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本文

１．聖七文字と七光線 KWNYQDR and the Seven Rays

ミトラ神話によれば、ミトラは世界卵の中央で七つの光線をほとばしらせて、世界卵を割って、天

地創造をはじめた（『詳解ミトラ教の秘教占星学』p11）。

南部イラク（バビロニア）に伝わる伝承によれば、ミトラは天地創造を進めるにあたって、ちょうど

ペンで石版の上に絵を描くようにして、万物を創造したといわれている。ミトラを助けて、万物を指導

監督するのは、ミトラが世界卵の中で発した七つの光線である。彼らは、七名いるのでハフターン

＊と呼ばれたり、役割にちなんで、監督光＊と呼ばれたりする。彼らは、ペンの秘教名クーニー

（KWNY）と、石版の秘教名カダル（QDR）をつなげたクーニー・カダル（KWNYQDR）という名前

を構成する“聖七文字”――カーフ K、ウァウ W、ヌーン N、ヤーY、クァーフ Q、ダール D、ラーR

――から生まれた⇒『シークレット・ドクトリンを読む』の補遺Ⅰ「４マフディー神話」と「５アザゼル神

話」p288-293。これらの文字は、それぞれ、秘教名＊をもっていて、命令 al-Amr/Command、慈

悲 al-Ra’fa/Mercy、思慮 al-Mu’tamar/Counsel、栄光 al-‘Izza/Glory、正導 al-Huda/Right

Guidance、力 al-Baha’/Magnificence、荘厳 al-‘Azma/Majesty という（表参照）。

聖七文字 ――アラビア語なので向かって右から左に読む

＊ハフターン Haftan、クルド語。英語ではザ・セブン The Seven。

＊監督光 Nur-e esfahbad、ペルシア語。Anwar al-Esfahbadiyya, Anwar al-Mudabbira、

アラビア語。

＊秘教名 asma’ batina、アラビア語。

表 七光線の大天使（監督光）の名前

光線 秘教名 ミトラ教／シーア派 西洋名 元素

1 命令

al-Amr
Command

アザゼル

‘Azazel

アザゼル

Azazel

虚空

2 慈悲

al-Ra'fa
Mercy

ジブリール

Jibr'il

ガブリエル

Gabriel

虚空

（アーカーシャ）
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3 思慮

al-Mu'tamar
Counsel

シェムナーイル

Shamna'il

シェミハザ

Shemiyaza

虚空

（アイテール）

4 栄光

al-'Izza
Glory

ダルダーイル

Darda'il

ラファエル

Raphael

風

5 正導

al-Huda
Right Guidance

ミカエル

Mikal

ミカエル

Michael

火

6 力

al-Baha’
Magnificence

アズラーイル

‘Azra'il

サマエル

Samael

水

7 荘厳

al-'Azma
Majesty

イスラーフィール

Israf'il

ウリエル

Uriel

地

【ノート】 アラビア語やペルシア語では、普通母音を記さないので、カダル Qadar は、QDR とつづ

る。アラビア語やペルシア語の表記を単純に英語表記になおすと、Qdr、Mhr、Hrmzd、Zrwn と

なって、外国人には発音できないので、習慣として、英語で書くときには母音をおぎなって、それぞ

れ、Qadar（カダル）、Mihr（ミフル）、Ahura Mazda（アフラマズダー）、Zurwan（ズルワーン）と

つづる。

２．聖七文字の広がり

ミトラ教・シーア派のクーニーカダル KWNYQDR、現代神智学のオエアオホオ OEAOHOO＊、

そして以下の五つがある。これらは、聖七文字が古代地中海世界からパミール高原まで、つまり、

アレクサンダー帝国の版図（ほぼトランスヒマラヤ圏と重なる）に広がる普遍的な伝統であることを示

している。

＊オエアオホオ OEAOHOO。燃える火龍。『シークレット・ドクトリンを読む』のＳＤⅠスタンザⅢ：７

p73-80、スタンザⅡ：３の【訳者解説】「光線」p53-54 を参照のこと。

３．KWNYQDR（クーニーカダル）

七大天使誕生の神話については、『シークレット・ドクトリンを読む』補遺Ⅰ「５アザゼル神話」

p291-293 を参照のこと。スーパーシーア派では、聖七文字クーニーカダルを宇宙創造の原理とみ

なし、カダルを宇宙を統べる原理＊、クーニーを風火水地の四元素を統べる基本原理と解く。字義

的には、カダルはアラビア語で「天命」を意味し、クーニーKWNY はアラビア語で「在れ」を意味す

る言葉の命令形（KUN）の結果である「存在」を意味している。弥勒教では、これを中国風に解釈

して、カダル QDR を陽／日、クーニーKUNI を陰／月とし、クーニーカダルを陰陽／日月、つまり、
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造化の原理／明と解く。「日月すなわち明」は日辺に月と書いて「明」と読むことによる。弥勒教にお

いては、修行者が右手に太陽（日）、左手に月の字を書いて、両手を合わせて名号をとなえると、そ

こに真の光「明」すなわち弥勒仏が現れるとする。

聖七文字は、七大天使、秘儀の七位階、北斗七星、七曜、七本質、七大師などと対応し、万物

照応表を形成している。以下の表に七大天使に関係する部分のみを記す。くわしくは、『占星暦と

七曜の秘密』を参照のこと。

表 ハフターン（七大天使）

光

線

聖七文

字

ハフターン 七童子＊ 北斗七仏＊ 北斗七星 称号 称号

1 Q アザゼル 孔雀童子 運意通證仏 貪狼星 陽明 自由意志

2 D ジブリール 光明童子 光音自在仏 巨門星 陰精 人間性の主

3 R シェムナーイル 白蛇童子 金色成就仏 禄存星 真人 短剣と暗殺

4 K ダルダーイル 紫玄童子 最勝吉祥仏 文曲星 玄冥 白い風

5 W ヌラーイル 真武童子 広達智弁仏 廉貞星 円元 神の盾

6 N アズラーイル 幽幻童子 法海遊戯仏 武曲星 北極 死と悲哀

7 Y イスラーフィール 電光童子 薬師瑠璃光仏 破軍星 天開 創造と復活

表 名前の読み方

七童子 北斗七仏 称号

孔雀童子 くじゃくどうじ 運意通證仏 うんいつうしょうぶつ 陽明 ようめい

光明童子 こうみょうどうじ 光音自在仏 こうおんじざいぶつ 陰精 いんせい

白蛇童子 しろへびどうじ 金色成就仏 こんじきじょうじゅぶつ 真人 しんじん

紫玄童子 しげんどうじ 最勝吉祥仏 さいしょうきちじょうぶつ 玄冥 げんめい

真武童子 しんぶどうじ 広達智弁仏 こうたつちべんぶつ 円元 えんげん

幽幻童子 ゆうげんどうじ 法海遊戯仏 ほっかいゆうぎぶつ 北極 ほっきょく

電光童子 でんこうどうじ 薬師瑠璃光仏 やくしるりこうぶつ 天開 てんかい

＊カダルを宇宙を統べる原理 第一の原理をジャッド Jadd という。アラビア語で幸運・吉兆を意味

する。人間においては神的意志、すなわち、律法を制定する能力となる。第二の原理をファトフ

Fath という。アラビア語では開示を意味する。人間においては愛智、すなわち、秘教的解釈を行

なう能力と秘儀理解する能力になる。第三の原理をハヤール Khayâl という。アラビア語では想像

力（能動知性）を意味する。人間においては霊的象徴の深い意味を探り、それを生き生きとした現

実として実現する能力になる。以上は、スーパーシーア派屈指の神智学者アッシジスターニー

al-Shijistânî, 10th の著書『誇らかな言葉』による。

＊七童子 しちどうじ。アラビア語からの意訳。弥勒教では、守護天使として現れる者を元神、堕天

使（天魔）として現れてくる者を識神という。くわしくは正典『太乙金華宗旨［たいいつこんかしゅう

し］』参照。

＊北斗七仏 ほくとしちぶつ。教典『北斗七星護摩祕要儀軌［ほくとしちせいごまひようぎき］』によ

る。この教典は各天使の役割・性格をうまくとらえて意訳しているので、参考のために写しておい
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た。

４．ΜΕΙΘΡΑΣ（ミースラス）

ミトラの名前のギリシア語表記。この名前は、コーカサス地方・シリア・小アジアに入植したミトラ教

のマギたち（マグサイオイ）の間で使われた。ギリシア数秘術によれば、365 になる。365 は一年の

日数なので、アイオーンの主＊という意味がある。カバラでは IAO＊と呼ぶ。

＊アイオーンの主 時の支配者の意。『シークレット・ドクトリンを読む』ＳＤⅠスタンザⅢ：１の【訳注】

「《無限定で永遠な宇宙的時間》と《限定された時間》」p59-60 参照。

＊IOA 『詳解ミトラ教の秘教占星学』第 XII 章「ミトラ神話とカバラ」の「ヤーホ」p389 参照。

Μ＝ ４０

Ε＝ ５

Ι＝ １０

Θ＝ ９

Ρ＝１００

Α＝ １

Σ＝２００

―――――――――――――

ΜΕΙΘΡΑΣ＝３６５

５．’ΑΒΡΑΞΑΣ（アブラクサス）

ΞとΣを入れ替えて、アブラサクス’ΑΒΡΑΣΑΞと綴る時もある。この名はマグサイオイと交流があ

ったグノーシス派の一派バシリデス派＊の間で使われた。七光線（七惑星）の力を象徴するとされ

た。ギリシア数秘術によれば、’ΑΒΡΑΞΑΣ も、ミトラの名前のギリシア語表記ΜΕΙΘΡΑΣ同様 365

になる。

Α＝ １

Β＝ ２

Ρ＝１００

Α＝ １

Ξ＝ ６０

Α＝ １

Σ＝２００
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―――――――――――――

’ΑΒΡΑΞΑΣ＝３６５

＊グノーシス派 『詳解ミトラ教の秘教占星学』第Ⅲ章「グノーシス主義」p94-95 参照。

＊バシリデス派 Basilides, 130/140-? A. D.。ホール『古代の密儀』象徴哲学体系Ⅰ、人文書院、

1980、p85-94 参照。

図 アブラクサスの護符（魔除けの護符）

６．IÊOUEAÔ（イエーオウエアオー）

これはグノーシス派の教典『見えざる霊の聖なる書』に記されている聖七文字である。各文字の

意味は記されていない（失われている）。

７．ΑΕΗΙΟΥΩ（αεηιουω）（アエイオウオーン）

これもグノーシス派の聖七文字でヴァレンティノス＊派が使用した。カルデア神学＊の師イアン

ブリコスも言及している⇒ショー『降神術と魂』p185-186。アイオーンを意味し、アエイーイオウオー

ンと読む。最後の「ン」は表記されていないが口をとじるときに付く。

＊カルデア神学 Chaldean Theology。西洋では新プラトン神智学 Neoplatonism と呼ばれてい

るが、そのように自称したことはない⇒『シークレット・ドクトリンを読む』スタンザⅤ：１の【訳者解説】

「火の竜巻」p101-102。

＊ヴァレンティノス Valentinus, 100-175 A. D.。『詳解ミトラ教の秘教占星学』第Ⅲ章「グノーシス

主義」p94-95 参照。

８．TINCTUR（ティンクトゥール）

これは中世ドイツの神秘家ヤーコプ・ベーメによる聖七文字である。ベーメは中世ヨーロッパに伝
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わる錬金術を研究して、この聖七文字を知ったが、錬金術は古代エジプト・ギリシアを発祥地として

いるが、ヨーロッパにはスーパーシーア派＊から伝わっている＊。ティンクトゥールは「火の花」を意

味し、水と結合して本体を現す。ベーメ神智学の鍵ともいえるもので、TIN は神の怒り、TUR は神

の愛、中央のC は太陽＝キリストで統合者を象徴している。以下にベーメが作成した表の抜粋を示

す。

＊ヤーコプ・ベーメ Jacob Böhme, 1575-1624。ベーメの神智学はドイツ風の装いをほどこされた

ズルワーン神学と呼ばれている。『アウローラ』、『シグナトゥーラ・レールム』、『神智学の六つのポイ

ント』、『恩寵の選び』などの著作がある。くわしくは、参考文献を参照のこと。

＊スーパーシーア派 Super Shi'a。別名をサビアン星教という。シーア派と融合したミトラ教のこと。

詳しくは『シークレット・ドクトリンを読む』の補遺Ⅱ「２シーア派とスーパーシーア派」を参照のこと。

＊錬金術はスーパーシーア派から伝わっている ヨーロッパにおける錬金術の祖とされるハリド

Khalid、ゲーベル Geber、ラゼス Rhases の名は、それぞれスーパーシーア派の三名の大師ハリ

ドKhalid ibn Yazid, ?-704、ジャビルAbu Musa Jabir, 8th、アッラージーal-Razi, 864-?の名が

訛ったものであることが明らかになっている。

表 ベーメによる神聖数七の表

第一原理

闇の世界

神の怒りの現われ

第二原理

光の世界

神の愛の現われ

七光線 1 4 6 2 5 7 3

聖七文字 Q K N D W Y R

七大天使 アザゼル ダルダーイル アズラーイル ジブリール ヌラーイル イスラーフィール シェムナーイル

七曜 土曜日 水曜日 火曜日 日曜日 金曜日 木曜日 月曜日

七惑星 土星 水星 火星 太陽 金星 木星 月

七位階 法堂主 烏天狗 明王 治道 女道士 獅子面 酔胡

ティンクトゥー

ル

T I N C T U R

金属 鉛 水銀 鉄 金 銅 錫 銀

キリスト 1 神の言葉 生命 受 甘さ 栄光 力 神の本体

キリスト 2 神の一性 平静 苦 献身 欲 均衡 智

キリスト 3 洗礼 法 破 望 謙虚 信 対象

アダム 強さ 突破 力 聖 廉貞 力ある 王座

W2 欲 智慧 不安 火 光 ひびき 本体

I3 闇 動き 沸き立ち 痛み 愛 理解 本体

G4 しぶさ 敵意 心情 衝撃 悦び 五感 形

自然 1 塩 水銀 硫黄 起爆剤 油 力 からだ

自然 2 死 嘘 怒り 富 貴 理性 私有

自然 3 主 狡知 暴力 正 義 真 単純

自然 4 頑固 混乱 無関心 不屈 清澄 快活 無明

自然 5 盗み 詐欺 喪失 発見 動物的愛 親切 軽薄
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