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西洋エソテリシズム研究とイェーツ・パラダイム
───ハーネフラーフの“イェーツ・パラダイムを越えて”

進藤　英樹

　はじめに

　W・ハーネフラーフは“アリエス ARIES”創刊号（2001年）において‘イ

ェーツ・パラダイムを越えて：カウンターカルチャーと新たな複合概念と

の間に立つ西洋エソテリシズム研究 ’と題した論文を発表している 1）。ハ

ーネフラーフは西洋エソテリシズムという新しい分野の方法論にとりわけ

尽力している研究者であるが，この論文では西洋エソテリシズム研究がな

ぜいまだに学門世界から認知されないのか，そして学門として確立するた

めにはいま一番何が必要なのかが検討されている。題名にあるイェーツは

“ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス主義的伝統”で有名なフランセツ・

イェーツのことであり，論の中心はこのイェーツ・パラダイムをめぐるも

のとなっている。以下はこの論文の紹介である。

１．カウンターカルチャーと二つの革命

　欧米における 1960年代のカウンターカルチャーにおいて宗教意識に大

きな変化が見られるようになったのはよく知られた事実である。そしてこ

うした意識変革の中で西洋エソテリシズムに対する関心も多いに高まっ

た。また 1964年にはフランセツ・イェーツが“ジョルダーノ・ブルーノ

とヘルメス主義的伝統”を刊行し，ヘルメス主義的伝統というものが広範

な関心を集めるようになった。とはいえたしかにこのヘルメス主義的伝統

は学問的な研究領域としてある程度の認知を受けたとはいえ，研究者の関
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心は基本的には近代初期の歴史に限定され，もっぱら科学および哲学の歴

史に対するヘルメス主義の意味合いを問うテーマ向けられていた。また西

洋エソテリシズムの研究は─ルネサンスから現在まで，また宗教学や他の

人文諸科学，社会学などを含む学際的な観点からは─奇妙なことに無視さ

れ続けてきたのである。

　一方これと対照的なのがやはり 1960年代に生じた性革命の場合である。

この性革命はたしかにその推進者たちによって予言されたようには性的に

解放された文化をもたらすことはなかったが，学問の世界や社会において

議論のテーマとして性を語ることのタブーを打破することには成功した。

ジェンダー研究のような新しい学科は 1960年代以降勢いを増し，今日で

は性に関する学問的な議論や研究を退けようとするいかなる試みも大学人

によって知的自由を侵す許し難い行為として批判されることになろう。

　ところでハーネフラーフによれば 1960年代のこの二つの革命およびそ

れに関連した研究諸分野は，ふつうそう思われるよりも多くの共通点を持

つ。「性とオカルトは両者ともにつよい好奇の感情を引き起こす対象であ

り，それらが多くの人に感じさせる魅力は良識ある社会においてはそうた

やすく承認されるものではない。この二つの領域に対するタブーはキリス

ト教神学の支配的な伝統にその根をもつ。16世紀および 17世紀の魔女迫

害はいかに性とオカルトとがキリスト教的想像力の世界において深く関わ

り合っているかのとりわけはっきりとした例を示していよう。18世紀以

来の世俗化の段階的な過程において─神学教義からの学問研究の解放を含

む─ 1960年代は決定的な分岐点となった。伝統的なキリスト教の倫理的，

宗教的な価値がこれまで見られなかったほどに問われ，改変され，こうし

て現代のヨーロッパ人やアメリカ人の本質的に世俗的な意識への道を準備

することになったのである。」ところがこの過程の中でジェンダー研究や

他の性に関する学問に対するタブーは十分に取り除かれることになったの

に対し西洋エソテリシズムの学問的研究に対するタブーは 1970年代およ

び 1980年代を通して依然として根強く残り続けたのである。

　したがって学問として認知されるという点に関していうならば西洋エソ



帝京大学外国語外国文学論集　第 10 号

─ 101 ─

テリシズムの研究は 1960年代に悪しきスタートをしたということができ

よう。その理由についてハーネフラーフは次に検討を加えることになる

が，その際出発点としてまず西洋エソテリシズムへの接近方法として三つ

の流れを区別する。つまり第一はエラノスと結びつく宗教主義的─カウン

ターカルチャー的接近方法，第二はフランセス・イェーツおよびその流れ

をくむ“ヘルメス主義的伝統”の学問的研究，第三は 1960年代以後見ら

れるヘルメス主義および西洋エソテリシズムの通俗的な概念化によるこの

両者のさまざまな混合体である。西洋エソテリシズム研究が学問として確

立するためには，ここで言われている宗教主義的─カウンターカルチャー

的およびイェーツ的二重の遺産を克服し，新たな“ポスト─イェーツ的”

観点を獲得する必要があるというのがハーネフラーフの結論であるが，以

下まずこの三つの流れを見てゆこう。

２．西洋エソテリシズムへの三つの接近方法

　１）エラノス・宗教主義・カウンターカルチャー

　カウンターカルチャーは 1960年代以前には見られことのなかった全く

新たな現象として突如現れたものではない。規模においては異なるとはい

えその原形がすでに 20世紀初頭のスイスのアスコーナを中心とした運動

において見られることをマーティン・グリーンはきわめて説得力ある形で

示している 2）。このアスコーナの反文明運動は，運動というにはあまりに

も緩やかな結びつきをもった集合体であり，また政治的，思想的にもさま

ざまな方向をもった複合体であったが，こうしたカウンターカルチャー的

土壌を背景に 1933年心理学者のカール・グスタフ・ユングらを中心にア

スコーナでエラノス会議が創設される 3）。ところでハーネフラーフはこの

エラノスのうちに公的なキリスト教に対する宗教的な“代替物”への強い

関心およびのちに宗教主義といわれるもの，つまり何らかの宗教的信念を

前提とした宗教研究のありかたの始まりを見る。
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　そしてこのエラノス的行き方はアメリカにおいてミルチャ・エリアーデ

およびその“シカゴ学派”によって継承され，有力な流れを形成すること

になる。1970年代以降カウンターカルチャーの衰退とともにこの派は方

法論的な批判の矢面にたたせられるが，しかし注目すべきことにその基本

的な考えは，ジョセフ・キャンベルのような大変人気ある著作家や多かれ

少なかれユング主義に影響を受けた群小の著述家たちによって学問世界外

の広い読者層，いわゆるニューエイジに受け入れられ続けた。したがって

エラノスのカウンターカルチャー思想は一方では 20世紀の学問的宗教研

究における最も有力な流れのひとつにとって，しかしまた他方大衆的な宗

教性の新しいタイプにとっても中心的な重要性をもつことになったのであ

る。

　とはいえハーネフラーフはニューエイジの宗教性とエラノスの志向とを

明確に区別し，それをさらに 19世紀および 20世紀における二つの大きな

宗教的な潮流と密接に関係させている。それらは複雑に交差し合っている

ものの，混同すべきではないのである。以下それを見てみよう。

　a）第一の流れはさかのぼればルネサンスのヘルメス主義および西洋エ

ソテリシズムに根をもつが，啓蒙主義および西洋社会の世俗化によって全

面的な変形を受けて登場したものである。この流れは 19世紀と 20世紀

の唯物論および道具的な因果性に基づく“機械的な”世界観との妥協を

よく示しており，総称としてオカルティズムと言うことができよう。それ

はその発展途上においてとりわけ新思想などのアメリカの流れを容易に同

化し，今日ニューエイジとよばれる大衆的な霊性運動の中で隆盛を見てい

る。こうしたオカルティズムは，その信奉者が科学と宗教との溝を埋める

必要を繰り返し唱え，“科学的宗教”を標榜し続けたにもかかわらず，学

問の世界において決して支持を得ることに成功することはなかった。現在

こうしたオカルティズム的なカウンターカルチャーリズムの信奉者や代表

者は，ユングやエリアーデ，ジョセフ・キャンベルといった宗教主義的な

学者から霊感をくみ取っている。しかし彼らはそれを自分たちの言葉で置

き換えているのであり，必ずしもこうした学者の“非オカルティズム的な”
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観点を認識しているわけではないし，ましてそれを取り入れているわけで

はない。

　b）第二の流れは，同様にルネサンスのヘルメス主義と西洋エソテリシ

ズム一般に重要な根をもつが，しかし啓蒙主義的遺産の同化より，拒絶に

よって特徴づけられる。それはイルミニズム，ドイツロマン主義，伝統主

義を通って，エラノス的な宗教研究の方法の核心に直結している。ここに

見られるのはかなり高水準で，それ自体興味深い霊的，知的な伝統であり，

何人かの 20世紀の最も偉大な宗教学者の重要な霊感の源泉となった。こ

の伝統は常に大衆的であるより知的であり，啓蒙主義の遺産や世俗的な進

歩よりロマン主義や伝統主義を優先することにより伝統的なエソテリシズ

ムに近いものにとどまり，そのヨーロッパ的な─そしてとりわけドイツ的

な─根に忠実にとどまった。これはエラノス会議という場において隆盛を

見たが，ユングやエリアーデ，コルバンといった名と結びつく宗教研究の

宗教主義的研究方法を理解するのに重要である。

　２）フランセツ・イェーツとヘルメス主義的伝統

　前述したように 1964年にイェーツは“ジョルダーノ・ブルーノとヘル

メス主義的伝統”を刊行するが，これにより“ヘルメス主義的伝統”とい

う歴史概念が一躍国際的な脚光を浴びることになる。ただしこの“ヘルメ

ス主義的伝統”という考えは決してイェーツが最初に言い出したものでは

ない。1938年にルネサンスの専門家ポール・オスカー・クリステラーが“ヘ

ルメス文書”の重要性に注意を喚起して以来，少なくともイタリアではル

ネサンスヘルメス主義の研究は学問的研究分野の一部になった。とはいえ

イェーツは才能ある想像力豊かな作家としてそれを読者に啓示のように差

し出すことができた。つまり主流派歴史学によって隅に追いやられ抑圧さ

れた完全に忘れられた伝統，それが突然明るみにもたらされたのである。

　イェーツのブルーノの本は学門世界にも大きな影響を与えた。またイェ

ーツは 1967年に，ヘルメス主義的伝統が科学革命の出現に本質的な役割
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を果たし，ほとんどその原因を形成したとする大胆な仮説を発表する。こ

れは以後激しい学問的議論を引き起こすことになり，現在ではこの極端な

考えは歴史家によってはもはや支持されてはいないが，しかしイェーツの

挑発的な仮説によって引き起こされた議論は，17世紀の科学的知的文脈

における“ヘルメス主義的”次元の重要性がいまでは一般に認められると

いう大変肯定的な効果をもたらすことになった。その結果現在では西洋エ

ソテリシズムの潮流と近代科学の発展との関係に焦点を合わせたかなりの

量の本格的な研究文献が存在している。とはいえ奇妙なことにイェーツの

本の影響はほとんど科学史と哲学史との関係に限定されているのである。

　一方イェーツの“ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス主義的伝統”は一

般読者層にも大いに歓迎されたが，ハーネフラーフによれば，これはイェ

ーツの本が当時のカウンターカルチャー主義者たちの志向に格好な“ヘル

メス主義的伝統”という大物語（grand narrative)を提供したからであった。

この大物語は二つの主要な特徴を持つが，しかしその両者ともはなはだ問

題的であるというのがハーネフラーフの考えである。以下その二つの主要

な特徴を見てゆこう。

　a）第一に“ヘルメス主義的伝統”はイェーツの著作においては，二つ

の前線，つまり一方ではキリスト教，一方では合理主義的な科学的世界観

と戦うほぼ自立した伝統的なカウンターカルチャーや底流としてみられて

いる。ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス主義的伝統が出版されるとすぐ

に専門家たちは，こうした見方の根底にある単純化に警告を発し，研究の

進展につれこうした警告の正しさが証明されることになった。より詳細に

見てゆくならばイェーツのいう“ヘルメス主義”の主要な登場人物の誰一

人として実際“ヘルメス主義者”や“魔術師”に還元できるものはいない

のである。マルシリオ・フィツィーノはヘルメス文書に多大な関心を持っ

た敬虔なキリスト教的新プラトン主義者であったが，しかしまたフィツィ

ーノはスコラ哲学を始めさまざまなものから強い影響を受けていた。コル

ネリウス・アグリッパは“ルネサンスの魔術師”というだけでなく，また

人文主義的な神学者であり，懐疑主義的な哲学者であった。ヘルメス主義
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と魔術はたしかにジョルダーノ・ブルーノにおいて大変重要な位置を占め

ていたが，しかしブルーノはまたコペルニクス主義に関係した精密な科学

哲学の問題にも等しく関心を抱いていた。同様にジョン・ディーのような

人物がもつ複合的な性格は，“ルネサンスの魔術師”といったお仕着せに

還元することで損なわれてしまおう。皮肉なことにルネサンスにおけるキ

リスト教的ヘルメス主義者の最も典型的な例の一人であるロドヴィーコ・

ラザレッリは，ヘルメス主義的伝統に関するイェーツ以前の初期の議論

においては中心的な対象であったにもかかわらず，イェーツ自身やその後

継者たちからはほとんど無視されることになった。要するにたしかにルネ

サンス期におけるヘルメス主義の哲学および類似の潮流に対する関心がす

でに存在しており，イェーツはまさにこうした流れに注意を喚起したのだ

が，しかし自立した，あるいは半ば自立した“ヘルメス主義的伝統”なる

ものは存在しなっかたのである。

　b）第二にイェーツの方法は，世俗的進歩という近代的な話法をつよく

強調するものとなっている。イェーツの著作の魅力の大半は，本質的に非

進歩的で科学的には退歩的な“魔術的”伝統が，それにもかかわらず──

イェーツによれば──科学革命の，そしてさらに社会，文化の進歩の原動

力，推進力だったという魅惑的な逆説にあった。イェーツの根本的な仮説

は，“魔術”は本質的に保守的で静的であり，一方科学は進歩的だという

ものである（実際には“魔術的”伝統もまた科学や哲学，宗教におとらず

歴史的変化や発展にふくするものであるにもかかわらずである）。またこ

うしたイェーツの考えは，中世とルネサンスの関係に関するイェーツの見

方と密接に関わっている。つまり大半の同時代人と同じくイェーツも両者

の連続性に顧慮を払わず，淀んだ“暗黒時代”（“古く汚らわしい魔術”や“迷

信”にみちた）と進歩と科学の輝かしい夜明けとしてのルネサンスとの著

しい対照を強調したのであった。こうした近代主義的な枠組みの中におい

てイェーツの決定的な新しさは，真の科学がただ単に“魔術”から自己を

解放することによって可能になったのではなく，真の科学への本質的な第

一歩が“魔術師”自身によってなされたということであった。この仮説は
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激しい議論を引き起こすことになった。我々の現在の目的のためには，イ

ェーツの仮説はそれが近代主義的な話法という文脈において見られるかぎ

りにおいてのみ問題となりうることを指摘しておけば十分であろう。進歩

というイデオロギーとは結びつかない“ポスト”モダニズム的枠組みにお

いてはそれはその起爆的の意味を失うことになろう。今日我々はヘルメス

主義の研究をそれが“進歩的”であることを示すことによって正当化する

必要はない。ヘルメス主義と近代の科学的思考の誕生との複合的な関係が

歴史的に見て明らかにきわめて興味深いものであるとはいえ，西洋のエソ

テリックな潮流はそれが進歩的であるかいなかにかかわらずまじめな検討

に値するのである。

　したがってハーネフラーフによれば，イェーツの著作には，第一に，“ヘ

ルメス主義的伝統”が教会および合理主義という支配的な二つの権威に反

抗する魔術と神秘主義という半ば自立的なカウンターカルチャーとして描

かれており，第二に，進歩と科学に関する近代主義的な考えがあって，そ

れがヘルメス主義的伝統を扱う際の前提となっている。そうしてこの両者

を結合することによってヘルメス主義に関する“大物語”が生まれたので

ある。そしてハーネフラーフはこれを“イェーツ・パラダイム”と名付け

る。このパラダイムははっきりと明言されることもあれば暗黙の内に仮定

されることもあり，フランセツ・イェーツの名前のあるなしにかかわらず，

さまざまな本の中で出会うことができるのである。

　たしかにイェーツ自身は宗教主義者でもカウンターカルチャー主義者で

もなく，歴史家として著作し，決して学者の敷居をこえることはなかった

といってよいであろう。しかしその大物語は霊的改革のカウンターカルチ

ャー的テーマにふさわしい非学問的なかたちにおいていとも簡単に解釈さ

れえたのであった。

　３）西洋エソテリシズムへのカウンターカルチャー的接近

　イェーツのブルーノをめぐる本が一般的成功を勝ち得たのはそれが当時
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の霊的改革をめざすカウンターカルチャー主義者たちの共感を呼んだから

だというのがハーネフラーフの見方であるが，“イェーツ・パラダイム”

というものに留意しながら，この共感のさま，つまりイェーツのカウンタ

ーカルチャー的解釈を見てゆこう。

　まず第一にイェーツの巧みな物語は“ヘルメス主義的伝統”がまさに体

制に反抗する伝統的なカウンターカルチャーであるかのように思わせたの

であった。実際ルネサンスの魔術師たちは教会の教義に対し個人的な宗教

体験を強調し，また機械的な科学と結びついている“量の支配”に対し“想

像力に力を”与えようと試みたのであった。教会と科学の支配的な勢力は

力をあわせてヘルメス主義的伝統を抑圧し，こうしてピコ・デラ・ミラン

ドラ，ブルーノ，ディー，薔薇十字主義者そしてその霊的後継者たちは残

酷な迫害を受けたのである。こうした物語の文脈の中では，ジョルダーノ・

ブルーノ──彼は 1600年火刑に処せられた──は，体制側の邪悪なドグ

マティズムや偏狭さに反抗する魔術的・神秘的な”魅惑に満ちた”世界観

の最大の殉教者として姿をあらわそう。こうして体制側のあらゆる力──

それが宗教的であれ科学的であれ──が西洋の霊的カウンターカルチャー

に対する巨大な歴史的陰謀のごときものと結びつけられ，このカウンター

カルチャーはいまやヘルメス主義的伝統という名を与えられることになる

のである。

　第二にこうした文脈においてはイェーツの魔術を進歩の推進力とみな

す逆説的な解釈は守護神的な役割を果たすことになった。それがヘルメス

主義者や魔術の擁護者が迷信深い過去の精神に閉じこもっているのではな

く，つねにずっと進歩の真の王者だったことを示唆しているからである。

体制側は彼らを蒙昧主義者と嘲り，また異端として迫害することにより，

実際自由な探求と実験を抑圧したのである。そして明らかに言外の抑圧は

ルネサンス末期で終わったわけではなかった。イェーツの主張が新しいと

いうことがまさにヘルメス主義的伝統の存在と意味に対する何世紀にもわ

たる“沈黙という陰謀”を明らかにしていないだろうか。主流派の歴史学

はヘルメス主義的魔術を単なる疑似科学として片付け，ヘルメス主義者を
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無視したり，迷信深い馬鹿者として笑いものにし，こうして最も偉大な科

学者の多くがオカルト科学に強い関心を示したという明らかな事実を隠し

てきたのである。要するにイェーツの巧みな物語は主流派の歴史学の科学

と進歩に関する説明記述をイデオロギー的な作り物，それを使って体制が

その競争相手を抑圧し沈黙させようとした──また現にしつつある──作

り物として暴き出したのであった。

　たしかにこうした物語の基本的な要素はすべて実際イェーツの著作その

ものの中に──明確な定式化や明かな示唆のかたちで──見つけることが

できよう。しかしハーネフラーフによればイェーツの著作のカウンターカ

ルチャー的解釈にとって決定的だったのは，一つの特別な要素の追加であ

った。つまり“ヘルメス主義的伝統”の魔術的で“魔法に満ちた”世界観

がいまや“新たなルネサンス”によって再生する可能性があり，学者は文

化的，霊的な改革のこうした努力を鼓舞することを自己のつとめとみなさ

ねばならないという考えである。このような考えはあらゆるタイプのカウ

ンターカルチャー思想──知的なエラノス的洞察から通俗的なオカルティ

ズム的派生態まで──に広く見られるが，しかしイェーツの著作のどこに

もそれは見いだされえない。こうしたイェーツの見方を端的に示すのが，

ブルーノ本を通してイェーツはヘルメス主義的伝統の権威が成立年代の大

きな誤りに基づいていたことを強調し，したがってアイザック・カゾボー

ンが 1614年にヘルメス文書の正しい成立年代を確定したとき，それはヘ

ルメス主義的伝統の終焉を意味した──これは完全に間違っていたわけだ

が──と主張したことであろう。イェーツはおそらくヘルメス主義──高

貴ですばらしくはあるが明らかに学問的批判に耐ええぬ仮定に基づく──

が現代の社会で再生するであろうとか再生しうるであろうとかいった考え

を奇妙なものとみなしたであろう。ブルーノとヘルメス主義的伝統はたし

かに“真の科学”への道を指し示したかもしれない。しかしその中心とな

る信仰は誤っており，その世界観は過去に属していたのであった。

　一方カウンターカルチャー的解釈はイェーツがヘルメス主義的な“操作

する意志”と人間に関する楽観主義的な見方とを“真の科学”への道を指
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し示す決定的な二つの要素として強調したのにたいし，特別な一要素，つ

まりヘルメス主義の魔術的で“魔法にみちた”世界観そのものを付け加え，

ヘルメス主義的伝統の抑圧，そしてそれに続く沈黙という陰謀が西洋文化

を過度な合理主義のもたらす霊の袋小路と世界像の機械化の内に閉じこめ

てしまったとみなした。いまや真の進歩は“世界の再魔法化”と聖なるも

のの再発見が必要であった。目標は文化的霊的な更新という“新たなルネ

サンス”であり，それによって人間は自然と聖なるものからの疎外を克服

し，科学はもはや霊性から引き離されることはなくなるのである。エラノ

ス系統の主要な思想（もちろんただ単に創立時のメンバーによってではな

くまたジョセフ・キャンベルやジェームズ・ヒルマン，ロバート・アヴェ

ンスなどの同系統に属する著作家によって展開された思想）はこうした方

向からのヘルメス主義や西洋エソテリシズムへの接近にとって格好なもの

であった。イェーツにいうヘルメス主義的伝統は，個人的な宗教経験，神

話と象徴の力，宗教的想像力の強調によってすでに宗教主義には似つかわ

しいものであり，また宗教主義的カウンターカルチャー的観点から見て特

定の宗派を越えた霊性の土台としての聖なるものという考えを，また霊的

改革という名の下に現代世界の諸価値に対する闘争というイデオロギー的

な構図を付け加えるのは当然のことであった。

　さらにハーネフラーフによればこうした方向でのカウンターカルチャー

的接近は多くヘルメス主義的伝統をグノーシスの歴史というより広い文脈

の中に置いた。古代後期のグノーシス主義者や中世のカタリ派，テンプル

騎士団の抑圧からルネサンスのヘルメス主義的伝統の抑圧へと持続的な線

が引くことができたのである。西洋の霊的カウンターカルチャーとして理

解されたグノーシスの歴史は，したがって抑圧された別な伝統の歴史と同

義語になったのである。

　ところでハーネフラーフはまた，カウンターカルチャーリズムがはるか

以前にその根をもっているばかりではなく，またそれは──性革命と同じ

く── 1970年代に消滅することなくさらに生き延びて現代文化の恒常的

な特性となっていることを強調する。したがってヘルメス主義と西洋エソ
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テリシズムのカウンターカルチャー的解釈は 1960年代のカウンターカル

チャー運動の衰退とともに消滅したわけではなく，現在に至るまで往々通

俗的なカウンターカルチャーリズムの形態の中にしばしば現れる一要素と

なっているのである。そしてこれがヘルメス主義的伝統や西洋エソテリシ

ズムの学問的評価を減ずることにもつながったのである。

３．西洋エソテリシズム研究者の五つのタイプ

　イェーツの“ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス主義的伝統”が刊行さ

れる直前，興味深いことに西洋エソテリシズムに関する大学世界における

最初の講座がパリにおいて設けられた。しかしその後のヘルメス主義ブー

ムにもかかわらず西洋エソテリシズムが研究分野として学門世界において

確立することはなかった。パリの講座はほとんど 35年間にわたって例外

的な存在であり続け，これに続いてアムステルダム大学に西洋エソテリシ

ズム専攻の学科が設置されることになったのはやっと 1999年になってか

らのことである 4）。どうしてこのような状況が生じたかという問いに答え

るために，ハーネフラーフは先行の議論をふまえながら 1960年代以後西

洋エソテリシズム研究に従事している研究者を 5つのタイプに分類する。

つまり 1）科学および哲学の歴史家　2）人文科学の（西洋エソテリシズム）

一般研究者　3）カウンターカルチャー的宗教主義者　4）エソテリックな

普遍主義者　5）特定の主題と潮流の専門家，である。以下ハーネフラー

フの要約を順次見てゆこう。

　a）科学および哲学の歴史家

　第一にイェーツの著作はヘルメス主義に対し新たな学問的関心を引き起

こした。しかしすでに見たようにその影響は主に科学史と哲学史の分野に

限定されていた。この分野ではイェーツの研究は批判的議論の目にさらさ

れ，より正確なものとなっていった。科学史と哲学史との関係におけるヘ

ルメス主義の研究は隆盛となり，質の高い新しい研究を生み出し続けた。

しかしながらこの幸運な発展は独立した研究分野としてのヘルメス主義の
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確立および認知にまではほとんど至ることはなかった。

　b）人文科学の（西洋エソテリシズム）一般研究者

　第二に 1960年代以後少数の研究者はヘルメス主義および西洋エソテリ

シズムを自分たちの専門の一般分野とみなし，人文科学のさまざまな領域

からこの分野に接近した。したがって私は彼らを（西洋エソテリシズム

の）一般研究者と名付けるのである。第一のタイプ以上に学問的体制の欠

落がこうした一般研究者をかなり孤立的な状況に置くことになった。基本

的な入門講座や教科書の欠如ゆえに，彼らの多くは独学者として道を切り

開き，試行錯誤を繰り返しながら自らの分野を開拓していった。その結果

この分野に対する見方や強調の置き方はかなりの多様性を見せるようにな

り，彼らをひとくくりにするのは危険な作業のように思われる。しかしな

がら私はこれら一般研究者が西洋エソテリシズムをかなり自立性をもった

現象として理解し，それと“主流な”流れとの複合的な関わりよりは，そ

の特殊性や“内的歴史”に焦点を絞ってきたといってよいと思う。心理

的にはこれは理解できるが，外部の人間からは西洋エソテリシズムの分野

が一種の“孤島”のように見えるという不幸な結果をもたらすことになっ

た。つまりそれはその現象が面白いと考える人にとっては重要かもしれな

いが，しかしそうではない人にとっては明らかに学問的な重要性はない代

物なのである。

　c）カウンターカルチャー的宗教主義者

　第三にこうした一般研究者タイプの人々は多くさらにヘルメス主義と西

洋エソテリシズムを広範なカウンターカルチャー的宗教主義的志向に相応

しい観点から理解した。彼らはとくに西洋エソテリシズムを学問研究の一

分野とみなすのではなく，学門世界や一般社会における霊的改革のための

霊感を与えるものでなければならないと考えた。これらの研究者の何人か

は場合によっては，あるいはは主に第二のタイプに属したが，しかしカウ

ンターカルチャー的宗教主義的見方をときに表明した。エリアーデの“シ

カゴ学派”の宗教研究への影響力は大学世界において西洋エソテリシズム

へのカウンターカルチャー的宗教主義的接近をある程度可能にしたが，し
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かしこうした考えをより率直に表明する代表者たちは大学世界の外で，あ

るいはその周辺で活動する傾向にあり，しばしばカウンターカルチャー的

理念に基づく“もう一つ別の”学問的試みと結びつく。このタイプに属す

る著作はエラノス的伝統のうちにある霊妙な解釈から学問的研究とははる

かに離れた典型的なニューエイジの書物までカウンターカルチャー的宗教

主義のあらゆる段階を示している。

　d）エソテリックな普遍主義者

　第四にとくにヘルメス主義にではなく，“エソテリシズム”一般に関心

を持つ人々，しかしこの術語をここで使っているような意味とは異なって

理解する人々が存在する。この“伝統主義的な”理解（これは“エソテリ

シズム”の多くの宗教主義的研究において暗に仮定されているのだが）に

よれば，エソテリックなものとは，宗教そのものの“内的な”次元や普遍

的な本質を意味する。その結果研究の実際の対象は西洋文化においてさま

ざまな潮流をもって存在するエソテリシズムではなく，ある種の普遍的な

エソテリズムであり，それは永遠の智や“伝統”，“霊性”，“聖なるもの”

一般といった概念と等しいのである。

　e）西洋エソテリシズム研究が学門として確立しなかった理由

　ハーネフラーフは以上四つのタイプの記述だけですでにヘルメス主義と

西洋エソテリシズムの研究がなぜ学問としての認知を受け損なったかが十

分理解できるとする。つまりこの四つのタイプ─とりわけ後の三者─の区

別は大部分の研究者にとって明白とは言い難く，その結果エソテリシズム

に関係するあらゆることが一緒くたに扱われるのである。カウンターカル

チャー的宗教主義的行き方が学門世界で受け入れられる場合は（主にアメ

リカで生じたがヨーロッパの大学においては異質なものにとどまった），

それはエソテリシズムを多かれ少なかれ“霊性”，“聖なるもの”，あるい

は“宗教”一般と同義的なものと理解する傾向が強く，したがっていくつ

かの特定な歴史的潮流からなる分離した領域としての西洋エソテリシズム

の固有性が曖昧になろう。他方西洋エソテリシズムが分離した研究分野と

して提示されればされるほど，研究者はエソテリシズムの学問的研究より
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はエソテリシズムの護教を含意する宗教主義的志向を疑わずにはすまなか

った。そして当然の結果彼らはそれを拒否したのである。多くの場合彼ら

の疑念は正当であり，しかしときには不当であった。今日まで西洋エソテ

リシズムを学問的観点から研究しようとする者は不当にも護教家とみなさ

れるがゆえに抵抗に出会うことになるのである。たとえこうした抵抗に出

会わないとしてもこの研究分野は，研究者にとって一般的な重要性をもつ

問題にはほとんど，あるいはは全く関係を持たない自閉的で風変わりな領

域とみなされがちなのである。

　これまでの議論をふまえハーネフラーはつぎのように結論する。つまり

一般的に流布している西洋エソテリシズム研究の唯一のパラダイム─すな

わちイェーツの“大物語”─はカウンターカルチャー的な（再）解釈にあ

まりに弱く西洋エソテリシズムの研究が学問の本流として確立するには不

適当なのである。その結果西洋エソテリシズムの学問的研究は“密かに”

“断片的に”行う以外の選択肢をもたず，国際的に組織化された学科とし

てではなく個々の孤立した研究者の努力によってなされることになったの

である。こうして特定の主題および潮流に関する専門家という第五のタイ

プが見られることになる。

　f）特定の主題と潮流の専門家

　ハーネフラーフは西洋エソテリシズムの現代的研究に関しておそらく最

も重要な事実として，それがここ数十年にわたって盛んになされてきたこ

とを指摘する。つまりさまざまな分野のかなりの数の研究者たちが，実際

にはこの西洋エソテリシズムの分野に属しているが，しかしそのようなか

たちでは概念化されてはいない潮流や現象を黙々と研究し著作を刊行して

きたのである。たとえば医学史家はパラケルススの著作を研究し，化学の

歴史家は錬金術の理解に貢献し，哲学史家はフィチーノやピーコなどの哲

学者について著述し，芸術や文学の歴史家は 19世紀後半の象徴主義に見

られるオカルト的なものを研究するといった具合である。これらの研究者

たちの多くは自分自身を“西洋エソテリシズムという分野の研究者”とは

けっして感じてはいないし，また中にはそう思われることを望まない人も
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いるであろう。こうした警戒心は十分理解できる。つまりそうみなされる

ことで失うものは多くとも得るものは少ないのである。“エソテリシズム

研究者”とみなされることは同僚の不審を買い評価を落としかねないので

ある。したがってハーネフラーフはいま直面している課題とは西洋エソテ

リシズム研究を一般に認められた学問研究の専門的な一分野として発展さ

せることであり，それによってはじめてこうした専門家がただたんに一般

研究者と安心して力を合わせられると言うだけでなく，しかしまたそうし

た共同によって真に実り豊かな成果を得ることができるのであるとする。

４．宗教主義的カウンターカルチャー的立場と学問的立場

　１）両者の相違

　ハーネフラーフによれば（宗教研究一般と同じく）西洋エソテリシズム

研究への宗教主義的カウンターカルチャー的接近は，ときにそれが固有な

興味深さと高い知的レベルをもつとはいえ，結局のところ学問的な志向と

いうより霊的な志向に基づいている。より正確に言うならば，その目標は

批判的な中立の立場からエソテリシズムを研究する代わりにエソテリック

な諸仮定のうえに研究を基礎づけることによって学問を──そして最終的

には西洋文化そのものを──改革するということである。こうした志向が

学問研究の本姓とはまさに衝突するがゆえに，西洋エソテリシズムの宗教

主義的カウンターカルチャー的研究は研究者たちによってまさに拒絶され

たのである。

　しかしながらハーネフラーフは，宗教主義そのものを否定的に見てい

るわけではない。ユングやエリアーデ，コルバンなどの著作家はさまざま

な点で批判される余地があるにせよ魅力的な著作を作り出してきたのであ

り，たとえ彼らと考えが一致しないにせよ彼らは我々の真剣な考慮に値し

よう。またその弟子たちが師よりは深さにおいて劣るとはいえその著作も

また興味深いものを多くもちうる。そして若干のユーモアを込めスポーツ
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から一つの例を取り，以下のように説明を加えている。

　霊的な志向のもとに西洋エソテリシズムの研究を行いながらしかしなお

学門の世界で受け入れられるのを願う宗教主義的研究者というものは，テ

ニスコートで受け入れられることを願いながら，しかしテニスのルールに

従うことを拒絶するバトミントンプレーヤーのようなものである。もしテ

ニスプレーヤーが彼らにこのコートですると考えられている試合のルール

に従うべきだと言うとき，バトミントンプレーヤーはこれを心の狭さと敵

愾心の印と解す。しかしもちろんテニスプレーヤーの言うことが正しい

のである。もしテニスの試合をしたいのならばそのルールを受け入れね

ばならないし，もしそうしたくなければどこか他の場所に行かねばならな

いであろう。しかしこれはテニスプレーヤーがテニスがバトミントンより

すぐれたものだとみなしていることを意味するわけではない。それが言っ

ているのはただテニスプレーヤーはテニスをするためにそこにいるのであ

って，バトミントンをするためではないということである。私が言いたい

のはエソテリシズムの宗教主義的研究は原則として正当なる知的な営為で

あり得るが，しかし学門世界は別なゲームのルールに基づいているのであ

る。そのルールとは信仰と学問的な理解との厳格な分離であり，知識の拡

大の基礎として議論による批判を絶えず行使するということである。

　要するに西洋エソテリシズム研究への宗教主義的カウンターカルチャー

的接近に輝かしい未来がたとえあるにせよ，その未来は学問世界の外にあ

り，もし西洋エソテリシズムの研究者が学問世界に受け入れられることを

願うならば，学問研究にとって基本的な規則を承認しなければならず，そ

れを変更するべきではないのである。

　２）イェーツ・パラダイムを越えて

　ハーネフラーフによれば現在形成されつつあると思われる西洋エソテリ

シズム研究の新しい方法は，イェーツ・パラダイムとの対照によって最も

よく定義される。それは西洋エソテリシズムを半ば自立的な“カウンター
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カルチャー”ではなく，その時代時代の一般文化の中で無視された一局面

とみなす。またそれはエソテリシズムの世俗化と近代化を創造的な更新の

継起的な過程とみなす（世俗化と近代化が宗教と魔術の衰退を伴うとする

近代主義的な──そして非歴史的な──考えとは反対に）。そしてハーネ

フラーフは以下のような定式化を行っている。

　a）啓蒙主義の時代以前に関しては，西洋エソテリシズムはただキリス

ト教文化における無視された一局面としか見ることができないだろう。前

啓蒙主義期のエソテリシズムを研究することによって我々はキリスト教に

対する明確な対抗的伝統を見いだしてはいない。むしろ我々はキリスト教

文化そのものが伝統的な教会史（教会と分派あるいはは正統と異端といっ

た単純な図式に基づいている）から考えられるよりはるかに複合的な現象

であることを発見するのである。

　b）要となる 18世紀を通じて同様に“理性”の擁護者たちに反対する“エ

ソテリシスト”の運動を想定するのはやはり単純すぎよう。ここでも鍵と

なる言葉は歴史的な複合性である。ここでもまた西洋エソテリシズムの研

究は近代性と世俗的進歩という大物語の単純さに異論を唱えざるをえない

のである。

　c）最後に 18世紀から現在に至るまで西洋エソテリシズムは出現した西

洋の世俗的で多元的な社会の中で依然として不十分な理解しかされていな

い次元として展開をみている。ここでも同様にエソテリックな，またオカ

ルト的な潮流のまじめな研究は，“宗教”と“世俗化”との関係が旧来の

近代主義的見方から考えられるよりはるかに複雑であることを十分理解さ

せてくれることだろう。

　総括的な結論としてハーネフラーフは次のように述べている。こうした

線にしたがった西洋エソテリシズムの学問的研究は，ただ単に例外者や周

辺的な流れ，“周辺的狂信者”がもつ気味悪い信仰に興味を示す研究者に

のみ重要な風変わりな仕事というわけではない。それどころか西洋エソテ

リシズムの研究は，近代主義的なイデオロギーに基づく伝統的な歴史記述

に疑問を投げかけることによって，西洋の宗教および文化一般の我々の理
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解を革新する可能性を秘めているのである。

　３）結びの比較

　ハーネフラーフの論文は 1960年代のカウンターカルチャー以後消滅し

た性的タブーと依然として存在する西洋エソテリシズム研究に対する学問

上のタブーとを対照することで始められた。論を締めるに当たってハーネ

フラーフはこの比較を再び取り上げ，カウンターカルチャー的宗教主義的

立場と学問的立場の相違を興味深く説明している。

　性はたしかに学問的な議論においてもはやタブーではない。しかしこれ

はジェンダー研究の教授が性の実践をその教授職の一義務とみなす必要が

あることを意味はしないであろう。性の実践と性の研究とはそれぞれ別の

ものであり，両者が取り違えられることはない。エソテリシズムは学問研

究においてタブーであり続けたが，それはカウンターカルチャー的宗教主

義者がこうした区別をすることをあまりにしばしば拒絶し，ただ実践者の

みが──つまりエソテリックな探求に従事している者のみが──エソテリ

シズムを十分に研究することができるのだと主張してきたからである。し

たがって彼らはエソテリシズムの研究が可能となるためには，学門の本姓

そのものがまず変わられねばならないと考えるのである。

　こうした見方の根底にある宗教主義的仮定は，西洋エソテリシズム研究

はエソテリシズムに固有な“真の本姓”と本質を解明し説明すべきなのだ

ということであり，それがエソテリシストたち自身によって主張される経

験可能な知識そのものを喚起し伝達することがなければそれはその使命に

失敗したということである。これは性的シンボリズムの研究は読者に性的

恍惚を経験させねばならないと言うに等しいであろう。明らかに学問的研

究は別な使命を持つ。性であろうとエソテリシズムであろうと“真なるも

の”を経験したいと願う人は，学者ではなく実践者のところに行くのが相

応しいだろう。しかし人間の経験や表現にとって重要なこれらの領域が西

洋文化においていかにそしてなぜ重要な役割を果たしてきたか理解しよう
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と願う人は実践者ではなく学者のところに行くのが相応しいのである。

　最後に

　以上ハーネフラーフの論を見てきたが，簡単に要約するならば，ヘルメ

ス主義，西洋エソテリシズム研究が学門として確立するためにはまず宗教

主義的カウンターカルチャー的立場と学問的立場との峻別が必要であるこ

と，しかし現在の研究上のパラダイムであるイェーツ・パラダイムはこう

した区別に耐えるにはあまりにも弱く，宗教主義的カウンターカルチャー

的解釈に容易に転じてしまうこと，したがってイェーツ・パラダイムの克

服が重要な課題とならねばならないということになろう。このようにハー

ネフラーフは学問的立場から研究としての宗教主義的カウンターカルチャ

ー的立場を厳しく批判するが，しかしながらハーネフラーフによればヘル

メス主義，西洋エソテリシズムの存在を長期にわたり無視し，あるいはほ

とんど重要性を認めない主流派学問の方も歴史の実態を見損なってきたの

である。その意味でハーネフラーフのいう西洋エソテリシズムの学問的確

立というのは主流派学問のイデオロギー批判でもあり，さらには西洋文化

の意味をも問い直すといったきわめて革命的な起爆力を秘めているといっ

てよいであろう。
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