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前書き

以下エソテリシズム研究の三つの立場，つまり親エソテリックな立場，

反エソテリックな立場，経験主義的，歴史的立場を主にハーネフラーフの

『エソテリックな諸伝統の構成について（1）』という論文に依拠しながら見て

いくが，ただ術語上のことで一言注意をしておきたい。つまり以下の論述

の中で個々の学者や研究者によってそれぞれエソテリシズムやグノーシス

主義，神秘主義，さらにオカルティズムなどの術語が使われているが，こ

れら相互の関係はいったいどのように考えたらよいかという問題である。

じつはこれはなかなか難しい問題をはらんでいるわけであるが，ここでは

大雑把にハーネフラーフの言う西欧における「第三の流れ」に関わる語と

考えていただきたい。

４．親エソテリックな普遍主義

最初に取り上げる人々の研究態度は，“グノーシス”や“エソテリシズム”

を普遍的で，したがって本質的に超歴史的な現象と見るものである。そし

てこの現象はきわめて肯定的に価値づけられている。それは特定の文化的

背景により異なった現れ方をするとはいえ，“グノーシス”や“エソテリシ

ズム”の本質はつねに，そしてまたどこにおいても同じである。したがっ

てこの種の研究も対象領域は広くかつ包括的である。以下代表的ないくつ

かの例を取り上げてみよう。
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１）ヒレス・クヴィスペル

著名なグノーシス主義の専門家であるヒレス・クヴィスペルは，ヨーロ

ッパの文化的伝統の中にある3つの基礎的な“構成要素”間のきわめて一般

的な区別を示した。つまり“信仰”（すなわち公的教会およびそこに属する

神学者たちの見方），“理性”（すなわち古代ギリシアに源を発する合理主義

的伝統），そして“グノーシス”である。このグノーシスは紀元後の数世紀

にアレクサンドリアで最初に現れたが，他の二つの構成要素から区別され

たものとして，内的経験に基づき，論証的にではなく，イメージによって

表現されるとされる（2）。この“第3の構成要素”の例として，たとえば古代

グノーシス主義，ヘルメス主義，マニ教，カタリ派，ルネサンスのヘルメ

ス主義者，ヤーコプ・ベーメ，J・W・フォン・ゲーテ，G・W・F・ヘーゲ

ル，ウィリアム・ブレーク，ルードルフ・シュタイナー，C・G・ユングが

あげられる（3）。

ところでハーネフラーフはこのクヴィスペルに対し，彼がたしかに基本

的には方法論者ではないし，その提起を理論的に発展させようともしなか

った，としその結果，クヴィスペルの“グノーシス”観には普遍主義的要

素と歴史主義的な要素との間に解決できない緊張が生じているように思わ

れると述べている。クヴィスペルはグノーシスは古代アレクサンドリアに

おいて“始まった”とみなし，その伝統をまず第一に西欧のものと考える。

この歴史的な見方はクヴィスペルの初期の著作『世界宗教としのグノーシ

ス』においては守られている。それによればグノーシスはかつては大西洋

から太平洋へと至るさまざまな民族の間に広まっていた“世界的な宗教”

だった（4）。“グノーシス”的要素の始まりとしてのアレクサンドリアという

見方は，それ以前はグノーシス的が存在しなかったということを示唆しよ

う。そして世界的規模をもった宗教としてのグノーシスという考え方はそ

れが歴史的現象だったことを示唆している。しかしながらハーネフラーフ

はこうした歴史的，地理的な“グノーシス”の境界づけは，グノーシスの

本質に関するクヴィスペルの一般的な見方とは齟齬をきたすことになろう，
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とする。クヴィスペルはしばしばグノーシスは心理学的に「自己経験の神

話的表現」と解されねばならないと述べている。グノーシス（救いをもた

らす知識）の本質は，自己の神的な本質の想起と自己の内的な神性の意識

化の経験である。こうしたものとしてグノーシスは，「宗教的統覚の基本的

な構造であり，まず何よりも人間の宗教的な可能性なのである。（5）」

そしてさらにクヴィスペルはこうしたグノーシス的なものに対する感受

性をとりわけ強くもった人々にふれ，次のように述べている。「この種の感

受性に富み直観的な本性をもった人々は，他の人々が見えないものをまさ

に見るのである。というのはグノーシス主義者は内部に真に実在的なもの，

つまりコスモスの中に存在し，また他の世界から到来したさざ波に対する

器官，受容する道具をもっているのだ。・・・・しかしグノーシス主義者

はそんなことを得意がったりせず，ただそれを哲学的な術語ヌースと名づ

ける。これは超意識，高い意識，透視，あるいはさらに適切な言い方とし

ては直観と翻訳されるべきであろう。・・・・さてグノーシスそのものに

関して言えば――このための容器がヌースなのであるが――，おそらく世

界を内部から統べているものの直観的な理解と解すのが，あるいは深みと

いうものが問題となるなら，啓示の瞬間の経験と解すのがもっとも妥当で

あろう。グノーシスは宇宙の隠れた統一の密かな知識，神々によって人間

に啓示された原初の知恵のエソテリックな伝統の密かな知識なのだ。それ

はまた人間のもっとも深い本質の顕現であり，世界における人間の意味の

開示であり，想像的な直観視なのである。」

クヴィスペルは心理学者のC・G・ユングに大いに共鳴しており，またそ

のグノーシスへのアプローチは，C・G・ユングに大きく影響されているが，

ハーネフラーフはクヴィスペルのグノーシス観はユングの心理学的普遍主

義，つまり自己の発見はすべての“真正な”宗教の根底にある中心的な関

心事なのである，という見方と考えを同じくしているとみなす。そして直

観的な人間は世界のあらゆる地域に見られ，またユングの言う個体化の心

理学的な過程は西洋人にだけ限られるわけではない以上，クヴィスペルの

グノーシス観は，グノーシスというものが宗教の歴史において普遍的な常
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数であることを含意していると結論づけねばならないだろうとする。ただ

しクヴィスペルの歴史的な見方と普遍主義的な見方との緊張関係はそれを

“本質対顕現”という図式をもち出すことによって軽減されるかもしれない

と付言している。つまり“グノーシス”の本質は普遍的だが，しかしそれ

はつねに特定の歴史的形態のうちに顕現するということである。そうなれ

ばアレクサンドリアにおけるグノーシスの“はじまり”は，ただその西洋

的な顕現における“グノーシス”の伝統にのみ関したことになろう。とは

いえこうした解決策によっても普遍主義的見方に何らかの変更がなされる

わけではないというのがハーネフラーフの結論である。

２）ピエール・リファール

リファールは近年エソテリシズム概念を積極的に展開しているフランス

の学者である。ハーネフラーフはリファールのエソテリシズムへのアプロ

ーチを普遍主義的，宗教主義的，超歴史的と性格づけているが，まずそれ

らを見ていこう。

リファールによれば“エソテリシズム”は東にも西にも見られうるし，

先史時代から現代までいつの時代にも見られうる。というのもそれは人間

が感受した存在の神秘そのものに関わるからである，とされる。ここには

あきらかに普遍主義的性格が見て取れよう。

「・・・・‘見る’ことのなかった人間は存在しない。いつの日かどん

な人であろうと明瞭さの度合いの違いはあるにせよ，事物の間で交わされ

るこの口ごもった曖昧な言語を聞いたのだ。そして星々や苔や汗のしたた

りを通してこの秘密の文字を読み，我々のもっとも深い内部の暗闇の中で

微光を発する火に指で触れたのである。・・・・こうした瞑想の仕方は子

供や詩人，予言者，聖人，そしてまた溺れやトランスのような境界的な状

況ではよく見られよう。またこうした仕方で知り，知識をもっている男性

や女性が見られないような社会など存在しない。彼らは見者，シャーマン，魔

法使い，託宣者，占星術師，神智学者，秘儀伝授者と呼ばれるのである。（6）」
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またハーネフラーフは，「宗教的統覚の基本構造，人間の宗教的可能性」

としてグノーシスをとらえるクヴィスペルの行き方と同じく，リファール

はエソテリシズムを「人類学的な構造」とみなしているとする。つまり

「エソテリシズムは存在にとって基礎的なものである。あらゆる社会，あら

ゆる時代に，さまざまな水準で，見え方に程度の差はあるものの，しかし

つねにそこにあるのである。人間が存在するところ，そこにはエソテリシ

ズムがある。というのは神秘は人類の材料であり，人間を構成するものそ

のものなのである。（7）」

次の宗教主義的性格とは，たとえばリファールがデュポン－ソメやショ

ーレム――このショーレムに関しては後述――などの学者たちを，その研

究対象の外にとどまり続けているがゆえに批判するところで明らかとなろ

う。「これらの人々はエソテリシズムについては何でも知っている。しかし

ときに彼らはエソテリシズムのエソテリシズムについては何も理解してい

ないのだ。」ハーネフラーフは結局このような批判の根底には「エソテリシ

ズムであることなしにエソテリシズム研究者となることが可能か」という

問いがあるとし，リファールはこれに対し否定的であろうとする。

またリファールはエソテリシズムは社会的現象であるが，しかし文化的

現象ではないとするが，ハーネフラーフによればこれはエソテリシズムが

究極的には超歴史的であることを意味するだろうとされる。「まず文化を言

う人は，文明の遺産を言う。たしかにエソテリシズムにおいて我々は知識

や技術，さまざまなものの伝達を見いだす。しかしそれはいかにしてなさ

れるのか？それはけっして文化的な手段，つまり模倣や教育によって，多

少とも意識的な仕方でなされるわけではない。すべてのエソテリシムズは

不変で，確実な源泉への帰還として出現するのである。・・・・それは文

化におけるように，伝達や革新にではなく，再活性化する感受性に関わる

ことなのだ。エソテリシズムは長い歴史，つまり人々によって伝達された

知識の堆積から生じるのではなく，永遠の再活性化から生じるのだ。エソ

テリシズムは伝承ではあるが，伝達ではない。（8）」

以上リファールの普遍主義的，宗教主義的，超歴史的な観点がどういう
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ものであるかを見たが，こうした立場からリファールは“真正な”エソテ

リシズムとみなされうるものに対する二つの判断基準を提出している。（１）

エソテリシズムは“コレスポンデンス”（アナロジー，コンコルダンス）に

基づいた世界観であり，しかもそのコレスポンデンスは有機的に関係し合

っている。詩，神話，“未開人”や子供たちの思考はたしかにすべてコレス

ポンデンスを使うが，しかしエソテリシズムに特徴的なのはそれがコレス

ポンデンスを有機化し，調和化しょうと努めることである。（２）エソテリ

シズムは思考の構造，精神機構の普遍的“法則”の構造を示す。エソテリ

シズムはさまざまな思想や教義を提出するが，しかしそれらを統一するの

は思考のある構造である。そしてこの構造の不変数は“秘法の原則”，ある

いは秘密の崇拝である。さらにリファールは8つの“不変数”――ただしそ

れらと“秘法の原則”との関係はいささか不明確ではあるが――をあげて

いる。それは以下の通りである。（i）著者の非個人性，（ii）秘教的と顕教

的との対置，（iii）霊と物質を仲介する“霊妙なもの” という概念，（iv）

アナロジーとコレスポンデンス，（v）数の重要性，（vi）オカルト・サイエ

ンス，（vii）オカルト・アート，（viii）秘儀伝授。

ところで自分の試みを例証しようとリファールはこうした枠組みを一方

で『タブラ・スマラグディナ』に，一方では19世紀のスピリティズムにあ

てはめてみる。彼の結論は前者はエソテリシズムの一例であり，一方後者

はそうではないというものである。ハーネフラーフの言うようにこれは言

うまでもなくかなり注目すべき結論であろう。そのたいんへんに包括的な

試みにもかかわらず，リファールはただスピリティズムがエソテリシズム

には属さないというだけではなく，現代のオカルティズムでさえ――それ

が歴史的にはエソテリックな伝統と関係しており，たいていは“エソテリ

シズム”の一例としてみなされるにもかかわず――自分の言う不変数によ

って定義された領域内にただちに入るとは限らないというのである。

リファールのエソテリシズム再構成はしたがって一方ではすこぶる包括

的，普遍的であるが，しかし他方では排除的であるということになろう。

つまりふつうは“エソテリシズム”に属しているとみなされてはいるが，

―110―

西洋エソテリシズム研究とハーネフラーフの経験主義的方法（2）



しかしリファールによって非エソテリックと考えられるある種の現象に関

しては，排除的なのである。ところでハーネフラーフはこれとの関係でク

ヴィスペルが，グノーシスとニューエイジ運動のような現象との関係につ

いて問われた時，“真正な”グノーシスとたんに‘俗流の偽のグノーシス’

とを区別しようと答えたという事実を思い起こすことが重要だとする。そ

してこの点でクヴィスペルの場合も，またリファールの場合も根本的なデ

ィレンマを示している。それはエソテリシズムの研究だけではなく宗教一

般の研究においてもつねにつきまとうディレンマなのであると指摘してい

る。「問題は『真理は歴史的なカテゴリーではない』，しかし自分が真理と

みなすものによって霊感を与えられた多くの研究者はそれにもかかわらず

真理の歴史を書くという誘惑に抗しきることができないのである。クヴィ

スペルやリファールなどと同一線上に立つ研究者は，“偽エソテリシズム”

はエソテリシズムの一例ではまったくないと考えるだろう。ちょうど偽の

金が本物の金とは何の共通性ももたないように。したがってエソテリシズ

ムの研究は偽エソテリシズムを視野に入れるべきだということは，金を研

究する者は偽の金を同時に研究しなければならないというのと同じく馬鹿

げたことになろう。こうした論拠を強調するのは“実在論者的な”立場で

ある。それは“金”という言葉で言われるような何かある実体が存在する

と仮定している。当然ながらこうした立場に立つ研究者は真なるものと偽

ものとを区別する手段をもっていることを確信していよう。この立場を別

な言葉で言い換えるならば，エミックとエティックの弁証法――これは解

釈学的な“奇妙さ”という前提に基づいており，研究者は真と偽とを区別

できるような洞察の水準には達していないという仮定をもとにしている―

―は，この立場に従うなら，より高い総合によって超越されねばならない

のである。信仰者の観点はより高い観点から支配され，これがもはやたん

なる“解釈”ではなく“真理”として出現してくるのである。これが程度

の違いはあれ，宗教主義的なエソテリシズムの再構成すべての根底にある

仮定である。（9）」
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３）ペレニアリズム（永遠の哲学派）

ペレニアリズムは我が国ではあまり知られてはいないが，欧米では隠然

たる力を誇っているようである。その代表的人物としてはアナンダ・コマ

ラスワミ，ルネ・ゲノン，フリチョフ・シュオンなどがあげられよう。ハ

ーネフラーフによれば，ペレニアリズムはその徹底した，非妥協的な，あ

きらかに教義的性格によって他の宗教主義的な傾向とは一線を画される知

的な運動であるが，それにより親エソテリックな普遍主義の内的な論理が

いっそう明確に示されていると言う。つまりクヴィスペルやリファールな

どの学者，またそれと似た立場に立つ学者たちは，“歴史的意識”と何らか

の折り合いを図ろうとする。しかしいわゆるペレニアリズム学派あるいは

伝統学派はそうした妥協を一切しない。近代をそのあるゆる形態において

（経験主義，相対主義，唯名論，歴史主義を含む）断固として拒絶するこの

ペレニアリズムは，その意味でクヴィスペルやリファールなどの試みより

首尾一貫しており，エソテリックな普遍主義を前提として，その論理的帰

結を徹底的に考え抜く。そしてそれを隠そうという意図はもたない。また

こうした理由からペレニアリズムは学問の世界から進んで身を引き離し，

こうして学問の世界の方もこれに返礼をすることになった。この意味では

ハーネフラーフの関心がエソテリシズムの学問的研究にはどんな行き方が

あるかということである以上，ペレニアリズムを特にここで論じる必要は

ないことになろう。しかしハーネフラーフがここでペレニアリズムを考察

の対象とするのは２つの理由，つまり“エソテリシズム”という概念がペ

レニアリズムの考え方のなかで中心的役割をにない，かつエソテリシズム

の現在の研究がそれに大きく影響を受けているという事実があるからであ

る。

ハーネフラーフによれば，ペレニアリズムがエソテリシズムの研究に適

用されるというよく見られる考えはほとんど誤解に基づいている。ペレニ

アリズム的な言い方では，“エソテリズム”はすべての大宗教の伝統の仮想

的な“超越的な統合”に関する形而上学的な概念である。ペレニアリズム
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は換言すれば宗教の比較研究の試みなのである。そうした検討の枠内で言

うなら，“エソテリシズム”はある何らかの歴史的宗教や宗教的伝統に関わ

るというより，顕教的な宗教間の超越的な統合に関わる理論的概念である。

ペレニアリズムの著作家たちは“エソテリシズム”がけっして特定の歴史

的に明白な伝統に適用可能な一般的なエティックなレッテルとは考えなか

った。そして歴史的な伝統がエソテリックな真理のエクソテリックな容れ

物として示される時でさえ，ヒンドゥー教やイスラームのような宗教に対

するはっきりとした好みが見られる。ほとんどふつうは異論なく西洋のエ

ソテリックな伝統の典型（たとえばヘルメス主義的錬金術やキリスト教神

智学など）とみなされる歴史的な流れは，ペレニアリズム的見方では特別

重視されることはない。以上のことからハーネフラーフは，ペレニアリズ

ム的意味において“エソテリズム”は通常の歴史的意味における“エソテ

リックな伝統”を再構成するための概念として意図されているわけでもな

いし，またそう誤解されるべきでもないと結論づける。

さらにハーネフラーフは，ペレニアリズムとエソテリシズムの研究が異

なった対象領域と異なった目標をもってるのに加えて，前者はそれ自身の

前提からみて学問的な方法とはおよそ言えないと述べる。

「ペレニアリズムがそれ自身の形而上学的枠組みを宗教の本性に関する

絶対的な真理であるとみなすことにより，何か新しいもの，思いもかけぬ

ものの発見の可能性はおのずから排除される。“宗教の真理”を“研究”の

出発点とするということは，研究をたんなる説明に還元しまうことである。

ペレニアリズムの含意することはレン・ボウマンによってきわめて明確に

指摘された。ペレニアリズム的信条へのいかなる批判も“勝ちめのない論

理（no-win logic）”によってたちまち無効にされる。『もしあなたが理解す

るなら，あなたはきっと同意なさるでしょう。もしあなたが同意しないな

ら，それはあなたがあきらかに理解していない証拠なのです。』またペレニ

アリストたちは相違というものを無視して統一だけを強調すると反論した

ところで事態はよくなるわけではないであろう。『相違の認識というものは，

そう低次の，神学的，哲学的，あるいはエソテリックな次元に属していま
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す。一方統一の認識は形而上学的であり，エソテリックなのです。こうし

た批判を向ける人たちはあきらかにより低次の次元で物事を考えているの

です。（10）』」

このようにペレニアリズムは一つの極端な例ではあるが，しかしクヴィ

スペルやリファールなどの試みに潜在的にひそんでいる傾向をはっきりと

示しているとハーネフラーフは言う。つまり彼らはエソテリシズムの研究

をエソテリシズムの布教と混同する傾向をもつのである。

５．反エソテリシズムの立場

以下反エソテリックな学者，研究者を見ていくが，ハーネフラーフによ

ればこうした研究者の態度を考えるうえで“隠された伝統”という観念が

重要である。つまり一方ではこの観念は“秘密の教義”とか永遠の知恵と

いったロマンティックな考え，人類のために啓発された人々やグループに

よって何世代にもわたって伝えられてきたとみなされるが，しかし一方で

はそれは，暗く非人間的な力の隠れた陰謀という（少なからずロマンティ

ックな）考えに容易に転化しうるからである。そして“エソテリシズム”

という語のもつ感情的含みや“オカルトに対する恐怖”はこの転倒した文

化的神話に大部分由来するのである。

１）エリック・フェーゲリン

ドイツ系の政治史家エリック・フェーゲリンは少なくともアメリカの保

守的な知的世界では一種の教祖的存在となっているようである。ここでハ

ーネフラーフはもちろんフェーゲリンの哲学そのものを問題にしようとい

うのではなく，もっぱら広い影響力をもつとされるその“グノーシス主義”

の理論に焦点を合わせて議論を進める。

1939年フェーゲリンは『政治的宗教』と題された小冊子を出版し，その

中でマルクス主義や国民社会主義などの現代の政治的大衆運動は「宗教的」
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運動とみなされねばならないと論じた。その後これらの運動に完全に適用

しうる術語として“グノーシス”を発見したようである。1952年には『新

政治科学』が刊行され，その第4章から第6章では“現代のグノーシス主義”

が論じられている。その中で17世紀のピューリタン運動を例にとりながら，

フェーゲリンは“政治的グノーシス”の本質を‘内在的な歴史的手段によ

って超越的な完全なる王国を実現しようとする病理学的試み’と定義した。

ハーネフラーフはこの定義については２つのことが注意されねばならない

とする。まず第一にこの定義はグノーシス主義とミレニアリズム／アポカ

リュプティシズムとの基本的な混同に基づいていると思われる点である。

実際この点はのちに批判者たちによってしばしば指摘されており，事実そ

の通りと言えよう。第二はフェーゲリンが“政治的グノーシス”を，そし

て暗にグノーシス一般を“病理学的”と性格づけている点である。つまり

グノーシスは精神の病いなのである。グノーシスが病理学的だというのは，

フェーゲリンによればそれが本来不可能なこと，つまり超越的な領域の内

在的な実現を試みようとする事実によって示されている。

「本来自然というものは変化されえないものなのである。しかしながら

グノーシス主義的政治家は自然をとりあえずは不明瞭な手段によって変え

ようとする。不可能事を実現しようという意図が政治活動の目標とされれ

ばされるほど，その計画は実現されえないものとなる。ある人間がこれが

自分の意図なのだと宣言すればするほど，当の本人の精神的状態は精神病

理学的なものであることが露呈されるのである。グノスティックな政治学

の本質は精神の病いとみなされねばならない。（11）」

ハーネフラーフの言うごとくグノーシスが本質的に病気である以上，フ

ェーゲリンが“古典的，キリスト教的伝統”と呼ぶものの代表者たちは，

それを一つの世界観としてまじめに取り扱う義務はないことになろう。グ

ノーシスはまじめな宗教的，知的選択肢ではなく，「西洋文明の内部にでき

た病的な腫瘍」なのである。この病気はもし必要ならば，グノーシス主義

という癌を力の行使によって取り除くことにより癒されねばならない。フ

ェーゲリンはその後古代グノーシス主義の歴史的研究の成果を踏まえ，グ
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ノーシス主義というものを何度か定義し直しているが，ハーネフラーフに

よればフェーゲリンの考えは本質的には変化していないと言う。そしてフ

ェーゲリンの哲学および政治理論全体の知的重要性を疑うつもりはないも

のの，しかしその広い影響力をもったグノーシス主義の理論はたんに伝統

的な異端論的カテゴリーの現代的に洗練された現れでしかないと述べてい

る。「フェーゲリンはその知的歩み全体を通し，悪魔的な敵によって何世紀

もの間たえず脅威にさらされた“真理の偉大な伝統”というメロドラマ的

な観念に――時々誇大妄想と言えるほどに――取りつかれ続けた。“グノー

シス主義”を定義し，また再定義しようとする彼の何度も繰り返され，首

尾一貫しない試みは，彼がその言葉を現代世界にとって悪いものすべて，

さらに一般化すれば，“真理（つまりフェーゲリン自身の見方）に反するも

のすべが入るがらくた入れの言葉として使っていたという根本的な事実を

露呈している。こう考えるなら，フェーゲリンが必要ならば容易にこの言

葉を別の，しかし同様に含みのある“妖術”や“魔術”といった言葉で置

き換えることに驚くことはないだろう。（12）」ところでハーネフラーフは，

フェーゲリンのこうした見方ともう一つの激しい反近代主義的“伝統主義

的”流れ，つまりペレニアリズムとの一見奇妙で当惑させるような類似性

に注目を向けさせる。つまりペレニアリズムを論じた時に出会った論理，

「もしあなたが理解するなら，あなたはきっと同意なさるでしょう。もしあ

なたが同意しないなら，それはあなたがあきらかに理解していない証拠な

のです。」という「勝ち目のない論理」がここにも貫徹されるとする。しか

し今回はそれだけではすまないのである。もし歴史家がフェーゲリンやそ

の弟子たちに知られている“真理”を知らないのなら，それはその真理が

発見しがたいがゆえにではなく，その歴史家がかたくなにそれを見ること

を拒否するからである。そしてこれは歴史家がグノーシス主義者のサタニ

ズムに恐ろしいほど近いことを意味するかもしれないのである。

以上見てきたように，フェーゲリンのグノーシス主義観というのは学問

的にはほとんど見るべきものがないように思われる。しかしながら実際に

はフェーゲリンの主張は広い影響力をもち，とりわけ社会学的研究には広
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汎な影響を及ぼしているのである。ハーネフラーフはこうした状況を説明

するのに役立つと思われる重要な要因として，“グノーシス主義”という語

のもつ完全にプロパガンダ的な力をあげ，これがフェーゲリンがその言い

方が不正確であり誤解を招きかねないものであるにもかかわらずなぜそれ

を変えなかったかの主な理由だったかもしれないと述べている。古代グノ

ーシス主義および中世の“魔法”および魔術両者に関する異端論的なプロ

パガンダは啓蒙主義の衝撃の下に著しく弱められたのではなく，フェーゲ

リンのような“神秘主義哲学的な”理論のみならず，多くの世俗的な“オ

カルト”理論にも影響を与え続けたということであり，現代の世俗的な

“エソテリシズム”再構成において際立つエソテリシズムの“陰謀”および

“病気”解釈は，歴史的には古代の神学的恐れのうちに根をもつということ

なのである。

２）カール・ラシュケ

ハーネフラーフによれば前節で見たフェーゲリンと同種のグノーシス観

が宗教史家カール・ラシュケの著作にも見られる。ハーネフラーフがまず

問題にするのは1980年に刊行されたラシュケの著作『永遠の断絶：近代グ

ノーシス主義と新宗教意識の起源』である。そしてこれは1960年以降の新

宗教をふつう多く見られる社会学的な視点からではなく，歴史的観点から

捉えた数少ない研究の一つとされる。ラシュケは新宗教的意識の起源を古

代グノーシス主義にあると考えるが，しかしとりわけ18世紀以来の発展に

議論をしぼっている。こうしてラシュケはシュトゥルム・ウント・ドラン

グやドイツ観念論，ドイツロマン派，超絶主義，ニューソート，国民社会

主義などの運動，またカーライルやショーペンハウアー，ニーチェ，イェ

ーツ，シュタイナー，グルジェフ，ウスペンスキー，ベルクソン，ユング，

ヘッセなどの影響力ある人物たちに関し多くの議論を費やす（13）。ラシュケ

の議論の方向はほぼフェーゲリンのそれと同じであるが，その本では名前

はあげられてはいない。
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ハーネフラーフによればこれらの運動や人間たちすべては基本的には同

種であるというのがラシュケの結論である。そして現代の新宗教というの

は，「西洋文化において2千年前にその種は播かれたとはいえ，少なくとも

この2百年来，とくに18世紀以来，はっきりと動きだした諸力の頂点を形成

するものである。私はこの現在の現象が，私が近代“グノーシス主義”と

名づけるものであると主張したい。（私がここで使っている“グノーシス主

義者”というのは古代ギリシア・ローマ時代の霊知的宗教グループに関心

をもつ研究者たちの使う意味よりはるかに広いことをお断りしておく。こ

のグループはその名を自ら用いたと言われており，初期キリスト教教会の

主要な競争相手であり，教会はこれを後世にとって有害な異教であるとの

烙印を押した。）近代グノーシス主義はたんに地下の宗教共同体を包含する

だけではなく，人間の本性や社会，歴史に対するある種の知識人たちの根

本的態度を包含している。・・・・今日ではグノーシス主義者は近代の産

業社会の“進歩”に対する歯止め役をはたしていると解されねばならない。

彼らは近代の歴史の針路に異議を唱え，無時間の領域の内部に救いを求め

る。彼らの情熱は人間の時間がもつあらゆる両義的なものの内で生きる生

に対してではなく，時間的なものの次元を超えた，永遠のうちなる救いに

対してあるのである。（14）」

ここでハーネフラーフが注目するのはラシュケのグノーシス主義に対す

る定義というものが，結局は「時間と歴史に対する反逆」という一点に尽

きるということである。そして歴史に対する反逆がたしかに現代のネオ・

グノーシス主義的運動においてはあきらかに共通な要素となっているとは

いえ，どんな専門家もそれをすぐれて古代グノーシス主義の決定的性格と

みなすことはないだろうと述べ，何より重要なのはここで“グノーシス主

義”の定義づけの試みとこの定義に従って再構成される“伝統”という論

の進め方がまた見られるということであると指摘する。ところでラシュケ

はこの“グノーシス主義的”行き方をきわめて否定的に見ていることを明

らかにする。その極端な個人主義と“ナルシズム”を強調しつつ現代のニ

ューエイジ現象を一瞥したのち，ラシュケは陰鬱な調子で次のように締め
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くくるのである。

「最近のグノーシス主義者の種族たちに見られる社会意識の完全なる欠

如は，近代の諸力によって荒廃させられた中流階級文化の終焉の印である。

新グノーシス主義は，ローザクの示唆するように荒地の終わりを意味する

のではなく，その拡大なのである。グノーシス主義は共通の目標というも

のの死，未来に対する恐れ，あらゆる人間を巻き込む心理戦争における自

己正当化の狂熱が存在するところではどこでも栄えるのだ。グノーシス主

義者は歴史の打ち寄せる潮に対し，自分の手足を伸ばすようなことはせず，

軟体動物のように身を引き込ませるのである。彼は自意識の輝きの中で楽

しく過ごせる時幸福を感じる。しかしながらそれは結局自分の家を燃やし

ている火を映し出す光であるかもしれないのである。（15）」

とはいえハーネフラーフによれば『永遠の断絶』は本格的な学問研究と

して考えられており，ラシュケが自己の好みや反感を隠すことはないとは

いえ，この著作は全体としてかなり客観的に書かれた本と言えるとされる。

ところがこの10年後に一般読者向けに書かれた本においては趣はさらにこ

となってくる。この本はいわゆる悪魔的犯罪に関する議論のために書かれ

ており，『ペインテッド・ブラック（15）』と名づけられている。そしてラシュ

ケは悪魔的犯罪の伝播の実在性を信じており，それを長い歴史的伝統の結

果と考えているのである。ハーネフラーフは両者を比較して，『永遠の断絶』

が“グノーシス主義”を主に人間の思考に間欠的に現れる一つの傾向（つ

まり，時間や歴史を監獄とみなす傾向）とみなし，また“理性の病”症候

群のおだやかな形態と解釈しているといってよいのに対し，『ペインテッ

ド・ブラック』においては「暗黒の系譜」というものがあからさまに語ら

れることになる。ここでは同じグノーシス主義的伝統があきらかに悪魔的

な陰謀の性格をとっているのである。そしてそこでは，現代のサタニズム

は善と悪，光と闇が等価であるグノーシス主義的，マニ教的“二元論的教

義”と結びつけられ，グノーシス主義，カタリ派，テンペル騎士団，また

アダム・ヴァイスハウプトのイルミナーティなどの運動は，オカルティズ

ム的陰謀説というおなじみの論理によってたがいに結合されることになる。
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こうしてここから生じる全体の印象は，西洋の歴史を通じて暗黒の諸力の

邪悪な伝統が生き続けており，“オカルト”と関係するどんなものもあるい

はこのような伝統の一部ではないかと疑いたくなるのである。そして“秘

密の崇拝”はこれらの運動が日の光からは隠されていなければならない秘

密をもっていることのさらなる証拠として強調されることになる。

このようなラシュケの主張をフェーゲリンの主張と比較しつつ，ハーネ

フラーフは次のようにのべる。彼らに特徴的なのは，彼らが歴史的伝統を

解明すると言っておきながら，その根拠づけが歴史的というよりは哲学的

であるという点である。両者に一致したやり方は，“似たもの”として示さ

れるものはどんなものであれ――たいていそれは抽象化によってなされる

が――関係があるのだと仮定することである。ひとつの“伝統”というも

のはこのように再構成されうるものであり，その妥当性は先行する思想が

それに続く世代に影響を与え，またその世代によって解釈されるという歴

史的経過に決定的に基づくというのではなく，ある抽象的な思考形態の仮

定された“普遍性”に基づくのである。こうしたフェーゲリンやラシュケ

の行き方に対し歴史家というものは，相違が往々にして類似と同じく重要

であり，たんに類似性に基づく“関係性”の仮定は間違った結論に導きや

すいと主張するであろう。影響や（再）解釈によって歴史的発展があると

ころで，問題となる思想は問題となる人間やグループ独自の個的貢献によ

り「具体性」に達する。フェーゲリンやラシュケなどの試みに共通して見

られるのは，相違は小さな問題として軽視され，また歴史的関係の問題は

容易に見過ごされるということである。ある思想がある時代に“広まって

いた”というたんなる主張が，往々その時代に生きていた人はそれらに影

響されたことを示す十分な証拠とみなされる。その人間がその思想によっ

て何をしたかはさほど重要とは考えられない。おそらくそうしたことを問

題にしだすと全体の構図の単純さと普遍性とを脅かしかねないからであろ

う。歴史的変化という要素は人間精神の“普遍的な”あり方重視ゆえに軽

視されるのである。このようにフェーゲリンやラシュケの方法と歴史家の

方法とを比較したのち，興味深いことに“反エソテリックな”著者たちが，
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前述した“親エソテリックな”著者たちと類似していることを指摘する。

“反エソテリックな”著者たちもまた“実在論的な”仮定のもとにあるから

である。ただし今度は“金”は状況が違えばたいへん違って見えはするが，

しかしそうした相違は結局金は金である以上たいした問題ではないとみな

すことになる。これに対し経験主義的試み，つまりハーネフラーフが擁護

しようと思っている試みは，真実の金と偽の金とを区別する学問的な手段

をもたない。しかしながらハーネフラーフによれば経験主義的歴史家は研

究している実体が何であれ，その歴史的変形――変容でさえも――の各段

階を正確に区別することはできるのである。

３）マルチェロ・トゥルッツィ

ハーネフラーフが検討する“反エソテリックな”理論の最後のものも同

じく非歴史的傾向を示す。これは社会学者のマルチェロ・トゥルッツィの

論文が典型的に示している“オカルトの社会学”といわれるタイプである。

‘オカルトの定義と次元’に関する広く読まれた論文（初出1971年）におい

て，トゥルッツィは定義の重要性に注意を向ける。というのも何を固有の

性格と考えるかで分析の結果は大きく変わってくるからである。“オカルト”

や“オカルティズム”（これらの術語は同じような意味で使われている）に

関してトゥルッツィは，問題はたんに語義上のことだけではなく言外の意

味のことでもあると正しく見ている。トゥルッツィの定義は次のようなも

のである。

「さまざまな点でオカルトは何らかの意味で逸脱した知の主張，科学や

宗教の支配的な主張には適合しない知の主張のための残り物のカテゴリー，

くず箱である。そしてこうした知の主張はいったん支配的な科学や宗教の

うちに受け入れられてしまうなら，それはオカルティズムとしての立場を

失うのである。・・・・オカルトとされる多くのもの（すべてとは言わな

いまでも）の共通分母は，それらが我々によって一般的に受け入れられて

いる“真理”の文化的貯蔵庫には入らないようなものに関わるということ

―121―

帝京大学外国語外国文学論集　第8号



である。すなわち我々はここで常識や制度化された（科学的，宗教的）知

を否定する主張に出会うのである。この一般的に認められている信念の否

認がまさにオカルトを何か奇妙で，神秘的，不可解なものにするのである。

逸脱し，否認する知の主張をこととするのがまさにオカルトの特性であ

る。（16）」

これに対しハーネフラーフはこうした試みの決定的で致命的な問題は，

それがたんに完全にそれ自身非歴史的というだけでなく（もしそれだけな

らば歴史的試みによる補完というこが考えられよう），こうした前提に立つ

試みというものが歴史的研究の可能性をまさに排除してしまうという点で

あることを力説する。そしてこれに関して以下のように述べている。

「“オカルトの社会学”というものは，オカルティズムが近代への反動で

はなく，近代的な世界観の形成にはるかに先立つ諸伝統の近代的な継続で

あるという豊富な歴史的証拠を無視する。“科学”と“非合理的なもの”と

いう人工的な二元論を仮定することにより，それはさらにヘルメス主義が

実際同じ近代的な世界観の形成に歴史的に貢献した複雑な過程を無視せざ

るをえない。さらにオカルティズムにただ否定的，間接的に（つまり合理

的，科学的世界観と対比することによって）接近することは，それをそれ

自身の言葉で，それ自身の前提に立って理解するという可能性を排除する

ことになる。こうした態度のうちには，暗にそのような理解の試みは実り

が少ないという考えがあきらかに示されているのである。オカルティズム

を非合理的で非科学的なものと定義することは，トゥルッツィ自身の基本

的な見方を考慮するならば，オカルティズムの信念は無意味だということ

を言っているにすぎないのである。結局はいわば何の意味もない“空騒ぎ”

でしかないような信念をなぜまじめに研究する必要があろうか？　こう考

えてくると結局驚くような結論に至ることになる。つまり上記のような前

提に立つオカルティズムの社会学的研究は――その信念やその歴史には何

の関心も示さず――言うならばオカルティズムの研究ではまったくないの

である。ジョイムズ・ベックフォードはこの理由を次のように説明してく

れている。つまり実際のところ多くの社会学者は，ただ逸脱に関する還元
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主義的理論や誤謬の社会学の便利な説明道具としてのみオカルトに関心を

もっている。逸脱の概念や逸脱の増大，逸脱というラベル貼りはオカルテ

ィズムのグループを個人的，社会的問題の事柄に容易に還元しえる出来合

いの概念的，理論的枠組みを提供することになった。それはまるでこれら

の運動がその意味を疎外，異常，喪失や“理性からの逃走”といった表現

にたちまち還元されてしまう概念や仮定のきわめてねばっこいクモの巣に

ひっかかってしまうようなものなのである。（17）」

とはいえハーネフラーフはエソテリシズムの研究において社会学的研究

の方法を拒否しようとしているわけではない。それどころかそうした方法

がエソテリシズムという分野の理解を大いに豊かにすることを認めること

は言うまでもないであろう。ただしハーネフラーフが強調するのは，学問

的に有効であるためには社会学的方法は歴史的見方と両立しなければなら

ないということである。

以上親エソテリックな立場と反エソテリックな立場を見てきたが，ハー

ネフラーフはこの二つの立場を比較して，両者ともイデオロギー的な関心

によって強く影響を受けている点を指摘する。つまりもし宗教主義的試み

が前述したようにエソテリシズムの研究をエソテリシズムの布教と混同し

ているとするならば，フェーゲリン，ラシュケ，トゥルッツィなどの試み

はそれを反エソテリックな信条の布教と混同していることになるのである。

６．経験主義的研究

１）アントワーヌ・フェーヴル

アントワーヌ・フェーヴルは現在エソテリシズム研究においてもっとも

指導的立場に立つ学者と言えよう。またエソテリシズムの定義および方法

論の問題に関しても自覚的，積極的に取り組んでおり，その影響力も自国

のフランスはもとよりアメリカにおいても，そしてさらに最近ではドイツ

においても拡大しているようである。ハーネフラーフはフェーヴルの方法
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論的立場を経験主義的，歴史的立場と位置づけているが，ハーネフラーフ

の経験主義的方法論自体フェーヴルの影響を大きく受けていることはたし

かであろう。ハーネフラーフと同様フェーヴルも経験主義的立場から宗教

主義的普遍主義というものには反対する。それはたとえばつぎのような発

言からはっきりと読み取ることができるだろう。「たしかに東洋には何人か

の人々がエソテリシズムと何らかの対応関係を作ろうとした言葉が存在す

る。しかしこれらの言葉はエソテリシズムとは異なった意味合いをもって

いるのである。それらの言葉は我々がいま問題としている領域に適合させ

るには，あまりにも多義的であり，概念的にあまりにも狭すぎたり，人間

学的にあまりにも広すぎたりする意味をもつのだ。（18）」

このような反普遍主義的な経験主義の立場からアントワーヌ・フェーヴ

ルは，エソテリシズムを西洋の歴史において近世初期（15世紀の終わり）

にはじめてはっきりとした形態をとりはじめた――とはいえその根ははる

か古い時代にまで遡るが――ある明確な“思考様式”あるいは諸傾向の集

合体と定義している。そしてこの意味でのエソテリシズムは，4つの固有の

特徴――それらは多かれ少なかれ相互に結びついているが――と2つの追加

的な非固有の特徴，つまり存在することも存在しないこともある特徴よっ

て性格づけられるとする。以下ハーネフラーフの要約に従いそれらの特徴

を簡単に紹介しておこう。（19）

（１）コレスポンデンス（照応）

象徴的なものであれ，実際のものであれ照応関係が可視的な宇宙および

不可視の宇宙のあらゆる部分の間に存在すると信じられる。「これらの照応

関係は一見したところ多かれ少なかれヴェールに包まれており，したがっ

てそれらは読まれ，解読されねばならない。全宇宙は鏡の劇場であり，解

読されるべき象形文字群からなっている。すべてのものは印であり，すべ

てのものは神秘を隠し，またそれを示す。」自然の可視的な部分と不可視の

部分との間の照応関係と自然（宇宙）と啓示文献の中で示されるような歴

史との間と照応関係は区別される必要があろう。

（２）生ける自然
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複合的，複数的，位階的な自然という見方は，ルネサンスのマギア理解に

おいてもっともよく示される。生ける周囲世界としての自然――共感と反

感のダイナミックなネットワーク――の認識は，さまざまな魔術的実践，

“オカルト”医術，錬金術の枠組みに基づいた神智学的な霊魂の救済などと

いった具体的な実践のための理論的根拠を与える。

（３）想像力と媒介

照応という観念には，儀式や象徴，媒介する霊的な存在などによって他

界世界と低い世界とが仲介されるといった可能性が含まれる。たんなる幻

想とは違って想像力は，魂の器官とみなれ，それによって人間は媒介する

世界，中間世界，ムンドゥス・イマギナリスを認識したり，幻視したりす

ることができるのである。イマギナツィオはグノーシスを得るための第一

の道具である。「それは自己を，世界を，神話を知るための道具であり，現

象の表面を貫いて，意味や諸関係を瞬時に明らかにし，不可視なものを可

視なものに変ずる火の眼なのである。」

（４）変成の経験

この錬金術の用語はおそらく“発展して行く秘儀伝授の道”とい概念を

定義するのにもっともふさわしいであろう。エソテリシストはコスモス，

神，自己の隠された神秘への洞察を得，存在のあらゆるレヴェルにおいて

浄化の過程を歩んで行くのである。

（５）コンコルダンスの実践

コンコルダンスの実践には，神的照明，最高度のグノーシスを得るため

に2つ，あるいはそれ以上の伝統間の，ときにはあらゆる伝統間の共同世界

をつくろうという明らかな傾向が示される。

（６）伝達

伝達は師から弟子へのエソテリックな教えの流れを指すが，この流れは

すでに掘られている水路に従い，すでに決められているコースを守って行

く。この要素には権威ある霊的知識の歴史的系統（エソテリックな真理の

“伝承”）および霊性上の師が弟子にその知識を授けるエソテリックな秘儀

伝授という２つの観念が含まれている。
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以上６つの特徴を見てきたが，フェーヴルはこれらの特徴が教義上の内

容に関わるのではなく，むしろ我々がさまざまな経験や想像物を整理しう

る容れ物として使われるべきことを強調している。こうしたものとしてそ

れらはある明確な“思考様式”，その歴史的な現れがきわめて多様であるよ

うな“思考様式”を境界づけるのに役立つことになるのである。

ところでハーネフラーフはこのフェーヴルの定義に関し，その概念的な

位置づけとそれがエソテリシズムの伝統を“再構成する”仕方に留意しつ

つ次のように述べている。フェーヴルの言うエソテリシズムは，「長期にわ

たり同族的な類似性ゆえに関係あるとみなされる一群の観念という意味で

の“複合観念”である。こうした基礎の上に立つエソテリックな伝統とい

うのは，個人および／ないしはグループがその生や思考において前代に定

式化されたエソテリックな観念に強く影響され，また彼らがそうした観念

を自分たちの時代の特定の要求や文化的文脈にしたがって用い，発展させ

ていくような歴史的連続体と定義されよう。このようなエソテリックな伝

統の通時的研究は，歴史的時間の不可逆性を認めない以上，起源的，発生

的であらざるをえない。そうした研究は長期にわたって諸観念の起源を追

跡することになるが，それはそれらの観念の超歴史的，メタ歴史的な類似

性や統一性をとりわけ示そうという意図をもってではなく，ましてやある

観念の歴史的な“先取り”を示そうというわけではなく，人々が過去の近

づきうる諸観念を扱う――つまり受容し，（再）解釈し，（再）構成する

等々――複合的な仕方を明確にしようという意図をもってなのである。し

かしながらこうした発生論的な試みは，比較的恒常的な要素，つまりある

種の宗教的経験，そうした経験から引き出しうるある種の推論，観念や基

本的仮定から生ずる“論理的圧力”，さまざまな前－合理的な要素等々を認

識するための余地は残そう。（20）」

ハーネフラーフは以上のことに関しさらに説明を加えているが，以下そ

れを見ていこう。ハーネフラーフによればフェーヴルの定義は帰納的な研

究の基礎のもとに理論的な一般化を可能にする。つまりある歴史的諸伝統

およびそれらの文書群を長年研究したのち，フェーヴルはつねにそこにあ
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る特徴が存在していることに気づき，そしてそれらの特徴がその諸伝統を

定義し，境界づけるために役立つのではないかと思ったのである。あるい

はどのようなことを基礎にフェーヴルが諸伝統および資料を最初に選定し

たのかを問うことよってこうした試みの有効性を疑問視することができる

かもしれない。ありうる答えはある歴史的現象，テクスト，運動等が一種

の類縁関係をもっているといういくらか直観的ではあるが，しかし広汎な

コンセンサスがすでに存在していたということになるであろう。フェーヴ

ルの言う特徴はこうしてすでに漠然と仮定されていたあるまとまりをもっ

た特色を明示的にしたとみなされよう。

さらにハーネフラーフはフェーヴルの行き方の特質を明らかにするため

には，それを“宗教”の定義に関する一般的な論議と比較する。この宗教

の場合でもまた定義を求める道は，本質的に前反省的な直観であるもの，

つまり“宗教”といったものが存在しているという広く行きわたった観念

に何らかの実体を与えるという試みで始まる。“宗教”の場合も“エソテリ

シズム”の場合も同じように，定義者たちは二つの意見に分かれる。第一

の見解では宗教の本質が何であるかを定義することが可能である。もしこ

れに成功するならば，真の宗教とそれとはたんにまぎらわしい類似点だけ

をもつにすぎない現象とを区別することも可能となろう。第二の見解では

定義者はそうした本質は存在しない，少なくとも公平な観察者にとって経

験的に認識できるような本質は存在しないと考えるだろう。したがってひ

とつの“宗教といったものが存在すると仮定する論理的必然性はないこと

になろう。存在するのはいくつもの宗教なのである。そしてそれらがひと

つの一般的な類に属するものとみなされるにしても，それはそれらが必然

的にその本質において類似しているからではなく，それらがある経験的な

類似性を共有するからなのである。“本質論的な”宗教の定義というものは

どんなものでも結局はその定義者の個人的な宗教的，思想的好みを反映す

るものであることがこれまで繰り返し言われてきた。第二の行き方はこう

したことを避けられるという利点をもつ。しかしそれは代価なしにという

わけにはいかないのである。つまりそれは“宗教”（と考えられているもの）
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の純粋に操作的な定義以上のものをつくり出すことはできない。この場合

定義をつくる過程は次のようなものとなろう。（１）“諸宗教”の多様性に

もかかわらずこれらの現象はすべて何らかの類似性　áir de famille（同じ血

族の顔つき）を共有するという直観が存在する。（２）この類に属するとみ

なされる“宗教的な”現象が研究される。そして（３）帰納的なやり方に

基づき，経験的な類似点を理論的な一般化の形で明示的にすることにより

こうした直観に実質をもたせるための提案がなされる。（この一般化が十分

なものであるかは原則としてつねに他の研究者たちによって吟味されう

る。）ハーネフラーフはこのように経験主義的な“宗教”の定義づけの考察

をしたのち，同じやり方がフェーヴルの“エソテリシズム”の定義づけに

も示されているとする。経験主義的な研究に固有な限界（つまり“真なる

金”を“偽”の金から区別することの不可能性）を考慮に入れるかぎり，

研究領域画定のためのこうしたやり方は学問的に見て有効であると結論づ

けている。

しかしながらこうしたフェーヴルのエソテリシズムの定義に対しハーネ

フラーフはすべて賛成しているわけではない。つまりフェーブルはエソテ

リシズムは15世紀末のルネサンス期においてはじめてその固有性をもつに

至ったとしながら，同時にその根ははるか以前の時代に遡ると言っている。

ではルネサンス期以前のそうした根，流れは，エソテリシズムとはみなさ

れないのであろうか。たしかにフェーヴルの言う4つ（ないし6つ）の特徴

が同時に存在しないにせよ，しかしそれだからといってそれを非エソテリ

シズムとみなすことはできるであろうか。こう考えてくるとエソテリシズ

ムの起源，はじまりに関してはフェーヴルの定義ではかなりあいまいな点

が残ることも事実であろう。このようなフェーヴルの定義はおそらく宗教

主義的な普遍主義に対し，あくまでもエソテリシズムを時間的，空間的に

限定的に見ていこうという態度から来ていることは考えられよう。また古

代のグノーシス主義や中世の神秘主義といった同種の概念との相違を際立

たせてエソテリシズムの固有性を保ちたいという考えの現れとも言えよう

（これは新しくはニューエイジとエソテリシズムを区別しようというフェー
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ヴルの態度にも窺うことができる）。いずれにせよハーネフラーフはフェー

ヴルのこうしたいわば不徹底さを突き，エソテリシズムの起源の問題を全

面に置く。つまりエソテリシズムがルネサンス期のはるか以前にその根を

もつならば，やはりそれはルネサンスに始まったとは言えないのである。

そしてさらにルネサンスのエソテリシズムにおいて総合されたさまざまな

流れや伝統が，ユダヤ教，キリスト教，イスラームに根をもち，さらにそ

れらが相互に影響し合っていたことを考慮するならば，この起源の問題は

いっそう重要性をますことになろう。以上のことからハーネフラーフは，

フェーヴルのエソテリシズムの定義はある特定の時期のキリスト教的伝統

に関する理論的な一般化にとどまるとし，さらに西洋の聖書に基づく三大

宗教に適用可能なエソテリシズムのより一般的な定義，フェーヴルの定義

をある特定の，歴史的，文化的に境界づけられた下部領域に関するものと

して組み込むことのできるそうした定義が必要であることを強調する。

２）ゲルショム・ショ－レム

言うまでもなくショーレムはユダヤ教“神秘主義”研究において，否，

ユダヤ学において20世紀最大の人物である。前節の終わりで我々は，聖書

に基づく三大宗教伝統に適用可能なエソテリシズムの定義が必要であると

いうハーネフラーフの主張を見たが，こうしたエソテリシズムの有効な定

義を求めるにあたり，ユダヤ教“神秘主義”の学問的研究がきわめて有益

な模範を提供してくれるように思われるとハーネフラーフは述べている。

そしてゲルショム・ショーレムの著作こそ自分の主張する経験主義的歴史

的試みを例証するものだと言う。以下こうした点に留意しながら，ハーネ

フラーフの所論を見ていこう。

ａ）ショーレム：反エソテリシズムと神秘主義的普遍主義の間で

ハーネフラーフによればショ－レムの神秘主義的な“対抗－歴史”を解
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明しようという計画は，個人的な政治的，精神的な問題およびハーネフラ

ーフが“歴史的な”動機と名付けたものとの結合によって始まったと言う。

この“対抗－歴史”という言葉は，ショーレムに関するたいへんすぐれた

著作『カバラーと対抗歴史』を書いたデイヴィッド・ビアールの言葉であ

る。ビアールはこの“対抗－歴史”解明の“歴史的な”動機を説明して次

のように語っている。

「“対抗－歴史”は真の歴史は明るみにもたらされるべき地下の伝統のう

ちにこそあるという信念である。“対抗－歴史”は修正主義的な歴史記述の

ひとつであるが，しかし修正主義者が新しい理論を提起したり，新しい事

実を発見したりするのに対し，“対抗－歴史”家は古いものの価値を転倒す

る。彼は先行者たちの歴史解釈が正しいことを否定しはしない。・・・・

しかしそうした解釈の完全性を拒否するのである。つまり彼は“大通りの”

あるいは“体制側の”歴史の存在を肯定しはするが，しかし生命力は隠れ

た伝統のうちにこそあると信じるのである。（21）」

このビアールの言葉に対しハーネフラーフは，“真の歴史”や生命力“と

いうもの”を解明しようという主張は別として，これはほとんど自分が

“エソテリックな伝統”の再構成のための“歴史的動機づけ”と定義した試

みと同じものであると言う。ところで興味深いことに，ハーネフラーフに

よればショーレムがユダヤ神秘主義の研究を始めた時，“西洋エソテリシズ

ム”の研究者たちが現在直面しているのと似たような状況に直面していた。

そしてショーレムのユダヤ神秘主義に対する試みは，“親エソテリックな”

宗教主義や“反エソテリック”な還元主義とは異なる周到な経験主義的な

選択肢ではなかったかとされる。ショーレムの場合，この反エソテリック

な試みはおそらく19世紀最大のユダヤ人歴史家であるハインリヒ・グレー

ツによって代表されていた。

グレーツは書いている。「生成する力のうちにある歴史というものは自然

と同じく多様であり謎めいたものである。それは薬草と有毒な植物を，愛

らしい花と恐ろしい寄生虫を生み出す。それは理性と非理性とがタルムー

ド的ユダヤ教の巨大な構造をこなごなに打ち砕こうと手を結びあったかの
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ようなのである。（22）」思弁的な思惟が動揺を見せるユダヤの歴史における

危機的な転換期では，いつでもそうした思惟は“暗い側面”を伴うことに

なった。つまりユダヤ神秘主義である。

ビアールによれば哲学の副産物として，ユダヤ神秘主義は独立したそれ

自身の歴史というものをもつことはないとグレーツはみなした。グレーツ

は13世紀のカバラーとそれ以前の諸観念との類似性をたしかに指摘したが，

しかし何らかの継続的な神秘主義的伝統というものの存在は否定した。

個々の非合理主義の爆発はそれ以前のものやそれ以後のものとは無関係で

あった。そうした爆発はただその時代の文脈のうちにおいてのみ理解され

ねばならなかった。この神秘主義の歴史というものの否定は，核と外皮

（から）というカバラー的なメタファーのグレーツによる皮肉な採用のうち

に表現される。核はユダヤ教の始源の観念であった。そしてさまざまな外

皮は歴史的現象であった。しかしカバラーは外皮の上にできた外皮，内部

の種子とは何の有機的なつながりもない寄生的な付着物なのである。核だ

けが新しい外皮を生み出し，そうして歴史をもつのである以上，カバラー

は歴史家の対象となるような正当性をもちえなかったのである。

ハーネフラーフの言うようにまさにこうした試みは構造的にフェーゲリ

ン，ラシュケ，トゥルッツィの見方に近いものである。彼らも“神秘主義”

（あるいは“グノーシス”，“エソテリシズム”“オカルト”）を“理性の病い”

とみなし，それに独立した歴史的な次元があることを否定するからである。

ところでユダヤ神秘主義に対するもうひとつの“親エソテリックな”宗

教主義的な見方は，マルティン・ブーバーによって代表された。ブーバー

の初期の見方（後の対話的な哲学とは正反対であるが）は，体験神秘主義

に基づいていた。ビアールが述べるように，

「ブーバーは知覚による経験（Erfahrung）とは存在論的に，認識論的に

異なった内的な体験（Erlebnis）が存在することを信じていた。知覚が世界

の断片的な絵しか描くことができないのに対し，内的体験は世界との統合

の直観的な経験であり，もっとも高い体験は絶対者との合一であ

る。・・・・絶対者との合一の経験は，しかしながらブーバーにとっては，
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その師ジンメルとは異なり社会的なものてはなく，個人的，神秘主義的な

ものであった。（23）」

ショーレムはグレーツに対するのと同じくブーバーにも異議を唱えた。

ショーレムはブーバーの試みは時代錯誤的な近代的なカテゴリーを歴史的

素材にあてはめるものだと主張した。「あらゆる神秘主義をありふれた”通

俗的な表現主義的理論”のもとにくくるといった傾向は，個々の神秘主義

の歴史的な唯一性を破壊するのである。」こうして典型的な宗教主義的流儀

で，ブーバーは“神秘主義”は独自な実在性をもつと信じた。つまりあら

ゆる神秘主義，さらにはあらゆる真正な宗教に共通な超合理的な経験とい

うものが存在したのである。この神秘主義的体験が言葉によっては表現で

きない以上，それはどんな歴史的伝統をも超越するものだった。その結果

ブーバーのユダヤ神秘主義に対する見方は，グレーツのそれとの皮肉な類

似性を示すことになったのである。

「ブーバーにとって啓示とは歴史の外の出来事であった。・・・・歴史

と時間は人間のつくり出したものであった。神の方から見れば，啓示はつ

ねにここに，そして今あるものである。しかし人間の側から見れば，それ

は時間のうちに起こるのである。ブーバーは真に啓示に対し開かれている

自分は人間によって作られた歴史を超越しており，神的な今，ここでの視

点を我が物にすると暗に言うのである。この新しい優越した立場から見る

なら，歴史や伝統はその強制力を失うことになろう。

・・・・ブーバーは意味ある伝統を生み出すような神秘主義的経験を考

えなかった。それゆえ彼の対抗歴史というのは，実際歴史ではまったくな

く，その読者を啓発し，霊的刺激を与えるために考えられた過去の神秘主

義的経験のたんなる主観的な再構成，“再話”でしかなかった。“真の”ユ

ダヤ教は実際歴史をもたなかった。というのもブーバー自身の神学が歴史

の可能性を無にしてしまったからである。グレーツと同様，ブーバーはユ

ダヤ神秘主義が歴史をもつとは結局信じなかったが，しかしグレーツや合

理主義的歴史家たちとは反対に，この結論を肯定的に考えたのである。つ

まり歴史の欠如は伝達できない至高の経験のあかしなのである。（24）」
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このようにグレーツやブーバーが互いに反対の理由からではあるが，ユ

ダヤ神秘主義の歴史というものを否定し，無視したのに対し，ショーレム

はユダヤ神秘主義をまさに経験主義的，歴史的に扱う。とはいえ興味深い

ことにハーネフラーフはこれに対し次のように述べている。「しかしながら

ショーレムが経験主義的な立場からの歴史的研究にあきらかに関心をもっ

ていたとはいえ，ショーレムの試みが（あるいは，さらにどんな経験主義

的試みもと言ってよいだろうが）だからと言って公平無私であると考える

べきではなかろう。」そしてショーレムの“神秘”に対する霊的な関心，つ

まり“神秘”に対する意識保持ということについて触れ，この説明の一助

になるかもしれないとして，1937年に書かれた手紙の一節を引用している。

そこでショーレムはもっとも内奥の霊的な動機と歴史的，文献学的研究と

いう手段によってその動機に表現を与えようとする理由の一端を語ってい

るからである。

「たしかに歴史は根本的には幻想であるように思われるかもしれません。

しかしそれなしには時間的な現実において事物の本質へのいかなる洞察も

可能とはならないような幻想なのです。今日の人間にとって“真理”の神

秘的な全体は，その存在がとりわけ歴史的な時間のうちに投影されると消

失してしまうものゆえ，ただ注釈という正当な学問と文献学的な批判とい

う唯一の鏡を通しもっとも純粋に可視的になりうるのです。今日まさにそ

の始まりにある私の仕事は，こうした逆説のうちに，山からの真の伝達，

“発展”という幻想の中から真理が語り出ることを可能にする歴史のもっと

も見えにくく，もっともわずかなずれを期待することのうちに生きている

のです。（25）」

たしかにこれはハーネフラーフも言うように，ただ事実やデータを集め

ることにだけ関心をもつ実証主義者としての“公平無私な”歴史家や経験

主義者のありふれたカリカチュアとは無縁なものであろう。しかしながら

ハーネフラーフは続けて次のように述べている。「“霊的”と言ってもよい

ような動機によって刺激を受けながら，しかしなおショーレムの著作は経

験主義的研究の模範となっている。ショーレムの“対抗－歴史”的再構成
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の正確な本性を理解するためには，ショーレムの言語に対する試みを認識

することが重要である。」以下ショーレムがユダヤ神秘主義の言語をどのよ

うに解し，またユダヤ神秘主義をどのように再構成していったかを見てい

くことにしよう。

b）ショーレムの経験主義的試み

ハーネフラーフはまず，ビアールが述べたように，ショーレムの言語に

対する試みは伝統の伝達の器としての言語に対する肯定的な態度によって

特徴づけられるとする。ブーバーは神秘主義者たちが自己の体験を表現す

ることの不可能性が彼らを詩的言語の使用に向かわせたと信じた。しかし

ながらショーレムは「神秘主義文献はしばしば曖昧模糊たる感じを与える

が，しかしそれは神秘主義者が混乱しているからではなく，現代の読者が

そうした文献を解読できないからなのである。・・・・カバラー主義者た

ちはその言語を正確な術語とみなし，あいまいな感情を表現するような語

とは考えなかった。これらの文献は詩的な翻訳によっては十分意を尽くさ

ない。それらは科学的な文献学を求めているのである。（26）」ショーレムは

その“正確な術語”というものが論証的な本性をもち，文字通りに解され

ることを望んでいるとは考えてはいなかった。『ユダヤ神秘主義の主潮流』

の中で神秘主義者は一般的に言い得ないものを表現する言語の不十分さを

強調していることを認めている一方で，ユダヤ神秘主義が，至高の体験の

言及の明らかな抑制，および神自身の道具としての言語に対する形而上学

的に肯定的な態度によって性格づけられると付言している。換言するなら

ばカバラー主義者は自己の体験を記述するよりは，すでに存在している文

献の神秘主義的注釈に関心をもつのである。こうした注釈において，カバ

ラー主義者は神を間接的に記述する手段として象徴という手段に訴えた。

しかしその象徴が“正確な術語”というものと矛盾しないことに注意せね

ばならないだろう。

「カバラ－主義者たちにとって，象徴はあいまいで主観的なものではな
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く，それが象徴するものと本質的で内的なつながりをもつ。象徴はしたが

って神の名の人間の言語の中における残映なのである。カバラー主義者た

ちが言語に対して絶大な信仰をもっていたのは人間の言語と神の言語との

橋としての象徴に対する信仰からくるものであった。人間がもつ幻想が主

観的な象徴主義という私的な世界のうちに分離されてしまった現代の科学

技術的世界にあっては，公的な象徴の喪失が，ショーレムによれば，‘言語

の大いなる危機’となったのである。我々はブーバーの言語に対する懐疑

主義は彼自身の世俗主義の反映であり，それはもはやブーバーが言い得な

いものを象徴することのできる言語を信じていなかったからなのだと付言

することができよう。（27）」このビアールの発言を受けハーネフラーフは次

のように述べている。「もしビアールのショーレム解釈が正しいとするなら

ば（私はそう思うが），表面的な類似性にもかかわらず現代の懐疑主義に直

面してエソテリシズムの最良の友とみなされるのは初期ブーバーのような

宗教主義的普遍主義ではなく，ショーレムのような経験主義的な歴史家

（彼は主に‘奇妙な’世界観を再発見するという解釈学的仕事に関心をもつ）

なのである。（28）」そして象徴的な言語は霊的な洞察の“正確で術語的な”

表現であることを志向するというショーレムの確信こそが神秘主義，つま

り個々別々の神秘主義的体験の集合というより首尾一貫した注釈の伝統と

しての神秘主義の再構成のための基礎となっていることを強調する。

「カバラーは神の本性および神とコスモスとの関係についての思弁の神

智学的体系であった。カバラーが思弁的，理論的運動であったがゆえに，

それは哲学の歴史に対し使われるような文献学的歴史記述に適合しえたの

である。つまりカテゴリーは正確に定義しえたし，術語の使用の歴史は文

献学的に跡づけえたのである。ショーレムはユダヤ神秘主義を哲学的体系

のように扱ったが，それはグノーシス神話――ショーレムはカバラーはこ

れを受容したと信じていた――が哲学的問を問い，哲学的言語を使用して

いたからである。ユダヤ神秘主義は神話的イメージを包含する哲学であり，

同時にまた哲学的言語で書かれた神話であるとショーレムは主張するので

ある。（29）」
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こうしてショーレムは文献学的，経験主義的方法を武器に公的な象徴性

をもつ言語を再発見し，それによって神話と哲学，この西欧の学問におい

ては両立しがたい２つの概念が一体となったユダヤ神秘主義の世界を再構

成することができたのである。

３）ヨーゼフ・ダン――聖書的諸伝統における神秘主義

前章でみたようにショーレムの対象とする主題はとくにユダヤ神秘主義

であり，ショーレムは聖書に基づく三大伝統におけるエソテリシズムの一

般理論を作り上げようとは試みなかった。しかしながらこうした試みが最

近，エルサレムのヘブライ大学のショーレムの後継者ヨーゼフ・ダンによ

って書かれた重要な論文においてなされた。ハーネフラーフはこのダンの

方法論を要約しているが，ここで以下それを紹介していこう。ダンの方法

論――ダンはそれを“偶然主義的”と言っているが――は本質的に経験主

義的である。

それは特定の文脈の研究を強調し，なんらかの抽象的な概念を使用した

り，それを個々の宗教的現象にあてはめることより，個々の事例の詳細な

比較的研究を基礎にして一般的な結論を導くことに努める。ダンは自己の

試みを宗教主義的試みからつぎのように述べることによって区別する。偶

然主義的な試みに適した“神秘主義”の定義を発展させるにあったてその

第一歩はまず最初から“真に”神秘主義的である現象にこの術語を適用し

ようといういかなる望みも断念せよということである。ダンは包括的な術

語として“神秘主義”を選ぶか“エソテリシズム”を選ぶかはたいした問

題ではないとし，さらにグノーシス主義の現代の研究がほとんど完全にグ

ノーシス主義の神秘主義としての側面を無視していると付言している。ダ

ンはさらに続けてショーレムと本質的に同じような仕方で象徴的な言語と

いう要素を強調する。聖書的伝統の中で神秘主義者と非神秘主義的信仰者

とは基本的には“言語への態度という深淵”によって分け隔てられる。こ

うして“神秘主義”が言語に与えられる地位に関して定義づけられ一方，
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ダンは（研究の可能な対象としての“真の神秘主義”を拒否するダンの態

度と一致して）この術語に“本質的”な仕方より“唯名論的”な仕方で近

づいていく。

「もしある人が神秘主義者の思弁や記述の主題を探究し，神秘主義の真

正さというものを研究しようとするなら，研究の主題は一つ，つまり神秘

主義である。しかしながら歴史家にとってそのような主題は存在しない。

彼にとってただ神秘主義者たちがいるだけである。・・・・歴史家の探究

は細部へと，一回かぎりのものへと向かう。彼はある神秘主義者が他の神

秘主義者とどの点で相違するか，あるいはさらにはある神秘主義者が生涯

のうちでどのような変化を見せるかを定義しようとする。こうした歴史的

な態度，それはしたがって個人的なものに向かう探究と定義されよう。（30）」

ハーネフラーフはこのダンの言葉に対しこれはエソテリシズムの経験主

義的／歴史的試みの核心にふれるきわめて重要な発言であるとし，これが

フェーヴルの“エソテリシズム”研究の試みと方法論的に根本的には一致

したもであることを指摘する。前述したようにフェーヴルの場合，エソテ

リシズムは歴史的に一回かぎりの現象の集合に関する理論的な一般化によ

って定義されるからである（つまり実際エソテリシズム“そのもの”とい

ったものは存在しない。ただ存在するものはエソテリシストたちだけであ

る）。同様にダンの“神秘主義”の定義もある仮定された“本質”にではな

く――ダンによれば――少なくとも聖書に基づく三大宗教における神秘主

義者たちすべてが共有する関心に基づくのである。つまり，「神秘主義は伝

達的な言語の真正さの否定であり，そして啓示された言語のうち深く象徴

的な仕方でひそんでいる非伝達的な真理に対する信仰である。（31）」

この定義はショーレムの前提と同じものに基づく“神秘主義”の歴史的

構成となっている。つまり“神秘主義”は“一連の個々別々の神秘的経験

というより一貫した連続的な注釈の伝統”として再構成されるのである。

したがって神秘主義の研究というものは聖書（また互いの解釈）を象徴的

な仕方で解釈するあらゆる個人やグループに焦点を合わせることになろう。

というのも彼らは究極的な真理がたんなる論証的言語や文字通りの言語を
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超越していると考えるからである。

ダンはその論文を偶然主義的な神秘主義の研究にとってはじまりの問題

が中心的な位置を占めることを強調して終えているが，この問題はすでに

ハーネフラーフ自身が，フェーヴルの“エソテリシズム”の境界づけの試

みに関して中心的な重要性をもつものとして指摘してきたものであった。

注釈の伝統として神秘主義を見るダンの基本的な試みの文脈にあっては，

神秘主義のはじまりはどんなものであれ新しい種類の経験を発展させ，新

しい術語や象徴を使って新しい形態の論を述べ，その時代の周囲の支配的

な宗教的文化との新しい関係をうちたて，そうしてある明確な姿を示す一

群の人々を前提に探求されねばならない。ダンは“偶然主義的”な（つま

り経験主義的な）神秘主義の研究においてはじまりの探求がいかに中心的

位置を占めるかを強調し，さらにこうした試みがなぜ“親神秘主義的”宗

教主義の支持者たちによって何か疑いの目で見られるのかを説明している。

「神秘主義の研究の偶然主義的試みの鍵ははじまりの概念である。神秘

主義的な統一的，統合的な態度は，こうした概念を否定する。つまり神秘

主義的な真理は歴史を通して同じ仕方で普遍的であり，包括的でなければ

ならいのである。それは時間の，したがって歴史の概念を超越す

る。・・・・偶然主義的，歴史的，文献学的試みは，絶対的で，不変の真

理の永遠性に対置される創造的，個別的な側面を求める。というのもこの

不変の真理の永遠性は創造性の可能性をすべて否定し，人間の精神の歴史

における神秘主義者の一回かぎりの貢献を，つまりは個人としての立場を

無にしてしまうからである。（32）」

ハーネフラーフはこれに対し次のように述べている。「これは経験主義的

試みの本質をつく言葉といえよう。皮肉なことに個々の神秘主義者の内的

統合を擁護するために，神秘主義的な普遍主義が無視され，偶然性が強調

されねばならないことになる。神秘主義は“神秘主義者たちの共同体”に

対する総括概念である。ちょうど“エソテリシズム”がエソテリシストた

ちの共同体に対する総括概念とみなされえるように。歴史家にとってはあ

る研究者がたまたま“神秘主義”の本質と考えたものに照らしてのみ神秘
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主義者が神秘主義者となるというわけにはいかないのである。（33）」以上見

たように，ダンの偶然主義的試みは，ハーネフラーフの経験主義的試みと

きわめて近いものがあると言えよう。

結語

以上西洋エソテリシズムの研究状況を主にハーネフラーフに依拠しつつ

見てきたが，エソテリシズム研究というものは，いまだかなり混沌として

いるのが実情であろう。これは宗教主義的普遍主義，反エソテリックな還

元主義，経験主義的歴史的方法論といった互いに対立し合う三つの立場が

混在していることからも十分理解できよう。とはいえ一方では学問として

のエソテリシズム研究というものが確立しつつあることもたしかなように

思われる。どのような学問でもそれが学問として確立するためには方法論

が必要であろうが，とりわけエソテリシズムなどといったそもそもその対

象領域さえ明確でないものの場合，いっそう堅固な方法論が必要となろう。

フェーブルやハーネフラーフなどはこうした意識を強くもっている研究者

と言ってよいだろうが，とりわけハーネフラーフの場合は，ショーレム，

フェーブル，ダンなどの先行する学者，研究者の方法論を土台に，学問と

してのエソテリシズム研究のためのきわめて有効な方法論を提出している

と言ってよいだろう。その経験主義的な方法論は可能なかぎりイデオロギ

ーから自由に歴史そのものに迫っていこうとするものと言ってよいだろう

が，エソテリシズムという肯定か否定かといった二極的な立場から見られ

やすい対象に対してはとりわけ必要な方法論と思われる。

注）

（ 1）Hanegraaff,  ‘On the Construction of “Esoteric Traditions”’,  in : Faivre &

Hanegraaff (eds.), Western Esotericism and the Science of Religion, Leuven

(Belgium), 1998.

（ 2）G. Quispel,  ‘Inleiding’,  in G. Quispel (ed.), Gnosis : De derde component

―139―

帝京大学外国語外国文学論集　第8号



van de Europese cultuurtraditie, Utrecht,  1988, 9.

（ 3）Quispel, Gnosis ; id.(ed.), De hermetische gnosis in de loop der eeuwen :

Beschouwingen over de involoed van een Egyptische religie op de cultuur van

het westen, Baarn, 1992.

（ 4）Quispel,  ‘Inleiding’, in Hermetische gnosis, 7

（ 5 ）Quispel, Gnosis als Weltreligion, 39

（ 6 ）Pierre A. Riffard, L’ésotérisme, Paris, 1990, 2-3.

（ 7）Riffard, L’ésotérisme, 135

（ 8 ）Riffard, L’ésotérisme, 26

（ 9 ）Hanegraaff, ‘On the Construction of “Esoteric Traditions”, 25-26

（10）Hanegraaff, ‘Empirical Method in the Study of Esotericism’, Method &

Theory in the Study of Religion 7 : 2 (1995), 110

（11）Eric Voegelin, ‘Gnostische Politik’, Merkur 6 : 4 (1952), 304.  これは以下

の著作の要約である。Voegelin, The New Science of Politics : An

Introduction, Chicago & London, 1952.

（12）Hanegraaff, ‘On the Construction of “Esoteric Traditions”’,  34

（13）Carl A. Raschke, The Interruption of Eternity : Modern Gnosticism and the

Origins of the New Religious Consciousness, Chicago, 1980

（14）Raschke, Interruption of Eternity, x-xi.

（15）Raschke, Painted Black, New York 1990

（16）Marcello Truzzi, ‘Definition and Dimensions of the Occult : Towards a

Sociological Perspective’, in : Edward A. Tiryakian(ed.),  On the Margin of the

Visible : Sociology, the Esoteric, and the Occult, New York, 1974, 245-246

（17）Hanegraaff, ‘Empirical Method’,  119-120

（18）Antoine Faivre, L’ésotérisme, Paris, 1993, 8

（19）Hanegraaff, ‘Empirical Method’, 111-112

（20）Hanegraaff, ‘Empirical Method’, 117-118

（21）David Biale, Gershom Scholem : Kabbalah and Counter-History,

Cambridge/Massachusetts/London, 1979, 11-12

―140―

西洋エソテリシズム研究とハーネフラーフの経験主義的方法（2）



（22）Biale, Gershom Scholem, 23-24

（23）Biale, Gershom Scholem, 57

（24）Biale, Gershom Scholem, 85-86

（25）‘A Birthday Letter from Gershom Scholem to Zalman Schocken’(29. 10.

1937), reproduced in Biale, Gershom Scholem, 215-216

（26）Biale, Gershom Scholem, 88-89

（27）Biale, Gershom Scholem, 92

（28）Hanegraaff ‘On the Construction of “Esoteric Troditions”’, 51

（29）Biale, Gershom Scholem, 114

（30）Joseph Dan, ‘In Quest of a Historical Definition of Mysticism : The

Contingental Approach’,  Studies in Spirituality 3(1993), 78

（31）Dan, ‘In Quest’,79-90

（32）Dan, ‘In Quest’, 89

（33）Hanegraaff, ‘On the Construction of “Esoteric Traditions”’, 54

―141―

帝京大学外国語外国文学論集　第8号




