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ニューエイジとエソテリシズム（4）
　― ハーネフラーフの『ニューエイジ宗教と西洋文化』

進　藤　英　樹

　前号ではハーネフラーフの『ニューエイジ宗教と西洋文化—世俗的思考

の鏡に映ったエソテリシズム』1）の第三部を取り上げ、エソテリシズムの

世俗化の過程、つまりロマン主義とオカルティズムの誕生までを見た。最

後に引用したハーネフラーフの言葉をもう一度挙げておこう。

　ニューエイジ宗教の歴史的解釈に関する「私の基本的主張は、ニューエ

イジ宗教というものが、『世俗的思考の鏡』に映し出されたものとしての

西洋エソテリシズムの伝統から出現したというものである。しかしながら

実際には、われわれが出会うのは一連の鏡（つまり世俗化の過程に貢献し

たさまざまな要因）であり、その衝撃のもとで、伝統的なエソテリシズム

は次第に新たな形態へと変容していったのである。私はロマン主義が伝統

的なエソテリシズムと新しい『対抗啓蒙主義』の時間論との結合から生じ

たと主張した。そしてまたこの新しい進化主義は、重要な新しさをもつも

のの、ルネサンス・エソテリシズムの内的一貫性を完全には壊すことはな

かったとした。次に、エソテリシズムの主要な第二の近代的後継者として

のオカルティズムが照応のエソテリックな世界観と新しい『因果性』の世

界観との相互作用から生じたと主張した。こうしてこの結合は、本来の一

貫性を破壊することになった。それは混成的形態といわれうるようなもの

を生み出し、ルネサンス・エソテリシズム主義者にも科学的合理主義にも

受け入れがたいものとなったのである」。2）

　このように「因果性」という新しい世界観は、伝統的なエソテリシズム

が映し出される鏡であり、その結果、オカルティズムと呼ばれる新たな発

展が生み出される。しかしハーネフラーフはオカルティズムという新た
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に構成された領域の内部においてさらに世俗化をもたらした他の三つの

「鏡」、すなわち「宗教研究の衝撃」「宗教としての進化」「エソテリシズム

の心理学化」を取り上げる。そして第一の鏡はそれが過去との重大な断絶

を作り出すがゆえに、特別な意味をもつが、他方、他の三つのものは、世

俗化の過程においてきわめて重要な追加的要因となるとする。本稿ではこ

の他の三つの「鏡」のうち、「宗教研究の衝撃」と「宗教としての進化」　

を取り上げ、検討して行くことにしよう。                

6．世俗的思考の鏡
2）　宗教研究の衝撃

　宗教の近代的研究は、たしかに世俗化、つまり 18世紀以来キリスト教

の権威を低下させた歴史的過程の所産として、また世俗化をもたらした重

要な要素として見なすことができるだろう。またこうした宗教研究の結果

生じた、いわゆる東洋ルネサンス、宗教学の学問的解放、そして宗教の比

較研究の出現が、キリスト教に対する啓蒙主義的批判と「対抗啓蒙主義的」

反動とかかわる相対主義的な「歴史意識」の出現に密接に関係していたこ

とも十分理解できよう。ハーネフラーフはこうした世俗化の過程に、エソ

テリシストとオカルティストとが、深く巻き込まれており、また彼等の動

機が、対抗啓蒙主義的関心によってだけでなく、それと少なくとも同程度

に深く啓蒙主義によっても刺激を受けていることを見る。ハーネフラーフ

によれば、ブラヴァツキーの現代神智学は、オカルティズム的前提に基づ

く比較宗教の一例であり、制度的キリスト教を解体しようという明白な意

図をもって展開されている。またニューエイジ宗教の諸条件を作り出す上

で最も重要な役割を果たしたロマン主義の支流であるアメリカ超絶主義

は、東洋宗教（とりわけヒンドゥー教）から大きな影響を受けた。このよ

うに世俗的思考の第二の鏡は、19世紀におけるエソテリシズムの 2 つの

主要な後継者、つまりオカルティズムとロマン主義にとって重要である。

ではまず現代神智学の場合から見て行こう。
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A．神智学的総合

a．原型的神智学観点 3）

　現代神智学の創始者は、エレーナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキー（1831-

1891）であるが、ハーネフラーフはブラヴァツキーの神智学を検討する前

に、いわば原型的神智学と言えるような潮流について、主にゴドウィンの

著作 4）に依拠しながら考察を加えている。

　オカルティズムの発展にとって重要な要因として、ハーネフラーフは 3

つのものを挙げている。つまり 18世紀最後の数十年において見られた神

話に関する、また宗教の起源に関する思弁的な理論、スピリチュアリズム

の役割、伝統的なオカルト科学の復興である。

　まず新しい神話論や宗教起源論についてみてみよう。これらの多くは古

代神話や新たなに発見されたインドの諸宗教が、性的象徴によって解釈さ

れると考えた。そしてそれらはまさに啓蒙主義的新異教の所産であった。

またもう一つの有力な理論は、古代宗教、また最終的には宗教一般を太陽

崇拝に由来すると見なした。キリスト教もまた例外ではなかった。「イエ

ス・キリストは太陽なのである。そしてその生涯は黄道を通る太陽のアレ

ゴリー以外の何ものでもない。それは誕生から至点と分点との交差におけ

る磔を通って、復活に至るのである。したがってキリスト教は自然の偉大

な宗教をゆがめた 1 つの例なのである。」ここで興味深いのは、これらの

解釈が、後にオカルティストによって継承されたとはいえ、こうした解釈

を行った自由思想家たちは、もともとエソテリシズムとの結びつきは、弱

いか、全くなかったというハーネフラーフの指摘である。つまり今日オカ

ルティズム的と考えられている多くの信条が、エソテリシズムではなく、

初期の啓蒙主義的宗教研究に由来しており、宗教研究の職業化がそのよう

な理論をいかがわしいものとして捨て去ったときにはじめてそれらはオカ

ルティストたちのものとなったと考えられるということである。

　こうした啓蒙主義的神話論のオカルティズムによる同化において中心的

な役割を果たしたのは、スピリチュアリストのエマ・ハーディング –ブリトゥ

207907_帝京_外国文学論集-6校.indb   63 2012/03/19   16:20:10



帝京大学外国語外国文学論集　第 18 号

― 64 ―

ンであった。ゴドウィンはハーディング–ブリトゥンの講演を要約している

が、そこには明らかに啓蒙主義的神話論者の反キリスト教的感情が、スピ

リチュアリズムのそれを強めるために利用されていることが伺えよう。

　「ハーディング–ブリトゥンは聴衆に、世界が数千年ではなく、数百万年

もの年齢を重ねており、文明の揺籃期は東洋にあった、と語った。最初の

崇拝、つまり自然の力に対する崇拝が生じたのは東洋であった。これは太

陽とその黄道の通過点に対する崇拝へと発展し、天文学的宗教を創造した

が、その痕跡は現在の世界においても残っており、それがキリスト教も含

めた現在知られているすべての宗教の起源なのである。すべての国の司祭

は宗教の神秘的な側面を食い物にして、天や自然の事物を崇拝することを

説き、しかしそれらが唯一の神に属すると言うことは伏せていた。また自

分たちの力と輝きが増すようにとすべての宗教で犠牲を制度化したのも、

司祭たちであった。

　エマ、あるいはその霊は、諸宗教の創始者、つまりキリスト、モーセ、

オシリス、仏陀、ゾロアスターを、司祭たちの束縛を断ち切ったという点

で賞賛した。しかし司祭たちはそのつどそうした束縛を強化したのであっ

た。エマはニケアの教義やアングリカンの 39箇条を嘲罵し、キリスト教

徒に対し他の宗教を否定することが、いかに非道なことであるかを語った。

そして真の神を知りたいのならば、外に出て、自然の本を読むように説い

た。講演が進につれ、エマはマクロコスモスとミクロコスモスの教義（太

陽は人間の心臓に対応する）や新しい進化の理論を論じた。エマは死を自

然がもつ変容のための不可避の動因として賞賛し、それなしにはいかなる

発展もあり得ないと語った。そして死と罪の同一化を拒否した。罪は自然

の中には存在せず、人間がそれを自然に与えてしまったのである。エマは

死がわれわれを霊的世界へといかに導くか、そしてそこではわれわれは、

地上で愛した人々の守護者になるのだと語った。講演の最後をエマは永遠

の苦痛、とりわけ洗礼を受けなかった幼児の苦痛を嬉々として考察するキ

リスト教著作家からの一連の恐ろしげな引用文で終えた。」5）
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　ハーネフラーフは、スピリチュアリズムがキリスト教に対置する科学

というものが、いまや単に自然科学だけでなく、宗教の歴史をも包含す

るようになった変化を指摘している。そしてそこで言われている宗教の

歴史とは、あきらかにエソテリックな伝統に依拠した大きな枠組みのう

ちにあった。

　スピリチュアリズム、宗教の性的ならびに太陽崇拝的理論とならんで、

オカルティズム発展における第 3 の要因は、伝統的なオカルト科学、つま

り魔術、占星術、錬金術の復興であった。こうしたオカルト科学的諸要素

が宗教と神話の新研究と折衷され、オカルティズム的混合物となっている

典型的な例が、今や忘れられているが、しかし重要なハーグレーヴ・ジェ

ニングスの著作である。この人物は、ゴドウィンの調査で再発見された。

ジェニングスは 1857年マックス・ミュラーの仏教に関する論文に答えて、

インドの宗教という本を刊行した。当時はアメリカ人もヨーロッパ人も仏

教に関する知識はわずかであり、またそれに対する熱狂は見られず、専門

家も仏教を陰鬱な否定の宗教と見なしていた。こうした状況は 1879年の

サー・エドウィン・アーノルドの『アジアからの光』が大衆的な成功を博

すまで続く。こうした背景を考えるとジェニングスの仏教の擁護はその先

駆性において注目すべきであろう。また興味深いのは、ゴドウィンの指摘

するように、ジェニングスが仏教をヘルメティシズム的世界観と密接に関

係したものと捉えていたことである。実際その著作では、火ないしは光と

闇の両極性といった考えや、コルネリウス・アグリッパやパラケルスス、

J B ヴァン・ヘルモント、スウェーデンボリ、動物磁気やスピリチュアリ

ズムの本、ロマン主義的自然哲学の著作が登場している。

　ハーネフラーフはここに宗教の和協に関するエソテリックな関心の一つ

の特徴的な変容を見る。この宗教の和協というのは、フェーヴルのいうエ

ソテリシズムの非固有な特徴の 1 つであり、「神的照明や卓越したグノー

シスに関し、二つあるいはそれ以上の異なった伝統、ときには全伝統間に

共通性を見ようとする著しい傾向」を言う。中世やルネサンスで見られた
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古代神学（prisca theologia）や久遠の哲学（philosophia perennis）はその優

れた例である。この古代神学は、ヘルメスとゾロアスターに由来し、プラ

トンにいたる太古の知恵の伝統を指し、ヘルメス文書の著者と考えられた

ヘルメス・トリスメギストスはモーセの同時代者であり、神学、つまりキ

リスト教神学と哲学、つまりプラトン哲学という二つの流れを統合した太

古の知恵の源泉と見なされた。6）しかし今やここに 1 つの変化が見られる

のである。「われわれはハーディング–ブリトゥンがスピリチュアリズムと

宗教の性的、太陽崇拝的理論を混合し、両者を伝統的キリスト教のドグマ

に対置させたのを見た。一方ジェニングスにおいては、宗教の同種の理論

と伝統的エソテリシズム、オカルト科学、ロマン主義的自然哲学が組み合

わせられることにより、いまや仏教はすべての真なる宗教の根底にある「太

古の知恵」として提示されるのである。ここには宗教の和協に関するエソ

テリックな関心の一つの特徴的な変容が見られる。もともとエソテリシス

トは、キリスト教において完全に開花するようになった久遠の知恵の源泉

としてヘルメスやゾロアスターを挙げた。しかし今では、世俗化した風土

や東方の宗教に関する新知識の衝撃のもと、知恵の源泉はますます東方に

移動し、キリスト教はそうした知恵の源泉を開花させたのではなく、堕落

させたと信じられたのである。」7）

b．新神智学

　以上の諸要素を、オカルティズム的総合へともたらし、現代神智学の基

礎をつくったのがブラヴァツキーであった。ハーネフラーフは、まずブラ

ヴァツキーの創始した神智学協会の目標を検討する。

1． 民族、信条、性、階級、人種の区別なく、人類の普遍的な友愛の核を

つくること。

2． 比較宗教、哲学、科学の研究の促進。

3． 自然の未解明の法則と人間のうちに潜在的にある力を探求する。

　ハーネフラーフによれば、第 1 の目標は、スピリチュアリストや神智学

者が感じていた伝統的なキリスト教の不合理な偏狭さとセクト主義に対す

207907_帝京_外国文学論集-6校.indb   66 2012/03/19   16:20:10



― 67 ―

ニューエイジとエソテリシズム（4）

る拒否を含意している。また第 2、第 3 の目標は、科学、哲学、比較宗教

の研究が、「人類の普遍的な友愛」の創造にとってきわめて重要であるこ

とを述べるが、しかしこの言い方からはすぐに明確にはならないものの、

ここでいう「科学」はオカルト科学を、「哲学」は「オクルタ・フィロソフィ

ア」を意味し、また自然の法則は隠れた、霊的な本性をもち、比較宗教は

結局の所ヘルメティシズム的フィロソフィア・ペレニス（久遠の知恵）に

準じた太古の伝承を解明することと考えられていた。

　このようにブラヴァツキーの神智学の枠組みは、オカルト科学の復活と

通俗的な宗教理論との結合からなっており、前述したハーディング–ブリ

トゥンやジェニングスと同じ傾向の延長上にあると見なされうる。またそ

こには初期のオカルティズムがもっていた脅迫観念的反キリスト教と実証

的な時代精神による色づけも見られる。しかしながらハーネフラーフが注

目するのは、ブラヴァツキーにあっては、科学的正当性が二重の意味で、

つまりただ単に自然科学に関してだけでなく、また新たに成立しつつある

比較宗教学に関して主張されていることである。

　まず自然科学を見てみよう。ブラヴァツキーはオカルティズムを一種の

自然魔術として提示し、しかもそれを自然科学とみなした。したがって自

然魔術は自然法則に、つまり自然科学に反するのではなく、むしろ科学者

がまだ認識していない自然の力を利用するのである。このように魔術はま

さに科学であり、自然の中に潜む力（occult force）についての、また可視

的あるいは不可視の世界を統べる法則についての深い知識なのである。次

に比較宗教に関して見てみよう。ゴドウィンによれば、ブラヴァツキーの

前期の代表作『ヴェールを取ったイシス』が刊行された 1873年前後には、

通俗的宗教理論を扱った著作がかなり刊行されており、ブラヴァツキーの

『ヴェールを取ったイシス』はその頂点に位置する。そしてゴドウィンは

それらの著作を比較検討し、それらがもつ共通した傾向を以下のように要

約している。8）

1． スピリチュアリズムの台頭は、その説明の仕方に議論があるにせよ、
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新たな摂理を告知する偉大な霊的発露としてみられる。

2． イエスの生涯の記述も含め聖書は、字句通りでなく、象徴的に理解さ

れねばならない。

3． 現代キリスト教はイエスの本来の教えの堕落した末裔である。そして

キリスト教の誤りと教会の罪が詳細に述べられる。

4． 人類はキリスト教から「太古の知恵」へ方向転換しなければならない。

すべての宗教は中心的な太陽から放射された真実の光である。すべて

の宗教は正当である。なぜならそれらは、宗教の性的、太陽崇拝的理

論が確認しているように、自然において顕現する同じ神性を崇拝する

からである。太古の知恵の究極的な源泉は、インドである。しかしそ

れは現代科学に勝る古代エジプトと古代密議によって継承された。

5． イエスは多くの救済主のうちの一人であった。イエスはエジプト人に

よって教育された。

6． 人間は代償的贖いを必要としない。そのかわり人間は自分自身の未来

を作り、自分自身の性格を決定し、自分自身の罪で苦しみ、そして自

分自身の救済をはたさねばならない。

7． 悪は神的な計画に対する無知と抵抗から生ずる。悪魔はわれわれ自身

が作り出すもの以外には存在しない。

8． 人類は、全宇宙とともに、持続的な進化の過程にあり、進化は永遠と

してか、あるいは神性との再統合において頂点をなすものと考えられ

ている。

9． リインカネーションはたいてい誤りと見なされている。

10． スピリチュアリズム的現象は四大の霊やアストラル・シェルによって

引き起こされる。しかしながらそれらは歓迎すべきものである。それ

らが唯物論を反証するからである。

　この要約に見られる進化主義的観点は、後に検討するが、ハーネフラー

フがここで注目するのは、エジプトとインドを源泉とする「太古の知恵」

という観念が、関心の中心となってきたこと、またこの両者が並置されて
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いることである。これはヘルメティシズム的伝統にあるオカルティズムの

本来の根源と新たに発見された東洋がオカルティストに与えた深い印象と

の緊張を示す。したがって早晩エジプトとインドのどちらに優先権がある

のかが問題にされねばならなかったのである。実際この問題の解決が、ブ

ラヴァツキーにおいて力点の移動をもたらし、前期の「ヘルメティシズム

的」時期（『ヴェールを取ったイシス』がその代表的著作である）と後期の「東

洋的」時期（『秘密の教義』がその宣言書である）との区別が生じた、とハー

ネフラーフは見なす。しかしながらインド旅行以来増大する東洋との接触

にもかかわらず、こうした「ヘルメティシズム的」観点から「東洋的」観

点への移行が、ブラヴァツキーの精神の深い変化を反映しているかは、大

いに疑問であるというのが、ハーネフラーフの見方である。『秘密の教義』

などで展開された成熟期の神智学的体系が、その秘教的核心をなしている

と主張された東洋の宗教といかなる関係にあるのか、こうした問題に関す

るグラーゼナップ 9）とヴィヒマン10）の詳細な研究を検討し、ハーネフラー

フは次のように結論づける。

　「二人の著者の分析は、ブラヴァツキーの「ヘルメティシズム的」観点

から「東洋的」観点への移行は、実際というより見かけ的なものである結

論に至る。ブラヴァツキーの神智学的総合は、3 つの基本的な要素から形

成されている。第 1 にエソテリックな伝統一般と特にオカルト科学、次に

19世紀科学、第 3 に新しい神話論である。この 3 つの観点から神智学者た

ちは東洋宗教を捉えた。私の知る限りでは、反対の見解、つまり現代神智

学がエソテリシズム、オカルティズムや西洋科学を明確に東洋的である観

点、西洋に何の先行形態もない観点から解釈するようになったという見解

を肯定するような証拠は何もない。神智学的試みは、基本的には折衷的で

ある。ヒンドゥー教と仏教から取られた概念は、それらが同化されるよう

に見えた限りにおいて取り入れられた。もし同化しそうにない場合は、そ

れらは無視されるか、新しい意味を与えられたのである。もちろんこれは、

神智学が東洋に何も負っていないということを意味しているのではない。
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とりわけカルマは、ブラヴァツキーの 1878年のインド旅行以後にのみ中

心的な重要性をもつようになったのは確かであろう。しかしながらそれが

使用されるようになったのは、根本的には霊的、倫理的進化という典型的

に近代西洋的な概念に関わる問題に解答を与えたがゆえになのである。そ

れは、神智学—それがインド宗教に対する通俗的な関心を引き起こす上で

道具的役割を果たしたとはいえ—が、ただ単に西洋エソテリシズムに根付

いているというだけでなく、本質的に西洋的な運動にとどまったという私

の主張に矛盾するのではなく、一致するのである」。11）ここで言われてい

るカルマの問題は、「宗教としての進化」において詳述されることになろう。

B．東洋とアメリカ超絶主義 12）

　前節では宗教の近代的研究とオカルティズムとの関係について見てき

た。次に検討されねばならないのは、19世紀におけるエソテリシズムの

もう一つの後継者、つまりロマン主義との関係である。ここでハーネフラー

フがロマン主義の代表として取り上げているのは、アメリカの超絶主義で

あり、とりわけその典型としてのエマソンである。この超絶主義は、オカ

ルティズム的ないわゆる形而上学的運動を経由して、ニューエイジ宗教に

大きな影響を与えているというのが、ハーネフラーフの見解である。

　ところで超絶主義者たちはほとんどすべてが、東洋の宗教に魅惑され、

また東洋に対するアメリカの通俗的な理解に大いに貢献した。しかし超絶

主義者たちによる東洋の宗教受容を詳細に検討したヴァースルイスによれ

ば、超絶主義者たちが理解した東洋の宗教は「書物の宗教」、つまり書物

から得られた観念的な宗教であった 13）ハーネフラーフはこうした受容の

あり方をエマソンを中心に考察する。

　エマソンにおいては、プラトンや新プラトン主義者、ヘルメス・トリス

メギストス、ベーメやスウェーデンボリなどのエソテリシストと並んで、

孔子、ゾロアスター、東西の伝説的な賢者への関心が見られる。ハーネフ

ラーフはここに、現代神智学の場合と同様、エソテリックな久遠の知恵の

伝統への関心を確認する。しかしながら一方でエマソンはオカルティズム
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とは異なったロマン主義的側面を明確にもつ。これを端的に示すのが　エ

マソンのスウェーデンボリ批判である。つまりその批判は、照応に対する

スウェーデンボリのオカルティズム的見方に対して、伝統的なエソテリシ

ズム的見方をロマン主義的に擁護するものととなっているのである。

　「こうした照応を示そうというこの構想は、もしそれが十分に実行され

たならば、世界の詩となり、そこではすべての歴史と科学が本質的な役割

を果たすことになろうが、しかし実際にはスウェーデンボリの探求が取る

もっぱら神学的な方向によって狭小化され、打ち負かされているのであ

る。・・・スウェーデンボリは個々の自然の事物を神学的な概念に固定化

してしまう。たとえば馬は肉欲、樹木は知覚、月は信仰、猫はこれ、ダチョ

ウはあれ、アーティチョークはそれというふうにである。そしてすべての

象徴を貧しいことにそれぞれ教会で使われる意味につなぎ止めてしまうの

である。つかみがたいプロテウスはそのように簡単には捉えられないので

ある。自然においては個々の象徴は無数の役割を果たす。ちょうど物質の

分子がすべての組織を順番に循環するように。中心の同一性が、個々の象

徴が真の存在のあらゆる性質、色合いを継起的に表現することを可能にさ

せるのである。天の水を運ぶ場合、すべてのホースはすべての蛇口に合う

のである。自然は波をつなぎ止めてしまうような硬直化した些末主義には

直ちに復讐するだろう。自然は直解主義者ではない」。14）

　エマソンは、こうしたエソテリックな太古の知恵の伝統という信条に基づ

いたロマン主義的見方から、自分の考えに合致する東洋の諸宗教を理解した

というのが、ハーネフラーフの見解である。エマソンにとって、仏教は異質

であり、道教もまた同様であった。対照的に儒教は、その倫理的な側面と良

識ゆえに賞賛される。しかし最も評価されたのは、ヒンドゥー教であった。

それをエマソンは（一部ラーム＝モーハン＝ローイのブラフマサマージに

よる改革ヒンドゥー教—これは 19世紀以来欧米のユニテリアン派を魅了し

た—の影響のもと）大部分アドヴァイタ・ヴェーダンタによって知った。他

の超絶主義者と同様、エマソンは自分の観念論的見解に合致する普遍的な側
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面に焦点を当てるため、儀礼的側面や文化的文脈は無視した。エマソンの「比

較宗教」観は、世界の諸宗教の集約は新たな総合と新たな世界に通じるとい

う熱狂主義的信念に満たされていた。エマソンはその東洋への礼賛にもかか

わらず、そこからただ本質的に西洋的に留まる見方を創造するために必要な

ものだけを借りたのであった。ヒンドゥー教哲学はエマソンの思想を形成し

たというよりそれを広げ、深化したのであった。15）

　つまりエマソンが理解した東洋の宗教は「書物の宗教」であったのであ

る。そしてハーネフラーフによれば、このような結論は、ニューエイジ宗

教に直接的な影響を与えたとされる形而上学的運動においても当てはまる

のである。

　以上見たように、東洋に対する広範な関心にもかかわらず、19世紀後

半の西洋人が、ヒンドゥー教や仏教をその文化的文脈にそくして十分バラ

ンスのとれた見方を獲得するのは困難であった。東洋の宗教は一貫して西

洋的諸条件に理想化され、適合された。しかしハーネフラーフは現代神智

学の場合も、超絶主義の場合もこの過程において見られるとりわけ重要な

要素に着目する。つまり西洋的進歩信仰という要素である。ヴァースルイ

スによれば、この西洋的進歩信仰が超絶主義的オリエンタリズムが存在す

るようになった理由であり、またアジアの宗教を実際に理解するうえで最

大の障害になった理由である。16）実際世俗的な進歩や進化の現代的理論は、

西洋エソテリシズムにとってもともと異質であったと同じく東洋にとって

はも異質であった。それは、エソテリシズムが 19世紀と 20世紀の精神に

受け入れられるために、映し出されねばならなかった世俗的思考の第三の

鏡である。したがってわれわれが次に検討するのは、この第三の鏡、つま

り宗教としての進化という観念である。17）

3）　宗教としての進化 18）

　たしかに進化と進歩とは厳密には同義語ではない。大部分の進化理論は

価値について何も言うわけではなく、進化理論を受け入れるために進歩を

信じる必要はないのである。しかしながら進化が進歩という観念を含ん

207907_帝京_外国文学論集-6校.indb   72 2012/03/19   16:20:11



― 73 ―

ニューエイジとエソテリシズム（4）

でいる必要はないとはいえ、19世紀の多くの人々にとって、この理論は、

悪いものからよいものへの変化を示唆しているということが、肝心な点で

あった。そしてハーネフラーフがここで問題にするのは、まさにそうした

大衆的な進化論、進化主義である。ハーネフラーフによれば、歴史的進歩

として理解された進化主義は、ロマン主義やオカルティズムによって同化

された東洋の宗教にも、また伝統的なエソテリシズムにも見出されない。

しかし 19世紀が終わる前には、この西洋的新しさは深く同化されていた

ので、それがそれまで存在しなかったとは思われなかったのである。

　ハーネフラーフは創造、堕落、再統合に関する伝統的エソテリシズム的

思弁を、決して歴史的過程と誤解してはならない、と強調する。マッカラ

が指摘するように、キリスト教神智学者やイルミニストにとって、人間の

創造、堕落そして再統合は、歴史的出来事に関係しない純粋に霊的過程（受

肉は注目すべき例外である）であった。19）ベーメにとって 30年戦争などの

出来事は、復興過程の段階の目印になるにしても、決してそれらを作り出

すわけではない。「歴史はただ永遠なる世界の諸力が作用する領域に過ぎな

い。歴史的時間は完全に永遠に現前する堕落と贖いの劇によって完全に飲

み込まれている」。同様にサンマルタンにとって歴史的出来事は、人類の再

統合の象徴ではあるが、そのための道具ではない。一言で言うなら、「再統

合は歴史歴史を購うのではない。それは歴史からの贖いなのである」。しか

しながらこうした観点は、18世紀 19世紀に出現した歴史意識には次第に

疎遠になっていった。ここで問題となるのは伝統的エソテリシズムの中に、

進化主義的歴史観を読み込むという時代錯誤的やり方である。ベーメの宇

宙生成論に関する議論においてハーネフラーフは、この点を指摘する。

　「永遠の自然における神の受肉は 7重のサイクルにおいて生じる。われ

われがこの過程を時間における展開と想像するなら、—それはほとんど避

けるのは不可能であるが—、厳密に言うならばわれわれはカテゴリー上の

誤謬を犯していることになる。7重の継起は、われわれがわれわれの物質

的世界から知るような時間の本来の原型として理解されねばならない。完
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成されたサイクル、つまり第 7番目の段階から見るならば、すべての以前

の段階は 1 つである。こうして最初の 6段階は、時間の原型であり、7番

目における完成は、永遠の原型である。時間はしたがって第 1 のカテゴ

リーではなく、第 1 の現実からの第 2 の派生態であり、この第 1 の現実は

そこからの派生態によっては記述され得ないのである。ヘルメティシズム

的言明「上のようにそのように下も」（これはベーメにとっても基本的な

ものである）を同一性として理解するという現代的傾向は、エソテリック

な思弁に関する誤解を生み出す主要な源泉の 1 つである。ベーメは「低い

もの」は「高いもの」を映し出すという照応の象徴的教義によって考えて

いる。この観念のフォイエルバッハ的逆転、つまり「高いもの」を「低い

もの」の反映にしてしまうことは、ベーメの思考にとっては異質なもので

ある。この理由から、7重の継起に関し「進化」のような言葉を使うのは、

誤りを犯すことになる。」20）

　しかしながら 18世紀以来のほとんどすべてのエソテリシストは、こう

した進化主義を受け入れたというのが、ハーネフラーフの見方である。そ

してまさにロマン主義（ドイツ観念論を含む）こそ、エソテリシズムの領

域に属する伝統の、近代的な進化主義的再解釈であり、アメリカの形而上

学的運動や現代神智学にとっても、このロマン主義的進化主義が重要で

あった。次にハーネフラーフはこの進化主義を形而上学的運動が依拠して

いたエマソンの超絶主義とブラヴァツキー神智学において検討することに

なるが、その前に 19世紀の文化にとって進化論がいかなる意味をもって

いたかという一般的考察として、アメリカ詩人と進化論とに関するコナー

の論考を取り上げている。21）

　コナーによれば、詩人たちは進化理論の科学的側面にはあまり関心をも

つことはなかった。彼等の関心を引いたのはむしろこの新理論が、神の善

意と効験および人間の霊的本性に対する深く根付いた、強固な確信にいか

に関係しうるかであった。彼等の進化に対する熱狂は、キリスト教的歴史

概念に替わりうる科学的概念としてそれが解釈出来るというところにあっ
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たが、しかしそれは必ずしも宗教そのものを脅かすものではなかった。反

対に進化は不可避の進歩として見なされ得た。ある意味でそれが神的に動

機づけられているからである。ここで語られている科学と宗教を統一させ

る鍵としての進化の観念に、ハーネフラーフは注目する。エマソン流の書

物宗教のみならず、オカルティズムも、またそうした観念に深く影響され

ていたからである。

　また「宇宙的楽天主義」という観念を、コナーは語っている。「科学的

な説明というものは、善であり、真であり、美である究極的精神的存在、

それゆえ善なる、真なる、美なる目的のために働く究極的精神的存在の「現

象的外的側面」と見なされた。ヴェンデル・ホームズの適切な単純化によ

れば、進化のような物理的な過程は、ただ行動する神自身であった。こう

して進化論的宇宙的楽天主義の理論的基礎が確立されたのであった。ラン

ダルの言葉に従えば、「1 つの点であらゆるロマン主義的、観念論的哲学

者は一致した。つまり彼等は自然と超自然の伝統的二元論を拒絶し、世界

はあらゆる部分に浸透し、その宇宙的過程におけるすべての出来事を包含

する大原理の表現であるという一元論的信念のもとに両者を結合した。人

は自然と 1 つであり、人と自然は神と 1 つである。おそらく神的生の全表

現ではないが、しかしその本質的な部分として存在するのである。宗教的

魂が進化の長い全物語のうちに神の手の展開を見、完成された人間の社会

というその目標のうちに全創造がめざす遠い未来の出来事を見ることは容

易であった」。22）

　ここにはニューエイジ宗教との強い類似性が見られると言ってよいであ

ろう。ハーネフラーフによれば、「宇宙的楽天主義」による進化主義の解

釈は、とりわけアメリカ的文脈において典型的であり、形而上学的運動の

積極思考において盛んに見られた。楽天主義的要素は現代神智学には薄れ

ているが、しかし基本的な枠組みは両潮流において本質的に同じである。

ではこの両潮流における進化主義を見て行くことにしよう。
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A．形而上学的文脈

　ハーネフラーフはロマン主義をプラトン的ヘルメティズム的伝統のヒス

トリシズム的な再解釈であると見なすが、超絶主義として知られているロ

マン主義のアメリカ的様式、とりわけエマソンをそのよい一例と考える。

エマソンの進化主義に関して、コナーは述べている。「エマソンの進化主

義は科学者のそれとははなはだかけ離れたものであった。エマソンの観念

論は唯物論や機械論とは対極に位置していたばかりでなく、科学者に最も

重要な問題には全く無関心であった。エマソンは科学が半知識でしかなく、

間違っているわけではないが、しかし不完全だと感じていた。あるいはそ

れは非詩的であるがゆえに、間違っていた、のであった。科学者は部分的

な言葉で思考するが、詩人や哲学者は、部分が作る全体がただ単にこの構

成要素だけでなく、その総和をも超えた全体としての意味をもつことを認

識していた。こうした見方において、自然の諸部分は、個人の精神の諸カ

テゴリーと完全に照応し、また究極的な実在である超精神の諸相を形成す

る秩序付けられた相互連関を示した。この至高の一者がすべてを包含し、

すべてを溶解するということが、エマソンの根本的な信念であった。これ

を無視するエマソンの解釈は、エマソンにとっては誤りと言うことになろ

う。したがって進化に関して言えば、エマソンはそこにただ創造的な精神

の現象的な顕現しか見ることはなかった」。23）

　ニューエイジャーは、自分たちの進化理論を科学的と見たいにもかかわ

らず、実際にはこの超絶主義的見方にきわめて近いと、ハーネフラーフは

見なす。エマソン的伝統は、形而上学的運動にとっても、またそれらを通

して、ニューエイジ運動にとってもきわめて重要である。しかしながら

それがロマン主義的進化主義の多くの現れのうちの 1 つでしかないことを

ハーネフラーフは強調する。ここで重要になるのが、ラヴジョイのいう区

別、つまり一種の前テイヤール・ド・シャルダン主義とその発展形態であ

り、ラヴジョイが徹底時間主義と名付けるものとの区別である。

　前者は「完全な、超時間的実在の存在、つまりあらゆる形而上学的、倫

207907_帝京_外国文学論集-6校.indb   76 2012/03/19   16:20:11



― 77 ―

ニューエイジとエソテリシズム（4）

理的属性に関し不変であり、永遠に完成されているものの存在を肯定する。

しかしこの実在は不完全で時間的なものの動力因でもないし、不完全で時

間的なものが含まれる包摂的な統一体でもない。この実在と時間において

変化し、発展するすべてのものに対する関係は、動力因という関係から目

的因という関係に変わる。換言すれば、神は、有限なものが流出する源泉

でもなく、意志によって有限なものを存在にもたらす創造者でもなく、有

限なものを部分とする全体でもなく、すべてのより不完全なものを自分と

完全に類似したものへと向かわせるすでに実現された理想なのである」。24）

　この概念は偶然によって支配される盲目的な機械論としてのダーウィン

の進化概念とは対照的に、事物に内在する傾向、つまりあたかも事物を終

わりのない運動へと推し進める内的跳躍とも言えるような傾向を示唆して

いる。実際、この傾向はラヴジョイによって「徹底時間主義」と名付けら

れ、それはもはや完全で永遠なる実在の存在を仮定しない。たとえ不完全

な事物の上昇活動を引き起こす目的因としてでもである。そしてそれが知

る唯一の神は、「形成途上の神」というものである。こうした絶対的な実

在を認める立場とあくまで形成途上の神」しか認めない立場との関係に関

して、ハーネフラーフはニューエイジのホーリズムを検討した際に見られ

た現象との対応を指摘する。そこでは「絶対的な実在」というホリスティッ

クな概念と進化主義的理論とが、たとえ両者が互いに重ならず、両立しが

たいとしても、しばしば結びついているのが見られた。時間主義と絶対的

なものへの集中の間の（つまり基本的に力動的な概念と静的概念との間の）

緊張は、さまざまな調停の試みを生み出す。ニューエイジ宗教へといたる

伝統を検討する上で、ロマン主義的進化主義はそれゆえ特定の理論という

より一般的な構想と見るべきである。さまざまな思想家がこうした構想を

表現しようとするので、そこで提出される理論ははなはだ異なったものと

なるのである。ハーネフラーフは、こうした理論とニューエイジ進化主義

へのそれらの貢献の詳細な検討は今後の課題とし、以下のように結論づけ

ている。
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1． ニューエイジ進化主義はダーウィン主義というよりロマン主義に根付

いている。

2． そうしたものとしてニューエイジ進化主義は、さまざまなロマン主義

的進化主義の科学的な信用度をますためにのみ科学的理論を取り入れ

るという一般的傾向を持ち続けている。私はこれが 19世紀のダーウィ

ンに関して生じたことであり、20世紀のプリゴージンに関して生じ

たことであると言いたい。（プリゴージンとヤンチュとの比較が示し

たように）。

3． エマソンの超絶主義はわれわれにとってはとりわけ重要である。しか

しそれはエマソンのロマン主義的進化主義の表現が、それ自体でと

りわけ注目すべきであるからではない。その重要性は、それが典型的

なアメリカの文化伝統、つまりロマン主義的進化主義にも、進化の科

学的理論に対する折衷的、実用的態度にも適合する文化伝統の基礎を

作ったという点にある。25）

B．神智学的文脈

　ハーネフラーフによれば、神智学的進化主義と超絶主義的進化主義の基

礎は、本質的に同じである。両者ともロマン主義的進化主義を根底にもつ

からである。しかし違いもある。現代神智学の場合、進化主義理論は、超

絶主義によって啓発された人々のそれを越えた新たな目的に仕えるように

なった。ブラヴァツキーの総合においては、前進的進化は、自然の大法則

として考えられている。「自然はつねに前進しなければならない。そして

新たな試みは以前の試みより成功の度合いを増すのである。」すべてのも

のは（可視的なものも不可視的なものも）自然の一部として見られ、その

普遍的な法則にしたがっているがゆえに、進化理論は、「物理的」あるい

は「精神的」領域のいずれにおいても、ブラヴァツキーの思想のすべての

側面において基本的なものとなっている。それは宇宙および惑星の発展を、

人類および宗教的意識の歴史を、また誕生以前の、そして死後の人間の魂

の発展を説明する。ハーネフラーフがここで検討するのは、この最後の側
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面、つまり誕生以前の、そして死後の人間の魂の発展に関してである。そ

の点が東洋の宗教がブラヴァツキーのオカルティズムにいかなる重要性を

もったのかという問題に本質的であるからであり、またこの点がニューエ

イジ宗教の出現にとって本質的な（しかしほとんど無視されてきた）条件

を作ったからである。さらにそれはまたブラヴァツキー自身にとって最も

中心的な側面であるからである。これに関しロナルド・ノイフェルトは述

べている。

　「強調は物理的というより、霊的な進化にあった。物理的なものが忘れ

られているわけではないが。しかしながら純粋に物理的な進化は拒否され

る。たえず唯物論者には言及がなされるが、それは誤ったキリスト教徒や

心霊主義者と同様災いあるものとされ、ダーウィンの子孫と見なされる。

重要なのは人間の神的自己の探求である。物質はそうした探求によって、

より正しくはそうした進化によって変容させるのであるが。換言すれば、

目標は、新しいさらに完全な人間になることであり、その人間の「受容力」

と「能力」は範囲と力の増大を受け入れるであろう。それはまさに可視的

な世界で進化過程の各段階受容力の増大によって区別されるのと同じなの

である」。26）

　以下ブラヴァツキーの現代神智学における進化主義を検討して行くが、

ハーネフラーフが強調するのは、現代神智学、またニューエイジ宗教にお

けるリインカネーション信仰の位置づけの問題である。ニューエイジ宗教

に関し、ハーネフラーフはすでに次のことを述べていた。「ほとんどすべ

てのニューエイジャーがリインカネーションを信じていることは確かであ

る。しかしながらニューエイジ文献から明らかになるのは、肉体的死を超

えた霊的進歩の考察は、このわれわれの惑星（さらに他の惑星）での肉体

的な再生に全く限定されたものではないことが明らかとなる。死後の生に

ついてのニューエイジ的観念の普遍的要素は、リインカネーションという

より、生前にはじまり、死後も続く過程としての前進的霊的進化である。

リインカネーションはこの長期にわたる過程の重要な部分である、しか
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しその一部にしか過ぎないのである。この基本的な理解からリインカネー

ションの主題は検討されねばならない」。27）そしてこのことは現代神智学

にも完全に当てはまるのである。

　そしてハーネフラーフはブラヴァツキー神智学に関し、まず結論を述べ

ている。「これから見て行くように、ブラヴァツキーにとって前進的な霊

的進化主義はリインカネーション信仰そのものより、はるかに中心的のも

のであった。ブラヴァツキーはリインカネーションの過程を現代の聴衆に

説明するために進化主義を取り入れたのでは、確かになかった。ブラヴァ

ツキーが行ったことは、すでに存在している霊的進化の西洋的枠組みのう

ちにカルマの理論を同化することであった。これはブラヴァツキーのオリ

エンタリズム問題に関わることである。それはブラヴァツキーが西洋的観

点から東洋的観点に移行し、東洋的信条のために西洋的信条を捨てたとい

うようなことではなかった。ブラヴァツキーの基本的な信条体系は、はじ

めから終わりまで、ロマン主義的進化主義のオカルティズム的変形であっ

た。そしてカルマはこの進化主義に科学的な因果性の理論を加えるために、

取り入れられたのであった」。28）

　以下この結論を導くために、3 つの要素が検討される。つまり死後の霊

的前進の観念、地上におけるリインカネーションの観念、19世紀に通俗

的に理解された科学的な進化主義である。ブラヴァツキー神智学的および

ニューエイジ宗教的不死教義は、これらの要素が収斂した結果生じたもの

と考えられるからである。

a．死後の霊的進歩

　ラヴジョイは 18世紀のはじめに、伝統的に理解されていた「存在の大

いなる連鎖」の静的な観念に対する反動が始まったと指摘している。つま

り「存在の大いなる連鎖の時間化」である。29）こうして終わりのない意識

の創造的な進化の観念が生じる。こうしたより高次な現実を通って行く死

後の霊的上昇は、18世紀のキリスト教神智学やイルミニズムにおいて普

通に見られるものである。
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   たとえばサンマルタンは、これを地上におけるリインカネーションと区

別し、エッカルツハウゼンは、リインカネーションではなく「上昇するメ

テムプサイコーシス」を信じる。これは死後、霊が受ける継続的な純化で

あり、煉獄の 1 つの考え方である。ここでハーネフラーフが注目するのは、

この 18世紀の不死の理論が、より高次の世界を通って行く霊的進歩の観

念を内包しており、この進歩の過程において人間の霊は存在の意味の深い

理解（あるいはグノーシス）を得る、ということである。またスウェーデ

ンボリにあっては、死後の進歩の関するこれらの概念が見られるだけでな

く、持続的な教育の過程としての死後の観念が強調される。実際スウェー

デンボリの天国においては、人間の魂はその踏み外しに対し罰せられるの

ではなく、それがその霊的態度によって自分自身に対して創造した現実に

直面させられるのである。その周囲の状況は自分の精神状態の鏡の役割を

果たす。そしてその周囲の状況が完全でない程度に応じて、人間の魂はそ

の精神を変えるように、それを改善するように奨励されるのである。こう

して人間の魂は、完全な霊的理解をその目標とする教育的過程において、

経験から苦労しながら学び続けるのである。

　死後の一連の存在を通して魂が進歩して行くという観念が浸透し、その

結果「上昇するメテムプサイコーシス」とリインカネーションとがしばし

ば混同されるようになるのは、それほど不思議ではないであろう。そして

高次な世界が諸惑星をも意味するようになると、この両者の区別はさらに

微妙で理論上のものとなった。他の惑星へのトランスミグレーションの可

能性を真剣に考えたのは、若きカントであり、この点において、ハーネフ

ラーフの指摘するように、若きカントは論敵スウェーデンボリに近いので

ある。また他の惑星におけるリインカネーションの教義は、19世紀オカ

ルティズムにおけるリインカネーションの最も有力な擁護者の一人、つま

りフランススピリチュアリスト、アラン・カルデクにも見られた。この人

物は、ブラヴァツキーとの関係において重要である。
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b．リインカネーション

　大部分のキリスト教神智学者やイルミニストは、この同じ惑星に再び肉

体をもって生まれるという厳密な意味におけるリインカネーションはキリ

スト教と両立しがたいと見なした。しかしながら 18世紀の後半、その教

義はイルミニストの間で取り上げられるようになった。そしてその時期異

教的傾向がより支配的になるにつれ、それはいよいよ人気を増すことに

なった。

　ハーネフラーフによれば、こうしたリインカネーションの人気増大の原

因は複合的である。ヒンドゥー教に関する新しい知識の広がりがリインカ

ネーションの流行に一役買ったことは疑いないであろう。しかしハーネフ

ラーフが強調するのは、エソテリシストは同様に西洋エソテリシズムのプ

ラトン的、ピュタゴラス的カバラー的潮流から、あるいはヘンリー・モア

やライブニッツなどの哲学者の議論からその観念を容易に引き出すことが

出来た、ということである。

　ハーネフラーフはとりわけ興味深く、重要な例として、生物学的進化論の

開拓者シャルル・ボネと啓蒙主義者レッシングを取り上げている。ボネは、

古典的な内在的発展理論として述べられたパリンジェネシスの理論を発展さ

せた。つまり創造において胚種に組み込まれたプログラムが、神によってあ

らかじめ定められた形態において発展するというのである。同時にそれは復

活の自然主義的説明を与えた。イルミニストの「バランシュにとってもボネ

にとっても人間の運命は一回の地上の存在を超えて広がる。地球における人

間の現れはその存在の 1 つの相にしか過ぎない。人間が最初は地上、次に天

の階層を通って進歩するにつれ、それは前進的な霊化、浄化を受ける。つい

には人間の更生の地上の段階が空間と時間の宇宙からの自由において頂点に

達するとき、物質的な身体と物質的な世界は消滅する」。30）ここで重要なの

は、進化における苦難の必要性の強調である。「ボネの理論ではすべての苦

難は神によってはじめから計画された前進的に増大する幸福の展開の一部で

ある。人間がその進化の頂点に達するときそれは自分の歴史を振り返り、す
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べての苦難は何らかの理由があって生じたのであるということが理解できる

ようになろう。われわれは道徳的、物理的悪をその強さにおいて、その最も

遠くはなれた結果において了解するであろう。そして神が作ったものはすべ

てよいという証拠をつかむことになろう」。31）

　しばしば苦痛ではあるが、しかし必要である、肉体を通るイニシエーショ

ンとしてのリインカネーションのこうした見方は、西洋のリインカネー

ション主義のもう一つの重要な源泉、つまりレッシングの『人類の教育』

に近い。実際これはボネによって影響を受けているのである。ハーネフラー

フは、レッシングのリインカネーション観には、東洋の宗教からの重要な

借用を暗示するものは、多くはないことを強調する。第 1 に動物への転生

は選択肢としてない。第 2 にリインカネーションは多かれ少なかれ行き当

たりばったりの継起ではなく、持続的な上昇的進歩である。最後にリイン

カネーションは否定的、彼岸的意味（魂を苦しみの世界に縛る輪廻の輪と

して）で解釈されておらず、全体的に肯定的で此岸的な学習と成長の過程

として解釈されている。レッシングにとってリインカネーションは、人間

の魂が逃れようとするべき必然の循環ではなく、神が辛抱強く人類を成熟

に導く教育の過程なのである。

　結論としてハーネフラーフは述べる。東洋的文脈とは対照的に、18世

紀後半と 19世紀はじめにおいてリインカネーションは、霊的進化がいか

に生じるかに関する（もっぱら他の世界へと上昇するメテムプサイコーシ

スのような他のものと競合する）1 つの可能な説明に過ぎない。したがっ

てリインカネーションそのものではなく、進歩あるいは進化がその理論の

核心なのである。このことは、リインカネーションが存在の連鎖を通って

前進的に上昇するという一般的な観念を説明する可能な 1 つの考えとして

議論されているという事実によって示される。そして存在の連鎖を通って

前進的に上昇するという一般的な観念は実際もともとリインカネーション

とは独立した観念であるということは、アブラムが教育的螺旋と呼んだも

ののロマン主義における中心的な重要性によってさらに示唆される。リイ
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ンカネーションが進歩を内包するということは、18世紀後半のリインカ

ネーション主義者（20世紀後半のニューエイジャ－と同様）にとって、次々

に生じる生という見方が、恐怖ではなく、晴れやかさを感じさせるという

事実によって説明される。それは心を「不思議な幸福感」でみたすロマン

主義的観念として経験され得た。逆に多くの前世を生きたという観念は、

生じつつある歴史意識に合致するものであった。32）

c．進化の法則

　現代神智学によっても、また最終的にはニューエイジ運動によっても取

り入れらることになる前進的な「リインカネーション」の概念（つまりこ

の世界および他の世界における多くの生を経験し、学習することによる霊

的進歩）は、前節で見たように、すでに 18世紀の終わりには存在していた。

しかし 19世紀を通じ、進化は哲学的宗教的概念から科学的概念へと発展

させられる。そして「リインカネーション」の場合には、この発展は強調

の明白な変化となった。進化が元来は神の摂理によって考えられていたの

に対し、いまやそれは自然法則として理解されるようになったのである。

たしかに造物主としての神の理神論的な概念は、明らかにダーウィンの進

化論とは両立し難いが、聖書に対しリベラルな態度を取る人は、神を内部

から働く創造力と見なし、時間の継起的な過程を通って世界を生み出すも

のと考えることができた。しかしひとたび伝統的な有神論がこうした自然

の隠れた力によって置き換えられると、さらに進んで、その力を純粋な自

然力と考えることは容易であった。ハーネフラーフは、こうした文脈にお

いてブラヴァツキーの進化およびリインカネーション観は理解されねばな

らない、と強調する。ブラヴァツキーはロマン主義的自然哲学に根ざした

進化理論を継承したが、しかし神智学をキリスト教および唯物論双方に優

越する「科学的宗教」として提示する努力の一部として、ブラヴァツキー

は進化理論を現代科学の言葉で記述した。進化は、存在の（物質的霊的な）

超自然的次元のみならず、自然的次元をも支配する自然の大法則として提

示された。したがって 18世紀の霊的進化（この世界、他の惑星、高次な
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世界における多くの生を通過する）の理論は、ブラヴァツキーによって継

承されたが、しかしそれは神的摂理というより自然法則に基づくものとし

て再構成されたのであった。

　つまりハーネフラーフによれば、いまやブラヴァツキー神智学の、伝統

的エソテリシズム的なというよりオカルティズム的本性にとってきわめて

特徴的なことに、この自然の普遍法則は照応ではなく、因果性に基づくの

である。逆説的なことにブラヴァツキーがヒンドゥー教や仏教から継承し

たように思われるものは、リインカネーションではなく、非人格的な因果

法則の観念であり、それはキリスト教的倫理に対する「科学的な」代替と

して使うことが出来たのである。カルマの観念はこうした代替として考え

られているのである。

　「カルマは純然たる行為であり、原因と結果の連鎖である。すべての結

果をその直接の原因に適合させるもの、これらの結果を目に見えずに、ま

たあやまつことなく導き、その作用の領域として、正しい場所にいる正し

い人間を選択するもの、それはわれわれがカルマの法則と呼ぶものである。

それは何であろうか。われわれはそれを摂理の手と呼ぶべきなのであろう

か。われわれはそうすることは出来ない、とりわけキリスト教徒の国々に

おいては。というのもその語は人格的な神の見通しと人格的な意図と結び

ついており、また神学的にそう解釈されるからである。それはまた万物の

調和に基づくカルマの能動的法則—絶対的な公平さ—においては、見通し

も欲求もないからである。またその法則を導くのは、われわれ自身の行為、

思考、行動であって、それによってわれわれが導かれるのではないからで

ある」。33）

　このブラヴァツキーの言葉に関し、ハーネフラーフは述べる。18世紀

と 19世紀はじめの上昇するメテムプサイコーシスの理論は大部分、その

過程を摂理的なものと考え、伝統的キリスト教の原則に基づいた倫理体系

を受け入れていた。こうしたことはブラヴァツキーには承伏しがたかった。

ブラヴァツキーが必要としたものは、霊的進歩という西洋的概念を、「科
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学的」と提示しうる普遍的な因果法則に関して、別な倫理体系に基づける

ということであった。ブラヴァツキーにとってカルマという東洋的観念が

まさにこれを可能としたのであった。ここで重要なのは、カルマを道具的

因果性という西洋的概念によって理解することが、適切であるか否かとい

うことより、ブラヴァツキーのカルマ理解がそうしたものであったという

ことである。「上昇するメテムプサイコーシス」の観念（リインカネーショ

ンを含むかあるいは含まない）は、西洋起源であり、ブラヴァツキーによっ

てエソテリシズムに関係する伝統から継承されたが、一方カルマの教義は

疑いもなく東洋に由来した。因果性によるその解釈は、真の宗教は真の科

学と両立可能であり、またそれらは独善的なキリスト教の対極にあるとい

うブラヴァツキーの確信を強めた。カルマを霊的進歩の根底にある自然の

大法則と示すことにより、ブラヴァツキーはリインカネーションを含む「上

昇するメテムプサイコーシス」と、その根底にある過程の、宗教的という

より科学的な説明（ブラヴァツキーはそう見なした）との組み合わせに達

したのであった。

　以上のことからハーネフラーフは、次のような結論を導く。ブラヴァツキー

が、リインカネーションを初期の段階で信じていたか否かは別にして、リイ

ンカネーションの強調は、インド旅行とともに始まる「東洋の発見」に基づ

いてはいないことは確かである。オカルティズム運動への深く生涯にわたる

関与とエソテリックな文献に対する広い知識を考えるなら、ブラヴァツキー

は「上昇するメテムプサイコーシス」やリインカネーションの西洋的伝統に

ついてたしかに知っており、それを学ぶために東洋を必要はしなかった。逆

に『ヴェールを取ったイシス』においてすでにブラヴァツキーは東洋的宗教

観念を発見しており、たとえこうした初期の著作においてリインカネーショ

ンを拒否しているにせよ、インド旅行以前にそれを知らなかったからそれを

拒否したということはあり得ないであろう。一方リインカネーションを積極

的に肯定するブラヴァツキーの成熟期の教義は、われわれが西洋リインカ

ネーショニズムに典型的なものとして、また東洋の宗教には非典型的なもの
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として確認したすべての特徴（教育による進歩、楽観主義的な此岸性、動物

転生の否定）を示している。それはヒンドゥー教や仏教よりはレッシングの

方にはるかに近い「人類の教育」の進化論的解釈となっている。ハーネフラー

フによればブラヴァツキーの初期におけるリインカネーションの不在、ある

いはほぼ不在はオカルティズム的政治によっておそらく説明することが出来

る。リインカネーションの最も明白で、影響力ある擁護者は、アラン・カル

デクの系統にあるフランスのスピリチュアリストであり、カルデクはブラ

ヴァツキーが拒否した 2 つのもの、つまり通俗的スピリチュアリズムと明ら

かなキリスト教的強調とを結びつけていたのである。カルデク主義と神智学

との競合関係を考慮するなら、ブラヴァツキーが「上昇するメテムプサイコー

シス」のより洗練されたエソテリックな教義擁護のために「通俗的な」リイ

ンカネーションの教義を非難したのは、理解できよう。しかしながらブラヴァ

ツキーにとって重要な問題は、「上昇するメテムプサイコーシス」がまたリ

インカネーションを含むか否かではなく、霊的進化の過程をいかに説明する

かということであった。魂が多くの生（地上であるか否か問わず）を通して

前進するならば、その過程は現代の人々に理解できる「科学的」な言葉でい

かに説明することが出来るであろうか。ブラヴァツキーは『ヴェールを取っ

たイシス』を執筆していた頃はこの問題の解答をまだ見つけることができな

かった。しかしその後カルマが長い間探し求められていた答を与えてくれる

と悟るにいたった、というのがハーネフラーフの見解である。ブラヴァツキー

は、カルマが予定説という嫌悪すべき観念を想起させるようなものは何も含

まない、つまり個人の自立や個人の責任といった啓蒙主義的な価値観を蝕む

盲目的な不可避の力ではない、ということを確信したにちがいない。ひとた

びそう確信すると、ブラヴァツキーは、カルマを包括的な進化の枠組みの中

で宇宙的正義を守る自然の普遍的法則として示すことが出来た。ブラヴァツ

キーのカルマの解釈は、東洋的観念と両立しうるかも知れないし、両立し得

ないかも知れない。ここで重要なのは、ブラヴァツキーがこの観念を完全に

西洋的枠組みの中で、つまり霊的進歩に対する信仰に科学的な信頼感を与え
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られ得る根本的な「因果法則」として同化したということである。34）
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