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瞑想哲学とは、よく構成された精神の、体からの、自発的な引き離しである。それによってアニムスが真理に
ついて認識することがより容易になる。
また、真に瞑想するためには体の良い態勢が求められる。それは精神を妨害しないような態勢である。
これは二つの仕方で獲得されうる。すなわち自然的な仕方と術的な仕方である。自然的な態勢は術によって助
けられうる。そしてまた、自然によってそれが否定されているような部分であっても、術によって獲得されう
る。とりわけ、理性の使用によって、究極的には節度ある生活態度によって、錬金術的医薬̶̶その一つあるい
は同時に全部̶̶の利用によって獲得されうる。
精神がよく構成されていると言われるのは、体の欲望と心の情動を制御できるような絆によってアニムスがア
ニマと結ばれている時である。
体の態勢が良いというのは、様々な堕落の悪徳の作用を受けない時である。体の構成部分が、自然によってあ
るいは人為によって、正しい割合を獲得していればいるほど良い。なぜならその時、体はそれ自身に属するもの
を追求することが少なくなり、精神に対してより従順になるからである。
体が欲するものは全て堕落している。実際、体は、アニマの諸能力によらずしては何も欲することができな
い。アニマがその動力である。しかし、アニマがそれ自身の原初の自然から堕落していなかったとすれば、善あ
るいは悪の概念なしに、ただ活動するのみであったろう。だがかつてその中に悪が入り込んだため、アニマは
体を通じて悪を実行しようと試みる。アニムスがそれに抵抗する。アニムスは、善より他に何も勧めないので
ある。
それゆえアニマは善と悪の中間に位置している。アニマに善の選択ができるのは自分自身によってではなく、
一旦失い、その後取り戻した善によってである。そして、悪の選択は自分自身によって、あるいは悪によってで
きる。これは善が許容しているからであって、それ以外ではない。体に引かれたアニマが、ひたすら善のみを目
指すアニムスに反してなすところの、連続的かつ執拗な抵抗のために、このような悪がなされるのである。
私の考えるところでは、このことをよりよく理解するために、ここで、なぜ人間が三つの部分から構成される
と我々が主張するかということを述べておくのが良かろう。
アニマと霊という言葉が無差別に用いられることは確かである。我々自身は、それらの間に、偶有的なものに
ついてより他には、何ら区別をしない。アニマが主の霊の牽引に従い、自己否定の行為によってそれに休らう
時、我々はそれをアニムスと呼ぶ。また、それがつながっている神の霊にちなんで霊とも呼ぶ。反対に、もし、
その救済の証言の印をつける聖霊に抵抗し、自分だけを大切にして、霊との互いのつながりを失うならば、
我々はそれをただアニマとのみ呼ぶ。
この著作が誤解され、誰かから不信心の罪を着せられるのは不本意である。我々にそんなつもりは全くない。
実際、我々は全力でそれに抗するように努力しているのである。
さて、我々にとってアニムスは永遠の生命の空気孔である。そしてアニマはアニムスないし霊の器官であ
る̶̶ちょうどアニマが体の器官であるように。
アニマは自然的合一を通じて体の命となる̶̶ちょうど霊が、超自然的合一を通じてもたらされるアニマの命
であるように。それゆえ、もしアニマが、承認あるいは同意によって、体より霊の方につながっているなら、そ
の時、精神が立ち上がる。かつて神の像にかたどって創造され、今や再生した内なる人が、永遠の命の空気孔
を通って立ち上がるのである。
他方、もしアニマが霊よりも自分の体に従いつつ執着するなら、外なる人が捨てられ、アニマは自然に反す
る、外なる闇の深淵に落ちる。
アニムスは三つのことを喜ぶ。理性、知性、そして記憶である。
理性は思弁の像を知性に示す。知性は、この像を保存するために、秘密の記憶に提示する。
原初の理性は永遠の精神の、永続的かつ不可侵の秩序である。人間はそこに、神の原初の賜物によって参与さ
せられている。それと同時に、知性そしてまた記憶にも参与させられている。その記憶はこの二つの保存箱だと
言われうる。
アニマの方は、いわば原初的な能力からなっている。すなわち、情動と感覚である。
情動は自然的であるか、あるいは偶有性によってもたらされる。
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感覚は、聴覚的な、味覚的な、視覚的な、嗅覚的な、触覚的なものの、それに固有な器官による知覚である。
われわれは、それによって感覚がアニマに知覚されるところの肢体をそれぞれの感覚器官と呼ぶ。感覚の知覚は
過去の知識を、現在の事物の表象を通じて、記憶に呼び起こす。
野生動物もこれを人間と共有している。なぜなら、野生動物は現在のものが提示されている限りにおいての
み、その同じことを感覚によって反芻するからである。しかしその他に極度に優れた記憶の根がある。それはい
かなる中間的表象によってでもなく、決して怠惰にならない霊の不断の活動によってのみ語られた記憶を培い、
それを永続的に生き生きとさせる。この記憶の連続は、理性の育成を促進し、人間にのみ起こる。
であるから、感覚は動物と共通であるが、理性は知的なものに固有である。野生動物は現在の感覚を通じてし
か理解しない。理性的動物は、知性によって動かされる理性、そしてまた感覚を通じてこれをする。後者は目的
あるいは手段となる。
たしかに、理性的なものの中ではアニムスと体は両極的かつ相反的な対立物である。それらは、敵対する両者
のどちらにも参与しているアニマの媒介なくしては決して結合されえない。
しかし両極の一方は完全で他方は不完全であるから、運動が完全な側で起こるなら、媒介を通じて必然的に不
完全なものの完成へと移行するであろう。そして逆も同様である。
この理由により神は万物を三に分けて創造した。それは三つのものが一つにまとまるためである。すなわち神
は和平と合一と調和の創造者なのである。それは少なくとも二つのものの対立なしには達成されない。それゆ
え二は常に敵対的であり、第三のものを通じて一にまとまり、一を通じて友好的になるのである。
さて、アニムスは万人に平等であるが、万人によって等しく受け入れられるのではない。そして精神は万人に
平等でも等しくもない。実際、アニムスと結合したアニマを持つ人の数はきわめて少ない。多少とも精神に関心
を持つ人の数は多い。しかし大多数の人々はアニマの中で体を培い、あるいは体の中でアニマを培って、アニム
スを認識せず、その忠告に気づかない。このような人々の中に精神は無い。そして、理性と知恵ではなく、狂気
が彼らの運命である。それゆえ、精神が良く受容されているのは、アニムスとアニマが同時に到来し、これらの
三つのものから調和的かつ不可分の一が形成されるほどしっかりと体に受容されている時である。しかしこの
友情は分割を通じてより他のいかなる仕方でも生成しえない。分割がなければ合一は決して達成されない。す
なわち、その固有の本性により一者は単独である。そして、もしそれが単独にとどまるなら、他のものと結合す
ることも、一つになることも不可能であろう。とはいえ、もし、それが何か他のものと合一されるべきである
ならば、その他のものは、この一から、あるいはこの一によって分割されているのでなければならない、という
のも、この一者以外には何も存在しないからである。そして、一の諸部分は、一者からその象徴的な意味を引き
出す。あるいは一者と共感を持ち、一者において容易に一つにまとまる。類似性の間隔によって一からはっきり
と離れていればいるほど、そうなりにくい。
こういうわけで、体からの精神の引き離しが必要なのである。それは各々の住居の合一がなされるためであ
る。合一は両方の部分の完全性を要求するので、完全な極から（先述のように）媒介を通じて、不完全な極へ
と移行がなされねばならない。それはこれを完全にするためである。精神の体からのこの種の引き離しを通じ
て̶̶これを自発的な死と呼ぶ人々もいるのだが̶̶今や結びついたアニマとアニムスは、その体の中での権
能と支配を獲得する。アニムス単独では、この権能をそれほど自由に持ってはいなかった。それによって超自然
的移行がなされるべき媒介が乗り気ではなかったゆえである。なぜなら敵対しているものは、不和の部分からの
中立的撤退と、双方の和解の部分のとの参与なくしては、一つに集まらないからである。
これによって、星々の態勢が物事に影響すると教える天文学は揺らぐ。というのも、星々は人間の精神̶̶そ
のためにそれらは作られたのだが̶̶に対していかなる権能も持っていない。人間は彼らよりはるかに高貴で、
重要な被造物であるからだ。より卑しいものが、より高貴なものに作用しようと試みたとしても、できはしな
いだろう。
しかしながら、人間の体がアニマを打ち負かし、それを堕落した体に隷属させたとすれば、私はそのことを否
定しない。なぜなら、その時には、星々の体の方が人間の体より高貴になり、星々は人間の中に流入を通じて
その作用を刻印できるからである。要するに、賢者の精神は星々を支配するが、愚者のそれは全く違って、よ
り劣ったものに、さらにはあらゆる苦境に従属する。精神に到達した賢者はそれを涵養する。反対に愚者は、
アニマの中で体を、あるいは体の中でアニマを愛し、アニムスを無視する。神が言われるように、「自分のアニ
マを愛する者は（体の中でと解する）、それを失い、自分のアニマを憎む者は（上に同じ）それを保って永遠
の命に至る。
人が自分の体の悪しき全ての欲望を実行するとき、彼は体の中でアニマを愛すると言われる。他方、虚しい想
像的な思惟を楽しむ者は、アニマの中で体を愛するとされる。
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これに対し、体の有害な欲望を抑制する人は体の中のアニマを憎み、また自分の虚しい想像をただちに駆逐し
根絶する人は、アニマの中の体を憎むのである。
これが第一の合一、すなわちアニマの霊との合一、精神をもたらす合一への道である。この精神を霊と呼んで
も、アニマと呼んでも詰まる所は同じである。一つの呼び名が他方を排除することはない。すでに合一がなされ
ているからである。
だが、しっかり心に留めておくべきは、いかなる合一も不可分でなければ完全ではないということである。す
ぐに効果をもたらさないからという理由で合一の始まりが排斥されてはならない。とはいえ、精神が依然として
多少とも不完全と呼ばれることを妨げるものではない。
本当に完全な精神に到達した人はごくわずかである。その始まりにいる人は多い。もっとも多いのは全く無縁
な人である。
さて、体の良い態勢もまた真の観想にとって̶̶同じくらい必要とまでは言わないとしても̶̶極めて有用で
ある。体は疑いもなくその堕落した本性̶̶これにより全体が病気にされているのだが̶̶によって、アニマを
もっとも引き下げ、妨害しており、その分、霊の作用が知覚されることを妨げている。
ある人々は、本性からして、他の人々より、このような分離を通過するのに適している。明らかに、このよう
な人々にあっては、その固有の組成の中の自然的堕落の他には、全くあるいは最小にしか、それ以上の堕落が
加えられていないのである。
適性のより少ない人たちは、原初の、および追加された堕落の他に、軽薄さ、ひどく自堕落な生活によって理
性の働きを妨害している。世俗的な気遣いに振り回されている者たちと同様、彼らは世俗の外にある永遠的な事
柄は無視し、自然が必要に応じてのみ与えるものを過剰に利用している。さて、何かが何かの増大によって妨げ
られているのなら、これを助けるにはそのものの除去によるしかない。
さてこの点で、錬金術による幾つかの薬は他の薬よりはるかに優れている。これらは、それ自身の体から引き
離されても、それ自身の体の中で自然に由来して持つ̶̶さらにその能動的部分を取り外した後も保持してい
る̶̶作用力を通じて、異なる体の中でも、同じ目的を達することができる̶̶それも、その自然的な自分の
体の中で遂行できるよりはるかに良く。
自然の中に見出され、形相と質料を持つものは何であれ、それ自身の種において最大限に完成されることを欲
する。この生得的欲望は、万物の完成の最強の原因である。自然はまた自分と似たものとの結合を喜び、また
それを愛するので、精神が優勢になると、自分と似た不朽の医薬に助けられて体の態勢を整え、体は同じ性質
へと落ち込むことを強いられる。
それはちょうど、方向は反対だが、かつて体が優勢だった時、アニマが、自分自身と類似した堕落によって強
化された体に従うことを強いられていたのと同じである。
これを不条理と思う人がいるかもしれないので、一言付け加えておきたい。栄養物は何であれ、血液の中で、
体質的にそれ自身と同じ本性の栄養に変化させられるのである。その例は、獰猛な動物の肉を絶えず食べてい
る人に示されている。そういう人は極めて獰猛になるのである。自然は栄養物の中の精妙なもの以外は取り込
まない。粗雑なもの、価値のないものは分離され、排泄物の中で破棄される。残っている余剰な栄養物は何で
あれ、汗の形で孔から、屁を通じて、鼻から、また涙として排出される。
これがパラケルススをして次のように言わしめたのである̶̶何であれ人間の体の肢体は胃を持っていて、そ
こで栄養物が煮られ、そしてその中で必要なものから余分なものが分離される、と。しかし、もし何らかの部
分の不具によって、そのような余剰が快適に排除されえなかったとすれば、その余剰は、悪しき消化のために、
その場所で肉か骨を、自然の慣いに反して培い、肥大させ、あるいは歪めて、腫瘍かあるいは瘤とする。
他方、錬金術的医薬では、粗雑なもの、あるいは余分なものが全く残らない。そのために、体のどの部分であ
っても、医薬の全体を取り入れ、分離なしに、それ自身と類似した本性に変わる。
医薬の方は、それ自身が持つのと類似した、すなわち堕落と余剰なものを全く持たない̶̶というのもその全
ては不朽の本性のものだから̶̶特性を〔体に〕刻印する。のみならずある不朽の本性があり、それは長寿の
自然的バルサムであって、どの体にも生来的に内在している。それは錬金術的医薬と似た本性を持っていて、こ
れによって、それ〔体〕らの自然的な熱と体液すなわち根源的な熱と体液が、可能な限り、守られる。
これが不足すると、体全体が癩病になる。外的なもののを加えてバルサムを強化しても、体はすでにバルサム
の不足のために堕落しているので、〔持ち込まれたバルサムは〕排泄物の中に放出される。
それゆえ錬金術的医薬は卑俗な、従来使われてきた医薬とは異なっている。後者〔従来の医薬〕は、その体お
よび堕落と一緒に胃の中に運ばれ、すべての食物と同様に煮られ、分離され、その際、極度の嫌悪と嘔吐を伴
わざるをえない。前者〔錬金術的医薬〕は、実に、他のあらゆる煮沸および分離に先立って、その場で、自然的
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な根源的湿気、熱、およびバルサムに変わる。物理的な体の中の最も強力な三つの部分が、自分自身に似たも
のによって、栄養補給され、更新されるのである。
そういうわけで、日常の飲み物および食べ物はそれらの体と共に消費される。なぜなら、それらは本性におい
て、医薬にではなく、元素の栄養に属しているのだから。
全ての元素は自分に似た元素によって維持される。しかし、エーテル的物質によって、全ては一つに集まり、
そのバランスが維持される。我々は、我々のバルサム、およびそれと同種のものを、できる限りこれに類似し
たものにする。
人体には、エーテルと似たある種の物質があり、それが体の中の残りの元素的部分を保存し、存続させてい
る。自らのアニマと結びつけられ、粗雑で不純な体から分離された錬金術的医薬の霊は、アニマを通じて浄化さ
れた体と再び合一し、精神的な、さらに霊的な、すなわち生命付与的な部分を栄養補給し、更新して、それ自身
に似た物質とし、物質的な体を̶̶堕落はしているものの̶̶正して、あらゆる〔それ以上の〕堕落から守る。
我々は我々の錬金術的医薬が体的であることを否定しない。しかし、錬金術的医師の言う、「固体が揮発性
に、そして揮発性のものが固体的になる」時に、それが霊的にされると主張する。実際、物質的な体は、錬金
術的な体より以上にすぐれた体によって治療されることはできない。また人間的な精神は錬金術的および瞑想
的態勢によるより以上に良く構成されることはできない。とはいえ、それは神的恩寵の賜の後のことである。
以上のすべてから我々は、瞑想哲学は精神的合一による体の克服からなる、と結論する。しかしこの最初の合
一は、いまだ賢者を作らない。智恵の精神的な弟子を作るだけである。まさに精神の体との第二の合一が賢者
を作り出す。これが、原初の単一性との完全で至福に満ちた合一を願い、期待する知者を現れさせる。
全能の神はそうなされた̶̶全てがそのようになるように、そしてご自身は全てにおいて一であるように。
これはまた精神がどこに求められるべきかをおしえてくれる。精神もまた、信仰と同様に̶̶そしてすべての
徳〔効力〕がそうであるように̶̶神の無償の賜物だからである。
だからといって、これらを得るために何らの労働も必要ないということにはならない。というのも、神は怠惰
でだらしない人々を顧みないからである。反対に、彼らの祈りを冒涜に等しいとして退けたまうのである。耕し
も種まきもしようとせず、神にパンを乞うのは確かに大いなる狂気である。それを得るための勤勉を全く適用す
ることなく精神を望み、期待することも、それに劣らぬ狂気である。最大の狂気は、前もって神の好意を乞う
ことなしに、労働だけでこれを獲得できると考えるほどに無知であることだ。神は、勤勉なる者たちが健全な
るものを願い求める時、彼らをその祝福で満たす。そして怠慢な者は、たとえ願い求めたとしても無視するので
ある。
人が口だけでなく、心で、そして情動とともにそれを求めるとき、本当に願い求めると言われる。それゆえ、
瞑想哲学の第一段階に進む前に、弟子たちに勧告すべきだと私は思った̶̶神の助けを願い求めること、次い
で、最大の細心をもって、そのような恩寵を受けいれるべく自分自身の態勢を整えるように、と。
この態勢について、ここで詳しく述べておこう。恩寵は上から、光の与え手、至善至高なる神から求められる
べきである。術によって整えられた態勢の最強の部分は三つである。すなわち、それぞれ錬金術的、道徳的、瞑
想的部分である。この論文では、あらゆる箇所で、この三重の仕方で進むことが必要である。知恵の息子たち
のために隠されてきたこの宝庫を、悪しき生活を送ってきた人間が所有することはありえない。また狂気の人間
が、それを探求すること、ましてや発見することに適しているということもありえない。
さらに、人間の体内には、ある種の天上的な本性の実体が隠れている。それはほとんど知られておらず、内面
にいかなる医薬も必要とせず、それ自身が不朽の医薬である。
それは体の堕落によって覆い隠され、妨げられており、その分、作用を行使できなくなっている。哲学者たち
はある種の神的な霊感によって、この徳〔効力〕と天上的な活力とをその枷から解放できるということを知っ
た。それも異教徒が教えるように、反対物によってではなく、それに類似したものによってである。この物質と
似たものは人間の内部にもその外部にも見出され、似たものは似たものによって強化される̶̶すなわち戦い
によるより、和平によって強化され、反対のものは反対のものによって排斥される̶̶賢者たちはそう結論した
のである。
それゆえ、体の態勢を人為的に改善するために、我々は錬金術的医薬を用いる。その治療によって、その堕落
を自然的消化を通じて、すなわち排除によって制限しようとする。これは自然が自らに固有の仕方で、しかも強
化された仕方で行うのである。これが我々の錬金術による物質的な体の準備である。これによって、我々は堕
落による妨げなしに、より容易に分離に到達する。このようにして注意深い読者は、最初は瞑想哲学から、つい
で錬金術を通じて、真のそして達人の知恵へと、もっとも安全に移行することができる、と結論するだろう。
いまや、自発的な分割に進もう。。身体の準備が完成すると、それは容易に残りの部分から分離される、とい
うのも、アニマにより、身体的必要を超えて何が欲せられるとしても、それはアニムスないし霊の説得により否
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定されるだろうからである。この分離から、第一の合一が結果する。すなわち、道徳哲学の絶えざる研究によ
る、霊とアニマとの合一である。
これらのことを研究者たちに示さねばならなかったのは、彼らに次のことを理解させるためであった。すなわ
ち、いかなる理由で私たちが、錬金術的、物理的、瞑想的なものの中に道徳的なものを混入したのか、そし
て、個々の事項をそれに対応するそれぞれのことどもと比較せねばならないのか〔を理解させるためだっ
た〕。それは、迷宮にはまり込んだ読者に、把握すべき事柄の入口が阻まれているなどと告げることにならな
いようにである。ともあれ、瞑想哲学の第一段階へと我々を招くのはアニムスである。アニムスが瞑想の研究
に従事するのである。瞑想的研究は、真なるものの勤勉な探求、世俗のものすべての可能な限り最大の忘却で
ある。神の言葉にあるように、「だから、『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思
い悩むな。あなたがたの天の父は、これらのものがみなあなたがたに必要なことをご存じである。 神の言葉の
意図にのみ従いなさい、そうすれば、これらのものはみな加えて与えられる。」それゆえ、真に瞑想するため
には、我々にとって必要なものでも投げ捨て、アニムスから完全に追い出すべきであるならば、良い種を窒息さ
せるような世俗の気遣いや虚栄の余剰な観照についてはなおさらのことである。瞑想に際してそうしたものが浮
かび上がるたびに、主の言葉̶̶彼がこうしたことにおいて我々に教えた最も効果的な言葉̶̶によって追い払
うべきである。「立ち去れサタンよ。私はお前と共にすることは何もない。私は自らの全てが神のものである
ことを望む。私は自らを神に捧げている。」と。
しかし、この業によって得られるものは、何が真であり、何が必要であるかを理解するということであろう。
真なるものとは、何も欠けておらず、なにものもそれに付け加えることができず、ましてや害することができな
いものである。これのみが神の言葉であり、そこに我々の瞑想は集中すべきである̶̶もし天と地の中にあっ
て、我々にとって有用かつ許されているすべての秘密を理解したいと望むならば。必要なものとは、食べ物とか
着るものがそうであるように、我々が欠くことのできないものである。余剰なものとは、必要でないものであ
る。世俗的なものとは、体の欲望を通じて我々を刺激するものを除いて、悪魔によって示唆され、良い麦の中の
毒麦として植え付けられたものの全てである。悪魔はそれによって我々を神の言葉の真理から引き離し、我々が
そこに執着しないようにする。しかし真理は最高の徳〔効力〕である。難攻不落の城砦、ごくわずかな友軍が
いるだけで、無数の敵に囲まれており、多かれ少なかれほとんど世界全体が憎悪をもってそれを攻撃している。
しかしそれは究極的には難攻不落である、というのも、それは唯一にして無垢なる子羊によって守られているか
らである。それは、その中に保護区を求める者には、疑いのない、そして確実な保証であり、常に最も安全な
避難所である。この城塞は、あの真実で確実な宝箱を含んでいる。虫に食われることもなく、泥棒が押し入る
こともなく、永遠に保存される。それは、君が死んだ後も持っていくことができる。その時には、他の全世界
の権勢も富も無に帰するだろう。それらは全て無から創られているのだから。しかしそれらは卑俗な人々にとっ
て最高に貴重なものだ。というのも、動物的人間は、滅びのために自分の前に置かれたものと、救済を意図し
ているものとを区別できないからである。
そして、真理は永続的な宝物庫である。この世にとっては最も安っぽく、大多数はこれを嘲弄するが、しかし
憎まれはしない。だが、賢者には、宝石や黄金よりも愛おしいものである。万人の恋人、万人から敵として拒
否される。あらゆる場所で見つけることができるが、ごく少数の人にしか、否、ほとんど誰にも見出されず、街
路で万人に向かって叫んでいる。「すべての探求する者たちよ、私のもとに来れ、そうすれば私は君たちを真な
る道に導くだろう」と。これは、真の哲学者たちにかくも賞賛されたあのものである。それはすべてに打ち勝
ち、何ものにも打ち負かされない。すべての固く、強固な体と心に浸透し、さらにすべての柔らかいものを固く
し、またすべての硬いものに対する抵抗を強化する。我らすべてに自らを現すが、我々はそれを見ない。それが
声高に呼ばわっているのに。私は真理の道である。私を通って移行せよ。なぜなら他には生への移行はないから
だ。だが我々はそれを聞こうとしない。それは甘い香りを放つが、我々はそれを知覚しない。それは毎日、気
前よく、我々に供儀の食物として自らを提供する。しかし我々はそれを食べようとしない。それは愛想よく
我々を引き寄せる。しかし我々はその魅力に抗し、感じようとしない。そして傍を通りすぎる。
それは我々が石のように作られているからだ。目を持ちながら見ることをせず、耳を持ちながら、聞こうとし
ない。鼻を持ちながら、嗅ごうとせず、口と舌を備えていても味わおうとも、話そうともしない。手と足を備え
ていても、操作することも歩くこともしない。おお、惨めな人間種族よ。なぜなら、君たちは石より以上に優
れていない。実際、石よりはるかに劣っている。石はそうでないのに、君らの行動には理性が与えられているの
だから。
「変成されよ（と真理は言う）̶̶死せる石から生ける哲学的な石へと。私は医薬、もはやそうではないもの
を、堕落の前にそうであったものへと回復し、変成させる。さらに、そうでないものを、そうであるべきもの
に回復し、変成させる。見よ、私は君の良心の扉の前にいて、夜も昼もノックしている。しかし私のために扉を
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開かない。それでも私は穏やかに待っている。怒って君たちのところから去ることもせず、辛抱強く君たちの不
正に耐えている。辛抱強く勧告し君たちをそれに導くことを願いつつ。再度、来れ、しかも度々、また来れ。
知恵を求める者たちよ。そして無償で、黄金や銀でなく、ましてや自分の労働でもなく、君たちに、自発的に、
差し出されているものを得よ。」
それは大きく響く、哲学する者の耳には甘美で、心地よい声だ。おお、真理と義に渇く者たちのための尽きる
ことなき富の泉！おお、見捨てられた者の苦悩に対する力強い慰め！不安な死すべき者たちよ、それ以上の何
を求めるのか？なぜ君たちのアニムスを際限のない気苦労でかき乱すのか？いかなる狂気が君を盲目にしている
のか。君が自分の中にではなく、外に探し求めている全ては君の中にある。君の外ではない。これは卑俗な者
たちが常とする悪徳である。つまり、自分自身のものを見下し、異国のものをつねに欲しがるのだのだ。しか
し、我々は、何であれ自分にとって一番親しいものを、適切あるいは有用とする。実際、善の中で我々自身か
ら出たものは何もなく、善の中で我々が持つものは、ただひとり彼のみが善であるところの神から受け取った
ものだけである。反対に、我々の持つ悪しきものは、異国の悪から、不服従を通じて我がものとしたものであ
る。それゆえ、人間の特性のどれひとつとして彼自身からのものはない̶̶彼が所有している悪のほかは。彼が
善から持つものは、彼自身からではなく、善から割り当てとして受け取ったものである。
我々の命の中で、ぼんやりとではあるが、人間の光が輝いている̶̶ちょうど闇の中でのように〔輝いてい
る〕。それは我々の外ではなく、我々の中に探すべきものである。しかしそれは我々ではなく、彼から由来す
る。それは彼のものである。我々が彼がそうするように望むたびごとに、彼は我々のうちに住居を作ることを
よしとされたのである。彼はここに、我々の中にその光を植え付けた。それは近づき得ない光が宿る彼の照明
の中に、我々がその照明を見られるようにするためである。そしてこの点で、我々は全ての被造物を凌駕する。
我々はこの理由によって彼のように作られている。なぜなら、彼は彼の照明の閃光を我々に与えたからだ。そ
れゆえ真理は我々の中にではなく、我々の中の神の像の中に探すべきである。
さらにまた真理の定義を十分に述べておきたい。一の中に何があるか、と私は問う。またそこに何が欠けてい
るか、あるいは反対に、何かに依存することがありえようか。というのも、そのほかには何も存在しないのだ
から。完全なものはその一者以外にはないということを知らない者があろうか̶̶それはなにものも欠いてお
らず、いかなる余剰も認めない。そうでなく、権能と効力に富んでおり、その富と権能からすべての欠乏せるも
のたちに施し与え、常に同じくらい豊かにすることができる。かのもの以外に何にそのようなことができよう
か̶̶存在する全てのものに存在を与え、他から存在を受け取らず、かえって、自分自身が、存在しうる存在の
全体であり、何物もそれを害することはない、というのも、それ以外には何もないのだから。
なんであれ真理の外にあるものは、本当は存在しない。なぜなら、真理はかの一者、本当に存在するところの
全であるから。他方、虚偽は、本当は存在しないものでしかない。というのも、これは、真の存在の反対であ
るより他にはなにものでもなく、それは存在すべきではないし、また真の本質の欠如を通じてより他にいかな
る存在も持たないからである。
ここからある者たちは結論した̶̶罪と死は無である、と。なぜなら、それらは真の存在からではなく、真の
本質の欠如から由来するからである。それ故、罪は善の欠如であり、それは死の実効因である。なぜなら、死
は生の欠如であり、その生は善の終わりだからである。実際、善から真理に向かわせる棘〔刺激〕が結果す
る。いかなる死の突き棒もそれを凌駕しない。そしてそれに抵抗することは困難である̶̶どれほど抵抗した
としても。誰であれ真理に何かを付け加えたいと思う者は、何からの衣装により、虚偽をもって真に替えること
を強いられる。真理は完全性の衣のみに包まれているので、衣なしに見られることを恐れない。もし我らの最初
の親が、かの義の衣を脱がなかったら、裸で見られることを恐れはしなかったであろう。前にはそのように見
られることはなく、あらゆる真理の飾りを身につけていた。また彼は永遠の真理の衣を剥奪されて、木の葉の
偽りの外套を探し求めた。その行動によって自らその過ちを認め、主の前で言った。「主よ、私は裸です」。
そして神は彼を憐れんだ̶̶なぜなら、彼は、真理を奪われたことを恐れ、地の至福の衣を失ったことを認めた
から。そして、神は自分自身の息子を通じて、彼に栄光の婚礼の衣服を無償で回復することを決定した。その息
子は、我々に対し、自らを、真理の道かつ命であると言い、そのことを証明した̶̶彼が、彼自身はそれに値
しない、自らの死によって、我々全てがそれによって罰せられるべき永遠の死を、我々から取り除いたときに。
それゆえ兄弟たち、真理の効果がいかに偉大であるかを見よ。その敵に対しても寛大で平静なのだ̶̶彼らが
それを認める場合のみであるが。我々は皆、アダムとともに罪を犯した。しかし、我々の中で、彼とともにあか
らさまに裸であることを認める者はごくわずか、あるいはほとんどいない。しかし、むしろ誰もが見られるこ
とを欲し、より大きな完成を目指す̶̶派手な深紅と紫の亜麻布服を身にまとっている時、彼は皆の中でいち
ばん不完全で、最大限に裸なのだが。
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この悪徳を我々は最初の親の原初の欲望から受け継いだ。なぜなら、それを我々の肉は、他の何にも増して、
良きにつけ悪しきにつけ、知り、味わい、所有し、あるいは偶像のように称えられることを欲するからだ。それ
は、我々の時代における最も強く、アダムにおいてもそうであったように、最も有害な熱望である。また我々の
間には、アダムの転落に続く堕落した部分に集まる者たち、そして彼と同様に、主の顔から逃げて、外なる闇に
よって提供される隠れ場所を探し求める者たちに事欠かない。
このような不服従は、というのもそれはほとんど常に絶望に導くから、他の何物にも増して悔い改めを要求す
る。悔い改めによって真理の光への回帰がなされるのである。再び真理はいかなる権威にも、世俗の力にも従
属しない。それゆえ、いかなるものもそれを害することができない。なぜなら、それ自身が真の力で、全世界
の権力を凌駕するからである。しかしもし真理を有する者の体が千に切り刻まれても無駄である。そのアニムス
は全く苦しまない。そうでなく、そこにおいて殉教を喜ぶ。最後に、真理は徳〔効力〕にして力である。それ
を獲得した者は極めて少ない。
真理の仲間は義と敬虔である。それらは不可分の絆で結ばれている。なぜなら、敬虔は天から与えられた賜物
であり、それは万人に自分自身を、真に、あるがままに認識するように教える。実際、義は誰かに対する、そ
の人に属するものの再分配および取り戻しである。誰であれ、真にこれらの徳〔効力〕を持つ者はすべての中で
最も豊かである。
また敬虔は和平と慈悲をもたらす。それについては然るべき場所で語られるであろう。残っているのは、必要
性について考えることである。
衣服および食物はなしで済ますことができない。したがってそれらは我々にとって必要である。食べ物および
飲み物における贅沢、衣服の緋色は誰でも、それをすでに持っている人でさえ、なしで済ますことができる。そ
れゆえ、これらは必要物ではない。むしろ余剰である。
また哲学的必要を遵守する人の数はきわめてわずかである。しかし卑俗な必要は、これに対し̶̶無学者であ
っても̶̶心ならずも維持するという者がいるだろうか？なしで済ませようと断念するのは、どうあがいても達
成できないことだけではないか？卑俗な者はすべてを表面的に、現れによって判断する。深みによって判断する
者は、ほとんどゼロである。それゆえ、真理は憎まれる。それはボロボロの皮の下に、光の中に現れるからで
ある。今や、壮麗な衣服、ブレスレット、トルコ石、えり飾り、そして首飾りが、真理と智恵より力がある。こ
の世では最高の知恵が̶̶聖書が証するように̶̶まさに知恵の反対のものである愚かさによって作られるの
だから、これに驚くことがあろうか。真理そのものであるキリスト、また知恵でもあるが、彼は世界の智恵者
たちによって滅ぼされた、なぜなら彼はこの世に属さないから。それにもかかわらず、彼はこの世に打ち勝つ。
実際、強盗のバラバのほうが選ばれる。なぜなら彼は世から出て悪徳にまみれているから。もしこの世が真理
そのものを迫害するのであれば、それが真の術の教師を毒のように忌み嫌うことになぜ驚くのか。この世界に
追従する賢者たちがこのことを公然と白状している̶̶彼らが真理は憎悪を生み出し、へつらいは友を生み出す
と言うとき。もしここで彼らが追従を、友情を獲得するために適用すべきと主張する代わりに沈黙するなら、
彼らは、真理への憎悪を嘆いているとして、容赦されえただろう。しかし、彼らはそれによって、徳〔効力〕と
真理より、むしろ野心に寄食していると見える̶̶友情の利得ないしその他の利益がなくても、喜んで人間に従
属すべしと主張している、と見える。
しかし、ここでこのことを付け加えておくのは、もちろん、我々の瞑想から、こうした異物を、悪魔のパン種
として排除すべきだからである。この鉄の時代には、もし、何かが真の瞑想から、および真の哲学の疑いない泉
からもちきたらされたとしても̶̶またすべての公共の利益になるものでも、しかし、もしそれが異教徒の、異
教的な教説に適合しないならば、この哲学者たちの愚劣な学派がでっち上げた研究の液汁を飲むものたちによ
って拒否されるであろう。
言ってくれ、君たち分別ある者たちよ、どうしてそんなことがありうるのか、あらゆる光を欠いた異教徒たち
が、他の者たちに光をもたらすなどということが。彼らは人間的な、この世の知恵は持っていた。それは神の
前では最大の愚かさと言われる。なぜなら神から来たものではないから。にもかかわらず、すべての親たちはそ
の子どもたちにこの知恵を得させようと、彼らが中年に至るまで苦しめる。そのあとで、もしこのような騙さ
れた哲学者が、真の瞑想的賢者と論争するようなことがあれば、自分の教師からそのことを聞かなかったとい
う理由で、たちまち非難轟々の騒ぎになるだろう。あたかも、無知な異教徒たちから真理として由来したこと
の他には、良きこと、真のことはないかのように。
思弁的精神は、真理の真の光の助けを得て、一年かあるいは一瞬のうちに、それ以上を達成できる。光を欠い
た人間たち全員が、光なき者たちから光を得ようとして、長きにわたり、絶え間ない、不信仰の、光なき労苦
を重ねた場合より多くを達成できるのである。
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それはそうとして、異教徒たちの教説が一体どんなものかを見てみよう。彼らは、最高善はよく生きることだ
と断言する、彼らはそれを正直と有益な活動に分ける。彼らは名誉への野心と最大の賞賛を正直と評価する。
さらに、富の獲得と保持、正しくあるいは不正に、戦争によって、あるいは汗によって獲得したもの、それを有
益とする。というのも、明らかに、彼らは死後には、自分についての後代の記憶、そして名声を残すこと以外の
何も期待しないからだ。惨めな者たちは、復活を一部分は否定し、一部分はそれについて無知で、あらゆる真
理に反する千ものお伽話、真理とはおよそ無縁のお伽話を作り出し、人間の破壊、そして自分自身の破滅につ
いて話をでっち上げる。
この教説から見ると、あれこれの技芸および学科において大いに名声を博し、肩書きを獲得した者たちによっ
て、真の術の教師たちが最大限に憎まれることも当然である。たとえ、経験が真理を目の前に置いたとして
も、真理を経験したことのない未熟な者たちの意見によって擁護されなかったら、真理は非難され、偽物と非
難され、真理を提示しようとする者は、声高に愚者と評価される。そしてまた、ある人が、偽りの著者たちを
正当に批判すると、たちまち大学の中でその弟子たちが彼らを脅迫し、彼らに危害を加えるか、あるいは最大
の恥辱̶̶それは驢馬に乗ると呼ばれるのだが̶̶を被らせる。しかしながら、彼らにとっての最大の慰安は、
毎日、雌驢馬のソドム的怪物に乗って街路を行くことなのだが、彼らにはそれがわからない。これらは自然に
反し、人間の悪意に強いられて、神の命令に反して産み出されたものであり、羊飼が種々の動物と性的に交わる
ことはその昔、神によって禁じられたのであった。
彼らの脅迫のために真理はついに沈黙させられるのだろうか̶̶彼らが言うように̶̶、真理はその唱導者た
ちには憎悪を生み出し、沈黙する者、おとなしく従う者には友情を生み出すという理由で？
とんでもない。真理を否定するよりは、死へと赴く方が哲学者には相応しいのである。あらゆることにおい
て、真理はキリスト教徒の間での最高の善として遵守されるべきものである。神意により最後の最後まで真理の
中で持ちこたえることのできた者たちは幸いである。そういう人々は（残念ながら）極めて少ない。それゆえ
神に願おう、彼が我々をそれのみに参与させてくれるように。
すでに瞑想によってアニムスの中でなされる自発的分離の研究について語られたが、これと同じように、錬金
術によってなされる分離の研究についても説明しておこう。実際、これを理解するためには、自然的なものの真
理の探求が必要となる。真理はそれら〔自然的なもの〕の中に隠されて存在している。というのも、真のスパジ
リクムは、自然によって産出されたものの中心であり、その中にすべての徳〔効力〕と、そのものの真理および
力が隠されているのだ。そしてこれらはこの術を通じて現実態に導かれるべきものである。これがなされるため
には、上なるものの下なるものからの分割、および両方の部分の再浄化が必要である。そして、最終的に、錬
金術的操作による一への還元、あるいは合一が必要である。それゆえ、錬金術的研究[が必要である]。そして錬
金術的合一への第一段階は、ものの分割、すなわち分離である。かくして、諸元素の分離は二重である。すなわ
ち、純粋なものの不純なものからの分離、そして第二の、真に錬金術的な分離、すなわち元素的諸性質の分離
がある。後者は通俗化されていて、万人によく知られている。しかし自然は唯一の混合を通じて操作する、二つ
の操作、すなわち変更と活性化の元で。我々は以下で個々のものを扱う。まず純粋なものの不純なものからの
分離について論じよう。
ある体の中ではこれが自ずからなされる。また別な体の中では、車とともになされる。自然によって産出され
たすべての体には天上的な本質が内在している。それを哲学者たちは第五本質と呼ぶ。それが、ワインほど豊富
にあるところは他にない、と哲学者たちは言う。それゆえ、また分離がより容易だということもあって、彼ら
はこれを上位に置く。これがそれ自身の体から抽出されたとしても、他のどこかから抽出されたものより優れて
いるということではない。その徳〔効力〕は普遍的である。それがその中に止まっている基体の種類によって変
わることはない、というのも、それは自由にそれ自身の単一性に復帰するからである。これは自然の秘密の一
つであり、これによって錬金術師たちはより高いところに達した。
ちなみに気をつけるべきことは、ワインという呼び名によって惑わされないことである。というのも、それは
二重である。つまり哲学のワインと卑俗なワインがあるのだ。哲学的なワインはどんな自然体からでも抽出する
ことができる。卑俗なワインは居酒屋で売られている。〔哲学的なワインによって〕どの体からでも、いつでも
好きな時に、霊とアニマを分離できる。
まず、哲学的なワインについて例を用いて教えよう。小麦、大麦、あるいは小麦の穀粒を、泉あるいは雨ある
いはその他の水で柔らかくし、脹れるようにし、積み上げ、それが熱を持って芽ぶくまで数日置いておけ。これ
が知覚されたら、それらを広げ、しばらくの間、余分な水の湿気を乾燥させよ。少ししたら、それをやや粗め
の臼で碾け。できた粉を木の器に入れて、熱湯を注げ。容器を密封せよ。このようにしてできた液体が冷え、鎮
まった後、それをセタチウムあるいは袋によって、粉から、最も濁りの少ない部分を濾過せよ。最後に、この同
じ粉に、前と同じく、他の沸騰した水を注ぎ、濾過せよ。
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注水と濾過のこの過程を必要なだけ繰り返せ̶̶すべての穀粒の実質が水の中に受容されたことを君が知覚す
るまで。それを濾された液体と粉を最後に味わうことによって試験せよ。最後に、濾過された液体のすべてを
〔火にかけ〕、蜜の粘りが出るまで沸騰させよ。このプロセスによって穀粒から、哲学者のワインが調合され
る。君はそれを他のどの種からでも、あまりに乾燥しているので炙らなければ分離がなされない種からでさえ、
同様に調合できる。このやり方でなされた分離は車による分離と言われる。さらに、蒸留を通じて、君はこの
哲学的ワインから、霊と一緒に体から立ち上るアニマを分離せよ。それからこのやり方でその霊とアニマを昇華
し、霊とアニマからすべての粘液が分離されて、それらが解放されるまで幾度でも繰り返せ。体を影の中にある
いは乾いた火の中に置き、極めて激しい火によって、もっとも乾いた灰へと還元せよ。これに沸騰している水を
注げ、そして荒い灰汁ができるまで煮続けよ。灰汁がおさまったらゆっくりと傾けて、灰から、液の濁った部分
は残して、より澄んだ部分を分離せよ。新たに沸かした水を灰に注いで、前と同じように、さらに幾らかの灰汁
を作れ。これにあらかじめ濾過した灰汁を加え、様々な灰汁を用いて、これを、灰がもはや荒くなくなること
を君が知覚するまで繰り返せ。灰汁を亜麻布の袖（フィルトルムと呼ばれる）によって集め、極めて透明な液体
が形成されるようにし、これをレンズを用いて蒸発させよ。これによって我々のタルタル、そして、万物の自然
の塩が得られるだろう。これを湿って冷たい場所の大理石の板の上におくと、溶解されて、タルタル的な水にな
りうる。
その後、君は、哲学的なワインから抽出された第五本質を持つだろう̶̶卑俗なものには、その外観から、最
も強い生のワインがあるだけだろうが。それは、君が聞いているように、最適に正しくされた生のワインであ
る。この液汁を連続的かつ熱心な回転運動によって、極度の単純さに還元せよ。輪が回転を終えた時、君は再
び、不純なものから分離された純粋なものを見るだろう。それは、最も静謐な空の色で、透明で輝いて、上方
に浮かんでいる。これを傾けることによって不純なものから分離し、供せよ。
それまで錬金術的であった天を君は見るだろう。上なる天が上なる星々を装備されているのと同じように、そ
れを下なる星々で飾ることができるのだ。自然哲学者を真似た不信心者たちは、我々が星々を手で触れること
に驚嘆しないだろうか、それとも、彼らは自分にとって未知である他のすべてのものと同じように否定するだろ
うか。しかし彼らがすることは大した問題ではない。いかなる妬みも憎悪も、我々がそれによって全ての善きこ
と、及び真理の研究者たちに貢献しようと試みる企てを遅らせることはできないだろう。そこで、さらに前進
できるように、このことをより詳しく説明しよう。さて、われわれにとっては下なる星々が存在する。そして
各々の個体は、これら〔下なる星々〕と天との結合、すなわち上なる諸元素と下なる諸元素との結合を通じ
て、自然によって産出されたのである。もうわたしには、我々に文句を言う多くの者のどよめきが聞こえる。彼
らはこんな風に言う。「何だと、とっとと消え失せろ。天と地を結合できるなどと主張する連中は抹殺だ」。
しかし、好きなだけ大きな声で叫ぶが良い。彼らはこれより高い、そして偉大なことを聞かされる羽目になる
のだ。というのも天は天上的な質料であり、内にすべての異なる諸形相をやどす一個の普遍的な形相であり、
これらのすべての形相はただ一つの普遍的な形相から生ずるのである。
であるから、誰であれ、錬金の術によって、個体を最も一般的な種に導き、そのあとでそれに特殊的な徳〔効
力〕、一でもあり多でもあるところの徳〔効力〕をつなぐことを心得ている者は、容易に普遍薬を見出すであ
ろう。それは特殊的に個々の堕落および病を、また普遍的かつ無差別に全ての堕落および病を取り除く力を持
つであろう。すべての堕落の最も一般的な起源は一つであり、そして効力を更新し、回復し、活性化する源泉も
普遍的に一つであるから、気の触れた者でないかぎり、誰がこのような治療薬に疑いもつだろうか。
これについてはさらに言うべきことがある。加えられた術により、諸元素の性質が植物̶̶特に以下に述べる
植物から抽出されると、それらの火の性質の実体が矯正されねばならない̶̶上で述べた哲学的ワインを矯正
するような仕方で。このようにして我らのメルクリウスが最高の高揚を通じて調製されるであろう。しかし、新
たな天の混合もなされうる̶̶すなわち蜜、ケリドニア、ロリスマリヌスの花、メルクリアリス、赤い百合、人
間の血等々の、赤あるいは白ワイン、あるいはタルタロスの天との混合である。また、先に述べられた、元に戻
された天の中のかのものの混合、そして等しく、同時に、比率に従い、大作業の秩序および実践に基づく、諸
形相との混合も生成されうる、そしてそれは小作業の完成へと導かれうる。これについては以下で述べる。そこ
からまたもう一つの混合もなされうる。すなわち天と哲学の鍵との混合、産出の術による混合である。その
後、完成した小作業が大作業の比率に従って加えられるなら、その仕方により、大作業の完成に到達するであろ
う。それはその種を、外的な実質において、5,000にまで増殖させるであろう。
これらの事柄が、術の用語の完全な知識がなければほとんど理解不可能であるというのは正しい。われわれの
信ずるところでは、われわれは前に瞑想的認識を論じた第二段階のところで、これらの用語を定義することに
した。しかしまず瞑想的認識について述べておこう。
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瞑想的認識とは、真理についていだいているもろもろの何らかの意見の、経験を通じて疑いがなくなったレソ
ルティオである。
意見は、アニムスにつきまとい、かつ疑わしい、真理についての先入見である。
経験は真理の明白な証明である。
レソルティオとは疑念の除去である。
疑いを解いて確実性に達するには、経験による以外に道はなく、それには、われわれ自身の内部以上に良い場
所はない。であるから、真理について先に語られたことを、我々自身において検証しよう。われわれは前に、
敬虔は自己認識に存すると言った。それゆえわれわれはまた瞑想的認識の説明をを自己認識から始めよう。け
れども何人も自分自身を本当に認識することはできない̶̶まず熱心な瞑想により、聖なる書物の探求ととも
に、自分がいったい何であるか̶̶誰であるかというより̶̶、自分が何に依存しているか、あるいは誰のも
のであるか、いかなる目的のために作られ、創造されたか、同様に誰によって、誰を通じて作られ、創造され
たかを知らなければ、自分自身を認識できない。これらのことが認識されたら、敬虔それ自身が立ち上がり始
める。それは、二つのことに関わる̶̶すなわち創造者と被造物である。被造物が自分自身を完全に認識する
ことは、その創造者を通じてでなければ不可能である。なにものも自分自身から由来するということはない。
それゆえ、誰が自分自身の原因について確信できる以前に、自分自身の結果について確信できるだろうか。全
ての始まりはその中間、および終わりに先行するのではないか？あるいは、物事の終わりから着手する人がい
るだろうか？しかし神はもちろん始まりもなく、終わりもない。それ自身で永遠から存在し、あらゆる栄光で
満ちている。それを、彼はひとりで所有することを望まず、彼の純粋な好意によって、我々を彼自身のもとに参
与させ、我々を彼の像の中に創造することを決定した。これは彼の気前の良さの典型であり、また我々にとっ
て、知らずにいたり、軽々と看過すべきものではない。しかし、ほとんど誰一人として、このアルカーヌムを真
理から認識しない。要するに、我々は自分を、恩知らずで、愚かで、神のアルカナについて無知であるものとし
て提示すべきではない、無論、聖書を通じて研究すべきなのだ。
兄弟たち、聞いてくれ。我々はすべてのものに嘲られ蔑まれる最も卑しい粘土から創造されたが、我々がそれ
からできているプリマ・マテリアの故に、我々を卑俗なものから最も価値ある被造物̶̶栄光と名誉において
天使よりは幾らか劣るが̶̶へと創造した方に向かうよりは、なんであれ卑俗なものに向かう傾向がある。そ
れゆえ、賛美しよう̶̶惨めな死すべきものたちの中で、ここで述べたことを的外れと思わない者、私と共に
ある者がどのくらいいるとしても̶̶万物の至上の創造者が、すべての中で最も卑しい質料を選び、そこから最
終的かつ完全な被造物を立ち上がらせようと望んだということを〔賛美しよう〕。他の多くの、否、すべての
貴重なもの、金、宝石といったもの、およびこの類のもののを彼はこのために選ばず、この一つのもののため、
そのものの使用と効用のために取っておかれたということを〔賛美しよう〕。しかし実際、我々は、自分が何
であるか、そしてどこから来たかを認識せず、自分を傲慢不遜によって囲むのである。
しかし、人は全く異なった風に行動するので、神が選んだ貧者を憎まないものは我々のうち誰一人としてな
い。とはいえ、その者もまた、全てがそこから現れた同じ塊から作られたのだが。であるから、神は人を分け
隔てなさらず、貧しさと謙虚を愛する者、傲慢不遜を憎む者である。
他方、誰も、創造者を、彼の被造物を通じてより、よく知ることはできない。職人はその作品によって知られ
るのだから。それゆえ、最も卑賤なものから最も貴重なものを生じさせることのできるのが誰かを見よう。た
しかに我々はその両者を創造した者の他には誰も見出さないだろう。なぜなら、かつて誰も水をワインに変え
ることはできなかったろう、そしてこれからも誰もできないだろう̶̶水とワインを創造した、かの者以外の他
ひとりとして。そして彼はもっと光輝あることをした。なぜなら彼は地を生けるアニマに変え、そしてこれが最
大のことだが、アニマに至高の至福の贈り物、すなわち彼自らの像と似姿を与えたのである。それによって、こ
の贈り物を感謝の身振りとともに認識し、喜んで受け入れる人すべてに、救済が許し与えられたのである。
しかし無償で受け取ろうと望まぬ者には何が与えられるだろうか？確かに、何もない。それゆえ、彼らは自分
のもの、彼らのためにとっておかれる裁きの場所を持つが良い。各々にとって彼のものは、始めから選ばれてい
るその所有物、すなわち地獄行きである。
永遠の救いの賜物は無償である̶̶感謝の行為をもって受ける者たちには。我々は高価であり、また安価でも
あるので、我々の中の誰でもそのどちらを選ぶべきかは自ずから極めて明瞭であり、それについての詳しい説明
は不要である。
残っているのは、我々が何の目的で創造されたかを熟考することであろう。全能の神は最初の人間を、ご自身
の像と似姿において創造した。それは、彼が神自身の栄光のために存在し、不死で、不安もなく、欠乏もな
く、常に神において喜び、地上の情念に毫も従属することがないようにするためであった。しかし人間は、か
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くも大きな賜物をきちんと認識していなかった。神から出て作られ、完全で、知る者であったから、知ってはい
た。だが、その認識に留まらなかったのである。
それゆえ我々は、この認識が、その単純さにおいて、いかに多くの善を約束したかということを、そして、こ
のような神の贈り物と言葉の軽視がいかに多くの悪をもたらしたかについて考察しよう。というのも、それは
永遠に不死のものを、死すべきものに変えたのだから。すなわち、第二の死を死ぬ者は、常に死の苦しみのう
ちに生き、決して死ぬことをやめない。それゆえこれは永遠の死と言われることになる。ちょうど神と共に生き
る生を永遠の生と言うのと同じだ。とはいえ我々はこの生を生きることを決して自分に許さないのだが。最初
の親が我々すべてを彼と一緒に全能の神に対する反逆者・敵対者にしたので、和平の作り手である彼は、憐れ
みに動かされ、頑なになった我々と和平を結ぶことに決めたのである。この神の善意の神秘を心で熟考して、
しかも彼の敵と̶̶たとえ、彼から最大の損害を受けたとしても̶̶和解しないほどに石のようなものがいる
だろうか。それゆえ、死すべき者の間の敵たちのどちらも̶̶攻撃する者も、また攻撃される者も̶̶和解の
ために相手に近づこうとしない、などということがあるのだろうか。そんなことがあるとすれば、それはたし
かに、自分自身も、神も、自分と極めてよく似た被造物も理解していなからだという理由以外ではありえない。
それゆえ、和平を知らない者は、和平を抱擁しないと結論できる。なぜなら和平は慈悲の根であるから。そし
て和平を持たない者は、慈悲を行わず、和平を持つ前には、慈悲を理解することもない。
我々はここで和平と慈悲を混同してはいけない。なぜなら、和平は慈悲の原因である̶̶敬虔が和平の原因で
あるように。それゆえ、もし神と和平を持つかどうか知りたければ、まず良心を吟味しよう̶̶我々が自分自
身を、証拠に基づいて、隣人と、敵も、それ以外の誰でも、妬みも憎悪もなしに、等しく和解しているかどうか
を判断するために。我々は考えるべきではないか̶̶至高の創造主は人間という虫けら、悪魔の所有物に対し
て、和平の抱擁によって彼の慈悲を示したということを。彼は期待しなかった̶̶彼と等しいものになろうとし
て、まさにその罪を犯した者が、慈悲を請いつつ近づいてくるとは。実際、その中に一切の忘恩の損害が生じ
たところの彼が、罪を犯した者、彼の面から逃げて彼から隠れているその者に穏やかに呼びかけ、厳しく告発す
るのでなく、反対に、冒涜の病気の治癒、慈悲、そして和平を約束するのだ。
おお、惨めな死すべき者たちよ、我々はいかほどの慈悲を神から期待するのか̶̶我々は、その面前で、自ら
の惨めさを、口によってと同様、行為によっても認めない。私は尋ねたい̶̶心の後悔による、それ以前の生活
の改変においてなされる罪の真摯な告白以外のどこから、慈悲が憐れみに移行するというのだろうか？さら
に、幾度、我らの惨めさ及び同胞の惨めさを無視しないとしても、この世の富において豊かになって、それに見
合った補償をするとしても、我々はそれによって自分が永遠の富において、世俗的富を全く欠いた人々より豊か
になったと考えてはならない。死すべき者たちの中でこれを真に熟考する者は、この世で、自分にのみ委託され
ている財あるいは資産、ものの共有によって、窮乏せる兄弟を慰めないであろうか？今述べられたことを熟考す
る者を与えよ、されば私は直ちに、神のこの秘密を理解する者を示すであろう。
とはいえ、神がその大いなる愛を我々に示したいと望んだのは、これだけではない。実際、彼の義（これには
いかなる縮減もない̶̶彼の慈悲の他には）によって我々を告発しつつ、彼はご自身の息子よりも、むしろ我々
を大切にされたのだ。この息子の中で、和平と正義が相互に抱擁しあっていたのである。
なぜ我々は、今度は我々の側で、キリストにおいて作られた父たち及び兄弟たちとして、互いに抱擁しないの
か。というのも、万物の至高の創造者が、我々惨めな虫けらを、彼の息子において抱擁するに値するとされた
のだから。さらに彼は、以前より優れたものとして̶̶かつては自らの悪によって最も惨めなものだったところ
から̶̶〔再興されるに値するとされたのだ〕。彼らが息子において神を認識し、同じく、聖霊を通じて、父
において息子を認識して、神に抵抗しない限りにおいて、彼らはまた〔他の人間を〕他の種類の誰かではなく、
同胞として認識するのである。
これらは真の哲学の真にして疑い得ない基礎である。しかし、これらは、たとえ多数に聞かれているとして
も、いまだ万人に認識されてはいない。今なお、その他の、よく心が決まっていない人々のアニムスには、今述
べたことの想像が、我々のうちに真理への愛を呼び起こす能力を持つかどうか〔今まで述べてきたことの想像
に励めば、我々のうちに真理への愛が呼び起こされるかどうか〕についての疑惑が残っていることがありうる。
こういう人々にとって、作業は、この両義性の除去、それ自身によって、そして彼ら自身の経験による除去をも
たらすという報酬をもたらす。
各人が自分の中ですでに述べられたことを注意深く考察せよ̶̶すべての世俗の煩いとその他の気を散らせる
考えを退け、真摯なアニムスによって反芻せよ。そうすれば、少しずつ、幾つかの神的照明の火花が、彼の精神
の目によって、徐々に、日に日に、光を放つのを、最大の喜びとともに知覚するであろう。それから、連続し
て、反芻の持続によって  かくも大きな光へと成長するのを知覚するであろう。その結果、彼に必要であろうと
ころのものが次から次へと知られるであろう。彼はもはや何であれ真理のことで途方にくれることはないであ
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ろう。敬虔の実践、また正義の実践が徐々に、先に述べられたような儀式とやり方で、馴染みあるものになっ
ていき、アニムスの静穏さを感じ、そのようにして、最終的に〔アニムスに〕誘い込まれ、その中に、体の中に
おいてより千倍もの、より大きな喜びがあることを理解するであろう。なぜなら真の認識が始まるのは、永遠
的なものと儚いものの比較、一方の命と他方の死の比較によってアニマがアニムスと結合することを選んだ̶̶
こちらの喜びが、体のそれより大きいとみなして̶̶のちになってようやくのことであるからだ。
この認識から、精神が立ち現れ、そして自発的な体の分離が完成する。アニマが、一方では、体のおぞましさ
と滅亡を、他方では、永遠のアニムスの卓越と至福を回顧しつつ、このものと結ばれることを欲し、他方は完全
に無視され、その結果、それ以降は、神によって、その栄光と彼の救済のために囲い込まれたと彼が見るもの
のみを欲望するようになり、そしてついに体が、結合された二つのものの合一に身を委ね、これに服従するよ
う強いられる。
これこそ賢者らがわれわれに語り伝えている、体の霊への、霊の体への、あの奇跡的な哲学的変容である。す
なわち賢者らは言っている、「固体を揮発性のものに、揮発性のものを固体にせよ。このようにして君は我らの
神秘を得るだろう」と。それは次のように理解せよ。惰性的な体を柔軟なものにせよ、そうすれば、アニマと
調和しているアニムスの卓越性を通じて、あらゆる試練に耐える、極めて揺るぎない体が生ずるであろう。なぜ
なら黄金は火の試煉に耐えるからである。それによってまた黄金でないものは全て拒否される。おお、最も卓越
せる、哲学者たちの黄金よ！哲学の息子たちは、打ち出された黄金ではなく、その黄金によって豊かにされ
る。歩み寄れ、君ら、かくも多様な試みをもって宝庫を探し求める者たちよ、探求に出る前に、「投げ棄てら
れたのち隅のかしら石となった石」を認識せよ。
知られていないものを求めることができるとは、またそれについての真理を知らないものを探し求めるとは、
奇妙である。なぜなら、それは彼が求めているものの希望を何も約束できないのだから。賢者は、彼が愛する
もののみを探し求める。しかし、彼は知らないものを愛することができない。そうでなければ、彼は愚者と呼
ばれる、というのも認識から、真理と愛が生まれるからである。隠された自然の秘密を探求する者たちが、別
な道を歩み、地上的なものの諸効力を地上的なものを通じて発見しようと試みるならば、彼らは無駄に労する
こととなるだろう。それゆえ、地を通じて天を認識するのではなく、天の諸徳〔効力〕を通じて地の諸徳〔効
力〕を認識することを学べ。なぜなら、君たちが探し求めない天から降りてきた者がそれを照らさない限り、
誰も、君たちが探し求める天には昇らないからだ。君らは、体を堕落の状態から真実の割合へと変容させるだ
けでなく、このような割合を極めて長きにわたって維持するような、不朽の治療薬を求めている。このような薬
は天以外のどこでも見出すことができないだろう。なぜなら天は、その徳〔効力〕によって、あらゆるところか
ら地の中心に集中する不可視の光線を通じて、すべての元素とそれらの元素から構成されたもの全てに浸透し、
これを産み、育てるからである。二親の、すなわち諸元素と天の子どもは、この本性を自らの内に保持してお
り、したがって二親は、可能性としてまた現実として、子どもの内に見出されうる。錬金術的産出において、ラ
ピス以外の何ががそこに留まり続けるであろうか？何であれ天の中、地の中にあるものを君自身のうちから理
解することを学べ。そして、とりわけ全てが君のために創造されたということを学べ。君は知らないのだろう
か̶̶天と諸元素は最初一つであったことを、そしてまた神的な術によって互いに分離されたこと、そしてそれ
が君と他のすべてのものを自然的に生み出すためであったということを。君がこのことさえ知っていれば、他を
逸することは決してない。すべての産出において、同じ仕方の分離が必要なのだ。先に述べたように、真の哲学
の研究へと帆をあげる前に、このようなものが君から生成しなければならない。まず君自身が一にならなけれ
ば、君の求めている一なるものを、君は他のいかなるものからもつくれない。それについてはこれに続く論文
でもっと詳しく述べよう。さて、神の御意志は以下の通りである̶̶敬虔なものたちが、彼らの求める敬虔な
作業を追求すること、そして完全なものたちが、彼らがそれに熱心であるところの他のものを完全にするこ
と。意図の悪しき人間にとっては、自分が蒔いた種のほかには収穫できない。反対に、そしてこの方が重要なの
だが、きわめてしばしば善き種が悪意のために毒麦に変わってしまう。それゆえ、君の求めるオプスがこうで
あって欲しいと君が望むような、そういうものに君自身がなるようにせよ。最終的に、そのような錬金術的認
識に近づくようにせよ。だが、まずはこの術の真の概念を獲得できるようになる前に、その個々の命題を理解
すべきである。
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