
 

 

 

 

 

は じ め に 

 

 

1. 主は、愛と信仰について、段階を追ってお話しになったあと、弟子たちをまえに、教会の末期でも

ある代の終わりについて、次のように言われました、 

「その日々に起こる患難ののち、太陽はたちまち暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星々は

空から落ち、天体はゆり動かされる。そのとき、人の子のしるしが天に現れる。またそのとき、地

のすべての民族はなげき、人の子が、力と大いなる栄光とをもって、天の雲に乗ってくるのを見る。

かれは、大いなるラッパの音とともに、天使たちを遣わして、天の果てから果てにいたるまで、四

方から、その選民を呼び集める」（マタイ 24・29～31）と。 

 以上の〈みことば〉を文字通りにとれば、人は「最後の審判」と言われる末期に、万事が、記録され

ている通り、起こると信じるに違いありません。 

 太陽も月も暗くなり、星々は空から落ち、主のしるしが天空に現れ、主は雲に乗って来られ、ラッパ

をもった天使たちが見えるとのことです。また他の箇所にもあるように、見える世界がぜんぶ滅び、そ

のあと、新しい天と新しい地が、出現すると信じます。 

 現在、教会の中で、このように考えている人が、大勢います。そう信じるのは、〈みことば〉の一つ一

つの言葉にかくされた秘義 arcana に、気づいていないからです。〈みことば〉の一語一語には、内的意

味 sensus internus があります。これは、文字だけが意味する自然的・地上的なものではなく、霊的・

天上的です。それは複数の語句の中だけでなく、一つ一つの単語の中にもあります。 

 〈みことば〉の記述には、まぎれもない相応 correspondentiae があるため、一語一語に、内面の意味

がふくまれます。内的意味とは何かは、そのため記された『天界の秘義 Arcana Caelestia』の内容から

も、『黙示録 Apocalypsis』にある「白馬」を説明した小著『白馬 

De Equo Albo』からも、すべて明らかになります。 

 先に引用した「主が天の雲に乗ってくる」と言われたことも、同じように解釈する必要があります。

「太陽は暗くなる」とありますが、その「太陽」は愛の面から見た主を、「月」は信仰の面から見た主を

指します。「星々」は、善と真理の認識、あるいは愛と信仰の認識です。「天に現れる人の子のしるし」

とは、〈神の真理〉の出現です。また、なげき悲しむ「地の民族」とは、真理と善、信仰と愛のすべてを

指します。 

 「主が、力と栄光とをもって、天の雲に乗ってくる」とは、〈みことば〉の中に、主ご自身が現存して

おられること、または啓示を意味します。「雲」は、〈みことば〉の文字上の意味です。「栄光」は、〈み

ことば〉の内的意味です。「大いなるラッパの音とともに来る天使たち」は、〈神の真理〉の出所
でどころ

である

天界を意味します。      

 上記の主の〈みことば〉から、愛も信仰も失った教会の末期に、主は〈みことば〉の内的意味をひら

き、天界の秘義を啓示してくださることが、わかってきます。この秘義は、これから順を追って明らか

にされます。それは、天界、地獄、人間の死後の〈いのち〉がテーマになります。 



 

 現在、教会に属している人は、〈みことば〉に全部記されているのに、天界や地獄についても、自分の

死後の〈いのち〉についても、ほとんど何も知りません。教会の中で主を受けいれた人も、多くは、「あ

の世からやってきて、話してくれた人がいただろうか」と、心の中でつぶやいては、否定しています。 

 このような否定的態度は、この世の知識人をとりこにし、さらに純真な心と単純な信仰をもつ人を害

し、堕落させる恐れがあります。そうならないため、わたしは天使たちと、人間同士のように話しあい、

天界と地獄の様子を目撃する機会が与えられました。それがすでに十三年続いています。 

 わたしは、以上のような無知をはらいのけ、不信を消し去るため、見たこと聞いたことを、ここに書

きしるします。現在このように、啓示が直接に与えられているのは、これが主の到来 adventus Domini

 を意味するからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414．・・・Verbo, senescere in caelo est juvenescere. Qui in amore in Dominum et in charitate erga 

proximum vixerunt, tales formae, seu tales pulchritudines, in altera vita fiunt； omnes angeli tales formae 

sunt, cum innumerabili varietate; ex his caelum. (ラテン語原典より)  

 

 ひと口で言うと、天界では、歳をとることは、若がえることです。〈主への愛〉と〈隣人への愛〉に生きた人たち

は、来世では以上のような姿と美を身につけることになります。天使はみなこのような姿をしており、それも限りな

く多種多様です。天界は、このような天使からなっています。(本書 314 ページ) 
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第１章 主は天界の神である 

 

2. まず最初に、天界の神とはだれか、知ることから始めなくてはなりません。なぜなら、ここに万事

がかかっているからです。全天界にわたって、天界の神として認められているのは、ただ主おひとりで

す。天界でも、主ご自身が教えられた通り、みな言っています。 

「主は、おん父と一つであり、おん父は、主の中に、主はおん父の中に、おられます。主を見る人

は、おん父を見ます。また、すべて聖なるものは、主ご自身から出ています」（ヨハネ 10・30、 

38、14・９～11、16・13～15）と。 

 わたしは天使たちと、これについて、しばしば話しました。かれらは、神 Divinum を唯一の方とし

て感じとり、主の独一性を知っているので、天界では、神を三位に分割することはできないと、つねづ

ね言います。また、この世の教会から来た人たちが、神を三位に分けて考えるため、天界に入れないと

のことです。 

 この人たちの思いは、あちらこちらへとさ迷います。三位を考えている以上、一位を口にすることが

できません。天界では、だれも思いと言葉が一つになるため、自分が考える通りを話します。この世で

神を三位に区分し、それぞれをばらばらに考えていた場合、主の中に唯一性を集中させることができず、

天界に受けいれられません。天界では、どんな考えにも、互いの交流があって、三位を考えながら、一

位を口にする人が来ると、すぐ見破られ、放逐されてしまいます。 ただしここで、真理と善、信仰と

愛の相互を、あえて分離しなかった人は、みな来世で教育をうけ、万物の神である主について、天界の

考えを受けいれるようになることを、承知してください。ところが、信仰と生活とを切り離してしまっ

た人、つまり、真の信仰が命じている通りに生活しなかった人は、そうはいきません。 

 

3. 教会の中で、おん父だけを神と認め、主を否定した人、その信仰で固まった人は、天界の外にいま

す。かれらには、唯一の主が礼拝される天界から、何の流入 influxus もありません。それで、真理をわ

きまえ知る能力を、ことごとく失い、遂には口がきけなくなるか、愚かなことを口ずさむかします。関

節の力がぬけて、両腕が垂れさがり、震えながら、さまよい歩きます。 

 ソッツィーニ主義者  Sociniani のように、主の人間性だけを認めて、神性を否定した人も、同じく

天界の外にいます。かれらは前方、やや右よりの方向にある深淵におくりこまれ、キリスト教界から来

た人たちからも、完全に隔離されます。 

 万物存在の根源である宇宙の存在者 Ens universi という名で、見えない神を信じると言いながら、主

への信仰をこばむ人たちは、結局は何の神も信じないことが分かります。見えない神とは、根源的には

自然でしかありません。考えない以上、信仰も愛も生まれません。かれらは、自然主義者と呼ばれてい

る者の仲間入りをします。ただし教会の外に生まれ、異邦人 gentes と呼ばれる人たちは別です。異邦

人については、後章にゆずります。 

 

4. 天界の第三部をなしているのは、幼児です。幼児の場合、その教育は、おん父が主であり、その主

は万物の主、天地の神にましますことを承認・信仰することから始まります。幼児たちが天界で成長し、

認識が天使としての理知と英知に達し、完成されていくことについては、後述します。 

 

5. 主が天界の神であることは、教会に属する人にとって、疑いもないことです。主ご自身言われまし



 

た。 

「おん父のものは、すべてわたし自身のものである」（マタイ 

11・27、ヨハネ 16・15、17・２）。 

「天においても、地においても、いっさいの権能はわたしにある」（マタイ 28・18）。 

 「天においても、地においても」と言われたのは、天界を治められる方は、地も治められるからです。

後者は前者に依存しています。主が天地を治めておられる以上、人は〈愛の善〉と〈信仰の真理〉のす

べてを主から受け、あらゆる理解力と英知、幸福のすべて、つまりは永遠の〈いのち〉を受けます。主

は教えられました。 

「み子を信じる者は、永遠の〈いのち〉をもつ。み子を信じない者は、〈いのち〉を見ないであろ

う」（ヨハネ３・36）。また、 

「わたしは復活であり、〈いのち〉である。わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる。また、

生きていて、わたしを信じる者は、いつまでも死なない」（ヨハネ 11・25、26）。また、 

「わたしは道であり、真理であり、〈いのち〉である」（ヨハネ 

14・６）と。6. 生前、おん父を認めながら、主については、ただ一人の人間としてしか考えず、主が

天界の神なのを信じない精霊 spiritus がいました。かれらは、主のものでない他の天界が存在するかど

うか、どこでも好きな所を経めぐって探す許しが与えられました。何日間か調べまわりましたが、どこ

にも、そのような天界が見つけられませんでした。 

 かれらの中に、天界の幸福を、名誉と権力におく者がいました。しかし結局、自分の欲するものが得

られず、天界はそのような者で成り立っているのではないと聞かされ、憤慨
ふんがい

していました。かれらは、

他の者の上に立って、支配権をふるい、現世のときと同じ誉れを担い、天界をわがものにしたいと思っ

ていました。 

 

 

第２章 主の神性 Divinum が天界をつくられた 

 

7. 天界を構成しているのは、天使たちです。したがって天界とは、天使たちの総体です。そして、主

から発している神性が、天使たちのもとに流れ、それを受けいれることで、天界の部分と全体が成り立

っています。主から発している神性とは、〈愛の善〉と〈信仰の真理〉を指します。したがって、主から

善と真理を受けいれるに応じて、天使となり、天界を形成することになります。 

 

8. 天界では、善を欲して行い、真理を考えて信じるのは、自分からではなく、すべて神からであり、

主からくることを、だれもが知り、信じ、いやむしろ感知しています。また、自分から出る善も真理も、

神からの〈いのち〉が内在しないかぎり、善でもないし、真理でもないことを、わきまえています。 

 内奥の天界 intimum caelum にいる天使たちもまた、この流入をはっきり感じとっています。このよ

うな流入を受ければ受けるほど、天界の中に浸ります。また、それだけ愛と信仰の中、理知と英知の光

の中、天上の喜びの中にいるものと思います。 

 以上はすべて、主の神性から出てくるもので、その中にこそ、天使たちの天界が存在しています。し

たがって、主の神性が天界をつくられたわけで、天使たちがもっているもの proprium suum から出た

のではないことが明らかです。 



 

 ここから〈みことば〉では、天界を「主の住まい」とか、「主のみ座」と言い、天界にいる人たちを、

「主のうちにいる」と言います。どのようにして、主から神性が発しているか、それがどのように天界

を満たしているかは、後章にゆだねます。 

 

9. 天使たちは、英知によって、いっそう深い理解に進みます。かれらは、あらゆる種類の善と真理だ

けでなく、〈いのち〉もすべて主からくると言います。かれらの確信は、次のようです。 

 すべて存在するものは、自力で実在する existere a se のではなく、みずからに先立つものによって

存在します。万物は、最初にある者、つまり、万物の「生命の本質そのもの ipsum Esse vitae」と呼ば

れる方から、存在を受け、同時に、存続します subsistere。存続とは、いつまでも存在し続けることで

す。 

 ところが、この存続者は、最初にある者との間を結ぶ仲介の糸が切れると、たちまちくずれ、姿を消

します。生命の本源は一つしかありません。川の流れのような人間の生命も、その泉からの補給が断た

れると、すぐ涸れてしまいます。 

② しかも、その生命の唯一の泉は主であり、〈神の善〉と〈神の真理〉はそこから発し、さらにその

〈善と真理〉は、一人ひとりの受けいれに応じて、与えられます。信仰および生活で、それを受けいれ

る者の中に、天界は存在し、それを拒み、涸らしてしまう者は、地獄に変えます。そこで善は悪となり、

真理は偽りとなり、生命は死に変わります。 

 生命はすべて主から来ます。それは、次の事柄でも明らかです。宇宙万物は、善と真理にかかわりを

もっています。人の意志は、〈善にむかう愛の〈いのち〉〉であり、人の理性は、〈真理にむかう信仰の

〈いのち〉〉です。善と真理のすべてが、こうして上から来るものなら、すべての〈いのち〉も同様です。 

③ 以上のように信じているため、天使たちは、自分がおこなう善に感謝されることをこばみ、もしだ

れかが、ある善を天使のおかげにすると腹を立て、そこから逃げます。だれかが自分から悟ったり、善

を行ったりすると信じるのを見て、驚くほどです。善を自分のためにした場合、かれらはそれを善とは

言いません。自分から出てくるものだからです。 

 善のために、善をすること、これを「神からの善 bonum ex Divino」と言います。このような善こそ、

天界をつくります。というのも、善は主を示すからです。 

 

10. 生前、自分が行った善、自分が信じた真理を、自分に由来するものだから、自分のものだと考えた

精霊がいました。善業は功績だと思い、これに正義の報いを要求した人は、みなこのような信仰をもっ

ています。かれらは天界に受けいれられません。天使たちは、かれらを愚か者、泥棒とみなして逃げさ

ります。 

 かれらは神を見ないで、自分ばかり絶えず見つめている愚か者で、主のものを主から奪って自分のも

のにするため、泥棒と思われます。かれらは、天使のいる天界をつくるのは、主の神性に他ならないと

いう天界の信仰とは、まる反対のことを考えています。 

 

11. 天界でも、教会でも、主を心に宿す人たちの中に、主はおられます。主は次のように教えられまし

た。 

「わたしに、とどまっていなさい。そうすれば、わたしも、あなたがたの中に、とどまっていよう。

枝がぶどうの木にとどまっていなければ、自分だけで実を結ぶことができないように、あなたがた

も、わたしの中にとどまっていなければ、実を結ぶことはできない。わたしはぶどうの木、あなた



 

がたはその枝である。もし人がわたしの中にとどまっており、またわたしが、その人の中にとどま

っていれば、その人は実をゆたかに結ぶようになる。わたしから離れては、あなたがたは、何一つ

できないからである」（ヨハネ 15･4～7）と。 

 

12. 主は、天界の天使のもとで、ご自分の仲間の中に、住んでおられることが、以上から分かります。

主は、天界の天使全員にとって、全部です。主が、かれらのもとにいることが、主からくる善であり、

主からくるものはすべて、主ご自身のことです。したがって、主からくる善こそ、天使たちにとっての

天界です。天使たちのもっている何かが、天界をつくっているのではありません。 

 

 

第３章 天界での主の神性は、 

ご自身への愛 Amor in Ipsumであり、 

隣人への愛 Charitas erga proximum である 

 

13. 天界では、主から発する神性を、〈神の真理〉と言います。その理由は次のとおりです。〈神の真

理〉は、天界では、主ご自身から、つまり主ご自身のもつ〈神の愛〉から流れてきます。〈神の愛〉と

〈神の真理〉は、地上では、太陽の火と、そこからくる光に例えられます。愛は太陽の火であり、真理

は太陽から出る光に相応します。 

 ここで主の「〈神の愛〉から発する〈神の真理〉」が、どのようなもの分かります。それは本質上、

「〈神の真理〉に結びついている〈神の善〉」です。それが結びついているからこそ、この地上で、光に

結びついている太陽の熱が、春や夏になって、地上の万物に実りをもたらすように、天界にあるすべて

を生かします。 

 熱に結びついていない光の場合は違います。冷たい光では、万物は生気を失い、枯渇します。熱に例

えられる〈神の愛〉は、天使のもつ〈愛の善〉であり、光に例えられる〈神の真理〉は、〈愛の善〉が流

れてくる経路であり、根拠でもあります。 

14. 天界を天界にしている方は神、すなわち愛です。愛こそ霊的絆
きずな

だからです。愛は天使たちを主に

結びつけ、天使相互を結びつけます。そして主のみまえでは、すべての者が一つになるよう結ばれてい

ます。 

 さらに愛は、それぞれのもつ生命の本質そのもの ipsum Esse  

vitae ですから、その中から、天使も人間も〈いのち〉をいただきます。人の〈いのち〉の内実が愛に由

来することは、一考すれば、だれでも分かります。愛があれば熱を帯び、愛がなくなれば凍
こご

えます。さ

らに愛が涸れてくると、死がおとずれます。ここで忘れてはならないのは、人はそれぞれ、愛の性格に

応じた〈いのち〉をもっていることです。 

 

15. 天界には、〈主への愛〉と〈隣人への愛〉という二種類の違った愛があります。内奥の第三天界に

は〈主への愛〉があり、中間の第二天界には〈隣人への愛〉があり、両者とも主から発し、両者ともそ

れぞれ天界をなしています。この二種類の愛が、どのように違っており、また、どのようにつながって

いるかは、天界では、はっきりしていますが、地上では、ぼんやりしています。 



 

 天界で主を愛するとは、主を人物として quoad personam 愛するのではなく〈主から出る善〉を愛す

ることです。善を愛するとは、愛から出発して、善を欲し、これを実行することです。また隣人を愛す

るとは、友をその人物から quoad personam 愛するのではなく、〈みことば〉からくる真理を愛し、真

理を欲し、これを実行することです。したがって、以上二種類の愛は、善と真理との相違からきている

と同時に、善と真理との結合もあらわします。ただし、愛とは、善とは、また隣人とは、何か知らない

人には、分かりにくいことです。 

 

16. わたしは、何度か天使と、以上について話しあいました。天使たちは、教会に属する人が、主を愛

し隣人を愛することが、善と真理を愛することであり、これを欲し実行することなのを知らないので、

驚いています。かれらとて、愛は相手の人が欲することを欲し、それを実行することであり、そうする

ことによって、互いに愛し合い、いっそう結びつくことを知っているはずです。人を愛すると言いなが

ら、相手の意志を行わないなら、愛がない証拠であることも、分かっているはずです。 

 主は善の中におられますから、主からくる善は、主のみ姿を宿しています。その善と真理を自分に同

化させ、欲して実行する人は、主のみ姿に似たものとなり、主に結ばれることも、知っているはずです。

欲するとは、実行を愛することに他なりません。主は〈みことば〉の中で、次のように教えておられま

す。 

「わたしのいましめを、心にいだいてこれを守る者は、わたしを愛する者である。・・・そして、わ

たしはその人を愛し、その人のところへ行って、その人といっしょに住むであろう」（ヨハネ 14・2

1、23）。また、 

「わたしのいましめを守るなら、あなたがたは、わたしの愛のうちにいる」（ヨハネ 15・10、12）

と。 

 

17. 主から発する神性が、天使たちにおよんで、天界をつくっています。この神性こそ愛に他ならない

ことが、天界で経験したあらゆることから証明できます。天界で、神愛と隣人愛の〈かたち formae〉

を身に帯びている者は、言語を絶する美のうちに、姿を現わします。その容貌、言葉づかい、生活のす

みずみから、愛が輝きでています。 

 さらに、各天使と霊からは、霊的〈いのち〉の霊気 sphaerae が出て、その周囲をとりまいています。

この霊気があるため、かれらがどんな情愛を伴った愛で生きているか、遠方からでも認められます。こ

の霊気は、各々の情愛の〈いのち〉と、それによる思考の〈いのち〉、あるいは愛の〈いのち〉と、それ

による信仰の〈いのち〉から流れ出てきます。 

 天使たちから流れる霊気には、愛が満ちあふれているため、そばにいる者の生命の内部まで、感動を

与えずにはおきません。わたし自身、それを何回も感知し、経験しました。天使たちの〈いのち〉は愛

です。だから来世では、一人ひとりが自分のもっている愛によって、自分の行くべき方向をさだめます。

〈主への愛〉と〈隣人への愛〉のうちにいる人は、たえず主のほうに顔をむけ、自己愛のうちにいる人

は、たえず主から顔をそむけます。かれらのからだの向きまで、全部そうなります。 

 理由は、来世では、場所 spatia は人の内部の状態によるからです。また、方位 plagae も、地上のよ

うでなく、人の顔がむく方向によってきまります。実は、天使たちが主のほうへ向くのではなく、主の

お望みを実行したい人を、主ご自身が、ご自分の方へ向けさせてくださいます。この方位については、

来世での方位のところで、詳しく述べることにします。18. 天界における主の神性は愛です。愛こそ、

天界のありとあらゆるもの、つまり平和・理知・英知・幸福のすべてを受けいれる器です。愛はみずか



 

らに和合するものを、個々全体にわたって受けいれ、自分から進んで、これを求め、探しだし、浸透し

ていきます。それによって愛は、常にいっそう豊かになり、より完全なものになっていきます。 

 以上は、だれでも知っています。人が愛するとき、自分の記憶の中から、愛に和合するものを全部見

つけだして汲みとり、よせ集めます。そして自分のものとして、愛の中にとり入れるか、自分に仕えさ

せるため、愛の配下に置くかします。和合しないものは、退けるか、排除するかします。 

 愛には、みずからに合致する真理を受けいれる全能力と、その真理を愛に結びつける願望があります。

この世で素朴で無学な人が、天使の英知と天上の至福にひきあげられ、天使たちの仲間入りをすること

からも分かります。かれらは、善のために善を、真理のために真理を愛し、それを自分の生活の中に植

えつけ、こうして言語を絶する姿の天界を、すべて受けいれる能力をそなえています。 

 自己愛と世間愛をもつ人の場合、以上を受けいれる能力がなく、それを厭
いと

い、拒み、わずかな接触や

流入も逃げて、自分と同じ愛の中にいる地獄の霊といっしょになります。 

 天上愛のすばらしさを疑っている精霊がいて、それが本当かどうか、知りたいと思っていました。か

れらは天上愛の状態に移され、一時障害が除かれ、天使のいる天界を、遠くから真正面に眺められる所

に連れていかれました。かれらはそこで、口では言い表わせない内面の幸福を感じました。かれらはま

た、以前の状態に戻ったことを、ひじょうに悔やんでいると聞きました。 

 他にも天界に引きあげられた者がいました。かれらは、内奥に引き込まれたのか、高く引き上げられ

たのか、それまで理解できなかったことを感じとれ、理知と英知の中に入ったそうです。こうしてみる

と、主から発する愛こそ、全天界を受けいれる器であることが、はっきりします。 

 

19. 〈主への愛〉と〈隣人への愛〉の中に、神の全真理がふくまれています。これは、主ご自身が、こ

の二種の愛について語られたことからもわかります。 

「『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、あなたの神を愛せよ』。これがいちばん大切な、

第一のいましめである。第二もこれと同様である、『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』。

これら二つのいましめに、律法全体と預言者とが、かかっている」（マタイ 22･37～40）。 

 「律法と預言」は〈みことば〉のすべてであるとともに、〈神の真理〉のすべてです。 

 

 

第４章 天界には二つの王国がある 

 

20. 天界には無限の変化があって、一つの社会が他の社会と、まったく同じことはないし、一人の天使

が他の天使と、同じこともありません。したがって、天界は、総体、種、部門の三つの面で分類されま

す。総体的にみると、天界には二つの王国があり、種別としてみると、三層の天界があり、部門別にみ

ると、無数の社会があります。それぞれについて、これから述べます。ここで「王国」と言っています

が、天界がいわゆる「神の国」だからです。 

 

21. 主から発する神性を内面的に受けとめるにも、天使によって大小があります。より深く内面的に受

けている天使を「天的天使」、より浅く内面的に受けている天使を「霊的天使」といいます。それにもと

づいて、天界は「天的王国」と「霊的王国」の二つの王国に分けられます。 

 



 

22. 天的王国を構成している天使たちは、主の神性をいっそう深く内面で受けとめているため、「内位

天使 angeli interiores」または「上位天使 angeli superiores」と呼ばれ、かれらが構成する天界は、「内

位天界 caeli interiores」または「上位天界 caeli superiores」と呼ばれます。上位とか下位と言われ

ているのは、それがいっそう内面的であったり、外面的であったりしているためです。 

 

23.  天的王国にいる天使たちの愛は、「天的愛」と呼ばれ、霊的王国にいる天使たちの愛は、「霊的愛」

と呼ばれます。天的愛は、主への愛 amor in Dominum であり、霊的愛は、隣人への愛 charitas erga  

proximum です。人が愛するとき、その愛の対象は善です。したがって善は、すべての愛の対象です。

だから、一つの王国の善は、「天的善」と呼ばれ、もう一つは、「霊的善」と呼ばれています。 

 ここで分かりますが、二つの王国があるのは、〈主への愛の善〉と〈隣人への愛の善〉があるためです。

〈主への愛の善〉は内的善で、その愛は内的愛です。だから天的天使は、内位天使で、上位天使とも呼

ばれています。 

 

24. 天的王国はまた、「主の祭司国 regnum sacerdotale Domini」と呼ばれ、〈みことば〉では 「主の

住まい habitaculum」といわれます。霊的王国は、「主の君主国 regnum regium Domini」と呼ばれ、

〈みことば〉では、「主のみ座」です。地上における主については、その天的神性から「イエス」と呼ば

れ、霊的神性から「キリスト」と呼ばれます。 

 

25. 主の天的王国にいる天使たちは、霊的王国にいる天使たちより、英知においても、その栄光におい

ても、はるかにすぐれています。それは、かれらが主の神性を、ずっと内面的に受けとめ、主の愛のう

ちにあって、主にたいし、より近く、より固く結ばれているからです。 

 天的天使が優れている理由は、〈神の真理〉をたちまち自分の生活の中で受けとめ受けいれ、霊的天使

のように、あらかじめ記憶や思考を持ち込むことをしないからです。〈神の真理〉は、その心に刻みこま

れていて、それを自分の中で直視しているように感じとります。それを、あれこれと理性で吟味するこ

とはしません。エレミヤ書には、次のように記されています。 

「わたしは、わたしの律法をかれらの中におき、その心にしるす。・・・人はもはや、おのおのそ

の隣人と、その兄弟に教えて、『あなたは、主を知りなさい』とは言わない。それは、かれらが小

より大にいたるまで、みなわたしを知るようになるからである」（エレミヤ 31・33、34）。 

 また、イザヤ書で、かれらは「主（エホバ）に教えられた者」（54・13）と呼ばれています。エホバ

によって教えられた者とは、主によって教えられた者であることは、主ご自身がヨハネの福音書で語っ

ておられます（ヨハネ６・45、46）。 

 

26. 天的天使の英知と栄光が、他の天使より優れている理由は、かれらが〈神の真理〉をただちに自分

の生活の中にとりいれるためであると言いました。〈神の真理〉を耳にするとすぐ、それを欲して実行に

移し、記憶の中におさめ、それが真理であるかどうか、検討することはしません。かれらは、主からの

流入によって、自分が聞いた真理が真理であることを、即座に知ります。 

 つまり、主は人の意志の中に、直接の流入をお与えになりますが、同時に、その意志をとおして間接

的に、人の思考の中に、影響をおよぼされます。同じように、主は善の中に、直接の流入をお与えにな

りますが、その善をとおして、間接的に、真理に影響をおよぼされます。善は、意志または行為の対象

ですが、真理は、記憶または思考の対象です。 



 

 真理はすべて、意志の中にはいると、すぐ善にむかい、愛のうちに植えつけられます。ただし、真理

が記憶とか思考の中にある間、善にはならず、〈いのち〉をもたず、人のものになることもありません。

というのも、人間は人間であるのは、意志に依存し、意志経由で理性に依存します。意志から切りはな

された理性に、依存するわけはありません。 

 

27. 天的王国の天使たちと、霊的王国の天使たちの間には、以上のように、はっきりした違いがあるの

で、いっしょにはなりません。ただ、天的・霊的社会といわれる中間の社会を介して、交流がある程度

です。天的王国は、この中間社会をとおして、霊的王国に浸透していきます。だから二つの王国であっ

ても、一つの天界をなしています。主は、二つの王国の交流と結束に仕えている中間天使たちを、いつ

もご自分の配慮の下におかれます。 

 

28. 二つの王国のそれぞれについては、続章で詳細に述べるつもりですから、ここでは省略します。 

 

 

第５章 天界には三つの層がある 

 

29. 天界は、はっきり三つの層に分けられています。それは内奥部 intimum にある第三天界、中間部

 medium にある第二天界、末端部 ultimum にある第一天界です。ちょうど人間に、最上部に頭、中間

部に胴体、最下部に足があるように、家には、屋根、中間部、土台があるように、三つはたがいに連な

りながらも、独自性を保ちます。神性もまた、この順序で、主から発し下ります。この順序を維持する

必要から、天界は三層に分かれています。30. 人間の心と魂の内部にも、同じような秩序があります。

内奥部、中間部、末端部です。創造にあたって、人には、神の全秩序が結集されており、その〈かたち 

forma〉には、神の秩序が現れ、天界の雛形をなしています。それで人は、その内部で天界とつながり、

死後天使たちの仲間入りをします。生前、主からくる〈神の善と真理〉をどれほど受けていたかによっ

て、内奥部か、中間部か、末端部のいずれかの天使たちの中に入ります。 

 

31. 主から流れてくる神性が、第三天界すなわち内奥部の天界で受け止められるとき、その神性を「天

的神性」といい、そこにいる天使を「天的天使」と呼びます。主から流れてくる神性が、第二天界すな

わち中間部の天界で受け止められるとき、その神性を「霊的神性」といい、そこにいる天使を「霊的天

使」と呼びます。主から流れてくる神性が、末端部すなわち、第一天界で受け止めるとき、その神性を

「自然的神性」と呼びます。 

 ただし、天界にある自然は、この世の自然と違って、「霊的・天的な自然的天界」といわれ、そこにい

る天使は、「霊的・天的な自然的天使」です。「霊的・自然的」といわれるわけは、かれらが、中間部に

ある第二天界、すなわち霊的天界から流入を受けているからです。また、「天的・自然的」といわれるわ

けは、かれらは内奥部にある第三天界、すなわち天的天界から流入を受けているためです。霊的・自然

的天使と、天的・自然的天使とは、たがいに区別されていますが、同一の段階にあるため、一つの天界

をなしています。 

 

32. 以上三層の天界のそれぞれに、内側と外側があり、内側にいる天使を「内天使 angeli interni」、

外側にいる天使を「外天使 angeli externi」といいます。各天界にある内側と外側 は、人間の意志  



 

voluntarium と理性 intellectuale のようなものです。すなわち、内側は意志、外側は理性です。意志

があるところには、必ず理性があります。一方は他方なくしてはありえません。意志が炎だとすると、

理性はそこから出る光のようなものです。 

 

33. 天使たちが、どの天界の天使になるかは、その天使の内部の状態によります。内部が主にむかって

いればいるほど、天界の内部にいることになります。 

 天使も霊も人間も、それぞれの内部には三つの段階があります。第三段階まで、主にむかって心が開

いている者は、内奥部の天界にいます。第二段階までであれば、中間部の天界にいます。第一段階の場

合は、末端部の天界にいます。 

 内部は〈神の善〉と〈神の真理〉を受けいれることによって開かれます。〈神の真理〉に触れるとすぐ、

それを生かして意志と行為に移す者は、内奥の第三天界にいます。かれらは、真理の情愛 affectio から

善を受けいれています。ところが、真理をただちに意志に移さず、記憶におさめて理解したあと、意志

したり行動したりする者は、中間の第二天界にいます。また、神を信じて道徳的生活をおくっていても、

教えてもらいたいとあまり思わない者は、末端部の第一天界にいます。 

 こうして、内部の状態が天界をつくるわけで、天界は一人ひとりの心の中にあり、外にはないことが

分かります。主もまた、次のように教えておられます。 

「神の国は、見られるかたちで来るものではない。また、『見よ、ここにある』、『あそこにある』

などとも言えない。神の国は、実にあなたがたの中にある」（ルカ 17・20、21）と。 

 

34. 完全さは、すべて内的になればなるほど増加し、外的になればなるほど、減少していきます。内部

はそれだけ神にちかく、より純粋であり、外部はそれだけ神にとおく、より粗雑です。天使のもつ完全

さには、理知、英知、愛、それにあらゆる善と、そこから生まれる幸福があります。以上が欠けた場合、

幸福もありません。なぜなら、以上が欠けた幸福は、外的であって、内的ではないからです。 

 内奥部の天界にいる天使たちの内部は、第三段階まで開いていますから、その完全さは、内部が第二

段階までしか開いていない中間部の天界にいる天使たちの完全さを、はるかにしのいでいます。同じよ

うに、中間部の天界にいる天使たちの完全さは、末端部の天界にいる天使たちの完全さをしのいでいま

す。 

 

35. 以上のように区分されていることから、一つの天界の天使は、別の天界の天使の仲間入りをするこ

とができません。だれも、下位の天界から、上にのぼることはできないし、上位の天界から、下にくだ

ることもできません。下位の天界からのぼろうとすると、痛いほどの不安が襲ってきて、そこにいる者

を見ることも、かれらと言葉をかわすこともできません。また、上位の天界から下へくだると、天使は

その英知を失い、声はふるえ、絶望におちいります。 

 末端部天界に、天界が天使たちの内部からできていることを、まだ知らない天使がいました。かれら

は、天的天使のいる天界に行きさえすれば、最高の天上的な幸福を味わえるものと信じていました。許

されて、その仲間入りをしようと行ってみました。しかしそこには大勢の者がいたにもかかわらず、ど

こへ尋ねていっても、だれも見ることができません。 

 外来者たちの内部は、そこにいる天使の内部と同じ段階にまで開かれていなかったし、その視力とて

同様です。しばらくして心痛が激しくなり、自分が生きているかどうかも分からなくなって、すぐさま

以前の天界にひきかえし、仲間に会えて、喜んでいる様子でした。かれらは、自分たちの〈いのち〉に



 

調和しない高次の状態を、もう二度と求めないことを心に誓いました。 

 わたしが目撃したところでは、上位の天界を去ってから、英知を失い、自分の天界の様子さえ分から

なくなった天使がいます。反対に、主が下位天界にいる者を上位にひきあげて、その栄光をお示しにな

る場合がよくありますが、それは別です。その場合には準備があって、交流ができるように、中間部の

天使たちによって、とり巻かれています。以上のように、天界には三層あって、たがいにはっきり区分

されています。 

 

36. 同種の天界にいる者とは、互いにだれとでも交際することができるし、自分のもつ善の親近性にし

たがって、楽しい交流をもつことができます。これについては次章で述べます。37. 一つの天界の天使

は、もう一つ別の天界の天使とのあいだで、仲間づきあいの交流がないことから、天界にはそれぞれ区

分があるのが分かりますが、主は、直接または間接の流入によって、全天界を結びつけておられます。

主ご自身から、全天界にわたる直接の流入があると同時に、一つの天界から、もう一つ別の天界におよ

ぼす間接の流入もあります。 

 このようにして、三層の天界は一つとなり、最初のお方である主から、末端部にいたるまで、切れ目

なく、すべてがつながっています。このつながりからはずれる者はなく、万一中間部をとおして、最初

のお方とつながっていない場合は、存在することは不可能で、消滅してしまいます。 

 

38.  神の秩序のもとで、どんな段階にいるか知らない者は、天界の区分についても、人間の内部と外部

についても、理解できません。内部と外部、上位と下位について、この世では、人はたいてい、純粋な

ものから粗雑なものにいたる連続とか系列としか、考えません。しかし内部と外部は、連続しておらず、

分離しています。  

 段階には、〈連続の段階 gradus continui〉と〈非連続の段階  

gradus non continui〉の二種類があります。〈連続の段階〉というと、光が炎の状態から、くすんだ状

態まで増減したり、光の中に照らされた物から、日影にある物まで、視覚に映るものに明暗があったり、

また大気の純度が低い場合から、高い場合にまで移り変わる段階があります。このような段階を決定す

るものは、遠近性です。 

② ところが、〈非連続または分離の段階〉では、先在と後在、原因と結果、生産者と非生産者とのあい

だの区分にある関係です。全宇宙にあるものは、個々全体を問わず、このような生産と合成があり、一

つのものが、もう一つ別のものへ変化し、それがまた第三のものに変化することなど、調べてみればよ

くわかります。 

③ このような段階に気づかない人は、天界の諸層、人の内部能力と外部能力の違い、霊的世界と自然

世界の区分、人間の霊と肉体とのあいだの相違を知ることはできません。なお、相応とか表象が何であ

るか、流入が何であるかなども、分かりません。感覚的な人間は、この違いがわからず、すべての増減

を連続の段階で読みとります。したがって霊的なものも、自然の純化したもの程度にしか把握しません。

だから、外側に立って、遠くから、理性で眺めているようです。 

 

39. 段階が理解されていなかったので、人の心に及ばなかった三層の天界の天使について、最後に一つ

の秘義を記すことにします。すなわち、天使にも、人間にも、それぞれ内的で上位の段階があります。

それは、主の神性が最初に親しく流入を与えられる〈内的・上位の場 

intimum et supremum quoddam〉です。その場から、人の秩序の段階にしたがい、継続して起こる他



 

の内部のものを、主は調整しておられます。 

 この〈内的・上位の場〉は、主が天使と人間の中に入られる入り口であるとともに、主ご自身の住ま

いと言われます。この〈内的・上位の場〉こそ、人間を人間にするもので、動物と違うところです。と

いうのは、動物にはこの場がないからです。人は動物と違って、心と魂の内部まで、主によって高めら

れ、主を信じ、主への愛に動かされ、主を見、理知と英知をいただき、理性をつかって語り、なお永遠

に生きることができます。 

 ただし、その内奥部で、主がどんなことを計画され、配慮されているかは、天使でさえ、思考力と英

知の限度を越えるため、明確な流入として、感知されることはありません。 

 

40. 以上、三層の天界について、総体的に述べてきました。その一つ一つの天界については、続章で述

べます。 

 

 

第６章 天界には無数の社会がある 

 

41. 同じ種類の天界の天使たちは、同じところにいるわけではなく、各自の〈愛の善〉や信仰などの違

いから、大小様々な社会に分かれています。同じ善の中にいる天使は、同一の社会を形成しています。

天界の善には、無限の変化があり、一人ひとりの天使にも、みずからのもつ善があります。 

 

42. 天界の天使社会も、その善の類や種によって、たがいに距離をおいています。霊の世界での距離は、

内部の状態の違いだけから生まれるもので、天界では、愛の状態の違いです。その違いが大きければ、

距離もそれだけ遠くなり、違いが少なければ、距離も近くなります。そして似ていれば、一つになりま

す。 

 

43. 同じ社会にいる者は、みなたがいに特徴をもっています。いっそう完全な者、つまり善にすぐれ、

その結果、愛、英知、理知に秀でている者は、中央に位置します。それより少し劣る者は、その周囲に

いて、完全性の減少とともに、その段階にしたがって距離をおきます。これは、中心部からの光が、そ

の周辺にとどくにしたがって、淡くなるのに似ています。中央にいる者は、最大の光の中にあり、周辺

に位置するほど、その光はだんだんと減少していきます。 

 

44. 似た者どうしは集ります。似た者どうしは、身内といっしょに家にいるようなものです。他人の場

合、外国で外国人といっしょにいるようです。似た者といっしょにいれば、自由でもあるし、生活上あ

らゆる喜びがあります。 

 

45. 天界で全員をまとめる力は、善です。それも善の種類で、多様に違ってくるのに、ここで気づきま

す。ただし、このような仲間づくりをするのは、天使たちではなく、善の源である主です。かれらを導

き、いっしょにさせたり、別れさせたりして、善にいるかぎり、かれらの自由を確保されるのも主です。

このように、一人ひとりは、自分のもつ愛、信仰、理知、英知、幸福の中に生きています。 

 

46. 同じような善のうちにいる者どうしは、まえにいちども会ったことがなくても、互いにこの世での



 

隣人、親戚、友人のように、見なします。来世では、霊的なもの以外、つまり愛と信仰から以外の、親

近感、身内の情け、友情はありません。 この事実は、何回かわたし自身が目撃しました。肉体から切

り離されて、霊のうちにあったとき、ある天使はわたしにとって、幼児からの知りあいのようでしたが、

別の天使は、見なれない感じでした。幼い頃からの知りあいに見えた天使は、わたしの霊と似かよった

状態で、そうでない天使は違っていました。 

 

47. 同一の天使社会を形成している者どうしは、個々人ではみな違っていながら、全体では同じような

顔つきをしています。一人ひとりでは違っていても、団体としてはよく似ている様子は、この世でもあ

る程度見かけるところです。同一の種族が、その顔つきや眼つきで、共通の特徴をもっていて、それで

他の種族と区別がつきます。またある家族がもう一つ別の家族と、いっそうはっきり区別されることが

あります。 

 しかし、これがもっとも完璧におこなわれるのは天界で、そこですべての内面の情愛が現れ、顔に輝

きでてきます。顔は内面をあらわす外部の〈かたち〉であり、表象だからです。天界では、自分のもつ

情愛以外の顔をすることはできません。 

 同じ社会で、それぞれ共通の類似性が、どんなふうか示されました。わたしの目に映った天使の顔は、

善と真理の情愛によって、多種多様でしたが、同一の社会には、同じような顔が見られました。その容

貌の多様性はずっと変わらず、観察しているうちに、どの顔にもある共通の特徴がもとになって、そこ

から派生するか発展するかして、他の特徴が生まれてきているのが分かりました。 

 このように、各社会に住む者の顔の違いをとおして、その社会全体の情愛を知りました。前述したよ

うに、天使たちの顔は、その内部をあらわす〈かたち〉、つまり愛と信仰を示す情愛の〈かたち〉です。 

 

48. 英知において優れている天使は、ほかの天使の状態を、その容貌から知ることができます。だれも、

自分の内部と違う顔をしたり、真似してみたり、策や偽善で、いつわったり、騙
だま

したりはできません。 

 ある社会にいる天使と、同じ善の〈かたち〉をとってみせようと、内部をごまかし、外見をつくろい、

光の天使さえだませる偽善者がいて、その社会にしのびこむことが何回かありました。しかし、かれら

は、そこに長くとどまることができず、試練にあっているように、内心苦しみもだえ、顔面はうす黒く

なってきました。 

 それは、自分のうちに流れ動いている正反対の〈いのち〉があるためで、結局はくやんで、自分と同

類のいる地獄に身を投じ、二度とのぼって行きたいとは思いませんでした。これは婚宴に招かれたとき、

礼服を着ていないので、外の暗闇に投げだされた客を指しています（マタイ 22・11 参照）。 

 

49. 天界の社会は、すべて相互に交流をもっていますが、それは自由交流ではありません。自分の社会

から、他の社会に出かけていく者は少数です。それは自分の社会から出ることは、自分自身、または自

分の〈いのち〉から外へ出て、あまり調和しない他の社会へ行くようなものです。 

 しかし、天使たちはすべて、各自の〈いのち〉から発出している霊気の波及性 extensio sphaerae 

をとおして、交流します。〈いのち〉の霊気とは、〈愛と信仰の情愛〉の霊気です。この霊気が四方にの

びて、周囲の社会にまで及びます。そして、情愛がより内的で完全であるほど、あまねく遠方へ及びま

す。天使たちの理知と英知は、その波及性の大小によります。内奥つまり中央の天界にいる天使たちは、

全天界におよぶ波及性をもっています。そこから、全天界と各天使との交流、一天使と全天使との交流



 

が生まれます。 

 ただし、この波及性については、天使の各社会が配置されている〈天使のかたち〉をあつかうところ

で、もっと詳しく述べるつもりです。そこでまた、天使のもっている英知と理知にも触れますが、かれ

らの情愛と思考の波及性は、すべてその〈かたち〉に呼応して、及んでゆきます。 

 

50. 天界は、大小さまざまの社会からなっていると言いました。それは大きな社会は何万人、小さな社

会は何千人、最小のもので何百人かの天使によって構成されています。家々や家族で孤立して住んでい

る場合もありますが、分散はしていても、一定の社会に所属しているように、たがいに秩序を保ってい

ます。かれらの中で、より賢明な者が中央に、単純素朴な者が周辺に住んでいます。かれらは、主のお

ん導きに、即座にしたがう最善の天使たちです。 

 

 

第７章 各社会は小さな〈かたち〉の天界で、 

各天使は最小の〈かたち〉の天界である 

 

51. 各社会は、小さな天界であり、各天使は、最小の規模の天界です。〈愛と信仰の善〉が天界をつく

り、天界の全社会と、その社会に住む全天使には、その善が宿っています。そのような善は、所在によ

って違いがあっても、天界の善であるという点、変わりません。相違があるとしても、ある天界には、

ある善があり、別の天界には、また別の善がある程度です。 

 したがって、人が天界の一社会にひきあげられると、天界に来たといわれ、そこにいる天使は天界に

いて、それぞれ自分にふさわしいところにいるとされます。この様子は、来世にくると、みな分かりま

す。だから、天界の外か下に立っている者が、遠くから天使たちの集っているのを眺め、天界はあそこ

にある、などと言うことがあります。 

 これはちょうど、ある宮殿や宮廷で、長官や官吏、従者たちがいるのにたとえられます。それぞれ自

分の住居と部屋をもっていて、そこに住んでいます。そして一人は上に、一人は下にいても同じ宮殿に

いて、みなそれぞれの役目にしたがって、王に仕えています。ここで、次の主の〈みことば〉が理解で

きます。 

「わたしの父の家には、住まいがたくさんある」（ヨハネ 14・２）。 

 預言者たちも、「天の住居」とか「天界の中の天界」という言葉をつかって、それを表します。 

 

52. 全天界に及ぶのと同じような〈天界のかたち〉が、各社会にも存在するため、各社会は、小規模の

天界であることが分かります。全天界にわたって、優れた天使たちが中央に、やや劣る天使たちは、順

次その周辺をとり巻いて、連なっていることは、前（43）節で述べたとおりです。 

 また主は、全天界のすべての者を、ひとりの天使を導かれるように、導かれます。それは、各社会を

構成する天使たちについても同じです。そのため、あるときは天使の全社会が、ひとりの天使の〈かた

ち〉で現れることがあります。それをわたし自身、主から許されて目撃しました。 

 主が天使たちの中央に現れるとき、多くの天使にとり囲まれた姿でなく、ひとりの天使の〈かたち〉

をとられます。だから、主は〈みことば〉の中で「天使」と呼ばれています。また、ミカエル、ガブリ

エル、ラファエルという名は、各天使社会の総称であって、その社会の天使が果たす役割から、そう名



 

づけられています。 

 

53. 各社会が小さな天界であるのと同じように、各天使は、最小の天界です。なぜなら、天界は天使の

外にあるのではなく、天使の中にあるからです。天使の心の内部は、天界の〈かたち〉を帯びていて、

外部にある天界の全部を受けいれるようになっています。各天使は、主からいただいている善の性格に

したがって、外部の善を受けいれています。だから、天使もまた、天界であるということになります。 

 

54. 天界は、人の外にあるのではなく、内にあります。天使はすべて、自分の内にある天界にしたがっ

て、自分の外にある天界を受けいれています。だから、天界に入ることを、自分の内部の〈いのち〉が

どうでも、ただ主のお情けで ex immediata misericordia 天使たちの中に引きあげられると信じている

人は、どれほど誤っているか、わかります。 

 天界が人の内部になかったら、どうでしょう。人の外部で、その流入が受けとめられたりできる天界

など、どこにもありません。このような考えと信仰とをもって、天界に引きあげられた精霊がたくさん

いますが、かれらは天界にくると、天使の生きる〈いのち〉に反する内部の〈いのち〉をもっているた

め、知性は暗んで、愚か者のようになり、意志はもだえ苦しんで、まるで狂人の振舞いとしか思えませ

ん。 

 一言でいうと、悪い生活をして、天界に来て、その魂をさらす者は、ちょうど大気に出た魚のように

苦しむか、稀薄な空気の中で、せわしく息をしている動物のようになります。以上で、天界は人の内部

にあるもので、外部にあるものではないことが分かります。 

 

55. 天使たちは、自分の内にある天界の性格によって、自分の外にある天界を受けいれています。だか

ら、主の神性が天界を造られた以上、主もまたそのようにして受けいれられます。したがって、ある社

会で、主ご自身が臨在なさる場合、その社会のもつ善の性格に応じて、主はそこにお現れになります。 

 ただし、ある社会と、もう一つ別の社会とでは、状況が違います。それは、主の側に何か異なったも

のがあるためでなく、仰ぐ側のもっている善から、主を眺めるからです。すなわち、自分のもっている

愛の性格によって、主を仰ぐからです。 

 主を内心から愛する者は、内部から影響をうけ、少なく愛する者は、主からの影響もわずかです。天

界の外にいる悪霊たちは、主の臨在で苦しめられます。主がある社会に現れた場合、ひとりの天使とし

て現れるため、射し照らす神性の輝きから、他の天使との違いが分かります。 

 

56. 主が認められ、信じられ、愛されているところに、天界があります。ある社会と、もう一つ別の社

会では、異なった善があることから、主にたいする礼拝も異っていますが、それも益こそあれ、害には

なりません。天界の完全性は、そこから生まれます。どのようにして、多様性から一つの完全なものが

生まれるかは、学問の世界で磨かれた用語をつかって説明しないかぎり、よくは分からないでしょう。 

 すべて一つにまとまったものは、多様なものから成りたっています。多様なものからできていないも

のがあるとすれば、それは何ものでもなく、形も性質もありません。一つのものは、多様なものから成

りたち、多様なものは、完成された〈かたち〉 forma perfecta をもっています。その中で、それぞれが、

順次和合する友のように互いに連なっていて、そこで完成された何かが生まれます。 

 天界は、種々様々なものが秩序づけられて、一つの最も完全な〈かたち〉をしています。というのは、

天界の〈かたち〉は、あらゆる〈かたち〉の中で、最も完全なものだからです。完全性のすべてがそこ



 

から生まれていることは、愛らしさ、楽しさを伴うことからも明らかです。 

 それは、秩序ただしく共存するか、連結するかして、多をともなう一からなり、多様性の中で一致和

合するもの同士の統一と調和の中から生まれ、流れてくるものです。したがって、多様性は心をよろこ

ばすものであると言われ、その喜びは、多様性のもつ性格から出てくることが知られています。 

 以上から、天界にあっても、多様性がどのようにして完全性を生みだすかが、鏡で見るようにはっき

りします。というのも、自然界に存在するものから、霊界に存在するものが、鏡に映しだすように、見

えてくるからです。 

 

57. 教会は、地上における主の天界ですから、教会についても、天界と同じことが言えます。教会も多

数存在し、その一つ一つが「教会  

ecclesia」と呼ばれ、また、〈愛と信仰の善〉が支配している程度におうじて、教会も成立しています。

主もそこで、多様なものから一つを、多数の教会から、一つの教会をつくられます。 

 教会全体について言えることは、個々の教会である一人ひとりの人間についても言えます。教会は人

の外にあるのではなく、内にあるものであり、主が〈愛と信仰の善〉の中に臨在されているかぎり、各

人もまた教会だからです。天使のうちに天界があるのと同じように、人のうちに教会があります。各天

使は、最小の〈かたち〉を帯びた天界であるのと同じく、人は、最小の〈かたち〉を帯びた教会です。 

 さらに、人はその中に教会があるだけでなく、天使と同様、天界でもあります。なぜなら、人は天界

にはいって、天使になるように造られているからです。だから、〈主よりの善〉をもっている人は、天人

 angelus homo でもあるわけです。 

 人間と天使との共通点は何か、また、人間が天使にまさっているものは何か、知っておくのもいいで

しょう。 

 人間と天使との共通点は、〈愛と信仰の善〉にいるかぎり、その内部は天界にかたどられ、天界の似姿

 imago になっていることです。人間が天使にまさっている点は、人の外部はこの世にかたどって造ら

れていることです。そして人が善にいるかぎり、人間が身に帯びているこの世は、天界に従属し、天界

に仕えていることになります。こうして、主は天界におられるのと同じく、天界とこの世の両者にまた

がって、人間のうちに臨在なさいます。神は秩序でましますから、両者には神ご自身の秩序があります。 

 

58. 最後に忘れてならないのは、天界を自分のうちにもっている人は、天界を最大限に、または総体的

にもっているだけでなく、最小限に、あるいは個別的にもっていることです。そこで最小限は、その似

姿という点で、最大限に通じます。 

 つまり、一人ひとりは自分の愛をもっており、自分を支配する愛でできています。そして、この主調

愛 amor regnans は、個々の部分に流れ入り、それを整え、みずからに似せていきます。天界では、主

がすべてに越えて愛されていますから、主への愛が支配しており、主はすべての中のすべてで、個々と

全体にわたって、浸透し、調整し、みずからに似せ、みずからのいますところに天界を造られます。 

 こうして、天使は、最小の〈かたち〉の天界であり、天使の社会は、それより大きい天界であり、社

会全体は、最大の〈かたち〉の天界になります。主の神性が天界をつくり、それが、すべてにおいて、

すべてであることについては、前述したとおりです（７～12 節）。 

 

 

 



 

第８章 天界全体は、ひとりの人間になっている 

 

59. 天界を全体として見るとき、ひとりの人間になっていることは、この世では、前代未聞の秘義に属

します。ただし天界では、当然のこととして知られています。 

 これを詳細にわたって究めてゆくことは、天界の天使がもっている理知の特権です。そして、このよ

うな考え方を共通の原理にしていかないと、明確には把握できない多くのことがらがあります。かれら

は、全天界をその社会をふくめ、ひとりの人間として把握しており、そのため天界のことを、 「巨大

なる神的人間 Maximus et Divinus Homo」と言っています。主の神性が天界をつくられるので、これを

神的といっています（前７～12 節参照）。 

 

60. 霊や天界について、たいした理解をもっていない人は、天界や霊界にあるものが、以上のような

〈かたち〉と似姿をもとにして、整然とつながっていると言われても、ぴんときません。だから、人間

をつくっているのは、その末端部を構成している大地の物質であり、それがなかったら、人間は人間に

ならないと思います。しかし、人間が人間であるわけは、このような物質からでなく、真理を理解し、

善を欲するからです。霊的なもの、天的なものが、人間をつくっています。 

 人間は、みずから備える理性と意志からみて、人間であることは、知られています。また物質と肉体

は、この世で理性と意志につかえ、自然界という末端の霊気 ultima naturae sphaera の中で、理性と意

志に役立つために、造られていることもわかります。したがって、肉体は、自分から何かを行っている

のではなくて、理性と意志が命じるところに、全面的に服従して、何かを行っています。人が考えたり、

舌と口をつかってしゃべったり、肉体と手足をつかって何かを欲し、実行したりしても、それは理性と

意志がおこなっているので、肉体が自分の力で行っているのではありません。 

 したがって、人間をつくっているのは理性と意志で、その両者は、同じような〈かたち forma〉で動

いていることが、はっきりします。なぜなら理性と意志は、内部のものが外部に働きかけるように、肉

体のすみずみにまで働きかけているからで、人間が、内的人間または霊的人間とか呼ばれるのはそのた

めです。このようにして、最大で最も完全な〈かたち〉をもった人間が、天界です。 

 

61. 天使が人間について考えていることは、以上のようです。したがって、天使は、人間が肉体を使っ

て行う行為にたいしてでなく、肉体が働く源になる意志に注意をむけます。かれらが、「人間そのもの」

と呼んでいるのは、その意志を指し、理性については、それが意志と連動して一つのことをする限りに

おいて、「人間そのもの」になります。 

 

62. 天使たちが、天界を見る場合、その全貌をあるがままの〈かたち〉で、見渡しているわけではあり

ません。全天界を一望のもとに視界にいれることができる天使はいません。ただし、何百万人もの天使

からなり、散在する社会が、以上のような〈かたち〉で一つになっているのを見ています。それぞれの

社会は、たんなる一部分となって、天界という共同社会にまとまっています。それは、もっとも完全な

共同社会の〈かたち〉の中で、かれらはみな部分であり、またその部分は、共同性をもっています。相

違はただ、同種の中での大小の差にすぎません。神は、内奥の最高部から、万事を見ておられるので、

「全天界は主のおん目の中にある」と、かれらは言います。 

 

63. 以上のように、天界はひとりの人間のように、また一つのものとして、主によって治められていま



 

す。周知の通り、人間は、部分と全体にわたって、無数のものから成っています。手足・器官・内臓か

ら全体ができ、細胞・神経・血管から部分ができています。肢体はさらに肢体から、部分はさらに部分

からなり、人が行動するときは、一つになって動きます。天界もまた、このようにして、主によって配

慮され導かれています。 

 

64. 人間にある各種各様のものが、みな一つになって動いているのは、その一つ一つが、全体に益 usu

s をもたらすために、働いているからに他なりません。全体は、部分に益をもたらし、部分は、全体に

益をもたらします。それというのも、全体は部分からなり、部分は全体を構成しているからです。その

ため、個々はそれぞれ、他を見てたがいに配慮しあい、それぞれが全体のため、また共同の善のために

働けるような〈かたち〉で結びついています。そこから、一つの行動が生まれます。 

② 天界においては、同じ者どうしで社会が構成されます。かれらは、役立ち usus にしたがって、同

じような〈かたち〉のもとで結ばれていて、共同の利益に役立たない者は、異分子として天界から放逐

されます。 

 「役立つ」とは、共同善をめざして、人を幸福にしたいと思うことで、「役立たない」とは、共同善の

ためでなく、利己心から、人に善を願うことです。前者は、すべてを越えて神を愛しますが、後者は、

すべてを越えて自分を愛しています。天界にいる者は、行動を一つにし、自分からでなく、主からこれ

を行います。かれらは、主ご自身を、万物の源である唯一のお方として見ています。そして主のみ国を、

自分たちの共同社会として、念頭においています。主の〈みことば〉には、次のようにあります。 

「まず、神の国と神の義とを求めなさい、そうすれば、これらのものは、すべて添えて与えられる

であろう」（マタイ６・33）。 

③ 「神の義を求める」とは、神の善を求めることです。この世で、自分の善より祖国の善を愛し、自

分と同じように隣人の善を愛する者は、来世では主のみ国を愛し求めます。来世では、祖国に代わって、

主のみ国が存在しています。自分のためでなく、善のために、人に善をすることを愛する者は、来世で

は、善こそ隣人であるから、隣人を愛します。巨大人 Maximus Homo の中にいる者、つまり天界にい

る者は、すべて以上のようです。 

 

65. 全天界は、ひとりの人間を映し出しており、その最大の〈かたち〉では、「霊的神人 Divinus Spirit

ualis Homo 」の姿をもっています。したがって、天界もまた人間のように、肢体と各部にわかれていて、

同様の呼び名でよばれています。天使たちは、ある社会が、肢体のどの部分か、またもう一つ別の社会

が、どの部分かを知っています。そして、ある社会が、肢体の頭にあたる、胸にあたる、腰にあたると、

言っています。 

 大ざっぱに言って、最高の第三天界は、頭部から首まで、中間の第二天界は、胸から腰および膝まで、

末端部の第一天界は、両脚と足のうら、そして両腕と両手の指までを形成しています。両腕と手は、胴

体からでていても、人の末端部 ultima hominis になります。以上からも、天界には三層あることがわか

ります。 

 

66. 天界の下にいる霊たちは、天界が上にあるだけでなく、下にもあると聞き、また目撃して、ひじょ

うに驚きます。かれらは、この世の人と同じように、天界は上にしかないという信仰と意見をいだいて

います。つまり天界の位置が、人間の四肢・器官・内臓のように、ある部分は上にあり、他の部分は下

にあること、また、ある四肢・器官・内臓の中で、ある部分は内側に、ある部分は外側にあるのを知り



 

ません。だから、天界について誤った考えをいだいてしまいます。 

 

67. 天界が巨大人であることは、以上で納得できると思います。この考えが前提にならないかぎり、天

界に関することは、いっさい理解できません。また天界の〈かたち〉について、主と天界との結びつき

について、天界から浸透していく自然界への流入について、まして相応についても、分からないと思い

ます。これをいま順を追って話しますが、手順として、今までのことをはっきりさせるため、記しまし

た。 

 

第９章 天界での各社会は、 

ひとりの人間になっている 

 

68. 天界の各社会もまた、ひとりの人間を映し出しており、人間のイメージを宿していることを、わた

しは何回も目撃しました。 

 ある社会があって、その中に、光の天使たちさえ騙
だま

すことができる者が、大勢しのびこんでいました。

かれらは偽善者でした。その偽善者たちが、天使たちから切りはなされたとき、最初その社会の全体が、

ぼんやりした一つのものに見えましたが、それも次第に、漠然とした人間の〈かたち〉を見せはじめ、

ついには光のもとで人間の姿になりました。 

 人間の中にいた人たちは、その社会を構成し、社会の善をめざしている者でしたが、人間の中にいな

かった他の者は、その社会を構成していない偽善者でした。前者はそこにとどまり、後者は追いはらわ

れ、ここに分離がおこなわれました。 

 偽善者たちは、じょうずに話し、じょうずに行動します。しかし、一つ一つの事柄で、自分を求めて

います。主や天界や愛や天上の〈かたち〉について、天使のように話します。また話の内容にそって、

うまく振舞います。しかし考えていることは別で、何も信じてはいないし、自分以外の人の善を願うこ

とはありません。何か善い行いをするなら、それは自分のためで、人のためにするなら、見られるため

であって、いずれも自分のためです。 

69. ある天使社会全体が、主のご臨在のもとにあるときは、ひとりの人間の〈かたち〉で現れてくるの

を見たことがあります。東方に高く、星々にとりまかれ、白色から赤みを帯びた光に輝きをかえてゆく

雲のようなものが下ってきました。下方へ降るにつれ、次第に明るくなり、ついに完全な姿の人間に見

えてきました。雲のまわりにあった星々は、主からの光に照らされ、見えたのは天使たちでした。 

 

70. 天界の一定社会にいる天使たち全員を、同時に見ると、人間のイメージをもった一つのものとして

現れます。それにもかかわらず、一つの社会が、もう一つ別の社会と、同じような人間像をもっている

とは言えません。それは、違った先祖をもつ人間の顔が、たがいに違っているのと同じです。これは前

にも言ったように、天使たちを支え形づくる善の多様性にともなって、変わってくるからです（47 節）。

内奥にある最高天界の社会と、中央にある社会は、もっとも完全で、美しい〈かたち〉をした人間の姿

で現れます。 

 

71. 天界の社会では、構成員の数が多く、行動をともにしているほど、人間の〈かたち〉は、より完全

であることを、忘れないでください。（56 節で）前述したように、天界の〈かたち〉をつくる多様性こ



 

そ、完全性に通じます。そして、構成員がふえれば、変化もいっそう多様化します。天界の各社会は、

日々その構成員の数をましていきます。構成員がふえれば、それだけ完全になります。このようにして、

社会は完成されますが、天界は各社会からなっていますから、天界全体も、いっそう完成されていきま

す。 天界は、その構成員の増加にともなって、完成されていきます。とは言え、天界が満員になり次

第、閉ざされてしまうと信じる人は、ひじょうな誤りをおかします。閉じるどころか、満たされていけ

ばいくほど、より完全になります。天使たちは、新来の天使が新しく加わることを心から願っています。 

 

72. 各社会がひとりの人間像をもって現れるのは、全天界がひとりの人間像を映し出すためであると、

前節で述べました。天界を形成する〈かたち〉は、もっとも完全ですが、その中で、各部分は全体と、

最小のものは最大のものと、相似 similitudo の関係にあります。天界では、より小さいものや、部分的

なものは、一つの社会または小規模の天界であることは、前に述べました（51～58 節）。 

 このような相似が連綿とつづいているわけは、天界ではあらゆる善が、一つの愛から、すなわち一つ

の起源から生じているためです。あらゆる善の源であるただ一つの愛は、〈主の愛〉であり、〈主からく

る愛〉です。したがって、総体として見ると全天界に、小規模では各社会に、個別的には一人ひとりの

天使に、主のイメージ similitudo が宿っていることになります。これについては、前（58）節で述べた

ことを参照してください。 

 

 

第 10章 各天使は、人間として完全な 

〈かたち〉をとっている 

 

73. 前二章で述べたように、天界の全貌は、ひとりの人間を映しだし、それが天界社会それぞれについ

ても言えますが、この因果の鎖からわかるように、天使一人ひとりについても、同じことが言えます。 

 天界が最大の〈かたち〉の人間であるなら、天界の各社会は、小規模の人間であるとともに、天使は

それぞれ最小の〈かたち〉の人間です。天界の〈かたち〉として最も完全な〈かたち〉のもとでは、部

分には全体の姿が宿り、全体には部分の姿が宿っています。そして、天界は交流 communio ですから、

天界にいるすべての者は、一人ひとりと交流し、一人ひとりは、天界の全体を、交流をとおして受けい

れます。前節で述べたように、天使は、受けいれの器であり、最小の〈かたち〉の天界です。人もまた、

天界を受けいれるに応じて、器となり、天界となり、天使となります（前 57 節参照）。 

 黙示録には、次のようにあります。 

「また（聖なるエルサレムの）城壁を測ると、百四十四キュビトであった。これは人間の、すなわ

ち天使の尺度による」（21・17）。 

 ここで言う「エルサレム」は、主の教会を指し、より優れた意味では、天界を示します。「城壁」とは、

嘘と悪の攻撃から守られている真理を、「百四十四キュビト」とは、〈真理と善の全体〉を、まとめて言

ったものです。「尺度」とは、その全体の性格を指し、「人間」とは、全体と部分をふくめる、ありとあ

らゆるものが存在する場であり、また天界が存在する場でもあります。天使もまた、その中の人間です

から、「人間の、すなわち天使の尺度」と言われます。 

 これが、以上の〈みことば〉の霊的意味です。この霊的意味によらなければ、聖なるエルサレムの城

壁が、人間すなわち天使の尺度であることを、だれが理解できるでしょう。 



 

 

74. いま体験をお話しします。天使が人間の〈かたち〉をしており、しかも人間であることを、わたし

は何千回も目撃しました。 

 わたしは、あるときは一人だけと、あるときは大勢いちどに、人間同士として会話をしましたが、か

れらの〈かたち〉が、人間と寸分も違っていないのを見ました。それを知って、何回となく驚嘆したも

のです。それは、嘘でも錯覚でもありません。わたしは、まったくの覚醒状態で、かれらを目撃し、そ

のときわたしの肉体の感覚と知覚の全能力は、実にはっきりしていました。わたしは、かれらに何回と

なく、次のように言いました。  

 「キリスト教世界にいる人々は、天使や霊について、とんでもない盲目と無知の状態にいます。つま

り天使や霊を、無形の精神であるとか、純粋思惟であるとか、生命を宿すエーテルくらいにしか考えて

いません。かれらは、天使と人間とでは、思考力の面でしか共通点がないと思い、目に映らなければ見

えないし、耳にひびいてこなければ聞こえないし、口や舌にのぼってこなければ、話ができないと思っ

ています」と。 

② それにたいし、天使たちは、この種の信仰が地上に流布していて、知識人、とくに驚くべきことと

して、祭司たち sacerdotes の心に支配的であるのを知っていると言いました。その原因については、

次のように言いました。 

 「指導的立場にある知識人たちは、外部人間 externus homo の感覚で考え、天使や霊についての観

念を初めから捨てさっています。内的な光や、万人にそなわっている共通の概念によらず、感覚で考え

ているから理解しません。外部人間の感覚は、自然の中にかぎられ、それを越えることができないから、

霊的世界のことは思い浮かびません。天使についての間違った考えは、このような指導的立場にある人

から生まれ、それが自分で考えてもみないで、かれらの考えで動かされていく人々の心におよんでいき

ます。また、初めに人に言われて信じこみ、そのあと自分の理性でわかっても、なかなかあともどりが

できません。だから、多くの人が、そのような信仰に落ちついてしまうのです」と。 

③ 天使たちは、さらに続けて言いました。「単純な信仰と、純真な心をもっている人は、天使について、

そんなふうに考えず、天的人間 

 homines caeli として考えます。それは教育によって、天来のものが消されない結果、〈かたち〉のな

いものを、あえて考えないからです」と。また、「だから、教会堂の絵画や彫刻にある天使は、人間の姿

をしています。天来のものとは、〈信仰と生活の善〉の中にいる人に与えられる〈神よりの流入 Divinu

m influens〉です」と、言いました。 

 

75. わたしは、長年のあいだの全体験から、次のように断言できます。 

 天使の〈かたち〉は、その顔・眼・耳・胸・腕・手・足にわたって、人間とまったく同じです。かれ

らは、それを使って互いに見、聞き、話します。一口に言って、天使は、人間の備えているもの全部を

備えています。ただ、物質的な肉で覆われていないだけです。 

 わたしは、この世の真昼の光をはるかにしのぐ光の下で見ましたが、その容貌は、地上の人間の顔よ

り、ずっとくっきりしていて、明るい感じでした。また内奥天界の天使は、下層の天界の天使たちの顔

より、ずっと美しく輝いています。よく観察してみると、その天使は、すみずみまで、完璧に、人間の

〈かたち〉をしています。 

 

76. 忘れてならないのは、天使たちを見るには、人の肉眼では不可能で、人に備わる霊眼 oculi spiritu



 

s によります。そのとき、人は霊の世界にいるわけで、肉体上は、全面的にこの自然界にいます。  

 類似 simile のものが、類似のものを見ることは、類似であるため当然です。肉体の視覚器官である眼

球は、粗雑にできており、周知のとおり顕微鏡によらないと、微小世界が見られません。まして自然界

を越え、霊界にあるすべてを見ることは不可能です。 

 ところが、人が肉体の視覚から切りはなされて、霊の視覚がひらかれると、見えてきます。それは主

のみ心なら、一瞬で起こります。そのとき人は、肉眼で、霊界を見ていると思っています。 

 アブラハム、ロト、マノア、預言者たちが天使を見たのは、そのような状態でした。ご復活ののち、

弟子たちが主を見たのも同じです。同じように、わたしも天使たちを見ました。預言者たちは、その見

た事実を指して、「見る人（先見者）」または「眼がひらかれた人」と言われます（サムエル上９・９、

民数 24・４）。このように見えるようになることを、「眼がひらかれる」と言い、これは、エリシャのし

もべにも起こりました。次のように記されています。 

「そして、エリシャが祈って、『主よ、どうぞ、かれの目をひらいて見せてやってください』と言

うと、主はその若者の目をひらかれたので、かれが見ると、火の馬と火の戦車が山に満ちて、エリ

シャのまわりにあった」（列王下６・17）。 

 

77. わたしたちは、以上のようなことを、善良な天使たちと話しあいました。かれらは、教会の中で、

天界・霊・天使などにかんする知識の乏しさを悲しみ憤り、自分たちが無形の精神でも、エーテル状の

霊気 pneumata aetherea でもなく、姿はまったく人間と同じで、地上の人間と同じように、見、聞き、

感じていることを、伝えてほしいと言っていました。 

 

 

第 11章 天界は部分も全体も、主の神人性 

Divinum Humanum Domini 

 からくる人間像を宿している 

 

78. 天界は、その部分も全体も、主の神人性からくる人間像を映しだしていることは、前節までに述べ

た事柄すべてから、結論づけられます。次のようなことを前節までに述べてきました。 

［１］主は、天界の神である。 

［２］主の神人性が、天界を造っている。 

［３］天界は、無数の社会からなっていて、各社会は小規模の天界で   あり、また各天使は、天界

の雛形である。 

［４］天界全体は、ひとりの人間を映しだしている。 

［５］天界の各社会も、ひとりの人間を映しだしている。 

［６］それで各天使も、また完全な人間の〈かたち〉をとっている。 以上すべての帰結は、天界を造

られた神は、〈かたち〉において、人間であることです。これが主の神人性ですが、『天界の秘義』から

まとめた引照などから、さらに明確にすることができます。教会内では、主の人間性が神であると信じ

ません。しかし、主の人間性が神であることは、上掲書や、『新しいエルサレムと天界の秘義』の終わり

にある「主」にかんする章を見ていただければ、わかります。 

 

79. わたしは、以上を数多くの体験から立証できますが、さらに次のことだけでも、つけ加えておきま



 

す。 

 天界では、天使たちはみな、神を人間以外の姿でみとめることはありません。驚くことに、上位天界

の天使たちは、神については、それ以外に考えようがありません。神ご自身からくる流入の必然性と、

自分たちの考えが周囲に波及するときに描く、天界の〈かたち〉から、そう考えます。天界では、天使

の思考には、みな波及性 extensio があり、その波及性に応じて、天使には理知と英知が存在します。神

人性は、主ご自身にしかありえないことから、天界では、みなが主を認めています。 

 以上は、天使たちから耳にしただけでなく、わたし自身、天界の内奥にある霊気 sphaera に引きあ

げられて、感じとりました。天使でも、その英知が高くなるほど、いっそうはっきり感知します。主が

かれらにお現れになるのも、そのためです。つまり、見える神を認め信じる人には、神天使または神人

としての姿 forma Divina Angelica  

quae est Humana で現れます。神を見えない方と信じる人は、違います。前者は、自分の神が見られ

ますが、後者は見られません。 

80. 天使たちが感知している神は、「形のない神」と呼ばれるような〈見えざる神〉ではなく、人間の

姿をとった〈見える神〉です。だから、かれらが異口同音に言うことは、主だけが「人間」であり、自

分たちは、主に依存した人間であること、さらに一人ひとりは、主を受けいれるに応じて、より人間に

なるとのことです。 

 主は、〈善そのもの〉〈真理そのもの〉です。したがって主を受けいれるとは、主からの善と真理を受

けいれるのを、かれらはよく知っていて、これを英知 sapientia・理知 intelligentia と呼んでいます。

かれらはまた、人間を人間にするのは、理知と英知であって、理知も英知もない人の顔が、人間にする

のでないことを、みなが知って欲しいと言います。 

 これは、内的天界の天使たち angeli interiorum caelorum を見ても分かります。かれらは、主の善と

真理のうちにあって、英知と理知をそなえ、人間として最高に美しく完全な姿で現れます。下位天界の

天使の場合、その美と完全性は、ややおとります。 

 地獄はそれが反対です。天界の光にあたると、地獄にいる者は人間としてでなく、怪物の姿で現れま

す。かれらは善と真理の中におらず、悪と嘘の中にいるから、英知と理知の反対です。かれらの〈いの

ち〉は、〈いのち〉と呼ばれるより、霊的な死です。 

 

81. 天界は、部分的にも全体的にも、主の神人性からなる人間性を映しだしています。それで、

天使たちは、自分たちが主の中にいるとか、主の〈みからだ〉の中にいるなどと言いますが、それ

は〈主の愛の善〉の中にいることです。主も次のように教えています。「わたしのうちに留まりな

さい。そうすれば、わたしはあなた方のうちに留まる。枝がぶどうの木に留まらなければ、自分だ

けでは実を結ぶことができないように、あなた方も、わたしのうちに留まらなければ、実を結ぶこ

とはできない。・・・わたしから離れては、あなた方は何一つできないからである。・・・わたしの

愛のうちにいなさい。もしわたしの戒めを守るなら、あなた方は、わたしの愛のうちにいるのであ

る」（ヨハネ 15・４～10）。 

 

82. 神について、天界では以上のように感じとりますから、天界からの流入をある程度受けいれる人は、

神を人間の姿で考える傾向を、生れつきもっています。古代人がそうでしたし、現代人でも、教会の内

外を問わず、そのような人がいます。単純な人は、主ご自身を、明るく輝く古代人のように考えていま

す。ところが、もちまえの知恵や、悪い生活で、天界からの流入を遮断してしまった者は、みなこの生



 

来の傾向を消し去っています。 

 自分の知恵にたよる者は、神が見えない方であることを願い、悪い生活を送っている者は、神の存在

を否定します。両者ともこのような天性を失っているため、この天性の存在を知りません。この天性は、

天上の神的なもので、もともと天界から人間に浸透してくるものです。人間は天界に行けるように生ま

れていて、神についての考えなしに、天界にはいれる人は、だれもいません。 

 

83. ですから、天界について何の考えもない人、天界をお造りになった神についての考えをもたない人

は、天界の閾
しきい

をまたぐことはできません。天界に近づくと、反発と抵抗をおぼえます。それは、天界を

受けいれるための内部が、天界の〈かたち〉を帯びておらず、閉ざされたままで、天界に近づけば近づ

くほど、その心はいっそう閉ざされてしまいます。 

 教会の中にいて主を否定したり、ソッツィーニ主義者のように、主の神性を否定した人はそうです。

教会の外に生まれ、〈みことば〉をもたず、主を知らない人でも、そうした運命をたどります。これにつ

いては、後述するつもりです。 

 

84. 古代人が、神を人間と考えたことは、アブラハム、ロト、ヨシュア、ギデオン、その妻マノアや、

その他の人たちの面前に、神がお現れになったことから分かります。かれらは、神を人間として見たに

もかかわらず、なお全宇宙の神として礼拝し、天地の神ご自身、つまりエホバと呼びました。アブラハ

ムに現れたのが主であったことを、主ご自身がヨハネの福音書（８・56）で触れていますが、その他の

者にたいしては、主の〈みことば〉から明らかです。 

「父とそのみ姿を見た者、その声を聞いた者は、まだ一人もいない」（ヨハネ１・18、５・37）。 

 

85. 神が人間であることについては、外部人間 externus homo の感覚ですべてを判断する人には、

なかなか分かりません。感覚的人間は、この世とこの世的なものからしか、神を考えることがないため

です。神とか霊としての人間についても、肉的・自然的にしか考えられません。神が人間であれば、宇

宙大の大きさで、神が天地を支配されるなら、この世の王がするように、大勢の者を使っていると、結

論をくだします。 

 かれらにむかって、天界には、この世のような空間的延長がないと言っても、理解できません。自然

とその光だけで考えるから、眼前にある空間の広がりをもとにしてしか、考えません。ところが、天界

をこれと同じように考えると、とんだ失敗をします。天界の広がりは、この世の広がりと違います。こ

の世の広がりには限度があり、測定可能ですが、天界の広がりには限度がなく、測定不可能です。天界

の広がりについては、「霊界における空間と時間」について述べるところで、触れることにします。 

 つけ加えておくと、だれでも周知ですが、視界をひろげて太陽や星を眺めれば、視線はそれだけ遠く

に及びます。さらに高尚に考える人の思考力にある内的視覚は、広範囲にひろがりをもち、内的に深ま

ってくれば、それだけ視野が広がることもわかります。 

 したがって、すべてに越えて内奥をきわめ、最高をいく神の視野はどれほどでしょう。思考力には、

このようなひろがりがあるからこそ、天界の全天使はたがいに交流し、さらに天界を造られ、天界を満

たしている神は、すべてに行き渡っておられます。それは前節で述べたとおりです。 

 

86. 神は見えない方、〈かたち〉では捕らえられない方と思う人が、みずから知者だと自認し、そうで



 

ない人を、知恵のない無学な者と言うのを知って、天界の天使たちは、驚きあきれています。実はその

反対です。かれらは、次のように言います。 

 「みずからを知者だと思っている人は、心の中を調べて気がつくでしょうが、自然を神と信じている

のではないでしょうか。ある者は、眼前にある自然を神とし、ある者は、眼前にはない自然を神としま

す。神や天使についても、死後も生きつづける自分の霊魂についても、天界における人の〈いのち〉や、

理知でわかる種々のことがらについても、盲目で、何も知らないのではないでしょうか。 

 ところが、かれらが「無学な者」と呼んでいる人たちは、自分なりに、以上のことをみな知っていま

す。神が人間の姿をもつこと、天使は天上人 caelestis homo  であり、自分の霊魂は、天使として死後

も生きつづけること、神の戒めに従って生きることが、天界における人間の〈いのち〉であることなど

も、知っています」と。 

 天使たちは、この無学な者を、天界に値する知者と呼び、前に述べた人たちを、無知者と呼んでいま

す。 

 

 

第 12章 天界の〈すべてのもの〉と、人間の 

〈すべてのもの〉とのあいだには、 

相応 correspondentia がある 

 

87. 相応について、現在は知られていません。それには多くの原因があります。まず、人間が自己愛と

世間愛で、天界から心をひき離してしまったからです。自分と世間とを何よりも愛する場合、人間はこ

の世の物しか見えません。この世の物は、外部感覚になじんでいて、自分の趣味にあっています。それ

にたいし、内部の感覚になじみ、精神的な喜びをもたらす霊的なものには、目が向きません。上にある

ものは、考えも及ばないと言い、捨て去ります。 

 古代人は、違っていました。相応の知識こそ、最高の知識でした。相応をとおして、理知と英知を汲

みとりました。教会の人たちは、相応によって天界と交流していました。相応の知識は、天使の知識で

す。天界的な人間であった最古代の人は、相応をとおして、天使と同じように考えました。天使たちと

言葉をかわし、主もかれらにたびたび姿を現わし、導かれました。しかし現在では、この知識はことご

とく消滅し、相応が何であるかさえ知られていません。 

 

88. 相応が何かわからないままでは、霊の世界について、照らされたり、何かを知ったりすることはで

きません。霊の世界が自然の世界におよぼす流入についても、霊の世界と自然の世界の関係も、「霊魂」

とよばれる人間の霊についても、肉体の中で行われるその働きについても、死後の人間の状態について

も、照らされることはありません。だから、相応の本質と性格について述べる必要があります。それを

述べてから、また先にすすんで行こうと思います。 

 

89. 最初に、相応とは何かについて記します。全自然界は、霊界と相応の関係にあります。それは自然

的世界の総体についても、個々のものについても言えます。自然の世界の中で、何か霊界から存在を受

けている場合、ここに相応があると言います。 

 自然の世界が、霊の世界から存在をうけ、みずから存在しつづけるのは、原因と結果の関係によりま

す。自然の世界には、すべて広がりがあり、また太陽のもとで熱と光とを吸収しています。霊の世界は



 

天界を表わし、天界にあるすべてのものは、霊の世界にもあります。 

 

90. 人間は、最大のものになぞらえた、最小の〈かたち〉の天界であり世界です（前 57 節参照）。その

ため、人間には、霊の世界と自然の世界が共存しています。精神の内部で理性と意志に関係してくる部

分は、霊の世界をなし、肉体である外部で感覚作用と動作とに関係してくる部分は、自然の世界をなし

ています。人間における自然の世界、つまり肉体・感覚・動作が、霊の世界、つまり精神・理性・意志

によって生じる場合、これを「相応 correspondentia」と呼んでいます。 

 

91.  相応がどんなものか、人間の場合は、その顔からわかります。顔には、真似
ま ね

ることができないもの

があり、それなりのタイプをもった自然の形をなし、心の中の感情が全部見えるようになっています。

顔は、気分の指標 index animi であると言われるのはそのためです。顔は、人間の自然的世界の中の霊

的世界です。同じく、人の理性は言語に、人の意志は肉体の態度・動作に現れます。以上から、肉体の

うえで起こることがらは、それが顔であれ、言葉であれ、態度・動作であれ、これを「相応」と呼んで

います。 

  

92. ここで内部人間 internus homo と外部人間 externus homo とは何かがわかってきます。内部人

間とは、霊の人であり、外部人間とは、自然の人です。両者は、天界とこの世のように、たがいに区別

されます。外部の自然人の中で起こり存在することは、すべて内部の霊の人から起こり、存在します。 

 

93. 以上は、内部の霊の人と、外部の自然の人とのあいだの相応です。ついで、全天界と、個々の人間

とのあいだの相応について述べてみましょう。 

 

94.  全天界は、ひとりの人間を映しだし、人間のイメージをもち、「巨大人」と言われていることは、前

述の通りです。また天界を構成する天使の社会は、人間の手足・器官・内臓のように秩序をもち、頭・

脳・腕とその個々の部分に該当する社会があることも、述べました（59～ 

72 節参照）。 

 したがって、肢体の特定箇所に該当する社会は、人体の該当箇所に相応しています。頭に位置する社

会は、人体の頭に相応し、胸に位置する社会は、人体の胸に相応し、腕に位置する社会は、人体の腕に

相応し、その他の箇所に位置する社会は、人体のその部分に相応しています。人間は、このような相応

によって、存在しつづけています。なぜなら、人が存在しているのは、天界による以外には、ありえな

いからです。 

 

95. 天界が二つの王国に分けられ、一つを天的王国、もう一つを霊的王国と呼んでいることは、前章で

述べました。 

 大ざっぱに言って、天的王国は、全人体の中の「心臓」と、その関連器官に相応し、霊的王国は、全

人体の中の「肺臓」と、その関連器官に相応しています。心臓と肺臓とは、人体の中でも、二つの王国

をつくっていて、心臓は、動脈と静脈を管理し、肺臓は、神経系繊維と運動系繊維とを管理し、しかも

両者とも、特定の力と運動をともなっています。 

 人間一人ひとりの中には、「霊の人 spiritualis homo」と呼ばれる霊の世界があって、それにもまた



 

二つの王国があります。一つは意志の王国で、もう一つは理性の王国です。意志は、善への情愛をとお

して管理のはたらきをし、理性は、真理への情愛をとおして管理のはたらきをします。この二つの王国

も、人体の中の心臓の領域と、肺臓の領域に相応しています。 

 天界でも同じく、天的王国は、天界の意志をしめし、そこで〈愛の善〉を管理しています。霊的王国

は、天界の理性をしめし、そこで真理を管理しています。この二つは、また人体の心臓と肺臓の諸機能

に相応しています。 

 以上の相応から、次のようなことが分かります。〈みことば〉では、「心（臓） cor」は、意志および

〈愛の善〉を意味し、肺からの「息（または精神）spiritus」は、理性および〈信仰の真理〉を意味しま

す。したがって、実際には由来が違っても、情愛は、心臓に帰せられています。 

 

96. 二つの王国が、心臓と肺臓とに相応しているのを、天界と人体とのあいだの全般的な相応だとする

と、個々の肢体・器官・内臓と、天界とのあいだには、普遍性においてやや劣る相応がありますが、そ

の相応の性格を知っておくのもいいでしょう。 

 天界の巨大人の中で、「頭」に該当するところにいる者は、それ以外の者にまして、あらゆる善のうち

にいます。つまり、愛・平和・無垢・英知・理知、およびそこから来る喜びと幸福の中にいます。かれ

らは、人間の頭と、その諸器官の中に流入を与えており、その部分に相応しています。天界の巨大人の

中で、「胸」にあたるところにいる者は、〈愛と信仰の善〉のうちにいて、人間の胸部に流入を与えてお

り、その部分に相応しています。 

 天界の巨大人の中で、「腰」や「生殖機能」にあたるところにいる者は、結婚愛の中にいます。「足」

にあたるところにいる者は、〈自然的・霊的善〉と呼ばれている天界の末端部にある善のうちにいます。

「腕」や「手」にあたるところにいる者は、善からくる真理の能力をもっています。 

 「眼」にあたるところにいる者は、知性を、「耳」にあたるところにいる者は、よく聞き従う心を、

「鼻」にあたるところにいる者は、感知力をもっています。「舌」や「口」にあたるところにいる者は、

理性と感知力から生まれる雄弁を、「腎臓」にあたるところにいる者は、真理の探究、分別、改善にむか

う心をもっています。また、「肝臓」、「膵臓」、「脾臓」にあたるところにいる者は、善と真理について、

各種各様の浄化をおこないます。他もまた同様です。 

 流入がおこなわれるのは、人間の相当する箇所で、そこにこそ相応があります。天界の流入は、肢体

のはたす機能や役立ちのためです。ただし、役立ちは霊の世界からくるもので、自然の世界にあるもの

をとおして形づくられ、そこに結果を生みます。こうして相応があることがわかります。 

 

97. 〈みことば〉でも同様に、肢体や器官や内臓について言っていますが、これもすべて相応によりま

す。「頭」は理知と英知とを、「胸」は愛を、「腰」は結婚愛を、「腕」や「手」は真理の力を、「足」は自

然的なものを、「目」は理性を、「鼻」は感知力を、「耳」は従順を、「腎臓」は真理の探究を意味してい

ます。 

 人がもっている理知や英知については、その人の「頭」に帰して話すことは、ごく普通です。また愛

している人を「胸中の友」といい、感知力がすぐれている人を「鋭敏な鼻のもち主」だといい、理知的

な人を「眼光がするどい」といい、力のある人を「掌が大きい」といい、愛の欲求をもっている人を心

臓と関係づけます。以上のように人の口にのぼる多くのことは、相応からきています。人はそれに気づ

いていませんが、これらは霊の世界からくるものです。 

 



 

98. わたしは、多くの経験によって、天界にあるすべてのものと、人間のもつすべてのものとの間に、

以上のような相応があることが分かりました。この種の経験が度重なるにつれ、それが自明で、何の疑

いもないほど、確信は深まりました。しかし、この種の経験を、全部ここにもちだすことは、その数か

らして不可能です。詳細は、『天界の秘義』の中の、「相応」、「表象」、「霊の世界から自然の世界への流

入」、「霊魂と肉体との交流」について、記してあるところを参照してください。 

 

99. 人体の各部が、天界のあらゆるものに相応していますが、人間が天界の雛形であるとは、その外見

でなく、内部を指します。人の内部は、天界を受けいれ、人の外部は、この世を受けいれます。人が内

部で天界を受けいれれば、受けいれるほど、内部は、最大の〈かたち〉の天界になぞらえて、最小の

〈かたち〉の天界になります。人の内部が天界を受けいれなければ、それだけ天界の写しでも、最大の

ものの写しでもなくなります。 

 人の外部はこの世を受けいれます。その結果、この世の秩序にそった形をとり、いろいろな美を身に

つけます。肉体美は、この外部の美しさで、両親からと胎内での生長に根ざし、さらにこの世での共通

流入 influxus communis によって維持されます。それで人の自然の〈かたち〉は、その人の霊の〈か

たち〉と、いちじるしく違ったものになります。 

 人の霊がどんな〈かたち〉をしているか、何回か示されました。美しく見ばえのする顔をした人が、

醜く黒ずみ、地獄には準
なぞら

えても、天界のものとはとても言えない奇怪な姿に見えました。反面、あまり

美しくない顔の人が、天使のように、明るく美しく輝いていました。人が死んだあと、この世で肉体の

中にあって生活したときの性格で、霊は姿を表わすことになります。 

 

100. ただし、相応は人間にとどまらず、もっとひろがります。天界でも、たがいに相応があります。

中間の第二天界は、内奥の第三天界に相応し、末端部の第一天界は、中間の第二天界に相応します。末

端部の天界 ultimum caelum は、人体の四肢・器官・内臓といわれる部分の〈かたち〉に相応します。 

 このようにして、天界は、最終的には人間の肉体をもって終わりを告げ、しかも人間の肉体を土台に

して、その上に立っています。ただし、この秘義については、別のところで詳述するつもりです。 

 

101. ぜひとも忘れてならないのは、天界との相応は、すべて主の神人性との相応です。前の諸節で触

れたように、天界は、主ご自身から生まれ、主ご自身が天界で現れるのを見ても分かります。また神人

性が全天界にあまねく浸透し、相応によって、地上の万物に行き渡らなければ、天使も人間も存在しな

いことからも分かります。 

 ここで、主がなぜ人間になられ、主の神性が、最初から最後まで、人間性を身にまとわれたかが、さ

らにはっきりします。つまり、神人性は、主のご誕生以前に、天界を造られました。しかし、天界の土

台となる人間が、秩序を破滅にもちこんだため、そのままでは、万事を支えてゆくのに十分ではなくな

りました。 

 主のご誕生以前にあった神人性とはどのようなものか、当時の天界の状態はどのようであったかは、

前章の最後にある脚注を参照してください[訳注:原典にある詳細な脚注は省略]。 

 

102. 天使たちは、万事を自然に帰して、神に帰さない人がいるとか、天界の驚くべき姿を宿す人体が、

自然のかき集めでできたとか、人間の理性も自然から生まれたとか、信じている人がいると聞いて、耳



 

を疑うばかりにあきれています。 

 僅かでも心を高くあげてみると、これらのものは自然からではなく、神からきていることが分かりま

す。また自然が造られたのは、霊を身にまとうためであること、つまり秩序の最終段階で、相応によっ

て霊を支えるためであることが分かります。以上のような人は、暗闇では見えても、光の中では何も見

えない 梟
ふくろう

と変わりません。 

 

 

第 13章 天界と地上の万物とのあいだには、 

相応がある 

 

103. 前章では、相応とは何かについて述べました。同時に、人間がもっている動物的肉体には、個々

全体にわたって、相応があることも示しました。ここでは、それにひきつづき、地上の万物、つまり、

この世界全般のあらゆるものに相応があることを、順を追って説明していきます。 

 

104. この地上にあるすべてのものは三種類の「界（王国）regna」と呼ばれるものに分類されます。つ

まり、動物界・植物界・鉱物界です。動物界には、生命をもっている点で、第一級の相応があります。

植物界には、増殖する点で、第二級の相応があります。鉱物界には、生命も増殖もない点から、第三級

の相応があります。 

 動物界の相応には、地上を歩いたり、這ったりするものや、空中を飛ぶ多種多様な動物がいます。こ

れについては、よく知られていることですから、いちいち名前はあげません。植物界の相応には、庭園、

森林、田畑、平地などに繁殖して、花を咲かせるすべてのものがあげられます。これについても周知で

すから、個々の名はあげません。 

鉱物界の相応には、高級な金属と下級な金属、宝石とただの岩石、各種の土壌と、それに水があります。

その他、様々な食べ物、衣類、家屋、建築物などのように、人間が加工して、暮らしの便に供するため

に使っているものにも、相応があります。 

 

105. 大地から離れた上の方にある太陽、月、星、大気中の雲、霧、雨、稲光、雷などにも相応があり

ます。太陽が原因で生じる光と陰、熱暑と寒冷にも相応があります。また太陽の運行から起こる、春・

夏・秋・冬の四季や、朝・昼・夜の日時にも、相応があります。 

 

106. 一言でいうと、自然に存在するものには、極大から極小にいたるまで相応があります。相応とは、

自然的世界にある万物が、霊の世界によって存続し、自然と霊の両世界とも、神によって存続している

ことです。存続する subsistere について触れましたが、万物の存続は存在から始まり、存続とは、永続

的な実在 perpetua existentia に他なりません。そして何ものも、みずから存続することはできません。

みずからに先立つもの、すなわち、初めにある者によって存続しています。それから切りはなされたら、

たちまち消滅してしまいます。 

 

107. 自然の中で、神の秩序にもとづいて、存在・存続するものには、すべて相応があります。神の秩

序をつくっているのは、主から発している〈神の善〉です。主にはじまり、主から出て、天界から順次



 

地上におよび、末端部の事物で終わります。このような秩序にもとづいて存在するものに、相応があり

ます。 

 また、このような秩序にもとづいて、役立ちに供せられるもの、つまり善と完全さをもつすべてのも

のがあります。善とはすべて役立ちに応じた善のことです。そして真理は善の〈かたち〉ですから、〈か

たち〉は真理と関係があります。全宇宙と、この世の自然にある万物は、神の秩序にしたがい、善と真

理を反映しています。 

 

108. 世界にあるものは、ことごとく神を源として存在し、自然の中での適応性と役立ちを備え、そこ

に相応があることは、動植物界の一つ一つの現象から、判明します。動植物の世界を内面から考えると、

その源は天界にあることが、だれにでも分かります。無数にある実例から、少しだけとりあげて示して

みます。 

 まず、動物界です。そこには周知のとおり、どんな動物にも天性ともいえる知識がそなわっています。

蜜蜂は花から蜜をあつめ、蝋
ろう

で巣をつくって、その中に蜜をたくわえます。これはやがて来る冬にそな

えて、食糧を確保しておくためです。雌蜂はそこに卵を生み、ほかの蜂は、子孫の誕生にそなえて、卵

の世話をしたり、かくしたりします。どの蜂も、本能で知っている管理体制のもとで暮らし、役に立つ

蜂は生きのこり、役立たずは放逐されるか、羽をもぎとられます。 

 蜂がはたす役立ちは、天界に由来するもので、たくさんある不思議なこと以外に、蝋は人類のために、

どこでも灯火に使われ、蜜は食べ物に味をつけるため用いられています。 

② 動物界でも、最下等ともいえる芋虫
いもむし

はどうでしょう。かれらとて、樹葉の液で自分を養うことを知

っています。ときが来ると、被膜で自分を囲み、胎内に閉じこもるような格好で、自分の子孫を放出し

ます。ある芋虫は、最初蛹
さなぎ

になり、糸をだし、ただならぬ苦労を重ねて変身し、翼を身にまとい、天界

に入るかのように空中を飛びまわり、結婚を祝い、卵を生みつけ、子孫の繁栄をめざします。 

③ 個々の実例はさておき、一般に空中をとびまわる動物は、自分たちの栄養になる食べ物がどんなも

ので、それがどこにあるかを知っています。 

 種にそったやり方で、巣をつくり、卵を生みつけ、孵化し、雛
ひな

をとり出して食べ物を与え、自力で暮

らせるようになると、巣から送りだします。また雛の時代から、避けるべき敵と、仲間になれる友とを

見わけます。 

 卵の中には、種の法則によって、生まれ出る雛の生長と養育に、すべてが備えられ、その驚くべき事

実には、沈黙するしかありません。他にもまだたくさんあります。 

④ 理性をつかい、知恵をしぼって考えてみて、以上の事柄が、霊の世界からくるものではないと言え

る人がいるでしょうか。自然の世界は、霊の世界からのものに、肉体の衣をまとわせ、原因となってい

る霊の世界のものにたいし、結果を請け負うことで、霊の世界に従属しています。地上の動物と、空を

飛ぶものには、以上のような生来の知識があるのに、一段と優れた人間に、そのような知識がないのは、

なぜでしょう。 

 それは、動物にはそれなりの生命の法則があり、理性がないからこそ、霊の世界からきているものを

壊すことができません。それにたいし人間は、霊の世界にもとづいて考えつつも、理性の秩序に反した



 

生活をして堕落したため、無知の中に生まれるしかありません。しかし、いずれ神の仲介をとおして、

天界の秩序に引き戻されるため、そうなっています。 

 

109. 植物界の相応がどんなふうか、多くの事実から分かります。樹木の種が成長すると、枝葉をだし、

花を咲かせ、実をつけます。そしてその実の中に、ふたたび種がはいっています。それも手順よく、同

時に存在を維持し確保している様子は、驚嘆のかぎりです。わずかな描写ですむものではなく、何巻も

の記録を要することでしょう。 

 植物の役立ちについては、その含みをもっている内的秘義など、知識で汲みつくすことはできません。

これは霊の世界、前述したように人間の姿を映す天界に由来し、植物界にあるものは、みなそれぞれ、

人間のもつ特性と、一定の関係にあります。これは学問の世界でも、ある人たちには周知のことです。 

 植物界にある万物にも、相応があります。わたしはたび重なる経験で分かりました。わたしはよく、

庭園で樹木・果実・野菜などを観察し、そこに天界との相応があるのに気づきます。植物の相応に通じ

ている天使と話し、植物の由来と性格について教わりました。 

 

110. この世にある自然的なものは、天界にある霊的なものに相応します。ただこの霊的なものが何か、

現在、相応の知識がまったく失われているので、天界によって導かれ知る以外にはありません。霊界と

自然界のあいだの相応を、いくつか例をひいて説明してみます。 

 地上の動物は、おおむね各種の情愛 affectiones に相応します。おとなしく有益な動物は、よい情愛

に、乱暴で無益な動物は、わるい情愛に相応します。雄牛や子牛は〈自然的な心の情愛〉に、羊と子羊

は、〈霊的な心の情愛〉に相応します。鳥は、その種類に応じ、自然の心と霊の心の両者からくる知性 in

tellectualia に相応します。 

 したがって、雄牛と子牛、雄羊と羊、雄山羊と山羊、雌雄の子羊、それに、鳩と雉鳩
きじはと

は、表象の教会

であったイスラエルの教会では、神聖な目的のために用いられ、そこから犠牲や燔祭が生まれました。 

 役立ちの面で、その動物たちは、多様な霊性 spiritualia に相応します。これも様々な相応関係から、

天界では知られています。動物が、その種に応じて、情愛を表わすわけは、動物には〈いのち〉があり、

その〈いのち〉は情愛から生まれ、情愛に呼応するものだからです。どんな動物にも、自分の〈いの

ち〉の情愛にもとづいた生来の知識があります。 

 人間も、その自然性からみて、かれらと類似しています。だから、おとなしい人は、「羊」とか「子羊」

と呼ばれ、野蛮な人間は、「雄熊」、「狼」とかの名をもらい、ずるい人は、「狐」、「蛇」と言われて、日

常の会話の中でつかわれています。 

 

111. 植物界の相応もよく似ています。庭園は、天界の理知、英知に相応します。だから天界は「神の

庭園」、「楽園 paradisus」、また人によっては、「天界の楽園」などと言われます。 

 樹木も、その種類に応じて、理知と英知の源である〈善と真理の感知力と認識〉に相応します。それ

で、相応を知っていた古代人は、森の中で神聖な儀式をおこないました。〈みことば〉の中にも、樹木が

何回となく出てきます。天界、教会、人間が、ぶどうの樹、オリーブ、杉、その他にたとえられたり、

そのおこなう善が、果樹の実にたとえられたりしています。それらから得られる食べ物なども、とくに

畑から刈りいれられる穀物は、〈善と真理の情愛〉に相応しています。そのわけは、食糧がこの世の自然

の〈いのち〉を養うのと同じように、〈善と真理の情愛〉は、霊の〈いのち〉を養うものだからです。 



 

 パンは、おおむね〈善の情愛〉のすべてに相応しますが、それは、パンがとりわけ〈いのち〉を支え、

食糧全般を意味するからです。この相応にもとづいて、主はご自身を「〈いのち〉のパン」と言われまし

た。 

 また同じ理由で、イスラエルの教会では、パンを神聖な儀式に用い、幕屋の祭壇の上に置いて、「供え

のパン panes facierum」と呼びました。また犠牲や燔祭にかかわる神聖な儀式を、すべて「パン」と

呼びました。キリスト教会の最も神聖な儀式に、パンとぶどう酒を供える聖餐式があり、これも同じ相

応によります。以上のわずかな例からも、相応とはどんなものかが明らかです。 

 

112. 相応によって、天界がこの世と、どのように結ばれているか、もう少し触れてみます。主の王国

は、役立ち usus を目的にする国、その目的を役立ちにおく国です。神は、宇宙万物を役立ちのために

造り整えられました。その役立ちは、天界にはじまって、この世にいたるまで、しかも自然界の末端部

のもの ultima naturae にいたるまで、どこでも、順と段階を追って活動し、効果をもたらすようになっ

ています。 

 したがって、霊的なものと自然的なものとの相応、天界とこの世のあいだの相応は、役立ちが媒介と

なり、つなぎ目になっていることが、明らかです。なお役立ちのもつ〈かたち forma〉は、それがどん

なものかによって、相応の性格、つなぎ目の性格にも関係してきます。 

 この世の自然は、三界からなっています。そこにあるすべては、秩序にしたがって存在し、みな役立

ちの〈かたち〉をもっています。それは、役立ちに始まり、役立ちに終わるような結果をもたらす〈か

たち〉です。そのように、自然界にある万物には、相応があります。 

 人間については、神の秩序の下で生活し、〈主への愛〉と〈隣人への愛〉の中にいればいるほど、その

人の行いは役立ちの〈かたち〉を帯び、天界につながる相応をもってきます。一般に、神と隣人を愛す

ることこそ、役立つことです。 

 なお、忘れてならないのは、人間は、自然界と霊界を結ぶもの、つまり結合の仲介者です。人間の中

には、自然界と霊界が共存しています（57 節参照）。人が霊的であればあるほど、その結合に仲介の役

をはたし、霊的でなく、自然的であればあるほど、結合のための仲介役ではなくなります。もちろん、

人間を仲介にしなくても、この世にたいする神からの流入は続き、人間の中にあるこの世へも注がれま

すが、人間の理性の中には入りません。 

 

113. 神の秩序に従うものは、すべて天界に相応し、神の秩序に反するものは、すべて地獄に相応しま

す。天界に相応しているものは、すべて〈善と真理〉を反映し、地獄に相応しているものは、すべて

〈悪と偽り〉を反映します。 

 

114. 今ここで、相応の知識と、その役立ちについて述べます。前述したように、天界つまり霊界は、

相応によって、自然の世界と結ばれています。それで人は、相応をとおして、天界とも交流しています。

天界の天使は、人間のように、自然のものから考えるのではありませんが、人が相応の知識をもつとき、

精神的働きである思考面で、天使たちの仲間入りをし、霊の面つまり内部人間の面で、天使たちとつな

がります。 

 〈みことば〉が純粋な相応によって記されたのは、天使と人間がつながるためです。だから〈みこと

ば〉の中には、言葉の全体にも、個々にも、相応があります。相応の知識があると、〈みことば〉をその

霊的意味から理解し、文字に現れない秘義を知ることができます。 



 

 〈みことば〉には、文字上の意味と、霊の上での意味があります。文字上の意味は、この世にあるも

のからなっていますが、霊の上での意味は、天界にあるものからなっています。天界とこの世は、相応

によってつながっているため、個々の言葉から、一点一画にいたるまで、相応があります。 

 

115. 地球上の最古代人は、天上人 caelestes homines であって、相応によって考えていたと、天界

から教わりました。眼前にあるこの世の自然は、相応によって考えるための仲介役でした。かれらは、

天使たちとつきあい、話しあい、天使たちをとおして、天界はこの世とつながっていました。そのため、

この時代を「黄金時代」と呼んでいます。古代の著述家もその時代のことを記し、天界の住人たちが人

間とともに住み、友人同士のように、つきあっていたと言います。 

 それに続く時代では、相応そのものより、相応の知識から、物事を考えました。天界と人間とは、依

然としてつながっていましたが、それほど緊密なものではありません。その時代を、「白銀時代」と呼ん

でいます。 

 そのあとの時代になると、相応について知ってはいても、相応の知識を用いて考えなくなりました。

人は前の時代のように、霊的な善をもっておらず、自然的な善で生きるようになったためです。この時

代を、「銅時代」と呼んでいます。 

 そのあとの時代になると、人間はずっと外面的になり、ついには肉的となって、相応の知識がまった

く失われました。同時に、天界についても、天界に関する多くの事柄についても、考えなくなりました。 

 以上の各時代を、黄金、白銀、銅と呼んだのも相応からです。黄金は、相応によると、最古代人がも

っていた〈天上の善〉を意味し、銀はそのあとの古代人がもっていた〈霊的善〉を意味し、銅はそれに

つづく時代の〈自然的善〉を意味します。最後の時代とされる「鉄」は、善を含まない〈鈍重な真理 ve

rum durum〉を意味します。 

 

 

第 14章 天界の太陽 

 

116. 天界には、この世の太陽も、太陽によって生産されるものも、姿をみせません。以上はみな自然

的なものだからです。自然は、この太陽から始まります。太陽によって生産されるものを、「自然的なも

の naturale」と呼びます。 

 それにたいし、天界をも含む霊の世界は、自然の上にあって、自然的世界と明確に区別され、相応を

とおしてだけ、両者の交流がおこなわれます。両者の区別については、「段階 gradus」について前述

したので分かると思います（38 節）。どんな交流かは、前二章で、「相応」について述べた通りなので明

らかです。 

 

117. 天界には、この世の太陽も、太陽を起源に生産されるものも、姿をみせません。しかし、太陽も、

光も、熱も存在し、この世にある万物以上の無数のものが存在します。ただしこれも別の起源からです。

この世にあるものは、自然的なものですが、天界にあるものは霊的です。 

 天界の太陽は、主です。天界の光は、〈神の真理〉です。天界の熱は〈神の善〉です。そしてこの真理

と善は、太陽である主から発しています。天界に存在し、姿をあらわすものは、すべて主なる太陽を源

とします。天界の光や、熱、それによって生まれてくるものは、続章で述べます。 

 ここでは、天界の太陽についてだけ触れておきます。主が天界で太陽としてお現れになる理由は、こ



 

の世の太陽によって、すべての自然的なものが存在しているように、主はあらゆる霊的なものの存在の

源である〈神の愛〉だからです。主は愛であって、太陽のように輝いています。 

 

118. わたしは、主が天界で太陽として実際に現れることを、天使たちから聞き、さらに何度か目撃す

る機会が与えられました。それで、主が太陽であることを見たり聞いたりして、それを、ここに記して

みます。主が太陽としてお現れになるのは、天界の中でなく、天界よりはるか高いところです。しかも

頭上の天頂でなく、中天の高さで、天使たちの面前に、お現れになります。それも二箇所に、つまり、

右目の前方と、左目の前方で、たがいに相当離れたところです。 

 右目の前方には、この世の太陽とよく似た大きさで、燃える太陽に見えますが、左目の前方では、太

陽でなく、月として現れます。われわれの世界にある月と同じ大きさと明るさに見えますが、もっとき

らめいていて、しかも同じくらいの明るさと輝きをもつ、多数の小さな月で囲まれています。 

 このように、主が二つの箇所で違ったふうに現れるのは、主を受けいれる者の状態によります。主を

〈愛の善〉で受けいれる場合と、主を〈信仰の善〉で受けいれる場合の違いです。主の天的王国の天使

たちのように、主を〈愛の善〉で受けいれる者には、その器におうじて、主は、火のように燃える太陽

として現れます。また、主の霊的王国の天使たちのように、主を〈信仰の善〉で受けいれる者には、そ

の器におうじて、主は明るく輝く月として現れます。そのわけは、〈愛の善〉は火に相応し、火は霊的に

愛を意味すると同時に、〈信仰の善〉は光に相応し、光は霊的には信仰を意味するためです。 

 眼前に現れるわけは、精神の内部が、目をとおして見ており、右目で〈愛の善〉を見、左目で〈信仰

の善〉を見ているからです。天使でも人間でも、右側にあるものはすべて、〈真理の源である善〉に相応

し、左側にあるのはすべて、〈善を源とする真理〉に相応しています。〈信仰の善〉は、その本質からみ

て、〈善を源とする真理〉です。119. 〈みことば〉では、主は、愛の面で太陽に、信仰の面で月にくら

べられます。また、太陽は〈主から出て主にむかう愛〉を、月は〈主から出て主にむかう信仰〉を意味

していることは、次の箇所をみるとわかります。 

「月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は七倍となり、七つの太陽の光のようになる」（イザ

ヤ 30・26）。 

「わたしはあなたを滅ぼすとき、空をおおい、星を暗くし、雲で太陽をおおい、月に光を放たせな

い。わたしは空の輝く光を、ことごとくあなたの上に暗くし、あなたの国を闇とする」（エゼキエ

ル 32・７、８）。 

「太陽は出ても暗く、月はその光を輝かさない」（イザヤ 13・10）。 

「太陽も月も暗くなり、星はその光を失う。・・・太陽は暗く、月は血に変わる」（ヨエル２・２、

10、31、３・15）。 

「太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面、血のようになり、天の星は・・・地に落ちた」

（黙示６・12、〔13〕）。 

「その日々に起こる患難ののち、たちまち太陽は暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星々は

天から落ちる」（マタイ 24・29）、その他。 

 以上の箇所で、太陽は愛を、月は信仰を、星は〈善と真理の認識〉を示します。暗くなり、光を放た

ず、天から落ちるなどは、もう存在しなくなるという意味です。主が天界で太陽に見えることは、ペテ

ロ、ヤコブ、ヨハネの面前で、変容されたことからもわかります。 

  「その顔は、太陽のように輝いた」（マタイ 17・２）と。 

 弟子たちは、肉体から切りはなされて、天界の光で主を見ました。表象の教会 Ecclesia repraesentati



 

va をつくった古代人は、神を礼拝するとき、東の方に顔を向け、神殿を東にむけて建てた理由もここに

あります。 

 

120. 神の愛の大きさと性格は、この世の太陽と比べればわかります。太陽は、最高度に灼熱していま

すが、神の愛はそれ以上で、信じられないほどです。したがって、主が太陽として天界を照らされるさ

いも、直射でなく、その愛の熱は、途中で段階的に和らげられます。その温度の違いは、太陽をかこむ

光の帯で現れます。さらに天使たちは、光の流出にさらされないよう、やわらかい雲で包まれています。 

 各天界も、それぞれ受けいれる器におうじて、距離をおいています。〈愛の善〉にあって高い天界にい

る天使たちは、太陽である主に一番近く、〈信仰の善〉において低い天界にいる天使たちは、少し離れ、

地獄で何の善の中にもない者は、もっとも遠く離れています。善と対立するものがあればあるほど、隔

たりをもってきます。 

 

121. 主は、天界にしばしば現れます。そのとき主は、太陽を身に帯びた姿でなく、天使の〈かたち〉

で現れます。み顔にかがやく神性で、他の天使たちと区別できます。ただしそのさい、主はそこに、人

格的に in persona 実在するのではなく、視覚的に臨在されます。主が人格として実在されるときは、い

つも日輪でかこまれています。 

 天界では通常のことながら、実在の場所から非常に離れていても、視線を集中固定させると、現存す

るものとして、姿をあらわします。そのような現存を、「内的視覚の現存 praesentia visus interni」と

いいますが、それについては、追って述べます。わたしが見たとき、主は太陽の外にあって、天使の姿

をしておられ、太陽の位置よりやや低めでした。み顔はひかり、同じようなみ姿で近くにましまし、い

ちどは天使たちの中で、燃えるような光輝を帯びていました。 

 

122. 天使たちにとって、天界の太陽に比べると、この世の太陽は、いつも暗黒に見え、天界の月にく

らべると、この世の月は、いつも暗がりに映ります。 

 この世にある炎は、自己愛に相応し、明かりは、自己愛からでる偽りに相応します。自己愛は、神の

愛とまったく反対で、自己愛からでる偽りは、神の真理とまったく反対です。〈神の愛と真理〉に対立す

るものは、天使にとっては暗黒です。したがって、この世の日や月を拝み、それに身をかがめる者は、

〈みことば〉では、自分を愛し、しかも〈自己愛からでる偽り〉を愛することになり、かれらはとり除

かれます（申命４・19、17・３～５、エレミヤ８・１、２、エゼキエル８・ 

15、16、18、黙示 16・８、マタイ 13・６）。 

 

123. 神の愛は、主の中にあり、主から出るもので、主は、その神の愛から生まれる太陽として、天界

に現れます。それで、天界の天使たちは、みなたえず主の方に顔をむけます。天的王国にいる者は、主

を太陽として、霊的王国にいる者は、主を月として眺めています。地獄にいる者は、自己愛と世間愛の

中にいて、主に対抗しているため、それに対立する暗黒や暗がりのほうに顔をむけ、主から退
しりぞ

いていき

ます。 

 この世の太陽のある暗黒のほうに顔をむける者は、背後に地獄をひかえ、「悪鬼 genii」と呼ばれます。

この世の月のある暗がりのほうに顔を向けるものは、前面に地獄をむかえ、「悪霊 spiritus」と呼ばれ

ます。したがって、地獄にいる者は、暗闇の中にいるといわれ、天界にいる者は、光の中にいると言わ



 

れます。「暗闇」は〈悪から出る偽り〉を、「光」は〈善から出る真理〉をあらわします。 

 顔を向けると言いましたが、来世ではみな、自分の内部を支配しているもの、つまり、自分が宿して

いる愛に目を向けます。しかもその内部が、天使や霊の顔をつくっています。霊の世界では、自然の世

界のように決った方位がなく、顔がそれを決めます。 

 人間も同じで、その人の霊が自己愛と世間愛のうちにあれば、主から顔をそむけ、主への愛と隣人へ

の愛のうちにいれば、主に顔をむけます。ただし自然の世界にいるあいだ、太陽の出没で方位がきめら

れているため、人はそれを知りません。以上の事柄は、少々わかりにくいので、天界の「方位」、「場所」、

「時間」の各章で、明らかにしていくつもりです。 

 

124. 主は天界の太陽です。そして、主から生まれてくるすべてのものは、主に目をむけます。だから、

主は、あらゆる方向づけと目標をきめる共通の中心です。したがって、天界でも地上でも、主のもとに

あるすべてのものは、主の現存のうちにあって、主のおん導きにしたがいます。 

 

125. 主については、以上いままでの各節で述べてきたことが、ずっとはっきりしてきたと思います。

すなわち、主は、天界の神である（２～６節）。 

主の神性が、天界を造られた（７～12 節）。 

天界における主の神性は、〈ご自身への愛〉と〈隣人への愛〉である（13～19 節）。 

この世の万物と天界とのあいだ、また、天界をとおして主とのあいだには、相応がある（87 ～115

節）。 

この世の太陽と月には、相応がある(105 節)などです。 

 

 

第 15章 天界の光と熱 

 

126. 自然界からしか考えない人には、天界に光があることが理解できないでしょう。ところが天界に

は、この世のま昼の光を、何段階も凌駕
りょうが

する光があります。 

 わたしは、夕方や夜間をとわず、しばしばこの光を見ました。天使たちが最初、この世の光は天界の

光にくらべると陰にすぎないと言っているのを耳にして、びっくりしましたが、実際それを見て、はっ

きりと言えます。その明るさと輝きは、描写できません。わたし自身、天界ではその光のもとで見たわ

けで、この世で見るより、はるかに明るく精巧でした。 

 

127. 天界の光は、この世の光のように自然的でなく霊的で、太陽である主から発します。そしてこの

太陽は、前述したように、神の愛です。 

 太陽である主から出ているものは、天界では〈神の真理〉と呼ばれ、その本質は、〈神の真理 Divinum

 Verum〉に結びついている〈神の善 Divinum Bonum〉です。これは天使たちにとって、光と熱になり

ます。〈神の真理〉からは光が、〈神の善〉からは熱がでています。起源からもわかるように、天界の光

は霊的であって、自然的なものではありません。熱もまた同じです。 

 

128.  天使は、自然に生きるのでなく、霊に生きるので、天使にとって〈神の真理〉が光です。霊的存



 

在は、霊の太陽でものを見、自然的存在は、自然の太陽でものを見ます。天使の理性 intellectus は、

〈神の真理〉に由来するもので、その理性は、天使の内的視覚 visus internus であり、その内的視覚

が、天使の外的視覚に流れいり、視覚像を生みだします。 

 天界では、太陽である主から現れてくる者は、光の中にその姿をあらわします。だから、天界での光

は、主からくる〈神の真理〉を受けいれる度合で変化すると同時に、天使のもつ理知と英知の程度によ

っても、変わってきます。 

 天的王国の光が、霊的王国の光と違いますが、それだけでなく、その中の各社会によっても違うのは、

そのためです。天的王国の光が燃えて見えるのは、そこにいる天使が、太陽である主から光を受けてい

るからで、霊的王国の光が明るく見えるのは、そこにいる天使が、月である主から光を受けているから

です（前 118 節参照）。 

 光は、一つの社会と、もう一つ別の社会とでは同じではありません。また、同一の社会でも、周辺に

いる者より、中央にいる者のほうが、ずっと明るい光の中にいます（43 節参照）。端的にいえば、天使

たちは、〈神の真理〉の器である程度によって、また主からの理知と英知とのうちにいる程度によって、

光をもっていることになります。天界の天使を「光の天使 Angeli lucis」と呼ぶのは、そのためです。 

 

129. 天界における主は、〈神の真理〉であり、〈神の真理〉は、天界では光ですから、〈みことば〉では、

主は「光」といわれ、主から出るあらゆる真理も、「光」と言われていることは、次の箇所からも明らか

です。 

「イエスは言われた、『わたしは世の光である。わたしに従ってくる者は、闇のうちを歩くことが

なく、〈いのち〉の光をもつであろう』」（ヨハネ８・12）。 

「わたしは、この世にいるあいだは、世の光である」（ヨハネ９・５）。 

「イエスは言われた、『もうしばらくのあいだ、光はあなたがたといっしょにここにある。光があ

るあいだに歩いて、闇に追いつかれないようにしなさい。・・・光のあるあいだに、光の子となる

ために、光を信じなさい。・・・わたしは光としてこの世に来た、それは、わたしを信じる者が、

闇のうちにとどまらないようになるためである』」（ヨハネ 12・35、36、46）。 

「光がこの世に来たのに、光よりも闇のほうを愛したことである」（ヨハネ３・19）。 

 ヨハネは、主について言っています。 

「かれは、すべての人を照らす、まことの光である」（ヨハネ１・４、９）。 

「暗黒の中に住んでいる民は、大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に、光がのぼっ

た」（マタイ４・16）。 

「わたしはあなたを民の契約とし、もろもろの国びとの光として与える」（イザヤ 42・６）。 

「わたしはあなたを、もろもろの国びとの光となして、わが救いを地の果てにまでいたらせよう」

（イザヤ 49・６）。 

「救われた諸国民は、都の光の中を歩く」（黙示 21・24）。 

「あなたの光と、まこととを送って、わたしを導き」（詩 43・３）。 

 上記を含め、その他の箇所で、主は、ご自身から出る〈神の真理の光〉と言われますが、同じくその

真理も、「光」と呼ばれています。天界では、太陽である主から光が発していることから、ペテロ、ヤコ

ブ、ヨハネのまえで、主が変容されたとき、 

「その顔は太陽のように輝き、そのころもは真白く輝き、どんな布さらしでも、それほどに白くす

ることができないくらいになった」（マルコ９・３、マタイ 17・２）とあります。 



 

 主の〈ころも〉がそのように見えたのは、天界にあって、〈ころも〉は、主ご自身から出る〈神の真

理〉を表わすためです。〈みことば〉では、衣服は真理を表わします。ダビデの書にも、「主よ、あなた

は、光を〈ころも〉のようにまとい」（詩 104･2）とあります。 

 

130. 天界の光は、霊的なものであると同時に、〈神の真理〉です。この真意は、人間にも霊的光があっ

て、〈神の真理〉から理知と英知をいただいている程度におうじ、人はその光で照らされていることで納

得できます。人がもっている霊的光は、理性の光です。理性は真理を対象とします。そして、理性はそ

の対象を分析して整理し、証拠づけ、そこから事物を系統的に結論づけます。 

 光が現実に存在し、理性はその光で以上を見ていることは、自然的な人間の知るところではありませ

ん。その光は肉眼では見えないし、思考力で感じとることもないからです。しかし、多くの人はその存

在を知っていて、霊によらず、自然的に考えるときの自然の光と区別しています。 

 ただこの世のものを眺めて、万物を自然に帰する人は自然的に考え、天界をあおいで、万物を神に帰

する人は霊的に考えます。真の光は、いわゆる自然の光とまったく違っていて、人の心を照らす光であ

ることを、わたしは頻繁に感じとることを許されました。 

 わたしは、うちから来る光の中に、次第にあげられました。それにつれて、理性が照らされ、以前感

知しなかったものや、自然の光で考えても分からなかった事柄を、感じとるまでになりました。 

 ときに理解できずに、みずからを不憫
ふ び ん

に感じることがありましたが、天界の光のうちに、はっきりと、

透きとおるように感知できました。それが理性にとっての光ですから、肉眼について言えると同じよう

なことが、理性についても様々に言うことができます。感知しているときは、光の中にいて見ています

が、感知していないときは、陰の中にいて、ぼんやりしています。 

 

131. 天界の光は〈神の真理〉ですから、この光はまた、〈神の英知〉であり、〈神の理知〉です。した

がって、天界の光の中にあげられることは、理知と英知の中に、あげられ照らされることです。だから、

天使たちがもっている光は、かれらの理知と英知の程度に応じたものになります。天界の光は〈神の英

知〉ですから、天界の光のもとでは、みながどんな性格をもっているか分かり、内部も、顔によっては

っきりと示され、何一つ隠し立てすることはできません。 

 内位天使 angeli interiores たちは、善しか望んでいません。自分にあるものは、全部あらわにされ

ることを願っています。反対に、天界の下方にいて、善を望んでいない者は、天界の光で見られること

に、恐れを感じています。不思議ですが、地獄にいる者は、たがいには人間に見えても、天界の光のも

とでは、それ相応の悪を示す姿になり、恐ろしい形相
ぎょうそう

と体躯をもった怪物に化します。 

 天使たちから見ると、人間もまた同じように、霊の姿で現れます。善人なら、そのもっている善に応

じて、美しい人間として現れ、悪人なら、そのもっている悪に応じて、みにくい怪物として現れます。

そのため、天界の光のもとで、あらゆるものがはっきり示されます。これも、天界の光は〈神の真理〉

だからです。 

 

132. 〈神の真理〉は天界の光です。そのため、真理という真理はすべて、天使の内外、天界の内外を

とわず、どこでも光を放っています。ただし、天界の外では、天界の内ほど、真理は輝きをはなたず、

天界の外にある真理は、温かみのない雪のように、つめたく光っています。それは天界の内にあるとき



 

のように、真理はその本質を善から受けていないからです。またそのつめたい光も、天界の光を受ける

と分解し、もし悪が内在すれば、闇に変わります。わたしは以上のほか、多くの事柄、たとえば輝く真

理について、ときどき見ましたが、ここでは割愛することにします。 

 

133. 次に天界の熱について述べます。天界の熱は、その本質では愛で、太陽である主から生じます。

〈神の愛〉は、主のうちにあり、主から生じると、前章で述べました。だから天界の熱は、天界の光と

同じ起源をもち、霊的です。 

 〈神の真理〉と〈神の善〉の二つは、太陽である主から生じます。天界では、〈神の真理〉は光として、

〈神の善〉は熱として存在していますが、〈神の真理〉と〈神の善〉は、二つのものではなく、一つのも

のとして合体しています。ただ天使の場合、それが分かれていて、〈神の真理〉より、〈神の善〉を多く

受ける天使と、〈神の善〉より〈神の真理〉を多く受ける天使がいます。〈神の善〉をより多く受けてい

る天使は、主の天的王国におり、〈神の真理〉をより多く受けている天使は、主の霊的王国にいます。最

高に完全な天使たちの場合、両方を同じ程度に受けています。 

 

134. 天界の熱は、天界の光と同じく、どこにあっても多種多様で、天的王国と、霊的王国、その中の

各社会によって変わります。熱は度合において違うだけでなく、質においても違いがあり、主の天的王

国では、天使たちが〈神の善〉を多く受けているため、強烈・純粋ですが、主の霊的王国では、天使た

ちが〈神の真理〉をより多く受けているため、強さも純度も低めです。各社会とも、その受けいれ側の

状態に応じて、変わります。 

 地獄にも熱がありますが、その熱はけがれています。天界の熱は神聖で、天的な火によるものですが、

地獄の熱は不敬で、地獄的な炎からきます。しかし、両方とも愛の現れです。天的な火は、〈主と隣人へ

の愛〉および〈その愛がともなう情愛のすべて〉をあらわし、地獄的な炎は、〈自己と世間への愛〉およ

び〈その愛にともなう欲望のすべて〉をあらわします。 

 愛が霊を起源とする熱であることは、愛の火で燃えるということからも明らかです。愛の大小やその

性格によって、人は燃えたり熱したりします。愛が攻撃を受けると、加熱します。良い愛からくる情愛

についても、悪い愛からくる欲望についても、「火がつく」、「熱する」、「燃えあがる」、「たぎる」、「炎上

する」などと言います。 

 

135. 天界では、太陽である主から発している愛が、熱として感じられます。それは天使の内部は、主

からいただく〈神の善〉がもとで、愛のうちにあるからです。その愛によって、加熱される外部は熱を

帯びます。ですから天界では、熱と愛とはたがいに相応し、先に述べた関係で、おのおのが愛していれ

ばいるほど、熱を帯びます。  

 この世の熱は粗雑にできており、しかも自然的で、霊的なものではないので、天界に入ることはあり

ません。ところが、人間は自然界と霊界の両方にまたがっているので、それができます。人は霊におい

て、みずから宿す愛によって熱しますが、肉体においても、霊の熱とこの世の熱の両方で、熱を帯びま

す。霊の熱が、肉体の熱の中に、相応によって浸透していきます。 

 以上二種の熱が、相応関係にある様子は、動物をみればよくわかります。かれらの愛は、種族の繁殖

のためですが、春と夏にだけ、この世の太陽熱を受けて高まり、行動します。この世の熱が浸透してい

って愛を刺激するものと、あやまって信じる人がいますが、自然界のものが、霊界に流れ入るのではな

く、実は、霊界のものが、自然界に流れ入ります。これが、神の秩序にもとづく流入 influxus で、その



 

逆は、神の秩序に反します。 

 

136. 人間と同じく、天使にも理性と意志があります。天界の光は、〈神の真理〉であるとともに〈神の

英知〉ですから、天界の光が、天使の理性的〈いのち〉をつくっています。また天界の熱は、〈神の善〉

であるとともに〈神の愛〉ですから、天界の熱が、天使の意志の〈いのち〉をつくることがわかります。 

 天使の〈いのち〉そのものは、熱に由来するもので、熱のない光には由来しません。〈いのち〉が熱か

らくることは、熱がなくなると〈いのち〉が消滅することから分かります。〈愛のない信仰〉や〈善のな

い真理〉についても同じです。それで光を「信仰の真理」といい、熱を「愛の善」と言っています。 

 天界の熱と光にたいし、相応するこの世の熱と光をみると、以上の関係が、はるかによく分かります。

この世の光に熱が伴うと、地上の万物は生気をえて、花を咲かせます。春と夏には熱と光が合体します。

ところが熱を伴わない光の場合、生気はなく、花も咲きません。万物は活動を停止し、死滅します。冬

には、光は熱に結びつかず、光があっても熱はありません。 

 このような相応から、天界は「楽園」と呼ばれていますが、それは天界では、地上で春になると、光

と熱が合体するように、真理は善と、信仰は愛と、合体するためです。ここで、前（13～19）節で述べ

た真理が、いっそうはっきりします。つまり、天界における主の神性は、〈ご自身への愛〉と、〈隣人へ

の愛〉であることです。 

 

137. ヨハネは、次のように言っています。 

「初めに〈ことば〉があった。〈ことば〉は神とともにあった。〈ことば〉は神であった。・・・す

べてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかっ

た。この〈ことば〉に〈いのち〉があった。そして、この〈いのち〉は人の光であった。・・・か

れは世にいた。そして、世はかれによってできたのである。・・・そして〈ことば〉は肉体となり、

わたしたちのうちに宿った。わたしたちは、その栄光を見た」（ヨハネ１・１、３、４、10、14）。 

 〈ことば〉とは主です。それは「〈ことば〉は肉体となり」とあるので、それは明らかです。しかしこ

こで、〈ことば〉が正確には何を意味しているか知られていませんから、次のように申しましょう。 

 〈ことば〉とは、ここでは、主のうちにあり主に由来する〈神の真理〉です。だからここで「光」と

も呼ばれています。この光が〈神の真理〉であることは、この節の初めに示しました。〈神の真理〉によ

って、万物が成り、造られたことを、次に説明します。 

② 天界にあっては、〈神の真理〉に、あらゆる権能がそなわり、それなくしては何の力もありません。

〈神の真理〉を受ける天使たちは、「能天使 potentiae」と呼ばれ、その受けいれる器の大小によって能

力もきまります。かれらは、地獄と自分たちに対抗する者すべてに、力をふるいます。百千の敵がいて

も、〈神の真理〉をしめす天界の一条の光にも、抵抗できません。天使が天使であるのは、〈神の真理〉

の器であるからで、ここで全天界が、〈神の真理〉から成ることが分かります。つまり天界は、天使たち

から成り立っています。 

③ 服従するために真理をかかげる場合は別ですが、真理とは、内在する力を欠いた思想や命題程度に

しか考えない人は、〈神の真理〉に、これほどの力があるとは信じられないでしょう。 

 ところが〈神の真理〉には、天界とこの世と、両方にある万物が造られるほどの力が、秘められてい

ます。〈神の真理〉にこれほどの力があることを、人間の中にある〈真理と善の力〉、およびこの世の太

陽から出る〈光と熱の力〉の二つを比較して、示してみます。 

 人間のうちにある〈真理と善の力〉について述べます。まず人の行いは、すべて理性と意志からです。



 

意志から行う場合は善をとおし、理性から行う場合は真理をとおします。意志のうちにあるものは、す

べて善にかかわりをもち、理性のうちにあるものは、すべて真理にかかわりをもっています。 

 そこから人は、全身体を動かしますが、そのとき体内の何百何千もの部分が、理性と意志の合図と承

認のもとで、一気に活動します。そのように、身体の全部は、善と真理に仕えるために造られており、

その結果、善と真理から生まれたことが明らかです。 

④ この世の太陽から出る〈熱と光の力〉から考えてみます。この世にあって増殖するもの、たとえば、

樹木・穀物・花・草・果実・種などは、太陽の熱と光がなかったら、まったく存在しません。だから、

熱と光には、どれほどの力があるか分かります。〈神の真理〉である神の光、〈神の善〉である神の熱に

依存しないものはありません。天界もこの世も、これによって存在しています。この世は、天界によっ

て存在していることは、前述したとおりです。 

 ここで、すべてのものは〈みことば〉によってできたこと、できたもののうち一つとして、これによ

らないものはなかったこと、また世はかれによって、すなわち主よりの〈神の真理〉によってできたこ

となどの意味が明らかになります。 

 また、創世記の初めに、光について、ついで、光から出たものについて記されている理由も明らかで

す（創世１・３、４）。さらに、全天界と全世界にあるすべてのものは、〈善と真理〉および両者の合体

にかかわりをもって、初めて存在できることも明らかです。 

 

[訳注: 原文には 138節が欠けている]。 

 

139. 〈神の善〉は、天界の太陽である主に由来すること、また〈神の真理〉は、主の中にあるのでは

なく、主に由来するものであることは、知っていただきたいことです。主のうちにあっては、ただ〈神

の愛〉があるだけで、その愛は〈存在そのもの Esse〉で、そこから、〈神の善〉と〈神の真理〉が実

在します Existere。実在は、存在そのものからの発出 procedere です。 

 この事実は、この世の太陽と比べれば分かります。この世の熱と光は、太陽の中にあるのではなく、

太陽に由来するものです。太陽の中には火しかありません。熱と光はそこから発出し、実在します。140.

 太陽としての主は〈神の愛〉です。そして〈神の愛〉は〈神の善そのもの〉です。したがって、主か

ら発している神性、すなわち天界における主ご自身の神性は、〈神の真理〉といわれ、〈神の善〉と一つ

であっても、とりあえず区別されています。この〈神の真理〉は、主ご自身から発している「聖なるも

の Sanctum」と呼ばれます。 

 

 

第 16章 天界にある四方位 quatuor plagae 

 

141. 天界には、この世と同じように、東・西・南・北の四方位があり、いずれも太陽を基準にしてい

ます。ただこの世では、この世の太陽が基準になりますが、天界では、天界の太陽である主が基準にな

ります。しかも両者には、多くの違いがあります。 

 まずこの世では、太陽が地上最高の高さにくる方向を「南」といい、その反対の地平線下にくる位置

を「北」といい、昼夜平分時の日の出方向を「東」といい、その日没方向を「西」といいます。このよ

うに、この世では、方位はすべて南を基準にします。 



 

 天界では、主が太陽として現れる方向を「東」といい、その反対を「西」といい、天界の右を 「南」

といい、左を「北」といいます。これは、顔や身体をどちらの方向へむけても同じです。 

 天界では、このように、方位はすべて東を基準にします。主が太陽として現れる方向を東とするわけ

は、「〈いのち〉の源 origo vitae」は、すべて太陽である主に由来するからです。なお、天使たちが、主

から熱と光、つまり愛と理知を受けいれれば、それだけ主が、かれらのもとに「昇りたもう exoriri」と

言われます。ですから、〈みことば〉では、主は、「日出ずるところ（東）Oriens」と言われます。 

 

142. もう一つの違いは、天使たちにとって、東はいつも顔がむいている方向にあり、西は背後に、南

は右に、北は左にあります。この世でこれが分かりにくいわけは、人は四方に顔をむけることができる

からで、次のように説明できます。  

 つまり全天界は、主を共通の中心にして、主の方向にむいています。だから天使たちはみな、そちら

の方向にむいています。この世では、ご存じのように、全方向は地球内の共通の中心点にむいています

が、天界での方向は、この世と違い前方が共通の中心です。この世では、それが下方になり、その方向

づけは、求心力とか重力と言われます。ところが、天使たちの内部は、実際正面をむいていて、その内

部が顔に現れ、方位をきめることになります。 

 

143. 人間は、いずれの方向にも顔をむけることができますが、天使の場合、顔や体をどの方向にむけ

ても、顔は東をむいています。これは、この世ではわかりにくいことですから、ここで説明します。 

 天使たちも、人間と同じように、自分の顔や体を多方向にむけたり曲げたりすることができますが、

それでもあい変わらず眼前が東です。天使の体位 conversiones は、人間の体位とは違い、別の起源から

きています。同じように見えても、同じではありません。つまりかれらの場合、起源は主調愛で、天使

や霊の方位決定は、すべてそこからきます。 前述のように、かれらの内部は、実際に共通の中心、つ

まり天界では太陽である主のほうをむいています。そしてかれらの内部では、前面にたえず愛が働いて

います。顔はその内部をあらわすもの、内部の外面にでる〈かたち〉ですから、面前には、いつもその

主調愛があります。そして、天界では主が太陽であって、主こそ天使たちにとって、愛の源です。その

愛のうちにあって、主ご自身は、天使たちのそばにおられます。だから、天使がどの方向をむいても、

主のはからいで、ご自身を仰ぎみることができるようになっています。 

 以上について、さらに説明することは控えますが、続章で、とくに天界での「表象と外観」、「時間と

空間」を扱うところで、いっそう明確にさせたいと思います。 

 天使たちが、いつも主を前面に仰いでいるのを、わたしはたび重なる体験から知り、感じとることが

できました。わたしが天使たちといっしょだった度毎に、わたしの面前に、主の現存をみとめました。

主は見えませんでしたが、光の中におられるのが感じられましたし、天使たちも、何回となく、それを

証言しました。 

 主はたえず天使たちの面前におられますが、この世でも、主を信じ愛する人たちは、神を目前にして

仰ぎ見ていると言われます。人は、霊界から話すとき、こんなふうに言います。ただし人は、その由来

がわからなくても、人の言葉の中には、そのような表現がたくさんあります。 

 

144. このように、主にむかう方向づけがあることは、天界の不思議の一つです。多くの天使が同じと

ころにいて、ひとりが他のひとりに、顔と体をむけていても、みな面前に主を仰ぎ、各自南が右手に、

北が左手に、西が背後にあることが可能です。 



 

 もう一つ不思議なことは、天使たちの視線はすべて東をむいていますが、思考力に備わる内的視覚の

視線で、ほかの三方位にもむけることができることです。また、もう一つの不思議は、天界ではだれも、

ほかの者の背後に立って、その後頭部を見ることは許されません。そうすると、主からくる善と真理の

流入を乱すことになるからです。 

 

145. 天使たちが主を仰ぎ見るのと、主が天使たちを見るのとは違います。天使たちは、目で主を見て

いますが、主は、ひたいで天使たちを見ておられます。ひたいで見ておられるわけは、ひたいは愛に相

応しているからだけでなく、主は愛をかれらの意志の中に浸透させることにより、かれらが主ご自身を、

目に相応する理性で見ることができるためです。 

 

146. しかし、主の天的王国を構成する天界の方位と、主の霊的王国を構成する天界の方位には、違い

があります。天的王国では、主は天使たちに太陽として姿をあらわし、霊的王国では、主は天使たちに、

月として姿をあらわされます。 

 東は、主の現れる方向です。太陽と月とのあいだの距離は三十度あって、それぞれの方位の差も同様

です。 

 天界が二つの王国にわかれていて、天的王国および霊的王国と呼ばれていることについては、前（20

～28）節を参照してください。主は天的王国では、太陽として現れ、霊的王国では、月として現れます

（118 節）。ただし、天界の方位が、これによってぼかされることはありません。霊的天使はみな、天的

天使のところへ上って行かれませんし、天的天使も、霊的天使のところへ下って行かれないようになっ

ています（35 節とそれ以前を参照のこと）。 

 

147. ここで、天界における主の現存 praesentia が、どのようなものか明白です。主はどこにでもおら

れます。ご自身からでる善と真理をもって、各天使のもとに現存しておられ、その結果、ご自身のうち

にありながら、天使たちのもとにおられます（前 12 節参照）。 

 天使たちは、主の現存を、自分たちの内部で感じとります。その内部から、目で見ます。というのも、

目と内部の知覚は連続しているからです。以上から、主がかれらのうちにあり、かれらが主のうちにあ

るという〈みことば〉の意味が、わかってきます。 

「わたしに留まっていなさい。そうすれば、わたしも、あなたがたのうちに留まっていよう」（ヨ

ハネ 15・４）。 

「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者はわたしにおり、わたしもまた、その人におる」（ヨハ

ネ６・56）。 

 「主の肉」は〈神の善〉を意味し、「血」は〈神の真理〉を意味します。 

 

148. 天界の住人は、みな方位によって区別されます。東と西には、〈愛の善〉のうちにいる者が住んで

います。東には、〈愛の善〉をはっきり感じとっている者、西には、〈愛の善〉をぼんやり感じとってい

る者がいます。南と北には、英知のうちにいる者が住んでいます。南には、英知の明るい光のうちにい

る者、北には英知の光がぼんやりしている者がいます。 

 主の霊的王国に住んでいる天使も、主の天的王国の天使と同じです。ただ〈愛の善〉と、〈善からくる

真理の光〉で、違いが生じます。天的王国の愛は、主にたいする愛であり、そこから真理の光と英知が

生まれますが、霊的王国では、仁愛 charitas といわれる隣人愛があり、そこから真理の光と、信仰と呼



 

ばれる英知が生まれます（前 23 節参照）。 

 方位においても違いがあり、二つの王国のあいだには、三十度の距離の差があることは、前述のとお

りです（146 節）。 

 

149. 天界の各社会に住んでいる天使にも、同じような違いがあります。東には、高い程度の愛と仁愛

をもっている者が住み、西には、より低い程度の者がいます。南には、高い程度の英知と理知をそなえ

た者がおり、北には、より低い程度の者がいます。このように住む所が違うのは、各社会もまた天界の

反映で、小規模の天界だからです（前 51～58 節参照）。 

 この様子は、地域団体 conventus でも同じです。天使たちは、天界の〈かたち〉から生まれる秩序

の中に組みいれられ、その〈かたち〉から、各自は自分の所属を知っています。また、天界がどこでも

〈かたち〉を同じくするため、各社会の構成には、あらゆる種類のものをふくむよう、主は配慮なさい

ます。 

 ただし、全体が個と異なるように、全天界の構成は、各社会の構成と異なります。つまり東にある社

会は、西にある社会よりすぐれ、南にある社会は、北にある社会よりすぐれています。150. こうして、

天界の方位は、住む者たちの性格をあらわします。東は〈愛の善〉をはっきり感じとっている者の性格

を、西は〈愛の善〉をぼんやり感じとっている者の性格を、南は〈英知と理知〉を明るい光の中で備え

ている者の性格を、北は〈英知と理知〉をぼんやりした光の中で備えている者の性格をあらわします。 

 各方位には、以上のような意味の違いがありますから、〈みことば〉でも、内的または霊的な意味で、

同じような違いがあります。〈みことば〉の内的または霊的意味は、天界にあるものに、ことごとく依存

しています。 

 

151. 地獄にいる者は、これと反対です。かれらは、主を太陽や月として、眺め見ることはありません。

主に背をむけており、この世の太陽のかわりに暗黒を、この世の月のかわりに暗がりを求めます。この

世の太陽のかわりに暗黒にむかう者を「悪鬼 genii」といい、この世の月のかわりに暗がりにむかう者を

「（悪）霊 spiritus」といいます。 

 霊界 mundus spiritualis には、この世の太陽や月は現れません。この世の太陽のかわりに、天界の太

陽に対立する暗黒があり、この世の月のかわりに、天界の月に対立する暗がりがあることについては、

前(122 節)を参照してください。 

 かれらには、天界の方位に対立する方位があります。東には暗黒と暗がりがあり、西には天界の太陽

があり、南は右手に、北は左手にあります。これは、体の向きをどちらにむけても同じです。それが変

わらないわけは、かれらの内部の方向づけと決定が、すべてそちらを指しているためです。来世では、

内部の方向づけと、その結果くだす決断のすべては、事実上、愛によることは、143 節を参照してくだ

さい。 

 地獄にいる者の愛は、自己愛と世間愛です。この愛は、この世の太陽と月であらわされます（122 節

参照）。そしてこの愛は、〈主への愛〉と〈隣人への愛〉に対立しています。したがって主を背にして、

暗闇にむかいます。地獄にいる者もまた、自分たちの方位にしたがって住まいを決めます。自己愛から

くる悪のうちにいる者は、東から西にむけて住み、悪の偽りのうちにいる者は、南から北にむけて住ん

でいます。かれらについては、地獄のところで詳述します。 

 

152. 悪霊が善霊の中にくると、方位が乱れるのがつねで、善霊は、自分たちの東が、どの方向か、ほ



 

とんど分からなくなります。わたしもその事実を、何回か感じましたし、それを嘆いていた霊からも聞

きました。 

 

153. ときに悪霊が、天界の方位にもとづき、その体位で現れることがあります。そのさい理知があり、

真理を感知することができますが、〈善の情愛〉はありません。だから背後にしりぞいて、自分の方位に

体をむけると、すぐ理知はなくなり、真理も感じとれなくなります。やがてかれらは、自分が耳にし感

じとった真理は、真理ではなく、偽りであると言い、しかも偽りが真理になるよう望んでいます。 

 悪霊の場合、理性による転換 conversio はできても、意志はできないことを教わりました。主のみ

摂理にもとづいて、真理を見、これを認めることはだれにでもできます。ただし善のうちにいないかぎ

り、その真理を受けいれることはできません。なぜなら真理を受けいれるのは、善であって、悪ではな

いからです。 

 以上は、人間についても同じです。真理は人を矯正するとはいえ、人が善にいる程度でしか、矯正で

きません。それと同じように、人は主のほうに向くことはできても、悪い生活をしていると、そこから

背後にしりぞき、みずから理解・検分した真理に対抗して、自分の〈悪からくる偽り〉を確認するよう

になります。これらは、自分の内部から考えるとき、起こってきます。 

 

 

第 17章 天界にいる天使たちの 

状態変化 mutationes status 

 

154. 天使たちの状態変化とは、その愛と信仰、すなわち英知と理知にしたがって、〈いのち〉の面で変

化することです。状態は、〈いのち〉と、〈いのちに関わることがら〉について使われる言葉です。天使

の〈いのち〉は、〈愛と信仰のいのち〉ですから、その〈いのち〉の状態をいいます。それで、〈愛と信

仰の状態〉また、〈英知と理知の状態〉と言われています。このような意味での状態が、天使の場合では

どんなふうに変わるか、今ここで述べてみます。 

 

155. 天使たちは、愛について、たえず同じ状態にいるわけではないし、英知についても、同じ状態に

いるわけではありません。天使の英知はすべて愛に由来し、愛に呼応しています。あるとき愛が高まっ

た状態にあると思えば、あるときは、それほど高まってはいません。最大から最小へと、しだいに低調

になっていきます。 

 愛が最高調のとき、かれらの〈いのち〉は、光と熱の中におり、明るさと楽しさのうちに浸っていま

すが、最低の状態になると、陰と寒さの中、暗がりと不快のうちに沈みます。最低の状態から、また最

初の状態にもどりますが、このような調子で多様に移り変わって、ある状態から他の状態へと順を追い

ます。 

 このような状態変化は、光と陰、熱暑と寒冷、年間を通じ変わるこの世の朝・昼・夕・夜の日々の状

態変化を映し出します。ここに相応があって、朝は〈明るみの中にいる愛の状態〉を、昼は〈明るみの

中にいる英知の状態〉を、夕は〈暗がりの中にいる英知の状態〉を、夜は〈愛も英知もない状態〉をあ

らわします。 

 ただし、忘れてならないのは、天界にいる天使の〈いのち〉の状態には、夜との相応がなくても、夜



 

明けまえの黎明には相応があることです。夜との相応は、ただ地獄にいる者とのあいだにあります。 

 〈みことば〉では、「日」や「年」は、一般に〈いのち〉の状態を意味します。「熱」や「光」は、愛

と英知を、「朝」は最初で最高の段階の愛を、「昼」はその光のもとでの英知を、「夕」はその陰のもとで

の英知を、「黎明」は夜明けまえの不鮮明を、「夜」は愛と英知の欠如を意味しています。 

 

156. 天使にとって、愛と英知を宿す内部の状態にしたがい、外部にある様々な物の状態も変化し、か

れらの眼前に現れます。かれらの外部にあるものは、内部にあるものに応じた姿をとるからです。それ

がどんなものかは、「天界での表象と外象」の章で触れるつもりです。157. 天使たちは各自、このよう

な状態変化を経過していきます。各社会一般も同様ですが、社会の中では、それぞれの天使は違ってい

ます。それは、愛と英知の面での違いからきます。中央にいる者は、周辺にいる者より完全です(43､12

8 節参照)。各自はみずから宿す愛と信仰の性格によって変わりますから、そのような相違を一つ一つ述

べるのは蛇足でしょう。 

 ひとりの天使が楽しい明るみの中にいても、他のひとりは、不快な薄暗がりの中にいることもあり、

それが同一の社会で、同時に起こり得ます。また一つの社会で起こる事柄と、他の社会で起こる事柄と

は、様子が異なるし、天的王国の諸社会で起こる様子と、霊的王国の諸社会で起こる様子も違います。

その状態変化は、おおむね地上でも気候の違いで、日々状態が移り変わっていくのに似ています。ある

人には朝であっても、他の人には夕方であるかも知れず、ある人が暑いのに、他の人は寒く、またその

反対のこともありえます。 

 

158. どうしてこのような状態変化があるか、わたしは天界から教わりました。天使たちによると、そ

れには多くの理由があるそうです。 

 第一に、主からの〈愛と英知〉がもとで味わう天界の〈いのち〉の楽しさは、それがたえず続くと、

変哲のない快楽と甘美のうちにいる場合と同じように、次第に価値がうすくなるそうです。 

 第二の理由は、天使にも、人間と同じように、自己愛という「エゴ proprium」があり、主のおかげで、

エゴが抑制されているかぎり、愛と英知のうちにいますが、抑制されなければ、自己愛にしずみます。

それはだれでも、自分の「エゴ」を愛し、それにひかれるからです。そのような状態変化が、連続して

交代に起こます。 

 第三の理由は、こうして、主の愛に支えられたり、自己愛で邪魔されたりすることに慣れるにつれ、

完成されてきます。快と不快の交代をとおして、善にたいする知覚と感知力がみがかれます。 

 天使たちはそれにつけ加えて、かれらの状態変化をつくりだしているのは、主ではないと言います。

主は、太陽のようにつねに変わらず、熱と光つまり愛と英知を流出されます。原因はむしろ、かれらが

自分の「エゴ」に執着するからで、それがたちどころに道をそらせます。この世の太陽と比べてもわか

ります。太陽は不動で、熱暑と寒冷、光と陰、年と日の移りかわりの原因ではありません。地球が原因

になります。 

 

159. 天的王国で、主が天使たちに太陽として姿を現されるにも、第一、第二、第三の段階があり、そ

れがどんな様子か、わたしに示されました。主が太陽として現れたとき、最初、とても描写できないす

ばらしい威光の中に、黄金色に輝いて見えました。これは第一段階にいる天使たちに、太陽として現れ

る主のみ姿であると知りました。 

 当初輝きを放った黄金色のきらめきがにぶくなるにつれ、太陽のまわりに、ぼんやりとした大きな輪



 

ができました。第二段階にいる天使には、このように見えるそうです。さらに、その輪がくもり始め、

黄金色はうすれ、次第に明るい白色になりました。第三段階の天使には、このように見えるそうです。 

 その後、明るい白色光は、天界の月にむかって左へ進んでいき、月の光に自分の光をあわせていくよ

うに見え、それにともなって、月は異常にかがやきを増しました。これは、天的王国の天使にとっては、

第四の段階であり、霊的王国の天使にとっては、第一の段階だそうです。 

 二つの王国のあいだの状態の移り変わりは、たがいに重なりあっていて、全面的に変化するのでなく、

一つの社会から他の社会へと順を踏んでいきます。その交代も固定したものでなく、天使たちの知らな

いうちに、遅くなったり、速くなったりして、移り変わっていくものだそうです。  

 さらに、かれらは、太陽はそれ自身動いたり進んだりするのではなく、天使たちの状態が継続・前進

するにともなって、このように現れてくると言いました。主は、各自の状態に応じて現れます。熱烈な

愛をもっている天使には、黄金色で現れ、その愛の減少にともなって、黄金色がうすれて、白色になり

ます。またかれらの状態は、ぼんやりした日暈
にちうん

でも表わされ、その輪は、太陽にたいして、炎や光の面

で、多様にアクセントをつけているそうです。 

 

160. 天使たちは、自分の「エゴ」にもどった最低の状態では、悲しみが増してきます。わたしは、そ

んな状態の天使と言葉をかわしましたが、その悲しみは隠せませんでした。しかし、かれらはやがて前

の状態にもどる希望をもっていると言いました。天使にとって、自分の「エゴ」のため天界にもどれな

くても、いずれ帰っていけるようなものだと言っていました。 

 

161. 地獄にも状態の移り変わりがあります。それについては、地獄について述べるところで触れるこ

とにします。 

 

 

第 18章 天界での時間 

 

162. 天界では、この世と同じように、すべてに継続と進展がありますが、天使たちには、時間や空間

の考えや概念はまったくありません。かれらは、時間や空間が何であるかも知りません。それで、ここ

で天界の時間について述べることにし、空間については、いずれ該当の章で記します。 

 

163. この世と同じく、また何の違いもないほど、天使たちにも、万事が継続・進展しています。とこ

ろがかれらは、時間が何かまったく知りません。なぜなら、天界には年も日もなく、あるのは状態の変

化だけだからです。年や日があるところには時間があり、状態の変化があるところでは、状態 status 

があります。 

 

164. この世に時間があるのは、この世の太陽が、ある度から他の度へと、見かけの上で少しずつ進ん

でいくからです。それで一年のうちで「四季」と呼ばれる時期が生まれます。さらに地球をめぐってい

ることから、一日のうちで「時刻」と呼ばれる時が生まれます。以上はみな定期的に交代してやってき

ます。 

 天界の太陽はそれと違い、継続的な進行や回転によって、年や日を生みだすのではなく、ただ状態の



 

移り変わりの現れです。そのため、前述したような定期的な繰り返しはありません。天使には時間の観

念はなく、そのかわりに状態しかありません。状態については、前 154 節を参照してください。 

 

165. 天使たちは、この世の人間のように、時間からくる概念はなく、時間や時間にかんする事柄につ

いて、そのような観念をもっていません。時間に固有の言葉、たとえば年、月、週、日、時、きょう、

あす、きのうなども、何のことか知りません。人からそのようなことを耳にすると（天使たちは、主に

よって、いつも人とつながっています）、そのかわりに、状態と状態に関係のあることを考えます。 

 ここで人の自然的な観念が、天使たちのもとで、霊的な観念に変わります。したがって〈みことば〉

でいう時間は状態を意味し、まえに挙げたような時間に固有の言葉も、それに相応する霊的な意味をも

ってきます。 

 

166. 時間がもとで存在するものは、みな同じです。たとえば、春・夏・秋・冬と呼ばれている四季、

朝・昼・夕・夜と呼ばれている一日のうちの四時間帯、幼児期、青年期、壮年期、老年期と呼ばれる人

生の四期、それに時間がもとで存在するものや、時間に準じて継起するものなどです。 

 人は以上について考えるとき、時間をもとにして考えますが、天使たちは、状態をもとにして考えて

います。したがって、人間にとって時間に付随したことがらは、天使にとっては状態的な考え方に変わ

ります。  

 春や朝などは、天使にとって、最初の段階の〈愛と英知〉の状態を意味するものに変わり、夏と昼は、

天使にとって、第二の〈愛と英知〉の状態を意味するものに変わり、秋と夕は、第三の状態、夜と冬は、

地獄の状態を意味するものに変わります。〈みことば〉でも、以上の時間帯で、同じことを示しています

（前 155 節参照）。人間の考えている〈自然的なもの〉が、人間のそばにいる天使たちのもとで、〈霊的

なもの〉になることが分かります。 

 

167. 天使たちは、時間について何も知らないため、「永遠」についても、地上の人間とは違った考えを

抱きます。天使が「永遠」について感じとっているのは、無限の状態 status infinitus であって、無限の

時間ではありません。 

 わたしはあるとき、「永遠」について考えました。時間の概念をとおして「永遠にいたるまで in aeter

num」が、「終わりがない」を意味するのを感知できましたが、神がその創造以前に、永遠のむかしから

何かを造られたという場合の「永遠のむかしから ab aeterno」の言葉が、何を意味するか分かりませ

んでした。 

 こんなことを思案していたとき、わたしは天界の霊気の中にあげられ、天使が永遠について感知して

いることを味わいました。それで、永遠については、時間から考えてはならず、状態から考えなくては

ならないことが分かりました。またそのとき初めて、「永遠のむかしから」という言葉の意味が分かり、

わたしもそれが分かりました。 

 

168. 天使たちが人間と言葉を交わすとき、人間固有の自然的概念を用いているのではありません。自

然的概念はすべて、時間、空間、物質、およびその類比 analogum からきています。天使たちが用いて

いるのは霊的概念で、これはすべて、天使たちの内外にある状態、および、そのありとあらゆる変化か

ら得ています。 

 しかも、天使のもつ霊的な概念が人間のほうに流れてくると、たちまち、その霊的なものにぴったり



 

相応する人間固有の自然的概念に、おのずと変わります。ただし、こんなふうになっていることを、天

使も人間も知りません。人間に流れてくる天界からの流入は、すべてそうです。 

 ある天使が許しをえて、わたしの想念 cogitationes に入ってきました。わたしの想念は、まだ自然的

で、時間と空間からえた数々のものが含まれていました。それで、かれらは何も理解できずに、すぐ立

ち去りました。立ち去ったあと、かれらが暗がりの中にいたと言っているのを耳にしました。 

② 天使たちが時間について、どれほど疎
うと

いか、わたしは経験で知ることができました。ひとりの天使

が天界からきて、人間のもっている自然的概念の中に入ることを許され、そのあと、わたしと人間どう

しのように話しあいました。 

 最初その天使は、わたしが言う「時間」が、何か分かりませんでした。そこでわたしは、太陽がどん

なふうに見え、それが地球のまわりを回って、年と日の原因になっているか、言わなくてはなりません

でした。一年は四季にわかれ、月や週があり、一日には二十四時間あり、この時間帯が繰り返されるこ

と、そのため時間があるなどと教えました。天使はこれを聞いて目をまるくし、そんなことは知らなか

ったけれど、状態のことは知っていると言いました。 

③ 天使と話している間、わたしは、天界には時間がないのを、この世の人は知っていると言いました。

人々はこれを周知のこととして、口にします。死んだ人は、時間的なものを残して去ったと言っている

からです。自分たちの理解する時間と現世から、去ったわけです。 

 またある人は、時間の起源は状態で、人はその宿す情愛の状態にしたがって生きるのを認めていると、

わたしは言いました。楽しくうれしい状態では時間がみじかく、不愉快で悲しい状態では、時間がなが

く、希望と期待にふくらむときは、感じることも多様です。だから学者たちは、時間と空間が何かを探

究し、時間が自然的人間に属することは、人によっては周知の事実であると、わたしは言いました。 

 

169. 自然的な人間の場合、時間や空間、また物質的なものの概念がとり去られたあと、何の考えも浮

かばなくなると思います。人間のもつ考えは、万事それにもとづいているからです。ただし、忘れてな

らないのは、時間、空間、物質に、依存すればするほど、人間の考え方は制限をうけ、固定されてしま

うことです。反対に、そのようなものに依存しなければ、それだけ精神は、肉的・現世的なものを越え、

制限を受けず、広がります。天使のもつ英知はそれで、肉的・現世的なものだけに根ざす考えに、落ち

こむことがないから、はかり知れない広がりがある incomprehensibilis と言われています。第 19章 

天界での表象 repraesentativa と 

外観 apparentiae 

 

170. 自然の光だけで考える人は、天界のものがこの世のものに似ていることが理解できません。その

わけは、自然の光だけで考えると、天使とは精神だけで、精神は空中をただよう 魂
たましい

 pneumata aether

ea のようなもので、人間のような感覚はなく、目もなく、目がないから、その対象もないと、合点して

しまうためです。 

 ところが天使には、人間がもっている感覚は全部そなわっていて、人間のそれよりずっと精巧で、か

れらが見るときの光は、人が見るときの光より、ずっと明るい光です。天使は、最も完全な姿の人間で、

全感覚をフルに使いこなしています。これについては、前（73～77）節を参照してください。天界の光

は、この世の光より、ずっと明るいことについては、（129～132）節を参照してください。 



 

 

171. 天界では、天使の目に何がどのように映っているか、簡単にはは描写できません。いろいろな所

で、地上のものと似ていますが、形はいっそう完全で、数も豊富です。 

 天界の様子は、預言者たちが見たものからも分かります。エゼキエルが見た「新しい宮―新しい地」

は、40～48 章にあり、ダニエルが見たものは、７～12 章、ヨハネの場合は、黙示録の冒頭から最終章

まで描かれています。その他は、〈みことば〉の歴史的または預言的なことがらの中で述べられています。 

 かれらは、天界が開かれたとき、それを見ました。天界が開かれるとは、人の霊の感覚すなわち内的

感覚が開かれることです。つまり天界では、人は肉体的な目で見るのではなく、自分の霊の目で見ます。

人が肉の感覚で感じとる自然の光から脱して、霊に由来する霊的光にあげられるとき、神のおぼしめし

なら、霊の眼がひらかれます。わたしもその光で天界のものを見ました。 

 

172. 天界で見えるものは、大部分この世のものに似ていて、本質の面では違います。天界にあるもの

は、天界の太陽から生じ、この世のものはこの世の太陽から生じているからです。天界の太陽から生じ

ているものを「霊的なもの」と言い、この世の太陽から生じているものを「自然的なもの」と言います。 

 

173. 天界にあるものは、地上にあるものと同じように存在しているのではありません。天界では、天

使の内部との相応にもとづいて、すべてが主から存在を受けています。天使には、内部と外部がありま

す。内部にあるものは、すべて愛と信仰にかかわっています。そして意志と理性は、愛と信仰の器であ

るため、内部は、意志と理性にかかわりをもっています。内部に相応している外部については前(87～11

5)節を参照してください。 

 また、「天界の熱と光」についても、前述したとおりです。天使にとって、熱はかれらのもつ愛に呼応

し、光はかれらのもつ英知に呼応していることについては、128～134 節を参照してください。天使の感

覚に映る他のものについても同様です。 

 

174. わたしは、天使たちの仲間入りをする許しが与えられましたが、そのとき天界でわたしの目に触

れたものは、この世のものと全く同じで、この世にいるのかと思ったほど、鮮明に感じとられました。

そこには王の宮殿があり、わたしは天使たちと、人間どうしのように言葉をかわしました。 

 

175. 内部に相応するものは、すべて内部を表していますから、これを「表象 repraesentativa」と言い

ます。また、これが内部の状態に応じて移り変わるという点で「外観 apparentiae」と言います。天界

では、天使たちの眼前に見えるものは、かれらの諸感覚で感知されるといいましたが、それは、地上で

人間が経験する以上に、はっきりと鮮明に感知されます。 

 天界での外観は、「実在的な外観 apparentiae reales」といわれますが、それは実際に存在している

からです。見えてはいても、実在していない外観もあり、これは内部に相応していない場合です。これ

については、続章で述べるつもりです。 

 

176. 相応によって、天使たちの目にどのように映るか、実例をあげます。理知のうちにある天使には、

多種多様の樹木と、花にあふれた庭園や楽園がみえます。木々は、最高に美しく、ととのった格好でつ

らなり、横木に組みあわされたアーチ状の門があって、庭をめぐる小径もついています。その美観は例

えようもありません。 



 

 理知のある者たちは、その小径を歩き、花をつみ、編んでは幼児の飾りにします。園にはこの世で目

に触れたことのない樹木や花があります。その樹木には、理知ある天使たちが宿す〈愛の善〉におうじ

た果実がみのっています。庭・楽園・果樹・花などは、かれらの理知と英知に相応しているからこそ、

かれらには見えます。 

 天界に、このようなものが存在するのを知っている人が地上にいます。それは善をやどし、自然の光

や偽りで、天界の光を消し去らなかった人だけです。かれらは耳で聞き目で見なくても、天界には以上

のようなものがあると考え話します。 

 

 

第 20章 天使たちの服装 

 

177. 天使は人間で、地球上の人間のように、たがいに生活しています。だから、衣服とか住居があり

ます。違いといえば、天使のほうがずっと完全な状態にあるため、万事がより完全なことです。天使の

英知は、口では言いあらわせないほど、人間の英知より優れています。そのため、かれらが見、感じと

れるものは、人間のものより万事はるかに優れています。天使が見、感知するものは、すべて天使の英

知に相応しているからです（前 173 節参照）。 

 

178. 天使が身にまとっている衣服は、他のものと同じように、相応によります。相応は実在に通じて

いるからです（前 175 節参照）。天使の衣服は、その理知に相応していて、その結果、天界の者はみな、

その理知に相応した衣服をまとって現れます。ひとりの者が他のひとりより、優れた理知をもっていれ

ば(43､128 節)、衣服についても、そのひとりは他のひとりより優
まさ

っています。さらに理知的な者の衣服

は、燃え輝き、光まばゆいほどです。理知で劣っていると、その衣服は白い明るさはあっても、輝きが

ありません。さらに理知が劣ってくると、色とりどりの衣服になります。内奥の天界 intimum caelum 

にいる天使たちは裸です。 

 

179. 天使の衣服が、その理知に相応していることは、真理に相応していることにもなります。理知は

すべて〈神の真理〉からくるものだからです。したがって、天使は理知を反映した衣服を着ているとい

っても、〈神の真理〉を反映した衣服を着ているといっても、同じです。 

 ある天使の衣服は、燃える火のように照りかがやき、他の天使の場合は、まばゆい光を放っているこ

とは、火は善に相応し、光は〈善からくる真理〉に相応しているためです。また別の天使の衣服が、そ

れほどの輝きがなく、白く明るいとか、彩色豊かになるのは、それほど〈神の善と真理〉に照らされて

いないからで、理知の少ない人には、様々に受けとめられている事実を示します。 

 明るい色や白色は、真理に相応し、色彩は真理の多様性に相応します。内奥天界の天使が裸であるの

は、かれらが純真無垢 innocentia だからです。つまり純真無垢は、裸 nuditas に相応します。 

 

180. 天界で天使が衣服をつけているので、かれらがこの世に姿をあらわすときも、衣服をつけて現れ

ます。預言者に現れた天使や、主の墓に現れた天使もそうでした。 

   

 「その姿はいなずまのように、そのころもは真白に輝いていた」  （マタイ 28・３、マルコ 16・



 

５、ルカ 24・４、ヨハネ 20・12、1  3）。 

 また、理知は〈神の真理〉によるものです。 

  「主のみ姿が変わったとき、みころもは光のように白く輝いた」  （マタイ 17・２、マルコ９・

３、ルカ９・29）。 

 光は、主からくる〈神の真理〉です。前(129 節)を参照してください。それで〈みことば〉では、衣

服は諸真理をあらわし、また諸真理からくる理知を指します。ヨハネは言っています。 

「そのころもを汚さない人は、白い衣を着て、わたしとともに歩み続けるであろう。かれらは、そ

れにふさわしい者である。勝利を得る者は、そのように白い衣を着せられるのである」（黙示３・４、

５）。 

  「目をさまし、着物を身につけている者は、さいわいである」（黙  示 16・15）。 

 エルサレムとは、真理をもった教会を指します。イザヤは言っています。 

  「シオンよ、さめよ、力を着よ、エルサレムよ、美しいころもを  着よ」（イザヤ 52・１）と。

エゼキエルは、 

  「エルサレムよ、わたしは、あなたに細布をかぶらせ、絹のきれ  であなたをおおった。・・・細

布、絹の服をあなたの衣とした」（エ  ゼキエル 16・10、13）。 

 これ以外にも、多くの箇所をあげることができます。真理のうちにいない者について、マタイの福音

書では「婚礼の礼服を身につけていない人」といっています。 

「王は入ってきたが、そこに婚宴の礼服をつけていないひとりの人を見て、かれに言った。『友よ、

どうしてあなたは、礼服をつけないで、ここに入ってきたのですか』。それでこの男は、外の暗や

みにほうりだされた」（マタイ 22・〔11〕、12、13）。 

 「婚宴の家」とは、主ご自身の〈神の真理〉をとおして結びあわされる天界、および教会です。だか

ら〈みことば〉では、主は花婿・夫であり、天界は、教会も同様に、花嫁・妻です。 

 

181. 天使が着ている衣服は、衣服のように見えているのではなく、実際に衣服です。それは、かれら

が衣服を目にするだけでなく、触れることからも分かります。天使には、あらゆる種類の衣服があって、

脱いだり着たりします。また不用の場合は保管し、使用するときは出して着ます。わたしは、かれらが

いろいろの服を着ているのを何千回も目撃しました。 

 わたしは天使に、その衣服をどこから手にいれるのか尋ねてみましたが、かれらは、それを主からい

ただくので、しばしば知らないまに着せられているのだそうです。また、天使の衣服には着替えがあり、

第一と第二の段階では、明るい色で輝いているのが、第三と第四の段階では、わずかばかり鈍い色にな

っているそうです。それは、理知と英知の面で状態の変化があり、それに相応する色の変化によります

（前 154～161 節参照）。 

 

182. 霊界にいる人は、理知に応じた衣服があり、しかもそれは、理知の源である諸真理にしたがいま

す。地獄にいる者は真理をもっていませんが、やはり衣服を身につけて現れます。ただしその衣服は、

破れてけがれ、乱れていて、各自その狂気のほどを表しています。かれらは、それ以外の衣服をつける

ことができず、これも裸にならないよう、主によって着せられています。 

 

 

第 21章 天使たちの住まい habitationes  



 

と家 mansiones 

 

183. 天界には各種各様の社会があって、天使も人間と同じように暮らしています。かれらにも住まい

があって、各自の〈いのち〉の状態によって様々に異なります。格の高い天使の住まいは，豪華ですが、

低ければ、豪華ではなくなります。わたしは天使たちと、何回か天界の住居について話し、次のように

言いました。 

 「天使に住まいや家があるなど、現代人はなかなか信じません。ある人は見ないから信じないわけで、

他の人は天使も人間であることを知らないからです。またある人は、天使のいる天界とは、自分の目で

見まわして眺められる天空のことで、何も見えないから、天使をエーテルのようなものだと思い、大気

中に生息しているものと思いこんでいます。それに霊のことは何も知らないため、自然的世界にあるの

と同じものが、霊の世界にもあるということが、分かりません」と。 

② それにたいし、天使は言いました。 

 「世の中で、現在そのような無知が幅をきかしていて、それがとくに、教会の中にはびこっているこ

とに、わたしたちも驚いています。それも無学な人より、知識人に多いことです。天使が人間なのは、

〈みことば〉から分かります。天使を見た人は、人間の姿で見ていますし、主もまた人間性のすべてを

とられました。天使は人間だから、住まいや家があるのは当然です。天使が空中をとんだり、霊だから

と風のようなものだと考えたら、それは狂気ともいえる無知からです。これは、天使や霊について、偏

見をすてて考えれば、すぐ分かります。はたしてそうなのかを自問自答したり、自分で真面目に考えな

いから、分からないのです。 

 天使は人間の姿をし、地上のものよりずっと豪華な「天の住まい」と呼ばれる家に住んでいることは、

人がみな共通に考えていることです。このような共通の考えは、天界からの流入によりますが、この考

えの真偽が問題になると、一瞬で否定されてしまいます。それもとりわけ学者がそうで、かれらは自分

の知恵で、天界からくる光の道を遮断してしまいます」と。 

③ 人間の死後の〈いのち〉についても、同じように信じています。それについて話したり、霊魂につ

いて学んだことや、肉体との再会説などに囚
とら

われずに考えている間は、人は死後も生きつづけ、この世

で善良な生活をした人は天使の仲間入りをし、壮大な景観に接して歓喜を味わうと信じます。ところが

肉体との再会説やら、霊魂についての仮説をとりあげ、霊魂とはそんなものかと思い、はたして何が正

しいかと考えはじめた途端、以前に思っていたことが消え去ります。 

 

184. しかし、ここで体験記をもってくるのがいいでしょう。わたしが天使たちと、口頭で言葉をかわ

しているときは、常時かれらの住まいの中でした。いわゆる地上の「家」そっくりの住まいでありなが

ら、もっと佳麗です。いくつもの個室・広間・寝室があり、ポーチがあって、そのまわりは庭園・花

壇・牧場がつづいています。他に住居者がいる場合は、隣りあわせに住居がつらなり、広場・道路・市

場などが町並みをかたちづくっていて、この世の都市にすこぶる似ています。わたしは、あちこち歩き

まわって、周囲の様子をうかがい、ときどき家の中にも入らせてもらいました。内的視覚がひらかれて

いたので、それらを完全な覚醒状態で経験しました。 

 

185. 天界の宮殿 palatia を見ましたが、その壮麗なことは口で言い表わせません。上層部は純金でひ

かり輝き、下層部は宝石でできているようです。ある宮殿は他のものよりすばらしく、内部も豪華です。



 

広間は、言葉や知識で表現できないほど華麗な装飾がほどこされています。南に面して楽園があって、

万物ひとしくきらめき、あるところでは木の葉が銀、果実が金でできているとさえ思われます。花は花

壇をめぐって色とりどりの配合を見せます。そして、視界の終わるかなたには、また別の宮殿が見えま

す。 

 芸術はところによって粋
すい

を窮
きわ

めると言われるように、天界には天界の建築があります。芸術そのもの

は天界に由来しますから、不思議でも何でもありません。主はこのようなものや、もっと完璧なものを、

無数にかれらの眼前にお見せになると、天使たちは言っています。しかもこれらのものは、天使の目を

楽しませる以上に、その心を喜ばせてくれるそうです。それは、かれらが個々のもののうちに相応を見、

相応をとおして神 Divina を見まつるからです。 

 

186. わたしは、相応について、次のように教えられました。 

 宮殿、家、それに内と外にあるものは全部、天使たちが主からたまわる内部のものに相応しています。

一般に、家はかれらの善に相応し、家の中にあるものは、それぞれ善のもとになっている多様性に相応

し、家の外にあるものは、善からでる諸真理およびその知覚と認識に相応します。 

 以上は、主から天使たちが賜る善と真理に相応しているため、かれらのもつ愛と、〈愛に由来する英知

と理知〉にも相応しています。なぜなら、愛は善から、英知は〈善と真理〉から、理知は〈善に由来す

る真理〉からくるためです。それを天使たちは、何かを眺めるとき感じとっています。それはまた、か

れらの目以上に、心を喜ばせ感動させます。 

 

187. ここで、主がエルサレムで、ご自身を「神殿」と言われ（ヨハネ２・19、21）、純金でできた新

しいエルサレムが現れ、その門は大理石で、その土台は宝石でできている（黙示 21 章）わけがはっきり

します。この神殿は、主の神人性 Divinum Humanum をあらわします。「新しいエルサレム」は、やが

て創設される教会を指し、「十二の門」は、善に導く諸真理であり「土台」は、教会の基礎になる諸真理

の意味です。 

 

188. 主の天的王国の天使たちは、ほとんどが土でできた山のような高い所に住んでいます。主の霊的

王国の天使たちは、もっと低い丘陵のようなところに住んでいます。天界の最下級の天使たちは、岩石

のような所に住んでいます。これもまた相応です。つまり、より内的なものは、高く優れたものに、よ

り外的なものは、低く劣ったものに相応します。したがって、〈みことば〉では、「山」は天上の愛をあ

らわし、「丘」は霊的愛をあらわし、「岩」は信仰をあらわします。 

 

189. 集団で暮らしていない天使たちもいます。かれらは、最善の天使であることから、天界の中央に

住んでいます。 

 

190. 天使たちが住んでいる家は、この世の家のように建てられたのではなく、各自の善と真理の受け

いれ状態に応じて、主から無償でいただきます。かれらの内部の状態の移りかわりに応じて、その家も

多少の変化があります。（これについては、前 154～160 節参照）。天使たちが所有しているものは、全

部主から賜るもので、必要に応じて与えられます。 

 



 

 

第 22章 天界での空間 

 

191. 天界では、万物がこの世とまったく同じように、場所と空間のうちに現れますが、天使たちは、

場所や空間の知識・概念は、いっさいありません。これは逆説めいているだけでなく、重大な事柄でも

あるので、はっきりさせたいと思います。192. 霊の世界でおこる移動は、すべて内部の状態変化から

くるので、移動は状態変化にほかなりません。わたしもまた、主によって天界にひきあげられ、宇宙に

ある諸天体 tellures にも連れていかれました。それは霊において行われたので、体は同じ場所にじっと

していました。天使の移動もすべてこれと同じで、かれらには距離がありません。距離がないから空間

もないことになり、そのかわりに状態とその変化があります。 

 

193. 移動とはこんなふうですから、場所の接近は、内的状態の類似性をあらわし、へだたりは、その

差異をあらわします。だから似かよった状態にあれば近く、違った状態にあれば隔たり、天界での空間

は、内部に相応する外部の状態にすぎません。それぞれの天界には、それなりに違った特徴があり、各

天界の各社会や、各社会の中の各天使に、みな区別があるのはそのためです。また地獄が、天界ときび

しく分離しているのも、状態が相対立しているからに他なりません。 

 

194. このようなわけで、霊の世界では、人がある別の人の現存を熱望すれば、本人が登場するような

ことが起こります。前者が想念をつかって後者を見つめ、相手の状態に身をおくことによります。反対

に、ある人が他の人をこばむ程度におうじて距離ができます。憎しみは、すべて情愛の対立と想念の不

一致からくるもので、同じ場所に大勢いっしょにいても、同意するあいだは現存し、意見が違うと消え

てしまうようなことが起こります。 

 

195. 自分の町の中、家の玄関、庭園の中、あるいは地域社会の外など、どこにいても、ある場所から

他の場所に移行するにあたって、望めば速く、望まなければ遅く着きます。同一の道のりでも、願望に

よって、長くも短くもなります。わたしはこれを何度も目撃して、びっくりしました。以上から、距離

や空間は、天使の内部状態によるものなのが分かります。天使にも、この世によく似た空間があります。

しかし空間の知識・概念は、かれらの考えの中には入りません。 

 

196. 人間の思考作用をみてもそうです。思考には空間がありません。空間はただ人間が精神を集中し

て直視すると、現存するもののように現れます。人が同時に眺める地上の物体を媒介にするためか、物

には距離があるとする先入観かにより、空間が見えてくることが、反省すれば分かります。以上は、連

続したもの continuum があるためで、連続があっても、連続しないものによらなければ、距離は現れ

ません。 

 天使の場合、視覚は思考といっしょに働き、思考は情愛といっしょに働いているので、なおさらです。

つまり前述にあるように、かれらの内部に呼応し、対象が遠くに現れたり、近くに現れたり、変化した

りします。 

 

197. したがって、〈みことば〉の中では、場所や空間、または空間にかんするあらゆる事柄は、状態を

意味するものになります。 



 

 たとえば、距離、近さ、遠さ、道、旅、遍歴、マイル、丁、草原、農園、庭園、都市、広場、運動、

各種の尺度、長さ、広さ、高さ、深さなど、その他無数にあります。つまり人間がこの世から考えをひ

き出す場合、その大部分は、空間や時間に関係があります。ここではただ、〈みことば〉の中で、「長さ」

「広さ」「高さ」が何を意味するかを述べておきます。 

② この世では、「長い」、「広い」は空間内にあり、「高い」もそうです。ところが天界では、空間から

考えるわけでないため、「長さ」は〈善の状態〉を、「広さ」は〈真理の状態〉を、「高さ」は〈段階にも

とづいた善や真理の区別〉を言います（38 節）。 

 以上のように、三次元で言う理由は、次の通りです。天界での「長さ」は、東から西までで、〈愛の

善〉の中にいる人を指します。天界での「広さ」は、南から北までで、〈善に由来する真理〉の中にいる

人を指します（前 148 節参照）。天界の「高さ」は、段階に応じた両者を示します。したがって、〈みこ

とば〉の中での長さ、広さ、高さは、以上のような意味をもちます。 

 エゼキエル書 40～48 章には、長さ・幅・高さの尺度で、新しい神殿と新しい土地、それに玄関・応

接間・門・扉・窓・周囲の町々を記述しています。これは新しい教会を指し、その教会の中の諸善と諸

真理を示します。そうでなければ、このような計算は、すべて何の意味があるでしょうか。 

③ 同じように黙示録にも、次のような言葉で新しいエルサレムが記述されます。 

「都は方形で、その長さと広さとは同じである。かれがその測りざおで都を測ると、一万二千丁で

あった。長さと広さと高さとは、いずれも同じである」（黙示 21・16）。 

 「新しいエルサレム」とは新しい教会を指しますから、以上の測定は教会に関することです。「長さ」

は教会の〈愛の善〉、「広さ」は〈善に由来する真理〉、「高さ」は〈段階にもとづく善と真理〉です。「一

万二千丁」とは、〈善と真理〉の総称です。高さも、長さや広さと同じように、一万二千丁あったとは、

それ以外の意味はありません。〈みことば〉の中で、「広さ」が真理を意味する点、ダビデを見ればわか

ります。 

「エホバは、わたしを敵の手にわたさず、わたしの足を広い所に立たせたからです」（詩 31･8)｡ 

「わたしが悩みの中から主を呼ぶと、主は答えて、わたしを広い所に置かれた」（詩 118･5）。 

 他にもたとえば、イザヤ書（８・８）、ハバクク書（１・６）、その他にもあります。 

 

198. 以上から、天界にはこの世と似た空間があっても、空間で測定されるものは何もなく、状態で測

定されることが分かります。天界での空間は、この世と同じようには測定できず、ただ状態から、しか

も天使たちの内部の状態から、はかられるものです。 

 

199. 以上について、理由の第一にあげられることは、主は各自のもとに、愛と信仰に応じて臨在され

ること、この主の臨在にしたがって、すべてが近くまたは遠くに見えることです。なぜなら、天界にあ

るものはすべて、それによって測られるからです。また天使は、それによって英知をそなえ、思考がひ

ろがり、天界の全天使と交流をもちます。一言でいえば、天使はそれによって、霊的思考を行います。

人間のように自然的に考えるのではありません。 

 

 

第 23章 天界の〈かたち〉 

―その交流と社会形成の規範 

 



 

200. 天界がどんな〈かたち〉をとっているか、前の諸節で示したので、ある程度理解できると思いま

す。 

 たとえば天界は、最大から最小にいたるまで、似ていること（72 節）。だから、各社会はそれぞれ小

規模の天界であり、各天使は天界の雛形であるということ（51～58 節）。全天界がひとりの人間を映し

だしているように、天界の各社会は全体として、より小規模の人間を映しだし、各天使は最小の人間で

あること（59～77 節）。中央にいちばん英知にひいでた者がおり、周辺にいくにしたがって英知の程度

も低くなること。また、一つ一つの社会にもそれがあること（43 節）。天界では、東から西にかけては、

〈愛の善〉のうちにいる者が住んでおり、南から北にかけては、〈善に由来する真理〉のうちにいる者が

住み、それが全社会にわたっていること(148､149 節)。 

 以上のすべては、天界の〈かたち〉にしたがっているわけで、その〈かたち〉が大体どんなものか、

そこから分かります。 

 

201. 天界がどんな〈かたち〉をしているかを知ることは重要です。なぜなら、その〈かたち〉にした

がって、全天使の連帯が生まれるだけでなく、それを規範にして、全体の交流が行われるからです。全

体の交流こそ、思考と情愛をくまなくひろげ、天使の理知と英知をすべて生みだします。だから、ある

天使が天界の〈かたち〉のうちにいれば、それだけ天界の〈かたち〉を身につけ、それだけ英知に満た

されていることになります。天界の〈かたち〉のうちにいるといっても、天界の秩序のうちにいるとい

っても、同じです。なぜなら、あるものの〈かたち〉は秩序に由来し、秩序にもとづいたものだからで

す。 

 

202. ここで、まず天界の〈かたち〉のうちにいるとは何か、触れておきます。人間は、天界にかたど

られると同時に、この世にかたどられて、造られました。人間の内部は天界にかたどられ、人間の外部

はこの世にかたどられています（前 57 節参照）。「かたどられて」と言っても、「〈かたち〉にもとづいて」

と言っても同じことです。 

 ところが人間は、まがった意志と、それからくる偽りの思いで、自分のうちにあった天界の面影 imag

o とその〈かたち〉を破壊し、それに変わって、地獄の面影と〈かたち〉を身につけ、その結果人間の

内部は、生来閉ざされたままになりました。どんな種類の動物とも違って、人間は無知のまま生まれて

きますが、それは以上が原因なのです。 

 そこで、天界の面影と〈かたち〉を回復させるためには、秩序について学ばなくてはなりません。前

述のように、天界の〈かたち〉は、秩序によるものだからです。〈みことば〉には、神の秩序についての

律法がぜんぶ含まれています。神の秩序の律法とは、〈みことば〉の中にある掟です。したがって、人が

その掟を知り、それにしたがって生活すればするほど、人の内部がひらかれます。そして天界の秩序と

面影があたらしく形づくられていきます。ここで、天界の〈かたち〉のうちにいるとは何か、判明した

のではないかと思います。それは、〈みことば〉の中にある掟にしたがって生きることです。 

 

203. 人が天界の〈かたち〉のうちにいればいるほど、天界にいることになり、さらにそれだけ天界の

雛形になり（57 節）、また理知と英知のうちにいることになります。前述のように、人の理性による考

えと、意志による情愛は、天界ではすべて自分の〈かたち〉にしたがって、諸方へと広がります。それ

で、天界の諸社会とすばらしい交流ができ、諸社会もその人と交流をもつことになります。 

② ところが、考えや情愛が、自分の周りに広がることなど、実際にはないと思う人がいます。自分が



 

見ているのは、自分の内部で考えていることで、隔たった所にあるものではないので、思いや情愛は自

分の中にしかないと思います。 

 しかし、これは大へんな思い違いです。人の視覚も離れた所にあるものにまで延び、そこに見える対

象の構成によって影響を受けるように、人の内部視覚ともいえる理性は、自分では感知しなくても、霊

の世界にまで延びていきます。その理由は、前述のとおりです(196 節）。 

 肉眼と理性の違いは次のとおりです。肉眼による視覚は、自然の世界にある事物から、自然的に影響

を受けますが、理性にある視覚は、霊の世界にあるものから、霊的に影響を受けています。霊の世界の

ものは、ことごとく善と真理とに関係をもっています。人は自分の理性を照らしている光がなかったら、

何も考えることができません。それを知らないのは、自分の理性を照らしている光の存在に気がつかな

いからです。その光については、前(126～132 節)を参照してください。 

③ ある霊がいて、自分の外へまで延びていくことはないし、外部の他の社会との交流などもなく、た

だ自力だけで考えていると信じていました。それが間違いであることに気づくため、その霊は近接社会

との交流が断たれました。それでかれは、思考力をうばわれ、魂のぬけがらのようになり、生後まもな

い幼児のように、両腕をばたばたさせていましたが、しばらくして交流が回復され、その回復の度合に

おうじて、少しずつ思考力をとりもどしました。 

④ これを見ていた霊は、次のように断言しました。「どんな思いでも情愛でも、交流によって伝わりま

す。思いや情愛がそうであれば、〈いのち〉もそうです。人間が考え、情愛をもつこと、つまり理解し、

意志することができるのは、人に〈いのち〉があるからです」と。 

 

204. ただし、理知も英知も、一人ひとり、交流によって違っていることを知る必要があります。理知

や英知が、〈純粋の真理と善〉によって形成されていれば、その人は、天界の〈かたち〉に則
のっと

って、各

社会と交流をもつことができます。ところが、理知や英知が〈純粋の真理と善〉によって形成されてお

らず、自分の気まぐれで形成されている場合、交流はとだえ、雑多な組みあわせになります。それは、

天界の〈かたち〉がある系列にそって、各社会と交流していないからです。 

 〈悪からくる偽り〉のうちにいて、理知も英知もない人は、地獄の諸社会と交流をもつことになりま

す。交流の度合は、偽りをどれほど確信しているかによって違います。さらに忘れてならないのは、霊

による諸社会との交流といっても、当該社会にいる者がはっきり感じとれるようなものではなく、かれ

らの性格、またはかれらに由来する性格との交流です。 

 

205. 天界の天使は、みな霊的親近性によって仲間づくりをします。この親近性は、それなりの秩序に

もとづいた〈善と真理〉の親近性です。これは、全天界にわたると同時に、各社会と各家庭に及びます。

したがって、同じような〈善と真理〉のうちにいる天使たちは、この世の血族・親戚のように、まった

く幼ななじみのように、親しんでいます。 

 また、一人ひとりの天使においても、英知と理知をつくる〈善と真理〉が、仲好く連れ合います。か

れらは、たがいを認めあい、認めあいに応じて、たがいに結びあいます。天界の〈かたち〉に従い、〈真

理と善〉が自分の中で一つになっている場合、その天使は、一連のもとに結果を見とおし、周囲との和

合の有様をひろく眺めます。天界の〈かたち〉に従って、〈善と真理〉が結びあっていない天使の場合は、

そうなりません。 

 



 

206. 各天界には、以上のような〈かたち〉があります。天使たちの〈考えと情愛〉の交流や拡大は、

その〈かたち〉にしたがって行われ、またその〈かたち〉から、天使の理知と英知が生まれます。 

 ただし、一つの天界と他の天界のあいだの交流はべつです。つまり、内奥の第三天界と中間の第二天

界のあいだの交流や、以上の第三や第二天界と末端部の第一天界のあいだの交流も別です。このような

天界相互の交流は、「交流 communicatio」というより、「流入 influxus」というべきです。それにつ

いて、いまここで少し触れておきます。三層の天界とその違いについては、前（29～40）節を参照して

ください。 

 

207. 一つの天界と他の天界のあいだには、交流でなく流入であるとは、三層の天界相互の位置からも

分かります。内奥の第三天界は上層にあり、中間の第二天界はその下にあたり、末端部の第一天界はず

っと下です。 

 それぞれの天界にある社会も、みな同じようです。たとえば、山のように見える(188 節)高いところ

に社会があります。そのいただきに内奥天界の天使が住んでおり、その下に第二天界の天使たちが、さ

らにその下に末端部天界の天使たちが住んでいます。このように、高いところ、低いところは、みなそ

うなっています。 

 上位天界の社会は、下位天界の社会とは、相応による以外に、交流はありません（前 100 節参照）。

そして相応による交流を、「流入」と言います。 

 

208. ある天界と他の天界が結ばれたり、ある天界の特定社会と、他の天界の特定社会が結ばれるのは、

主によってのみ行われますが、それには、直接流入と間接流入があります。直接流入は、主ご自身がな

さる流入で、間接流入は、上位天界から下位天界にむかって、秩序にしたがってなさる流入です。この

ように、流入をとおして天界どうしを結びつけることは、主だけがなさることです。 

 したがって、だれかと話を交えたりしないよう、最大の注意がはらわれます。そのようなことをする

と、当該の天使はたちまち自分の理知と英知を失います。その理由に触れておくと、天界に三段階ある

ように、各天使には、三段階の〈いのち〉があります。内奥天界の天使には、最内部の第三段階がひら

かれていますが、第一と第二はとじられています。中間天界の天使には、第二段階がひらかれていて、

第一と第三はとじられています。末端部天界の天使には、第一段階がひらかれていて、第二と第三はと

じられています。 

 それで、第三天界の天使が、第二天界にくだって、だれかとそこで話すと、自分のもっている第三段

階がとじてしまい、自分のもっていた英知を失います。その英知は第三段階のものであって、第一、第

二段階のものではないからです。マタイによる福音書の〈みことば〉には、次のようにあります。 

「屋上にいる者は、家からものをとり出そうとして、下におりるな。畑にいる者は、上着をとりに、

あとへもどるな」（マタイ 24・17、18）。 

 ルカにもあります。 

「その日には、屋上にいる者は、自分の持ち物が家の中にあっても、取りにおりるな、畑にいる者

も同じように、あとへもどるな。ロトの妻のことを思い出しなさい」（ルカ 17・31、32）。 

 

209. 流入は、下位天界から上位天界へは行きません。秩序に反するからです。上位天界からは下位天

界へ流れます。上位天界の天使の英知は、下位天界の天使の英知より一万倍もすぐれています。それで

下位天界の天使は、上位天界の天使と、言葉をかわすことができません。かれらは、上を見あげても、



 

だれも目にはいらず、上位天界は頭上にかかる雲のようです。しかし上位天界の天使は、下位天界の天

使を見ることができます。ただし前述にあるように、自分の英知を犠牲にしないかぎり、かれらと言葉

をかわすことは、許されていません。 

 

210. 内奥天界の天使が考えていることや、情愛また会話などは、中間天界では感じられません。それ

は前者が後者を越えているからです。ただし主のおぼしめしなら、内奥天界は下位天界で、燃える炎の

ように現れます。また末端部天界では、中間天界にあるものが、明るく光るものに見えたり、あるとき

は、白色かまたは多彩な雲のように見えます。この雲が、上ったり下ったりする様子や、またその雲の

形によって、かれらがそこで話しているのを、少しのあいだでも知ることができます。 

 

211. 以上から、天界の〈かたち〉がどんなふうか分かります。すなわち内奥天界は、万事もっとも完

全です。中間天界も完全ではあるものの、それより程度が低く、末端部天界は、ずっと低い段階です。

一つの天界の〈かたち〉は、主よりの流入をとおして、他の天界から、その存在を維持されます。 

 ただし、流入をとおして、どんな交流が行われているかは、高さの段階とは何か、長さや広さとどう

違うか、高さ・長さ・広さの段階とは何かが分からなくては、理解できません。これについては 38 節を

参照してください。 

 

212. 天界の〈かたち〉や、その動き・流れなど、その詳細は天使たちにとっても、はかり知れないも

のがあります。ただしその幾分かは、学者や知者によって分析・研究された結果を見て、人体各部の

〈かたち〉から導きだすことができます。これについては、全天界はひとりの人間を映しだしているこ

と（59～72 節参照）、人間のうちにあるものは全部、天界に相応していること(87～102 節参照)など、

前の諸節で述べてきたところです。その〈かたち〉が、どれほど計り知れないものか、解明しにくいも

のかは、全体と部分を連綿とつないでいる神経繊維を、おおまかに見ただけでもわかります。 

 神経繊維がどんなもので、頭脳の中でどんなふうに動いたり流れたりしているかは、眼にうつりませ

ん。そこには、無数のものが複雑にからみあって、一見すると、連続した柔らかい塊にしか見えません。

しかしそこには、意志と理性にかかわる全体と部分が、その意志と理性にしたがって、きちょうめんに

流れ、行動を起こさせています。 

 このような神経繊維が、人体の中で、どのようにつながっているかは、心臓、腸間膜、その他にある

各種の神経叢を見ると、よくわかります。またガングリオンと呼ばれている瘤
こぶ

をみても明らかで、多数

の繊維が各方面から、それにむかって伸び、そこで複雑にからみあい、他方、繊維が束になって、種々

の機能を果たすため出ていき、これが次から次へと繰りかえされます。それぞれの臓器・肢節・器官・

筋肉にも、同様なものが見られます。 

 以上や多くの驚くべき人体各部を、英知の目をもって調べてみると、ただ目をみはるばかりです。し

かも目で見える部分はわずかで、見えない部分は、自然のふところにひそんでいて、さらに驚嘆に値す

るものです。 

 以上の〈かたち〉が、天界の〈かたち〉に相応していることは、人体の〈かたち〉の中で、その〈か

たち〉をとおして、働いている理性と意志の全作用から見ても明らかです。人が欲することはすべて、

その〈かたち〉にしたがって、自発的に行為にうつされ、人が考えることはすべて、各繊維のはしから

はしまで、さらに感覚諸器官にまでいきわたります。以上は、思考と意志の〈かたち〉だからこそ、理



 

知と英知の〈かたち〉です。 

 天界の〈かたち〉に相応しているとは、以上のような〈かたち〉を言います。したがって、天使の情

愛と思考のひろがりは、すべてこのような〈かたち〉に根ざしていること、理知と英知を宿していれば

いるほど、その〈かたち〉を宿していることが、ここで分かります。以上の天界の〈かたち〉が、主の

神人性に由来することは、前（78～86）節を参照してください。 

 天界の〈かたち〉は、その大略さえ汲みつくしえないこと、しかも前述のように、天使にとっても、

はかり知れないことを理解してもらうために、以上を述べました。 

 

 

第 24章 天界の統治組織 regimina 

 

213. 天界は、各社会に分かれています。大規模な社会には、十万人ほどの天使がいます（50 節）。同

じ社会の者は、みな同じような善のうちにいますが、同じような英知のうちにいるわけではありません 

（43 節）。したがって、ここでも統治組織がなくてはならないことになります。秩序は維持され、規律

はみな守られなくてはなりません。 

 天界には、さまざまな統治組織があります。主の天的王国を構成している社会と、主の霊的王国を構

成している社会とでは、政体が違います。また各社会の政務の違いもあります。ただ天界には、相互愛 

 amor mutuus による統治以外の統治はありません。相互愛による統治こそ、天界の統治です。 

 

214. 主の天的王国における統治原理を「正義 justitia」といいます。天的王国にいる天使は、みな主

からきて、主にむかう〈愛の善〉のうちにおり、その善に由来するものを「正 justum」と呼んでいま

す。そこでは、主おひとりが統治され、主ご自身が導かれ、生活上のことがらも教えられます。 

 「公正 judicium の理」といわれる真理があり、これが天使たちの心にきざまれ、それをみな知ってお

り、感じとり、見ています。だからここでは、公正上の問題を起こすことはありません。ただ生活上の

正義が問題になることがあります。そのときは、英知の少ない者は、自分よりすぐれた知者にそれを尋

ね、知者は主にたずね、解決が与えられます。かれらの天界つまり内奥の喜びは、主によって正しく生

きることに他なりません。 

 

215. 主の霊的王国における統治原理を「公正 judicium」といいます。かれらは、〈隣人愛の善〉であ

る霊的善のうちにおり、その善の本質は真理です。真理は公正の理であり、善は正義の善なのです。か

れらも主によって導かれますが、間接的です（208 節参照）。かれらには、その社会の必要に応じて、多

数または少数の統治者がいます。また共同生活をいとなむため必要な法律もあり、統治者は法律にした

がって、万事を管理します。かれらには英知があって、法律をよくわきまえています。また疑問点は、

主によって明らかにされます。 

 

216. 主の天的王国にある善をもとにした統治原理を「正義」といい、主の霊的王国にある真理をもと

とした統治原理を「公正」といいます。したがって〈みことば〉でも、天界と教会について「正義と公

正」といい、正義は天的善をあらわし、公正は霊的善をあらわします。後者は前述のように、善であっ

ても、その本質は真理です。それについては、次の箇所を参照してください。 

「平和はまし加わってかぎりなく、ダビデの位に座して、その国をおさめ、いまよりのちとこしえ



 

に、公正と正義とをもってこれを立て、これを保たれる」（イザヤ９・７）。 

 ここでの「ダビデ」は主を指し、「その国」とは天界を指していることは、次の箇所からも明らかです。 

「わたしがダビデのために、一つの正しい枝を起こす日がくる。かれは王となって世を治め、栄え

て、公正と正義を世におこなう」（エレミヤ 23・５）。 

「主は、高くいらせられ、高い所に住まわれる。主はシオンに、公正と正義とを満たされる」 

（イザヤ 33・５）。 

 「シオン」はまた天界と教会を意味します。 

「わたしが主であって、・・・地に公正と正義をおこなっている者であることを、知ることがそれ

である。わたしはこれらのことを喜ぶ」（エレミヤ９・24）。 

「わたしは、永遠にあなたとちぎりを結ぶ。すなわち、正義と公正とをもって、ちぎりを結ぶ」

（ホセア２・19）。 

「主は天にまします。・・・あなたの正義は神のごとく、あなたの公正は大きな淵のようだ」（詩 3

6・５、６）。 

「かれは、正義の公正をわたしに求め、神に近づくことを喜ぶ」（イザヤ 58・２）、その他。 

 

217. 主の霊的王国には、多様な統治形体があり、それが一つの社会の場合と、他の一つの社会の場合

とでは、同じではありません。その政体は、各社会のもつ政務によって、様々に変わってきます。周知

のとおり、人体各部には各種各様の機能があり、政務はそれに相応し、それにしたがっておこなわれま

す。心臓にあたるつとめ、肺臓にあたるつとめ、肝臓のつとめ、膵臓と脾臓のつとめ、諸感覚器官のつ

とめなどがあり、みな分かれています。 

 このように、種々の管理機能が人体にあるのと同様に、巨大人である天界にも諸社会があって、その

管理機構もいろいろです。諸社会は、人体の管理機構に相応しているわけです。全天界が、巨大人の総

体に相応していることについては、前（87～102）節を参照してください。 

 ただしどんな統治形体であっても、公共の善 bonum publicum を目標とし、その公共の善の中で、各

自の善を追求している点、変わりません。つまり全天界にわたって、全天使は神の配剤のもとにありま

す。そして主は、全天使を愛しておられ、各天使がそこに自分なりの善を発見できるような公共善が、

神の愛によって備えられています。だれでも、公共を愛するかぎり、善を享有することになります。な

ぜなら、公共を愛すれば愛するほど、すべての者一人ひとりを愛することになるからです。しかもそれ

は主の愛ですから、それだけ主に愛され、それが本人の善になります。 

 

218. ここで統治者の性格が分かってきます。かれらは、他の天使たちよりずっと、愛と英知のうちに

あり、愛によって、全員のための善をねがい、英知によって、それを実現させるため必要な明敏な知識

をもっています。 

 このような天使は、支配したり命令したりしないで、かえって奉仕し仕えます。なぜなら、〈善の愛〉

に動かされて、他の人に善をなすことは、仕えることであり、それを実現するよう配慮することは、奉

仕することだからです。かれらは、自分を他の人より偉大とは思わず、より小さい者と思っています。

社会と隣人の善を第一にし、自分のことを後まわしにすることは、とりもなおさず、第一にしているも

のは、より大きく、後まわしにしているものは、より小さいものになるからです。 

 しかし、かれらには誉れと栄光があります。かれらは社会の中央に、他の者より高いところに、

しかも立派な宮殿に住んでいます。ただ、その栄光と誉れは、自分のためではなく、従順のために



 

受けています。その誉れと栄光は、主から当該の天使に与えられたもので、そのためにこそ、その

天使に従わなくてはならないことを、天界の全天使が知っています。主が弟子たちに言われた〈み

ことば〉には、そのような意味があります。「あなたがたのあいだで、偉くなりたいと思う者は、

仕える人となり、あなたがたのあいだで、かしらになりたいと思う者は、しもべとならねばならな

い。それは、人の子が来たのも、仕えられるためでなく、仕えるためである」（マタイ 20・26、27、

28）。 

「あなたがたの中で、いちばん偉い人は、いちばん若い者のように、指導する人は、仕える者のよ

うになるべきである」（ルカ 22・26）。 

 

219. また、個々の家庭での統治も同じで、これは最小の形体になります。主人がおり、召使がいます

が、主人は召使を愛し、召使は主人を愛します。そこでたがいに愛をもって仕えあいます。主人は、暮

らしの方法や、なすべきことを教え、召使はこれに従い、自分の職責をはたします。役立つ usum prae

stare とは、だれもが生活の喜びとするところです。ここから主のみ国が、役立ちのみ国 regnum usuu

m であることがわかります。 

 

220. 地獄にも統治組織があります。統治がなくては、かれらをつなぎ止めておくことはできないから

です。ただし、地獄の統治は天界の統治とは反対です。つまり、万事が自己愛でおこなわれます。だれ

もが自分は他の者よりすぐれ、命令したいと思っています。自分に好意をしめさない者をにくみ、復讐

し、暴力をふるいます。これが自己愛です。だから、悪につよい者が上に立ち、他の者は恐怖で服従し

ます。これについては、地獄のところで述べることにします。 

 

 

第 25章 天界での神礼拝 Cultus Divinus 

 

221. 天界での神礼拝は、この世の神礼拝と外見上の違いはなくても、内面の違いがあります。かれら

にも同じように教義・説教・礼拝堂があります。教義はみな本質面で一致しています。上位天界での教

義は、下位天界の教義より、内的に一段と深い英知をふくんでいます。説教は教義にもとづいておこな

われます。 

 天界には、家や宮殿があるように(183～190 節)、説教がおこなわれる礼拝堂もあります。天界にこの

ような建物があるわけは、天使たちも英知と愛の面で、たえず完成されていくものだからです。天使も

人間と同じように理性と意志があり、理性は次第に完成されていき、意志とて同じです。理性は〈理知

固有の真理〉をもって、意志は〈愛固有の善〉をもって、完成されていきます。 

 

222. 天界での神礼拝といっても、それは実際に、礼拝堂に足しげくかよい、説教を聞くことにあるの

ではなく、教義にもとづいて、神と隣人を愛する生活、信仰を実践する生活をいとなむことです。礼拝

堂での説教は、生活上のことがらを学んでいくための手段でしかありません。この点でわたしは、天使

たちと言葉をかわし、次のように言いました。 

 「この世での神礼拝は、ただ礼拝堂に頻繁にかよい、説教に耳をかたむけ、年に三、四回聖餐の秘跡

にあずかり、教会の規定にしたがって、多くの信心業にはげみ、祈りに専念し、それによって、信心深

く振舞うことであると信じられています」と。 



 

 それにたいし、天使たちは言いました、 

 「それは、外面的な行いとして実践すべきことですが、その外面のわざの源になっている内面がなか

ったら、何の役にも立ちません。内面のものとは、教義が教える掟にもとづいて、生活することです」

と。 

 

223. わたしは、礼拝堂で集会のようすを見聞し、その中で説教を聞く機会が何度か与えられました。 

 説教者は、東側の説教壇に立っています。そして、その目の前には、他の者以上に英知の光をいただ

いている天使たちが座ります。その左右には、英知の程度がやや低い天使たちがいますが、みなが説教

者の視野の中にいて、扇形に席につきます。説教者の眼がとどかない両脇にはだれもいません。 

 礼拝堂の東側、つまり説教壇の左に入口があり、そこに入門中の者が立っています。しかしだれも、

説教壇のうしろに立つことは許されません。だれかがそこにいると説教者の心がみだれます。会衆の中

に、違った考えをもつ者がいても同じです。そのさい説教者は、顔を背
そむ

けないわけにはいかないからで

す。説教は、この世のものとは比べられないほどの英知をふくんでいます。天界の光のうちにあるから

です。 

 礼拝堂は、霊的王国では石づくりの感じで、天的王国では木づくりのようです。それは、霊的王国に

いる者がいただいている真理には、石が相応し、天的王国にいる者がいただいている善には、木が相応

するからです。天的王国では、礼拝用の建物を「礼拝堂 templum」といわず、「神の家 domus Dei」と

いいます。天的王国の建物は、それほど立派ではありませんが、霊的王国では、多少の差はあっても、

ずっと立派です。 

 

224. 礼拝堂で説教を聞く者が賜る聖性 sanctum について、わたしはある説教者と話したことがあり

ます。かれが言うには、「敬虔・信心・聖性は、その人の内面にあるもので、それはまた、愛と信仰です。

愛と信仰とは、主の神性が宿るため、聖であると言えます。それがなければ、外面には、聖なるものは

何もありません」と。 

 またかれは、内面のともなわない外面上の聖性について考えていましたが、「聖性を、人為的につくり

あげたり、偽善で外見をごまかすことができるかも知れません。しかしそれは、自己愛や世間愛からく

る偽りの姿によって焚きつけられ、かかげられたものです」と言いました。 

 

225. 説教者は、みな霊的王国出身者で、天的王国から来ている者は一人もいません。霊的王国出身で

あるわけは、天使たちは、霊的王国で、〈善に由来する真理〉のうちにおり、説教はすべてその真理を源

にしているからです。天的王国から説教者が出ない理由は、そこではみな〈愛の善〉のうちにいて、そ

こから真理を見て感じとり、真理については話さないからです。 

 天的王国の天使たちは、真理を見、感じとるといいましたが、それでも説教は存在します。それは説

教によって周知の真理が解明され、未知であった多くの事柄も加わって、完成にむかうからです。かれ

らは、説教を聞くと、すぐそれを承認し、そのとおりに感じとり、感じとった真理を愛し、それにした

がって生活し、それを自分の〈いのち〉に同化します。かれらは、真理にしたがって生きることは、主

を愛することであると言っています。 

 

226. 説教者は、すべて主から任命され、そのため説教の賜物があります。それ以外の者には、礼拝堂



 

で教える許しが与えられていません。かれらは説教者 praedicator と呼ばれ、祭司 sacerdos とは呼ば

れません。祭司と呼ばれていないわけは、天界での祭司職 sacerdotium は、天的王国のことだからです。

祭司職とは、〈主にたいする愛の善〉を意味するもので、天的王国の天使たちは、その善のうちにいます。 

 天界での王職 regium は、霊的王国のことです。王職は、〈善に由来する真理〉を意味し、霊的王

国の天使たちは、その真理のうちにいます（前 24 節参照）。 

 

227. 説教の目安になっている教義は、みな目的を〈いのち〉におき、〈いのち〉のない信仰においてい

るものは一つもありません。内奥天界の教義は、中間天界の教義より英知にあふれ、中間天界の教義は、

末端部天界の教義にくらべて、理知に富んでいます。どの天界にあっても、教義はそこにいる天使が感

じとるにふさわしいものです。あらゆる教義の基本は、主の神人性 Divinum Humanum Domini を認

めることにあります。 

 

 

 

第 26章 天界における天使たちの力 

 

228. 霊的世界についても、霊的世界が自然的世界に与える流入についても知らない場合、天使に力が

あることは分からないと思います。 

天使に力があることが信じられない理由は、天使は霊であって、肉眼では目に入らないほど稀薄でか弱

いものと思うからです。ところが、物事の原因を内部から見とおす人は、そのようには考えません。人

間がもっているあらゆる力は、自分の理性と意志からでることを知っています。理性と意志がなかった

ら、体のごく小さい部分さえ、動かすことができないからです。 

 理性と意志は、人間の霊的実体 spiritualis homo です。これが体とその肢節を思うままに動かします。

すなわち、考えていることを口をつかってしゃべり、欲することを体でおこないます。出そうと思えば

力がでます。人間の意志と理性は、天使と霊をとおして、主によって支配されています。 

 意志と理性がそうであれば、体の全部もそうです。体は理性と意志に動かされているからです。また、

信じてもらえるかどうかは別として、人は天界の流入がなかったら、一歩も動くことができません。 

 以上は、多くの経験でわたしに示されました。天使たちは、望みどおりに、わたしの歩を進ませ、行

動をおこさせ、舌を動かし、話をさせます。わたしの意志と思考の中へおくってくる流入を通して行い、

わたし自身からは、何もできないことが分かりました。 

 かれらはあとで、人はそれぞれ、このように支配されていて、それを教会の教義や〈みことば〉から

分かると言っていました。人は、神がみずから天使をおくって人を導き、その歩みを監督し、教えをさ

ずけ、考え話すことに霊感を与え、その他もろもろについて祈ります。もちろん教義にはずれた考えで、

それとは別に、言ったり信じたりすることもあります。以上は、人にはどれほど大きな天使の力がある

か知っていただくため、記しました。 

 

229. 霊界における天使たちの力について、わたしが目撃したことを全部紹介したら、簡単には信じて

もらえないかも知れません。万一、神の秩序に逆らい、その排除に抵抗を示すものがあれば、天使の合

図と一瞥だけで、倒壊し一掃されます。 

 わたしは悪霊に占拠されていた山々が、ときに地震にもてあそばれるように、一方の端から他方の端



 

へとゆり動かされて、壊滅したのを見ました。岩山の中央が割れて、その上にいた悪霊が、深みの中に

吸いこまれてゆく場面や、天使たちによって、何十万という悪霊が散らされ、地獄に投げこまれたのを

見ました。 

 天使たちには、多勢は問題になりませんし、小細工や策略をもちい、徒党をくんであたっても勝てま

せん。天使が万事を見すかすと、一瞬で崩壊してしまいます。このようなことについては、『バビロンの

滅亡に関する事柄 Relatio de Babylonia destructa』の中で、参考になることが多く記されています。 

 霊的世界における天使の力は、以上のとおりです。自然的世界でも、許されれば、同じような力が見

られることは、〈みことば〉から明らかです。軍勢がもろともに滅びうせたとか、疫病のために七万人が

死んだなどです。その天使について、次のように記されています。 

「天の使いが、手をエルサレムに伸べて、これを滅ぼそうとしたが、主はその害悪を悔い、民を滅

ぼしている天の使いに言われた『もはやじゅうぶんである。今あなたの手をとどめるがよい』

と。・・・ダビデは、民を撃っている天の使いを見た」（サムエル下 24・15～17）。 

 その他にもあります。天使たちにこのような力があるからこそ、「能天使 potentiae」と呼ばれていま

す。ダビデは言います、 

  「主をほめまつれ。能天使たちよ」（詩 103･20）と。 

 

230. ただ忘れてならないのは、天使たちには、自分からはまったく何の力もなく、あらゆる力は主が

くださる事実です。かれらは、力をもてばもつほど、それが主からのものと認めます。かれらの中で、

自分の力は自分から出たと思う者がいたら、一人の悪霊にさえ抵抗できないほど弱くなります。そのた

め、天使たちは、手柄を自分のものにすることが全然なく、事が成っても、その誉れと栄光をすべて拒

否し、万事を主のおかげにします。 

 

231. 天界での力は、すべて主から発する〈神の真理〉によります。天界では、主こそ〈神の善〉と合

体している〈神の真理〉です(126～ 

140 節参照)。天使は、この真理の器になれば、それだけ力を身に帯びます。 

 また各天使は、〈それなりの真理 suum verum〉であり、〈それなりの善 suum bonum〉です。な

ぜなら、各自は自分の理性と意志以外の何ものでもないからです。理性のすべては真理に由来しますか

ら、理性は〈真理あってのもの〉esse veri であり、意志のすべては善に由来しますから、意志は〈善あ

ってのもの〉esse boni です。人があることを理解すると、それを真理といい、あることを欲すると、

それを善と言うことからも、そうなります。したがって、一人ひとりは、〈自分なりの真理〉であり、

〈自分なりの善〉であることになります。 

 したがって、天使が〈神からの真理〉〈神からの善〉であればあるほど、それだけ自ら主のみもとにあ

り、力を帯びます。またこの世と同じように、天界には無限の多様性があって（20 節）、どの天使をと

っても、他の天使とまったく同じ善、同じ真理のうちにいるものはなく、ある天使が他の天使と、まっ

たく同じ力をもっていることもありません。 

 巨大人である天界で、腕を構成する天使が、最大の力をもっています。かれらは、他の者以上に真理

のうちにあり、かれらの真理の中へは、善の流入が、全天界から行われているためです。人間全体の力

は両腕に移り流れ、両腕をとおして、全身の力をふるいます。だから〈みことば〉で、「腕」や「手」は、

力を意味します。 

 天界では、ときに裸の腕が現れます。その力は、地上の岩石でも何でも抵抗するものを、ことごとく



 

粉砕できるほどです。あるとき、それがわたしの方へ迫ってきましたが、自分の骨が粉々
こなごな

にされるので

はないかと感じたほどです。 

 

232. 主から発している〈神の真理〉こそ、力のすべてであること、また天使たちも、主から〈神の真

理〉を受けいれれば受けいれるほど、力を帯びてくることについては、前(137)節を参照してください。

ただし天使たちは、〈神の善〉を受けいれれば、それだけ〈神の真理〉を受けます。真理に備わる力は、

すべて善に由来し、善がなければ真理には力がありません。善にある力のすべては、真理をとおしてく

るもので、真理なくしては、善にも力がありません。力は両者の結合から生まれます。 

 信仰と愛についても同じです。真理といっても、信仰といっても、同じです。信仰はすべて真理だか

らです。また善といっても、愛といっても同じです。愛はすべて善だからです。 

 〈善に由来する真理〉をとおして、天使がどれほどの力を身に帯びるかは、悪霊が天使たちに直視さ

れただけで、卒倒するのを見てもわかります。悪霊は、天使が眼を逸
そ

らさないでいると、人間の姿にさ

え見えません。天使の一瞥
べつ

に、これほどの力があるわけは、天使の視覚は、天界の光からくるもので、

天界の光は〈神の真理〉だからです 

（126～132 節参照）。そして、目は〈善に由来する真理〉に相応しています。 

 

233. 〈善に由来する真理〉に、あらゆる力がある反面、〈悪に由来する偽り〉には、まったく力があり

ません。地獄にいる者はみな、〈悪からの偽り〉のうちにいます。だから、かれらには真理と善に対抗す

る力がありません。ただし、かれらが地獄に落とされるまえ、たがいにどんな力があり、悪霊の力とは

どんなものかを、後章で述べるつもりです。 

第 27章 天使たちの話す言葉 loquela 

 

234. 天使たちは、この世の人間とまったく同じように話しあっています。家庭、政治、道徳、霊的生

命にかんすることなど、さまざまな話題があります。天使は、ふかく考えて話をしますから、人間より

ずっと理知的な会話をかわしますが、それ以外には違いがありません。 

 わたしは、しばしば仲間入りをする機会が与えられ、友人同士のように話し、ときには知らない者ど

うしのようでした。そのとき、天使と同じような状態でした。わたしは地上で人々と話すときと違った

話し方をしたおぼえはありません。 

 

235. 天使の言葉は、人間の言葉と同じように、単語 voces からなっています。また人間と同じく音 

sonor を発し、音で聞きます。天使にも口や舌や耳があります。またかれらの言葉のもつ音調 sonus 

が明瞭にひびくための大気もあります。ただその大気は、霊である天使に適した霊的な大気です。天使

たちは、この固有の大気の中で呼吸していて、その呼吸を媒介に単語を発音します。これは人間が空気

を通して行うのと同じです。 

 

236. 全天界・全天使とも同一の言語です。近くても、遠くても、どの社会の出身でも、みな互いに理

解しあっています。天界の言葉は、学習によらず、各自に生まれつき備わり、みずからの情愛と思考か



 

ら流れてきます。 

 話し言葉のもつ音調は、かれらの情愛に相応し、単語として出てくる音節 articulationes は、情愛か

らでてくる思考概念 ideae cogi-tationis に相応します。かれらの言葉には、このような相応があるから

こそ、霊的言語と言えます。つまり、情愛が音調となってひびき、思考が発話となります。 

② 注意すれば、思考はすべて〈愛に属する情愛〉からくるのが分かります。そして共通の情愛が配分

されていく多様な〈かたち〉が、思考概念です。思考も概念も、情愛なくしては、まったく存在しませ

ん。思考概念の〈たましい anima〉も〈いのち〉も、情愛からきます。 

 ですから天使たちは、話し言葉だけから相手の性格を知り、音調からその情愛を知り、音節の区切り

や単語から、その心を知ります。高い英知をそなえている天使は、一連の話し言葉から、相手の主調と

なっている情愛の性格を見ぬきます。かれらは、その情愛 affectio にとりわけ注意をむけます。 

③ 各自には、さまざまな情愛があることは、周知のとおりです。喜びの情愛、悲しみの情愛、いつく

しみと哀れみの情愛、誠実と真実の中での情愛、愛と隣人愛を宿すときの情愛、ねたみと怒りの情愛、

偽りと欺瞞をはらむときの情愛、名誉や栄光を求めるときの情愛、その他、多様です。 

 しかし以上のいずれにも、本人の主調になっている情愛と愛があります。だから、比較的英知に富ん

でいる天使は、その愛をすぐ感じとりますから、話す言葉から、相手の状態が全部わかります。 

④ 以上を、わたしは多くの経験でうかがい知ることができました。天使たちは、相手の話を聞いただ

けで、その〈いのち〉の様子がわかるそうです。かれらは、内心すべてを秩序づける主調愛がわかれば、

その人の思考概念をもとに、〈いのち〉の全体が把握できると言います。人間の「〈いのち〉の書」とは、

そのことです。 

 

237. 天使の言葉は、ある種の情愛から響くいくつかの単語をのぞいて、人間の言葉との共通点はあり

ません。その単語自身には共通点がありませんが、単語がふくむ音調には、何か共通したところがある

ので、それについて述べます。 

 天使たちは、人の言葉の単語一つさえ発音できないことから、かれらの言葉に、人間の言葉との共通

点がないのが分かります。わたしはそれを試してみましたが、できませんでした。つまり情愛にぴった

り和合するもの以外は、発音することはできず、和合しないものは、かれらの〈いのち〉そのものが受

けつけません。〈いのち〉は情愛からくるもので、かれらはその情愛をもとにして話すからです。この地

上で人間が用いた最初の言葉には、その和合があったそうです。その言葉は天界からきたものでした。

ヘブル語は、ある点でその和合をもっています。 

 

238. 天使の言葉は、愛から出る情愛に相応し、天界の愛は、〈主への愛〉と〈隣人への愛〉ですから

（前 13～19 節参照）、天使たちが話す言葉が、どれほど優雅で快いものかが分かります。聞く者の耳だ

けでなく、心の奥底にひびきます。 

 ある鈍感な心の霊がいて、天使と話していました。その霊は、天使の話を聞いているうちに、感動し

て涙を流し、「いままで涙を流したことがないのに、その愛のこもった話には抵抗できません」と言って

いました。 

 

239. 天使たちが話す言葉は、英知にあふれています。かれらの言葉は、その内心の思いから出てきま

す。その内心の思いは、内なる情愛が愛であるように、英知です。かれらの話の中では、愛と英知が一

体になっており、そのため、人が千言を要するところを、かれらは一言であらわすことができます。ま



 

た天使たちは、人が把握できず、表現さえできない思考概念をとらえます。そのため、天界で見聞した

ことは、表現不可能 ineffabilia と言われ、耳で聞いたり、目で見たりしたためしのないものです。 

② わたしは体験をとおして、以上を知らされました。ときにわたしは、天使のいる状態におくられ、

天使たちと話し、万事よく理解できました。しかし以前の状態にもどされ、人間固有の自然的な思考に

帰り、聞いたことを記録しようとしたところ、できませんでした。自然的に考えた場合の概念に当ては

まらないことが、何千とあって、これらは、天界の光を変質させないかぎり、表現不可能です。そのた

め人間の単語には載せられません。 

③ 天使の使う単語は、かれらの思考概念に根ざして出てきますが、その概念は、天界の光を加減して

います。また、天使の使う単語の音調は、かれらの情愛に根ざして出てきますが、その情愛は、天界の

熱を按配
あんばい

しています。天界の光は、〈神の真理〉すなわち英知で、天界の熱は、〈神の善〉すなわち愛だ

からです（126～140 節を参照）。神の愛から天使の情愛が生まれ、神の英知から天使の思考が生まれま

す。240. 天使が話す言葉は、直接にかれらの情愛から出ます（前 236 節参照）。かれらの考える概念

は、共通の情愛が配分される様々な〈かたち〉だからです。したがって、人が半時間かけても表現でき

ない内容を、天使たちは一瞬であらわすことができます。また何ページにもわたって記録される事柄を、

数語で表わすこともできます。これはわたしが、多くの経験でためしてみました。 

 天使が考える概念と、その話す言葉の単語は、原因と結果のように、一つになっています。考える概

念が原因で、単語が結果です。そして、天使の一つ一つの単語には、多くがふくまれます。天使の考え

の一つ一つが現れ、話す言葉の一つ一つが続きます。 

 それが見えてくる場合、柔らかな波をうつようであり、周囲にひろがる大気のようでもあります。そ

こには、天使の英知から流れ出、聞き手の考えの中に入り、感動をそそる無数のものが揃
そろ

っています。

天使でも人間でも、その考える概念は、主のおぼしめしなら、天界では見えるものになります。 

 

241. 主の天的王国の天使たちは、主の霊的王国の天使たちと同じように話します。しかし天的天使の

ほうが、霊的天使より、心の奥底から考えて話します。天的天使は、〈主への愛にもとづく善〉のうちに

いますから、英知から言葉を出すのにたいし、霊的天使は、本質上は真理である〈隣人愛にもとづく

善〉のうちにいますから（215 節参照）、理知から言葉を出します。つまり、善からは英知が生まれ、真

理からは理知が生まれます。 

 そこで、天的天使の話す言葉は、静かで穏やかな流れのようにつづき、霊的天使の話す言葉は、やや

震えていて、区切りがあります。なお、天的天使の話す言葉は、ウ母音とオ母音がよくひびき、霊的天

使の話す言葉には、エ母音とイ母音とがよくひびきます。母音は音調のためで、音調には、情愛がこも

っています。前(236 節)に述べたように、天使の話す言葉がひびく音調は、情愛に相応し、単語となっ

て出る音節は、情愛から考える概念に相応しているわけです。 

 母音は、言語に属するものではありません。むしろそれは、各自の状況から生まれてくる様々な情愛

に呼応し、単語に音で抑揚をつけるためのものです。だから、ヘブル語には母音が表記されておらず、

多能に発音されます。 

 そのため天使たちは、人の性格をその情愛をとおして知ります。天的天使の話す言葉には、硬音 cons

onantes duri がありません。母音ではじまる単語で間をおけば別ですが、そうでなければ、子音に移る

ことなど、めったにありません。だから〈みことば〉では、「そして」の弱音をしばしば置きますが、こ



 

れはヘブル語で〈みことば〉を読む人がよく知っていることです。つまり、その弱音はやわらかく、文

の前後で母音のひびきをおきます。 

 ヘブル語の〈みことば〉の中にある単語から、これが天的王国のものか、霊的王国のものか、善をふ

くむものか、真理をふくむものかが、多少なりともわかります。善をふくむものは、ウ音とオ音を多く

とり、ときにア音もとります。そして、真理をふくむものは、エ音とイ音をとります。 

 情愛は、まず音調で表わされます。そのため、人は話の中で、天界 caelum,caelo 、また神 Deus,Deo

 のように、大切な意味をあらわそうとするとき、ウ音やオ音をふくむ単語をこのんで使います。このよ

うな言葉をあらわすのに、音楽では音調を高めます。あまり重大でない言葉では、そうしません。だか

ら音楽は、多種多様の情愛をあらわすことができます。 

 

242. 天使が話す言葉には、口では言い表せないハーモニーがあります。このハーモニーは、言葉の源

である思考や情愛を、天界の〈かたち〉にそって注ぎ出します。そして全天使とも、その天界の〈かた

ち〉にしたがって社会をつくり、その天界の〈かたち〉にしたがって、あらゆる交流をおこないます。

天使たちが、天界の〈かたち〉にしたがって社会を形成し、それにしたがって思考や情愛をみなぎらせ

ていることについては、前(200～212)節を参照してください。 

 

243. 霊的世界にあるのと同じような話し言葉が、人間にも生来そなわっており、理性の内部にかくさ

れています。人間にそなわるこの話しかたは、天使のように、情愛になぞらえる単語にならず、人はそ

こにあるものが分かりません。しかし来世に来ると、人は霊や天使たちと同じ言葉をつかって話すよう

になります。しかも、だれひとり教えてくれないのに話せます。これについて、多くを後述します。 

 

244. 前述したように、全天界とも同一言語をつかいます。違ったところは、英知に満ちた天使の話し

言葉は内的で、ゆたかな情愛と思考概念にあふれていますが、英知にとぼしい天使の言葉は外的で、そ

れほどゆたかではありません。また、単純素朴な天使の言葉も外的で、人間が会話をするときのように、

そこから感じを汲みとるような単語をつかいます。 

 それから、顔面をつかっての話し方もありますが、これは概念で加減された音調で終わらせます。ま

た、天界の表象と概念がいりまじった話しかた、概念を視覚化する話しかた、情愛に呼応すると同時に、

言葉相当のものを動作であらわす話しかた、雷鳴をたててする話しかたなど、他にも多種多様です。 

 

245. 悪霊や地獄の霊が話す言葉もあります。情愛からくる点では、同じように自然的でも、悪い情愛

によるもので、間違った概念をふくんでいますから、天使はこれをきらいます。地獄の言葉は、天界の

言葉と対立しており、そのため悪霊は天使の言葉にがまんならず、天使は悪霊の言葉にがまんできませ

ん。天使にとって、地獄の言葉は、鼻をつく悪臭のようです。 

 偽善者たちの言葉は、天使によく似た単語と話しかたを用いて、光の天使もあざむくことができます

が、情愛と思考概念においては、まったく反対です。したがって偽善霊の話しかたは、内部に英知をや

どした天使に見破られると、歯ぎしりのように聞こえ、恐怖を起こさせます。 

 

 

第 28章 天使が人間と話すときの話し方 

 



 

246. 天使は、人間と話すとき、自分の言語でなく、その人の言語か、人が知っている他の言語をつか

って話します。ただし人が分からない言語をつかうことはありません。そんなふうにできるわけは、天

使が人と話すさい、人のほうに体をむけ、自分を人に連結させ、天使と人間の両者が同じ考えを抱くよ

うにします。人の考えは記憶につながっていて、その記憶から言葉が流れ、こうして、天使と人間の双

方が、同じ言葉をかわすようになります。 

 さらに、天使または霊が、人のところへ来て体をむけ、自分を人に連結させると、人の知っているこ

とを、その言語をふくめ、天使みずから知っているとしか思えないほど、人の記憶の中に入ります。 

② 天使たちと、こんなことを話していたとき、かれらがわたしと話すとき、わたしの国の言葉を、考

えながら使っているのだろうと言いました。そんなふうに感じられたからです。ところが、話している

のは、かれらではなく、わたしだったのです。天使たちは、人間の言葉はひと言も話せないので、それ

が分かりました(237 節)。 

 それだけではありません。人間の言語は自然的ですが、かれらの言語は霊的です。霊的なものは、自

然的なやりかたで、何かをつくりだすことはできません。これについて天使たちは、次のようにつけ加

えました、 

 「わたしたちは、人と話すとき、人の霊的概念と連結しているのに気づいています。この霊的概念は、

当人の自然的概念の中に流れいります。この自然的概念は、本人の記憶につながっています。だから、

天使たちには、人の言語が自分のもののように思え、同時に、人の知識もすべて自分のもののように思

えます。これが起こるわけは、主のおぼしめしによって、この連結が人間にたいする天界の注入になる

ためです。しかし現在の人間は、これが天使とではなく、天界にいない霊と行われているのが実情です」

と。 

③ わたしは、これについて霊たちと話したところ、かれらは、人の側から話しているとは思わず、か

れらが人の中で話していると言っていました。人が知っていると思うことも、自分から知っているので

はなく、霊たちによるもので、人が知っていることは全部、霊たちからくると言いました。わたしは、

多くの言葉をついやして、そうではないと説きましたが、むだでした。霊とはだれで、天使とはだれで

あるかは、「精霊界 Mundus spirituum」について述べるところで、話します。 

 

247. 天使や霊が、これほど緊密に人と連結し、かれらは、人のものを自分のものとしか考えない理由

は、人のもとで、霊的世界と自然的世界が、一体化したかのように結ばれているためです。それと同時

に、人は自分から天界との絆を断ち切ったので、主は一人ひとりの人間のもとに、天使や霊をおいて、

人がかれらを通して主に導かれるよう配慮されました。それで、これほど緊密な連結が生じました。 

 もし万一、人間が天界との絆をみずから断ち切るようなことをしなければ、現在とは違っていたでし

ょう。人間は霊や天使たちと結ばれる代わりに、天界からの共通の流入をとおして、主によって導かれ

ているでしょう。これについては、とりわけ「天界と人間とのつながり」の章で述べるつもりです。 

 

248. 天使や霊が人と話すときの言葉は、人間どうしで話すときのように、音声になって聞こえても、

そばにいる人には聞こえず、ただ本人にしか聞こえない理由を述べます。それは、天使や霊の言葉は、

まず人の考えの中にはいり、内部の道をとおって、人の聴覚器官にはいり、こうして内側から人の器官

を動かすためです。人間同士の会話では、音声はまず空中に流れ、外部の道をとおって聴覚器官にたっ

し、外側からその器官を動かします。 

 天使や霊が人間と話すとき、本人に聞こえるわけは、同じ聴覚器官を動かし、同じ音声を出すためで



 

あることが、ここで明らかになります。わたしには天使や霊の話が、内側から耳に流れてくることが、

よくわかりました。それは舌に流れてきて、舌をかるく振動させながら、いかなる運動も伴いません。

ちょうど、舌によって、話し言葉の音調が、本人自身によって発音され、単語になっているようです。 

 

249. ただし現在、霊たちと話すことは危険ですから、めったに許されません。霊も人間のもとにいる

のを知るようになるし、話さなければ、知らなくてすみます。悪霊なら、人間にたいし殺したいまでの

憎しみをいだいていて、願いは、人間の魂も肉体も滅ぼす以外にはありません。これは自然的楽しみも

拒絶するほど、幻想にふける人に起こることがあります。 

 孤独な生活をおくる人が、ときに霊が自分と危険をともなうことなく話すのを聞くことがあります。

しかしこのような霊も、自分が人間に憑
つ

いていると気づかないうちに、折にふれ、主によって切りはな

されます。なぜなら、大半の霊は自分のいる世界以外の世界を知らないし、自分の世界以外のところに

人間がいることも気づきません。ところが、人が霊と互いに言葉をかわすと、それが気づかれるので、

許されていません。 

 宗教上のことをいろいろ思いめぐらし、それに固執すると、人はそれを自分の内部に見る感じがし、

霊が自分と話しはじめるのを聞きます。宗教上の事柄は、それが何であれ、みずからそれに固執し、こ

の世に役立つ雑事でまぎらわさない場合、内部に侵入して居を定め、人の全精神を占拠し、さらに霊界

まで入り、そこにいる霊を動かすことがあります。 

 幻視の人や狂信者がそうです。かれらは、いかなる霊でもその声を聞くと、それを聖霊だと信じます。

しかしそれは、狂信の霊にすぎません。そうなると、偽りを真理と見あやまります。その結果、自分で

もそう思いこみ、その考えの流入を受けた者を信じこませます。この種の霊が、悪を吹きこみ始めたこ

とがありましたが、服従を強要するので、やがて徐々にとり除かれました。 

 狂信の霊は、自分自身を聖霊とし、自分の口にすることが神聖な言葉であると思っている点、他の霊

と違います。この霊は、人がそのような霊を神として崇めるかぎり、人を害することはありません。わ

たしもときに、そのような霊と話しました。そのとき、かれらが自分を礼拝する者に注ぎこんでいる邪

悪な考えがあばかれました。かれらは左の砂漠に住んでいます。 

 

250. 天界の天使たちと話しあうことは、〈善に由来する真理〉のうちにいる人、何よりもまず、主ご自

身の神人性をみとめる人以外には、許されません。なぜなら、この真理のうちにこそ、天界が存在する

からです。また前述のように、主は天界の神です(2～6 節)。主の神性が天界をつくられました（7～12

節）。天界での主の神性は、ご自身への愛と、主ご自身からくる隣人愛です（13～19 節）。また天界は全

体としてみると、ひとりの人間を映しだしていて、天界の各社会もそうです。なお天使一人ひとりは、

完全な人間の〈かたち〉をもっており、それは主の神人性に由来します（59～86 節）。 

 以上からも、天界の天使たちと言葉を交わすのは、主にむかう〈神の真理〉で内部が開かれている人

に限られる事実が分かります。主は天界に流入を与えられると同時に、人の内部にも流入を与えられま

す。〈神の真理〉が人の内部を開かれることは、人はその内部で天界のイメージをもち、外部ではこの世

のイメージをもつよう造られているためです（57 節）。内部人間 internus homo は、主からの〈神の

真理〉によらなければ、開かれません。なぜなら、〈神の真理〉こそ天界の光であり、天界の〈いのち〉

だからです(126～140 節）。 

 



 

251. 主ご自身が、人に流入を与えられるときは、人の額と顔の全体に浸透されます。人の顔は愛に相

応し、顔は人の内部全体に相応しているためです。 

 霊的天使が人間に流入を与えるのは、頭部の正面から両こめかみにいたる大脳をおおう部分全体です。

頭部におけるその領域は、理知に相応するからです。天的天使の流入は、小脳をおおっている部分です。

そこは後頭部といわれ、両耳から首筋にいたる全域で、この領域は英知に相応します。天使が人と話を

するときは、すべてこの経路で、人間の考えの中に入ります。それで、わたしと話しあった天使が、ど

の天界の天使であるかが感じとれました。 

 

252. 天界の天使と語るさい、人は天界にあるものを見ます。人の内部にやどる天界の光によって見る

からです。同じく天使も人をとおして、地上のものを見ます。人の中で、天界はこの世と、この世は天

界と、結ばれます。 

 前述のように(246 節)、天使は、人に体を向けて人と連結すると、人のものが自分のものとしか思え

なくなります。当人が話すことだけでなく、見たり聞いたりすることもみなそうです。人のほうも、天

使の流入をとおして与えられたものを、自分のものとしか思えません。 

 この地上でも、天界の天使たちと、以上のような連結があった最古代人の時代は、「黄金時代 Saecul

um aureum」と呼ばれました。かれらは人間の〈かたち〉をもつ神、すなわち主を認めていました。だ

から、天界の天使とは友人のように話し、天界の天使もかれらと互いに交友をたもち、天界とこの世が、

人の中で一体化していました。 

 この時代のあと、人間は、主よりも自己を愛し、天界よりこの世を愛した結果、しだいに天界から自

分自身を切り離していきました。そして、天界の喜びとは縁のない自己愛と世間愛の楽しみを味わいは

じめ、ついには幸福が何か、分からなくなりました。天界にむかって開いていた内部が閉じ、外部がこ

の世にむかって開いていきました。こうして世の中のことに万事明るくても、天界については万事くら

くなりました。 

 

253. このような時代も過ぎ、天界の天使と語るようなことはめっきり減って、人間はかえって、天界

にいない精霊と話すようになりました。人の内部と外部は、みずからの共通の中心である主に向かうか 

(124 節)、主に背を向けて、自己に向かうかのどちらかです。主に向かうとは、天界に向かうことであ

り、自己に向かうことは、この世に向かうことです。この世に向かう人は、上に向くことはありません。

上に向くとすれば、それは主によるわけで、愛の方向づけを通し、〈みことば〉からくる真理を通してな

されます。 

 

254. わたしは、主がどのようにして、〈みことば〉を伝えた預言者たちと語られたか教わりました。主

は、古代人の場合のように、内部に流入を与えて、かれらとお語りになったのではありません。主は霊

をつかわして、預言者たちを、ご自分の面影 aspectus で満たされました。こうして預言者にたいして

伝える言葉を、その霊に吹きこまれました。だから流入でなく、口述 dictamen です。 

 〈みことば〉は、主から直接流れてきたものですから、一語一語が神聖で、その中に内的な意味がふ

くまれます。天界の天使は、人間が自然的な意味でとっているものを、天的・霊的な意味で感じとって

います。主はこのようにして、〈みことば〉をとおして、天界とこの世とを結びあわされました。 

 霊が主の面影をとおして、どんなふうに神的なもので満たされたか、わたしに示されました。霊は、

主によって神的なもので満たされた場合、語っているのは神であり、しかも語っているあいだ、そうだ



 

と思っています。しかしあとになって、自分が霊でしかなく、自分が語ったのは自分からでなく、主か

らであると感じとり、認めます。 

 霊はこのようにして、預言者に語りかけましたが、預言者たちにも、エホバが語りたもうたと言いま

した。また霊も自分を「エホバ」と呼びました。これは預言者の書からも、〈みことば〉の歴史書からも

明らかです。 

 

255. 天使や霊が、どのようにして人間と連結するか知っていただくため、記憶に値することを話しま

す。そこからまた、説明することも結論づけることもできます。 

 天使や霊は、人間に体をむけて話すとき、人間の言葉がそのまま自分たちの言葉だと信じきっていま

す。そのときかれらが使っているのは人間の言葉で、天使や霊の言葉ではありませんし、天使や霊自身

の言葉は思い浮かびません。ところが、人間からはなれると、すぐさま天使や霊の言葉をつかい始め、

人間の言葉はまったく分からなくなります。 

 わたし自身、天使の仲間入りをした時、かれらと同じ状態でした。わたしも天使の言葉をつかい、自

分の言葉はまったく分からず、思いだすこともありません。ところが天使仲間からはずれると、すぐ自

分の言葉を使えるようになっていました。 

② 天使や霊が人間に体をむけるとき、人間がどんなに遠くにいても話せるのは、記憶に値する事実で

す。かれらがわたしと話したときも、すぐそばにいるのと同じひびきで、遠くから話していました。と

ころが人間から方向を転じて、自分たち同士で話しはじめると、人の耳の近くで話していても、人には

まったく何も聞こえません。霊の世界での連結は、すべて体の向き conversio によることが、ここで

分かりました。 

③ 多くの霊が、ひとりの人間と、同時に話ができるし、ひとりの人間が、多くの霊と話ができること

も、記す価値があります。 

 かれらは、自分たちが話しかけたい人に、ひとりの霊を遣わします。遣わされた霊は、その人に体を

むけ、他の複数の霊は、自分たちが遣わした霊に、体をむけます。かれらは自分の考えを集中させて、

派遣された霊がその考えを表現するようにします。そのとき派遣された霊は、自分から話しているとし

か思いませんし、他の霊たちも自分たちが話しているとしか思いません。 

 このように、体の向きによって、ひとりの霊と多数の霊が連結できます。ただしこのように派遣され

る霊、別名「代霊  subjecta」や、かれらによる交流については、種々後述することにします。 

 

256. 天使や霊が人と話すとき、かれらは自分の記憶からではなく、人の記憶から話します。天使も霊

も、人間と同じく記憶をもっており、霊が人と話すさい、万一霊の記憶から話すと、人は霊の考えを自

分から出たものと思います。ところが、それが霊から出たもので、人が見聞した試しのないことを、自

分の思い出のように感じます。 

 わたしはこれを経験で知りましたが、なお分かったことは、何千年もたって、自分の生前の〈いの

ち〉や、かつての業をすべて取り戻すとか、自分がだれかの再来であるとか信じる古代人がいました。

それについては、自分が見聞した試しのないことを想起するように思われても、それは霊が自分の記憶

から、人の考える概念にむけて流入を与えるため起こることだそうです。 

257. 自然霊、または肉体霊と言われる霊もいます。かれらは、人間のところへ来ると、他の霊のよう

に、人の考えに向けて自分を連結させないで、人の肉体の中に入り、人の感覚器官を全部占拠します。

かれらは、人の口を使ってしゃべり、人の肢体で行動し、その人全体を自分のものだと思いこみます。



 

これは人にとりつく霊です。かれらは、主によって地獄に投げこまれ、完全に遠ざけられていますから、

現在そのような〈とりつき obsessiones〉はありません。 

 

 

第 29章 天界にある文書 scriptura 

 

258. 天使には言葉があり、その言葉には、単語がありますから、天使にも文書があります。かれらは

文書をとおして、話し言葉と同じように、自分の考える内容をあらわします。 

 わたしは何回か、文字が書いてある紙をうけとりました。それは手書きのようでもあり、この世の印

刷文字のようでもありました。同様に読むことができたとは言え、二、三のことを除いて、多くの場合、

意味を汲みとることはできませんでした。 

 なぜなら、天界からの導きは記述によらず、〈みことば〉によるのが神の秩序だからです。したがって、

天界と地上の交流と連結、主と人間との交流と連結は、〈みことば〉をとおしてだけです。 

 預言者たちにも、天界で記された紙が現れました。エゼキエルが言っています。 

「このときわたしが見ると、見よ、わたしの方に伸べた手があった。また見よ、手の中に巻物があ

った。かれらがわたしの前にこれを開くと、その表にも裏にも、文字が書いてあった」（エゼキエ

ル２・９、10）。 

 また、ヨハネも言っています。 

「わたしはまた、み座にいますかたの右の手に巻物があるのを見た。その内側にも外側にも、字が

書いてあって、七つの封印で封じてあった」（黙示５・１）。 

 

259.  天界にも文書があるのは、〈みことば〉のために主が配慮されたことです。〈みことば〉の本質は

〈神の真理〉で、人間にたいしても、天使にたいしても、そこから天界の英知が与えられます。それは

主の口授によるものです。主によるそのような口授が、秩序ただしく、全天界を経めぐり、人間で終わ

っています。 

 〈みことば〉は、天使が宿している英知にも、人間が宿している理知にも、調整できるものです。だ

から〈みことば〉は、天使のためのものでもあります。天使たちも、人間が地上で読んでいるように読

んでいます。かれらにも〈みことば〉に由来する教義と説教があります 

(221 節)。〈みことば〉は同じです。 

 わたしたちには、文字上の意味、すなわち自然的な意味が与えられていますが、それは天界にはあり

ません。天界には、内的意味としての霊的意味があります。それがどんな意味であるかは、『黙示録』の

一部をあつかった小著『白馬 De Equo Albo』を参照してください。 

 

260. あるとき、天界からわたしのところに、一枚の紙片が届けられました。そこにはヘブル文字で、

いくつかの単語が記されています。そして言われたことは、文字の一つ一つに英知の秘義がふくまれ、

その秘義は、文字の屈折した部分や湾曲した部分にあるとともに、その音調にもあるそうです。そこで、

わたしは主の〈みことば〉の意味がわかってきました。 

「よく言っておく。天地が滅び行くまでは、律法の一点・一画もすたることがないであろう」 

（マタイ５・18）と。 

 〈みことば〉は、その一点までも、すべて神聖であることは、教会でも知られています。しかし、そ



 

の一点のどこに神聖なものが隠されているのか、知られていません。したがって、ここでそれに触れて

おきます。 

 内奥天界での文書は、多様に変わった屈折や湾曲からなり、屈折・湾曲記号は、すべて天界の〈かた

ち〉に呼応しています。天使は、みずからの英知の秘義だけでなく、単語で表せない多くのことがらを、

記号で表現します。驚くことに、天使たちは、訓練を受けたり教師についたりしないで、その書き方を

知っています。それは話し言葉と同じように、生来そなわったものです(236 節参照)。 

 したがって、この文書は天界の文書です。生来そなわったものだからこそ、天使たちの思考や情愛の

ひろがりや、理知と英知の交流のすべては、この天界の〈かたち〉にしたがって行われます。かれらの

文書が、天界の〈かたち〉にそって流れているとは、そのことです。 

 地上で文字が発明される以前から、最古代人には、このような書式があったと聞きます。それがヘブ

ル語の文字に移植されたそうで、ヘブル文字も、古代ではすべて屈折記号で、現在のように線で終わる

ものではなかったそうです。〈みことば〉は神聖で、その一点一画にいたるまで、天界の秘義そのもので

あることが分かります。 

 

261. 以上の文書は、天界の〈かたち〉を映しだす書式によって書かれています。これは英知の点で、

どこよりも秀でる内奥天界で、用いられていました。その書式で情愛があらわされ、その情愛から考え

が流れ、題目に応じて順序よくつづきます。わたしに見せてもらった文書には、わずかに考えただけで

は汲みつくせない秘義がふくまれていました。 

 下位天界には、このような文書はありません。下位天界の文書は、この世の文書に似ていて、文字も

似ており、人間には解読できません。天使の言語で記され、天使の言語には、人間の言語と共通するも

のがありません(237 節)。母音で情愛をあらわし、子音で情愛からでる概念思考をあらわし、概念思考

をもとにした単語で、ものの意味をあらわします(236､241 節)。 

 この書式では、人が何ページもついやして記述する以上の多くのことを、数語であらわすことができ

ます。わたしはこの文書を見せてもらいました。このように、下位天界では〈みことば〉が記述されて

おり、内奥天界では、天界の〈かたち〉で記されています。 

 

262. 忘れてならないのは、天界では、天使たちの考えていることが、自然に文字として流れてくる点

です。それは自分の考えを、即座に映しだすように、たやすいことです。ある単語を選び出すのに、手

先が滞ることがないのは、話すにも書くにも、単語はかれらの考える概念に相応しているからで、相応

もすべて自然で自発的です。天界では、手によらない書き物もあり、これは、ただ考えの相応から生ま

れたもので、永続的なものではありません。 

 

263. わたしは天界からの文書を見ました。それは、ただ数字だけが順序よく書き並べられ、しかも文

字と単語をつらねたような感じでした。これが内奥天界からのもので、この天界文書(前 260､261 節参

照)は、考えがその文書から流れてくるとき、下位天界では数となって現れると、わたしは教わりました。 

 また、そのような数字文書も同様に秘義をふくみ、そのうちのあるものは、考えても理解できないし、

単語でも表わせないそうです。すべての数字には相応があり、その相応にしたがって、単語と同じよう

に、意味をもつものとなります。もちろん、数字は全般的な意味あいを含みもち、単語は個々の意味を

含みもつという違いがあります。そして、一つの全般的なものは、無数にある個々のものを、意味上含

みもつため、数字文書は文字の文書より、ずっと多くの秘義を含んでいます。 



 

 ここで、わたしに分かったのは、〈みことば〉の数字は、単語と同じ意味をもつ点です。単純数の二、

三、四、五、六、七、八、九、十、十二、および複合数の二十、三十、五十、七十、百、百四十四、千、

一万、一万二千、その他の多くの数は、いったい何を意味しているのでしょう。それについては、『天界

の秘義 Arcana Caelestia』を参照してください。 

 天界文書には、いつも数字が先行していますが、それは題目で、そのあと関連事項が順序よくつづき

ます。つまりこの数字は、とりあつかう問題の見出しのようなもので、そこからある問題にかんして、

どんな数字がつづいてくるかが決まます。 

 

264. 天界について何も知らない人は、そこに純粋の大気しかなく、聴覚も視覚もなく、理性的精神の

ような天使が、はばたいているとしか考えません。そのような人は、天使に話し言葉や文字があるなど、

考えも及ばないでしょう。存在しているものは、すべて物質界にしかないと思います。ところが天界で

は、この世と同じように存在していて、そこにいる天使たちにとって、すべてのものは、〈いのち〉に役

立つもの、英知に役立つものです。 

 

 

第 30章 天界にいる天使たちの 

英知 sapientia 

 

265. 天界の天使たちがもっている英知の性格は、簡単には理解できません。それは人間の英知を、比

較にならないほど越えており、越えているものは、存在しないかのように思えるからです。言っている

ことが何のことか分からず、それが分かるまでは、理性にとって雲をつかむようです。それがまた、事

柄の実体を覆いかくしてます。 

 ただし、知ることができるものもあります。つまり、精神がそれに喜びを感じれば知られ、知られれ

ば理解できます。なぜなら、喜びは愛からくるもので、その喜びには光があるからです。したがって、

神と天界からくる英知を愛している人は、天界からの光があり、しかもそこに照らしがあります。 

 

266. 天使の英知がどれほどなのか、かれらが天界の光のうちにあり、天界の光の本質は、〈神の真理〉

すなわち〈神の英知〉であることを考えればわかります。この光は、かれらの精神の内部視覚を照らす

だけでなく、目にある外部視覚も照らします。（天界の光が〈神の真理〉であり、〈神の英知〉であるこ

とは、前 126～133 節を参照）。 

 天界の熱のうちにいる天使もいます。その熱の本質は、〈神の善〉すなわち〈神の愛〉で、かれらはそ

こから、情愛と〈英知をしたう心〉を得ています。（天界の熱が〈神の善〉であり、〈神の愛〉であるこ

とは、前 133～140 節を参照）。 

 天使たちが英知のうちにおり、〈英知そのもの〉とも言えるのは、かれらの考えも情愛も、すべて天界

の〈かたち〉にそって流れているからです。その〈かたち〉は神の英知の〈かたち〉であり、英知を宿

すその内部は、その〈かたち〉を規範にしています。（天使たちの考えも情愛も、天界の〈かたち〉にそ

って流れているため、その理知も英知も、その〈かたち〉に準じることについては、前 201～202 節を

参照のこと）。 

② 天使たちに、卓越した英知がそなわっています。それは次の事実からもわかります。かれらは、英

知の言葉を話し、しかも直接で自発的に、自分たちの考えからわき出ます。その話す言葉は、外面的に



 

は、情愛からくる考えと思えるほど、情愛から溢れていることです。また、神の流入をさまたげるもの

は何もなく、人間の場合のように、話の中に、他の考えを持ち込む外部的なものは、何もありません。

（天使たちの話し言葉は、その思考と情愛の話し言葉であることについては、234～245 節を参照）。 

 また、天使が目で見、感覚で感じとるものはすべて、その英知に相応し、その結果、英知と和合して

います。しかもこれは、英知に由来するものを表象化した対象ですから、天使の英知に共鳴します。（天

界にあるものは、ことごとく天使の内部と相応の関係にあり、これらはまた、かれらの英知の表象でも

あることについては､170～182 節を参照）。 

③ さらに天使たちの考えは、時間・空間からくる概念で制限を受けたり、強制されたりしません。人

間の場合はそれと違います。時間や空間は、自然固有のもので、人間の精神を霊的なものから離し、理

性の視野拡大をさまたげます。（天使のもつ概念には、時間も空間もなく、人間のもっている概念にくら

べ、制限を受けないことについては、前の 162～169､191～199 節を参照）。 

 天使の考えは、この世で人間がそうなるように、地上のものや物質的なものによって、引きずり下ろ

されたり、生計を立てるために邪魔されたりしないし、それで英知のもつ快適な喜びから、ひき離され

ることもありません。必要なものは全部、主から無償で与えられ、無償で衣服をいただき、無償で住ま

いの提供を受けます(181～190 節参照)。 

 それにもまして、かれらは主から英知をいただき、その喜びと楽しみを味わいます。天使にどれほど

の英知があるか知っていただくため、以上を記します。 

 

267. 天使がこれほどの英知をいただいているわけは、かれらの内部が開かれているためです。そして、

〈それ自身完全なもの perfectio〉がすべてそうであるように、英知は内部にむかって、あるいは内部が

開かれていくのに応じて、大きく成長していきます。 

 一人ひとりの天使には、三層の天界に相応して、三種の〈いのち〉の段階があります（29～40 節参

照）。第一の段階がひらかれている天使は、末端部の第一天界にいます。第二の段階までひらかれている

天使は、中間部の第二天界にいます。第三の段階までひらかれている天使は、内奥の第三天界にいます。

天界での天使たちの英知は、このような段階にもとづくものです。 

 したがって、内奥天界の天使の英知は、中間天界の天使の英知をかぎりなく凌駕し、中間天界の天使

の英知は、末端部天界の天使の英知をかぎりなく凌駕しています（前 209､210 節参照、段階については

38 節参照）。 

 この違いが生まれるのは、上位段階の英知が特殊的 singularia であるのにたいし、下位段階の英知は

共通的 communia だからです。そして共通なものは特殊なものの器になっています。特殊なものは、共

通なものより、何千倍、何万倍もすぐれており、上位天界の天使の英知は、下位天界の天使の英知にた

いし、それぞれ同じようなことが言えます。それと同じく、下位天界の天使の英知は、人間の英知を凌

駕しています。人間は、肉体と感覚のうちにあり、人間の肉体的・感覚的なものは、最下位に属するた

めです。 

 感覚で考えている人間の場合、つまり感覚的人間と呼ばれている者の場合、英知と呼ばれるようなも

のではなく、知識 scientia にすぎません。ただ感覚的なものを越えて、考えを高めている人の場合は違

います。その人の内部は、ずっとひらかれていて、天界の光さえ受けいれます。 

 

268. 天使がもっている英知の程度は、次のことからも分かります。天界では、すべての者が交流をも

っています。ある天使の理知と英知は、別の天使の理知と英知と交流を保ち、天界は、あらゆる善の交



 

流の場です。天界の愛は、自分のものを他の者と分かちたいとの願いです。天界では、自分のもってい

る善を、他の者に分けないかぎり、それを自分の中にある善として感じません。ここに天界の幸福があ

ります。天使たちは、主からこのような思いをいただいており、主の神愛とはそのような愛です。 

 天界にこのような交流があるのを、経験で知ることができました。ある単純な人が、ひととき天界に

ひきあげられ、そこで天使の英知を味わいました。それは以前には理解できなかったことで、まえの状

態では、口にすることさえなかったと言いました。 

 

269. 天使のもっている英知の様子は、言葉では言いあらわせませんが、ごくおおまかに説明してみま

す。天使は、人が千言をもっても表現できないことを、一言で表現できます。しかも、人の言葉の単語

では表せない無数のことが、天使の一言に含まれます。天使が語る一言一言の中に、人知では到達不能

な英知の秘義が結集しています。 

 もし天使が、自分の話している言葉では汲みつくせないことがあると、それなりに物事の情愛をふく

ませた音調で補います。それは、前 

(236､241)節で述べたように、音調は情愛を、単語は情愛からくる概念思考をあらわすからです。そのた

め、天界で耳にすることは、口では言いあらわし難い ineffabilia といわれます。 

 天使はまた、一巻の書物に記されている内容の詳細を、数語で言い切ることもできるし、内にある英

知を高める内容を、一つ一つ単語の中に含ませることもできます。天使が話す言葉は、情愛と共鳴して

おり、一つ一つの単語は、諸概念と共鳴しています。語彙
ご い

は、一連の複雑な考えにもとづいて、無限に

多様な形で表現されます。 

② 内天使 angeli interiores は、話し手の音調や数語を耳にして、その〈いのち〉全体を知ることが

できます。単語に含まれる概念をとおし、変化して聞こえる音調によって、相手の主調愛を感じとるか

らです。その主調愛の中に、相手の生命にきざまれた個々の事実がふくまれます。ここから、天使の英

知がどれほどか分かると思います。 

 天使の英知は、人間の英知にくらべ、一万倍もすぐれています。たとえば、身体全体に無数にある運

動力は、一つの行動を起こしますが、それは人間の感覚には一つに見えても、無数のものから成ってい

ます。また肉眼にとって漠然
ばくぜん

とした一つのものでも、完全な顕微鏡では、対象が何千にも見えます。以

上と比較してみると明らかです。 

③ もう一つの例をあげて説明します。みずからの英知に照らして、霊的再生 regeneratio について記

した天使がいました。その天使は、その秘義を順序よく、何百項目かにまとめました。秘義の一つ一つ

は、始めから終わりまで、内的秘義をふくむ概念であふれています。その天使は、霊としての人間がど

のようにして新たに受胎し、胎内に支えられ、誕生し、成長し、順次完成されるかを説明しています。

 この秘義の数は、何千項目にもふやすことが可能でしたが、ここでは外部人間の再生に関することだ

けにしぼったそうです。内部人間の再生について記せば、数えきれないほどの項目になるはずだと言っ

ていました。以上のことや、その他これに類することを聞いて、人間の無知にくらべ、天使の英知がど

れほどかが分かりました。人は再生が何であるか、かろうじて知ってはいても、再生にさいして起こる

進展の各契機については、何も知りません。 

 

270. 内奥の第三天界にいる天使の英知が、末端部の第一天界にいる天使の英知より、どれほど優って



 

いるか、今それを記します。 

 内奥の第三天界の天使の英知は、末端部天界の天使にとっても、測り知れないものがあります。その

わけは、第三天界の天使の内部は、第三段階まで開かれているのにたいし、第一天界の天使の内部は、

第一段階までしか開かれていないからです。英知はすべて、内面化にともなって増し、開かれていくの

に応じて、完成されます。 

② 内奥の第三天界の天使の内部は、第三段階まで開かれていますから、かれらにとって〈神の真理〉

は刻印されているようです。第三段階まで開かれた内部は、第二または第一段階の内部より、はるかに

天界の〈かたち〉にそっています。天界の〈かたち〉は、〈神の真理〉からくると同時に、〈神の英知〉

によるものです。だから、かれらにとって〈神の真理〉は、内心に刻印されたもの、植えつけられたも

の、生来のもののようです。かれらが純粋の〈神の真理〉を耳にすると、たちまちそれを承認し、感じ

とります。そしてあとになって、自分の中にそなわっているのが見えてくるような感じです。 

 第三天界の天使とは、以上のようですから、〈神の真理〉にとって何も推論することはないし、まして

ある真理について、それがはたしてそうなのか、そうではないのかなど、議論することはありません。

信じるとは何かとか、信仰をもつとはどういうことか、なども分かりません。かれらは、「信仰とは何の

ことですか。わたしはそのままを感じとり、見ています」と言います。 

 これを比喩で話します。それはちょうど、だれかが友人といっしょに、一軒の家とその内外にあるも

のを見まわして、その友人にむかい、あるものをあると信じなくてはいけないとか、見ているように物

があると信じなくてはならないなどと、言っているようです。あるいは人が、庭園とそこにある樹木と

果実とを見、その友にむかい、かれが自分の眼でしっかり見ているにもかかわらず、庭があり、樹木や

果実があるのを信じなくてはならない、と言っているようです。 

 このように内奥天界の天使には、信仰と名づけられるものはなく、その概念すらありません。したが

って〈神の真理〉について推論することも、はたしてそれがそうであるか、そうでないかなどと、ある

真理について議論することもありません。 

③ ところが、末端部の第一天界にいる天使は、〈神の真理〉が内部に刻みこまれていません。〈いの

ち〉の第一段階までしか開かれていないからです。したがって、それについて推論します。ただし推論

している対象をこえて、何かを見ることも、そのテーマを越えて進むことも、めったにありません。何

か他のものでそれを追認するか、それを追認したあとで、それは信仰に属することだから信じなくては

ならない、と言います。④ これについて、わたしは天使たちと話しあいましたが、かれらは第三天界

の天使の英知と、第一天界の天使の英知との違いは、明るみと暗がりの違いのようだと言っていました。

そして、第三天界の天使の英知を、宮殿にたとえます。そこには、便利なものが豊富にそろい、まわり

には縦横に楽園があって、ありとあらゆる豪華なもので囲まれています。第三天界の天使は〈英知から

でる真理〉のうちにいるため、宮殿の中にはいり、すべてを見ることができるし、楽園であちらこちら

散策して、すべてを見て楽しむことができます。 

 ところが、真理について考え推論する人の場合、とりわけ真理について議論する人は、真理の光で真

理を見るのでなく、他の考えから真理を汲みとってみたり、〈みことば〉を深く理解しないまま、字義で

汲みとってみたりしては、これは信じるべきだ、また信仰をもつべきだと言い、内部視覚にまで入ろう

としません。かれらは、第一歩で滞りますから、英知の宮殿の最初のしきいをまたぐこともできません。

内部を見たり、楽園を散策したりすることは、なおさらです。 

 真理自身のうちにいる天使は違います。かれらは隔てを感じないで歩きまわることができます。どこ

へ行っても、真理が見えると言います。かれらは広い草原にもでかけます。真理にはそれぞれ無限のひ



 

ろがりがあり、他の種々様々なものと結ばれています。 

⑤ かれらはつづけて言いました。 

 「内奥天界の天使の英知は、とりわけ個々の事物の中に神的・天的なものを見、一連の事物の中に、

驚嘆に値するものを見るという点にあります。かれらの眼前に現れるものには、すべて相応があります。

宮殿や庭園を見ても、ただ眼前にあるものだけに視野を滞らせず、それに由来する内部のもの、それに

相応するものを見ます。内部のものは、外面を色どる多様な変化と、数かぎりない秩序との組みあわせ

で、心を夢中にするほど喜ばせてくれます」と。 

 天界で姿をあらわすものはみな主に由来し、天使のもとにある〈神的なもの〉に相応することについ

て、前(170～176)節を参照してください。 

 

271. 第三天界の天使が、以上の状態であるのは、かれらが〈主への愛〉の中で、その愛が精神の内部

を第三段階までひらき、あらゆる英知の器となっているからです。なお忘れてならないのは、内奥天界

の天使たちは、英知の面でたえず完成にむかいますが、この点でも末端部天界の天使と違います。内奥

天界の天使は、〈神の真理〉を記憶の中におさめず、それから何か知識を得ようともせず、耳にするや否

や感じとり、生活にとりいれます。かれらの場合、〈神の真理〉は刻印されたように、いつまでも留まり、

〈いのち〉の掟となって、そのまま内在します。 

 末端部天界の天使の場合は違います。かれらは、〈神の真理〉をまず記憶の中に保管し、それを知識と

してたくわえ、引きだし、それをとおして自分の理性に磨きをかけ、それが真理であるかどうか内部に

感知しないまま、意志をつかって生活に適応します。そのため、真理はかれらにとって、とかく不鮮明

です。 

 一方、第三天界の天使の場合、その英知が完成されていくのは、視覚をとおしてでなく、聴覚をとお

して行われます。説教で聞いたことは、かれらの記憶にはいらず、直接に知覚と意志にはいり、〈いの

ち〉になります。自分の眼で見る場合は、その記憶にはいり、それについて推理し、話します。だから

聴覚の道こそ、かれらにとっての英知の道だということがわかります。 

 これも相応です。耳は従順に相応し、従順は〈いのち〉に関係があります。目は理知に相応し、理知

は教義に関係があります。そのような天使の状態について、〈みことば〉の中にも随所に記されています。

エレミヤ書には次のようにあります。 

「わたしは、わたしの律法をかれらのうちに置き、その心にしるす。・・人はもはや、おのおのその

隣とその兄弟に教えて、『あなたは主を知りなさい』とは言わない。それは、かれらが小より大にい

たるまで、みなわたしを知るようになるからである」（エレミヤ 31・33、34）。 

 また、マタイによる福音書には、 

「あなたがたの言葉は、ただ、しかり、しかり、否、否、であるべきだ。それ以上に出ることは、

悪から来るのである」（マタイ５・37）とあります。 

 「それ以上に出ることは悪から来る」とは、それが主からくるものではないからですが、第三天界の

天使に内在する真理は、主からくるものです。それは〈主への愛〉の中にあるものです。そして第三天

界での〈主への愛〉は、〈神の真理〉を欲し行うことです。〈神の真理〉とは、天界における主に他なり

ません。 

 

272. 天使にこれほどの英知が与えられているわけは、今まであげた理由以外に、次のことがあります。

天界では第一に大切なことですが、自己愛がないことです。だれでも自己愛がなければ、神のうちに英



 

知を味わうことができます。自己愛は、主と天界にむかう内部を閉じ、外部を開き、その外部が自己に

むかいます。したがって、自己愛に支配されている者はみな、この世の事情には明るいのです。 

 天使たちはその反対で、自己愛のうちにいませんから、英知の光のうちにいます。かれらが宿してい

る天的愛は、〈主への愛〉と〈隣人への愛〉で、内部はこれによって開いています。それは主からくる愛

であり、かれらのうちに主ご自身がおられます。（その愛が天界全体をつくっており、各自の中に個々の

天界をつくっています。前 13～19 節参照）。 

 天上の愛は、内部をひらいて主にむかわせますから、天使たちはみな、顔を主のほうにむけています

(142 節)｡霊の世界には、各自の内部を方向づけて、愛それ自身にむかわせる愛があり、その愛は、内部

のむく方向に顔をむけさせます。なぜなら、天界では、顔と内部は行動をともにすると同時に、顔は内

部が現れる外面の〈かたち〉になるからです。 

 愛は、内部と顔を、愛それ自身の方向にむけさせ、それによって、内部と顔を愛自身に結びつけます。

愛は霊のきずなで、内部と顔にたいし、愛の交流を起こします。以上のように、方向づけと、結びつけ

と、交流とによって、天使には英知が生まれます。（霊の世界での連結は、すべて体の向きによることに

ついては、前 255 節参照）。 

 

273. 天使の英知は、たえず完成にむかいます。とはいえ、天使の英知と、主の神聖なる英知とのあい

だに、何かの比率があって、永遠に完成されていくというのではありません。主の神的英知は無限で、

天使の英知は有限です。そして無限と有限のあいだには、比較の基準はありません。 

 

274. 天使は英知によって完成にむかい、英知は天使の〈いのち〉になります。天界の流入は、一人ひ

とりの英知にそって、天界の善を各自に与えます。そのため天界では、飢えた人間が、食べ物を求める

のに似て、みな英知を願いもとめています。食物が自然の栄養であるように、知識・理知・英知は、霊

の栄養です。ここにも相応があります。 

 

275. 一つの天界、または天界の一つの社会でも、そこにいる天使は、みな同じ英知をもっているわけ

でなく、それぞれ違います。中央には、もっとも豊かな英知をもった者がおり、周囲から周辺にかけて、

英知は少なくなっていきます。中心から遠ざかるにつれて英知が少なくなることは、日の光が傾いて、

陰影をつくるのに似ています(43～128 節参照)。 

 天使たちの光にも、似たような段階があります。つまり天界の光は、〈神の英知〉を示し、各自はそれ

を受けるに応じ、光のうちにいることになります。（天界の光と、その様々な受けいれ方については、前 

126～132 節を参照）。 

 

 

 

 

第 31章 天界における天使たちの 

純真無垢 innocentia な状態 

 

276. 純真無垢とはどんなものか、この世では少数の人しか知りません。悪のうちにいる人は、なおさ

らです。純真無垢は、とりわけ幼児の顔や話し言葉、身振りなどから、ありありと見えてきますが、そ



 

れが何か知られていないし、幼児の純真無垢の中に、天界みずからが姿を隠していることなど、なおさ

ら知られていません。 

 それを分かっていただくため、わたしは順序だてて話をすすめます。はじめに、幼児の純真無垢につ

いて、そして、英知がもっている純真無垢について、最後に、純真無垢の面からみた天界の状態につい

て記します。 

 

277. 幼児時代に幼児がもっている純真無垢は、本当の意味での純真無垢ではありません。外面の〈か

たち〉だけで、内面には至っていないからです。でもそこから、純真無垢がどんなものか学ぶことがで

きます。純真無垢は、かれらの顔や、種々の動作や、その最初の言葉つきから輝き出て、人の心を動か

します。ただし幼児には、内的思考力がなく、考えの出発点になる善悪・真偽を、まだ弁えていません。 

② したがって、自分のものといえる分別 prudentia がありません。かれらには、計画性、思慮、そ

れに下心がありません。自己愛や世間愛からでてくるエゴ proprium もありません。ぜんぶ父母にもら

ったものと考えているので、何一つ自分に帰しません。自分に与えられるものは、ほんのつまらないも

のでも、それに満足し、喜びます。食べ物や着物で心配することはないし、将来のことも心配しません、

世の中を眺めては、あれやこれやと欲しがることもありません。両親や自分の子守りを愛し、無邪気に

あそべる同年輩の幼児を愛します。導かれるのに甘んじ、よく聞き、したがいます。 

③ このような状態だからこそ、〈いのち〉を通し、すべてを受けています。理由がよくわからなくても、

行儀作法や言葉づかいを身につけ、何かを覚えこんだり、考えたりし始めます。幼児のもっている純真

無垢は、以上のようなことを習い、身につけていくためにも、手段として役立っています。 

 しかし前述にあるように、この純真無垢は、精神的なものでなく、むしろ肉体的なものなので、外面

的です。精神はまだ形成されていません。精神は理性と意志であり、思考力や情愛はそこから出るもの

です。 

④ 幼児には、主からの特別なご配慮があり、純真無垢な状態にある内奥天界から流入を受けているこ

とを、天界から聞きました。その流入は、幼児の内部に浸透します。内部が純真無垢だからこそ、浸透

を受けます。その結果、顔や身振りに、純真無垢が現れます。両親はその純真無垢にいたく感動をおぼ

え、そこから「親子愛 storge」と呼ばれる愛が生まれます。 

 

278. 英知がもっている純真無垢は、内的なものだからこそ本物です。それは精神そのもの、意志その

もの、理性そのものの純真さです。意志や理性が、純真無垢とつながってくると、そこに英知が存在し

ます。なぜなら英知は、意志や理性の英知を表わすからです。したがって、天界では、「純真無垢は英知

のうちに宿る」、また「天使は純真無垢であればあるほど、英知をもつ」と言われます。 

 そのように、純真無垢の状態にあれば、自分のおかげと思えるような善は、何もありません。全部い

ただきものとして、万事を主のおかげにします。主から導かれたいと思い、自分からやりたいとは思い

ません。善という善はみな愛し、真理という真理はみなこれに喜びを感じます。なぜなら善を愛し、こ

れを欲し行うことは、主を愛することであり、真理を愛することは、隣人を愛することであるのを知り、

感じとっているからです。 

 貧しくても、豊かであっても、自分に満足して生きています。つまり役立つ分だけいただき、わずか

なものが役立つ人には、わずかに与えられ、多くのものが役立つ人には、多くが与えられていることを

知っています。自分に何が役立つかは自分にはわからず、ただすべてを永遠から配慮される主だけがご

存じと心得ています。 



 

② したがって、将来について何も心配しません。将来についての心配を「取り越し苦労 cura pro cra

stino」といいますが、これは、自分の生活上必要でないものまでも望んで、得られないときのいらだち

です。人と何かをするにも、悪い目的をもってせず、善良で正しくまじめな目的で行います。悪い目的

ですることを「下心 astus」といいますが、これは純真無垢と正反対ですから、毒蛇のように避けます。 

 かれらは、主から導かれるのをことさらに愛します。なぜなら、すべては主からのいただきものだか

らです。そのため、自分のエゴから遠ざかっています。エゴから遠ざかっていればいるほど、主からの

流入を受けます。 

 だから主から教わることは、それが〈みことば〉であっても、説教であっても、記憶にたくわえず、

すぐそれに従います。つまりそれを欲して実行します。意志こそかれらにとっての記憶なのです。かれ

らはたいてい、外見では単純に見えても、内面には、英知と思慮分別を宿しています。主が言われたの

は、かれらのような者を示します。 

「蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい」（マタイ 10・ 

16）と。 

 以上は、〈英知の純真無垢〉といわれる純真無垢の意味です。 

③ 善を自分のものと思わず、善はすべて主のものと認めるのが純真無垢です。主からお導きを受ける

ことを愛しています。それがあらゆる善と真理を受けいれることになり、そこから英知が生まれます。 

 人は、幼児のときは、外面的に純真無垢ですが、老年になると、内面的に純真無垢になるよう造られ

ています。それは外面的な純真無垢をとおして内面的に純真無垢になり、また内面的な純真無垢をとお

して、外面的にも純真無垢になるためです。 

 したがって、人が老人になると、肉体的には衰えを見せますが、新しくされて幼児のようになります。

それも英知を宿している幼児で、それが天使です。なぜなら、天使はもっとも優れた意味で、〈英知を味

わっている幼児〉だからです。そのため〈みことば〉では、幼児は純真無垢を意味し、老人は〈純真無

垢を宿している英知〉を意味します。 

 

279. 同じことが、再生についても言えます。再生とは、霊的人間に生まれ変わることです。そこで、

人は初めて幼児の純真無垢を知るようになります。真理については、自分からは何もわからず、善につ

いても、自分からは何もできず、ただ主からくること、しかもその真理と善を、真理であり善であると

いう理由だけで、願い求めるようになります。その真理と善は、年を経るとともに、主からいただくも

のになります。 

 まず初めにそれを知り、知ってから理解し、理解したあと英知で味わいます。それにはたえず純真無

垢がともなっていて、前述のように、真理を知るにも善をなすにも、自分からでなく、主からであるこ

とを認めます。このような信仰と感知力がなくては、だれも天界を受けいれることはできません。ここ

に英知の純真無垢が存在します。 

 

280. 純真無垢とは、自分によらず、主によって導かれることですから、天界にいるものはみな、純真

無垢のうちにいます。天界では、天使たちはみな、主から導かれることを愛します。かれらは、自分が

主導権をもつなどは、エゴに支配されることであり、エゴは自己愛であり、自己を愛する者は、他から

導かれるのに我慢できないことを知っています。 

 だから、天使は純真無垢であればあるほど、天界にいることになり、またそれだけ〈神の善と真理〉

のうちにいることになります。〈神の善と真理〉のうちにいることこそ、天界にいることです。 



 

 天界も純真無垢によって区分されています。末端部の第一天界にいる者は、末端部の第一段階の純真

無垢をもっています。中間部の第二天界にいる者は、中間部の第二段階の純真無垢をもっています。そ

して、内奥の第三天界にいる者は、内奥の第三段階の純真無垢をもっています。 

 かれらは、父親の手にひかれる幼児のように、主に導かれることを何よりも愛していますから、天界

の純真無垢そのものです。それで、主から直接にか、〈みことば〉や説教をとおして間接にか、〈神の真

理〉を耳にすると、すぐそれを意志で受けいれて実行し、生活に移します。だからかれらは、下位天界

の天使以上の英知をもっています（270､ 

271 節参照)｡ 

 上位の天使たちは、そのように、主から純真無垢をいただき、エゴから遠ざかっているので、主のう

ちに生きているように、主のみそば近くにいます。かれらは外見上も、単純素朴な姿で現れ、下位天使

の目には、幼児のように、つまりは「いと小さき者」のように映ります。 

 天界の天使の中で、もっとも深い英知を味わっていながら、大して英知をもっていない者のように見

えます。自分から出てくる英知など、何一つないことを認めており、それを認めることが英知であるこ

とを知っています。それと同時に、知っていることは、知らないことに比べると、無に等しいと思いま

す。以上を知り、認め、感じとることこそ、英知の第一段階であると言います。かれらは裸ですが、そ

れは裸が純真無垢に相応しているからです。 

 

281. わたしは天使たちと、純真無垢についていろいろ話しあいました。そこで純真無垢は、あらゆる

善の本質 Esse omnis boni であることが分かりました。善は、純真無垢をその中に宿していればいる

ほど、すぐれた善になります。だから英知も、純真無垢によって導かれれば、それだけ深い英知になり

ます。愛 amor も、仁愛 charitas も、信仰も、みなそうです。したがって、純真無垢でないかぎり、だ

れひとり天界にはいれません。次の〈みことば〉からも明らかです。 

「幼な子らをそのままにしておきなさい。わたしのところに来るのを止
と

めてはならない。天国はこ

のような者の国である。・・・よく聞いておくがよい。だれでも幼な子のように、神の国を受けい

れる者でなければ、そこにはいることは絶対にできない」（〔マタイ 19・14、18・３〕マルコ 10・

14、15。ルカ 18・16、17）。 

 ほかの箇所にもありますが、〈みことば〉で幼な子とは、純真無垢な者という意味です。純真無垢の状

態については、主の〈みことば〉があります（マタイ６・24、25）が、これもただ相応によってだけ理

解できます。善が善でありえるのは、その中に純真無垢を宿しているためです。なぜなら、純真無垢と

は、すべての善の源である主に導かれたいと思う心だからです。 

 わたしも教えられたことですが、純真無垢が媒介にならないかぎり、真理が善に、善が真理に結びつ

くことはありません。したがって天界の天使も純真無垢でなかったら、天界の天使ではありません。そ

れで、天使の中に真理と善が結びつくようになるまでは、その天使の中に天界は存在しません。善と真

理の結びつきを「天上の結婚」といっており、天上の結婚こそ天界です。 

 また教えられたことですが、本当の結婚愛 amor vere conjugialis は、純真無垢があってこそ生まれて

きます。つまり、本当の結婚愛は、夫と妻の二人の心が宿している善と真理の結合からきます。その結

合がくだってくると、結婚愛の姿をとります。結婚した二人は、自分の心のように互いを愛します。で

すから結婚愛の中には、幼児のような汚れのない遊びがあります。 

 



 

282. 天界の天使にとって、純真無垢こそ善の本質 ipsum Esse boni です。そのため、主からくる〈神

の善〉は、純真無垢そのものであることが分かります。〈神の善〉は、天使たちに流入を与えて、その内

奥部によって、天界のあらゆる善が受けいれられるよう、配慮し、整えます。 

 これは幼児についても言えます。幼児の内部は、主から浸透してくる純真無垢の流入によって形成さ

れますが、それだけでなく、天上の〈愛の善〉が受けいれられるよう、たえず備えられ、配慮されてい

ます。純真無垢の善は、内奥部から及んでいくもので、前述したように、あらゆる善の本質です。 

 ここで、純真無垢はすべて、主からくることが分かります。そのため、主の〈みことば〉では、主が

小羊であると言われています。小羊は純真無垢を意味します。純真無垢は、天界のあらゆる善の中心を

なすものですから、純真無垢を感じる者は、内奥天界の天使がそばにいるような感じがします。いまや、

自分のふがいなさを覚え、この世のどんな喜びにも比べられない喜びに感動し、うれしさのあまり、わ

れを忘れるほどです。わたしは以上を経験から言っています。 

 

283. 純真無垢の善のうちにいる者は、みな純真無垢にある感動を経験します。その善のうちにいれば

いるほど感動します。ただし、純真無垢の善のうちにいない場合には、感動はありません。 

 だから、地獄にいる者はみな、純真無垢にたいし、ことごとに反感をもっています。純真無垢とは何

かわかりません。むしろだれかが純真無垢であったりすると、かっとなって危害を加えたい衝動にから

れます。かれらにとって、純真無垢な者に目をすえることはできません。目につくや、危害を加えたい

という残酷な思いで燃えあがります。これは、地獄にいる者はみな、エゴと自己愛のうちにいるからで、

人間の場合も、エゴとそこからくる自己愛は、純真無垢とは正反対です。 

 

 

第 32章 天界における平和な状態 

 

284. 天界の平和を味わったことがない者は、天使たちがもっている平和を感じることはできません。

人間は肉体のうちにいるあいだは、自然的にしか感じとれないので、天界の平和を受けることも、味わ

うこともできません。その平和を味わうためには、自分の考えを肉体からひき離して向上させ、霊のう

ちにとどまり、天使の仲間入りをしなくてはなりません。 

 わたし自身、この天界の平和を感じました。だから、この平和について何か記すことができます。た

だその平和がどんなものかは、人間の言葉では不適当で、うまく言えません。しかし、神に満たされた

人がもっている心の安らぎになぞらえて、言葉をつかって何とか表わしてみようと思います。285. 天

界の内奥 intima には、純真無垢と平和という二つのものが存在しています。内奥といったわけは、それ

が主から、まともに出てくるからです。純真無垢は、天界のあらゆる善の源で、平和は、善のもつあら

ゆる喜びの源です。善にはすべてそれ自身の喜びがあり、そして善も喜びも、愛からきます。というの

は、善は愛の対象を指し、それが感知されて喜びになります。 

 純真無垢と平和、この内奥にある二つのものは、主ご自身の〈神の愛〉からくるもので、天使たちの

心を、奥底から動かします。純真無垢が、善の内的本質であることは、天界の天使がもつ純真無垢の状

態に触れた直前の章を参照してください。平和こそ、純真無垢の善から生じる喜びの内実 intimum で

あることを、これから説明します。 

 

286. まず、平和について記します。神の平和は、主のうちにあります。それは、主ご自身のうちにあ



 

る〈神性 Divinum  と 神人性  

Divinum Humanum との一致〉から生まれます。天界の平和がもっている神々しさは、主によるもの

です。それは、主ご自身と天界の天使たちとの結びつきから生じますが、個々の場合では、各天使がも

っている〈善と真理の合体〉から生まれます。平和の起源は、そこにあります。 

 ここではっきりするのは、天界の平和は、神のもの Divinum であって、それが天界のあらゆる善を、

内部から至福 beatitudo にし、そこから天界のあらゆる喜びが生まれてきます。それは本質的には、

主の〈神聖な愛〉のもつ〈神聖な喜び〉で、ご自身と天界との結びつきから生じます。主がこの喜びを

天使たちのうちに感じとられ、天使はこの喜びが主からくることを感じとるとき、平和が生まれます。

このような流れにそって、天使たちは、祝福・喜び・幸福のすべて、いわゆる天上の喜びを味わいます。 

 

287. 平和の源はここにあります。だから主は「平和の君」と呼ばれ、しかもこの平和は、ご自身のう

ちにあり、ご自身に由来するものであると言われました。同時に、天使は「平和の天使」であり、天界

は「平和の住まい」です。次の箇所を参照してみてください。 

「ひとりの幼児が、われわれのために生まれた。ひとりの男の子が、われわれに与えられた。まつ

りごとはその肩にあり、その名は、『霊妙なる議士、大能の神、とこしえの父、平和の君』ととな

えられる。そのまつりごとと平和とは、増し加わって限りがない」（イザヤ９・６、７）と。 

 イエスは言われました。 

「わたしは平和をあなたがたに残していく。わたしは平和をあなたがたに与える。わたしが与える

のは、世が与えるようなものとは異なる」（ヨハネ 14・27）。 

「これらのことをあなたがたに話したのは、わたしにあって平和をえるためである」（ヨハネ 16・3

3）と。 

「ねがわくは、主がみ顔をあなたにむけ、あなたに平和をたまわるように」（民数６・26）。 

「平和の使者はいたく嘆く。大路は荒れすたれて・・・」（イザヤ 33・７、８）。 

「正義の結ぶ実は平和である。・・・わが民は平和の家にある」（イザヤ 32・17、18）。 

② 神の平和は天上の平和であること、また〈みことば〉ではそれを「平和 pax」と言っていたことは、

次の箇所から明らかです。（例えば、イザヤ 52・７、54・10、59・８、エレミヤ 16・５、25・37、2

9・11、ハガイ２・９、ゼカリヤ８・12、詩 37・37、その他）。 

 平和は、主と天界を意味しており、さらに天上の喜び、善のうれしさ jucundum をあらわします。む

かしはあいさつに使われ、それが今日でも「あなたがたに平和あれ Pax vobiscum」となっています。

主もまた、弟子たちを遣わされるにあたって、それを口にされ、承認されています。 

「どこかの家にはいったら、まず『この家に平和がありますように』と言いなさい。もし平和の子

がそこにいれば、あなたがたの祈る平和は、その人のうえに留まるであろう」（ルカ 10・５、６）。 

 主ご自身もまた、使徒たちに現れたさい、言われました、 

  「あなたがたに平和あれ」（ヨハネ 20・19、21、26）と。 

③ 平和の状態について〈みことば〉では、「やすらぎの香ばしいかおり」といっています（出 29・18、

25、41、レビ１・９、13、17、２・２、９、６・８、14、23・12、13、18、民数 15・３、７、13、2

8・６、８、13、29・２、６、８、13、36）。 

 「やすらぎのかおり」というと、天上の意味では平和を感じとることです。「平和」は、主のうちの

〈神性と神人性との一致〉です。また主と天界との結びつき、主と天界の全天使との結びつき、主と主

を信じる教会員全部との結びつきを意味します。そのための記念として、安息日 Sabbatum  が設け



 

られました。これは、「やすらぎ」、すなわち「平和」からきた命名で、教会をもっとも神聖な方法で表

象しています。だから主も、ご自身を「安息日の主」と言われました（マタイ 12・８、マルコ２・27、

28、ルカ６・５）。 

 

288. 天使たちにある善そのものを、神が内奥から至福で満たすことこそ、天界の平和です。したがっ

て、みずから善良な生活をおくって心にうれしさを感じ、みずからの善に調和する真理を耳にして愛情

をおぼえ、善と真理との一体感で快活な精神にみたされ、ここで初めてその平和はずっしりと迫ってき

ます。このようにして、天使たちの生活にかかわるあらゆる思いと行いの中に、平和が流れてきて、外

見上も喜びとして現れます。 

② ところで、天界における平和の性格や大きさは、天使各自のもつ純真無垢の度合いや性格によって

違ってきます。なぜなら、平和と純真無垢は、歩調をあわせるからです。前述したように、純真無垢は、

天界のあらゆる善の源であり、平和は、その善がもっているうれしさの根源です。 

 したがって、天界における純真無垢の状態について、前節で述べたと同じことが、平和の状態につい

ても言えることが、ここで明らかです。つまり、善とそのうれしさが結びついているように、純真無垢

と平和は結びついています。善はそのうれしさで感じられ、うれしさはその善によって知られます。 

 以上から、内奥の第三天界にいる天使たちは、純真無垢の点で、内奥の第三段階にいるわけですから、

平和においても、内奥の第三段階にいることになります。また、下位天界の天使たちは、純真無垢の面

でより低い段階にいるため、平和においても、より低い段階にいることになります（前 288 節参照）。 

③ 純真無垢と平和は、善とそのうれしさの関係と似た関係にあります。それは幼児をみてもわかりま

す。かれらは純真無垢だからこそ平和です。平和だから、すべてが遊びになります。 

 しかし、幼児の平和は、外面の平和です。内面の平和には、内面の純真無垢と同じように、英知が必

要です。善と真理の結びつきがあって、初めて英知が生まれます。善が真理と結びついて、英知を宿し、

その結果神のうちに安らぎを感じる人には、天上の天使的な平和があります。ただしこの平和は、この

世にあるあいだ、内に隠されたままですが、肉体を離れて天界に入ると、その内部がひらかれ、あらわ

になります。 

 

289. 神の平和は、主と天界の結びつきによって生まれ、そして各天使の場合は、とりわけ善と真理の

結びつきによって生まれてきます。だから天使たちは、愛の状態にいるときは、平和の状態にいること

になります。そのとき、天使がもっている善と真理が結びついています。（天使の状態が、交互に移り変

わることについて、前 154～160 節を参照のこと）｡ 

 人が生まれ変わるときも、それと同じようなことが起こります。とくに誘惑のあと、善と真理が結ば

れると、天上の平和からくるうれしい喜びがおとずれます。その平和は、春のあけぼののようです。夜

が去って朝が来ると、日の出とともに地上の万物はあらたに息吹をもりかえします。天来の露から発散

する若葉の芳香がただよい、早春のおだやかな気温は土壌を肥えさせ、人の心にもやさしい愛情を呼び

さまします。つまり〈春のあした〉、また〈あけぼのの光〉は、とりもなおさず、天界における天使の平

和な状態に相応しています(155 節参照)。 

 

290. わたしはまた、平和について天使たちと語りあいました。わたしは、「世の中で、平和とは、国と

国とのあいだに敵対心や戦争がないこと、また人間同士では敵意や反目がないことを言っています。ま



 

た、内面の平和というと、煩
わずら

いから解放された安心感、とりわけ物事が順調にいって、平穏で楽しいと

きのことです」と言ったところ、天使は、 

 「安心感、無病息災、平穏無事などは、平和のように見えますが、天上の善を宿していないかぎり、

平和ではありません。善がなくては平和もないからです。平和とは、主によって人の心の内奥部にそそ

がれ、内奥部から外部に流れくだり、そこで安心感や、平穏な思いや、喜びとして現れます」と言いま

した。 

 悪人には、平和がありません。自分の欲望がかなえられると、安心、愉快・平穏な気分が現れますが、

それは外面だけで、内面は違います。内部では、敵意、憎しみ、復讐心、残忍性、その他様々な邪欲が

くすぶり、自分の味方にならない者がいれば、邪念がうずき、相手を恐れてさえいなければ、爆発しま

す。 

 それでかれらが愉快に思うことは、狂気に根ざしています。それにたいし、善人のうれしさは、英知

に根差します。その違いは、地獄と天界の違いです。第 33章 天界と人類とのつながり 

 

291. 善という善は、すべて神からくるもので、人間によるものではありません。したがって、人は善

を自分のもののようにしてはならないことは、教会内でも知られています。また、悪は悪魔によるもの

であることも、知られています。それで、教会の教義にのっとって話をする場合、行いが正しい人や、

敬虔に語り、教えを宣べ伝えたりする人は、神に導かれているといい、おこないが悪く、不敬虔な話を

する人は、その反対であるといいます。 

 こういうことは、人が天界につながっているか、地獄につながっているかしなければ、ありえないこ

とです。これはまた、人の意志と理性が、天界につながっているか、地獄につながっているかにもより

ます。このような〈つなぎ〉があってこそ、身体が動き、口がものを言います。さて、今この〈つな

ぎ〉が何であるかについて話します。 

 

292. 人にはそれぞれ善霊と悪霊がいます。善霊をとおして人は天界とつながり、悪霊をとおして人は

地獄とつながっています。このような霊は、天界と地獄の中間にある精霊界 mundus spirituum にいま

すが、精霊界については、特別あとで述べることにします。 

 以上の霊が人に近づくと、まず人の記憶のうちに、それから考えのうちに、あまねく浸透していきま

す。悪霊は、わるい記憶や考えの中にはいり、善霊は、よい記憶や考えの中にはいります。霊は、自分

が人間のうちに入っていることなど、全然気づいておらず、人のうちにいるあいだ、人の記憶も考えも、

ことごとく自分のものだと思っています。またわたしたち太陽系の世界にあるものは、かれらの視界に

入りませんから、わたしたちの姿は、かれらには見えません。 

 主は、最大の注意をはらわれ、霊自身が人間についていることに気づかないようになさいます。それ

にもし気づいて、人と話したりすると、悪霊なら人間を滅ぼしてしまいかねません。悪霊は、地獄につ

ながっていますから、人の霊魂にある信仰や愛だけでなく、肉体までも破滅させることに、異常なまで

の欲望を感じます。人と話しさえしなければ、そのようなことは起こるはずがありません。自分たちが

考えていることや、たがいに話していることが、人間からきているのに気づかないですみます。 

 実はたがいに話していることも、人間から来ていますが、かれらは自分本来のものだと思っています。

だれでも自分のものは可愛いいし、大事にします。だからかれらも、知らないまま、人をかわいがり、

大事にすることになります。霊たちと人間がこれほどつながっていることを、わたしは長年の経験で知



 

っていて、これ以上はっきりしていることはないくらいです。 

 

293. 人間は、地獄に通じている霊ともつながっていると言いました。実際人は、あらゆる種類の悪の

うちに生まれ、その最初の〈いのち〉も、悪にそまっています。したがって、自分の〈いのち〉にふさ

わしい霊と結ばれていなくては、人間は生きていかれないだけでなく、みずからの悪から脱して、改善

にむかうこともできません。 

 したがって、悪霊をとおして、人は自分の〈いのち〉を保っていると同時に、善霊をとおして、その

ような〈いのち〉に染まらないよう、守られています。その両方から、均衡が生じています。人はこの

均衡があるからこそ自由です。 

 だから悪をはなれて善にむかい、善を心のうちに植えつけることができます。それも自由だからこそ

できます。一方では、地獄からの霊がはたらきかけ、他方では、天界からの霊がはたらきかけ、人はそ

のまん中の状態にあって、自由です。 

 人が、遺伝的な本来の自己に根ざして生きているかぎり、もし何の悪も許されていないなら、何の

〈いのち〉もないし、自由もないことが示されました。自由でなければ、〈いのち〉もありません。同時

に、善にむかう強制などありえないし、強制されたものは自分のものになりません。自由に受けいれた

善だけが、その人の意志に植えつけられ、自分のものになります。人間には、地獄との交流および天界

との交流があるのは、そのためです。 

 

294. 善霊と天界の交流、悪霊と地獄の交流、また人間と天界あるいは地獄のつながりがどんなものか、

触れてみます。 

 精霊界にいる霊は、みな天界か地獄か、どちらか一つと交流をもっています。悪霊なら地獄と、善霊

なら天界との交流です。天界も地獄も、種々様々な社会にわかれていて、霊はそれぞれ自分の社会に所

属し、そこから流入を受けて生きており、その社会と行動を一つにしています。 

 したがって、人が霊とつながっていることは、天界か地獄かにつながっていることになります。すな

わち人の情愛も愛も、天界または地獄の一社会とつながっていることになります。天界の社会は、みな

善と真理の情愛にしたがって分かれており、地獄の社会は、みな悪と偽りの情愛にしたがって分かれて

います。（天界の社会については、前 41～45 節および 148～151 節を参照）｡ 

 

295. 人が宿す情愛や愛によって、本人についている霊の性格がきまります。人が善霊に結ばれるのは

主のみ力ですが、悪霊の場合は、人が呼びよせます。実際は、人のもつ情愛の移りかわりに応じ、人に

ついている霊も交代します。だから、幼児期・少年期・青年期・壮年期・老年期と、それぞれ違った霊

がきます。 

 幼児期には、純真無垢な霊がともにいます。その霊は、純真無垢の天界つまり内奥の第三天界と交流

しています。少年期には知識追究の情愛をもつ霊がともにいて、末端部の第一天界と交流をもっていま

す。青年期と壮年期には、真理と善の情愛をもった霊がともにいて、理知のうちにおり、中間の第二天

界と交流をもっています。老年期には、英知と純真無垢をもつ霊がともにいて、内奥の第三天界と交流

をもっています。 

 とはいえ、以上の結びつきは、改心して生まれ変わる  reformari ac regenerari 可能性がある人の

ために主がなさることで、改心して生まれ変わる可能性がない人の場合は違っています。 

 後者の場合、できるかぎり悪から遠ざかるよう善霊につきそわれてはいても、かれらが直接つながり



 

をもっている霊は、地獄と交流している悪霊で、その人その人に応じた霊がそばにいます。自己を愛す

る者、利得を愛する者、復讐を愛する者、姦淫を愛する者と、それぞれに似た霊がそばにいます。悪霊

は、かれらの悪い情愛の中に住んでいるようなものです。悪霊たちは、人が善霊をとおして悪から遠ざ

からないかぎり、人に近づきます。そして、その情愛の占める度合が大きければ大きいほど、人につき

まとい、去っていくことはありません。以上のように、悪人は地獄とつながり、善人は天界とつながっ

ています。 

 

296. 主が人を治められるさい、霊を通してなさいますが、これは天界の秩序によるものではありませ

ん。人が地獄の悪に生まれついたため、そうなったわけで、神の秩序にまったく反しています。したが

って、秩序は回復されなくてはなりませんが、その回復は、間接的に霊を通さなければできません。 

 人が天界の秩序にしたがって、善のまま生まれていれば、主は霊を媒介にせず、秩序それ自身をとお

して、つまり共通の流入 influxus communis をとおして、人を治められるはずです。人はこの共通の

流入をとおして、考えや意図を行動に移し、言ったり行ったりすることができます。これは自然の秩序

にそって流れていくことで、その点では、人についている霊と関係ありません。 

 動物は、自分なりの生命の法則にしたがって、霊界からくる共通の流入でコントロールされています。

動物には理性がないから、流入を妨げたり、消滅させたりすることはありません。人間と動物とのあい

だの違いについては、前（39 節）を参照してください。 

 

297. 天界と人類とのつながりについて、知らなくてはならないことを記します。主はみずから、人間

一人ひとりに流入をお与えになりますが、その流入は天界の秩序にしたがって、人の内奥部 intima から

末端部 ultima にまでおよび、人が天界を受けいれられるよう配慮されます。主はまた、人間の末端部を

内奥部によって、内奥部を末端部によって治められます。こうして、人間にある個々と全体は、一連の

つながりのもとで維持されます。 

 主ご自身から流れるこのような流入を、「直接流入」といい、霊を媒介とする流入を、「間接流入」と

いいます。そして間接流入は、直接流入によって支えられます。直接流入は主ご自身からくるもので、

主の神人性を出発点とし、人の意志の中に流れ、人の意志から理性に流れます。また人の善のうちに流

れ、その善をとおして人の真理に流れます。同様に、人の愛のうちに流れ、その愛をとおして人の信仰

に流れます。しかし、その逆行はなりたちません。愛によらないで信仰に流れることも、善によらない

で真理に流れることも、意志によらないで理性に流れることもありません。 

 以上のような神からの流入は、永続的です。善人は自分の善の中で受け止め、悪人の中には入ってい

きません。悪人のもとでは、退けられるか、窒息させられるか、消し去られます。こうして、悪人のも

つ悪い〈いのち〉は、霊的には、死を意味します。 

 

298. 人についている霊は、天界につながる善霊でも、地獄につながる悪霊でも、霊自身がもっている

記憶や思考をもとにして、人に流入を与えるわけではありません。もし霊が、自分自身の考えを流入さ

せたりすると、人は、霊からのものを自分のものと考えるような思い違いをします（前 256 節参照）。

ところが、実際、霊が人に与えている流入は、天界を出発点として〈善と真理への愛〉に属する情愛か、

地獄を出発点として〈悪と偽りへの愛〉に属する情愛のいずれかです。それで、流入してくる情愛が、

人の情愛と和合すれば、人は自分の思考力でこれを受けとめます。人の内部にある思考は、ことごとく

自分の情愛または愛にもとづいています。両者に共鳴するところがなければ、受けとめません。 



 

 霊からの流入は、人の思考にまでおよばず、善か悪かの情愛にすぎませんから、ここに人の自由な選

択があるのが分かります。思考力をつかって、善を受けいれ、悪を退けることは、〈みことば〉によって

善悪を知っていれば、できることです。 

 情愛を出発点として、思考力で受けいれれば人のものになり、情愛を出発点として、思考力で受けい

れなければ、人のものにはなりません。ここで、天界からくる善の流入と、地獄からくる悪の流入が、

人間の側でどのようになるかが、はっきりすると思います。 

 

299. 人の心配や苦悩、それに憂鬱
ゆううつ

といわれる内心の悲しみが、どこからくるのか、わたしに知らされ

ました。 

 精霊界について述べるとき説明いたしますが、最初の状態ではまだ地獄とつながっていない精霊がい

ます。かれらは、胃袋の中にある腐敗した食べ物で、消化しないものや害毒になるものに愛着をもって

います。もし人にそのようなものがあると、それがかれらにとって快く感じられ、近づいてきて、その

もっている悪い情愛のもとで、自分たち同士で話しあいます。話していると、かれらの情愛が人間に流

れてきます。そしてもし、その情愛が人間の情愛と対立するとき、その人に悲しみや憂鬱な心配が起こ

ってきますが、もし情愛がたがいに共鳴すると、快活な喜びが生まれます。 

 そのような霊は、胃袋のそばに現れ、ある者は左に、ある者は右に、ある者は上に、ある者は下に、

さらに近くにいる者、遠くにいる者など、自分たちの情愛にしたがって、様々な位置に現れます。そこ

から心配が生まれてくるのを、わたしは度重なる経験で知ることができたし、確かめることもできまし

た。 

 わたしは、その霊たちを見、その言うことを聞き、かれらがもとでひき起こされた心配を感じ、かれ

らと言葉をかわしました。かれらが追い払われると心配は消え、かれらが戻ってくると心配がもどり、

かれらが近づいてきたり、去っていったりすることで、心配も増えたり減ったりするのを感じました。

そこで自分には良心がないといって、良心が何であるかわからない人が、自分の心痛の原因を胃袋にも

ってくる理由がはっきりしました。 

 

300. 天界と人間のつながりは、人間同士のつながりとは違っていて、人の心にある内部とのつながり

であり、霊的あるいは内的人間とのつながりです。それにたいし、自然的あるいは外部人間とのつなが

りは、相応によります。これについては、天界と人間が〈みことば〉でつながっていることについて述

べる次章で扱うことにします。 

 

301. 天界と人類のつながりや、人類と天界のつながりは、たがいに依存しあって存続しています。こ

れについても次章で述べるつもりです。302. 天界と人類のつながりについて、わたしは天使たちと話

しあい、次のように言いました。「教会に属している人は、すべての善は神より来るとか、人には天使が

ついているなど、実際にはそう言っていますが、人が天使とつながっているのを信じる人は少なく、ま

して、人の考えや情愛が、天使とつながっているのを信じる人は、ずっと少ないでしょう」と。 

 それにたいして、天使たちが言うには、「世の中で、しかもとくに（驚くべきことには）教会の中で、

そのような不信仰な考えや話があることは知っています。しかし、教会には〈みことば〉があり、その

〈みことば〉には、天界についての教えがあり、天界と人間のあいだのつながりも教えられています。

人は、自分についている霊がいなかったら何も考えられないし、人の霊的〈いのち〉も、その霊に依存



 

しており、ここに緊密なつながりがあります。」と。 

 このような無知の原因について、天使たちが言うには、「人は、〈いのちの第一の存在 primum Esse vi

tae〉との絆
きずな

によって生きているにもかかわらず、自力で生きていると思います。その絆は天界を媒介

とするもので、その絆が断たれたら、人はたちまち死滅してしまいますが、それを知らないのです」と

言っていました。 

 もし人が、事実どおりに、あらゆる善は主からくるものであり、あらゆる悪は地獄からくるものであ

ると信じれば、自分の手柄にするような善は何もないし、人間のせいにするような悪は何もないでしょ

う。そうすれば、人が考えたり行ったりする善を見て、それをことごとく主のものにするでしょうし、

浸透してくる悪があっても、これを全部、地獄に追いかえすでしょう。ところが、天界からの流入も、

地獄からの流入も信じないで、自分の考えや欲求は、すべて自分の中にあって自分から出たものと思う

結果、悪を自分のものにしたり、善の流入を功績感でけがしてしまうのです。 

 

 

第 34章 天界と人間とは、〈みことば〉をとおして 

つながっている 

 

303. 内的な道理に基づいて考える場合、万物生成の鎖は、媒体をとおして、最初のもの primum につ

ながり、その鎖につながらないものは消滅することを、人は十分見通しています。みずから存在を維持

するものは何もないし、すべては自分に先立つもの、最初にあるものから存在を受けていることなど、

考えれば分かります。自分に先立つものとの結びつきとは、ちょうど原因と結果のようなものです。能

動原因 causa efficiens になるものが、結果からとり去られれば、結果は解体し消滅します。 

 学識のある人たちは、そのように考えているため、実体的なものは永続的に実在すること substantia 

est perpetua existentia を見とおし、そう語ります。つまり万物は〈最初にあるもの〉から発したもの

で、かつて実在した以上、これからも永久に実在する existere もの、すなわち存続する subsistere もの

であると言います。 

 しかし、一つ一つのものが、それに先立つものと、どのようにつながり、また万物の起源である〈最

初のもの〉と、どのようにつながるかについては、問題が多岐にわたるため、手短かには述べられませ

ん。ただ、ごく一般的に言って、自然世界と霊的世界とをつなぐ絆があり、自然的世界にある万物と、

霊的世界にある万物との間に、相応があるということです。（この相応については、103～115 節を参照）。

それと同時に、全人類と天界の全天使とのあいだにも相応があります（前 87～102 節参照）。 

 

304. 人間は、主とのあいだは、しっかりした絆でつながっていますが、天界の天使たちとのあいだは、

ただの連帯関係 consociatio が維持できるようにつくられています。人間と天使は、絆でなく、連帯関

係にすぎないわけは、人は創造の始めから、精神の内部では天使と同類だからです。すなわち天使の意

志も理性も、人間と同様です。それで神の法にしたがって生活した場合、人は死んで天使になり、天使

と同じ英知をいただきます。 

 人が天界とつながっていると言えば、主につながっていることでもあり、天使たちとも、連帯関係で

つきあっていることになります。天界は、天使本来のもので成り立っているのでなく、主の神性 Divinu

m Domini から成り立っています。主の神性が天界をつくられたことについては、前（７～12）節を参



 

照してください。 

② 人間はそのうえ、天使がもっていないものをもっています。内部では霊の世界にいますが、外部で

は、さらに自然の世界にいます。自然の世界に属する外部的なものとは、人の自然的・外面的な記憶・

思考・想像によるもの、この世から味わいとる楽しく魅力的な考えや知識一般、それに肉体の感覚で感

じる種々の楽しみです。それに感覚器官、言語能力、行為行動がそうです。 

 結局、主からの神聖な流入が完結する末端部 ultima が全部それにあたります。なぜなら、流入は中途

でとどまることなく、終極となる末端部に到達するまで続くからです。ここで神の秩序が人間にあって

完結することで、末端部は、その秩序の土台となり、基礎となることが明らかになります。 

③ 主から流れてくる神聖な流入は、中途でとどまることなく、終極となる末端部にとどくまでつづく

と言いました。それは、流入が通過する中間帯は、天使たちがいる天界で、人間はその末端であるとい

う意味です。ここに不連続 inconnexum はありません。天界と人類はこのような絆でつながっていて、

それぞれに依存しあっています。人類にとって天界がないとすると、鉤
かぎ

のない鎖のようなもの、天界に

とって人類がないとすると、土台のない家のようになります。 

 

305. ところが人間は、自分の内部を天界からそむけ、自己と世間を愛し、内部をこの世に転じ、後退

してしまいましたから、もう天界にとっての土台でも基礎でもなくなりました。人間はこうして、天界

との絆を断ち切りました。そこで主は、天界の土台・基礎となり、天界と人間とをつなぐ橋渡しを考え

られました。それが〈みことば〉です。 

 〈みことば〉がどのようにして橋渡しになるかは、『天界の秘義  

Arcana Caelestia』の中に、豊富に記されています。また黙示録の一部について記した小著『白馬 De 

Equo Albo』にも全部まとめてあります。また、『天界の秘義の付録 Appendix ad Doctrinam Caelestem』

にもあります。306. 最古代の人々は、内部が天界に向いていたため、直接の啓示が与えられており、

人類はそのころ、主に固く結ばれていた事実を天界から教わりました。その後、直接の啓示はすでにな

く、間接的で相応によるものとなりました。当時の神礼拝は、すべて相応によります。それで当時の教

会は、「表象的教会 Ecclesia repraesentativa」と呼ばれます。 

 人々は、相応とか表象がどのようなものかを、よく理解していました。地上の万物は、天界と教会に

ある霊的なものの対応物、または表象になっていました。自然的なものは、かれらの外的信心の姿でし

たが、それが霊的なものについて、天使たちと共に考えるための媒体になりました。 

 相応とか表象の知識がうすれると、そのあと〈みことば〉が記されるようになりました。〈みことば〉

の中にある単語と、その一つ一つの意味は、相応によるもので、その相応によって、天使レベルの霊

的・内的な意味を含みもつことになります。したがって、人が〈みことば〉を読むとき、文字上の意味

または外的意味で感じとっていることを、天使たちは、内的または霊的意味で感じとります。天使の考

えは、ことごとく霊的で、人の考えは自然的です。両者は違って見えても、呼応しているという点では

一つです。 

 人間が天界に背をむけ、天界とのつながりを断ち切ったあと、主は〈みことば〉を媒体に、天界と人

間とを結びあわせるように、とりはからわれました。 

 

307. 〈みことば〉によって、天界と人間がどんなふうにつながっているかを、いくつか引用して説明

してみます。黙示録には次の〈みことば〉で、新しいエルサレムが記されています。 



 

「わたしはまた、新しい天と、新しい地とを見た。先の天と地とは消えさり・・・聖なる都、新し

いエルサレムが・・・神のもとをでて、天からくだってくるのを見た。・・・都は方形であって、

その長さと幅とは同じである。天使がその測りざおではかると、一万二千丁であった。長さと幅と

高さとは、いずれも同じである。また城壁を測ると、百四十四キュビトであった。これは人間のす

なわちみ使いの尺度によるのである。・・・城壁は碧玉できずかれ、都はすきとおったガラスのよ

うな純金でつくられていた。都の城壁の土台は、さまざまな宝石で飾られていた。・・・十二の門

は、十二の真珠であり、・・・都の大通りは、すきとおったガラスのような純金であった」 （黙

示 21・１、２、16～18、19、21）。 

 以上の箇所を読むとき、人は文字どおりにしか解釈しないでしょう。すなわち、見える天と地とが滅

び、新しい天が現れ、新しい土地のうえに、聖なる都エルサレムが下ってくること、それも記されてい

るような寸法によります。ところが、人間についている天使たちは、全然違ったふうに解釈します。人

が自然的に考えることを、ことごとく霊的にとらえます。 

② 「新しい天と新しい地」とは、新しい教会を指します。「神のもとを出て、天から下ってくるエルサ

レムの都」は、主が啓示される天界の教義を指します。それぞれ一万二千丁ある「長さ・幅・高さ」は、

その教義がふくみもつ〈善と真理の全貌〉です。「城壁」は、教義をまもっている真理を指し、「城壁を

はかると百四十四キュビトであった」とか、「これは人間の、すなわちみ使いの尺度によるものである」

とは、教義を守る真理の全体であるとともに、その性格をあらわします。真珠でできた「十二の門」は、

導入を助ける真理の性格をあらわします。 

 さまざまな宝石で飾られている「城壁の土台」は、教会の土台となっている認識 cognitiones で、都

とその大通りを構成している「すきとおったガラスのような純金」は、教義とその真理がかがやきでる

〈愛の善〉を意味します。 

 人の受けとめ方とは違って、天使たちは以上のように感じとっています。人間の自然的概念は、天使

のもとで、霊的概念に変わります。天使は、新しい天と新しい地、新しい都エルサレム、都の城壁、城

壁の土台とその寸法などのような、〈みことば〉の文字上の意味については、何も知りません。 

 ただし、天使たちの考えていることは、人間の考えていることと相応していますから、一つです。そ

れはちょうど、話している人の個々の単語と、聞いている人の理性とのあいだの関係に似て、聞いてい

る人は、話す人のいう言葉の一つ一つに注意しないまま、その意味を理解しているようなものです。 

③ 天界と人間がどのようにつながっているか、ここで〈みことば〉をとおして、明らかになります。

例をとると、 

「その日、エジプトから、アッスリヤに通う大路があって、アッスリヤびとはエジプトに、エジプ

トびとは、アッスリヤに行き、エジプトびとはアッスリヤびとと共に主に仕える。その日、イスラ

エルはエジプトとアッスリヤとともに三つあい並び、全地のうちで祝福を受けるものとなる。万軍

の主は、これを祝福して言われる、『さいわいなるかな、わが民なるエジプト、わが手のわざなるア

ッスリヤ、わが嗣業なるイスラエル』」（イザヤ 19・23～25）と。 

 以上を読んでみると、人間の考えかたと、天使の考えかたが、〈みことば〉の文字上の意味と、その内

的意味の違いからわかります。つまり、人間は文字の意味から、エジプトの民とアッスリヤの民が心を

変えて主を受けいれるようになり、イスラエルの民と一つになるということに考えがおよびますが、天

使はここで内的意味から、霊的教会の霊的な部分がイスラエル、自然的な部分がエジプト、その中間の

理性的な部分がアッスリヤです。 

 実は、前者も後者も、相応によって一つなのです。天使は霊的に考え、人間は自然的に考え、これが



 

ちょうど霊魂と肉体のように結ばれています。〈みことば〉の内的な意味が霊魂で、〈みことば〉の文字

上の意味が肉体です。〈みことば〉はどこでもそのようになっているので、〈みことば〉は、天界と人間

とを結ぶ橋渡しであるとともに、文字上の意味は、その土台・基礎の役目をはたしているわけです。 

 

308. さらに天界は、〈みことば〉をもっていない教会外の人たちとも、〈みことば〉をとおして結ばれ

ています。主の教会は普遍的であって、神を認め、愛に生きる人なら、どんな人でもその中にいます。

かれらは死後、天使たちによって教育をうけ、神の真理を受けいれるようになります。それについては、

異邦人について述べる後章を参照してください。 主がごらんになると、地上の普遍的教会 Ecclesia un

iversalis はひとりの人間であり、天界です（前 59～72 節参照）。〈みことば〉を知り、〈みことば〉によ

って主を認める教会は、その人間の肺臓部をなしています。周知のとおり、体内にある内臓器官や肢節

は、みな心臓と肺臓から、いろいろな経路で〈いのち〉を得ています。〈みことば〉をもつ教会の外にい

る人類もまた、このようにして生きていて、人間の各部分を構成しています。 

 天界はまた〈みことば〉をとおして、天界からへだたっている人たちとも結ばれています。これは、

中心から周辺まで及ぶ光にたとえられます。〈みことば〉の中には神の光があり、その光の中に、主は天

界とともに臨在しておられます。主のご臨在を中心にして、そこから遠くへだたった所にいる者にも光

が及んでいきます。〈みことば〉をもっていない人たちは、また別です。 

 これについては、天界の〈かたち〉があり、それを規範に社会形成と交流が行われている事実は、前

述の通りですから、明らかだと思います。ただこの秘義は、霊的光のうちにいる人は理解できますが、

自然の光だけでは理解できません。霊的光のうちにいる人は、自然の光だけで見られないもの、あるい

はせいぜい漠然とした一つのものにしか見えないものを、数限りない姿で、はっきり見ることができま

す。 

 

309. この地上に、〈みことば〉が与えられていなかったら、地球人は天界から切り離されていたでしょ

うし、天界から切り離されていたら、理性的にもなれなかったでしょう。それというのも、人間の理性

は、天界の光の流入があって、初めて存在するものだからです。なお、この地球上の人間は、別の小著

にある他の天体の住人のように、直接の啓示を受けて、神の真理を知ることはありません。地球人はか

れらに比べて、この世的つまり外面的だからです。啓示をいただくのは人間の内部です。外部で受けと

めたのでは、真理はわかりません。 

 地球人の様子は、教会内にいる人たちを見ればわかります。かれらは〈みことば〉から、天界のこと、

地球のこと、死後の〈いのち〉など、知ってはいますが、心では否定しています。その中には、秀でた

学識で名声をかくとくし、他の人たちより、ずっと賢いと思わせている人がいます。 

 

310. わたしは天使たちと、〈みことば〉について何度か話しあいました。そのときわたしは言いました。

「ある人は、それが単純素朴なスタイルで書かれているので軽視していますが、〈みことば〉の内的意味

については何も知らないし、〈みことば〉の中に、これほどの英知が隠されていることなど、信じようが

ありません」と。 

 すると、天使たちは、「〈みことば〉のスタイルは、外的な意味の一つ一つに隠されているだけでなく、

一つ一つの単語の中にも秘められていますから、他と比較できないほど優れています。天界では、その

英知が、輝きわたっています」と言いました。 

 かれらが口にしたかったことは、天界には光があり、それは〈神の真理〉であること、天界ではこの



 

〈神の真理〉がひかり輝いているということでした（前 132 節を参照）。 

 天使たちはまた、次のように言いました。「このような〈みことば〉がなかったら、地球の人間には、

天界の光がとどかなかったでしょうし、天界とのつながりもなかったでしょう。天界の光が人を照らせ

ば照らすほど、人は天界と結ばれ、〈みことば〉をとおして〈神の真理〉が啓示されていきます。人は、

〈みことば〉の自然的な意味に相応する霊的な意味をとおして、このつながりを知ります。地球人は天

使たちの霊的な考えや話について何もわからないし、人間の自然的な考え方や話とは、かけ離れたもの

であることも知りません。これを知らなければ、内的意味が何のことか全然わかりませんし、それをと

おして、両者がつながっていることもわからないでしょう」と。 

 また、次のように言いました。「もし人が、内的意味の存在を知り、〈みことば〉を読むさい、内的意

味の知識にもとづいて考えれば、ずっと深遠な英知に到達するでしょうし、天界ともいっそう結ばれて

いくでしょう。そして天使と同じ考えの中に入っていけます」と。 

 

 

第 35章 天界と地獄は人類からなっている 

 

311. 天界・地獄ともに、人類から成っています。しかしキリスト教界では、これがまったく知られて

いません。信じられているのは、天使が始めから天使として造られ、そのため天界が存在すること、悪

魔あるいはサタンは光の天使だったが、反乱をおこした結果、一味もろともに一掃され、それで地獄が

生まれたことなどです。 

 キリスト教界に、こんなふうな信仰があることを、天使たちは、ことさら驚いています。教会の教義

の中で、最も大切なことであるにもかかわらず、天界については、何も知られていません。 

 このような無知が行き渡っても、喜ばしいこととして、今や、主の思し召しによって、天界や地獄に

ついて多く啓示され、末期的教会と日ましに深まる暗黒が、できるかぎり追い払われています。 

② 天使たちは、わたしがかれらから聞いたことを証言するよう望んでいます。つまり全天界にわたっ

て、当初から天使として造られた者はひとりもいません。地獄にも、光の天使として造られ、堕落して

悪魔になった者もいません。 

 天界にいる者も、地獄にいる者も、みな人類からなり、この世で天上の愛と信仰に生きた者は天界に、

この世で奈落の愛と信仰をもっていた者は地獄にいます。また地獄全体が、悪魔またはサタンと呼ばれ

ています。背後にある地獄には、「悪鬼 mali genii」がおり、そこが「悪魔 Diabolus」と呼ばれ、前

方にある地獄には、「悪霊 mali  

spiritus」がいて、そこは「サタン」と呼ばれています。 

③ 地獄がそれぞれどんな様子かは、後述します。天使たちが言うように、この世のキリスト信者が、

天界や地獄にいる者について間違った信仰をもつのは、〈みことば〉のある箇所を文字上の意味でしか理

解せず、〈みことば〉に根ざす正しい教義で説明・解釈しないからです。〈みことば〉の文字上の意味は、

正しい教義に照らされなければ、人の心を様々な方向にひっぱり、そこから無知・異端・誤謬が生まれ

ます。 

 

312. 教会内の人々は、最後の審判がくるときまで、人はだれも天界や地獄に行かず、その時がくると、

眼前にある万物が滅び、すべては新しくなり、人の霊的魂は自分の肉体にもどり、霊肉の結合によって、

人間は再び人間として生きると信じます。そうすると、天使は最初から天使として造られていたと信じ



 

ることになるし、この世の終わりがくるまで、人はだれも天界や地獄に行くことはないため、天界や地

獄が人類なら成っているとは、信じられないことになります。 

② ところが実際は、かれらの信仰通りでないことが分かるため、わたしは、もう長年にわたって天使

たちとつきあい、地獄にいる者とも言葉をかわす機会が与えられました。時には、朝から晩まで一日中

ずっと続き、天界と地獄の様子を見聞できました。 

 つまり審判のとき復活することや、霊魂に中間状態があること、天使や悪魔についてなど、教会の人

たちがこれ以上誤った信仰をもち続けないようにするためです。これは偽りの信仰ですから、暗闇です。

自分の理性でそう考えていれば、かならず疑いがおこり、最終的には否定することになります。かれら

は心の中で言います。 

 「太陽と月、それにこれほどの星をかかえた天が滅び去るなど、どうしてありえるだろう。地球より

も大きな星が、天からこの地上に落ちてくるだろうか。うじ虫に食われ、腐敗して空中に散った肉体が、

どのように霊魂に戻るのだろう。肉体に再会するまで、霊魂はいったいどこにいるのだろう。その霊魂

も、肉体あってこそ備わっていた感覚なのに、いったい、どのようになっているのだろうか」など、そ

の他このようなことを、あれこれ思い巡らすでしょう。 

③ 考えが及ばないため、信仰にまでつながってきません。それで、多くの人は、死後の霊魂の〈いの

ち〉も、天界と地獄も、教会の信仰にかんする他の事柄も、信じなくなります。 

 信仰の喪失については、かれらが口にしていることを聞けば分かります。「天界から来て、われわれに

何か話した人がいただろうか。地獄とは何だろう。はたして存在するだろうか。いったい人が永久に火

で焼かれる所などあるだろうか。審判の日とは何だろう。いままで何世紀ものあいだ待って、いつも期

待はずれだったではないか」と。そのほか万事否定に通じる考えがたくさんあります。 

④ この世の知恵から、知者・学者と思われる人が大勢います。かれらは、以上のように考えた挙句、

単純な信仰心をもつ人を欺き惑わし、神、天界、永遠の生命、その他この種のことで、人々を地獄の暗

闇の中に引きこむ危険があります。そのため、主はわたしの霊の内部を開かれました。 

 わたしは、生前の知りあいで、この世を去った多くの人と話しました。数日間話しあった人、数ヵ月

間話しあった人、一年にわたって話しあった人がいます。他にも多くの人がいて、十万人といっても言

い過ぎではありません。天界にも地獄にも大勢いました。 

 わたしは、死んでから二日しかたっていない人たちとも言葉をかわし、現在葬儀がおこなわれ、しか

も埋葬も準備されていると言うと、かれらは次のように言いました。 

 「世の中で、肉の体とその働きに役立ったものを捨てさることはいいことです。わたしたちは死んで

いるのではありません。以前と同じように、人間として生きているのを伝えてもらいたいです。一つの

世界から、もう一つの世界に移住しただけです。わたしたちは、何かを失ったとは思いません。以前と

同じように、身体とその感覚があり、理性も意志もまえと同じです。考え方も情愛も、また感覚も欲望

も、世の中にいたときと同じです」と。⑤ 人は多くの場合、死んですぐ、自分がまえと同じように、

同じ状態で、人間として生きているのを見ます。（死んだ直後、人は各自この世でもっていた〈いのち〉

の状態を維持し、それが徐々に変わり、天界か地獄かに向かいます）。 

 そのとき、かれらは自分が生きているのに新鮮な喜びを感じ、こんなふうになるとは信じていなかっ

たと言います。人の死後の〈いのち〉について、自分がこれほどまで無知蒙昧だったと気づいて、がっ

くりします。とりわけ教会に属している人がそうで、全世界のいかなる人よりも、この種の事柄で照ら

されていたはずだと、その驚きもいっそうです。 

 その時かれらは、無知と盲目に初めて気づきます。原因は、世俗的・肉的な外部のもので心が占めら



 

れ、飽和状態だったためです。それで、天界の光に挙げられることも、教会の教えを越えて見通すこと

も、できませんでした。現代のように、肉と世俗を愛していれば、先に進もうにも、忍び寄るのは暗や

みだけです。 

 

313. キリスト教界出身者で知識人の多くは、死後、自分が世の中にいたときと同様、肉体を備え、衣

服をつけ、家に住んでいるのに驚きます。そして、死後の〈いのち〉、霊魂、霊、天界、地獄について、

かつて考えたことを思いだし、顔を赤らめ、自分は愚かなことを考えていたと言い、単純な信仰者のほ

うが、自分たちよりよほど英知を味わっていたのを認めます。 

 この点で、ひとり合点し、万事を自然の力に帰した知識人がいて、内心の調べをうけました。その結

果、内部がまったく閉じながら、外部は開いていて、そのため天界に目が向かず、この世と地獄のほう

に目が向いているのが見抜かれました。人は内部が開かれていればいるほど、天界のほうに目が向いて

いるのにたいし、内部が閉じられ、外部が開いていればいるほど、地獄のほうに目が向いています。 

 人間の内部は、万事天界のものを受けいれるよう形造られ、人間の外部は、万事現世のものを受けい

れるようになっています。現世を受けいれる者は、同時に天界を受けいれるわけにはいかず、地獄を受

けいれることになります。 

 

314. 天界が人類から成っていることは、天使の心と人間の心が、似ていることからも明らかです。天

使も人間も、理解し、知覚し、欲求する能力をもち、両者ともに、天界を受けいれるよう形造られてい

ます。人間の心は、天使の心と同じように、英知を味わうことができます。ただし人は、この世でそれ

ほど高尚な英知がもてないのは、土からできた肉体の中で、霊的精神の思考力が、自然的にしか働かな

いためです。 

 しかし、肉体の絆から解放されれば違います。そのとき、人はもはや自然的でなく、霊的に考えます。

霊的に考えるため、自然の人間にとっては、測り知れないことや、筆舌では尽くせないことを、ちょう

ど天使のように味わいます。 

 ここで人間の内部は、その人の「霊 spiritus」と呼ばれるもので、その本質は天使であるのが分かり

ます（前 57 節参照）。土からできた肉体から解かれると、人間は天使と同じ〈人のかたち forma human

a〉を身に帯びます。（天使が完全な人の〈かたち〉を備えていることについては、前 73～77 節を参照）。

ところが、人間の内部が高い次元で開いておらず、低い次元でしか開いていない場合、肉体から解かれ

たあと、人間の〈かたち〉はしていても、おそろしい悪魔の〈かたち〉をしています。上にある天界に

目を挙げることができず、ただ下の地獄にだけ目を向けます。 

 

315. 神の秩序について教わると、人は天使になるよう造られていることがわかります。秩序の末端部 

ultimum  は人間で（304 節）、その人間のうちに、天上の天使的英知が形造られ、それが倍加・更新さ

れていきます。神の秩序は、中途で留まることはないし、末端部に至らないまま、何かが形成されるこ

ともありません。中途では、まだ完成の日を迎えておらず、末端・究極のところまで進みます。末端部

に到達すると、そこで〈かたち〉をなし、さまざまな媒体をとおして終結し、自己を更新・充実させ、

生殖を経て生産をつづけます。これが天界の苗床 seminarium になります。 

 

316. 主は、霊だけでなく、肉体においても復活されました。主はこの世にあって、ご自身の全人間性

を栄化され、神化されました。おん父に由来する主の霊魂 anima は、みずから神そのものでしたが、



 

その体も、霊魂の似姿を宿す神的なものになりました。したがって、いかなる人間とも違って、主には、

霊肉両面での復活がありました。そのため、主にお会いして霊を見たと思う弟子たちにたいして、主は

ご自分を見せて明言されました。 

「わたしの手や足を見なさい。まさしく、わたしである。さわってみなさい。霊には肉や骨はない

が、あなたがたが見るとおり、わたしにはある」（ルカ 24・39）と。 

 ここで主は、ご自身が霊だけではなく、肉体においても人間であることを示されました。 

 

317. 人は死後も生き、この世で備えた〈いのち〉にしたがって、天界か、地獄かへ行きます。これが

知られるようになるため、人の死後の状態について、多くの事実が、わたしに示されました。これにか

んしては、精霊界について述べるところで、順序だてて説明します。 

 

   

第 36章 天界にいる異邦人、 

教会外の人びとについて 

 

318. 教会外に生まれ、異邦人 gentes 、異教徒 gentiles などと呼ばれる人々には、〈みことば〉がなく、

そのため主を知らず、主を知らなければ救いがないため、救われないという通説があります。 

 しかし、主の慈
いつく

しみはあまねくゆきわたり、一人ひとりの人間に及んでいます。また教会に属する人

と同様、かれらも人として生きています。しかも教会に属する人のほうが、かえって少数です。さらに、

かれらが主を知らないのは、自分の責任ではありません。以上を考えただけでも、かれらも救われるこ

とが明らかです。 

 明晰な理性で考えれば、地獄に行くために生まれてきた人はいないことは、だれにも分かります。主

は愛そのもので、その愛はすべての人を救いたいとの願いです。だからこそ、万民に宗教があり、宗教

をとおして神を認め、内的な〈いのち〉があるよう造られています。宗教に生きるとは、内的に生きる

ことです。そして神に目をむけます。神に目をむければむけるほど、この世に目をむけず、それだけこ

の世から、つまり外部の〈いのち〉である現世の〈いのち〉から、心をひき離すことになります。 

 

319. 人間にとって、天界とは何かを知っていれば、異教徒も、キリスト教徒と同じく救われることが

分かります。天界は人の中にあるものです。自分の中に天界をもっている者が、天界に行きます。人間

の中にある天界とは、神を認め、神に導かれる心です。 

 どんな宗教でも、その発端となり、第一にあげられるのは、神を認めることです。神を認めない宗教

は、宗教ではありません。宗教にはすべて掟があり、掟は礼拝にむかわせます。神に受けいれられるよ

う、神礼拝がささげられます。人の心の中に、それが根ざしてくると、それを意志をもって愛するよう

になります。そうなれば、そうなるほど、人は主によって導かれるようになります。 

 異教徒は、キリスト教徒と同じように道徳的生活を送り、しかも多くの場合はキリスト教徒より優れ

ていることは、周知のとおりです。道徳的生活を送るのは神のためか、この世の人間のためです。神の

ために送る道徳的生活は、霊的〈いのち〉になります。 

 外面ではよく似ていても、内面は違います。一方は人を救い、他方は人を救いません。なぜなら、神



 

のために道徳的生活をおくる人は、神に導かれていますが、この世の人間のために道徳的生活をおくる

人は、自己に導かれています。 

② 例をあげて説明します。自分が信じている宗教のため、つまり神に反するから、隣人に悪いことを

しない人は、霊的な原因で悪いことをしない人です。ところが、法律違反や体面や名誉喪失への恐れか

ら、また利害のため、自分と世間のためにだけ、他人にたいして悪いことをしない人は、自然的な原因

で悪いことをしない人で、自己に導かれて生きています。前者の〈いのち〉は霊的であり、後者の〈い

のち〉は自然的です。 

 人の道徳的〈いのち〉が霊的なら、人は自分のうちに天界を宿しています。人の道徳的〈いのち〉が

ただ自然的なら、人は自分のうちに天界を宿していません。理由は、天界は上から流れてきて、人の内

部をひらき、その内部をとおして外部に浸透するのにたいし、この世は下から流れてきて、外部をひら

きますが、内部はひらきません。なぜなら、流入は自然的世界から霊的世界にむかうものではなく、霊

的世界から自然的世界にむかうものだからです。それで、人がそのとき同時に、天界を受けいれていな

い場合、内部はとざされたままです。ここで、天界を自分のうちに宿す人と、宿さない人との区別がは

っきりします。 

③ 人のうちに宿っている天界といっても、みな同じではありません。それぞれのもっている善の情愛

と、そこからくる真理の情愛によって違います。神に仕え、善の情愛をもっている者は、神の真理を愛

しています。というのは、善と真理はたがいに愛し、合一をねがうからです。 

 このように、異邦人の場合は、この世で純粋の真理をもっていないけれど、愛をもっているので、来

世では純粋の真理を受けいれるようになります。 

 

320. かつて異教徒の一人だった霊がいました。その霊はこの世で、自分の宗教にしたがって生活し、

仁愛 charitas の善を備えていました。かれはキリスト教徒の霊たちが、信仰箇条について論じているの

を聞いていました。（霊たちは、とりわけ善や真理については、人間よりずっと詳しく緻密に論じます）。 

 ところが、その議論の様子におどろいて、「そのような話は聞きたくはありません。見かけや偽りをも

とにして、頭を働かせているからです」と言いました。また、かれらにたいして、「わたしが善人なら、

その善から真理を知ることができるし、知っていないことなら、そのまま受けいれればいいわけです」

と、諭
さと

すように言いました。 

 

321. 異教徒の場合、道徳的な生活をし、自分の宗教にしたがって素直・従順・親切に生き、良心的で

あれば、来世に迎えられてから、天使たちによって、善と信仰の真理をもとに、懇切丁寧に教えを受け

る事実を、わたしは再三知らされました。かれらは教えられるまま、謙遜に、理知と英知にもとづいて

行動し、たやすく真理を受けいれて自分のものにします。 

 かれらはまた、キリスト信者がよく、主を、普通人に仕立てたりする場合のように、信仰の真理に反

する偽りの原理をでっちあげたり、それについて議論することもないし、主に反抗するような躓きをお

くこともしません。それどころか異教徒の場合、神が人となられ、この世でご自身をあらわされたと聞

くと、その場でそれを認めて、主を礼拝します。神は天地の神であり、人類は神のものであるからこそ、

神はご自身をくまなくお現わしになったのだと言います。 

 主なくしては救いがないことは、神聖な真理です。主によらない救いはないということです。宇宙に

は数多くの天体があって、そこに住んでいる者が大勢いますが、わたしたちの地球に、主が人間性を取



 

られたことを知っている者は、ほとんどいません。それでもかれらは、主を人間のみ姿で拝み、主を受

けいれ、主に導かれています。これについては、『宇宙における諸天体 De Telluribus in Universo』を参

考にしてください。 

 

322. キリスト教徒の場合と同じように、異教徒の中にも、英知をもった単純な人たちがいます。かれ

らの様子について知る機会があって、何時間も、ときには何日も話しあいました。ただ現在では、かつ

てほど英知をもった者はいません。そういう人は、とりわけ古代教会にいましたが、この教会もアジア

大陸全土に散っていき、そこから多くの異邦人に、宗教が浸透していきました。 

 かれらの様子を知るため、何人かと親しく話しあうことができました。わたしが会ったむかしの賢人

たちの中には、知識人の世界に知られている者がいて、わたしもかれと、いろいろ話しあいました。そ

れは、かのキケロだったようです。キケロが賢人であることは知っていましたから、かれとは、英知、

理知、秩序、み言葉、それから最後には、主について話しあいました。 

② 英知についてかれが言ったことは、〈いのち〉のない英知はないこと、〈いのち〉のないものについ

て、英知があるなどとは言えないこと、理知は英知から生まれること、秩序は最高の神に由来すること、

神の秩序にしたがって生きることこそ、英知であり、理知であることなどです。 

 〈みことば〉について、わたしは預言の書からとりあげて、かれに読んで聞かせたところ、その喜び

はひとしおで、一つ一つの名前や単語に内的な意味があることに、格別の興味を示しました。ところで

今日の知識人たちが、このような研究に関心がないのには、ひじょうに驚いた様子でした。はっきり感

じられたことは、かれは、その思考や精神の内部がひらいていることです。かれは内心感動し、神聖さ

に圧倒されて、これ以上近づけないものがあると言っていました。 

③ いよいよ、話は主のことになりました。主は神によって宿り、人として生まれ、母からの人間性を

ぬぎすてて、神人性をまとわれ、こうして、主は全宇宙を治めておられると言いました。それにたいし

てかれは、自分は主について多くを知っており、人類が救われるためには、他に方法がないことを、自

分なりに感じていると答えました。 

 そうこうしているうちに、ある邪悪なキリスト教徒がやってきて、つまずきになる考えをあれこれ吹

きこみましたが、かれはそんなことにいっこう耳をかさず、言いました。 

 「これはべつに、驚くほどのことでもありません。かれらは生前、自らにそぐわない考え方を吹き込

まれてきました。これがまず取り除かれなくては、受けいれたくても、受けいれられないでしょう。知

らなければ、それができるのに、残念なことです」と。 

 

323. 古代の知恵者仲間だった霊たちと話す機会がありました。最初、かれらが前方はるか遠くにいる

のが見えましたが、かれらは、そこからわたしの心の内を察知し、しかも仔細にわたって、詳しく感知

できたようです。かれらは、一つの概念のもとで全体像を把握し、その概念の中に、美しい表象をもつ

英知の喜びを注入することが可能でした。わたしはかれらが、英知ある人の仲間だとわかりました。か

れらは古代からそのようだと聞きました。 

 近づいてきたので、わたしは、〈みことば〉の中から、抜粋して読んで聞かせると、その喜びはひとし

おでした。かれらが感じたうれしさと慰めを、わたしも感じました。とりわけ耳にした〈みことば〉の

一語一語と全体が、天界と霊界を表象・含意するものだったからです。かれらの生前の考え方、話し方、

書き方までも、そんなふうで、それがかれらの英知追究法だったそうです。 

 



 

324. 現在の異教徒については、英知があるとまで言えなくても、単純な心をもっている人が大勢いま

す。相互愛をもって暮らした人で、来世で英知を賜る者もいますが、それについて、二、三の例をあげ

ておきます。 

 わたしは、士師記の 17 章と 18 章にあるミカの話を読みました。ダンの子たちが、レビ族の祭司を、

ミカがつくった刻んだ像とテラピムもろとも連れさっていった話です。そこには、その刻んだ像を生前

おがんでいた異教出身の霊がいました。かれは、ミカの身の上に起こったことを、注意ぶかく聞いてい

ました。やがてダン族の者らが、刻んだ像をもち去り、いかに悲痛な思いをしたかを耳にすると、その

霊は、内心こみあげてくる悲しみに、われを失うほどでした。その霊の悲しみは、傍からも感じられた

し、その一つ一つの情愛にも、純真無垢な心がただよっていました。 

 そこに、キリスト教徒の霊が来て、その様子を見、偶像を拝んでいる者が、これほどの哀れみと純真

な情愛に、動かされているのにあきれていました。そのあと善霊たちがその霊と話しましたが、刻んだ

像は礼拝のためではなかったそうです。人間である以上、そのくらいのことは分かるそうです。刻んだ

像から心を離し、創造主である神、全天地の主宰者にむかって思いを馳せなくてはならないこと、しか

もその神こそ主であると言っていました。 

 それを聞いて、その霊の内心にある礼拝の情がわたしの心にも伝わってきて、それが感じとられまし

た。それはキリスト教徒がもっていたものより、ずっと清らかでした。以上の様子から見ても、現在の

キリスト教徒より、異教徒のほうが、天界にはいりやすいことが分かります。ルカによる福音書には、

次のような主の〈みことば〉があります。 

「それから人々が、東から西から、また南から北からきて、神の国で宴会の席につくであろう。こ

うして、後のもので、先になるものがあり、また先のもので、後になるものもある」（ルカ 13・29、

30）。 

 その霊は、そのままで信仰をぜんぶ吸収し、心からの情愛で、受けいれることができました。そこに

は愛から出る哀れみがあったし、無知の中にいても、純真でした。哀れみと純真無垢な心があれば、信

じることはすべて、ごく自然に、しかも喜んで、受けいれるようになります。その霊は、天使たちの中

に迎えいれられました。 

 

325. ある朝のこと、遠くかなたからコーラスが聞こえてきました。コーラスが表象となり、中国人だ

とわかりました。それに毛深い山羊の姿、もろこし製のお菓子、黒檀のしゃもじ、浮かぶ都のイメージ

がせまってきたからです。 

 かれらは願いかなって、わたしのほうへ近づき、傍にくるなり、打ち明けたいことがあるので、わた

しとだけ話したいと言いました。しかし、かれらだけというと、客人の分際でもあるため、他の人たち

が機嫌をそこなうだろうし、かれらだけという工合にはいかないと言われました。 

 そのような不機嫌が伝わると、隣人にたいして悪いことをした、他人の権利を侵害したのではないか

という思いに落ちこみました。（来世では、考えが、みな通じます）。かれらの心の動揺が伝わりました。

他の人をはからずも傷つけたのを認め、恥ずかしい思いが、他の素直な情愛といっしょに溢れてきまし

た。それでかれらに、隣人愛があるのがよく分かりました。 

 わたしは、しばらくかれらと言葉をまじえましたが、しまいに主についても語りました。キリストの

み名に触れたとき、ある種の抵抗が感じられましたが、そのわけは、世にいたとき、キリスト教徒の生

活態度がかれらより悪く、愛もなかったためです。ただわたしが軽く主のみ名を呼んだとき、心にひび

いた様子でした。 



 

 キリスト教の教義によると、世界中どこでも、〈神への愛〉と〈隣人への愛〉を何よりも優先して教え

ているはずですが、それにもとづいて生活している人が少ないのを、かれらは天使たちから聞いていま

した。異教徒の中には、この世に生きていたとき、宗教に反するため毛ぎらいした邪悪なこと、例えば

姦淫、憎み、争い、泥酔などを、キリスト教徒が行っているのを見聞きして、知っている者がいます。 

 かれらは来世で、信仰の真理を受けいれる点で、他の人より臆病です。しかしキリスト教の教義と信

仰が、そのような悪事を教えるわけでなく、キリスト教徒は異教徒にくらべ、自らの教えにそって生活

しないのを、天使から聞き知ります。それが分かると、信仰の真理を受けいれ、主を礼拝するようにな

りますが、すぐというわけにはいきません。 

 

326. 異教徒の中で、異教神の肖像・立像・彫像などを拝んでいた者は、来世にくるなり、神々や偶像

の代わりになる霊のところへ連れて行かれるのが普通です。幻想から解放されるためで、何日かその霊

のもとにいると変わります。 

 人間を拝んでいた者は、その本人か、その代わりになる霊のもとへ、連れていかれるときもあります。

たとえば、ユダヤ人であれば、アブラハム、ヤコブ、モーセ、ダビデなどで、他の人と何ら変わったと

ころがなく、ご加護もないとわかると、顔を赤らめ、自分たちの〈いのち〉にあったところへ連れてい

かれます。 

 天界で一番愛されているのはアフリカの人です。かれらは他の人種より、ずっとたやすく天界の善と

真理を受けいれます。かれらには、信仰に忠実だと言われるより、従順だと言われるほうを好みます。

キリスト教徒だと、その教義を信じさえすれば、「信者 fideles」と呼ばれますが、かれらの場合、教義

を受けいれてそれに従うか、その可能性がなければ、そうは呼ばれません。 

 

327. 古代教会の霊たちと話しあいました。（古代教会とは、洪水後の教会のことで、当時、近隣諸国に

またがって存在していました。アッスリヤ、メソポタミヤ、シリヤ、エチオピヤ、アラビヤ、リビヤ、

エジプト、チロとシドンまでのパレスチナ、ヨルダンを囲むカナンの地などです）。かれらは、主の到来

を知っており、信仰の善に満たされていましたが、そこから離れ、偶像教徒になりました。 

 かれらは、前方左のほうの暗がりにいて、みじめでした。その話しぶりは単調な笛の音のようで、道

理にかなった考え方はほとんどできません。かれらは何世紀もの間そこにいて、時に他の人に低い仕事

でもして役立つかどうか、調べられるそうです。その点大勢いるキリスト教徒のことが思い浮かびまし

た。外面的には偶像教でなくても、内面的にそうです。自己と世間に仕え、心では主を否定しています。

そのような運命が、来世でもかれらを待っています。 

 

328. 主の教会は、全地にあまねく分散していて普遍的です。それぞれの宗教にしたがい、〈愛の善〉の

中に暮らしている者は、みなその教会に属しています。教会とは、〈みことば〉が知られ、それを通して

主が知らされる所で、そのような教会は、教会外の人たちにも及んでいます。それは人体でいうと、心

臓と肺臓で、そこから体のあらゆる器官と肢節が、その形と位置と連結にしたがって〈いのち〉を維持

しています。それは（308 節で）前述したとおりです。 

 

 

第 37章 天界にいる幼児たち 

 



 

329. 教会の中で生まれた幼児は天界に行け、教会の外で生まれた幼児は行けないと信じる人がいます。

理由は、教会の中で生まれた幼児は洗礼を通して、教会の信仰への入門が行われるからだと言います。

ただし天界をつくるのは、洗礼でも信仰でもないことに、かれらは気づいていません。 

 洗礼は、人が生まれ変わらねばならない印であり、記念に過ぎません。教会の中に生を受けた人は、

生まれ変わりの可能性をもっています。というのは、〈みことば〉があり、神の真理があり、それをとお

して、霊的再生が行われるからです。そこで主のことを知り、主によってこそ再生があります。 

 したがって、ここで次のことを知らねばなりません。幼児は、だれでも、どこで生まれても、教会内

に生まれても、教会外に生まれても、信心深い両親から生まれても、不信心な両親から生まれても、死

後は主によってひきとられ、天界で教育を受けることです。神の秩序にもとづいた教えを受け、善の情

愛に浸され、こうして真理を認識します。理知と英知によって完成されると、すぐ天界に迎えられて、

天使になります。 

 地獄に行くために生まれる者はなく、みな天界に行くため生まれることは、理性的に考えれば、だれ

でも分かります。地獄に行くとすれば、本人の罪によります。幼児には、罪がありません。 

 

330. 幼児として死ぬと、来世でも相変わらず幼児です。かれらは、幼児の心をもち、純真無垢で、何

も知りません。万事この世の赤ん坊と同じく、柔軟です。幼児は天使でなくても、天使になるわけです

から、天使になれる状態での第一歩です。 

 人がこの世を去ると、まえと同じ状態の〈いのち〉を持ちつづけます。幼児は幼児の状態、少年は少

年の状態、青年、壮年、老年は、それぞれ青年、壮年、老年の状態です。ただし各自のもつ状態も、や

がて変化していきます。幼児の状態が他の年令の状態よりすぐれている点は、幼児は純真無垢で、実生

活によって悪が根づいていないことです。かれらの無垢には、天界のあらゆるものが根をおろせます。

純真無垢こそ、〈信仰の真理〉と〈愛の善〉の器だからです。 

 

331. 来世における幼児の状態は、この世における幼児の状態より、はるかに優れています。来世では

地上の肉体を身につけておらず、天使と同じだからです。地上の肉体は、それなりに重苦しく、当初の

感覚作用や運動能力を、内面の霊的世界から受けるのでなく、外面の自然的世界から受けています。し

たがってこの世で、幼児は、歩行・身振り・言語などを習得する他ありません。つまり見たり聞いたり

する感覚も、使うことで開かれます。 

 来世での幼児は違っています。霊ですから、自分の内部によって、すぐ行動します。実習によらずに、

歩いたり話したりします。ただし始めはまだ、考えが概念に分化せず、共通の情愛に支えられます。そ

れもやがて概念で考え始めるようになります。外部は、内部と同質であるため、それが短期間で実現し

ます。 天使が話す言葉は、さまざまな情愛のもとに、概念思考をとおして流れてきます。かれらが話

す言葉は、情愛に根ざす思考と完全に和合しています。これについては、前(234～245)節を参照してく

ださい。 

 

332. 幼児は、死後ただちによみがえり、そのまま天界に迎え入れられ、女性の天使に託されます。天

使たちは、生前幼児に優しい愛をもち、同じく神を愛していました。かれらはこの世で、母性愛からく

る優しさで、いかなる赤ん坊でも愛していましたから、天界でも幼児をわが子のように育
はぐく

みます。幼児

の方も、その天使を自分の母親として愛する生来の性向をもっています。ひとりの母親天使がうけもつ



 

幼児の数は、天使の心にある霊的〈母性愛 storge〉の大きさによります。 

 かれらがいる天界は、正面の領域から見て前のほうにあり、天使たちが主を仰ぎみるときの逆放射線

上に、まともに現れます。かれらの天界がそこにあるのは、幼児はみな、主から直接の配慮をたまわっ

ているからです。かれらのもとには、第三天界から純真無垢の流入があります。 

 

333. 幼児にも、多様に違った天性があり、ある幼児は霊的天使に、ある幼児は天的天使にむいていま

す。天的天使にむいている幼児は、かれらの天界の右がわに見え、霊的天使にむいている幼児は、左が

わに見えます。 

 天界を構成している巨大人 Maximus Homo の中で、幼児はみな眼の領域にいます。霊的天性をもつ

幼児は左目の領域に、天的天性をもつ幼児は右目の領域にいます。というのも、霊的王国で主が現れる

のは、天使たちの左目の前方であることからもわかります。(前 118 節参照)。天界をつくっている巨大

人の中で、幼児が眼の領域にいることからも、幼児が主の直接のご照覧とご配慮のもとにあることが分

かります。 

 

334. 天界で幼児が、どのように教育されるかについて、少し触れておきます。幼児はまず、教育者で

ある母親天使から、話すことを教わります。最初にでる話し言葉は、ただ情愛の音声でしかありません。

これに概念思考が含まれてくるにつれ、次第にはっきりしてきます。情愛からにじみ出る概念思考こそ、

天使が話すあらゆる言葉のもとになっています。（234～245 節を参照）。 

 幼児がもつ情愛は、すべてかれらの純真無垢からでてきます。当初は、自分の眼前に現れ、愉快にし

てくれるものが、その情愛の中に染みていきます。これらも、本来霊的な起源をもち、その中に幼児の

内部をひらく天上のものが染みとおっています。こうして幼児は日々完成されます。以上のようにして、

第一期が終わると、次は教師について学ぶため、他の天界に移される、などが続きます。 

 

335. 始めに、幼児はその能力にあった表象で、教えを受けます。その表象がどんなに美しく、内に英

知を漲
みなぎ

らせていたものか、だれも信じられないほどです。その表象の中に、順を追って、理知がそそが

れていきますが、この理知は本質上、善に起源をもちます。わたしが見た二つの表象をここに紹介しま

す。そこから、他の様子もだいたい分かっていただけるでしょう。 

 はじめに教師は、墓から上がってこられる主を映しだします。それにともなって、主の人間性と神性

との合体をしめします。これは、人知のすべてを越えるほど、英知に満ちたやり方がとられつつも、純

真無垢な幼児にあった方法です。 

 それから、墓とは何かが表されます。それもはるかに遠くから、やっと主であると分かるような形で、

主のみ姿が示されます。お墓の概念の中に、埋葬の意味が込められるためで、埋葬自身は隠されていま

す。淡い水に見える大気に包まれたお墓で、それで洗礼であらわされる霊的〈いのち〉を、ある程度の

距離をたもって教えられます。 

 そのあと、主が捕われの身にある人のところへ下っていき、かれらを率いて、天界に上っていくのを、

わたしは表象的な姿で見ました。それには、例えようもない思慮深さと敬虔な思いがこめられていまし

た。 

 主が上っていかれるのを、お助けするかのように、目につかないほど細くて柔らかい綱が降ろされた

のも、かわいらしい発想です。すみずみまで畏敬の念がゆきわたり、霊的で天的な内容が含まれていな



 

い表象は何一つありません。その他多くの表象的なものがあり、みな幼児の精神にかなった遊びの形で、

〈真理の認識〉と〈善の情愛〉に導くようにできています。 

 

336. 幼児たちの理性が、どれほど柔軟であるかが示されました。わたしが「主の祈り」をとなえてい

たとき、わたしの概念思考の中に、幼児の理性から流れてくるものがありました。その流入は柔らかで

か弱く、情愛だけのような感じでした。 

 幼児の理性がひらかれるのも、また主によることと分かりましたが、それはあたかも、幼児たちの中

からあふれ出るようです。主が幼児の考えの中に流入を与えるさい、その心の内奥部から始められるわ

けで、そこには、大人のように塞
ふさ

がったところは一つもありません。真理を理解していくため邪魔にな

るような偽りの前提も、善を受けいれ味わうのを妨げる悪い〈いのち〉もありません。 

 幼児たちも、死んでからすぐ天使になるのではなく、善と真理を、順を追って、少しずつ認識するよ

う導かれることが、ここで分かりました。これはあらゆる面で、天界の秩序にかなったやり方です。主

は幼児のもつ能力の細部までご存じで、〈善と真理〉と〈真理の善〉が受けられるよう、幼児の性向のお

もむく一瞬一瞬を、導いておられます。 

 

337. 幼児の趣向にあい、楽しく可愛らしいやり方で、万事がどんなふうに教えこまれるかが、わたし

に示されました。 

 わたしは、幼児たちが、きれいに着飾っているのを見ました。輝くばかりの天上的色彩をともなう、

愛らしい花を胸にさしたり、その小さな腕に巻きつけたりしていました。 

 ある日わたしは、幼児たちが母親天使や処女らといっしょに、楽園にいるところを見ました。その園

の中は、あまり樹木はなく、月桂樹のような木で小道が縁どられています。あちらこちらにポーチがあ

り、それがうるわしい景観を映しだしています。内苑にむかう道があり、幼児たちがきれいに着飾って

奥に入ると、入口の上に咲きみだれる花々が、うれしそうにきらめいていました。 

 以上からも、幼児の感じるよろこびがどんなふうか、またかれらはその楽しさ・嬉しさをとおして、

〈純真無垢と仁愛の善〉に導かれ、それに楽しさや嬉しさで、主はたえずその善を潤
うるお

しておられること

が、はっきりすると思います。 

 

338. 来世には、親密な交流があります。その交流をとおして、幼児がある対象物に目をむけるとき、

どんな概念をもつかが、わたしに示されました。幼児にとって、一つ一つのものが、すべて生きものと

して映ります。かれらが考えている概念の一つ一つには、〈いのち〉があります。この世でも、幼児は遊

びにさいして、同じような概念をもっているように感じられます。それは、魂のないものをないとする

大人の反省作用が、まだできていないからです。 

 

339. 前述のように、幼児には、天的天性をもった子と、霊的天性をもった子がいて、天的天性をもっ

た子は、霊的天性をもった子から、はっきり識別できます。 

 つまり天的天性をもった幼児は、考え方も言葉も行動もやわらかく、すべてが主と他の幼児にたいす

る〈善の愛〉から流れ出てくるように見えます。それにたいし、霊的天性をもった幼児は、それほどや

わらかでなく、自分の周りで、ことごとに羽をバタバタさせているような感じで、自己表現をしますし、



 

怒りをあらわすこともあり、その他の点でも違っています。 

 

340. 天界でも、幼児はあくまで幼児で、天使たちの中でも、幼児のままだと考える人が多くいます。

あちらこちらの教会堂で、天使を幼児の姿で描いた像などを見ても分かるように、これは天使について

何も知らない人の推測で、事実はそれとまったく違います。 

 理性と英知があって、初めて天使になります。幼児はそれがまだ備わっていないので、天使のそばに

いても、天使ではありません。理知と英知が備わってこそ、初めて天使になります。 

 ただしそうなると、もう幼児の姿でなく、成人の姿をしています。そのときはもう幼児の性向を脱し

て、成長した天使になります。理知と英知が備わってきます。幼児は、理知と英知で完成にむかうに応

じ、その姿が成長し、青年や成人の姿で現れるようになります。なぜなら、理知や英知こそ霊的養いの

糧だからです。 

 したがって、かれらの精神を養い育てるものは、その身体も養い育てます。そしてそこに相応があり

ます。肉体の〈かたち〉は、内部が外面において〈かたち〉をとる事実でしかありません。 

 ただし、天界での幼児は、成長するとは言え、成人の初期以上には年をとらず、ずっとそのままであ

るのを、了承しておいてください。それが確認できたのは、幼児として天界で教育をうけ、そこで成長

した者と言葉をまじえる機会が与えられたからです。それもかれらが幼児のときと、成人に達したとき

に、話しあいができた結果です。かれらの生命も、一つの時代から次の時代へと、一定のコースをたど

っていくとのことでした。 

 

341. 純真無垢こそ、天界のすべてを受ける器であり、幼児の純真無垢こそ、〈善と真理の情愛〉をすべ

て支える場になります。これは、天界の天使たちの純真無垢について、前述したことからわかると思い

ます(276～283 節)。 

 純真無垢とは、自分でなく、主から導かれたいと思うことです。そのため人は、自分のエゴ  propriu

m から離れれば、離れるほど、純真無垢になります。また、自分のエゴから離れれば、離れるほど、主

のご性格 proprium を身につけていきます。 

 主ご自身の性格とは、主の正義と 功
いさおし

 meritum です。ところが、幼児の純真無垢は、英知がともな

わないので、本物の純真無垢ではありません。本物の純真無垢とは、英知を指します。なぜなら人が英

知をもてばもつほど、主によって導かれたいと思うからです。それと同じく、人は主から導かれれば導

かれるほど、英知を備えます。 

② 幼児は、最初「幼児の無垢」と言われる外面的な純真無垢によって導かれ、あとで「英知の無垢」

といわれる内面的な純真無垢になっていきます。この英知の無垢こそ、かれらの受けるあらゆる教育と

その進歩の目標です。かれらが英知の無垢に到達すると、それまでのあいだ、場 planum として役立っ

た幼児の無垢が、かれらと一体になります。 

③ 幼児の純真無垢がどんなものか、表象的に示されました。一本の木が生命を失いかけていたとき、

〈真理の認識〉と〈善の情愛〉で洗練されていくにつれ、生き生きとしてきました。その後、本物の純

真無垢が、いかなるものか表わされました。それは生気は溌剌
はつらつ

とした、裸の見目うるわしい幼児でした。 

 内奥の天界で、主にもっとも近い者は、この幼児のような無垢を身につけています。他の天使の目に

は、かれらは裸そのものの幼児としてしか映りません。それは恥じることのない裸が、純真無垢を表わ



 

しているからです。楽園にいた最初の人とその妻の話を読んでも明らかです（創世記２・25）。 

 ところが、かれらの純真無垢も、その状態が消えさると、すぐ自分が裸であることに恥じ入って、身

をかくしました（同３・９、10、11）。一言でいえば、天使たちが英知を宿せば、宿すほど、純真無垢

になり、純真無垢になればなるほど、幼児のように見えます。したがって〈みことば〉では、幼児は純

真無垢を意味します（前 278 節参照）。 

 

342. 幼児については、大人のように実際に悪いことをしないから、悪から無縁のままで、清らかであ

るかどうか、天使たちと話しあったことがあります。かれらが言うには、 

 「幼児たちも同じように、悪以外の何ものでもないわけですが、天使がみなそうであるように、幼児

たちは、悪から守られ、主による善のうちにとどまり、その結果、みずから善のうちにいるように見え

ます。だから幼児も、天界で成長したあと、自分に宿る善が主からくるのでなく、自分から出ていると

いう錯覚に陥ることがあります。そのため、遺伝で身についている悪の中にときどき戻され、それが実

際の自分の姿であることを知り、認め、確信するまで放置されます」と。 

② 幼児のときに死んで、天界で成長したあと、同じような誤りに陥った者がいました。それは、ある

国の王子でした。かれは生来の邪悪な〈いのち〉に戻されましたが、そのときわたしは、その〈いの

ち〉の霊気から、かれが人々を支配する欲望をもち、さらに両親からの遺伝悪で、姦淫を悪いと思って

いないのに気づきました。しかし、自分がそんな人間だとよく分かってから、以前の天使たちのグルー

プに戻されました。 

③ 来世では、だれも遺伝悪のために罰を受けることはありません。本人のものではないし、本人がお

かした罪の結果でもないからです。本人の責任になるのは、現実に行った悪で、遺伝悪からきたものを、

実際生活をとおして、自分に同化させたものに限られます。 

 幼児が成人に達すると、自分にある遺伝悪を感じるようになります。ただしこれは、罰を味わうため

でなく、自分には悪しかないこと、自分なりの地獄から天界に連れて来られたのは、主の慈しみによる

こと、天界に入れるのは、自分の手柄でなく、主によることがよく分かるためです。 

 こうして、かれらは自分が何かの善をもっていても、他の者より優れているなどと、自慢することは

ありません。自慢は信仰の真理に反するし、互いの愛の善に反するからです。 

 

343. 何人かの幼児が集まり、コーラス隊をつくり、わたしは何回か、その中に居合わせたことがあり

ます。まだ幼児だったため、年長グループがするようにはうまく一致せず、未熟でまとまりません。 

 しかし驚いたのは、わたしの傍にいた霊が、幼児たちを誘って喋らせようと躍起になっていたことで

す。その霊には、この種の欲望が生来そなわっています。ところが幼児たちは、そのたびに喋るまいと

抵抗します。わたしは幼児たちが、ある種の怒りさえもって、それに反発・抵抗しているのに、ただ感

じ入りました。何かたくさん喋る材料が与えられても、幼児たちはただ「ダメ、ダメ」と言うだけでし

た。 

 これが幼児たちへの誘惑だと分かりましたが、これで偽りや悪に抵抗することを学び始め、それを習

得するだけでなく、他の者に動かされて考え、話し、行動することのないよう、また主おひとりから導

かれ、他の者に導かせないように、なるためでした。 

 

344. 今まで記したことで、天界での幼児教育がどんなものか分かったと思います。かれらは〈真理の

理知〉と〈善の英知〉を通して、天界の〈いのち〉に導かれます。天使の〈いのち〉とは、〈主への愛〉



 

と〈隣人への愛〉で、その中に純真無垢が宿ります。それにたいし、地上での幼児教育が、多くの場合

どれほど違っているか、次の例を見ればわかります。 

 わたしが大都会の街路で少年たちが喧嘩しているのを見たとき、やじ馬がすこぶる楽しげに眺め、け

しかけていました。親もいっしょになって、自分の息子の喧嘩を煽
あお

っていたのに気づきました。善霊や

天使たちも、わたしの目をとおしてそれを見ていましたが、わたしが恐怖をおぼえるほど、天使たちは

反感を感じていました。それもとくに、親たちが自分の子を煽っていることです。天使たちが言うには、 

 「こうしてかれらは、子供が幼いとき、主が幼児に与えられた相互愛や純真無垢の心をすべて消し去

って、憎しみや復讐心を植え付けてしまいます。その結果、相互愛そのものである天界から、自分の子

供たちを強いて遠ざけることになります。わが子に善を願う親なら、こんなことをやらせてはいけませ

ん」と。 

 

345. 幼児で死ぬのと、成人で死ぬのでは、どこが違うかを述べてみます。成人で死ぬ場合、人は地上

の物質的世界から取得した心層をともないます。これはかれらの記憶であり、肉体的・自然的な情愛で

す。本人の心層は固定したまま静止状態になります。ただ死後も、本人の心層の末端部に、考えが及ぶ

よう働きかけます。つまり考えが末端部に流れていくわけです。それで、本人の心層がどんなふうか、

理性が心層の中にあるものに、いかに相応しているかが決りますが、これは本人の死後の状態をあらわ

します。 

 赤ん坊のときに死んだ幼児の場合、天界で教育されますが、このような心層をもっていません。かれ

らは、物質界や地上の肉体から吸収したものは何もないので、その心層は自然的・霊的です。したがっ

て、かれらの情愛には粗野なところがなく、その結果、考えることも同様です。すべてを天界から得て

います。 

 それに、幼児たちは自分が地上で生を受けたことを知らないし、天界で生まれたものと信じきってい

ますから、霊的誕生以外の誕生を知りません。霊的誕生は、善と真理を認識し、理知と英知によって行

われます。人が人となるのもそれによります。 

 以上は主がなさるわけで、それでかれらは、自分たちが主ご自身のものであると信じ、そのことを愛

しています。この地上で成長した人の場合でも、自己愛と世間愛という肉的・地上的愛を脱して、その

かわりに霊的愛をもつことによって、天界の幼児と同じように、完全な状態になることができます。 

 

 

 

 

第 38章 天界にいる知恵者と単純な人たち 

 

346. 天界では、知恵者は、無学単純な者より、遥かに大きな栄光と高貴を身に帯びると信じられてい

ます。ダニエル書にあります。 

「理知ある者 intelligentes は、大空の輝きのようにかがやき、また多くの人を義に導く者 justific

antes は、星のようになって、永遠にいたるであろう」（12・３）と。 

 しかしこの「理知ある者」、「義に導く者」の真意が分かる人は、僅かです。普通、世間では、いわゆ

る学者や知識人を指し、まずは教会内で教えをとき、教義の解説や説教にすぐれ、多くの人を信仰に導



 

く人と信じられています。この世では、かれらが理知ある者と思われますが、その理知が天界的理知で

なかったら、上掲の聖句で示される天界の知者ではありません。その理知とは何か、これから述べます。 

 

347. 天界の理知とは、〈真理の愛〉から湧く内的理知です。これは、この世の栄光のためでも、天界で

栄光を受けるためでもなく、ひたすら内部に感じ、心を喜ばす真理それ自身のための理知です。真理そ

のものに心を動かされ、それを喜びとすることは、天界の光に心を動かされ、それを喜びとすることで

す。そして、天界の光のうちにある者は、〈神の真理〉、つまり主ご自身に、感動と喜びを発見した人で

す。天界の光は〈神の真理〉であり、〈神の真理〉は天界における主を指します(126～140 節参照)。 

 この光は、精神の内部にしか入りません。精神の内部は、その光を受けいれられるように形づくられ

ており、精神の内部に入ると、感動と喜びをもたらします。天界から流れてくるものはすべて、ひとた

び受けいれられると、うれしく魅力あるものとして感じられるからです。そこから真理への純粋な情愛

が生まれます。これは〈真理のための真理への情愛〉に他なりません。 

 このような情愛がある者、あるいは同様に、このような愛がある者は、天上の理知があり、「大空の輝

きのようにかがやき」ます。かがやくのは、〈神の真理〉だからで、天界ではどこでも、〈神の真理〉が

光り輝いています（前 132 節参照）。天界の「大空」とは、天使・人間をとわず、相応によって、天界

の光の中にある理知を指します。 

② この世か天界で、自分の栄光を手にするため、真理を愛する者は、天界でひかり輝くことはできま

せん。それは天界の光でなく、この世の光の中で喜び、感動しているからです。このような光も、天界

の光がなかったら暗闇でしかありません。 

 自分が目的ですから、自分の栄光が優先します。自分のために栄光をめざすと、主眼は自分の上に置

かれ、真理は、おのが栄光に仕える召使のように、目的達成の手段としてしか見ていません。自分の栄

光のために〈神の真理〉を愛している者は、〈神の真理〉の中に自分を眺め、主を見ていません。 

 理知とか信仰の目は、天界から離れて世間に転じ、主より自分のほうに向いています。世間の光のう

ちにある者は、天界の光のうちにないとは、そのことです。 

③ このような人でも、外見上、人前では、天界の光のうちにいる人と同じく、理知的で学問があるよ

うに見えます。話し方がよく似ており、時として傍目
は た め

では、かれら以上に知恵があるようにも見えます。

それは自己愛にあおられ、天上の情愛さえ真似ることを知っているからです。ところが、天使たちのま

えに現れる内面の姿では、まったく違っています。 

 以上で、天界で大空の輝きのようにかがやく「理知ある者」とはどんな人か、ある程度はっきりしま

す。さて、「多くの人を義に導く者」で、しかも星のようにきらめく者とはどんな人か、今から述べてい

きます。 

 

348. 「多くの人を義に導く者」とは、英知をもつ人です。天界では、善のうちにある者は、英知ある

者と呼ばれます。そして天界では、善のうちにある者とは、〈神の真理〉をただちに生活に移す人です。

つまり〈神の真理〉は、〈いのち〉をもつとき善になります。〈いのち〉は意志と愛に属するもので、意

志と愛に属するものは、善と呼ばれるからです。このような人は、英知ある者と言われ、その人の英知

は生きています。 

 〈神の真理〉をすぐ生活に移さないで、まず記憶にたくわえ、そこから〔真理〕をとり出しては生活

に移していく者は、「理知ある者」です。天界で「英知ある者」と「理知ある者」とは、どこが違うかは、



 

天界における天的と霊的の二つの王国について述べた節（20～28 節）、および三層の天界について述べ

た節（29～40 節）を参照してください。 

 主の天的王国にいる者、つまり内奥の第三天界にいる者は、「義人 justi」と呼ばれますが、それは自

分に何の義も帰せず、すべてを主に帰すからです。天界における主の正義 justitia は、主からくる善の

です。「義に導く者」とは、そのような人のことです。主はかれらについて言われました。 

「義人たちは、かれらの父のみ国で、太陽のように輝きわたるであろう」（マタイ 13・43）と。  

 かれらが太陽のように輝きわたるのは、かれらの愛は、主から出て主に向かうもので、「太陽」とはそ

の愛を指します(前 116～125 節参照)。また、かれらをとり囲む光は、、燃え輝いており、かれらが考え

る概念は、その炎から来ます。とにかく、かれらは天界の太陽である主から、愛の善をまともにいただ

きます。 

 

349. この世で理知や英知をたくわえた人は、みな天界に迎えられて、それぞれの理知と英知の性格と

大きさに応じて、天使になります。人がこの世で得たものはそのまま残り、死後それをたずさえます。

それは増し加わり満たされていきますが、それも各自にある真理と善への情愛と願望の範囲にとどまり、

それを越えることはありません。情愛と願望の少ない者は、少ししか受けいれません。それも各自の受

けいれ可能な程度の範囲にかぎられます。情愛と願望が大きい者は、おおく受けいれます。 

 情愛と願望の程度とは、ちょうど升
ます

のようなもので、いっぱいになるまで加えられます。大きな升に

は多く、小さな升には少なく与えられます。情愛や願望のもとになる愛は、愛自身が及ぶ限り、全部を

受けいれます。したがって、愛が大きければ、受けいれるものも大きくなります。これは、主の〈みこ

とば〉でも理解できます。 

「おおよそ、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになる」（マタイ 13・12、25・29）。 

「人々はおしいれ、ゆすりいれ、あふれ出るまで量をよくして、あなたがたのふところに入れてく

れるであろう」（ルカ６・38）。 

 

350. 真理のために真理を、善のために善を愛した人は、みな天界に迎えられます。多く愛した人は

「英知ある者」と呼ばれ、少なく愛した人は「単純な者」と呼ばれます。天界では、英知をもつ者はま

ばゆい光のうちにおり、単純な者はほのかな光のうちにいます。各自は、〈善と真理への愛〉の程度によ

ります。 

 真理を真理のために、善を善のために愛するとは、真理と善を欲し、これを行うことです。欲し行う

のは愛しているからで、欲しも行いもしないのは、愛していないからです。主を愛している者は、また

主から愛されます。なぜなら、善も真理も主からきており、主からきている以上、善と真理のうちに主

がいますわけで、その善と真理を欲して実行し、それを自分の〈いのち〉に同化させる者のうちに、主

がおられることになります。 

 人間は、それ自身として見た場合、〈それなりの善 suum bonum〉と〈それなりの真理 suum veru

m〉以外の何ものでもありません。善は本人の意志に属するもの、真理は本人の理性に属するもので、

本人の意志と理性が、その人をその人にするものだからです。したがって、善によって意志が形成され、

真理によって理性が形成されていけば、それだけ主に愛される者になります。主に愛されるとは、主を

愛することにもなります。愛は相互的なものだからです。主は愛する者に、〈ご自分を愛する愛〉をお与

えになります。351. 世間では、教会の教義でも〈みことば〉でも、また科学でも、多くを知っていれ



 

ば、それだけ他より正確に奥深く真理を見ており、理解し味わう点でも優れていると信じられ、本人も

そう信じています。しかし何が本物の理知・英知であり、何が〈にせもの・まがいもの〉であるかにつ

いて、次に述べてみます。 

② 本当の理知と英知は、何が真理であり善であるか、何が偽りであり悪であるかを見て感じとり、そ

れを正しく判別できることです。それも内的直観 intuitio と内的知覚 perceptio によります。人にはみ

な内部と外部があります。内部とは人の内にある霊的なもので、外部とは外にある自然的なものです。

内部が形成されていくとともに外部と一つになり、人は見たり感じとったりします。 

 人間の内部 interiora は、天界でしか形成されません。外部 

 exteriora はこの世で形成されます。内部が天界で形成されると、天来の内部は、この世に由来する外

部に浸透していって、外部をみずからに相応しくなるよう形づくります。それは内部と外部が一つにな

るためです。これができると、人間は内部から見たり感じたりします。 

 内部を形成していくための方法として、人は神と天界を仰ぐ以外にはありません。前述のように、内

部は天界で形成されるものだからです。人が神を信じ、あらゆる真理と善は神からくると信じることこ

そ、神を仰ぐことで、ここからすべての理知と英知が生まれます。また神に導かれたいと思うことこそ、

神を信じることになります。人間の内部がひらかれるためには、それ以外の方法はありません。 

③ 以上のように信じ、その信仰にしたがって生きる人には、理知と英知の可能性と能力があります。

しかし理知ある者、英知ある者になるためには、天界についてだけでなく、この世についても、多く学

ばねばなりません。天界については、〈みことば〉からと、教会をとおして学び、この世については、科

学から学びます。人が学んで、それを生活に適用すれば、それだけ理知と英知をもつようになります。

なぜなら、自分の理性に属する内的視覚と、自分の意志に属する内的情愛が、それだけ完成されるから

です。 

 ここで言う「単純な者」とは、内部がひらかれてはいても、霊的・道徳的・社会的・自然的に、それ

ほど洗練されていない人です。かれらは、聞いたままに真理を感じとりますが、真理をありのままに見

るまでにはいたりません。ここで言う「英知ある者」とは、その内部がひらかれているだけでなく、洗

練されている人です。かれらは真理をありのままに見て、それを感じとります。以上で、ほんとうの理

知と英知は何か、はっきりしたと思います。 

 

352. 真理や善が何で、偽りや悪が何であるかを、内部から見て感じとるのでなく、ただ人が言ったか

ら、真理・善であり、偽り・悪であると信じ、しかもそれに心を固めた場合、これは偽物の理知や英知

になります。かれらは、真理を真理から見るのではなく、他人の言葉から見ているので、偽りに飛びつ

いて、これを真理と信じこみ、しかもそれが真理だと思わせるほど、心に固めることがあります。心に

固めてしまえば、真理に見えてきます。心に固められないようなものは、何もありません。 

 かれらの内部は、下に向かってひらき、心に固めた部分だけが外部になります。だからかれらが見る

光は天界の光でなく、この世の光であって、その光は自然的光明 lumen naturale と呼ばれます。この光

にあたると、偽りも真理のように光ることがあります。ましてそれを心に固めると、輝きを放つことさ

えありますが、天界の光によるわけではありません。 

 この点に関していうと、心を固めることが多い場合、その人の理知や英知は少なく、心に固めること

が少なければ、理知や英知がいっそう大きくなります。以上で、偽物の理知と英知が何か分かります。 

② ただ、これについては、幼少時、教師から聞いたことを鵜呑みにした場合はあてはまりません。成

人になり、自分の理性をつかって考え、教師の言に固執せず、真理を願い求め、その願望をもとに探求



 

をつづけて発見するとき、内部に感動が与えられます。そのような場合、人は真理のために真理によっ

て動かされ、心に固めるまえに、真理を見ています。 

③ 例をあげて説明します。霊たちがいて、動物は本性上必要な知識を全部もって生まれるのに、人間

はなぜそうではないかを話しあっていました。たしかに動物は、自分の本性の秩序の中にいるのに、人

間はそうではないからです。その結果、人間は、認識 congnitiones や科学 scientiae をとおして、そ

の秩序の中に導きいれられなくてはなりません。万一人間が、すべてに越えて神を愛し、隣人を自分の

ように愛するという、人間本来の秩序のうちに生まれてくるなら、理知と英知のうちに、生まれてくる

だけでなく、〈知りうるかぎりの、あらゆる真理を信じる信仰〉のうちに、生まれてくるはずです。 

 ここで善霊は、それをただ真理の光によって、ただちに見て感じとりました。ところが、「信仰のみ 

in sola fide」を自分の心に固め、神愛や隣人愛を脇へしりぞけた霊は、それが分かりませんでした。か

れらには、偽りで固めた光があって、それが真理の光をくもらせていました。 

 

353. 神を認めないすべての理知・英知は偽物です。神をみとめず、その代わりに自然をもってくる者

は、感覚的・肉的な面から考えています。この世でどれほど学者、知識人と思われたとしても、感覚的

であるに過ぎません。その教養は、目前に現れるこの世の現象で、記憶に蓄えたものの域を出ません。

その科学的知識は、真に理性的に考える人が、理性の形成上役立てるものと同じでも、おおよそ物質的

にしか捉
とら

えていません。 

 ここでいう科学とは、種々の実験科学のことで、物理学・天文学・化学・工学・地理学・解剖学・心

理学・哲学、それに国家社会と文学の世界での歴史・批判学・語学などです。 

② 神を否定する高位聖職者の場合、外部人間に属する感覚作用を越えて、考えを高めることはありま

せん。〈みことば〉についても、人が科学で見る目でしか見ないし、理性で照らされた思考や直観に関係

あるとは思っていません。かれらの内部は閉ざされ、内部に近接する外部も、同時に閉じているからで

す。閉じているのは、天界に背をむけ、前述のように、人間精神の内部、つまり天界を仰ぐ能力をねじ

まげているからです。それで真理とか善が何か、分からずじまいです。かれらにとって、真理と善は、

暗闇の中にあり、偽りと悪が、光の中にあります。 

③ とはいえ、感覚的人間も推論することはできます。ある者の場合、他の者より鋭く巧みです。ただ

しそれも、感覚のおかす誤りを踏まえた上で、科学的知識 scientifica を通してなされます。推論でき

ることから、自分が他の者にくらべ、理知があると信じます。推論をたきつけている情愛は、自己愛と

世間愛の火です。かれらの理知も英知も〈にせもの〉です。主はマタイによる福音書で、次のように言

っておられます、 

「かれらは見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らない」（マタイ 13・13）。また、 

「これらのことを、知恵ある者や賢い者にかくして、幼な子にあらわしてくださいました」（マタ

イ 11・25、26）と。 

 

354. わたしは、この世を去った大勢の知識人と話す機会がありました。その中には、ひじょうな名声

を博した人、文筆で学会にその名をとどろかせた人がいましたし、それほど有名ではなくても、英知を

隠しもっている人もいました。 

 心の中で神を否定していた人の場合、口先でどんな主義主張をもっていても、民事にかんする真理は

おろか、霊的なものは何も分からないほど愚か者になっていました。わたしは、かれらの精神の内部が



 

閉ざされているのを感じとり、目撃しました。それは、（霊界ではそのように視覚に現れますが）まっ黒

に見え、天界の光が射しこむ余地がなく、天界からの流入を受けいれることもできない状態でした。か

れらの内部をおおう暗黒は、科学の研究でみずから神を否定する方向を心に固めた人の場合、いっそう

奥深く、しかも広範囲にわたっていました。 

 この種の人たちは、来世ではスポンジが水を吸収するように、あらゆる偽りを楽し気に吸いこみ、落

ちてくる物体を骨製のバネがはじくように、真理という真理をみなはじきます。神を否定し、代わりに

自然を神とすることを心に固めた人は、その内部が白骨化するとも言われます。かれらの頭は、黒檀製

のように固くなり、それが鼻筋まで続きますが、それは感知力を失った印です。こうなると、かれらは

泥沼にみえる深淵に落ちこみ、そこで偽りがもちこむ幻覚に追いたてられます。 

 名誉名声を求める欲望は、かれらを焼きつくす地獄の火です。その欲念にかられ、ある者は他の者を

攻撃し、自分を神として崇めない者を、地獄の激情で拷問にかけます。そしてこれも交代で行います。

世間の教養と言われても、みなこのようになります。それは神を認めない結果、天界からの光を、心に

迎え入れないからです。 

 

355. 死後霊界に来ると、人に以上のようなことが起こります。それで一つの結論として次のように言

えます。来世では、自然的記憶にあるものや、前述した科学的知識のように、肉体的感覚に直結してい

るものは、全部凍結します。ただし、思考とか言語に役立った理性的なものだけが残ります。 

 人は、自然的な記憶を全部もったまま来世に来ます。しかし、記憶の中にあるものを、生前のように

は、本人自身が直視できないし、考えにのぼらせることなく、何もそれからとり出せない状態です。ま

して、霊的光の下で見ることはできません。なぜなら、霊的光に属するものではないからです。 それ

にたいし、人が肉体にあったとき、科学をとおして得た理性的・理知的なものは、霊界の光の下で完成

します。したがって、人の霊がこの世で、認識や科学をとおし理性的になっていれば、肉体から解かれ

た後も、それだけ理性的になります。そのとき人は霊であって、霊とは肉体の中で〈考える存在そのも

の〉だからです。 

 

356. 認識や科学によって、理知と英知を蓄えた人、それをすべて生活に役立てた人、同じく神を認め、

〈みことば〉を愛し、霊的・道徳的な生活をおくった人(前 319 節参照)、また信仰上の事柄を味わい、

それを証拠づける手段として科学を役立てた人、このような人の精神の内部は、透き通った光のように

感じられ、現れます。明るい白色か、燃える炎の色か、群青色をしていて、それもダイヤモンド、ルビ

ー、サファイヤのように透明です。それは科学によって、神の存在や神の真理を確認した程度によりま

す。 

 ほんものの理知や英知は、霊界で見るとそんなふうで、それも天界の光からきます。その光は神の真

理で、あらゆる理知と英知の源である主から発しています(前 126～133 節参照)。 

② その光の層は、色とりどりに移り変わり現れますが、その層はかれらの精神の内部です。自然界や

科学的知識に内在するものを介して、神の真理を確認することが、色の変化となって現れます。人間内

部の精神は、自然的な記憶の中にあるものを直観的に見ます。そして、その中で確認できるものを、天

来の愛の火で、精練・分離・浄化し、それが霊的概念になるようにします。 

 人は肉体をもって生きている間は、以上に気がつきません。それはこの世で、霊と自然の両方で考え

ているからです。しかも生前は、霊で考える内容には、感知力が働かず、自然で考えている部分だけを

感じとります。霊界に来ると、その反対に、人がこの世で自然的に考えたことに気づかず、霊的に考え



 

たことを感知するようになります。このように状態が変わります。 

③ ここで、認識や科学をとおして、人は霊的になっていくことが、明らかになります。なお知識も科

学も、英知にいたるための手段になります。ただし、それは信仰と生活の上で、神を認める人にだけ通

用します。このような人は、優先的に天界に迎えいれられ、中央に位置する天使たちの仲間入りをしま

す（43 節）。かれらは他の者より、すぐれた光の中にいます。かれらこそ、天界において理知ある者、

英知ある者です。かれらは、天空の輝きのようにかがやき、星のようにきらめきます。 

 単純な者もそこにいます。かれらも神を認め、〈みことば〉を愛し、霊的・道徳的な生活を送りました

が、その精神の内部は、認識や科学によって、それほど洗練されていません。人間の精神は、土のよう

に耕やされていくものです。 

 

 

第 39章 天界での金持ちと貧しい者 

 

357. 天界への迎え入れについては、様々な説があります。ある人は、貧しい者は天界に入れるけれど、

金持ちは入れないと考えます。ある人は、金持ちも貧しい者と同じように、天界に入れると考えます。

またある人は、金持ちは自分の財産をなげうって、貧しくならなくては天界に迎えられないと考えます。

それぞれに〈みことば〉から、自説を証拠だてています。このように、天界に入れるかどうかを、金持

ちや貧しい者で差別することこそ、〈みことば〉を理解していないことになります。 

 〈みことば〉の核心は霊的なもので、その文字は自然的です。したがって、霊的意味によらないで、

文字の意味だけで〈みことば〉を解釈すると、多くの誤りをおかすことになります。 

 まず、金持ちと貧しい者について、「金持ちが天界にはいるのは、らくだが針の穴をとおるほど困難で、

貧しい者は、貧しいからこそ容易である」と言っています。次の聖句を引用します。 

「貧しい者はさいわいである。・・・天国はかれらのものである」（マタイ５・３、ルカ６・20、21）

と。 

 しかし、〈みことば〉の霊的意味について少しでも知っている人は、違ったふうに考えます。天界は、

金持ちでも、貧しい者でも、信仰と愛の生活を送った者みなに、備えられていることを知っています。

〈みことば〉で「金持ち」とはだれとか、「貧しい者」とはだれかは、後節で述べます。 

 わたしは天使たちと、たびたび言葉をかわし、生活をともにした結果、富者も貧者と変わらず、容易

に天界に行けることが、はっきりしました。財産があるため天界から閉め出されたり、貧苦をしのんだ

ため天界に迎え入れられたりするわけではありません。天界には、金持ちだった人も、貧乏だった人も

います。金持ちだった人が、貧乏人だった人より、しばしば誉れも幸福も多大です。 

358. あらかじめ知っておくのもいいでしょう。策を用い悪い手段を使ったのでなければ、人は富を求

め、できるだけ財を蓄えても構いません。生きがいを、そこに置くのでなければ、飲食を楽しんでもい

いし、身分に応じて豪華な家に住むのもいいでしょう。一般人のように、いろいろな人と会話をかわし、

催し物にかよい、世俗的な話をすることも結構です。 

 悲しみ嘆く面持で、信心ぶかく、うつむき加減にあるく必要はなく、快活でうれしそうにしても、い

いわけです。情愛によるのでなければ、自分のものを貧しい人に与える必要はありません。 

 ひと口に言えば、外面的には、この世の人と同じ生活を送ってもいいのです。自分の心の中で、神に

ついてふさわしい思いをいだき、隣人には誠実で正直につきあえば、天界に入るための差し支えになり

ません。 



 

 人が情愛を感じ、考えるとき、つまり愛し信じるとき、その〈人となり〉が現れます。人が外面で行

っていることは、全部以上のものから〈いのち〉を得ています。行為することは欲することから、話す

ことは考えることから来ます。人は意志があって行動し、考えがあって話します。 

 したがって、人は行いによって裁かれ、行いによって報われると〈みことば〉にありますが、それは

行いの源であり、行いに内在する〈思い cogitatio と情愛 affectio 〉によって裁かれ報われるという意

味です。〈思いや情愛〉がなかったら、行いはありません。行いは思いや情愛の表れです。したがって、

人間の外部が何かを行っているのでなく、外部の源である内部が行っていることは明らかです。 例を

あげてみます。ただ法律をおそれ、悪評を避け、名誉や利益の喪失を警戒し、そのためまじめに行動し、

他人をあざむいたりしない人がいたとします。するとその人は、以上の恐れがないと分かると、できる

だけ人を騙
だま

すおそれがあります。この人の思いと意志は偽瞞
ぎ ま ん

的ですが、外見の行いはまじめに見えます。

本人の内心が不誠実で偽瞞的であれば、心の中は地獄です。 

 ところが、神に反し、隣人にも反するという理由で、まじめに行動し、人をだまさない者は、人をだ

ます機会があっても、それを望みさえしません。その思いと意志は、良心によるものです。本人の心の

中には天界があります。以上両者とも、外から見ると同じでも、内面ではまったく違っています。 

 

359. 人は、外面的には他の人と同じ生活をしていても構いません。富を蓄え、ご馳走を食べ、身分や

職業にあう立派な家に住み、身だしなみをととのえ、生活の楽しみや喜びを味わい、職業のためや心身

の健康維持に、世俗の仕事をやっていても構いません。ただ、内心神を認め、隣人にたいして親切にす

ることです。 

 以上からも、多くの人が考えるほど、天界に入るのは難しいことではありません。ただ難しいといえ

ば、自己愛や世間愛に支配されないよう、これに抵抗することです。これは諸悪の根源だからです。天

界に入るのは、人が思っているほど難しくないことは、主の次の〈みことば〉からも分かります。 

「わたしは柔和で心のへりくだった者であるから、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがた

の魂に休みが与えられるであろう。わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからである」

（マタイ 11・29、30）。 

 主のくびきは負いやすく、その荷は軽いと言われるのは、人が自己愛や世間愛から流れる悪に抵抗す

ればするほど、自分でなく、主に導かれるようになるためです。そのとき、主が人の中で悪に抵抗し、

これをとり除いてくださいます。 

 

360.  わたしは、死を通過した何人かの霊と話しました。かれらは生前世をすて、だいたい孤独に生きた

人たちです。世俗的なことから思いを切りはなし、きよらかな瞑想一筋に生きてきました。こうして天

界に入れると思いました。 

 ところが来世では、かれらはむしろ悲嘆
ひ た ん

居士
こ じ

で、自分と同類でない者を軽蔑し、自分が他の人より、

幸福になるに値することを行ったのに、そうでないから、当てがはずれたと思い腹をたてます。かれら

は他の人に気をくばらず、自分を天界へつなぐ愛の行いを避けます。他の人以上に天界を渇望していな

がら、いざ天使たちの所へあげられると、天使の味わう幸せを妨げる不安をまき散らし、仲間はずれに

なります。仲間はずれになってからは、この世でやってきたと同じような生活を、砂漠で行うようにな

ります。 



 

② 人はこの世を通さなければ、天界にふさわしく、自己改革をすることができません。この世は、各

自の情愛が流れをとどめ、完結するところです。この情愛は、人が大勢いる社会の中で現れ、行いに移

されるもので、それがなければ情愛は窒息し、隣人から目をそむけて、自分だけを見つめるようになり

ます。 隣人愛に生きるとは、あらゆる行いと仕事の中で、正義 justum と公正 rectum を実践すること

です。このような生活こそ、人を天界に導くもので、それが伴わない信心生活では、天界に導かれない

ことが分かります。したがって、愛の実践と、それに由来する愛の〈いのち〉は、人が仕事に従事して

いれば、それだけ増えるものですが、仕事から離れれば、それだけ失われます。 

③ いま経験からお話しします。天界には、この世で商売をやっていた人、それで富を築いた人が大勢

います。しかし地位に依存して名誉と富を得た人は、比較的少数です。その理由は、正義と公正を行い

ながら、利益や名誉職を分配することで、自分に利益や名誉が返ってくる場合、自己と世間を愛するよ

うになり、それが本人の思いと情愛を天界から離し、自己中心にさせるためです。 

 人は、自分とこの世を愛すれば愛するほど、また万事自己と世間を見つめれば見つめるほど、神から

心をそらせ、天界から遠ざかるようになります。 

 

361. 天界での富者は、他の人たちより遥かに裕福です。宮殿に住んでいる者もいます。内部を見ると、

あらゆる物が金銀の輝きを放っているようで、万事生活に役立つものが、豊富にそなわっています。 

 とはいっても、心はその物でなく、役立ち usus に注がれています。かれらは、役立ちを明るい光の

中で眺めており、金銀は、どちらかといえば、陰の中にあるように、ぼんやりしています。そのわけは、

かれらはこの世で役立ちを愛し、金銀はただ手段や用のためにしか愛しませんでした。天界ではこの役

立ちが、ひかり輝いています。そして、〈役立ちの善〉は金で、〈役立ちの真理〉は銀です。 

 この世での役立ちにしたがって、人は裕福になり、喜びと幸せがあります。〈役立ちの真理〉とは、自

分と自分の配下にある人たちに、生活上必要なものを提供することです。また祖国や隣人が裕福になる

よう望むことで、その点貧しい人より、金持ちのほうが、慈善のわざができます。 

 それはまた、人の心を怠惰な生活からひき離します。だらけた生活は、人の生来の悪から悪事を考え

るので害になります。役立ちの中に、神聖なものを宿していれば、それだけ優れた役立ちです。人が神

と天界に心を向け、その中に自分の善をおき、富はそれに仕えるに過ぎないと考えれば、それだけ優れ

た役立ちになります。 

 

362. 神を信じないで、天界や教会を心から切り捨てた金持ちの運命は逆です。かれらは地獄にいて、

うす汚く、惨めで、みすぼらしい状態です。富を目的にし愛着した結果ですが、富だけでなく、用途だ

けを目的にした結果でもあります。自堕落に生き、快楽に身をもちくずし、みさかいもなく気ままで破

廉恥なことで心をやつし、人を軽蔑して、自分をその上に置いた場合は、みなそうです。かれらの富や

役立ちには、霊的なものは何もなく、地上的であることから、汚れたものになります。 

 富とその役立ちに内在する霊的なものとは、肉体の中の霊魂のよう、湿った土壌を照らす天界の光の

ようです。これが霊魂を欠いた肉体のように、天界の光の届かない湿土のように腐敗します。かれらに

とって、富は欺きとなり、天界から心を切り離すものとなります。363. 各人とも、その死後、それぞ

れの情愛と主調愛 amor dominans は残ります。この愛が根絶されることは、永久にありません。人の

霊は、その霊がもつ愛に匹敵するからで、これも秘義に属します。 

 霊や天使の〈からだ〉は、当の霊や天使がもつ愛の外面的〈かたち〉であって、この外面的〈かた

ち〉は、心や精神にある内面的〈かたち〉に相応します。そのため霊の性格は、本人の顔・動作・言葉



 

から分かります。また人が、自分の顔・動作・言葉で仮面をかぶっていなければ、生前のこの世でも、

霊の実体が知られます。こうして、人はそのもっている情愛や主調愛を、永久に身につけているわけで

す。 

 わたしは、この世に千七百年前にいた人たちと話をする機会がありました。当時の記録から、かれら

の生涯は分かっていました。かれらがまだ、生前もっていた愛を身につけているのを知りました。 

 また気づいたことは、富への愛とか、富からくる役立ちへの愛は、各人のもとに永久に残り、この世

で準備を重ねた通りの状態だということです。違っている点は、富をよいことに役立てた人は、それが

役立ちに応じた喜びに変わり、富を悪いことに役立てた人は、汚物に変わっていることです。 

 後者の場合、この世で富を悪用して楽しんだと同様、汚物に楽しみを感じます。汚物に楽しみを感じ

るわけは、富を悪用して味わった汚れた快楽や破廉恥な行為、役立ちに用いない富への愛つまり貪欲が、

汚物に相応しているためです。これは霊的な汚物でしかありません。 

 

364. 貧しい者が天界へ行くにしても、それは貧しさのためでなく、本人が送ってきた生活のためです。

金持ちでも、貧乏でも、人間についていくのは本人の〈いのち〉です。ある人が他の人以上に、特別の

お情けを受けることはありません。善良な生活をした者は受けいれられますが、邪悪な生活をした者は、

しりぞけられます。 

 それだけでなく貧困は、贅沢と同じように、人をだまし、天界から遠ざけます。自分の運命に不満を

覚える人が大勢いて、その中には、物を多く欲しがり、財産を神の祝福と思う人がいます。それで、物

が手に入らないと腹を立て、神の摂理を悪く解釈し、よい物を所有している人を妬みます。さらに機会

があれば、人をだまし、前述の富者と同じように、汚れた快楽に生きるようになります。 

 貧しくても、自分の運命に満足する人は違います。自分の仕事に精を出し、勤勉に働き、閑よりは労

働を愛し、まじめに誠実に行動し、こうしてキリスト教的生活を送ります。 

 わたしは何回か、田舎
い な か

出身で、貧民階級出身の人とも話しました。この世で神を信じ、仕事の中で正

義と公正を踏み行った人たちです。かれらは、真理獲得への情愛をもち、愛や信仰の本体を知りたがっ

ていました。この世で信仰について聞いたことが多く、来世では愛について聞くことが多いからです。

それで、愛はすべて生活にかかわること、信仰はすべて教義にかかわることと言われました。 

 さらに次のことを教わりました。愛とは、すべての行いの中で、正義と公正を欲し行うことです。信

仰とは、正義と公正にもとづいて考えることです。信仰と愛は、思考と意志が結びついているように、

教義とそれに従った生活との結びつきであることです。また、人が正義と公正にもとづいて考え、それ

を欲し行うとき、信仰が愛に変わります。そうなると二つのものは、やがて一つになることなどです。

 かれらは、以上がよく分かり、うれしそうにしていました。そして信じることと、生活することの相

違が、前の世では、よく分かっていなかったと言いました。 

 

365. 金持ちも貧乏人も、同じように天界へ行かれることが、これで明らかになります。一方が他方よ

り容易ということはありません。貧しい人が天界に入るのが簡単で、金持ちは難しいと考えるのは、〈み

ことば〉で、富者や貧者といわれる意味が分かっていないからです。 

 霊的な意味での「富者」とは、善と真理の認識を豊かにもっている人で、教会の中で〈みことば〉に

接する人たちです。「貧しい者」とは、善と真理の認識が乏しいため、それを願い求める人で、教会の外

にいて、〈みことば〉に接しない人たちです。 



 

② 緋の衣と上衣をまとった金持ちが、地獄に投げこまれました。その金持ちとは、ユダヤ民族です。

かれらは〈みことば〉に接し、善と真理の認識を豊かにもっていたので、富者といわれます。「緋のころ

も」とは〈善の認識〉、「上衣」は〈真理の認識〉です。 

 金持ちの家の玄関先に身を横たえて、食卓からこぼれ落ちる僅かなパン屑で飢えを癒し、やがて天使

に導かれて天界へ行った「貧乏人」は、〈善と真理の認識〉がなく、それを求めた人です（ルカ 16・19

～31）。宴会に招かれ、それを断った金持ちは、やはりユダヤ民族ですが、その代わり招かれた貧乏人は、

教会外の異邦人です（ルカ 14・16～24）。 

③ 富める者とはどんな人か、主が言われます。 

「富んでいる者が神の国にはいるよりは、らくだが針の穴をとおるほうが、もっとやさしい」（マ

タイ 19・24）。 

 ここでの「富んでいる者」とは、自然的と霊的の両方の意味があります。自然的な意味での富者とは、

多くの財産を蓄え、それに心を置く人です。霊的意味では、認識と科学、つまり多くの霊的宝を蓄え、

これを使い、自分の理知を用い、天界と教会の内容に触れたいと思う人です。これは神の秩序に反しま

すから、らくだが針の穴をとおる方が、もっとやさしいとまで言われています。ここで「らくだ」とは、

一般にいう認識や科学的知識を指し、「針の穴」とは、霊的真理を意味します。 

 「らくだ」や「針の穴」にある以上のような意味は、現在知られていません。〈みことば〉の文字上の

意味が、いかなる霊的意味をもつかを教える学問が、今日まで開かれていないためです。 

 〈みことば〉には、一語一語に霊的意味と自然的意味があります。天界とこの世の間の直通のつなが

りが切れた後、天界とこの世、天使と人間を再度つなぐため、霊界と自然界の相応だけで記されたのが

〈みことば〉です。以上で、とりわけ「富者」とは、どんな意味をもつかが明らかになります。 

④ 〈みことば〉における「富者」の霊的意味は、〈真理と善の認識〉をもつ人です。「富」はその認識

を指します。つまり霊的富を指していることは、〈みことば〉の随所で明らかです。（イザヤ 10・12～14、

30・６、７、14・３、エレミヤ 17・３、48・７、50・36、37、51・13、ダニエル５・２～４、エゼキ

エル 26・７、12、27・１～終節、ゼカリヤ９・３、４、詩 45・12、ホセア 12・８、黙示３・17、18、

ルカ 14・33 他参照）。 

 「貧者」の霊的意味は、〈善と真理の認識〉がないながらも、それを求める人です。（マタイ 11・５、

ルカ６・20、21、14・21、イザヤ 14・30、29・19、41・17、18、ゼパニヤ３・12、13）。 

 以上すべての引用箇所については、『天界の秘義』（10227）の中で、霊的意味にしたがって説明して

あるので参照してください。 

 

 

第 40章 天界での結婚 

 

366. 天界は人類からなっています。それで天界の天使たちにも、男女両性があります。つまり女は男

のため、男は女のため、それぞれは相手のものになるよう造られています。また両性にとって、その愛

は生来のものです。したがって、天界にも地上と同じように結婚があることがわかります。ただし天界

の結婚は、地上の結婚とは頗
すこぶ

る違っています。天界での結婚とはどんなものか、地上の結婚とどこが違

っていて、どこが似ているか、これから述べていきます。 

 



 

367. 天界での結婚は、二人の心が一つに結ばれることです。この結びつきがどんなものか、まず説明

します。人間の心は、一つは理性、もう一つは意志といわれる二つの部分から成っています。この二つ

の部分が一体となって働くため、二つは一つの心を成していると言われます。ここで、夫は理性といわ

れる部分、妻は意志といわれる部分の役目をはたします。この結びつきは二人の心の内部で行われ、そ

れが下層にある肉体にくだると、それが愛として感じとれるようになります。 

 この愛が結婚愛 amor conjugialis です。結婚愛の起源は、二人の人間を一つの心にする〈結びつき〉

であることが、ここで分かります。天界では、これを「共住 cohabitatio」と呼びます。ここに、二つは

なく、一つです。だから天界での夫と妻は、二人であるといわず、「一位の天使 unus angelus」と言わ

れます。 

 

368. 夫と妻ふたりの心の内部に潜むこの結びつきは、創造と同時に出現したもので、創造に由来しま

す。男性は理性的なものとして生まれ、女性は意志的なものとして生まれ、意志から思考が行われます。

これは、ふたりの性向、すなわち生来の天性と、二人の〈かたち〉からも明らかです。 

 天性からとは、男性は理性から行動し、女性は情愛から行動します。〈かたち〉からとは、男性は、顔

はごつごつしてあまり美しくなく、声はふとく、身体は無骨な感じです。それにたいし、女性はすっき

りして、美しい顔立ちをし、声はやさしく、身体はしなやかです。 

 同じような相違が、理性と意志のあいだに、つまり思考と情愛のあいだにもあります。真理と善のあ

いだの相違も、信仰と愛のあいだの相違も同じです。なぜなら、真理や信仰は理性にかかわり、善や愛

は意志にかかわりがあるからです。 

 〈みことば〉における「成人」や「壮年」の霊的意味は、真理を対象とする理性を指し、「処女」や

「婦人」は、善への情愛を指します。また教会は、〈善と真理の情愛〉により、「婦人」「処女」と言われ

ます。それと同様に、〈善への情愛〉の中にある者は、すべて「処女」です（黙示 14・４参照）。369. 

男性も女性も、それぞれ理性と意志を備えています。ただし男性の場合は、理性が主役になり、女性の

場合は、意志が主役になります。そして人間の性格は、主役によってきまります。ところが、天界での

結婚には、主役はありません。妻の意志は夫のもの、夫の理性は妻のものだからです。一方は他方と同

じことを意志したり思考したりすること、しかもそれを交代にするのを好みます。そこで二人は一つに

結ばれます。 

 この結びつきは具体的です。妻の意志は夫の理性のうちに入り、夫の理性は妻の意志のうちに入りま

す。これはとりわけ、かれらが顔と顔を相見るとき起こります。何度も前述したように、天界で行われ

る思考と情愛の交流は、配偶者同士が互いを愛しているからこそ、当然いちじるしいわけです。これで、

結婚したあと、天界で結婚愛を生みだす二人の心の結びつきが、どんなものか分かります。一方は自分

のものが相手のものになること、また相手も同じように、他方にたいし、自分がそうなるよう願ってい

ます。 

 

370. わたしは配偶者どうしが、以上のように結ばれれば、それだけ二人は結婚愛の中にいると、天使

から聞きました。そのわけは、あらゆる理知・英知・幸福の源である〈神の真理〉と〈神の善〉は、主

として結婚愛の中に流れるためです。結婚愛は〈真理と善の結婚〉でもあるから、神の流入を受ける場 

planum そのものであるとのことです。つまり理性と意志が結びつくように、真理と善は結びつきます。

それは、理性は〈神の真理〉を受け、真理によって形づくられ、意志は〈神の善〉を受け、善によって

形づくられるからです。 



 

 事実、善とは人が意志するもの、真理とは人が理解するものです。したがって、〈理性と意志の結びつ

き〉といっても、〈真理と善の結びつき〉といっても、同じです。 

 〈真理と善の結びつき〉が天使をつくり、天使にとっての理知・英知・幸福をつくります。天使は、

そのもつ善が真理と合体し、またそのもつ真理が善と合体するとき、天使になります。同様に、そのも

つ愛が信仰と一致し、そのもつ信仰が愛と一致するとき、天使になります。 

 

371. 主から発する神性は、主として結婚愛の中に流れいります。そのわけは、〈善と真理の結びつき〉

から下ってくるものこそ、結婚愛だからです。前述したように、〈理性と意志の結びつき〉といっても、

〈善と真理の結びつき〉といっても同じですが、〈善と真理の結びつき〉の源は、天界と地上の万物にた

いし、主にある神の愛です。この〈神の愛〉から〈神の善〉が発し、〈神の善〉は、〈神の真理〉の中で、

天使と人間によって受けとめられます。 

 真理は善の器にすぎません。だから真理のうちにいない者は、主や天界から何も受けられません。そ

れで人間の中で、真理と善が結びついていればいるほど、本人は、主および天界と結びついています。

ここに結婚の起源があるのが、今明らかです。つまり結婚愛こそ、神の流入の場そのものです。 

 以上から、善と真理の結合が、天上の結婚と呼ばれる理由が明らかです。天界は、〈みことば〉で結婚

に例えられたり、結婚と言われたりします。主は花婿・夫です。天界・教会ともに、花嫁・妻です。372.

 善と真理は、天使や人間のもとで結ばれています。この際、善は〈真理の善〉であり、真理は〈善の

真理〉です。そのため善と真理は二つでなく一つです。この結びつきは、人が欲することを考え、考え

ることを欲する様子からも分かります。人の考えと意志は一つになり、一つの心を成しています。人の

考えとは、意志が欲して形づくり、形に表されたものです。意志はそれによろこびを感じます。だから

天界では、二人の配偶者は二人でなく、一位の天使と言われます。次の主の〈みことば〉の意味もそれ

です。 

「あなたがたはまだ読んだことがないのか。『創造者は初めから、人を男と女とに造られ、そして

言われた、それゆえに、人は父母をはなれ、その妻と結ばれ、ふたりの者は一体となるべきであ

る』。かれらはもはや、ふたりでなく一体である。だから、神が合わせられたものを、人は離して

はならない。・・・その言葉を受けいれることができるのは、すべての人ではなく、ただそれを授

けられている人々だけである」（マタイ 19・４～６、11、マルコ 10・６～９、創世２・24）。 

 ここに、天界からみた結婚が描かれます。天使たちは、このような結婚をしています。またこれは、

〈善と真理の結婚〉でもあります。「神が合わせられたものを、人は離してはならない」とは、善が真理

から切り離されてはならないことを意味しています。 

 

373. 真の結婚愛はどこからくるか、以上で分かると思います。それはまず、結婚しているふたりの心

に形成されます。それが肉体の中に入り、くだっていきます。そこで愛として感じとられます。肉体の

中で感じとられるものは、すべて霊的なものに起源をもちます。それは理性と意志からきています。理

性と意志こそ、人間を霊的にするものです。人の霊的部分が肉体の中に下ると、様子が違ってくるとは

いえ、霊魂と肉体の関係は、原因と結果の関係として、たがいに似ていて一心同体です。これは「相応」

のところで、二章にわたって述べてあり、明らかです。 

 

374. 真の結婚愛とその天的よろこびを、次のように描いている天使がいて、わたしはそれを耳にしま

した。 



 

 「天界における主の神性は、〈神の善〉と〈神の真理〉で、この二つは、二つでなく、一つに合体して

います。天界での配偶者とは、その愛です。つまり各自は精神においても肉体においても、〈それなりの

善 suum bonum〉と、〈それなりの真理 suum verum〉で、肉体は精神に似た姿に形づくられますか

ら、肉体は精神の似姿 effigies です」と。天使は、そこから結論として、 

 「神は、ほんとうの結婚愛をもつ二人の中に、ご自身のイメージを植えつけられます。全天界は、主

から発する〈神の善〉と〈神の真理〉ですから、天界は神のイメージをもっています。だから天界にあ

るすべてのものには、その愛が刻印されていて、数え切れない幸福とよろこびに満たされています」と。 

 天使は、億にのぼる数字をふくむ単語で、そのよろこびの数を示しました。教会は地上における主の

天界であり、天界は、〈善と真理の結婚〉です。天使は、教会に属する人が何も知らないのに、驚いてい

ました。その天使は言いました、 「考えただけでも驚いてしまいます。教会のなかで、他の所以上に、

姦淫をおかす者、それを是認する者がいることです。姦淫からくる快楽そのものは、霊的意味だけでな

く、霊界でも、〈悪につながる偽り〉の愛の楽しみでしかありません。しかもその快楽は、地獄の快楽で、

善に結びつく〈真理への愛〉からくる喜び、つまり天界のよろこびに、真っ向から対立しています」と。 

 

375. 互いに愛する配偶者同士は、心の中で一つです。また結婚の本質は、精神と心の一体化です。こ

れはだれもが知っています。したがって、どんな精神や心をもつかにより、一致の程度も、相互愛の度

合も決ります。 

 人の心は、真理と善によってだけ、独自の形成がなされます。宇宙万物は、善と真理および両者の結

びつきに関係があるからです。だからこそ、二人の心の一体化も、その心を形づくる真理と善の性格に

よって決まり、純粋な真理と善によって形づくられている二人の心が一致するときこそ、その一致は、

もっとも完璧だと言えます。 

 真理と善ほど、互いに愛しあうものは、他にないことを知らなくてはなりません。だからこそ、その

愛から結婚愛が下ります。偽りと悪もまた、たがいに愛しあいますが、その愛はいずれ地獄にむかいま

す。 

 

376. 結婚愛の起源について、今まで述べたことから、どんな人が結婚愛のうちにおり、どんな人がい

ないかが、結論として分かります。神の愛のうちにあって、神の真理に導かれている人は、結婚愛のう

ちにいます。結婚愛は、真理が善に結びつき、それがまじりけのないものであれば、それだけ本物です。

真理に結びついている善という善は、すべて主からくるものですから、主の神性を認めなくては、だれ

も真の結婚愛のうちにいることはできません。したがって、以上を認めない場合、主が流入をお与えに

なることはないし、人が真理に結びつくこともありません。 

 

377. 偽りの中にいる者、とくに悪からくる偽りの中にいる者は、結婚愛のうちにはいないことが以上

で明らかです。悪のうちにいる者、またその結果、偽りのうちにいる場合も、その心の内部は閉ざされ

たままです。したがってそこには、結婚愛のもとになるものはありません。むしろその下層にあって、

内部から分離した外的・自然的人間のうちに、「地獄の結婚」といわれる結びつき、つまり〈偽りと悪と

の結びつき〉があります。 

 〈悪の偽り〉のうちにいる者らの間での結婚、いわゆる「地獄の結婚」が、どんなものか見ることが

できました。かれらは互いにおしゃべりをし、気ままに結ばれていますが、内心は相手にたいし、殺気

だった憎しみに燃え、とうてい口で言い表すことはできません。 



 

 

378. 結婚愛は、違った宗教をもつ者同士にはありません。一方の真理は他方の善とうまく和合せず、

相違点と不調和のために、ふたりの心が一つにならないためです。したがって、かれらの愛の起源は、

霊的なものではありません。いっしょに生活し和合しているとすれば、それはただ自然的な理由からだ

けです。 

 このように天界では、同じ社会にいる者同士が結婚して連れ添いますが、それは同じような善と真理

のうちにいるからです。かれらは、自分の社会の外にいる者とは結婚しません。同一の社会にいる者は

みな、同じような善と真理のうちにいて、ほかの社会の者とは違います。それについては、前（41 節以

降）を参照してください。 

 以上はイスラエル民族によって、表象的にあらわされました。かれらは種族のあいだや、とりわけ家

族のあいだで結婚し、外部の者を入れませんでした。 

 

379. 一人の夫と、複数の妻とのあいだでは、真の結婚愛は成立しません。二人で一つの心を形成する

結婚の霊的起源を無視し、結婚愛の本質からくる〈善と真理との内的結合〉をくずすからです。一対一

でなく、複数の配偶者との結婚は、一つの理性が、多くの意志に分散するようなものです。またある人

が、一定の教会にではなく、多数の教会に籍を置くようなものです。それによって、本人の信仰は分散

して消えていくでしょう。天使たちは言っていました、 

 「多くの妻をめとることは、神の秩序にまっ向から対立することです。それには多くの理由がありま

す。たとえば、一人が何人かの相手と結婚するなど考えた途端、内的至福と天上の幸福は去り、悪酔い

した者のようになります。本人にある真理と善が切り離されます。 

 また本人が心中、ある意図で、そんな結婚状態に入ろうと考えるだけで、はっきり感知されますが、

一人以上と結婚することは、本人の内部を閉ざし、結婚愛のかわりに、天界に背をむけた気まぐれな愛

に、身をゆだねることになります」と。 

② また、次のように言いました。 

 「以上について、人はほとんど何も分かっていません。それは、真の結婚愛にいる人が少ないからで

あり、同時に、その中にいなければ、結婚愛の中の内的よろこびが全然分からないためです。知ってい

るのは、気まぐれな楽しさで、それも暫くいっしょに生活したあと、すぐ不愉快なものに変わります。

真の結婚愛のよろこびは、この世の人生の晩年にいたるまで続くだけでなく、死後は天界のよろこびに

満たされ、その喜びは永久に完成にむかいます」と。また、天使たちは言いました。 

 「ほんとうの結婚愛からくる幸福は、やがて何千倍にも増えます。ただし、主に由来する〈善と真理

の結婚〉を心に宿していなければ、その一片さえ分からないし、理性で捕らえることもできません」と。 

 

380. 一方が他方を支配しようとする支配欲 amor dominii は、結婚愛もその天上のよろこびも、消し去

ります。前述したように、結婚愛とそのよろこびは、互いに交代して、一方の意志が他方の意志になる

ところにあるからです。結婚での支配欲は、この関係を壊します。 

 支配欲は、自分の意志だけを相手の中に貫こうとすることで、逆に相手の意志を、自分に受けいれる

気持はぜんぜんありません。したがって、相互補足的ではなく、一方の愛やよろこびを、他方と交歓す

ることもありません。実は、その交流と結びつきこそ、内的なよろこびで、これを「結婚の至福」とい

います。 

 支配欲は、このような至福と、愛のもつ天上的・霊的なもの全部を含め、本体が分からなくなるほど、



 

完全に消し去ります。至福について僅かでも触れる者を、せせら笑ったり、怒ったりして卑しめます。

② 一方が欲し愛することを、他方もまた欲し愛するとき、両者とも自由です。自由は愛からくるもの

です。それにたいし、支配欲のあるところには自由はありません。一方は奴隷であり、支配する側も、

支配欲に支配された奴隷です。しかしこれも、天上の自由が何か知らなければ、全然分からないと思い

ます。 

 結婚愛の起源や本質は、前述したとおり明らかですが、支配欲が入ると、二人の心は結びつかず、離

れていきます。支配欲は、相手を屈服させようとします。屈服した方の心には、意志がないか、反抗し

ているかのどちらかです。意志がないなら愛はなく、意志が反抗していれば、愛に代って憎しみが生じ

ます。 

③ 以上のような状態で結婚生活を送る場合、二人の内部は、外面的には平穏を保つため、抑えしずめ

ても、相対立するもの同士がいつもそうであるように、たがいにぶつかり、いがみ合います。その内部

の衝突と争いは、死後はっきり現れます。度々いっしょにいても、かたき同士のように言いあらそい、

互いにかみつきます。自分たちの内部の状態にしたがった行動です。 

 このような二人の言い争いといがみ合いを、わたしは何度か見ましたが、かれらの内部は、復讐心と

残酷な思いでいっぱいです。来世では、人はみなその内部が自由になります。この世でよくある理由で、

外側から強制されることはもうありません。だれもが自分の内部の性格を、そのまま外に出します。 

 

381. ある人の場合、結婚愛らしきものがあっても、〈善と真理への愛〉がないなら、結婚愛もありませ

ん。さまざまな理由で、結婚愛のように見えることもあります。たとえば、家に仕えるため、無事に暮

らせるため、平穏を保つため、閑がもてるため、病気や老化のとき面倒をみてもらえるため、愛する子

供たちを世話するためなどです。ある人の場合、配偶者への恐れ、名声を失う心配、種々の不幸への恐

怖心に強いられ、他の人の場合は、気ままな道楽気分でそうします。 

 結婚愛は、配偶者同士でも違います。一方にその愛が多少あっても、他方にはほとんどないことがあ

ります。このように違ってくると、一方は天界へ、他方は地獄へ行くこともあります。 

 

382(1). 内奥の天界には、真の結婚愛が存在しています。天使たちはそこで、〈善と真理の結婚〉の中

にいるだけでなく、純真無垢を宿しています。下位の天使たちにも結婚愛がありますが、それも純真無

垢の度合によります。結婚愛は、それ自身として見た場合、純真無垢の状態に他なりません。 

 だからこそ、結婚愛の中にいる配偶者には、天界のよろこびが漂
ただよ

います。このような配偶者には、そ

の心に幼児の間にあるような、汚れのない遊びらしきものがありますが、それは二人の心をうれしい気

持にさせないものは何もないからです。天界ではそのよろこびが、かれらの生活のすみずみにまで浸透

しています。 

 したがって天界では、結婚愛は何よりも美しい姿で表されます。わたしは、明るく輝く雲をまとい、

えも言えぬ美しい処女の姿で現れたのを見ました。結婚愛から、天界の天使に備わる美という美が生ま

れると聞きました。結婚愛からでる情愛と思いは、ダイヤモンドのオーラのようです。それが紅玉とル

ビーできらめいていて、心の内部を感動させる喜びでいっぱいでした。 

 一言でいうと、天使にとって、天界とは〈善と真理の結びつき〉で、この結びつきが結婚愛を成して

います。したがって結婚愛こそ、天界の現れです。 

 



 

382(2). 天界の結婚が地上の結婚と違うところは、地上の結婚の目的の一つに、子孫をつくることがあ

るのにたいし、天界ではそれがありません。天界では出産のかわりに、〈善と真理〉の生産があります。

出産の代わりに、そのような生産があるわけは、かれらのあいだでの結婚は、前述のように、善と真理

とのあいだの結婚で、その結婚では、万事にこえて、善と真理、および両者の結びつきが愛されている

からです。したがって、天界での結婚から産みだされるものは、善と真理、および両者の結びつきです。 

 したがって〈みことば〉で「誕生」または「産出 generationes」というと、善とか真理のような霊

的なものの産出を意味し、「母と父」とは、産む主体となる〈善に結びついた真理〉を指し、「息子と娘」

とは、〈産みだされた真理と善〉、「婿と嫁」とは、その結びつきを示します。 

 以上で、天界の結婚が、地上の結婚と同じではないことがわかります。天界では、霊的な嫁入り nupt

iae はありますが、これは嫁入りというより、〈善と真理の結婚〉から生じる心の結びつきです。それ

にたいして、地上では嫁入りがあり、霊だけでなく、肉が結ばれます。天界には嫁入りがないことから、

結ばれた二人は、「夫婦 maritus et uxor」とは呼ばれません。二つの心を一つに結びつけるという天使

的な考えから、配偶者双方について「わたしの相手 suus mutuus」という意味の言葉で呼びあいます。

ここから、嫁入りについての主の〈みことば〉をどのように理解すればよいかが、分かります（ルカ 2

0・35、36）。 

 

383. 天界で結婚が、どんなふうにまとめられるか、それを目撃できました。天界はどこでも、同類は

いっしょになり、異類は分かれます（前 41、43、44 節以降参照）。ですから天界の各社会は、同類の者

から成っています。同類が集まるのは、自分でするのでなく、主がなさいます。 

 たがいの心が一つに結ばれうる場合、二人は同時に相手にたいし、配偶として近づきます。かれらは、

ひと目で相手を心から愛し、配偶者同士であることが分かり、結婚します。つまり天界の結婚は、すべ

て主おひとりによって、とりはからわれます。大勢が集まり祝宴が開かれます。ただしこの種のお祭り

は、社会によって違います。 

 

384. 地上における結婚は、人類の苗床です。（天界が人類からなっている事実は、前述しました）。そ

れと同時に、結婚の起源は霊的で、〈善と真理の結婚〉です。とりわけ愛の中に、主の神性の流入があり

ますから、結婚は天界の天使たちの前でも、この上なく神聖です。 

 それにたいし姦淫は、結婚愛に反するため、天使たちからは、涜聖的とみなされます。天使にとって、

結婚が天界そのものである〈善と真理の結婚〉なのにたいし、姦淫は地獄そのものである〈偽りと悪と

の結婚〉です。そのため、姦淫をおかして楽しんでいる者には、天界は閉じられます。天界が閉じられ

ると、神も教会の信仰も認めなくなります。 

 わたしは、地獄の者がみな結婚愛に反しているのを、そこから発散する霊気 sphaera で、感じとる

ことができました。それは結婚のきずなを解消し、結婚を踏みにじる不断の努力 conatus のようでし

た。ここではっきりしたことは、地獄で勢力をもつ快楽は、姦淫の快楽であり、また天界をつくる〈善

と真理との結びつき〉を消滅させようとする快楽です。姦淫の快楽は、天上のよろこびである結婚の歓

喜に、全く反する地獄の快楽です。 

 

385. 生前身につけた習慣で、わたしを巧みに悩まし続けた霊がいました。かれらは、正直な心をもつ

霊がよくそうであるように、波立つようなか弱い流入を帯びていました。しかしそのうちに、人を虜
とりこ

に



 

し、だまし打ちにする狡賢
ずるがしこ

さと、策略があるのが分かりました。 

 やがてわたしは、その中の一人で、生前は軍の指揮官だったという霊と話しました。かれの考えの中

に、淫
みだ

らなものがあるのを感じ、わたしはかれと、結婚について霊的な言葉をつかい話しました。その

言葉は各様の表象をともない、時には一度に多くの豊かな内容を表わすものでした。かれは肉体に生き

ていたとき、姦淫を悪いことと思っていませんでした。わたしは、次のように言いました。 

 「姦淫は、それに馴染
な じ

む人には、人を落とし入れる楽しさや、それからくる誘いで、悪いことではな

く、許されることと思われるかも知れませんが、実は、極悪非道です。結婚は、ご存知のように、人類

の苗床であるだけでなく、天のみ国の苗床でもあります。だから、これは犯してはならない神聖なもの

です。また忘れてならないのは、結婚愛は、天界を通って、主から下るもので、親であれば、その結婚

愛から互いへの愛が生じ、それが天界の土台になっていることを、来世で感知できます。 

 姦淫をおかす者は、天上の社会に近づくや、自分に悪臭を感じて、地獄のほうに身を投げます。少な

くとも、結婚を汚すことは、神の法に反すること、すべての国家の法律にも反すること、理性の純粋な

光にも反することが分かります。それは、神と人との秩序にも逆らうことです」と。その他多くのこと

を話しました。 

 かれは、肉体をもって生きていたとき、そんなことは考えてもみなかった、と応えました。以上が本

当かどうか、理屈で確かめたがっていましたが、かれには次のように言われました。 

 「真理は、詭弁論理を許しません。詭弁的理屈では、快楽を伴えば、邪悪で偽りであっても、正当化

してしまいます。まず真実のこととして、通常言われていることを考えねばなりません。世の中では周

知ですが、他の人が自分にしてもらいたくないことを、他の人にしてはならない原則からも分かります。

もしある人が、（結婚の当初はみな愛妻家には違いありませんが）、愛しているあなたの妻を、あれこれ

と騙し、激した調子で勝ち誇り、それを口にしたら、あなたも姦淫を憎むのではないでしょうか。その

ときあなたが一介の男なら、姦淫をのろって、地獄に投げこんでやりたいと、心に誓うでしょう」と。 

 

386. 結婚愛のよろこびが、天界にむかう反面、姦淫の快楽は、地獄にむかいます。その様子を、わた

しは見せられました。結婚愛のよろこびは、天界にむかっています。至福と幸福感がますます増加して、

筆舌を越えた無数のよろこびになります。それが内に深まれば、それだけ種類も増え、口では言い表せ

ないものになります。それは、内奥天界のよろこび、純真無垢の天界のよろこびになり、しかも最高の

自由を通してなされます。自由はすべて愛からくるもので、最大の自由は、天上の愛そのものである結

婚愛からきます。 

 それにたいし、姦淫は地獄へむかい進んでいきます。次第に下へむかって沈み、不潔と恐怖以外の何

ものでもない所へ落ちこみます。この世での姦淫者を待っている死後の運命は、このようです。姦淫者

とは、姦淫に楽しみをおぼえ、結婚によろこびを感じない人です。 

 

 

第 41章 天界における天使たちの職務 

 

387. 天界でする仕事は、数えきれないほど多く、詳しくは述べられません。それでごく一般的に、触



 

れておこうと思います。実際、職務は無数で、各社会のもつ役割に応じ各種各様で、社会はそれぞれ、

独特の仕事をはたします。社会が多様に区分されているのは、その善によります（前 41 節参照）。それ

は役立ちによる区分でもあります。天界では、それぞれの善は、よい行いを表わし、つまりは役立ち us

us を表わします。天界では、みな役立つ仕事をします。主のみ国は役立ちのみ国です。 

 

388. 天界では、地上と同じく、数多くの管理機構があります。教会管理があり、民事管理があり、家

庭管理があります。教会管理については、「神礼拝」について前述したので明らかです(221～227 節)。

民事管理については、「天界の統治組織」のところで述べました(213～220 節)。家庭管理については、

「天使たちの住まいと家」(183～190 節)と､｢天界での結婚｣(366～386 節)について述べたとおり明らか

です。以上を見ても、それぞれの天界社会の内部にある職務が、多岐にわたっているのが分かります。 

 

389. 天界では、万事が神の秩序によって定められ、どこでも天使たちによる管理機構を通し、秩序が

保たれます。共同の善や役立ちに関することは、高い英知の天使にまかされ、個別的なことがらは、低

い英知の天使にまかされ、その他はこれに準じます。これは神の秩序のもと役立ちに序列があるように、

一定の序列で組織されています。それぞれが果たす職務には、役立ちにふさわしい品位 dignitas がそな

わっています。 

 ただし天使は、その品位を自分のものにせず、すべてを役立ちに供します。役立ちとは、自分なりに

提供できる善のことで、すべての善は主からくるため、すべてを主に帰します。それで自分の名誉を役

立ちより優先的に考える者、自分より役立ちを優先的に考えない者は、天界でそれなりの仕事は任せら

れません。主に背をむけ、自分を第一に、役立ちを第二にするからです。役立ちとは、主を示します。

前述のように、役立ちは善で、善は主からくるものだからです。 

 

390. ここで、天界の組織系列がどうなっているか分かります。だれでも役立ちを愛し、高く評価し、

それに誉れを置くと同じように、その役立ちを果たす人を愛し、高く評価し、誉れを置きます。そして

人が役立ちを、自分にでなく主のおかげと思えば、それだけ愛され、高く評価され、誉れを受けます。

その人は、それだけ英知を宿し、自分のできる役立ちを、善からひき出していることになります。 

 霊的な愛・評価・誉れは、本人の中にある役立ちへの愛・評価・誉れに他なりません。ただし人の誉

れは役立ちからくるもので、役立ちの誉れが、人からくるのではありません。霊的真理から人を見る場

合は、そのように見えます。高い地位の人でも、低い地位の人でも、同じ人間として見えますが、英知

の面だけで違います。英知とは、役立ちを愛することです。つまり、市町村の善、社会の善、祖国の善、

教会の善を愛することです。 

 ここにもまた、主への愛があります。すべての善は役立ちの善として、主からくるものだからです。

また隣人への愛もそうです。なぜなら隣人とは、市町村、社会、国家、教会の中で、愛されなくてはな

らない善であり、そこにいる人々に役立つべき善です。 

 

391. 天界の全社会は、善によって区分されていることは、役立ちによって区分されていることでもあ

ります（前 41 節以降参照）。そして善は、行いの善であり、仁愛の善、つまりは役立ちです。幼児の世

話を仕事にする社会、成長期の子の教育指導を専門にする社会、この世の教育ですぐれた天性をもって

天界に来た少年少女を、同じく教育指導する社会、キリスト教界からきた単純善良な人たちを教え、天

界への道を準備させる社会、同じく多様な異邦民族を対象とする社会、最近この世からきた新参の霊を、



 

悪霊の出没から守る社会、未開の地にいる人を守る社会、地獄にいる者につきそって、定められた限度

をこえて苦しめ合うことがないよう規制する社会、死からよみがえったばかりの人につきそう仕事をす

る社会など、さまざまです。 

 おおまかに言って、ある社会から人間のもとに遣わされる天使は、かれらを保護し、悪い情愛や思い

から引き離し、人が自由に受けいれる限りよい情愛を鼓舞し、できるかぎり悪念を取り除いて、人のわ

ざと行いを導くよう努めます。天使が人間につきそっているときは、人間の情愛の中に宿っているよう

なものです。人が〈真理からくる善〉の中にいるかぎり近くにおり、それから離れれば、遠ざかります。 

 ただし、天使がはたす職務は、すべて天使を介してなさる主の職務です。天使は自分からでなく、主

からその職務を果たします。したがって〈みことば〉の内的意味で、「天使」とは、天使自身を指すので

なく、主を指します。それで〈みことば〉では、天使たちのことを 「神々 dii」と言います。 

 

392. 以上の職務は、天使たちにとっての共通的職務分類ですが、一人ひとりの天使に任せられる職務

もあります。共通の役立ちにも、それぞれ中間的なもの、管理上のもの、従属的なものなど、無数の役

立ちがあります。どんな役立ちでも、神の秩序にしたがい、それぞれが縦横に組織化され、全体として、

共同善 bonum commune ともいう共通目標にたいし、役立ちを提供し、完成していきます。 

 

393. この世で、名誉や利得のためでなく、自分と他の人の生活に役立てるために、〈みことば〉を愛し、

〈みことば〉の中にある真理を熱心に探究した人は、天界で教会の仕事をします。かれらは、役立ちへ

の愛と願望の大小に応じ、天界で英知の光をうけ、照らされます。かれらは、天界でも〈みことば〉か

ら英知を汲みとり、この世におけるように自然的でなく、霊的です（前 259 節参照）。かれらは説教の

仕事を行い、英知の面でも他の天使より照らしが多く、神の秩序にしたがって、より高い所にいます。 

②この世で、自分以上に祖国や共同善を愛し、正義と公正とを愛してそれを行った人には、民事の職務

が任されます。かれらは〈愛する心の願い〉から、法の正義を探し求め、理知を身につけ、その程度に

応じ、天界での管理職をする能力をもつようになります。仕事は、かれらの理知に応じた段階と部署が

あります。その理知はまた、共同善のために役立ちたいと願う愛に比例しています。 

③ 天界では、その他にも、数え切れないほど多種多様な仕事・管理・業務があり、それにくらべると、

この世の場合はわずかです。ただし、これほど多くの職種に分かれていても、みな役立ちを愛する心か

ら、自分の務めと労働をよろこんでやります。自己愛や利得でやっている者はいません。生計のために

やっている者もいません。それは生活上の必要なものは、ぜんぶ無償で与えられているからです。みな

無償で住居が与えられ、無償で衣服をいただき、無償で食事が供されます。 ここで役立ちよりも、自

己や世間を愛した者は、天界での住居権がないことが分かってきます。各人が宿す愛や情愛は、この世

の生涯を終えた後まで残り、永久に取り除くことはできません（前 363 節参照）｡ 

 

394. 天界では、みな相応 correspondentia にもとづいて仕事をします。相応とは、仕事自身との相

応ではなく、それぞれの仕事にそなわる役立ちとの相応で（前 112 節参照）、しかも、あらゆるものに

相応があります（106 節）。 

 天界では、この世にいたときの本人の〈いのち〉の状態により、自分の役立ちに相応する職務と仕事

が与えられます。というのも、霊的なものと自然的なものは、相応で行動を一つにしているからです。

ただ違っているのは、内部にある霊の〈いのち〉は、天上の至福を、ずっと受けいれやすくなっており、

より深い内的なよろこびに満たされます。 



 

 

 

第 42章 天上のよろこびと幸福 

 

395. 天界がどんなところで、天上のよろこびがどんなふうか、知っている人は、現在ほとんどいませ

ん。それについて考えたことがあっても、概念が平凡・粗雑すぎて、実体がほとんど掴
つか

めていません。

わたしは、この世から来世にくる霊が、天界と天上のよろこびについて知っていることを聞き、それを

痛感しました。かれらは生前に戻り、自分で考えると、同じような考え方をします。 

 天上のよろこびの実体を知らないのは、それについて考えるとき、自然の人間が感じる外的よろこび

から判断をくだし、内面の霊的人間がどんなものか、その喜びと至福がどんなものか、知らないためで

す。そのため、霊的で内的なよろこびを感じる人から、天上のよろこびについて聞いても、理解できま

せん。未知の概念にぶつかって、自然の人間として受け付けられないため、感じとることもありません。 

 外面の自然的な人間であるのをやめれば、内面の霊的な人間になれることは、だれでも知っています。

だから、天上のよろこびは内的・霊的なよろこびで、外的・自然的よろこびではないのを知っているは

ずです。内的・霊的なものは、ずっと純粋で洗練されており、霊魂や霊に属する人間の内部を動かして

います。 

 以上から、人の霊が感じるよろこびこそ、その人のよろこびであること、それにたいし、肉の喜びと

言われる快楽は、天上のものではないこと、人が死んで肉体を去ると、霊のうちにあって、霊として生

きることなどが、結論として言えます。 

 

396. よろこびは、すべて愛からきます。人は、愛するものに喜びを感じます。それ以外のものに、よ

ろこびを感じません。だから愛の性格が、よろこびの性格を決めます。 

 肉体のよろこびは、すべて自己愛と世間愛から流れ入り、情欲と享楽がそこにあります。それにたい

し、霊魂と霊のよろこびは、すべて〈主への愛〉と〈隣人への愛〉から流れ入ります。それは〈善と真

理への情愛〉および内からの幸せになります。 

 このような愛とよろこびは、主に由来し、天界から内部の道を通ってくだります。すなわち、上から

人間の内部に感動を与えます。ところが前者の場合、その愛とよろこびは、肉に由来し、この世から外

部の道を通ってきます。つまり下から、人間の外部に影響をおよぼします。 

 したがって、〈神への愛〉と〈隣人への愛〉の二つの愛を受けいれ、それが心に刻みつけば、それだけ

霊魂また霊である内部はひらかれ、この世から目を離し、天界を見あげるようになります。それにたい

し、自己愛と世間愛という二つの愛を受けいれ、それが心に刻みつけば、それだけ肉体または肉である

外部がひらかれて、天界から目を離し、この世を見るようになります。 

 愛があふれ、受けいれられるとき、それが内面の天界的よろこびであっても、外面のこの世的よろこ

びであっても、それなりのよろこびが溢
あふ

れます。なぜなら、前述のように、あらゆるよろこびは、愛か

らくるものだからです。 

 

397. 天界が天界であるのは、よろこびが溢れているからです。天界とは、そのものとしてみれば、〈至

福のうれしさ〉以外の何ものでもありません。それは、主ご自身の〈神の愛〉から、〈神の善〉が発出す



 

るとともに、それがあまねく個々に行き渡り、各自のもとで天界をつくるからです。〈神の愛〉とは、す

べての者が内部から完全に救われ、幸福になることへの願いです。だから天界といっても、天上のよろ

こびといっても、同じです。 

 

398. 天上のよろこびは、筆舌を越えるだけでなく、その数も無数です。肉体や肉の喜びしか知らない

人は、そのうちの一つさえ分からないし、信じられないでしょう。それは前述のように、本人の内部が

天界から目をそらせ、背後にあるこの世を眺めているためです。 

 肉体や肉の喜び、すなわち自己愛や世間愛しかない場合、名誉や利得、肉体的・感覚的快楽以外に、

喜びを感じるものは何もありません。これらは、天界からくる内的よろこびを消しさり、窒息させます

から、その存在すら信じられません。かれらは、名誉や利得と関係のないよろこびと聞かされて、驚い

てしまいます。 

 それだけでなく、天界のよろこびは、この世のものと違い、ますます増え、数え切れないものになる

こと、名誉や利得からくる肉体や肉の楽しみとは、比べものにならないと言われて、仰天します。天界

のよろこびが何か分からないのも当然です。 

 

399. 天界にいる者は、みな自分のよろこびと幸福を、他の人に分け与えるのを喜びとしています。こ

れだけでも、天界のよろこびがどんなに大きいか分かります。天界では、みながそうで、そのよろこび

が無限の広がりをもっています。 

 前述のように(268 節)、天界では、全体が各天使と、各天使が全体と交流をもっています。この交流

の源は、前にも触れたように、〈主への愛〉と〈隣人への愛〉という、天界にある二種の愛です。自分の

よろこびを伝えたいとするのは、この愛です。〈主の愛〉とは、みなの幸福を願うことで、自分がもって

いるものは全部、他の人全員と分かちあいたいと思う愛です。 

 この愛は、主を愛する一人ひとりの天使のうちに宿っています。それは、かれらの中に主が宿ってお

られるからです。天使たちの間には、自分のよろこびを、互いに分かちあう交流が、ここから生まれま

す。〈隣人への愛〉についても、同じで、これについては、いずれ明らかにするつもりです。 

 以上で、〈神への愛〉と〈隣人への愛〉が、自分のよろこびを分かちあう交流であることが、はっきり

します。 

 自己愛と世間愛は違います。自己愛は、他の者からよろこびを全部奪いとり、それをすべて自分の中

に注ぎこみ、自分だけにいいことを願います。世間愛は、隣人のもっているものを、自分のものにした

いと思うことです。だから自己愛も世間愛も、他の人がもつ喜びを壊します。たとえ何かを分かちあっ

たにしても、自分のためであって、人のためではありません。だから他の人がもつ喜びが、自分にまわ

ってこなければ交流はなく、かえって破壊的に働きます。 

 自己愛や世間愛が支配しだすと、こんなふうになることを、わたしは生きた経験で、しばしば感知で

きました。この世で人間としての生存中、自分と世を愛していた霊が、何回か近づいてきましたが、わ

たしのよろこびは、その度に減退し、消えました。 

 また耳にしたことは、このような霊が天界のある社会に近づくと、近づいてくるにしたがって、その

社会にいる天使のよろこびが減じるそうです。邪悪な者は、そのとき自分なりの喜びを感じるというか

ら不思議です。 

 だからこそ、人が肉体にあったときの状態が、霊の状態によって分かります。人は肉体から離れた後



 

も、そんなに変わりません。その種の霊は、他の者のよろこびや善に好奇の目を光らせ、それを貪
むさぼ

ろう

とします。横取りすればするほど、愉快に思います。 

 以上で、自己愛や世間愛は、天界のよろこびを壊すこと、したがって、分かちあいを旨とする天界の

愛とは、真っ向から対立することが明確になります。400. 自己愛や世間愛に浸っている者の喜びは、

天界の社会に近づくと、情欲の喜びになり、天界のよろこびと真っ向から対立するようになることは、

知っておく価値があります。 

 自分なりの情欲の喜びに浸ると、天界の天使が味わう天上のよろこびは、それだけ消し去られ、失わ

れます。天上のよろこびを消失させない場合もありますが、それは近づけば近づくほど、自分の方がも

だえ苦しみ、あえて近づこうとしない場合です。これも経験を重ねて分かってきたことで、その中から

いくつか紹介します。 

② この世から来世にくる霊は、天界に入れてもらうことを、何よりも渇望します。ほとんどの場合、

霊は、天界とは歓迎されて入っていく所と信じて、天界をあこがれます。その願いかなって、末端部の

天界の一社会に連れていかれます。ところが、自己愛と世間愛を宿す者は、天界の第一関門に近づくと、

内心拷問にあったように、もだえ始め、自分の中に、天界でなく、地獄を感じます。それで真逆様に身

投げして、仲間がいる地獄に着くまで、休むことがありません。 

③ また、天界のよろこびがどんなものか、知りたがる場合がよくあります。そのよろこびが天使の内

部にあると聞いて、交流をもちたいと思います。まだ天界にも地獄にも定っていない霊の場合、本人の

ためならと、希望がかなえられます。ところが交流が始まると、もだえ苦しみ、暴れ回って、どうしよ

うもありません。頭を両膝にくっつけ、地上を這い回り、蛇のように身をよじっては、内部からの苦し

みに喘
あえ

いでいる様子です。 

 自己愛と世間愛の喜びに生きた者に、天界のよろこびは、こんな結果をもたらします。理由は、双方

の愛がまったく対立しているためで、相対立する関係から、この苦痛が生じます。天界のよろこびは、

内部の道を通って入り、対立するものの中に浸透します。そして地上の喜びを宿す内部を無理に押しや

って、みずからと反対の方向にむけるから、苦痛が生じます。 

④ 前述したように、以上の愛はたがいに対立しています。〈主への愛〉と〈隣人への愛〉は、交流によ

って、自分のものを他の者と分かちあおうとしますが、これが天使たちのよろこびです。それにたいし、

自己愛と世間愛は、人の手から本人のものを引き剥がし、それを自分の方へ引き寄せたいと思うわけで、

それがうまくいけば、それだけ喜びも増えます。 

 そのため、地獄が天界と切り離されている理由が分かります。地獄にいる者はみな、生前、自己愛と

世間愛からくる肉体の快楽だけで、生きてきました。ところが天界にいる者はみな、生前、〈主への愛〉

と〈隣人への愛〉からくる〈霊魂と霊のよろこび〉に生きてきました。双方の愛は互いに対立している

からこそ、地獄と天界は全く切り離されています。だから地獄にいる霊は、そこから指先さえ出そうと

しないし、頭の頂上も覗かせようとしません。僅かでもそうすれば、苦しみもだえます。わたしは、再

三それを目撃しました。 

 

401. 自己愛と世間愛の中にいる人は、生前、その愛から喜びを感じ、その愛をもとにした快楽の一つ

一つを楽しみます。それにたいし、〈神への愛〉と〈隣人への愛〉の中にいる人は、生前、その愛からも、

その愛をもとにした〈善の情愛〉からも、明確なよろこびを感じません。ただわずかに祝福を感じとる



 

だけです。なぜなら、この種のよろこびは、人の内部に隠され、外部の肉体で覆われ、さらにこの世の

苦労で曇らされているからです。 

 ところが、死後は状態が一変します。自己愛と世間愛の喜びは、そのとき、苦痛にみちた不潔なもの

に変わります。それは地獄の火と呼ばれるもの、かれらの汚れた享楽に見合った不潔なものに、だんだ

んと変わっていきます。不思議なことに、その汚れたものが、かれらの喜びになります。 

 それにたいし、この世で〈神への愛〉と〈隣人への愛〉の中に生きた人の漠然とした喜びや、僅かに

しか感じとれなかった祝福感は、そのとき、天界のよろこびに変わり、その喜びはくまなく感知されま

す。この世にある間、内部に埋もれ隠された祝福の実 beatum があらわになり、はっきり感じとれるよ

うになります。そのとき人は霊にあり、霊特有のよろこびを感じます。 

 

402. 天界のよろこびは、すべて役立ちと結びつき、役立ちに内在します。役立ちは、天使が宿す〈愛

と仁愛の善〉だからです。したがって、役立ちの性格に応じて、それぞれによろこびがあり、役立ちの

情愛の程度によって、よろこびの程度も違います。 

 天界のよろこびは、みな役立ちのよろこびです。これは人体の五感と比べるとよくわかります。それ

ぞれの感覚には、役立ちに対応したよろこびがあります。視覚のよろこび、聴覚のよろこび、嗅覚のよ

ろこび、味覚のよろこび、触覚のよろこびです。 

 視覚のよろこびは、美しさと〈かたち〉からきます。聴覚のよろこびは、ハーモニーからきます。嗅

覚のよろこびは芳香からきます。味覚のよろこびは美味しさからきます。各器官がもつ役立ちについて、

考えると分かりますし、相応について知っていれば、いっそうはっきりします。 

 視覚によろこびがあるのは、内的視覚である理性に及ぼす役立ちからきます。聴覚によろこびがある

のは、聞くことによって、理性と意志に及ぼす役立ちのためです。嗅覚によろこびがあるのは、頭脳と

肺に与える役立ちのためです。味覚によろこびがあるのは、胃にたいしてだけでなく、そこから栄養で

体全体に及ぼす役立ちのためです。 

 結婚のよろこびは、触覚のよろこびで、ずっと純粋で洗練されています。これは人類の繁殖と、さら

に天界の天使の増加という役立ちの面から見て、どんなよろこびよりも優れています。 

 以上のよろこびは、天界からの流入にもとづき、各感覚器官に内在します。天界では、よろこびはす

べて役立ちであり、役立ちに呼応したよろこびです。 

 

403. この世で身につけた考えから、「天界の幸福とは、人々にかしづかれ、安閑とした生活を送ること」

と信じている霊がいました。ところが、幸福とは、休息をとって、それに幸せを感じることではないと

言われました。もしだれもが人の幸福を願ったとしても、それが自分のためで、みなそう考えたとした

ら、幸福になれる人はいないことになります。そこには活発で機敏な生活はなく、いずれ嫌気がさし、

退屈なものになります。 

 人に活動的な生活がなかったら、幸せはありません。人に閑があるのは、それが本人にとって、気も

晴れやかに、もとの生活活動にもどれるレクリエーションのためです。天使の生活は、仁愛による善を

与え、人に役立つこと、天使の幸せは、万事が役立ちにあり、役立ちに由来し、役立ちに応じたものだ

と教わった者も、少なくありません。 

 いつまでも閑で喜んでいたいと思い、何もしないで暮らすのが、天界のよろこびだと思った者は、そ

れが恥ずかしいことと分かったようです。それがどんな生活になるか、感じとる機会があったからです。

とにかく、悲しみに満ち、喜びはみな逃げさり、生活に疲れはて、たちまち嫌気がさしてくるので、そ



 

れがよく分かりました。 

 

404. 他の者より、もの知りと自認している霊がいました。天界のよろこびとは、神を祝し誉めたたえ

ることで、それだけで活動的生涯が送れると、この世で信じていたそうです。ところが、かれらに言わ

れたことは、神を誉めたたえるだけでは、活動的生活にならないそうです。神は賛美や祝辞を必要とさ

れるわけでなく、むしろ人が役立ちを提供し、「仁愛の善」といわれる善を行うことを望んでおられます。 

 しかしかれらは、仁愛の善の中に、天界のよろこびがあるとは思えず、それは奴隷状態だと言いまし

たが、天使たちは、それが内的情愛から出たもので、得も言われぬ喜びにつながっており、自由そのも

のであると証言していました。 

 

405. 来世に来る者は、ほとんどみな、地獄はだれにとってもみな同じで、天界もまた、だれにとって

もみな同じだと思います。しかし両者とも、無限の変化と相違があり、だれひとり他の者とまったく同

じ地獄を経験したり、天界を経験したりしません。それはちょうど、人間・霊・天使は、一人として他

と同じ者はいないし、顔もみな違っているのに似ています。二人がまったく同じであったり平等であっ

たりするものと思っただけで、天使たちは身ぶるいして、言いました。 

 「いずれの場合でも、一は多の調和と和合から形をなし、その和合一致の性格によって、それぞれの

性格が決まります。そのようにして、天界の社会全体は一つになり、天界の各社会も、全体として一つ

にまとまっています。これは、主だけが愛によってなされることです」と。 

 天界における役立ちも、その変化や多様性の面で同じです。ある天使の役立ちが、他の天使の役立ち

と似ていたり、同じであったりしませんし、ある天使のよろこびが、他の天使のよろこびと、同じであ

ったりすることもありません。その上、それぞれの役立ちから生じるよろこびも数知れず、その無数に

も多様性がともないます。 

 それはちょうど、人体の中で、ある肢節・器官・内臓のはたす役立ちが、一定の秩序で相互のために

働き、それで結ばれているのと同じです。また各肢節・器官・内臓にある管や繊維質の役目をみて分か

るように、全体と各固体が一つの連帯をつくり、他の固体と全体との中に〈みずからの善〉を見ながら、

各固体の中に全体を見ています。こうして全体から見ても、個々から見ても、行動を一つにします。 

 

406. 最近この世で他界した霊たちと、わたしは何回か〈永遠のいのちの状態〉について話しあいまし

た。かれらが興味をもつのは、この国の主はだれで、統治はどんなふうに行われ、その統治形態はどう

かということです。それはちょうど、この世で人がある国に来ると、何よりもまず、だれが国王で、そ

の国王はどんな人で、統治はどんなふうに行われているかなど、その国についていろいろ知りたがるよ

うなものです。やって来た国で、永遠に暮らすとなると、なおさらです。 

 こうしてかれらは、主が天界だけでなく、全宇宙を治めておられることを知ります。天界を治めてお

られるからには、全宇宙も治めておられるはずです。かれらが現在いる国は主のもので、その国の法律

は〈永遠の真理〉です。その真理の全体は、万事を越えて主を愛し、隣人を自分自身のように愛すると

いう掟の上に築かれます。今さらながら、天使のようになりたければ、隣人を自分以上に愛さなくては

なりません。 

② かれらはそれを聞いて、何も答えられませんでした。なぜなら、生前そのような話を聞いてはいて

も、信じなかったからです。そのような愛が天界にあり、だれもが隣人を自分以上に愛することができ

るとは、驚きです。 



 

 さらに来世では、あらゆる善が限りなく増していくことが分かります。生前は、肉の下にあって、隣

人を自分と同じように愛する以上には進めない人生でした。ところが肉が取り除かれ、今や愛は清めら

れ、ついには天使となって、自分以上に隣人を愛するようになれるとのことです。 

 なぜなら天界でのよろこびは、他の人に善をなすことで、他の人にとっての善でなければ、つまり他

の人のためでなかったら、自分にとって、たとえ善になっても、うれしくないそうです。これが自分以

上に隣人を愛することです。 

③ この世でも、以上のような愛が存在しうるのは、ある二人の結婚愛からも分かるそうです。自分の

配偶者が苦しむより、自分の死を選ぶ場合です。またわが子がひもじい思いをするより、みずから飢え

をしのぶ母のように、親の子にたいする愛もそうです。友のために危険を賭す人のように、真摯
し ん し

な友情

から出るものもあります。またそのような友情にあやかる儀礼的で見せかけの友情でさえ、自分が好意

を示した人に、いいところを見せ、心にもないことを、口で言い表すときもそうです。最後に、愛の本

性から出たものもあります。他の人に仕えることを、自分のためでなく、相手本人のために、よろこび

とする場合です。 

 実際、以上のようなことは、他の人より自分自身を愛したり、生前、利にさとかったりした者には、

理解できません。その中でも、とくに貪欲漢には、ぜんぜん分からないと思います。 

 

407. 生前、他の人の上に権力をふるい、来世にきても支配欲を捨て切れない者がいました。かれには、

次のように言われました、 

 「あなたは、今までとは違う国に来ています。この国は永遠です。地上でもっていたあなたの支配権

はなくなりました。今はだれもが、ただ〈善と真理〉および生前経験した〈主のおん哀れみ〉でしか評

価されません。 

 ただこの国では、財産や君公の寵愛で評価された地上と、似たところがあります。つまりこの国での

財産は〈善と真理〉であり、君公からの寵愛は、主のおん哀れみです。それは人がこの世での〈いの

ち〉に応じ、主からいただくものです。もしこれ以外のやり方で統治を望むなら、他国からの侵入者に

なるので、謀反人になります」と。 これを聞いて、かれは面目を失った様子でした。 

 

408. ある霊たちと話しました。かれらは、天界のよろこびは偉大なる者になることと思っていました。

かれらに言われたことは、次のとおりです。 

 天界で一番偉大な者とは、一番小さい者のことです。ここで言う一番小さい者とは、自分から何かが

できたり、知り味わったり、それを願ったりしないで、ただ主によってだけ、何かができ、知り味わい、

それを願う者です。このような意味で、最も小さい者こそ最大の福者です。つまり最大の幸福を味わっ

ているから、最も偉大な者です。主によって何でもできるし、だれにもまして英知がそなえられている

からです。最も偉大な者とは、最も幸福な者です。人は一番幸福な者になりたいと思って、権力者は権

力をもちい、富豪は富をもちいて、それを追い求めているからです。 

 しかもかれらにたいし、つけ加えて言われました、 

 「天界は、最も偉大な者になる目的で、最も小さい者になりたいと願うところでもありません。それ

では結局、最も偉大な者になることを願い、あこがれていることになります。そうでなく、自分より他

の人の幸福を心から願い、他の人の幸福のために奉仕し、それも自分が報いられたいから行うのではな

く、ただ愛から行うことです」と。 



 

 

409. 天界のよろこびの本性が、どんなものかは記せません。そのよろこびは、天使の〈いのち〉の内

奥にあり、一つ一つの思いと情愛の中に潜み、それをとおして話す言葉と、行う動作一つ一つに表われ

てくるものです。かれらの内部は、歓喜と祝福を受けとめるため、完全に開かれ解放し切っており、よ

ろこびは全体にみなぎり、各繊維質にまで及んでいます。そのよろこびの感じは記すことができません。 

 ただ言えることは、そのよろこびは内奥部から始まり、そこから流れて、各部分にまで及び、外部に

いたるにしたがって、いよいよ増し加わり、たえまなく広がっていきます。 

 天界に挙げられるまえの状態で、このよろこびをまだ味わっていない善霊がいますが、かれらも、天

使が宿す愛の霊気 sphaera によって、このよろこびを感じとることがあります。そのとき、気が遠く

なるほどの甘美なよろこびで満たされます。天界のよろこびがどんなものか知りたがっている場合、こ

のようなことが、ときどき起こります。 

 

410. 再び、天界のよろこびの実体を知りたがる霊がいました。そこで、この霊たちが味わえるぎりぎ

りの限度まで、天界のよろこびを感じる許しが与えられました。それはまだ天使的よろこびにいたらず、

天使のよろこびとしては、かろうじて最小とも言えるものでした。それは、交流をとおして感じとられ、

天使としては、うすら寒いほどの淡いよろこびでした。しかしかれらには、それが内部に触れ、最高の

天上のよろこびだと言っていました。 

 天界のよろこびにも段階があり、ある天使の内部は、他の天使の末端部または中間部にもいたらない

ことが、ここで分かりました。同時に、ある者が自分の内部で感じた場合、自分なりの天上のよろこび

があっても、それがもっと内部になってくると堪えられず、苦痛を伴う場合もあるそうです。411. 悪

に染まっていない霊がいて、眠るように、無活動の静かな状態に入りました。かれらの精神の内部は、

天界に移されました。霊はその内部が開かれる前、天界に連れていかれ、そこにいる天使のしあわせに

ついて教わることがあります。 

 かれらは三十分ほど静かな状態にあった後、もとの外部の状態にもどされ、自分たちが目撃したもの

を思いだしている様子でした。かれらは、天界で天使たちの仲間入りをし、驚くべきものを見たり、感

じたりしたと言いました。あらゆるものが、金・銀・宝石の輝きを帯び、その形も目を見はるばかりで、

みやびやかな多様性をもっていたということです。 

 天使たちは、そのような外観よりも、それが表象として表す事柄によろこびを感じます。それは、口

では言いあらわせない神のご性格であり、無限の英知です。これが天使にとってのよろこびになります。

その他にも、人の言葉ではその万分の一もあらわせないし、物質から生まれる概念には、入れる余地の

ない無数のものがあるそうです。 

 

412. 来世にくる者は、至福また天界の幸福が、何か知らないままで来る者がほとんどです。内的なよ

ろこびの実体を知らないだけでなく、それを肉的・現世的な楽しさやうれしさで感じとろうとします。

自分たちにとって分からなければ、存在しないものと思いますが、実をいうと、天上のものに比べると、

肉的・現世的なものこそ、何ものでもありません。 

 正しい心をもちながら、天界のよろこびの実体を知らない場合、それを知り悟るために、想像で考え

る内容をことごとく越える楽園に連れていかれます。かれらはそこで、天界の楽園に連れてこられたと

思いますが、まだ本当の天界の幸福ではないと言われます。そこで、内的なよろこびが感じられる内部

の状態があるのが分かってきます。その後、心の奥深くにまで届く平和な状態に移されると、その平和



 

は、口では言い表せないし、考えにも及ばなかったと告白します。しまいに、純真無垢の状態におかれ、

内的感覚にまで至るようになります。ここで、ほんとうの霊的・天的善が何かがわかってきます。 

 

413. 天界とそのよろこびの実体と本性が分かるよう、わたしは、天界の喜びからくる嬉しさを感じる

機会が、何回も、しかも長期間にわたって、主から与えられました。それで生きた経験からよく分かり

ながら、記すことができません。ただし、そのよろこびについて考えられるよう、何かを述べることに

します。 

 天界のよろこびは、数え切れない嬉しさと喜びの情愛で、その喜びは、まとまった一つのものとして

表わされます。その共通のもの、またはその共通情愛の中に、無数の情愛のハーモニーがあり、そのハ

ーモニーは、区切りをもって感じとられるものではなく、むしろぼんやりしたもので、ごく一般的な知

覚認識です。 

 さらに、感じとられたことは、数え切れないものが、整然としてその中にあり、これも書き記すこと

ができません。その数え切れないものは、それぞれの性格を伴い、天界の秩序から流れてきます。この

ような秩序は、情愛の個々最小のものにまであり、それもきわめて共通した一つのものとなって現れ、

主体側の包容力におうじて感じとられます。 一言でいうと、非常に整然とした〈かたち〉の中に、無

限の情愛があり、それが各共通感情のうちに内在し、生気のないものはなく、万事がその内部から感動

を与えます。それというのも、天界のよろこびは、その内奥から発してくるものだからです。 

 また、うれしさや楽しさは、心臓からくるもののように感じられました。それは、内部のあらゆる繊

維質をとおって、きわめて優しく溢れ出ており、それが繊維質の終結した所にまで及んでいます。しか

も内的感覚のうれしさを伴い、繊維質がうれしさと楽しさそのもののように感じられ、そこから知覚さ

れ感じられるものすべてが、いっしょになって、幸福感で生き生きとしています。 

 そのよろこびが、例えば最も純粋で稀薄なオーラだとすると、肉の快楽からくる喜びは、かさばり鼻

をつく塵
ごみ

の山です。観察した結果、わたしが自分のよろこびを全部他人に伝えたいと思えば思うほど、

よろこびが溢れてくるのが分かりました。これは主からくるものだと、はっきり感じとれました。 

 

414. 天界にいる者は、人生の春に向かって、たえず進んでいきます。何千年も、歳を重ねて生きれば

生きるだけ、春に迫り、いっそう楽しく幸福になり、それが永遠につづきます。それも、愛・仁愛・信

仰などの進歩の度合におうじて、増えていきます。 

 晩年になって老衰でなくなった女性の場合など、主への信仰と隣人への愛のうちだけでなく、夫との

あいだの幸福な結婚愛に生きた人は、歳がすすむにつれ、青春と早春の花をとりもどし、視覚でとらえ

られるかぎり、ありとあらゆる美の概念を越える美しさを身につけます。善良で人を愛する心こそ、姿

を形づくる原動力です。つまり、みずからに似た姿を造ります。愛の楽しさと麗
うるわ

しさが、表情の一つ一

つから、光かがやくように見えてきます。それは、愛そのものの〈かたち〉です。それを見て、目をま

るくしている者がいました。 

② 愛は〈かたち〉をもっています。天界ではそれが生き生きとした姿で見られます。愛そのものが似

姿をつくったり、つくられたりします。天使の場合、その姿全体、とくにその顔が、愛そのもののよう

にはっきり現れ、感知されます。その姿は、得も言われぬ美しさで目に映り、精神の内部にある〈いの

ち〉に、愛の感動を与えます。 



 

 ひと口で言うと、天界では、歳をとることは、若がえることです。〈主への愛〉と〈隣人への愛〉に生

きた人たちは、来世では以上のような姿と美を身につけることになります。天使はみなこのような姿を

しており、それも限りなく多種多様です。天界は、このような天使からなっています。 

 

 

第 43章 天界の広大無辺 immensitas なこと 

 

415. 主の天界が広大無辺であることは、前章各節で多々触れてきたことから明らかです。それはまず、

天界が人類からなっていること（前 311～317 節参照）。教会内で生まれた人だけでなく、教会外で生ま

れた人もいることから分かります（318～328 節）｡つまりこの世が創造された当初から､よい生涯を送っ

た人は、みな天界にいます｡地球全体にわたり生存した人の数がどれほどになるか､地球上の国家や､地域､

区域について、少しでも知っていれば､だれでも合点がいきます｡ 

 計算してみれば分かりますが、毎日この世から、何千何万という人が去っていきます。一年では何十

万何百万にもなり、それも原初の時代から何千年もたっています。このように人はみな、死後、霊界と

言われる来世に行きます。それも絶え間なく続いています。 

 ただしこの中から、どのくらいが天界の天使になったか、またなるかは言えません。ただわたしが聞

いたところでは、古代では割に多くの人が天界に行ったそうです。当時の人は、現在よりずっと内的で

霊的に考え、その結果、天界の情愛の中にいました。しかし後の時代になって、天界にいく人の数はさ

ほど多くありません。人は次第に外面的になり、考えも自然的で、そのため現世の情愛に浸るようにな

りました。以上でまず、この地球人類から考えただけでも、天界は広大であることが分かります。 

 

416. 主の天界が広大であることは、教会の内外をとわず、生まれて間もなく死んだ幼児たちが、みな

主の養子・養女となり、天使になることからも分かります。その数は、地上で生を受ける人類全部の四

分の一から五分の一になります。 

 幼児は、教会内で生まれても、教会外に生まれても、信心深い両親から生まれても、不信心な両親か

ら生まれても、その生まれがどうであろうと、死んでから主によって受けいれられます。そして天界に

迎え入れられ、神の秩序にしたがって教育をうけ、善の情愛を注がれ、その情愛のもとで、真理の認識

ができるようになります。こうして、理知と英知の面で完成され、天界にはいって天使になりますが、

それについては、前（329～345）節を参照してください。以上からも、創造の当初から現在まで、天使

になった者の数がどれほど多いか分かります。 

 

417. われわれの太陽系世界で、肉眼で見える天体が、どれも地球的天体であるのを知れば、主の天界

の広大さが分かります。宇宙には数え切れないほどの地球的天体があり、そこにはみな、多くの住民が

います。これについては、諸天体についての小著に記されてあり、その中から、次の部分を抜粋してお

きます。 

② 多くの地球的天体があり、そこには人間がいて、そこから来る霊や天使がいることについては、来

世ではみな知っています。来世では、真理を愛し、人に役立ちたいと思う者は、だれでも他の地球的天

体からきた霊と話すことが許されます。それによって、世界が多種多様であることが納得できるし、人

類もたった一つの地球からでなく、無数にある地球的天体から来ていることがわかります。 

③ わたしは、われわれの地球出身の霊と、それについて何回か話しあいましたが、その内容は次のよ



 

うです。 

 理解力のある人なら、従来から蓄えた豊富な知識から、数多くの地球的天体があり、そこに人間が住

んでいることが分かります。惑星のように、この地球を凌駕する大きさの天体があり、それが無人の石

塊ではなく、あるいは太陽のまわりを周期的に回って、ただ一個の地球に微光を届けるためにだけ存在

するのでなく、それ以上の優れた役立ちのため造られているはずだということは、道理からくる結論で

す。 神が宇宙をお造りになったのは、人類が住まい、そこから天界へ行けるためであることは、だれ

もが信じなくてはなりません。人類は天界の苗床だからです。このように信じれば、地球的天体のある

ところには、かならず人が住んでいるものと、信じないわけにはいきません。 

 その太陽系世界の枠内で、肉眼でみえる惑星が、ぜんぶ地球的天体であることは、次のことから明ら

かです。つまり、太陽の光を反射させている以上、この地球と同じ物質からなる物体でできており、天

体望遠鏡で眺めても、赤い炎を放つ星でなく、漠然として多様に変化する土地のようにみえることです。 

 またわれわれの地球と同じく、太陽のまわりを黄道帯にそって運行し、年をきざみ、春・夏・秋・冬

の季節を年々つくりだしています。またわれわれの地球と同じように、軸を中心に回転していて、その

結果一日がきまり、朝・昼・夕・夜という一日の時間帯もできています。 

 さらに、ある惑星には衛星と呼ばれている月があって、われわれの地球の月と同じように、自分が所

属する天体のまわりを周期的にまわっています。太陽からもっとも遠くにある土星には、光かがやく大

規模な帯があって、反射光でありながら、多くの光を土星に投げかけています。以上を知り、理性で考

えれば、これらの天体が無用な物体であるといえる人はいません。 

④ わたしはさらに霊と話しあって、宇宙には一個以上の地球的天体があると信じていいと言いました。

というのは、星のきらめく天空は広大無辺で、そこには数かぎりない星があり、その星の一つ一つは、

その位置とその世界で、それぞれ大へんな違いがあっても、われわれの太陽に似た太陽になっています。

筋道をとおして考えれば、次のような結論が生まれます。つまりこのような広大無辺な宇宙の総体も、

創造の最終目的にいたるための手段でしかないこと、そしてその目的とは、天界のみ国であって、そこ

に神が、天使や人間とともに住まわれることです。 

 可視的宇宙は、無数の星からなるきらめく天空で、これらの星はみな太陽です。それも、人間の住め

る地球的天体が存在するための手段でしかありません。そして、この人間から天界のみ国ができます。

このような目的への手段として、広大無辺な宇宙があるとすれば、それがたった一つの地球人類のため

だけではないことは、理性ある人間なら思い浮かぶでしょう。無限な神にとって、住民が大勢住んでい

る地球的天体が、何千、何万あっても、大したことではありません。 

⑤ ある霊がいて、知識の獲得を自分の努力のただ一つの目標にしていました。かれらのよろこびは、

それしかありませんでした。かれらは、この太陽系世界の外にあるほかの星へ行き、知識を得たいとい

うことで、あちらこちらを経めぐる許しが与えられました。かれらは、人間が住んでいる地球的天体は、

この太陽系にある地球だけでなく、それ以外にも、無限にある天空の星の世界にもあるということです。

かれらは水星からきた霊でした。 

⑥ もし宇宙に百万個の地球的天体があり、それぞれの天体に三億の人間がいて、六千年かけて二百世

代つづいたとします。そして、一人の人間すなわち一人の霊につき、一立方メートル spatium trium 

 ulnarum cubicarum を想定して、その全員を一つの場所に集めたとしても、この地球上の空間を満た

すことはおろか、惑星のまわりを回っている一つの衛星の空間を満たすことすらやっとです。全宇宙か

らすると、その空間はほとんど目にもつかないくらい狭いものです。なぜなら、衛星など肉眼ではまず

見えません。また、たとえ全宇宙がいっぱいになったとしても、無限な方である宇宙の創造者にとって、



 

それがいったい何でしょう。 

 これについて、天使たちと話したところ、かれらは、「創造主の無限性に比べて人類の数が少ない点、

わたしたちも同じように考えています。ただ、わたしたちは占める空間からでなく、状態から考えます。

それによれば、地球の数が、数えられるだけの万を重ねても、主にとって、全く何でもありません」と

言いました。 

⑦ 「宇宙の諸天体について」、また「そこに住んでいる人たち」と「そこから来た霊や天使たち」につ

いては、前述の小著を参照してください。以上のように、諸天体にあるものが、わたしに示されたのは、

主の天界が広大無辺で、それがすべて人類から成っていることを知り、同時に、わたしたちの主が、ど

こでも天地の神として崇められるようになるためです。 

 

418. 次のようなことからも、主の天界が広大無辺であることが分かります。天界はその全貌をとらえ

ると、一人の人間を映しだしています。また天界は、一人の人間の全体と各部分に相応があり、その相

応は、まだ十分に満たされていません。おおまかに言って、各肢節・器官・内臓との相応だけでなく、

個々を部分的に見ても、その中にある小規模な器官や内臓の全体や部分との相応、さらに各脈管や繊維

質との相応も、未完成です。それだけでなく、天界の流入を内部で受けとめて、それによって人の精神

作用を助け、内的活動ができるようにする実体的な諸器官との相応も、まだ完成していません。なぜな

ら人の内部にあるものは、どれも実体としての〈かたち〉があるからです。つまり、主体的に実在する

以上、実体的に存在しないものはないわけです。以上のすべてと、天界との間に相応があることについ

ては、天界のあらゆるものと人間全体との間にある相応について述べた(87～ 

102)節からも明らかです。 

 この種の相応には、満たされることがありません。一つの肢節に相応する天使の社会が増えれば、そ

れだけ天界は完成されます。天界はすべて、数が増えれば、それだけ完成されます。天界での完全性は、

数の増加に比例しています。天界では、ありとあらゆるものが一つの目的をもち、全構成員の目は一致

して、その目的に向かい、それを共同善 commune bonum  に置いているためです。 

 その共同善が支配するとき、そこから、それぞれ個々の者へ善がおよび、個々の善も、共同のための

善を生みだします。天界では、主がすべての者をご自分のほうに向かわせ（前 123 節参照)､それがみな

を主にあって､一つにさせます｡このような起源と絆があるからこそ､多数の心の一致和合があり､完成へ

向かわせることができます｡以上については､少しでも明るい理性の持ち主なら､感じとれるはずです｡ 

 

419. 天界で、天使が住んでいる所と、住んでいない所の広さを見る機会がありました。天使がまだ住

んでいない天界の場合、その広さは、われわれの地球と同じ程度の人口をもつ地球が、万を重ねても、

永久にいっぱいにならないことが分かりました（これについても、小著『宇宙の諸天体』168 節を参照）。 

 

420. 〈みことば〉のある箇所を引用し、その文字の意味から解釈して、天界が広大無辺でなく、狭い

と思う人がいます。例えば、天界に入れるのは、貧しい人だけである、選ばれた人だけである、教会外

の人を除く教会内の人だけである、主が執り成される人だけであるなどです。また満たされれば天界は

閉じられる、その時は予め定められている、とあるため、そのように考えます。 

 以上のように考える人は、天界は閉じられることはなく、予定された時もなく、その人数も決められ

ていないのに、気づいていません。「選ばれた者」とは、〈善と真理のいのち〉を宿す人であり、「貧しい

者」とは、〈善と真理〉の認識がなくても、それを渇望している人であり、その願望をもつ人は、「渇け



 

る者」と呼ばれることも気づいていません。 

 〈みことば〉の意味不明のまま、天界が狭い所と考えだしたのは、天界をみなが集る一つの場所のよ

うに考えるからです。実際は、天界は数え切れないほど多くの社会から成っています（41～50 章参照）。 

 また、天界に迎え入れられるのは、各自にたいする無条件のお情け immediata misericordia によるも

の、お恵みだけと考えます。ところが、主を受けいれる者はみな、主の哀れみで天界に入れますが、主

を受けいれるとは、愛と信仰の掟である〈神の秩序の法則〉に従って生きることです。ここでのおん哀

れみとは、この世で幼児期から生涯にわたって、永遠にいたるまで、こうして主に導かれることです。

かれらはこれも気づいていません。 

 人間はみなそれぞれ、天界に行くため生まれました。しかもこの世で、自分の心の中に天界を受けい

れた人だけが、天界に迎え入れられます。ただし、天界を受けいれない人は、天界から閉めだされるこ

とも、知っておく必要があります。 

 

 

 

 

 

421.  第二部 

 精 霊 界 

人の死後の状態について 

第 44章 精霊界 mundus spirituum とは 

 

精霊界とは、天界でも地獄でもなく、双方のあいだにある中間の場所または状態です。人は、死んでか

らすぐそこへ行き、この世で得た〈いのち〉に見合う一定期間を経過し、天界に上げられるか、地獄に

投げ入れられるかします。 

 

422. 精霊界は、天界と地獄とのあいだの「中間の場所」であるとともに、死後の人間の「中間の状態」

です。「中間の場所」とは、地獄が下方にあり、天界が上方にあるためで、「中間の状態」とは、人はそ

こにいるあいだ、天界にいるのでも、地獄にいるのでもないためです。 

 人が天界の状態にあるとは、〈善と真理〉がその人のうちで結びついていることです。人が地獄の状態

にあるとは、〈悪と偽り〉がその人のうちで結びついていることです。人の霊のうちで、善が真理と結び

ついていれば、前述したように、その結びつきそのものが天界ですから、その人の霊は天界に行きます。

それにたいし、人の霊のうちで、悪が偽りと結びついていれば、その結びつきそのものが地獄ですから、

その人の霊は地獄へ行きます。 

 このような結びつきが行われるところが、精霊界です。そのとき人は、中間の状態にいます。以上の



 

結びつきは、〈理性と意志〉の結びつきと言っても、〈真理と善〉の結びつきと言っても同じです。



 

423. まず理性と意志の結びつき、また同様に、善と真理の結びつきについて触れておきます。この結

びつきは精霊界で行われます。 

 人間には理性と意志があります。理性は真理を受けいれ、真理によって形づくられます。また意志は

善を受けいれ、善によって形づくられます。そして人が何かを理解し、そこから考えをすすめるとき、

それを真理といい、また人が何かを欲し、そこから考えをすすめるとき、それを善といいます。人は理

解をもとにして考え、そこから真理を感じとり、さらにまた善を感じとることができます。 

 ただし真理も善も、それを欲して行わなければ、意志をもとにして考えるようにはなりません。つま

りそれを欲し、その結果、それを実行するとき、真理と善は初めて理性と意志に根づき、人のものにな

ります。なぜなら、人は理性だけで成り立っているのでもないし、意志だけで成り立っているのでもあ

りません。理性と意志の両者が一つになって、成り立っています。だからこそ、この両者を含めるとき、

人のうちにあり、人のものになります。 

 理性のうちにだけある場合、たしかに人間にともなってはいますが、人間のうちにはありません。人

の記憶にだけとどまっているか、記憶のなかの知識にすぎません。他の人たちといっしょに、あれこれ

考えることはできますが、それも自分のうちにあるのでなく、自分のそとにあるものとして、そうしま

す。それについて話したり論じたり、記憶にたよって、情愛や振舞いなどを真似ることはできます。 

 

424. 人は意志がともなっていなくても、理性から物事を考えることができます。しかしそれは、人間

に自己改革 reformari ができるようになるためのご計画です。人は真理をとおして改革されますが、前

述したように、真理は理性によって受けいれられます。 

 意志について述べます。人はあらゆる種類の悪のなかに生まれついていて、みずから他人にたいし善

を欲することはなく、ただ自分のためだけです。そして自分にだけ善をねがう場合、他の人たちにふり

かかってくる悪をよろこび、それも自分に何か益があればなおさらです。名誉であれ、財産であれ、善

であれば、人のものでも自分のものにしたがり、それが少しでもできれば、ほくそ笑みます。 

 人に真理認識の能力が与えられているのは、このように曲がった意志を矯正改革するためです。同時

にその真理をとおして、意志から沸いてくる情欲を抑制するためです。人は理性によって真理を考え、

それについて話し、実行することもできますが、自分でみずから、つまり心から真理をねがい求め、そ

れを実行するのでなければ、意志の発動をとおして、真理を考えるようにはなりません。人が心から真

理をねがい求め、これを実行するようになると、信仰から出発して理性で考え、愛から出発して意志で

考えるようになります。その人の場合、理性と意志が今や一つになっているように、信仰と愛が一つに

なっています。 

 

425. したがって、理性の対象である真理が、意志の対象である善と、しっかり結びついていればいる

ほど、また人が、真理をねがい求め、それを実行に移せば移すほど、自分のうちに天界をもつことにな

ります。前述のように、天界とは〈善と真理の結びつき〉だからです。それにたいし、理性の対象が偽

りで、しかもそれが意志の対象とする悪



 

に結びついていればいるほど、自分のうちに地獄をもつことになります。それは、地獄とは〈偽りと悪

の結びつき〉だからです。ただし理性の対象とする真理が、意志の対象とする善に、結びついていなけ

れば、それだけ人は中間の状態にいることになります。 

 現状では、人それぞれ真理を知り、それを科学から考えたり、理性から考えたりしており、その真理

のなかから、多くのことを実行に移す者、わずかしか実行に移さない者、あるいは全然実行に移さない

者、また悪を愛し偽りを信じて、真理に反する行いをする者など、多種多様です。だからこそ、それぞ

れに天界か地獄が控えているわけで、死後精霊界に導かれると、やがて天界にひきあげられる者には、

〈善と真理との結びつき〉が、たちどころに生まれ、地獄に投げこまれる者には、〈悪と偽りの結びつ

き〉が、たちどころに生まれます。 

 天界でも地獄でも、分離した心をもち続けることはできません。理解していることと願い求めている

ことが、ばらばらであるなど許されません。欲することを理解し、理解することを欲します。だから天

界では、善を欲する者は、真理がよくわかり、地獄では、悪を欲する者は、偽りがよくわかるようにな

ります。だからこそ善人の場合は、偽りが除かれて、かれらの善にぴったりした真理が与えられ、悪人

の場合は、真理が除かれて、かれらの悪にぴったりした偽りが生まれてきます。これで精霊界とは何か

がよくわかります。 

 

426. 精霊界には、膨大な数の霊がいます。人はみな最初ここに集まり、調べを受け、準備をします。

精霊界での滞在期間はべつに定められていません。ある霊の場合、精霊界に入ると、すぐ天界にひきあ

げられるか、地獄に投げおとされるかします。ある霊は、わずか一週間ぐらいしか滞在しません。また

ある霊の場合、何年にもおよびますが、三十年をこえることはありません。滞在期間の長短は、その人

の内部と外部のあいだの相応・不相応によります。ただしここで、人がどのようにして、ある状態から、

他の状態に導かれ、準備されていくかは、次の各章で述べていきます。 

 

427． 人は死んでからすぐ精霊界に行きますが、そこでただちに、主によって正確に判別を受けます。

悪人は、この世でもっていた主調愛で、すぐ地獄の社会に結ばれ、善人は、この世でもっていた愛 amo

r と仁愛 charitas と信仰によって、すぐ天界の社会に結ばれます。 

 このような判別を受けても、精霊界ではみないっしょで、生前、友人や知己であった者、とくに妻や

夫、兄弟や姉妹は、望み次第でおたがいに話しあえます。わたし自身、ひとりの父親が六人の息子や娘

を見つけて話しあっているのや、他の多くの人が、自分の親戚や友人と会っているのを目撃しました。

ところが、この世での生活で、心がちぐはぐでしたから、しばらくして別れていきました。 

 精霊界から、天界に行った者と、地獄に行った者は、それ以後あい見ることはありません。同じよう

な愛がもとで心が似ている場合を除いて、相手を識別することもありません。精霊界で会うことはでき

ても、天界や地獄ではもう会わない理由は、精霊界にいる霊たちは、この世でもっていたのと同じ状態

に、一人ひとり入れられ、やがてだれもが、自分の主調愛にかなった永続的な状態に入れられるからで

す。その状態では、各自が他の者を、ただ愛の類似性だけで見わけます。



 

これについては、（前 41～50 節で述べたように）、類似する者は人を結びつけ、類似しない者は、人を

分離させることからも明らかです。 

 

428. 精霊界は、天界と地獄との中間にいる人間の状態であるとともに、また中間の場所でもあります。

下に地獄があり、上に天界があります。精霊界にたいしては、地獄はぜんぶ閉ざされています。穴また

は岩の裂け目のような所からだけ通れますが、そこを通過すると広くなります。地獄はだれも許可なく

出られないよう監視されています。やむをえないことで要望があれば、許しが与えられます。それにつ

いては、後で述べるつもりです。 

 天界もまた、周囲がくまなく守られていて、入口に守衛がいる狭い道を通ってしか、天界のある社会

に行かれないようになっています。入口にしても出口にしても、〈みことば〉では、天界または地獄の

「門」とか「入口」と言っています。 

 

429. 精霊界は、山と岩場のあいだにあり、所によって奥まったり高くなったりした谷のようです。天

界社会に通じる門や入口は見えませんが、天界に行く準備ができた人だけは見つけられ、その他の人々

には、見つけられないようになっています。精霊界から天界のどの社会へも通じる一つの入口がありま

す。その入口を通ると、一本の道がついていて、その道も登っていくにつれ、多くの道に分かれます。 

 地獄へ通じる門や入口も、そこを通る人にだけ見え、その人にだけ開かれます。門があくと、くろぐ

ろとして煤けた洞穴が見えてきます。そこからは斜め下の深みに通じていて、そこでまたたくさんの入

口があります。洞穴からは鼻をつく悪臭がもれてきます。善霊はいみきらって、これを避けようとしま

すが、悪霊は快感をおぼえて、そっちへひかれます。 

 この世で自分の悪に快感をおぼえた人は、死んだのちも、自分の悪に相応する悪臭をよろこぶように

なります。この点では、烏、狐、豚のように、腐敗したものや汚物のにおいをかいで、飛びついたり走

ったりする肉食の鳥や獣に似ています。わたしは実際にその声を聞きました。天界からそよいでくる微

風にあたって、内心が拷問にかけられたように、叫び声をあげた者が、地獄からの臭いをかいで、うれ

しそうになって鎮まりました。 

 

430. 人間には一人ひとり二つの入口があります。一つは地獄にむかって開き、そこから悪や偽りが入

ってきます。もう一つの入口は天界にむかって開いていて、そこから善と真理が入ってきます。悪と偽

りのうちにある者には、地獄への門が開いていますが、上にあるすき間から天界の光がもれてきて、人

はその流入で考えたり、推理したり、話したりすることができます。また善と真理のうちにある者には、

天界の門が開いています。 

 人の理性的精神に通じるにも、二つの道がそなわっています。一つは、上にある内的な道で、そこを

とおって主から善と真理が入ってきます。もう一つは、下にある外的な道で、そこをとおって、地獄か

ら悪と偽りがしのびこんできます。 

 理性的精神はそれ自身、その中間にあって、そこから二つにわかれます。それで天界からの光を入れ

れば、それだけ人は理性的になって



 

いきますが、入れなければ、外見はいざ知らず、それだけ非理性的になります。 

 人が天界または地獄とどのように相応しているかについては、次のように言われました。すなわち人

の理性的精神は、その形成期にあるあいだは、精霊界に相応していて、精神の上層部は天界に、精神の

下層部は地獄に相応しています。 

 天界にむかって準備中の場合、悪と偽りの流入があると、精神の上層部は開いていますが、精神の下

層部はとじられます。ところが、地獄にむかって準備中の場合、善と真理の流入があると、精神の下層

部は開いていますが、精神の上層部はとじられます。後者では、自分の下のほう、つまり地獄にしか目

がむきませんが、前者は、自分の上のほう、つまり天界にしか目がむきません。上方に目をむけるとは、

主をあおぐことです。主こそ、天界のあらゆるものが目をむけている共通の中心だからです。それにた

いし、下方に目をむけるとは、主から目をそむけ、対立する側に中心をおくことです。地獄のものはみ

な、そちらの方へ目と体をむけています（前 123～124 節参照）。 

 

431. これまで、精霊界にいる者はみな「霊 spiritus」といい、天界にいる者はみな「天使 angelus」

といいました。（訳注・精霊界にいる霊を「精霊」と訳すこともあります。） 

 

 

 

 

第 45章 人はみな内部では霊である 

 

432. 肉体は物質的なもので思考力がなく、霊魂こそ霊的なもので思考力をもっていることは、まとも

に考えればわかります。人間の霊魂とは、その人の霊で、それが不死であると、多くの人が記していま

す。霊はあらゆる面で不死であって、肉体の中で考えるのもこの霊です。なぜなら、霊は霊的なもので、

霊的なものは霊的なものを受け持ち、考えたり願い求めたりして、霊的に生きています。 

 このように、理性的な〈いのち〉は、すべて肉体の中にあるように見えても、肉体のものではなく、

霊のものです。前述したように、肉体は物質的で、肉体に固有の物質的なものは、霊につけ加えられ、

結びつけられたような様子をしています。それは、人の霊が自然の世界のなかで生活をいとなみ、役立

つ働きをするためです。ただし、自然の世界はすべて物質的で、それ自身には〈いのち〉がありません。 

 ここで、生きているのは物質的なものでなく、霊的なものだけが生きているわけですから、人の中で

生きているのは、すべてその人の霊であって、肉体はただ霊につかえ、躍動する生命力の道具にすぎな

いことがわかります。肉体は、行動し、動きまわり、触れたりするための道具です。ただし行動したり、

動きまわったり、触れたりさせているのが霊の働きではなく、道具自体の働きであると言えば、偽りに

なります。 

 

433. 肉体のうちで生き、またその〈いのち〉がもとで動いたり感じたりするのは、ことごとく霊のは

たらき特有のもので、肉体のもので



 

はありません。だから霊こそ人間それ自身です。同様に、人間をそれ自身としてみると、霊であり、霊

の〈かたち〉です。人間のなかで、生命力をもち、感じているものは、すべてその人の霊で、頭のてっ

ぺんから足の先まで、人間のうちで生き感じていない部分はありません。それで肉体がその霊から分離

すると、これを死といいますが、それでも人間はあくまで人間として生きつづけます。 

 天界から聞いたことは、死人は、よみがえり resuscitari を前にして、棺台のうえに横たわっていま

すが、冷たくなった体で、「自分はまだ生きている」としか考えないそうです。ところが、自分の体にあ

る物質の小さな一部分でさえ動かせません。 

 

434. 人は、実体の根源となり基礎となるもの、つまり主体となるものがなかったら、考えたり、欲求

したりすることはできません。このような実体的主体 subjectum substantiale がなかったら、存在で

きるものは何もありません。人は、視覚の主体となる器官がなかったら、見ることはできないし、聴覚

の主体となる器官がなかったら、聞くことができないのと同じです。そのような器官がなかったら、見

ることも、聞くこともできません。したがって内的視覚ともいえる思考作用も、内的聴覚ともいえる感

知作用も、実体的なもの、すなわち器官を形成し、基体となる実体がなかったら、ぜったいに存在しま

せん。 

 以上から明らかなように、人間の霊とは、みな同じような〈かたち forma〉、すなわち人間の〈かた

ち〉があり、肉体を去っても、肉体にあったときと同じような器官や感覚をそなえています。目がもっ

ている〈いのち〉、耳がもっている〈いのち〉、一口に言うと感覚がもっている〈いのち〉は、全部人間

のものではあっても、肉体に由来するものは何もなく、感覚器官の隅々にまで行き渡っている霊に由来

します。 

 したがって肉体を去って、この世になく、霊の世界にあるときも、霊は生前と同じように、見たり、

聞いたり、感じたりしています。肉体にあったときは、霊は自然的に感じとっていましたが、これは物

質を通して、霊につけ加えられていたものでした。しかし、そのときでさえ、考えたり、欲求したりし

て、霊的に感じとっていたわけです。 

 

435. 人は、そのものとして見ると、霊です。また人の肉体は、自然的・物質的な世界で機能するため、

つけ加えられたもので、人そのものではなく、人の霊の道具に過ぎません。理性のある人間として、そ

れを確信してもらえるよう、以上記しました。 

 しかし理論は多くの人には理解できず、ある人にとって、一度そうと心に決めると、感覚のまどわし

から推して、理論を疑わしいものに変えてしまう恐れがあります。したがって経験をとおして、この真

理を証明することにします。 

 反対の立場で心をかためた人は、動物も、人間と同じく生命と感覚があり、人間と同じく霊的なもの

をもっていると信じています。そして一方ではその霊が、肉体とともに滅びてしまうと考えるのがつね

です。しかし、人にある霊的なものは、動物の場合とは性格がちがいます。人間には動物とちがって、

神の流入を受ける内奥部 intimum があります。神はここで、人をご自身のほうへ高め、ご自身に結びつ

けます。だから人は動物とちがって、神について、天界や教会にある神聖なものについて考えることが

できるし、それをとおして、神を愛する



 

ことができ、その結果、神に結ばれるようになります。神に結ばれ得るものが、無に帰してしまうこと

などありえません。無に帰するとすれば、それは神と結ばれることができないものの場合です。 

 前 39 節で触れたように、人間にはそなわっている内奥部は、動物にはありません。それでここで再び

記すことにします。知識がたりないためか、理性が開かれていないためか、以上について、合理的結論

をくだすことができない人がたくさんいます。その人たちが思いこんだ〈ごまかし〉を論破しなくては

なりません。ある天使は、次のように言っています、 

 「三種類の天界の天使について、一つの秘義をご紹介したいと思います。これについて、以前は段階 

gradus の存在がわからなかったので、だれの心にも浮かんできませんでした。（段階については 38 節参

照）。さて、天使一人ひとりと、人間一人ひとりには、内奥・最高の段階があります。これは主の神性が、

最初にしかも真近に、流れいる内奥部・最高部です。主はここから、秩序の段階にしたがって続く内部

の他の部分をととのえられます。  

 この内奥部または最高部を、「主が天使と人間のうちに入るときの窓口」、または「主ご自身の住まい」

と言います。この内奥・最高部こそ、人間が人間であり、獣
けもの

とちがうところです。獣には、この内奥・

最高部がありません。だからこそ、人間は動物とちがって、自分の精神と心にある内部のすべてを、主

のみ力によって、主のほうへ高めることができます。 

 主を信じ、主への愛に感動し、こうして主を仰ぎみることができます。そしてさらに、理知と英知を

いただき、道理にもとづいて、話すことができます。こうして永遠に生きることになります。その内奥

部で、主がどのように配慮され、ととのえておられるかは、天使でさえ流入としてはっきり感じとれな

いほどです。それは天使の思いを越え、英知を越えています」と。 

 

436. その内部で、人が霊であることを、わたしはたび重なる経験で知ることができました。ただしこ

れをぜんぶ記録すると、何ページにもわたって、紙面をうめつくすことになります。 

 わたしは、霊たちと話すときは、自分自身が霊として話したり、肉体をもった人間として話したりし

ました。わたしが霊としてかれらと話すさい、かれらはわたしが生粋
きっすい

の霊であるとしか思わず、それで

いてわたしは、かれらと同じように〈かたち〉は人間でした。わたしが霊として話しているときは、わ

たしの物質的肉体は現われませんでしたから、かれらの眼前で姿をとっていたのは、わたしの内部だっ

たわけです。 

 

437. 死んで肉体から離れたあとでも、人は以前と同じようにまだ人間として生きています。そのため

人間は、その内部では霊であることがわかります。それがはっきりした確信になるため、わたしはこの

世で知りあったほとんどすべての人と、言葉をかわす機会にめぐまれました。ある人とは数時間、ある

人とは数週間から数ヵ月、ある人とは数年におよびました。それはわたし自身の確信と証しのためでし

た。 

 

438. ここでつけ加えておきます。人はそれぞれ肉体をつけて生きて



 

いるあいだでも、知らないまま、霊の面で他の霊たちと交際している事実です。善人は、天使社会にい

る霊たちと、悪人は、地獄社会にいる霊たちと、交際しています。そして死んだのちは、その霊のいる

社会に、仲間いりをします。死んだ後、霊の仲間いりをすると、以上のことをたびたび聞かされたり、

示されたりします。 

 この世で生きているあいだは、自然的に考えていますから、人が霊の社会で、霊として姿をあらわす

ことは、まずありません。しかし肉体から脱して、抽象的に物事を考えているとき、その人は霊の状態

にいますから、霊の社会に時として姿をあらわすことがあります。姿をあらわせば、そこにいる霊たち

から、はっきり見られています。そのとき人は、物思いにふけって歩き、だまったままで、まわりの霊

を見ないし、見ている様子もありません。ある霊が話しかけたりすると、消えていきます。 

 

439. 人は、その内部では霊です。それをはっきりさせるため、人がどんなふうに肉体を離れ、どんな

ふうに霊に導かれて、かなたへ連れ去られていくかを、経験からお話しします。 

 

440. まず最初におこること、つまり肉体を離れていくときの様子は、次のようです。人は、睡眠と覚

醒のあいだの中間状態にもっていかれます。ただしこの状態では、本人は自分ではっきり目をさまして

いるとしか思いません。全感覚はめざめていて、肉体としては最高の覚醒状態にいるように感じます。

それは、視覚も、聴覚も、また不思議に触覚もそうです。触覚など、かつてなかったほど鋭敏な覚醒状

態にあります。 

 このような状態になって、霊や天使たちが生きたものとして見え、聞こえ、また不思議にも触れられ

るものになります。そのとき、肉体の介入はほとんど何もありません。これはいわゆる「肉体からひき

離されてはいても、自分が肉体の内にいるか、外にいるかわからない」状態です[訳注: Ⅱコリント 12・

２]。わたしは、このような状態に、三、四度だけ入れられました。それがどんな状態なのか、また霊や

天使が全感覚をそなえて生きており、人が霊として肉体からひき離されても、全感覚をそなえているこ

とが、分かるためでした。 

 

441. 次は、霊によって他の場所に連れていかれることです。これがどんなふうで、どのようにされた

かについて、ただの二、三回にすぎませんが、わたしは生きた経験で教えられました。ただ経験したこ

とだけを話します。 

 都会の大通りと、田舎
い な か

の平坦なところを通って歩いていました。わたしはそのとき、霊たちと話して

いました。いつもとまったく同じように、めざめたまま、視覚をはたらかせていると思っていました。

こうして、まちがえることなく歩いていました。そのあいだ目に入るものは、森、川、宮殿、家々、人

間など、数多くのものがありました。 

 ところが何時間か歩いたあと、わたしは突然、肉体的視覚にもどり、自分がほかの場所にいるのに気

づきました。わたしはびっくりし、自分が〈霊に連れられて他の場所へ運ばれた人〉と同じ状態にあっ

たことがわかりました。というのは、それが起こっているあいだ、途中何十キロもあったはずなのに、

何も思いだせないことです。時間につ



 

いてもそうです。何時間か、何日間か、かかったはずです。それに疲れを感じません。こうして自分の

知らない道を、目的地まで、迷わないで来られました。 

 

442. 以上、人間の経験可能な二つのちがった状態は、ともに人が、内部つまり霊のうちにあるとき起

こることで、例外的な状態です。わたしがそれを経験できたのは、教会内で知られてはいますが、それ

がどんなものか知るためです。霊たちと言葉をかわしたり、仲間いりできたのも、肉体的には完全にめ

ざめて体験したことで、今にいたるまで、何年もつづいています。 

 

443. 人間は、その内部で霊であることは、天界・地獄ともに人類からなっている事実を記した前 311

～317 節を参照していただければ、さらにはっきりすると思います。 

 

444. 人間はその内部で霊である事実は、人の思考力と意志に照らしあわせてみると、よくわかります。

思考力も意志も、人間の内部それ自身で、それが人間を人間にしています。人間は、思考し、意志する

からこそ人間なのです。 

 

 

第 46章 死からのよみがえりと永生 

 

445. 自然の世界にあって、霊の世界からくる思いや情愛に対応する肉体の機能がはたせなくなると、

人は死ぬと言われます。これは肺の呼吸と、心臓の鼓動が停止するとき起こります。ただしここで、人

は死んだというより、この世で用をはたした肉体から離れるだけで、人間自身は生きています。人間自

身は生きていると言うのは、人間は肉体からでなく、霊からなっているからです。人間のなかで考えを

めぐらしているのは霊で、その考えに情愛が加わって人間をつくります。 

 人が死ぬと、一つの世界から別の世界へ移っていくにすぎないことが、ここではっきりします。だか

ら、〈みことば〉の内的意味では、「死」は、復活および生命の継続を意味しています。 

 

446. 霊の内的交流は、呼吸と心臓の鼓動にともなうもので、思考には呼吸が、愛の感情には心臓がか

かわっています。それで以上二つの肉体的運動が止まるとき、そこに霊肉の分離が行われます。 

 肺の呼吸と心臓の収縮、この二つの作用が霊と肉のかすがいになるわけで、これがこわれるとき、霊

は去っていきます。そして、肉体はみずからの霊的いのちを失い、冷たくなり、腐敗していきます。霊

にある内的交流が、呼吸と心臓の動きに伴うわけは、全体と部分をとわず、あらゆる生命の躍動は、以

上の二つにかかわるものだからです。 

 

447. 人の霊は、霊肉の分離があっても、しばらくは肉体のうちにとどまります。それも心臓が全面的

にその活動を停止するまでです。この活動停止は、人が死ぬときにかかる病気の状態によって、それぞ

れ異なります。心臓の動きは、人によって、長く続いたり、短かったりします。



 

 さて、この動きが停止すると、本人はただちによみがえります。ただこれは、主によってだけなされ

ます。よみがえりとは、人の霊が肉体からひき離され、霊界に連れていかれることで、これを通常「復

活 resurrectio」といいます。心臓の鼓動がとまるまで、人の霊は肉体から離れませんが、それは、心臓

は愛からくる情愛に相応し、愛は人間の〈いのち〉そのもので、その愛から人間の生命エネルギーが生

じているからです。だから、このようなつながりが存続しているあいだは、相応があり、肉体のうちに、

霊の〈いのち〉が宿っています。 

 

448. わたしは、よみがえりの様子を聞いただけでなく、生きた体験で示されました。その体験があっ

たのは、それを確認するためです。 

 

449. わたしは、肉体の感覚が麻痺
ま ひ

して、死人と同じ状態になりましたが、内面の〈いのち〉は、思考

力ともども、まったくいつものようでした。これは、死からよみがえる人に起こることを自分の体験で

感じとり、覚えおくためでした。肉体の呼吸活動はほとんどなくなりました。それでも、微弱で静かな

肉体の呼吸があり、それにつながって、霊の内的呼吸がつづいていました。 

 最初に、心臓の脈搏をとおして、天的王国との交流が行われました。天的王国が人間の心臓に相応し

ているからです。天的王国からきた天使たちが見えました。やや離れて、わたしの頭に近いところに、

二人座っていました。自分のもっていた固有の情愛は、すっかり取り去られたものの、思考力と感知力

は、そのまま残っていました。 

② このような状態で、何時間かすぎました。わたしのまわりにいた精霊たちは、わたしが死んだと思

って、去っていきました。わたしは、死体が埋葬されたときのような芳香を感じました。天界の天使た

ちがそばに来ると、死体は芳香を発します。その芳香を感じとると、霊は近づくことができません。ま

た人が永遠の〈いのち〉に入れられると、その人の霊はすぐ、悪霊の接近からも守られます。 

 頭のそば近く座っていた天使たちは、黙って自分たちの考えていることを、わたしの思いに伝えてき

ました。その思いが伝わると、人の霊が肉体から引き離されてもいい状態にあることが、天使たちにわ

かります。このような考えの交流は、わたしの顔面をとおして行われます。天界では、こうして考えの

交流が行われます。 

③ よみがえりの様子を知り、それを記憶にとどめておくため、わたしは自分で考えたこと、感じたこ

とを、心に刻みつけておきました。まず、天使たちは、わたしがどんな考えをもっているか、死んでい

くにあたっての考えが、永遠の生命につながるかどうかを調べているのが分かりました。かれらは、わ

たしがそのような考えをもち続けるよう、願っている様子でした。 

 人の霊は、死の直前にもっていた考えのうちにとどめられ、やがて、この世でもっていた共通の支配

的情愛からでる考えに戻ることを、後になって聞きました。 

 わたしの精神の内部が、ちょうど抜きとられるように摘出
てきしゅつ

されて、霊が肉体から分離していくのを、

ここではっきり感知しました。またそれは、主によってなされるとともに、このようにして、人はみな、

よみがえるものだと聞かされました。



 

450. 天的天使たちは、よみがえった人のそばにいて、その人から離れようとはしません。それは一人

ひとりを愛しているからです。ところが、人の霊のほうで、天的天使の仲間いりをすることに我慢でき

ず、あがいて、かれらから身をひこうとする場合があります。そうなると、主の霊的王国から天使がや

ってきます。その天使たちがくると、光が射してきます。それまでは、ただ考えていただけなのが、見

えるようになります。これも、どんなふうに行われるかが示されました。 

 天使たちが、左の眼をおおっている膜を、鼻のほうにむかって巻きとるようにすると、眼があいて見

えるようになります。霊としては、以上のようにされているとしか感じませんが、それは見かけです。

眼の膜がまきとられるように思われたときも、見えてくる明かりはぼんやりしていて、それはちょうど、

夜明けの光が射しはじめたころ、まぶたを通して見ているような感じです。このようにして見えてきた

ぼんやりした明かりも、わたしには、天上の熱からきているように映りましたが、それも多種多様だそ

うです。 

 それからしばらくして、顔面から何かが、やさしく巻きとられたように感じました。すると霊的思考

がはじまります。顔面から何かが巻きとられる感じも、また見かけです。これは自然的思考から、霊的

思考への移りかわりを、表象的に示すものです。天使たちは、よみがえった人からでてくる思いが、愛

からの味わいであるよう、極力注意してくれます。そしてその際、本人が霊であることが伝えられます。 

 あたらしく誕生した霊が光になれてくると、霊的天使たちは、霊がその状態で、してもらいたいと思

うことを全部なし、来世で行われることを教えてくれますが、それも霊が理解できる範囲内にとどめま

す。 

 ところが、教えてもらいたいと思わない場合、そのよみがえった霊は、霊的天使とのおつきあいを嫌

がります。それでも天使たちは、かれのもとを離れて行こうとはしません。むしろ霊の側で、天使たち

から自分を切り離そうとします。天使としては、一人ひとりを愛していて、何よりも願ってやまないこ

とは、霊に仕え、霊を教え、霊を天界に案内して、その最高のよろこびを味わせることです。 

 このようにして、霊的天使と別れてしまうと、こんどは善霊によって迎えられます。善霊たちは、そ

の霊と交流しているあいだ、その霊にできるかぎりのことをしますが、もしその霊が、この世で生きて

いたとき、善霊とのおつきあいができていなかった場合、善霊にも去っていってもらいたいと願うよう

になります。 

 そして、何回目かになって、最後に仲間いりをするのは、この世で自分の〈いのち〉と完全にうまが

あっていた霊です。そこでかれは、自分の〈いのち〉を見つけます。こうして不思議なことに、かれは

この世と同じような生活を営むことになります。 

 

451. ただし、このような死後の人生の開始期間は、ながくて数日で、それ以上はつづきません。それ

から霊は、ある状態から他の状態へと導かれていき、ついに天界か地獄かに到達します。その様子につ

いては、後述することにします。わたしはそれについて、かずかずの体験で知ることができました。 

 

452. 死んで三日目に、わたしはある人たちと話しました。ときに、 

449､450 節で述べたことが起こっていました。わたしは、この世で知



 

りあいだった三人といっしょにいて、埋葬の準備が行われていると伝えました。わたしが埋葬を口にす

ると、それを聞いてかれらは仰天し、自分たちはまだ生きているが、この世で使いはたしたものを埋め

ているのだと言っていました。そのあと、かれらはびっくりした様子で、生前このような死後の〈いの

ち〉があるなど信じなかったし、とりわけ教会内でそれを知っている者がほとんどだれもいない、と言

って驚いていました。 

 肉体の死後における霊的生命の実在を、この世で信じなかった人たちは、自分たちが生きているのに

気づいて、ひじょうに恥いります。ところが、不信仰で心が固まってしまっている霊たちは、同類どう

しで集まり、信仰をもっていた者から分かれます。かれらはたいてい地獄社会の一つにつながっていき

ます。それは神を否定し、教会の真理をないがしろにしたためです。だれでも自分の霊魂が、永遠に生

きることを信じない方向に心をかためてしまうと、それだけ天界や教会を信じない方向に、心をかため

てしまうものです。 

 

 

第 47章 死後の人間は、完全な 

〈かたち〉をもった人間である 

 

453. 人間の霊は、人の〈かたち〉をし、霊はその〈かたち〉の面でも人間であることは、前述の各節

から明らかです。とくに、それぞれの天使は、人間として完全な〈かたち〉をもっており（73～77 節）、

人間も各自、その内部では霊であり（432～444 節）､天界の天使たちは、人類からなっている(311～31

7 節)ので、それが明らかです。 

② 人間が人間であるのは、その肉体からでなく、霊の面からであることや、肉体の〈かたち〉は、霊

の〈かたち〉に従って霊につけ加えられたもので、その反対ではないことなどを考えあわせると、それ

がいっそうはっきりします。 

 霊は自分の〈かたち〉にちなんだ肉の衣装を身につけています。したがって人の霊は、肉体の一つ一

つの部分、微細な部分にまでおよんでおり、霊によって動かされないなら、すなわち活動する霊がその

中で働かないなら、その部分は生きてきません。人の思考力と意志は、人体のすみずみにまでおよんで

おり、その命令で動かされないところはありません。もし動かされないとすると、人体の一部ではなく、

生命のないものとして体外に排除されます。それを見ただけでも分かります。思考力と意志は、人の霊

に属するもので、肉体に属するものではありません。 

③ 肉体を去ったあとの霊にしても、人の中にとどまっている霊にしても、人間の〈かたち〉で目には

映りません。人体の視覚器官としての眼は、この世で見ているかぎりは物質的なものだからです。物質

的なものは、物質しか見えないし、霊を見るのは霊です。 

 したがって物質的な目では見えなくなった場合、つまり霊と協働しなくなった場合、霊は初めて、人

間の〈かたち〉をして、見えてきます。霊界にいる霊でも、人の肉体の中にとどまっている霊でも、見

えてきます。 

 

454. 霊は人間の〈かたち〉をしています。人はその霊の面で、天界



 

の〈かたち〉にかたどって造られ、天界とその秩序にあるものは、ぜんぶ人間の精神の構成要素になっ

ています。したがって、人間の精神には、理知と英知を受ける能力がそなわっています。理知と英知を

受ける能力といっても、天界を受けいれる能力といっても同じです。 

 以上は「天界の光と熱」(126～140 節)､｢天界の<かたち>｣(200～212 節)､｢天界にいる天使たちの英

知｣(265～275 節)で述べたこと、また、天界はその〈かたち〉の上で、個々全体にわたって、人間の姿

を映しだしていることを示した節（59～77 節）で、明らかになっているはずです。 

 これは結局、〈主の神人性〉に由来するもので、〈主の神人性〉のもとに、天界とその〈かたち〉がで

きているためです（78～86 節）。 

 

455. いままで述べてきたことは、理性的人間として納得できるはずです。それぞれの原因の鎖をたど

っても、一つ一つの真理を整理してもわかります。ところが、人が理性的でない場合、よくわかりませ

ん。理由はさまざまですが、まず言えることは、それが自分なりに鵜呑
う の

みにした謬説
びゅうせつ

とは異なるため認

めたくないわけで、認めたくない場合、自分の理性に届くはずの天界の道を遮断してしまいます。たと

え理性の開かれる可能性があっても、意志がそれにたいし、抵抗を示すためです（424 節参照）。 

 人は望み次第、真理を認識することができるし、理性的でもありえます。わたしは、たび重なる経験

でそれを教わりました。時折の出会いを記します。この世で神と教会の真理を否定し、心がかたくなり、

非合理的になった悪霊がいました。しかし神のみ力で、真理の光に浴している者のところへ帰ってきま

した。そのあとかれらは、天使のように、万事を理解するようになり、真理が存在し、万事をよく理解

できると告白しました。 

 ところが、自分のなかにのめり込んで、おのれの意志がむく愛にもどってきた途端、ぜんぜんわから

なくなって、以前と反対のことを口走ったりしていました。 

② ある地獄の霊がいて、次のように言っているのを耳にしました。 

 「自分たちがやっていることが悪いことや、考えていることが間違っているのを知っているし、感じ

てもいます。しかし自分にある愛のたのしさや意志の力には、抵抗できません。この意志が考えをうご

かすため、あたかも悪が善のように、偽りが真理のように見えてきます」と。 

 ここで明らかなのは、悪意から偽りのうちにいる場合、理解したり理性的であったりすることが可能

でも、それを望まないわけで、望まないのは、真理よりも、心に宿す悪に調子を合わせる偽りを、愛し

ているからです。愛することと、望むことは一つです。人は望んでいるものを愛し、愛するものを望ん

でいます。 

③ 人は、望みさえすれば、真理が分かるよう造られています。教会と天界の霊的真理を、理性的判断

でたしかめるよう、わたしに許されたのはそのためです。大勢の人間の理性をくもらせた偽りを、理性

的な判断で論破し、その目を少しでも開いてくれればいいと思ったまでです。真理のうちにいれば、理

性的判断で、だれでも霊的真理がたしかめられるようになっています。理性が照らされ、そこに真理が

あるのが分からないなら、〈みことば〉を、その文字の意味で理解すること



 

さえできません。同じ〈みことば〉から、これほどたくさんの異端が生まれた理由は、他にあるでしょ

うか。 

 

456. 人間の霊は、肉体から離れたあとも人間で、同じような〈かたち〉をしていることが、年を経た

日々の経験で、わたしによく分かってきました。わたしは、霊たちに何千回も会って話を聞き、言葉を

かわしています。この世の人は、それを信じないことや、信じる人がいても、無学者の信仰として、学

者たちが否定している事実について、話しあいました。かれらはこの世で、とくに教会の中で、このよ

うな無知があい変わらず幅をきかせているのを嘆いていました。 

② ところで霊たちは、このような不信仰は、霊魂を感覚的・肉体的なものとして考える学者から、お

もに浸透してきたものだと言います。学者たちによると、霊魂はただの思考力にすぎません。その思考

力をささえ、思考の源となる主体については、考えようとしません。したがって霊魂というと、希薄で

揮発性を伴う気体のようなもので、肉体が死ねば、消えてなくなると考えます。 

 一方教会は、〈みことば〉によって霊魂不滅を信じているので、霊魂には思考を促進する〈いのち〉が

あることを認めざるをえません。ところがかれらは、肉体とふたたび結びあわされるまで、霊魂には、

人間にそなわっている感覚が存在しないものと考えています。 

 復活についての教義も、最後の審判で霊肉の再結合があるとする信仰も、以上のような意見にもとづ

いています。人が、以上の教義または仮説にもとづいて霊魂を考えると、霊魂が霊であることも、人間

の〈かたち〉をしていることも理解できません。それに加えて現在では、霊の正体を知っている人は極

めてわずかで、霊や天使にある霊的実体 spirituales が、人間の〈かたち〉をしていることなど、ます

ます理解しにくいものになっています。 

③ この世から来世にくる者は、ほとんどみな、自分が生きていて、以前同様の人間で、見たり、聞い

たり、話したりでき、以前同様に、体には感覚がそなわり、違う所が全くないことに仰天します（74 節

参照）。その驚きがしずまったかと思うと、さらに驚かされるのは、この世で一定期間の年月を送ったあ

と、だれもが来世にやってきて、ふたたび人間として生きる事実があっても、人間の死後の状態や天界

や地獄について、教会は何も知らないことです。 

 以上は、教会の基本的な信仰でもあるはずですから、まぼろしでもいいから示されないのはなぜかと、

いぶかっている人がいました。それにたいして、天界から次のように告げられました。つまり、主のお

ぼしめしなら、これほど簡単なことはありません。ただし信仰内容に反する偽りで心がかたくなった人

は、見ても信じないということです。偽りのうちに漬かっている者に、まぼろしで確証を与えることは、

かえって危険です。最初そう信じても、あとで否定し、真理を冒涜するようになるからです。信じたあ

と、それを否定することは冒涜です。真理を冒涜すると、地獄のなかでも、最も低級で非道の部類に落

ちこむことになります。 

④ この危険について、主の〈みことば〉があります。 

「神はかれらの目をくらまし、心をかたくなになさった。それは、かれが目で見ず、心でさとらず、

悔い改めていやされることがないためである」（ヨハネ 12・40）と。



 

偽りのうちにいる者は、それでも信じようとしないでしょう。 

「アブラハムは、地獄にいる金持ちに言った。『かれらにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよ

かろう』。金持ちが言った、『いいえ、父アブラハムよ、もし死人の中からだれかが兄弟たちのところ

へ行ってくれましたら、かれらは悔い改めるでしょう』。アブラハムは言った、『もしかれらが、モー

セと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中からよみがえってくる者があっても、その勧めを聞き入

れはしないであろう』と」（ルカ 16・29～31）。 

 

457. 前述のように、人の霊はよみがえったあと、少したってから、精霊界に入っていきます。当初は、

この世にいたときと同じ顔つきと声色をしています。その人はまだ内部が開かれておらず、外部の状態

にいるからです。これは、人が死んだ直後の状態です。 

 しばらくすると、顔立ちが変わって別人のようになります。それは、本人がこの世でもっていた精神

の内部、つまり肉体の中で霊が宿していた情愛、つまり主調愛に似てくるからです。人の霊がしめす顔

立ちは、その肉体の顔立ちとはちがいます。肉の顔は両親から受け継いでいますが、霊の顔は本人の情

愛からくるもので、その人の似姿 imago になります。人は肉体の〈いのち〉が終わってから、霊として

この状態に移りますが、そのとき外部がとり去られ、内部が開かれます。この状態を、第三の状態とい

います [訳注・第二の状態は、第 52 章 

(402 ページ)、第三の状態は、第 53 章(416 ページ)を参照のこと]。 

 最近この世からやってきた霊を見て、その容貌と話しぶりから、わたしはある人だと分かりましたが、

あとになって会ったときは、もう分かりませんでした。よい情愛をもっている人は、美しい顔をして現

われますが、わるい情愛をもっている人の顔は、ゆがんでいます。人の霊は、そのものとして見ると、

情愛以外の何ものでもありませんし、顔はその外面の〈かたち〉です。 

 顔立ちが変わるわけは、来世では、自分のものではない情愛を自分のものとして偽ることも、自分が

宿している愛とちがった顔を見せることも、許されないからです。霊界では、だれもが自分の考えてい

るとおりにしゃべり、自分が欲するそのままを、容貌や身振りで示すようになります。こうなると、顔

はすべて本人の情愛の〈かたち〉であり、似姿になります。だからこそ、前(427 節)に述べたように、

この世で知りあった者どうしは、精霊界では分かりますが、天界や地獄では分かりません。 

 

458. 偽善者の場合、その顔つきが、ほかの人より変わるのが遅いのは、習慣的によい情愛をまねて、

自分の内部に手を加えているからです。だからしばらくのあいだは、みにくくない顔立ちで現われます。

しかし、その真似事も次第にばれて、自分の情愛によって精神の内部が形づくられるようになり、やが

てほかの人以上に醜い姿になります。偽善者とは、天使のように話しながら、心の内部では自然しか認

めず、神を信じないで、教会や天界をも否定する人たちです。 

 

459. だれでも死後の人間としての姿は、神の真理を心から愛し、それにしたがって生きていれば、そ

れだけ美しいことを、忘れないでいただきたいと思います。人の内部は、もっている愛と〈いのち〉に

も



 

とづいて、開かれ形づくられるものだからです。情愛が内的であればあるほど、その人は天界と和合し、

それだけ顔立ちも、美しくなります。 

 内奥天界にいる天使たちが、もっとも美しい顔立ちをしているのは、天上の愛の〈かたち〉をとって

いるからです。神の真理を愛してはいても、やや外面的で、それによる生活もむしろ外面的であった場

合、その美しさは多少おとります。当人の顔は、外見上はかがやいていますが、天界の内的愛が、外部

をとおしての輝きではないからです。したがって、その内部の性格は天界の〈かたち〉になっていませ

ん。かれらの顔からは、内的〈いのち〉の透
す

きとおるような生気がでておらず、むしろ不鮮明で曇って

います。 

 一言でいうと、完全性 perfectio は、ことごとく内部にむかっており、外部にむかうほど、それは減

じます。完全性と同じく、美しさにも増減があります。わたしは第三天界の天使たちの顔を見ましたが、

どんな画家も、どんな技巧をつかっても、その顔に現れた光と〈いのち〉の千分の一の輝きさえ、絵具

に盛り込むことはできないと思いました。しかし、末端部天界の天使たちの顔については、ある程度ま

で、それが可能です。 

 

460. 終わりに、だれにも知られていない秘義を、ここで一つお知らせします。主から発し天界をつく

る〈善と真理〉は、すべて人間の〈かたち〉をしていることです。それは全体・最大の〈かたち〉で、

そうであるばかりか、その最小の〈かたち〉まで、あらゆる部分におよんでいます。主から善と真理を

いただく者には、みなこの〈かたち〉が刻みこまれ、天界にいる者は、それぞれ受けいれる器におうじ

て、みな人間の〈かたち〉をしています。天界は個々全体にわたって、原型に似ていて、その人間の

〈かたち〉は、全体にも、各社会にも、天使一人ひとりにもおよんでいます。これは 59 節から 86 節ま

での四章にわたって、説明したとおりです。 

 加えて、天使が、天上の愛から何かを考えるとき、以上は、その一つ一つの考えにあてはまります。

この秘義は、ある人の理性にとって、つかみどころがない感じを与えるかもしれません。しかし、天界

の光のうちにいる天使の理性には、はっきりしています。 

 

 

第 48章 死後の人間は、感覚・記憶・情愛の 

すべての点で、現世での肉体以外は、 

生前となんら変わらない 

 

461. 人は、死ぬことによって、自然的世界から霊的世界に移っていきます。そのとき、地上の肉体以

外は、自分のものは全部、つまり自分の人間性はすべて、たずさえていきます。わたしにはそれが、お

びただしい経験で納得させられました。 

 人は、霊界すなわち死後の生活に入っても、この世と同じような体つきをしています。そこで見たり

感じたりするものに相違がありませんから、表面上は何の違いも認められません。ただそのときの体は

霊的で、地上の肉体からは切りはなされ、きよめられて purificatum います。とは言え、霊的な体で、

霊的なものを見たり触れたりするの



 

と、自然の体で、自然的なものを見たり触れたりするのとは、ひじょうによく似ています。人が霊にな

ったときも、この世の肉体と同じ肉体のうちにいるとしか思えないし、自分が死んだことさえ、気づい

ていません。 

② 人はまた、この世で備えていた内外の感覚はぜんぶもっていて、まえと同じように、見、聞き、話

し、嗅ぎ、味わいますし、触れると触覚に感じます。まえと同じように、欲求し、願望や渇望をおぼえ、

思考し、反省し、感動し、意志します。また研究熱心な者は、まえと同じように読んだり書いたりしま

す。 

 一言でいうと、人が一つの〈いのち〉から、もう一つの〈いのち〉へ移るさい、あるいは一つの世界

から、もう一つの世界へ移るさい、あるところから別のところへ場所を変えるだけで、人間としてもっ

ているものは全部身につけていきます。地上の肉体が死んだからといって、それで何かを失ったとは言

えません。 

③ 自然的な記憶も身につけていきます。この世で見聞きし、読んだり、学んだり、考えたりしたこと

は、幼児のときから晩年にいたるまで、ぜんぶ覚えています。ただし、記憶のなかに含まれている自然

的事物は、霊界で再生することがなく、凍結します quiescunt。それは人が、自然的事物によらないで

考えているときと同じですが、ただ主のおぼしめしのとき、再生することがあります。このような記憶

や、死後の記憶の状態については、やがてくわしく述べるつもりです。 

 人の死後の状態がこんなふうになることは、感覚的人間の目では、ぜんぜん信じることができません。

それは理解できないことだからです。感覚的人間は、自然的にしか考えません。霊的なことがらについ

てもそうです。あのトマスのように、感覚で触れられないもの、体についている眼で見たり、手でさわ

ったりできないものは、存在しないと言います（ヨハネ 20・25、27、29）。感覚的人間とはどんな性格

かについては、前述の箇所を参考にしてください(267 節参照)。 

 

462(1). と言っても、霊界でくらす人間の〈いのち〉と、自然界でくらす人間の〈いのち〉のあいだに

は、外的感覚とその情愛の面だけでなく、内的感覚とその情愛の面で、たいへんな開きがあります。天

界にいる天使たちは、この世にいた頃にくらべて、ずっと洗練された感覚をもっていて、まえよりもず

っと精密に、見たり聞いたりできるだけでなく、ずっと高度の英知をもって考えます。この世の光より

も格段にすぐれた天上の光でものを見ます（前 126 節参照）。 

 また天使たちは、この地上よりはるかに高度の霊的大気をとおして、音を聞きます(235 節)。内的感

覚と外的感覚とのあいだのちがいは、この世の〈明るみのなか〉と〈雲間のかげ〉、または白日の光と夕

闇のあいだのちがいに比べられます。天界の光は〈神の真理〉ですから、天使たちは、ごく微細なもの

まで、その光のもとで感知し、判別することができる視覚をもっています。 

② 天使たちの外的視覚は、その内部視覚つまり理性に相応しています。天使のもとでは、ある天使の

視覚が、他のもう一人の天使の視覚のなかに流れいって一つになり、そこにするどい〈眼差し acies〉

が生まれます。聴覚も同じように、かれらの理性と意志の感知力に相応しています。だから、かれらが

話をしているあいだは、音声や単語で、相手の感情や思考のもっとも微細な部分までも感じとれます。

音声で



 

情愛を、単語で思考内容を感じとります(234～245 節参照)。 

 天使が備える他の感覚については、視覚や聴覚ほど鋭敏ではありません。そのわけは、視覚や聴覚は、

天使たちの理知と英知のはたらきに役立っていますが、他の感覚は、それほど役立つわけではないから

です。もし他の感覚も、視覚や聴覚と同じくらい鋭敏になると、英知の光とよろこびをうばって、種々

の肉的欲望からくる快感を味わわせ、それが嵩
こう

じて、理性をくもらせ、にぶくするおそれがあります。

これは、この世の人間にも起こります。味覚や肉的触覚からくる刺激におぼれると、霊的真理について

は、それだけ鈍感で愚かになります。 

③ 「天界にいる天使たちの英知」の章(265～275 節)で述べたことから明らかですが、天界の天使たち

の内的感覚、かれらの思考と情愛は、この世で経験したものより、ずっと洗練され、完成されています。

また地獄にいる者の状態と、この世にいる者の状態とのあいだにも、大きな違いがあります。天界の天

使がもっている内的・外的感覚が、完全ですぐれているのにたいして、地獄にいる者の不完全性は、そ

れだけ大きくなります。かれらの状態については、後章で述べます。 

 

462(2). 人間は、この世を去るにあたって、自分の記憶をことごとく身につけて行きます。これはたく

さんの事実から示されました。見聞した中から、記憶すべき事柄がいろいろあり、その中からいくつか

を、順を追って紹介いたします。  

 この世で破廉恥
は れ ん ち

な行為や犯罪をおかしていながら、それを認めない者がいました。みずから潔白であ

るなどと錯覚しないよう、万事があばかれました。その幼少のときから晩年まで、順を追って記憶から

とりだされて調べを受けましたが、その主だったものは、姦淫と密通でした。 

② 人を悪らつな手口でだました者や、盗みをはたらいた者がいました。かれらの企
たくら

みや窃盗が、順に

かぞえられていきましたが、そのほとんどは、この世で本人以外のだれも知りませんでした。ところが、

心を占めていた当時の考え、意図、楽しみ、恐れのぜんぶが、白日のもとに照らされてから、それを認

めないわけにはいきませんでした。 

③ 賄賂
わ い ろ

を受けとり、裁判に手心を加えた者がいました。かれらも同様、記憶をたどって調べを受け、

職務遂行の当初から終りまで、ぜんぶ審査にかけられました。その回数と内容の一つ一つが、時代順に、

本人の精神状態と意図をふくめて、いちどに思いだされ、眼前に示され、それは何百何千という数にの

ぼりました。おどろいたことに、ある者の場合、事実が記録されているメモ帳が開かれ、本人の目のま

えで、一ページずつ読まれました。 

④ 処女たちを淫行におとしいれ、その貞操をうばった者もいて、同じような審判にかけられました。

一つ一つの行いが本人の記憶からとり出され、並べられました。むすめや婦人たちの顔が、その場所、

言葉、そのときの気持ちも組み入れて、現存するようにあらわされます。それが目の前に迫るよう、だ

しぬけに見せられます。そのような映像が、ときとして数時間もつづきます。 

⑤ 理由もなく、人を糾弾したり断罪したりして、罪を負わせた者がいました。その非難や呪い、その

ときつかった言葉が、被害者や聞き手をふくめ、順を追って、調べられていくのを聞きました。それも

全部いちどに再生され、いきいきと目のまえに示されます。しかし、こ



 

れらの一つ一つは、生前本人がたくみに隠していました。 

⑥ ずるがしこい手口で、親戚から相続権を奪った者がいて、同じように裁かれ、断罪されました。驚

いたことに、かれらのあいだでかわされた手紙やメモまで、わたしに聞こえるように読みあげられまし

た。見おとされた言葉は、ひと言もないとのことです。 

⑦ 同一人物ですが、その男が死ぬまえ、ひそかに隣人を毒殺しました。これもそれなりに暴露されま

した。脚下に穴が掘られていくのが見えました。墓から出てくるように、ひとりの男が、その穴の中か

ら姿をあらわし、その下手人にむかって、「お前は、このオレに何をやったのだ！」と叫びました。その

とき毒殺者が、被害者にむかい、いかに親しげに語りかけ、コップをさし出したか、そのまえに何をた

くらみ、そのあと何が起こったかも、ぜんぶあらわになりました。それが発覚して、かれは地獄の宣言

を受けました。 

⑧ ひと口で言うと、悪行、犯罪、窃盗、小細工、陰謀など、悪霊の一人ひとりに、本人の記憶からと

りだされて、ことごとく見せつけられ、罪を宣告されます。否定の余地はありません。現場が全部いち

どに現われてくるからです。 

 また、ある者の記憶自身が語るのを耳にしました。ひと月のあいだ何を考えたかが、日を追って、天

使によってあきらかにされ、調べを受けます。そこには、なんらの錯誤もありません。そこにいる本人

には、かつての日にあったと同じことが、ぜんぶ再現されるからです。 

⑨ 以上の実例から、人はその記憶をぜんぶもっていくことが分かりました。この世で隠されたまま終

わるものは何もないし、あの世で現れてこないものは何もありません。それは、主の〈みことば〉の多

くの箇所からも明らかです。 

「おおいかぶされたもので、現われてこないものはなく、隠されているもので、知られてこないも

のはない。だから、あなたがたが暗闇で言ったことは、何でも明るみで聞かれ、密室で耳にささや

かれたことは、屋根のうえで言いひろめられるであろう」（ルカ 12・2～3）と。 

 

463. 死んだ後、自分がした行いが、それぞれあらわにされるさい、審査の役をまかされる天使は、ま

ず本人の顔をみて調べます。それから審査はいっぽうの手の指からはじまって、もう片方の手の指へ移

り、こうして身体をくまなくめぐって、全体をしらべあげます。 

 なぜそうするのか不審に思っていると、人が考え意志した一つ一つのことは、その働きの源になる脳

細胞に刻まれていると同様、からだ全体に刻まれているのが分かってきました。考えることや意志する

ことは、すべてその源からはじまって、身体の末端部 ultima で終わっています。したがって意志と思考

から、脳細胞に刻まれているだけでなく、人間全体に刻まれており、そこで身体各部の秩序にもとづい

て、整然と出現してきます existant。 

 ここで、人間は、本人が意志し考えることで、全体がなりたっていることが分かります。その結果、

悪人は〈それなりの悪 suum malum〉となり、善人は〈それなりの善 suum bonum〉となります。

そこで〈みことば〉で言われる「生命の書」とは何かが明らかになります。つまり、人の行いも考えも、

すべて人間全体に刻まれています。それが記憶から呼びだされるとき、書物のなかの記録が読みとられ

ていくよう



 

にみえ、霊として天界の光に照らされると、その人の原型を見るように判然とします。 

 死んだあとも、人の記憶が残る事実について、忘れてはいけないことを一つ、つけ加えておきます。

人の記憶に入り、とどまり、絶対に消えることがないのは、総体的なものだけでなく、微細な個々の部

分まで含まれていることについて、わたしは確証を得ています。 

 わたしはまた、この世で見かけるような記録文書を見て、教わりました。文書は各自の記憶のもとに

記され、その中の単語一つさえ書き落としがないばかりか、この世で本人によって記されたのと、まっ

たく同じだそうです。また本人がこの世で忘れてしまったことでも、その中のごく些細な部分まで、他

の人の記憶から、一つ一つ呼び出されることもあるそうです。 

 見つかった理由は、次のとおりです。人には、外的記憶と内的記憶があります。外的記憶は、自然的

なもので、内的記憶は、霊的なものです。人が考え、欲し、話し、行い、聞き、見たこと一つ一つが、

本人の内的な霊的記憶に刻まれると、絶対に消えることはありません。前述したように、本人の霊に刻

まれているだけでなく、身体の各肢節にまで刻まれているからです。こうして霊は、本人の意志のもと

で、考え行動したことによって、形成されています。 

 以上は逆説めいていて、信じ難くても、真理である点には変わりません。人の死後、自分のなかで考

えたこと、密かに行ったことで、隠しおおせるものがあると、信じないでください。時がくると、その

一つ一つから全体にいたるまで、白日のもとに、はっきり現れてくると、信じる必要があります。 

464. 死んだあとも、人の外的・自然的記憶は潜在的にのこっていますが、いずれ自然的なものに過ぎ

ませんから、来世で再生されることはありません。再生されるとすると、自然的なものに、相応でつな

がっている霊的なものだけです。 

 ところが視覚に映るときは、自然の世界で見るのとまったく同じ〈かたち〉をしています。天界で目

に映るのは、この世で目に映るのと、どれも似ていますが、本質的には自然的なものではなく、霊的な

ものです。これについては、「天界での表象と外観」(170～176 節)の章で説明しました。 

② ただし外的・自然的記憶は、物質界に由来するこの世のもので、時間や空間や自然界固有のものか

らとられているので、霊にたいしては、この世で役立ったようにはいきません。人間はこの世では、外

的感覚からものごとを考えますが、同じく内的・理性的感覚からも考えるわけではありません。自然的

に考えても、霊的に考えることはないわけです。ところが来世では、霊として霊界にいますから、自然

的でなく、霊的に考えます。霊的に考えるとは、理知と理性をもとにして考えることです。 

 したがって外的・自然的記憶は、物質的なものですから、死んだあとは凍結します。人がこの世で物

質的なものをとおして吸収し、理知的なものにした分だけが、役立つようになります。外的記憶は物質

的なもので、凍結するのは、それは再生が不可能だからです。それで霊も天使も、情愛から話し、それ

にともなって、内心の思考力がはたらきます。情愛と思考が一致していないと、かれらは話すことがで

きません。これについては、天界における天使たちの言葉や、天使たちが



 

人間と話すときの話し方について述べたところから明らかです(234～257 節)｡ 

③ だから人は、この世で言語や科学的知識で理性的になっていればいるほど、死んだあとも理性的で

す。ただし、言語や科学的知識に通じているからと言って、かならずしもそうなるとは限りません。わ

たしは、ヘブル語、ギリシャ語、ラテン語のような古代語に通じていて、この世で学者と思われていた

人と話しましたが、読んだ書物をとおして、理性を磨いていませんでした。 

 また別の人の場合で、そのような言語を知らない無学単純な人のように見え、愚か者にさえ見えまし

たが、他の人よりずっとかしこいと思ってか、うぬぼれはそのままでした。 

④ 記憶につめこんだ分だけ賢くなると、この世で信じていた人と、わたしは言葉を交わしました。か

れらは、多くの事柄を記憶につめこみ、話すことのほとんどは、記憶から出ます。自分から話している

のではなく、他の人から話しているわけです。記憶にある事柄を使って、理性を磨いていません。中に

は愚かで無知な者がいて、本当かどうか分からないまま、自称学者が真理の名で売りこんだあらゆる偽

りをとりいれています。本当かどうか自分で見分けられず、人の言うことを聞いても、何一つ理性で判

別しようとしません。 

⑤ わたしは、この世で多くの書物を著し、各種の科学的業績で、その名を全地にとどろかせていた人

たちとも話しました。そのなかには、あることが真理かどうか推論できる人がいました。また真理の光

のうちにいる人に目をむけ、真理の存在をみとめながら、それを理解しようとしない人もいました。か

れらは、自分なりの偽りの中で、自己に浸っているときは、その真理を否定しました。またある人の場

合は、無教養の民衆と同程度のことしか分かっていません。このように、みな一人ひとりが、みずから

記述・記憶した科学知を用いて、理性をみがく度合がちがいます。 

 ところが教会の真理に反対し、科学的知識をもとにして考え、その結果、偽りを真理と思いこんだ場

合、理性を磨くのでなく、この世で理性と勘違いされている詭弁能力 facultas ratiocinandi  を磨きます。

この能力は、理性とちがって、自分が好むところを何でも証拠づける能力です。自分なりにとらえた原

理や偽りから、真理よりも虚偽に目をむけます。このような人は、ぜったいに真理をみとめることがで

きません。偽りからは真理が見えてこないためです。反対に、真理は偽りを見破ります。 

⑥ 人間の理性は、何かを植えつけるまえの庭園に似ています。記憶は土壌です。科学的真理とか認識

内容は、植物の種
たね

です。天界の光と熱は生産をうながしますが、それがなかったら種は発芽しません。

天界の光は〈神の真理〉、天界の熱は〈神の愛〉で、これはぜひとも必要です。〈神の真理と愛〉があっ

て、はじめて理性的になれます。 

 天使たちは、ことのほか嘆いていました。学者は自然界のあらゆることに万事を原因づけ、心の内部

をとじてしまって、天界の光すなわち〈真理の光〉から、何も見ることができないと言います。かれら

は来世にやってくるなり、その詭弁能力をうばわれて、荒地に追いやられます。それは詭弁的推論で、

善良で単純な人の心に偽りの種をまき、あざむいたりしないためです。



 

465. 生前行った多くのことを思いだせないからと、腹をたてている霊がいました。その霊は、すこぶ

る楽しみにしていたことがなくなったと言って嘆いていました。その霊に言われたことは、次のとおり

です。 

 「あなたは何も失っていません。一つ一つのことを全部知っています。ただ現在いる世界では、その

記憶からとりだすことが許されていません。しかし現在考えていること、話すことは、前よりずっと完

全ですから、それで満足してください。それにあなたの理性は、以前のように、物質と肉体でかすんだ

霧の中に包まれているのではありません。現在いる国では、物質的なものは、何の役にもたちません。 

 かえって、あなたを永遠の〈いのち〉に導き、初めて至福を得させ、しあわせにするものを、今ぜん

ぶ身につけています。この国にきて、記憶の中の物質的なものが失われたとか、凍結されたからといっ

て、理知を失ったと思うのは無知からきます。人の心が、外的・肉的な感覚からひき離されれば、それ

だけ霊的・天的なものにひき挙げられます」と。 

 

466. 記憶とはどんなものか、来世ではときどき、来世でだけ見られる映像であらわされます。（来世で

は、人が何か考えただけで、現われてくることがよくあります）。そこで見えてくる外的記憶は、厚皮の

ようで、内的記憶は、脳の骨髄に似ており、それで実体がわかります。 

 生前、記憶につめこむだけに精を出し、自分の理性を磨かなかった者がいました。その外的記憶にあ

る胼胝
た こ

は、かちかちに見え、内部は、腱にみられるような筋が入っています。記憶を偽りでいっぱいに

した場合、毛むくじゃらで、何かが出鱈目
で た ら め

に積みかさねてあるように見えます。自己愛と世間愛で、記

憶に物をつめこんだ場合は、膠
にかわ

か骨のようです。科学的知識、とりわけ哲学で、神の神秘を究めたいと

思い、それで納得しなかったために信じなかった者は、記憶がどす黒く、光を吸収しても闇に変えてし

まう性格を表わします。ずるがしこくて偽善者だった者は、象牙が光を反射するときのようなにぶい骨

状の様相を示しています。 

 それにたいし、〈愛の善〉と〈信仰の真理〉の中にいた人の場合は、胼胝
た こ

は現れません。その内的記憶

は、光を外面に放射し、土台や土壌にしみこむように、対象や概念の中におさまり、そこでうるわしい

容器を形成します。一方、外的記憶は、秩序の末端部となり、善と真理が人にやどるかぎり、霊的・天

的なものにとっての、やわらかな落着き場所になります。 

 

467. この世で〈主への愛〉と〈隣人への愛〉をもっていた人は、天使的な理知と英知をやどしていま

す。ただそれも、肉的なものを脱ぎすててしまうまでは、内的記憶の奥深く隠されていて、その理知も

英知も現れてきません。肉体から脱すると、自然の記憶は麻痺
ま ひ

し、内的記憶にめざめ、しだいに天使の

記憶に変わっていきます。 

 

468. 理性がどんなふうに磨かれていくかを、簡単に説明します。純粋に理性で考えたものは、真理に

根ざしており、偽りに根ざすものはありません。偽りに根ざしながら、理性的なものは何もありません。 

 真理には三種類あります。民事上の真理、道徳上の真理、霊性上の



 

真理です。民事上の真理は、司法的公正 judicium や国の統治にかかわることで、おおむね正義と平等に

関係があります。道徳上の真理は、各人の生活における社会や連帯の問題で、おおむね誠実 sincerum

や実直 rectum にかんすること、また個別的にもいろいろ道徳上のことがらに関係してきます。霊性上

の真理とは、天界と教会にかんすることで、おおむね〈愛の善〉と〈信仰の真理〉に関係してきます。 

② 人にはそれぞれ、〈いのち〉の三段階があります(前 267 節参照）。民事上の真理によって、理性の第

一段階が開かれ、道徳上の真理によって、理性の第二段階が開かれ、霊性上の真理によって、理性の第

三段階が開かれます。 

 しかし、理性がそれぞれの真理によって、開かれたり、形成されたりするのは、人がその真理を知る

ことによってではなく、その真理にしたがって生きることによります。その真理にしたがって生きると

は、その真理を霊的な情愛で愛することです。その真理を、霊的な情愛で愛するとは、〈正義と平等〉を

〈正義と平等〉のために愛し、〈誠実と実直〉を〈誠実と実直〉のために愛し、〈善と真理〉を〈善と真

理〉のために愛することです。 

 それにたいして、以上の真理にそって生きながらも、その真理を、肉的な情愛から愛することは、自

分のため、自分の名誉・名声のため、また利得のために愛することになります。したがって、人が以上

の真理を、肉的愛から愛すれば愛するほど、理性的でなくなり、真理を愛さないで、自分を愛し、しか

も真理を召使のように、自分自身に仕えさせるようになります。真理が召使になると、人のなかに入っ

ていかず、人の〈いのち〉の段階、つまり第一段階さえ開くことはありません。科学的知識が物質の

〈かたち〉のもとに留まるように、記憶のうちに留まるだけで、肉の愛である自己愛とつながっていき

ます。 

③ 人がどのようにして理性的になるか、ここではっきりすると思います。つまり、第三段階にまで達

したとすれば、それは、天界と教会のもつ〈善と真理〉を霊的に愛することによります。第二段階にま

で達したとすれば、それは、誠実と実直を愛することによります。第一段階に達したとすれば、それは、

正義と平等を愛することによります。第一と第二の段階の愛も、〈善と真理〉を霊的に愛することによっ

て、霊的になっていきます。というのも、この霊的愛は、第一と第二の段階の愛のうちに流れいり、そ

れに結びつき、自分の顔をつくっていくように、そのなかで自己形成をしていくものだからです。 

 

469. 霊も天使も、人間と同じように記憶をもっています。それで見、聞き、考え、欲し、行うことは、

かれらの中にいつまでも残り、それによって理性をたえず磨きあげ、これが永久につづきます。だから、

霊も天使も、人間と同じように、真理や善を認識することをとおして、理知と英知を完成させていきま

す。 

 霊や天使に記憶があることは、わたし自身いろいろ経験して分かりました。かれらが公私をとわず、

考えたり行ったりしたことは、ほかの霊がいっしょにいるとき、ぜんぶかれらの記憶からひき出されて

いるのを見ました。また〈単純な善からくる真理〉のうちにいた人も認識が深まり、それによって理知

も高まって、天界に連れていかれるのを見ました。 

 しかし、ここで忘れてならないのは、この世でもっていた〈善と真



 

理の情愛〉の段階以上に、認識が深まったり、それによって理知が高まったりすることがないことです。

天使も霊も、この世でもっていた情愛と同じ程度と性格の情愛をとどめていて、そのあと、器がみたさ

れていくように完成されていき、それが永久につづきます。つまり、すべては永久にむかって満たされ

ていくもので、無限の変化をともないつつ、さまざまにその豊かさをまし、種類もふえ、実を結んでい

きます。善いものは、無限なる神から生まれたものですから、終わりがありません。 

 霊も天使も、〈真理と善の認識〉をとおし、理知と英知はたえず完成にむかっています。そのことは、

「天界にいる天使たちの英知」(265～275 節)､｢天界にいる異邦人､教会外の人びとについて｣(318～328

節)､｢天界にいる幼児たち｣(329～345 節)の各章を参照してください。以上は、この世でもっていた〈善

と真理の情愛〉の度合いにしたがうもので、それを越えるものではありません(349 節)。 

 

 

第 49章 死後、人間はこの世で営んだような 

生活をつづける 

 

470. 人はそれぞれ死後にも〈いのち〉があることは、キリスト教徒ならみな〈みことば〉から知って

います。人は、自分の行ったことで裁かれ、報いられると、随所にしるされているからです。〈善と真理

そのもの〉から考え、善く生きることだけを目指す人は、だれでも天界にいきます。 

 しかし悪く生きる人は、地獄にいきます。悪のうちにいる人は、死後の状態がこの世の生活によるこ

とを、信じようとしません。しかも自分の過去の生活はいざ知らず、生活から切りはなされた信仰で、

とりわけ病の床についてから、純粋のお情けで、天界に行けると思っています。 

 

471. 人はその行いによって裁かれ、報いられることは、〈みことば〉の随所で言われています。そのう

ちいくつかを紹介しますと、 

「人の子は、父の栄光のうちにみ使いたちを従えてくるが、そのときには、実際の行いにおうじて、

それぞれに報いるであろう」（マタイ 16・27）。 

「主にあって死ぬ死人はさいわいである。・・・み霊も言う。しかり、かれらはその労苦を解かれ

てやすみ、その行いは、かれらについていく、と」（黙示 14・13）。 

「わたしは、あなたがた一人ひとりの行いに応じて報いよう」（黙示２・23）。 

「死んでいた者が、大いなる者も小さき者も、ともにみ座のまえに立っているのが見えた・・・か

ずかずの書物が開かれた。・・・死人はその行いに応じ、この書物に書かれていることにしたがっ

て、さばかれた、海はその中にいる死人を出し、死も黄泉
よ み

もその中にいる死人を出し、おのおのそ

の行いに応じてさばきを受けた」（黙示 20・12、13）。 

「見よ、わたしはすぐに来る。報いをたずさえて、それぞれの行いに応じて報いよう」（黙示 22・

12）。



 

「わたしのこれらの言葉を聞いて行う者を、・・・賢い人にくらべることができよう。・・・また、

わたしのこれらの言葉を聞いても行わない者を、・・・愚かな人にくらべることができよう」（マタ

イ７・24～26）。 

「わたしにむかって、主よ、主よという者が、みな天国に入るのではなく、ただ、天にいますわが

父のみむねを行う者だけが、入るのである。その日には、多くの者が、わたしにむかって、主よ、

主よ、わたしたちは、あなたの名によって預言したではありませんか。また、あなたの名によって

悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある業
わざ

をおこなったではありませんか、と言うであ

ろう。そのとき、わたしはかれらにはっきり、こう言おう。あなたがたを全く知らない。不法をは

たらく者どもよ、行ってしまえ、と」（マタイ７・21～23）。 

「そのとき、わたしたちは、あなたといっしょに飲み食いしました。また、あなたはわたしたちの

大通りで、教えてくださいました、と言いだしても、かれは、あなたがたを・・・わたしは知らな

い。悪事をはたらく者どもよ、というであろう」（ルカ 13・25～27）。 

「わたしは、かれらの行いと、その手のわざにしたがって報いる」（エレミヤ 25・14）。 

「主よ、あなたの目は、人々のあゆむすべての道を見て、おのおのの道にしたがい、その行いの実

によって、これらに報いられます」（エレミヤ 32・19）。 

「わたしは、その道でかれに会い、その行いのためにかれらに報いる」（ホセア４・９）。 

「主がわれわれの道にしたがい、行いにしたがって、われわれにされたのだ」（ゼカリヤ１・６） 

 主は、最後の審判について予告しておられますが、そこで行いが調べを受け、よい行いをした者は、

永遠の〈いのち〉にむかえられ、わるい行いをした者は、滅びに入れられるとあります（マタイ 25・32

～46）。そのほか、人の救いと罰について書かれてあるところが、たくさんあります。わざや行いは、人

の外部であって、それによって人の内部の〈いのち〉があらわにされ、それがどんな性格かはっきりし

ます。 

 

472. わざや行いは、ただ外の〈かたち〉に表れたわざや行いだけでなく、内面の性格がどんなものか

を示します。わざや行いは、みな人間の意志と思考からでてくることは、だれもが知っています。そう

でなければ、ロボットかあやつり人形の運動でしかありません。 

 それ自身として見た場合、わざや行いは、魂と〈いのち〉が意志や思考から導き出した結果で、いわ

ば意志と思考の生んだ実です。だから行いは、意志と思考が、外面の〈かたち〉として現れたものです。 

 したがって、わざや行いの性格は、それを生みだす意志や思考の性格によって決ります。外見上似て

いても、思考や意志がよければ、わざや行いはよく、思考や意志が悪ければ、悪くなります。千人の人

がいて、外見上は区別できないほど同じ行いをしても、それぞれちがった意志から行っていれば、中身

はちがったものになります。 

② 仲間にたいして、誠実で正しく行動する人の場合を例にあげます。



 

ひとりは、自分の名誉をかんがえ、誠実で正しい人間に見られたいため、仲間とつきあいます。二番目

の人は、この世とその利得のためにします。第三番目の人は、報酬と手柄のためにします。第四番目の

人は、友情のためにします。第五番目の人は、法の処罰、不名誉、地位の失墜の恐れからします。第六

番目の人は、悪事をたくらみ、相手を自分の味方にしておくためにします。第七番目の人は、相手をあ

ざむくためです。そのほか、各人各様です。 

 以上は、どれも仲間にたいして、誠実で正しい行動をとるのはよいことなので、その行いは善いもの

として現れます。しかし、かれらが誠実や正義を愛するのは、誠実と正義のためでなく、自分とこの世

を愛しているためなら、その行いは悪いことになります。ここでは誠実や正義が召使いのように仕え、

自分とこの世への愛が、主人になります。この主人は、召使いが仕えなくなれば、これをいやしめ、遠

ざけます。 

③ 誠実と正義を愛して行動する人の場合、かれらが仲間にたいして、誠実で正しく行動する点、外見

ではよく似ています。ある人は、それが〈みことば〉によって命じられているからと、〈信仰の真理と従

順〉にもとづいて実行します。ある人は宗教心から、〈信仰の善と良心〉にもとづいて実行します。ある

人は自分の善を全うするため、〈隣人愛の善〉にもとづいて実行します。 

 ある人は、〈主への愛がもっている善〉にもとづいて実行しますが、それは、〈善のために善〉を、〈誠

実・正義のために誠実・正義〉を、実行しなくてはならないと思います。そのような善・誠実・正義を

愛するのは、それが主に由来するものだからです。そこには、主に源をもつ神性がやどっていて、それ

が本質的に神的なものだからです。これを行う人のわざや行いは、内面的に善で、それが外面的にも、

善になります。 

 つまり前述したように、わざや行いは、その源になっている思考や意志の性格をそのまま身につけて

いて、それがなかったら、わざも行いもなく、魂のない運動になってしまいます。ここで、〈みことば〉

による「わざ」や「行い」がどんな意味をもつかが、はっきりします。 

 

473. わざや行いは、〈意志と思考〉から出てくるものですから、同時にそれは〈愛と信仰〉から出てく

るものです。だから〈愛と信仰〉が行いを作っています。愛といっても、人の意志といっても同じで、

信仰といっても、人のもつある種の考えといっても同じです。人は、愛すれば欲し、信じれば、そのよ

うに考えます。人は、信じていることを愛すれば、それを欲することになり、できるだけそれを実行し

ようとします。 

 愛も信仰も、人の意志と思考に内在するもので、その外にはないことは、だれもが知っています。意

志は愛によって燃え、思考は信仰上のことがらで照らされます。しかも照らされるのは、英知をもって

考えることができる人にかぎられます。その照らしによって真理を考え、真理を求めます。同じく、真

理を信じ、真理を愛します。 

 

474. 忘れてならないのは、意志こそ人をつくることです。思考も意志から出てくるものであれば、そ

れだけ人をつくることになります。わざや行いは、その〈思考と意志〉の両者から出てきます。同じく、



 

愛こそ人をつくり、信仰はそれが愛から出てくるものであるかぎり、人をつくり、わざや行いは、その

〈信仰と愛〉の両者から出てきます。したがって、意志または愛こそ、〈人そのもの〉であることになり

ます。なぜなら、出てくるものには源があり、出てくるものは、その源に属するものだからです。つま

り出てくるとは、現われて外部から感知できるような〈かたち〉で、生みだされることです。 

 愛から切りはなされた信仰は信仰でなく、たんなる知識で、その中には〈霊的いのち〉がないことが、

ここで明らになります。同じく、愛のないわざや行いも、生きたわざや行いでなく、死んだわざや行い

になり、その中には、わるい愛とまがった信仰から出る見せかけの〈いのち〉しかありません。この見

せかけの〈いのち〉を「霊的死」と言います。 

 

475. さらに忘れてはならないのは、わざのなかにも、行いのなかにも、人間の全体が現れることです。

人の内部をつくる〈意志と思考〉つまり〈愛と信仰〉は、人の外部をなしている〈わざや行い〉にまで

及ばなくては完成されません。わざとか行いは、信仰や愛が完結していく究極 ultima の末端で、この完

結部がなかったら未完成で、実在にまでいたらず  nondum existunt、人間の中にもないことになります。

考えたり欲したりするだけで、行いの機会があっても行わないなら、器の中にとじこめられた炎のよう

に消えていきます。または砂地に落ちた種のように生えでず、発芽のチャンスを失って、死滅していき

ます。 

 考え、欲し、そして行う場合は、その周囲に熱と光を放つ炎に似ています。または、土のなかの種が

樹木や花にまで生長し、存在をあらわしていくのに似ています。欲していることを実行できるのに、実

行しないのは、欲していないことになるのを、だれもが知っています。またある善を愛しながら、それ

ができるのに、その善を行わないのは、それを愛していないことになります。 

 自分は欲し愛すると考えただけなら、その考えは遊離していて、消えさったり、解消してしまいます。

愛や意志は、わざや行いの魂そのものです。その魂は、人が行う誠実や正義のうちに、みずからの〈か

らだ〉を形成していきます。霊体 spirituale corpus つまり人間の霊の〈からだ〉は、人が 〈愛すな

わち意志〉をもって実行することによって造られ、それ以外からは造られません（前 463 節参照）。一

言でいうと、人のわざや行いの中にやどる霊こそ、本人のすべてです。 

 

476. ここで〈いのち〉とは何かわかります。〈いのち〉とは、人が死後にも残るもの、本人の愛と信仰

で、それは可能な状態 in potentia だけでなく、現実的に具体化した状態における in actu 信仰と愛を指

します。つまりは、わざまたは行いで、そのなかに、人の愛と信仰のすべてが含まれています。 

 

477. 人が死んだあと、残るのは主調愛  amor regnans  です。これは永久に変わりません。人それぞれ

に、いろいろな愛をもっていますが、それらは全部、主調愛とかかわりをもち、主調愛と一つになって、

その主調愛を形づくります。この主調愛と調子をあわせている意志の力は、どれも、いわゆる本人の愛

の複合で、それ自身、愛の対象



 

です。 

 このような愛の複合には、内的なものと外的なもの、じかにつながっているものと、間をおいてつな

がっているもの、身近なものと遠く離れているものなどあり、その働きはいろいろです。これらの愛を

全体としてみれば、ちょうど国家を形成しているようで、人はその組成について何も知らなくても、人

の中でうまく秩序づけられています。 

 以上は、大なり小なり来世で示されます。来世では、愛の系列化をとおして、思考と愛の波及性 exte

nsio が、人の中に生れます。本人の主調愛が天界からきたものであれば、天界の諸社会におよぶ波及性

が生まれ、本人の主調愛が地獄の愛からきたものであれば、地獄の諸社会におよぶ波及性が生まれます。

霊や天使たちの思考や情愛には、すべて諸社会におよぶ波及性があることについては、前述の「天界に

いる天使たちの英知」や、「天界の〈かたち〉― その交流と社会形成の規範」の章を参照してください。 

 

478. ただし、これまで述べてきたことは、理性的人間の考えかたに刺激を与えるにすぎません。そこ

で感覚的な面でもわかっていただくため、以上の説明に確証を与える体験をご紹介します。 

 第一、人は死んだあと、みずからの愛そのもの、みずからの意志そのものになる。 

 第二、人はみずからの意志または主調愛がもつ性格を、永久に保っている。 

 第三、天界の霊的愛をもっている人は天界へいき、天的でも霊的でもなく、肉的で現世的な愛をもっ

た人は地獄へいく。 

 第四、信仰は、天的愛に由来しないなら、人から去っていく。 

 第五、いつまでも残るのは、行為をともなった愛で、これが人の〈いのち〉になる。 

 

479. (1) 人は死んだあと、みずからの愛そのもの、みずからの意志そのものになる。 

 わたしは、たび重なる経験で、これを納得しました。全天界は、〈愛の善〉のちがいによって、それぞ

れの社会にわかれています。天界にひきあげられ天使になる霊は、みな自分が落ち着く社会につれてい

かれます。そこに着くと、自分のいるべきところへ来、自分が生まれた家へ帰ってきたようです。天使

はそのような感じで、自分の同類の仲間いりをします。 

 そこから去ってよそへ行くと、何かたえず抵抗するものがあって、自分と同類の仲間がいるところ、

自分の主調愛のおよぶところへ帰りたいとねがう情愛を感じます。こうして天界は、社会を形成してい

きます。 

 地獄でも同じで、そこでは天界の愛とは反対の愛にもとづいて、社会が形成されていきます。（天界に

も地獄にも、それを構成する諸社会があって、おのおの違った愛によって分かれいることは、前 41～50

節と、200～212 節を参照）。 

② 死んだあと、人は〈みずからの愛〉そのものになります。したがって、本人の主調愛と一つになれ

ないものは、本人からとり去られ、あたかも持ち去られてしまうような感じです。善人の場合も、すべ

て



 

不協和音をだしたり反発したりするものは、とり去られたり、もち去られてしまう感じです。やがてそ

の本人の愛におちつきます。それは悪人の場合も同じですが、ただ違うのは、悪人からは真理がとり去

られ、善人からは偽りがとり去られることです。こうして両者とも、みずからの愛に落ち着くことにな

ります。これが起こるのは、人が霊として第三の状態に入れられるときで、それについては後述するつ

もりです。この状態になると、霊は自分の愛の方向にたえず顔をむけ、どちらの方向をむいても、いつ

もその愛を眼前にすえることになります（前 123､124 節参照）。 

③ 霊はみずからの主調愛にささえられながらも、みな自分の好む方向に行くことができます。たとえ、

何かが起こると知っていても、あるいは反対するものがあると分かっても、その主調愛には抵抗できま

せん。はたして、この主調愛に抵抗して何か可能かどうか、あれこれ試してみましたが、できませんで

した。霊たちがもっている愛は、絆
きずな

か綱のようで、かれらはこれに、ぐるぐる巻きにつながり、ひっぱ

られていて、それから解かれることは不可能です。 

 この世でも、同じことが人間に起こります。各自のもっている愛によってひっぱられ、他人からも、

同じ愛でひっぱられます。人が霊になった場合は、なおさらです。そのとき霊は、自分のもっている愛

とはちがう愛を見せかけたり、ごまかしたりすることは許されません。 

④ 人の霊は、本人の主調愛そのものです。これは来世でのおつきあいで、いつもはっきりしています。

霊が自分の相手の愛にもとづいて行動したり話したりすると、それだけ相手の全体が現れ、顔はいきい

きとして快活になり、満たされます。ところが、相手の愛に反して行動したり話したりすると、それだ

け相手の顔がかわり、暗くなり、ぼんやりしてきます。しまいには、本人はあたかもそこに居合わせな

いかのように、その姿がぜんぶ消えてしまいます。 

 この世では、このようなことはありえないため、わたしはそれを見て、しばしばびっくりしたもので

すが、人の中にある霊も、同じことが起こっていると言われました。人は相手から身をそむけるとき、

その本人はもう相手の眼中にはないそうです。 

⑤ 霊は各自の主調愛そのものであるとは、次のようなことから明らかになりました。霊は、それぞれ

自分の愛に合致するものは、すべてこれを吸収して自分のものにし、自分の愛に合致しないものは、す

べてしりぞけて、自分から遠ざけます。 

 各自のもっている愛は、海綿状で多孔性の樹木のようで、その成長に役立つ液体は吸収し、その他は

しりぞけます。どんな動物でも、自分の食べものを知っていて、その本性に合致するものをさがし求め、

その本性に合致しないものは遠ざけます。そのように、愛は、どんな愛であっても、その愛にかなった

もので養われたい願いがあります。悪い愛は偽りで、善い愛は真理で、養われることを望んでいます。 

 わたしが何回か見たことを記します。ある単純な善霊がいて、悪霊たちを真理と善で教化したいと思

っていました。ところが悪霊たちはその教化をきらって、遠くへ逃げていきました。そして自分のとこ

ろへもどってくると、みずからの愛に合致するあれこれの偽りを、楽し気に吸いこんでいました。また

善霊たちがいて、おたがい真理について語りあっていました。善霊どうしはその真理を耳にすると、願

い



 

をこめて聞き入りましたが、そこに悪い霊もいて、それを聞いても、聞かないふりをして、注意をむけ

ませんでした。  

 精霊界では、いろいろな道が現れます。天界に通じる道があり、地獄に通じる道があり、どれもその

中の一社会に通じています。善霊たちには、天界に通じる道、つまり自分の〈愛の善〉が宿る社会に通

じる道の他へは、行こうとしません。他の方向に通じている道は、かれらの目にうつりません。ところ

が悪霊たちは、地獄に通じる道、つまり自分の〈愛の悪〉が宿る社会へ通じる道の他は、行こうとしま

せん。他の方向に通じる道は、目に映ってきません。たとえ見たとしても、その道をとおって行きたい

とは思いません。 

 霊界で現れてくる道は、このように、真理と偽りとに相応したありのままの姿をとります。〈みこと

ば〉でいう「道」には、そのような意味があります。人間は死んでから、それぞれ自分の愛そのもの、

自分の意志そのものになります。意志といいましたが、各自の意志は、そのまま各自の愛でもあります。

これは道理に照らして、先に述べてあるように、以上のような体験記からも確認できます。 

 

480. (2) 死んだあと、人はみずからの意志または主調愛がもつ性格を、永久に保っている。 

 これもまた、たび重なる体験で確証をえました。二千年もまえこの世に生き、その生涯が歴史上の記

録で知られている霊たちと話しました。かれらはまだ、まえと同じで、その一生の土台であり規範でも

ある愛については、書き残された通りだとわかりました。ほかにも、千七百年まえこの世にいて、歴史

上著名な人がいましたし、四百年まえの人や、三百年まえの人などもいました。わたしは、かれらと言

葉をまじえてみて、以前と同じ情愛に支配されているのが分かりました。かれらは、みずからの愛に相

応するものに喜びを感じる点だけが、まえとちがっていました。 

 それぞれ自分がもつ主調愛の〈いのち〉は、永久に変わらないと、天使たちから聞きました。霊の場

合それが変わると、自分の〈いのち〉を失って、消滅することになります。その理由について、天使た

ちは次のように言いました。 

 「人は死んでから、この世でそうであったように、教育によって改まるということは、もうありませ

ん。自然的な思考や情愛からなっている末端の完結部 ultimum plenum は、霊的なものではないから、

すでに凍結していて、開かなくなります（前 464 節参照）。その凍結した場のうえに、精神あるいは霊

魂の内部が、土台の上の家のように落ち着いています。人は、この世でもっていた愛の〈いのち〉をそ

のまま受け継いで、いつまでも存続していきます」と。 

 人はみな、自分の主調愛の性格を、そのまま持ちつづけるのに気づかず、多くの人が、自分の生活態

度がどうあれ、じかのお情けで、つまり信仰だけで、救われると信じているのに、天使たちは驚いてい

ます。かれらは神の慈悲が条件づきなのを知りません。 

  神の慈悲とは、この世で、またそのあと永遠まで、主によって導かれることです。そして悪い生活をし

ない人こそ、神の慈悲によって導かれることが分かっていません。また信仰とは、〈主による天界の愛〉

からでる〈真理への情愛〉であることも分かっていません。



 

481. (3) 天界の霊的な愛をもった人は天界へ行き、天的・霊的でなく、肉的・現世的な愛をもった人

は、地獄へ行く。 

 これは、わたしが天界へあげられた人や、地獄に落ちた人すべてを見て、たしかめました。天界にあ

げられた人の〈いのち〉は、天上的・霊的な愛をもっていましたが、地獄に落ちた人の〈いのち〉は、

肉体的・現世的な愛に根ざしていました。天上の愛とは、〈善・誠実・正義〉を、〈善・誠実・正義〉の

ために愛し、そのような愛から、以上を実践することです。かれらの愛は、善・誠実・正義の〈いの

ち〉で、その〈いのち〉は天上の〈いのち〉です。善・誠実・正義をそれ自身のために愛し、それを実

践し、それに生きる人は、万事にこえて主を愛していることになります。なぜなら、以上は主ご自身か

ら出たものだからです。それと同時に、隣人も愛していることになります。それはもっとも近いもの、

愛されなくてはならないものだからです。 

 それにたいし、肉的愛は、善・誠実・正義をそれ自身のためでなく、自分のため、それをとおして名

誉と名声と利益を得るために愛しています。かれらは、善・誠実・正義などをおこなっても、主と隣人

を見ないで、自分とこの世を見、そこに人をごまかす楽しみを感じています。善・誠実・正義をごまか

すことは、悪・不誠実・不正です。かれらが愛しているのはそれです。 

② 人の〈いのち〉を決定するのは、その人の愛です。だから人はだれでも、死んでから精霊界にきて、

どんな人間か調べを受け、同じような愛をもっている人どうしで結ばれます。天上の愛をもっている人

は、天界にいる人のところへ、肉的愛をもっている人は、地獄にいる人のところへ行きます。 

 そして、第一の状態から第二の状態へと、一定の段階を経たあと、もう互いに会うことなく別れ、そ

の後は、互いに認めあうこともありません。各自は、みずからの愛そのものから成り立っており、それ

が精神の内部だけでなく、顔・体・言葉づかいなどの外部にもおよびます。結局、各自は、外部の面で

も、みずからの愛の似姿になります。 

 肉的愛をもっている人は、がさつで、ぼんやりし、くろずんで、みにくい姿をしていますが、天上の

愛をもっている人は、たくましく、明るく輝き、美しい姿をしています。これも人の精神状態や考えか

たによって様々です。天上の愛をもっている人には、理知と英知があり、肉的愛をもっている人は、愚

鈍で愚か者のようにみえます。 

③ 天的愛にある人が抱く思考と情愛の内部と外部を見せてもらいました。内部は光に似ており、また

中には、燃える炎の光の様相をもつものもあります。外部は虹のように色とりどりです。ところが、肉

的愛のうちにある人の場合、内部はとざされているためまっ黒で、その中でも内心悪だくみをもってい

る人は、くすんでけむる火のようです。外部は気持ちのわるい色をしており、じっと見ていられません。

（精神と霊魂の内部と外部は、主のおぼしめしであれば、霊界で見ることができます）。 

④ 肉的愛のうちにいる人は、天界の光では何も見えません。かれらにとって、天界の光は闇です。地

獄の火は、炭火の光に似ていますが、かれらには、明るい光のように見えます。また天界の光では、か

れらの内的視覚はくらまされ、その結果、気が狂うほどです。かれらは、身につけた〈悪からでる偽

り〉の程度におうじて、天界の光を避け、岩穴や洞窟のなかに深く身をかくします。



 

 それにたいし、天上の愛のうちにある人は、天界の光にむかって、内に深く、上に高く、届けばとど

くほど、すべてをはっきりと眺め、万事をより美しく見、理知も英知もいっそう深まって、真理を感じ

とるようになります。 

⑤ 肉的愛のうちにいる人は、天界の熱にあたると、生きていくことができません。天界の熱は、天上

の愛だからです。かれらが生きていけるところは、地獄の熱のなかです。それは、自分の味方でない者

にたいし、凶暴に振舞う愛です。他の者を軽蔑したり、敵意をもったり、憎んだり、復讐したりするこ

とが、その愛のもつ楽しみです。それに浸るとき、かれらは、いきいきとしています。したがって、善

そのものから、善そのもののために、他人に善をするとは何のことか、理解できません。かれらは悪か

ら出発し、悪のために、善をします。 

⑥ 肉の愛のうちにいる人は、天界では呼吸することもできません。ある悪霊が天界につれてこられた

ことがありました。その霊は、競技で戦っている人のように、息を切らしていました。一方天界の愛の

うちにいる人は、天界の内部にいればいるほど、ずっと自由に呼吸し、ゆったりとした気分で暮らして

います。 

 ここで、天的・霊的愛こそ、人間にとっての天界であることが分かります。その愛には、天界のすべ

てが刻みこまれているためです。また天的・霊的愛のともなわない肉的・現世的愛こそ、人間にとって

地獄です。それは、その愛に地獄のすべてが刻みこまれているためです。したがって、天的・霊的愛を

もっている人は天界に行き、天的・霊的愛に欠け、肉的・現世的愛をもっている人は、地獄に行くこと

になります。 

482. (4) 信仰は、天的愛に由来しないなら、人から去っていく。 

 以上について、わたしはおびただしい体験で示されました。これについての見聞を紹介すると、一冊

の本になるほどです。天的・霊的な愛に欠けた肉的・現世的愛の中にいる人には、何の信仰もないし、

何の信仰も与えられないことを、わたしははっきり証言できます。それはただの知識にすぎず、自己愛

に役立つからと、口説かれたに過ぎません。 

 自分には信仰があると思っていた大勢の人が、信仰のある人のところへ連れてこられ、交流した結果、

前者には何の信仰もないことが分かりました。かれらはあとで、真理や〈みことば〉を信じるだけなら

信仰ではなく、天的愛から出発して、真理を愛し、内的情愛でそれを欲し、実行することが信仰である

と、告白しました。かれらが「信仰」と言っていたのは、口説かれた事柄にすぎず、冬の光のようなも

のだと言われました。その光の中には熱がないので、氷でこちこちになった土の中で、すべてが硬直し、

雪の下でじっとしているだけです。かれらには口説かれた信仰の光があっても、天界の光線に触れて、

消滅してしまいます。それがさらに深い暗闇に変わります。人はその中で、自分を見つめることができ

ません。かれらの内部はまっくらで、全然何も理解できず、しまいには、偽りのため気が狂ってきます。 

 〈みことば〉や教会の教義から借用して、自分の信仰だとした真理は、ことごとく取り去られ、代わ

りに自分の〈いのち〉に宿る悪に似合った偽りという偽りを吹きこまれます。かれらはみな自分固有の

愛に浸り、それに似合う偽りに漬かっています。そうなると、心に宿る〈悪の偽り〉をはねつける真理

に憎しみをいだき、身をそむけ、捨て



 

さるようになります。 

 わたしは天界と地獄について、幾多の経験があるため、以上を証言できます。教義の上で「信仰のみ」

を宣言し、生活態度が悪かった人は、みな地獄にいます。地獄に落ちた何万という霊を見ましたが、そ

れについては、小著『最後の審判とバビロンの滅亡』に記されています。 

 

483. (5) いつまでも残るものは、行為をともなった愛  amor actu で、これが人の〈いのち〉になる。 

 これは、体験として示されたものと、わざや行いについて前述したことからの帰結です。つまり、行

為をともなった愛こそ、わざであり行いです。 

 

484. 行いやわざは、すべて道徳的〈いのち〉にかんするものと、民事的〈いのち〉にかんするものが

あり、それは誠実と公正、正義と平等を目指す事実を知らなくてはなりません。 誠実と公正は、道徳生

活にかかわり、正義と平等は、民事的生活にかかわります。その由来は、天界的愛か、地獄的愛のどち

らかです。道徳生活や民事生活でのわざや行いも、天上の愛から生まれたものなら、天界的です。天上

の愛から生まれたものは、主から生まれたもの、主から生まれたものは、すべて善です。 

 それにたいし、道徳生活や民事生活でのわざや行いが、地獄の愛から生まれたものなら、地獄的です。

この愛は自己愛と世間愛で、そこから出るものは人間そのもの、人間そのものから出るものは、万事が

そのものとして悪です。人間は、そのものとして見た場合、本人のエゴ proprium で、エゴは悪以外の

何ものでもありません。 

 

 

第 50章 各人の〈いのち〉の幸福感は、死後、 

それ相応の幸福感に変わる 

 

485. 前章では、支配的情愛または主調愛が、各自のもとに永久にとどまることに触れました。今から、

各自の情愛または愛がもたらす幸福感は、それ相応のものに変わることを説明します。 

 相応したものに変わるとは、自然的なものに対応した霊的なものに変わるという意味です。霊的なも

のに変わるとは、人は地上の体の中にいるあいだ自然の世界におり、肉体を去ってからは、霊の世界に

きて、霊の体を身につけるという意味です。 

 （天使たちは、人間として完全な形を身につけており、死後の人間であること、また身につける体は、

霊的なものであることについては、前 73～77 節､453～460 節を参照。また霊的なものと自然的なもの

との相応については、87～115 節を参照）。 

 

486. 人間が感じるよろこびは、すべて本人の主調愛からきます。人がよろこびを感じるのは、愛して

いるからで、何よりも愛していれば、そのよろこびも、またとないものになります。主調愛といっても、

何よりも愛している愛といっても同じです。 

 よろこびも各種各様で、おおむね主調愛の数だけあります。したが



 

って、人間と霊と天使の数だけあることになります。一人の人の主調愛が、別の一人の主調愛と、まっ

たく同じにはなり得ません。それは人の顔が、他の人と、まったく同じでないのと似ています。顔は、

それぞれの霊魂の似姿で、霊界では、顔は各自のもつ主調愛の似姿です。 

 一人ひとりのよろこびについて考えてみても、そこには無限の多様性があります。ある人が感じるあ

る種のよろこびは、同一人物による別のときのよろこびと、まったく同じとは言えません。それが前後

して感じられる場合でも、同時に感じられる場合でもそうです。一つのよろこびが、他の一つのよろこ

びと、同一であることは不可能です。 

 ところが、一人の人間が、それぞれの場合に感じる様々なよろこびは、主調愛という一つの愛にかか

わっています。つまり、その主調愛を構成していくと同時に、またそれに別のものを組みこんでいきま

す。おおざっぱに言って、よろこびというよろこびは、どれも一つの普遍的な主調愛にかかわってきま

す。すなわち天界では、主の愛であり、地獄では、自己愛です。 

 

487. 人が死んでから、本人の自然的よろこびは霊的よろこびに変わっていきます。ただ相応の知識に

よらなければ、霊的よろこびがどんなものかは、はっきりしません。一般的に、相応の知識によって、

自然的なものは、例外なく、霊的なものに相応している事実を教えられます。同時に、相応とはどんな

性格をもつか、個々にわたって教えてくれます。 

 したがって、その知識をもっていれば、死んだのちの自分の状態がわかります。つまり前述にあるよ

うに、自分の愛を知り、それがすべての愛に、あまねくかかわる主調愛の中で、どんなふうになってい

るかを知ればいいわけです。 

 ところが自己愛をやどしている人は、自分の主調愛を知ることができません。なぜならエゴを愛し、

自分の悪を善と言い、さらに自分が心で温め、自分の悪を保証する偽りを、真理と言うからです。しか

しそれも、本人の望み次第、英知ある人に聞けばわかることです。自分では見えないものが見えてきま

す。しかしこれも、知恵者の教えを全部はねつけるほど、自己愛で養われた人の場合は、不可能です。 

② 天上の愛をやどしている人は、教えを受けいれます。しかも自分の生来の悪を自分のなかに感じれ

ば、すぐ真理とちがうことがわかります。真理は悪をあらわにするものです。〈善に由来する真理〉から、

〈悪とその偽り〉を見抜くことは、だれでもできますが、悪から善や真理を見抜くことはできません。

悪の偽りは暗闇であり、暗闇に相応しているからです。  

 したがって、悪を根とする偽りのうちにいる人は、視力を失った人のようで、光の中にあるものを見

ず、 梟
ふくろう

のように光を避けます。それにたいし、〈善に由来する真理〉は光であり、光に相応しますから 

(126～134 節参照)、〈善に由来する真理〉をやどしている人は、見ることができます。目を見開いて、

光と闇にあるものを見わけます。 

③ これも経験で納得できました。天界の天使たちは、自分の中にときとして起こってくる悪や偽りを

見て感じとります。すでに精霊界で地獄とつながっている霊がいて、悪や偽りをやどしているのを、天

使たちは感じとっています。ただし当の霊自身は、自分の悪や偽りが見えません。天上的愛の善とは何

か、良心とは何か、誠実や正義とは



 

何かなど、自分のためでなければ、意味がわからず、主に導かれるなども、何を言っているか分かりま

せん。かれらは、そんなものは存在しないと言い、考えるに値しないと思っています。 

 人は自分を吟味し、自分のもつよろこびから、自分の主調愛を知り、さらに相応の知識を用いれば、

それだけ自分の死後の状態が明らかになります。それを知っていただくために、以上を記しました。 

 

488. 死んだあと、各自のもつ〈いのち〉のよろこびが、相応によってどんなふうに変わっていくか、

これは相応の知識を用いれば、よくわかります。この知識はまだ普及していません。それで、ある経験

を例にとって説明します。 

 悪の中にいて、教会の真理に反する偽り、とくに〈みことば〉を否定する偽りで心を固めた人は、み

な天界の光を避け、口をあけたうす暗い洞窟か岩穴に逃げこみ、自分の身をかくします。これは偽りを

愛し、真理を憎む結果です。洞窟、岩穴、暗闇は、その偽りに相応し、真理には光が相応します。かれ

らは、そのような所に住むことにしあわせを感じ、ひろびろとした田園に住むのは不愉快です。 

② ひそかに陰謀をめぐらし、かくれて策を練るのを楽しむ人たちも同じです。かれらも洞窟に身をか

くし、だれにも見られないような暗い部屋にしのびこんで、隅のほうで、耳元で陰口をささやきあいま

す。かれらの愛から生まれるたのしみは、それなりの形で現れます。 

 ただ学者と見られたいため学問に専念した人、学問をとおして理性を磨くのでなく、記憶したことに

うぬぼれて、よろこびを感じていた人は、砂地を愛します。砂地はかれらの学問に相応しており、田園

や庭園よりも好ましく映ります。 

③ 自分の所属する教会や、ほかの教派の教会の教義をくわしく学びながら、それを生活に適用しなか

った人は、岩地をらえび、石がごろごろしている所に住居を構えます。かれらは、自分の好みにあわな

いため、耕地を避けています。 

 万物の起源を自然に帰したり、物事をすべて自分の知恵に帰したりして、あらゆる手口で名誉を得、

財を築いた人は、来世では神の秩序を乱用する魔術に専念し、それに生命のよろこびを最高度に味わい

ます。 

④ 神の真理を、自分の愛を弁護するため乱用し、真理を曲げた者は、尿液を愛好します。尿は、この

種の愛によるたのしみに相応します。貪欲で心を汚した者は、穴ぐらに住み、豚の汚物や、胃の不消化

な食べ物から発散する臭いをかいで喜んでいます。 

⑤ 快楽だけに生きがいを覚え、ぜいたく三昧に暮らし、美食と胃袋の満足を人生最高の宝として愛し、

それに身をゆだねた者は、来世では排泄物とトイレに愛好をおぼえます。このようなものが、かれらの

よろこびになるわけは、以上の快楽が、霊的な汚物に相応しているからです。清潔な場所や汚れがない

所は、不愉快になるため、避けています。 

⑥ 姦淫にたのしみを覚えていた者は、遊郭に入りびたります。ここは不潔なもの、汚れたもので充満

しています。かれらは、このようなものを愛し、純潔な人のいる家を避けます。清潔なところへ来ると、

たちまち目まいを感じます。かれらにとって、結婚のきずなを断ち切ることほど楽しいことはありませ

ん。復讐心で燃えていた人は、あ



 

らあらしく残酷な性格を身につけていて、死体に愛好を覚えます。かれらは、この種の地獄にいます。

これに類することは様々です。 

 

489. この世に生きていたとき、天上の愛をやどしていた人は、〈いのち〉のよろこびを味わいます。そ

のよろこびも、相応によって、天界の太陽から生まれる諸天界のよろこびに変わります。その太陽は、

その中に秘める神性を映しだします。こうして現われでた神性は、天使の精神である内部と、天使の体

である外部を、同時に照らします。神の光は、主から発する〈神の真理〉です。それが、天上の愛に開

かれた天使の心に流れいり、〈愛のよろこび〉に相応する姿を、外面に映しだします。 

 天界で目に映るものは、天使の内部に相応し、天使の〈信仰と愛〉、〈理知と英知〉に相応します。こ

れについては、すでに「天界での表象と外観」（170～176 節）の章、および「天界にいる天使たちの英

知」（265～275 節）の章で触れました。 

② 理論的に前述はしましたが、さらに明確にするため、自分の体験を例にとって確認していますが、

この世で天上の愛に生きる人のもつ自然のよろこびが、天上のよろこびに変わることを、ここで明らか

にします。 

 神の真理すなわち〈みことば〉を、内からの情愛から、つまり〈真理そのものへの情愛〉から愛した

人は、来世では、光につつまれ、丘陵のような小高い所に住み、天界の光をたえまなく受けて、生きて

います。この世の暗夜に見る暗黒など何も知らず、うるわしい春の季節をあじわい暮らしています。 

 眼前には、田園、実り地、ぶどう畑がひろがり、その住居は、各部とも宝石でできているように輝き、

窓からの眺めも、透明な水晶をとおして見るようです。かれらは、視覚の楽しみを味わい、それに相応

する内部のよろこびは、天界の神性に相応します。かれらの愛した〈みことばの真理〉は、実り、ぶど

う畑、宝石、窓、水晶に相応します。 

③ 〈みことば〉からくる教会の教えを、実生活にすぐ応用した人は、内奥の天界にいて、他にまさっ

て英知のよろこびを味わいます。一つ一つの事物に神 Divina を見ています。たしかに事物を眺めていま

すが、それに相応する神のご性格が、ただちに心に流れいり、心を至福で満たします。かれらはみな、

それに感動します。眼に入るものすべてが、微笑みと、遊びと、いのちで躍動しています（これについ

ては、前 270 節を参照）。 

④ 学問を愛し、それによって理性をみがき、さらに理知をそなえ、神を認めていた人の場合、学問の

たのしみや理性のよろこびは、来世では霊的なよろこびに変わります。霊的なよろこびとは、善と真理

を認めることです。かれらは庭園の中に住み、そこは花壇と灌木が、場所に応じて美しく区切られ、ま

わりは、門や遊歩道が樹木にそって配列されています。樹木と花は日々姿を変えます。その眺めの全貌

は、心のよろこびになり、個々の移りかわりは、たえずよろこびを更新します。 

 以上は、神のご性格に相応しています。かれらも相応の知識を身につけており、いつも新しい認識で

満たされ、霊的理性が完成されていきます。庭園、花壇、ぶどう畑、樹木など、知識・認識・理性に相



 

応するため、以上のよろこびを味わうことができます。 

⑤ 万事を神に帰し、自然は〈いのち〉が欠け、霊に仕えるものとして見るだけで、その点はっきり確

信していた人は、天界の光のうちにいます。眼前に現われてくるすべては、天界の光のもと、すきとお

って見えます。かぎりのない光の変化を、透明な姿で眺めており、かれらの内部視覚が、その変化をま

ともに感じ、汲みとっています。そこに内心の歓喜がわいてきます。住居の内部はダイヤモンドのよう

に映え、同じような光の変化がみられます。 

 住居の壁は、水晶のように透きとおり、天上的事物を表象する流れるような形象が、永遠の移りかわ

りをともない、現われてくるとのことです。このような透明な性格は、自然的なものに由来する〈信仰

と愛の陰影〉が除かれたあと、主に照らされた理性に、相応しています。 

 ほかにも同類のものが無限にあり、肉の眼で見ることができないものを見ると、天界にいる人は言い

ます。かれらは、それをとおして、神のご性格が伝わってくるのを感じ、肉の耳で聞くことができない

ものを聞くとのことです。 

⑥ 民事のことで、許すかぎり自分の考えをおおやけにし、何一つ隠しごとをしなかった人は、神から

の誠実と正義しか考えなかった結果、天界では顔がひかり輝やいていて、その光のもと、顔はかれらの

情愛と思考の〈かたち〉となり、その一つ一つをうつし出し、話しかたや行動にいたるまで、その情愛

の似姿 effigies になっています。かれらは、ほかの人以上に愛されています。 

 かれらが話すとき、顔がわずかに曇ることがあります。ただ話したあと、内容がいちどに顔にはっき

り現われます。まわりの事物は、どれも内部に相応しているので、ほかの人が見ても、何を表象・意味

しているか、はっきり感じとれるよう現われます。隠し事をしてよろこんでいた霊は、かれらから遠ざ

かり、蛇が這って逃げていくように見えます。 

⑦ 姦淫を卑
いや

しみしりぞけ、純潔な結婚愛に生きた人は、ひときわ他の人よりすぐれて、天界の秩序と

〈かたち〉をそなえます。その結果、美という美をすべて身につけ、青春の花の香りをたえずただよわ

せます。かれらが感じる愛のよろこびは言語を絶し、それがさらに永久にふえます。天界のよろこびと

楽しみのすべてが、愛のうちに染みとおるためです。この愛は、〈主と、天界および教会との結びつき〉

から、一般的には〈善と真理との結合〉から下ってきます。 

 この結びつきは、全体からみて、天界そのもので、個々別々にみると、天使の一人ひとりに備わって

います（前 366～386 節参照）。かれらが味わう外面のよろこびは、人間の言葉では言いあらわせません。

ここでわずかに触れたのは、天界の愛をやどす人のよろこびに相応することに限られます。 

 

490. 人のもつよろこびは、死後もその愛を永久にとどめて、相応によって、みな変わっていくことが

分かります。そこには結婚愛があり、正義・誠実・善・真理への愛があり、諸学問と認識への愛があり、

理知と英知への愛、その他があります。そのよろこびは、泉から湧き出る流れのように、愛から流れて

きます。それはまた、いつまでも滅びず、自然的なものから霊的なものへと進み、たえずより高い段階

へとのぼっていきます。



 

第 51章 死後の最初の状態 

 

491. 人は、死んでから天界か地獄かに入るまえ、三つの状態を経過します。第一は、人の外部の状態、

第二は人の内部の状態、第三は、人の準備の状態です。この三つの状態を、精霊界で経過します。この

三つの状態を経ないで、死後ただちに、天界に連れていかれる人と、地獄に投げ落とされる人がいます。 

 すぐ天界に連れていかれる人とは、すでに霊的に生まれ変わり、この世で天界へ行く準備ができてい

る人です。肉体を離れると同時に、自然の汚れがはげ落ちるほど、真に生まれ変わり、準備がととのっ

た人は、天使に連れられ、すぐに天界に行きます。わたしはある霊が、臨終の後すぐ天界に連れていか

れたのを見ました。 

 内部は邪悪ながら、外部をよく見せ、悪意に策略をとりまぜ、善を悪事をはたす手段として利用した

者は、すぐ地獄に投げおとされます。わたしは、この種の人が死んですぐ、地獄に落とされたのを見ま

した。悪辣
あくらつ

きわまりない男の場合で、頭が下に、両足が上になっていましたが、ほかにもいろいろなケ

ースがあります。 

 また死んでからすぐ、洞穴にとじこめられ、精霊界の他の霊から分離され、中から交代に出されたり、

閉じこめられたりしている者もいます。民事を口実に、隣人に悪事をはたらいた人です。ただし精霊界

に留まり、神の秩序のもと、天界か地獄かに行く準備をする人に比べ、以上のような人は少数です。 

 

492. 死後の第一の状態は、外部の状態です。それはまた、人が死んでから、すぐ入って行く状態です。

人の霊には、内部と外部があります。霊の外部とは、霊が自分の肉体、およびこの世に適合させる部分

です。顔、話しかた、身ぶり、人とのつきあいなどです。霊の内部とは、その霊がもつ固有の意志です

が、それに思考が加わります。内部は、顔、話しかた、身ぶりなどには、めったに表われません。 

 人は幼ない時から、友情・善意・誠実などを目立たせ、エゴ的意志からの考えをかくす習慣がありま

す。だから内面はどうあれ、外面では道徳的・公共的な生活習慣を身につけています。その習慣のため

か、人は自分のことをあまり知らないし、注意をはらいません。 

 

493. 死後の第一の状態は、この世の状態に似ています。外部は同じですから、同じ顔、同じ話しかた、

同じ性格で、道徳生活や市民生活も同じです。したがって、人がもし自分に起こったことに目をむけず、

よみがえったとき天使から霊になったと告げられても、心をとめなかったら、自分はまだこの世にいる

としか思いません(450 節）。こうして、一つの〈いのち〉が、もう一つの〈いのち〉へとつづきます。

死はたんなる過程です。 

 

494. この世の生涯が終わって、すぐの状態はこんなふうですから、この世でつきあっていた友人・知

人は、当人の霊がだれか、すぐわかります。霊たちは本人に近づくと、その顔や言葉つき、本人がもっ

ている〈いのち〉の霊気 sphaera からも、それを感じとります。 

 来世では、各自がある人について考え、その顔を思い浮かべ、その生涯にかんする事柄をいろいろ思

いだすと、その途端、本人は待って



 

いましたとばかりに現われます。このようなことが起こるわけは、霊界には、自然のような空間は存在

せず、思念の交流が行われているためです（前 191～199 節参照）｡ 

 そのため、来世に到着する人は、友人・知人だけでなく、つきあいのあった人みなに知られ、たがい

に言葉をかわし、この世での友情に応じて仲間づくりをします。この世から到着した人が、友に再会し、

友もかれらを出迎え、喜びをまじえた事実を、たびたび耳にしました。 

 配偶者どうしが会い、たがいの再会を祝うことがよくあります。かれらはこの世で、いっしょだった

時のよろこびに応じて、いっしょにいる期間に長短があります。ただしその愛が、天上の愛による心の

結合でない場合、つまり真の結婚愛で二人の心が結ばれていない場合、しばらくいっしょにいたあと別

れます。 

 さらに夫婦の心がたがいに分離し、内心離反しているような場合、あからさまに敵意を示すまでにな

り、ときとして喧嘩になります。ただしかれらとて、やがて述べる第二の状態になるまでは、別れませ

ん。 

 

495. 精霊界に来たばかりの霊にとって、その生活は自然の世界にいたときと、大した違いはありませ

ん。〈みことば〉の文字上の意味や説教をとおして学んだことを除き、死後の〈いのち〉の状態や、天界

や地獄について、何も知りません。霊たちは、自分に身体があり、この世にいたときと同じように感覚

をそなえ、同じような事物を見てびっくりし、天界や地獄がどんなふうで、どこにあるか、知りたいと

思います。 

 それで、友人から永遠の〈いのち〉の状態について教わり、様々な場所に連れていかれます。また人

と連れあって、都会に行く人、庭園や楽園に連れられる人がいますが、多くの場合は壮大な景観にひか

れます。かれらにはまだ外部があり、そのような場所が、外部をたのしませてくれるためです。 

 ところがここで、死後の霊魂の状態、天界や地獄について、生前いだいていた考えに、だんだん戻さ

れます。そして、自分がそれについて何も知らず、教会でさえ無知であったことが分かり、憤慨
ふんがい

します。

大ていの人はここで、自分が天界に行けるかどうかを知りたがりますが、多くの場合、世の中で法律を

守り、道徳的な生活をしたから、天界に行けると思います。 

 それまでは、悪人でも善人でも、外面では同じような生活をし、他人にたいして同じように良いこと

をなし、同じように教会にかよい、説教を聞き、祈るという事実には気づきませんでした。また、外面

の行いや表面的な信心業は、何の役にも立たず、その行為の源になる内部が大切だということも知りま

せんでした。 

 内部が何で、その内部にこそ、人の天界と教会が存在していることを知っている人は、何千人の中や

っと一人程度です。外面の行いを決めるのは、意図や思考で、意図や思考の源は、本人の愛と信仰であ

る事実など、なおさら気づいていません。また教えられても、思考や意志が行為を成立させていること

が理解できず、話すこと、行動することしかないと思っています。現在キリスト教界から来世にやって

くる人の大半が、このように考えています。 

 

496. かれらがどんな性格の霊なのか、善霊がきて、調べることもあ



 

ります。それにも、いろいろなやり方があります。 

 第一の状態では、悪人も、善人と同じように真理を語り、よいことをします。前述にあるように、か

れらも外面では、道徳的な生活を送っていました。ある政府の統治下にあって、法律を守って生活し、

正しく誠実な人の評判を手にし、人々の心をつかみ、名誉職につき、財を築いた人もいます。 

 ところで、悪霊が善霊と区別される点は、悪霊は、外部について言われることには、貪欲に注意をむ

け、教会や天界の〈真理と善〉にかんする内部については、ほとんど注意をむけない点です。かれらは、

それについて聞いても、興味はないし、よろこびも感じません。 

 もう一つ区別される点は、かれらはたえず、ある一定の方向にからだをむけます。自分ひとりになる

と、その方向へむかう道をあるき始めます。ある一定の方向にからだをむけ、その道をとおって進んで

いくことから、その霊をひっぱる愛が、どのような愛かがわかります。 

 

497. この世からくる霊は、みな天界のある社会か、地獄のある社会につながっています。もちろんそ

れは、内部の面だけです。外部のうちにあるあいだは、だれの目にも内部は見えません。外部が内部を

つつみ隠しているためです。内部に悪をやどしている者は、とくにそうです。ところが、霊が第二の状

態に入ると、それがはっきり現われます。かれらの内部が開かれ、外部は凍結する sopiuntur ためで

す。 

 

498. 死んだ直後の最初の状態は、ある人は数日間、ある人は数ヵ月、ある人は一年間、とどまります。

一年以上になることはめったにありません。それは一人ひとりの内部と外部が、どれほど調和している

か、いないかにかかっています。とはいえ、だれの場合でも、外部は内部と行動を一つにし、相応する

ようになります。 

 霊界では、実際とは違って考えたり、欲したり、話したり、行動したりすることは許されません。そ

れで各自は、自分の愛情と愛をそのままあらわす映像になります。内部にあるとおりを外部にあらわし

ます。つまり霊の外部は、内部に相応する場として、最初に秩序を回復し、あらわにされるところです。 

 

 

第 52章 死後の第二の状態 

 

499. 人が死後経過する第二の状態を、「内部の状態」と言います。人の心の内部、意志と思考がはたら

く内部に移され、第一の状態が経過したあと、外部が凍結する状態です。人間の〈いのち〉、話しぶり、

行動などに、よく注意すれば、人にはそれぞれ外部と内部、外面的なものと、内面的な思考と意図があ

ることに気づきます。 

 それは、次のことからも分かります。社会生活を送っている場合、人は他の人々について、評判とか、

会話で聞き感じたように考えます。とはいえ、かれらと話をするとき、自分の考えを口に出しません。

相手が悪人でも、いちおう市民としての礼をつくします。それが明白なのは、仮面かぶり、おべっか使

いなどの場合、かれらは自分の考えや願いとは、全くちがったふうに話したり行動したりします。 

 偽善者もそうです。かれらは、神・天界・霊魂の救い・教会の真理・



 

国家の善益・隣人などについて、信仰や愛から来ているように話しますが、内心ではべつのことを信じ

ていて、ただ自分だけを愛しています。 

② 一方では外部の考え、他方では内部の考え、というふうに、思考の内容は二つあり、外部の考えか

ら口にしても、内部の考えでは、違ったふうに感じている事実が、ここで明らかになります。そして二

つの考え方は、内部のものが外部のほうへ流れて、表面化しないように、とにかく分離しています。 

 人は、内部の考えが、相応によって、外部と一体になるように造られています。善のうちにいる者は、

それが一体になっていて、かれらは善を考え、その考えた善を言葉にするだけです。 

 ところが悪のうちにある者は、悪いことを考えながらも、善いことを口にするから、内心の考えと外

部が一致しません。かれらの場合、秩序が逆で、外部にあるものが善で、内部にあるものが悪です。 

 したがって、悪が善の上に支配権をふるっていて、善は目標を達成するための手段として、奴隷のよ

うに悪に仕えています。かれらが話したり行ったりする善には、このような〈たくらみ〉がありますか

ら、そのような善は、善ではありません。内部について無知な人は、外面がどんなによく見えても、そ

の善は、悪に冒されています。 

③ 善の中にいる人は違います。かれらの秩序は正常です。善は内部の思考から外部へ流れいり、言葉

となり行為となります。人間が創造されたのは、このような秩序達成が目的で、かれらの内部は天界に

あり、光のうちにいます。天界の光は、主を源とする〈神の真理〉ですから、それは天界の主のことで

す(126～140 節)。だからかれらは、主によって導かれています。 

 以上は、人それぞれに内部の考えと外部の考えがあること、しかもそれがたがいに分離していること

が分かるため、述べました。思考が分かると、意志についても分かります。思考は意志から生まれるも

ので、意志がなかったら、思考することは、だれにもできません。 

 以上で、人の外部の状態と内部の状態がどんなものか、明らかになります。 

 

500. 意志と思考について言及するときの意志は、情愛または愛を指します。また情愛や愛に属する、

あらゆるよろこびや楽しみでもあります。これはみな意志が主体となって起こります。人はその欲する

ものを愛し、そのよろこびと楽しみを感じます。またその反対に、人は愛し、よろこびや楽しみを感じ

るものを、欲しています。 

 ここでいう思考とは、自分のもっている情愛や愛に、確認を与えてくれるものです。つまり思考は、

意志の〈かたち forma〉以外の何ものでもありません。人が欲する物事を、光にあてて、あらわにする

ものです。その〈かたち〉は、霊界に由来し、人の霊固有の働きである種々の理性的分析をとおして、

明らかになります。 

 

501. 人が人であるのは、その内部の性格によります。内部から分離した外部の性格によるものではあ

りません。内部とは、人の霊を指し、人の〈いのち〉であり、霊の〈いのち〉を指すものです。肉体が

生きているのもそのためです。人がもつ内部の性格は、永久に存続します。 

 外部は、肉体に属するものですから、死後は分離し、外部がもとで



 

霊に付着していた部分は凍結します。また外部は、内部にたいして、一つの場を提供するのに役立つだ

けです。それについては、死後にも残る人間の記憶について、前述したとおりです。 

 ここで、人間のもつ〈固有のもの、またはエゴ  propria〉とは何か、また〈固有ではないもの〉は何

か分かります。悪人の場合、かれらが話すときの出発点となる外面的思考や、かれらが行動するときの

出発点となる外面的意志は、すべてかれらの〈固有のもの〉ではありません。内面にある思考と意志に

かかわるものが、かれらの〈固有のもの〉です。 

 

502. 前章で述べたように、人の外部の状態である第一の状態が終わると、霊となった人間は、自分の

内部の状態に入ります。それはこの世にあって、自分ひとりで、何の抑制もなく、自由に考えていたと

きの内部の意志と思考の状態です。 

 そのような状態に、本人が知らないまま入っていきます。それはちょうど、この世で、自分が話して

いる言葉に最も近い考えをとりもどすとき、つまり自分の言葉から内部に入って、そこに留まるときに

起こる状態に似ています。 

 だから、霊になった人がこの状態になるとき、自分自身の中におり、自分の〈いのちそのもの〉の中

にいます。人がみずからの固有の情愛から自由に考えるとき、自分の〈いのちそのもの〉、自分自身その

ままになります。 

 

503. 霊はこの状態で、自分の意志そのものから、自分の情愛または愛そのものから考えます。ここで、

思考は意志とは一体になります。表面に現れるのは、考えていることでなく、むしろ意志していること

です。話すときも大体これに似ています。違うところは、意志で考えたことが、裸
はだか

のまま現れてこない

よう、いささか恐れている点です。この世の市民生活からくる習慣が、本人の意志に、恐れとなって、

ひそんでいるからです。 

 

504. 人間はみな、どんな人でも、死んだのちこの状態に入ります。この状態こそ、霊たちの本来の状

態です。 

 最初の状態では、人が霊になってからも、他人といっしょにいるときの状態ですから、霊固有の状態

ではありません。このような状態、つまり人が死んだ直後の外部の状態については、前章で触れたよう

に、霊固有の状態ではないことは、多くのことから明らかです。「天使たちの話す言葉」（234～245 節）

で明らかなように、霊はみずからの情愛から考えを進めるだけでなく、そこから話す言葉がでてきます。

つまり天使の言葉は、その情愛が〈みなもと〉になっています。 

 同じように、人間もこの世で、自分の中にこもっているときは、そのように考えています。そのとき

は、肉体にそなわる言語能力のもとで考えているのでなく、ただ内容を見ています。半時間で話す内容

以上のことを、たった１分間で見ることができます。 

 外部の状態のとき、人もその霊も、本来の状態にいません。それは次の例でもわかります。 

 この世で、他の人といっしょのとき、道徳的・市民的生活の上での掟にしたがって話し、内部の考え

が外面をコントロールしています。



 

人間どうし、身分や道義の面で、たがいに分限をこえないように注意しています。人が相手をよろこば

せ、友情・恩顧・寵愛を得るため、どう話したらいいか内心思いめぐらして、考えていることからも分

かります。あくまで外面的で、自分本来の意志から発しているのではありません。 

 ここで明らかなのは、霊が入っていく内部の状態とは、霊本来の状態で、それは、この世に生きてい

たときもっていた、人の本来の状態でもあります。 

 

505. 霊が、自分の内部の状態になると、本人がこの世でどんな人間だったかがわかります。そのとき、

〈あるがままの自分〉から ex pro-prio suo  行動するようになるためです。この世で、内心が善のうち

にあった人は、そのとき理性と英知をもって行動します。しかもこの世にあったときより、ずっと英知

にあふれています。そのときは肉体とのきずなが解かれ、一面に暗雲のように心をくもらせていた地上

のものと、縁が切れたからです。 

 この世で悪のうちにあった者は、しらけきって、異常な行動をとります。しかもこの世にいたときよ

り、ずっと常軌を逸しています。強制するものがなく、自由だからです。この世に生きていたとき、外

部のはたらきで理性的人間に見え、その結果、外面的に正常でしたが、外部がとりはらわれると、本人

の異常性が現われます。外部で善人をよそおっていた悪人は、外側が磨かれてひかり、ふくさに包まれ

ていても、中はあらゆる不潔物で充満する器にたとえられます。主は言われます。 

「あなたがたは白く塗った墓に似ている。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨や、あらゆる不

潔なものでいっぱいである」（マタイ 23・27）と。 

 

506. この世で善に生き、良心から行動し、神をみとめ、〈神の真理〉を愛し、とくにその真理を生活に

適用した人は、内部の状態に入るや、眠りから覚め、陰から光に移された人のような姿をみせます。か

れらは天界の光のもとで、内部の英知からものごとを考え、善に根ざして、内面の情愛から行動します。 

 以前には考えもしなかった内面の至福とよろこびを伴い、天界自身が、思考と情愛のなかに染みとお

ってきます。これは天界の天使たちとの交流からきます。そのとき、前(505)節にあるように、みずから

の内部の状態で、自分本来の〈いのち〉にあって、自分の〈いのち〉そのものから、主をみとめ礼拝し

ます。内部の情愛に属する自由があるので、自由な心で主をみとめ、主を礼拝します。 

 こうしてかれらは、外面の聖性から出て、内面の聖性の中に入ります。本当の礼拝は、内面の聖性に

あります。〈みことば〉の命じるところにしたがい、キリスト教的生活を送った人は、このような状態に

入っていきます。 

② これにたいし、この世で悪のうちに生きたものの場合、その状態はまる反対です。かれらは良心が

なく、神を否定しました。悪のうちに生きる人は、外面的には、神を否定せず肯定しているはずだと、

自分で思い聞かせていますが、内心では、みな神を否定しています。神を認めることと、悪い生活をす

ることは、正反対です。



 

 このような人が来世にきて、本来の内部の状態に入れられると、話を聞き、行いを見ても、白痴同然

です。みずから邪欲にかられ、非道に走ります。人を軽蔑し、あざけり、冒涜し、憎み、復讐し、だま

し、人間として、内部がこんなふうだなど、考えられないような狡
ずる

さと悪さを備えています。かれらは

今、おのが意志で考えたことを実行する自由を味わい、この世で強制的につなぎとめた外部から、切り

離されているからです。 

 一言で、かれらには、理性的なものが欠如していると言えます。この世にあって、理性が座を占めて

いたのは外部であって、内部ではなかったから、そうなります。それにもかかわらず、自分はほかの人

たちより、知恵があると思っています。 

③ さて、このような第二の状態に入ってから、霊はときおり、かつての外部状態にもどされることが

あります。そのとき、自分が内部の状態にあったときの行いを思いだし、顔をあからめ、常軌を逸して

いたことを認める人がいる一方、恥ずかしいと思わない人もいます。また外部の状態にずっと留まるこ

とが許されなかったと、むくれる者もいます。 

 しかし、この状態にたえず留まっていたら、どうになるかが知らされます。同じことを密かにたくら

み、善良・誠実・正義の仮面をかぶり、素朴な心と単純な信仰の人をだまし、自分を徹底的に堕落させ

てしまうことです。なぜなら外部も、しまいには、内部と同じような火で燃えあがり、かれらの〈いの

ち〉が、ことごとく燃えつくされてしまうからです。 

 

507. 霊が第二の状態に入ると、この世でどんな性格をもっているかが現われます。隠れて行ったこと、

言ったことが、あらわにされます。外部から強制されないため、以前は隠れて言ったことを公然と言い、

以前は隠れて行ったことに没頭しても、この世におけるように、名誉失墜の恐れはありません。 

 そのときは、かれらは自分の悪の様々な状態に移されますから、天使や善霊は、かれらの性格をはっ

きり見ます。こうして隠れたものがあらわにされ、ひそかにやったことがあばかれますが、主の〈みこ

とば〉にも、次のようにあります。 

「おおいかぶされたもので、現われてこないものはなく、隠れているもので、知られてこないもの

はない、だから、あなたがたが暗やみで言ったことは、なんでもみな明るみで聞かれ、密室で耳に

ささやいたことは、屋根の上で言いひろめられるであろう」（ルカ 12・２、３）。また、 

「あなたがたに言うが、審判の日には、人はその語る無益な言葉にたいして、言い開きをしなけれ

ばならないであろう」（マタイ 12・36）と。 

 

508. この状態で、悪人がどうなるかは、わずかな言葉では表わせません。そのときがくると、悪霊は

それぞれ、おのが情欲で狂い、それも種々雑多です。ここで、ある特殊なケースを少しだけ紹介します。

他の場合は、そこから推しはかってください。 

 何はともあれ、おのれをこよなく愛し、地位や職務をつかって、名誉を求めている者がいました。そ

の職務履行は、人の役に立つため



 

でなく、それによろこびを感じるわけでもありません。むしろ職務をとおして、他の人より優れている

と思われるため、おのれの名誉と見栄に、満足をおぼえるためでした。かれらが第二の状態に入ると、

他の人より、ずっと愚かになります。つまり自分を愛すれば愛するほど、天界から遠のき、天界から遠

のけば遠のくほど、英知からも遠のきます。 

② 自己愛にどっぷり漬かって、しかもずるがしこい者もいます。かれらは手練
て れ ん

手管
て く だ

で、名誉職につこ

うとしてきました。ところで現在、かれらは最悪の悪党と結託し、神の秩序を乱す魔術を身につけ、そ

の魔術をつかって、自分を崇めない者を、みな脅迫し痛めつけます。罠
わな

をも受け、憎しみをたきつけ、

復讐心を燃やし、自分に服従しない者には、だれにでも暴力をふるい、相棒の暴漢が加勢してくれるか

ぎり、あらゆる極道
ごくどう

をはたらき、天界にまでのぼって破壊・征服し、みずから天界で神として拝まれる

手口を思いめぐらします。かれらの狂気のほどが、思い知らされます。 

③ ローマ法王の宗派出身の人の場合、狂気のほどは群をぬいています。天界と地獄は、自分の支配下

にあり、思いのまま罪がゆるせると考えています。みずからに、神性のすべてが備わっていると主張し、

自分をキリストだと言います。その説得力たるや大へんなもので、それが浸透していく所は、人心が動

揺し、苦痛を与えるほどの暗闇が襲ってきます。 

 かれらの場合、第一の状態でも、第二の状態でも、ほとんど変わりません。第二の状態では、理性的

なものに欠けています。かれらの狂気と、この第二の状態後の運命については、小著『最後の審判とバ

ビロンの滅亡』に詳述されています。 

④ 創造の原因を自然の力に帰し、口で言わなくても、心で神の存在・教会・天界などをすべて否定し

た者は、第二の状態では、同類と合流し、狡知に勝れた者をだれでも神と呼び、神の誉れをささげて、

かれに仕えます。 

 わたしは、魔術者を拝むかれらの集会を見ました。自然について論議し、人の姿をかりた獣並みに愚

かな仕草をしていました。そのなかには、この世で高位だった者、学者・知者と思われた者がいました。

他にも、多種多様です。 

⑤ 以上の数少ない例でも、心が天界に閉じている者の内部が、どんなふうか分かります。かれらはみ

な、神を認めず、信仰を生活に移さず、天界からの流入を受けいれませんでした。だれでも自分で判断

できますが、万一、法律にも生活にもさしさわりなく、自由にふるまうことが許されたら、どうでしょ

う。名声をおとす心配も、地位・利益・楽しみを失う心配もなく、外部の抑制力を取り去ったら、どう

振舞うでしょうか。 

⑥ しかし、かれらの狂気も、役立ちの限度をこえて突走らないよう、主によって抑えられています。

そのような霊にも、一人ひとりみな役立ちがあるからです。善霊には、かれらの中にある悪とその性格

が見えます。主によって導かれないとき、どうなるかも分かっています。悪人が同類であつまり、善人

から自分たちを切りはなすのも、役立ちです。つまり外面でよそおい、いつわって身につけていた〈真

理と善〉はとり去られ、自分にある〈いのち〉の悪と、悪のもつ偽りの中にいれられ、こうして地獄へ

行く準備をするためです。



 

⑦ だれしも、自分の悪と、その悪にある偽りの中に浸るまでは、地獄に行きません。地獄では、考え

話すことと欲することが違う精神分裂は許されません。悪人はみな〈悪からでる偽り〉を考え、〈悪から

でる偽り〉から話します。考えることも、話すことも、意志から出ます。すなわちエゴ的な愛と、その

喜びと楽しみから出ます。それはこの世で、霊としてありのままで、内部の情愛をもとにして、みずか

ら考えていた通りです。 

 そのわけは、意志は人それ自身だからです。思考も、意志に由来するなら同じです。意志は、人間の

本性自身であり、本人固有の性格 

 indoles をあらわします。したがって、自分の意志へ帰るとは、自分の本性である固有の性格に戻るこ

とです。これは自分の〈いのち〉に帰ることでもあります。人は〈いのち〉をとおして、本性を身につ

けるようになります。 

 死後の人間は、この世の生涯で身につけた性格を、そのまま身につけています。悪人の場合、真理に

ついて考え理解し、それによって自分の性格を矯正・変更することは、不可能になっています。 

 

509. この第二の状態では、悪霊はありとあらゆる極道に走るため、重い刑罰を受けることもしばしば

です。精霊界で行われる刑罰には、幾多の種類があります。この世で、王候であっても奴隷であっても、

同じです。身分が顧慮されることはありません。 

 悪にはすべて罰がともない、悪と罰は表裏一体です。したがって、悪の中にいる者は、悪の刑罰の中

にいることになります。ただしここでは、この世で行った悪業のために罰されるのではなく、その時そ

の時の悪業のためです。 

 とは言え、かれらが罰せられるのは、この世での悪のためであろうが、来世で行う悪のためであろう

が、同じです。死後は、だれしも自分の〈いのち〉に戻り、同じような悪に帰るからです。人間は、生

前そうであったとおりの人間なのです(470～484 節)｡ 

 ここで罰せられるわけは、この状態で悪をコントロールするには、罰にたいする恐れを感じさせる以

外にはないからです。忠告も、通告も、法律違反の恐れも、名誉失墜の恐れも、ききめがありません。

本性 natura から行う場合、罰以外に抑制や中断にききめのある手段はありません。 

 善霊の場合、この世で何か悪いことをしたとしても、罰せられません。かれらの悪は、もう戻ってき

ません。かれらの悪は、種類や実体の面で、異質のものだったことが知らされます。真理に反する意図

でも、悪意からでもなく、両親からの遺伝から身についたもので、内部とは切りはなされた外部で、盲

目的なよろこびのために、行われたものです。 

 

510. 人は各自、この世で霊としてつながっていた自分の社会にやってきます。人はそれぞれ霊の面で、

地獄か天界かのある社会につながっていて、悪人は地獄の一社会に、善人は天界の一社会につながって

います。各自は死んでから、自分の社会に帰っていくことについては、438 節を参照してください。 

 霊は、その社会のほうに次第に導かれ、ついにはその社会に入ります。悪霊は、内部の状態にある間、

段階を追って自分の社会にむかい



 

ますが、内部状態の完結をまえに、特定社会へむかう直通の方向づけをします。そして、内部状態が完

結すると同時に、悪霊は自分と同類のいる地獄に、自分から身を投じます。その身投げは、頭を下に、

足を上にし、あおむけになって落ちていくように映ります。そのように見えるわけは、地獄を愛し、天

界を背にするほどの転倒した秩序のなかにいるからです。 

 第二の状態で、交代で地獄に出入りしている悪霊がいます。かれらは、堕落し果てた悪霊のように、

逆さまに落ちていく様子は見せません。というのは、悪霊が外部の状態にあるとき、この世で自分の霊

がつながっていた社会がどんなところかが示されます。かれらは肉体の〈いのち〉にあったときも、地

獄につながっていたけれど、地獄そのものの中にいる悪霊と同じ状態でなく、精霊界の悪霊と同じ状態

だったことを知るためです。 

 精霊界の悪霊の状態と、地獄にいる悪霊の状態がどうちがうか、次章で述べることにします。 

 

511. 悪霊が善霊と別れるのは、この第二の状態のときです。第一の状態のときは、霊はこの世と同じ

ように、外部にあって、悪人は善人とつきあい、善人は悪人とつきあい、たがいにいっしょにいました。

ところが、みずからの内部に入って、その本性すなわち意志にまかされてくると、ちがってきます。 

 善霊が悪霊から離れていくにも、いろいろな様子が見受けられます。悪霊は、第一の状態にあって、

よい考えや情愛をとおして交流した相手社会に、連れて回られるのが普通です。それは、かれらが悪く

ないと、外見上で信じこませられていた社会です。 

 多くの場合、悪霊は、広い範囲にわたって連れて回られ、かれらが根にどんな性格をもっていたかが、

善霊たちに、まんべんなく示されます。善霊たちは、かれらを見て身をそむけます。それと同じように、

連れていかれた悪霊も、善霊から顔をそむけて、みずから行くべき地獄社会の方向にむかいます。分離

については、ほかにも多々ありますが、ここでは割愛します。 

 

 

第 53章 死後の第三の状態 

 ― 天界に入る霊が教えを受ける状態 

 

512. 人、または人の霊が、死後経過する第三の状態は、教えを受ける状態です。これは、天界に行っ

て天使になる者が経なくてはならない状態です。地獄に行く霊は教化の可能性がないので、この状態は

ありません。それで悪霊の第二の状態は、同時に第三の状態です。 

 悪霊の第三の状態は、最終的には、自分のもつ愛に徹底して転向し、同じような愛のうちにある地獄

の社会にむかうことです。こうなるとかれらは、自分の愛から欲し、考えます。その愛も地獄のもので

すから、悪以外に欲するものは何もなく、偽り以外に考えることは何もありません。自分の愛を味わう

ことは、自分のよろこびを味わうことです。自分の愛に手段として仕え、そのために借りてきた善や真

理が、ここで、ぜんぶ捨てさられます。 

② 善霊の場合、第二の状態から第三の状態に導かれます。この



 

第三の状態では、教えを受けて天界への準備をします。なぜなら、〈善と真理〉の認識がなく、その面で

教わらなくては、だれも天界へ行く資格がありません。教えてもらわなくては、霊的な〈善と真理〉が

何であり、それと反対の〈悪と偽り〉が何であるか、だれにも分かりません。 

 正義とか誠実といわれる民事・道徳上の〈善と真理〉については、この世で知ることができます。民

法があって、正義は何であるか教えてくれるし、万事、誠実や公正にかかわりをもつ道徳法があり、そ

れにしたがって生活して行くさい、たがいに学ぶ仲間もいることです。 

 しかし、霊的な〈善と真理〉は、この世から学ぶのではなく、天界から学ぶものです。たしかに〈み

ことば〉からも、〈みことば〉を源とする教会の教義からも学べますが、人が精神の内部で天界にいない

かぎり、〈いのち〉に染みとおっていくことはありません。人は、神をみとめ、正義と誠実にもとづいて

行動するとき、はじめて天界に籍をおくことになります。理由は、それが〈みことば〉の命じるところ

だからです。つまり、目的を自分とこの世におかず、神のために、正しく誠実に生きることです。 

③ 以上は、まず教わらなければ、だれも実行できません。天界と地獄があること、死後にも〈いの

ち〉があること、万事に越えて神を愛さなくてはならないこと、隣人を自分のように愛さなくてはなら

ないこと、〈みことば〉は神聖であり、記されている内容は、信じなくてはならないことなどです。 

 以上を知り認めなくては、その考えが霊的であるとはいえません。それについて、思いをいたさなく

ては、欲するまでにはなりません。人は、知らないことを考えることはできないし、考えないことを欲

するわけにはいかないからです。 

 以上のことを欲するようになると、天界からの流入がはじまります。主が天界をとおして、人の〈い

のち〉に浸透してこられます。まず意志のうちに、そして意志をとおして思考に、さらに意志と思考の

両者をとおして〈いのち〉のうちに、浸透してこられます。人間のあらゆる〈いのち〉は、そこからき

ています。したがって〈霊的善と真理〉はこの世からでなく、天界から教わります。教わらなくては、

だれも天界への準備をととのえることはできません。 

④ 主が人の〈いのち〉に流入を与えられれば、それだけ人は教わります。それだけ〈真理を知ろうと

する愛〉で、意志が燃えたち、真理を知るために、思考力が照らされます。こうして人の内部が開かれ、

その内部に天界が植えつけられます。またそれだけ、人間の道徳生活にかかわる誠実さと、市民生活に

かかわる正義のなかに、神と天界が浸透し、それを霊的なものに変えていきます。 

 そのとき人は、神のために、神から出発して、以上のことを行います。道徳的・市民的生活にかかわ

る誠実と正義を、以上のような原点から出発して行うとき、霊的いのちに結果をもたらします。結果は、

能動因 causa efficiens から生まれます。原因があって、それなりの結果が生まれます。 

 

513. 教育の仕事は、多くの社会から来る天使たちによって行われます。とりわけ、北と南の方位にい

る天使が担当します。その天使社会には、〈善と真理〉の認識から生まれる〈理知と英知〉があるためで

す。



 

教育が行われる場所は、北方で、〈天界の善〉の類と種によって、各種各様に整理区分されています。そ

こでは、全員が一人ひとりの天性や受けいれ能力に応じた教育を受けます。その場所は、周りをとり巻

くようにして、はるか遠方までひろがっています。 

 そこには、精霊界で第二の状態を経過した善霊たちが、教えを受けるため、主によって導かれてきま

す。ただし全員ではありません。この世ですでに教わった者もいて、かれらはそこで、主によって天界

に行く準備がされており、ほかの道をとおって天界に連れていかれます。ある人は、死んですぐ天界に

行き、ほかの人は、善霊としばらくいっしょにいたあと、天界に行きます。 

 後者の場合、この世の名誉や財産から引きずってきた粗雑な思考や情愛が除去され、浄化されます。

ある者は、両足裏に位置している「下界 terra inferior」と呼ばれる部分が、まず崩され vastantur、そ

こでつらい経験をする人もいます。これは善良な生活をおくりながらも、偽りに心が固くなった人たち

です。偽りが心に固まると、根強く固着しているので、これを砕かなくては真理が見えず、それを受け

いれることもできません。この荒廃 vastationes およびそのやりかたについては、『天界の秘義』に記

されています。[訳注:例えば、AC699,1106-1113,2694-2704 節など] 

 

514. 教育地帯にいる人の住まいは、それぞれに区分されています。かれらの内部は、各自がやがて行

く天界の各社会につながりをもっています。天界の諸社会は、天界の〈かたち〉にしたがって、ととの

えられていますが（前 200～212 節参照）、それと同じように、教えを受ける場所もとのえられています。

その場所を天界から眺めると、小規模な天界の〈かたち〉をしています。場所は東西に長く、南北に広

くひろがり、広さのほうが、長さより短く見えます。 

 大ざっぱに言って、配置は次のようです。まず幼児で亡くなった者が前面にいます。かれらは思春期

まで天界で教育されます。教母のもとで幼児期をすごしたあと、主によってこの場所に連れてこられ、

教育を受けます。 

 そのうしろは、おとなになって死んだ者が教育を受ける場所です。かれらは、この世にあって、〈いの

ちの善〉からくる〈真理の情愛〉をやどしていた人たちです。 

 さらに後ろには、イスラム教を信じていた人たちがいます。かれらは、この世で道徳的な生活をおく

り、唯一の神をみとめ、主を預言者としてあがめていました。ムハンマドには力がないと知って、かれ

から離れ、主に近づき、主を礼拝し、主の神性をみとめ、キリスト教のもとで教育を受けます。 

 その背後で、ずっと北のほうに、もろもろの異邦人たち Gentes の教育が行われている場所がありま

す。かれらはこの世で、自分たちの宗教にかなった善良な生活を送ってきた人たちです。宗教のおかげ

で、ある種の良心を形成し、正義と公正をまもってきました。それも国の法律のためより、宗教上の戒

律として、しかもこれを神聖なものとして遵守し、冒してはならないものと信じてきました。 

 かれらは、教えを受けると、みなたやすく主をみとめます。なぜなら、神は見えない方であっても、

〈人間のかたち〉で見えるようになったことを、大切に信じてきたからです。かれらの数は、他の人た

ちよ



 

りずっと多く、そのなかでもアフリカ人は、もっとも善良です。 

 

515. と言っても、全員がみな同じ教育を受けるのでも、天界の同じ社会から教わるのでもありません。

幼児期から天界で教育される場合は、まちがった宗教から偽りを吸い込んでおらず、この世の名誉や財

産からくる不純物で、霊的〈いのち〉をけがしたわけでもないから、内奥天界の天使たちから学びます。 

 おとなで死んだ者は、たいてい末端部天界の天使たちから教わります。末端部の天使たちのほうが、

内奥天界の天使たちより、自分にあっているからです。内奥天界の天使たちは、内的英知を宿していま

すが、そのような英知は、かれらにはまれで、受けいれられません。イスラム教徒は、かつて同じイス

ラム教を信じ、キリスト教に改宗した天使たちによって教育を受けます。異邦人たちも、また自分たち

の天使によって教育を受けます。 

 

516. 教育はすべて、〈みことば〉に根ざした教義にもとづいて行われます。教義をともなわない〈みこ

とば〉からは、行われません。キリスト教徒は、〈みことば〉の内的意味と完全に合致する〈天界の教

義〉から教えを受けます。 

 そのほか、イスラム教徒や異邦人たちは、自分たちの理解できる範囲の教義から、学んでいきます。 

 かれらが学ぶ教義と〈天界の教義〉とは、次の点でちがっています。つまりかれらは、霊的〈いの

ち〉を学ぶにあたって、自分たちがもっている教えのよい部分につながった道徳をとおして学びます。

かれらは、この世では、その宗教から〈いのち〉を得ていたためです。 

 

517. 天界で行われる教育が、この世の教育とちがうところは、理解したことを記憶にしまうのでなく、

生活に適用する点です。霊たちにとって、記憶はかれらの〈いのち〉に含まれるもので、自分たちの

〈いのち〉に合致するものは全部受けいれて吸収し、合致しないものは受けいれず、吸収もしません。

霊は情愛であって、自分の情愛に似た人の〈かたち〉をしています。 

② かれらには、生活上役立つ〈真理への情愛〉が、たえずインスピレーションとして感じられます。

一人ひとりが自分の天性にあう役立ちを愛するよう、主は配慮してくださいます。この愛は、自分もや

がて天使になる希望で、高められます。 

 天界での役立ちは、すべておのが祖国である神のみ国を目標に、共通の役立ちに関わっています。特

殊なものでも、独特なものでも、あらゆる役立ちは、共通の役立ちを眼前にし、それが身近に目指す明

確なものであれば、それだけすぐれています。 

 したがって、特殊なもの、独特なものなど、役立ちは無数にあり、すべては善いもの、天的なもので

す。みなが一つになって働けるように、〈真理の情愛〉と〈役立ちの情愛〉が、一人ひとりの心の中で結

びついています。このようにして、役立ちのなかに、真理が植えつけられていきます。かれらが学ぶ真

理は、そのまま〈役立ちの真理〉になります。このようにして、天使になる霊は教えを受け、天界へ行

く準備をします。 

③ 〈役立ちを推進する真理〉への情愛は、様々な道筋で浸透してい



 

く一方、そのほとんどは、この世で知られていません。まずは役立ちの表象 repraesentativa をとおし

て行われ、その表象も、霊界では百千の道筋があります。それには、楽しさと喜びがあふれ、精神の内

部から肉体の外部にいたるまで、霊をつらぬき、霊全体を感動させ、ここに〈役立ちそのもの〉のよう

な霊が生まれます。霊は、教育が終わり、自分が所属する社会に連れていかれ、そこに着くと、みずか

らの役立ちに満足し、そこに〈いのち〉を得ます。 

 以上から、外的真理である認識によって、人が天界に入れるのではなく、その認識によって得られる

〈役立ちのいのち〉、すなわち〈いのちそのもの〉によって、人は天界に導かれることが、分かります。 

 

518. 自分には学識があり、〈みことば〉や教会の教義から多くを学んでいるから、天界に行って、他の

人より優先されるはずだと、この世で早合点している霊がいました。「天空の輝きのようにかがやき、星

のようになる」（ダニエル 12・３）とあるように、自分に英知があり、理知があるため、そうなると思

っていました。 

 かれらは、知っていることが、記憶だけか、あるいは〈いのち〉に根づいているかどうか、調べられ

ました。純な心で真理を保った人は、肉と世俗から脱して霊的になった役立ちが、心にあったため、教

えを受けたあと、天界に迎えいれられました。 

 天界での輝きとは、天界の光である〈神の真理〉が、役立ちの状態にあること、そして役立ちとは、

天界の光の放射を受け、それを多種多様な輝きに変えていく場であることが、そのとき分かりました。 

 ところで、知ったことが記憶にしかない霊の場合、真理について、推論や議論ができ、真理とこじつ

けた偽りを前提に、論証もできましたが、天界の光を受けていません。多くの場合、この種の理知にし

みついた〈うぬぼれ〉によって、他の人より学問があるため、天界に迎え入れられ、天使たちに仕えら

れると信じこんでいました。 

 このような誤った信仰から解放されるため、かれらは末端部の第一天界につれていかれ、ある天使社

会に入れられたところ、入口に来ただけで、天界の光の流入を受け、目がくらみ、理性がみだれ、息も

せわしく、死にそうになります。さらに天上の愛、つまり天界の熱を感じると、内部でもだえはじめま

す。その結果、そこから追われます。 

 かれらは、天使になるのは、知識 cognitiones ではなく、知識をとおして得た〈いのちそのもの〉に

よることを教わります。知識は、そのものとしては、天界の外にあり、天界の内にあるものは、知識を

とおして得た〈いのち〉です。 

 

519. 霊たちは、以上のようなところで、天界へ行くための準備教育を受けても、短期間にすぎません。

かれらは霊的な概念をもっていて、多くのことを一度に理解できるからです。 

 それが終って、天使の衣を着せられます。それは大抵リンネルの晒
さら

しのように、白くかがやいていま

す。それから天界へのぼる道をとおって連れていかれ、守護の天使 angeli custodes から、ほかの天使

たちの手にゆだねられ、各社会に入り、あらゆる種類の幸福を受ける身となります。 

 各自は主のおん導きによって、自分の社会に入っていきます。それには多様な道があり、ときには曲

りくねっています。どんな道をとお



 

って行くか、天使はだれも知らず、主おひとりがご存じです。自分の社会に入ると、かれらの内部が開

かれます。その内部は、その社会にいる天使の内部と、ぴったり和合することで、天使たちの承認を受

け、歓迎されます。 

 

520. 新参
しんざん

の天使が、以前の居場所から天界に導きかれるため通る道について、記憶に値することを、

つけ加えます。道は八本あり、教えを受ける場所から、それぞれ二本ずつ伸びています。一本は東へ、

もう一本は西へ伸びています。主の天的王国へ行く者は、東の道をとおっていき、霊的王国へ行く者は、

西の道をとおって行きます。主の天的王国にむかっていく四本の道は、オリーブの木や、いろいろの種

類の果樹でかざられています。主の霊的王国にむかっていく四本の道は、ぶどうの木や月桂樹でかざら

れています。これは相応によるもので、ぶどうの木や月桂樹は、真理の情愛とその役立ちに相応し、オ

リーブや果物は、善の情愛とその役立ちに相応しています。 

 

 

第 54章 だれでも慈悲にすがるだけでは ex immediata 

misericordia 天界に入れない 

 

521. 天界とか天界への道、また人に宿る〈天界のいのち〉について、教えを受けたことがない場合、

主の慈悲に頼ったとりなしだけで、信仰者が天界に受けいれられるものと考えます。ただ恵み gratia に

る受けいれです。さらに、人はだれでも、主の思し召しで救われ、地獄にいる者もまた、みな救われる

と考えている者もいます。 

 ただしこの人は、人間について、多少なりとも何か分かっていると言えません。人間は、本人の〈い

のち〉そのもので、その〈いのち〉は、本人の愛をあらわします。人の意志や理性面での内部だけでな

く、人の肉体面での外部についてもそうです。肉体の〈かたち〉は、内部が結果として現れる外的な

〈かたち〉にすぎません。人間全体は、その人の愛です（前 363 節参照）。 

 またその人は、肉体がそれ自身として生きているのでなく、本人が生きているのは霊によることも分

かっていません。人の霊は、その本人の情愛そのもので、死後の姿である霊的身体は、人間の〈かた

ち〉をとった情愛以外の何ものでもありません（前 453～460 節参照）。これを知らないなら、人が救わ

れるのは、神の慈悲、恵み、思し召しによるものと信じています。 

 

522. はじめに、神の慈悲とは何かを述べてみます。神の慈悲とは、全人類を救いたいと願う生粋
きっすい

のあ

われみの心です。それは、人間一人ひとりにたえずおよんでいて、例外はありません。したがって、だ

れでも救われることが可能です。 

 ただし〈みことば〉をとおし、主が啓示された方法でだけ、救われます。神がとられる方法を〈神の

真理〉といいます。〈神の真理〉は、人が救われるために、どう生きればいいかを教えます。主が人を天

界に導かれるのも、この方法によるわけで、これをとおして、主は天界の〈いのち〉を、人の中に植え

つけられます。 

 主は、すべての人にたいし、このようになさいます。それを邪魔す



 

るのが悪霊ですから、人が悪を避けないかぎり、天界の〈いのち〉は植えつけられません。人が悪を避

ければ避けるほど、主はおんみずから、神ご自身の方法をつかって、生粋のあわれみから、人を導かれ

ます。これは人の幼児期から、この世の生涯の終わりまでつづき、そのあと永遠につづきます。これが

神の慈悲というものです。 

 主の慈悲は、純粋のあわれみです。しかしどんな生活をしても、思し召しで、全員が救われる無条件

の慈悲ではないことが、ここで明らかになります。 

 

523. 主は、〈秩序そのもの〉です。そのため、秩序に反することは、何一つなさいません。主から発す

る〈神の真理〉は秩序をつくり、神の諸真理は、秩序の諸法則です。神は人を導かれるうえで、この法

則をまもられます。ですから、無条件の慈悲にすがるだけで救われるなら、神の秩序に反します。神の

秩序に反するとは、神にも反することになります。 

 神の秩序とは、人間の中の天界を指します。〈神の真理〉である秩序の法則に反して生活することは、

自分の中にある天界をくつがえすことになります。人は、神の純粋のあわれみによって、秩序の法則に

もとづいて、その秩序のなかに組みいれられます。秩序のなかに組みいれられれば、それだけ、自分の

中に天界を受けいれることになります。自分の中に天界を受けいれる人は、天界に行きます。主の神的

な慈悲は、純粋のあわれみであっても、ただではないことが、ここで分かります。 

 

524. もし人が、お情けだけで救われるとしたら、人間はみな救われるし、地獄にいる者も、また救わ

れるはずです。むしろ、地獄は存在しなくなるでしょう。主は慈悲そのもの、愛そのもの、善そのもの

なので、なおさらです。したがって、主は全員を無条件に救えるのに、救われないと言うなら、主の神

性に反することになります。主は万人の救いを願い、罰することは望まれないと、〈みことば〉にもあり

ます。 

 

525. キリスト教界から来世にくる人は、ほとんどの場合、自分たちは祈願したから、無条件の慈悲で

救われるはずだと、信じてやってきます。よく聞きただしてみると、天界に入るとは、入場許可を得る

ようなもので、入場を許可されれば、天上のよろこびに入れるものと信じています。結局は、天界とは

何か、天上のよろこびとは何か、まったく何も知りません。 

 主は、天界に入るのを、だれにも断られないし、本人が望めば、天界に入って、そこに留まっていい

と、かれらに伝えられます。望みにしたがって、入場を許可され、最初の入口に着いた途端、天使が宿

す愛、つまり天上の熱にあおられ、〈神の真理〉である天上の光の放射を受けます。それだけでかれらは、

内心の苦悶におそわれ、天上のよろこびどころか、地獄の拷問を味わい、うちのめされ、まっ逆様に自

分を外へ放りだしてしまいます。こうして生
なま

の経験で、天界は、だれにとっても、お情けだけで得られ

るのではないことが、分かってきます。 

 

526. わたしは、これについて、ときどき天使たちと話しあいました。



 

わたしは言いました。 

 「世の中で悪い生活をしながら、天界や永遠の〈いのち〉について話す人が大勢います。かれらは、

天界はただお情けだけで入れると言います。信仰だけが救いの手段だとする人の場合は、とくにそうで

す。信じている宗教の原則で考え、〈いのち〉や〈いのち〉を生かす〈愛のわざ〉には注意せず、主が人

に天界を植えつけ、天上のよろこびの器になるための過程には、目もくれません。あらゆる現実的な手

段をはねのけ、自分なりの法則からくる結論で、人はただお情けだけで、天界に行かれるのだと断言し

ます。父なる神は、子のとりなしで、慈悲のこころを起こされると言います」と。 

② これにたいし、天使たちは言いました。 

 「それは『信仰のみ』の原理から、必然的に生まれてくる教えなのを、わたしたちも知っています。

この教義は、他の教義全体のまとめ役で、真理ではないので、天界の光が浸透しません。現代の教会を

見れば分かるように、そこから無知が生じました。 

 それは、主、天界、死後の〈いのち〉、天界のよろこび、愛と隣人愛の本質、広義の善、〈善と真理〉

の結びつきについての無知です｡さらに人間の〈いのち〉について、その〈いのち〉の由来と性格につい

ての無知です。 

 人間の〈いのち〉は、思考からくるものではなく、意志と、その意志による行いから来るものです。

思考が意志に由来するとき、その思考から〈いのち〉が生まれます。それと同じように、信仰も愛に由

来するとき、初めてその信仰から〈いのち〉が生まれます」と。 

 「信仰のみ」が不可能なのを理解しない人がいるのを、天使たちは嘆いていました。信仰は、愛とい

う源泉がなかったら知識にすぎません。ある人の場合、信仰を真似た〈思いこみ persuasivum〉にすぎ

ないことがあります（前 482 節参照）。〈思いこみ〉は人の〈いのち〉にならず、〈いのち〉の外にあり

ます。愛に結ばれていないため、人から遊離しています。 

③ 天使たちは、続けて言いました。 

 「以上の教理を、人が救われる不可欠な手段として支持すれば、本人は〈無条件のお情け〉を信じな

いわけにはいきません。かれらがそうなるのは、自然の光と感覚的な経験から感じとるからです。遊離

した信仰からは、〈いのち〉は生まれません。悪い生活をしても、同じ考えや思いこみが生まれるからで

す。死にぎわになって、信仰の思いで、〈とりなし〉や、〈慈悲のみ心〉に触れただけ、善人と同じく、

悪人も救われると、信じてしまいます」と。 

 すぐれた信仰を、信頼 fiducia また委託  confidentia と言います。こういう心から、世の中でい

かに上手に話したところで、悪い生活をした者が、無条件のお情けで、天界にいったのを、今まで見た

ことがない、と天使たちは断言していました。 

④ アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、使徒たちについて、かれらが果たして、無条件のお情けで、

天界に迎えられたかどうか、聞かれました。すると、そんな人はだれもいないそうです。みなそれぞれ、

この世での生活態度によって決まり、かれらが今どこにいるかも分かるそうです。かれらはそこで、ほ

かの人たち以上に評価されているわけではありません。 

 〈みことば〉の中に、かれらの名が大切に記されているわけは、か



 

れらが内的意味によって、主を示すからです。「アブラハム」「イサク」「ヤコブ」は、主の神性か、神人

性をあらわします。「ダビデ」は主の王的神性を指します。「使徒」は〈神の真理〉からみた主です。 

 〈みことば〉が人によって読まれているとき、天界では、登場人物について感じとることは、何もあ

りません。かれらの名前が天界に入っていくことはありません。むしろ前述のように、かれらの代わり

に、主を感じます。前述したように(259 節)、天界での〈みことば〉には、かれらを記念するものは、

何もありません。天界の〈みことば〉とは、この世での〈みことば〉の内的意味です。 

 

527. この世で、天界の〈いのち〉に反する生活をした人の心に、天界の〈いのち〉を植えつけること

は不可能です。わたしは多くの経験で、これが立証できます。 

 死んだ後は、〈神の真理〉が受けいれやすくなると信じた者がいました。天使から真理を聞いて、すぐ

信じ、生活を変え、天界に迎えいれられると思いました。 

 しかし、以上と同じ信仰をもつ者は、死んでから悔い改めることがないのを知りました。そんな経験

を許された者が大勢いますから、これは確かです。 

 そのような中でも、真理を理解し、真理を受けいれるように思えた人がいました。ところが自己愛の

〈いのち〉に舞い戻ってきた途端、その真理を捨て、真理に反したことを口にしました。ある人は、真

理を聞くことさえきらって、すぐはねのけました。 

 その中でも、世から吸収した愛の〈いのち〉を脱し、その代わり、天使の〈いのち〉、天界の〈いの

ち〉が注がれるのを望んでいた者がいました。ところが許されて、望みどおり、自分の愛の〈いのち〉

がとり去られましたが、その途端、本人は気力を失って、死人のように横たわりました。 

 以上の経験や、他の様々な経験をとおして、単純な心の善霊は、死後は、自分の〈いのち〉が変えら

れないことが分かりました。悪い〈いのち〉が善くなったり、地獄の〈いのち〉が天使の〈いのち〉に

なったりすることは、絶対にありません。霊はそれぞれ、頭の頂上から足のつま先まで、自分の愛の性

格をしみとおらせ、それが本人の〈いのち〉になっています。それを根本から変えることは、その霊を

殺すことになります。 

 天使たちも、明言しています。地獄の霊を、天界の天使に変えるより、ふくろうを鳩に、みみずくを

極楽鳥にかえるほうが、まだやさしいそうです。人は、この世で宿した〈いのち〉の性格を、死後もそ

のまま宿しつづけることについては、前(470～484)節を参照してください。だれもただのお情けで、天

界に迎えいれられることは、ありえないことが、ここで明らかになります。 

 

 

第 55章 天界に入るにふさわしい生涯を送ることは、 

思ったより難しいことではない 

 

528. 天界に入るには、いわゆる霊的生活とよばれている生涯を送らなくてはならず、これはむずかし

いことだと、ある人は思っています。



 

聞くところによると、人は世を捨て、肉の欲を断念し、霊的生活をいとまねばならないと言います。霊

的生活とは、とりわけ財産や名誉のような現世的なものを放棄し、神、救い、永遠のいのちについて、

たえず信心ぶかく瞑想し、祈りや〈みことば〉その他の霊的読書をおこなって、生活をいとなむことで、

これがこの世を捨て、肉をすて、霊に生きることだと思っています。 

 ところが、いろいろ経験し、天使たちとも話してみた結果、それが全く間違いであることを知りまし

た。そのように、世を捨て霊的に生きることは、かえって天上のよろこびを受けつけない、悲愴
ひ そ う

な生活

になってしまいます。 

 これも、人はそれぞれ自分の〈いのち〉をもってあの世に行くからです。人が天界の生活に入るには、

むしろこの世でしっかり地についた生活をいとなみ、仕事や職務に精を出し、道徳的・市民的な生活を

とおして、霊的なものを受けがう必要があります。それ以外に、人の霊的生活は築かれないし、本人の

霊も天界への準備ができません。、外面の生活がともなわない内面の生活は、土台のない家に住むような

ものです。そのような家は、しだいに沈没していくか、隙間から割れ目ができるか、傾いて倒れてしま

うでしょう。 

 

529. 人間生活を理性的直感で、眺めしらべると、そこには、霊的生活、道徳的生活、市民生活の三つ

があって、それぞれに区分されていることがわかります。 

 市民生活を送っているけれど、道徳的生活や霊的生活を送っていない人がいます。道徳的生活を送っ

ているけれど、霊的生活を送っていない人がいます。また市民生活や道徳生活を送りながら、霊的生活

を営んでいる人がいます。後者は、天界の生活を送っていますが、前二者は、天界の〈いのち〉から切

り離されたこの世の生活を送っています。 

 霊的生活は、自然的生活、すなわちこの世の生活から遊離したものでなく、霊魂が肉体と一つである

ように、二つはしっかり結ばれていることが、ここで分かります。これが分離すると、前述のように、

土台のない家に住んでいるようになります。 

 市民生活や道徳的生活は、霊的生活の活動 activum をあらわします。霊的生活が、善を目標にする

のにたいし、道徳的生活は、善を行います。この二つが分離すると、霊的生活は、考えや言葉にだけ存

在するものになり、意志はその支えをなくし、出る幕がありません。ところが意志こそ、人間の霊性そ

のもの ipsum spirituale です。 

 

530. 天界に入るにふさわしい生涯を送ることは、思うほどむずかしくはありません。それは、次のこ

とからもわかります。市民的生活や道徳的生活を送れない人がいるでしょうか。人はみな幼児期から、

その生活をはじめ、この世の生活からも、わかっています。善人も悪人も、人みな等しくそのような生

活をします。誠実な人、正しい人と、思われたくない人がいるでしょうか。ほとんどの人は、外面的に、

誠実と正義を実践します。ただしそれは、心から誠実で正しい人であり、誠実や正義の心でやっている

と、人から見られたいためです。 

 霊的な人も、同じようにして生きています。それは自然的な人が行っているのと同様、たやすいこと

です。しかしここに一つの違いが



 

あります。霊的な人は、神を信じ、誠実と正義で行動しますが、それは民法や道徳法に従うためだけで

なく、神の法にそって生きるためです。霊的な人は、行動するにあたって、神について考え、天界の天

使たちと交流します。交流すればするほど、天使たちと結ばれ、本人の内部は開かれます。これこそ霊

的な人です。 

 こうなると、本人の知らないまま、主のご配慮のもとに導かれます。道徳的・市民的生活にかかわる

誠実や正義を行っても、それを霊的起源から行うことになります。霊的な起源から誠実や正義を行うの

は、誠実や正義それ自身から、つまり心から、行うことになります。 

② 霊的な人が行う正義や誠実は、外見の〈かたち〉からみると、自然の人だけでなく、悪人や地獄の

心をもつ者が行うのと、大差がありません。しかし、その内面の〈かたち〉は、まったく違っています。

 悪人が正義と誠実を実践するときは、自分とこの世のためにだけしますから、法律や刑罰だけでなく、

評判・名誉・利得・生活上の損失をおそれる必要がなくなると、すぐ不誠実・不正きわまる行動をとり

ます。神をおそれず、神の法をうやまわず、自分の行いを抑える内的な束縛が、何もないからです。そ

の時になると、できるだけ人をあざむき、人のものを奪ったり、盗んだりしますが、それもうれしそう

にやります。 

 内部がどうなっているかは、格別来世で、それがはっきりします。外部がとりはらわれて内部があら

わにされ、その内部の状態で、人は永久に生きるものとなります（前 499～511 節参照）。そのとき人は、

前述のように、法律違反、名誉名声の失墜、利害損得をおそれず、外面の束縛を離れて、気が狂ったま

ま行動し、誠実や正義をせせらわらいます。 

③ 神の法をまもるために、誠実で正しく行動する人は、外部がとりはらわれて、内部だけになると、

知恵をもって行動します。かれらは、天界の天使と結ばれ、天使たちとの交流で、英知が分け与えられ

ます。以上で、霊的な人も、市民的・道徳的生活では、自然的な人とまったく同じように行動しながら、

違うのは、その内部、つまり意志と思考面で、神に結ばれていることが、分かってきます（前 358～360

節）。 

 

531. 霊的生活上の法則も、市民生活上の法則も、道徳的生活上の法則も、十戒をとおして、教えられ、

伝えられています。十戒の最初の三つの条に、霊的生活の法則があり、次の四つの条に、市民生活の法

則があり、最後の三つの条に、道徳的生活の法則があります。 

 自然的にだけ生きている人も、外面では、霊的な人と同じく、十戒を守って生きています。霊的な人

と同じく、神をあがめ、礼拝堂に入って説教を聞き、信心ぶかい顔つきをします。殺すことも、姦淫す

ることも、盗むことも、偽証することもなく、自分の利益のために仲間をあざむくこともしません。 

 しかしかれらは、それを自分とこの世のため、見栄のためにだけしており、内面は、外面とまったく

反対です。内心では神を否定していますから、信心業の面では偽善者です。自分ひとりになると、教会

の聖性をせせらわらい、その種のものは、単純・無学な群衆をつなぎとめておくためだと思います。 

② かれらは、天界から心を切り離しており、霊的ではないため、道徳的でも市民的でもありません。

人を殺さなくても、自分に反対する



 

人を憎み、その憎しみから復讐心をもやします。外面上の恐怖心でつなぎとめる民法が、抑止力を失う

と、人を殺します。欲望にかり立てられれば、続けざまに人を殺します。 

 姦淫の罪をおかさなくても、それが許されていると信じれば、永久に姦淫者です。できるかぎり、許

されるかぎり、姦淫します。人のものを盗まなくても、人の所有物に欲望を感じ、詐欺や策略や法律違

反にならないと思えば、心中いつも盗みを働くことになります。偽証しない、人の財産をむさぼらない、

という民法上の掟も同じです。 

 神をみとめず、宗教からくる良心のようなものがなければ、人はみなこのようになります。来世で、

外部がとりはらわれて、内部だけになると、これがはっきり現れます。天界から切り離された霊たちは、

地獄に同調して行動します。つまり、地獄にいる者と合流します。 

③ 心のなかで神をみとめ、生活の場では神法にそって行動し、十戒の最初の三つの条を、あとの七つ

の条と同じように、重んじる人の場合はちがいます。かれらは、外部がとりはらわれて内部だけになる

と、この世にいたときより、ずっとかしこくなります。 

 内部に入るとは、陰から光へ、無知から英知へ、悲しみから至福の〈いのち〉への移行です。神のう

ちにいるとは、天界にいることです。二人の者がいて、両者とも外面的に同様の生活をしても、それぞ

れちがっていることが、以上で明らかです。 

 

532. 人間の考えは、意図にしたがって動き働きます。つまり人は目指す方向に動いていきます。これ

は、だれもが知っているところです。思考力とは、人間の内部視覚を表わし、外部の視覚と同じように、

目指す方向に目をむけ、そこに視線をとどめます。 

 もし内部視覚である思考力が、この世にむかい留まるなら、考えは、世俗的になります。自分とその

名誉にむかうなら、肉的になります。さらに天界にむかうなら、天上的になります。天界にむかうなら、

思考は高められますが、自分にむかうなら、天界から逸れて、肉的なものに沈み、この世にむかうなら、

天界から外
はず

れて、目前にある物に吸収されます。 

② 人間のもつ愛は意図を決定し、みずからの対象に、内部視覚である思考の目標をさだめます。した

がって、自己愛は自分と自分のものに目標をおき、世間愛は世俗的なものに目標をおき、天界の愛は天

上的なものに目標をおきます。そこで、人の愛がわかれば、その人の精神の内部が、どんな状態にある

かがわかります。 

 天界を愛する者は、本人の内部は天界にむかって高められ、上方が開きますが、この世と自分を愛す

る者は、本人の内部は上方が閉じ、下方が開いています。それで、結論は次のようです。 

 精神の上部が閉じている場合、人は天界や教会にかんすることが見えず、暗闇のなかです。暗闇のな

かにいれば、以上は否定されるか、理解されないかのどちらかです。自分とこの世を万事にこえて愛す

る者は、精神の上部が閉じているので、心のなかで〈神の真理〉を否定します。それについて記憶から

話すことはあっても、理解していません。〈神の真理〉を、世俗的・肉的な目で見ます。 

 したがって、肉の感覚をとおして入るもの以外に、心をとめるものは何もありません。さらに、それ

によろこびを感じます。その中に、



 

不潔なもの、みだらなもの、冒涜的なもの、放縦なものがいっぱいあり、それから離れられません。前

述のように、精神の上部が閉じているため、天界からの流入が浸透していかないからです。 

③ 人の内部視覚、すなわち思考を決める意図は、本人の意志です。人が意志するとは、意図している

こと、意図しているとは、考えていることです。したがって、人が天界に意図をむけるなら、人の思考

がきまる方向も天界であり、本人の精神全体も天界にいることになります。この世のものを見る場合も、

屋根の上から家の中を見おろすように、下に見ます。  

 精神の内部が開かれている人は、自分の中にある〈悪や偽り〉が見えます。それは〈悪や偽り〉が、

かれらの霊的精神の下に位置しているからです。それとは反対に、内部が開かれていない人は、自分の

〈悪と偽り〉が見えません。それはかれらが〈悪や偽り〉の中にいて、その上に位置していないからで

す。 

 ここで、人の英知がどこからくるか、精神の狂い insania がどこからくるかが、わかります。人は死

んだのち、意志も思考も、そのままの姿が出てきます。そのとき人は、自分の内部にしたがって行動し、

話します。人は外面では他の人と同じように見えても、内部ではどれほど違っているかが分かるため、

以上を記しました。 

 

533. 天界の〈いのち〉に生きることは、それほどむずかしいものではありません。ある行為が不正、

不正直であると知りつつ、その方向に心が動いていくとき、それは神の命令に反するから、行わないと

考えさえすればいいのです。そのように考えるのに慣れてくると、その慣れから習慣が生まれ、その結

果、本人は少しずつ天界と結ばれます。そして、天界と結ばれれば結ばれるほど、本人の精神の上層部

が開かれます。開かれれば開かれるほど、不正や不誠実の本体が見えてきます。見えてくれば見えてく

るほど、悪が排除されていきます。 

 どんな悪でも、見えるようになってから、初めて排除されます。人は自由に、この状態に入ることが

できます。以上のように考えるのも、まったく自由に考えることから始まるからです。こうして出発す

れば、あとは主が働かれ、人にとって万事よくなっていきます。そして人は、悪が見えるようになるだ

けでなく、それをきらうようになり、ついには避けるようになります。 

 主の〈みことば〉には、「わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽い」（マタイ 11・30）とあり

ます。  

 ただし、忘れてはならないことは、以上のように考えても、悪に抵抗することが、だんだん難しくな

ることがあります。それは、人が意志して、悪を行えば行うほど、そうなり、それだけ悪になじみ、悪

が見えなくなるからです。さらにその悪を愛し、その愛するよろこびから弁護し、あれこれの偽りをつ

かって、それを正しいことと思いこみ、さらに許されていること、よいことであるとさえ言うようにな

ります。 

 ただしこのようになるのは、青春期に手綱を失って悪の中に落ちこみ、自分の心のなかから、神を追

いだしてしまった場合です。 

 

534. あるとき、天界につづく道と、地獄につづく道とが、表象によって、わたしに示されました。左

の方に、北にむかう広い道があり、



 

多数の霊がその道をとおっていくのが見えました。遠くのほうに、相当大きな石があって、そこで広い

道は終わっています。その石から道が二本に分かれ、一本は左へ、もう一本は反対の右へとのびていき

ます。左のほうへのびていく道は、細くてせまく、西側にそって南にぬけていき、天界の光のうちに入

ります。右のほうへのびていく道は、ひろびろとしていて、下のほうへ曲りくねり、地獄へとつづいて

います。 

 最初はみな、分岐点になる大きな石のところまで、同じ道をたどっていくように見えました。そこま

でくると、二つに分かれます。善人は左のほうへ折れ、天界に通じるけわしい道をとります。しかし悪

人は、分岐点になっている石が目に入りません。その上にころんで怪我をし、起きあがった途端、右手

のひろい道を突走っていきます。その道は、地獄に通じています。 

② 以上にどんな意味があるのか、わたしは、あとで説明を受けました。最初は、善人も悪人も同じよ

うに、大勢が友だち同士のように話しながら、ひろい道をとおって歩いています。見たところ、たがい

に区別するものは、何もありません。これは、人々が外面では同じように、正しく誠実に生き、何もち

がった様子を見せないことを、表象的にあらわしています。 

 角の石が分岐点になっており、悪い人はそれにつまずき、そこから地獄への道を突走っていきます。

その岩は〈神の真理〉で、地獄をめざしている人には無視されます。最高の意味では、この石に〈主の

神人性〉をあらわします。真理と〈主の神人性〉をみとめる人は、天界に通じる道をとおって、連れて

いかれます。 

 以上から明らかになります。悪人も善人も、外面では同じような生活をし、同じ道をとおって行きま

す。どちらにしても安易な感じです。ところが、心から神を信じる人、とりわけ教会で〈主の神性〉を

みとめる人は、天界に導かれ、みとめない人は、地獄にひかれていきます。 

③ 来世では、意図や意志からくる思考の表象は、道です。意図にひかれた思考によって、来世では、

さまざまな道が映像化されます。そして、一人ひとり、意図からでる思考にもとづいて、歩きます。霊

の性格やその思考内容は、歩く道でわかります。そこで、主の〈みことば〉の意味も明らかになります。 

「狭い門からはいれ、滅びにいたる門は大きく、その道はひろい。そして、そこから入っていく者

が多い。いのちにいたる門は狭く、その道は細い。そして、それを見いだす者が少ない」 （マタ

イ７・13、14）。 

 〈いのち〉にいたる道が狭いわけは、それが難しいからでなく、言われているとおり、見出す者が少

ないからです。角に石があり、そこで広くて共通だった道が終わり、そこから二本の相反する方向に、

道がわかれているのが見えますが、それも主の次の〈みことば〉で言われています。 

「あなたがたは、聖書でまだ読んだことがないのか、『家造りの捨てた石が、隅のかしら石になっ

た』・・・またその石の上に落ちる者は、うち砕かれるであろう」（マタイ 21・42～44、ルカ 20・

17、18）。 

 「石」は〈神の真理〉です。「イスラエルの石」とは、神人にましま



 

す主を指します。「家造り」とは、教会に属する人たちです。「隅のかしら石」とは、分岐点になってい

る所です。「落ちる」、「砕かれる」とは、否定することによって滅びることです。 

 

535. 信心深くきよい生活を目指して、この世の仕事から手をひいた人々と、あの世で言葉をかわす機

会がありました。俗塵を払いおとし、肉欲を制するため、種々自分を苦しめた人とも話しあいました。

かれらのほとんどは、この世で悲愴な生活を送った人たちですが、この世でしかできない隣人愛の生活

から身を引いたので、天使たちの仲間いりができません。  

 天使的生活とは、至福のよろこびにあふれ、隣人愛のわざをとおして、善を行うことです。現世から

遊離した生活を営んだ人たちは、報われたいと思っています。そのためたえず天界を慕
した

い、天上のよろ

こびを考えてはいても、それを報酬のように考えていますから、天上のよろこびの本体はどのようなも

のか、まったく分かりません。 

 かれらも、天使たちの中に入り、そのよろこびに入れられます。しかし天使たちが功績をみとめず、

実践的な定職につき、仕事を提供した善果から、至福をあじわっているのを見ると、信仰と関係のない

ものを見ているかのように、驚いています。 

 かれらは、そのよろこびに入れないで、しりぞき、この世で同じ生涯を送った者同士で、いっしょに

暮らします。 

② 外見上、聖なる生活を送っていた人たちもいます。かれらは日頃礼拝堂に行って祈り、自分の魂を

苦しめ、たえず自分について考えていた人たちです。自分は他の人より高い評価と尊敬を受け、死後は

聖人にされると思っていました。 

 このような人たちは、来世では天界にいません。なぜなら、以上を自分のために行ったためです。〈神

の真理〉を自己愛の中に浸し、自己愛の唾液で〈神の真理〉をけがし、ある場合は、自分が神であると

思うほど狂っています。したがって、地獄にいる同類の仲間いりをします。とりつくろいや策略で、外

面を信心ぶかく見せ、みずからが神聖であるかのように、民衆に信じこませた者がいますが、かれらは

ずる賢いだまし屋で、詐欺漢のいる地獄にいます。 

③ ローマ法王の宗教に属する聖人には、そのような者が大勢います。その中の何人かと、話す機会が

与えられ、この世での一生がどんなふうであったか、説明されました。 

 天界への生活は、この世から遊離したものではなく、むしろこの世に根ざしていることが、分かるた

め言われました。この世独特の隣人愛の生活がなかったら、信心ぶかい生涯を送っても、天界にはいれ

ません。隣人愛の生活とは、みずからの職務と仕事と行いとを、万事正しく誠実に、しかも内部から、

つまり天界を起源として、行うことです。人が神法にしたがうため、以上を正しく誠実に行うとき、本

人の〈いのち〉には、天界の起源が内在しています。 

 この生活は、難しいものではありません。むしろ、隣人愛から切りはなされた信心深い生活こそ、難

しくなります。そして、その難しい生活を送れば天界に行けると、信じれば信じるほど、天界から離れ

てしまいます。 
 

 

536.  第三部 



 

地  獄  界 

第 56章 主は地獄を治められる 

 

天界については、随所で述べてきたように、主が天界の神であり（特に 2～6 節参照）、全天界を完全に

治めておられます。天界が地獄にたいし、地獄が天界にたいし、保つ関係は、相対立しており、両者相

互の作用と反作用が、均衡をうみ、個々全体のすべてが釣りあい、万物は存続しています。したがって、

一方を治める方は、他方も治められるはずです。主が地獄の反乱をしずめ、狂気を抑えなければ、均衡

が破れて、その途端、すべてがくずれていきます。 

 

537. はじめにここで、均衡について触れます。二つの相対立する働きがあり、一方の作用と変動にた

いし、対応する反作用があり、両者に同じだけの潜在能力があれば、どちらにも優劣はありません。そ

のとき第三の力が、両者を思いのまま動かせます。二つの力が平均して対立関係にあり、優劣がないと

き、第三の力がすべてを動かせます。対立するものが何もないと思えるほど、容易に動かせます。 

② 地獄と天界とのあいだには、このような均衡があります。その均衡は、身体をつかって戦っている

二人のうち、一方の力が他方と同等のような均衡でなく、霊的な均衡です。すなわち、〈真理に対抗する

偽り〉、〈善に対抗する悪〉のあいだの均衡です。〈悪から生まれる偽り〉は地獄から、〈善から生まれる

真理〉は天界から、たえず流れてきます。 

③ このような霊的な均衡があってこそ、人は考えたり欲したりする自由をもっています。人が考えた

り欲したりするのは、〈悪と偽り〉に



 

かかわるか、〈善と真理〉にかかわるか、のいずれかです。それで、人がこの均衡にあれば、地獄から

〈悪とその偽り〉を受けいれるか、天界から〈善とその真理〉を受けいれるか、のいずれかを選ぶ自由

があります。人間一人ひとりが、主によって維持存続させられているのは、この均衡にもとづいていま

す。というのは、主は天界と地獄の両方を治めておられるからです。 

 人がこの均衡をとおして自由を維持できる理由は何か、神の力によって〈悪や偽り〉が強制排除され

たり、〈善と真理〉が強制的に植えつけられたりしない理由は何かは、後章で述べます。 

 

538. 〈悪に由来する偽り〉の霊気 sphaera が、地獄から流れてくるのを、わたしは時々感じとるこ

とができました。その霊気は、善や真理を全滅させようとする、たえまない努力 conatus のようでした。

また何かが実現できないときの、苛立
い ら だ

つ怒りにつながっていました。それはとくに、主の神性をなきも

のにし、滅ぼそうとする一種の努力ですが、それも主が、あらゆる善と真理のみなもとだからです。 

 天界からは、〈真理と善〉の霊気を感じました。それによって、地獄からたちのぼってくる狂乱の努力

が抑えられ、均衡が生まれます。天界からくるこの霊気は、天界の天使に由来するように見えても、実

は主おひとりに由来します。 

 主おひとりからで、天使たちから来るものではありません。天界の天使たちは、〈善と真理〉は何一つ

自分から出るものでなく、万事ただ主によるものであることを、一人ひとりが、みな認めています。 

 

539. 霊の世界では、〈善からくる真理〉こそ万事力があり、〈悪からくる偽り〉には、何の力もありま

せん。〈善からくる真理〉に万事力があるわけは、天界における神性 ipsum Divinum は、〈神の善〉と

〈神の真理〉を指し、あらゆる力は神性に由来するためです。〈悪からくる偽り〉には、何ら力もないわ

けは、力はすべて〈善からくる真理〉にあり、〈悪からくる偽り〉には、〈善からくる真理〉がないため

です。それで、力という力はすべて天界にあり、地獄には何の力もありません。 

 天界では、一人ひとりがみな〈善からくる真理〉のうちにいますが、地獄では、一人ひとりがみな

〈悪からくる偽り〉のうちにいます。〈善からくる真理〉の中にいないで、だれも天界にはいれないし、

〈悪からくる偽り〉の中にいないで、だれも地獄に落ちません。 

 （人が死後経過する第一、第二、第三の状態については、491～520 節を参照。〈善からくる真理〉に

あらゆる力が存在することは、「天界における天使たちの力」の章、228～233 節を参照）｡ 

 

540. さて、天界と地獄とのあいだにある均衡について触れます。 

 精霊界の霊たちは、この均衡状態があります。それは、精霊界が天界と地獄のあいだの中間にあるか

らです。同じように、この世の人間もみな同じ均衡を保っています。主はこの世の人間を、精霊界の霊

をとおして治めておられるからです。これについては、また別の章で述べます。 

 このような均衡は、主が天界と地獄の両方を治められ、その両側を 

調整しておられなければ、ありえないことです。さもなくば、〈悪から



 

くる偽り〉のほうが優勢で、末端部天界にいる単純な心の善人たちに影響をおよぼし、その結果、天使

たちの対処よりはるかにすばやく、善霊たちを堕落のほうへ引き込んでいきます。そして、均衡がやぶ

れ、人間の自由も失われていくでしょう。 

 

541. 地獄も、天界と同様、各社会にわかれています。地獄社会の数は、天界社会の数と同じです。天

界社会には、地獄の側に、みなそれぞれ相応の対立した社会があり、ここに均衡が成立しています。天

界にある社会が、〈善とそれに由来する真理〉で区分されているように、地獄にある社会も、〈悪とそれ

に由来する偽り〉によって区分されています。 

 それぞれの善には、それに対立する悪があり、それぞれの真理には、それに対立する偽りがあります。

相対立する関係がなくては、何も存在しないし、対立をとおして、事柄の性格や程度、それ基づく知覚

や感覚作用の全体が、分かってくることからも明らかです。したがって天界の全社会は、地獄の社会に、

その対極 suum oppositum をもち、そのあいだに均衡があるよう、主はつねに配慮しておられます。 

 

542. 地獄の社会は、天界の社会と同じ数に区分されているため、天界社会と同数の地獄社会が存在し

ます。天界社会がそれぞれ天界の雛型であるように（51～58 節参照）、地獄社会もそれぞれ地獄の雛型

です。 

 概して、天界が三層になっているように、地獄も三層になっています。最下の地獄は、内奥の第三天

界と対極的であり、中間の地獄は、中間の第二天界と対極的であり、最上の地獄は、末端部の第一天界

と対極的です。 

 

543. 主がどのように地獄を管理しておられるか、少しだけ触れておきます。地獄は、全体としてみる

と、天界から流れてくる〈神の善〉と〈神の真理〉の共通流入 affluxus communis によって管理され

ます。この流入で、地獄から流れてくる努力の総体 communis conatus が、強制的に抑えられます。 

 同時に、ある天界、またはある天界社会から流れてくる、特殊の流入によっても、抑えられます。

個々の場合は、地獄は天使たちによってコントロールされます。天使たちは、地獄で監視し、狂気や反

乱をしずめます。ときには地獄の中にまで、天使たちが遣わされることがあり、天使がそこにいるだけ

で、争乱はしずまります。 

 地獄にいる者はみな、おおむね恐怖心で治められます。ある者は、この世で心に刻まれ、そのまま身

についた恐怖心によりますが、それだけでは十分ではなく、その種の恐怖心は、だんだん消え去ります。

それで、罰への恐れで、管理されるようになりますが、それはとくに、邪悪な行いから手をひかせるた

めです。 

 地獄にある罰は、悪の大小によって、軽重の差があります。多くの場合、先行して罰せられるのは大

物です。悪知恵と策略にすぐれ、他の霊を、罰とテロで、自分に屈服させておける霊です。この種のボ

スは、自分に科された限度をこえて、悪事をはたらくことはしません。ここで忘れてならないのは、地

獄にいる者の暴挙と狂乱をしずめるには、罰への恐怖を利用するしかなく、他に方法はありません。



 

544. 地獄には、そこを支配する悪魔 Diabolus がいて、光の天使として最初造られながら、反乱を起

こし、その後、徒党とともに地獄に投げこまれたと、この世ではまだ、信じられています。これは、〈み

ことば〉の中に、「悪魔」「サタン」「ルチフェル」の名で呼ばれる者がおり、そのような文字上の意味解

釈から生まれた信仰です。 

 ところが、「悪魔」や「サタン」は、地獄を指します。「悪魔 Diabolus」とは〈背後にある地獄〉で、

そこには「悪鬼 mali genii」とよばれる極悪の霊がいます。また「サタン」は〈前面にある地獄〉を指

し、そこは「悪霊」と呼ばれる霊がいますが、かれらはそれほど邪悪ではありません。「ルチフェル」と

は、バベルまたはバビロニヤ出身者のことで、かれらは天界にまで支配権を拡張しようとします。 

 地獄の支配権をにぎっている悪霊など存在しません。地獄にいる者はみな、天界にいる者と同様、人

類から成っていることでも分かります(311～317 節参照)。また創造の初めから現在まで、何億もの人間

が生まれ、そのなかでも、この世で神に反抗した者だけが、悪魔になります（上述の 311､312 節参照）。 

 

 

第 57章 主はだれも地獄に投げこまれない。 

精霊みずからが行く 

 

545. 神が人から顔をそむけ、ご自身から遠ざけて、地獄に投げこまれるとか、人の悪に手をやいて、

お怒りになるとか、さらには人を罰して、不幸にするといった考えが、広がっています。これは、それ

らしいことが記されている文字上での〈みことば〉から考え、思いこんだ結果です。 

 〈みことば〉の文字上の意味には、それを再解釈する霊的意味があり、それが前者とちがうことに、

気づかないようです。教会が、霊的意味に根ざして、純粋な教義を教える場合、以上とは違うはずです。

神が人から、顔をそむけることは決してないし、ご自身から人を遠ざけ、地獄に投げこみ、お怒りにな

ることなど、あり得ません。 

  だれでも照らされた心で〈みことば〉を読むと、それがすぐに感じとれます。神は善そのもの、愛

そのもの、慈悲そのものです。善そのものである方が、人を不幸にするはずはなく、愛そのもの、慈悲

そのものである方が、人を遠ざけるはずはありません。それだけでも分かるように、以上は、慈悲や愛

の本質に反し、神のご性格からも、間違っています。 

 〈みことば〉を読むにあたって、照らされた心で考えると、神が人から顔をそむけることは絶対にな

いし、それどころか、人にたいしては、善と愛と哀れみをもって臨まれます。人の善益をのぞみ、人を

愛し、人を慈
いつく

しまれることが、はっきり感じられます。 

 以上のように記していても、〈みことば〉の文字の意味には、霊的意味が含まれています。そのため、

初歩的・一般的な考え方で、分かりやすく書かれた文字上の意味は、霊的意味によって再解釈されなく

てはならないことが、明らかになります。 

 

546. 心が照らされれば、いっそうよく見えてきます。すなわち、善と悪は互いに対立するもので、そ

れはちょうど、天界と地獄のような



 

 

対立です。善はすべて天界から、悪はすべて地獄からきます。主の神性が天界をお造りになった以上

（７～12 節）、主から人間にむかって流れてくるのは、善以外にはなく、地獄から流れてくるものは、

悪以外にはありません。主はこうして、たえまなく人間を悪から離し、善にむかわせられる一方、地獄

はたえず人を、悪に引っ張ります。 

 人間は善悪両者の中間にあります。そうでなかったら、考えたり、意志したりすることはできません。

自由もないし、選択もできません。人間にそれができるのは、すべて善と悪のあいだの均衡からきます。

したがって、主が万一、顔をそむけられたら、人は、悪い方に放っておかれるわけですから、人間では

なくなります。 

 そこで、人間にたいしては、悪人でも善人でも、主は同じように、善の流入をくださる事実が分かり

ます。ただ主はたえず、悪人を悪からひき離そうとされ、善人はたえず善のほうに導かれようとされま

す。人がどちらを受けいれるかによって、この違いが生まれます。 

 

547. それで、人が悪いことをするのは、地獄から出ており、善いことをするのは、主から出ているこ

とがわかります。ただし人は何をしても、自分から出ていると思います。その結果、行った悪そのもの

が、本人に附着することになります。したがって、本人の悪の原因は人であって、主が原因であるわけ

はありません。 

 人がもっている悪は、その人の地獄です。悪といっても地獄といっても、同じです。こうして人の悪

は、本人が原因で、人はみずからの意志で、地獄のほうに向かうわけで、主がなさるわけではありませ

ん。もし人が、悪に浸りたいと思わなければ、主は人を地獄から解放されこそすれ、地獄へ連れていか

れるはずはありません。 

 人の意志や愛は、死後もそのまま残ります(470～484 節)。この世で、悪への願望と愛着を保っていた

者は、あの世でも同じように、悪への願望と愛着を保っています。もうそのときは、悪から離れること

はできません。悪のうちにいる者は、地獄につながっていて、霊では、事実上地獄にいます。死後の願

望は、自分の悪の落着き先に行くことだけです。死んでからは、自分で地獄に身を投じるわけで、主が

それをなさるわけではありません。 

 

548. それがどんな経過をたどるか、触れておきます。人が来世に到着すると、いちはやく天使によっ

て迎えられ、天使はその人に、できるだけのことをします。主、天界、天使の生活について言葉をかわ

し、真理と善のもとで、本人を教えます。 

 ところが本人、つまりその霊が、それについて、この世で知っていても、心の中で否定したり、軽視

していた場合、天使たちとしばらく言葉をかわしたあと、別れたいと思い、天使たちに去っていくよう

頼みます。天使たちは、それを知って去っていきます。 

 ほかの天使たちも来て、話しあいますが、やがて、同類の悪の中で自分と一緒にいた霊に合流します

（前 445～452 節参照）。そうなると、主から身をそむけ、地獄のほうに顔をむけます。そこは、自分と

同じ 

悪に愛着した霊がいて、この世にいる間、つながっていた所です。 

 以上で明らかなように、天使や天界からの流入をとおして、主はすべての霊を、ご自分の方へひきよ

せられます。しかし、悪のうちにある霊は、極力これに抵抗し、身をふり切って、主から離れ、綱であ

や



 

 

つられるように、悪に翻弄されます。ただし、これは地獄からの力です。引っぱられていると同時に、

悪への愛にかられて、突走ることを望んでおり、結局は、みずから好んで、地獄のなかに身を投じます。 

 この世で考える地獄の概念からは、信じ難いことでも、来世では、地獄の外にいる霊たちの目には、

それがはっきり見えてきます。みずから地獄に身を投じる者には、それが見えません。自分から好んで

行くからです。悪への激しい愛にかられている場合、頭を下に、両足を上に、逆さまになって落ちるよ

うに見えます。神が地獄に落とされると思われるのは、このような外観からきます（後述の 574 節を参

照）。 

 さて、以上で明らかになりますが、主が人を地獄に投げ落とされるのでなく、各自が、みずから入り

ます。この世に生きている間だけでなく、死後、霊の仲間いりをする時もそうです。 

 

549. 主は神として、本質上、善であり、愛であり、慈悲です。しかし人には、全員にたいする同じよ

うな対応は、できません。悪とそれに由来する偽りが邪魔し、主ご自身から流れてくる神の流入を弱め、

はねつけるからです。 

 悪とそれからくる偽りは、太陽と肉眼の両者のあいだに立ちはだかる黒雲のようです。太陽が背後で

働きかけ、その雲をはらいのけようと、たえず努めても、光がもたらす澄みきった明るさは、消えてい

きます。ただし太陽は、経巡る様々な推移をとおし、霞んだ光を、人の眼前にちらつかせようとします。 

 同じようなことが霊界にもあります。霊界では、〈神の愛〉である主が、太陽です(116～140 節)｡ 

〈神の真理〉が光です(126～140 節)｡そこでの黒雲は、悪からでる偽りで、目は理性です。だから霊界

では、悪からくる偽りにいれば、それだけ自分のまわりに雲をつくることになり、悪の程度にしたがっ

て、黒く厚ぼったくなります。以上の例えでもわかるように、主はだれのそばにも、永久に現存しつつ、

それぞれ違ったふうに、受けとめられます。 

 

550. 精霊界では、悪霊たちはきつく罰せられます。それは罰をおそれて、悪いことをしないためです。

これも、主が罰しているように見えても、実は主からの罰など何もなく、悪そのものが、罰します。つ

まり、悪とその罰は、表裏一体です。 

 地獄の悪霊グループが、何よりも欲求し、愛着していることは、悪事をはたらくことです。それもま

ず、罰することと、拷問にかけることです。しかも主に守られていない者に、悪事をはたらき、罰を加

えます。したがって悪い心で悪いことをし、主のご保護をすてた場合、地獄の霊は、その悪者に、襲い

かかって罰します。 

 この世で、ある程度まで明らかなように、悪行と罰は切りはなせない関係にあります。この世の法律

も、悪にはそれ相応の罰が定められていて、悪に走った者は、悪の罰を受けます。違う点は、この世の

悪が隠せるのにたいし、来世ではそれが隠せません。  

 以上で、主はだれたいしても、悪をなされないことが分かります。この世でも同様のことがあります。

国王や裁判官、それに法律も含めて、犯人を罰したとしても、それが犯人に悪をもたらす原因にはなり

ません。



 

 

第 58章 地獄にいる者はみな、 

自己愛と世間愛からくる 

〈悪と偽り〉のうちにいる 

 

551. 地獄にいる者はみな、悪と、悪由来の偽りの中にいます。悪の中にいながら、真理の中にいる者

はいません。この世では、悪人でもおおよそ霊的真理を知っています。教会の教える真理を、幼いころ

から学び、説教で聞き、〈みことば〉で読んで知っており、やがてはそれについて話します。真理につい

て、見せかけの情愛をこめて話し、霊的信仰に鼓舞された様子で、まじめに行動することを知っている

ので、根からのキリスト信者だと思われる者もいます。 

 しかしその中には、心で反対のことを思っていた者がいます。思うまま悪事を働かなかったのは、法

律違反になるとか、名誉名声と損得のためで、心の中では、みな悪人だったわけです。傍目
は た め

や体裁
ていさい

では

ともかく、霊では、真理と善の中にはいません。 

 さて、来世にくると、外部がとり去られ、内部の霊があらわになると、〈悪と偽り〉の只中におり、

〈真理と善〉は何もありません。はっきりしているのは、本人の記憶に〈真理と善〉が宿っていても、

たんなる知識に過ぎず、話すときはそれをもち出して、霊的な〈愛と信仰〉から生まれた善を、真似て

いました。このような人が、内部の状態に入ると、自分なりの悪がそのまま出てきます。もう真理は語

れず、偽りしか語れません。悪から語るためです。 

 悪から真理を語ることは不可能です。霊はそのとき、自分の悪そのものだからで、悪からは偽りしか

出てきません。悪霊の一人ひとりは、地獄に投げこまれるまで、このような状態に入れられます(499～5

12 節参照)。これを〈真理と善〉の荒廃といいます。この荒廃 vastatio は、霊が内部の状態に入ってい

くことで、その霊のエゴ proprium 、すなわち、本人の霊そっくりの姿になります。（これについては、

前 

425 節を参照）。 

 

552. 人が死ぬと、以上のようになります。すると、第一の状態（前 491～498 節参照）のような〈霊

人 homo spiritus〉ではなくなり、本物の霊になります。霊が本物になると、顔つきも体つきも、本人の

精神がもつ内部に相応したものになります。この外面の〈かたち〉は、本人の内部をあらわす像 typus

 であり似姿 effigies です。 

 死後、第一の状態から第二の状態に入ると、霊は、以上のようになります。そのさい、本人がどんな

霊であるかは、目で見て、すぐわかります。顔つき、体つきだけでなく、話しぶりや身ぶりでもわかり

ます。つまり、ありのままの姿なのです。しかも自分と同類のいるところ以外には、行けなくなります。 

② 霊界では、情愛の交流と、情愛からくる思考の交流が、完璧にまで行われていて、霊は自分の情愛

と、その楽しさにかられ、おのずと、自分と同類のいるほうへ行きます。というより、みずからそちら

の方向へ体をむけます。こうして自分の活力を吸収し、自由に生気を吸い込むことができます。他の方

向にむいたのでは、それが得られません。 

 忘れてならないことは、霊界でかわされる他者との交流は、顔をそちらへ向けることです。すると、

それぞれ自分の面前に、自分と同じ愛をもった者が、たえず現存します。体をどちらの方向へむけても、



 

 

そうなります（前 151 節参照）。 

③ こうして地獄の霊は、みな主に背をむけ、暗黒と暗がりのほうへ体をむけます。地獄ではそれが、

この世の太陽と月の代わりになっています。それにたいし、天界の天使たちはみな、天界の太陽であり

月でもある主のほうへ、体をむけます（前 123､143､144､151 節参照）。以上で、地獄にいる者はみな、

悪とその偽りのなかにいて、自分の愛がむく方向に、体をむけていることが、今さら明らかになります。 

 

553. 地獄の霊は、天界の光にわずかでも照らされると、みなそれぞれ悪の姿で現れます。各自はそこ

で、自分の中にある悪の化身 

 effigies です。一人ひとり、内部と外部が一体になり、各自の内部は、顔・体・言葉・身ぶりなどの

外部に、その姿をあらわします。こうして、かれらの性格が、目にみえてきます。 

 概して、その姿は他の者を軽んじ、自分を敬わない者を脅迫するような〈かたち〉をとります。種々

の憎しみの〈かたち〉や、各種各様の復讐の〈かたち〉もあります。野蛮な残虐心が、その内部から外

部の〈かたち〉を通して現れ出ます。かれらをほめ、敬い、拝む者がいると、顔がひきしまって、うれ

し気な満足感があふれます。 

② 以上の〈かたち〉を、短い言葉で、各様に現われるまま、記すことはできません。それぞれみな違

うからです。ただし、同類の悪を宿す者、地獄の同類社会にいる者どうしには、共通点があります。同

じ家系に属する者どうしのように、一人ひとりの顔には、似たところがあるからです。 

 かれらは、おおむね恐ろしい形相
ぎょうそう

をしており、生気に欠け、死人のようです。どすぐろい顔をしてい

る者、燃える松明
たいまつ

の感じの顔、吹出物・瘤・潰瘍
かいよう

で、みにくくなった顔があります。多くの場合、顔と

さえ見えず、毛むくじゃらか、骨ばったもののようです。ある場合は、歯だけが現れ、体つきは怪物で

す。 

 話しぶりは、怒り・憎しみ・復讐の思いから出ているようです。みな嘘や偽りから話し、自分の悪か

ら発して、声を出しています。一言でいうと、それぞれが自分にある地獄の姿を映しだしています。 

③ 地獄の全体像を眺めみることは、許されません。ただ耳にしたかぎりでは、天界の全貌が、一人の

人間を映しだしているように（56～ 

67 節）、地獄の全貌は、一人の悪魔を映しだしていて、一人の悪魔の姿で表すことができるそうです（5

44 節参照）。 

 各地獄、すなわち地獄の各社会が、どんな〈かたち〉をしているか、時によっては見られます。地獄

の門と呼ばれる入口に目をやると、大抵、ある怪物の姿で見えてきます。それは、当の地獄にいる者の

〈かたち〉を、全体として表象しています。そのさい、当該地獄にいる悪霊の凶暴さが、おそろしく残

酷な姿で、突然現れます。背筋も凍るほどで、筆で記すことはできません。 

④ 忘れてならないのは、地獄の霊がこのように見えるのは、天界の光に照らされた場合で、かれら同

士は、たがいに人間に見えます。天使たちの目には、おぞましい姿で映りますが、かれら同士、そう見

えないのは、主のおん哀れみによります。ただし人間の姿は、実は虚像 fallacia で、天界からの光がす

こしでも入ると、前述のような怪物に変わります。それこそ内部の性格です。天界の光に照らされると、

万事、本来の姿がでてきます。



 

 

 そのため、かれらは天界の光から逃げ、自分たちにある明りに身を投じます。その明りは、燃える炭

火からでる光か、ときには、硫黄が燃えているように見えます。しかし、天界からの光がすこしでも漏

れると、明りはただの暗黒に変わります。地獄は暗黒と暗闇のなかにあると言われます。暗黒や暗闇は、

地獄にある〈悪からの偽り〉を示すものです。 

 

554. 地獄では、霊が怪物の姿で現れます。（それは前述のように、人を軽蔑し、自分を褒め敬わない者

を脅迫する〈かたち〉です。自分に味方しない者を憎み、復讐する〈かたち〉でもあります）。これを見

るとわかるように、その姿かたちは、おおざっぱに言うと、みな自己愛と世間愛の〈かたち〉です。悪

にはそれぞれ特殊な〈かたち〉があり、以上二種類の愛が、根源になっています。 

 自己愛と世間愛という二つの愛が、地獄を支配し、地獄をつくりあげているのを、わたし自身、天界

から聞き、経験を重ねて知りました。それにたいし、〈主への愛〉と〈隣人への愛〉が、天界を支配して

います。以上二種類の地獄の愛と、二種類の天界の愛は、まっこうから対 

立しています。 

 

555. 自己愛と世間愛が、これほど悪魔的で、その愛にひたる者が、これほど奇怪な姿に見えるのはな

ぜかと、わたしも始めは不審に思いました。この世では、自己愛への反省が少なく、いわゆる傲慢とし

て映る外見上の思いあがりに注目し、これだけを自己愛だと思います。さらにこの世で、自己愛のため

見栄
み え

に走らなければ、生命の燃焼くらいに思われ、それで職務遂行に奮起し、人のお役にたつ働きがで

きると思います。また、人が名誉名声をかえりみないなら、精神的にぼけるだろうということです。か

れらの言い分は次のようです。 

 「人々の口や心で、祝福されたり褒められたりしなければ、有益でやりがいがあり、人の心に残る仕

事が、はたしてできたでしょうか。名誉や栄光をもとめ、自分のために情熱を感じなかったら、できな

かったことです」と。 

 自己愛の本体が地獄の主調愛であり、人の心に地獄をつくることは、この世では知られていません。

そのため、わたしはまず、自己愛とは何かを記し、自己愛がもとで、あらゆる種類の〈悪と偽り〉が流

れてくる実態を記そうと思います。 

 

556. 自己愛とは、自分にだけ「よかれ」と願うことで、自分のためでなければ、他人にも教会にも祖

国にも人類社会にも、善を望まないことです。もし以上のために、何かいいことをするとすれば、ただ

自分の名誉・名声・栄光のためで、他人に役立つことがあっても、その中に自分につながってくるもの

がなければ、「何だ、これは。どうして自分がしなければならないのだ」と、心中うそぶいて、見すごし

てしまいます。 

 だから自己愛の中にいる者は、教会も祖国も社会も、それにたいする役立ちも愛しておらず、愛して

いるのは、ただ自分だけということになります。そのよろこびは、自分を愛するよろこびだけです。愛

に由来するよろこびこそ、人の生命です。だから、そのような人の生命は、〈自己を囲
かこ

ういのち vita su

i 〉です。そして、この〈自己を囲



 

 

ういのち〉は、人のエゴからくる〈いのち〉であり、人のエゴは、そのものとして悪以外の何ものでも

ありません。 

 自分自身を愛する者は、自分に帰属する者を愛します。それは具体的には自分の子供や孫で、自分と

行動をともにし、自分では身内と呼ぶ人たち全部です。その人たちを愛することは、自分自身を愛する

ことでもあります。かれらは自分の一部で、かれらをとおして自分を見ています。また身内のなかには、

自分を褒めてくれる人、自分をうやまう人、自分に仕える人がいます。 

 

557. 天上の愛と比較すると、自己愛がどんなものか、すぐわかります。天上の愛は、役立ちのために

役立ちを愛し、善益のために善益を愛します。人はそのような役立ちや善益を、社会・祖国・人類社

会・市町村に提供します。これこそ神を愛し、隣人を愛することです。なぜなら役立ちも善益も、こと

ごとく神からくるもので、自分のいちばん近くにあって愛すべきものだからです。 

 ところが役立ちや善益を、自分のために愛する者は、それが自分に仕えてくれるためだけで、愛して

いるに過ぎません。だから自己愛の中にある者は、教会も祖国も人類社会も市町村も、自分に仕えてく

れることを望んでおり、自分のほうが、これらの団体に仕えることは、ご免です。自分がかれらの上に

あり、かれらは自分の下にあります。したがって、自己愛の中にいればいるほど、人はそれだけ、天界

から離れています。それだけ、天上の愛から離れているからです。 

 

558(1). 天上の愛のうちにいて、役立ちと善益を愛している者は、教会・祖国・人類社会・市町村のた

めに役立つとき、心によろこびをおぼえます。そして、それだけ主から導かれています。主は、その愛

のなかにおられ、その愛は、主からくるものだからです。 

 それにたいし、自己愛のうちにいて、自分のために役立ちと善益を愛する者は、それだけ自分に導か

れます。人が自分に導かれれば、それだけ、主から導かれていないことになります。結果的には、自分

を愛すれば愛するほど、神から離れ、天界からも離れます。自分に導かれるとは、自分のエゴ proprium

 によって導かれることです。人のエゴは、悪以外の何ものでもありません。それは本人の遺伝悪 malu

m 

 hereditarium で、神よりも自分を、天界よりもこの世を愛します。 

 自分が行っている善をとおして、自分自身を眺めるたびに、人は自分のエゴの中、つまり自分のもつ

遺伝悪の中に、のめりこんでいきます。その場合、自分から善のほうへ向かっているのでなく、善を自

分のほうへ向かわせています。だから善の中に、神聖なるもののイメージをもつことがなく、善の中に、

自己のイメージをつくりあげています。これをわたしは、経験で確認しました。 

 天界の下のほう、北と西の中間地帯に住んでいる悪霊がいました。かれらは、すなおな精霊をそその

かしては、自分のエゴに閉じこめ、様々な悪に導くのに長
た

けていました。精霊たちを大っぴらに褒めそ

やしたり、ひそかに自分への情愛にひっぱり、自分について思わせます。そうなれば、すなおな精霊た

ちの顔は、それだけ天界へ向かなくなり、理性もくらみ、自分のエゴから悪をひき出すことになります。



 

 

558(2). 自己愛はまた、隣人愛とも対立します。それは自己愛の起源と本質の両方を知ればわかります。

自己愛のうちにいる者が隣人を愛するとすれば、それはまず自分から出発します。だれもが自分にとっ

て隣人であるといい、自分が中心になって、そこから自分と行動をともにするすべての者におよびます。

それも自分と愛でつながっている程度によって加減します。そして、自分の仲間でない者は、値打ちの

ない者としてしりぞけます。自分に反対する者や、自分に害になる者は、知恵があっても、正直であっ

ても、誠実で正義を知る人であっても、敵です。 

 それにたいし、隣人への霊的愛は、主から出発します。それは、主を中心にし、主ご自身から出て、

愛と信仰をとおして主に結ばれているすべての人におよびます。その愛は、人々のもつ愛と信仰の性格

におうじて及んでいきます。 

 したがって、人間から出発する隣人愛は、主から出発する隣人愛と対立していることがわかります。

前者は人間のエゴから出てくるものですから、悪からのものです。後者は主から出てくるものですから、

善からのものです。主は〈善そのもの〉です。 

 同時に、人間から、つまり人間のエゴから出る隣人愛は、肉的であり、主から出る隣人愛は、天的で

あることが明らかです。ひと口で言えば、自己愛は、人のうちに宿ると、その人の中で頭
あたま

となり、その

結果天上愛は、足
あし

になります。自己愛は天上愛の上に乗り、自分に仕えなかったら、天上愛を足蹴
あ し げ

にし

ます。だから地獄に投げおとされる者は、頭を下にして地獄のほうへ向け、足を上に天界のほうへ向け

て、逆さまになって落ちていくように見えます（前 548 節参照）。 

559. 自己愛は、その実体をみると、手綱がゆるめられたとき、すなわち法律・刑罰への恐れや、名誉

名声・利得の喪失とか職務上・生活上の損失への心配のような、外的束縛がなくなると、全世界、全天

界はおろか、神ご自身までも支配したい欲望にかられ、とどまるところを知りません。自己愛のうちに

いる人のなかには、このような思いが隠されています。この世では、前述のような束縛が歯どめになっ

て、現われてこないだけです。 

 権力者や国王などで、手綱や束縛がないと、なだれをうつように近隣諸国を征服し、できるかぎり手

をのばし、権力と栄光を求めて止まない者がいることは、周知のとおりです。現代のバビロンを見ても、

さらによく分かります。かれらはその覇権を天界にまでのばし、主に属する神のみ力を自分のものとし、

その欲望はとどまるところを知りません。このような者は、神にも天界にも反し、死んでから来世にや

ってくると、地獄が待っています。これについては、小著『最後の審判とバビロンの滅亡』をごらんく

ださい。 

 

560. 自分だけを愛し、自分と歩調をあわせないかぎり、他の人を愛さない者ばかりの社会を想像して

ください。かれらの愛は、泥棒仲間の愛でしかありません。何かいっしょにしているかぎり、接吻した

り、相棒と呼んだりしていますが、団結がくずれ、支配体制にひびが入ると、襲いかかって、殺しあい

ます。 

 その内部、つまり精神状態をしらべてみると分かります。心は敵意と憎悪がいっぱいで、たがいに反

目し、正義や誠実など、みな内心でせせら笑い、神にたいしても同じく、何の値打ちもないものとして、



 

 

捨てさります。地獄社会をみると、さらにはっきりしますが、それについては後述します。 

 

561. かれらの内部は、何よりも、自分を愛する思いや情愛で満たされています。自分と世間のほうへ

向き、それだけ主と天界から身をそむけています。ありとあらゆる悪に絡
から

まれ、神の流入が浸透してい

きません。内部に流入があっても、自分の思惑に浸
ひた

され、唾
つば

を吐きかけられ、エゴからの悪に、染まっ

てしまいます。 

 かれらはみな、来世では主を背にし、暗黒に目をむけます。かれらにとっては、暗黒がこの世の太陽

にかわるもので、それは、主をしめす天界の太陽と、真っ向から対立しています（前 123 節参照）。「暗

黒」は悪を、「この世の太陽」は自己愛を指します。 

 

562. 自己愛の中にいる者がもつ悪というと、おおむね、他人への軽蔑心、妬み、味方しない者全部へ

の憎しみ、そこからくる敵意、ありとあらゆる憎悪、復讐心、詐欺、策略、薄情、残酷などです。それ

が宗教にかかわる場合、神をないがしろにする心や、教会の〈真理と善〉にある神聖な事柄へのあなど

り、怒りなどです。人が精霊になると、その怒りは、憎しみに変わります。そのような話に耳を貸さな

いばかりか、神を認め拝むすべての人にたいし、憎悪で燃え上がります。 

 わたしはこの世で権力をもち、ことのほか自分を愛していた、ある霊と話しました。神のみ名、とく

に主のみ名を聞くだけで、主への殺意がこみ上げてくるほど、怒りと憎しみに燃えている様子でした。 

 その霊は、自分にある愛憎の手綱がゆるめられると、たちまち自己愛にかられて、天界にたいし、し

つこく危害を加える悪魔に化する欲求があります。このような事例は、法王の宗派出身者が、来世にき

て、すべての権能は主にあり、自分たちには何の力もないのを感じとったとき、よく起こります。 

 

563. 南にむかう西方位の位置に、霊たちが見えました。かれらはこの世で高位にあったため、他の者

より当然すぐれ、みなに命令する資格があると、自認していました。天使たちは、内部がどんなふうか

調べましたが、かれらはこの世での職務履行で、人への役立ちより、自分のことしか考えなかった事実

が分かりました。役立ちより自分のほうが大切だったわけです。 

 実際かれらは経巡って、自分を頭
かしら

にするよう懇願し、ある重要な仕事の相談役にくわえられたものの、

仕事自身に関心がなく、物事をありのままに見ず、役立ちからでなく、自分のエゴから話をし、情実に

よる依怙贔屓
え こ ひ い き

があるのが発覚しました。その結果、職を追われ、他所で求職せざるをえない羽目になり

ました。 

 その後、かれらは西の方位で職探しをつづけ、諸方で採用されながら、どこでも言われたことは、自

分のことしか考えず、自分につながっていなければ、何も考えないとのことです。愚かで、感覚的・肉

的な霊でしかないと言われ、どこへ行ってもクビになってしまいます。しばらくして、どうにもならな

くなり、物乞いをしている様子でした。 

 自己愛の中にいる者は、この世で、自己愛の火に煽
あお

られ、知者のように話しても、記憶から話してい

るだけで、わずかな理性の光もないことが、以上で分かります。来世では、自然的に記憶したことは、



 

 

も



 

 

う再生されません。そのためかれらは、他の者よりずっと愚かになります。神から離れていれば、なお

さらです。 

 

564. 統治 dominium には二つの種類があります。一つは隣人愛による統治、もう一つは自己愛による

統治です。この二つの統治は、本質上まる反対です。隣人愛によって統治する人は、全員にたいして善

をねがい、何よりも役立ちを愛し、他の人に仕えたいと思います。（他の人に仕えるとは、他の人の善を

願い、役立つことで、これは教会にたいしても、祖国にたいしても、社会にたいしても、市町村にたい

しても、同じです）。 

 そのような人は、以上のようなことを愛し、それを自分の心のよろこびにします。人々の上に立つ地

位におかれれば、それだけよろこびも増えますが、それは地位・身分のためでなく、広範囲にわたって、

大規模に、提供できる役立ちのためです。天界での統治とは、こんなふうです。 

② ところが、自己愛によって統治する者は、自分以外のだれにも善を願うことはありません。何か役

立つことをしても、自分の名誉と栄光のためで、自分の名誉と栄光だけが役立ちです。ほかの人々に仕

えたとしても、それは自分が仕えられるため、誉れを受けるため、支配権をふるうためです。地位を求

めても、祖国や教会に役立つ善益のためでなく、優越と栄光にひたるためで、それによって、自分の心

をよろこばせようとします。 

③ このような統治への愛は、この世を去った後、一人ひとりの中に残ります。ただし隣人愛で統治し

てきた人は、天界でもまた、統治をまかされます。そのときかれらは、統治するというより、みずから

愛してやまない役立ちが、統治を果たします。役立ちがあるところには、主による統治があります。 

 それにたいし、この世で、自己愛から支配権をふるった者は、この世の生涯が終わったあと、地獄に

います。そこには、卑賤な奴隷状態があります。わたしはこの世で、自己愛で支配していた権力者が、

みじめ極まる者のなかに、投げいれられているのを見ました。その中には、汚物の中に生きている者が

います。 

 

565. 世間愛については、自己愛ほど、天上の愛に対立しているわけではありません。その中には、そ

れほどいまわしい悪が、隠されていないからです。世間愛とは、他人の財産をほしがり、どんな手口を

使っても、それを自分のものにしようとすることです。自分の心の中心に財産を据え、世間のためには、

隣人愛という霊的愛や、天界および神からも、離れていっても構わないと思います。 

 と言っても、この種の愛も多種多様です。名誉だけを愛し、名誉のため、財産を愛する場合がありま

す。財産のため、名誉と地位に執着することもあります。世の中で享有できる多様な便益のため、財産

を愛することもあります。財産だけの目的で、財産を愛することもあります。それは貧欲漢のもってい

る愛です。その他にも種々あります。 

 財産の目的は、いわゆる役立ちです。この目的、すなわち役立ちこそ、各自の愛の性格を決めるもの

です。目的とするものの性格によって、愛の性格もきまります。その他は、その愛に仕える手段です。



 

 

 

第 59章 地獄の火と歯がみとは 

 

566. 〈みことば〉にある「永遠の火」また「歯がみ」とは何か、ほとんど、だれにもまだ、知られて

いません。〈みことば〉で言われる事柄を物質的に解釈するため、霊的な意味が不明のままです。 

 「火」については、ある人は、物質的火を思い、ある人は、拷問一般を思い、ある人は、良心の呵責

を思い、ある人は、罪悪への恐れを感じさせる言いまわしだと思います。「歯がみ」については、ある人

は、文字通りの歯がみを思い、ある人は、歯ぎしりを耳にして感じるような、ただの恐怖だと思ってい

ます。 

 〈みことば〉の霊的意味を知れば、「永遠の火」や「歯がみ」が何かわかります。〈みことば〉のどの

単語、単語のどの意味にも、霊的意味が内在していて、〈みことば〉の中身は霊的です。霊的なものは、

人間にむかうと、自然的にしか表現できません。人間は自然的世界のなかで、その世界にあるものから

思考をすすめるためです。悪人の霊が死んだ後経験し、現在霊界にいる悪霊も、やがて受ける「永遠の

火」「歯がみ」とは何かを、次に述べていきます。 

 

567. 熱には二種の起源があります。一つは天界の太陽からくるもので、その太陽は主です。もう一つ

はこの世の太陽からくるものです。天界の太陽、つまり主からくる熱は、霊的熱で、本質的には愛です

（前 126～140 節参照）。この世の太陽からくる熱は、自然の熱で、本質上の愛ではなく、霊的熱や愛を

受けいれるための器です。 

 愛は、本質上は、熱であることは、愛によって精神  animus が熱を帯び、その結果、肉体も熱を帯び

ることから分かりますが、それも程度や性質によって違います。人はそれを、夏と同じく、冬にも経験

します。血が熱をおびるのがそうです。 

 自然の熱は、この世の太陽からくるもので、霊的熱を受けいれる器です。これは、肉体の熱が、本人

の霊の熱でひき起こされ、呼びさまされることからも明らかです。種々の動物をみても、かくべつ春季

と夏季の熱が原因で、毎年のように、それぞれの愛を更新します。 

② 愛を生むのは、自然ではありません。自然の熱は、霊界から流れてくる熱の受けいれに、肉体を調

整する働きです。原因・結果の関係でいうと、霊界が原因となり、自然界に流入を送ります。 

 したがって、自然の熱が動物の愛を生みだしていると思うのは、はなはだしい誤解です。流入は、霊

界から自然界に浸透していくもので、自然界から霊界に浸透していくものではありません。どんな愛で

も、愛である以上、霊的です。 

③ 同時に、霊界からの流入がなくても、自然界の中で、何かが実在できると信じる人も、誤っていま

す。自然的なものは、霊的なものがなくては、実在も存続もできません。植物界にある個々の植物が発

芽するのも、この流入によります。春や夏になって生まれる自然の熱は、種が生来の形で芽をだし、繁

殖するのを助けます。それも霊界からの流入が、原因として働いているからです。 

 以上のように、熱には、霊的熱と自然的熱の二種類があって、霊的熱は天界の太陽から、自然的熱は

自然の太陽からきます。また流入とそれに協力する働きは、この世で、人の眼前に現象として現れま



 

 

す。それを伝えるため、以上述べました。 

 

568. 人間がもっている霊的熱は、本人の生命の熱です。前述のように、霊的熱の本質は愛だからです。

〈みことば〉での「火」は、この熱を指します。「天上の火」は、〈主への愛〉と〈隣人への愛〉であり、

「地獄の火」は、自己愛と世間愛です。 

 

569. 地獄の火とか地獄の愛も、〈天上の火〉または〈天上の愛〉と同じ起源、つまり天界の太陽である

主からきます。ただし天上の火や愛も、受ける側で地獄的になります。霊界からの流入はすべて、流入

を受ける側の〈かたち〉や状態で、変わってくるからです。 

 この世の太陽からくる熱と光の場合と変わりません。この世の太陽からくる熱は、樹木や草花のなか

に浸透していき、生気を与え、芳香をただよわせます。ところが、熱が排泄物や死体に浸透すると、腐

敗をうみ、悪臭をまき散らします。それと同じように、この世の太陽からくる光は、あるときは美しく

愛らしい色彩を添えますが、あるときは醜く嫌な色をしています。 

 天界の太陽は愛であり、そこからくる熱や光も同じです。天界の熱つまり愛が、人や善霊や天使にあ

る善の中に浸透していくと、その善に実りをもたらし、悪人にある悪に浸透していくと、反対の結果を

生みだします。悪は、窒息と破滅をもたらすからです。天界の光についても同じで、〈善のもつ真理〉に

浸透していくと、理知と英知を生み、〈悪のもつ偽り〉に流れていくと、精神の狂いと各種の幻想に変え

られます。すべては受けいれ側によります。 

570. 地獄の火とは、自己愛と世間愛を指します。地獄の火は、自己愛や世間愛にある欲求でもありま

す。欲求とは、愛が継続状態にあることで、人が愛していれば、継続して欲求しているわけです。それ

はまた快感でもあります。人が愛して欲求し、それを獲得すると、快感をおぼえます。人が心に快感を

おぼえるのは、そのようなときです。 

 結局、地獄の火とは、欲求と快感のことで、自己愛と世間愛が源になり、そこから流れてきます。そ

こには、他人への軽蔑や、自分に味方しない者への憎しみと敵意のような悪があります。また妬み、憎

悪、復讐心、そこから起こる野蛮な残虐行為があります。神や教会の神聖なものにたいしては、否定的

な心とあなどり、せせら笑い、冒涜などがあります。 

 このような悪は、死後人が精霊になってから、聖なるものへの怒りと憎しみに変わります（前 562 節

参照）。以上の悪は、自分が敵意を感じているもの、憎悪や復讐心を燃やしているものを、破滅・殺傷し

たいという願いをいつもはらんでいるので、破滅や殺傷こそ、生きがいであり、よろこびです。それで、

ぎりぎりまでリンチを加えたり、痛めつけたり、むごい目にあわせることを欲します。 

② 悪または地獄について述べている〈みことば〉の中で、「火」には、そのような意味があります。い

くつかの箇所を引用して、たしかめてみます。 

「かれらはみな偽善者で、悪を行う者、すべての口は愚かなことを語るからである。・・・悪は火

のように燃え、いばらとおどろとを食いつくし、茂りあう林を焼き、煙の柱となって巻きあが

る。・・・その民は火の燃えくさのようになり、だれもその兄弟



 

 

をあわれむ者がない」（イザヤ９・17～19）。 

「わたしはまた、天と地とにしるしを示す。すなわち血と火と煙の柱があるであろう。・・・日は

暗くなる」（ヨエル２・30、31）。 

「その地は変って燃える樹脂となって、夜も昼も消えず、その煙はとこしえに立ちのぼる」（イザ

ヤ 34・９、10）。 

「見よ、炉のように燃える日がくる。そのときすべての高ぶる者と、悪を行う者とは、わらのよう

になる、その来る日は、かれらを焼きつくす」（マラキ４・１）。 

「バビロンは・・・悪魔の住むところ・・・かの女が焼かれる火の煙をみて、叫んで言う・・・か

の女が焼かれる火の煙りは、世々かぎりなく立ちのぼる」（黙示 18・２、18、19・３）。 

「底知れぬところの穴が開かれた。すると、その穴から煙が大きな炉の煙のように立ちのぼり、そ

の穴の煙で、太陽も空気も暗くなった」（黙示９・２）。 

「その馬の口から、火と煙と硫黄とが出ていた。・・・火と煙と硫黄とによって、人間の三分の一

は殺されてしまった」（黙示９・17、18）。 

「獣を拝む者は、神の怒りのさかずきに、混ぜものなしに盛られた、神の激しい怒りのぶどう酒を

飲み、火と硫黄とでくるしめられる」（黙示 14・９、10）。 

「第四の天使が、その鉢を太陽に傾けた。すると、太陽は火で人々を焼くことを許された。人々は

激しい炎熱で焼かれた」（黙示 16・８、９）。 

「硫黄の燃えている火の池に投げこまれた」（黙示 19・20、20・14、15、21・８）。 

「良い実を結ばない木は、ことごとく切られて、火のなかに投げこまれるのだ」（マタイ３・10、

ルカ３・９）。 

「人の子はその使いたちをつかわし、つまずきとなるものと不法を行う者とを、ことごとくみ国か

らとり集めて、炉の火に投げ入れさせるであろう」（マタイ 13・41、42、50）。 

「王は左にいる人々にも言うであろう、『のろわれた者どもよ、わたしを離れて、悪魔とその使い

たちとのために用意されている永遠の火に入ってしまえ』」（マタイ 25・41）。 

「そして、〈永遠の火・・・地獄の火〉に投げ入れられるであろう。そこでは蛆
うじ

が死なず、火も消

えることがない」（マタイ 18・８、９、マルコ９・43、49）。 

「地獄にいる金持ちはアブラハムに、自分が火炎の中で苦しみもだえていると言った」（ルカ 16・2

4）。 

 以上、その他多くの箇所でいわれている「火」は、自己愛と世間愛の欲求を指し、「煙」は、〈悪から

でる偽り〉を指します。 

 

571. 「地獄の火」とは、自己愛と世間愛からくる悪への欲求で、この欲求こそ、地獄の悪という悪に

たいする欲求です（前節参照）。地獄が開かれると火が現れますが、その火には、火炎が吹きだすさいの

煙がともないます。それは、自己愛の支配する地獄から燃えあがる火であり、世間愛の支配する地獄か

ら燃えあがる炎です。 

 地獄が閉じられると火は姿を消し、そのかわり、煙を圧縮したような暗雲がたちこめます。ただし、

内部は燃える火で熱くなり、それが



 

 

発散し、熱気を感じます。それは、火炎うずまく溶鉱炉か、高温で加熱された浴場で、燃えつくした火

からでてくる熱気のようです。その熱気が人のほうへ流れてくると欲望をおこさせ、悪人には憎しみと

復讐心を、病人には狂気をおこさせます。 

 以上のような愛を宿している者には、そのような火や熱があります。その霊は、この世にいる時から、

自分に相当する地獄につながっていました。忘れてならないのは、地獄にいる者は、火に包まれている、

と言うのではありません。火はその現われに過ぎず、燃えている火を感じるのでなく、この世でもって

いた熱を、そのままもち続けるという意味です。火として現われるのは、相応によります。愛は火に相

応しているからです。霊界で現れるものは、すべて相応にしたがっています。 

 

572. ところで、知っていてもらいたいことは、天界からの熱が流れてくると、その火つまり地獄の熱

は、酷寒の状態に変わる事実です。そのさい、地獄にいる者は、ぞっとする寒気に戦慄し、内心もだえ

苦しみます。かれらは神に真向から対立しており、神の愛という天界の熱は、自己愛という地獄の火を

消し、さらにかれらの〈いのち〉の火も消してしまうからです。それで酷寒の状態がおとずれ、戦慄が

あり、苦しみもだえます。 

 それと同時に、暗黒がみなぎり、かれらは途方にくれて、闇のなかに閉ざされます。このようなこと

は、そんなに度々起こることではありません。反乱が過激で、度を越すようなとき、しずめるためにだ

け、行われます。 

573. 地獄の火とは、自己愛から悪事を働こうとするときの、ありとあらゆる欲望です。その火は、地

獄にある拷問を意味します。自己愛からの欲望とは、自分を褒め、敬い、仕えてくれない者を傷つけた

いとの思いです。そこから怒りがこみあげ、怒りがもとで憎しみや復讐心が、むらむらとわいてくれば、

それだけ相手を痛めつけたいとの欲望にかわります。 

 この種の欲望は、地獄社会のメンバー一人ひとりにあり、法律違反への恐れや、名誉名声の失墜、損

失、生活への痛手などの外的束縛がないと知ると、みずからの悪に押し流され、相手に襲いかかります。

さらに、自分のほうが強いと知ると、相手をこらしめ、配下におきます。また自分に服従しない者を、

喜々としてひどい目にあわせます。 

 この快感は、支配欲からくる快感とつながり、それに比例しています。敵意、妬み、憎み、復讐心な

どは、前述のように、自己愛からくる悪で、その中に、他者をいじめぬく快感がふくまれているのです。

地獄にあるのは、このような社会ばかりです。したがって、各自が他者にたいして、心に憎しみをいだ

き、その憎しみがこうじて、残虐行為に走ります。地獄の火とは、この残虐行為と、それから生じる拷

問です。いずれにしても欲望の結果です。 

 

574. （前 548 節で）前述のように、悪霊はみずから好んで地獄に身を投じます。ところで、地獄には

これほど拷問があるのに、なぜみずから好んで入って行くか、それについて少し触れます。 

 地獄では、欲望の霊気 sphaera が一帯にたちこめています。それは、欲望のもち主が、地獄で身に

つけているものです。同じ欲望をも



 

 

つ者が、この霊気を心に感じると、快感に満たされます。欲望とその満足からくる快感は一体になって

おり、だれかが何かを欲求するとき、その欲求の充足は、本人にとって快感になります。したがって、

霊がある方向に身をむけることは、心に覚える快感から、それを欲求しているためです。 

 霊は、地獄にそれほどの拷問があるなど、まだ何も知りません。たとえ知っていたにしても、地獄へ

の欲求をおぼえます。霊界ではだれも、自分の欲望に抵抗することはできません。なぜなら欲望は〈自

分の愛〉であり、愛は〈自分の意志〉であり、意志は〈自分の本性〉です。そして行動は、その本性に

従うことです。 

② こうして霊は、自由に、自発的に、おのが地獄のほうに流れ、そのなかに入りますが、そのさい友

情をもって迎えられます。霊も、自分の仲間のところへやってきたと思います。しかし、それもわずか

数時間で終わり、やがてどんな下心で来たのか、どれだけ値打ちがあるかが調べられます。 

 調べが終わると、いろいろな〈いやがらせ〉が始まります。それもだんだんひどく、乱暴になってい

きますが、地獄の奥深く入れば入るほど、そうなります。なぜなら、地獄は奥深く入れば入るほど、邪

悪な霊がいるからです。 

③ さんざんに嬲
なぶ

ったあと、かれらは、その霊にリンチを加え、徐々に痛めつけ、屈服して奴隷になる

まで続けます。ところが地獄には、たえず反乱が起こり、だれもがボスになりたがり、次次謀反が起こ

るので、舞台は、激しく変わります。 

 ここで奴隷だった者が、新しく立った悪魔に力を貸して解放されますが、これも他の者を屈服させる

ためです。その命令に従わず、服従をこばむ場合、種々な拷問を受け、この種のことが延々とつづきま

す。地獄の火といわれる地獄の拷問とは、このような拷問です。 

 

575. 「歯がみ」とは、かれらの間に起こる絶えまない〈いがみあい〉、偽りと偽りの口論、偽りの中に

いる者どうしの葛藤です。それには他者への侮り、敵意、嘲笑、愚弄
ぐ ろ う

、冒涜
ぼうとく

がこもっていて、それが多

種多様な加害方法をみつけだしていきます。だれもが、自分の嘘
うそ

をまもるため戦い、それを真理だと主

張します。 

 このような〈いがみあい〉と口論は、地獄の外では歯がみに聞こえます。また天界から地獄にむけて、

真理の流入があると、それが歯がみに変わります。 

 この種の地獄には、自然を認めながら神を否定する者がいて、それも奥深くにいる者ほど、心が固く

なり、そう思いこんでいます。天界からの光を受けつけないため、内部の本質は、何も見えません。ほ

とんどの者が、感覚的・肉的で、目で見、手で触れるものしか信じません。かれらにとっては、感覚的

な虚構がすべて真理で、その偽物
にせもの

を根拠にして論争しています。 

 かれらの論争が、歯がみのように聞こえるのは、そのためです。霊界では、偽りはみな、軋
きし

むような

音をたてます。歯は自然の末端部に相応しており、しかも人間の末端部、つまり感覚的・肉的部分にも

相応しています（地獄に歯がみがあることは、マタイ８・12、13・42、50、22・13、24・51、25・30、

ルカ 13・28 を参照）。



 

 

 

第 60章 地獄の霊たちの悪と不法 

 

576. 霊が、人間より、どれほどすぐれた存在であるか、内心深く考え、精神の働きについて知ってい

れば、だれでも直観的に理解できます。人は、三十分かけて話したり書いたりする以上のことを、一分

間で熟考し、発展させ、結論づけることができます。したがって、霊の状態で、人はどれほど勝れてい

るか、また霊になったとき、どれほどのことができるか、分かります。 

 考えるのは霊です。肉体は、霊がみずから考えたことを、口や筆で表わすときの手段です。したがっ

て、人が死んで天使になれば、この世に生きていたときの理知や英知にくらべ、口では言い表わせない

ほどの、高い理知や英知をもつようになります。 

 霊は、この世で生きている間、肉体に結びつけられ、その結果、自然界に属しています。だから霊的

に物事を考えても、内容が自然的な概念に流れこみ、比較的おおまかで、粗雑で、曖昧
あいまい

なものになりま

す。そして、無数にある霊的概念をとり逃がし、この世への心配から、ぼんやりした考えしか持てなく

なります。 

 霊が肉体から解放されると、状況は変わり、霊そのものの状態になります。それが起こるのは、霊が

自然の世界から、自らの本来的な霊的状態に移るときです。そのときの状態は、考えや情愛の面で、以

前より、無限に勝れていることは、先に触れたことからも、分かるでしょう。 

 したがって、天使たちは、口では言いあらわせないこと、表現不可能なことを考えます。それは、人

間の自然的な考えに入ってこられないほど、高い内容です。ただし天使も、各自人間として暮らしてい

たときは、他の同類の人以上のことは、理解しませんでした。 

 

577. 天使には、英知と理知がありますが、それと同程度に、地獄の霊には、悪意と悪知恵があります。

その点、たがいに似ています。人の霊は、肉体から解かれると、〈みずからの善〉か、〈みずからの悪〉

の、いずれかに落着きます。天使的な霊は〈みずからの善〉に、地獄的な霊は〈みずからの悪〉に落着

きます。 

 なぜなら、各自の霊は〈それなりの善 suum bonum〉であるとともに、〈それなりの悪 suum malu

m〉でもあるからです。つまり霊は〈それなりの愛  suus amor〉であることは、くりかえし述べてきま

した。したがって、天使的霊は、自分なりの善から考え、欲し、話し、行動します。それと同様、地獄

の霊は、自分なりの悪からそうします。自分なりの悪から考え、欲し、話し、行動します。つまり本人

にある悪全体に起因した働きです。 

② 肉体で生きた間は、違っていました。当時、人の霊が宿す悪は、それぞれ法律、利得、名誉名声の

ため、それを失う恐れの絆
きずな

で、みなつながっていました。霊が宿す悪は、そのとき外面に現れず、実体

がどんなふうかは不明でした。人の霊が当時もっていた悪は、外見上の正直・誠実・正義・真理と、善

の情愛で、つつみ隠されていました。人は世間体
せけんてい

から、しゃべり、繕っていただけで、実体は、外観で

覆
おお

い隠され、曖昧にされていました。 

 そのため、自分の霊の中に、これほどの悪意と下心があり、しかも



 

 

死後の自分の霊が、ありのままの姿になり、その本性
ほんしょう

に戻り、よもやこれほどまで悪魔的になるとは、

考えてもみませんでした。 

③ 時がくると、この種の悪は、はっきり姿をあらわし、それはまったく信じられないほどです。その

とき本人の悪がはじけて、中から言葉で表現できないようなものが、何千と現れます。わたしは多くの

経験から、その実態を知り、感じとることが許されました。わたしは、霊では霊界にいながら、肉体で

は自然の世界にいることを、主に許されていました。 

 かれらが宿す悪については、その千分の一も記せないと証言できます。そして主が人を守られなかっ

たら、地獄から逃れることもできません。人間一人ひとりには、天界の天使だけでなく、地獄からの霊

がいます（前 292､293 節参照）。人が神を認め、信仰と愛の生活をいとなまないなら、主は人をお守り

になれません。神を認めず、信仰と愛の生活をいとなまないなら、主に背をむけ、地獄の霊のほうに向

かい、その結果、本人の霊は、地獄と同じ悪に、染まっていくしかありません。 

④ 人は、たえず主によって、悪から引き離されます。しかしその悪も、人が良心の内的絆を大切にせ

ず、地獄の霊とつきあえば、自分の悪に同化させるか、引きつけるかします。神を否定すれば、その良

心もありません。前述のように、法律、刑罰への恐れ、利得や名誉・名声の喪失への恐れという、もっ

ぱらの外的絆で、面目を保っているだけです。 

 このような人でも、自己愛が動機で、よろこびを失う恐れから、悪からひき離されていくことがあり

ます。しかし、霊的善のほうへ導かれることはありません。善のほうへ導かれると、それだけ人を信じ

させ、あざむくため、善や誠実さや正義を、真似よそおうことで、悪知恵や下心をもつからです。この

悪知恵は、本人の霊の悪さをさらに増し加え、〈かたち〉を与え、本性のままの悪を生みだします。 

 

578. 最悪の悪霊とは、自己愛からの悪に浸り、心の底から、人をだまし、行動した者です。かれらは、

人の思いや意図のなかに嘘を吹きいれ、毒を注入し、霊的いのちを徹底的に破壊します。かれらの大半

は、地獄でも背後にいて、「悪鬼 genii」と呼ばれます。 

 かれらの楽しみは、目につかないように、人のまわりを幽霊のように飛びまわり、密かに悪をそそぎ

こみ、それをマムシの毒のように、広がらせることです。そのような悪鬼は、他の霊以上の拷問にかけ

られます。 

 だまし屋でなくとも、曲った悪知恵で心を肥やし、自己愛からくる悪を宿していた者らも、地獄では

背後にいますが、それほどの深みではありません。世間愛からの悪を宿した者らは、地獄でも前面にい

て、「（悪）霊  spiritus」と呼ばれます。この種の霊は、それほど邪悪ではありません。自己愛からの悪

を宿す者のように、憎しみや復讐心はなく、悪意や悪知恵もありません。したがってかれらの地獄は、

比較的おだやかです。 

 

579. 悪鬼と呼ばれる霊が、どれほど悪辣
あくらつ

な性格をもっているか、わたしは経験でわかりました。悪鬼

が働きかけ浸透していくのは、思考でなく情愛の中です。まるで森の中で、獲物を嗅ぎつける野犬のよ

う



 

 

に、情愛を嗅ぎつけます。善良な情愛の場合、それを嗅ぎつけるや否や、それに他からくる楽しみを感

じさせ、巧妙に操作し、邪悪なものに変えます。それも、密かにずるがしこくやるので、本人は何も自

覚しません。思考の中に入ると、すぐ発覚するので、悪鬼どもは、それを注意して避けています。 

 人間の場合は、その後頭部にとりつきます。かつてこの世で、人の性向をたくみに操る人間だったの

が、この悪鬼です。人の情愛や欲望に楽しみを感じさせて、人の心を操り、自分を信じこませました。 

 ただし、人に改心の希望があるとき、主は本人全体から、悪鬼らを遠ざけられます。かれらは、人の

良心を破壊することができるばかりか、眠っている遺伝悪さえ、呼び覚ますことができます。人がその

ような悪にひき込まれないよう、主はこの種の地獄を、全面的に閉鎖するよう配慮しておられます。人

が死んで来世にきて、そのような悪鬼になった場合、たちまち同類のいる地獄に投げこまれます。かれ

らは、その狡
ずる

さと悪知恵から、蝮
まむし

の姿に映ります。 

 

580. 地獄の霊に、どれほどの悪意があるかは、かれらが用いる極悪非道の手口を見ればわかります。

一つ一つあげれば、一冊では足らず何冊もの本になるでしょう。その手口については、この世でほとん

ど知られていません。 

 第一には、相応を乱用する手口の部類があります。第二には、神の秩序にある末端部のものの乱用で

す。第三には、思考や情愛の交流と流入にかんするもので、自分たちの身をそちへらむけたり、じっと

見つめたり、自分以外の他の霊をつかったり、他の霊を派遣したりして行います。第四には、まぼろし

を用いてする操作です。第五には、自分の外部にみずからを投影すること、つまり体外に現存するやり

方です。第六には、見せかけ、思いこませ、嘘などです。 

 悪人の霊は、肉体から解かれたあと、みずから好んでこのような手口を使うようになります。そのと

きは、自分が漬かっている悪い本性に身をゆだねます。地獄ではこの手口で、たがいを痛めつけます。

見せかけ、思いこませ、嘘によるもの以外は、この世で知られていませんが、わたしは、それについて

ここで詳述しようとは思いません。それが極悪非道であるというより、理解に苦しむことだからです。 

 

581. 地獄の苦しみは、主によって見過ごされています。悪を抑制しコントロールするのに、これ以外

に方法はありません。悪を抑えしずめ、地獄の暴徒をくくりつけておくには、罰への恐れを利用するし

かありません。それ以外に方法がないからです。刑罰や拷問への恐れがなかったら、悪はますます狂暴

になり、全体に広がります。それは、この地上で、国が法律や刑罰をなくした場合と同じです。 

 

 

第 61章 地獄の外観、位置、種類 

 

582. 精霊界、つまり精霊や天使たちがいる世界は、自然的世界、つまり人間がいる世界と、外観はよ

く似ています。外からの様子では何の相違もありません。そこには、平地あり、山あり、丘あり、岩山

あり、岩石あり、さらに水もあります。地上にあるようなものが、他に



 

 

もたくさんあります。ただこれらは、みなその起源が霊的です。 

 したがって、以上は、精霊や天使の目には映りますが、人間の目には映りません。霊には、霊的起源

をもつものが見えています。したがって、人は、霊のうちにある許しが与えられるか、または死後、霊

になるかしなければ、霊的世界にあるものを、眼で見ることはできません。 

 それとは逆に、天使や精霊も、霊と言葉をかわす許しが与えられた人を通さなければ、自然の世界に

あるものを見ることはできません。人間の眼は、自然の光を吸収するようにできているのにたいし、天

使や霊の眼は、霊界の光を吸収するようにできていて、両者とも同じく、見る眼をもっています。 

 霊界がどんなふうかは、自然のままの人間にわかりません。まして肉眼で見、手で触れなくては信じ

ない感覚的な人には、全然わからないでしょう。視覚をとおして吸いあげ、それだけで考えを進める人

は、物質的思考はできても、霊的思考はできません。 

 霊界と自然界は、このように互いによく似ているので、死後、人は自分が霊界で生を受け、霊界の出

身者であるとしか思えません。だから死は一つの世界から、もう一つの世界への移行にすぎないと言わ

れます（二つの世界の類似点については、以前「天界での表象と外観」170～176 節で述べたことを参

照）。 

 

583. 天界は高いところにあり、精霊界は低いところにあります。天界と精霊界の下には地獄がありま

す。精霊界にいる精霊たちにとって、内的視覚が開かないかぎり、天界は見えません。時によって、天

界が霧に包まれたように見えることがあり、純白の雲に見えることもあります。天界の天使たちは、理

知と英知の面で、ずっと内的ですから、精霊界にいる霊たちの視力を、はるかに越えています。 

 平地や谷間にあって、霊たちはたがいに見ることができます。ところがその内部に移されてくると、

分離され、悪霊にとって、善霊が見えなくなります。一方、善霊側は、悪霊が見えますから、かれらを

避けます。霊は相手を避けると、自分自身が相手の目には映らなくなります。 

 地獄は閉ざされたところで、見えません。ただ「門 portae」といわれている入口があって、同類の

霊が入るとき開きます。地獄に通じている門は、すべて精霊界から入れますが、天界からは入れません。 

 

584. 地獄は、山の下にも、丘や岩山の下にも、平地や谷間の下にも、どこにでも存在します。山・

丘・岩山などの下にある地獄の場合、その入口または門は、見たところ洞穴か岩の裂け目のようで、広

くあいているもの、細くて狭いものなどありますが、たいていは、みすぼらしく見えます。覗
のぞ

いてみる

と、どれもうす暗く、すすけています。 

 ただし、そこでの地獄の霊には、炭火から発するような明かり  

luminosum があります。かれらの眼は、その明かりに適応しています。かれらは生前、この世で、〈神

の真理〉を否定して、暗黒の中にいました。なお偽りを肯定して、その明かりの中にいたので、視覚は

そのように造られています。かれらには、天界の光は暗闇で、自分の洞穴から外に出ると、何も見えま

せん。 

 人が神を認め、天界と教会の事柄を確信すれば、それだけ天界の光



 

 

の中に入ることは、以上から、きわめて明白です。それにたいし、神を否定し、天界と教会の事柄に反

対して、心を固くすれば、それだけ地獄の暗黒の中に入ることになります。 

 

585. 平地や谷間の下にある地獄では、入口や門は、さまざまな現れ方をします。山や丘や岩山の麓に

似たもの、洞穴や空洞に似たもの、大きな岩の裂け目か絶壁に似たもの、沼地に似たもの、水溜まりに

似たものがあります。どれも隠れていて、精霊界から、悪霊が入るとき以外は、中が見えません。入口

があくと、火事で火が空中に燃え上がるときのように、煙まじりの炎が出てくるか、無煙の火炎が吹き

だします。燃えさかる炉から出る煤
すす

、分厚い雲か霧のようです。 

 聞けば、地獄の霊たちは、その中で、自分にあった雰囲気と生きるよろこびを得ており、そのため何

も見えないし、何も感じないそうです。以上は、かれらが宿す〈悪と偽り〉に相応しているからです。

実際、火は憎しみや復讐心に、煙や煤は〈悪からでる偽り〉に、炎は自己愛の悪に、霧や分厚い雲は、

そこからでる偽りに相応しています。 

 

586. 地獄の中をのぞき、内部の様子を見る許しが与えられました。霊や天使は、主の思し召しのとき、

上から遥か下にあるものを見とおし、障害なく検分することができます。わたしも、そのように、地獄

の内部を見る許しがありました。 

 ある地獄は、岩山にある洞穴か空洞のように見え、ずっと奥までつづいていて、斜めか垂直にか、底

の深みに向かいます。ある地獄は、密林にある野獣生息地の、荒野や岩穴に似ています。ある地獄は、

鉱山の坑内にある中空地か通路のようで、それからさらに下に通じる穴があります。 

 地獄は、たいてい三つの層からなっています。上にある層の地獄は、〈悪のもつ偽り〉の中にあるため、

内部がまっ暗です。下にある層の地獄は、悪自身の中にあるため、燃えあがっているように見えます。

暗黒は〈悪の偽り〉に、火は悪それ自身に相応しています。地獄でも、深みに入れば、それだけ思いを

込めて、悪から行動した者がおり、あまり深くない所は、もっと外面的で、〈悪の偽り〉から行動した者

がいます。 

 ある地獄は、火事の跡の家並や都市の廃墟のようで、地獄の霊たちは、そこに住んで身をかくします。

地獄でも、やや穏やかな所では、廃屋がたち並び、あちこち道路や広場で区切られた街の外観をしてい

ます。家の中は、地獄の霊がいて、たえまなく口論したり、憎しみあったり、打ちたたいたり、かみつ

いたりしています。道路や広場は、泥棒やかっぱらいが横行しています。 

 またある地獄は、うすぎたない遊廓だけです。そこは、ありとあらゆる不潔物と汚物であふれていま

す。また薄暗い森があって、地獄の悪霊たちが、そこで野獣のように徘徊
はいかい

しています。そこには地下洞

穴もあって、追われてきた者が逃げ隠れしています。 

 砂漠はあっても、不毛の荒地です。ごつごつした岩が散在し、それに洞窟があり、小屋もあります。

このような砂漠の地に、地獄からその極限を味わって追われてきた者がいます。この世で、陰謀にかけ

ては衆にすぐれ、悪賢く立ち回った者で、そのあげくの果てには、ここでの生活が待っています。



 

 

587. 地獄が、それぞれどこに位置しているか、だれも知りません。天界の天使たちも知りません。主

だけがご存じです。ただしおおまかな位置だけは、その方位 plagae で見当がつきます。天界と同じく、

地獄も方位で区切られています。 

 霊界での方位決定は、愛によります。天界では、太陽である主を基準にしてその方位がきまり、太陽

は東です。地獄は天界に対立しているので、その方位は、反対側の西を基準にしています（これについ

ては「天界にある四方位」141～153 節を参照）。 

② したがって地獄では、西の領域に、最も邪悪でおそろしい者がいます。東から遠く離れれば、いっ

そう悪辣で、恐怖をそそる霊がいて、順次にそうなっています。この種の地獄には、この世で自己愛に

ひたり、人を軽蔑し、自分に味方しない者をにくみ、尊敬して仕えてくれない者に、憎悪と復讐心をも

った者がいます。 

 東からいちばん遠く隔
へだ

たったところに、通称のカトリック出身者がいます。かれらの願いは、この世

で神々として仕えられることでした。したがって、人間の魂と天界を支配する権力を認めない者には、

だれかれの見境なく、憎悪と復讐心を燃やします。この世と同じく、自分に反対する者に、同様の憎悪

と復讐心をいだきます。かれらは、残虐行為に無上のよろこびをおぼえ、それが来世では、仲間にむけ

られます。西の方位に群がる者たちの地獄では、みずからに神の権威を求める者同士で、激しい憤怒を

感じています（小著『最後の審判とバビロンの滅亡』に詳説されている）。 

③ 西の方位で、それぞれの地獄が、どう繋
つな

がっているか不明です。ただ分かるのは、この種の地獄で

一番凶暴なのは、北の方位に沿った側面だとのことです。凶暴さがやや少ないのは、南の方位に沿った

側面です。北の方位から南の方位に近づくにつれ、地獄の凶暴さは減ります。また東にむかう場合も、

次第にそうなります。東寄りには、うぬぼれが強く、神を信じなかった者がいて、西の方位の奥深くに

いる者ほど、憎悪・復讐心・欺瞞がありません。 

④ 東の方位には、現在地獄がありません。かつて存在したことがありますが、もう一つ別の西方位に

移されました。北と南の方位には、数多くの地獄があります。そこには、生前世間愛に浸っていた者、

それが原因の諸悪、例えば憎悪・敵意・窃盗・残虐・陰謀・貧欲・冷血な心などを宿していた者がいま

す。この種の地獄で、一番悪質なのは、北の方位にあり、南には、やや穏やかな者がいます。南から遠

のき、西の方位に近づくにつれ、むごくなりますが、東または南のほうに近づくと、穏やかになります。 

 西方位の地獄の背後には、薄暗い森があり、その森の中に、悪霊が獣のようにうろついています。北

方位の地獄の背後も同じです。南方位の地獄の場合、その背後に砂漠があり、それは前述のとおりです。

以上、地獄の位置について述べました。 

 

588. 天界に天使社会が多数あるように、地獄も同じ数だけあります。各天界社会にたいし、地獄社会が

あり、それが相対立したまま、相応関係にあるためです。天界の社会が無数にあり、それがみな、〈神の

愛〉、〈隣人愛〉、〈信仰の善〉によって区別されていることについては、「天界には無数の社会がある」（4

1～50 節）、「天界の広大無辺なこと」（415～420 節）の各章を参照してください。



 

 

② 地獄の各社会も同じく、善に対立する悪に応じ区分されています。善がそうであったように、悪に

もそれぞれ無限の種類があります。一つ一つの悪について、素朴な考え方しかしなければ、よく分から

ないでしょう。 

 軽蔑・敵意・憎悪・復讐・詐欺などと、ひと口に言っても、その一つ一つの悪がもつ特殊で個別的な

多様性を挙げれば、枚挙にいとまがありません。地獄も、数々の種類の悪で、明確に区別されており、

これ以上、明確に区別できないほどです。 

 以上で、一般的、特殊的、個別的に、悪には様々の種類があり、一つは他に近く、もう一つは他に遠

いなど、無限の変化があることが、分かります。 

③ 地獄の下には、また地獄があります。地獄と地獄との間は、転出入をとおしての交流や、霊気の発

散を介し、より多くの者との交流があります。これも同類の悪相互の親密度や、特殊な悪相互の親近性

によります。 

 地獄は、あらゆる山・丘・岩山の下、あらゆる平地と谷間の下にあり、縦・横・深さ・広さをもち、

数多存在していることが、わたしに分かりました｡一言でいえば、全天界と全精霊界の下方を、いわば掘

り下げれば、そこには地獄が、延々と続くような感じです。地獄の数については、以上のとおりです。 

 

 

 

 

第 62章 天界と地獄のあいだの均衡 

 

589. あるものが存在するためには、万事に、均衡 aequilibrium が必要です。均衡がなかったら、作用

と反作用がありません。均衡は、一方が働くと、他方がそれに反応して働くという、二者のあいだに存

在します。このように、作用と反作用からくる静止状態が均衡です。自然界には、個々すべてのものに

わたって均衡が存在します。一般には大気中にそれがあって、大気には、上層にあるものが働き、圧力

を加えれば、その分だけ、下層にあるものが反応したり、抵抗したりします。 

 自然界にはまた、暑さと寒さのあいだ、光と陰とのあいだ、乾燥と湿気とのあいだに、均衡がありま

す。均衡とは、中間の程よい状態を意味します。この世界にあるもの、鉱物界・植物界・動物界の三界

にあるすべての実体には、均衡があります。均衡がなかったら、三界には存在・存続するものは、何も

ありません。また、ある部分が作用すると、他の部分が反作用する努力(または推進力) conatus のよ

うなものが、あまねく存在しています。 

② 存在しているもの、つまり結果として存在しているものには均衡があります。これは、ある一つの

力が働き、それによってもう一つの力が動かされることによります。つまり一つの力が作用をとおして

影響を与えるとき、もう一つの力はそれを受けて反応しています。 

 自然の世界では、作用と反作用を「力 vis」または「努力（または推進力、慣性） conatus」といいま

す。ただし霊の世界では、作用と反作用をするものを、「いのち」または「意志」と呼んでいます。こ



 

 

こでいう「いのち」は、〈生きている力〉を意味し、「意志」は、〈生きている努力（または推進力）con

atus vivus〉を指します。そして均衡そのものを「自由」といいます。 

 こうして、霊的な均衡、すなわち自由が存在します。一方が善として働くと、他方が悪として反応す

る場合、あるいは一方が悪として働くと、他方が善として反応する場合、その両者のあいだに均衡があ

ります。 

③ 善人にある均衡とは、〈働く善〉と〈反応する悪〉のあいだにあります。それにたいして、悪人にあ

る均衡とは、〈働く悪〉と〈反応する善〉のあいだにあります。したがって、善と悪のあいだには、霊的

な均衡があります。人の〈いのち〉は、すべて善と悪にかかわりをもち、意志はその器です。また真理

と偽りのあいだにも、均衡があります。しかしこれも善と悪とのあいだの均衡に依存しています。 

 真理と偽りのあいだの均衡は、ちょうど光と陰のあいだの均衡に似ています。光と陰は、中に含まれ

る熱気と冷気の大小におうじて、植物界の全植物に働きかけます。その中に含まれる熱が作用している

ので、光と陰そのものが作用しているわけではありません。光と陰が、冬と春では、あまり変わらない

ので、それが分かります。 

 光と陰を、真理と偽りに比べるのも、相応によります。真理は光に、偽りは陰に、熱は〈愛のもつ

善〉に相応しており、霊的光は真理を指し、霊的陰は偽りを指し、霊的熱は〈愛のもつ善〉を指します

（「天界の光と熱」126～140 節を参照）。 

 

590. 天界と地獄のあいだには、永遠につづく均衡があります。地獄からは、悪を行う努力がたえず発

散・上昇してきます。天界からは、善を行う努力がたえず発散・下降してきます。その均衡のもとに精

霊界があります。精霊界が天界と地獄の中間にあることについては、前述したとおりです（421～431

節）。 

 精霊界は、均衡で成り立っています。人はみな死んだのち、最初は精霊界に入り、この世と同じよう

な状態に保たれます。これも最高の均衡がなかったら、ありえません。その均衡をとおして、霊はそれ

ぞれ、この世にいたときのように、本人の自由にゆだねられ、どんな正体
しょうたい

なのか調べられます。霊的均

衡とは、人間と霊がもっている自由を意味します（これは直前の 589 節で述べました）。 

 各自にどんな自由があるか、情愛や情愛由来の思考の交流をとおして、天界の天使たちには分かりま

す。各自が歩く道が、天使たちの霊 

眼に映るからです。善霊なら、天界にむかう道を行き、悪霊なら、地獄にむかう道を行きます。 

 来世では、道が実際に現われてきます。〈みことば〉での「道」は、善にむかう真理を指し、その反対

の意味では、悪にむかう偽りを指します。したがって〈みことば〉で、「行く」・「歩く」・「前進する」は、

道を通って行くことを意味します。わたしは、このような道を再三見ることが許されました。精霊たち

は、自分の情愛や、情愛由来の思考によって、自由に道を進み、歩いている様子でした。 

 

591. 地獄からは、たえまなく悪が発散・上昇してきますが、天界からは、たえまなく善が発散・下降

してきます。それぞれを取り巻く霊気 sphaera は、情愛と思考の〈いのち〉から、あふれ流れでてき

ま



 

 

す。この〈いのち〉の霊気は、一人ひとりから流れてきます。その結果、天界の各社会と地獄の各社会

から、すなわち天界全体と地獄全体のすべてから、流れてくることになります。 

 善は、天界から流れてきます。天界にいる者は、みな善の中にいるからです。悪は、地獄から流れて

きます。地獄にいる者は、みな悪の中にいるからです。天界からの善は、ことごとく主からきます。天

界の天使たちは、みな自分のエゴ proprium から隔離され、善そのものである主ご自身の性格 proprium 

Domini のうちに保たれます。地獄の霊は、みなそのエゴを宿したままです。エゴは悪でしかなく、悪

以外の何ものでもないから地獄です。 

 天界で天使を支えている均衡と、地獄で悪霊を支えている均衡は、精霊界の均衡と同じではないこと

が、ここで明らかです。天界の天使が保たれている均衡は、天使が善の中に留まる願いの程度によると

同時に、この世で善に生き、悪を避けていた程度によります。また地獄の霊が保たれている均衡は、悪

霊が悪の中に留まる願いの程度によると同時に、この世で悪に生き、心と霊で、善に反対して生きた度

合いによります。 

 

592. 主が天界を統治されるだけでなく、地獄も統治されるのでなければ、このような均衡はありませ

ん。そして、もし均衡がなかったなら、天界も地獄も存在しません。霊界、自然界をとわず、宇宙にあ

る万物は、均衡から成り立っています。これは理性ある人間なら、だれでも感じとることができます。 

 一方を重くし、他方に、それに対立する抵抗を置かなければ、双方が転倒してしまいます。同様に、

霊界でも、悪に対抗する善が働いていなければ、つまり、悪の蜂起をたえず抑えていなければ、そうな

ります。神が、その唯一のみ力でそうなさらなければ、天界も地獄も、それとともに人類も、全滅はま

ぬかれません。 

 「もし神が、その唯一のみ力でそうなさらなければ」と言ったのは、天使も、精霊も、人間も、それ

ぞれのエゴは、悪以外の何ものでもないからです（前 591 節参照）。地獄からたえず発散する悪にたい

し、天使も霊も、自力で抵抗できません。みなそれぞれ、自分のエゴからは、地獄に向かっているから

です。 

 天界も地獄も、統治者が主おひとりでなければ、だれも救われないことは明白です。全地獄は一つに

なって行動します。地獄の悪は、天界の善と同様、たがいに結びつき、しかもその数はかぎりなく、天

界と全天使に対抗しています。この地獄を徹底して抑えておくことは、主おひとりから発する神性によ

らなくては、不可能です。 

 

593. 天界と地獄のあいだの均衡は、天界または地獄に入る人の数の増減で左右されます。毎日何千何

万もの人が、入ります。その事実を知悉
ち し つ

し、秤にかけて加減し、平衡を保つことは、いかなる天使にも

不可能で、それを可能にするのは主おひとりです。主から発する神性は、遍在しており、均衡のゆらぎ

が生じるのはどこか、あらゆるところで見ておられます。天使はただ、自分の傍で起こることを見るの

が精一杯で、自分の属する社会がどうなっているかさえ、感じとれません。 

 

594. 天界と地獄で、どのように、万事が整理されているかを考えて



 

 

みます。まず個々全体は、均衡によって支えられています。これは天界と地獄について述べましたから、

ある程度まで明らかです。つまり、天界の全社会は、善とその種類におうじて整然と区別され、地獄の

全社会は、悪とその種類におうじて区別されています。また天界の各社会の下に、それに対抗する地獄

の社会が、相応的に存在し、その対立した相応関係あってこそ、均衡が生じています。 

 したがって主は、天界社会の下にある地獄社会が、優勢にならないよう、たえず配慮しておられます。

少しでも優勢に傾きはじめると、様々な手段を講じて抑制され、正しい均衡にもどされます。その方法

は多種多様ですが、その中から記憶に値することだけでも、とりあげてみます。 

 ある方法は、主の力強い現存に関係します。他の一つは、一社会または複数の社会と、他の社会との

交流または繋
つな

がりを、密にすることです。また別の方法は、地獄の霊であふれでた者を砂漠に追いやる

ことです。またある悪霊を、一つの地獄から他の地獄に移動させる方法もあります。 

 さらに、地獄にいる者らの整理もあり、それにも多様な方法があります。その他、ある地獄を、奥ま

って荒涼とした隠遁地に追いやり、底深いところへ追放するなど、種々のやり方があります。またそれ

は、地獄の上にある天界についても言えます。 

 結局あらゆるところで、善と悪の間の均衡、天界と地獄の間の均衡が成立するよう、主おひとりが配

慮しておられる事実を、少しでも感じとれるため、以上記しました。というのも、天界にいる全天使と、

地上にいる全人類の救いは、この均衡にかかっているからです。 

595. 地獄はたえず、天界を襲って滅ぼそうとします。主もまた、たえず、天界にいる者を、自分のエ

ゴに根ざす悪から切り離し、主ご自身の善にとどめておくよう、守っておられます。これはぜひ知って

おいてください。主の神性をそこない、天界を滅ぼす努力をみなぎらせた霊気を、わたしは頻繁に感じ

ました。それは地獄から流れてくる霊気でした。ときには、ある種の地獄の反乱を何度か感じましたが、

それは勢力挽回と、撲滅への努力でした。 

 それにたいし、天界は地獄を襲うことは決してありません。主から発する神の霊気は、すべての者を

救おうとする永遠に続く努力です。反面、地獄にいる者はみな、悪の中で、主の神性に反抗しているた

め、救われることはありません。ただ地獄で、互いに過度に傷つけあうことがないよう、怒りの発作を

できるだけしずめ、残忍な行為は抑制されています。これもまた、神のみ力によって、様々な方法がと

られています。 

 

596. 天界には、天的王国と霊的王国の二つの王国があります（これについては、前 20～28 節参照）。

同様に、地獄も二つの王国に分かれています。一つは天的王国に対立し、もう一つは霊的王国に対立し

ています。天的王国に対立する国は、西の方位にあり、そこにいる者は「悪鬼 genii」と呼ばれ、霊的王

国に対立する国は、北と南の方位にいて、そこにいる者は「（悪）霊 spiritus」と呼ばれています。 

 天的王国にいる者は、みな主への愛の中におり、その国に対立する地獄にいる者は、みな自己愛の中

にいます。また霊的王国にいる者はみな隣人愛の中におり、その国に対立する地獄にいる者は、みな世

間



 

 

愛の中にいます。 

 ここで、主への愛と自己愛は対立し、同じく隣人愛と世間愛は対立している事実が、はっきりします。

主の天的王国に対立する地獄から、霊的王国にいる天使たちに流入がおこらないよう、主はたえず見守

っておられます。そんなことでもあれば、霊的王国は滅びてしまうでしょう。そのわけは前述したとお

りです（前 578､579 節）。 

 以上述べた二種類の均衡は、ごく一般的なもので、主はこの均衡を常に正常に保っておられるのです。 

 

 

第 63章 天界と地獄とのあいだの均衡によって、 

人間は自由である 

 

597. 天界と地獄とのあいだの均衡について述べましたが、これは、天界からの善と、地獄からの悪の

あいだの均衡でもあります。これはまた霊的な均衡を指し、その本質は自由 liberum です。 

 自由こそ、霊的均衡の本質です。この均衡は、善と悪のあいだ、真理と偽りのあいだにあり、霊にか

んすることだからです。そして善か悪かを欲し、真理か偽りかを考え、一つを取って他を捨てることが

できることこそ、自由を意味します。それについて、次に述べます。 

 この自由は、主が人間一人ひとりに与えられたもので、取り去られることはありません。自由の起源

は人間にあるのでなく、主にあります。自由は主からくるものです。この自由は、人間に〈いのち〉と

いっしょに、自分のものとして与えられていて、それは人間が改善され、救われるためです。自由がな

かったら、人には改善も救いもありません。 

 人が悪い考えや、善い考えをもち、誠実な考えや、不誠実な考えをいだき、正しい考えや、不正な考

えを保つのは、人間に自由があるためです。この事実は人間だれしも、理性的な直観でわかります。ま

た人は、自分の外部を束縛している霊的・道徳的掟や民法等によって、良く、誠実に、正直に話し行う

ことは推奨できますが、悪く、不誠実に、不正直に話し行うことは、推奨できません。 

 そこからも、考え欲する人間の霊には、自由があるのがわかります。また話し行う場合、人間の外部

も、上述の掟や法律があるからこそ、自由であることが明らかです。 

 

598. 人間に自由がなかったら、改善の余地はありません。人はあらゆる種類の悪に生まれついていて、

救われるには、それらを取り除かなければなりません。さらに人は、自分の中に悪を見、それを認め、

それを嫌って、遂にはそれを避けるようにならなければ、その悪を取り除くことはできません。そうし

て初めて悪は取り除かれます。 

 これが起こり得るのも、人が善の中にあると同時に、悪の中にあるからです。善からは悪が見えます

が、悪からは善が見えません。人が考えられる霊的善は、〈みことば〉の朗読や説教をとおして、幼児期

から学びます。また道徳的な善や市民生活上の善は、この世の生活をとおして学びます。以上は、人間

が自由でなくてはならない第一の理由です。 

② 第二に人間は、〈愛のもつ情愛〉に頼らなければ、何一つ自分のも



 

 

のにすることができません。それ以外の場合、人の中に入れても、せいぜい思考の中までで、意志の中

までは入れません。意志にまでいたらないなら、本人のものになりません。思考力は自分の考えを記憶

から出しますが、意志はみずからの〈いのち〉そのものから出てきます。 

 意志から出るものでなければ、つまり〈愛のもつ情愛〉から出るのでなければ、自由はありません。

人は欲すること、愛することは、自由に、よろこんで行います。したがって人間の自由と、人間の愛、

すなわち〈意志からでてくる情愛〉は一つです。それで、人間には自由があるのは、真理と善によって

感化されるためです。真理と善を愛するようになり、真理と善が〈自分のもの〉のようになるためです。 

③ 一言でいえば、人が自由に受けいれたものでないなら、愛や意志から出たものでない以上、人の中

にはとどまりません。愛や意志から出たものでなければ、人間の霊から出たものでもありません。人間

の本質 Esse は、愛であり意志です。愛であり意志であると言うのは、愛しているものを、人は意志す

るからです。 

 人は自由でなければ、改善される可能性がないことが、今はっきりしたと思います。ただし、人間の

自由についての詳細は、『天界の秘義』を参照してください。 

 

599. 人間が改善されるためには、自由でなくてはなりません。人が霊の面で、天界と地獄につながっ

ているのは、自由だからです。人間一人ひとりには、地獄からの悪霊と、天界からの天使がいます。地

獄からの悪霊をとおして、人は自分の悪の中にいますが、天界からの天使をとおして、人は〈主に由来

する善〉の中にいます。これが霊的均衡であり、自由です。 

 人間一人ひとりには、天界からの天使と、地獄からの悪霊がつながっていることについては「天界と

人類とのつながり」（291～302）の章を参照してください。 

 

600. 人間と〈天界および地獄〉とのつながりは、直接でなく、間接で、精霊界をとおして行われるこ

とは、了解してください。人間についている精霊は、地獄に由来していながら、そのまま地獄から来る

のではありません。人は精霊界の悪霊をとおして地獄につながり、精霊界の善霊をとおして天界につな

がります。 

 だからこそ精霊界は、天界と地獄との中間にあり、それが均衡を作っていることになります。精霊界

が天界と地獄の中間帯であることは、「精霊界とは」（421～431 節）の章を参照してください。精霊界が

天界と地獄のあいだの均衡になっていることは、直前の章（589～596 節）を見てください。以上から、

人間に自由がある理由が明らかです。 

 

601. 人につながっている精霊について、一言つけ加えます。一つの社会全体が他の社会と交流をもつ

ことができます。それがさらに、派遣霊を介して、ひとりの人間と、どこでも交流をもつことができま

す。このような霊を「多数霊の代霊 subjectum plurium」と言います。こうして、精霊界からきて、人

間につながっている霊を介し、本人が天界の複数社会と結ばれることもあるし、地獄の複数社会と結ば

れることもあります。



 

 

602. 最後に、人の死後の〈いのち〉について、人が生来天界からの流入で、抱いている考えに触れ

ます。 

 この世で〈信仰の善〉の中に生きた素朴な階層出身の人たちがいました。かれらは、この世と同じ状

態に戻されました。これは、主の思し召しなら、だれにでも起こり得ることです。そして、かれらが死

後人がどんな状態になると思っていたか示されました。 

 かれらにむかって、現世で知者だった人が、「この世の〈いのち〉が終わったあと、霊魂はどうにな

ると思いますか」と尋ねたところ、かれらは、「霊魂とは何かわかりません」と言いました。それで、

「あなたがたは、死んだあと、どうなると思いますか」と聞きました。すると、「霊になって生きてい

きます」と答えました。 

 さらに、「霊とは何だと信じていましたか」と尋ねられると、「それは人間です」と言いました。そこ

で、「どうしてそれが分かりますか」と聞かれたとき、「事実そうだから、分かります」と言ったそうで

す。知者たちは、素朴な人たちに、このような信仰があるのに、自分たちにそれがないのを不審に思っ

ていました。 

 天界につながっている人には、死後の〈いのち〉について、各自生来の考えがあるのがわかります。

この生来の考えは、天界からの流入以外の何ものでもなく、精霊界から来て人間についている精霊を介

し、主が天界をとおして与えられます。 

 〔さらに、ここで覚えておいてください〕。人間の霊魂について人が考え、様々な思い込みから生ま

れた命題が邪魔しても、考える自由を失わない人がいることです。人々は、霊魂が単なる思考作用だと、

生命原理 principium animatum のようなものだと言います。かれらはそれが、肉体のどこかに座を

占めていると思い、探しています。 

 ところが霊魂は、人間の〈いのち〉以外の何ものでもなく、霊こそ〈人間そのもの〉です。この世で

身にまとっている地上の身体は、召使に過ぎません。〈人間そのもの〉である霊は、自然の世界で、こ

の召使をとおして、滞りなく行動しています。 

 

603. 天界、精霊界、地獄について本書で述べたことは、霊的真理を知る喜びを感じない人には、漠

然としているでしょう。しかし、これに喜びを感じている人には明白です。とくに、〈真理のための真

理〉に情愛を感じている人、真理のために真理を愛している人には、きわめて明白です。何かを愛すれ

ば、とくにそれが真理なら、光をまとって人の心の中に入ります。真理はすべて光の中にあります。 

 

 


