produce equilibrium,
物理学では、引き寄せる力としりぞける力はつり合いをもたらす。自然科学
では、引き寄せる力としりぞける力はつり合いをもたらす。
in philosophy criticism,
哲学では、引き寄せる力としりぞける力は批評をもたらす。
in religion progressive revelation.
神の教えでは、引き寄せる力としりぞける力は進歩的な啓示をもたらす。
The ancients represented this mystery in the conflict between Eros and 
Anteros,
古代人は 2つの力のつり合いの神秘をエロスとアンテロスの対立で表した。
the struggle between Jacob and the angel,
古代ヘブライ人は 2つの力のつり合いの神秘を創世記 32章 24節から 32節
でのヤコブと天使の戦いで表した。
and by the equilibrium of the golden mountain, which gods on the one 
side and demons on the other hold bound by the symbolic serpent of 
India.
古代インド人は 2つの力のつり合いの神秘を不死を与える薬アムリタを作る
ためのデーヴァ神族と阿修羅神族のつなひきで表した。象徴的な蛇、竜をつ
なにした。象徴的な蛇、竜を金の山に巻き付けた。(サンスクリット語でデー
ヴァは神を意味する。阿修羅は非天と意訳される。)
It is also typified by the caduceus of Hermanubis,



古代人は 2つの力のつり合いの神秘をヘルマニビスのケーリュケイオンで表
した。
by the two cherubim of the ark,
古代ヘブライ人は 2つの力のつり合いの神秘を契約の箱の 2つの智天使ケル
ビムで表した。
by the twofold sphinx of the chariot of Osiris,
古代人は 2つの力のつり合いの神秘をオシリスの戦車の 2つのスフィンクス
で表した。
and by the two seraphim, respectively black and white.
古代人は 2つの力のつり合いの神秘を白い熾天使セラフィムと黒い熾天使セ
ラフィムで表した。
Its scientific reality is demonstrated by the phenomena of polarity
2つの力のつり合いの神秘の自然科学的な事実は電気と磁気の両極性が実証
している。
and by the universal law of sympathies or antipathies.
2つの力のつり合いの神秘の学問的な事実は共感、反感の普遍の法が実証し
ている。
The undiscerning disciples of Zoroaster divided the duad without 
referring it to unity,
ゾロアスターの偽物の弟子は統一無しに 2つ 1組を分裂させた。
thus separating the pillars of the temple,
ゾロアスターの偽物の弟子は神殿の 2つ柱を分裂させた。
and endeavouring to halve God.
ゾロアスターの偽物の弟子は神を分裂させようと試みた。
Conceive the absolute as two, and you must immediately conceive it as 
three to recover the unity principle.



絶対なもの、神を 2として考えると、統一性の原理を取り戻すために、すぐ
に、3として考える必要が有る。
For this reason,
上記の理由から、
the material elements, analogous to the divine elements, are understood 
firstly as four, explained as two, and exist ultimately as three.
この世界の元素は、最初に 4として理解され、2として説明され、最後に 3
として存在する。神の元素は、この世界の元素から類推可能である。
Revelation is the duad;
啓蒙は 2つ 1組である。啓示は 2つ 1組である。
every word is double,
全ての言葉は二重である。
and supposes two.
全ての言葉は 2を前提とする。
The ethic which results from revelation
倫理道徳は啓蒙の結果である。倫理道徳は啓示の結果である。哲学は啓蒙の
結果である。哲学は啓示の結果である。
is founded on antagonism,
倫理道徳の基礎は対立である。哲学の基礎は対立である。
which results from the duad.
対立は 2つ 1組の結果である。
Spirit and form attract and repel one another,
霊と形は相互に引き寄せ合いしりぞけ合う。
like sign and idea,
概念と形の様に。
fiction and truth.
真実と想像の様に。



Supreme reason necessitates dogma when communicating to finite 
intelligences,
無上の論理は制限された知性と話す時に考えを必要とする。神は人と話す時
に考えを必要とする。
and dogma, by its passage from the domain of ideas to that of forms, 
participates in two worlds,
考えは、概念の領域から形の領域へ通過する事によって、概念の領域と形の
領域という2つの世界と関係する。
and has inevitably two senses speaking in succession or simultaneously, 
that is, to the spirit and the flesh.
考えは必然的に連続または同時に霊と肉に話す 2つの意味を持つ。
So are there two forces in the moral region, one which assaults and one 
which curbs and expiates.
倫理道徳の領域には非難する力と抑制してつぐなう力という2つの力が存在
する。
They are represented in the mythos of Genesis by the typical personalities
of Cain and Abel.
創世記 4章のカインとアベルは倫理道徳の領域の非難する力と抑制してつぐ
なう力という2つの力の象徴である。
Abel oppresses Cain by reason of his moral superiority;
アベルの倫理道徳的な超越性の論理によって、アベルはカインを苦しめる。
Cain to get free immortalises his brother by slaying him,
自由に成るために、アベルを殺して、カインはアベルを不死にする。
and becomes the victim of his own crime.
カインは自身の罪の犠牲と成る。
Cain could not suffer the life of Abel,
カインはアベルの命に耐えられなかった。



and the blood of Abel suffers not the sleep of Cain.
アベルの血はカインの安息に耐えられない。
In the Gospel the type of Cain is replaced by that of the Prodigal Son,
ルカによる福音 15章 11節から 32節の放蕩息子はカインである。
whom his father fully forgives
父は放蕩息子を許す。(マタイによる福音 28章 19節 父である神。)
because he returns after having endured much.
なぜなら放蕩息子は多数の苦痛に耐えた後で父の国に戻ったからである。(マ
タイによる福音 28章 19節 父である神。)
There is mercy and there is justice in God;
神には思いやりと正義が存在する。
to the just He dispenses justice
神は正義を正しい者に与える。
and to sinners mercy.
神は思いやりを罪人に与える。
In the soul of the world, which is the universal agent, there is a current of 
love and a current of wrath.
世界の魂、地の魂、普遍の代行者には、思いやりの流れと怒りの流れが存在
する。
This ambient and all-penetrating fluid;
包囲し全てに浸透する流体。
this ray loosened from the sun's splendour, and fixed by the weight of the 
atmosphere and the power of central attraction;
太陽の輝きから放たれる、大気の重さと中心に引き寄せる力が固定する、光
線。
this body of the Holy Spirit,
神の聖霊の体。



which we term the universal agent,
普遍の代行者と呼んでいるもの。
while it was typified by the ancients under the symbol of a serpent 
devouring his tail;
古代人が自身の尾を飲み込む蛇ウロボロスに例えたもの。
this electro-magnetic ether,
電磁気のエーテル。(エーテルは第5元素である。エーテルは光を仲介するも
のである。)
this vital and luminous caloric,
命の光る熱。
is depicted in archaic monuments by the girdle of Isis, twice-folded in a 
love-knot round two poles, as well as by the serpent devouring his own 
tail,
自身の尾を飲み込む蛇ウロボロスの様に、古代の石碑で二つ折りの両極のま
わりの恋結びのイシスの帯として描かれているもの。
emblematic of prudence and of Saturn.
自身の尾を飲み込む蛇ウロボロスは思慮と土星の象徴である。
Motion and life consist in the extreme tension of two forces.
変化と命は 2つの力の極端な緊張に存在する。
"I would thou wert cold or hot," said the Master.
ヨハネの黙示録3章 15節で主イエスは「私イエスはあなたが冷たいか熱い
かどちらかであってほしい。」と話している。
As a fact, a great sinner is more really alive than is a tepid, effeminate 
man,
事実、大いなる罪人は生ぬるい女々しい男より生き生きとしている。
and the fulness of his return to virtue will be in proportion to the extent of 
his errors.



大いなる罪人の善へ戻る時の充実さは誤りの大きさとつり合っているであろ
う。
She who is destined to crush the serpent's head is intelligence, which ever
rises above the stream of blind forces.
創世記 3章 15節の蛇の頭を圧倒する運命の女性は、常に盲目的な力の流れ
を克服する知の例えである。
The Kabbalists call her the virgin of the sea,
カバリストは知を海の処女と呼んでいる。
whose dripping feet the infernal dragon, stupefied by delight, crawls 
forward to lick with his fiery tongues.
地獄の竜は、楽しさに忘我状態と成って、海の処女の水がしたたる脚を火の
舌でなめるために、はう。
These are the hieratic mysteries of the duad.
上記が 2つ 1組の祭司だけの神秘である。
But there is one, and the last of all, which must not be made known,
しかし、知られてはいけない 2つ 1組の祭司だけの神秘が 1 つ存在する。
the reason, according to Hermes Trismegistus, being the 
malcomprehension of the vulgar, who would ascribe to the necessities of 
science the immoral aspect of blind fatality.
知られてはいけない理由は、ヘルメス トリスメギストスは、盲目的な運命の
不道徳な面を知の不足のせいにする、大衆の誤解であると話している。
"By the fear of the unknown must the crowd be restrained," he observes in
another place,
エメラルド板以外でヘルメス トリスメギストスは「未知への恐怖によって大
衆を抑える必要が有る。」と話している。
and Christ also said: "Cast not your pearls before swine, lest, trampling 
them under their feet, they turn and rend you."



マタイによる福音 7章 6節でキリストは「豚に真珠を捨てるな。豚が真珠を
踏みにじるといけないからである。豚があなたの方を向きあなたを引き裂く
といけないからである。」と話している。(豚は悪人の例えである。真珠は知
の例えである。)
The tree of the knowledge of good and evil, of which the fruits are death, 
is the type of this hieratic secret of the duad,
果実が死である、善悪の知の木は、知られてはいけない 2つ 1組の祭司だけ
の神秘の例えである。
which could only be misconstrued if divulged, and would lead commonly 
to the unholy denial of free will,
知られてはいけない 2つ 1組の祭司だけの神秘を口外しても、誤解されるだ
けであろうし、自由意思の邪悪な拒絶に通例導くであろう。
which is the principle of moral life.
自由意思は倫理道徳的な命の原理である。
It is hence in the essence of things that the revelation of this secret means 
death,
本質的に知られてはいけない 2つ 1組の祭司だけの神秘の口外は死を意味す
る。
and it is not at the same time the great secret of magic;
2つ 1組の祭司だけの神秘は魔術の大いなる秘密ではない。
but the arcanum of the duad leads up to that of the tetrad, or more 
correctly proceeds therefrom, and is resolved by the triad,
2つ 1組の秘密は 4つ 1組の秘密へ導く、より正確に言うと 2つ 1組の秘密
は 4つ 1組の秘密から生じ、3つ 1組で解決される。
which contains the word of the enigma propounded by the sphinx,
4つ 1組の秘密から生じ 3つ 1組で解決される 2つ 1組の秘密はスフィンク
スの話した謎の言葉に含まれている。



as it was required to have been found in order to save the life, atone for 
the unconscious crime, and establish the Kingdom of OEdipus.
オイディプスは、命を守るために、知らないで犯した罪をつぐなうために、
オイディプスの王国を建てるために、4つ 1組の秘密から生じ 3つ 1組で解
決される 2つ 1組の秘密を見つける必要が有った。
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。
In the Apocalypse of St John there is a reference to two witnesses or 
martyrs on whom prophetic tradition confers the names of Elias and 
Enoch-
ヨハネの黙示録 11章の 2人の証人、2人の殉教者に預言者の口伝はエリヤと
エノクという名前を与えている。
Elias, man of faith, enthusiasm, miracle;



エリヤは信心の人、神がかりの人、奇跡の人である。
Enoch one with him who is called Hermes by the Egyptians,
エジプト人はエノクをヘルメスと呼んだ。(ヘルメス、メルクリウス、トート
はエノクである。)
honoured by the Phoenicians as Cadmus,
フェニキア人はエノクをカドモスと呼んでたたえた。(カドモスはエノクであ
る。)
author of the sacred alphabet,
エノクは神聖なアルファベットの創造者である。
and the universal key to the initiations of the Logos,
エノクはロゴスへの入門への普遍の鍵タロットの創造者である。
father of the Kabbalah,
エノクはカバラの父である。
he who, according to the sacred allegories, did not die like other men, but 
was transported to heaven,
創世記 5章 24節とエノク書の象徴的な実話でエノクは他の人の様に死なな
いで神がエノクを天へ連れて行った。
to return at the end of time.
エノクを時の終わりに地上へ戻らせるために神はエノクを天へ連れて行った。
Much the same statement is made of St John himself,
ヨハネによる福音 21章23節でヨハネは死なないといううわさが広まった。
who recovered and explained in his Apocalypse the symbolism of the 
word of Enoch.
ヨハネはヨハネの黙示録でエノクの言葉の象徴を復活させ説明している。
This resurrection of St John and Enoch, expected at the close of the ages 
of ignorance,
使徒ヨハネとエノクの考えの復活が無知の時代の終わりに予定されている。



will be the restitution of their doctrine by the comprehension of the 
Kabbalistic keys
使徒ヨハネとエノクの復活とはカバラの鍵タロットの理解による使徒ヨハネ
とエノクの考えの復活であろう。
which unlock the temple of unity and universal philosophy,
カバラの鍵タロットは唯一普遍の哲学の神殿の鍵を開ける。
too long occult,
唯一普遍の哲学は非常に長い間隠された。
and reserved solely for the elect,
隠された哲学は選ばれた者のためだけのものである。
who perish at the hands of the world.
俗世の手から免れるために選ばれた者は姿を隠している。
But we have said that the reproduction of the monad by the duad leads of 
necessity to the conception and dogma of the triad,
2つ 1組による単一の生殖が 3つ 1組の概念、考えを必要とするに至る事を
話した。
so we come now to this great number, which is the fulness and perfect 
word of unity.
統一の充実と完全の言葉である大いなる数である 3に来た。



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 perfect word is the triad,
完全な言葉は 3つ 1組である。
because
なぜなら、
it supposes an intelligent principle, a speaking principle, and a principle 
spoken.
言葉は知の原理、話す原理、話される原理を必要とする。
The absolute, revealing itself by speech,
神は言葉によって自身を明らかにする。絶対なものは言葉によって自身を明
らかにする。
endows this speech with a sense equivalent to itself,
神は自身とつり合う意味を言葉に与える。



and in the understanding thereof creates itself a third time.
神は言葉の理解によって第3の自身を創造する。
Thus, also,
上記の様に、同様に、
the sun manifests itself by its light,
太陽は光によって自身を明らかにする。
and proves or makes this manifestation efficacious by heat.
太陽は熱によって第3の自身を創造する。
The triad is traced in space by the heavenly zenith, the infinite height, 
connected with east and west by two straight diverging lines.
天頂、無限の高みと東西を結ぶ地平線は 3つ 1組、正三角形を空間に描く。
With this visible triangle reason compares another which is invisible,
高みと地平線の目に見える正三角形から深淵と地平線の目に見えない逆正三
角形が論理的に類推可能である。
but is assumed to be equal in dimension;
高みと地平線の目に見える正三角形と深淵と地平線の目に見えない逆正三角
形は大きさがつり合っていると類推可能である。
the abyss is its apex and its reversed base is parallel to the horizontal line 
stretching from east to west.
深淵と地平線の逆正三角形。
These two triangles, combined in a single figure, which is the six-pointed 
star,
三角形と逆正三角形を 1 つにすると六芒星と成る。
form the sacred symbol of Solomon's seal,
六芒星はソロモンの封印の神聖な象徴である。
the resplendent star of the Macrocosm.
六芒星は大宇宙の輝く星である。



The notion of the infinite and the absolute is expressed by this sign,
六芒星は無限、絶対、神の概念を表す。
which is the grand pantacle-
六芒星は大いなる pantacle である。
that is to say, the most simple and complete abridgment of the science of 
all things. 
六芒星は全てのものの知の最も簡潔な完全な要約と言える。
Grammar itself attributes three persons to the verb.
アルファベットの文法では動詞には 3つの人称が存在する。
The first is that which speaks,
アルファベットの文法での動詞の 1 人称は話すもの。
the second that which is spoken to,
アルファベットの文法での動詞の 2人称は話しかけられるもの。
and the third the object.
アルファベットの文法での動詞の 3人称は話されるもの。
In creating, the Infinite Prince speaks to himself of himself.
創造において神は自身を自身に話している。(ヨハネによる福音 1章 神の言
葉イエスは神であり、神の言葉イエスが全てのものを創造している。)
Such is the explanation of the triad and the origin of the dogma of the 
Trinity.
創造において神は自身を自身に話している事は 3つ 1組と三位一体の考えの
源の説明である。
The magical dogma is also one in three and three in one.
魔術の考えは 3つ 1組であり三位一体である。
That which is above is like or equal to that which is below.



3つ 1組であり三位一体である魔術の考えとはエメラルド板の「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。」
である。
Thus, two things which resemble one another
上のものと下のものは相互に類推可能である。
and the word which signifies their resemblance make three.
上のものと下のものの類推可能性を表す言葉は 3を創造する。
The triad is the universal dogma.
3つ 1組は普遍の考えである。
In magic- principle, realisation, adaptation;
魔術の 3つ 1組は原理、実現、応用である。
in alchemy- azoth, incorporation, transmutation;
錬金術の 3つ 1組は Azoth、結合、錬金である。(Azoth、AZOT、アゾットは
ヘブライ文字の最初の文字 アレフまたはラテン文字の最初の文字、א Aまた
はギリシャ文字の最初の文字 A、アルファとラテン文字の最後の文字Zとギ
リシャ文字の最後の文字Ω、オメガとヘブライ文字の最後の文字 タウで、ת
ある。Azoth、AZOT、アゾットは最初から最後までの普遍と最初で最後の唯
一を意味する。普遍で唯一なものは絶対なものである。Azoth、AZOT、ア
ゾットは絶対を意味する。)
in theology- God, incarnation, redemption;
神学の 3つ 1組は神、人に成った神、身代わりによる救いである。
in the human soul- thought, love, and action;
人の魂の 3つ 1組は思考、思いやり、自発性である。
in the family- father, mother, and child.
家族の 3つ 1組は父、母、子である。
The triad is the end and supreme expression of love;
3つ 1組は愛の目的であり愛の無上の表れである。



we seek one another as two only to become three.
男性と女性は 3に成るために 2として相互に求め合う。
There are three intelligible worlds which correspond one with another by 
hierarchic analogy;
位階的な類推可能性によって相互に類推可能である理解可能である 3つの世
界が存在する。
the natural or physical, the spiritual or metaphysical, and the divine or 
religious worlds.
自然科学、哲学、神の教え。この世界、霊の冥界、神だけの楽園。
From this principle follows the hierarchy of spirits, divided into three 
orders, and again subdivided by the triad in each of these three orders.
偽ディオニュシオスの神の聖霊の位階、天使のヒエラルキーは 3組の 3つ 1
組である。偽ディオニュシオスの神の聖霊の位階、天使のヒエラルキーは天
使、大天使、権天使、能天使、力天使、主天使、座天使、智天使ケルビム、
熾天使セラフィムである。
All these revelations are logical deductions from the first mathematical 
notions of being and number.
存在と数の無上の数学的な概念から論理的に導かれたものである。
Unity must multiply itself in order to become active.
単一であるものは自発的に成るために自身を繁殖する必要が有る。
An indivisible, motionless, and sterile principle would be unity dead and 
incomprehensible.
不可分の無動の繁殖不能の原理は孤独死であり理解不能であろう。
Were God only one He would never be creator or father.
仮に神が唯一のままであったならば、神は創造主、父に成れなかったであろ
う。



Were he two there would be antagonism or division in the infinite, which 
would mean the division also or death of all possible things.
仮に神が 2のままであったならば、無限の対立、無限の分裂、全ての可能性
の不一致、全ての可能性の死が存在したであろう。
He is therefore three for the creation by Himself and in His image of the 
infinite multitude of beings and numbers.
存在と数の無限の多数の神の想像の中で神は自身によって創造のために 3で
ある。
So
そのため、
is He truly one in Himself
神は神自身では唯一である。
and triple in our conception,
神は人の考えでは三重である。
which also brings us to behold him as triple in Himself
神は神自身では三重として人に見せる。
and one in our intelligence
神は人の知では唯一に見える。
and our love.
神は人の思いやりでは唯一に見える。
This is a mystery for the faithful,
神の三位一体はキリスト教徒には神秘である。
and a logical necessity for the initiate into the absolute and real sciences.
神の三位一体は絶対の本物の学問に入門した学徒には論理的な必然である。
The Word manifested by life is realisation or incarnation.
命によって明らかにされた神の言葉イエスは実現、人に成った神である。



The life of the Word accomplishing its cyclic movement is adaptation or 
redemption.
周期を終えた神の言葉イエスの命は応用、身代わりによる救いである。
This triple dogma was known in all sanctuaries illuminated by the 
tradition of the sages.
賢者の口伝の光に照らされた全ての祭司の聖所で三重の考えは知られていた。
Do you wish to ascertain which is the true religion?
本物の宗教とは何か究明したいか？
Seek that
探しなさい。
which realises most in the divine order,
本物の宗教は神の秩序にかなう最も多数のものを実現する。
which humanises God
本物の宗教は神を人にする。(本物の神の教えは人に成った神の教えであ
る。)
and makes man divine,
本物の宗教は人を神にする。(本物の神の教えは人の神性を教える。)
which preserves the triadic dogma intact,
本物の宗教は 3つ 1組の考えを欠損が無いまま保存している。
which clothes the Word with flesh by making God manifest to the hands 
and eyes of the most ignorant,
本物の宗教は神を最も無知な者の手に触れさせ目に見える様にして神の言葉
を肉体の衣で覆う。
which finally is by its doctrine suitable to all and can adapt itself to all-
本物の宗教は考えによって全ての者に応用可能である。
the religion which is hierarchic
本物の宗教は位階的である。



and having allegories and images for children,
本物の宗教は幼子の様な者のために象徴を保有している。
an exalted philosophy for grown men,
本物の宗教は大人の様な者のために高尚な哲学を保有している。
sublime hopes and sweet consolations for the old.
本物の宗教は長老の様な者のために高尚な希望と甘い慰めを保有している。
The primeval sages, when seeking the First of Causes, beheld good and 
evil in the world;
第一原因を探求した時に、神を探求した時に、古代の賢者は世界に善と悪を
見た。
they considered the shadow and the light;
古代の賢者は光と影を考えた。
they compared winter with spring,
古代の賢者は春と冬を比較した。
age with youth,
古代の賢者は若さと老いを比較した。
life with death,
古代の賢者は命と死を比較した。
and their conclusion was this:
古代の賢者は次の様に類推した。
The First Cause is beneficent and severe;
第一原因は思いやり深く厳しい。神は思いやり深く厳しい。
it gives and takes away life.
第一原因は命を与え奪う。神は命を与え奪う。
Then are there two contrary principles, the one good and the other evil, 
exclaimed the disciples of Manes.



マニの偽物の弟子は「善と悪という2つの相反する原理が存在する。」と叫
ぶ。
No,
いいえ。
the two principles of universal equilibrium are not contrary,
普遍のつり合いの 2つの原理は相反しない。
although contrasted in appearance,
2つの原理は正反対に見える。
for a singular wisdom opposes one to another.
唯一の知が 2つの原理を相互に対立させている。
Good is on the right, evil on the left,
善は右であり悪は左であると言える。
but the supreme excellence is above both,
無上の善が善と悪を超越している。
applying evil to the victory of good
無上の善は悪を善の勝利に応用する。
and good to the amendment of evil. 
無上の善は善を悪の改心に応用する。
The principle of harmony is in unity,
一致の原理は統一性の中に存在する。
and it is this which imparts such power to the uneven number in magic.
魔術では一致の力は奇数に存在する。
Now, the most perfect of the odd numbers is three,
3は最も完全な奇数である。
because
なぜなら、
it is the trilogy of unity.



3は単一の 3つ 1組である。
In the trigrams of Fohi, the superior triad is composed of three yang,
伏羲の 3つ 1組の八卦で、上の 3つ 1組は 3つの陽である。
or masculine figures,
伏羲の 3つ 1組の八卦で、上の 3つ 1組は 3つの男性器の形である。
because
なぜなら、
nothing passive can be admitted into the idea of God, considered as the 
principle of production in the three worlds.
3つの世界での創造の原理と考えられる神の概念の中に受容性は存在しない。
For the same reason,
同じ理由から、
the Christian trinity by no means permits the personification of the 
mother,
キリスト教の三位一体に母は存在しない。(マタイによる福音 28章 19節 父
である神、息子であるイエス、神の聖霊。)
who is implicitly included in that of the son.
キリスト教の三位一体の息子に母は暗黙的に含まれている。
For the same reason, also,
同じ理由から、
it is contrary to the laws of hieratic and orthodox symbology to personify 
the Holy Ghost under the form of a woman.
神の聖霊を女性の姿で描くのは祭司だけの正しい伝統の象徴学の法に反する。
Woman comes forth from man
創世記 2章 22節の例え話で父である神は女性エヴァを男性アダムの肋骨か
ら創造した。
as nature comes forth from God;



父である神がこの世界を創造した様に。
so Christ ascends Himself to heaven, and assumes the Virgin Mother:
キリストは自身を昇天させ処女の母を類推させる。
we speak of the ascension of the Saviour, and the assumption of the 
Mother of God.
救い主イエスの昇天と聖母マリアの被昇天について話している。
God, considered as Father, has nature for his daughter;
父である神はこの世界を娘として持つ。
as Son, He has the Virgin for His mother and the Church for His bride;
息子であるイエスは処女を母として持つ。息子であるイエスは教会を花嫁と
して持つ。
as Holy Spirit, He regenerates and fructifies humanity.
神の聖霊は思いやりを復活させ実を結ばせる。
Hence,
上記の理由から、
in the trigrams of Fohi, the three inferior yin correspond to the three 
superior yang,
伏羲の 3つ 1組の八卦で、3つの下の陰が 3つの上の陽に対応している。
for these trigrams constitute a pantacle
伏羲の 3つ 1組の八卦の、3つの陰は pantacle を形成する。
like that of the two triangles of Solomon,
伏羲の 3つ 1組の八卦の、3つの陰はソロモンの 2つの三角形、六芒星の様
である。
but with a triadic interpretation of the six points of the blazing star.
伏羲の 3つ 1組の八卦の、3つの陰は燃える六芒星の 3つ 1組の解釈である。



Dogma is only divine inasmuch as it is truly human-
考えは本物の人性の範囲内でのみ神性である。
that is to say, in so far as it sums up the highest reason of humanity;
考えは人性の無上の論理を要約する範囲内でのみ神性であると言える。
so also the Master, whom we term the Man-God,
人は主イエスを人に成った神と呼んでいる。
called Himself the Son of Man.
福音書で主イエスは自身を人の子と呼んでいる。
Revelation is the expression of belief accepted and formulated by 
universal reason in the human word,
啓蒙とは人の言葉で普遍の論理が認め明確化した確信の表れである。啓示と
は人の言葉で普遍の論理が認め明確化した確信の表れである。
on which account
上記の理由から、
it is said that the divinity is human and the humanity divine in the Man-
God.
人に成った神の中では神性は人性であると言える。人に成った神の中では人
性は神性であると言える。神に成った人の中では神性は人性であると言える。
神に成った人の中では人性は神性であると言える。
We affirm all this philosophically,
哲学的な断言である。
not theologically,
神学的な断言ではない。
without infringing in any way on the teaching of the Church,
教会の教えを侵してはいない。
which condemns, and must always condemn, magic.
教会は魔術を迫害する。教会は魔術を常に迫害する必要が有る。



Paracelsus and Agrippa did not set up altar against altar,
パラケルススとコルネリウス アグリッパは祭壇に対抗して祭壇を建てなかっ
た。
but bowed to the ruling religion of their time;
パラケルススとコルネリウス アグリッパは当時の支配的な宗教に従った。
to the elect of science, the things of science;
知の物は知の選ばれた者に。(マタイによる福音 22章 21節「カエサルの物は
カエサルに、神の物は神に。」。)
to the faithful, the things of faith.
信心の物は神を確信している者に。(マタイによる福音 22章 21節「カエサル
の物はカエサルに、神の物は神に。」。)
In his hymn to the royal Sun, the Emperor Julian gives a theory of the triad
which is almost identical with that of the illuminated Swedenborg.
ユリアヌス帝の「王なる太陽への賛歌」の 3つ 1組の論理は光に照らされた
者であるスヴェーデンボルグの 3つ 1組の論理とほとんど同じである。
The sun of the divine world is the infinite, spiritual, and uncreated light,
神の世界の太陽は神の光、聖霊の光、創造されたのではない光である。
which is verbalised, so to speak, in the philosophical world,
哲学の世界で、神の世界の太陽は言葉で表されると言える。
and becomes the fountain of souls and of truth;
哲学の世界で、神の世界の太陽は魂と真理の源泉と成る。
then it incorporates and becomes visible light in the sun of the third 
world,
第3の世界の太陽で、この世界の太陽で、神の世界の太陽は目に見える光と
結びつく。第3の世界の太陽で、この世界の太陽で、神の世界の太陽は目に
見える光と成る。
the central sun of our suns,



太陽は太陽の中の太陽である。太陽は人にとって中心の太陽である。太陽は
恒星の中の恒星である。太陽は人にとって中心の恒星である。
of which the fixed stars are the ever-living sparkles.
恒星は不死の光である。
The Kabbalists compare the spirit to a substance which remains fluid in 
the divine medium, and under the influence of the essential light,
カバリストは霊を、神の仲介するものの中では、本質の光の感化の下では、
流体のままである物質に例えている。
its exterior, however, becoming solidified, like wax, when exposed to the 
air in the colder realms of reasoning or of visible forms.
カバリストは霊を、思考の冷たい領域の大気にさらされた時に、目に見える
形の冷たい領域の大気にさらされた時に、ロウソクのロウの様に、表面が固
体化する物質に例えている。
These shells, envelopes petrified or carnified, were such an expression 
possible, are the source of errors or of evil
硬直した肉化した霊の外皮が誤りの原因、悪の原因と言える。
which connect with the heaviness and hardness of the animal envelopes.
悪は霊の動物的な外皮の重さと冷たさにつながる。
In the book "Zohar," and in that of the "Revolution of Souls," perverse 
spirits or evil demons are never named otherwise than as shells- cortices.
「光輝の書」と「魂の変革」で悪人の霊は外皮と呼ばれている。
The cortices of the world of spirits are transparent,
霊の世界の外皮は透明である。
while those of the material world are opaque.
物質世界の外皮は不透明である。
Bodies are only temporary shells,
肉体は一時的な外皮に過ぎない。



whence souls have to be liberated;
魂は肉体から自由に成る必要が有る。
but
しかし、
those which in this life obey the body compose for themselves an interior 
body or fluidic shell,
肉体に従って生きているものは霊の肉体、硬直した肉化した流体の外皮を
作ってしまう。
which, after death, becomes their prison-house
肉体の死後、硬直した肉化した霊の外皮は魂の牢獄と成る。
and torment,
肉体の死後、硬直した肉化した霊の外皮は魂の苦痛の種と成る。
until the time arrives when they succeed in dissolving it in the warmth of 
the divine light,
神の光のあたたかさの中で霊が硬直した肉化した霊の外皮を溶かすまで魂の
監禁、魂の苦痛は続く。神の光の思いやりの中で霊が硬直した肉化した霊の
外皮を溶かすまで魂の監禁、魂の苦痛は続く。
towards which,
霊は神の光へ向かう。
however,
しかし、
the burden of their grossness hinders them from ascending.
霊の粗悪さという重荷が霊の上昇をさまたげる。霊の粗悪さという重荷が霊
の向上をさまたげる。
Indeed,
実に、
they can do so only after infinite struggles,



無限の戦いの後でのみ霊は硬直した肉化した霊の外皮を溶かせる。
and by the mediation of the just, who stretch forth their hands towards 
them.
手をさしのべてくれる正しい者の仲介によってのみ霊は硬直した肉化した霊
の外皮を溶かせる。
During the whole period of the process they are devoured by the interior 
activity of the captive spirit, as in a burning furnace.
硬直した肉化した霊の外皮を溶かす間中、燃える炉の様に、硬直した肉化し
た霊の外皮にとらわれた霊の内面的な活動は霊を苦しませる。
Those who attain the pyre of expiation burn themselves thereon, like 
Hercules upon Mount Etna, and so are delivered from their sufferings,
オエタ山で自身の肉体を燃やしたヘラクレスの様に、つぐないの火葬のまき
に到達した者は自身の硬直した肉化した霊の外皮を燃やして苦痛から救われ
る。
but the courage of the majority fails before this ordeal,
しかし、大衆は自身の硬直した肉化した霊の外皮を燃やす試練を前にして恐
怖する。
which seems to them a second death more appalling than the first,
大衆は自身の硬直した肉化した霊の外皮を燃やす試練を肉体の死である第 1
の死より恐ろしい第2の死の様に思う。(ヨハネの黙示録2章 11節「第2の
死」。)
and so they remain in hell, which is, rightly and actually, eternal;
大衆は自身の硬直した肉化した霊の外皮を燃やさないで正に実に永遠に地獄
に残る。
but therein souls are never precipitated,
しかし、大衆の魂は地獄に投げ落とされるわけではない。
nor are they ever retained despite themselves.



地獄が大衆の魂を引き留めるわけではない。
The three worlds correspond together by means of the thirty-two paths of 
light
3つの世界は光の 32の経路で相互に対応している。(32の経路とは 1 から 10
までの 10の数と 22文字のヘブライ文字である。)
which are the steps of the sacred ladder;
32の経路は神のはしごの段階である。(創世記 28章 12節「ヤコブは夢をみ
た。1 つのはしごが地の上に立っていた。はしごは天に達していた。天使が
はしごを上り下りしていた。」。)
every true thought corresponds to a divine grace in heaven
全ての正しい思考は天での神の思いやりに対応している。
and a good work on earth;
全ての正しい思考は地上での善行に対応している。
every grace of God manifests a truth,
全ての神の思いやりは真理として表れる。
and produces one or many acts;
全ての神の思いやりは 1 つの行動または多数の行動をもたらす。
reciprocally, every act affects a truth or falsehood in the heavens,
全ての行動は天での真実か虚偽に関係する。
a grace or a punishment.
全ての行動は神の思いやりか神罰に関係する。
When a man pronounces the tetragram-
人がテトラ グラマトンをとなえる時、(高等魔術の祭儀 14章「テトラ グラマ
トンは、魔術の無上の言葉であり、『である様に』を意味する。」。
YHWH、ヤハウェは、יהוה 4文字であるのでギリシャ語で 4文字を意味する
テトラ グラマトンと呼ばれている。)
say, the Kabbalists-



カバリストの話では、
the nine heavens sustain a shock,
9つの天が震える。
and then all spirits cry out one upon another: "Who is it thus disturbing 
the kingdom of heaven?"
全ての神の聖霊は「天の王国を震わせる者は誰か？」と話し合う。
Then does the earth communicate unto the first heaven the sins of the 
rash being who takes the Eternal Name in vain,
神の名前を無駄にとなえる軽率な者の罪は地から第 1 の天へ伝わる。
and the accusing word is transmitted from circle to circle, from star to star,
and from hierarchy to hierarchy.
神の名前を無駄にとなえる者を非難する言葉は世界から世界へ、星から星へ、
位階から位階へ伝わる。
Every speech possesses three senses,
全ての言葉は 3つの意味を持つ。
every act has a triple bearing,
全ての行動は 3重の意味を持つ。
every form a triple idea,
全ての形は 3重の概念を持つ。
for the absolute corresponds from world to world by its forms.
なぜなら、絶対なものは形によって世界から世界へ対応しているからである。
Every determination of human will modifies nature, affects philosophy, 
and is written in heaven.
人の意思の全ての決意はこの世界を変え、哲学の世界に作用し、天に記され
る。
There are therefore two fatalities, the one resulting from the Uncreated 
Will in its accord with wisdom, the other from created wills according with 



the necessity of secondary causes in their correspondence with the First 
Cause.
知と一致する創造されたのではない意思がもたらす運命と、神である第一原
因に対応する二次的な原因の必然と一致する創造された意思がもたらす運命
という、2つの運命が存在する。
There is hence nothing indifferent in life,
全てのものが人生に関係する。
and our apparently most simple resolutions frequently determine an 
incalculable series of benefits or evils, above all in the affinities of our 
diaphane with the great magical agent,
特に、透明なものである想像力と大いなる魔術の代行者の結合力で、最も単
純に見える決意が数え切れない一連の善行か悪事を頻繁に決定する。
as we shall explain elsewhere.
他の場所で説明するつもりである。
The triad, being the fundamental principle of the whole Kabbalah,
3つ 1組はカバラ全体の基礎の原理である。
or sacred tradition of our fathers,
3つ 1組は教父の神聖な口伝である。
was necessarily the fundamental dogma of Christianity,
必然的に、3つ 1組はキリスト教の基礎の考えである。
the apparent dualism of which it explains by the intervention of a 
harmonious and all-powerful unity.
3つ 1組は二元論に見えるものを円満な全能な統一性の仲介によって説明す
る。
Christ did not put his teaching into writing,
キリストは教えを文書にしなかった。



and only revealed it in secret to his favoured disciple, the one kabbalist, 
and he a great kabbalist, among the apostles.
キリストは教えを愛弟子、カバリスト、使徒の中の大いなるカバリスト、使
徒ヨハネにだけ、ひそかに黙示した。
So is the apocalypse the book of the gnosis or secret doctrine of the first 
Christians,
ヨハネの黙示録はグノーシスの書、無上のキリスト教の秘密の考えの書であ
る。
the key of which doctrine is indicated by an occult versicle of the Lord's 
Prayer,
マタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあ
なた、神のものである。である様に。」という隠された詩はヨハネの黙示録
の考えの鍵を表す。
which the Vulgate leaves untranslated,
「王国、力、栄光は永遠にあなた、神のものである。である様に。」はウル
ガタ聖書のマタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」には無い。
while in the Greek rite, which preserves the traditions of St John, the 
priests only are permitted to pronounce it.
使徒ヨハネの口伝を保存しているギリシャ風の儀式では、祭司だけがマタイ
による福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあなた、
神のものである。である様に。」をとなえる事が許されている。
This versicle, completely kabbalistic,
マタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあ
なた、神のものである。である様に。」は完全にカバラの詩である。
is found in the text of the Gospel according to St Matthew, and in several 
Hebrew copies.



いくつかのヘブライ語の写本の、マタイによる福音 6章 13節の「主の祈
り」に「王国、力、栄光は永遠にあなた、神のものである。である様に。」
が見つかる。
The sacred word Malchuth substituted for Kether,
マタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあ
なた、神のものである。である様に。」では王冠の代わりを神聖な言葉、王
国がしている。
which is its kabbalistic correspondent,
王冠の代わりを王国がしているのは王冠と王国のカバラの対応である。
and the balance of Geburah and Chesed,
王冠、王国は思いやりと厳しさのつり合いである。
repeating itself in the circles or heavens called eons by the Gnostics,
王冠と王国はグノーシス主義者がアイオーンと呼んでいる世界、天で重ねて
話される。
provide the keystone of the whole Christian temple in this occult versicle.
マタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあ
なた、神のものである。である様に。」という隠された詩はキリスト教とい
う神殿全体の要石をもたらす。
It has been retained by Protestants in their New Testament, without their 
recovering its lofty and wonderful meaning,
プロテスタントは、高尚な不思議な意味を復活させないで、マタイによる福
音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあなた、神のもの
である。である様に。」を保存している。
which would have unveiled to them all the mysteries of the apocalypse.
マタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあ
なた、神のものである。である様に。」はヨハネの黙示録の全ての神秘を明
らかにする。



But
しかし、
it is a tradition in the Church that the manifestation of these mysteries is 
held over to the last times.
ヨハネの黙示録の神秘が明らかになるのは終わりの時まで持ち越されるとい
うのが教会の口伝である。
Malchuth, based upon Geburah and Chesed,
思いやりと厳しさを基礎とする王国は、
is the temple of Solomon having Jakin and Bohas for its pillars;
ヤキンとボアズを柱とするソロモンの神殿である。(エリファス レヴィの
「魔術の歴史」「ボアズとヤキンは強いものと弱いものを意味する」。)
it is the adamic doctrine founded, for the one part, on the resignation of 
Abel and, for the other, on the labours and self-reproach of Cain;
アベルのあきらめとカインの苦労と良心の呵責を基礎とするアダムの考えで
ある。
it is the equilibrium of being established on necessity and liberty,
必然と自由を基礎とする存在のつり合いである。必然と自由を基礎とする神
のつり合いである。
stability and motion;
安定と運動を基礎とする存在のつり合いである。安定と運動を基礎とする神
のつり合いである。
it is the demonstration of the universal lever sought in vain by 
Archimedes.
アルキメデスがむなしく探求した普遍のてこの実証である。
A scholar whose whole talents were employed in being obscure,
学者ウロンスキーは才能を不明な存在に用いた。学者ウロンスキーは才能を
不明な神に用いた。



who died without seeking to be understood,
ウロンスキーは理解される事を求めないまま死んだ。
resolved this supreme equation,
ウロンスキーは上記の無上のつり合いを解決した。
discovered by him in the Kabbalah,
ウロンスキーは上記の無上のつり合いをカバラで見つけた。
and was in dread of its source transpiring if he expressed himself more 
clearly.
ウロンスキーはより明らかに話して、カバラが源泉である事を知られるのを
恐れた。
We have seen one of his disciples and admirers most indignant, perhaps 
in good faith, at the suggestion that his master was a Kabbalist,
ウロンスキーの弟子の 1 人、ウロンスキーの崇拝者の 1 人は、多分良い信念
から、ウロンスキーがカバリストであると暗示されて、非常に怒った。
but we can state notwithstanding, to the glory of the same learned man, 
that his researches have appreciably shortened our work in the occult 
sciences,
学の有るウロンスキーの栄光のために、ウロンスキーの研究が隠された学問
についての研究を明らかに短縮したと話せる。
and that the key of the transcendent Kabbalah above all, indicated in the 
arcane versicle recently cited,
マタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあ
なた、神のものである。である様に。」は超越的なカバラの無上の鍵である。
has been skilfully applied to an absolute reform of all the sciences in the 
books of Hoené Wronski.



ウロンスキーはマタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、
栄光は永遠にあなた、神のものである。である様に。」を本の中で全ての学
問の絶対的な変革に巧みに応用した。
The secret virtue of the gospels is therefore contained in three words,
福音書の秘密の力は信仰、希望、愛という3つの言葉に含まれている。(コリ
ント人への第 1 の手紙 13章 13節「信仰、希望、愛。」。)
and these three words have established three dogmas and three 
hierarchies.
信仰、希望、愛という3つの言葉は 3つの考えと 3つの位階を確証する。
All science reposes upon three principles, as the syllogism upon three 
terms.
三段論法が 3つの言葉を基礎とする様に、全ての知は 3つの原理を基礎とす
る。
There are also three distinct classes, or three original and natural ranks, 
among men,
人には 3つの明確な本来的な自然な位階が存在する。(幼子の様な者、大人の
様な者、長老の様な者。)
who are called to advance from the lower to the higher.
人は下から上へ前進する様に求められている。
The Jews term these three series or degrees in the progress of spirits, 
Asiah, Jetzirah, and Briah.
ヘブライ人は霊の進歩の 3つの段階をアッシャー、イェツィラー、ベリアー
と呼んでいる。
The Gnostics, who were Christian Kabbalists, called them Hyle, Psyche, 
and Gnosis;



キリスト教徒のカバリスト、グノーシス主義者は霊の進歩の 3つの段階を
ヒュレー、プシュケ、グノーシスと呼んでいる。キリスト教徒のカバリスト、
グノーシス主義者は霊の進歩の 3つの段階を質料、魂、認知と呼んでいる。
by the Jews the supreme circle was named Atziluth,
ヘブライ人は無上の世界をアティルトと呼んでいる。
and by the Gnostics Pleroma.
グノーシス主義者は無上の世界をプレロマと呼んでいる。グノーシス主義者
は無上の世界を充満と呼んでいる。
In the tetragram, the triad, taken at the beginning of the Word, expresses 
the divine copulation;
神の言葉テトラ グラマトンの最初の 3文字 YHWは神の男性と女性の結、יהו
合を表す。(高等魔術の祭儀 14章「テトラ グラマトンは、魔術の無上の言葉
であり、『である様に』を意味する。」。יהוה、YHWH、ヤハウェは 4文字
であるのでギリシャ語で 4文字を意味するテトラ グラマトンと呼ばれてい
る。)
taken at the end, it expresses the female and maternity.
テトラ グラマトンの最後の 1 文字 。H、ヘーは女性と母性を表す、ה
Eve has a name of three letters,
エヴァは 3文字である。
but the primitive Adam is signified simply by the letter Jod,
文字イョッドは最初のアダムを簡潔に表す。
whence
上記の理由から、
Jehovah should be pronounced Jeva,
イェホバ、ヤハウェをイョッド エヴァと発音するべきである。
and this point takes us to the great and supreme mystery of magic, 
embodied in the tetrad.



上記の観点から、4つ 1組が統合する魔術の大いなる無上の神秘に至る。
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THE TETRAGRAM 
テトラ グラマトン(高等魔術の祭儀 14章「テトラ グラマトンは、魔術の無上
の言葉であり、『である様に』を意味する。」。יהוה、YHWH、ヤハウェは
4文字であるのでギリシャ語で 4文字を意味するテトラ グラマトンと呼ばれ
ている。)
GEBURAH CHESED
思いやりと厳しさ
PORTA LIBRORUM
書の門
ELEMENTA
四大元素
IN nature there are two forces producing equilibrium,
自然にはつり合いをもたらす 2つの力が存在する。
and these three constitute a single law.
2つの力とつり合いは唯一の法を構成する。
Here, then,
上記の様に、
is the triad resumed in unity,
3つ 1組は統一性を復活する。



and by adding the conception of unity to that of the triad we are brought 
to the tetrad,
3つ 1組の概念に統一性の概念を足すと 4つ 1組に至る。
the first square and perfect number,
4は最初の平方数であり完全な数である。
the source of all numerical combinations
4は全ての数学的な組み合わせの源泉である。
and the principle of all forms.
4は全ての形の原理である。
Affirmation, negation, discussion, solution, such are the four 
philosophical operations of the human mind.
肯定、否定、考察、解決は人の精神の 4つの哲学的な作業である。
Discussion conciliates negation with affirmation by rendering them 
necessary to each other.
考察は相互の必要性によって肯定と否定を両立させる。
In the same way,
同様に、
the philosophical triad, emanating from the antagonism of the duad, is 
completed by the tetrad,
哲学的な 4つ 1組の考えは、両極性の対立の考えから出る、哲学的な 3つ 1
組の考えをまとめる。
the four-square ground of all truth.
4つ 1組は全ての真理の正方形の堅固な基礎である。
According to the consecrated dogma, there are three persons in God, and 
these three constitute only one Deity.



神の教えでは、神には 3つの人格が存在する。神の 3つの人格は唯一の神の
構成要素である。神は三位一体である。(マタイによる福音 28章 19節 父で
ある神、息子であるイエス、神の聖霊。)
Three and one provide the conception of four,
3と 1 は 4の概念をもたらす。三位一体は 4の概念をもたらす。
because
なぜなら、
unity is required to explain the three.
3を説明するのに統一性が必要である。3つ 1組を説明するのに統一性が必
要である。三位一体を説明するのに統一性が必要である。
Hence,
上記の理由から、
in almost all languages, the name of God consists of four letters,
ほとんど全ての言語で、神の名前は 4文字である。
and in Hebrew these four are really three,
ヘブライ語で YHWH、ヤハウェという神の名前の、יהוה 4文字は実は
。YHWという3文字である、יהו
one of them being repeated twice,
YHWH、ヤハウェでは、יהוה H、ヘーが、ה 2回くり返されている。
that which expresses the Word and the creation of the Word.
神の言葉と神の言葉での創造を表すために、יהוה、YHWH、ヤハウェでは
H、ヘーが、ה 2回くり返されている。
Two affirmations make two corresponding denials either possible or 
necessary.
2つの肯定には対応する 2つの否定が可能または必要である。
Being is declared, nothing is not.
神は肯定されている。存在は肯定されている。虚無は否定されている。



The affirmation as Word produces affirmation as realisation or incarnation
of the Word,
神の言葉の肯定は神の言葉の実現、人に成った神の肯定である。
and each of these affirmations corresponds to the denial of its opposite.
正反対の否定が上記の肯定に対応している。
Thus,
上記の理由から、
in the opinion of the kabbalists, the name of the demon or of evil is 
composed of the same letters as the name of God or goodness, but spelt 
backwards.
カバリストの考えでは、悪魔の名前は神の名前を逆にしたものである。カバ
リストの考えでは悪の名前は善の名前を逆にしたものである。
This evil is the last reflection or imperfect mirage of light in shadow.
悪は影の中における光の最後の反映である。悪は影の中における光の不完全
な幻である。
But all which exists, whether of good or evil, in light or darkness, exists 
and manifests by the tetrad.
善の中に存在するものであれ、悪の中に存在するものであれ、光の中に存在
するものであれ、闇の中に存在するものであれ、全ての存在するものは 4つ
1組で存在し表れる。
The affirmation of unity supposes the number four, unless it turns in unity 
itself as in a vicious circle.
単一自体の中で循環論法で堂々巡りしない限り、統一性の肯定は数4を前提
とする。
So also the triad, as we have already observed, is explained by the duad 
and resolved by the tetrad,
すでに話した様に、4つ 1組は 2つ 1組が説明する 3つ 1組を解決する。



which is the squared unity of even numbers
4は偶数の単一の平方数である。
and the quadrangular base of the cube,
4は立方体の正方形の基礎である。
unity of construction,
4は解釈の統一性である。
of solidity,
4は堅固の統一性である。
and of measure. 
4はものさしの統一性である。
The kabbalistic tetragram, Jodheva, expresses God in humanity
カバラのテトラ グラマトン、イョッド エヴァは人性の中の神を表す。カバ
ラのテトラ グラマトン、イョッド エヴァは思いやりの中の神を表す。
and humanity in God.
カバラのテトラ グラマトン、イョッド エヴァは神の中の人性を表す。カバ
ラのテトラ グラマトン、イョッド エヴァは神の中の思いやりを表す。
The four astronomical cardinal points are, relatively to us, the yea and the 
nay of light- east and west- and the yea and nay of warmth- south and 
north.
人には、東と西は光の肯定と否定である。人には、南と北は熱の肯定と否定
である。人には、東西南北という4つの天文学の方位基点が存在する。
As we have already said,
すでに話した様に、
according to the sole dogma of the Kabbalah,
カバラの唯一の考えでは、
that which is in visible nature reveals that which is in the domain of 
invisible nature,



目に見える自然のものは目に見えない自然の領域のものを表す。
or secondary causes are in strict proportion and analogous to the 
manifestations of the First Cause.
二次的な原因は第一原因の表れと厳密につり合っている。二次的な原因は第
一原因の表れから類推可能である。二次的な原因は神の表れと厳密につり
合っている。二次的な原因は神の表れから類推可能である。
So
そのため、
is this First Cause invariably revealed by the cross that unity made up of 
two,
第一原因は 2つのものから成る統一性を十字で不変に表す。神は 2つのもの
から成る統一性を十字で不変に表す。
that key to the mysteries of India and Egypt,
十字はインドとエジプトの神秘の鍵である。
the Tau of the patriarchs,
十字は祖のタウである。(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 divine sign of Osiris,
十字はオシリスの神の象徴である。
the Stauros of the Gnostics,
十字はグノーシス主義者の十字である。
the keystone of the temple,
十字は神殿の要石である。
the symbol of occult masonry;
十字は隠されたメーソンの象徴である。



the cross, central point of the junction of the right angles of two infinite 
triangles;
十字は 2つの無限の三角形が直角に交差する中心である。
the cross, which in the French language seems to be the first root and 
fundamental substantive of the verb to believe and the verb to grow,
十字を意味する cross はフランス語で「信じる」という動詞と「成長する」
という動詞の語源の様である。
thus
上記の理由から、
combining the conceptions of science, religion, and progress.
十字は自然科学、神の教え、進歩の概念と結びつく。
The great magic agent manifests by four kinds of phenomena, and has 
been subjected to the experiments of profane science under four names- 
caloric, light, electricity, magnetism.
大いなる魔術の代行者は熱、光、電気、磁気という4つの現象で表れる。大
衆の自然科学は熱、光、電気、磁気という名前で大いなる魔術の代行者を実
験してきた。
It has also received the names of Tetragram, Inri, Azoth, Ether, Od, 
Magnetic Fluid, Soul of the Earth, Lucifer, &c.
大いなる魔術の代行者はテトラ グラマトン、INRI、Azoth、エーテル、オド、
磁気の流体、地の魂、ルシフェルなどと呼ばれてきた。(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 great magic agent is the fourth emanation of the life-principle,
大いなる魔術の代行者は命の原理の第4の流出したものである。
of which the sun is the third form-
太陽が命の原理の第3の形である。



see the initiates of the school of Alexandria and the dogma of Hermes 
Trismegistus.
アレクサンドリア学派の秘伝伝授者とヘルメス トリスメギストスの考えを参
照してください。
In this way the eye of the world, as the ancients called it,
古代人は大いなる魔術の代行者を世界の目と呼んでいる。
is the mirage of the reflection of God,
大いなる魔術の代行者は神の反映の幻である。
and the soul of the earth is a permanent glance of the sun
地の魂、大いなる魔術の代行者は太陽の永遠の閃光である。
which the earth conceives and guards by impregnation.
地は太陽の永遠の閃光を受胎し守る。
The moon concurs in this impregnation of the earth by reflecting a solar 
image during the night,
月は夜間に太陽の像を反映して地の受胎に協力する。
so that Hermes was right when he said of the great agent: "The sun is its 
father, the moon its mother."
エメラルド板でヘルメスは大いなる魔術の代行者について「太陽は父である。
月は母である。」と話しているのは正しい。
Then he adds: "The wind has borne it in the belly thereof,"
エメラルド板で更にヘルメスは大いなる魔術の代行者について「風は腹に抱
く。」と話している。
because
なぜなら、
the atmosphere is the recipient,
大気は受容するものである。
and, as it were, the crucible of the solar rays,



言わば、大気は太陽の光線のるつぼである。
by means of which there forms that living image of the sun
太陽の光線によって太陽の生きている映像を形成する。
which penetrates the whole earth,
太陽の光線は地全てに浸透する。
fructifies it,
太陽の光線は太陽という実を結ばせる。
and determines all that is produced at its surface by its emanations and 
permanent currents,
太陽の流出したものと太陽の永遠の流れによって、太陽の光線は太陽の表面
がもたらした全てのものを決定する。
analogous to those of the sun itself.
太陽自体の全てのものは太陽の表面がもたらしたものから類推可能である。
This solar agent subsists by two contrary forces- one of attraction and one 
of projection,
太陽の光線、大いなる魔術の代行者は、引き寄せる力と、放射する力という、
2つの正反対の力に存在する。
whence Hermes says that it ascends and descends eternally.
エメラルド板でヘルメスは太陽の光線、大いなる魔術の代行者は永遠に昇り
降りすると話している。
The force of attraction is always fixed at the centre of bodies,
引き寄せる力はものの中心に常に存在する。
that of projection in their outlines or at their surface.
放射する力はものの境界線、または、ものの表面に常に存在する。
By this dual force all is created
引き寄せる力と放射する力の 2重の力が全てのものを創造している。
and all preserved.



引き寄せる力と放射する力の 2重の力が全てのものを保存している。
Its motion is a rolling up and an unrolling
引き寄せる力は巻き取る動きである。放射する力は解ける動きである。
which is successive and indefinite, or, rather, simultaneous and perpetual,
引き寄せる力と放射する力は、連続的な動きである、と言うよりはむしろ、
同時の永遠の動きである。
by spirals of opposite movements which never meet.
引き寄せる力と放射する力は交わらない正反対の螺旋の動きである。
It is the same movement as that of the sun, which attracts and repels at 
once all the planets of its system.
引き寄せる力と放射する力は、太陽系の惑星を引き寄せると同時にしりぞけ
る太陽の力と同じ動きである。
To be acquainted with the movement of this terrestrial sun in such a 
manner as to be able to take advantage of its currents and direct them, is 
to have accomplished the great work and to be master of the world.
引き寄せる力と放射する力は地上の太陽の動きである。力の流れを応用でき
る様に、力を傾けられる様に、力を知る事は、大いなる務めを果たす事であ
り、地の王者と成る事である。
Armed with such a force
力で武装すれば、
you may make yourself adored;
自身を神として敬礼させられる。
the crowd will believe you are God.
大衆はあなたが神であると信じるであろう。
The absolute secret of this direction has been in the possession of certain 
men,
ある人達は力を傾ける神の秘密を保有していた。



and can yet be discovered.
力を傾ける神の秘密は今も見つけられる。
It is the great magical arcanum,
力を傾ける方法は大いなる魔術の秘密である。
depending on an incommunicable axiom and on an instrument which is 
the great and unique athanor of the highest grade of Hermetists.
力を傾ける方法は、大衆には話す事ができない原理と、無上のヘルメスの錬
金術師の大いなる唯一の錬金炉にかかっている。
The incommunicable axiom is kabbalistically enclosed in the four letters 
of the tetragram arranged in the following manner:-
下の絵の、アレンジしたテトラ グラマトンの 4文字に、大衆には話す事がで
きない原理がカバラ的に込められている。

in the letters of the words AZOTH and INRl written kabbalistically;
上の絵には、AZOTH と INRI という文字がカバラ的に書かれている。
and in the monogram of Christ as embroidered on the labarum,
上の絵には、ラバルムの様に、ギリシャ語のキリストの最初の 2文字 ΧΡの
組み合わせ文字が書かれている。
which the Kabbalist Postel interprets by the word ROTA,



ギヨーム ポステルはラバルムのギリシャ語のキリストの最初の 2文字 ΧΡの
組み合わせ文字を ROTA という言葉で解釈した。
whence
上記から、
the adepts have formed their Taro or Tarot,
達道者は Taroまたは Tarot を形成した。
by the repetition of the first letter, thus indicating the circle, and 
suggesting that the word is put backwards.
taro の最初の文字 t をくり返す事によって、tarot は輪と逆に読める事を暗示
している。
All magical science is comprised in the knowledge of this secret.
力を傾ける秘密の知は全ての魔術の知を含んでいる。
To know it and have the courage to use it is human omnipotence;
力を傾ける方法を知り大胆に応用する事が人の全能性である。
to reveal it to a profane person is to lose it;
力を傾ける方法を大衆に口外する事は力を傾ける方法を失う事である。
to reveal it even to a disciple is to abdicate in favour of that disciple,
力を傾ける方法を弟子に口外する事は弟子に身を委ねる事である。
who, henceforward, possesses the right of life and death over his master-
力を傾ける方法を弟子に口外する事は弟子に師である自身の生殺与奪の権利
を保有させる事である。
I am speaking from the magical standpoint-
魔術的な観点から話している。
and will certainly slay him for fear of dying himself.
力を傾ける方法を弟子に口外する事は師である自身の死を恐れて弟子を殺す
事に成るであろう。



But this has nothing in common with deeds qualified as murder in 
criminal legislation;
しかし、上記は犯罪の法の殺人の行為ではない。
the practical philosophy which is the basis and point of departure for our 
laws does not recognise the facts of bewitchment and of occult influences.
法の基礎であり出発点である実際の哲学は呪いの事実、隠された感化力の事
実を認めない。
We touch here upon extraordinary revelations,
上記は驚くべき啓示である。
and are prepared for the unbelief and derision of incredulous fanaticism;
疑い深い狂信の不信と笑いものにされる事を覚悟している。
voltairean religion has also its fanatics,
上記の狂信はヴォルテール信者の宗教にも存在する。
pace the great shades who must now be lurking sullenly in the vaults of 
the Pantheon, while Catholicism, strong ever in its practices and prestige, 
chants the office overhead.
今も陰気にパンテオンの地下納骨所の中に潜んでいるに違いない偉人の霊に
は失礼ながら、パンテオンでカトリックは常に力のこもった実践と威光で聖
歌を歌う。
The perfect word, that which is adequate to the thought which it 
expresses, always virtually contains or supposes a tetrad:
言葉が表す概念に相当する、完全な言葉は、常に実際に 4つ 1組を含んでい
るか 4つ 1組を前提とする。
the idea, with its three necessary and correlated forms,
概念は、3つの必然の相互に関係する形を帯びる。
then the image of the thing expressed, with the three terms of the 
judgment which qualifies it.



言葉で表されたものの想像は、修飾する判断の 3つの言葉を帯びる。
When I say: "Being exists," I affirm implicitly that the void is non-existent.
「存在は存在する。」と話す時に、暗黙的に「虚無は存在しない。」と断言
している。
A height, a breadth which the height sub-divides longitudinally, a depth 
separated from the height by the intersection of the breadth,
高さ、高さが垂直方向に分けた左右、左右との交差が高さから分けた深さ。
such is the natural tetrad composed of two lines at right angles one to 
another.
高さ、深さ、左、右は、相互に垂直に交わっている 2つの線から成る、自然
の 4つ 1組である。
Nature also has four motions produced by two forces
自然には 2つの力がもたらす 4つの動きが存在する。
which sustain each other by their tendency in an opposite direction.
正反対の方向への傾向によって、2つの力は相互に支え合う。
Now, the law which rules bodies is analogous to that which governs 
minds,
体を統治する法から精神を統治する法は類推可能である。
and that which governs minds is the very manifestation of God's secret-
精神を統治する法は神の秘密の表れである。
that is to say, of the mystery of the creation.
精神を統治する法は創造の神秘の表れであると言える。
Imagine a watch having two parallel springs, with an engagement which 
makes them work in an opposite direction so that the one in unwinding 
winds up the other.
一方が伸びると他方が縮む様に、正反対の方向に動く様に成っている、2つ
のばねを持つ時計を想像してください。



In this way, the watch will wind up itself,
一方が伸びると他方が縮む2つのばねを持つ時計は自身で自身を巻くであろ
う。
and you will have discovered perpetual motion.
一方が伸びると他方が縮む理想的な 2つのばねを持つ仕組みが永久機関であ
る。
The engagement should be at two ends
永久機関は両極性であるべきである。
and of extreme accuracy.
永久機関は非常に正確であるべきである。
Is this beyond attainment?
永久機関には到達できないであろうか？
We think not.
いいえ。
But when it is found out the inventor will understand by analogy all the 
secrets of nature-
永久機関を見つけた者は類推可能性によって自然の全ての秘密を理解するで
あろう。
progress in direct proportion to the resistance.
進歩は抵抗に正比例する。
The absolute movement of life is thus the perpetual consequence of two 
contrary tendencies which are never opposed.
上記の様に、命の絶対の動きは、相反しない、2つの正反対の傾向の永久の
結果である。
When one seems to yield to the other, it is a spring which is winding up,
一方が他方に屈している様に見える時に、一方のばねは縮んでいる。
and you may expect a reaction,



反作用を予想できる。
the moment and characteristics of which it is quite possible to foresee
反作用の時と特徴を完全に予見できる。
and determine.
反作用の時と特徴を完全に測定できる。
Hence
上記の理由から、
at the period of the most extreme Christian fervour was the reign of 
ANTICHRIST known and predicted.
キリスト教熱が最も極まった時に、反キリストの統治が予言され知られてい
た。
But Antichrist will prepare and determine the second advent and final 
triumph of the Man-God.
反キリストは人に成った神イエスの再臨と最終的な勝利を用意し決定する。
This again is a vigorous and kabbalistical conclusion contained in the 
Gospel premises.
イエスの再臨は福音書の前提に含まれた生き生きとしたカバラの結論である。
Hence
上記の理由から、
the Christian prophecy comprises a fourfold revelation:
キリスト教の予言は 4つ 1組の啓示から成る。
1. Fall of the old world and triumph of the Gospel under the first advent;
1。古代の世界の堕落。イエスの降臨の下での福音の勝利。
2. Great apostasy and coming of Antichrist;
2。大いなる背教。反キリストの到来。
3. Fall of Antichrist and recurrence to Christian ideas;
3。反キリストの没落。キリスト教の考えへの回帰。



4. Definitive triumph of the Gospel, or Second Advent, designated under 
the name of the Last Judgment.
4。福音の最終的な勝利。再臨。最後の審判という名前で呼ばれているもの。
This fourfold prophecy contains, as will be seen, two affirmations and two 
negations,
上記の 4つ 1組の予言は 2つの肯定と 2つの否定を含んでいる。
the idea of two ruins or universal deaths and of two resurrections;
上記の 4つ 1組の予言は 2つの没落と 2つの復活の概念を含んでいる。上記
の 4つ 1組の啓示は 2つの世界的な死と 2つの復活の概念が含まれている。
for
なぜなら、
to every conception which appears upon the social horizon an east and a 
west, a zenith and a nadir, may be ascribed without fear of error.
誤りの恐れ無しに、社会の水平線上に表れる、全ての概念は東と西、天頂と
天底に帰しても良い。
Thus
上記の様に、
is the philosophical cross the key of prophecy,
哲学的な十字は予言の鍵である。
and all gates of science may be opened with the pantacle of Ezekiel,
エゼキエルの pantacle で知の全ての門を開く事ができる。2つの十字で知の
全ての門を開く事ができる。
the centre of which is a star formed by the interlacement of two crosses.
エゼキエルの pantacle、2つの十字の間に星が形成されている。



Does not human life present itself also under these four phases or 
successive transformations- birth, life, death, immortality?
人の命は肉体の誕生、肉体の生、肉体の死、魂の不死という連続の変化の 4
つの段階で表れるのではないか？はい！
And remark here that the immortality of the soul, necessitated as a 
complement of the tetrad,
上記で、魂の不死が 4つ 1組の補完に必要である。
is kabbalistically proved by analogy,
類推可能性が魂の不死をカバラ的に証明する。
which is the sole dogma of truly universal religion,
類推可能性は本物の普遍の宗教の唯一の考えである。類推可能性は本物の普
遍の神の教えの唯一の考えである。
as it is the key of science and the universal law of nature.
類推可能性は知の鍵である様に。類推可能性は自然の普遍の法である様に。
As a fact, death can be no more an absolute end than birth is a real 
beginning.
事実、肉体の誕生が本当の始まりではない様に、肉体の死は絶対的な終わり
ではない。
Birth proves the pre-existence of the human being,
肉体の誕生は人という存在の肉体より先に魂が存在する事を証明する。
since nothing is produced from nothing,
なぜなら、虚無からもたらされるものは何も無い。



and death proves immortality,
肉体の死は魂の不死を証明する。
since being can no more cease to be being than nothingness can cease to 
be nothingness.
なぜなら、無が無である事をやめられない様に、存在は存在する事をやめら
れない。
Being and nothingness are two absolutely irreconcileable ideas,
存在と虚無は 2つの絶対に両立しない概念である。
with this difference,
存在と虚無の違いは、
that the idea of nothingness, which is altogether negative,
無の概念は完全に否定である。
issues from the idea itself of being,
存在の概念から虚無の概念はもたらされる。
whence
上記の理由から、
nothingness cannot even be understood as an absolute negation,
虚無を絶対の否定として理解できない。
whilst the notion of being can never be referred to that of nothingness,
存在の概念は虚無の概念と関係が無い。
and still less can it come forth therefrom.
虚無の概念から存在の概念はもたらされない。
To say that the world has been produced out of nothing is to advance a 
monstrous absurdity.
虚無から世界が創造されたと話す事は大それた非論理的なものに進む事であ
る。
All that is proceeds from what has been,



全てのものはすでに存在するものから創造された。
and consequently nothing that is can ever more cease to be.
結果として、虚無は存在しない。
The succession of forms is produced by the alternatives of movement;
動きの二者択一が形の遷移をもたらす。
they are the phenomena of life which replace one another without 
destroying themselves.
形の遷移は形の連続を破壊する事無しに 2つのものが相互に交代する命の現
象である。
All things change;
全てのものは変化する。
nothing perishes.
消滅するものは何も無い。
The sun does not die when it vanishes from the horizon;
太陽が地平線上から見えなく成る時に太陽は死ぬわけではない。
even the most fluidic forms are immortal,
最も流動的な形ですら不滅である。
subsisting always in the permanence of their raison d'être,
存在理由の永遠性で常に存在し続ける。
which is the combination of the light with the aggregated potences of the 
molecules of the first substance.
存在理由は光と第一質料の分子の集合力の結合である。
Hence
上記の様に、
they are preserved in the astral fluid,
星の流体の中に形は保存されている。
and can be evoked and reproduced according to the will of the sage,



賢者の意思によって星の流体の中の形を呼び出し再生できる。
as we shall see when treating of second sight and the evocation of 
memories in necromancy or other magical works.
降霊術や他の魔術の業における予見と記憶の呼び出しについて話す時に話す
つもりである。
We shall return to the great magical agent in the fourth chapter of the 
Ritual,
「高等魔術の祭儀」の 4章で大いなる魔術の代行者について話すつもりであ
る。
where we shall complete our indications of the characteristics of the great 
arcanum,
「高等魔術の祭儀」の 4章で大いなる秘密の特性の徴を完成させるつもりで
ある。
and of the means of recovering this tremendous power.
「高等魔術の祭儀」の 4章で上記の恐ろしい力を復活させる方法を完成させ
るつもりである。
Here let us add some words
ここでいくつかの言葉を足そう。
about the four magical elements
魔術の四大元素について。
and elementary spirits.
四大元素の霊について。
The magical elements are: in alchemy, salt, sulphur, mercury, and azoth;
錬金術の魔術の四大元素は塩、硫黄、水銀、Azoth である。(Azoth、AZOT、
アゾットはヘブライ文字の最初の文字 アレフまたはラテン文字の最初の、א
文字 Aまたはギリシャ文字の最初の文字 A、アルファとラテン文字の最後の
文字Zとギリシャ文字の最後の文字Ω、オメガとヘブライ文字の最後の文字



タウである。Azoth、AZOT、アゾットは最初から最後までの普遍と最初、ת
で最後の唯一を意味する。普遍で唯一なものは絶対なものである。
Azoth、AZOT、アゾットは絶対を意味する。)
in Kabbalah, the macroprosopus, the microprosopus, and the two 
mothers;
カバラの魔術の四大元素はマクロ プロソプス、ミクロ プロソプス、2人の母
である。カバラの魔術の四大元素は大きな顔、小さな顔、2人の母である。
(カバラの魔術の四大元素は神の巨人としての顔、神の人としての顔、2人の
母である。カバラの魔術の四大元素は神の神性、神の人性、2人の母であ
る。)
in hieroglyphics, the man, eagle, lion, and bull;
タロットの魔術の四大元素は人、ワシ、ライオン、牛である。
in old physics, according to vulgar names and notions, air, water, earth, 
and fire.
古代の自然科学の魔術の四大元素は地水火風である。魔術の四大元素の俗称
は地水火風である。
But in magical science we know that water is not ordinary water, fire is not
simply fire, &c.
しかし、魔術の自然科学では、土は単なる土ではない。水は普通の水ではな
い。火は単なる火ではない。風は単なる風ではない。
These expressions conceal a more recondite meaning.
地水火風という表現はより深い意味を隠している。
Modern science has decomposed the four elements of the ancients, and 
reduced them to a number of so-called simple bodies.
現代の自然科学は四大元素を古代人の単体の誤りと誤解している。
That which is simple,
地水火風は簡潔である。



however,
しかし、
is the primitive substance properly so-called;
地水火風は基本の物質であると多分言える。
there is therefore only one material element,
唯一の物質的な元素が存在する。
which always manifests by the tetrad in its forms.
唯一の物質的な元素は常に 4つ 1組の形で表れる。
We shall therefore preserve the wise distinction of elementary 
appearances admitted by the ancients,
古代人が認知した元素の表れの賢明な区別を守るつもりである。
and shall recognise air, fire, earth, and water as the four positive and 
visible elements of magic.
地水火風は魔術の実際の目に見える四大元素であると認知するつもりである。
The subtle and the gross,
薄いものと濃いもの。
the swift and slow dissolvent,
速く溶かすものと遅く溶かすもの。
or the instruments of heat and cold,
熱する道具と冷ます道具。
constitute, in occult physics, the two positive and negative principles of 
the tetrad,
四大元素は隠された自然科学の 4つ 1組の 2つの肯定の原理と 2つの否定の
原理である。
and should be thus tabulated:-
四大元素は下の図の様にまとめるべきである。



Thus,
上の図の様に、
air and earth represent the male principle;
風と土は男性の原理を表す。
fire and water are referable to the female principle,
火と水は女性の原理に帰す事ができる。
since
なぜなら、
the philosophical cross of pantacles, as already affirmed, is a primitive 
and elementary hieroglyph of the lingam of the gymnosophists.
すでに断言した様に、pantacle の哲学の十字はインドの裸行者の男性器と女
性器の基本の元素の象徴である。
To these four elementary forms correspond the four following 
philosophical ideas- Spirit, Matter, Motion, Rest.
四大元素の十字の形は霊、物質、運動、静止という4つの哲学の概念に対応
する。
As a fact,
実に、



all science is comprised in the understanding of these four things,
全ての学問は霊、物質、運動、静止という4つのものの理解から成る。
which alchemy has reduced to three- the Absolute, the Fixed, and the 
Volatile-
錬金術は霊、物質、運動、静止という4つのものを絶対なもの、気化し難い
もの、気化し易いものという3つのものにまとめた。
referred by the Kabbalah to the essential idea of God,
カバラでは絶対なもの、気化し難いもの、気化し易いものは神の基本の概念
である。
who is absolute reason, necessity, and liberty,
神は絶対の論理、必然、自由である。
a threefold notion expressed in the occult books of the Hebrews.
「形成の書」といったヘブライ語の隠された学問の書物は神の基本の概念を
3つ 1組の概念で表している。
Under the names of Kether, Chochmah, and Binah for the divine world;
神の世界。王冠、知慮、自発的な知力。
of Tiphereth, Chesed and Geburah in the moral world;
倫理道徳の世界。(哲学の世界。)思いやり、厳しさ、美。
and of Jesod, Hod and Netsah in the physical world,
自然科学の世界。勝利、永遠性、基礎。
which, together with the moral, is contained in the idea of the Kingdom or 
Malchuth,
自然科学の世界である、勝利、永遠性、基礎は、倫理道徳の世界(、哲学の世
界)と共に、王国の概念に含まれている。
we shall explain in the tenth chapter this theogony as rational as it is 
sublime.
10章で高尚で合理的な神統系譜学について説明するつもりである。



Now, created spirits, being called to emancipation by ordeal,
創造された霊は試練から解放される様に求められている。
are placed from their birth between these four forces,
創造された霊は創造された時から 4つの力の間に置かれている。
two positive and two negative,
4つの力は 2つの肯定と 2つの否定である。
and have it in their power to affirm or deny good,
創造された霊には善を肯定するか善を否定する力が存在する。
to choose life or death.
創造された霊には命を選ぶか死を選ぶ力が存在する。
To discover the fixed point, that is, the fixed centre of the cross, is the first 
problem which is given them to resolve;
定点を見つける事、十字の固定された中心を見つける事が、解決するために
創造された霊に与えられている最初の問題である。
their initial conquest must be that of their own liberty.
創造された霊の最初の克服は自身の自由の克服である必要が有る。
They begin by being drawn, some to the north, others to the south; some 
to the right, others to the left;
創造された霊は、ある者は北に、ある者は南に引き寄せられる。創造された
霊は、ある者は右に、ある者は左に引き寄せられる。
and in so far as they are not free, they cannot have the use of reason, nor 
can they take flesh otherwise than in animal forms.
創造された霊は自由に成らない限り、理性を応用する事ができないし、動物
の形以外の体を得られない。
These unemancipated spirits, slaves of the four elements, are those which
the kabbalists call elementary daimons,



カバリストは自由ではない霊、四大元素の奴隷である霊を四大元素の霊と呼
んでいる。
and they people the elements which correspond to their state of 
servitude.
四大元素の霊は奴隷の状態に対応している元素に住んでいる。
Sylphs, undines, gnomes and salamanders therefore really exist,
シルフ、ウンディーネ、ノーム、サラマンダーは実際に存在する。
some wandering and seeking incarnation, others incarnate and living on 
this earth.
四大元素の霊は、ある者は肉体を求めてさまよい、ある者は肉体を得て地上
に生きている。
These are vicious and imperfect men.
肉体を得た四大元素の霊が欠点の有る不完全な人である。
We shall return to this subject in the fifteenth chapter, which treats of 
enchantments and demons.
黒魔術と悪魔の 15章で上記のテーマを話すつもりである。
That is also an occult tradition by which the ancients were led to admit 
the existence of four ages in the world,
古代人が世界には黄金時代、銀の時代、青銅の時代、鉄の時代という4つの
時代が存在すると認めたのは隠された口伝である。
only it was not made known to the vulgar that these ages are successive 
and are renewed, like the four seasons of the year.
季節の様に黄金時代、銀の時代、青銅の時代、鉄の時代という4つの時代が
くり返される事は大衆だけには知られていない。
Thus,
上記の様に、
the golden age has passed, and it is yet to come.



黄金時代は過ぎたが、黄金時代はいつか来る。
This, however, belongs to the spirit of prophecy,
しかし、黄金時代が再び来る事は予言の精神に属する。
and we shall speak of it in the ninth chapter, which is concerned with the 
initiate and the seer.
秘伝伝授者と予見者の 9章で話すつもりである。
If we now add the idea of unity to the tetrad,
統一の概念を 4つ 1組に足すと、
we shall have, together and separately,
同時に別々に、
the conceptions of the divine synthesis and analysis,
数5の神の統合と分析の概念が得られる。
the god of the initiates
数5の秘伝伝授者の神の概念が得られる。
and that of the profane.
数5の大衆の神の概念が得られる。
Here the doctrine becomes more popular,
数5で神の教えはより大衆的に成る。
and passes from the domain of the abstract;
数5で抽象的な概念の領域を通過する。
the grand hierophant intervenes.
大いなる秘儀祭司が仲介に現れる。
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HEREUNTO
4章までで、
we have exposed the magical dogma in its more arid and abstruse phases;
魔術の考えのより無味乾燥な深い面を明らかにした。
now
5章から、
the enchantments begin;
魔術を始める。
now
5章から、



we can proclaim wonders
不思議を表す事ができる。
and reveal the most secret things.
最も秘密なものを明らかにできる。
The pentagram signifies the domination of the mind over the elements,
五芒星は四大元素を統治する精神を表す。
and by this sign are enchained the demons of the air, the spirits of fire, the
phantoms of the water and ghosts of earth.
地水火風の四大元素の霊を五芒星で鎖につなげられる。
Equipped with this sign,
五芒星を身につけ、
and suitably disposed,
五芒星を適切に応用すれば、
you may behold the infinite through the medium of that faculty which is 
like the soul's eye,
魂の目の様な能力、想像力の仲介で神を見る事ができる。
and you will be ministered unto by legions of angels
天使の軍団があなたに仕えるであろう。(神の聖霊の軍団があなたに仕えるで
あろう。)
and hosts of fiends.
悪人の霊の軍団があなたに仕えるであろう。
And now, in the first place, let us establish certain principles.
第一に、確実な原理を確立しよう。
There is no invisible world;
見る事ができない世界は存在しない。
there are, however, many degrees of perfection in organs.
しかし、器官には多数の完成の段階が存在する。



The body is the coarse and, as it were, the perishable cortex of the soul.
肉体は魂の粗い壊れ易い外皮であると言える。
The soul can perceive of itself, and independently of the mediation of the 
physical organs, by means of its sensibility and its diaphane, the things, 
both spiritual and corporal, which are existent in the universe.
肉体の器官の仲介無しに、魂の感覚力によって、透明なものである想像力に
よって、魂は世界に存在する精神的なものと肉体的なものを知覚できる。
Spiritual and corporal are simply terms which express the degrees of 
tenuity or density in substance.
精神的なものと肉体的なものという言葉は単に実質的に薄さまたは濃さの段
階を表す。
What is called the imagination within us is only the soul's inherent faculty 
of assimilating the images and reflections contained in the living light, 
which is the great magnetic agent.
人の中の想像力と呼ばれているものは、大いなる磁気の代行者である生きて
いる光の中に含まれている映像と反映を同化する魂の本質的な能力に過ぎな
い。
These images and reflections are revelations when science intervenes to 
reveal us their body or light.
知が本体または光を啓示するために仲介する時に、映像と反映は啓示と成る。
The man of genius differs from the dreamer and the fool in this only,
上記だけが天才が夢想家や愚者と異なる。
that his creations are analogous to truth,
天才の創造物からは真理が類推可能である。
while those of the fool and the dreamer are lost reflections and bewrayed 
images.
夢想家や愚者の創造物は破損した反映や偽りの映像である。



Hence,
上記の理由から、
for the wise man, to imagine is to see,
賢者には、想像する事は見る事である。
as, for the magician, to speak is to create.
魔術師には、話す事は創造する事である様に。
Therefore,
従って、
by means of the imagination, demons and spirits can be beheld really and 
in truth;
想像力によって、事実、霊を見る事ができる。
but
しかし、
the imagination of the adept is diaphanous,
達道者の想像力は透明である。
whilst that of the crowd is opaque;
大衆の想像力は不透明である。
the light of truth traverses the one as ordinary light passes through a 
transparent casement,
普通の光が透明な窓を通過する様に、真理の光は達道者の想像力を通過する。
and is refracted by the other as when the ordinary light falls upon a 
vitreous block full of scoria and foreign matter.
普通の光がかすと異物に満ちたガラスのかたまりに当たる時の様に、大衆の
想像力は真理の光を屈折させる。
That which most contributes to the errors of the vulgar is the reflection of 
depraved imaginations one in the other.
大衆の誤りの最大の原因は堕落した想像力の相互の反映である。



But the seer, by a positive science, knows that what he imagines is true,
明確な知によって予見者は自身が想像するものが真実である事を知る。
and the event invariably confirms his vision.
出来事が予見者の予見を常に強める。
We shall state in the Ritual after what manner this lucidity can be 
acquired.
「高等魔術の祭儀」で、どの様な方法で想像力の透明さが得られるかについ
て話すつもりである。
It is by means of this light that static visionaries place themselves in 
communication with all worlds, as so frequently occurred to Swedenborg,
スヴェーデンボルグに頻繁に起きた様に、真理の光によって動かないで予見
者は全ての世界と交流する。
who, notwithstanding, was imperfectly lucid,
しかし、スヴェーデンボルグの想像力の透明さは不完全であった。
seeing that he did not distinguish reflections from rays,
スヴェーデンボルグは光線から反映を見分けられなかった。
and often intermingled chimerical fancies with his most admirable 
dreams.
スヴェーデンボルグはキマイラの様な妄想を最も見事な夢に頻繁に混ぜてし
まった。
We say dreams,
夢と話した。
because
なぜなら、
dream is the consequence of a natural and periodical ecstasy, which we 
term sleep;
夢は自然な周期的な忘我状態である眠りの結果である。



to be in ecstasy is to sleep;
忘我状態に成る事は眠る事である。
magnetic somnambulism is a production
催眠術は眠りをもたらす。
and direction of sleep.
催眠術は眠りを導く。
The errors which occur therein are occasioned by reflections from the 
diaphane of waking persons, and, above all, of the magnetiser.
催眠術で起こる誤りの原因は、起きている人の透明なものである想像力から
の反映、特に催眠術師の想像力からの反映である。
Dream is vision produced by the refraction of a ray of truth.
夢は真理の光線の屈折がもたらす予見である。
The chimerical fantasy is hallucination occasioned by a reflection.
キマイラの様な妄想は真理の光線の反映による幻である。
The temptation of St Anthony, with its nightmares and its monsters, 
represents the confusion of reflections with direct rays.
「聖アントニウスの誘惑」の夢魔と奇形のものは反映と直接の光線の混乱を
表す。
So long as the soul struggles it is reasonable;
魂が戦っている間は夢は論理的である。
when it yields to this specie, of invading intoxication it becomes mad.
魂が侵す陶酔に屈した時に夢は狂気と成る。
To disentangle the direct ray, and separate it from the reflection- such is 
the work of the initiate.
直接の光線のもつれをほどく事と反映から直接の光線を区別する事は秘伝伝
授者の務めである。(夢解きは秘伝伝授者の務めである。)
Here let us state distinctly that



ここで明確に話しておこう。
this work is through all times accomplished in the world by some of the 
flower of mankind,
人の精鋭の数人が世界で常に夢を解いている。
that there is hence a permanent revelation by intuition,
直感によって夢は永遠の啓示と成る。
and that there is no insuperable barrier which separates souls,
魂の間を隔てる越えられない壁は存在しない。
because
なぜなら、
there are no sudden interruptions,
突然の断絶は存在しない。
and no abrupt walls in nature by which minds can be divided from one 
another.
自然には精神の間を隔てられる突然の壁は存在しない。
All is transition
全てのものはつながっている。
and blending,
全てのものは交わっている。
and, assuming the perfectibility,
全てのものは完成可能である。
if not infinite, at least indefinite, of human faculties, it will be seen that 
every person can attain to see all,
人の能力が今は無限ではなくても少なくとも無制限であれば、いつか全ての
人が全てのものを見るに至る事が可能であると分かるであろう。
and therefore to know all.



人の能力が今は無限ではなくても少なくとも無制限であれば、いつか全ての
人が全てのものを知るに至る事が可能であると分かるであろう。
There is no void in nature;
自然には虚無は存在しない。
all is peopled.
何ものかが全てに存在する。
There is no true death in nature;
自然には完全な死は存在しない。
all is alive.
全てのものが生きている。
"Seest thou that star?" asked Napoleon of Cardinal Fesch.
皇帝ナポレオンはジョゼフ フェッシュ枢機卿に「あの星があなたには見える
か？」とたずねた。
"No, Sire."
ジョゼフ フェッシュ枢機卿は皇帝ナポレオンに「いいえ。」と答えた。
"I see it," said the Emperor,
皇帝ナポレオンは「(見えない)星が見える。」と話した。
and he most certainly did.
皇帝ナポレオンには確かに(見えない)星が見えていた。
When great men are accused of having been superstitious,
偉人は迷信深いと非難される。
it is because
なぜなら、
they beheld what remains unseen by the crowd.
偉人には大衆には見えないものが見えた。
Men of genius differ from simple seers by their faculty of sensibly 
communicating to other men what they themselves perceive,



単なる予見者と異なり、天才は自身が知覚したものを他人に感覚的に伝える
能力が有る。
and of making themselves believed by the force of enthusiasm and 
sympathy.
単なる予見者と異なり、熱狂と共鳴の力によって、天才は他人に信じさせる
能力が有る。
Such persons are the medium of the Divine Word.
天才は神の言葉の仲介者である。
Let us now state the manner in which visions operate.
予見する方法を話そう。
All forms correspond to ideas,
全ての形は概念と対応している。
and there is no idea which has not its proper and peculiar form.
固有の形を持たない概念は存在しない。
The primordial light, which is the vehicle of all ideas,
本源の光は全ての概念を仲介するものである。
is the mother of all forms,
本源の光は全ての形の母である。
and transmits them from emanation to emanation, merely diminished or 
modified according to the density of the media.
本源の光は仲介するものの濃さによって減衰または変化した全ての概念と形
を流出したものから流出したものへ伝える。
Secondary forms are reflections which return to the font of the emanated 
light.
二次的な形は流出した光の源泉へ戻る反映である。
The forms of objects, being a modification of light,
ものの形は光の変化である。



remain in the light
ものの形は光の中に残る。
where the reflection consigns them.
反映はものの形を光に委ねる。
Hence
上記の様に、
the astral light, or terrestrial fluid, which we call the great magnetic agent,
is saturated with all kinds of images or reflections.
星の光、地上の流体、大いなる磁気の代行者と呼ばれるものは、全ての種類
の映像または反映で満ちている。
Now, our soul can evoke these,
魂は星の光の中の映像または反映を呼び出す事ができる。
and refer them to its diaphane, as the kabbalists term it.
魂は星の光の中の映像または反映をカバリストが透明なものと呼んでいる想
像力に適用する事ができる。
Such images are always present to us,
星の光の中の映像は常に目の前に存在する。
and are only effaced by the more powerful impressions of reality during 
waking hours,
起きている時間の現実のより強い印象が、星の光の中の映像を消しているだ
けで、星の光の中の映像は常に目の前に存在する。
or
または、
by preoccupation of the mind,
精神が夢中に成っていて、星の光の中の映像を消しているだけで、星の光の
中の映像は常に目の前に存在する。



which makes our imagination inattentive to the fluidic panorama of the 
astral light.
精神が夢中に成っていると、星の光の流動的な映像から想像力をそらしてし
まう。
When we sleep, this spectacle presents itself spontaneously before us,
眠っている時に、星の光の映像は自然と目の前に現れる。
and in this way
上記の様に、
dreams are produced-
夢はもたらされる。
dreams vague and incoherent if some governing will do not remain active 
during the sleep,
眠っている時に、何ものかが夢を導かなければ、夢は不確かに非論理的に成
る。
giving, even unconsciously to our intelligence, a direction to the dream, 
which then transforms into vision.
眠っている時に、無意識に知が夢を導けば、夢は予見に変わる。
Animal magnetism is nothing else but an artificial sleep produced by the 
voluntary or enforced union of two wills, one of which is awake while the 
other slumbers-
動物磁気による催眠術は、起きている自発的な意思と眠っている受容的な意
思の結合がもたらす、人工の眠りである。
that is, one of which directs the other in the choice of reflections for the 
transformation of dreams into visions, and the attainment of truth by 
means of images.



催眠術は、夢を予見に変えるために、映像によって真理に到達するために、
反映の選択で、起きている自発的な意思が眠っている受容的な意思を導く、
人工の眠りである。
Thus,
上記の様に、
somnambulists do not actually travel to the place where they are sent by 
the magnetiser;
被催眠者は催眠術師が行かせる場所に実際に行くわけではない。
they evoke its images in the astral light,
被催眠者は星の光の中の映像を呼び出す。
and can behold nothing which does not exist in that light.
星の光の中に存在しないものを見る事はできない。
The astral light has a direct action on the nerves,
星の光は神経に直接作用する。
which are its conductors in the animal economy,
神経は、動物組織の中の、星の光の伝導体である。
transmitting it to the brain,
神経は星の光を脳に伝える。
whence also,
上記の理由から、
in the state of somnambulism, it is possible to see by means of the nerves,
without being dependent on radiant light,
催眠状態で、普通の光の明かり無しで、神経によって、ものを見る事ができ
る。
the astral fluid being a latent light,
星の光、星の流体は隠れた光である。
in the same way



同様に、
that physics recognise the existence of a latent caloric.
隠れた自然科学は隠れた熱の存在を認める。
Magnetism between two persons is certainly a wonderful discovery,
二者間の催眠は確かに不思議な発見である。
but the magnetising of a person by himself, accomplishing his own 
lucidity and directing himself at will, is the perfection of magical art.
透明に到達した、思いのままに自身を導く、単独の独力の催眠は、魔術のわ
ざの極致である。
The secret of this great work does not rest for discovery;
単独の独力の催眠という大いなるわざの秘密は発見を待つ必要は無い。
it has been known and practised by a great number of initiates, above all 
by the celebrated Apollonius of Tyana,
特に高名なティアナのアポロニウスといった多数の秘伝伝授者は単独の独力
の催眠の方法を知り実践してきた。
who has left a theory concerning it,
ティアナのアポロニウスは単独の独力の催眠についての理論を残した。
as we shall see in the Ritual.
「高等魔術の祭儀」で単独の独力の催眠の方法について話すつもりである。
The secret of magnetic lucidity, and the direction of the phenomena of 
magnetism depend on two things- the agreement of minds and the 
complete union of wills, in a direction which is possible and determined 
by science.
催眠術の透明さの鍵と、催眠術の現象の方向は、知が方向を可能とし決定す
る、精神の一致と意思の完全な一致という2つのものにかかっている。
This is for the operation of magnetism between two or more persons.
精神の一致と意思の一致が複数人の催眠術の操作に必要である。



Solitary magnetism requires preparations of which we have spoken in our 
initial chapter, when enumerating and establishing in all their difficulty 
the essential qualities of a veritable adept.
単独の催眠に必要な用意は、1章で、用意の困難さ、本物の達道者に必要な
資質を数え上げ確立した時に話した。
In the following chapters we shall further elucidate this important and 
fundamental point.
6章以降で単独の催眠の重要な基礎的な要点をさらに説明するつもりである。
The empire of the will over the astral light,
意思は星の光を統治する。
which is the physical soul of the four elements,
星の光は四大元素の物質的な魂である。星の光は四大元素の肉体的な魂であ
る。星の光は四大元素の自然科学的な魂である。
is represented in magic by the pentagram,
魔術は星の光を五芒星で表す。
which we have set at the head of this chapter.
5章の最初で五芒星の絵を示した。
The elementary spirits are subservient to this sign when employed with 
understanding,
五芒星を理解して用いれば、四大元素の霊を五芒星に従わせられる。
and, by placing it in the circle or on the table of evocations, they can be 
rendered tractable,
五芒星を降霊術の魔法陣の円の中や台の上に置くと、四大元素の霊を従順に
できる。
which is magically called to imprison them.
魔術では五芒星を降霊術の魔法陣の円の中や台の上に置いて四大元素の霊を
従順にさせる事を「四大元素の霊を閉じ込める」と呼んでいる。



Let us briefly explain this marvel.
五芒星で四大元素の霊を従わせられる不思議を簡潔に説明しよう。
All created beings communicate with one another by signs,
全ての創造されたものは象徴で相互に交流し合う。
and all adhere to a certain number of truths expressed by determinate 
forms.
明確な形がいくつかの真理に付随する全てのものを表す。
The perfection of forms increases in proportion to the detachment of 
spirits,
霊の超然さとつり合って形の完成度は高まる。
and those that are not overweighted by the chains of matter, recognise by 
intuition out of hand whether a sign is the expression of a real power or of 
a precipitate will.
物質の鎖による過重な負担が無い者は直感によってすぐに象徴が本物の力の
表れか軽率な意思の表れかを認知する。
The intelligence of the wise man therefore gives value to his pantacle,
賢者の知は意義を pantacle に与える。賢者の知は価値を pantacle に与える。
as science gives weight to his will,
知が力を意思に与える様に。知が重みを意思に与える様に。
and spirits comprehend this power immediately.
霊は力をすぐに理解する。
Thus,
上記の理由から、
by means of the pentagram, spirits can be forced to appear in vision, 
whether in the waking or sleeping state, by themselves leading before our 
diaphane their reflection,



五芒星によって、予見者が起きていても眠っていても、霊が自ら予見者の透
明なものである想像力の前に霊の反映をもたらす形で、霊が視覚に現れる様
にする事ができる。
which exists in the astral light, if they have lived,
五芒星によって、霊が地上で生きた事が有る場合は、霊が自ら予見者の想像
力の前に、星の光の中に存在する霊の反映をもたらす形で、霊が視覚に現れ
る様にする事ができる。
or a reflection analogous to their spiritual logos if they have not lived on 
earth.
五芒星によって、霊が地上で生きた事が無い場合は、霊が自ら予見者の想像
力の前に、霊のロゴスを類推可能である霊の反映をもたらす形で、霊が視覚
に現れる様にする事ができる。
This explains all visions,
上記は全ての予見を説明する。
and accounts for
上記の理由から、
the dead invariably appearing to seers, either such as they were upon 
earth, or such as they are in the grave,
死んだ者は地上で生きていた時の姿か墓の中にいる姿で常に予見者の前に現
れる。
never as they subsist in a condition which escapes the perceptions of our 
actual organism.
死んだ者は予見者の肉体が知覚できる姿で常に予見者の前に現れる。
Pregnant women are influenced more than others by the astral light,
妊娠した女性は他の人より星の光の影響を受ける。
which concurs in the formation of the child,
星の光は幼子の形成に協力する。



and perpetually offers them reminiscences of the forms which abound 
therein.
星の光は星の光の中に満ちている形の記憶を妊娠した女性に絶え間無くもた
らす。
This explains
上記は説明する。
how it is that women of the highest virtue deceive the malignity of 
observers by equivocal resemblances.
どの様に無上の高徳な女性が疑わしい似顔によって悪意ある観察者に誤解さ
せるか。
On the fruit of their marriage they impress frequently an image which has 
struck them in dream,
妊娠した女性は夢の中で印象を受けた映像で頻繁に結婚の果実である幼子を
特徴づける。
and it is thus that
上記の様に、
the same physiognomies are perpetuated from generation to generation.
同じ顔つきが代々伝わる。
The Kabbalistic usage of the pentagram can therefore determine the 
appearance of unborn children,
五芒星をカバラ的に応用すれば胎内の幼子の形を決める事ができる。
and an initiated woman might endow her son with the characteristics of 
Nero or Achilles as much as with those of Louis XIV. or Napoleon.
秘伝伝授者の女性はネロ、アキレス、ルイ 14世、ナポレオンの特徴を息子
に与えられるかもしれない。
We shall indicate the method in our Ritual. 
上記の方法を「高等魔術の祭儀」で話すつもりである。



The pentagram is called in Kabbalah the sign of the microcosm,
カバラでは五芒星を小宇宙の象徴と呼んでいる。
that sign so exalted by Goethe in the beautiful monologue of Faust:
ファウストの美しい独白でゲーテは五芒星を非常にほめている。
"
「
Ah,
ああっ！
how do all my senses leap at this sight!
五芒星を見ると全ての感覚が飛躍的に向上する！
I feel the young and sacred pleasure of life bubbling in my nerves and 
veins.
命の若さと神聖な喜びが神経と血脈の中でわきたつのを感じる。
Was it a God who traced this sign
五芒星を描いた者は神である！
which stills the vertigo of my soul,
五芒星は魂のめまいを静める。
fills my poor heart with joy, and, in a mysterious rapture,
五芒星は貧しい心を神秘の喜びで満たす。
unveils the forces of nature around me.
五芒星は周囲の自然の力のヴェールを脱がせて明らかにする。
Am I myself a God!
私自身が神ではないか！
All is so clear to me;
全てのものが私には非常に明らかである。
I behold in these simple lines the revelation of active nature to my soul.
五芒星の簡潔な線によって自発的な自然の啓示を魂で見る。



I realise for the first time the truth of the wise man's words:
次の賢者の言葉が真実である事を初めて理解する。
The world of spirits is not closed!
霊の世界は閉ざされていない！
Thy sense is obtuse,
あなたの感覚がにぶいだけである！
thy heart is dead!
あなたの心が死んでいるだけである！
Arise!
復活しなさい！
Bathe, adept of science, thy breast, still enveloped by an earthly veil, in 
the splendours of the dawning day!
知の達道者よ、地上のヴェールで覆われている、あなたの心を、夜明けの輝
きで、洗いなさい！
"
」
(Faust, Part i. sc. 1).
(ファウスト第 1部第 1 場面)
On the 24th of July in the year 1854, the author of this book, Éliphas Lévi, 
made experiments of evocation with the pentagram, after due 
preparation by all the ceremonies
1854年 7月 24日に、「高等魔術の教理」の著者、エリファス レヴィは、全
ての儀式によって十分な用意をした後に、五芒星で降霊術の実験をした。
which are indicated in the thirteenth chapter of the Ritual.
「高等魔術の祭儀」の 13章で話すつもりである。
The success of this experiment,
上記の降霊術の実験は成功した。



details of which, as regards its principles, will be found in the 
corresponding chapter of this our doctrinal part,
上記の降霊術の実験の詳細、降霊術の原理については、13章で話すつもりで
ある。
establishes a new pathological fact, which men of true science will admit 
without difficulty.
上記の降霊術の実験の詳細、降霊術の原理は、本物の知者が苦も無く認める
であろう、新しい病理学の事実を確立する。
The repeated experience, in all three times,
上記の降霊術の実験を 3回くり返した。
gave results truly extraordinary, but positive and unmixed with 
hallucination.
上記の降霊術の実験は本当に驚くべき現実の幻覚ではない結果をもたらした。
We invite sceptics to make a conscientious and intelligent attempt before 
shrugging their shoulders and smiling.
肩をすくめて笑いものにする前に疑い深い人には良心的な知的な降霊術の試
みをすすめる。
The figure of the pentagram, perfected in accordance with science, and 
used by the author in his experiment, is that which is found at the head of 
this chapter,
5章の最初の五芒星の絵は、知によって完成させたものである。エリファス 
レヴィは 5章の最初の五芒星の絵を降霊術の実験で用いた。
and it is more perfect than any in the keys of Solomon, or in the magical 
calendars of Tycho Brahe and Duchentau.
5章の最初の五芒星の絵はティコ ブラーエの魔術のカレンダー、Duchentau
の魔術のカレンダー、ソロモンの鍵の全ての絵より完成されている。



We must, however, remark that the use of the pentagram is most 
dangerous for operators who are not in possession of its complete and 
perfect understanding.
五芒星の完全な理解無しに五芒星を応用する事は最も危険である。
The direction of the points of the star is in no sense arbitrary,
五芒星の頂点の向きは任意ではない。
and may change the entire character of the operation,
五芒星の頂点の向きは作用の特徴全体を変える。
as we shall explain in the Ritual. 
「高等魔術の祭儀」で五芒星の頂点の向きについて説明するつもりである。
Paracelsus, that innovator in magic,
パラケルススは魔術の変革者である。
who surpassed all other initiates in his unaided practical success,
パラケルススは独力の実践の成功で他の全ての秘伝伝授者を超えていた。
affirms that every magical figure and every kabbalistic sign of the 
pantacles which compel spirits, may be reduced to two,
パレケルススは霊を従える pantacle の全ての魔術の象徴と全てのカバラの
象徴は五芒星と六芒星の 2つに要約できると話している。
which are the synthesis of all the others;
五芒星と六芒星は他の全ての象徴の総合である。
these are the sign of the Macrocosm or the seal of Solomon,
六芒星は大宇宙の象徴である。六芒星は世界の象徴である。六芒星はソロモ
ンの封印である。
the form of which we have already given,
2章で六芒星の絵をもたらした。
and now reproduce here,
5章で再び六芒星の絵をもたらす。



and that of the Microcosm,
五芒星は小宇宙の象徴である。五芒星は人の象徴である。
more potent even than the first-
五芒星は六芒星より力が有る。
that is to say, the pentagram, of which he provides a most minute 
description in his occult philosophy.
五芒星は人の隠された哲学の無上の詳細の説明をもたらすものと言える。
If it be asked how a sign can exercise so much power over spirits, we 
inquire in return why the whole Christian world bows down before the 
sign of the cross?
もし、なぜ象徴が霊に非常に力を発揮できるのか、たずねられたら、なぜ全
てのキリスト教徒の大衆が十字架の象徴の前に従うのか、たずね返す。
The sign is nothing by itself, and has no force apart from the doctrine of 
which it is the summary and the logos.
要約するロゴスである考え無しでは象徴は何ものでもない。要約するロゴス
である考え無しでは象徴には力が無い。
Now, a sign which sums, by their expression, all the occult forces of 
nature,
象徴は象徴が表す自然の全ての隠れた力を要約する。



a sign which has ever exhibited to elementary spirits and others a power 
greater than their own,
象徴は四大元素の霊や他の霊より巨大な力を四大元素の霊や他の霊に常に表
す。
naturally fills them with respect and fear,
象徴は四大元素の霊や他の霊を自然と畏敬で満たす。
and enforces their obedience by the empire of science and of will over 
ignorance and weakness.
象徴は知と意思による無知と弱さの統治によって四大元素の霊や他の霊を従
わせる。
By the pentagram also is measured the exact proportions of the great and 
unique athanor necessary to the confection of the philosophical stone 
and the accomplishment of the great work.
五芒星は賢者の石をつくるのと大いなる務めを果たすのに必要な大いなる唯
一の錬金炉の正確なつり合いをはかる。
The most perfect alembic in which the quintessence can be elaborated is 
conformable to this figure,
第5元素を練る事ができる無上の完全な浄化器は五芒星の形に一致する。
and the quintessence itself is represented by the sign of the pentagram.
五芒星の象徴は第5元素自体を表す。
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SUPREME intelligence is necessarily reasonable.
無上の知的存在は必然的に論理的である。神は必然的に論理的である。
God, in philosophy, may be only a hypothesis,
神は哲学では仮定に過ぎないかもしれない。
but
しかし、
He is a hypothesis imposed by good sense on human reason.
神は人の理性の良識が強いる仮定である。
To personify the Absolute Reason is to determine the divine ideal.
絶対の論理を人化する事は神聖な理想を決定する事である。神を具体化する
事は神聖な理想を決定する事である。
Necessity, liberty and reason-
論理、必然、自由。
these are the great and supreme triangle of the Kabbalists,



論理、必然、自由はカバリストの大いなる無上の三角形である。
who name reason Kether, necessity Chochmah, and liberty Binah,
カバリストは論理を王冠、必然を知慮、自由を自発的な知力と呼んでいる。
in their first
王冠、知慮、自発的な知力は最初の 3つ 1組である。論理、必然、自由は最
初の 3つ 1組である。
or divine triad.
王冠、知慮、自発的な知力は神の 3つ 1組である。論理、必然、自由は神の
3つ 1組である。
Fatality, will and power,
運命、意思、力。
such is the magical triad, which corresponds in things human to the divine
triad.
運命、意思、力は、神の 3つ 1組に対応する、人の、物における、魔術の 3
つ 1組である。
Fatality is the inevitable sequence of effects and causes in a determined 
order.
運命は、堅固な秩序における、原因と結果の不可避的な連鎖である。
Will is the directing faculty of intelligent forces for the conciliation of the 
liberty of persons with the necessity of things.
意思は、物の必然と人の自由を調停するための、知の力を傾ける能力である。
Power is the wise application of will which enlists fatality itself in the 
accomplishment of the desires of the sage.
力は、賢者の願いの達成における、運命自体の協力を得る、意思の知的な応
用である。
When Moses smote the rock,
出エジプト記 17章 6節でモーセは岩を打って水を出した。



he did not create the spring of water;
出エジプト記 17章 6節でモーセは泉を創造したわけではない。
he revealed it to the people,
出エジプト記 17章 6節でモーセは泉を大衆に明らかにした。
because
なぜなら、
occult science had made it known to himself by means of the divining rod.
出エジプト記 17章 5節の占いの杖によって隠された学問は泉をモーセに知
らせていた。
It is in like manner with all miracles of magic;
魔術の全ての奇跡は出エジプト記 17章 6節の奇跡と同様である。
a law exists,
法が存在する。
which is ignored by the vulgar
大衆は法を知らない。
and made use of by the initiate.
秘伝伝授者は法を応用する。
Occult laws are often diametrically opposed to common ideas.
隠された法は頻繁に大衆の考えと全く反対である。
For example,
例えば、
the crowd believes in the sympathy of things which are alike and in the 
hostility of things contrary,
大衆は似たものは共鳴し正反対のものは対立すると信じている。
but
しかし、
it is the opposite which is the true law.



似たものは対立し正反対のものは共鳴するのが本物の法である。
It used to be affirmed that nature detests the void,
大衆は自然は無を嫌うと話してきた。
but
しかし、
it should be said that nature desires it,
自然は無を求めると話すべきである。
were the void not, in physics, the most irrational of fictions.
自然科学では虚無は無上の無理な虚構である。
In all things the vulgar mind habitually takes shadow for reality,
全てのものにおいて常に大衆の精神は影を実体であると誤解する。
turns its back upon light,
大衆は光に背を向ける。
and is reflected in the obscurity which it projects itself.
大衆は暗闇に自身を映す。
The forces of nature are at the disposal of one who knows how to resist 
them.
自然の力に抵抗する方法を知る者は自然の力を思い通りにできる。
Are you master sufficiently of yourself to be never intoxicated? Then will 
you direct the terrible and fatal power of intoxication.
あなたは決して酔わない様に完全に自身を克服しているか？そうすれば、酩
酊の恐ろしい運命的な力を傾けられるであろう。
If you would make others drunk, possess them with the desire of drink, 
but do not partake of it yourself.
もし、あなたが他人を酔わせたいのであれば、他人に飲む気を起させ、自身
は飲んではならない。
That man will dispose of the love of others who is master of his own.



自身を克服した者は他人の肉欲を操作できる。
If you would possess, do not give.
もし、あなたがつかみとりたいのであれば、自身を与えてはならない。
The world is magnetised by the light of the sun,
太陽の光が世界を磁化している。
and we are magnetised by the astral light of the world.
世界の星の光が人々を磁化している。
That which operates in the body of the planet repeats itself in us.
惑星の中で行われているものは人の体内でくり返される。
Within us there are three analogical and hierarchic worlds,
人の中には類推可能な位階的な 3つの世界が存在する。
as in all nature.
全ての自然には類推可能な位階的な 3つの世界が存在する様に。
Man is the microcosm or little world,
人は小宇宙である。人は小世界である。
and, according to the doctrine of analogies, whatsoever is in the great 
world is reproduced in the small.
類推可能の考えによれば、大いなる世界のものは小さな世界で再現される。
Hence
上記の理由から、
we have three centres of fluidic attraction and projection- the brain, the 
heart, or epigastric region, and the genital organ.
人には脳、心臓またはみぞおち、性器という流体を引き寄せ放射する 3つの
核が存在する。
Each of these instruments is double-
脳、心臓、性器は二重である。
in other words,



言い換えると、
we find the suggestion of the triad therein.
脳、心臓、性器には 3つ 1組の考えが見つかる。
Each attracts on one side and repels on another.
脳、心臓またはみぞおち、性器は一方で引き寄せ他方でしりぞける。
It is by means of these apparatuses that we place ourselves in 
communication with the universal fluid transmitted into us by the nervous
system.
脳、心臓またはみぞおち、性器によって神経系が伝える普遍の流体と交流す
る。
These three centres are, moreover, the seat of the threefold magnetic 
operation,
脳、心臓またはみぞおち、性器は三重の磁気の作用の源である。
as we shall explain elsewhere.
他の場所で説明するつもりである。
When the magus has attained lucidity,
魔術師が透明さに到達した時に、
whether through the mediation of a pythoness, or by his own 
development,
巫女の仲介によって、または、魔術師自身の成長の段階によって、
he communicates and directs at will the magnetic vibrations in the whole 
mass of the astral light,
魔術師は星の光の集合全体の中の磁気の振動と交流し思い通りに傾ける。
the currents of which he divines by means of the magic rod, which is a 
perfected divining rod.
魔術師が透明さに到達した時に、魔術の杖によって、魔術師は星の光の流れ
を見抜き、魔術の杖は完全な占いの杖と成る。



By the aid of these vibrations he influences the nervous system of persons 
surrendered to his action,
星の光の磁気の振動によって、魔術師は魔術師の行動に身を任せる人の神経
系に感化を与える。
accelerates or suspends the currents of life,
魔術師は命の流れを促進させたり延期する。
soothes or tortures,
魔術師は和らげたり責める。
heals or hurts;
魔術師は癒したり責める。
in fine,
要するに、
slays or brings to life....
魔術師は命を奪ったり命をもたらす…。
Here, however, we pause in presence of the smile of incredulity.
しかし、ここで、不信の嘲笑を前に話を中断する。
Let us permit it to enjoy the cheap triumph of denying what it does not 
know.
不信が知らないものを否定する取るに足りない勝利を喜ぶ事を許そう。
We shall demonstrate later on that death is always preceded by a lethargic
sleep, and only takes place gradually;
常に昏睡状態が死より先に起こる事を後で説明するつもりである。死は徐々
に起こるものである事を後で説明するつもりである。
that resurrection is possible in certain cases;
ある場合には、復活は可能である。
that lethargy is a real, but uncompleted, death;
昏睡状態は実際の不完全な死である。



and that the final paroxysm is in many cases subsequent to inhumation.
多くの場合、最後のけいれんは埋葬の後に起こる。
This, however, is not the subject of the present chapter.
しかし、上記は 6章のテーマではない。
We now affirm that a lucid will can act upon the mass of the astral light,
魔術師の透明さは星の光の集合に作用する事が可能であると断言する。
and, in concurrence with other wills, which it absorbs and draws along, 
can determine great and irresistible currents.
魔術師の透明さが同化し引き寄せる他のものの意思の協力によって、魔術師
の透明さは大いなる抵抗できない流れを決定する事が可能であると断言する。
We say also that the astral light condenses or rarefies in proportion as 
currents accumulate, more or less, at certain centres.
多かれ少なかれ、いくつかの中心で、流れの蓄積に比例して星の光は濃縮す
るか希薄に成ると断言する。
When it is deficient in the energy required for the support of life, diseases 
accompanied by sudden decomposition follow, of the kind which baffle 
physicians.
命を維持するのに必要な力の星の光が不足する時に、星の光が突然に分解し
医者を困惑させる病が起こる。
There is no other cause, by example, in the case of cholera-morbus,
例えば、コレラの原因は星の光の不足である。
and the swarms of animalcule observed or supposed by some specialists 
may be the effect rather than the cause.
専門医が観測し仮定した微小動物の群れは原因と言うよりはむしろ結果かも
しれない。
Cholera should therefore be treated by insufflation,
コレラは insufflation で治すべきである。



did not the operator thereby run the chance of an exchange with the 
patient, which would be very formidable for himself.
insufflation で手術者はコレラを患者と交換する非常に恐ろしい危険を冒し
てはいけない。
Every intelligent effort of will is a projection of the human fluid or light,
意思の全ての知的な努力は人の流体の放射または人の光の放射である。
and here
ここで、
it is needful to distinguish the human from the astral light,
星の光と人の光を区別する必要が有る。
and animal from universal magnetism.
普遍の磁気と動物磁気を区別する必要が有る。
In making use of the word fluid, we employ an accepted expression, and 
would make ourselves understood in this manner, but we are far from 
deciding that the latent light is a fluid.
流体という言葉を用いているが、流体という一般に認められた表現を採用し
ているが、流体という言葉で言いたい事を理解しているが、隠れた光は流体
であると決めつけない。
Everything prompts us, on the contrary, to prefer the system of vibrations 
in the explanation of this phenomenal subject.
それどころか、全てのものが隠れた光という超常的なものの説明に振動とい
う体系を採用する様に促す。
However it may be, the light in question, being the instrument of life,
隠れた光は命の道具である。隠れた光は命の手段である。
cleaves naturally to all living centres,
隠れた光は全ての生きている核と自然に一体化する。
attaches itself to the nucleus of planets,



隠れた光は惑星の核と一体化する。
even as to the heart of man-
隠れた光は人の心臓と一体化する。
and by the heart we understand magically the great sympathetic-
心臓によって人は魔術的に大いなる共感を理解する。
identifying itself with the individual life of the being which it animates,
隠れた光は隠れた光が命を吹き込んだ存在の個々の命と一体化する。
and it is by this quality of sympathetic assimilation that it distributes itself 
without confusion.
隠れた光の共感の同化の特性によって、隠れた光は隠れた光を混同無しに流
通させる。
Hence it is terrestrial in its affinity with the sphere of the earth,
隠れた光の親和力によって、隠れた光は地球に対しては地上的である。
and human exclusively in its affinity with men.
隠れた光の親和力によって、隠れた光は人に対しては人間的である。
It is for this reason that electricity, caloric, light, and magnetism, 
produced by ordinary physical means, not only do not originate, but 
rather tend to neutralise the effects of animal magnetism.
普通の自然科学の方法によってもたらされた電気、磁気、光、熱は動物磁気
の効力をもたらさないだけではなくむしろ中和する傾向が有る。
The astral light, subordinated to a blind mechanism, and proceeding from
arbitrary automatic centres, is a dead light,
盲目の機械仕掛けに従う無意思の機械の核から生じる星の光は死んだ光であ
る。
and works mathematically,
盲目の機械仕掛けに従う無意思の機械の核から生じる星の光は数学的に作用
する。



following given impulsions or fatal laws;
盲目の機械仕掛けに従う無意思の機械の核から生じる星の光は与えられた衝
動か運命の法に従う。
the human light is fatal only to the ignorant in chance experiments;
無知な者にとっては試みるには人の光は致命的なだけである。
in the seer
予見者にとっては、
it is subjected to intelligence, submitted to imagination, and dependent 
on will.
人の光は知に従い想像力に従い意思に従う。
This light, continually projected by the will, constitutes the personal 
atmospheres of Swedenborg.
意思が絶え間なく放射している人の光がスヴェーデンボルグが話している個
人的な雰囲気である。
The body absorbs what environs it,
肉体は周囲のものを同化する。
and radiates perpetually by projecting its influences and invisible 
molecules;
肉体は感化と見えない分子を絶え間なく放射している。
it is the same with the spirit,
霊は周囲のものを同化する。霊は感化と見えない分子を絶え間なく放射して
いる。
so that this phenomenon, by some mystics termed respiration,
何人かの神秘主義者は霊の同化と放射を呼吸と呼んでいる。
has really the influence, both physical and moral, which is assigned to it.
呼吸は実際に肉体と精神に影響を与える。



It is undoubtedly contagious to breathe the same air as diseased persons, 
and to be within the circle of attraction and expansion which surrounds 
the wicked.
病気の人と同じ空気を呼吸すると間違いなく病気がうつり易い様に、邪悪な
人と同じ空気を呼吸したり邪悪な人の影響圏にいると間違いなく悪徳がうつ
り易い。
When the magnetic atmosphere of two persons is so equilibrated that the 
attractive faculty of one draws the expansive faculty of the other, a 
tendency is produced which is termed sympathy;
一方の引き寄せる力が他方の放射する力を引き寄せるくらい二者の磁気の雰
囲気がつり合っている時に、共感と呼ばれる傾向がもたらされる。
then imagination, calling up to it all the rays or reflections analogous to 
that which it experiences,
想像力は人の光が経験したものから類推可能である全ての直接の光線か反映
を人の光に呼び出す。
makes a poem of the desires which captivate the will,
想像力は意思を夢中にさせる欲望の詩をつくる。
and, if the persons differ in sex, it occasions in them, or more commonly in
the weaker of the two, a complete intoxication of the astral light, which is 
termed passion par excellence, or love.
一方の引き寄せる力が他方の放射する力を引き寄せるくらい二者の磁気の雰
囲気がつり合っている時に、二者の性別が異なる場合は、想像力は、両者に、
または、一般に二者のうち弱い者に、非常な肉欲または愛と呼ばれる、星の
光の完全な陶酔をもたらす。
Love is one of the great instruments of magical power,
愛は魔術の力の大いなる手段の 1 つである。欲望は魔術の力の大いなる手段
の 1 つである。



but
しかし、
it is categorically forbidden to the magus, at least as an intoxication or 
passion.
厳密には酩酊または肉欲としての欲望は魔術師には絶対に禁止されている。
Woe to the Samson of the Kabbalah if he permit himself to be put asleep 
by Delilah!
デリラによる眠りに身を任せるカバラのサムソンには災いが有る！
The Hercules of science, who exchanges his royal sceptre for the distaff of 
Omphalê, will soon experience the vengeance of Dejanira, and nothing 
will be left for him but the pyre of Mount OEtá, in order to escape the 
devouring folds of the coat of Nessus.
王笏をオンファレの糸巻棒と交換する知のヘラクレスは、すぐにデイアネイ
ラの報復を経験するであろうし、食い込み巻きつくネッソスの外衣から免れ
るためにオエタ山のまきによる火葬以外の方法は残されていないであろう。
Sexual love is ever an illusion,
性欲は幻影に過ぎない。
for it is the result of an imaginary mirage.
性欲は想像の蜃気楼の結果である。
The astral light is the universal seducer,
星の光は普遍の誘惑者である。
typified by the serpent of Genesis.
創世記 3章でモーセは星の光を蛇に例えた。
This subtle agent,
星の光は巧妙な代行者である。
ever active,
星の光は常に自発的である。



ever abounding in sap,
星の光は命の力の中に常に満ちている。
ever fruitful in alluring dreams and sensuous images;
星の光は誘惑する夢と官能的な映像に常に満ちている。
this force, which by itself is blind
星の光は盲目的な力である。
and subordinated to every will, whether for good or evil;
星の光は善のための意思でも悪のための意思でも全ての意思に従う。
this every renewing circulus of unbridled life,
星の光は無制御の命の常に再生する輪である。
which produces vertigo in the imprudent;
星の光はめまいを無分別な者にもたらす。
this corporal spirit;
星の光は肉体的な霊である。
this fiery body;
星の光は(神の聖霊の)火の体である。
this impalpable omnipresent ether;
星の光は手でふれられない普遍のエーテルである。
this monstrous seduction of nature-
星の光は自然の巨大な誘惑するものである。
how shall we define it comprehensively and how characterise its action?
どのように星の光を理解し易く定義すべきであろうか？どのように星の光の
作用の特徴を話すべきであろうか？
To some extent indifferent in itself,
星の光はある程度まで中立である。
it lends itself to good as to evil;
星の光は悪に力を与える様に、星の光は善に力を与える。



it transmits light and propagates darkness;
星の光は光を伝える。星の光は闇を伝える。
it may be called equally Lucifer and Lucifuge;
星の光を「光をもたらすもの」を意味する「ルシフェル」とも「光をよける
もの」を意味する「リュシフュージェ」とも呼んでよい。
it is a serpent but it is also an aureole;
星の光は蛇である。星の光は神性の光である。
it is a fire,
星の光は火である。
but it may belong equally to the torments of infernus, or to the sacrifice of 
incense offered up to heaven.
星の光は地獄の責め苦の火とも天にささげられる香を燃やす火とも成るであ
ろう。
To dispose of it, we must, like the predestined women, set our foot upon 
its head.
星の光をあつかうには、創世記 3章 15節の女性の様に、かかとで蛇の頭を
圧倒する必要が有る。
In the elementary world water corresponds to the kabbalistic woman and 
fire to the serpent.
四大元素では、水はカバラの女性に対応している。火は蛇に対応している。
To subdue the serpent,
蛇を和らげるには、
that is, to govern the circle of the astral light,
星の光の輪を統治するには、
we must place ourselves outside its currents,
星の光の流れの外に身を置く必要が有る。
that is, we must isolate ourselves.



星の光から自身を隔離する必要が有る。
For this reason
上記の理由から、
Apollonius of Tyana wrapped himself completely in a mantle of fine wool,
ティアナのアポロニウスは汚れの無い羊毛のマントで自身を完全に覆い隠し
た。
setting his feet thereon and drawing it over his head.
ティアナのアポロニウスは背中を丸めて足を頭上に置いた。
Then he bent his back in semi-circular fashion,
ティアナのアポロニウスは背中を半円に丸めた。
and closed his eyes,
ティアナのアポロニウスは目を閉じた。
after fulfilling certain rites,
ティアナのアポロニウスはいくつかの儀式を満たした後にマントにくるまっ
た。
probably magnetic passes and sacramental words designed to fix the 
imagination and determine the action of the will.
多分ティアナのアポロニウスの催眠における手の動きと神聖な言葉は想像力
の固定を意図し意思の作用を決定した。
The woollen mantle is of great use in magic,
魔術では羊毛のマントは大いに有益である。
and was the common conveyance of sorcerers on their way to the 
Sabbath,
羊毛のマントは悪人の霊の魔術師のサバトへの共通の乗り物であった。
which proves that the sorcerers did not really go to the Sabbath,
悪人の霊の魔術師は実際にサバトへ行ったわけではない。
but the Sabbath came to the sorcerers,



サバトという幻覚が悪人の霊の魔術師の所へ来た。
when isolated in their mantle,
マントで自身を隔離した時に、
and conducted to their translucid images analogous to their magical 
preoccupations,
魔術師は魔術的に夢中に成っているものに対応している透明な映像に通じた。
combined with reflections of all kindred acts previously accomplished in 
the world.
魔術師は過去に世界で行われた映像に類似している全ての行動の反映を透明
な映像に混ぜた。
This torrent of universal life is also represented in religious doctrines by 
the expiatory fire of hell.
神の教えは上記の普遍の命の激しい流れをつぐないの地獄の火で表現した。
It is the instrument of initiation,
星の光は入門の手段である。
the monster to be overcome,
星の光は圧倒するべき巨大なものである。
the enemy to subdue;
星の光は和らげるべき敵である。
it is this which brings to our evocations and to the conjurations of goëtic 
magic such swarms of larvae and phantoms;
星の光はラルヴァと霊の多数の群れを神の聖霊の魔術の降霊術と悪人の霊の
魔術の降霊術にもたらした。
therein are preserved all the forms
星の光には全ての形が保存されている。
which by their fantastic and fortuitous assemblage people our nightmares
with such abominable deformities.



星の光に保存されている全ての形は非現実的な思いがけない組み合わせで憎
むべき奇形を悪夢にもたらす。
To allow ourselves to be sucked down by this whirling stream is to fall into
the abysses of madness, more frightful than those of death;
星の光の流れの渦に飲み込まれる事は死の深淵より恐ろしい狂気の深淵に落
ちる事である。星の光の流れの渦に身を任せる事は死の深淵より恐ろしい狂
気の深淵に落ちる事である。
to expel the darkness of this chaos and force it to give perfect forms to our
thoughts- this is, to be a man of genius, it is to create, it is to be victorious 
over hell!
星の光の混乱の闇を追い払う事、星の光から完全な形を思考にもたらす事は、
知者に成る事、創造する事、地獄に勝利する事である！
The astral light directs the instincts of animals and offers battle to the 
intelligence of man,
星の光は動物的な先天的なものである肉欲をもよおさせて人の知性に戦いを
いどむ。
which it strives to pervert by the enticements of its reflections,
星の光は反映の誘惑で人の知性を誤らせようと試みる。
and the illusion of its images, a fatal and inevitable operation,
星の光の映像の幻は不可避の作用である。
directed and made still more calamitous by the elementary spirits and 
suffering souls,
星の光の映像の幻は四大元素の霊と苦しんでいる悪人の魂によって災いをも
たらす。
whose restless wills seek out sympathies in our weakness,
四大元素の霊と苦しんでいる悪人の魂の休まることのない意思は人の欠点の
中に共通点を探す。



and tempt us not so much to destroy us as to win friends for themselves.
四大元素の霊と苦しんでいる悪人の魂は破滅させるためというよりはむしろ
仲間を増やすために人を誘惑する。
That book of consciences which, according to Christian doctrine, shall be 
opened at the last day, is no other than the astral light,
キリスト教の教えの最後の日に開かれる良心の書とは星の光である。
which preserves the impress of every logos,
星の光は全てのロゴスの跡を保存する。星の光は全ての言葉の跡を保存する。
that is to say, of all actions
星の光は全ての行動の跡を保存する。
and all forms.
星の光は全ての形を保存する。
Our acts modify our magnetic respiration
行動は磁気の呼吸を変える。
in such a way that
上記によって、
a seer, meeting any person for the first time, can tell whether that person 
is innocent or criminal,
星の光によって予見者は初対面の人が義人か罪人か話せる。
and what are his virtues or his crimes.
星の光によって予見者は初対面の人の美徳や罪を話せる。
This faculty, which belongs to divination,
星の光によって初対面の人の善悪を知る能力は予言に属する。
was called by the Christian mystics of the early Church the discernment of 
spirits.
初期のキリスト教の神秘主義者は星の光によって初対面の人の善悪を知る能
力を霊の識別と呼んだ。



Those who abdicate the empire of reason and delight to let their wills 
wander in pursuit of the reflections in the astral light, are subject to 
alternations of mania and melancholy which have originated all the 
marvels of demoniacal possession,
理性を放棄する者、星の光の反映を追って自分の意思を喜んでさまよわせる
者は、悪人の霊の憑依による全ての驚異による、熱狂とゆううつに交互に従
う。
though it is true, at the same time, that by means of these reflections 
impure spirits can act upon similar souls,
星の光の反映によって汚れた悪人の霊は似た魂を持つ人に作用できる。
make use of them as docile instruments,
汚れた悪人の霊は似た魂を持つ人を御し易い道具として利用する。
and even habitually torment their organism,
汚れた悪人の霊は似た魂を持つ人の肉体を常に苦しませさえする。
wherein they enter and reside by obsession, or embryonically.
憑依によって、胎児の様に、汚れた悪人の霊は似た魂を持つ人の肉体の中に
入り住みつく。
These kabbalistic terms are explained in the Hebrew book of the 
Revolution of Souls,
ヘブライ語の書物「魂の変革」は「憑依」、「胎児の様に」というカバラ的
な言葉の状態を説明している。
of which our thirteenth chapter will contain a succinct analysis.
本書の 13章は上記の簡潔な分析を含むであろう。
It is therefore extremely dangerous to make sport of the mysteries of 
magic;
魔術の神秘をもてあそぶ事はきわめて危険である。



it is, above all, excessively rash to practise its rites from curiosity, by 
experiment, and as if to exploit higher forces.
特に、自分より上の力を利用する様に、試しに好奇心から魔術の儀式を実践
する事は軽率過ぎる。
The inquisitive who, without being adepts, busy themselves with 
evocations or occult magnetism, are like children playing with fire in the 
neighbourhood of a cask of gunpowder; sooner or later they will fall 
victims to some terrible explosion.
達道者に成る事無しに、好奇心から降霊術や催眠術にふける者は火薬のたる
の近くで火遊びする幼子に似ている。
To be isolated from the astral light it is not enough to envelop one's self in 
a woollen fabric;
星の光から自身を隔離するには、羊毛の布で自身を覆い隠すだけでは不十分
である。
we must also, and above all, impose absolute tranquillity on mind and 
heart,
特に、星の光から自身を隔離するには、絶対の冷静を精神と心に課す必要が
有る。
we must have quitted the world of passions
星の光から自身を隔離するには、肉欲の俗世を放棄する必要が有る。
and be assured of perseverance in the spontaneous operations of an 
inflexible will.
星の光から自身を隔離するには、確固とした意思からの自然な作用による忍
耐を確信する必要が有る。
We must frequently reiterate the acts of this will,
星の光から自身を隔離するには、確固とした意思に基づく行動を頻繁にくり
返す必要が有る。



for,
なぜなら、
as we shall see in the introduction to the Ritual,
「高等魔術の祭儀」の 1章で説明するつもりである様に、
the will only assures itself by acts,
行動によってのみ意思は証明される。
as the power and perpetuity of religions depend on their rites and 
ceremonies.
神の教えの力と永続性が儀式にかかっている様に。
There are intoxicating substances, which, by increasing nervous 
sensibility, exalt the power and consequently the allurements of astral 
representations;
神経の感受性を強める事によって、力を強め、結果として星の光の中の映像
の誘惑を強める、星の光による陶酔を引き起こす物質が存在する。
by the same means, but pursuing a contrary course, spirits may be 
alarmed and disturbed.
逆に、神経の感受性を強める事によって、精神を不安にさせ乱す物質が存在
する。
These substances, of themselves magnetic, and further magnetised by the
operators, are what people term philters and enchanted potions.
磁気を持つ、さらに人によって磁化された、神経の感受性を強める物質が大
衆が媚薬と呼んでいる物である。
But we shall not enter here upon this dangerous application of magic, 
which Cornelius Agrippa himself terms venomous magic.
しかし、コルネリウス アグリッパが毒の魔術と呼んでいる、魔術の危険な応
用、神経の感受性を強める物質による魔術に入るつもりは無い。
It is true that there are no longer pyres for sorcerers,



悪人の霊の魔術師への火刑は最早無い事は事実である。
but always, and more than ever, are there penalties dealt out to 
malefactors.
しかし、以前より強く、常に悪人への報いが存在する。
Let us confine ourselves therefore to stating, as the occasion offers, the 
reality of this power.
機会が有れば、星の光の力が事実である事を話そう。
To direct the astral light we must understand also its double vibration, as 
well as the balance of forces
星の光を傾けるには星の光の 2つの振動と 2つの力のつり合いを理解する必
要が有る。
termed magical equilibrium
カバラでは 2つの力のつり合いを魔術のつり合いと呼んでいる。
and expressed in the Kabbalah by the senary.
カバラでは 6つ 1組で 2つの力のつり合いを表している。カバラでは六芒星
で 2つの力のつり合いを表している。
Considered in its first cause, this equilibrium is the will of God;
第一原因である神では 2つの力のつり合いは神の意思である。神では 2つの
力のつり合いは神の意思である。
it is liberty in man,
人では 2つの力のつり合いは自由である。
and mathematical equilibrium in matter.
物では 2つの力のつり合いは数学的なつり合いである。
Equilibrium produces stability and duration.
つり合いは安定と存続をもたらす。
Liberty generates the immortality of man,
自由は人の不死をもたらす。



and the will of God gives effect to the laws of eternal reason.
神の意思は永遠の論理の法を実行する。
Equilibrium in ideas is reason
概念ではつり合いは論理である。
and in forces power.
力ではつり合いは力である。
Equilibrium is exact;
つり合いは厳しい。
fulfil its law, and it is there;
つり合いは法を実行する。法につり合いは存在する。
violate it, however slightly, and it is destroyed.
少しでも、つり合いを破ると、つり合いは壊れる。
For this reason
上記の理由から、
nothing is useless
無意味なものは何も無い。役に立たないものは何も無い。
or lost.
失われるものは何も無い。
Every utterance and every movement are for or against truth,
全ての言葉と全ての行動は真理の役に立つか真理に背く。
which is composed of for and against conciliated,
賛成と反対の一致が真理を作る。
or at least equilibrated.
少なくとも、賛成と反対のつり合いが真理を作る。
We shall state in the introduction to the Ritual how magical equilibrium 
should be produced, and why it is necessary to the success of all 
operations.



「高等魔術の祭儀」の 1章で、どのように魔術のつり合いをもたらすべきで
あるかと、なぜ魔術のつり合いは全ての作業の成功に必要であるかを話すつ
もりである。
Omnipotence is the most absolute liberty;
全能は最大の絶対の自由である。
now, absolute liberty cannot exist apart from perfect equilibrium.
絶対の自由は完全なつり合い無しでは存在できない。
Magical equilibrium is hence one of the first conditions of success in the 
operations of science,
知の作業では魔術のつり合いは成功の無上の条件の 1 つである。
and must be sought even in occult chemistry,
隠された化学、錬金術では魔術のつり合いを探求する必要が有る。
by learning to combine contraries without neutralising them by one 
another.
中和させる事無しに相互に正反対のものを組み合わせる事を学ぶ事によって
魔術のつり合いをもたらす。
Magical equilibrium explains the great and primeval mystery of the 
existence
魔術のつり合いは存在の大いなる原初の神秘を説明する。
and relative necessity of evil.
魔術のつり合いは悪の相対的な必要性を説明する。
This relative necessity gives, in black magic, the measure of the power of 
demons or impure spirits,
黒魔術では悪の相対的な必要性は汚れた悪人の霊のある程度の力をもたらす。
to whom virtues practised upon earth are a source of increased rage and 
apparently of increased power.



悪の相対的な必要性によって、汚れた悪人の霊には、地上で実践された善行
は激しさと力の明らかな増大の源泉と成る。
At the epochs when saints and angels work miracles openly, sorcerers and
fiends in their turn operate marvels and prodigies.
神の様な者と天使が公に奇跡を起こす時には悪人の霊の魔術師と悪人の霊も
奇跡を起こす。神の様な者と神の聖霊が公に奇跡を起こす時には悪人の霊の
魔術師と悪人の霊も奇跡を起こす。
Rivalry often creates success;
対立は頻繁に成功をもたらす。競合は頻繁に成功をもたらす。
we lean upon that which resists.
人は抵抗するものに、もたれかかる事ができる。
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THE septenary is the sacred number in all theogonies and in all symbols,
全ての神統系譜学と全ての象徴で 7つ 1組は神聖な数である。
because
なぜなら、
it is composed of the triad and the tetrad.
7つ 1組は 3つ 1組と 4つ 1組から成る。
The number seven represents magical power in all its fulness;
全ての数の充満で数7は魔術の力を表す。
it is the mind reinforced by all elementary potencies;
数7は四大元素全ての力が強めた精神である。
it is the soul served by nature;
数7は自然が仕える魂である。
it is the sanctum regnum mentioned in the keys of Solomon,
ソロモンの鍵タロットで数7は神の王国である。



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。(七つ
の大罪、七つの死に至る大罪は傲慢、金銭への貪欲、色欲、憤怒、怠惰、暴
食、嫉妬である。七つの徳は信仰、希望、愛、勇気、思慮、節制、正義であ
る。)
the conceptions of both being typified by the ancients under the figures of
the seven planets then known.
古代人は七つの大罪、七つの死に至る大罪と七つの徳という概念を既知の 7
つの惑星の象徴で表した。
Thus, faith- that aspiration towards the infinite, that noble self-reliance 
sustained by confidence in all virtues- that faith, which, in weak natures, 
may degenerate into pride, was represented by the Sun;
太陽は神への向上心、全ての善行での自信が支える気高い自信、弱い者では
傲慢に堕落するかもしれない信仰を表す。
hope, the enemy of avarice, by the Moon;
月は金銭への貪欲と対立する希望を表す。
charity, in opposition to luxury, by Venus, the bright star of the morning 
and evening;
明けの明星、宵の明星、金星は色欲と正反対の愛を表す。
strength, superior to wrath, by Mars;
火星は憤怒を超える勇気を表す。
prudence, hostile to idleness, by Mercury;



水星は怠惰と対立する思慮を表す。
temperance, opposed to gluttony, by Saturn, who was given a stone 
instead of his children to devour;
子を飲み込む代わりに石を与えられたサトゥルヌスの土星は暴食と対立する
節制を表す。
finally, justice, in opposition to envy, by Jupiter, the conqueror of the 
Titans.
巨人ティターン族を圧倒したユピテルの木星は嫉妬と正反対の正義を表す。
Such are the symbols borrowed by astronomy from the Hellenic cultus.
天文学は上記の象徴を古代ギリシャ人の宗教から取り入れた。
In the Kabbalah of the Hebrews,
ヘブライ人のカバラでは、
the Sun represents the angel of light;
太陽は光の天使を表す。
the Moon, the angel of aspirations and dreams;
月は向上心と夢の天使を表す。
Mars, the destroying angel;
火星は破壊の天使を表す。
Mercury, the angel of progress;
水星は進歩の天使を表す。
Jupiter, the angel of power;
木星は力の天使を表す。
Saturn, the angel of the wilderness.
土星は荒れ野の天使を表す。
They were named Michael, Gabriel, Samael, Anael, Raphael, Zachariel, 
and Orifiel.



7惑星の天使の名前はミカエル、ガブリエル、サマエル、アナエル、ラファ
エル、ザカリエル、オリフィエルである。
These governing potencies of souls shared human life in periods,
魂を統治する 7惑星の力が人生の各時期を分担している。
which astrologers measured by the revolutions of the corresponding 
planets.
占星術師は対応する惑星の公転で人生を判断した。
But kabbalistic astrology must not be confounded with judicial astrology.
しかし、カバラの占星術を判断占星術と混同してはいけない。
We will explain this distinction.
カバラの占星術と判断占星術の違いを説明する。カバラの占星術では、
Infancy is dedicated to the Sun,
太陽がまだ話す事ができない幼子の時期を統治する。
childhood to the Moon,
月が幼子の時期を統治する。
youth to Mars and Venus,
火星と金星が若い大人の時期を統治する。
manhood to Mercury,
水星が男らしい大人の時期を統治する。
ripe age to Jupiter,
木星が熟した大人の時期を統治する。
and old age to Saturn.
土星が長老の時期を統治する。
Now, humanity in general subsists under laws of development analogous 
to those of individual life.
人類一般も一個人の人生の進歩の法から類推可能である進歩の法の下に存在
する。



On this groundwork
上記の基礎から、
Trithemius establishes his prophetic key of the seven spirits,
トリテミウスは 7つの神の聖霊による予言の鍵「七つの第二原因について」
を確立した。
to which we shall subsequently refer;
「高等魔術の祭儀」の 21章でトリテミウスの「七つの第二原因について」
について話すつもりである。
by means thereof,
トリテミウスの「七つの第二原因について」によって、
observing the analogical proportions of successive events,
連続する出来事の類推可能なつり合いを観測する事によって、
it is possible to predict important future occurrences with certitude,
重要な未来の出来事を確信を持って予言できる。
and to fix beforehand, from age to age, the destinies of nations and the 
world.
時代から時代への国と世界の運命を事前に明確にできる。
St John, depositary of the secret doctrine of Christ, has introduced it into 
the kabbalistic book of the Apocalypse,
キリストの秘密の教えの受託者である、使徒ヨハネは、キリストの秘密の教
えをヨハネの黙示録というカバラの書に取り入れた。
which he represents sealed with seven seals.
使徒ヨハネはヨハネの黙示録を 7つの封印で封印した。
We there find the seven genii of ancient mythologies,
ヨハネの黙示録の 7つの霊は古代の神話の 7つの霊である。
with the cups and swords of the Tarot.
ヨハネの黙示録の杯と剣はタロットの杯と剣である。



The doctrine concealed under these emblems is the pure Kabbalah,
7つの霊、杯、剣といった象徴で隠された教えは純粋なカバラである。
already lost by the Pharisees at the time of Christ's advent.
キリストが降臨した時にはパリサイ人はすでにカバラの知を失っていた。
The scenes which succeed one another in this wonderful prophetic epic 
are so many pantacles,
不思議な予言的な作品ヨハネの黙示録の相互に続く場面は pantacle である。
the keys of which are the ternary, the quaternary, the septenary, and the 
duodenary.
ヨハネの黙示録の鍵は 3つ 1組、4つ 1組、7つ 1組、12つ 1組である。
Its hieroglyphic figures are analogous to those of the book of Hermes or 
the Genesis of Enoch,
ヨハネの黙示録の象徴はヘルメスの書、エノクの創世記、タロットの象徴と
似ている。
to make use of a tentative title which expresses merely the personal 
opinion of the erudite William Postel.
学の有るギヨーム ポステルは個人的な見解からタロットをエノクの創世記と
呼んでいる。
The cherub, or symbolic bull,
智天使ケルブは象徴的な牛である。(エリファス レヴィの「魔術の歴史」
「ヘブライ語でケルブ、ケルビムは牛を意味する。」。)
which Moses placed at the gate of the edenic world, bearing a fiery sword,
モーセの創世記 3章 24節で神はエデンの東、命の木への道、世界の門を智
天使ケルブと火の剣に守らせた。智天使ケルブは火の剣を持っている。(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。七つの大



罪、七つの死に至る大罪は傲慢、金銭への貪欲、色欲、憤怒、怠惰、暴食、
嫉妬である。七つの徳は信仰、希望、愛、勇気、思慮、節制、正義である。)
is a sphinx,
智天使ケルブは聖書のスフィンクスである。(エゼキエルはエゼキエル書 10
章 14節で智天使ケルブには牛、人、ライオン、ワシの顔が有ると話してい
る。エリファス レヴィの「魔術の歴史」「ヘブライ語でケルブ、ケルビムは
牛を意味する。」。)
having a bull's body and a human head;
智天使ケルブは人の頭と牛の体を持っている。
it is the antique Assyrian sphinx,
智天使ケルブは古代アッシリアのスフィンクスである。
and the combat and victory of Mithras were its hieroglyphic analysis.
人の頭と牛の体を持っている智天使ケルブという象徴の分析結果はミトラス
の戦いと勝利である。
Now, this armed sphinx
智天使ケルブは火の剣で武装したスフィンクスである。
represents the law of mystery which watches at the door of initiation to 
warn away the profane.
智天使ケルブと火の剣は入門の門へ近づかない様に大衆へ警告する門番であ
る神秘の法を表す。
Voltaire, who knew nothing of all this,
上記をヴォルテールは全く知らなかった。
was highly diverted at the notion of a bull brandishing a sword.
ヴォルテールは火の剣で脅す牛である智天使ケルブの意味に気づかなかった。
What would he have said had he visited the ruins of Memphis and Thebes, 
and what would the echo of past ages which slumbers in the tombs of 
Rameses have replied to those light sarcasms so much relished in France?



仮にヴォルテールがメンフィスとテーベの遺跡を訪れていたらヴォルテール
は何を言ったであろうか？ラムセスの墓に眠っている古代の反響はフランス
で楽しまれている多数の軽率な風刺に何と答えるであろうか？
The Mosaic cherub represents also the great magical mystery,
モーセの創世記 3章 24節の智天使ケルブは大いなる魔術の神秘も表す。
of which the elements are expressed by the septenary,
7つ 1組が大いなる魔術の神秘の四大元素を表す。
without, however, giving the final word.
しかし、究極の言葉は与えられない。
This verbum inenarrabile of the sages of the Alexandrian school,
アレクサンドリア学派の賢者の言葉に表せない究極の言葉。
this word which Hebrew Kabbalists write יהוה and interpret by אראריתא,
ヘブライ人のカバリストが YHWH、ヤハウェと書いて、יהוה
。ARARITA、アラリタと理解する究極の言葉、אראריתא
thus expressing the triplicity of the secondary principle,
ARARITA、アラリタは、2つの、אראריתא R で、二次的な原理の三重性を表す。
the dualism of the means,
ARARITA、アラリタは、2つの、אראריתא R で、両極性を表す。
and the equal unity of the first and final principle,
ARARITA、アラリタは、ヘブライ文字の最初の文字アレフ、אראריתא と最後א
の文字タウ 。で、第一の原理と最終的な究極の原理の対等な統一性を表すת
then further the alliance between the triad and the tetrad in a word 
composed of four letters,
。ARARITA、アラリタは、アラリタで、4文字の一語である、אראריתא
ARARITA、アラリタは、ARARITA、אראריתא という7文字で、3つ 1組と 4つ
1組の結合を表す。
which form seven by means of a triple and double repetition-



ARARITA、アラリタは、3つの、אראריתא A と 2つの R のくり返しを含む7文
字で、数7を形成する。
this word is pronounced Ararita.
ARARITA、אראריתא はアラリタと発音する。
The virtue of the septenary is absolute in magic,
魔術では 7つ 1組の力は絶対である。
for
なぜなら、
the number is decisive in all things;
全てのものの中で数7は決定力が有る。
hence
上記の理由から、
all religions have consecrated it in their rites.
儀式で全ての宗教は数7を神聖化している。
The seventh year was a jubilee among the Jews;
7年目はレビ記 25章 4節のヘブライ人の安息の年であった。
the seventh day is set apart for rest and prayer;
週の 7日目は休息と祈りのための安息日である。
there are seven sacraments,
カトリックには七つの秘跡が有る。(七つの秘跡は洗礼、神の聖霊を授かる堅
信、パンをイエスの肉と思って頂く聖体、ゆるし、病者への塗油、祭司にす
る叙階、結婚である。)
&c.
など。
The seven colours of the prism and the seven musical notes, correspond 
also to the seven planets of the ancients,
プリズムの七色と七音音階は古代人の 7惑星と対応している。



that is, to the seven chords of the human lyre.
7惑星は人という竪琴の 7つの弦である。
The spiritual heaven has never changed,
精神という天空は不変である。霊という天空は不変である。
and astrology has been more invariable than astronomy.
占星術は天文学より不変である。
The seven planets are, in fact, the hieroglyphic symbols of the key of our 
affections.
事実、7惑星は人の感情の鍵の象徴である。
To compose talismans of the Sun, Moon, or Saturn, is to attach the will 
magnetically to signs corresponding to the chief powers of the soul;
太陽や月や土星のタリスマンを作る事は、魂の主な力に対応している、意思
を磁気的に象徴に加える事である。
to consecrate something to Mercury or Venus is to magnetise that object 
according to a direct intention, whether pleasure, science, or profit be the 
end in view.
何物かを水星や金星にささげる事は、喜びや知といった直接の意図か、利益、
目論見で、水星や金星にささげた物を磁化する事である。
The analogous metals, animals, plants, and perfumes are auxiliaries to 
this end.
上記の様な目的を、7惑星に対応する金属、動物、植物、香は補助する。
The seven magical animals are:-
7つの魔術的な動物は下記である。
(a) Among birds, corresponding to the divine world,
鳥は神だけの楽園、自由意思といった神だけの領域、神の教えに対応してい
る。7つの魔術的な鳥は下記である。



the swan, the owl, the vulture, the dove, the stork, the eagle, and the 
pewit;
白鳥、フクロウ、ハゲワシ、ハト、コウノトリ、ワシ、タゲリ。
(b) among fish, corresponding to the spiritual or scientific world,
魚は霊の冥界、概念の領域、哲学に対応している。7つの魔術的な魚は下記
である。
the seal, the cat-fish, the pike, the mullet, the chub, the dolphin, the sepia 
or cuttle-fish;
アザラシ、ナマズ、カワカマス、ボラ、チャブ、イルカ、コウイカ。
(c) among quadrupeds, corresponding to the natural world,
四足獣はこの世界、形の領域、自然科学に対応している。7つの魔術的な四
足獣は下記である。
the lion, the cat, the wolf, the he-goat, the monkey, the stag, and the mole.
ライオン、猫、オオカミ、雄ヤギ、サル、雄鹿、モグラ。
The blood, fat, liver, and gall of these animals serve in enchantments;
上記の動物の血、脂肪、肝臓、胆汁は誘惑術の役に立つ。上記の動物の血、
脂肪、肝臓、胆汁は悪人の霊の魔術の役に立つ。
their brain combines with the perfumes of the planets,
上記の動物の脳は植物の香と結びついている。
and it is recognised by ancient practice that they possess magnetic virtues
corresponding to the seven planetary influences.
上記の動物が 7惑星の感化力に対応している磁気の力を持っている事を古代
の実践は認知していた。
The talismans of the seven spirits are engraved either on precious stones, 
such as the carbuncle, crystal, diamond, emerald, agate, sapphire, and 
onyx; or upon metals, such as gold, silver, iron, copper, fixed mercury, 
pewter, and lead.



7つの神の聖霊のタリスマンを宝石か金属に刻んだ。7つの宝石は次である。
カーバンクル、水晶、ダイアモンド、エメラルド、アゲート、サファイア、
オニキス。7つの金属は次である。金、銀、鉄、銅、固体の水銀(の合金)、
錫と鉛の合金である白目、鉛。
The kabbalistic signs of the seven spirits are:
7つの神の聖霊のカバラの象徴は下記である。
for the Sun, a serpent with the head of a lion;
太陽のカバラの象徴はライオンの頭の蛇である。
for the Moon, a globe divided by two crescents;
月のカバラの象徴は 2つの三日月が分割する球である。
for Mars, a dragon biting the hilt of a sword;
火星のカバラの象徴は剣の柄を噛んでいる竜である。
for Venus, a lingam;
金星のカバラの象徴は男性器と女性器である。
for Mercury, the Hermetic caduceus and the cynocephalus;
水星のカバラの象徴はヘルメスのケーリュケイオンと犬の頭を持つアヌビス
である。
for Jupiter, the blazing pentagram in the talons or beak of an eagle;
木星のカバラの象徴はワシがくちばしでくわえている燃える五芒星かワシが
爪で持っている燃える五芒星である。
for Saturn, a lame and aged man, or a serpent curled about the sun-stone.
土星のカバラの象徴は足を引きずっている長老かサンストーンに巻きつけら
れている蛇である。
All these symbols are found on the graven stones of the ancients,
上記の全てのカバラの象徴が古代人の石に刻まれているのが見つかる。
and especially on those talismans of the Gnostic epochs which are known 
by the name of Abraxas.



特に、グノーシス主義者の時代のタリスマンのカバラの象徴はアブラクサス
という名前で知られている。
In the collection of the talismans of Paracelsus, Jupiter is represented by a
priest in ecclesiastical costume,
パラケルススの集めたタリスマンでは木星を祭司の衣を着た祭司で表してい
る。
while in the Tarot he appears as a grand hierophant
タロットの 5ページ目には木星のユピテル、大祭司、大いなる秘儀祭司が描
かれている。
crowned with a triple tiara,
大祭司は法王の三重冠をかぶっている。
holding a three-fold cross in his hands,
大祭司は両手で三重の十字架を持っている。
forming the magical triangle,
三重の十字架の横木は魔術的な三角形を形成している。
and representing at once the sceptre and key of the three worlds.
三重の十字架は 3つの世界の王笏と鍵を表す。
By combining all that we have said about the unity of the triad and tetrad, 
we shall find all that remains for us to say concerning the septenary,
3つ 1組と 4つ 1組の統一性について話した全てのものを結びつける事に
よって、7つ 1組について話すべき残りの全てのものを見つけるであろう。
that grand and complete magical unity composed of four and three.*
大いなる完全な魔術の統一性は 4と 3から成る。
*With reference to the plants and colours of the septenary employed in 
magnetic experiences, see the erudite work of M. Ragon on La Maçonnerie
Occulte.



※磁気の実験に用いられる 7つ 1組の植物と色についてはラゴンの学の有る
作品「メイソンのオカルト」を参照。
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CAUSES manifest by effects,
原因は結果によって表れる。
and effects are proportioned to causes.
結果は原因とつり合っている。
The divine word, the one word, the tetragram, has affirmed itself by 
tetradic creation.
神の言葉、唯一の言葉、テトラ グラマトンは 4つ 1組の創造によって自身を
確証する。(高等魔術の祭儀 14章「テトラ グラマトンは、魔術の無上の言葉
であり、『である様に』を意味する。」。יהוה、YHWH、ヤハウェは 4文字
であるのでギリシャ語で 4文字を意味するテトラ グラマトンと呼ばれてい
る。)
Human fecundity proves divine fecundity;
人の生殖力は神の生殖力を証明する。
the jod of the divine name is the eternal virility of the First Principle.



神の名前ヤハウェのイョッドは第一原理である神の永遠の生殖力である。神
の名前ヤハウェのイョッドは神の永遠の生殖力である。
Man understands that he was made in the image of God when he attains 
comprehension of God by increasing to infinity the idea which he forms of 
himself.
形成した自身の概念を無限に拡大する事によって、人が神の理解に到達した
時に、人は神が神の像にかたどって人を創造した事を理解する。(創世記 1章
27節「神は神の像にかたどって人を創造した。」。)
When realising God as the infinite man, man says unto himself: I am the 
finite God.
人が神を無限の人として理解した時に、人は「私は有限の神である。」と自
身に話す。
Magic differs from mysticism
魔術は神秘主義と異なる。
because
なぜなら、
it judges nothing à priori
魔術は先験的に判断しない。
until after it has established à posteriori the base itself of its judgments,
魔術は経験的に判断の根拠が確立された後に判断する。
that is to say, after having understood the cause by the effects contained 
in the very energy of the cause, by means of the universal law of analogy.
類推可能性の普遍の法によって、原因の力が包含している結果によって、原
因を理解した後に魔術は判断する。
Hence
上記の理由から、
in the occult sciences all is real,



隠された学問、隠された自然科学、魔術での全ては真実である。
and theories are established only on the foundations of experience.
隠された学問、隠された自然科学、魔術は経験の根拠の上にのみ理論を確立
する。
Realities alone constitute the proportions of the ideal,
真実だけが概念のつり合いを確立する。
and the magus admits nothing as certain in the domain of ideas save that 
which is demonstrated by realisation.
魔術師は実現による実証を省略する概念の領域のものを確実なものとして認
めない。
In other words, what is true in the cause manifests in the effect.
原因で真実であるものは結果に表れる。
What is not realised does not exist.
実現されないものは存在しない。
The realisation of speech is the logos properly so called.
言葉の実現はロゴスである。言葉の実現はイエスである。言葉の実現は法で
ある。
A thought realises itself in becoming speech;
思考は言葉に成る事で思考を実現する。
it realises itself also by signs, sounds, and representations of signs:
思考は身振り、音、象徴する映像によって思考を実現する。
this is the first degree of realisation.
思考が言葉、身振り、音、象徴する映像に成る事は実現の第一の段階である。
Then it is imprinted on the astral light by means of the signs of writing or 
speech;
文書か言葉の象徴によって思考は星の光に記される。
it influences other minds by reflection upon them;



思考は星の光の反映によって他者の精神を感化する。
it is refracted by crossing the diaphane of other men;
思考は他人の透明なものである想像力を通過する事によって屈折する。
it assumes new forms and proportions;
思考は新しい形と新しいつり合いをまとう。
it is then translated into acts
思考は行動に翻訳される。
and modifies the world:
思考は世界を変える。
this is the last degree of realisation.
思考が行動や星の光の言葉によって他人の精神や世界を変える事は実現の最
終段階である。
Men who are born into a world modified by an idea bear away with them 
the impression thereof,
概念が変化させる世界に生まれた人は思考の跡をまとう。
and it is thus that the word is made flesh.
概念が変化させる世界に生まれた人が思考の跡をまとう事によって、言葉は
肉に成る。概念が変化させる世界に生まれた人が思考の跡をまとう事によっ
て、言葉は人に成る。
The impression of the disobedience of Adam, preserved in the astral light, 
could only be effaced by the stronger impression of the obedience of the 
Saviour,
より強い救い主イエスの従順の跡だけが星の光に保存されたアダムの不従順
の跡を消せた。
and thus the original sin and redemption of the world can be explained in 
a natural and magical sense.



アダムの不従順の跡が星の光に保存されたと原罪を自然な意味で魔術的な意
味で説明できる。イエスの従順の跡が星の光に保存されたアダムの不従順の
跡を消したと世界へのつぐないを自然な意味で魔術的な意味で説明できる。
The astral light, or soul of the world, was the instrument of Adam's 
omnipotence;
星の光、世界の魂、地の魂はアダムの全能の道具であった。星の光は人の全
能の道具であった。
it became afterwards the instrument of his punishment,
アダムの罪の後、星の光はアダムへの罰の道具に成った。人の罪の後、星の
光は人への罰の道具に成った。
being corrupted and troubled by his sin,
アダムの罪は星の光を悪化し乱した。人の罪は星の光を悪化し乱した。
which intermingled an impure reflection with those primitive images
アダムの罪は不純な反映を星の光の原初の映像に混ぜた事である。人の罪は
不純な反映を星の光の原初の映像に混ぜた事である。
which composed the book of universal science for his still virgin 
imagination.
罪を犯す前のアダムの汚れのない想像力にとって星の光の原初の映像は普遍
の知の書であった。罪を犯す前の人の汚れのない想像力にとって星の光の原
初の映像は普遍の知の書であった。
The astral light, depicted in ancient symbols by the serpent devouring his 
tail,
古代の象徴では星の光を自身の尾を飲み込もうとしている蛇ウロボロスとし
て描いた。
represents alternately malice and prudence,
自身の尾を飲み込もうとしている蛇ウロボロスは悪意か思慮を表す。
time and eternity,



自身の尾を飲み込もうとしている蛇ウロボロスは時か永遠を表す。
tempter and Redeemer;
自身の尾を飲み込もうとしている蛇ウロボロスは誘惑者サタンか救い主イエ
スを表す。
for
なぜなら、
this light, being the vehicle of life,
星の光は命の媒体である。
is an auxiliary alike of good and evil,
星の光は善の補助者であると同様に悪の補助者である。
and may be taken for the fiery form of Satan as for the body of the Holy 
Ghost.
星の光は神の聖霊の体に用いられると同様にサタンの火の体に用いられる。
(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。)
It is the instrument of warfare in angelic battles,
星の光は天使の戦いの道具である。
and indifferently feeds the flames of hell and the lightnings of St Michael.
星の光はミカエルの雷を助けると同様に地獄の火に油を注ぐ。
It may be compared to a horse having a nature analogous to the 
chameleon, and ever reflecting the armour of his rider.
星の光は、カメレオンに似た性質を持つ、常に乗り手の武装を反映する馬に
例えられるかもしれない。
The astral light is the realisation or form of the intellectual light,
星の光は知の光の実現か知の光の形である。
as the latter is the realisation or form of the divine light.
知の光は神の光の実現か神の光の形である。



The great initiator of Christianity, divining that the astral light was 
overcharged with the impure reflections of Roman debauchery,
キリスト教の大いなる祖イエスはローマの放蕩に汚れた反映による過電流が
星の光に流れている事を見抜いた。
sought to separate his disciples from the ambient sphere of reflections,
イエスは弟子をローマの放蕩に汚れた反映の外界から隔離しようと試みた。
and to make them attentive only to the interior light, so that, through the 
medium of a common faith and enthusiasm, they might communicate 
together by new magnetic chains, which he termed grace,
イエスは、共通の信心と熱意の仲介によって、イエスが神の恵みと呼んだ新
しい磁気の鎖によって弟子が通じ合うために、弟子を内面的な光だけに集中
させた。
and thus overcome the dissolute currents,
イエスはローマの放蕩に汚れた星の光の流れを圧倒した。
to which he gave the names of the devil and Satan, signifying their 
putrefaction.
イエスはローマの放蕩に汚れた星の光の流れを腐敗作用を表してサタンと呼
んだ。
To oppose current to current is to renew the power of fluidic life.
ある流れに別の流れを対立させる事は流体の命の力を再生させる事である。
The revealers have, therefore, scarcely done more than divine, by the 
accuracy of their calculations, the appropriate moment for moral 
reactions.
類推の正確さによって、啓示者は倫理道徳の反作用のための適切な時を見抜
いただけである。
The law of realisation produces what we call magnetic breathing;
実現の法は磁気の呼吸と呼んでいるものをもたらす。



places and objects become impregnated therewith,
星の光は場所と物に浸透している。
and this communicates to them an influence in conformity with our 
dominant desires, with those, above all, which are confirmed and realised
by acts.
星の光は、特に行動が確証した実現した欲望、人の最も有力な欲望と一致す
る感化を場所と物に伝える。
As a fact,
事実、
the universal agent, or latent astral light, ever seeks equilibrium;
普遍の代行者、隠れた星の光は常につり合いを求める。
it fills the void
普遍の代行者、星の光は無を満たす。
and sucks up the plenitude,
普遍の代行者、星の光は充満を吸収する。
which makes vice contagious, like certain physical maladies,
普遍の代行者、星の光は肉体の伝染病の様に悪徳を伝染させる。
and works powerfully in the proselytism of virtue.
普遍の代行者、星の光は徳への改宗に強く作用する。
Hence it is that cohabitation with antipathetic beings is a torment;
反発し合う者との同居は苦痛の種である。
hence it is that relics, whether of saints or of great criminals, produce the 
extraordinary results of sudden conversion and perversion;
神の様な者の遺物は突然の改宗という驚くべき結果をもたらす。大罪人の遺
物は突然の堕落という驚くべき結果をもたらす。
hence it is that sexual love is often awakened by a breath or a touch,
呼吸と接触は頻繁に性欲を呼び起こす。



and this, not only by means of the contact of the person himself, but of 
objects which he has unconsciously touched or magnetised.
人が無意識にふれたり磁化した物との呼吸と接触は頻繁に性欲を呼び起こす。
There is an outbreathing and inbreathing of the soul, exactly like that of 
the body.
まさに肉体が呼吸する様に、魂は呼吸する。
It breathes in the felicity which it believes,
魂は魂が幸せと信じているものを吸い込む。
and it breathes forth ideas which result from its inner sensations.
魂は精神的な感覚がもたらすものを吐き出す。
Diseased souls have an evil breath,
病んだ魂の呼吸は悪い。
and vitiate their moral atmosphere-
病んだ魂は魂の周囲の倫理道徳的な大気を汚す。
that is, they combine impure reflections with the astral light which 
permeates them,
病んだ魂は汚れた反映を浸透している星の光に結びつける。
and establish unwholesome currents therein.
病んだ魂は星の光の中に不健全な流れを確立する。
We are often invaded, to our astonishment, in society by evil thoughts 
which would have seemed impossible, and are not aware that they are 
due to some morbid proximity.
社会で頻繁に人は病んだ魂に近づく事による有り得ない見知らぬ悪い思考に
襲われ驚く。
This secret is of high importance,
魂が呼吸しているという秘密は気高く重要である。
for



なぜなら、
it leads to the opening of consciences,
魂の呼吸は良心の始まりである。
one of the most incontestible and terrible powers of magical art.
魂が呼吸しているという秘密は魔術のわざの無上の議論の余地の無い明白な
畏敬するべき力の 1 つである。
Magnetic respiration produces about the soul a radiation of which it is the 
centre,
魂の磁気的な呼吸は魂が中心である放射物を魂の周囲にもたらす。
and surrounds it with the reflection of its works,
魂の呼吸は魂の行動の反映で魂を包み込む。
creating for it a heaven or a hell.
魂の呼吸は魂に対して楽園か地獄を創造する。
There are no isolated acts,
孤立した行動は存在しない。
and it is impossible that there should be secret acts;
隠れた行動は存在しない。
whatsoever we truly will- that is, everything which we confirm by our acts-
remains registered in the astral light,
人の真の意思は星の光の中に記され残る。人が行動で確証した全てのものは
星の光の中に記され残る。
where our reflections are preserved.
人の反映は星の光の中に保存される。
These reflections continually influence our thought by the mediation of 
the diaphane,
透明なものである想像力の仲介によって、絶え間なく星の光の中の人の反映
は人の思考に感化する。



and it is in this sense that we become and remain the children of our 
works.
人は人の行動の子である。
The astral light, transformed at the moment of conception into human 
light,
概念の段階で星の光は人の光に変わる。
is the soul's first envelope,
星の光は魂の第一の外皮である。
and, in combination with extremely subtle fluids, it forms the ethereal 
body or sidereal phantom,
極めて薄い流体と連動して、星の光はエーテルの体、星の霊を形成する。
of which Paracelsus discourses in his philosophy of intuition- philosophia 
sagax.
「大天文学または直感哲学」でパラケルススはエーテルの体について話して
いる。
This sidereal body, setting itself free at death, attracts, and for a long time 
preserves, through the sympathy of things homogeneous, the reflections 
of the past life;
肉体の死で、肉体から星の体が自由に成る時に、類似しているものの共鳴に
よって、星の体は過去の人生の反映を引き寄せて長い間保存する。
if drawn along a special current by a will which is powerfully sympathetic, 
it manifests naturally,
強く共鳴する意思が引き寄せると、対応している星の光の流れは自然と表れ
る。
for
なぜなら、
there is nothing more natural than prodigies.



奇跡より自然なものは無い。
It is thus apparitions are produced.
強く共鳴する意思が引き寄せると、霊は表れる。
But we shall develop this point more fully in the chapter devoted to 
Necromancy.
降霊術についての 13章で話すつもりである。
This fluidic body, subject, like the mass of the astral light, to two contrary 
movements,
星の光の集合の様に、流体の体は 2つの正反対の動きに従う。
attracting on the left and repelling on the right,
2つの正反対の動きは左で引き寄せ右でしりぞける。2つの正反対の動きは
一方で引き寄せ他方でしりぞける。
or reciprocally, between the two sexes,
2つの正反対の動きは男性と女性に似ている。
begets various impulses within us,
2つの正反対の動きは様々な衝動を人の中にもたらす。
and contributes to solicitudes of conscience;
2つの正反対の動きは良心の呵責の役に立つ。
it is frequently influenced by reflections of other minds,
頻繁に他人の精神の反映に感化される。
and thus are produced, on the one hand, temptations, and, on the other, 
profound and unexpected graces.
他人の精神の反映の感化は一方で誘惑を他方で深い予期しない思いやりをも
たらす。
This is also the explanation of the traditional doctrine of two angels who 
strengthen and tempt us.



他人の精神の反映の感化は、向上させる天使と誘惑する天使という「守護天
使」というキリスト教の口伝の教えを説明する。
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。
The astral body is not always of the same sex as the terrestial,
肉体と異なり、星の体の性別は常に同じとは限らない。
that is, the proportions of the two forces, varying from right to left,
2つの力のつり合いが右から左へ変わると、2つの力のつり合いが一方から
他方へ変わると、
frequently seem to gainsay the visible organisation,
頻繁に星の体の性別が見える組織である肉体の性別と反対である場合が存在
する。
producing the seeming vagaries of human passions,
肉体の性別と星の体の性別の不一致は人の肉欲的な奇行をもたらす。
and explaining, without in any sense morally justifying, the amorous 
peculiarities of Anacreon or Sappho.
倫理道徳的に正当化できないが、肉体の性別と星の体の性別の不一致はアナ
クレオンとサッフォーの性欲の異常さを説明する。
A skilful magnetiser should take all these subtle distinctions into account,
達道者の催眠術師は、肉体の性別と星の体の性別の不一致といった、肉体と
星の体の全ての微妙な違いを考慮に入れるべきである。
and we shall provide in our Ritual the rules for their recognition.
「高等魔術の祭儀」で肉体と星の体の違いを見分ける方法を教えるつもりで
ある。



There are two kinds of realisation, the true and the fantastic.
真実での実現と想像での実現という2種類の実現が存在する。
The first is the exclusive secret of magicians,
真実での実現は神の聖霊の魔術師だけの秘密である。
the other belongs to enchanters and sorcerers.
想像での実現は誘惑者と悪人の霊の魔術師のものである。
Mythologies are fantastic realisations of religious dogma;
神話は神の教えの考えの想像での実現である。
superstitions are the sorcery of mistaken piety;
迷信は誤解した信心による悪人の霊の魔術である。
but
しかし、
even mythologies and superstitions are more efficacious with human will 
than a purely speculative philosophy apart from any practice.
実践無しの思索だけの哲学より神話と迷信は人の意思に有効である。
Hence
上記の理由から、
St Paul opposes the conquests of the folly of the Cross to the inertness of 
human wisdom.
使徒パウロは十字架の愚かさによる懐柔を人の知的な無気力に対立させた。
使徒パウロは十字架にかけられたイエスの伝道という滅びる人には愚かさで
ある懐柔を人の知的な無気力に対立させた。(コリント人への第 1 の手紙 1章
18節から 24節「滅びる人には十字架の伝道は愚かさである。神は伝道の愚
かさによって信じる人を救う事を望んだ。」。)
Religion realises philosophy by adapting it to the weaknesses of the 
vulgar;



十字架にかけられたイエスの伝道という滅びる人には愚かさである懐柔を大
衆の弱さに応用して、神の教えは哲学を実現する。
such is for Kabbalists the secret reason and occult explanation of the 
doctrines of incarnation and redemption.
十字架にかけられたイエスの伝道という滅びる人には愚かさである懐柔を大
衆の弱さに応用して、神の教えは哲学を実現する事は、カバリストには、人
に成った神と身代わりによる救いの考えの秘密の理由と隠された説明である。
Thoughts untranslated into speech are thoughts lost for humanity;
言葉にされない思考は人には失われた思考である。
words unconfirmed by acts are idle words,
行動が確証しない言葉は無益な言葉である。
and the idle word is not far removed from falsehood.
無益な言葉は虚偽に近い。
Thought formulated by speech and confirmed by acts constitutes a good 
work or a crime.
言葉によって話され行動によって確証された思考は善行か罪に成る。
Hence, whether in vice or virtue,
言葉によって話され行動によって確証された思考は徳か悪徳に成る。
there is no speech for which we are not responsible;
責任が無い言葉は存在しない。
above all,
特に、
there are no indifferent acts.
他のものと無関係な行動は存在しない。
Curses and blessings invariably produce their consequence,
呪いは常に結果をもたらす。祝福は常に結果をもたらす。



and every action, whatsoever its nature, whether inspired by love or hate, 
has effects analogous to its motive, its extent, and its direction.
行動の性質、愛による行動、憎悪による行動、全ての行動には行動の動機、
行動した領域、行動の目的から類推可能である効力が有る。
When that emperor whose images had been mutilated, raising his hand to
his face, exclaimed, "I do not feel that I am injured,"
肖像画を傷つけられた皇帝が手を顔に当てて「傷つけられた様に感じな
い。」と声高に話した時、
he was mistaken in his valuation,
皇帝は判断を誤った。
and thereby detracted from the merit of his clemency.
皇帝は自身の思いやりを貶めた。
What man of honour could behold undisturbed an insult offered to his 
portrait?
栄誉を重んじる人は自身の肖像画を傷つけられるのを平静に見る事ができる
であろうか？いいえ！
And did such insults, inflicted even unknown to ourselves, react on us by a
fatal influence,
知られずに行われた行動でも、肖像画を傷つけるといった行動は全て致命的
な感化によって作用する。
were the effects of bewitchment actual,
呪いの効力は事実である。
as indeed an adept cannot doubt,
達道者は呪いの効力が事実である事を疑う事ができない。
how much more imprudent and ill-advised would seem this utterance of 
the good emperor!
思いやりの有る皇帝の上記の言葉は無思慮である！



There are persons whom we can never offend with impunity,
罰を受けずに傷つける事ができない人が存在する。
and if the injury we have done them is mortal,
罰を受けずに傷つける事ができない人を傷つけると致命的である。
we forthwith begin to die.
罰を受けずに傷つける事ができない人を傷つけると死が始まる。
There are those also whom we never meet in vain,
濫りに会ってはいけない人が存在する。
whose mere glance alters the direction of our life.
濫りに会ってはいけない人は一目見ただけで他人の命の傾向を変える。
The basilisk who slays by a look is no fable;
一目見ただけで他人を殺すバシリスクは虚構ではない。
it is a magical allegory.
一目見ただけで他人を殺すバシリスクは魔術的な例え話である。
Generally speaking,
概して、
it is bad for health to have enemies,
敵を持つ事は健康に悪い。
and we can never brave with impunity the reprobation of anyone.
罰を受けずに他人を傷つけようと試みてはいけない。
Before opposing ourselves to a given force or current, we must be well 
assured that we possess the contrary force, or are with the stream of the 
contrary current;
既存の力、流れに対立する前に、正反対の力、流れに乗っているかよく確認
する必要が有る。
otherwise, we shall be crushed or struck down,



正反対の流れに乗っていないにもかかわらず既存の流れに対立した場合は、
圧倒され打たれ倒されるであろう。
and many sudden deaths have no other cause than this.
多数の突然死の原因は正反対の流れに乗っていないにもかかわらず既存の流
れに対立した事である。
The terrible visitations of Nadab and Abiu, of Osa( = Uzzah), of Ananias 
and Saphira, were occasioned by electric currents of outraged 
convictions;
信心への冒涜による電気的な流れがレビ記 10章 1節から 2節のナダブとアビ
フへの畏敬するべき天罰、サムエル記下6章7節のウザへの畏敬するべき天
罰、使徒行伝 5章 1節から 11節のアナニアとサフィラへの畏敬するべき天罰
の原因である。
the sufferings of the Ursulines of Londun, of the nuns of Louviers, and of 
the convulsionaries of Jansenism, were identical in principle, and are 
explicable by the same occult natural laws.
信心への冒涜による電気的な流れがルーダンのウルスラ会修道院の憑依、ル
ビエの修道女の憑依、ジャンセニスムのけいれんの原因であると隠れた自然
の法で説明できる。
Had not Urban Grandier been immolated, one of two things would have 
occurred either the possessed nuns would have died in frightful 
convulsions, or the phenomena of diabolical frenzy would have so gained 
in strength and in influence, epidemically,
仮にユルバン グランディエが犠牲に成らなかったならば、憑依された修道女
が恐ろしいけいれんで死んだか、伝染的に憑依による乱心が力と感化力を増
したであろう。



that Grandier, notwithstanding his knowledge and his reason, would 
himself have become hallucinated, and to such a degree that he would 
have slandered himself,
ユルバン グランディエは知識と理性を持っていたにもかかわらず幻覚に陥り
自身の名誉を毀損した。
like the unhappy Gaufridy,
不運なゴーフリディの様に。
or would otherwise have perished suddenly, with all the appalling 
characteristics of poisoning or of divine vengeance.
さもなければ、ユルバン グランディエは中毒か天罰の全ての特徴を示して突
然死したかもしれない。
In the eighteenth century the unfortunate poet Gilbert fell a victim to his 
audacity in braving the current of opinion and actual philosophical 
fanaticism which characterised his epoch.
18世紀に不運な詩人 Gilbert は世論の流れ、18世紀を特徴する哲学的な狂信
に対立するという自身の大胆な行動の犠牲に成った。
Guilty of philosophical treason,
Gilbert は哲学的に反逆する罪を犯した。
he died raving mad, possessed by the most incredible terrors,
信じられない恐怖に取りつかれて Gilbert は狂死した。
as if God himself had punished him for defending his cause out of season.
Gilbert が時代錯誤の主張をしたので神が Gilbert を罰したかの様に見えた。
As a fact,
しかし、実際は、
he perished by reason of a law of nature of which he could know nothing;
Gilbert は Gilbert が知る事ができなかった自然の法の論理によって死んだ。
he set himself against an electric current,



Gilbert は電気的な流れに対立した。
and was struck down as by lightning.
雷の様なものが Gilbert を打ち倒した。
Had Marat not been assassinated by Charlotte Corday, he would have 
been destroyed infallibly by a reaction of public opinion.
仮にシャルロット コルデーがマラーを暗殺しなくても、間違いなく大衆の世
論の反作用によってマラーは倒れたであろう。
It was the execration of the honest which afflicted him with leprosy,
マラーは呪いによるハンセン病で苦しんだ。
and he would have had to succumb thereto.
仮にシャルロット コルデーがマラーを暗殺しなくても、マラーは呪いによる
ハンセン病に倒れたにちがいない。
The reprobation excited by the massacre of St Bartholomew was the sole 
cause of the atrocious disease and death of Charles IX.,
シャルル 9世の病気と死の唯一の原因はサン バルテルミの虐殺が引き起こし
た非難である。
while,
一方、
had not Henry IV. been sustained by an immense popularity, which he 
owed to the projecting power or sympathetic force of his astral life, he 
would scarcely have outlived his conversion, but would have perished 
under the contempt of Protestants, combined with the suspicion and ill-
will of Catholics.
仮に計り知れない大衆の人気がアンリ 4世を支えていなければ、改宗後アン
リ 4世は生き延びられなかったであろうし、カトリック教徒の疑惑や悪意と
プロテスタント教徒の軽蔑によって死んだであろう。大衆の人気がアンリ 4
世の星の命の放射力、共鳴力を支えた。



Unpopularity may be a proof of integrity and courage, but never of policy 
or prudence;
不人気は正直さと大胆さの証かもしれない。しかし、不人気は思慮の証では
ない。
the wounds inflicted by opinion are mortal for statesmen.
政治家には世論による不名誉は致命的である。
We may recall the premature and violent end of many illustrious persons 
whom it would be inexpedient to mention here.
話すには不適切な多数の高名な人達の早過ぎる死、変死を思い出させる。
Disgraces in public opinion may often be great injustices,
大衆の世論における不名誉は頻繁に大いなる不当な仕打ちかもしれない。
but none the less
しかし、それにもかかわらず、
they are invariably occasions of ill-success,
大衆の世論における不名誉は常に不成功の原因である。
and frequently of a death-sentence.
大衆の世論における不名誉は頻繁に死の宣告に成る。
In return,
代わりに、
acts of injustice done to one individual can and should, if they rest 
unrepaired, cause the loss of an entire nation or of a whole society;
個人に対する不当な仕打ちは、もし直されないままであれば、国家全体や社
会全体の損失の原因に成り得るし成るべきである。
this is what is called the cry of blood,
直されないままの個人に対する不当な仕打ちが国家全体や社会全体の損失の
原因に成る事を血の叫びと呼んでいる。
for



なぜなら、
at the bottom of every injustice there is the germ of homicide.
全ての不当な仕打ちの根底には殺人の芽が存在する。
By reason of these terrible laws of solidarity,
個人と国家全体や社会全体の連帯といったり不当な仕打ちと殺人の連帯と
いった、連帯という畏敬するべき法が存在する理由から、
Christianity recommends so strongly the forgiveness of injuries and 
reconciliation.
キリスト教は許す事と和解を非常に強くすすめる。
He who dies unforgiving casts himself dagger-armed into eternity,
許す事無く死ぬ人は短剣で武装して永遠に身を投げる事に成る。
and condemns himself to the horrors of an eternal murder.
許す事無く死ぬ人は永遠の殺人の恐怖で自身を苦しめる事に成る。許す事無
く死ぬ人は永遠の殺人の恐怖で自分で自分の首を絞める事に成る。
The efficacy of paternal or maternal blessings or curses is an invincible 
popular tradition and belief.
父母の呪いに効力が有る事は不動の大衆の口伝であり不動に大衆に信じられ
ている事である。父母の祝福に効力が有る事は不動の大衆の口伝であり不動
に大衆に信じられている事である。
As a fact,
事実、
the closer the bonds which unite two persons, the more terrible are the 
consequences of hatred between them.
縁が近いほど憎悪の結果はより恐ろしい。
The brand of Althaea burning the blood of Meleager is the mythological 
symbol of this terrible power.



メレアグロスの血を燃やしたアルタイアの燃え木の神話は縁が近いほど憎悪
の結果はより恐ろしいという畏敬するべき力の象徴である。
Let parents be ever on their guard,
父母は常に用心しなさい。
for
なぜなら、
no one can kindle hell in his own blood, and devote his own issue to 
misfortune, without being himself burnt and made wretched.
血族に地獄の火をともす人は自身も焼かれ不幸に成る。子を不幸にする父母
は自身も不幸に成る。
To pardon is never a crime,
許す事は罪ではない。
but
しかし、
to curse is always a danger and an evil action.
呪う事は常に危険な悪い行動である。
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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。
Reason has been given to all men,
神は理性を全ての人に与えている。
but
しかし、
all do not know how to make use of it;
全ての人が理性を利用する方法を知っているわけではない。
it is a science to be acquired.
理性を利用する方法を知るには、知を獲得する必要が有る。
Liberty is offered to all,
神は自由を全ての人に提案している。
but
しかし、
not all can be free;
全ての人が自由であるわけではない。
it is a right that must be earned.
自由に成るには、権利を獲得する必要が有る。自由に成るには、正義を獲得
する必要が有る。
Force is for all,
全ての人のために、力は存在する。
but
しかし、
all do not know how to rest upon it;
全ての人が力にもたれかかる方法を知っているわけではない。



it is a power that must be seized.
力にもたれかかるには、力を持つ必要が有る。
We attain nothing without more than one effort.
努力によってのみ人は到達する。
The destiny of man is that he should enrich himself with what he gains, 
and that he should afterwards have, like God, the glory and pleasure of 
dispensing it.
獲得したもので自身を高める事が人の運命である。獲得した後に神の様に与
える栄光と喜びを獲得する事が人の運命である。
Magic was called formerly the sacerdotal art and the royal art,
魔術は祭司のわざ、王者のわざと呼ばれた。
because
なぜなら、
initiation gave empire over souls to the sage, and the adroitness for ruling 
wills.
秘伝伝授によって賢者は全ての魂と意思を統治する力を獲得する。
Divination is also one of the privileges of the initiate;
予言は秘伝伝授者への恩恵の 1 つである。
now, divination is simply the knowledge of effects contained in causes 
and science applied to the facts of the universal dogma of analogy.
予言は原因に含まれる結果の知である。予言は知を類推可能性の普遍の考え
の事実に応用したものである。
Human acts are not alone written in the astral light;
人の行動は星の光の中に記される。だけではなく、
their traces are left upon the face,
人の行動の跡は顔に残される。
they modify mien and carriage,



人の行動は動作を変える。
they change the tone of the voice.
人の行動は声の調子を変える。
Thus every man bears about him the history of his life, which is legible for 
the initiate.
全ての人は秘伝伝授者には読み易い命の歴史を身につけている。
Now, the future is ever the consequence of the past,
未来は常に過去の結果である。
and unexpected circumstances do not appreciably alter results 
reasonably calculated.
予期しない出来事は論理的に計算された結果を感知できるほどに変えない。
The destiny of each man can be therefore foretold him.
人の運命は予言できる。
An entire existence can be judged by a single movement;
唯一の行動から人生全体を判断できる。
one piece of awkwardness may be the presage of a long chain of 
misfortunes.
1 つの不手際が不幸の長い連鎖の前兆に成り得る。
Csesar was assassinated because he was ashamed of being bald;
カエサルは頭がはげている事を恥じていたので暗殺された。
Napoleon ended his days at St Helena because he admired the poems of 
Ossian;
ナポレオンはオシアン詩集を愛読していたので死ぬまでセントヘレナ島に幽
閉された。
Louis Philippe abdicated the throne as he did because he carried an 
umbrella.
ルイ フィリップは傘を携帯していたので王座を退いた。



These are paradoxes for the vulgar,
上記は大衆には矛盾である。
who cannot grasp the occult relations of things,
大衆はものの隠された関連を把握できない。
but
しかし、
they are causes for the adept,
上記は達道者には原因である。
who understands all and is surprised at nothing.
達道者は全てを理解している。達道者は不意打ちされない。
Initiation is a preservative against the false lights of mysticism;
秘伝伝授は神秘主義の偽の光を予防する。
it equips human reason with its relative value and proportional 
infallibility, connecting it with supreme reason by the chain of analogies.
秘伝伝授は、類推可能性の鎖によって、無上の論理である神につながる事に
よって、無上の論理である神から類推可能である価値と誤りの無さを人の理
性に与える。
Hence
上記の理由から、
the initiate knows no doubtful hopes,
秘伝伝授者は疑いのない希望を知っている。
no absurd fears,
秘伝伝授者は非論理的な恐怖を知らない。
because
なぜなら、
he has no irrational beliefs;
秘伝伝授者は非論理的な信心を持たない。



he is acquainted with the extent of his power,
秘伝伝授者は自身の力の範囲を知っている。
and he can dare without danger.
秘伝伝授者は危険無しに大胆に行動できる。
For him, therefore, to dare is to be able.
秘伝伝授者にとって、大胆に行動する事は可能である事である。
Here, then, is a new interpretation of his attributes;
上記からタロットの 9ページ目の絵の新しい解釈が分かる。
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。
He knows, he dares, and is silent.
秘伝伝授者は知り、大胆に行動し、沈黙を守る。
He knows the secrets of the future, he dares in the present, and he is silent
on the past.
秘伝伝授者は未来の秘密を知り、現在においては大胆に行動し、過去につい
ては沈黙を守る。
He knows the failings of the human heart; he dares make use of them to 
achieve his work; and he is silent as to his purposes.
秘伝伝授者は人の心の弱さを知り、自身の務めを果たすために人の心の弱さ
を大胆に利用し、自身の目的については沈黙を守る。
He knows the principle of all symbolisms and of all religions; he dares to 
practise or to abstain from them without hypocrisy and without impiety; 
and he is silent upon the one dogma of supreme initiation.



秘伝伝授者は全ての象徴の原理と全ての神の教えの原理を知り、全ての神の
教えを偽善無しに信心から大胆に実践したり控えたりし、無上の秘伝伝授の
唯一の考えについては沈黙を守る。
He knows the existence and nature of the great magical agent; he dares 
perform the acts and give utterance to the words which make it subject to 
human will, and he is silent upon the mysteries of the great arcanum.
秘伝伝授者は大いなる魔術の代行者の存在と性質を知り、魔術の代行者に人
の意思に従わせる行動を大胆に実践し魔術の代行者に人の意思に従わせる言
葉を大胆に話し、大いなる秘密の神秘については沈黙を守る。
So may you find him often melancholy, never dejected or despairing;
秘伝伝授者は頻繁にゆううつであるが、打ち倒されないし絶望しない。
often poor, never abject or miserable;
秘伝伝授者は頻繁に貧しいが、みじめな気持ちに成らない。
persecuted often, never disheartened or conquered.
秘伝伝授者は頻繁に迫害されるが、圧倒されない。
He remembers the bereavement and murder of Orpheus,
秘伝伝授者はオルフェウスの新妻エウリュディケとの死別と殺害されたオル
フェウスを思い出す。
the exile and lonely death of Moses,
秘伝伝授者はモーセのさすらいの旅と孤独な死を思い出す。
the martyrdom of the prophets,
秘伝伝授者は預言者の殉教を思い出す。
the tortures of Apollonius,
秘伝伝授者はティアナのアポロニウスへの拷問を思い出す。
the cross of the Saviour.
秘伝伝授者は十字架にはりつけられた救い主イエスを思い出す。



He knows the desolation in which Agrippa died, whose memory is even 
now slandered;
秘伝伝授者はコルネリウス アグリッパのみじめな死とコルネリウス アグ
リッパへの死後の中傷を知っている。
he knows what labours overcame the great Paracelsus,
秘伝伝授者は、どのような労苦が大いなるパラケルススを圧倒したか知って
いる。
and all that Raymond Lully was condemned to undergo that he might 
finish by a violent death.
秘伝伝授者はライムンドゥス ルルスが暴行されて死ぬまで迫害された事を全
て知っている。
He remembers Swedenborg simulating madness and even losing reason 
in order to excuse his science;
秘伝伝授者はスヴェーデンボルグが知を守るために狂ったふりをして理性を
失った事を思い出す。
St Martin and his hidden life;
秘伝伝授者はルイ クロード ド サンマルタンの隠された人生を思い出す。
Cagliostro, who perished forsaken in the cells of the Inquisition;
秘伝伝授者はカリオストロが宗教裁判にかけられ牢獄に入れられ見捨てられ
姿を隠した事を思い出す。
Cazotte, who ascended the scaffold.
秘伝伝授者はカゾットが断頭台に昇った事を思い出す。
Inheritor of so many victims, he does not dare the less, but he 
understands better the necessity for silence.
多数の犠牲の後継者である、秘伝伝授者は、大胆に行うことを控えないが、
沈黙の必要性をより理解する。
Let us follow his example;



タロットの 9ページ目の絵の秘伝伝授者の見本を模倣しよう。
let us learn diligently;
精進して勤勉に学ぼう。
when we know, let us have courage,
知った時には、勇気を持とう。
and let us be silent.
知った時には、沈黙を守ろう。
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ALL religions have preserved the remembrance of a primitive book, 
written in types, by the sages of the earliest ages of the world;
全ての神の教えは世界の最初期の賢者が象徴で書いた原初の書タロットの記
憶を保存している。
simplified and vulgarised in later days,
後の時代にタロットは簡易化され俗化された。
its symbols furnished letters to the art of Writing, characters to the Word, 
and to occult Philosophy its mysterious signs and pantacles.
タロットの象徴は、文字を記すわざに、文字を神の言葉に、神秘の象徴と
pantacle を隠された哲学に与えた。
This book, attributed by the Hebrews to Enoch, seventh master of the 
world after Adam;



ヘブライ人はエノクがタロットを創造したと話す。エノクは世界の第7祖で
ある。アダムは第 1祖である。
by the Egyptians to Hermes-Trismegistus;
エジプト人はエノクをヘルメス トリスメギストスと呼んでいる。
by the Greeks to Cadmus, the mysterious builder of the Holy City;
ギリシャ人はエノクをカドモスと呼んでいる。カドモスは神の都市の神秘的
な建築者である。
this book was the symbolical summary of primitive tradition,
タロットは原初の口伝の象徴的な要約である。
called subsequently Kabbalah or Cabala, meaning reception.
後に、タロットの元と成った口伝はカバラと呼ばれた。カバラはヘブライ語
で「受け入れ」を意味する。
The tradition in question rests altogether on the one dogma of magic: the 
visible is for us the proportional measure of the invisible.
口伝カバラの基礎は要するに「見えるものは見えないものとつり合っている
ものさしである。」という魔術の唯一の考えである。
Now the ancients, observing that equilibrium is the universal law in 
physics, consequent on the apparent opposition of two forces,
古代人は自然科学で正反対に見える 2つの力のつり合いが普遍の法である事
を見た。
argued from physical to metaphysical equilibrium,
古代人は自然科学的なつり合いから哲学的なつり合いを明らかにした。
and maintained that in God, that is, in the prime living and active cause, 
there must be recognised two properties which are necessary to one 
another-
古代人は生きている自発的な第一原因である神には相互に必要な 2つの特性
の存在が認められるに違いないと断言した。



stability and motion,
安定と運動。
necessity and liberty,
必然と自由。
rational order and volitional autonomy,
論理と自由意思による自立性。
justice and love, whence also severity and mercy.
思いやりと厳しさ。
Now, these two attributes were personified, so to speak, by the 
Kabbalistic Jews under the names of Geburah and Chesed.
カバリストのヘブライ人は神の 2つの特性を思いやりと厳しさという名前で
人化した。
Above Geburah and Chesed abides the supreme crown,
無上の王冠が思いやりと厳しさの上に存在する。
the equilibrating power,
王冠はつり合わせる力である。
principle of the world
王冠は世界の原理である。
or equilibrated kingdom,
王国が思いやりと厳しさの下に存在し思いやりと厳しさをつり合わせる。
which we find mentioned under the name of Malchuth in the occult and 
kabbalistic versicle of the Pater-noster to which we have already referred.
マタイによる福音 6章 13節の「主の祈り」の「王国、力、栄光は永遠にあ
なた、神のものである。である様に。」という隠されたカバラの詩で王冠の
代わりに王国という名前が見つかる。
But Geburah and Chesed, maintained in equilibrium by the crown above 
and the kingdom below,



王冠が上から、王国が下から、思いやりと厳しさをつり合わせている。
constitute two principles, which may be considered from an abstract 
point of view, or in their realisation.
2つの原理は概念の領域では思いやりと厳しさであると考えられる。
In their abstract or idealised sense, they take the higher names of 
Chochmah, wisdom, and Binah, intelligence.
2つの原理は自由意思といった神の領域では知慮と自発的な知力である。
Their realisation is stability and progress, that is, eternity and victory- Hod
and Netsah.
2つの原理は実現といった形の領域では安定と進歩である。2つの原理は実
現といった形の領域では永遠性と勝利である。
Such, according to the Kabbalah, is the groundwork of all religions and all 
sciences-
カバラによれば王冠、知慮、自発的な知力、思いやり、厳しさ、美、勝利、
永遠性、基礎、王国が全ての神の教えと全ての学問の基礎である。
a triple triangle and a circle,
三重の三角形と 1 つの円。
the notion of the triad explained by the balance multiplied by itself in the 
domains of the ideal, then the realisation of this conception in forms.
つり合いが説明する 3つ 1組の考えと、概念の領域で 3つ 1組の考えが増殖
させた 3つ 1組の概念と、形の領域での 3つ 1組の概念の実現。
Now, the ancients attached the first notions of this simple and impressive 
theology to the very idea of numbers, and qualified the figures of the first 
decade
古代人は無上の 10つ 1組の数の概念を簡潔な印象的な神学の無上の概念で
修飾した。
after the following manner:-



下記の様に。

セフィロト
1. Kether.- The Crown, the equilibrating power.
1。王冠。つり合わせる力。
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。
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。
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。)
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。
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。)



7. Netsah.- Victory, that is, eternal triumph of intelligence and justice.
7。勝利。知と正義の永遠の勝利。
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。
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。
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。
These ten primary notions attached to the ten first characters of the 
primitive alphabet, signifying both principles and numbers, are called the 
ten Sephiroth by the masters in Kabbalah.
カバラの達道者は、原初のアルファベットであるヘブライ文字の最初の 10
文字に結びつけられた、原理と数を表す、10の主要な概念を 10のセフィロ
トと呼んでいる。
The sacred tetragam, drawn in the following manner, indicates the 
number, source, and correspondence of the divine names.
下記の様に書かれた、神の 4文字、テトラ グラマトンは神の名前の数、源泉、
類推可能性を表す。(高等魔術の祭儀 14章「テトラ グラマトンは、魔術の無



上の言葉であり、『である様に』を意味する。」。יהוה、YHWH、ヤハウェ
は 4文字であるのでギリシャ語で 4文字を意味するテトラ グラマトンと呼ば
れている。)

To this name of Jotchavah, written by these four-and-twenty signs, 
crowned with a triple flower of light, must be referred the twenty-four 
thrones of heaven, and the twenty-four crowned elders in the Apocalypse.
上記の様に 24の光の三重の花の王冠で書かれた神の名前ヤハウェはヨハネ
の黙示録4章4節の天の王座のまわりの 24の座と 24人の王冠をかぶった長
老を表す。
In the Kabbalah the occult principle is called the Elder,
カバラでは隠された原理を長老と呼んでいる。
and this principle, multiplied, and, as it were, reflected, in secondary 
causes, creates images of itself- that is to say, so many elders as there are 
diverse concepions of its unique essence.
増殖された、二次的な原因で反射された、隠された原理は、自身の像、唯一
の実体に様々な概念が存在する様に多数の長老を創造する。
These images, less perfect in proportion as they are further removed from 
their source, project upon the darkness an ultimate reflection or glimmer,
源泉から遠ざかれば遠ざかるほど比例して不完全に成っていく映像は、最終
的な反映、または、かすかな光を闇に映す。
representing a horrible and deformed elder,



源泉から遠ざかり不完全に成った反映は恐ろしい歪んだ奇形の長老として表
れる。
who is vulgarly termed the devil.
大衆は恐ろしい歪んだ奇形の長老として表れる源泉から遠ざかり不完全に
成った反映を悪魔と呼んでいる。
Hence
上記の理由から、
an initiate has been bold enough to say: "The devil is God, as understood 
by the wicked";
ある秘伝伝授者は大胆に「悪魔は悪人が理解した神である。」と話している。
while another has added, in words more bizarre, but no less energetic: 
"The devil is composed of God's ruins."
別の秘伝伝授者はより妙により活き活きと「悪魔は神の残骸で構成されてい
る。」と話している。
We may sum up and explain these strikingly novel definitions by 
remarking that in symbolism itself the demon is an angel cast out of 
heaven for having sought to usurp divinity.
「悪魔は悪人が理解した神である。」や「悪魔は神の残骸で構成されてい
る。」といった悪魔の斬新な定義を要約すると説明すると象徴的に言うと
「悪魔は神性を奪おうと試みて堕天した天使である。」。
This belongs to the allegorical language of prophets and makers of 
legends.
「悪魔は神性を奪おうと試みて堕天した天使である。」は預言者の例えであ
る。「悪魔は神性を奪おうと試みて堕天した天使である。」は伝説の創造主
の例えである。



Philosophically speaking, the devil is a human idea of divinity, which has 
been surpassed and dispossessed of heaven by the progress of science 
and reason.
哲学的に言うと「悪魔は自然科学と理性の進歩に追い越され天を奪われた神
性に対して人が抱く概念である。」。
Among primitive Oriental peoples, Moloch, Adramelek, Baal, were 
personifications of the one God,
モロク、アドラメレク、バアルは原始的なオリエントの大衆が唯一神を人化
したものである。
dishonoured by barbarous attributes.
原始的なオリエントの大衆はモロク、アドラメレク、バアルを残忍な儀式で
崇めて唯一神の名誉を汚した。
The god of the Jansenists, creating hell for the majority of human beings, 
and delighting in the eternal tortures of those he was unwilling to save, is 
a conception even more barbarous than that of Moloch;
多数の人に対して地獄を創造し、救わない多数の人が永遠に苦しむのを楽し
む、神に対してジャンセニストが抱く誤った概念はモロクより残忍である。
hence
上記の理由から、
the god of the Jansenists is already a veritable Satan, fallen from heaven, 
in the sight of every wise and enlightened Christian.
全ての賢い光に照らされたキリスト教徒が見る様に、神に対してジャンセニ
ストが抱く誤った概念はサタンであり、天から地に堕ちた。
In the multiplication of the divine names the kabbalists have connected 
them all, either with the unity of the tetragram, the figure of the triad, or 
the sephirotic scale of the decad.



カバリストは増殖させた神の名前をテトラ グラマトンの統一性、3つ 1組の
形である三角形、10つ 1組のセフィロトの段階に結びつけた。
They arrange the scale of the divine names and numbers in a triangle,
カバリストは神の名前と数の段階を三角形で表した。
which may be presented in Roman characters as follows:-
下記の様に、カバリストは神の名前と数の三角形をローマ字で表した。

セムハムフォラス

J
イョッド。
JA
ヤハ。(ヤハウェの短縮形。)
SDI
シャダイ。
JEHV
ヤハウェ。
ELOIM
エロヒム。(エロヒムはヘブライ語で神を意味する。)
SABAOT
Sabaoth。(Sabaoth はヘブライ語で軍団を意味する。)



ARARITA
アラリタ。
ELVEDAAT
ELVEDAAT。
ELIM GIBOR
ELIM GIBOR。(ELIM はヘブライ語で神を意味する。)
ELIM SABAOT
ELIM Sabaoth。
The sum of all these divine names formed from the one tetragram is a 
basis of the Hebrew Ritual,
上記の唯一のテトラ グラマトンから形成された神の名前はヘブライ人の儀式
の基礎である。
and constitutes the occult force which the kabbalistic rabbins invoke 
under the title of Semhamphoras.
上記の唯一のテトラ グラマトンから形成された神の名前はカバリストのラビ
がセムハムフォラスという名前で呼び出す隠された力と成る。(ラビはヘブラ
イ語で師を意味する。)
We have now to concern ourselves with the Tarot from the kabbalistic 
point of view,
カバラの観点からタロットについて話す必要が有る。
and have already indicated the occult source of the name.
Tarot という名前の隠された源泉についてはすでに話した。
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。
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。
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。
Here follows the religious and kabbalistic key of The Tarot, formulated in 
technical verses after the mode of the ancient lawgivers:-
下記は古代の立法者風の詩で書いた、タロットの宗教的なカバラの鍵である。

タロットの立法者風の詩
.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。
.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。
.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。
.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。



,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。
.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。
,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。
;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。
.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。
.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。
,In mercy rich, in retribution strong כ 11
11。カフ。思いやり深い。報いの力は強い。
.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。
 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。
These doctrines sacred, pure, and stedfast shine;
上記の考えは神聖、純粋、不動の輝きである。
And thus we close our number's scale divine.
下記は数の段階の神性である。
,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。
.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。
.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。
.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。
.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。
.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。
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。(創
世記 3章 19節「あなたアダムは塵だから塵に戻る。」。創世記 2章 7節「神
は人を土の塵から創造した。」。エリファス レヴィの「魔術の歴史」「ヘブ
ライ語でアダムは赤い土を意味する。」。アダムは人の代表。)
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。
21 or 22 ת His crown illuminates the mercy seat, And glorifies the cherubs 
at his feet.
21または 22。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。
By the help of this purely dogmatic explanation we shall already 
understand the kabbalistic alphabet of the Tarot.
上記の純粋な考えの説明によってタロットというカバラのアルファベットを
理解したであろう。
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。
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。
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 other emblems are equally clear, and can be explained as easily as the
first.
上記の様にタロットの 4ページ目以降は分かり易く説明できる。
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 pantacle
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 pantacle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 pantacle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。
Now let us take a Tarot and combine all its emblems one by one into the 
Wheel or ROTA of William Postel; let us group the four aces, the four twos, 
and so on, together;
タロットの小アルカナの 4組の 10つ 1組を車輪またはギヨーム ポステルの
ROTA の形に 4つの 1、4つの 2などにまとめよう。
we shall then have ten packs of cards giving the hieroglyphic 
interpretation of the triangle of divine names on the scale of the denary, 
as previously tabulated.
4つの 1、4つの 2などにまとめたタロットの小アルカナの 4組の 10つ 1組
は前述の 10つ 1組の段階の神の名前の三角形の象徴的な解釈をもたらす。
By referring each number to its corresponding Sephira,
4つの 1、4つの 2などにまとめたタロットの小アルカナの 4組の 10つ 1組
は 10つ 1組のセフィラに対応している。
we may then read them off as follows:-
車輪またはギヨーム ポステルの ROTA の形に 4つの 1、4つの 2などにまと
めたタロットの小アルカナの 4組の 10つ 1組は下記の様に解釈できる。
.Four signs present the name of every name יהוה
ヤハウェ。ヤハウェの 4つの象徴は全ての名前の中の名前、神の名前を表す。



1 KETHER. The four Aces. Four brilliant beams adorn his crown of flame.
1。王冠。4つの 1。4つの輝く光線は神の王冠の火に美を添える。
2 CHOCHMAH. The four Twos. Four rivers ever from his wisdom flow.
2。知慮。4つの 2。神の知から常に 4つの川が湧き出る。
3 BINAH. The four Threes. Four proofs of his intelligence we know.
3。自発的な知力。4つの 3。人は神の知の 4つの証を知る。
4 CHESED. The four Fours. Four benefactions from his mercy come.
4。思いやり。4つの 4。神の思いやりから 4つの善行が表れる。
5 GEBURAH. The four Fives. Four times four sins avenged his justice sum.
5。厳しさ。4つの 5。神の厳しさの大意は 4回 4つの罪に報復する。
6 TIPHERETH. The four Sixes. Four rays unclouded make his beauty 
known.
6。美。4つの 6。雲の無い 4つの光線は神の美を知らせる。
7 NETSAH. The four Sevens. Four times his conquest shall in song be 
shewn.
7。勝利。4つの 7。神の獲得は 4回、歌で表されるであろう。
8 HOD. The four Eights. Four times he triumphs on the timeless plane.
8。永遠性。4つの 8。神は永遠の段階で 4回勝利する。
9 JESOD. The four Nines. Foundations four his great white throne 
maintain.
9。基礎。4つの 9。4つの神の大いなる白い王座が基礎を支える。
10 MALCHUTH. The four Tens. One fourfold kingdom owns his endless 
sway, As from his crown there streams a fourfold ray.
10。王国。4つの 10。唯一の四重の王国には神の永遠の統治が有る。神の王
冠から四重の光線が流れ出る様に。
By this simple arrangement the kabbalistic meaning of each card is 
exhibited.



上記の様にタロットの小アルカナの 4組の 10つ 1組のカバラ的な意味は表さ
れる。
For example,
例えば、
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。
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。
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。
and so of the others.
など。
We can thus understand how the ancient pontiffs proceeded to make the 
oracle speak.
上記から、どのように古代の法王が神託を得ていたか理解できる。
The chance dealing of the lamens invariably produced a fresh kabbalistic 
meaning, exactly true in its combinations, which alone were fortuitous;
運任せでタロットを引いたり組み合わせたりする事は思いがけないだけで常
に新しいカバラ的な意味、真理をもたらす。
and, seeing that the faith of the ancients attributed nothing to chance,
古代人は偶然な事は無いと信じていた。
they read the answers of Providence in the oracles of the Tarot,
古代人はタロットの神託の中に神の意思の答えを読み取っていた。
which were called Theraph or Theraphim by the Hebrews, as the erudite 
kabbalist Gaffarel, one of the magicians employed by Cardinal Richelieu, 
was the first to perceive.



古代人は、リシュリュー枢機卿の魔術師の 1 人であったカバリストのガファ
レルが初めて気づいた、ヘブライ人がテラフィムと呼んでいる物の神託の中
に神の意思の答えを読み取っていた。
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。
At the end of the Ritual we shall provide further details, together with full 
documents, concerning the marvellous Tarot book,
「高等魔術の祭儀」の 22章で不思議な書タロットについてさらに詳しく完
全に説明するつもりである。
which is of all books the most primitive,
タロットは全ての書の中の最初の書である。
the key of prophecies and dogmas,
タロットは予言と考えの鍵である。
in a word,
一言で言えば、
the inspiration of inspired works,
タロットは霊感を受けて書かれた全ての書の中の霊感である。
a fact which has remained unperceived equally by the science of Court de 
Gebelin and by the extraordinary intuitions of Eteilla or Alliette.
上記は、クール ド ジェブランの知によっては、エッティラまたはアリエッ
トの驚くべき直感によっては、人目につかないままであった事実である。



The ten Sephiroth and the twenty-two Tarots form what the kabbalists 
term the thirty-two paths of absolute science.
10のセフィロトと 22のタロットの大アルカナはカバリストが絶対の知への
32の経路と呼んでいるものを形成する。
With regard to particular sciences, they distinguish them into fifty 
chapters, which they call the fifty gates-
カバリストは知を 50に分けて 50の門と呼んでいる。
among Orientals the word gate signifies government or authority.
オリエントでは門という言葉は統治組織または権力組織を表す。
The rabbins also divided the Kabbalah into Bereschit, or universal 
Genesis, and Mercavah, or the chariot of Ezekiel;
ラビはカバラをベレシートまたは普遍の創世記とメルカバーまたはエゼキエ
ルの戦車に分けた。
then by means of a dual interpretation of the kabbalistic alphabets, they 
formed two sciences, called Gematria and Temurah,
カバラのアルファベットであるヘブライ文字の二重の解釈によって、カバリ
ストはカバリストがゲマトリアとテムラーと呼んでいる 2つの知を形成した。
and so composed the notary art,
ゲマトリアとテムラーは「知られているわざ」を構成する。
which is fundamentally the complete science of the Tarot signs and their 
complex and varied application to the divination of all secrets, whether of 
philosophy, nature, or the future itself.
「知られているわざ」は本来、哲学、自然、未来といった全ての秘密への占
いへのタロットの象徴の組み合わせと様々な応用の完全な知である。
We shall recur in our twentieth chapter to this work,
上記を 20章で説明するつもりである。
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THE great magical agent, by us termed the astral light, by others the soul 
of the earth, and designated by old chemists under the names of Azoth 
and Magnesia,
大いなる魔術の代行者、星の光、地の魂を古代の錬金術師は Azoth、マグネ
シアと呼んでいる。
this occult, unique, and indubitable force,
大いなる魔術の代行者、星の光は隠された比類なき疑う余地のない力である。
is the key of all empire,
大いなる魔術の代行者、星の光は全ての統治の鍵である。
the secret of all power;
大いなる魔術の代行者、星の光は全ての力の秘密である。
it is the winged dragon of Medea,
大いなる魔術の代行者、星の光はメディアの有翼の竜である。
the serpent of the Edenic mystery;



大いなる魔術の代行者、星の光はエデンの神秘の創世記 3章の蛇である。
it is the universal glass of visions,
大いなる魔術の代行者、星の光は映像の普遍のガラスである。
the bond of sympathies,
大いなる魔術の代行者、星の光は共感の結びつけるものである。
the source of love, prophecy, and glory.
大いなる魔術の代行者、星の光は愛、予言、栄光の源泉である。
To know how to avail one's self of this agent is to be the trustee of God's 
own power;
大いなる魔術の代行者を応用する方法を知る事は神の力の受託者に成る事で
ある。
all real, effective magic, all occult force is there,
全ての本物の効力が有る魔術、全ての隠された力は大いなる魔術の代行者を
応用する方法を知り神の力の受託者に成る事に有る。
and its demonstration is the sole end of all genuine books of science.
大いなる魔術の代行者を応用する方法を知れば神の力の受託者に成れる事を
実証する事が知の全ての本物の書物の唯一の目的である。
To possess one's self of the great magical agent there are two operations 
necessary- to concentrate and project, or, in other words, to fix and to 
move.
大いなる魔術の代行者を応用するには集め放射するという2つの作用が必要
である。言い換えると、大いなる魔術の代行者を応用するには固定し動かす
という2つの作用が必要である。
Fixity has been provided as the basis and guarantee of movement by the 
Author of all things;
万物の創造主である神は基礎と運動の保証として固定をもたらした。
the magus must go to work in like manner.



神の様に魔術師は固定する必要が有る。
It is said that enthusiasm is contagious- and why?
熱狂はうつり易い。なぜ熱狂はうつり易いのか？
Because
なぜなら、
it cannot be produced in the absence of collective faith.
集団的な信心が熱狂をもたらす。
Faith produces faith;
信心は信心をもたらす。
to believe is to have a reason for willing;
信じる事は意思する理由を持つ事である。
to will with reason is to will with power-
理由を持って意思する事は力を持って意思する事である。
not, I say, with an infinite, but with an indefinite power.
理由を持って意思する事は今は無限ではないが無制限の力を持って意思する
事である。
What operates in the intellectual and moral world obtains still more in the 
physical,
知と倫理道徳の世界で作用するものは自然科学の世界で定着する。
and when Archimedes was in want of a lever to move the world, what he 
sought was simply the great magical arcanum.
アルキメデスが世界を動かす、てこを必要とした時に、アルキメデスは大い
なる魔術の秘密を単に求めた。
One arm of the androgyne figure of Henry Khunrath bore the word 
COAGULA and the other SOLVE.
ハインリッヒ クンラートの両性具有者の絵の一方の手には凝固と他方の手に
は溶解と書かれている。



To collect and diffuse are nature's two words-
集める事と拡散する事は自然の 2つの言葉である。
but
しかし、
after what manner can we accomplish these operations with the astral 
light or soul of the world?
どのような方法で星の光、世界の魂を集めたり拡散する事ができるのか？
Concentration is by isolation
独立によって星の光を集める。
and distribution by the magical chain.
魔術の鎖によって星の光を拡散する。
Isolation consists in absolute independence for thought, complete liberty 
for the heart, and perfect continence for the senses.
独立とは、思考にとって絶対の独立、心情にとって完全な自由、感覚にとっ
て完全な節制である。
Every man who is possessed by prejudices and fears, every passionate 
person who is slave of his passions, is incapable of concentrating or 
coagulating, according to the expression of Khunrath, the astral light or 
soul of the earth.
ハインリッヒ クンラートによれば、全ての先入観と恐怖にとりつかれた人、
全ての肉欲の奴隷である人は星の光、地の魂を集めたり凝固させたりできな
い。
All true adepts have been independent even amidst torture,
全ての本物の達道者は苦しみの中ですら独立した。
sober and chaste till death.
全ての本物の達道者は死ぬまで酔わなかった。全ての本物の達道者は死ぬま
で貞淑であった。



The explanation of such anomaly is this-
上記の超常性の説明は下記である。
in order to dispose of a force, you must not be surprised by this force in a 
way that it may dispose of you.
力を左右するためには、力に左右されない必要が有る。力を左右するために
は、力に不意打ちされない必要が有る。
But then, cry out those who seek only in magic for a method of 
inordinately satisfying the lusts of nature, what good is a power which 
must not be used for our own satisfaction?
魔術に超常的に肉欲を満たす手段を探求する者は、肉欲を満たすのに用いて
はいけない力の何が良いであろうか？と叫ぶ。
Unhappy creatures who ask,
肉欲を満たすのに用いてはいけない力の何が良いであろうか？とたずねる人
は、みじめな人である。
if I told you, how could you grasp it?
下記の様に話したら、理解できるであろうか？
Are pearls nothing because they are worthless to the horde of Epicurus?
エピクロスの大衆の役に立たないからといって真珠は無価値であろうか？い
いえ！
Did not Curtius prefer the government of those who had gold than its 
possession by himself?
Curtius は金を持つよりも金を持つ人を支配する事を選んだのではないか？
はい！
Must we not be something removed from the common man when we 
almost pretend to be God?
人が神に成るには普通の人を超越した何ものかに成る必要が有るのではない
か？はい！



Moreover,
さらに、
I grieve to deject or discourage you, but I am not devising the 
transcendental sciences;
失望させるのは悲しいが、エリファス レヴィが超越的な学問である魔術を創
造したわけではない。
I teach them,
エリファス レヴィは魔術を教えるだけである。
defining their immutable necessities in the presentation of their primary 
and most inexorable conditions.
エリファス レヴィは魔術の基本的な最も不動な条件を教えるにあたって魔術
に不変に不可欠なものを明確にするだけである。
Pythagoras was a free, sober, and chaste man;
ピタゴラスは自由な酒を飲まない貞淑な男性であった。
Apollonius of Tyana and Julius Caesar were both of repellent austerity;
ティアナのアポロニウスとカエサルは厳しかった。
the sex of Paracelsus was suspected, so foreign was he to the weakness of 
love;
パラケルススは性別を疑われるくらい性欲の弱さと無関係であった。
Raymond Lully carried the severity of life to the most exalted point of 
asceticism;
ライムンドゥス ルルスは厳しい生活を禁欲生活にまで高めた。
Jerome Cardan exaggerated the practice of fasting till he nearly perished 
of starvation, if we may accept tradition;
カルダーノは、口伝を信じるならば、餓死寸前にまで断食の実践を過大視し
た。
Agrippa, poor and buffeted from town to town,



コルネリウス アグリッパは都市から都市へ迫害された。
almost died of misery rather than yield to the caprice of a princess who 
insulted the liberty of science.
コルネリウス アグリッパは学問の自由を侵害する王女の気まぐれに従うより
も、みじめな死を選んだ。
What then made the felicity of these men?
魔術師が喜びとしたものは何か？
The knowledge of great secrets and the consciousness of power.
大いなる秘密の知と力の自覚。
It was sufficient for those great souls.
大いなる魂を持つ者達には大いなる秘密の知と力の自覚だけで十分であった。
Must one be like unto them in order to know what they knew? Assuredly 
not, and the existence of this book is perhaps a case in point;
過去の魔術師達が知っていたものを知るためには、過去の魔術師達の様なも
のに成る必要が有るか？いいえ！本書「高等魔術の教理」が存在する。
but
しかし、
in order to do what they did, it is absolutely necessary to take the means 
which they took.
過去の魔術師達が行ったものを行うには、過去の魔術師達がとった手段をと
る事が絶対に必要である。
But
しかし、
what did they actually accomplish?
実際に魔術師は何を行ったのか？
They astonished and subdued the world;
魔術師は世界を動かし圧倒した。



they reigned more truly than kings.
魔術師は俗世の王者よりも本当に統治した。
Magic is an instrument of divine goodness or demoniac pride,
魔術は神の善の道具または悪人の霊の傲慢の道具である。
but
しかし、
it is the annihilation of earthly joys and the pleasures of mortal life.
魔術は死すべき人の地上的な快楽をあきらめる事である。
Why study it? ask the luxurious.
色欲に狂っている人は、なぜ魔術を学ぶのか？とたずねるであろう。
Merely to know it
ただ真理を知るために魔術を学ぶ。
and possibly after to learn mistrust of stupid unbelief or puerile credulity.
愚かな不信心または愚かな軽信の危うさを知り魔術を学ぶ。
Men of pleasure, and half of these I count for so many women, is not 
gratified curiosity highly pleasurable?
多数の女性を快楽の人の半数に数えるが、快楽の人よ、好奇心を満たす事は
高尚な楽しみではないか？はい。好奇心を満たす事は高尚な楽しみです！
Read therefore without fear,
恐れないで読みなさい。
you will not be magicians against your will.
意に反して魔術師に成る事は無い。
Readiness for absolute renunciation is, moreover, necessary only in order 
to establish universal currents and transform the face of the world;
絶対の克己のための覚悟だけが普遍の流れを確立し地上を一変させるために
必要である。



there are relative magical operations, limited to a certain circle, which do 
not need such heroic virtues.
上記の英雄的な徳を必要としない、ある一定の範囲に限定された、相対的な
魔術の作用が存在する。
We can act upon passions by passions, determine sympathies or 
antipathies, hurt even and heal, without possessing the omnipotence of 
the magus;
魔術師の全能性無しで、人は肉欲によって肉欲に作用できる。人は共感また
は反感を決定できる。人は傷つける事ができる。人は治す事すらできる。
in this case, however, we must realise the risk of a reaction in proportion 
to the action, to which we may easily fall a victim.
しかし、上記の場合は、作用に比例した反作用の危険を理解する必要が有る。
簡単に自身も犠牲に成るかもしれない危険を理解する必要が有る。
All this will be explained in our Ritual.
上記を全て「高等魔術の祭儀」で説明するつもりである。
To make the magic chain is to establish a magnetic current which 
becomes stronger in proportion to the extent of the chain.
魔術の鎖を創造する事は、つながりの大きさに比例して強く成っていく磁気
の流れを確立する事である。
We shall see in the Ritual how these currents can be produced, and what 
are the various modes of forming the chain.
「高等魔術の祭儀」で、どのように磁気の流れをもたらす事ができるか？ど
のような魔術の鎖が存在するか？説明するつもりである。
Mesmer's trough was an exceedingly imperfect magic chain;
メスメルの水おけは非常に不完全な魔術の鎖である。
several great circles of illuminati in different northern countries possess 
more potent chains.



北国の、光に照らされた者のいくつかの大いなる団体はより力が有る魔術の
鎖を保有している。
Even that association of Catholic priests, celebrated for their occult power 
and their unpopularity,
あるカトリックの祭司の団体は隠された力と不人気で知られている。
is established upon the plan
あるカトリックの祭司の団体は計画的に確立されている。
and follows the conditions of the most potent magical chains,
あるカトリックの祭司の団体は無上の力が有る魔術の鎖の条件に従っている。
and herein is the secret of their force,
あるカトリックの祭司の団体の力の秘密は魔術の鎖である。
which they attribute solely to the grace or will of God,
あるカトリックの祭司の団体は魔術の鎖による力をひとえに神の恵みまたは
神の意思のおかげであると考えている。
a vulgar and cheap solution for every mystery of power in influence or 
attraction.
魔術の鎖による力を神の恵みまたは神の意思のおかげであると考える事は作
用または引き寄せにおける力の全ての神秘にとって大衆的な低俗な解決方法
である。
In the Ritual it will be our task to estimate the sequence of truly magical 
ceremonies and evocations which make up the great work of vocation 
under the name of the Exercises of St Ignatius.
本物の魔術の儀式の結果と、イグナチオ デ ロヨラの霊操と呼ばれている神
のお召しの大いなる務めを構成する降霊術の結果を類推する事が「高等魔術
の祭儀」での務めに成るであろう。
All enthusiasm propagated in a society by a series of communications and
practices in common produces a magnetic current,



社会で一連の交流と実践が共通に伝える全ての熱狂は磁気の流れをもたらす。
and continues or increases by the current.
社会で一連の交流と実践が共通に伝える全ての熱狂は磁気の流れを磁気の流
れによって持続するか強める。
The action of the current is to carry away and often to exalt beyond 
measure persons who are impressionable and weak, nervous 
organisations, temperaments inclined to hysteria or hallucination.
磁気の流れの作用は感じ易い弱い人、神経組織を夢中にさせ頻繁に非常に高
揚させ気性を病的興奮か幻覚に傾ける。
Such people soon become powerful vehicles of magical force
感じ易い弱い人は魔術の力の強い乗り物とすぐに成る。
and efficiently project the astral light in the direction of the current itself;
感じ易い弱い人は効率的に星の光を磁気の流れの方向に放射する。
opposition at such a time to the manifestations of the force is, to some 
extent, a struggle with fatality.
ある程度、魔術の力の表れ、磁気の流れへの対立は運命との戦いである。
When the youthful Pharisee Saul, or Schol, threw himself, with all the 
fanaticism and all the determination of a sectarian,
使徒パウロは回心する前はファリサイ派の宗派心の全ての狂信と全ての決心
に身を投じていた。
across the aggressive line of Christianity,
使徒パウロは回心する時にキリスト教の活動範囲内に入った。
he unconsciously placed himself at the mercy of a power against which he
thought to prevail,
使徒パウロは回心する時に打倒するつもりであった力の思いやりと知らない
で対立した。



and hence he was struck down by a formidable magnetic flash, doubtless 
the more instantaneous by reason of the combined effect of cerebral 
congestion and sunstroke.
使徒パウロは回心する時に、疑い無く一時的な脳充血と日射病が効果的に合
併した、畏敬するべき磁気の雷に打ち倒された。
The conversion of the young Israelite, Alphonsus of Ratisbonne, is a 
contemporary fact which is absolutely of the same nature.
若いヘブライ人アルフォンス ラティスボンヌの回心は使徒パウロの回心と絶
対に同じ性質の 19世紀の事実である。
We are acquainted with a sect of enthusiasts whom it is common to deride
at a distance, and to join, despite one's self, as soon as they are 
approached, even with a hostile intention.
大衆が、遠くにいると笑いものにするが、近づくとすぐに敵意を持っていた
者ですら自分では気づかずに仲間に成ってしまう、熱狂的な信者の宗派が知
られている。
I will go further, and affirm that magical circles and magnetic currents 
establish themselves,
魔術の輪と磁気の流れは、自然と確立される。
and have an influence, according to fatal laws, upon those on whom they 
can act.
運命の法によって、魔術の輪と磁気の流れは、作用可能な人への感化力を持
つ。
Each one of us is drawn within a circle of relations which constitutes his 
world,
人は自身の世界を構成する関係する輪の中に引き寄せられる。
and to the influence of which he is made subject.
人は従うものの影響下に引き寄せられる。



The lawgiver of the French Revolution,
ルソーはフランス革命の立法者である。
that man whom the most spiritual nation in the whole world 
acknowledged as the incarnation of human reason,
全世界のうち最も精神的な国家であるフランスはルソーを人の理性が人に
成った人として認めた。
Jean Jacques Rousseau, was drawn into the most lamentable action of his
life, the desertion of his children, by the magnetic influence of a libertine 
circle and a magical current of table-d'hôte.
放蕩なサークルの磁気的な作用と魔術の流れに引き寄せられて、ルソーは自
身の子を捨てるという人生で最も悲しむべき行動に至った。
He describes it simply and ingenuously in his Confessions, but it is a fact 
which has remained unobserved.
「告白」でルソーはサークルの影響で自身の子を捨てたと簡潔に率直に記し
ているが、気づかれないままである事実である。
Great circles very often make great men, and vice-versâ.
非常に多くの場合、大いなる輪は大いなる善人を創造する。大いなる輪は大
悪人を創造する。
There are no unrecognised geniuses,
世に認められない才能は無い。世に表れない才能は無い。世に出ない才能は
無い。
there are eccentric men,
奇人は存在する。中心から外れた人は存在する。
and the term would seem to have been invented by an adept.
達道者が「中心から外れた」を意味する eccentric という言葉を創造したと
思われる。



The man who is eccentric in his genius is one who attempts to form a 
circle by combating the central attractive force of established chains and 
currents.
才能が中心から外れた者は、古い鎖または流れの中心に引き寄せる力と戦う
事によって、新しい輪を形成しようと試みる者である。
It is his destiny to be broken or to succeed.
才能が中心から外れた奇人の運命は挫折か成功である。
Now, what is the twofold condition of success in such a case?
新しい輪を形成する事に成功するための 2つ 1組の条件とは何か？
A central point of stability and a persevering circular action of initiative.
安定した中心点と忍耐強い繰り返し輪を形成する先導する行動が新しい輪を
形成する。
The man of genius is one who has discovered a real law,
天才とは実在する法を見つけた者である。
and is thereby possessed of an invincible, active, and grinding power.
天才は不屈の自発的な力を持っている。
He may die in the midst of his work,
天才は作業の途中で死ぬかもしれない。
but that which he has willed comes to pass, in spite of his death,
しかし、天才の死にもかかわらず、天才が意思したものは実現する。
and is indeed often ensured thereby,
実に多くの場合、天才の死は天才が意思したものの実現を保証する。
because
なぜなら、
death is a veritable assumption for genius.
天才には死は本当の被昇天である。



"When I shall be lifted up from the earth," said the greatest of the 
initiators, "I will draw all things after me."
ヨハネによる福音 12章 32節で無上の大いなる祖であるイエスは「私イエス
が地から(天へ)昇る時には、私イエスは全てのものを私イエスの元に引き寄
せる。」と話している。
The law of magnetic currents is that of the movement of the astral light 
itself,
磁気の流れの法は星の光の動きの法である。
which is always double, and augments in an opposite sense.
星の光の動きは常に二重であり、正反対の方向へ増大する。
A great action invariably paves the way for a reaction of equal magnitude,
大いなる作用は常に同じ大きさの反作用を用意する。
and the secret of phenomenal successes consists entirely in the 
foreknowledge of reactions.
驚くべき成功の秘訣は反作用の予知に有る。
Thus did Chateaubriand, penetrated with disgust at the saturnalia of the 
revolution, foresee and prepare the immense success of his "Genius of 
Christianity."
フランス革命の騒動への嫌悪を見抜いたフランソワ ルネ ド シャトーブリア
ンは 1802年の「キリスト教の精神」の計り知れない成功を予見し用意した。
To oppose one's self to a current at the beginning of its revolution is to 
court being destroyed by that current, like the great and unfortunate 
Emperor Julian;
大いなる不運なユリアヌス帝の様に、反転し始めた流れに対立する事は、反
転した流れによって破滅をまねく事である。
to oppose one's self to a current which has run its round is to take the lead
of a contrary current.



反転した流れに対立するには、別の逆の流れを先導する必要が有る。
The great man is he who comes seasonably
大いなる者は良い時に現れる者である。
and knows how to innovate opportunely.
大いなる者は良い時に革新する方法を知る者である。
In the days of the apostles, Voltaire would have found no echo for his 
utterances, and might have been merely an ingenious parasite at the 
banquets of Trimalcyon.
仮に使徒の時代であればヴォルテールはヴォルテールの言葉への反響を見つ
けられなかったであろう。仮に使徒の時代であればヴォルテールは「トリマ
ルキオの饗宴」の才能の有る食客に過ぎなかったであろう。
Now, at the epoch wherein we live, everything is ripe for a fresh outburst 
of evangelical zeal and Christian self-devotion,
今、私達が生きている時代は、福音的な熱意とキリスト教的な献身の新しい
爆発へ全てのものの機が熟している。
precisely by reason of
なぜなら、
the prevailing general disillusion, egoistic positivism, and public cynicism 
of the coarsest interests.
大衆は、利己主義の超越的なものを否定する誤った哲学と、最も下衆な私利
私欲の皮肉的な考え方に幻滅している。
The success of certain books and the mystical tendencies of minds are 
unequivocal symptoms of this widespread disposition.
いくつかの本の成功と大衆の精神の神秘主義的な傾向は大衆の傾向の明らか
な前兆である。
We restore and we build churches only to realise more keenly that we are 
void of belief, only to long the more for it;



人は教会を建て直したり新たに建てているが、自身の信心の空虚さをより痛
切に理解するだけに過ぎず、自身の信心をより切望するだけに過ぎない。
once more does the whole world await its Messiah, and he cannot tarry in 
his coming.
全ての人が救い主の再来を待っている。救い主は再来を遅らせるはずが無い。
Let a man, for example, come forward, who by rank or by fortune is placed
in an exalted position- a pope, a king, even a Jewish millionaire-
仮に例えば法王、王、ヘブライ人の金持ちといった生まれによってまたは幸
運によって高い地位に有る独りの人が来れば、
and let this man publicly and solemnly sacrifice all his material interests 
for the weal of humanity;
仮に高い地位に有る独りの人が自身の全ての物質的な利益を人の幸せのため
に公に神聖に犠牲にすれば、
let him make himself the saviour of the poor,
仮に高い地位に有る独りの人が貧しい人の救い主に成れば、
the disseminator,
仮に高い地位に有る独りの人が伝道者に成れば、
and even the victim, of doctrines of renunciation and charity,
仮に高い地位に有る独りの人が克己と思いやりの考えの犠牲にすら成れば、
and he will draw round him an immense following;
計り知れない数の後に続くものを自身の元に引き寄せるであろう。
he will accomplish a complete moral revolution in the world.
世界に完全な倫理道徳的な変革を実現するであろう。
But the high place is before all things necessary for such a personage,
救い主の代理人に成るには何よりもまず高い地位が必要である。
because,
なぜなら、



in these days of meanness and trickery,
今は卑劣さと詐欺の時代である。
any Word issuing from the lower ranks is suspected of interested ambition
and imposture.
大衆は私利私欲の野心や詐欺の疑いを低い地位からもたらされた全ての言葉
にかける。
Ye, then, who are nothing, ye who possess nothing, aspire not to be 
apostles or messiahs.
何ものでもない、何ものも持たない、あなたは、救い主の代理人や使徒に成
ろうと思わない事である。
If you have faith, and would act in accordance therewith, get possession, 
in the first place, of the means of action, which are the influence of rank 
and the prestige of fortune.
もし、あなたに信心が有って、救い主の代理人に成って行動したいならば、
第一に、行動の手段として、地位の高さによる影響力や富の威力を、持ちな
さい。
In olden times gold was manufactured by science;
古代では知によって金を創造した。
nowadays science must be remade by gold.
現代では金によって知を作り直す必要が有る。
We have fixed the volatile,
古代では気化し易いものを固定した。
and we must now volatilise the fixed-
現代では固定されたものを気化させる必要が有る。
in other words,
言い換えると、
we have materialised spirit,



古代では精神を物質化した。
and we must now spiritualise matter.
現代では物質を精神化する必要が有る。
The most sublime utterance now passes unheeded if it goes forth without 
the guarantee of a name- that is to say, of a success which represents a 
material value.
もし名声の保証が無ければ、物質的な価値としての成功が無ければ、現代で
は無上の高尚な言葉は無視され消える。
What is the worth of a manuscript?
大衆にとって書物の価値は何に有るか？大衆にとって書物の価値は著者の名
声に有る！
That of the author's signature among the booksellers?
本屋にとって大衆にとって著者のサインの価値は何に有るか？本屋にとって
大衆にとって著者のサインの価値は著者の名声に有る！
That established reputation known as Alexander Dumas et Cie represents 
one of the literary guarantees of our time,
アレクサンドル デュマの出版社は 19世紀の小説の価値を保証するものの 1
つとして名声を知られている。
but
しかし、
the house of Dumas is in repute only for the romances which are its 
exclusive productions.
アレクサンドル デュマの一家の名声は小説だけに限られる。
Let Dumas devise a magnificent Utopia,
仮にアレクサンドル デュマが大いなる理想的な社会を考え出しても、
or discover a splendid solution of the religious problem,
仮にアレクサンドル デュマが宗教的な問題の見事な解決策を見つけても、



and no one will take them seriously, despite the European celebrity of the 
Panurge of modern literature.
アレクサンドル デュマの 19世紀の小説のパニュルジュの様なヨーロッパの
名声にもかかわらず、誰も真剣に取らないであろう。
We are in the age of acquired positions,
現代は後天的な立場の時代である。現代は獲得した立場の時代である。
where every one is appraised according to his social and commercial 
standing.
現代は大衆が全てのものを社会的な立場や、もうけ主義の立場で評価する時
代である。
Unlimited freedom of speech has produced such a strife of words that no 
one inquires what is said, but who has said it.
大衆にとって何を話したかではなく誰が話したかという言葉の戦いに無限の
自由がもたらされている。
If it be Rothschild, his Holiness Pius the Ninth, or even Monseigneur 
Dupanloup, it is something;
金持ちのロスチャイルド家の者、法王、デュパンルー司教の言葉は大衆には
何らかの価値が有る。
but if it be Tartempion, it is nothing,
しかし、無名の者の言葉は大衆には価値が無い。
were he even- which is possible, after all- an unrecognised prodigy of 
genius, knowledge, and good sense.
仮に特に可能性が有るが能力、知、良識の天才でも無名の者の言葉は大衆に
は価値が無い。
Hence to those who would say to me:
下記の様にエリファス レヴィに話す者がいるであろう。



If you possess the secret of great successes, and of a force which can 
transform the world, why do you not make use of them?
もしエリファス レヴィが大いなる成功の秘訣と、世界を一変させられる力の
秘密を保有しているのであれば、なぜエリファス レヴィは大いなる成功の秘
訣と、世界を一変させられる力を応用しないのか？
I would answer:
下記の様にエリファス レヴィは答えて話すであろう。
This knowledge has come to me too late for myself,
エリファス レヴィは知を獲得するのが自身のために応用するには遅過ぎた。
and I have spent over its acquisition the time and the resources which 
might have enabled me to apply it ;
エリファス レヴィは知の獲得に自身のために応用するには時間、物、金銭を
使い尽くしてしまった。
I offer it to those who are in a position to avail themselves of it.
エリファス レヴィは知を自身のために応用できる立場にいる者に与える。
Illustrious men, rich men, great ones of this world, who are dissatisfied 
with that which you have, who are conscious of a nobler and larger 
ambition, will you be fathers of a new world, kings of a rejuvenated 
civilisation?
有名な者、金持ちの者、俗世で大いなる者、持っているものでは満足してい
ない者、高貴な大いなる意思を自覚している者よ、新しい世界の父、若返っ
た文明世界の王者に成らないか？
A poor and obscure scholar has found the lever of Archimides, and he 
offers it to you for the good of humanity alone, asking nothing whatsoever
in exchange.



アルキメデスのてこを見つけた貧しい世に知られていない学者であるエリ
ファス レヴィは人のためにのみ見返りを求めずにアルキメデスのてこをあな
たに与える。
The phenomena which have quite recently perturbed America and 
Europe, as regards table-turning and fluidic manifestations, are simply 
magnetic currents at the beginning of their formation,
19世紀にアメリカとヨーロッパを非常に混乱させた現象、テーブル ターニ
ングと流体の霊の出現は、単なる形成され始めた磁気の流れである。
appeals on the part of nature inviting us, for the good of humanity,
19世紀のアメリカとヨーロッパのテーブル ターニングと流体の霊の出現は、
思いやりのために、人を誘う自然の、ある部分の求めである。
to re-establish the great sympathetic and religious chains.
19世紀のアメリカとヨーロッパのテーブル ターニングと流体の霊の出現は、
大いなる共感と宗教の鎖の復活である。
As a fact,
事実、
stagnation in the astral light would mean death to the human race,
星の光の停滞は人には死を意味する。
and torpor in this secret agent has already been manifested by alarming 
symptoms of decomposition and death.
星の光の停滞、秘密の代行者の無気力状態は、腐敗と死の前兆の警告として
すでに表れている。
For example,
例えば、
cholera-morbus, the potato disease, and the blight of the grape, are 
traceable solely to this cause, as the two young shepherds of la Salette 
saw darkly and symbolically in their dream.



フランスのラ サレットの牛飼いの少年と少女が夢の中でひそかに象徴的に見
た「ラ サレットの聖母」が話した様に、コレラ、ジャガイモ飢饉、葡萄根油
虫の唯一の原因は星の光の停滞である。
The unlooked-for credit which awaited their narrative, and the vast 
concourse of pilgrims attracted by a statement so singular and at the 
same time so vague as that of these two children without instruction and 
almost without morality, are proofs of the magnetic reality of the fact,
「ラ サレットの聖母」の話が思いがけなく信じられた事と、学が無い徳が無
いフランスのラ サレットの牛飼いの少年と少女の超常的な不確かな「ラ サ
レットの聖母」の話が巡礼者の多数の合流を引き寄せた事は、事実の磁気的
な実在の証明である。
and the fluidic tendency of the earth itself to operate the cure of its 
inhabitants.
「ラ サレットの聖母」の話が信じられた事は地上の住人を治す地上の自然治
癒力の流体の傾向である。
Superstitions are instinctive,
迷信は直感的である。
and all that is instinctive is founded in the very nature of things,
直感的な全てのものは物の本質に見つかる。
to which fact the sceptics of all times have given insufficient attention.
迷信は直感的である事は、全ての時代の疑い深い人が注目しない事実である。
We attribute, then, all the strange phenomena of table-turning to the 
universal magnetic agent in search of a chain of enthusiasms with a view 
to the formation of fresh currents.
テーブル ターニングの全ての不思議な現象の原因は新しい流れを形成するた
めに熱意の鎖を求める普遍の磁気の代行者である。
The force of itself is blind,



力自体は盲目である。
but
しかし、
it can be directed by the will of man,
人の意思は力を傾けられる。
and is influenced by prevailing opinions.
有力な意見は力に作用する。
This universal fluid-
力は普遍の流体である。
if we decide to regard it as a fluid-
力を流体であると考えられるのであればの話であるが。
being the common medium of all nervous organisms,
普遍の流体は全ての神経組織の共有の仲介者である。
and the vehicle of all sensitive vibrations,
普遍の流体は全ての感知可能な振動の仲介者である。
establishes an actual physical solidarity between impressionable persons,
普遍の流体は感じ易い人々の間の現実の自然科学的な連帯を確立する。
and transmits from one to another the impressions of imagination and of 
thought.
普遍の流体は想像と思考の印象を相互の人々に伝える。
The movement of the inert object, determined by the undulations of the 
universal agent,
普遍の代行者の振動は自動力の無い物を動かす。
obeys the ruling impression,
自動力の無い物は有力な印象に従う。
and reproduces in its revelations at one time all the lucidity of the most 
wonderful visions,



自動力の無い物は無上の不思議な予見の全ての透明さに過去を再現する。
and at another all the eccentricity and falsehood of the most vague and 
incoherent dreams.
自動力の無い物は最もあいまいな支離滅裂な夢の全ての奇形と虚偽をもたら
す。
The blows resounding on furniture, the clattering of dishes, the self-
playing of musical instruments, are illusions produced by the same cause.
家具をたたく様な音が鳴ったり、皿がカタカタ鳴ったり、楽器が自動で鳴る
のは、普遍の代行者がもたらす幻覚である。
The miracles of the convulsionaries of Saint Medard were of the same 
order,
普遍の代行者がサン メダールのけいれん者の奇跡をもたらした。
and seemed frequently to suspend the laws of nature.
普遍の代行者は時々、自然の法を保留する様に見える。
On the one hand,
一方では、
exaggeration produced by fascination, which is the special quality of 
intoxication occasioned by congestions of the astral light;
星の光の過剰による酩酊の特徴である魅力が誇張をもたらす。
on the other,
他方では、
actual oscillations or movements impressed upon inert matter by the 
subtle and universal agent of motion and life.
運動と命の、薄い普遍の代行者が自動力の無い物質に現実の振動または運動
を与える。
Such is the sole foundation of these occurrences which look so 
marvellous,



星の光、普遍の代行者が、非常に不思議に見える現象の唯一の基礎である。
as we may easily demonstrate at will by reproducing, in accordance with 
rules laid down in the Ritual, the most astounding of these phenomena, 
establishing, as can be done quite simply, the absence of trickery, 
hallucination, or error.
「高等魔術の祭儀」の儀式によって、思い通りに再生する事によって、最も
不思議な現象を、簡潔に実証し、だます事無しに幻覚無しに誤り無く簡潔に
確立するつもりである。
It has frequently happened to me after experiments in the magic chain, 
performed with persons devoid of good intention or sympathy, that I have
been awakened with a start in the night by truly alarming impressions and
sensations.
エリファス レヴィは善い意図無しに共感無しに他人と行った魔術の鎖の実験
の後で、時々、夜に、不安にさせる印象や感じによって、ハッとして起きた。
On one such occasion I felt vividly the pressure of an unknown hand 
attempting to strangle me;
エリファス レヴィは善い意図無しに共感無しに他人と行った魔術の鎖の実験
の後で、ある時は、エリファス レヴィはエリファス レヴィの首をしめよう
と試みる未知の手の圧力をありありと感じた。
I rose up,
エリファス レヴィは起きた。
lighted my lamp,
エリファス レヴィはランプに火をつけた。
and set myself calmly to work, seeking to profit by my wakefulness and to 
drive away the phantoms of sleep.
眠れないのを利用して、夢の霊を追い払うために、落ち着いて仕事した。
The books about me were moved with much noise,



エリファス レヴィの周りの本が大きな騒音と共に動いた。
papers were disturbed and rubbed one against another,
紙が互いにこすれ合った。
timber creaked as if on the point of splitting,
梁(はり)が裂けるかの様な、きしむ様な音が鳴った。
and heavy blows resounded on the ceiling.
天井を激しくたたく様な音が鳴った。
With curiosity but also with tranquillity I observed all these phenomena,
エリファス レヴィは興味深く冷静に不思議な現象を観察した。
which would not have been less wonderful had they been only the 
product of my imagination, so real did they seem.
不思議な現象は、不思議ではあるが、現実に見えるが、自身の想像に過ぎな
いかもしれない。
For the rest,
後は、
I may state that I was in no sense frightened,
エリファス レヴィは不思議な現象を恐れなかったと断言する。
and during this occurrence I was engaged upon something quite foreign 
to the occult sciences.
上記の不思議な現象が起きていた時は、エリファス レヴィは隠された学問と
は全く無関係なものに取り組んでいた。
By the repetition of similar phenomena I was led to attempt the 
experience of evocation, assisted by the magical ceremonies of the 
ancients,
不思議な現象が繰り返されたので、古代人の魔術の儀式の助けを借りて、エ
リファス レヴィは降霊術の実験を試みるに至った。
when I obtained truly astounding results,



降霊術の実験の時にエリファス レヴィは本物の不思議な結果を獲得した。
which will be set forth in the thirteenth chapter of this work.
13章で降霊術の実験について話すつもりである。
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THE great work is, before all things, the creation of man by himself,
最初の大いなる務めは自力で人を創造する事である。最初の大いなる務めは
自力で自身を創造する事である。
that is to say, the full and entire conquest of his faculties and his future;
最初の大いなる務めは自身の能力と未来を完全に獲得する事である。
it is especially the perfect emancipation of his will,
特に、最初の大いなる務めは自身の意思を完全に自由にする事である。
assuring him universal dominion over Azoth and the domain of Magnesia,
自身の意思を完全に自由にする事は、Azoth とマグネシアの領域の普遍の統
治を自身に保証する事である。
in other words,
言い換えると、
full power over the universal magical agent.



自身の意思を完全に自由にする事は、普遍の魔術の代行者の全ての力を自身
に保証する事である。
This agent, disguised by the ancient philosophers under the name of the 
first matter,
古代の哲学者は第一質料という名前で普遍の魔術の代行者を隠した。
determines the forms of modifiable substance,
普遍の魔術の代行者は変更可能なものの形を決める。
and we can really arrive by means of it at metallic transmutation and the 
universal medicine.
普遍の魔術の代行者によって錬金と万能薬に本当に到達できる。
This is not a hypothesis,
普遍の魔術の代行者によって錬金に到達できる事は仮説ではない。
it is a scientific fact already established and rigorously demonstrable.
普遍の魔術の代行者によって錬金に到達できる事は、すでに確立されている、
厳密に実証できる、自然科学の事実である。
Nicholas Flamel and Raymond Lully, both of them poor, indubitably 
distributed immense riches.
ニコラ フラメルとライムンドゥス ルルスは、自身は貧しかったが、疑い無
く無数の金を配った。
Agrippa never proceeded beyond the first part of the great work,
コルネリウス アグリッパは大いなる務めの最初の部分を超えられなかった。
and he died in the ordeal, fighting to possess himself and to fix his 
independence.
コルネリウス アグリッパは自制と独立を確固としたものにするために戦う試
練の最中に死んだ。
Now, there are two Hermetic operations, the one spiritual, the other 
material, and these are mutually dependent.



精神的な作業と物質的な作業という相互に作用し合う2つのヘルメスの錬金
術の作業が存在する。
For the rest, all Hermetic science is contained in the doctrine of Hermes, 
which is said to have been originally inscribed upon an emerald tablet.
その他の作業、全てのヘルメスの知は、エメラルド板に元は記されていたと
言われている、ヘルメスの考えに含まれている。
Its first articles have been already expounded,
エメラルド板の最初の部分はすでに解説した。
and those follow which are concerned with the operation of the great 
work:-
下記はエメラルド板の大いなる務めの作業に関係する部分である。
"
「
Thou shalt separate the earth from the fire, the subtle from the gross, 
gently, with great industry.
あなたは、火から土を、濃いものから薄いものを、徐々に、大いなる勤勉に
よって、分離すべきである。
It rises from earth to heaven, and again it descends to earth,
薄いものは、地から天へ昇り、地へ降りる。
and it receives the power of things above and of things below.
昇天し降臨した薄いものは、上のものの力と下のものの力を受け取る。
By this means shalt thou obtain the glory of the whole world, and all 
darkness shall depart from thee.
上記の方法によってあなたは全世界の栄光を得るであろう。上記の方法に
よってあなたから全ての闇は離れるであろう。
It is the strong power of every power,
昇天し降臨した薄いものは全ての力の強い力である。



for it will overcome all that is subtle and penetrate all that is solid. 
なぜなら昇天し降臨した薄いものは全ての薄いものを圧倒し全ての固体に浸
透する。
Thus was the world created.
上記の様に世界は創造された。
"
」
To separate the subtle from the gross, in the first operation,
濃いものから薄いものを分離する事は大いなる務めの最初の作業である。
which is wholly interior,
濃いものから薄いものを分離する事は精神的な作業である。
is to set the soul free from all prejudice and all vice,
濃いものから薄いものを分離する事は魂を全ての先入観と全ての悪徳から自
由にする事である。
which is accomplished by the use of the philosophical salt, that is to say, 
wisdom;
知によって魂の全ての悪からの自由に到達できる。錬金術の賢者の塩は知の
例えである。
of mercury, that is, personal skill and application;
錬金術の水銀は自身のわざと応用の例えである。
finally, of sulphur, representing vital energy and fire of will.
錬金術の硫黄は命の力と意思の火の例えである。
By these are we enabled to change into spiritual gold things which are of 
all least precious, even the refuse of the earth.
錬金術の塩、水銀、硫黄によって、知、わざ、意思によって、全ての金属、
土の塵すら、精神的な金に変えられる。(創世記 2章 7節「神は人を土の塵か
ら創造した。」。)



In this sense
上記の様に、
we must interpret the parables of the choir of philosophers, Bernard 
Trevisan, Basil Valentine, Mary the Egyptian and other prophets of 
alchemy;
ベルナール トレヴィサン、バシレウス ヴァレンティヌス、ユダヤ婦人マリ
ア、錬金術師の話の例えを解釈する必要が有る。
but in their works, as in the great work, we must adroitly separate the 
subtle from the gross,
錬金術師の話の例えを解釈する時に、大いなる務めとして、上手に濃いもの
から薄いものを分離する必要が有る。
the mystical from the positive,
錬金術師の話の例えを解釈する時に、現実的なものから象徴的なものを分離
する必要が有る。
allegory from theory.
錬金術師の話の例えを解釈する時に、理論から例え話を分離する必要が有る。
If we would read them with profit and understanding,
もし錬金術師の話を読んで、ために成る事や理解を得るつもりであれば、
we must take them first of all as allegorical in their entirety,
最初は、錬金術師の話を全て例え話として解釈する必要が有る。
and then descend from allegories to realities by the way of the 
correspondences or analogies indicated in the one dogma:- That which is 
above is proportional to that which is below, and reciprocally.
次に、エメラルド板の「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。」という唯一の考えによって、類推によっ
て、例え話の意味から現実へ降臨する必要が有る。



The word ART when reversed, or read after the manner of sacred and 
primitive characters from right to left, gives three initials which express 
the different grades of the great work.
ART はわざを意味する。ART を逆にすると TRA と成る。神の原初の言語ヘブ
ライ語の様に右から左へ読むと ART は TRA と読める。TRA は大いなる務め
の 3つの段階を意味する言葉の頭文字である。
T signifies triad, theory, and travail;
T は 3つ 1組、理論、産みの苦しみを意味する Triad、Theory、Travail の頭
文字である。
R, realisation;
R は実現を意味する Realization の頭文字である。
A, adaptation.
A は応用を意味する Adaptation の頭文字である。
In the twelfth chapter of the Ritual, we shall give the processes for 
adaptation, in use among the great masters, especially that which is 
contained in the Hermetic Citadel of Henry Khunrath.
「高等魔術の祭儀」の 12章で、大いなる達道者と特にハインリッヒ クン
ラートのヘルメスの錬金術の砦の例えに含まれている、応用の方法を説明す
るつもりである。
In this place we may indicate for the researches of our readers an 
admirable treatise attributed to Hermes Trismegistus, entitled Minerva 
Mundi.
ヘルメス トリスメギストスの「世界のミネルヴァ」という見事な文書を読者
の研究のために簡潔に説明しよう。
It is found only in certain editions of Hermes,
ヘルメス文書のいくつかの版にのみ「世界のミネルヴァ」という文書は存在
する。



and contains, beneath allegories full of profundity and poetry,
「世界のミネルヴァ」は例え話によって深みと詩の全てを含んでいる。
the doctrine of individual self-creation,
「世界のミネルヴァ」は例え話によって自力の自身の創造の考えを含んでい
る。
or the creative law consequent on the accordance between two forces,
「世界のミネルヴァ」は例え話によって 2つの力の一致の結果である創造的
な法を含んでいる。
which are termed fixed and volatile by alchemists,
錬金術師は 2つの力を固定されたものと気化し易いものと呼んでいる。
and are necessity and liberty in the absolute order.
2つの力とは神の領域では必然と自由である。
The diversity of the forms which abound in nature is explained, in this 
treatise, by the diversity of spirits,
「世界のミネルヴァ」は、霊の多様性によって、自然に満ちあふれている形
の多様性を説明する。
and monstrosities by the divergence of efforts;
「世界のミネルヴァ」は努力の逸脱によって奇形を説明する。
its reading and assimilation are indispensable for all adepts who would 
fathom the mysteries of nature and devote themselves seriously to the 
search after the great work.
自然の神秘を類推したい大作業の探求に真剣に身をささげたい全ての達道者
は「世界のミネルヴァ」を読み血肉とする必要が有る。
When the masters in alchemy say that a short time and little money are 
needed to accomplish the works of science,
錬金術師が知の作業の完成には短い時間と少しの金銭だけが必要であると話
す時、



above all when they affirm that one vessel is alone needed,
特に、錬金術師が唯一の器だけが必要であると話す時、
when they speak of the great and unique athanor, which all can use, 
which is ready to each man's hand, which all possess without knowing it,
錬金術師が、全ての人が用いる事が可能である、個人の手の近くに有る、全
ての人が知らないで持っている、大いなる唯一の錬金炉について話す時、
they allude to philosophical and moral alchemy.
錬金術師は哲学的な倫理道徳的な錬金術を暗示している。
As a fact,
事実、
a strong and determined will can arrive in a short time at absolute 
independence,
強い決意は短時間で絶対の独立に到達できる。
and we are all in possession of the chemical instrument, the great and 
sole athanor which answers for the separation of the subtle from the gross
and the fixed from the volatile.
全ての人は、濃いものから薄いものへの分離を保証する、気化し易いものの
固定を保証する、化学の器、化学の道具、化学の手段、大いなる唯一の錬金
炉を持っている。(全ての人は思考、知といった精神的な錬金炉を持ってい
る。)
This instrument, complete as the world
錬金炉は世界の様に完全である。
and precise as mathematics,
錬金炉は数学の様に正確である。
is represented by the sages under the emblem of the pentagram or five-
pointed star,
賢者は錬金炉を五芒星の形で表す。



which is the absolute sign of human intelligence.
五芒星は人の知の絶対の象徴である。
I will follow the example of the wise by forbearing to name it;
エリファス レヴィは名前を出す事は控えるが過去の賢者の足跡に従うつもり
である。
it is too easy to guess it.
過去の賢者の名前は推測し易過ぎる。
The Tarot figure which corresponds to this chapter was misconstrued by 
Court de Gebelin and Etteilla, who regarded it as a blunder of a German 
cardmaker.
クール ド ジェブランとエッティラはタロットの 12ページ目の絵が吊るされ
た男であるのはドイツのタロット カード職人の誤りであると誤解した。クー
ル ド ジェブランとエッティラはタロットの 12ページ目の絵が片足立ちの男
であると誤解した。
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。(マタイによる福音
26章 15節でユダは銀貨をもらってイエスを裏切る約束をした。)
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。(巨人プロメテウスは人の身
代わりと成る巨人的な愛を実証した。)
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 the Sepher-Toldos-Jeschu, an anti-christian rabbinical compilation, 
there occurs a singular parable.
反キリストのユダヤ教のラビが編集した Sepher Toldos Jeschu の注釈には
変わった例え話が存在する。
Jeschu, says the rabbinical author of the legend, was travelling with 
Simon-Barjona and Judas Iscariot.
Sepher Toldos Jeschu の例え話でユダヤ教のラビは次の様に話している。
「イエスはペトロとユダと旅していた。
Late and weary they came to a lonely house,
夜遅くに疲れたイエス、ペトロ、ユダは孤立している家に至った。
and, being very hungry,
イエス、ペトロ、ユダは激しい飢えに襲われた。



could find nothing to eat except an exceedingly lean gosling.
やせたガチョウ以外の食べ物が見つからなかった。
It was insufficient for three persons,
やせたガチョウは 3人で食べるには不十分であった。
and to divide it would be to sharpen without satisfying hunger.
仮に、やせたガチョウを 3人で分けたら飢えを満たせないし飢えを強めると
思われた。
They agreed to draw lots,
イエス、ペトロ、ユダはくじを引く事で一致した。
but as they were heavy with sleep,
しかし、イエス、ペトロ、ユダは激しい眠気に襲われた。
"Let us first of all slumber," said Jeschu, "whilst the supper is preparing; 
when we wake we will tell our dreams, and he who has had the most 
beautiful dream shall have the whole gosling to his own share.
イエスは『夕食の用意中に、とりあえず眠ろう。目覚めたら見た夢を教え合
おう。ガチョウは最も美しい夢を見た者の物にしよう。』と話した。
So it was arranged;
(ガチョウを串刺しにして焼き)夕食を用意した。
they slept
イエス、ペトロ、ユダは眠った。
and they woke.
イエス、ペトロ、ユダは目覚めた。
As for me, said St Peter, I dreamed that I was the vicar of God.
ペトロは『私は私が神の代理人である夢を見ました。』と話した。
And I, said Jeschu, that I was God himself.
イエスは『私は私が神自身である夢を見た。』と話した。



For me, said Judas hypocritically, I dreamed that, being in 
somnambulism, I arose, went softly downstairs, took the gosling from the 
spit, and ate it.
ユダは『私は私が夢遊病に成り、起きて、静かに下の階に降りて、串からガ
チョウをとって、ガチョウを食べる夢を見ました。』と偽善的に話した。
Thereupon they also went down,
イエス、ペトロ、ユダは下に降りた。
but the gosling had completely vanished.
ガチョウは無くなっていた。
Judas had a waking dream.
ユダは白昼夢を見た。」
This anecdote is given, not in the text of the Sepher-Toldos-Jeschu itself, 
but in the rabbinical commentaries on that work.
上記の例え話は Sepher Toldos Jeschu自体の中には無く Sepher Toldos 
Jeschuへのユダヤ教のラビの注釈に存在する。
The legend is a protest of Jewish positivism against Christian mysticism.
上記の例え話はキリスト教の神秘主義に対するユダヤ教の現実的な主義の抗
議である。
As a fact,
事実、
while the faithful surrendered themselves to magnificent dreams,
信心が大いなる夢に夢中に成っていた間に、
the proscribed Israelite, Judas of the Christian civilisation, worked, sold, 
intrigued, became rich, possessed himself of this life's realities, so that he 
became in a position to advance the means of existence to the very forms 
of worship which had so long outlawed him.



キリスト教文明のユダである、迫害されていたユダヤ教徒は、働き、物を売
り、策略を立て、金持ちに成り、この世界の人生の現実を自分の物にし、ユ
ダヤ教徒を迫害してきたキリスト教の形成と存在のための金銭を貸す立場に
成った。
The ancient adorers of the ark remained true to the cultus of the strong 
box;
ユダヤ教徒は、古代には契約の箱を敬礼したが、今は金庫という箱を敬礼し
ている。
the exchange is now their temple,
ユダヤ教徒は、古代には神殿を敬礼したが、今は物や金銭の取引所という神
殿を敬礼している。
and thence they govern the Christian world.
ユダヤ教徒は金銭でキリスト教世界を統治している。
The laugh is indeed with Judas,
ユダであるユダヤ教徒はルカによる福音 6章 25節の「笑う者」である。(ル
カによる福音 6章 25節「今、笑う者である、あなたには災いが有る。なぜ
なら、未来に、あなたは泣く者に成るであろう。」。)
who can congratulate himself upon not having slept like St Peter.
ユダヤ教徒はペトロの様に眠らなかった事を喜んでいる。
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。
(巨人プロメテウスは人の身代わりと成る巨人的な愛を実証した。)
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。(ル
カによる福音 24章 5節「なぜ、あなたは死んだ者の中に生きている者であ
るイエスを探すのか？」。)
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。(ヨハネによる福音 19章 30節「終えた。」。)
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。
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WE have said that the images of persons and things are preserved in the 
astral light.
星の光に人や物の映像が保存されていると話した。
Therein also can be evoked the forms of those who are in our world no 
longer,
この世界に今は存在しないものの形も星の光で呼び出せる。
and by this means are accomplished those mysteries of necromancy
星の光に保存されている人や物の映像を呼び出すという方法で降霊術の神秘
は実現される。
which are so contested
降霊術は非常に論争されている。
and at the same time so real.
降霊術は非常に現実的である。



The Kabbalists who have discoursed concerning the world of spirits have 
simply described what they have seen in their evocations.
霊の冥界について話しているカバリストは簡潔に降霊術で見たものを話して
いる。
Eliphas Levi Zahed,* *These Hebrew names translated into French are 
Alphonse Louis Constant.
エリファス レヴィはフランス人である。エリファス レヴィの本名はアル
フォンス ルイ コンスタンである。エリファス レヴィ ザヘドはアルフォンス 
ルイ コンスタンをヘブライ語風に改名したものである。
who writes this book,
エリファス レヴィが本書「高等魔術の教理」を書いた。
has evoked, and he has seen.
エリファス レヴィは星の光に保存されている人の映像を呼び出し見た。
Let us state, in the first place, what the masters have written of their 
visions or their intuitions in that which they term the light of glory.
達道者は星の光を栄光の光と呼んでいる。達道者は星の光で見たり直感した
ものを記している。第一に、達道者が記しているものを話そう。
We read in the Hebrew book concerning the Revolution of Souls that there
are three classes of souls- the daughters of Adam, the daughters of angels,
and the daughters of sin.
ヘブライ語の書物「魂の変革」には罪により生まれた者、アダムにより生ま
れた者、神の聖霊により生まれた者という3種類の魂が存在すると記されて
いる。(アダムは人の代表。)
According to the same book, there are also three kinds of spirits- captive 
spirits, wandering spirits, and free spirits.
「魂の変革」には、とらわれた霊、さまよっている霊、自由な霊という3種
類の霊が存在すると記されている。



Souls are sent forth in couples;
男性の魂は女性性を持っている。女性の魂は男性性を持っている。(なぜなら、
男性神は女神達と結婚した。男性神は男性性を女神達に与えた。女神達は女
性性を男性神に与えた。)
at the same time certain souls of men are born widowed, and their 
spouses are held captive by Lilith and Naemah, the queens of the stryges;
ストリゲスの女王であるリリスとナヘマーによって女性性がとらわれて、女
性性を持たないで肉体を持つ男性の魂が存在する。
they are souls condemned to expiate the temerity of a celibate's vow.
女性性を持たないで肉体を持った男性の魂は、宗教的な理由で独身を誓った
無思慮の罪をつぐなう運命を持った魂である。
Hence,
上記の理由から、
when a man renounces the love of women from his infancy, he makes the 
bride who was destined for him a slave to the demons of debauch.
男性が幼子の様な者の時に女性への愛をあきらめる事を誓う時に女性性とい
う花嫁を放蕩な悪魔の奴隷にする。(悪魔は存在しない。悪人の霊は存在す
る。)
Souls grow and multiply in heaven as bodies do upon earth.
地上で肉体が成長し増殖する様に、天で魂は成長し増殖する。
Immaculate souls are the daughters of the kisses of angels.
汚れていない魂は神の聖霊の口づけにより生まれた者である。
Nothing can enter heaven save that which comes from heaven.
天により生まれたものだけが天に入れる。
Hence,
上記の理由から、
after death, the divine spirit which animated man returns alone to heaven



肉体の死後、神性を持つ霊、神性という命を持つ人だけが天へ戻る。
and leaves two corpses,
肉体の死後、神性を持つ霊は、肉体と、星の体という2つの死体を残す。
one upon earth, the other in the atmosphere;
肉体の死後、神性を持つ霊は、肉体を地上に、星の体を大気中に残す。
one terrestrial and elementary, the other aerial and sidereal,
肉体の死後、神性を持つ霊は、四大元素の肉体を地上に、星の体を大気中に
残す。
one already inert,
肉体の死後、肉体はすでに自動力が無い。
the other still animated by the universal movement of the soul of the 
world,
肉体の死後、世界の魂の普遍の運動が、神性を持つ霊が残した星の体を未だ
動かす。
yet
しかし、
destined to die slowly,
肉体の死後、神性を持つ霊が残した星の体は徐々に死ぬ運命にある。
absorbed by the astral forces which produced it.
星の体の元である星の力が、肉体の死後、神性を持つ霊が残した星の体を分
解し同化する。
The terrestrial body is visible;
肉体は見える。肉体は肉体の目に映る。
the other is unseen by the eyes of earthly and living bodies,
星の体は肉体の目には映らない。
nor can it be beheld except by the application of the astral light to the 
translucid,



星の光を透明なものである想像力に応用する事によって星の体は見える。
which conveys its impressions to the nervous system,
星の光は星の体の映像を肉体の神経系に伝える。
and thus influences the organ of sight 
星の光は肉体の神経に作用する事によって肉体の脳の視覚の器官に作用する。
so as to make it perceive the forms which are preserved
星の光は肉体の神経に作用する事によって星の光に保存されている形を肉体
の脳に知覚させる。
and the words which are written in the book of vital light.
星の光は肉体の神経に作用する事によって星の光という命の書に記されてい
る言葉を肉体の脳に知覚させる。
When a man has lived well the astral body evaporates like a pure incense 
ascending towards the upper regions;
人が善く生きた時は、純粋な香が上の領域へ昇る様に、星の体は気化する。
but
しかし、
should he have lived in sin, his astral body, which holds him prisoner,
人が罪の中で生きた時は、星の体は、魂の牢獄と成る。人が罪の中で生きた
時は、星の体に、魂はとらわれる。
still seeks the objects of its passions,
罪の中で生きた人の魂は肉欲の対象を未だに求める。
and wishes to return to life.
罪の中で生きた人の魂は肉体を復活させようと試みる。
It torments the dreams of young girls,
罪の中で生きた人の魂は悪夢を若い女性に見させる。
bathes in the steam of spilt blood,
罪の中で生きた人の魂は流された血の蒸気を浴びる。



and floats about the places where the pleasures of its life elapsed;
罪の中で生きた人の魂は人生を楽しく過ごした場所の辺りを浮遊する。
it still watches over treasures which it possessed and buried;
罪の中で生きた人の魂は持っていた宝や隠した宝を未だに監視する。
it expends itself in painful efforts to make fresh material organs and so live
again.
罪の中で生きた人の魂は全力で苦労して新しい肉体を創造し復活しようと試
みる。
But
しかし、
the stars draw it up and absorb it;
星が罪の中で生きた人の魂を引き寄せ同化する。
its feels its intelligence weaken,
罪の中で生きた人の魂は自身の知が弱まっていく様に感じる。
its memory gradually vanishes,
罪の中で生きた人の魂の記憶は徐々に消滅していく。
all its being dissolves....
罪の中で生きた人の魂の全存在は分解する…。罪の中で生きた人の魂の全存
在は溶ける…。
Its former vices rise up before it, assume monstrous shapes,
過去の悪徳が罪の中で生きた人の魂の前に奇形で表れる。
and pursue it;
過去の悪徳が罪の中で生きた人の魂につきまとい苦しめる。
they attack and devour it....
過去の悪徳が罪の中で生きた人の魂を襲い飲み込む…。
The unfortunate creature thus successively loses all the members which 
have ministered to his iniquities;



不首尾の被造物、罪の中で生きた人の魂は罪に仕えさせていた魂の全部分を
徐々に失う。
then he dies a second time and for ever,
罪の中で生きた人の魂は第2の死、永遠の死を経験する、と言える。(ヨハネ
の黙示録2章 11節「第2の死」。)
because
なぜなら、
he loses his personality and his memory.
罪の中で生きた人の魂は個性と記憶を失う。
Souls which are destined to live, but are not yet completely purified, 
remain captive for a longer or shorter period in the astral body,
生きる運命には有るが未だ完全に清められていない魂は星の体に多かれ少な
かれとらわれたままに成る。
wherein they are burned by the odic light,
星の体の中でオドの光は完全に清められていない魂を燃やす。星の体の中で
星の光は完全に清められていない魂を燃やす。
which seeks to absorb and dissolve them.
星の光は完全に清められていない魂を同化し分解しようと試みる。星の光は
完全に清められていない魂を同化し溶かそうと試みる。
It is in order to escape from this body that suffering souls sometimes enter
the bodies of the living and therein dwell
星の体から避難するために苦しんでいる魂は時々生きている者の肉体の中に
入り住む。
in that state which Kabbalists term embryonic.
カバリストは苦しんでいる魂が生きている者の肉体の中に入り住む状態を
「胎児の様に」と表現している。
Now, it is these aerial bodies which are evoked by necromancy.



降霊術は大気中の星の体を呼び出す。
We enter into connection with larvae, with dead or perishing substances, 
by this operation.
降霊術は大気中の星の体、ラルヴァ、死んだ者、消えた物と交流する。
The beings in question, for the most part, cannot speak except by the 
tingling of our ears produced by the nervous shock to which I have 
referred,
大気中の星の体は、多数は、星の光で神経を刺激し耳を刺激して話す。
and commonly they can only reason by reflecting our thoughts and our 
reveries.
大気中の星の体は、多数は、生きている者の思考や夢想を反映して思考する。
To behold these strange forms, we must put ourselves in abnormal 
condition akin to sleep or death,
大気中の星の体の不思議な形を見るには、眠りまたは死に似た超常的な状態
に成る必要が有る。
in other words,
言い換えると、
we must magnetise ourselves and enter into a kind of lucid and waking 
somnambulism.
星の体を見るには、自身を磁化して意識が有る催眠状態に成る必要が有る。
Then necromancy has real results,
降霊術には現実の結果が有る。
and then the evocations of magic can produce actual visions.
降霊術は現実の映像をもたらせる。
We have said that in the great magical agent, which is the astral light, 
there are preserved all impressions of things,



大いなる魔術の代行者、星の光の中にものの全ての映像が保存されていると
話した。
all images formed either by rays or reflections;
星の光の中に直接の光線によって形成された全ての映像または反映によって
形成された全ての反映が保存されていると話した。
in this same light our visions come to us,
星の光によって人は映像を見る。
and it is this which intoxicates the insane,
星の光は狂人を夢中にさせる。
and leads away their dormant judgment in pursuit of the most bizarre 
phantoms.
星の光は狂人の眠った判断力を最も奇形な霊に従わせる。
To insure vision without illusion in this light, a powerful will must be with 
us to isolate reflections and attract rays only.
星の光の中で映像を反映、誤りから守るには、強い意思で反映を分離する必
要が有る。星の光の中で映像を反映、誤りから守るには、強い意思で直接の
光線だけを引き寄せる必要が有る。
To dream awake is to see in the astral light,
目覚めたまま夢を見る事は星の光の中で映像を見る事である。
and the orgies of the Sabbath, described by so many sorcerers in their 
criminal trials, came to them solely in this manner.
裁判で多数の悪人の霊の魔術師が話しているサバトの酒神祭を悪人の霊の魔
術師は星の光によって見た。
The preparations and the substances used to obtain this result were often 
horrible,
魔術で結果を得るための悪人の霊の魔術の用意と悪人の霊の魔術に用いられ
る物は恐れるべきものである。



as we shall see in the Ritual,
「高等魔術の祭儀」で悪人の霊の魔術の用意と悪人の霊の魔術に用いられる
物を説明するつもりである。
but
しかし、
the result itself was never doubtful.
魔術の結果自体は疑い無い。
They beheld, they heard, they handled the most abominable, most 
fantastic, most impossible things.
魔術師は最も憎むべきもの、最も不思議なもの、最も有り難いものを見聞き
ふれた。
We shall return to this subject in our fifteenth chapter;
15章で悪人の霊の魔術について話すつもりである。
at the present moment we are concerned only with the evocations of the 
dead.
13章では死んだ者を呼び出す降霊術についてだけ話す。
In the spring of the year 1854 I had undertaken a journey to London, that I 
might escape from internal disquietude, and devote myself, without 
interruption, to science.
精神的な動揺から解脱するために、邪魔されずに学問に身をささげるために、
1854年の春にエリファス レヴィはロンドンへ旅行した。
I had letters of introduction to persons of eminence, who were anxious for 
revelations from the supernatural world.
エリファス レヴィは、超自然の世界からの啓示を望む、著名人への紹介状を
持っていた。
I made the acquaintance of several,
エリファス レヴィは数人の著名人と知り合った。



and discovered in them, amidst much that was courteous, a depth of 
indifference or trifling.
エリファス レヴィは数人の著名人の丁重な態度の中に深い無関心か深い不真
面目さを見つけた。
They asked me forthwith to work wonders, as if I were a charlatan,
数人の著名人は、エリファス レヴィが詐欺師であるかの様に、すぐに奇跡を
起こす様にエリファス レヴィに求めた。
and I was somewhat discouraged,
エリファス レヴィは少し失望した。
for,
なぜなら、
to speak frankly,
率直に話すと、
far from being inclined to initiate others into the mysteries of ceremonial 
magic,
エリファス レヴィは儀式の魔術の神秘へ他人を入門させる気が無かった。
I had myself shrunk all along from its illusions and weariness;
エリファス レヴィは最初から儀式の魔術の幻覚と疲労を避けていた。
moreover,
さらに、
such ceremonies necessitated an equipment which would be expensive 
and hard to collect.
魔術の儀式には高価で集めるのが難しい道具が必要である。
I buried myself, therefore, in the study of the transcendent Kabbalah,
エリファス レヴィは超越的なカバラの研究に没頭した。
and concerned myself no further with English adepts,
エリファス レヴィはイギリスの達道者と関わろうとしなかった。



when, returning one day to my hotel, I found a note awaiting me.
ある日エリファス レヴィはホテルに戻った時にエリファス レヴィ宛の手紙
を見つけた。
This note contained half of a card, divided transversely,
手紙には横に半分に切られた 1枚のカードが入っていた。
on which I immediately recognised the seal of Solomon.
カードにはソロモンの封印、六芒星が描かれているとすぐに分かった。
It was accompanied by a small sheet of paper, on which these words were 
pencilled:-
手紙には下記の様に書かれていた。
"To-morrow, at three o'clock, in front of Westminster Abbey, the second 
half of this card will be given you.".
「明日、午後 3時に、ウェストミンスター寺院の前で、あなたに残り半分の
カードを渡します。」
I kept this curious assignation.
エリファス レヴィは上記の密会の約束を守って翌日の午後 3時にウェストミ
ンスター寺院の前に行った。
At the appointed spot I found a carriage drawn up,
エリファス レヴィは止まっている馬車を見つけた。
and as I held unaffectedly the morsel of card in my hand, a footman 
approached, making a sign as he did so, and then opened the door of the 
equipage.
エリファス レヴィが半分に切られたカードを手に持って見せると、従者が近
づき合図して馬車のドアを開けた。
It contained a lady in black,
馬車には黒衣の女性が乗っていた。
wearing a thick veil;



黒衣の女性は厚いヴェールをかぶっていた。
she motioned to me to take a seat beside her, shewing me at the same 
time the other half of the card.
黒衣の女性は残り半分のカードを見せて隣に座る様に合図した。
The door closed,
エリファス レヴィは馬車に乗った。馬車のドアが閉じられた。
the carriage drove off,
馬車が走り始めた。馬車はウェストミンスター寺院の前を去った。
and, the lady raising her veil,
黒衣の女性はヴェールを外した。
I saw that my appointment was with an elderly person,
黒衣の女性は老人であった。
with grey eyebrows
黒衣の女性のまゆ毛は灰色であった。
and black eyes of unusual brilliance, and strangely fixed in expression.
黒衣の女性は黒目であった。黒衣の女性の目は不思議に輝いていた。黒衣の
女性の目つきは不思議と決然としていた。
" Sir," she began, with a strongly marked English accent,
黒衣の女性は「エリファス レヴィ。」と強いイギリスなまりで話し始めた。
"
「
I am aware that
私は知っています。
the law of secrecy is rigorous amongst adepts;
達道者は秘密を厳しく守るのが法であると。
a friend of Sir B--- L---, who has seen you,
エリファス レヴィが会った B○○○ L○○○は私の友人です。



knows that
私は知っています。
you have been asked for phenomena,
エリファス レヴィが奇跡を起こす様に求められた事を。
and that
そして、
you have refused to gratify such curiosity.
エリファス レヴィが他人の好奇心を満たすために奇跡を起こす事を断った事
を。
You are possibly without the materials;
多分エリファス レヴィは魔術の儀式に必要な物を持っていなかったのでしょ
う。
I should like to shew you a complete magical cabinet,
私が完全な魔術の小部屋をエリファス レヴィに見せましょう。
but
しかし、
I must exact beforehand the most inviolable silence.
先に私はエリファス レヴィに秘密を守る神聖な約束をしてもらう必要が有る。
If you will not give me this pledge upon your honour, I shall give orders for 
you to be driven to your home.
もしエリファス レヴィが自身の名誉にかけて秘密を守ると約束してくれない
ならば、私はエリファス レヴィをホテルまで送る様に従者に命令するつもり
です。
"
」
I made the required promise,
エリファス レヴィは秘密を守ると約束した。



and faithfully keep it by divulging neither the name, position, nor abode 
of this lady,
エリファス レヴィは誠実に黒衣の女性の名前、地位、住所の秘密を守ってい
る。
whom I soon recognised as an initiate, not exactly of the first order, but 
still of a most exalted grade.
すぐにエリファス レヴィは、黒衣の女性が、無上の秘伝伝授者ではないが、
博識な学者であると分かった。
We had a number of long conversations, in the course of which she 
invariably insisted upon the necessity of practical experience to complete 
initiation.
エリファス レヴィは黒衣の女性と何度か長く話し合ったが、いつも黒衣の女
性は秘伝伝授の完成のために実践、経験が必要であると力説した。
She shewed me a collection of magical vestments and instruments,
黒衣の女性は集めた魔術の衣と魔術の道具をエリファス レヴィに見せた。
lent me some rare books, which I needed;
黒衣の女性は、エリファス レヴィが必要としていた、いくつかの入手し難い
珍しい本をエリファス レヴィに貸してくれた。
in short,
結局、
she determined me to attempt, at her house, the experiment of a 
complete evocation,
黒衣の女性はエリファス レヴィに黒衣の女性の家で完全な降霊術の実験を試
みる事を決心させた。
for which I prepared during a period of twenty-one days, scrupulously 
observing the rules laid down in the thirteenth chapter of the Ritual.



「高等魔術の祭儀」の 13章で話すつもりである法を厳しく守って降霊術の
実験のためにエリファス レヴィは 21日間用意した。
The probation terminated on the 24th of July:
7月 24日に試練が終わった。
it was proposed to evoke the phantom of the divine Apollonius,
神の様な者であるティアナのアポロニウスの霊の降霊を試みた。
and to question it upon two secrets,
ティアナのアポロニウスの霊に 2つの質問をするために。
one which concerned myself,
一方の質問はエリファス レヴィに関係するものであった。
and one which interested the lady.
他方の質問は黒衣の女性に関係するものであった。
She had counted on taking part in the evocation with a trustworthy 
person, but this person proved nervous at the last moment,
黒衣の女性はある信頼できる人物を降霊術に参加させるつもりであったが降
霊術を実験する直前に成って臆病風に吹かれて辞退した。
and, as the triad or unity is indispensable for magical rites,
魔術の儀式には単一か 3つ 1組が絶対に必要である。
I was left to my own resources.
エリファス レヴィは単独で降霊術の実験を行った。
The cabinet prepared for the evocation was situated in a turret;
塔の中に降霊術のために用意された小部屋は有った。
it contained four concave mirrors,
小部屋は 4つのくぼんだ鏡に囲まれていた。
and a species of altar having a white marble top, encircled by a chain of 
magnetized iron.



磁化された鉄の鎖を巻きつかせた、上部が白い大理石である、一種の祭壇が
有った。
The sign of the pentagram, as given in the fifth chapter of this work, was 
carved and gilded on the white marble surface;
5章の五芒星の絵を祭壇の白い大理石の表面に金めっきで記した。
it was drawn also in various colours upon a new white lambskin stretched 
beneath the altar.
5章の五芒星の絵を祭壇のもとに引いた新しい白い子羊の皮に色とりどりで
記した。
In the middle of the marble table there was a small copper chafing-dish, 
containing charcoal of alder and laurel wood;
白い大理石の祭壇の中央にはハンノキと月桂樹の木炭が入った小さな炉の上
に載せた小さな銅の器が有った。
another chafing-dish was set before me on a tripod.
エリファス レヴィの前には三脚の上に載せた小さな炉の上に載せた小さな器
が有った。
I was clothed in a white garment,
エリファス レヴィは白い衣を着ていた。
very similar to the vestments of our catholic priests, but longer and wider,
白い衣はカトリックの祭司の衣に似ていたが、より長くより幅が広かった。
and I wore upon my head a crown of vervain leaves, intertwined with a 
golden chain.
エリファス レヴィはバーベインと金の鎖がからみ合った王冠をかぶっていた。
I held a new sword in one hand,
エリファス レヴィは一方の手に新しい剣を持っていた。
and in the other the Ritual.
エリファス レヴィは他方の手に典礼書を持っていた。



I kindled two fires with the required and prepared substances,
エリファス レヴィは用意された必要な物に 2つの火をつけた。
and I began reading the evocations of the Ritual
エリファス レヴィは典礼書の霊に呼びかける言葉を読んだ。
in a voice at first low,
エリファス レヴィは典礼書の霊に呼びかける言葉を最初は小さな声で読んだ。
but rising by degrees.
エリファス レヴィは典礼書の霊に呼びかける言葉を徐々に声を大きくして読
んだ。
The smoke spread,
煙が広がった。
the flame caused the objects upon which it fell to waver,
火で物が揺るがされて見えた。
then it went out,
火が消えた。
the smoke still floating white and slow about the marble altar;
白い煙が白い大理石の祭壇の辺りをゆっくりと浮遊した。
I seemed to feel a kind of quaking of the earth,
エリファス レヴィは地が揺るがされた様に感じた。
my ears tingled,
エリファス レヴィの耳の神経が刺激された。
my heart beat quickly.
エリファス レヴィの心臓の鼓動が速まった。
I heaped more twigs and perfumes on the chafing-dishes,
エリファス レヴィはさらに枝と香を小さな炉の上に載せた小さな器に積み重
ねた。
and as the flame again burst up,



火が再び燃え上がった。
I beheld distinctly, before the altar, the figure of a man of more than 
normal size,
エリファス レヴィは祭壇の前に巨大な人の形を明らかに見た。
which dissolved and vanished away.
巨大な人の形は溶けて消えた。
I recommenced the evocations,
エリファス レヴィは降霊術をやり直した。
and placed myself within a circle which I had drawn previously between 
the tripod and the altar.
エリファス レヴィは三脚と祭壇の間に事前に記した円の中にいた。
Thereupon the mirror which was behind the altar seemed to brighten in 
its depth,
祭壇の後ろのくぼんだ鏡の深い部分が明るく成った様に見えた。
a wan form was outlined therein,
祭壇の後ろのくぼんだ鏡の中に形が弱く映った。
which increased,
祭壇の後ろのくぼんだ鏡の中の形は強まった。
and seemed to approach by degrees.
祭壇の後ろのくぼんだ鏡の中の形が徐々に近づく様に見えた。
Three times, and with closed eyes, I invoked Apollonius.
エリファス レヴィは目を閉じて 3回ティアナのアポロニウスを呼んだ。
When I again looked forth
エリファス レヴィが目を開けると、
there was a man in front of me, wrapped from head to foot in a species of 
shroud, which seemed more grey than white;



エリファス レヴィの前に白より灰色に見える一種の屍衣で頭から足まで覆わ
れた 1 人の男性がいた。
he was lean, melancholy and beardless,
屍衣で覆われた男性はやせていた。屍衣で覆われた男性は悲しそうであった。
屍衣で覆われた男性はひげが無かった。
and did not altogether correspond to my preconceived notion of 
Apollonius.
エリファス レヴィが事前に考えていたティアナのアポロニウス像と屍衣で覆
われた男性は全く一致しなかった。
I experienced an abnormally cold sensation,
エリファス レヴィは超常的な寒気を感じた。
and when I endeavoured to question the phantom I could not articulate a 
syllable.
エリファス レヴィは霊に質問しようと試みたが、一言も話せなかった。
I therefore placed my hand upon the sign of the pentagram, and pointed 
the sword at the figure, commanding it mentally to obey and not alarm 
me, in virtue of the said sign.
エリファス レヴィは、一方の手に持った剣の先を霊に向けて、他方の手を五
芒星の絵の上に置いて、神の象徴である五芒星の力によって、心の中で霊に
エリファス レヴィに従いエリファス レヴィを恐れさせない様に命令した。
The form thereupon became vague, and suddenly disappeared.
霊の形は溶けて突然消えた。
I directed it to return,
エリファス レヴィは霊に表れる様に命令した。
and presently felt, as it were, a breath close by me,
すぐにエリファス レヴィは息の様なものを近くに感じた。
something touched my hand which was holding the sword,



何ものかがエリファス レヴィの剣を持った手にふれた。
and the arm became immediately benumbed as far as the elbow.
すぐにエリファス レヴィの剣を持った手はひじまでしびれた。
I divined that the sword displeased the spirit,
エリファス レヴィは剣が霊を不快にさせたと見抜いた。
and I therefore placed its point downwards, close by me, within the circle.
エリファス レヴィは剣の先を下に向け円の中に近くに置いた。
The human figure reappeared immediately,
すぐに再び人の形は表れた。
but I experienced such an intense weakness in all my limbs,
エリファス レヴィは突然の衰弱を手足に感じた。
and a swooning sensation came so quickly over me,
エリファス レヴィは気絶しそうに成った。
that I made two steps to sit down,
エリファス レヴィは 2歩歩いて座った。
whereupon I fell into a profound lethargy,
エリファス レヴィは深く昏睡した。
accompanied by dreams,
エリファス レヴィは夢を見た。
of which I had only a confused recollection when I came again to myself.
エリファス レヴィが気がついた時には夢の乱れた記憶しかなかった。
For several subsequent days my arm remained benumbed and painful.
数日間エリファス レヴィの腕はしびれて痛いままであった。
The apparition did not speak to me,
霊はエリファス レヴィに話さなかった。
but
しかし、



it seemed that the questions I had designed to ask answered themselves 
in my mind.
霊に質問しようと試みた質問の答えは自然とエリファス レヴィの心の中に
有った。
To that of the lady an Anterior voice replied-
エリファス レヴィの心の声が黒衣の女性の質問に答えた。
Death!-
「死！」。
it was concerning a man of whom she desired information.
黒衣の女性はある男性の消息を知りたかった。
As for myself, I sought to know whether reconciliation and forgiveness 
were possible between two persons who occupied my thoughts,
エリファス レヴィはエリファス レヴィの思考を占めていた 2人の人が和解し
許し合えるか知りたかった。
and the same inexorable echo within me also answered-
エリファス レヴィの不動の心の声がエリファス レヴィの質問に答えた。
Dead!
「死んでいる！」。
I am stating facts as they occurred,
エリファス レヴィは起きた事実を話している。
but
しかし、
I would impose faith on no one.
エリファス レヴィは上記を信じる様に強制するつもりは無い。
The consequence of this experience on myself was something 
inexplicable.
降霊術の実験の結果は説明不可能であった。



I was no longer the same man;
私はもはや以前と同じではなかった。
something of another world had passed into me;
別世界の何ものかが私の中を通過した。
I was no longer either sad or cheerful,
私はもはや俗世の悲しみも俗世の喜びも感じなくなった。
but I felt a singular attraction towards death,
私は死に超常的に引かれた。
unaccompanied, however, by any suicidal tendency.
しかし、自殺しようとは思わなかった。
I analysed my experience carefully,
エリファス レヴィは降霊術の実験で経験したものを用心して分析した。
and, notwithstanding a lively nervous repugnance,
強い神経的な嫌悪感にもかかわらず、
I twice repeated the same experiment, allowing some days to elapse 
between each;
エリファス レヴィは降霊術の実験をさらに数日おきに 2回行った。
there was not, however, sufficient difference between the phenomena to 
warrant me in protracting a narrative which is perhaps already too long.
しかし、3回の降霊術の実験で起きた現象間に大きな差異は無かった。2回
目と 3回目の降霊術の実験について話すのは多分長過ぎる。
But
しかし、
the net result of these two additional evocations was for me the revelation
of two Kabbalistic secrets
2回目と 3回目の降霊術の実験の結果は 2つのカバラの秘密をエリファス レ
ヴィに明らかにした。



which might change, in a short space of time, the foundations and laws of 
society at large, if they came to be known generally.
2つのカバラの秘密は、もし大衆に知られたならば、短期間で社会全体の法
の基礎を変えるであろう。
Am I to conclude from all this that I really evoked, saw, and touched the 
great Apollonius of Tyana?
エリファス レヴィは大いなるティアナのアポロニウスの霊自体を呼び出し、
見、ふれたと断定できるであろうか？
I am not so hallucinated as to affirm
エリファス レヴィはティアナのアポロニウスの霊自体を呼び出し、見、ふれ
たと断言するほど夢見がちではない。
or so unserious as to believe it.
エリファス レヴィはティアナのアポロニウスの霊自体を呼び出し、見、ふれ
たと信じるほど真剣さに欠けてはいない。
The effect of the probations, the perfumes, the mirrors, the pantacles, is 
an actual drunkenness of the imagination,
試練、香、鏡、pantacle は想像力の酩酊を実際にもたらす。
which must act powerfully upon a person otherwise nervous and 
impressionable.
想像力の酩酊は神経質ではない感じ易くない人にも強く作用するはずである。
I do not explain the physical laws by which I saw and touched;
見、ふれた霊によって自然科学の法則を説明するつもりは無い。
I affirm solely that I did see
エリファス レヴィは、夢の中ではなく起きた状態で、見た様に感じたと断言
するだけである。(星の光が神経を刺激して脳を刺激した。)
and that I did touch,



エリファス レヴィは、夢の中ではなく起きた状態で、ふれた様に感じたと断
言するだけである。(星の光が神経を刺激して脳を刺激した。)
that I saw clearly and distinctly, apart from dreaming,
エリファス レヴィは、夢の中ではなく起きた状態で、明らかに見た様に感じ
たと断言するだけである。(星の光が神経を刺激して脳を刺激した。)
and this is sufficient to establish the real efficacy of magical ceremonies.
上記で魔術の儀式の本物の結果を確立するには十分である。
For the rest, I regard the practice as destructive and dangerous;
エリファス レヴィは降霊術の実践は有害で危険であると考えている。
if it became habitual, neither moral nor physical health would be able to 
withstand it.
もし降霊術の実践が常習的に成れば、心の健康を保持できなくなるであろう。
もし降霊術の実践が常習的に成れば、体の健康を保持できなくなるであろう。
The elderly lady whom I have mentioned, and of whom I subsequently 
had reason to complain, was a case in point;
黒衣の女性は降霊術の実践が常習的に成り心の健康を保持できなくなってい
るとエリファス レヴィは類推しあわれんでいる。
despite her asseverations to the contrary,
黒衣の女性は降霊術を常習的に実践していないと断言していたが、
I have no doubt that she was addicted to necromancy and goetia.
エリファス レヴィは黒衣の女性が降霊術とゴエティア、悪人の霊の魔術を常
習的に実践していたと疑わない。
She at times lost all self-control,
黒衣の女性は時々自制心を完全に失った。
at others yielded to senseless fits of passion, for which it was difficult to 
discover a cause.



黒衣の女性は時々原因が分かり難い意味不明な激しい感情の発作に圧倒され
た。
I left London without bidding her adieu,
エリファス レヴィは黒衣の女性に別れを告げずにロンドンを離れた。
and I shall faithfully adhere to my engagement by giving no clue to her 
identity,
エリファス レヴィは、黒衣の女性の名前や身分の手がかりを与えない事に
よって、黒衣の女性の秘密を守る約束を固く守るつもりである。
which might connect her name with practices, pursued in all probability 
without the knowledge of her family, which I believe to be large and of 
very considerable position.
仮に黒衣の女性の名前と降霊術の実践がつながれば、黒衣の女性の家族を苦
しめるであろう。エリファス レヴィは、黒衣の女性の家族については知らな
いが、多分、黒衣の女性の家族たちは非常に高い地位にあると信じている。
There are evocations of intelligence, evocations of love, and evocations of 
hate;
知による降霊術、愛による降霊術、憎悪による降霊術が存在する。
but, once more, 
しかし、改めて、
there is no proof whatsoever that spirits really leave the higher spheres to 
communicate with us;
降霊者と交流するために霊が上の領域を実際に離れている証拠は存在しない。
the opposite, as a fact, is more probable.
霊と交流するために降霊者の魂が下の領域を離れているかもしれない。
We evoke the memories which they have left in the astral light,
降霊者は霊が星の光に残した記憶を呼び出す。
or common reservoir of universal magnetism.



星の光は普遍の磁気の共通の宝庫である。
It was in this light that the Emperor Julian once saw the gods manifest, 
looking old, ill, and decrepit-
星の光の中でユリアヌス帝はギリシャの神々が老いた、病んだ、弱った姿で
表れたのを見た。
fresh proof of the influence exercised by current and accredited opinions 
on the reflections of this same magical agent
星の光の中でユリアヌス帝がギリシャの神々が老いた、病んだ、弱った姿で
表れたのを見たのは、魔術の代行者、星の光の反映の流れや大衆に認められ
た世論によって作用が運動する新しい証拠である。
which makes our tables talk
魔術の代行者、星の光がテーブル ターニングでテーブルに話させる。
and answers by taps on the walls.
魔術の代行者、星の光が壁をたたいて答えて話させる。
After the evocation I have described,
エリファス レヴィはティアナのアポロニウスを降霊した後で、
I re-read carefully the life of Apollonius,
エリファス レヴィはティアナのアポロニウスの人生についての歴史書を用心
して再び読んだ。
who is represented by historians as an ideal of antique beauty and 
elegance,
歴史家たちはティアナのアポロニウスを古代の美と優雅さの理想として描い
ている。
and I then observed that towards the end of his life he was starved and 
tormented in prison.
エリファス レヴィはティアナのアポロニウスが人生の終わり頃に牢獄で飢え
させられ苦しめられた事実に気づいた。



This circumstance, which may have remained in my memory without my 
being aware of it, possibly determined the un-attractive form of my vision,
which I regard solely as the voluntary dream of a waking man.
知らないで、エリファス レヴィの記憶に残っていたのかもしれない、ティア
ナのアポロニウスが人生の終わり頃に牢獄で飢えさせられ苦しめられた事実
が、エリファス レヴィの起きたままの意識の有る夢であると考えられる映像
での、ティアナのアポロニウスのやせた悲しそうな形を決定したのかもしれ
ない。
I have seen two other persons, whom there is no occasion to name, both 
differing, as regards costume and appearance, from what I had expected.
名前を明かすつもりは無いが、エリファス レヴィは 2回目と 3回目の降霊術
の実験でティアナのアポロニウス以外の 2人の霊を見たが、2人共、エリ
ファス レヴィの予想とは違う、服装と姿であった。
For the rest, I commend the greatest caution to those who propose 
devoting themselves to similar experiences;
エリファス レヴィは降霊術の実験を試みようとする者に大いなる忠告をすす
める。
their result is intense exhaustion,
降霊術は激しい疲労をもたらす。
and frequently a shock sufficient to occasion illness.
降霊術は時々病気を引き起こすほどの衝撃をもたらす。
I must not conclude this chapter without mentioning the curious opinions 
of certain Kabbalists,
13章でエリファス レヴィは何人かのカバリストの不思議な考えを話す必要
が有る。
who distinguish between apparent and real death,
何人かのカバリストは外見上の死と本当の死を区別している。



holding that the two are seldom simultaneous.
何人かのカバリストは外見上の死と本当の死はほとんど同時に起こらないと
考えている。
In their idea,
何人かのカバリストの考えでは、
the majority of persons who are buried are still alive,
土葬されたばかりの人の多数は未だ生きている。
while
一方、
a number of others who are regarded as living are in reality dead.
生きていると考えられている人の多数は実際には心が死んでいる。
Incurable madness, for example, would be with them an incomplete but 
real death, leaving the terrestial body under the purely instinctive control 
of the sidereal body.
例えば、星の体の全く直感的な制御下に地上の肉体という身を委ねる、矯正
できない狂気は、不完全ではあるが実際の心の死である。
When the human soul experiences a greater blow than it can bear, it 
would thus become separated from the body, leaving the animal soul, or 
sidereal body, in its place, and these human remains would be to some 
extent less alive really than a mere animal.
人の魂は、耐えられない衝撃を経験した時に、肉体から分離し、動物的な人
の魂または星の体を肉体に残し、動物より生きていない動物的な人として生
きる。
Dead persons of this kind are said to be recognised by the complete 
extinction of the moral and affectionate sense;
心が死んだ人は、倫理感が完全に死んだ人、道徳感が完全に死んだ人、思い
やりが完全に死んだ人と言える。



they are neither bad nor good;
心が死んだ人は悪人でも善人でもない。
they are dead.
心が死んだ人は死人である。
Such beings, who are the poisonous fungi of the human race,
心が死んだ人は人類の毒きのこである。
absorb the life of living beings to their fullest possible extent,
心が死んだ人は可能な限り生きているものの命を奪う。心が死んだ人は可能
な限り生きているものの心の命を奪う。
and this is why their proximity benumbs the soul
心が死んだ人は近づいたものの魂を凍らせ、しびれさせ、無感覚にする。
and chills the heart.
心が死んだ人は近づいたものの心を殺す。心が死んだ人は近づいたものの思
いやりを殺す。
If such corpse-like creatures really existed, they would realise all that was 
recounted in former times about brocalaques and vampires.
もし死体の様な生きものである心が死んだ人が実際に存在するのであれば、
過去の吸血鬼の物語の全てを実現するであろう。もし死体の様な生きもので
ある心が死んだ人が実際に存在するのであれば、過去の brocalaques の物語
の全てを実現するであろう。
Now, are there not certain persons in whose presence one feels less 
intelligent, less good, sometimes even less honest?
面前に近づいたら、知性、徳、時には正直さすら、時には誠実さすら失われ
る様に感じる人々が存在しないであろうか？はい！近づいたものの知性、徳、
正直さ、誠実さを失わせる人々が存在する。
Are there not some whose vicinity extinguishes all faith and all 
enthusiasm,



近づいたものの全ての信心、全ての熱意を失わせる人々が存在しないか？は
い！近づいたものの信心、熱意を失わせる人々が存在する！
who draw you by your weaknesses,
あなたの弱さにつけこんで、あなたを(悪に)引きずり込む人々が存在しない
か？はい！あなたの弱さにつけこんで、あなたを(悪に)引きずり込む人々が
存在する！
who govern you by your evil propensities,
あなたの悪い傾向によって、あなたを支配する人々が存在しないか？はい！
あなたの悪い傾向によって、あなたを支配する人々が存在する！
and make you die slowly to morality in a torment like that of Mezentius?
メゼンティウスの様にあなたを苦しめながら、あなたを徐々に倫理道徳的に
殺す人々が存在しないか？はい！苦しめながら、あなたを徐々に倫理道徳的
に殺す人々が存在する！
These are dead people whom we mistake for living beings;
生きている存在であると誤解しがちであるが、心が死んだ人々は死んでいる
人々である。
these are vampires whom we regard as friends!
友人であると誤解しがちであるが、心が死んだ人々は吸血鬼である！
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ST AUGUSTINE questioned seriously whether Apuleius could have been 
changed into an ass by a Thessalian sorceress,
アウグスティヌスはテッサリアの魔女によってアプレイウスがロバに変身し
たか真剣に疑った。
and theologians have long debated about the transformation of 
Nebuchadnezzar into a wild beast,
神学者たちはダニエル書 4章 33節でネブカドネザル 2世が獣に変身したか長
い間考えた。
which things merely prove that the eloquent doctor of Hippo was 
unacquainted with magical secrets



アウグスティヌスがテッサリアの魔女によってアプレイウスがロバに変身し
たか真剣に疑った事は、ヒッポの雄弁な学者アウグスティヌスが魔術の秘密
を知らなかった事を単に証明する。
and that the theologians in question have not advanced far in exegesis.
神学者たちがダニエル書 4章 33節でネブカドネザル 2世が獣に変身したか長
い間考えた事は、神学者たちが聖書の解釈から前進しなかった事を単に証明
する。
We are concerned in this chapter with different and more incredible 
marvels, which are at the same time incontestable.
14章では様々な、より信じ難いが、議論の余地の無い不思議について話す。
I refer to lycanthropy,
14章では人がオオカミへ変身する事について話す。
or the nocturnal transformation of men into wolves,
14章では人がオオカミへ夜に変身する事について話す。
so celebrated in rural tales of the twilight by the histories of were-wolves.
人がオオカミへ夜に変身する事は、狼男の歴史によって、黄昏のいなかの話
で、非常に有名である。
These histories are so well attested that,
狼男の歴史は非常に証明されている。
with a view to their explanation, sceptical science has recourse to furious 
mania and masquerading as animals.
狼男を説明するために、疑い深い自然科学は怒り狂った熱狂と動物の仮装に
助けを求めた。
But
しかし、
such hypotheses are puerile and explain nothing.
狼男は熱狂と動物の仮装であるという仮説は幼稚であり何も説明していない。



Let us seek elsewhere for the secret of the phenomena which have been 
observed on this subject, and begin with establishing;-
狼男は熱狂と動物の仮装であるという仮説以外に狼男について認められた現
象の秘密を探求しよう。狼男について認められた現象を確立する事から始め
よう。
1, That no one has ever been killed by a were-wolf, except by suffocation, 
without effusion of blood and without wounds;
1。出血無しに傷無しに、狼男は窒息によってのみ人を殺した。
2, That were-wolves, though tracked, pursued, and even wounded, have 
never been killed on the spot;
2。狼男は追われ傷つけられさえしたが現場で殺された事は無い。
3, That persons suspected of these transformations have always been 
found at home, after a were-wolf chase, more or less maimed, sometimes 
dying, but invariably in their natural form.
3。狼男が追撃された後で、多かれ少なかれ傷つき時には死んでいたが、狼
男に変身したと疑われる人々は常に家で常に自然な人の姿で見つかった。
Let us, next, establish phenomena of a different order.
次に、狼男に似た現象を確立しよう。
Nothing in the world is better borne out by evidence than the visible and 
real presence of P. Alphonsus Ligouri beside the dying pope, whilst the 
same personage was simultaneously seen at home, far from Rome, in 
prayer and ecstasy.
ローマから遠く離れた家で祈り忘我状態である所を見られていたアルフォン
ソ デ リゴリが同時にローマで死にかかっている法王のそばにいる所を見ら
れていた事より良い証拠は世界に無い。
Further,
さらに、



the simultaneous presence of the missionary Francis Xavier in several 
places at one time has been no less strictly demonstrated.
ある時、伝道師フランシスコ ザビエルが複数の場所に同時に存在した事は厳
しく証明されている。
It will be said that these are miracles,
大衆はアルフォンソ デ リゴリとフランシスコ ザビエルが複数の場所に同時
に存在した事は奇跡であると話すであろう。
but
しかし、
we reply that miracles when they are genuine are simply facts for science.
エリファス レヴィは奇跡が本当の事である時は奇跡は自然科学にとって単純
な事実であると答えて話す。
Apparitions of persons dear to us coincident with the moment of their 
death are phenomena of the same order and attributable to the same 
cause.
親密な人の霊が死ぬ時に表れる現象は、狼男の現象や、アルフォンソ デ リ
ゴリとフランシスコ ザビエルが複数の場所に同時に存在した現象と、同じ種
類の現象であり、原因が同じ現象である。
We have spoken of the sidereal body which is intermediary between the 
soul and the physical body.
星の体は魂と肉体の間を仲介するものであると話した。
Now, this body frequently remains awake while the latter sleeps,
肉体が眠っている間に星の体が起きたままである時が存在する。
and passes through all space which universal magnetization opens to it.
肉体が眠っている間に星の体が起きたままである時に、星の体は普遍の磁化
が開く全ての空間に通じる。
It lengthens without breaking the sympathetic chain



星の体は共感の鎖を壊さないで伸びる。
which attaches it to our heart and brain,
共感の鎖が星の体を肉体の心臓と肉体の脳に結び付けている。
and it is for this reason that
上記の理由から、
it is so dangerous to awaken dreamers suddenly.
眠っている者を突然起こすのは危険である。
As a fact,
事実、
too great a start may break the chain in an instant and cause death 
immediately.
眠っている者を急に起こすと共感の鎖をすぐに壊し急死の原因に成るかもし
れない。
The form of our sidereal body is conformed to the habitual condition of 
our thoughts,
星の体は常習的な思考に対応した形に成る。
and it modifies, in the long run, the characteristics of the material body.
結局、長期的には、星の体は肉体の特徴を変える。常習的な思考は肉体の特
徴を変える。
This is why
上記の理由から、
Swedenborg, in his somnambulistic intuitions, frequently beheld spirits in
the shape of various animals.
時々、直感的な催眠状態で、スヴェーデンボルグは様々な動物の姿をした霊
を見た。
Let us now make bold to say that
大胆に話すと、



a were-wolf is nothing else but the sidereal body of a man
狼男は人の星の体である。
whose savage and sanguinary instincts are typified by the wolf;
オオカミは人の野生の血の本能の象徴である。
who, further, whilst his phantom wanders over the country, is sleeping 
painfully in his bed,
狼男の人の幻、狼男の人の星の体がいなかをさまよっている間、狼男の人は
ベッドの中で苦しんで眠っている。
and dreams that he is actually a wolf.
狼男の人の星の体がいなかをさまよっている間、狼男の人は自身がオオカミ
に成った夢を見ている。
What makes the were-wolf visible is the almost somnambulistic 
excitement caused by the fright of those who behold it, or else the 
tendency, more particularly in simple country persons, to enter into direct
communication with the astral light,
狼男を見えるものにしているものは、狼男の人の星の体を見えるものにして
いるものは、狼男の人の星の体を見ている者の恐怖による催眠状態の動揺か、
特に単純ないなかの人に多い星の光と直接的に交流する傾向である。
which is the common medium of visions and dreams.
星の光は幻視と夢を共通に仲介するものである。
The hurts inflicted on the were-wolf really wound the sleeping person by 
the odic and sympathetic congestion of the astral light, and by the 
correspondence of the immaterial with the material body.
星の光のオドの共鳴の過剰によって、星の体と肉体の交流によって、狼男を
傷つけると、狼男の人の星の体を傷つけると、狼男の人の肉体を傷つける事
に成る。



Many persons will believe that they are dreaming when they read such 
things as these,
上記を読むと、多数の人々は自身が夢を見ているかの様に思うであろう。
and will ask whether we are really ourselves awake;
上記から、多数の人々はエリファス レヴィは本当に目が覚めているのかどう
かたずねるであろう。
but
しかし、
we will only request men of science to reflect upon the phenomena of 
gestation,
知の有る人々に、車裂きの刑を見た女性が四肢が裂かれた子を産んだ、懐胎
の現象を考える様に求めるだけである。
and upon the influence of the imagination of women on the form of their 
offspring.
知の有る人々に、車裂きの刑を見た女性が四肢が裂かれた子を産んだ、子の
形成への女性の想像力の作用を考える様に求めるだけである。
A woman who had been present at the execution of a man who was 
broken upon a wheel gave birth to a child with all its limbs shattered.
車裂きの刑を見た女性は四肢が裂かれた子を産んだ。
Let anyone explain to us how the impression produced upon the soul of 
the mother by a horrible spectacle could so have reacted on the child,
誰か、どのように車裂きの刑という恐ろしい見せ物が母の魂にもたらした印
象が子に作用したか説明してみるが良い。
and we in turn will explain why blows received in dreams can really bruise
どのように夢の中で傷つくと肉体が傷つくのか説明する。
and even grievously wound the body of him who receives them in 
imagination,



どのように想像の中で傷つくと肉体が傷つくのか説明する。
above all
特に、
when his body is suffering and subjected to nervous and magnetic 
influences.
肉体が神経の磁気の作用を受容し従っている時に、どのように夢や想像の中
で傷つくと肉体が傷つくのか説明する。
To these phenomena and to the occult laws which govern them must be 
referred the effects of bewitchment,
上記の現象と上記の現象を統治している隠された法については呪いの作用に
ついて話す必要が有る。
of which we shall speak hereafter.
16章で呪いについて話すつもりである。
Diabolical obsessions, and the majority of nervous diseases which affect 
the brain, are wounds inflicted on the nervous mechanism by the astral 
light when perverted, that is, absorbed or projected in abnormal 
proportions.
悪人の霊の憑依と、脳に作用する神経の病気の多数は、星の光の異常なつり
合いでの同化または放射による、神経のからくりの傷である。
All extraordinary and extra-natural tensions of the will predispose to 
obsessions and nervous diseases;
意思が異常に不自然に緊張していると悪人の霊に憑依され易く成り神経の病
気にかかり易く成る。
enforced celibacy, asceticism, hatred, ambition, rejected love, are so 
many generative principles of infernal forms and influences.
強制された禁欲、憎悪、野心、拒絶された性欲は地獄の形と作用を創造する
原理である。



Paracelsus says that the menstruations of women beget phantoms in the 
air,
パラケルススは「女性の月経の血は霊を大気中に生む。」と話した。
and from this standpoint
上記の観点から、
convents would be seminaries for nightmares,
女性の修道院は夢魔のための神学校である。(悪魔は存在しない。悪人の霊は
存在する。)
while the devils might be compared to those heads of the hydra of Lerne
悪人の霊はレルネのヒュドラの頭に例えられるかもしれない。
which were reproduced eternally and propagated in the very blood from 
their wounds.
ヒュドラの頭は自身の傷から流れ出る血の中で永遠に再生し増える。
The phenomena of possession amongst the Ursulines of Loudun, so fatal 
to Urban Grandier, have been misconstrued.
ユルバン グランディエを死に至らしめたルーダンのウルスラ会修道院の憑依
の現象は誤解されている。
The nuns were really possessed by hysteria
ルーダンのウルスラ会修道院の修道女は病的興奮にとりつかれた。
and fanatical imitation of the secret thoughts of their exorcists, which 
were transmitted to their nervous system by the astral light.
ルーダンのウルスラ会修道院の修道女は、星の光によって神経組織に伝えら
れた、悪霊払い師の下心を模倣したい狂気にとりつかれた。(悪魔は存在しな
い。悪人の霊は存在する。)
They received the impression of all the hatreds which this unfortunate 
priest had conjured up against him,



ルーダンのウルスラ会修道院の修道女は不運な祭司ユルバン グランディエが
呼び出したユルバン グランディエへの全てのうらみの印象を星の光から受容
した。
and this wholly interior communication seemed diabolical and 
miraculous to themselves.
ルーダンのウルスラ会修道院の修道女とユルバン グランディエには星の光に
よる精神的な交流が悪霊的なもの、奇跡的なものに思われた。(悪魔は存在し
ない。悪人の霊は存在する。)
Hence
上記の様に、
in this tragical affair everyone acted sincerely,
ルーダンのウルスラ会修道院の憑依という悲劇的な事件では全ての者が真剣
に行動した。
even to Laubardemont, who, in his blind execution of the prejudged 
verdicts of Cardinal Richelieu, believed that he was fulfilling at the same 
time the duties of a true judge,
リシュリューの偏見を盲目的に実行したローバルドモンですら自身は正しい
裁きの務めを果たしていると信じていた。
and as little suspected himself of being a follower of Pontius Pilate as he 
would have recognised in the sceptical
ローバルドモンはイエスを処刑したピラトの模倣者である小さな疑いが有る。
and libertine curé of Saint-Pierre-du Marché, a disciple and martyr of 
Christ.
放蕩なサン ピエール デュ マルシュの教区司祭ユルバン グランディエはイエ
ス キリストの弟子、殉教者であった。
The possession of the nuns of Louvier is scarcely more than a copy of 
those of Loudun;



ルビエの修道女の憑依はルーダンの修道女の憑依の模倣より恐ろしい。
the devils invent little and plagiarise one another.
悪人の霊は新しいものを発明する事はほとんど無い。悪人の霊は相互に盗用
し合う。
The process of Gaufridi and Magdalen de la Palud possesses stranger 
features, for in this case the victims are their own accusers.
ゴーフリディと Magdalen de la Palud の場合は犠牲者は自身を告発したとい
う不思議な特徴を持っている。
Gaufridi confessed that he was guilty of depriving a number of women of 
the power to defend themselves against his seductions by simply 
breathing in their nostrils.
ゴーフリディは多数の女性から息を鼻に吹きかけて誘惑に対して自身を守る
力を奪ったという罪を犯したと話した。
A young and beautiful girl, of noble family, who had been thus insufflated, 
described, in the greatest detail, scenes wherein the unchaste seemed to 
vie with the monstrous and grotesque.
ゴーフリディに息を鼻に吹きかけられた、若く美しい高貴な家の女の子は、
奇形のものと競うかの様に、みだらな光景を詳細に記している。
Such are the ordinary hallucinations of false mysticism and ill-kept 
celibacy.
上記は偽りの神秘主義と、すさんだ禁欲にあたりまえの幻覚、妄想である。
Gaufridi and his mistress were obsessed by their mutual chimeras, and 
the brain of the one reflected the nightmares of the other.
ゴーフリディと被害女性たちは一方の悪夢を他方の脳に反映する相互の共通
のキマイラの様な妄想にとりつかれた。
Was not the Marquis of Sade himself infectious for certain depleted and 
diseased natures?



マルキ ド サドは消耗した病んだ性質の者にとって伝染病の様な者ではない
か？はい！マルキ ド サドは消耗した病んだ者にとって伝染病の様な者であ
る！
The scandalous trial of Father Girard is a new proof of the deliriums of 
mysticism and the singular nervous affections which it may entail.
ジラール神父の外聞の悪い裁判は神秘主義の精神錯乱と神秘主義に必然的に
伴う異常な神経の病気の新しい証拠である。
The trances of la Cadiere, her ecstacies, her stigmatas, were all as real as 
the insensate and perhaps involuntary debauchery of her director.
カディエールの催眠状態、忘我状態、聖痕は全て現実であった。ジラールの
無分別と多分、無意識の放蕩は全て現実であった。
She accused him, when he wished to withdraw from her,
ジラールがカディエールから手を引こうとしたので、カディエールはジラー
ルを告発した。
and the conversion of this young woman was a revenge,
若い女性カディエールの改宗はジラールへの報復であった。
for
なぜなら、
there is nothing more cruel than depraved passions.
悪く成った肉欲ほど無情なものは無い。
An influential body, which intervened in the trial of Grandier for the 
destruction of the possible heretic, in this case rescued Father Girard for 
the honour of the order.
異端者に成る可能性が有ったグランディエを破滅させるためにグランディエ
の裁判に介入した、ある力の有る団体は、修道院の名誉のためにジラールを
救った。
Moreover,



さらに、
Grandier and Girard attained the same results by very different means,
グランディエとジラールは異なる手段によって同じ結果に到達した。
with which we shall be specially concerned in the sixteenth chapter.
16章で特に話すつもりである。
We operate by our imagination on the imagination of others,
人は自身の想像力によって他人の想像力に作用する。
by our sidereal body on theirs,
人は自身の星の体によって他人の星の体に作用する。
by our organs on their organs,
人は自身の器官によって他人の器官に作用する。
in such a way that, by sympathy, whether of inclination or obsession, we 
reciprocally possess one another,
傾向の共感によって、または、憑依の共感によって、人は相互に憑依し合う。
and identify ourselves with those upon whom we wish to act.
人は作用したい者と共感する。
Reactions against such dominations frequently cause the most 
pronounced antipathy to succeed the keenest sympathy.
上記の支配、作用、共感に対する、反作用は最も明らかな反感と成る時が有
る。反作用、反感は共感を強める時が有る。
Love has a tendency to unify beings;
愛には存在するものを 1 つにする傾向が有る。
in thus identifying, it frequently renders them rivals, and, consequently, 
enemies, if in the depth of the two natures there is an unsociable 
disposition, like pride.
もし二者の性質の深い所に自尊心といった非社交的な傾向が有る場合は、愛
の結合力は二者を競い合わせ対立させる時が有る。



To permeate two united souls in an equal degree with pride is to disjoin 
them by making them rivals.
2つの一致している魂を対等な自尊心で満たす事は、二者を競い合わせて解
体する事である。
Antagonism is the necessary consequence of a plurality of gods.
対立は神々の複数性の必然の結果である。
When we dream of a living person, either their sidereal body presents 
itself to ours in the astral light, or at least the reflection thereof,
生きている人を夢で見る時は、星の光の中で、生きている人の星の体が表れ
ているか、生きている人の星の体の反映が表れている。
and our impressions at the meeting often make known the secret 
dispositions of the person in our regard.
生きている人を夢で見た時に受けた印象は生きている人の隠れた気持ちを教
える時が有る。
For example,
例えば、
love fashions the sidereal body of the one in the image and likeness of the 
other, so that the psychal medium of the woman is like a man, and that of 
the man like a woman.
愛は一方の星の体を他方に似せる。星の体はプシュケと肉体を仲介するもの
である。星の体は魂と肉体を仲介するものである。それで、女性の星の体は
女性が愛している男性に似る。男性の星の体は男性が愛している女性に似る。
It was this transfer which the Kabbalists sought to express in an occult 
manner when they said, in explanation of an obscure term of Genesis:-
下記の様にカバリストは創世記 2章 22節の世に知られていない言葉を説明
して、上記の変形を隠された学問で説明しようとした。
"



「
God created love by placing a rib of Adam in the breast of the woman, and 
a portion of the flesh of Eve in the breast of the man,
神は男性アダムの胸の中の肋骨を女性エヴァの胸の中に置いて愛を創造した。
神は男性アダムの胸の中の肋骨で女性エヴァの肉を創造した。(創世記 2章
22節の例え話で神は男性アダムの肋骨から女性エヴァを創造した。)
so that at the bottom of woman's heart there is the bone of man, while at 
the bottom of man's heart there is the flesh of woman,
女性の胸の底には男性の骨が存在する。男性の胸の底には女性の肉が存在す
る。(創世記 2章 23節「男性アダムは『女性エヴァは骨の中の骨である。女
性エヴァは肉の中の肉である』と話した。」。)
"-
」
an allegory which is certainly not devoid of depth and beauty.
上記の例え話は深く美しい。
We have referred, in the previous chapter, to what the masters in 
Kabbalah call the embryonic condition of souls.
13章でカバラの達道者は苦しんでいる魂が生きている者の肉体の中に入り住
む状態を「胎児の様に」と呼んでいる事を話した。
This state, completed after the death of the person who thereby possesses
another, is often commenced in life, whether by obsession or by love.
完全に死んだ後の人が他の者に憑依する状態は、憑依される者が生存中に、
憑依される者の強迫観念または愛着によって始まる時が有る。
I knew a young woman, whose parents inspired her with a great terror, 
who took suddenly to inflicting upon an inoffensive person the very acts 
she dreaded in them.



エリファス レヴィが知っている、ある若い女性は、両親に脅されていたが、
突然、両親に脅されていた行為を罪の無い人にする様に成った。
I knew another who, after participating in an evocation concerned with a 
guilty woman suffering in the next world for certain eccentric acts, began 
to imitate, without any reason, the actions of the dead person.
エリファス レヴィが知っている、別の人は、奇行によって来世で苦しんでい
る罪人の女性を呼び出す降霊術に参加した後で、理由も無く、死人の奇行を
模倣し始めた。
To this occult power must be attributed the terrible influence resident in 
parental malediction, which is feared by all nations on earth,
地上の全ての民は隠された力が原因である親の呪いの畏敬するべき感化力を
畏敬している。
as also the imminent danger of magical operations when anyone has not 
reached the isolation of true adepts.
本物の達道者の独立に到達していない者である時は魔術の実践は危険である。
This virtue of sidereal transmutation, which really exists in love, explains 
the allegorical marvels of the wand of Circe.
愛に本当に存在する、星の体の変形の力は、キルケの杖の例え話の不思議を
説明する。
Apuleius speaks of a Thessalian woman who changed herself into a bird;
アプレイウスは黄金のロバでテッサリアの女性の主が鳥に変身したと話して
いる。
he won the affections of her servant to discover the secrets of the 
mistress, and succeeded only in transforming himself into an ass.
黄金のロバでルキウスはテッサリアの女性の主の秘密を知るために女性の召
使いの愛を勝ち取った。黄金のロバでルキウスはロバに変身するだけに過ぎ
なかった。



This allegory contains the most concealed secrets of love.
黄金のロバの例え話は愛の無上の隠された秘密を含んでいる。
Again,
さらに、
the Kabbalists say that when a man falls in love with a female elementary-
undine, sylphide, or gnomide, as the case may be- she becomes immortal 
with him, or otherwise he dies with her.
カバリストは、男性がウンディーネ、シルフィード、ノーミードといった女
性の四大元素の霊と恋に落ちた時は、女性の四大元素の霊が男性と共に神に
成るか、男性が女性の四大元素の霊と共に死ぬしかない、と話している。
We have already seen that elementaries are imperfect and as yet mortal 
men.
4章で四大元素の霊は不完全な未だ死ぬべきである人の霊であると説明した。
The revelation we have mentioned,
上記の話は啓示である。
which has been regarded merely as a fable,
上記の話は作り話に過ぎないと考えられてきた。
is therefore the dogma of moral solidarity in love,
上記の話は愛における精神的な連帯の考えである。
which is itself the foundation of love,
連帯自体が愛の基礎である。
and alone explains all its sanctity
連帯は愛の神聖さの全てを説明する。
and all its power.
連帯は愛の力の全てを説明する。



Who, then, is this Circe, that changes her worshippers into swine, while, so
soon as she is subjected to the bond of love, her enchantments are 
destroyed?
キルケを敬礼する者たちを豚の群れに変身させるが、(オデュッセウスと妻の
愛のきずなといった)愛のきずなに従う、キルケとは何者か？誘惑術が破壊的
である、キルケとは何者か？
She is the ancient courtesan,
古代の遊女である。
the marble woman of all the ages.
全ての時代の無情な女性である。
A woman who is without love absorbs
愛無しに奪う女性である。
and degrades all who come near her;
近づく全ての男性を堕落させる女性である。
she who loves, on the other hand, diffuses enthusiasm, nobility, and life.
他方、愛を知っている女性は熱意、気高さ、命を満ちあふれさせる。
There was much talk in the last century about an adept accused of 
charlatanism,
19世紀は詐欺師と非難されている達道者カリオストロについての多数の話が
存在する。
who was termed in his lifetime the divine Cagliostro.
カリオストロは生前に「神の様な者」と呼ばれた。
It is known that he practised evocations,
カリオストロは降霊術を実践した事が知られている。
and that in this art he was surpassed only by the illuminated Schroepffer.*
シュレプファーを除いて、降霊術でカリオストロを超える者はいない。
* See, in the Ritual, Schrcepffer's secrets and formulas for evocation.



※「高等魔術の祭儀」で降霊術のシュレプファーの秘訣と方法を説明するつ
もりである。
It is said also that he boasted of his power in binding sympathies,
カリオストロは共感を結びつける力が有ると豪語していたと言われている。
and that he claimed to be in possession of the secret of the great work;
カリオストロは大いなる務めの秘密を保有していると豪語していたと言われ
ている。
but
しかし、
that which rendered him still more famous was a certain elixir of life,
カリオストロをより有名にした物は、いくつかの命の若返り薬エリクサーで
ある。
which immediately restored to the aged the strength and vitality of youth.
若返り薬エリクサーは若い時の力と心を老いた者にすぐに復活させる。
The basis of this composition was malvoisie wine,
カリオストロの若返り薬エリクサーという混合物の主成分はマルヴォワジー 
ワインである。
and it was obtained by distilling the sperm of certain animals with the sap 
of certain plants.
カリオストロの若返り薬エリクサーはマルヴォワジー ワインにいくつかの動
物の精液といくつかの植物の樹液を蒸留して加えた混合物である。
We are in possession of the recipe,
エリファス レヴィはカリオストロの若返り薬エリクサーの処方せんを持って
いる。
but
しかし、
our reasons for withholding it will be readily understood.



エリファス レヴィがカリオストロの若返り薬エリクサーの処方せんを与えな
い理由は容易に理解してもらえるであろう。
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We approach the mystery of black magic.
黒魔術の神秘に近づこう。
We are about to confront, even in his own sanctuary, the black god of the 
Sabbath, the formidable goat of Mendes.
サバトの黒い神、メンデスの畏敬するべきヤギに聖所で大胆に立ち向かおう。
(邪神は存在しない。悪魔は存在しない。悪人の霊は存在する。)
At this point those who are subject to fear should close the book;
恐怖を感じ易い人々は本書を閉じるべきである。
even persons who are a prey to nervous impressions will do well to divert 
themselves or to abstain.
神経質な印象の犠牲に成る人々は本書から気をそらすか本書を読むのをやめ
るのが良いであろう。
We have set ourselves a task, and we must complete it.



悪魔の化けの皮をはがす事を務めとする。悪魔の化けの皮をはがす必要が有
る。
Let us first of all address ourselves frankly and boldly to the question:
第一に、悪魔についての疑問に率直に大胆に取り組もう。
Is there a devil?
悪魔は存在するのか？
What is the devil?
悪魔とは何か？
As to the first point,
悪魔は存在するのか？という疑問に対して、
science is silent,
自然科学は沈黙する。
philosophy denies it on chance,
哲学は可能性を否定する。
religion only answers in the affirmative.
宗教だけが(一見)肯定的に答える。
As to the second point,
悪魔とは何か？という疑問に対して、
religion states that the devil is the fallen angel;
宗教は「悪魔は堕天使である。」と(いう例え話を)話す。
occult philosophy accepts and explains this definition.
隠された哲学は「悪魔は堕天使である。」という(例え)話を受け取り説明す
る。
It will be unnecessary to repeat what we have already said on the subject;
10章で「悪魔は堕天使である。」は例えであると話した。
we will add here a further revelation:-
さらに、ここで、啓示を加えよう。 



IN BLACK MAGIC, THE DEVIL is THE GREAT MAGICAL AGENT EMPLOYED 
FOR EVIL PURPOSES BY A PERVERSE WILL.
黒魔術では悪魔は悪い意思によって悪い意図に応用された大いなる魔術の代
行者である。
The old serpent of the legend is nothing else than the universal agent, the 
eternal fire of terrestrial life, the soul of the earth, and the living fount of 
hell.
創世記 3章の伝説の古い蛇は普遍の代行者、地上の命の永遠の火、地の魂、
地獄の生きている源泉(、星の光)である。
We have said that the astral light is the receptacle of forms,
星の光は形の貯蔵所であると話した。
and these when evoked by reason are produced harmoniously,
理性が呼び出す時は星の光から平和に形はもたらされる。
but
しかし、
when evoked by madness they appear disorderly and monstrous;
狂気が呼び出す時は星の光から形は乱れて奇形で表れる。
so originated the nightmares of St Anthony and the phantoms of the 
Sabbath.
星の光が「聖アントニウスの誘惑」の夢魔とサバトの霊の源である。(悪魔は
存在しない。悪人の霊は存在する。)
Do, therefore, the evocations of goetia and demonomania possess a 
practical result?
ゴエティア、悪人の霊の魔術の降霊術と悪人の霊に憑依されているという妄
想には実際の結果が有るのか？
Yes, certainly- one which cannot be contested, one more terrible than 
could be recounted by legends!



はい！確実に！議論の余地無く！伝説で話されているより恐ろしい結果が悪
人の霊の魔術には有る！
When any one invokes the devil with intentional ceremonies, the devil 
comes, and is seen.
意図した儀式で悪人の霊を呼び出した時に、悪人の霊は表れ、悪人の霊を見
れる。
To escape dying from horror at the sight, to escape catalepsy or idiocy, 
one must be already mad.
悪人の霊を見た恐怖から、死ぬ事を免れるためには、強硬症カタレプシーま
たは重度の知的障害に成る事を免れるためには、すでに狂っている必要が有
る。
Grandier was a libertine through indevotion, and perhaps also through 
scepticism;
グランディエは無信心によって放蕩者であった。グランディエは多分、疑い
深さによって放蕩者であった。
excessive zeal, following on the aberrations of asceticism and blindness of
faith, depraved Girard, and made him deprave in his turn.
熱心過ぎて、異常な苦行によって、盲信によって、ジラールは堕落した。
In the fifteenth chapter of our Ritual we shall give all the diabolical 
evocations and practices of black magic, not that they may be used, but 
that they may be known and judged, and that such insanities may be put 
aside for ever.
「高等魔術の祭儀」の 15章で悪人の霊の降霊術と黒魔術の実践について全
て話すつもりであるが、利用してもらうためではなく、知ってもらい判断し
てもらうためであり、黒魔術という狂気による愚行を利用するのを永遠にや
めてもらうためである。



M. Eudes de Mirville, whose book upon table-turning made a certain 
sensation recently, will possibly be contented and discontented at the 
same time with the solution here given of black magic and its problems.
19世紀にテーブル ターニングについての著書が少し評判に成った Mirville に
は本書の黒魔術と黒魔術の問題の解決策は満足な部分と不満な部分が多分有
るであろう。
As a fact,
実際、
we maintain, like himself, the reality and prodigious nature of the facts;
Mirville の様に、エリファス レヴィは黒魔術という事実の実在と不思議な性
質を断言する。
with him also we assign them to the old serpent,
Mirville の様に、エリファス レヴィは古い蛇が黒魔術の原因であるとする。
the secret prince of this world;
古い蛇は、この世界の隠れた王者である。
but
しかし、
we are not agreed as to the nature of this blind agent,
Mirville とエリファス レヴィは盲目の代行者の性質については一致しない。
which, under different directions, is at once the instrument of all good and
of all evil,
盲目の代行者、星の光は全ての善の道具であると同時に全ての悪の道具であ
る。
the minister of prophets
盲目の代行者、星の光は預言者の使いである。
and the inspirer of pythonesses.
盲目の代行者、星の光はデルポイの巫女に霊感を与えたものである。



In a word,
要するに、
the devil, for us, is force placed temporarily at the disposal of error,
神の聖霊の魔術師にとって、悪魔とは一時的に誤った力である。
even as mortal sin is, to our thinking, the persistence of the will in what is 
absurd.
神の聖霊の魔術師にとって、地獄に堕ちる大罪とは非論理的なものへの意思
の固執である。
M. de Mirville is therefore a thousand times right, but he is once and one 
great time wrong.
Mirville は千回正しかったが 1回大きく誤った。
What we must exclude above all from the realm of existences is the 
arbitrary.
特に、存在の領域から誤った気まぐれ、誤った独断を取り除く必要が有る。
Nothing happens by chance, nor yet by the autocracy of a good or evil 
will.
偶然に起こるものは存在しない。善意または悪意による誤った独断によって
起こるものは存在しない。
There are two houses in heaven,
天には善と悪の両院が存在する。
and the lower house of Satan is restrained in its extremes by the senate of 
divine wisdom.
善と悪の両極性の中で神の知という上院がサタンという下院を制限している。
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WHEN a man gazes unchastely upon any woman he profanes that woman,
said the Great Master.
マタイによる福音 5章 28節で大いなる主イエスは「性欲を持って女性を見
る者は(心の中で)女性を犯している。」と話している。
What is willed with persistence is done.
意思し続ける事は行われる。
Every real will is confirmed by acts;
行動は全ての本当の意思を確証する。
every will confirmed by an act is action.
行動によって確証された全ての意思が行動である。
Every action is subject to a judgment,
神は全ての行動を裁く。



and such judgment is eternal.
神の裁きは永遠である。
These are dogmas
意思は行動に表れる事は考えである。
and principles
意思は行動に表れる事は原理である。
from which it follows that the good or evil which we will, to others as to 
ourselves, according to the capacity of our will and within the sphere of 
our action, will infallibly take place, if the will be confirmed and the 
determination fixed by acts.
もし行動が意思を確証するのであれば、もし行動が決意を固定するのであれ
ば、善意からであれ悪意からであれ、自身に対しての様に他のものに対して、
意思の能力に対応して、行動の範囲内で、意思は間違い無く行われる。
The acts should be analogous to the will.
行動は意思から類推可能である。意思は行動から類推可能である。
The intent to do harm or to excite love, in order to be efficacious, must be 
confirmed by deeds of hatred or affection.
傷つける意思を有効にするためには憎悪の行動で意思を確証する必要が有る。
愛を引き起こす意思を有効にするためには愛の行動で意思を確証する必要が
有る。
Whatsoever bears the impression of a human soul belongs to that soul;
人の魂が抱いた印象は自分の魂の物と成る。
whatsoever a man has appropriated after any manner becomes his body 
in the broader acceptation of the term,
言葉の広い意味で、人が全ての手段で自分の物にした物は自分の体に成る。
and anything which is done to the body of a man is felt, mediately or 
immediately, by his soul.



人の魂は自分の体、自分の物に行われた全てのものを間接的にか直接的に感
じる。人の魂は自分の体、自分の物に行われた全てのものから間接的にか直
接的に影響を受ける。
It is for this reason that
上記の理由から、
every species of hostility towards one's neighbour is regarded by moral 
theology as the beginning of homicide.
倫理道徳と神学は隣人への全ての敵対行為を殺人の始まりであると考える。
Bewitchment is a homicide,
呪う事は殺人である。
and the more infamous
呪う事は殺人より悪い事である。
because
なぜなら、
it eludes self-defence by the victim
呪いの犠牲者は呪いから自身を守れない。
and punishment by law.
呪いは法の罰をすり抜ける。
This principle being established to exonerate our conscience, and for the 
warning of the weak vessels, let us affirm boldly that bewitchment is 
possible. Let us even go further and lay down that it is not only possible, 
but in some sense necessary and fatal.
人々の良心を自由にするために、弱い器の人々を戒めるために、呪いは可能
であるという原理を大胆に断言し、さらに、呪いは可能であるだけではなく、
ある意味、呪いは必然で避け難いものであるという原理を大胆に断言しよう。
It is continually going on in the social world, unconsciously both to agents 
and patients.



社会では人は無意識に呪っている。社会では人は知らないで呪われている。
Involuntary bewitchment is one of the most terrible dangers of human 
life.
無意識の呪いは人の命の最も畏敬するべき危険の 1 つである。
Passional sympathy inevitably subjects the hottest desire to the strongest 
will.
肉欲の共感は最も熱い欲望を必然的に最も力が有る意思に従わせる。
Moral maladies are more contagious than physical,
心の病気は肉体の病気より伝染し易い。
and there are some triumphs of infatuation and fashion which are 
comparable to leprosy or cholera.
いくつかの精神的な流行は皮膚病やコレラの流行に例えられる。
We may die of an evil acquaintance as well as of a contagious touch,
人は伝染病の保菌者との接触によって死ぬかもしれないのと同様に悪い知識
によって死ぬかもしれない。
and the frightful plague which, during recent centuries only, has avenged 
in Europe the profanation of the mysteries of love, is a revelation of the 
analogical laws of nature,
最近の世紀のヨーロッパでの愛の神秘への冒涜への報復である、畏敬するべ
き性病の伝染病は、自然の類推可能性の法の啓示である。
and at the same time offers only a feeble image of the moral corruptions 
which follow daily on an equivocal sympathy.
畏敬するべき性病の伝染病は、日々いかがわしい共感に従っている心の堕落
の弱い映像をもたらしているだけである。
There is a story of a jealous and infamous man who, to avenge himself on 
a rival, contracted an incurable disorder, and made it the common 
scourge and anathema of a divided bed.



ある嫉妬深い邪悪な男性は、恋敵の男性に復讐するために、不治の伝染病に
故意にかかり、天罰として呪いとして、ベッドを共にしていた女性と恋敵の
男性に不治の伝染病をうつした、という話が存在する。
This atrocious history is that of every magician, or rather of every sorcerer 
who practises bewitchments.
伝染病に故意にかかってうつす話は、全ての神の聖霊の魔術師の話と言うよ
りはむしろ、呪いを実践している全ての悪人の霊の魔術師の話である。
He poisons himself in order that he may poison others;
悪人の霊の魔術師は他者を毒する事が可能である様に自身を毒する。
he damns himself that he may torture others;
悪人の霊の魔術師は他者を苦しめられる様に自身を地獄に堕とす。
he draws in hell with his breath in order that he may expel it by his breath;
悪人の霊の魔術師は息で地獄を放射できる様に息で地獄を引き寄せる。
he wounds himself to death that he may inflict death on others;
悪人の霊の魔術師は死を他者に与えられる様に自身を致命的に傷つける。
but
しかし、
possessed of this unhappy courage, it is positive and certain that he will 
poison and slay by the mere projection of his perverse will.
他者を毒し殺すために自身を毒し傷つける不幸の大胆さを持つ者は、邪悪な
意思の放射だけで、(他者か自身といった何者かを)毒し殺すであろう事は確
かである。
There are some forms of love which are as deadly as hatred,
憎悪と同様に致命的である愛の形がいくつか存在する。
and the bewitchments of goodwill are the torment of the wicked.
善意による呪いにも似た祈りは悪人を苦しめる。



The prayers offered to God for the conversion of a man bring misfortune 
to that man if he will not be converted.
改心を望まない者の改心の祈りを神にささげる事は改心を望まない者に不幸
をもたらす。
As we have already said,
すでに話した様に、
it is weariness and danger to strive against the fluidic currents occasioned 
by the chains of wills in union.
力を合わせた複数の意思の鎖による流体の流れと戦う事は疲労をもたらすし
危険である。
Hence there are two kinds of bewitchment, voluntary and involuntary;
意識的な呪いと無意識の呪いという2種類の呪いが存在する。
physical and moral bewitchment may be also distinguished.
肉体的な呪いと精神的な呪いという2種類の呪いに区別できる。
Power attracts power,
力は力を引き寄せる。
life attracts life,
命は命を引き寄せる。
health attracts health;
健全さは健全さを引き寄せる。
this is a law of nature.
力が力を引き寄せる事は自然の法である。健全さが健全さを引き寄せる事は
自然の法である。
If two children live, above all, if they sleep together, and if one be weak 
while the other is strong, the strong will absorb the weak, and the latter 
will waste away.



もし 2人の子供が一緒に生きていて、特に一緒に眠っていて、一方の子供は
弱いが、他方の子供が強ければ、強い子供は弱い子供から力を奪い、弱い子
供は衰弱するであろう。
For this reason,
上記の理由から、
it is important that children should always sleep alone.
子供は独りで眠るべきである事が重要である。
In conventual seminaries certain pupils absorb the intelligence of the 
others,
共同生活の神学校では何人かの学徒が他者の知を奪う。
and in every given circle of men, an individual speedily appears who avails
himself of the wills of the rest.
全ての人の輪では他者の意思を応用する個人が速やかに現れる。
Bewitchment by means of currents is exceedingly common,
流れによる呪いはありふれている。
as we have already observed;
すでに話した様に。
morally as well as physically, most of us are carried away by the crowd.
物理的にと同様に精神的に、大部分の人々は大衆によって流される。
What, however, we have proposed to exhibit more especially in this 
chapter is the almost absolute power of the human will upon the 
determination of its acts and the influence of every outward 
demonstration upon outward things.
しかし、16章で特にエリファス レヴィが表したいものは、自身の行動を決
定する人の意思のほとんど絶対的な力と、物質的な物で物質的に証明されて
いる感化力である。
Voluntary bewitchments are still frequent in our rural places



いなかでは意識的な呪いはありふれている。
because
なぜなら、
natural forces, among ignorant and isolated persons, operate without 
being diminished by any doubt or any diversion.
無知な孤立した人々の中を、あらゆる疑い気晴らし気をそらす事による減衰
無しに、自然の力は作用できる。
A frank, absolute hatred, unleavened by rejected passion or personal 
cupidity is, under certain given conditions, a death-sentence for its object.
拒絶された肉欲からではない私利私欲からではない率直な絶対な憎悪は、い
くつかの条件の下では、死の宣告に成る。
I say unmixed with amorous passion or cupidity,
性欲や貪欲が混じっていない憎悪は、いくつかの条件の下では、死の宣告に
成る。
because
なぜなら、
a desire, being an attraction, counterbalances and annuls the power of 
projection.
欲望は引き寄せる。欲望の引き寄せる力は憎悪の放射する力を相殺する。
For example,
例えば、
a jealous person will never efficaciously bewitch his rival,
嫉妬深い人は恋敵を効果的に呪う事はできない。
and a greedy heir will never by the mere fact of his will succeed in 
shortening the days of a miserly and long-lived uncle.
貪欲な遺産相続人はけちで長生きな伯父さん、叔父さんの命を縮める事はで
きない。



Bewitchments attempted under such conditions reflect upon the operator
肉欲から呪うと呪いは呪いをかけた人にはね返ってくる。
and help rather than hurt their object, setting him free from a hostile 
action
肉欲から呪うと呪われた人を傷つけるどころか、呪われた人を敵対行動から
自由にする。肉欲から呪うと呪われた人を傷つけるどころか、呪われた人を
呪いから自由にする。
which destroys itself by excessive exaggeration.
過ぎた言葉や行動は呪いを無効化する。
The term envoûtement (bewitchment) so strong in its Gaelic simplicity, 
admirably expresses what it means, the act of enveloping some one, so to 
speak, in a formulated will.
ゲール語の envoûtement は呪いを意味する。envoûtement は何ものかを閉
じ込める行動を意味する。呪いは何ものかを明らかにした意思の中に閉じ込
める行動を意味する、と言える。
The instrument of bewitchments is the great magic agent
呪いの手段は大いなる魔術の代行者である。
which, under the influence of an evil will, becomes really and positively 
the demon.
大いなる魔術の代行者は邪悪な意思の下では悪人の霊的なものに成る。
Witchcraft, properly so called,
witchcraft は呪いの業である。
that is, ceremonial operation with intent to bewitch,
呪いの業は呪う意思を持って行動する儀式である。
acts only on the operator, and serves to fix and confirm his will, by 
formulating it with persistence and labour,



witchcraft、呪いの業、呪いの儀式は呪う意思を苦労して明らかにし続ける
事によって呪いをかける人の意思を固定する作用だけが有る。
the two conditions which make volition efficacious.
苦労する事と続ける事という2つの事が意思の力を有効にする。
The more difficult or horrible the operation, the greater is its power,
行動が、より難しいほど、より恐ろしいほど、行動の力はより大きく成る。
because
なぜなら、
it acts more strongly on the imagination
行動が、より難しいほど、より恐ろしいほど、行動はより強く想像力に働き
かける。
and confirms effort in direct ratio of resistance.
行動は抵抗に比例して努力を確証する。行動は抵抗に比例して努力を固める。
This explains the bizarre nature and even atrocious character of the 
operations in black magic,
上記は黒魔術における行動の異常な性質と残忍な性質を説明する。(正常な人
は残忍な行動を嫌う。)
as practised by the ancients and in the middle ages, the diabolical 
masses, administration of sacraments to reptiles, effusions of blood, 
human sacrifices, and other monstrosities,
古代と中世の大衆は、地をはう爬虫類、流血、人のいけにえといった異常な
ものをささげて、悪人の霊のミサ、悪人の霊の聖餐を実践した。
which are the very essence
地をはう爬虫類、流血、人のいけにえといったものをささげる事はゴエティ
ア、悪人の霊の魔術、黒魔術の本質である。
and reality of goetia or nigromancy.



地をはう爬虫類、流血、人のいけにえといったものをささげる事はゴエティ
ア、悪人の霊の魔術、黒魔術の現実である。
Such are the practices which from all time have brought down upon 
sorcerers the just repression of the laws.
法の正しい弾圧は流血、人のいけにえをささげる悪人の霊の魔術師を常に打
ち倒してきた。
Black magic is really only a graduated combination of sacrileges
黒魔術は本当に段階的な神への冒涜への一致に過ぎない。
and murders designed for the permanent perversion of a human will
黒魔術は人の意思の永遠の転倒のための殺人である。
and for the realisation in a living man of the hideous phantom of the 
demon.
黒魔術は生きている人の中に憎むべき悪人の霊を実現するための殺人である。
It is, therefore, properly speaking, the religion of the devil, the cultus of 
darkness, hatred of good carried to the height of paroxysm;
悪人の霊の魔術は、悪人の霊の宗教、闇の儀式、発作的なものにまで高めら
れた善への憎悪である。
it is the incarnation of death, and the persistent creation of hell.
悪人の霊の魔術は、死が人に成ったもの、地獄の絶え間無い創造である。
The Kabbalist Bodin, who has been erroneously considered of a feeble 
and superstitious mind,
大衆はカバラをかじったボダンを弱い心と迷信深い精神の持ち主であると誤
解している。
had no other motive in writing his Demonomania than that of warning 
people against dangerous incredulity.
ボダンは不信の危うさを人々に警告するために「悪魔憑き」という本を書い
た。



Initiated by the study of the Kabbalah into the true secrets of magic, he 
trembled at the danger to which society was exposed by the 
abandonment of this power to the wickedness of men.
カバラの探求によって魔術の本物の秘密に入門した者は、人の邪悪さに身を
任せた呪いの力にさらされている社会の危うさを心配する。
Hence
上記の様な理由から、
he attempted what at the present time M. Eudes de Mirville is attempting 
amongst ourselves;
19世紀に Mirville がテーブル ターニングについての本を書いた様に、ボダン
は 1580年に「悪魔憑き」という本を書いた。
he gathered facts without interpreting them,
ボダンは解釈無しで呪いについての事実の情報を集めた。
and affirmed in the face of inattentive or pre-occupied science the 
existence of the occult influences and criminal operations of evil magic.
自然科学が呪いに気を使わないにもかかわらず、自然科学が呪い以外のもの
に気を取られているにもかかわらず、ボダンは、呪いという、隠された感化
力の存在と、悪人の霊の魔術の犯罪行為を確認した。
In his own day Bodin received no more attention than will be given to M. 
Eudes de Mirville,
1580年の大衆はボダンに注目しなかった様に、19世紀の大衆は Mirville に
注目しないであろう。
because
なぜなら、
it is not enough to indicate phenomena and to prejudge their cause if we 
would influence earnest men;



真剣な人々を動かすには、呪いの現象を示し呪いの原因について早まった判
断をするだけでは不十分である。
we must study, explain, and demonstrate such cause,
人は呪いの原因を探求し説明し実証する必要が有る。
and this is precisely what we are ourselves attempting.
呪いの原因を探求し説明し実証する事はエリファス レヴィがまさに試みてい
る事である。
Will better success crown our own efforts?
呪いの原因を探求し説明し実証する人々はより良い成功と名誉を得られるで
あろうか？いいえ！
It is possible to die through the love of certain people as by their hate;
憎悪による呪いの様に、愛による呪いにも似た祈りによって、人は死ぬ可能
性が有る。
there are absorbing passions, under the breath of which we feel ourselves 
depleted like the spouses of vampires.
息の下にいると吸血鬼の花嫁の様に自身が消耗する様に感じる、他人から力
を奪う肉欲が存在する。
Not only do the wicked torment the good, but unconsciously the good 
torture the wicked.
悪人が善人を苦しめるだけではなく善人は知らないで悪人を苦しめる。
The gentleness of Abel was a long and painful bewitchment for the 
ferocity of Cain.
アベルの思いやりは、カインの激しさにとって、長く苦しい呪いであった。
Among evil men, the hatred of good originates in the very instinct of self-
preservation;



悪人が善人を憎む源は自己保存しようとする先天的なものである。(悪人は自
己保存しようと試みる。人が自己保存しようと試みるのは先天的なものであ
る。)
moreover,
さらに、
they deny that what torments them is good, and, for their own peace, are 
driven to deify and justify evil.
悪人は善が悪人を苦しめている事を認めないで心の平静のために悪を正当化
する。
In the sight of Cain, Abel was a hypocrite
カインの目にはアベルは猫をかぶった者に見えた。
and coward,
カインの目にはアベルは臆病者に見えた。
who abused the pride of humanity by his scandalous submissions to 
divinity.
カインの目にはアベルは神への恥ずべき従順によって人性と自尊心を裏切っ
ている者に見えた。
How much must this first murderer have endured before making such a 
frightful attack upon his brother?
アベルを殺す前にカインはどれほど苦しんだ事か！
Had Abel understood, he would have been afraid.
仮にアベルが悪人は善人によって苦しむ事を理解していれば、アベルは悪人
を嫌がったであろう。
Antipathy is the presentiment of a possible bewitchment,
反感は呪いの予感である。
either of love or hatred,



反感は憎悪による呪いの予感である。反感は愛による呪いにも似たものの予
感である。
for
なぜなら、
we find love frequently succeeding repulsion.
反感の後に愛が起きる時が有る。反発の後に愛が起きる時が有る。
The astral light warns us of coming influences by its action on the more or 
less sensible, more or less active, nervous system.
星の光は、愛や呪いといった感化力が来る事を、多かれ少なかれ知覚できる
様に、多かれ少なかれ自発的に、神経組織に作用する事によって、人に知ら
せる。
Instantaneous sympathies, electric loves, are explosions of the astral light,
which are as exactly and mathematically demonstrable as the discharge 
of strong magnetic batteries.
すぐの意気投合といったすぐの共感、電撃的な恋愛は、強力な磁気の電池の
放電の様に、正確に数学的に明らかである、星の光の爆発である。
Thereby we may see what unexpected dangers threaten an uninitiated 
person who is perpetually fooling with fire in the neighbourhood of 
invisible powder-mines.
秘伝伝授者ではない人が呪いといったものを実践する事は、見えない火薬の
近くで火を絶えずもてあそぶ人を突然の危険が襲うかもしれない様なもので
ある事を理解できる。
We are saturated with the astral light,
星の光は人に浸透している。星の光で人は満ちあふれている。
and we project it unceasingly to make room for and to attract fresh 
supplies.



人は場所を空けるために星の光を絶え間無く放射して新しい星の光を引き寄
せる。
The nervous instruments, which are specially designed either for 
attraction or projection, are the eyes and hands.
特に、目と手は星の光を引き寄せたり放射する様に創造されている神経の道
具である。
The polarity of the hands is resident in the thumb,
親指には手の両極性が存在する。
and hence,
上記の理由から、
according to the magical tradition which still lingers in rural places,
いなかで未だに生き残っている魔術的な口伝では、
whenever anyone is in suspicious company,
疑わしい人々の集まりにいる時は、
he should keep the thumb doubled up and hidden in the hand,
親指を 2つに折りたたんで手の中に隠すべきである。
and while in the main avoiding a fixed glance at any one,
疑わしい人に視線を固定するのを避けるべきである。
still being the first to look at those whom we have reason to fear, so as to 
escape unexpected fluidic projections and fascinating regards.
予期しない流体の放射と、引き寄せる視線を避けるために、恐れるべき人を
先に見分けるべきである。
There are certain animals which have the power of breaking the currents 
of astral light by an absorption peculiar to themselves.
固有の同化によって星の光の流れを破壊する力を持つ何種類かの動物が存在
する。
They are violently antipathetic to us,



同化によって星の光の流れを破壊する力を持つ動物は人に激しい反感を抱く。
and possess a certain sorcery of the eye:
同化によって星の光の流れを破壊する力を持つ動物は目にいくらかの呪う力
を持っている。
the toad, the basilisk and the tard are instances.
例えば、同化によって星の光の流れを破壊する力を持つ動物はヒキガエル、
バシリスク、tard である。
These animals, when tamed and carried alive on the person, or kept in 
occupied rooms, are a guarantee against the hallucinations and trickeries 
of ASTRAL INTOXICATION,
ヒキガエルといった同化によって星の光の流れを破壊する力を持つ動物を、
飼いならし生きたまま持ち運び同室させると、星の酩酊による幻や誘惑への
身代わりに成る。
a term we make use of here for the first time,
エリファス レヴィがここで初めて星の酩酊という言葉を使った。
one which explains all the phenomena of unbridled passions, mental 
exaltations, and folly.
星の酩酊が抑えられない肉欲、精神的な高まり、愚かさの全ての現象を説明
する。
Tame toads and tards, my dear sir, the disciple of Voltaire will say to me; 
carry them about with you, and write no more.
ヴォルテールの弟子は「ヒキガエル、tard を飼え。ヒキガエル、tard を持ち
運べ。これ以上馬鹿げた事は書くな。」とエリファス レヴィに言うであろう。
To which I may answer, that
エリファス レヴィは答えて下記の様に話すであろう。



I shall seriously think of doing so as soon as ever I feel tempted to laugh at
anything I do not understand, and to treat those whose knowledge and 
wisdom I fail to understand, as fools or as madmen.
エリファス レヴィは、理解できないものを笑いものにしたい誘惑を感じたら、
理解できなかった知を持つ人々を愚者または狂人としてあつかいたい誘惑を
感じたら、理解できないものについて真剣に考える様にしてきた。
Paracelsus, the greatest of the Christian magi, opposed bewitchment by 
the practices of a contrary bewitchment.
大いなるキリスト教徒のマギであるパラケルススは呪いを呪いに対立させた。
パラケルススは反対の呪いの実践によって呪いを呪いに対立させた。
He composed sympathetic remedies,
パラケルススは共感による治療の基礎を成した。
and applied them, not to the suffering members, but to representations of
those members, formed and consecrated according to magical 
ceremonial.
パラケルススは共感による治療を苦しんでいる患者本人にではなく患者の像
に応用した。パラケルススは患者の像を魔術の儀式によって形成し聖別した。
His successes were incredible,
パラケルススの成功は信じられないほど驚くべきものであった。
and never has any physician approached Paracelsus in his marvels of 
healing.
パラケルススの段階に到達した治療者はいなかった。パラケルススの治療の
不思議に到達した治療者はいなかった。
But Paracelsus had discovered magnetism long before Mesmer,
パラケルススはメスメルより前に動物磁気を見つけた。
and had carried to its final consequences this luminous discovery,
パラケルススは動物磁気という光の発見から究極の結果へ到達した。



or rather
と言うよりはむしろ、
this initiation into the magic of the ancients,
パラケルススは動物磁気という古代人の魔術への入門から究極の結果へ到達
した。
who better than us understood the great magical agent,
古代人は現代人より大いなる魔術の代行者を理解していた。
and did not regard the astral light, azoth, the universal magnesia of the 
sages, as an animal and a special fluid emanating only from particular 
creatures.
古代人は星の光、Azoth、賢者の普遍のマグネシアを被造物の個体だけが放
射する動物固有の流体であると考えなかった。
In his occult philosophy, Paracelsus opposes ceremonial magic,
隠された哲学で、パラケルススは儀式の魔術に反対している。
the terrible power of which he certainly did not ignore,
パラケルススは確かに儀式の魔術の畏敬するべき力を無視しなかった。
but he sought to decry its practices so as to discredit black magic.
パラケルススは疑わしい黒魔術のための儀式の魔術の実践をとがめようと試
みた。
He locates the omnipotence of the magus in the interior and occult 
magnes,
パラケルススは心の隠された磁石によって魔術師の全能性に到達した。
and the most skilful magnetisers of our own day could not express 
themselves better.
現代の熟練の催眠術師達はパラケルススより自身を上手に言い表せない。
At the same time he counselled the employment of magical symbols, 
talismans above all, in the cure of diseases.



パラケルススは病気を治すために魔術の象徴の応用、特にタリスマンの応用
をすすめている。
In our eighteenth chapter we shall have occasion to return to the 
talismans of Paracelsus, while following Gaffarel upon the great question 
of occult iconography and numismatics.
18章でパラケルススのタリスマンとガファレルの隠された図像学と古銭学に
ついて話すつもりである。
Bewitchment may also be cured by substitution, when that is possible, 
and by the rupture or deflection of the astral current.
可能な場合は、代償によって、星の光の流れを断絶する事によって、または、
星の光の流れをそらす事によって、呪いを治す事が可能である。
The rural traditions on all these points are admirable, and undoubtedly of 
remote antiquity;
可能な場合に、代償によって、星の光の流れを断絶する事によって、または、
星の光の流れをそらす事によって、呪いを治す全ての方法についてのヨー
ロッパのいなかの口伝は見事であり疑う余地無く古代からのものである。
they are remnants of the instruction of the Druids,
可能な場合に、代償によって、星の光の流れを断絶する事によって、または、
星の光の流れをそらす事によって、呪いを治す方法のヨーロッパのいなかの
口伝はドルイドの教えの残骸である。
who were initiated in the mysteries of Egypt and India by wandering 
hierophants.
ドルイドは旅していた秘儀祭司によってエジプトとインドの神秘に入門した。
Now, it is well known in vulgar magic that a bewitchment- that is, a will 
persistently confirmed in ill doing, invariably has its result,
悪人の霊の魔術では、呪い、悪意が有る行動が持続的に確証した悪意は、常
に実現する。



and cannot draw back without risk of death.
悪人の霊の魔術では、呪い、悪意が有る行動が持続的に確証した悪意から手
を引いてやめたり、ためらうと、死ぬ危険性が有る。
The sorcerer who liberates any one from a charm must have another 
object for his malevolence,
ある人への呪いをやめたい悪人の霊の魔術師は、別の人を悪意で呪わなけれ
ばいけない。
or
さもなければ、
it is certain that he himself will be smitten, and will perish as the victim of 
his own spells.
悪人の霊の魔術師は、自身の呪いの犠牲として、呪いに打たれて破滅するの
は確実である。
The astral movement being circular,
星の光の動きは循環性である。
every azotic or magnetic emission which does not encounter its medium 
returns with force to its point of departure,
全ての Azothまたは磁気の力の放射は、中間物または中間者に出会わない場
合は、放射したものの元に戻る。
thus explaining one of the strangest histories in a sacred book, that of the 
demons sent into the swine, which thereupon cast themselves into the 
sea.
上記は、マルコによる福音 5章の、汚れた霊が豚の群れの中に移され、汚れ
た霊が中に移された豚の群れが湖の中に身を投げた、不思議な話の説明であ
る。(マルコによる福音 5章の汚れた霊は悪意に汚染された星の光の流れの例
えである。豚の群れが身代わりに成ってくれた。豚の群れが中間者に成って
くれた。)



This act of high initiation was nothing else but the rupture of a magnetic 
current infected by evil wills.
マルコによる福音 5章の天の秘伝伝授の行動は悪意に汚染された磁気の流れ
を断絶する事である。
Our name is legion, for we are many, said the instinctive voice of the 
possessed sufferer.
マルコによる福音 5章で汚れた霊に憑りつかれた者は直感で「我々の名前は
軍団である。なぜなら、多数である。」と話す。(マルコによる福音 5章の汚
れた霊は悪意に汚染された星の光の流れの例えである。)
Possessions by the demon are bewitchments,
悪人の霊による憑依は呪いである。
and such cases are innumerable at the present day.
現在では悪人の霊による憑依は無数に存在する。現在では呪いは無数に存在
する。
A holy monk who has devoted himself to the service of the insane, Brother
Hilarion Tissot,
Hilarion Tissot は狂人の治療に献身している祭司である。
has succeeded, by long experience and incessant practice, in curing a 
number of patients, by unconsciously using the magnetism of Paracelsus.
Hilarion Tissot は、長い経験と絶え間無い実践によって、パラケルススの磁
気学を知らないで応用する事によって、多数の狂人の治療に成功している。
He attributes most of his cases either to disorder of the will or to the 
perverse influence of external wills;
Hilarion Tissot は狂気の原因が意思の病気か外からの意思の邪悪な影響であ
ると考える。
he regards all crimes as acts of madness,
Hilarion Tissot は全ての悪行を狂気による行動と考える。



and would treat the wicked as diseased, instead of exasperating and 
making them incurable, under the pretence of punishing them.
Hilarion Tissot は、悪人を怒らせないで、悪人を矯正不能にしないで、悪人
を罰するふりをして、悪人を病人としてあつかう。
What space of time must still elapse ere poor Brother Hilarion Tissot shall 
be hailed as a man of genius!
Hilarion Tissot が天才と認められるまでに、どれほどの時間が必要であろう
か？
And how many serious men, when they read this chapter, will say that 
Tissot and myself should treat one another according to our common 
ideas, but should refrain from publishing our theories, if we do not wish to
be reckoned as physicians worthy of a hospital for incurables!
16章を読んだ時に、多数の大衆は、Hilarion Tissot とエリファス レヴィは
互いを狂人として、あつかうべきである、と話すであろう！多数の大衆は、
狂人という不治の病のための病院へ入院するべきであると考えられたくない
ならば、エリファス レヴィはエリファス レヴィの理論の公開をやめるべき
である、と話すであろう！
It revolves, notwithstanding, said Galileo, stamping his foot upon the 
earth.
ガリレオは地をふんで「それでも地球はまわっている。」と話した。
Ye shall know the truth, and the truth shall make you free, said the 
Saviour of men.
ヨハネによる福音 8章 32節で人の救い主イエスは「あなたが真理を知れば、
真理はあなたを自由にする。」と話している。
It might also be added:
ヨハネによる福音 8章 32節「あなたが真理を知れば、真理はあなたを自由
にする。」に付け加えれば、



Ye shall love justice, and justice shall make you whole men.
あなたが正義を愛せば、正義はあなたを健全な人にする。
A vice is a poison, even for the body;
悪徳は毒である。悪徳は肉体にとってすら毒である。
true virtue is a pledge of longevity.
本物の徳は長生きを約束する。
The method of ceremonial bewitchments varies with times and persons;
儀式の呪いの方法は時間と人と共に変わる。
all subtle and domineering people find its secrets and its practice within 
themselves, without even actually calculating about them or reasoning on
their sequence.
全ての狡猾な傲慢な人々は呪いの秘訣と呪いの実践方法を論理無しに自身の
中に見つける。
Herein they follow instinctive inspirations of the great agent,
狡猾な傲慢な人々は大いなる代行者の霊感の直感に従う。
which, as we have already said, accommodates itself marvellously to our 
vices and our virtues;
大いなる代行者は人の悪徳や人の徳に応じる。
it may, however, be generally laid down that we are subjected to the wills 
of others by the analogies of our tendencies, and above all, of our faults.
自身の傾向の類似によって、特に、自身の欠点の類似によって、大衆は他者
たちの意思に従うと言える。
To pamper the weaknesses of an individuality is to possess ourselves of 
that individuality
個人の欠点を甘やかす事は欠点を甘やかした個人を手に入れる事である。
and convert it into an instrument in the order of the same errors or 
depravities.



個人の欠点を甘やかす事は欠点を甘やかした個人を類似した同様の欠点の道
具に変える事である。
Now, when two natures whose defects are analogous become 
subordinated one to another,
類似した欠点を持つ弱い者が強い者に従う時、
the result is a sort of substitution of the stronger for the weaker,
弱い者は強い者の代行者に成る。
an actual obsession of one mind by the other.
弱い者の精神は強い者の精神に憑りつかれる。
Very often the weaker may struggle and seek to revolt, but it only falls 
deeper in servitude.
弱い者は強い者と戦い反抗しようと試みるが、より深い奴隷状態に陥るだけ
である。
So did Louis XIII. conspire against Richelieu, and subsequently, so to 
speak, sought his pardon by abandoning his accomplices.
ルイ 13世はリシュリューに対して共謀を企てたが、結局、共謀者に見捨て
られてルイ 13世はリシュリューに許しを求めた。
We have all a ruling defect,
人は支配的な欠点を持っている。全ての人が支配的な欠点を持っている。
which is for our soul as the umbilical cord of its sinful birth,
人が持つ支配的な欠点は、魂にとって、罪深い生まれの、へその緒の様なも
のである。
and it is by this the enemy can always seize us-
人は、人が持つ支配的な欠点によって、敵に常にとらえられる。
for some vanity,
ある人たちは、うぬぼれによって、敵にとらえられる。
for others idleness,



ある人たちは、怠惰によって、敵にとらえられる。
for the majority egotism.
多数の人たちは、利己主義によって、敵にとらえられる。
Let a wicked and crafty mind avail itself of this snare and we are lost;
邪悪な狡猾な精神の持ち主に人が持つ支配的な欠点という罠を応用させれば、
人は滅ぶ。
we may not go mad or turn idiots, but we become positively alienated,
邪悪な精神の持ち主に人が持つ支配的な欠点という罠を応用させれば、人は
狂人や愚者にならないかもしれないが、人々は分裂する。
in all the force of the expression-
上記の全てを力、星の光が説明する。
that is, we are subjected to a foreign impulsion.
邪悪な精神の持ち主に人が持つ支配的な欠点という罠を応用させれば、人は
外からの刺激に従う。邪悪な精神の持ち主に人が持つ支配的な欠点という罠
を応用させれば、人は外からの力に従う。
In such a state one dreads instinctively everything that might bring us 
back to reason,
邪悪な精神の持ち主に人が持つ支配的な欠点という罠を応用させれば、人は
直感的に理性に連れ戻す全てのものを恐れる。
and will not even listen to representations that are opposed to our 
infatuation.
邪悪な精神の持ち主に人が持つ支配的な欠点という罠を応用させれば、人は
夢中に成っているものと正反対のものの言う事は聞かない。
Here is one of the most dangerous disorders which can affect the moral 
nature.
心に自然に作用できる病気が最も危険な病気である。



The sole remedy for such a bewitchment is to make use of madness itself 
in order to cure madness,
心に自然に作用する病気、呪い、狂気を治すためには狂気自体を応用する事
が唯一の治療方法である。
to provide the sufferer with imaginary satisfactions in the opposite order 
to that wherein he is now immersed.
心に自然に作用する病気、呪い、狂気を治すためには狂人が夢中に成ってい
るものとは正反対の想像上の満足を狂人にもたらす事が唯一の治療方法であ
る。
Endeavour, for example, to cure an ambitious person by making him 
desire the glories of heaven- mystic remedy;
例えば、天の栄光を求めさせる事によって、俗世のものへの野心を治そうと
試みなさい。神秘の治療。
cure one who is dissolute by true love- natural remedy;
本物の愛によって、放蕩を治しなさい。自然な治療。
obtain honourable successes for a vain person;
名誉ある成功を手に入れさせて、うぬぼれを治しなさい。
exhibit unselfishness to the avaricious,
無私利他、少欲を見せて、貪欲を治しなさい。
and procure for them legitimate profit by honourable participation in 
generous enterprises,
名誉ある参加によって合法な利益を思いやりのある企業に手に入れさせて利
己主義的な企業を治しなさい。
&c.
など。
Acting in this way upon the moral nature, we may succeed in curing a 
number of physical maladies,



上記の様に、心に自然に作用する事によって、多数の肉体の病気を治せるで
あろう。
for
なぜなら、
the moral affects the physical
心は肉体に作用する。
in virtue of the magical axiom:- "That which is above is like that which is 
below."
「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に似
る。」という魔術の原理の力、徳によって、心は肉体に作用する。
This is why
上記の理由から、
the Master said, when speaking of the paralysed woman: Satan has bound
her.
ルカによる福音 13章 16節で主イエスは体が曲がったまま麻痺していた女性
について「サタンが女性をしばっていた。」と話している。(悪魔は存在しな
い。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。)
A disease invariably originates in a deficiency or an excess,
肉体の病気の原因は常に肉体的な欠陥、精神的な欠陥か行き過ぎた行為であ
る。
and ever at the root of a physical evil we shall find a moral disorder.
肉体的な悪さの根源には常に精神的な病気が見つかるであろう。
This is an unchanging law of nature.
肉体の病気の原因は常に肉体的な欠陥、精神的な欠陥か行き過ぎた行為であ
る事と、肉体的な悪さの根源には常に精神的な病気が見つかる事は、自然の
不変の法である。
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OF all the arts which have originated in ancient magian wisdom astrology 
is now the most misunderstood.
古代のマギの知が源である全ての術の中で、占星術は現在最も誤解されてい
る。
No one believes any longer in the universal harmonies of nature
自然の普遍の一致を信じる人は大衆には最早いない。
and in the necessary interlacing of all effects with all causes.
全ての原因と全ての結果の必然の織り交ざりを信じる人は大衆にはいない。
Moreover,
さらに、



true astrology, that which connects with the unique and universal dogma 
of the Kabbalah, became profaned among the Greeks and among the 
Romans of the decline.
堕落したギリシャ人とローマ人は、カバラの唯一普遍の考えにつながる、本
物の占星術を改悪した。
The doctrine of the seven spheres and the three mobiles, primitively 
issuing from the sephirotic decade,
セフィロトの 10つ 1組からもたらされた 7つの天体と 3つの動力因の考え。
the character of the planets governed by angels, whose names have been 
changed into those of Pagan divinities,
ギリシャとローマの多神教の神々の名前に変えられた、天使、神の聖霊が統
治する 7惑星の特徴。
the influence of the spheres on one another,
相互に作用する天体。
the destiny attached to numbers,
数に結びつけられた運命。
the scale of proportion between the celestial hierarchies corresponding to
the human hierarchies-
天の位階と人の位階の対応。天の位階と人の位階のつり合いのものさし。
all this has been materialised and degraded into superstition by 
genethliacal soothsayers and erecters of horoscopes during the decline 
and the middle ages.
堕落したギリシャ時代、堕落したローマ時代、中世の、誕生日の星の位置に
よる占いと星占いの創作者たちが本物の占星術を迷信にまで改悪し物質化し
た。
The restoration of astrology to its primitive purity would be, in a sense, 
the creation of an entirely new science;



占星術を原初の純粋さに戻す事は、ある意味、新しい学問全体を創造する事
であろう。
here let us attempt merely to indicate its first principles, with their more 
immediate and approximate consequences.
より近い結果と共に、本物の占星術の無上の原理を示す事だけを試みよう。
We have said that
すでに話した様に、
the astral light receives and preserves the impressions of all visible things;
星の光は全ての見えるものの印象を受容し保存している。
it follows from this that
上記から、
the daily position of the heaven is reflected in this light,
天の日々の配置が星の光の中に反映されている。
which, being the chief agent of life,
星の光は命の主な代行者に成る。
operates the conception,
星の光は概念に作用する。
gestation,
星の光は形成に作用する。
and birth of children by a sequence of apparatuses naturally designed to 
this end.
星の光が形成に作用するという目的に自然に設計された一連の器官によって、
星の光は幼子の誕生に作用する。
Now, if this light be sufficiently prodigal of images to impart to the fruit of 
the womb the visible imprints of a maternal fantasy or appetite, still more 
will it transmit to the plastic and indeterminate temperament of a newly-
born child the atmospheric impressions and diverse influences which, in 



the entire planetary system, are consequent at a given moment upon such
or such particular aspect of the stars.
もし母の想像や欲望の見える印象を幼子という母胎の結果に伝えるほど星の
光に十分な映像の豊富さが有れば、さらに星の光は大気中の印象と様々な全
惑星系での星々の固有の配置がもたらす時機の結果の感化を新しく生まれた
幼子の、思い通りの形にできる不確定な気質に伝えるであろう。
Nothing is indifferent in nature;
自然には無関係なものは存在しない。
a stone more or a stone less upon a road may break or completely modify 
the destinies of the greatest men or even the largest empires;
道の石の多い少ないが偉人や大帝国の運命を破壊するか完全に変えるかもし
れない。
still more must the position of this or that star in the sky have an influence
on the child who is born,
空の星の配置は生まれた幼子に感化を与えるであろう。
who enters by the very fact of his birth into the universal harmony of the 
sidereal world.
空の星の配置はまさに生まれた事実によって星の世界の普遍の調和に入った
幼子に感化を与えるであろう。
The stars are bound to one another by the attractions which hold them in 
equilibrium and cause them to move with uniformity through space.
星々をつり合いに保持する、星々を空間の中で統一的に動かす原因である、
引き寄せる力によって、星々は相互にしばられている。
From all spheres unto all spheres there stretch these indestructible 
threads of light,
全ての天体から全ての天体へ、引き寄せる力という、星の光の不壊の糸が伸
びている。



and there is no point upon any planet to which one of them is not 
attached.
引き寄せる力という、星の光の不壊の糸が結びついていない点は惑星上に存
在しない。
The true adept in astrology must, therefore, give heed to the precise time 
and place of the birth which is in question;
まず、占星術の本物の達道者は占う相手が生まれた正確な時間と場所に注意
する。
then,
次に、
after an exact calculation of the astral influences,
星の光の影響の正確な計算の後に、
it remains for him to compute the chances of estate,
占星術の達道者は地位による機会の多さ少なさを計算する。
that is to say, the advantages or hindrances which the child must one day 
meet with by reason of position, relatives, inherited tendencies, and 
hence natural proclivities, in the fulfilment of his destinies.
占星術の達道者は運命の成就における地位、血族、相続した傾向、生まれつ
きの気質によって幼子がいつか出会うであろう利益または障害を計算する。
Finally,
最後に、
he will still have to take into consideration human liberty and its initiative,
占星術の達道者は人の自由と人の自由の自発性を考慮に入れる必要が有る。
should the child eventually come to be a true man, and to isolate himself 
by an intrepid will from fatal influences and from the chain of destiny.
占星術の達道者は幼子が本物の人に成って大胆な意思によって運命の鎖から
運命的な影響から独立する可能性を考慮に入れるべきである。占星術の達道



者は幼子が本物の大人に成って大胆な意思によって運命の鎖から運命的な影
響から独立する可能性を考慮に入れるべきである。
It will be seen that we do not allow too much to astrology, but so much as 
we leave it is indubitable;
占星術に余地を与え過ぎないが、占星術は疑う余地が無い。
it is the scientific and magical calculus of probabilities.
占星術は学問的な魔術的な可能性の計算である。
Astrology is as ancient as astronomy,
占星術は天文学と同じくらい古い。
and indeed it is more ancient;
実は、占星術は天文学より古い。
all seers of lucid antiquity have accorded it their fullest confidence;
聡明な古代の全ての予見者は自身の確信の最大限を占星術に与えている。
now, we must not condemn and reject in a shallow manner anything 
which comes before us protected and supported by such imposing 
authorities.
古代人といった大いなる専門家達が保証し支持する全てのものを浅はかに非
難し拒絶してはいけない。
Long and patient observations, conclusive comparisons, frequently 
repeated experiences, must have led the old sages to their decisions,
長い忍耐強い観察、徹底的な比較、頻繁に繰り返された経験が古代の賢者達
を占星術という決断に導いたに違いない。
and to refute them the same labour must be undertaken from an opposite
standpoint.
古代の賢者達を論破するには、正反対の立場からの、同じ労力が必要である。
Paracelsus was perhaps the last of the great practical astrologers;
多分パラケルススは最後の大いなる実践的な占星術師であった。



he cured diseases by talismans formed under astral influences;
星の感化力の下で形成したタリスマンによってパラケルススは病気を治した。
he distinguished upon all bodies the mark of their dominant star;
パラケルススは全ての肉体の上に統治する星の印を認めた。
there, according to him, was the true universal medicine, the absolute 
science of nature,
パラケルススによれば、本物の万能薬、自然についての絶対の知が存在する。
lost by man's own fault,
パラケルススによれば、人の自身の過失によって、万能薬、自然についての
絶対の知は失われた。
and recovered only by a small number of initiates.
パラケルススによれば、少数の秘伝伝授者だけが、万能薬、自然についての
絶対の知を復活させた。
To recognise the sign of each star upon men, animals, and plants, is the 
true natural science of Solomon,
人、動物、植物の上に星の印を認める事はソロモンの本物の自然についての
知である。
that science which is said to be lost,
大衆はソロモンの自然についての知は失われたと話している。
but
しかし、
the principles of which are preserved notwithstanding, as are all other 
secrets, in the symbolism of the Kabbalah.
他の全ての秘密の様に、カバラの象徴の中に、ソロモンの自然についての知
の原理は保存されている。
It will be readily understood that in order to read the stars one must know 
the stars themselves;



星々を読み取るためには星々自体を知る必要が有ると容易に理解できるであ
ろう。
now, this knowledge is obtained by the kabbalistic domification of the sky 
空のカバラの天を 12分割した考えによって、星々自体の知は獲得できる。
and by the understanding of the celestial planisphere, recovered and 
explained by Gaffarel.
ガファレルが復活させ説明した天の平面天体図の理解によって、星々自体の
知は獲得できる。
In this planisphere
ガファレルの平面天体図では、
the constellations form Hebrew letters,
星座はヘブライ文字の形に成っている。
and the mythological figures may be replaced by the symbols of the Tarot.
星座の神話の象徴はタロットの象徴に置き換えられている。
To this same planisphere Gaffarel refers the origin of patriarchal writing,
ガファレルはガファレルの平面天体図で祖の文字を元として参考にした。ガ
ファレルはガファレルの平面天体図で第7祖エノクのヘブライ文字を元とし
て参考にした。(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。)
and in the chains of starry attraction the first lineaments of primitive 
characters may very well have been found,
星の引き寄せる力の鎖に原初の文字ヘブライ文字の無上の線状構造線が良く
見つかる。
in which case the celestial book would have served as the model of 
Henoch's,
ガファレルの平面天体図はエノクのヘブライ文字の原形として役立つ。



and the kabbalistic alphabet would have been the synopsis of the entire 
sky.
カバラのアルファベットであるヘブライ文字は空全体の一覧表である。
This is not wanting in poetry, nor, above all, in probability,
上記は詩において十分である。特に、上記は可能性において十分である。
and the study of the Tarot, which is evidently the primitive and 
hieroglyphic work of Henoch, as was divined by the erudite William Postel,
is sufficient to convince us hereof.
学の有るギヨーム ポステルが見抜いた様に、タロットは明らかにエノクの原
初の象徴的な作品である。上記を確信するにはタロットの研究で十分である。
The signs imprinted in the astral light by the reflection and attraction of 
the stars is reproduced, therefore, as the sages have discovered, on all 
bodies which are formed by the conjunction of that light.
賢者達が見つけた様に、星々の反映と引き寄せる力によって星の光の中に記
されている印は全ての肉体の上に再生される。星の光の結合が全ての肉体を
形成している。
Men bear the signs of their star on their forehead chiefly, and in their 
hands;
人は自身の星の印をひたいと手に持っている。人は自身の星の印を主にひた
いに持っている。
animals in their whole form, and in their individual signs;
動物は自身の星の印を姿全体と個性的な特徴に持っている。
plants in their leaves and seed;
植物は自身の星の印を葉と種に持っている。
minerals in their veins and their grain.
鉱物は自身の星の印を鉱脈と模様に持っている。
The study of these characters was the entire life-work of Paracelsus,



人、動物、植物、鉱物の星の印の特徴の研究がパラケルススの一生をかけた
作業の全てであった。
and the figures on his talismans are the result of his researches;
パラケルススのタリスマンの象徴はパラケルススの人、動物、植物、鉱物の
星の印の特徴の研究の結果である。
he has, however, left us no key to them,
しかし、パラケルススは人、動物、植物、鉱物の星の印の特徴の鍵を残さな
かった。
so that the astral kabbalistic alphabet with its correspondences still 
remains to be done;
星のカバラのアルファベットと人、動物、植物、鉱物の特徴の対応は研究さ
れるべきものとして未だ残っている。
as regards publicity,
知られている事について考えると、
the science of unconventional magical writing stopped with the 
planisphere of Gaffarel.
慣習にとらわれない魔術的な文字の知はガファレルの平面天体図で止まって
いる。
The serious art of divination rests wholly in the knowledge of these signs.
占いの真剣なわざは全て人、動物、植物、鉱物の星の印の知に眠っている。
Chiromancy is the art of reading the writing of the stars in the lines of the 
hand,
手相占いは手の線の中に星々の文字を読み取るわざである。
and physiognomy seeks the same or analogous characters upon the 
countenance of its inquirers.
人相占いは占う相手の人相に手相占いと同じまたは類似した特徴を探す。
As a fact,



事実、
the lines formed on the human face by nervous contractions are 
determined fatally,
神経の収縮により人の顔に形成される線は運命的に決められている。
and the radiation of the nervous tissue is absolutely analogous to those 
networks which are formed between the worlds by the chains of starry 
attraction.
神経組織の放射網は星の引き寄せる力の鎖による世界間に形成されている星
の光の網に絶対に類似している。
The fatalities of life are, therefore, written necessarily in our wrinkles,
人生の運命は必然的に皮膚のしわに記されている。
and a first glance frequently reveals upon the forehead of a stranger either
one or more of the mysterious letters of the kabbalistic planisphere.
見知らぬ人のひたいの上に一目でカバラの平面天体図の神秘の文字ヘブライ
文字が 1 つ以上明らかに時々成る。
Should the letter be jagged and laboriously inscribed, there has been a 
struggle between will and fatality,
仮に、ひたいや手にヘブライ文字がギザギザに苦しげに記されているならば、
意思と運命の戦いが存在する。
and in his most powerful emotions and tendencies, the individual's entire 
past manifests to the magus;
仮に、ひたいや手にヘブライ文字がギザギザに苦しげに記されているならば、
最も有力な感情と傾向での、個人の過去全体が魔術師には明らかである。
from this it becomes easy to conjecture the future,
上記から、未来を類推するのは容易に成る。



and if events occasionally deceive the sagacity of the diviner, he who has 
consulted him will remain none the less astounded and convinced by the 
superhuman knowledge of the adept.
もし出来事が占い師の知慮と異なる時が有っても、達道者の超人的な知が占
う相手を驚かせ確信を抱かせるであろう。
The human head is formed upon the model of the celestial spheres;
天体を元に人の頭は形成される。
it attracts and it radiates, and in the conception of a child, this it is which 
first forms and manifests.
幼子の受胎において、天体は引き寄せて放射して、人の頭は最初に形成され
表れる。
Hence
上記の理由から、
the head is subject in an absolute manner to astral influence,
人の頭は絶対的に星の感化力に従っている。
and evidences its several attractions by its diverse protuberances.
人の頭は人の頭の様々な隆起によって星々の各自の引き寄せる力を証明する。
The final word of phrenology is to be found, therefore, in scientific and 
purified astrology,
骨相占いの究極の言葉は学問的な純粋な占星術の中に見つけるべきである。
the problems of which we point out to the patience and good faith of 
scholars.
占星術を純化するための問題を学者の忍耐力と誠意に指示する。
According to Ptolemy,
プトレマイオスによれば、
the sun dries up and the moon moistens;
太陽は乾かし月は潤す。



according to the kabbalists,
カバリストによれば、
the sun represents rigorous Justice, while the moon is in sympathy with 
Mercy.
太陽は正義の厳しさを表し月は思いやりである。
It is the sun which produces storms, and, by a kind of gentle atmospheric 
pressure, the moon occasions the ebb and flow, or, as it were, the 
respiration of the sea.
太陽は優しい大気の圧力の様なものによって嵐をもたらし月は満ち引きまた
は海の呼吸の様なものをもたらす。
We read in the Zohar, one of the great sacred books of the Kabbalah, that
下記の様に、カバラの大いなる神の書物の 1 つである、「光輝の書」には記
されている。
"the magical serpent, the son of the Sun, was about to devour the world, 
when the Sea, daughter of the Moon, set her foot upon his head and 
subdued him."
「魔術の蛇、太陽の息子が世界を飲み込みかけた時に海、月の娘が魔術の蛇
の頭の上に足を置いて魔術の蛇を和らげた。」。
For this reason,
上記の理由から、
among the ancients, Venus was the daughter of the Sea, as Diana was 
identical with the Moon.
古代人には、ヴィーナスは海の娘であった。ディアナが月であった様に。
Hence
上記の理由から、
also the name of Mary signifies star or salt of the sea.
マリアという名前は星または海の塩を表す。



To consecrate this kabbalistic doctrine in the belief of the vulgar, it is said 
in prophetic language: The woman shall crush the serpent's head.
上記のカバラの考えを大衆の信仰の中で聖別するために、創世記 3章 15節
で神は「女性は、(かかとで)蛇の頭を圧倒するであろう。」と話している。
Jerome Cardan, one of the boldest students,
カルダーノは大胆な学徒の 1 人である。
and, beyond contradiction the most skilful astrologer of his time-
カルダーノは当時の最も熟練した占星術師への反対を超越していた。
Jerome Cardan, who, if we accept the legend of his death, was a martyr to 
his faith in astrology,
もしカルダーノの死の伝説を信じるのであれば、カルダーノは占星術におけ
る確信の殉教者であった。
has left behind him a calculation by means of which any one can foresee 
the good or evil fortune special to all the years of his life.
カルダーノは全ての人が自身の人生の全ての年の幸運と不運を予見できる計
算方法を残した。
His theory was based upon his own experiences,
カルダーノの理論はカルダーノ自身の経験に基づいている。
and he assures us that the calculation never deceived him.
カルダーノは人生の全ての年の幸運と不運を予見できる計算方法が実際と異
なった事は無いと保証している。
To ascertain the fortune of a given year, he sums up the events of those 
which have preceded it by 4, 8, 12, 19, and 30;
カルダーノの人生のある年の幸運と不運を予見できる計算方法では、ある年
の運命を知るには、4年前、8年前、12年前、19年前、30年前の出来事を
要約する。
the number 4 is that of realisation;



数4は実現の数である。
8 is the number of Venus or natural things;
8は金星の数または自然のものの数である。(8年周期で五芒星を描く様に 5
回、太陽、金星、地球は一直線に並ぶ。)
12 belongs to the cycle of Jupiter, and corresponds to successes;
12は木星の周期である。12は成功に対応する。(木星の公転周期は約 12年
である。)
19 has reference to the cycles of the Moon and of Mars;
19は月と火星の周期である。(月のメトン周期は 19年である。)
the number 30 is that of Saturn or Fatality.
数30は土星の数または運命の数である。(土星の公転周期は約 30年であ
る。)
Thus,
上記から、
for example,
例えば、
I desire to ascertain what will befall me in this present year 1855;
エリファス レヴィは 1855年に自身に起こるであろう事を知りたい。
I pass in review the decisive events in the order of life and progress which 
occurred four years ago;
4年前に起きた人生と進歩に決定的な出来事を思い出す。
the natural felicity or misfortune of eight years back;
8年前の自然な幸せまたは自然な不運を思い出す。
the successes or failures of twelve years since;
12年前の成功または失敗を思い出す。
the vicissitudes and miseries or diseases which overtook me nineteen 
years from now,



19年前の人生の変化と不幸または病気を思い出す。
and my tragic or fatal experiences of thirty years back.
30年前の悲劇的な経験または運命的な経験を思い出す。
Then,
そして、
taking into account irrevocably accomplished facts and the advance of 
time,
変更不可能な既成の事実と時の進歩を考慮に入れて、
I calculate the chances analogous to those which I owe already to the 
influence of the same planets,
惑星の感化力から類推可能である運を計算する。
and I conclude that
下記の様に、エリファス レヴィは結論した。
in 1851 I had employment which was moderately but sufficiently 
remunerative, with some embarrassment of position;
4年前の 1851年にエリファス レヴィは、控えめにしかし十分な報酬の仕事
をしていた。地位によるいくつかの困難が有った。
in 1847 I was violently separated from my family, with great attendant 
sufferings for mine and me;
8年前の 1847年にエリファス レヴィは、家族から乱暴に引き離された。エ
リファス レヴィとエリファス レヴィの家族は大いなる苦しみを受けた。
in 1843 I travelled as an apostle, addressing the people, and suffering the 
persecution of ill-meaning persons; briefly, I was at once honoured and 
proscribed.
12年前の 1843年にエリファス レヴィは、使徒として旅をしていた。人々に
教えを説いた。悪意有る人々から迫害を受けた。簡潔に言えば、名誉と迫害
を受けた。



Finally, in 1825 family life came to an end for me, and I engaged definitely 
in a fatal path which led me to science and misfortune.
30年前の 1825年にエリファス レヴィは、神学校に入学して、家族生活は終
わり、知と不運に至る運命的な経路に確かに入った。
I may therefore suppose that I shall this year experience toil, poverty, 
vexation, heart-exile, change of place, publicity, and contradictions, with 
some eventuality which will be decisive for the rest of my life;
1855年にエリファス レヴィは余生を決定する苦労、貧乏、苦しみ、精神的
な国外追放、立場の変化、世に知られる事、反対を経験するであろうと考え
る。
every indication in the present leads me to endorse this forecast.
上記の予想を現在の全ての兆候が認めさせる。
Hence
上記の様に、
I conclude that,
エリファス レヴィは結論する。
for myself and for this year, experience completely confirms the precision 
of Cardan's astrological calculus,
エリファス レヴィは 1855年にカルダーノの占星術の計算の正確さを完全に
確証する経験をする。
which, furthermore, connects with the climacteric years of ancient 
astrologers.
さらに、カルダーノの占星術の計算は古代の占星術師の転換期の年につなが
る。
This term signifies arranged in scales or calculated on the degrees of a 
scale.
「climacteric」、「転換期」という言葉は、「はしごの横木」を意味する。



Johannes Trithemius in his book on Secondary Causes has very curiously 
computed the return of fortunate or calamitous years for all the empires 
of the world.
「七つの第二原因について」でトリテミウスは世界の全ての国々の運の回帰
または不運の年の不思議な計算をした。
In the twenty-first chapter of our Ritual we shall give an exact analysis of 
this work, one even more clear than the original, together with a 
continuation of the labour of Trithemius to our own days and the 
application of his magical scale to contemporary events, so as to deduce 
the most striking probabilities relative to the immediate future of France, 
Europe, and the world.
「高等魔術の祭儀」の 21章でトリテミウスの「七つの第二原因について」
の正確な分析について、「七つの第二原因について」より分かり易く、フラ
ンス、ヨーロッパ、世界の近未来についての、トリテミウスの計算した時代
から現代までの計算をトリテミウスの魔術のものさしを応用して話すつもり
である。
According to all the grand masters in astrology,
占星術の全ての大いなる達道者によれば、
comets are the stars of exceptional heroes,
彗星は超人的な英雄の星である。
and they only visit earth to signalise great changes;
彗星は大いなる変化を知らせるためだけに地球を訪れる。
the planets preside over collective existences
惑星は存在を集団的に統治する。
and modify the destinies of mankind in the aggregate;
惑星は人の運命を集団的に変える。
the fixed stars, more remote



太陽以外の恒星は惑星より遠くに存在する。
and more feeble in their action,
太陽以外の恒星の作用は惑星より弱い。
attract individuals
恒星は個人を引き寄せる。
and determine their tendencies;
恒星は個人の傾向を決定する。
sometimes a group of stars combine to influence the destinies of a single 
man, while often a great number of souls are drawn by the distant rays of 
the same sun.
星々の集団が結びついて 1 人の人の運命に作用する場合が有り、遠くの 1 つ
の恒星の光線が多数の人々の精神を引き寄せる場合が有る。
When we die, our interior light in departing follows the attraction of its 
star,
人が死ぬと、星が人の心の光を引き寄せる。
and thus
上記の様に、
it is that we live again in other universes, where the soul makes for itself a 
new garment, analogous to the development or diminution of its beauty;
魂は魂の美しさの進歩または退化に対応した星の体という新しい衣を創造し
て他の世界で再び生きる。
for our souls, when separated from our bodies, resemble revolving stars;
魂が肉体から分離すると、星の体は星に似て回転する。
they are globules of animated light
星の体は生きている光の小球体の集合である。
which always seek their centre for the recovery of their equilibrium and 
their true movement.



生きている光は自身のつり合いと自身の本当の動きを復活させるために常に
自身の中心を求める。
Before all things, however,
しかし、最初に、
they must liberate themselves from the folds of the serpent, that is, the 
unpurified astral light
魂は蛇、未だ清められていない星の光の牢獄から自身を自由にする必要が有
る。
which envelopes and imprisons them, unless the strength of their will can 
lift them beyond its reach.
魂の意思の力が未だ清められていない星の光を乗り越えるまで、未だ清めら
れていない星の光は魂を包み込み牢獄と成って牢獄に閉じ込める。
The immersion of the living star in the dead light is a frightful torment, 
comparable to that of Mezentius.
生きている星、魂が死んだ光、未だ清められていない星の光に浸る事は、メ
ゼンティウスの様に苦しめながら徐々に精神的に殺す、恐ろしい苦しみであ
る。
Therein the soul freezes and burns at the same time,
未だ清められていない星の光は魂を凍らせると同時に燃やす。
and has no means of getting free except by re-entering the current of 
exterior forms and assuming a fleshly envelope,
未だ清められていない魂が、未だ清められていない星の光から自由に成るに
は、形の流れに再び入って、新しい肉体という外皮をとるしかない。
then energetically battling against instincts to strengthen that moral 
liberty which will permit it at the moment of death to break the chains of 
earth and wing its flight in triumph towards the star of consolation which 
has smiled in light upon it.



魂は、魂に光を照らし微笑んでくれる慰めの星へ肉欲への勝利の中を飛んで
行くために、死の動きの際に地上的なものである肉欲の鎖を破壊するために、
心の自由を強めるために、先天的なものである肉欲と自発的に戦う事に成る。
Following this clue,
上記の手がかりから、
we can understand the nature of the fire of hell, which is identical with the
demon or the old serpent;
地獄の火、悪魔の様なもの、古い蛇の性質を理解できる。(悪魔は存在しない。
悪人の霊は存在する。)
we can gather also wherein consist the salvation and reprobation of men,
人の救いと永遠の罰が星の光に存在すると知る事ができる。
all called
全ての人が要求される。
and all successively elected, but in small number, after having risked 
falling into the eternal fire through their own fault.
自身の過失によって永遠の火の中に陥る危険をおかした後で、少数の人の全
てが連続して選ばれる。
Such is
上記が、
the great and sublime revelation of the magi,
マギの大いなる崇高な啓示である。
a revelation which is the mother of all symbols,
全ての象徴の母である啓示である。
of all dogmas,
全ての考えの母である啓示である。
of all religions.
全ての神の教えの母である啓示である。全ての宗教の母である啓示である。



We can realise already how far Dupuis was mistaken in regarding 
astronomy as the source of every cultus.
序文でデュピュイは天文学が全ての宗教の源泉であると誤解したと話した。
It is astronomy, on the contrary, which has sprung from astrology,
正反対に、占星術が天文学の源泉である。
and primitive astrology is one of the branches of the holy Kabbalah,
原初の本物の占星術は神のカバラの枝の 1 つである。
the science of sciences,
本物の占星術は知の中の知、神の知である。本物の占星術は学問の中の学問、
神の学問である。
and the religion of religions.
本物の占星術は宗教の中の宗教である。
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。(8年周期で五芒星を描く様に 5回、太陽、金星、地球
は一直線に並ぶ。)
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。
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WE have now to grapple with the most criminal abuse to which magical 
sciences can be put, namely, venomous magic, or, rather, sorcery.
魔術の学問の最も嘆かわしい悪用、コルネリウス アグリッパが毒の魔術と呼
んでいるもの、と言うよりはむしろ、悪人の霊の魔術に取り組む必要が有る。
Let it be here understood that we write not to instruct but to warn.
教えるためではなく警告するためにエリファス レヴィは悪人の霊の魔術につ
いて書く事を理解しなさい。
If human justice, instead of punishing the adepts, had only proscribed the 
nigromancers and poisoning sorcerers, it is certain, as we have previously 
remarked, that its severity would have been well placed, and that the 
most severe penalties could never be excessive in the case of such 
criminals.



達道者を迫害する代わりに、もし人の正義が黒魔術の魔術師、人を毒殺する
悪人の霊の魔術師だけを迫害していれば、すでに話した様に、正義の厳しさ
は良い立場に有った事と、悪人の霊の魔術の実践といった犯罪行為への最も
厳しい罰は極端ではない事は、確実である。
At the same time it must not be supposed that the right of life and death 
which secretly belongs to the magus has always been exercised to satisfy 
some infamous vengeance, or some cupidity more infamous still;
ひそかに神の聖霊の魔術師のものである、命と死の正義が、憎むべき報復を
満たすために、または、より憎むべき金銭への貪欲のために、常に発揮され
てきたと考えてはいけない。
in the middle ages, as in the ancient world, magical associations have 
frequently struck down or destroyed slowly the revealers or profaners of 
mysteries,
古代の世界の様に、中世では、魔術の結社は神秘の暴露者または冒涜者を
徐々に打ち倒すか破滅させた。
and when the magic sword has refrained from striking, when the spilling 
of blood was dangerous, then Aqua Toffana, poisoned nosegays, the shirt 
of Nessus, and other deadly instruments, still stranger and still less 
known, were used to carry out sooner or later the terrible sentence of the 
free judges.
魔術の剣で打ち倒す事を控える時は、流血が物騒である時は、トファナ水、
毒の花束、ネッソスの外衣といった不思議な知られていない致死性の毒が遅
かれ早かれ自由な裁きの畏敬するべき刑を執行するために用いられた。
We have said that
すでに話した様に、
there is in magic a great and indicible arcanum,
魔術には大いなる話してはいけない秘密が存在する。



which is never mentioned among adepts,
魔術には達道者同士でも話してはいけない秘密が存在する。
which the profane above all must be prevented from divining;
魔術には特に大衆に推測させてはいけない秘密が存在する。
in former times, whosoever revealed, or caused the key of this supreme 
secret to be discovered by others through imprudent revelations, was 
condemned immediately to death, and was often driven to execute the 
sentence himself.
以前は、魔術の話してはいけない無上の秘密の鍵を暴露するか無思慮な啓示
で他人に見つけさせた者はすぐに死ぬべきであると非難され自殺するよう追
い込まれる時も有った。

The celebrated prophetic supper of Cazotte, described by Laharpe,
中略
has not been hitherto understood.

Laharpe very naturally yielded to the temptation of surprising his readers 
by amplifying the details of his narrative.

Everyone present at this supper, Laharpe excepted, was an initiate and a 
divulger, or at least profaner, of the mysteries.

Cazotte, the most exalted of all in the scale of initiation,



pronounced their sentence of death in the name of illuminism,

and this sentence was variously but rigorously executed,

even as several years and several centuries previously had occurred in the 
case of similar judgments against the Abbé de Villars, Urban Grandier, and
many others.

The revolutionary philosophers perished as did Cagliostro deserted in the 
prisons of the Inquisition, as did the mystic band of Catherine Theos, as 
did the imprudent Scroepfer,

constrained to suicide in the midst of his magical triumphs and the 
universal infatuation, as did the deserter Kotzebue, who was stabbed by 
Carl Sand, as did also so many others whose corpses have been 
discovered without any one being able to learn the cause of their sudden 
and sanguinary death.

The strange allocation addressed to Cazotte when he himself was 
condemned by the president of the revolutionary tribunal will be readily 
called to mind.

The Gordian Knot of the terrible drama of '93 is still concealed in the 
darkest sanctuary of the secret societies;



to adepts of good faith, who sought to emancipate the common people, 
were opposed adepts of another sect, attached to more ancient 
traditions, who fought by means analogous to those of their adversaries:

the practice of the great arcanum was made impossible by unmasking its 
theory.

The crowd understood nothing, but it mistrusted everything, and fell 
lower still in its discouragement;

the great arcanum became more secret than ever;

the adepts, checkmated by each other, could exercise their power neither 
to govern others nor to deliver themselves;

they condemned one another to the death of traitors;

they abandoned one another to exile, to suicide, to the knife and the 
scaffold.

I shall be asked possibly whether equally terrible dangers threaten at this 
day the intruders into the occult sanctuary and the betrayers of its secret.

Why should I answer anything to the incredulity of the inquisitive?

If I risk a violent death for their instruction, certainly they will not save me;



if they are afraid on their own account, let them abstain from imprudent 
research- this is all I can say to them.

Let us return to venomous magic.
コルネリウス アグリッパが毒の魔術と呼んでいるものに戻ろう。
In his romance of Monte Cristo, Alexandre Dumas has revealed some 
practices of this ominous science.
「モンテ クリスト伯」でアレクサンドル デュマはコルネリウス アグリッパ
が毒の魔術と呼んでいるもの、劣悪な学問の実践方法をいくつか明らかにし
ている。

There is no need to traverse the same ground by repeating its melancholy 
theories of crime;
中略
describing how plants are poisoned;

how animals nourished on these plants have their flesh infected, and 
becoming in turn the food of men, cause death without leaving any trace 
of poison;



how the walls of houses are inoculated;

how the air is permeated by fumes which require the glass mask of St 
Croix for the operator;

let us leave the ancient Canidia her abominable mysteries,

and refrain from investigating the extent to which the infernal rites of 
Sagana have carried the art of Locusta.

It is enough to state that

this most infamous class of malefactors distilled in conjunction the virus 
of contagious diseases, the venom of reptiles, and the sap of poisonous 
plants,

that they extracted from the fungus its deadly and narcotic properties,

its asphyxiating principles from datura stramonium,

from the peach and bitter almond that poison one drop of which, placed 
on the tongue or in the ear, destroys, like a flash of lightning, the strongest
and best constituted living being.

The white juice of sea-lettuce was boiled with milk in which vipers and 
asps had been drowned.



The sap of the manchineel or deadly fruit of Java was either brought back 
with them from their long journeys, or imported at great expense;

so also was the juice of the cassada, and so were similar poisons;

they pulverised flint, mixed with impure ashes the dried slime of reptiles, 
composed hideous philtres with the virus of mares on heat and similar 
secretions of bitches;

they mingled human blood with infamous drugs, composing an oil the 
mere odour of which was fatal,

therein recalling the tarte bourbonnaise of Panurge;

they even concealed recipes for poisoning in the technical language of 
alchemy,

and the secret of the powder of projection,

in more than one old book which claims to be Hermetic,

is in reality that of the powder of succession.

The Grand Grimoire gives one in particular which is very thinly disguised 
under the title of Method for Making Gold;



it is an atrocious decoction of verdigris, arsenic, and sawdust, which, if 
properly made, should immediately consume a branch that is plunged 
into it and eat swiftly through an iron nail.

John Baptista Porta cites in his Natural Magic a specimen of Borgia 
poison,

but, as may be imagined, he is deceiving the vulgar,

and does not divulge the truth,

which would be too dangerous in such a connection.

We may therefore quote his recipe to satisfy the curiosity of our readers.

The toad by itself is not venomous,
ヒキガエル自体には毒は無い。
but
しかし、
it is a sponge for poisons,
ヒキガエルは毒を取り込み易い。
and is the mushroom of the animal kingdom.
ヒキガエルは動物界のきのこである。



Take, then, a plump toad, says Porta, and place it with vipers and asps in a
globular bottle;
中略
let poison'ous fungi, fox-gloves, and hemlock be their sole nourishment 
during a period of several days;

then enrage them by beating, burning, and tormenting them in every 
conceivable manner, till they die of rage and hunger;

sprinkle their bodies with powdered spurge and ground glass;

then place them in a well-sealed retort,

and extract all their moisture by fire.

Let the glass cool;

separate the ash of the dead bodies from the incombustible dust,

which will remain at the bottom of the retort.

You will then have two poisons- one liquid, the other a powder.



The first will be fully as efficacious as the terrible Aqua Poffana;

the second, in a few days' time, will cause any person,

who may have a pinch of it mixed with his drink,

to become, in the first place, wilted and old, and subsequently to die 
amidst horrible sufferings, or in a state of complete collapse.

It must be admitted that this recipe has a magical physiognomy of the 
blackest and most revolting kind,

and sickens one by its recollections of the abominable confections of 
Canidia and Medea.

The sorcerers of the middle ages pretended to receive such powders at 
the Sabbath,
中世の悪人の霊の魔術師はサバトで毒の粉を受け取ったふりをした。(実際は
中世の悪人の霊の魔術師は憎むべき無情な方法で毒を作った。)
and sold them at a high price to the malicious and ignorant.
中世の悪人の霊の魔術師は毒を悪人や無知な人に高値で売った。
The tradition of similar mysteries spread terror in country places, and 
came to act as a spell.



中世の悪人の霊の魔術師が毒を悪人に売った秘密の口伝がいなかに恐怖を広
めて、魔術師は呪文という行動で人を殺せるという話に成った。
The imagination once impressed, the nervous system once assailed, and 
then the victim rapidly wasted away, the very dread of his relatives and 
friends insuring his loss.
想像力が一度強まると、神経組織が一度悩ませられると、犠牲者は速やかに
衰弱するし、血族や友人の恐怖が犠牲者に作用して犠牲者への損害を確証す
る。
The sorcerer or sorceress was almost invariably a species of human toad, 
swollen with long-enduring rancours.
悪人の霊の魔術師、魔女は長い間忍耐してきたうらみでふくれあがったヒキ
ガエルの様な人である。
They were poor, repulsed by all, and consequently full of hatred.
悪人の霊の魔術師は貧乏と冷たくあしらわれた事で憎しみに満ちている。
The fear which they inspired was their consolation and their revenge;
悪人の霊の魔術師が恐怖をもたらすのは悪人の霊の魔術師の慰めであり報復
である。
poisoned themselves by a society of which they had experienced nothing 
but the refuse and the vices,
悪人の霊の魔術師は社会に毒された。悪人の霊の魔術師は社会で塵と悪徳だ
けを経験した。
they poisoned in their turn all those who were weak enough to fear them,
社会に毒された悪人の霊の魔術師は悪人の霊の魔術師を恐れる全ての弱い人
を毒した。
and avenged upon beauty and youth their accursed old age and their 
atrocious ugliness.



若さと美に対して悪人の霊の魔術師は自身の呪われた老いとひどい醜さの報
復をする。
The mere operation of these evil works, and the fulfilment of these 
loathsome mysteries, constituted and confirmed what was then called a 
compact with the devil.
上記の、悪行と憎むべき秘密の実践が、悪魔との契約と呼ばれていた物であ
る。(悪魔は存在しない。)
It is certain that the worker must have been given over body and soul to 
evil, and justly deserved the universal and irrevocable reprobation 
expressed by the allegory of hell.
悪に身と心をささげた人が、地獄に例えられる普遍の変更不可能の永遠の罰
を当然の報いとして受けるのは、確実である。
That human souls could descend to such an abyss of crime and madness 
must assuredly astonish and grieve us;
人の魂が悪人の霊の魔術という罪の深淵と狂気に堕ちる事ができるという事
は確かに人を驚かせ深く悲しませる。
but
しかし、
is not such an abyss needed as a basis for the exaltation of the most 
sublime virtues?
無上の崇高な徳の高さのための基礎として悪人の霊の魔術という悪徳の深淵
は必要ではないか？はい！悪人の霊の魔術という悪徳の深淵は徳の高さのた
めの基礎として必要である！
and does not the depth of infernus demonstrate by antithesis the infinite 
height and grandeur of heaven?



地獄の深さは、正反対のものである、無限の高さと天の崇高さを実証するの
ではないか？はい！地獄の深さは、正反対のものである、無限の高さと天の
高さを実証する！
In the North, where the instincts are more repressed and vivacious;
北国では先天的なものである肉欲はより抑圧され生き生きとしている。
in Italy, where the passions are more diffusive and fiery, charms and the 
evil eye are still dreaded;
イタリアでは肉欲はより拡散し易く火の様である。イタリアでは誘惑と邪視
は未だに恐れられている。
the jettatura is not to be braved with impunity in Naples,
ナポリの大衆は、邪視に立ち向かうと無事ではすまない、と話している。
and persons who are unfortunately endowed with this power are even 
distinguished by certain exterior signs.
ナポリの大衆は、邪視の能力を与えられている人を外見で見分けられる、と
話している。
In order to guard against it, experts affirm that horns must be carried on 
the person,
達道者は「邪視から身を守るためには角を持つ必要が有る。」という例え話
を話している。
and the common people, who take everything literally, hasten to adorn 
themselves with small horns, not dreaming of the sense of the allegory.
文字通りに全てのものを受け取る大衆は慌てて小さな角で身を飾り達道者の
「邪視から身を守るためには角を持つ必要が有る。」という例え話の意味を
知ろうとは夢にも思わない。
These attributes of Jupiter Ammon, Bacchus, and Moses are the symbol of
moral power or enthusiasm,



ユピテル アモン、バッカス、モーセの特徴である角は心の力または熱意の象
徴である。
so that the magicians mean to say that, in order to withstand the jettatura,
the fatal current of instincts must be governed by a great intrepidity, a 
great enthusiasm, or a great thought.
達道者、魔術師の「邪視から身を守るためには角を持つ必要が有る。」とい
う例え話は「邪視から身を守るためには、大いなる大胆さ、大いなる熱意、
大いなる思考によって、先天的なものである肉欲の致命的な流れを統治する
必要が有る。」事を意味する。
In like manner,
上記の様に、
almost all popular superstitions are profane interpretations of some grand
maxim or marvellous secret of occult wisdom.
ほぼ全ての大衆の迷信は隠された知の大いなる言葉または不思議な秘密を大
衆が誤解したものである。
Did not Pythagoras, in his admirable symbols, bequeath a perfect 
philosophy to sages, and a new series of vain observances and ridiculous 
practices to the vulgar?
ピタゴラスは、賢者には完全な哲学である見事な例え話を、大衆には一連の
新しい虚しい儀式と可笑しい実践をもたらしたのではないか？はい！
Thus, when he said: "Do not pick up what falls from the table; do not cut 
down trees on the great highway; kill not the serpent when it falls into 
your garden,"- was he not inculcating the precepts of charity, either social 
or personal, under transparent allegories?
ピタゴラスは「社会的なまたは個人的な思いやりをすすめる。」意味を教え
るために「テーブルから落ちた(食べ)物を拾ってはいけない(。犬の物だから)。



大いなる公道の木を切り倒してはいけない。あなたの庭に落ちた蛇を殺して
はいけない。」という透明な例え話を話しているのではないか？はい！
When he said :"Do not look at yourself by torchlight in a mirror," was he 
not ingeniously teaching true self-knowledge which is incompatible with 
factitious lights and the prejudgments of systems?
ピタゴラスは「本物の自己認識は不自然な見方や社会の先入観と相反す
る。」という意味を巧みに教えるために「たいまつの明かりによって、鏡の
中の自分を見てはいけない。」という例え話を話しているのではないか？は
い！
It is the same with the other precepts of Pythagoras,
ピタゴラスの他の言葉も同様である。
who, it is well known, was followed literally by a swarm of unintelligent 
disciples,
知の無い偽物の弟子たち、大衆がピタゴラスに文字通りに従った事が良く知
られている。
and, indeed,
実に、
amongst our provincial superstitious observances, there are many which 
indubitably belong to the primitive misconception of Pythagorean 
symbols.
いなかの迷信的な儀式には疑い無くピタゴラスの例え話の原始的な誤解によ
るものが多数存在する。
Superstition is derived from a Latin word which signifies survival.
「迷信」を意味する superstition の語源はラテン語で「上に立つもの」、
「生き残ったもの」を意味する superstitio である。
It is the sign surviving the thought;
迷信は思考や意味が死んだ後も生き残った象徴、例えである。



it is the dead body of a religious rite.
迷信は宗教の儀式の死体である。
Superstition is to initiation what the notion of the devil is to that of God.
迷信と秘伝伝授の関係は悪魔の概念と神の概念の関係の様なものである。(悪
魔は存在しない。悪人の霊は存在する。)
This is the sense in which the worship of images is forbidden,
上記の意味で、偶像崇拝は禁止されている。
and in this sense also a doctrine most holy in its original conception may 
become superstitious and impious when it has lost its spirit and its 
inspiration.
精神と霊感が失われた時に元は無上の神聖な考えは迷信的なもの、不信心な
ものに成る。
Then does religion, ever one, like the supreme reason, change its vestures
迷信は、無上の論理である神の様に、神の教えが衣を変えたものである。
and abandon old rites to the cupidity and roguery of priests dispossessed 
and metamorphosed by their wickedness and ignorance into jugglers and 
charlatans.
迷信は、邪悪な人と無知な人によって、詐欺師に変わった聖職者の金銭への
貪欲と悪事によって、古い儀式が見捨てられたものである。(祭司は金銭を稼
ぐための職業ではない。)
We may include among superstitions those magical emblems and 
characters, of which the meaning is no longer understood, which are 
engraved by chance on amulets and talismans.
エリファス レヴィは、アミュレットやタリスマンに根拠無しに記された、最
早意味が理解されない、魔術の象徴と文字を迷信に含める。
The magical images of the ancients were pantacles, i.e., kabbalistic 
syntheses.



古代人の魔術の象徴は pantacle、カバラの総合であった。

Thus the wheel of Pythagoras is a pantacle analogous to the wheels of 
Ezekiel;
ピタゴラスの車輪はエゼキエルの車輪に似た pantacle である。
the two figures contain the same secrets,
ピタゴラスの車輪とエゼキエルの車輪という2つの象徴は同じ秘密、意味を
含んでいる。
and belong to the same philosophy;
ピタゴラスの車輪とエゼキエルの車輪という2つの象徴は同じ哲学によるも
のである。
they constitute the key of all pantacles,
ピタゴラスの車輪とエゼキエルの車輪は全ての pantacle の鍵である。
and we have already discoursed concerning them.
上記についてすでに話した。



The four beasts, or, rather, the four-headed sphinx of the same prophet 
are identical with an admirable Indian symbol which we have reproduced 
in this work, as having reference to the great arcanum.
スフィンクスの 4つの獣、と言うよりはむしろ、4つの獣の頭を持ったス
フィンクスである預言者エゼキエルの智天使ケルブは、大いなる秘密にふれ
た様に、下記の見事なインドの象徴 adda nari と同じである。

In his Apocalypse, St John followed and elaborated Ezekiel;
ヨハネの黙示録で使徒ヨハネは預言者エゼキエルの象徴に従い象徴を創造し
た。
indeed,
実に、
the monstrous figures of his wonderful book are so many magical 
pantacles,
不思議な書物ヨハネの黙示録の不思議な多数の象徴は魔術の pantacle であ
る。



the key of which is easily discoverable by kabbalists.
カバリストはヨハネの黙示録の象徴の鍵を容易に見つけられる。
On the other hand, Christians, rejecting science in their anxiety to extend 
faith,
キリスト教徒の大衆はキリスト教への信仰を広めるために魔術という学問を
拒絶する。
sought later on to conceal the origin of their dogmas,
キリスト教徒の大衆は魔術という考えの源泉を隠そうと試みた。
and condemned all kabbalistic and magical books to the flames.
キリスト教徒の大衆は全てのカバラの書物と全ての魔術の書物を火で燃やす。
To destroy originals gives a kind of originality to copies,
原本を破壊する事は写本を原本にする事である、と言える。
as was doubtless in the mind of St Paul when, prompted beyond question 
by the most laudable intention, he accomplished his scientific auto-da-fé 
at Ephesus.
使徒行伝 19章 19節で、疑い無く、ほめるべき意図から、使徒パウロはエ
フェソスの大衆が隠された学問の本を燃やすのを止めなかった。
In the same way, six centuries later, the true believer Omar sacrificed the 
Library of Alexandria to the originality of the Koran,
642年頃にイスラム教徒のウマル イブン ハッターブはコーランを原本にする
ためにアレクサンドリアの図書館を破壊した。
and who knows whether in the time to come some future Apostle will not 
set fire to our literary museums, and confiscate the printing-press in the 
interest of some fresh religious infatuation, some newly accredited 
legend?



新興宗教のために、新興宗教の書物を原本にするために、誰が未来の新興宗
教の狂信者が図書館を燃やさないかどうか知るであろうか？誰が未来の新興
宗教の狂信者が印刷機を差し押さえないかどうか知るであろうか？
The study of talismans and pantacles is one of the most curious branches 
of magic,
タリスマンと pantacle の研究は魔術の無上の不思議の 1 つである。
and connects with historical numismatics.
タリスマンと pantacle の研究は古銭学の歴史につながる。
There are Indian, Egyptian, and Greek talismans, kabbalistic medals 
coming from the ancient and modern Jews, Gnostic abraxas, occult 
tokens in use among the members of secret societies, and sometimes 
called counters of the Sabbath;
インドのタリスマン、エジプトのタリスマン、ギリシャのタリスマン、古代
ヘブライ人のカバラのメダル、近代のヘブライ人のカバラのメダル、グノー
シス主義者のアブラクサスの象徴、秘密結社の隠された象徴、サバトの貨幣
と呼ばれる物が存在する。
so also there are Templar medals and jewels of Freemasonry.
神殿騎士団のメダルとフリーメーソンの宝石が存在する。
In his Treatise on the Wonders of Nature, Coglenius describes the 
talismans of Solomon and those of Rabbi Chaël.
Coglenius は自然の不思議についての論文でソロモンのタリスマンと Rabbi 
Chaël のタリスマンについて記している。
Designs of many others that are most ancient will be found in the magical 
calendars of Tycho-Brahé and Duchentau,
ティコ ブラーエの魔術のカレンダー、Duchentau の魔術のカレンダーに古
代の多数の象徴が見つかる。



and should have a place in M. Ragon's archives of initiation, a vast and 
scholarly undertaking, to which we refer our readers.
巨大な学問的なラゴンが集めた秘伝伝授の古文書を参照するべきである。
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THE ancients adored the Sun under the figure of a black stone, which they
named Elagabalus, or Heliogabalus.
古代人は、太陽神を意味するエラガバルスまたはヘリオガバルスと呼んだ、
黒い石の象徴で、太陽を敬礼した。
What did this stone signify, and how came it to be the image of the most 
brilliant of luminaries?
黒い石は何を表すのか？どうして黒い石が太陽といった光を放つ天体の無上
の光輝の象徴と成ったのか？(エリファス レヴィの「魔術の歴史」「オシリ
スは黒い神である。」と話す事によって祖は「子よ、あなたはランプを太陽
と誤解している様なものである。しかし、ランプは夜の星の様なものに過ぎ



ない様なものである。本物の太陽が存在する。闇から離れなさい。光を探し
なさい。」と話している様である。)
The disciples of Hermes, before promising their adepts the elixir of long 
life, or the powder of projection, counselled them to seek for the 
philosophical stone.
ヘルメスの弟子達、錬金術師達は、若返り薬エリクサーによる長命や錬金の
ための粉を達道者に約束する前に、賢者の石を探す様にすすめる。
What is this stone,
賢者の石とは何か？
and why a stone?
なぜ石なのか？
The great initiator of the Christians invites his believers to build on the 
stone, or rock, if they do not wish their structures to be demolished.
マタイによる福音 7章 24節から 25節でキリスト教の大いなる祖イエスはイ
エスを信じる者達に、もし建てたものが壊れ堕ちる事を望まないのであれば、
石、岩の上に建てる様にすすめている。(マタイによる福音 7章 24節から 25
節「イエスの言う事を聞いて行う者は石、岩の上に家を建てた賢者に似てい
る。雨が降っても洪水が来ても風が吹いても賢者の家は壊れ堕ちなかった。
なぜなら、賢者の家は石、岩の上に基礎が有った。」。)
He terms himself the corner-stone,
マタイによる福音 21章42節でイエスはイエス自身をすみの基礎の石、すみ
の要石と呼んでいる。
and says to the most faithful of his Apostles, "Thou art Peter (petrus), and 
upon this rock (petram) I will build my church."
マタイによる福音 16章 18節でイエスは最も信心深い使徒ペトロに「あなた
はペトロである。(「ペトロ」は石、岩を意味する。)私イエスはペトロとい
う石、岩の上に教会を建てるであろう。」と話している。



This stone, say the masters in alchemy, is the true salt of the philosophers,
which is the third ingredient in the composition of Azoth.
錬金術の達道者達は「基礎の石が、Azoth の第3要素である、本物の賢者の
塩である。」と話している。(Azoth、アゾットはヘブライ文字の最初の文字
アレフまたはラテン文字の最初の文字、א Aまたはギリシャ文字の最初の文
字 A、アルファとラテン文字の最後の文字Zとギリシャ文字の最後の文字
Ω、オメガとヘブライ文字の最後の文字 タウである。Azoth、アゾットは、ת
最初から最後までの普遍と最初で最後の唯一を意味する。普遍で唯一なもの
は絶対なものである。Azoth、アゾットは絶対を意味する。)
Now, we know already that AZOTH is the name of the great Hermetic and 
true philosophical agent;
Azoth は大いなるヘルメスの代行者の名前である。Azoth は本物の賢者の代
行者の名前である。
furthermore,
さらに、
their salt is represented under the figure of a cubic stone, as may be seen 
in the Twelve Keys of Basil Valentine, or in the allegories of Trevisan.
バシレウス ヴァレンティヌスの 12の鍵に見られる様に、ベルナール トレ
ヴィサンの象徴に見られる様に、賢者の塩、基礎の石は立方体の石の形で表
される。
Once more,
もう 1度くり返して、
what is this stone actually?
基礎の石とは実際に何か？
It is the foundation of absolute philosophy,
基礎の石とは絶対の哲学の基礎である。
it is supreme and immovable reason.



基礎の石とは無上の論理である神である。基礎の石とは不動の論理である。
Before even dreaming of the metallic work,
錬金の作業を夢見る前に、
we must be fixed for ever upon the absolute principles of wisdom,
人は自身を知の絶対の原理に永遠に固定する必要が有る。(基礎の石とは知の
絶対の原理である。)
we must possess that reason which is the touch-stone of truth.
人は真理の試金石、基準と成る論理を保有する必要が有る。(基礎の石とは真
理の試金石、基準と成る論理である。)
Never will a man of prejudices become the king of nature and the master 
of transmutations.
先入観の奴隷である人は自然の王者に成れない。先入観の奴隷である人は錬
金術師に成れない。
The philosophical stone is hence before all things necessary;
賢者の石が第一に必要である。
but
しかし、
how is it to be found?
どのようにしたら賢者の石は見つかるのか？
Hermes informs us in his Emerald Table.
エメラルド板でヘルメスは「あなたは、濃いものから薄いものを、徐々に、
大いなる勤勉によって、分離すべきである。」と賢者の石の見つけ方を教え
て話している。
We must separate the subtle from the fixed with great care and assiduous 
attention.
人は、固定されたものから薄いものを、大いなる苦労と勤勉な集中力によっ
て、分離する必要が有る。



Thus, we must separate our certitudes from our beliefs,
人は、信じているものから確実なものを、分離する必要が有る。
and sharply distinguish the respective domains of science and faith,
人は、信心の領域から学問の領域を、鋭く切り込んで、区別する必要が有る。
understanding thoroughly that we do not know things which we believe,
人は知らないもの、知る事ができないものを信じる事を理解する必要が有る。
and that we cease immediately to believe anything which we come 
actually to know,
人は実際に知っているものを信じる事はできない事を理解する必要が有る。
so that the essence of the things of faith is the unknown and the 
indefinite,
未知のもの、不明なものは信じるしかない。未知のもの、不明なものは信心
の領域のものである。
while it is quite the reverse with the things of science.
既知のもの、明らめられたものは知るしかない。既知のもの、明らめられた
ものは学問の領域のものである。
It must thence be inferred that science rests on reason and experience,
学問の基礎は論理と経験である、と類推する必要が有る。
whilst the basis of faith is sentiment and reason.
信心の基礎は論理と心である。
In other words,
言い換えると、
the philosophical stone is the true certitude which human prudence 
assures to conscientious researches and modest doubt, whilst religious 
enthusiasm ascribes it exclusively to faith.
賢者の石は、人の思慮が良心的な探求と適切な疑いに確信させた、信心深い
熱意が信心にのみ帰する、本物の確信である。



Now, it belongs neither to reason without aspirations nor to aspirations 
without reason;
賢者の石は熱意が無い論理には存在しない。賢者の石は論理が無い熱意には
存在しない。賢者の石は熱意が有る論理に存在する。賢者の石は論理が有る
熱意に存在する。
true certitude is the reciprocal acquiescence of the reason which knows in 
the sentiment which believes and of the sentiment which believes in the 
reason which knows.
本物の確信は論理と心が相互に従う事である。本物の確信は、論理が、信じ
る心を知る事である。本物の確信は、心が、知っている論理を信じる事であ
る。
The permanent alliance of reason and faith will result not from their 
absolute distinction and separation, but from their mutual control and 
their fraternal concurrence.
論理と信心の永遠の結合は、論理と信心の解体や分裂からではなく、論理と
信心の相互の統治と姉妹の様な一致からもたらされる。
Such is the significance of the two pillars of Solomon's porch, one named 
Jakin and the other Bohas, one black and the other white.
ソロモンの神殿の門の外の屋根を支える 2つの柱ボアズとヤキンは論理と信
心といった 2つ 1組のものを表す。ボアズとヤキンは白い柱と黒い柱である。
They are distinct and separate,
ボアズとヤキンは区別されている。ボアズとヤキンは分離されている。
they are even contrary in appearance,
ボアズとヤキンは正反対に見える。
but
しかし、



if blind force sought to join them by bringing them close to one another, 
the roof of the temple would collapse;
盲目の力がボアズとヤキンをくっつけて、いっしょくたにしようと試みると、
神殿の門の外の屋根は堕ちる。
separately, their power is one;
ボアズとヤキンは分離されていると、ボアズとヤキンという2つの力は一致
する。
joined, they are two powers which destroy one another.
ボアズとヤキンをいっしょくたにすると、ボアズとヤキンという2つの力は
相互に破壊し合う。
For precisely the same reason
まさに同じ理由から、
the spiritual power is weakened whensoever it attempts to usurp the 
temporal,
宗教的な権力が俗世の権力を奪おうと試みると、宗教的な権力は弱められる。
while the temporal power becomes the victim of its encroachments on 
the spiritual.
俗世の権力が宗教的な権力を奪おうと試みると、俗世の権力は宗教的な権力
に侵食される。
Gregory VII. ruined the Papacy;
法王グレゴリウス 7世は法王の権力を失った。
the schismatic kings have lost and will lose the monarchy.
宗教を解体、分裂しようと試みた権力者は権力を失った。宗教を解体、分裂
しようと試みる権力者は権力を失うであろう。
Human equilibrium requires two feet,
人のつり合いは両足を必要とする。
the worlds gravitate by means of two forces,



引き寄せる力としりぞける力という2つの力によって世界は引き寄せ合う。
generation needs two sexes.
生物の発生には男性と女性という2つの性が必要である。
Such is the meaning of the arcanum of Solomon, represented by the two 
pillars of the temple, Jakin and Bohas.
上記がボアズとヤキンというソロモンの神殿の門の外の 2つの柱が表すソロ
モンの秘密の意味である。
The sun and moon of the alchemists correspond to the same symbol and 
concur in the perfection and stability of the philosophical stone.
錬金術師の太陽と月はボアズとヤキンに対応している。錬金術師の太陽と月
の一致、ボアズとヤキンの一致は賢者の石の完成と安定をもたらす。
The sun is the hieroglyphic sign of truth,
太陽は真理の象徴である。
because
なぜなら、
it is the visible source of light,
太陽は光の見える源泉である。
and the rude stone is the symbol of stability.
黒い原石は安定の象徴である。
It was for this reason that
上記の理由から、
the ancients took the stone Elagabalus as the actual type of the sun,
古代人はエラガバルス、ヘリオガバルス、黒い石を太陽の象徴とした。
and for this also that
上記の理由から、
the medieval alchemists pointed to the philosophical stone as the first 
means of making philosophical gold,



中世の錬金術師達は、賢者の金を創造する第一の手段として、賢者の石を強
調する。
that is to say, of transforming the vital forces represented by the six metals
into Sol, that is, into truth and light,
中世の錬金術師達は、6つの卑金属を金、太陽、真理、光に変える命の力を
変える第一の手段として、賢者の石を強調する。
the first and indispensable operation of the great work,
賢者の石を見つける事は、大いなる務めの第一の絶対必要な務めである。
leading to the secondary adaptations,
賢者の石は副次的に応用できる。
and discovering, by the analogies of nature, the natural and grosser gold 
to the possessors of the spiritual and living gold, of the true salt, the true 
mercury, and the true sulphur of the philosophers.
本物の錬金術師の塩、水銀、硫黄による、精神的な生きている金の所有者は、
賢者の石によって、自然の類推によって、自然の金を見つけられる。
To find the philosophical stone is then to have discovered the absolute, as 
the masters otherwise say.
達道者は「賢者の石を見つける事は絶対を見つける事である。」と話してい
る。達道者は「賢者の石を見つける事は神を見つける事である。」と話して
いる。
Now, the absolute is that which admits of no errors,
絶対は誤りの余地が無い。
it is the fixation of the volatile,
絶対は気化し易いものの固定である。
it is the rule of the imagination,
絶対は想像力の統治である。
it is the very necessity of being,



絶対は存在の必然である。絶対は神の必然である。
it is the immutable law of reason and truth;
絶対は論理と真理の不変の法である。
the absolute is that which is.
絶対は存在する事である。
Now that which is in some sense precedes he who is.
絶対、存在する事は人が存在するより前から存在している。
God himself cannot be in the absence of a reason of being,
神自体が、存在の論理無しでは、絶対無しでは、存在できない。
and can exist only in virtue of a supreme and inevitable reason.
神自体が、無上の論理の力によってのみ、必然の論理の力によってのみ、絶
対の力によってのみ、存在できる。
It is this reason which is the absolute;
無上の論理、必然の論理は絶対の論理である。
it is this in which we must believe if we desire a rational and solid 
foundation for our faith.
もし人が信心のための論理的な堅固な基礎を望むのであれば、人は絶対を信
じる必要が有る。
It may be said in these days that God is merely a hypothesis,
最近の大衆は「神は仮定に過ぎない」と話している。
but
しかし、
the absolute reason is not a hypothesis;
絶対の論理は仮定ではない。
it is essential to being.
絶対は存在するのに必要なものである。



St Thomas once said :"A thing is not just because God wills it, but God 
wills it because it is just."
トマス アクィナスは「神が望んだから正しいのではなく正しいから神は望む
のである。」と話した事が有る。
Had St Thomas logically deduced all the consequences of this beautiful 
thought, he would have found the philosophical stone, and besides being 
the angel of the school, he would have been its reformer.
仮にトマス アクィナスが「神が望んだから正しいのではなく正しいから神は
望むのである。」という美しい思考から全ての結果を論理的に導き出してい
たならば、トマス アクィナスは賢者の石を見つけたであろうし、学派の天使
に成れたであろうし、宗教改革者に成れたであろう。
To believe in the reason of God and in the God of reason is to render 
atheism impossible.
神の論理性と論理的な神を信じる事は無神論を不可能にする。
When Voltaire said :"If God did not exist, it would be necessary to invent 
Him," he felt rather than understood the reason which is in God.
ヴォルテールは「もし神が存在しないのであれば、神を創造する必要が有る
であろう。」と話した時に、ヴォルテールは神の中の論理性を理解した、と
言うよりはむしろ、ヴォルテールは神の中の論理性を感じた。
Does God really exist?
実際に、神は存在するのか？
There is no knowing, but we desire it to be so, and hence we believe it.
神は存在するのか実際に知る事はできない。しかし、人は神は存在する様に
望む。人は神は存在すると信じる。
Faith thus formulated is reasonable faith,
論理的な神を信じる事は論理的な信心である。
for



なぜなら、
it admits the doubt of science,
論理的な神を信じる事は学問に疑う余地を与える。
and, as a fact,
事実、
we believe only in things which seem to us probable, though we do not 
know them.
知る事はできないが可能性が高い様に見えるものだけを信じる事ができる。
To think otherwise is delirium;
「知る事はできないが可能性が高い様に見えるものだけを信じる事ができ
る。」と考えない事は狂う事である。
to speak otherwise is to talk like the illuminated or fanatical.
「知る事はできないが可能性が高い様に見えるものだけを信じる事ができ
る。」と話さない事は、光に照らされた者の様に話す事、啓示を受けた者の
様に話す事か、狂信者の様に話す事である。
Now, it is not to such persons that the philosophical stone is promised.
狂信者には賢者の石は約束されない。
The ignoramuses who have turned primitive Christianity from its path by 
substituting faith for science, dream for experience, the fantastic for the 
real;
無知な大衆は、盲信を知の代わりにして、妄想を経験の代わりにして、現実
離れした非論理的な物を現実の代わりにして、キリスト教を道から逸(そ)ら
した。
inquisitors who, during so many ages, have waged a war of extermination 
against magic;
多数の時代の宗教裁判官たちは魔術を絶滅させようと戦ってきた。



have succeeded in enveloping with darkness the ancient discoveries of 
the human mind,
古代人は人の精神の発見を闇で包み込んだ。
so that we are now groping for the key to the phenomena of nature.
人は自然の現象の鍵を暗中模索している。
Now, all natural phenomena depend upon a single and immutable law,
唯一不変の法が全ての自然の現象を左右する。
represented by the philosophical stone,
賢者の石は唯一不変の法を表す。
and especially by its cubic form.
立方体は賢者の石を表す。(立方体は正方形だけによる立体である。)
This law, expressed by the tetrad in the Kabbalah, furnished the Hebrews 
with all the mysteries of their divine Tetragram.
カバラでは 4つ 1組が唯一不変の法を表す。唯一不変の法は神のテトラ グラ
マトンの全ての神秘をヘブライ人に与えた。(高等魔術の祭儀 14章「テトラ 
グラマトンは、魔術の無上の言葉であり、『である様に』を意味する。」。
YHWH、ヤハウェは、יהוה 4文字であるのでギリシャ語で 4文字を意味する
テトラ グラマトンと呼ばれている。)
It may be said therefore that the philosophical stone is square in every 
sense, like the heavenly Jerusalem of St John;
ヨハネの黙示録21章 16節で天のエルサレムが正方形である様に、あらゆる
意味で賢者の石は正方形である、と言えるかもしれない。
that one of its sides is inscribed with the name שלמה and the other with 
that of GOD; that one of its facets bears the name of ADAM, a second that 
of HEVA, and the two others those of AZOT and INRI.
立方体の一方の面にはソロモン他方の面には神と記されている。立方体の一
方の面にはアダム他方の面にはエヴァと記されている。立方体の一方の面に



は Azoth他方の面には INRI と記されている。立方体の各面にはソロモン、神、
アダム、エヴァ、Azoth、INRI と記されている。
At the beginning of the French translation of a book by the Sieur de 
Nuisement on the philosophical salt, the spirit of the earth is represented 
standing on a cube
Sieur de Nuisement がフランス語に訳した賢者の塩についての書物の最初に
は立方体の上に立っている地の霊、地上の霊、星の光を表す者が描かれてい
る。
over which tongues of flame are passing;
地の霊、地上の霊、星の光を表す者の舌は火の舌である。
the phallus is replaced by a caduceus;
地の霊、地上の霊、星の光を表す者の男性器はケーリュケイオンである。
the sun and moon figure on the right and left breast;
地の霊、地上の霊、星の光を表す者は太陽と月の象徴を右胸と左胸につけて
いる。
he is bearded,
地の霊、地上の霊、星の光を表す者はあごひげを生やしている。
crowned,
地の霊、地上の霊、星の光を表す者は王冠をかぶっている。
and holds a sceptre in his hand.
地の霊、地上の霊、星の光を表す者は王笏を手に持っている。
This is the Azoth of the sages on his pedestal of salt and sulphur.
立方体の上に立っている地の霊、地上の霊、星の光を表す者は塩と硫黄の台
の上の賢者の Azoth である。
The symbolic head of the goat of Mendes is occasionally given to this 
figure,



地の霊、地上の霊、星の光を表す者の頭は象徴的なメンデスのヤギの頭であ
る場合が存在する。
and it is then the Baphomet of the Templars
立方体の上に立っている地の霊、地上の霊、星の光を表す者は神殿騎士団の
バフォメットである。
and the Word of the Gnostics-
立方体の上に立っている地の霊、地上の霊、星の光を表す者はグノーシス主
義者の神の言葉である。
bizarre images which became scarecrows for the vulgar after affording 
food for thought to the sages,
立方体の上に立っている地の霊、地上の霊、星の光を表す者という奇形の象
徴は、賢者にとって思考の糧を与えた後に、大衆にとって、かかしに成った。
innocent hieroglyphs of thought and faith which have been a pretext for 
the rage of persecutions.
立方体の上に立っている地の霊、地上の霊、星の光を表す者という思考と信
心を表す罪の無い象徴は激しい迫害の口実に成った。
How pitiable are men in their ignorance, but how they would despise 
themselves if once they came to know!
無知な人は何とあわれな者か！しかし、もし無知な人が知ったら、どんなに
無知だった人は自身を嫌う事か！
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唯一普遍の考えによれば、類推可能性の法の論理によって、心の病気が肉体
の病気の多数をもたらす。

大きな肉欲に身を任せると常に対応する大病にかかる。

七つの死に至る大罪と呼ばれているものが存在する。(七つの大罪、七つの死
に至る大罪は傲慢、金銭への貪欲、色欲、憤怒、怠惰、暴食、嫉妬である。
七つの徳は信仰、希望、愛、勇気、思慮、節制、正義である。)

なぜなら、



七つの死に至る大罪は肉体の実際の死の原因と成る。

アレクサンドロス大王は傲慢により死んだ。

アレクサンドロス大王はふだんは傲慢ではなかった。

アレクサンドロス大王は傲慢によって死の原因と成った行き過ぎた行いに
従った。

フランソワ 1世は色欲により死んだ。

ルイ 15世は「鹿の園」という個人的な娼館により色欲により死んだ。

マラーが暗殺された時、マラーは憤怒と嫉妬により腐敗していた。

マラーは傲慢により狂っていた。

マラーは自分だけが正しい人間であると信じていた。

マラーはマラーではない全ての人を殺そうとしていた。

1848年のフランス革命、1848年の二月革命の後で数人が堕落した野心によ
り死んだ。

人が意思を道理に反した傾向に変更不可能なほどに固めるとすぐに、人は死
んでいる様なものであり、人が当たって砕ける石、岩は遠くない。(マタイに
よる福音 21章44節「イエスという石につまずきイエスという石の上に倒れ



堕ちる人は壊されるであろう。イエスという石を倒し堕とした人は下敷きに
成り粉々に砕かれるであろう。」。)

人が「知は命を保ったり長くする。」と話している事は正しい。

ヨハネによる福音 6章 55節で大いなる主イエスは「私イエスの肉は本物の
食べ物である。私イエスの血は本物の飲み物である。(私イエスの血肉、精神
を自分の物にしなさい。)」と話している。

ヨハネによる福音 6章 54節でイエスは「私イエスの肉を食べ私イエスの血
を飲んだ人は永遠の命を手に入れる。(私イエスの血肉、精神を自分の物にし
た人は魂の永遠の命を手に入れる。)」と話している。

ヨハネによる福音 6章 60節で未だ大衆である弟子たちはイエスの言葉を理
解できなくて「物質的に血と肉を食べなさいとはひどい言葉である。聞いて
いられない。」と話した。

ヨハネによる福音 6章 63節でイエスは「物質的な肉は精神的には何の役に
も立たない。私イエスがあなたに話している言葉が精神であり魂の永遠の命
である。」と話した。

マタイによる福音 26章 26節から 29節の最後の晩餐で死ぬ前にイエスは、
イエスの命の記憶をパンという例えに結びつけ、イエスの精神の記憶をワイ
ンという例えに結びつけた。

イエスは、イエスの命の記憶をパンという例えに結びつけて、イエスの精神
の記憶をワインという例えに結びつけて、信仰、希望、愛の教会を創造した。



イエスが「イエスの血肉、精神を自分の物にしなさい。」と話している様に、
ヘルメスの達道者達、錬金術師達は「真理を自分の物にしなさい。真理を
日々飲む源泉としなさい。真理を自分の物にすれば、あなたは賢者の魂の不
死を手に入れるであろう。」という意味で「金を飲み物にしなさい。金を飲
み物にすれば、万能薬を手に入れるであろう。」と話している。

節制、魂の平静、性格の純粋さ、意思の平静と合理性は人を幸せにするだけ
ではなく強くし健全にする。

論理と善での成長によって人の魂は不死に成る。

人は自身の運命の創造主である。

神は人自身の協力無しでは人を救えない。

賢者には死は存在しない。

死は幻である。

大衆の弱さと無知が死を恐ろしいものにする。

変化は動きの現れである。

動きは命を明らかにする。

もし死体が完全に死んでいるのであれば、死体は分解されないであろう。



全ての死体の要素である分子は生きている。全ての死体の要素である分子は
自由に動く。全ての死体の要素である分子は分解する。

あなたたちは、死体より先に、精神が、死体から解放されて自由に成って、
死んでいるかもしれない、と夢想している！

あなたたちは最も濃い物である肉体が消えない時に思考や思いやりが死ぬと
誤って信じている！

もし変化を死と呼ぶのであれば、人は日々死に生まれ変わっている。なぜな
ら、人の肉体は日々変化する。

肉体や星の体という魂の衣を汚すのを恐れなさい。肉体や星の体という魂の
衣を引き裂くのを恐れなさい。

しかし、

死ぬ時が近づいた時に肉体という魂の衣を葬る事を恐れるな。

死体の防腐保存やミイラ化は自然に反する迷信である。

死体の防腐保存は死を創造する試みである。

死体の防腐保存は命が必要としている物質の無理な石化である。

しかし、



死体を急に破壊してはいけない。

自然のわざに突然は無い。

魂を去らせるために肉体と魂のつながりを急に断絶する危険をおかしてはい
けない。

人は一瞬で死なない。

眠りの様に、人は徐々に死ぬ。

血が温かい限り、神経が震える限り、人は完全には死んでいない。

もし肉体の器官に致命的な破壊が無ければ、偶然によって、または、強い意
思によって、魂を肉体に呼び戻す事ができる。

学者は「死んだ人の復活を信じるよりはむしろ万人の証言を疑う」と話して
いる。

しかし、

「死んだ人の復活を信じるよりはむしろ万人の証言を疑う」と話している学
者は早まった。

なぜなら、



万人の証言を信じて学者は復活の不可能性を信じている。

仮に復活が証明されれば、何が起こるであろうか？

証拠を否定する必要が有るか？理性を放棄する必要が有るか？

「死んだ人の復活を信じるよりはむしろ万人の証言を疑う」と話す事は非論
理的である。

復活は不可能であると考えて誤るよりはむしろ、復活は可能であると類推す
るべきである。
( = from done to ability I-can attain-ment.)
行われた事から可能性へ到達できる。

復活は可能であると大胆に断言しよう。復活は思っているより頻繁に起きて
いると大胆に断言しよう。

法的に死が証明された多数の人が実際は棺の中に入った後で死んでいるのが
学問的に見つかっている。

棺の中で明らかに復活した人が学問的に見つかっている。

棺の中で苦痛から逃れるために動脈を切り開くために縛られた手を噛んでい
た人が学問的に見つかっている。

医者は「棺の中に入った後で死んだ人は死んでいたのではなく昏睡状態で
あった。」と話すであろう。



しかし、昏睡状態とは何か？

昏睡状態は復活できる不完全な死である。

事実を説明できない時に言葉によって困難から逃げ出す事は簡単である。

感覚によって魂は肉体とつながっている。

感覚が無い時は、魂が肉体から去ろうとしている確実な兆候である。

催眠状態は昏睡状態または思い通りに治せる人為的な死である。

ジエチルエーテルによる麻酔またはクロロホルムによる麻酔は死に至る時が
有る本物の昏睡状態である。

肉体から一時的に自由に成って忘我状態に成った魂が意思の努力を完全に自
由にする時に、地獄を圧倒する事ができる。

肉体から一時的に自由に成って忘我状態に成った魂が意思の努力を完全に自
由にする時に、魂の心の力は星の引き寄せる力を超越する。

墓の中で復活するのは四大元素の霊だけである。特に墓の中で意に反して復
活するのは四大元素の霊だけである。

大いなる人、本物の賢者は生き埋めにされる事は無い。



「高等魔術の祭儀」で復活の理論と実践方法を話すつもりである。

人はエリファス レヴィが死んだ人を復活させた事が有るかどうかたずねるか
もしれない。

エリファス レヴィは「もし私エリファス レヴィが死んだ人を復活させた事
が有ると肯定して答えて話しても人々はエリファス レヴィを信じないであろ
う。」と話す。

痛みを無くす事が可能かどうか考える。

外科の手術にクロロホルムによる麻酔または催眠術を用いる事が健全である
かどうか考える。

エリファス レヴィの考えでは、自然科学が認めるであろうが、
by diminishing sensibility we diminish life,
感覚を無くす事によって人は命を弱らせる。
and what we subtract from pain under such circumstances turns to the 
profit of death.
クロロホルムによる麻酔または催眠術で痛みを減らすと死ぬ可能性が高まる。
Pain bears witness to the struggle for life,
痛みは命のための戦いに証拠を与える。
and hence we observe that the dressing of the wound is excessively 
painful in the case of persons who are operated on under anaesthetics.
エリファス レヴィは麻酔の下で手術した人が傷の手当てで過度に苦しむのを
見た。



Now, if chloroform were resorted to at each dressing, one of two things 
would happen- either the patient would die, or the pain would return and 
continue between the dressings.
もし傷の手当てでクロロホルムによる麻酔に頼ると、患者が死ぬか、傷を手
当てしている間痛みが復活し痛みが続く。
Nature is not violated with impunity.
罰を受けないで自然をおかす事はできない。痛み無しで自然をおかす事はで
きない。
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シュィン
X
X
DIVINATION
予見
DENTES
歯
FURCA
熊手
AMENS
狂気
THE author of this book has dared many things in his life,
本書「高等魔術の教理」の著者エリファス レヴィは人生で多数の事を大胆に
行ってきた。
and never has any fear retained his thought a prisoner.
エリファス レヴィは恐怖で思考がとらえられた事が無い。
It is not at the same time without legitimate dread that he approaches the 
end of the magical doctrine.
エリファス レヴィは論理的な畏敬の念を持って魔術の考えの究極に近づく。
It is a question now of revealing, or rather reveiling( = awaking),
ヴェールを外して啓示する事が問題である、と言うよりはむしろ、目覚めさ
せる事が問題である。
the Great Secret,



大いなる秘密。
the terrible secret,
畏敬するべき秘密。
the secret of life and death,
命と死の秘密。
expressed in the Bible by those formidable and symbolical words of the 
serpent,
創世記 3章 4節から 5節の「決して、あなた達は死なないであろう。あなた
達は善と悪を知って神の様に成るであろう。」という蛇の畏敬するべき象徴
的な言葉が表すもの。
who was himself symbolical:
蛇自体が象徴的である。
I. NEQUAQUAM MORIEMINI;( = by-no-means you-will-die.) II. SED ERITIS;( =
but you-will-be.) III. SICUT DII;( = like god.) IV. SCIENTES BONUM ET 
MALUM.( = know-ing good and evil.)
創世記 3章 4節から 5節で蛇は女性エヴァに「決して、あなた達は死なない
であろう。あなた達は善と悪を知って神の様に成るであろう。」と話してい
る。(本物の正しい人は死なないであろう。本物の正しい人は善と悪を知って
神の様に成るであろう。)
One of the privileges which belong to the initiate of the Great Arcanum, 
and that which sums them all, is Divination.
大いなる秘密の秘伝伝授者への恩恵の 1 つは、大いなる秘密の秘伝伝授者へ
の恩恵を要約するものは、予見である。
According to the vulgar comprehension of the term, to divine signifies to 
conjecture what is unknown,
大衆は予見は未知のものの推測を意味すると誤解している。
but



しかし、
its true sense is ineffable to the point of sublimity.
予見の本当の意味は崇高で言い表し難い。予見の本当の意味は崇高で神聖で
濫りに口にできない。
To divine (divinari) is to exercise divinity.
予見とは神性を発揮する事である。
The word divinus, in Latin, signifies something far different from divus,
ラテン語の divinus という言葉は「神の様なもの」を意味する。
which is equivalent to the man-god.
神の様な者は人に成った神である。神の様な者は神に成った人である。
Devin, in French, contains the four letters of the word DIEU (God), plus the 
letter N,
「神の様なもの」を意味するフランス語の devin は「神」を意味するラテン
語の dieu という4文字の言葉に文字N を加えたものである。
which corresponds in its form to the Hebrew aleph א,
文字N は形がヘブライ文字の最初の文字アレフ、אに対応している。
and kabbalistically and hieroglyphically expresses the Great Arcanum,
文字N、ヘブライ文字の最初の文字アレフ、אは大いなる秘密をカバラ的に
象徴的に表す。
of which the Tarot symbol is the figure of the Juggler.
ヘブライ文字の最初の文字アレフ、אに対応するタロットの 1 ページ目には
魔術師が描かれている。
Whosoever understands perfectly the absolute numeral value of א 
multiplied by N final in words which signify science, art, or force,
知、わざ、または、力を究極的に意味する文字N によって増殖したヘブライ
文字の最初の文字アレフ、אの絶対の数の意味を完全に理解する者は、



who subsequently adds the five letters of the word DEVIN, in such a way 
as to make five go into four, four into three, three into two, and two into 
one, such a person, by translating the resultant number into primitive 
Hebrew characters,
5の中の 4にする様に、4の中の 3にする様に、3の中の 2にする様に、2の
中の 1 にする様に、「神の様なもの」を意味するフランス語の devin という
言葉の 5文字を足して原初のヘブライ文字で解釈する者は、
will write the occult name of the Great Arcanum,
大いなる秘密の隠された名前を書けるであろうし、
and will possess a word of which the sacred Tetragram itself is only the 
equivalent and the image.
神のテトラ グラマトン自体と同じに過ぎない言葉と神のテトラ グラマトン
自体の象徴に過ぎない言葉を保有するであろう。
To be a diviner, according to the force of the term, is hence to be divine,
言葉の力によれば、占い師に成る事は神の様な者に成る事である。言葉の力
によれば、占い師 diviner に成る事は神の様な者 divine に成る事である。
and something more mysterious still.
占い師に成る事はより神秘的な何者かに成る事である。
Now, the two signs of human divinity, or of divine humanity, are 
prophecies and miracles.
人の神性または神の人性の 2つの表れは予言と奇跡である。
To be a prophet is to see beforehand the effects which exist in causes,
予言者に成る事は原因に存在する結果を事前に見る事である。
to read in the astral light;
予言者に成る事は星の光の中のものを読み取る事である。
to work miracles is to act upon the universal agent,
奇跡を起こす事は普遍の代行者に作用する事である。



and subject it to our will.
奇跡を起こす事は普遍の代行者を意思に従わせる事である。
The author of this book will be asked whether he is a prophet and 
thaumaturge.
人は本書「高等魔術の教理」の著者エリファス レヴィは予言者、奇跡を起こ
す者であるかどうかたずねるであろう。
Let inquirers recur to all that he wrote before certain events took place in 
the world;
いくつかの出来事が世界で起きる前にエリファス レヴィが書いた全ての書物
を思い出しなさい。
and as to anything else that he may have said or done, would anyone 
believe his mere word if he made any unusual statement?
もし超常的な事を話しても、話したり行ったもの以外について、言葉だけで
信じるであろうか？いいえ！
Furthermore,
さらに、
one of the essential conditions of divination is to be never constrained,
予言に必要な条件の 1 つは、他人に強制されない事である。
never suffer temptation-
予言に必要な条件の 1 つは、他人に誘惑されない事である。
in other words,
言い換えると、
being put to the test.
予言に必要な条件の 1 つは、人に試されない事である。
Never have the masters of science yielded to the curiosity of anyone.
知の達道者は他人の好奇心に従ってはいけない。



The sibyls burned their books when Tarquin refused to appraise them at 
their proper value;
ローマのタルクィニウス王が全 9巻の「シビュラの書」を適切な価値で評価
しなかった時に、シビュラは「シビュラの書」の全 9巻のうち 6巻を燃やし
た。
the great Master was silent when He was asked for a sign of His divine 
mission;
マタイによる福音 16章で天からの徴を求められた時に大いなる主イエスは
天からの徴を表さなかった。
Agrippa perished of want rather than obey those who demanded a 
horoscope.
コルネリウス アグリッパは星占いを求められたが断って貧困により死んだ。
To furnish proofs of science to those who suspect the very existence of the
science is to initiate the unworthy,
知の存在を疑う人に知の証拠を与えるのは、資格が無い人に秘伝伝授してし
まう事である。
to profane the gold of the sanctuary,
知の存在を疑う人に知の証拠を与えるのは、聖所の金を冒涜する事である。
to deserve the excommunication of sages,
知の存在を疑う人に知の証拠を与える者には賢者からの破門、除名がふさわ
しい。
and the fate of betrayers.
知の存在を疑う人に知の証拠を与える裏切者には死がふさわしい。
The essence of divination, that is to say, the Great Magical Arcanum, is 
represented by all symbols of the science,
知の全ての象徴は、予言の実在、大いなる魔術の秘密を表す。



and is intimately connected with the one and primeval doctrine of 
Hermes.
予言の実在、大いなる魔術の秘密は、エメラルド板のヘルメスの唯一の古い
考えに親密につながる。
In philosophy, it gives absolute certitude;
エメラルド板の考えは、絶対の確信を哲学にもたらす。
in religion, the universal secret of faith;
エメラルド板の考えは、信心の普遍の秘訣を宗教にもたらす。
in physics, the composition, decomposition, recomposition, realisation,
エメラルド板の考えは、混合物、分解、再構成、実現を自然科学にもたらす。
and adaptation of philosophical Mercury,
エメラルド板の考えは、賢者の水銀の応用を自然科学にもたらす。
called Azoth by the alchemists;
錬金術師達は賢者の水銀を Azoth と呼んでいる。
in dynamics it multiplies our forces by those of perpetual motion;
エメラルド板の考えは、力学では、永久機関の力によって、人の力を増やす。
it is at once mystical, metaphysical, and material, with correspondent 
effects in the three worlds;
エメラルド板の考えは、神秘的、哲学的、物質的である。エメラルド板の考
えは、3つの世界に対応している結果をもたらす。(自然科学、哲学、神の教
え。自由意思といった神だけの領域、概念の領域、形の領域。神だけの楽園、
霊の冥界、この世界。)
it procures charity in God,
エメラルド板の考えは、思いやりを神にもたらす。
truth in science,
エメラルド板の考えは、真理を知にもたらす。
and gold in riches,



エメラルド板の考えは、金を(心が)富んでいる人達にもたらす。
for
なぜなら、
metallic transmutation is at once an allegory and reality,
錬金は例え話であると同時に事実である。
as all the adepts of true science are perfectly well aware.
全ての本物の知の達道者達が完全に良く理解している様に。
Yes,
イエス。
gold can really and materially be made by means of the stone of the sages,
賢者の石によって金を創造する事が実際に物質的に可能である。
which is an amalgam of salt, sulphur, and mercury, thrice combined in 
Azoth by a triple sublimation and a triple fixation.
賢者の石は、三重の昇華と三重の固定によって、塩、硫黄、水銀の混合物を
3回 Azoth に結合したものである。
Yes,
イエス。
the operation is often easy,
錬金は易しい場合が有る。
and may be accomplished in a day,
錬金は 1日で終わる場合が有るかもしれない。
an instant;
錬金は一瞬で終わる場合が有るかもしれない。
at other times it requires months and years.
錬金に何か月間か必要な場合が有る。錬金に何年間か必要な場合が有る。
But
しかし、



to succeed in the great work,
大いなる務めを果たすには、錬金という大作業に成功するには、
one must be divinus( = divine)- a diviner, in the kabbalistic sense of the 
term-
神の様な者に成る必要が有る。
and it is indispensable that one should have renounced, in respect of 
personal interest, the advantage of wealth, so as to become its dispenser.
金銭、利益を施す者に成るために、私事を犠牲にして、金銭、利益をあきら
める事が絶対に必要である。
Raymund Lully enriched sovereigns,
ライムンドゥス ルルスは金を権力者たちに与えた。
planted Europe with institutions,
ライムンドゥス ルルスはヨーロッパに施設を建てた。
and remained poor.
ライムンドゥス ルルスは貧しいままにとどまった。
Nicholas Flamel, who, in spite of his legend, is really dead,
ニコラ フラメルは肉体が不死に成ったという大衆の伝説とは異なり肉体は死
んだ。
only attained the great work when asceticism had completely detached 
him from riches.
二コラ フラメルは禁欲によって金銭欲から完全に離れた時に錬金という大作
業に到達した。
He was initiated by a suddenly imparted understanding of the book Asch 
Mezareph,
二コラ フラメルは Asch Mezareph という書物を突然理解した事によって秘
伝伝授者に成った。
written in Hebrew by the kabbalist Abraham,



カバリストのアブラハムがヘブライ語で Asch Mezareph を書いた。
possibly the compiler of the Sepher Jetzirah.
多分カバリストのアブラハムは「形成の書」の編集者である。
Now, this understanding was, for Flamel, an intuition deserved, or, rather, 
rendered possible, by the personal preparations of the adept.
二コラ フラメルが Asch Mezareph という書物を突然理解した事は、当然の
報いの直感によるものである、と言うよりはむしろ、金銭欲の禁欲という達
道者に成るための個人的な用意が可能にしたものである。
I believe I have spoken sufficiently.
エリファス レヴィはエリファス レヴィが十分に話したと信じる。
Divination is, therefore, an intuition,
予見は直感である。
and the key of this intuition is the universal and magical doctrine of 
analogies.
予見の鍵、直感の鍵は、類推可能性という普遍の魔術の考えである。
By means of these analogies, the magus interprets visions,
類推可能性によって、魔術師は夢といった予見したものを解釈する。
as did the patriarch Joseph in Egypt, according to Biblical history.
創世記 40章から 41章でエジプトで 24祖ヨセフが他人の夢を解釈した様に。
(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 analogies in the reflections of the astral light are as exact as the 
shades of colour in the solar spectrum,
星の光の反映からの類推は、太陽光の 7色のスペクトルの色合いと同じで、
正確である。
and can be calculated and explained with great exactitude.



大いなる正確さで星の光の反映からの類推を計算し説明する事ができる。
It is, however, indispensable to know the dreamer's degree of intellectual 
life,
しかし、夢を見た人の知的な人生の段階を知る事が絶対に必要である。
which, indeed, he will himself completely reveal by his own dreams in a 
manner that will profoundly astonish himself.
夢を見た人は夢の内容によって夢を見た人の知の段階を深く驚くくらい完全
に明らかにする。
Somnambulism, presentiments, and second sight are simply an 
accidental or induced disposition to dream in a voluntary or awakened 
sleep-
催眠、予感、予見は、偶然にまたは人為的に、意識が有る起きたままの眠り
の中で、夢を見る傾向である。
that is, to perceive the analogous reflections of the astral light,
催眠、予感、予見は、偶然にまたは人為的に、星の光の反映からの類推を知
覚する事である。
as we shall explain to demonstration in our Ritual, when providing the 
long-sought method of regularly producing and directing magnetic 
phenomena.
「高等魔術の祭儀」で催眠を適切にもたらし導く待望の方法を与えて催眠に
ついて話すつもりである。
As to divinatory instruments, they are simply a means of communication 
between diviner and consulter,
予言の手段としては予言者と相談者の交流が簡潔な手段である。
serving merely to fix the two wills upon the same sign.
予言者と相談者の交流は、予言者の意思と相談者の意思という2つの意思を
1 つの象徴に固定するのに役立つ。



Vague, complex, shifting figures help to focus the reflections of the astral 
fluid,
どうともとれる、複雑な、変化する形は星の流体の反映に集中する助けに成
る。
and it is thus that lucidity is procured by coffee-grouts, mists, the white of 
egg, &c.
杯の底に残ったコーヒーの模様、霧、卵白、などは、透明なもの、想像をも
たらす。
which evoke fatidic forms, existing only in the translucid- that is, in the 
imagination of the operators.
杯の底に残ったコーヒーの模様、霧、卵白、などは、予見者の透明なものの
中にだけ存在する、予見者の想像力の中にだけ存在する、予言の形をもたら
す。
Vision in water is worked by the dazzlement and tiring of the optic nerve,
視神経のくらみと疲労が映像を水の中にもたらす。
which then resigns its functions to the translucid,
視神経のくらみと疲労は見る機能を透明なものである想像力に任せる。
and produces a brain illusion in which the reflections of the astral light are
taken for real images.
視神経のくらみと疲労は、星の光の反映である、現実の映像に解釈できる、
幻を脳にもたらす。
Hence
上記の理由から、
nervous persons, of weak sight and lively imagination, are most fitted for 
this species of divination,
視力が弱く想像力が豊かである神経質な人が上記の様な占いに最も適してい
る。



which, indeed, is most successful when performed by children.
幼子が行う時に上記の様な占いは最も成功する。(幼子は上記の様な占いに適
している。)
Let us not here misinterpret the function which we attribute to 
imagination in divinatory arts.
予言のわざにおける想像力の機能を誤解しないようにしよう。
It is by imagination assuredly that we see,
想像力によって人は見る。
and this is the natural aspect of the miracle,
想像力によって人が見る事は奇跡の自然な姿である。
but
しかし、
we see true things,
想像力によって人は真実のものを見る。
and in this consists the marvellous aspect of the natural work.
想像力によって人が真実のものを見る事は自然のわざの不思議な姿である。
We appeal to the experience of all veritable adepts.
エリファス レヴィは全ての本物の達道者の経験を強調する。
The author of this book has tested all kinds of divination,
本書「高等魔術の教理」の著者エリファス レヴィは全ての種類の占いを試し
た。
and has invariably obtained results in proportion to the exactitude of his 
scientific operations and the good faith of his consulters.
エリファス レヴィは自然科学的な作業の厳しさと相談者の誠意に比例した結
果を常に手に入れた。
The Tarot, that miraculous work which inspired all the sacred books of 
antiquity,



タロットは、古代の全ての神聖な書物に霊感を与えた奇跡の作品である。
is, by reason of the analogical precision of its figures and numbers, the 
most perfect instrument of divination,
タロットは、絵と数の正確な類推の論理によって、占いの無上の完全な道具
に成る。
and can be employed with complete confidence.
タロットは、絵と数の正確な類推の論理によって、完全な確信を持って占い
に用いる事ができる。
Its oracles are always rigorously true, at least in a certain sense,
少なくとも、ある意味で、タロットの神託は常に厳密に真実である。
and even when it predicts nothing it reveals secret things
タロットを占いに用いない場合ですら、タロットは秘密を明らかにする。
and gives the most wise counsel to its consulters.
タロットは最も賢明な助言を相談者にもたらす。
Alliette, who, in the last century, from a hairdresser became a kabbalist,
18世紀のアリエットは理髪師からカバリストに成った。
and kabbalistically called himself Etteilla,
アリエットはエッティラとカバラ的に名乗った。
reading his name backwards after the manner of Hebrew, Alliette,
エッティラ、Etteilla はアリエット、Alliette をヘブライ語の様に逆に読んだ
ものである。
I say, after thirty years of meditation over the Tarot, came very near to 
recovering everything that is concealed in this extraordinary work;
エッティラは、タロットを 30年間研究して、タロットという驚くべき作品
に隠された全てのものの復活に近づいた。
however,
しかし、



he ended only by misplacing the keys,
エッティラはタロットという鍵を置き違えた。(エッテイラはタロットの絵と
数の対応を誤った。)
through want of their proper understanding,
エッティラはタロットを正確に理解していなかった。(例えば、エッティラは
タロットの 12ページ目の吊るされた男を片足立ちの男と誤解した。)
and inverted the order and character of the figures
エッティラはタロットの絵と数の対応を誤った。エッティラはタロットの特
徴を誤った。
without, at the same time, entirely destroying their analogies,
エッティラはタロットの類推可能性は完全に壊せなかった。
so
それほど、
great are the sympathy and correspondence which exist between them.
タロットの共鳴と対応は大いなるものである。
The writings of Etteilla, now very rare,
エッティラの書物は現在は非常に稀である。
are obscure,
エッティラの書物は曖昧である。
wearisome,
エッティラの書物は読むのに疲れる。
and in style barbarous;
エッティラの書物は洗練されていない。
they have not all been printed,
エッティラの書物は全てが印刷されたわけではない。
and some manuscripts of this father of modern cartomancers are in the 
hands of a Paris bookseller



エッティラは近代のタロット占い師の父である。あるパリの本屋がいくつか
のエッティラの手書きの原稿を持っている。
who has been good enough to shew them us.
あるパリの本屋はいくつかのエッティラの手書きの原稿をエリファス レヴィ
に見せてくれた。
Their most remarkable points are the obstinate opinions and 
incontestible good faith of the author,
エッティラの書物の注目すべき点は著者エッティラの固執した自説と議論の
余地が無い誠意である。
who all his life perceived the grandeur of the occult sciences,
エッティラは人生の全てで隠された学問の偉大さを理解していた。
but
しかし、
was destined to die at the gate of the sanctuary without ever penetrating 
behind the veil.
エッティラはヴェールの裏を見通す事無く聖所の入口で死んだ。
He had little esteem for Agrippa,
エッティラはコルネリウス アグリッパを少し尊敬していた。
made much of Jean Belot,
エッティラは Jean Belot を尊敬した。
and knew nothing of the philosophy of Paracelsus,
エッティラはパラケルススの哲学を知らなかった。
but
しかし、
he possessed a highly-trained intuition,
エッティラは高く鍛えられた直感を持っていた。
a volition most persevering,



エッティラは最も忍耐強い意思を持っていた。
though
しかし、
his fancy exceeded his judgment.
エッティラは思慮分別より気まぐれな思いつきの妄想が強かった。
His endowments were insufficient for a magus
エッティラは魔術師に成る資格が不十分であった。

and more than were needed for a skilful and accredited diviner of the 
vulgar order.
中略

Hence Etteilla had a fashionable success
エッティラのタロットは流行した。エッティラは成功した。

which a more accomplished magician would perhaps have been wrong to 
waive, but would certainly not have claimed.
中略



When uttering at the end of our Ritual a last word upon the Tarot, we shall 
show the complete method of reading and hence of consulting it, not only
on the probable chances of destiny, but also, and above all, upon the 
problems of philosophy and religion, concerning which it provides a 
solution which is invariably certain and also admirable in its precision, 
when explained in the hierarchic order of the analogy of the three worlds 
with the three colours and the four shades which compose the sacred 
septenary.
「高等魔術の祭儀」の 22章で、タロットについて最終的な言葉を話す時に、
タロットを完全に読み取る方法を話すつもりである。「高等魔術の祭儀」の
22章で、神の 7つ 1組を構成する 3つの色と 4つの色合いで、3つの世界の
類推可能性の位階を説明する時に、運命の可能性が高い機会だけではなく特
に哲学と宗教の問題について、タロットがもたらす常に確実な見事な正確さ
の解決を話すつもりである。
All this belongs to the positive practice of magic,
上記の全ては魔術の実践である。
and can only be summarily indicated and established theoretically in the 
present first part, which is concerned exclusively with the doctrine of 
transcendent magic, and the philosophical and religious key of the 
transcendent sciences, known, or rather not known, under the name of 
occult.
隠された学問という名前の下で知られている、というよりはむしろ、知られ
ていない超越的な知の哲学的な宗教的な鍵と、超越的な魔術の教理について



だけの本書では、魔術の実践の要約を示すだけにする。魔術の実践の理論を
確立するだけにする。
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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
LET us now sum up the entire science by its principles.
原理によって知の全てを要約しよう。
Analogy is the final word of science
類推可能性は知の究極の言葉である。
and the first word of faith.
類推可能性は信心の無上の言葉である。
Harmony consists in equilibrium,
調和はつり合いに存在する。一致はつり合いに存在する。
and equilibrium subsists by the analogy of contraries.
つり合いは正反対のものの類推可能性に存在する。
Absolute unity is the supreme and final reason of things.
絶対の統一性はものの無上の究極の論理である。



Now, this reason can neither be one person nor three persons;
絶対の統一性という論理は唯一の人格でもないし 3つの人格でもない。
it is a reason,
絶対の統一性は唯一の人格でもないし 3つの人格でもない事は論理である。
and reason eminently.
絶対の統一性は唯一の人格でもないし 3つの人格でもない事は大いに論理で
ある。
To create equilibrium, we must separate and unite-
つり合いを創造するには、分離と統一が必要である。
separate by the poles, unite by the centre.
つり合いを創造するには、両極による分離と中央による統一が必要である。
To reason upon faith is to destroy faith;
信心について推測する事は信心を壊す事である。
to create mysticism in philosophy is to assail reason.
哲学に神秘主義を創造する事は論理を非難する事である。哲学に神秘的な直
感によってのみ知る事ができるという神秘主義を創造する事は論理を非難す
る事である。
Reason and faith, by their nature, mutually exclude one another,
論理と信心は自然に相互にしりぞけ合う。
and they unite by analogy.
類推可能性は論理と信心を統一する。
Analogy is the sole possible mediator between the finite and infinite.
類推可能性は有限と無限を唯一仲介可能なものである。
Dogma is the ever ascending hypothesis of a presumable equation.
考えは仮定できるつり合いが常に向上していく仮定である。
For the ignorant,
無学な人にとっては、



it is the hypothesis which is the absolute affirmation,
類推可能性による論理と信心の統一は絶対の肯定である仮定である。
and the absolute affirmation which is hypothesis.
類推可能性による論理と信心の統一は仮定である絶対の肯定である。
Hypotheses are necessary in science,
知には仮定が必要である。
and he who seeks to realise them enlarges science without decreasing 
faith,
類推可能性による論理と信心の統一という仮定の理解を探求する者は、信心
を小さくする事無しに、知を大きくする。
for
なぜなら、
on the further side of faith is the infinite.
信心の向こう側は無限である。
We believe in what we do not know, but what reason leads us to admit.
人は、知らないが論理が認めさせるものを信じる。人は、知る事はできない
が論理が認めさせるものを信じる。
To define and circumscribe the object of faith is, therefore, to formulate 
the unknown.
信心のものを限定し定義する事は未知のものを定義する事である。
Professions of faith are formulations of the ignorance and aspirations of 
man.
信仰告白は人の無知と希望を明らかに話す事である。
The theorems of science are monuments of his conquests.
知の原理は人の勝利の記念碑である。知の原理は人が獲得したものの記念碑
である。



The man who denies God is not less fanatical than he who defines him 
with pretended infallibility.
神を否定する人は狂っている。神を誤り無く定義できると考える人が狂って
いる様に。
God is commonly defined by the enumeration of all that He is not.
神ではないものを全て数え上げる事によって人は神を定義する。
Man makes God by an analogy from the lesser to the greater,
小さなものから大きなものを類推する事によって人は神を創造する。
whence it results that
上記から、
the conception of God by man is ever that of an infinite man
人による神の概念は常に無限である人の概念である。人は神を人を無限に拡
大したものとして考える。
who makes man a finite God.
無限である人の概念は人を有限の神にする。神を人を無限に拡大したものと
して考える人は人を有限の神であると考える。
Man can realise that which he believes in the measure of that which he 
knows,
人は知というものさしによって信じているものを実現できる。
and by reason of that which he does not know,
人は知らないが論理が認めさせるものによって信じているものを実現できる。
人は知る事はできないが論理が認めさせるものによって信じているものを実
現できる。
and he can accomplish all that he wills in the measure of that which he 
believes
人は信心というものさしによって意思する全てのものを行う事ができる。
and by reason of that which he knows.



人は知っている論理によって意思する全てのものを行う事ができる。
The analogy of contraries is the connection of light and shade,
正反対のものの類推可能性とは光と影のつながりである。
of height and hollow,
正反対のものの類推可能性とは上のものと下のもののつながりである。
of plenum and void.
正反対のものの類推可能性とは空間と充満のつながりである。
Allegory, the mother of all dogmas,
例えは全ての考えの母である。
is the substitution of impressions for seals,
例えは封印の代わりに印象をもたらす。
of shadows for realities.
例えは現実の代わりに映像をもたらす。
It is the fable of truth and the truth of fable.
真実の例え話。例え話の真実。
One does not invent a dogma,
魔術師は考えを発明したわけではない。魔術師は神の教えを発明したわけで
はない。
one veils a truth,
魔術師は真理に例えというヴェールをかけた。魔術師は真実に例えという
ヴェールをかけた。
and a shade for weak eyes is produced.
弱い目のために例えという影がもたらされている。
The initiator is not an impostor,
祖は例えでだましているわけではない。
he is a revealer,
祖は例えで明らかにした。



that is, following the meaning of the Latin word revelare, a man who veils 
afresh.
ラテン語 re-velare は「ヴェールを外して明らかにする。」を意味する。re-
には「再び」という意味も有る。ラテン語 velare は「ヴェールで覆い隠
す。」を意味する。ラテン語 re-velare は「再びヴェールで覆い隠す。」と
いう意味に解釈できる。祖は再び例えというヴェールで覆い隠した。
He is the creator of a new shade.
祖は例えという新しい影を創造した。
Analogy is the key of all secrets of nature
類推可能性は自然の全ての秘密の鍵である。
and the sole fundamental reason of all revelations.
類推可能性は全ての啓示の唯一の基礎の論理である。
This is why
類推可能性という理由から、類似という理由から、
religions seem to be written in the heavens
神の教えは天に記されている。
and in all nature;
神の教えは自然の全てに記されている。
this is just as it should be,
神の教えは自然の全てに記されているはずである。
for
なぜなら、
the work of God is the book of God,
神の作品は神の書物である。
and in what He writes should be discerned the expression of His thought,
神が書いたものの中に神の思考の表れが見つかるはずである。神の作品の中
に神の思考の表れが見つかるはずである。



and consequently of His being,
結果として、神が書いたものの中に神の存在の表れが見つかるはずである。
結果として、神の作品の中に神の存在の表れが見つかるはずである。
since
だから、
we conceive Him only as the supreme thought.
人は神を無上の思考として理解する。
Dupuis and Volney saw only a plagiarism in this splendid analogy,
デュピュイとヴォルネイは自然という光輝く類推可能性の中に盗用の様なも
のだけを見た。
which should have led them to acknowledge the catholicity,
類推可能性は普遍性に導く。類推可能性はデュピュイとヴォルネイを普遍性
に導いたかもしれなかった。
that is, the universality of the primeval, one, magical, kabbalistic, and 
immutable doctrine of revelation by analogy.
普遍性は類推可能性によって啓示される古代の唯一の魔術とカバラの不変の
考えの普遍性である。
Analogy yields all the forces of nature to the magus;
類推可能性は自然の全ての力を魔術師に与える。
analogy is the quintessence of the philosophical stone,
類推可能性は賢者の石の第5元素である。
the secret of perpetual motion,
類推可能性は永久機関の秘密である。
the quadrature of the circle,
類推可能性は円積問題の解決である。
the temple resting on the two pillars JAKIN and BOHAS,
類推可能性はボアズとヤキンという2つの柱の上に休んでいる神殿である。



the key of the great arcanum,
類推可能性は大いなる秘密の鍵である。
the root of the tree of life,
類推可能性は命の木の根である。
the science of good and evil.
類推可能性は善と悪の知である。
To find the exact scale of analogies in things appreciable by science is to 
fix the bases of faith
知によって見えるものの中に類推可能性という正確なものさしを見つける事
は、信心の基礎を固定する事である。
and thus become possessed of the rod of miracles.
知によって見えるものの中に類推可能性を見つけて信心の基礎を固定した人
は、奇跡を起こす杖を持つ様に成る。
Now, there is a principle and rigorous formula, which is the great 
arcanum.
原理と正確な言葉が存在する。原理と正確な言葉とは大いなる秘密である。
Let the wise man seek it not,
賢者は大いなる秘密を探さない。
since
なぜなら、
he has already found it;
賢者はすでに大いなる秘密を見つけている。
let the profane seek for ever,
大衆は大いなる秘密を永遠に探す。
and they will never find it.
大衆は大いなる秘密を見つけられないであろう。



Metallic transmutation takes place spiritually and materially by the 
positive key of analogies.
精神的な錬金と物質的な錬金は類推可能性の実際的な鍵によって行われる。
Occult medicine is simply the exercise of the will applied to the very 
source of life,
隠された薬は命の源泉に応用された意思である。
to that astral light
隠された薬は星の光に応用された意思である。
the existence of which is a fact,
星の光の存在は事実である。
which has a movement conformed to calculation having the great magical
arcanum for their ascending and descending scale.
星の光は大いなる魔術の秘密の上昇と下降のものさしである類推可能性に
従って動く。
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。)
Fundamentally, the figure is analogous to the cherub of Jekeskiel, of 
which a representation is here given,
基本的に人、ワシ、牛、ライオンはエゼキエルの智天使ケルブに似ている。
and to the Indian symbol of Addhanari,
人、ワシ、牛、ライオンはインドの象徴 adda nari、Addhanari に似ている。
which again is analogous to the ado-nai of Jekeskiel, who is vulgarly 
called Ezekiel.
adda nari、Addhanari はエゼキエルのアドナイの象徴に似ている。(アドナ
イは主を意味する。アドナイは主である神を意味する。)
The comprehension of this figure is the key of all the occult sciences.
タロットの 22ページ目の絵の理解は全ての隠された知の鍵である。
Readers of my book must already understand it philosophically if they are 
at all familiar with the symbolism of the Kabbalah.
本書の読者は、カバラの象徴を知っていれば、タロットの 22ページ目を哲
学的に理解したはずである。
It remains for us now to realise what is the second and more important 
operation of the great work.
大いなる務め、大作業の第2のより重要な作業を理解する。
It is something undoubtedly to find the philosophical stone,
大いなる務め、大作業の第 1 の作業は、疑い無く、賢者の石を見つける事で
ある。
but
しかし、
how is it to be ground into the powder of projection?



どのようにして賢者の石を錬金のための粉にするのか？
What are the uses of the magical rod?
魔術の杖はどのように用いるのか？
What is the real power of the divine names in the Kabbalah?
カバラの神の名前の実際の力は何か？
The initiates know,
秘伝伝授者は知っている。
and those who are deserving of initiation will know in turn if they discover
the great arcanum by means of the very numerous and precise indications
which we have given them.
エリファス レヴィが正確に示した多数のものによって、もし大いなる秘密を
見つければ、秘伝伝授にふさわしい人は知るであろう。
Why are these simple and pure truths for ever and of necessity concealed?
なぜ簡潔な純粋な真理を永遠に隠す必要が有るのか？
Because
なぜなら、
the elect of the understanding are always few on earth,
理解力を持っている神に選ばれた民は地上では常に少数である。
and are encompassed by the foolish and wicked
理解力を持っている神に選ばれた民は愚者と邪悪な者に囲まれている。
like Daniel in the den of lions.
ダニエル書 6章のライオンの穴の中の預言者ダニエルの様に。
Moreover,
さらに、
analogy instructs us in the laws of the hierarchy,
類推可能性は位階の法を教える。
and absolute science, being an omnipotence,



絶対の知は全能である。
must be the exclusive possession of the most worthy.
絶対の知は最もふさわしい者だけが持つ必要が有る。
The confusion of the hierarchy is the actual destruction of societies,
位階の混乱は社会を実際に破壊した。
for then the blind become leaders of the blind, according to the word of 
the Master.
マタイによる福音 15章 14節で主イエスは「もし盲人が盲人を導けば、盲人
は諸共に穴に堕ちるであろう。」と話している。
Give back initiation to priests and kings
王者と祭司への秘伝伝授を復活させる事。
and order will come forth anew.
位階の秩序を再びもたらす事。
So, in my appeal to the most worthy,
上記を、エリファス レヴィは秘伝伝授に最もふさわしい人に求める。
and in exposing myself to all the dangers and anathemas which threaten 
revealers,
エリファス レヴィは全ての危険と啓示者を脅す呪いにさらされている。
I believe myself to have done a great and useful thing, directing the breath
of God living in humanity upon the social chaos,
エリファス レヴィは人性の中に生きている神の息を社会の混沌に導くのに大
いに役に立つ事を行ったと信じている。
and creating priests and kings for the world to come.
エリファス レヴィは世界の未来のために王者と祭司を創造するのに役に立つ
事を行ったと信じている。
A thing is not just because God wills it, but God wills it because it is just, 
said the angel of the schools.



学派の天使トマス アクィナスは「神が望んだから正しいのではなく正しいか
ら神は望むのである。」と話している。
It is as if he said: The absolute is reason.
トマス アクィナスは「神が望んだから正しいのではなく正しいから神は望む
のである。」と話して「神は論理的である。」と話しているかの様である。
Reason is self-existent;
論理は自立して存在している。
it is because it is, and not because we suppose it;
論理は私が思考するから存在するのではなく、論理は存在するから存在する。
(デカルトは「私は思考する。だから、私は存在する。」と話している。)
it is or nothing is;
論理が存在するか何も存在しないかのどちらかである。
could you wish anything to exist without reason?
あなたは何ものかが論理無しで存在する事を望むであろうか？
Madness itself does not occur without it.
狂気自体が論理無しでは存在しない。
Reason is necessity,
論理は必然である。
is law,
論理は法である。
is the rule of all liberty
論理は全ての自由の法である。
and the direction of all initiative.
論理は全ての先導する自発性を導くものである。
If God exists, it is by reason.
もし神が存在するのであれば、神は論理によって存在する。神は論理的に存
在する。



The conception of an absolute God outside or independent of reason is 
the idol of black magic
論理とは無関係の絶対的な神が存在するという概念は黒魔術の偶像である。
論理とは無関係の絶対的な神が存在するという概念は誤っている。
and the phantom of the fiend.
論理とは無関係の絶対的な神が存在するという概念は悪人の霊の幻である。
悪人の霊は論理とは無関係の絶対的な神が存在すると誤解している。
The demon is death masquerading in the cast-off garments of life,
悪魔は命という衣を脱ぎ捨てた見せかけの虚構の死である。(悪魔は存在しな
い。悪人の霊は存在する。)
the spectre of Hirrenkesept throned upon the rubbish of ruined 
civilisations,
悪魔は堕落した文明の残骸の王座に座った Hirrenkesept の幻である。(悪魔
は存在しない。悪人の霊は存在する。)
and concealing a loathsome nakedness by the rejected salvage of the 
incarnations of Vishnu.
悪魔は人に成った神ヴィシュヌの救いを拒絶して憎むべき裸を隠す。(悪魔は
存在しない。悪人の霊は存在する。)
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