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西洋エソテリシズムの世界観（1）
　― ハーネフラーフの新たな試み

進　藤　英　樹

1．はじめに
　欧米では 1990 年代から、西洋エソテリシズムという研究分野が、注目

を集めている。なにぶん新しい分野であるので、西洋エソテリシズムの定

義、その領域の境界付け、研究上の方法論等、解決すべき基礎的課題、問

題はまだ多い。おそらくオランダの研究者、ハーネフラーフは、そうした

課題に取り組み、西洋エソテリシズム研究の土台作りに、最も貢献してき

た人物といえよう。ハーネフラーフの研究上の大きな特色は、エソテリシ

ズムをつねに西洋文化という広い文脈の中において考え、その西洋文化に

おける意味合いを問うということにある。最近刊行された『エソテリシズ

ムとアカデミー：西洋文化における禁じられた知識』において、ハーネフ

ラーフは、西洋エソテリシズムの発展というものが「聖書的一神教とギリ

シア的合理性に基づく精神文化が、異教の存在と折合わざるをえなかった

という事態なしには考えられない」1とし、西洋エソテリシズムと現在呼ば

れる領域を、主にルネサンス以降の神学者、学者、知識人がいかに考えた

か、換言すれば、それをいかに擁護し、いかに反駁したかを、詳細に辿っ

ている。そしてとりわけ啓蒙主義の時代以後、西洋エソテリシズムは、学

問や知的世界から拒絶され、無視され、ついにはいかがわしいくずかご的

カテゴリーになりはてたが、しかし同時に近代の知的世界は、そうした拒

絶により自己のアイデンティティを確立したのであると結論づけている。

また最新の著作である『西洋エソテリシズム：困惑している人のためのガ

イド』2 においては、こうした異教の存在という観点から、西洋エソテリ

シズム全般について、たいへん密度の濃い議論を展開している。拙論では、
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主にこの著作により、西洋エソテリシズムの基本的な世界観と知識へのア

プローチ、そしてそれらと近代化の問題について、ハーネフラーフの議論

を紹介してみたい。

2．西洋エソテリシズムの境界付け
　西洋エソテリシズムというものは、異教という要素の存在なしには考え

られないというのが、ハーネフラーフの根本的見方であるが、きわめて興

味深いことに、ハーネフラーフによれば、「異教」という要素は、西洋エ

ソテリシズムの現代の研究者たちによって一見すると驚くほどにまで無視

されてきた。特定の歴史的現象（とりわけヘルメティズム）の重要性はあ

きらかに認識されていたにもかかわらず、その領域が構成され、定義され

る場合、その要素は何の構造的役割を果たしていないのである。こうした

いわば盲点について、ハーネフラーフはその理由を次のように考える。啓

蒙主義以後知的世界から追放された西洋エソテリシズムの領域が、現代の

研究者によってまじめな研究対象として再発見された場合、「彼等の多く

は、リリジョニズム（ religionism ）的観点からそうした対象にアプローチ

したのである。彼等は聖なるもの、神的なるものと結びつく普遍的で、超

越的、あるいは『内的』な霊的実在への関心ゆえに、外的な歴史的影響の

重要性を軽視する傾向にある。こうした立場から見るなら、折衷的な過程

という観点からエソテリックな潮流を説明するということは、還元主義的

として、さらに一般的には、その核心を見失ってしまうものと感じざるを

えなかったのである。エソテリシズムの究極的な指標が聖なるもののそれ

固有な次元であるならば、その外的な現象形態は―それが異教であれ、キ

リスト教であれ、ユダヤ教であれ、あるいは世俗的なものであれ―定義上

二義的な重要性しかもたないであろう。」 3

　こうした現代の研究者の傾向と対照的に、ハーネフラーフが、「異教的」

次元を真剣に考えた唯一の知的試みとみなすのは、トマジウスなどによっ

て開拓された反護教主義的歴史記述である。反護教主義というのは、17 世
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紀の後半、ドイツのプロテスタンティズムにおいて形成された一学派であ

り、彼等は、異教を受容することによりキリスト教を汚染したとして、教

父たちの護教的伝統を非難、攻撃した。こうした神学的立場にもかかわら

ず、ハーネフラーフがとりわけ注目するのは、トマジウスに見られる異教

的要素の把握の的確さである。

　ハーネフラーフによれば、トマジウスは、異教の根本的特徴として二つ

の要素を強調している。4 第 1 は、この世界が神と同じく永遠に存在してい

るという信条であり、これは「無からの創造」の反対のものとして見なさ

れている。そしてこの最初の誤謬が第 2 の要素、つまり人間は自分自身の

神的な本性を直接経験によって知ること（グノーシス）が出来るといった

「熱狂主義的な」信条である。こうしたトマジウスの分析を、ハーネフラー

フは、今日でさえ、西洋エソテリシズムと呼ばれ得るものの土台を言いあ

てているとみなす。

　第 1 の要素はその形態として、厳密に「マニ教的」二元論と厳密な汎神

論を両極として、その間のさまざまな段階を取り得る。しかしハーネフラー

フによれば、西洋エソテリシズムの文脈において最も典型的なのは、「コ

スモテイズム」と言われ得る多くの中間的な「汎有在神論的」形態である。

このコスモテイズムという言葉は、1782 年にラモワニョン・ド・マレシェ

ルベ によってつくられたが、エジプト学者のヤン・アスマンによって一

神教の反対概念として用いられるようになった。アスマンは述べている。

　「一神教の反対は多神教や偶像崇拝ではなく、コスモテイズムである。

それは内在の神とヴェールをかけられた真理の宗教であり、神も真理もあ

またのイメージにおいて自らを示し、また隠すのである。つまりそれらの

イメージは相互に排除し合うのではなく、相互に照らし合い、補足し合う

のである。神的世界は、コスモス、人間、社会の世界と対立するのではなく、

むしろその世界に浸透し、それに構造、秩序、意味を与える一つの原理で

ある。神的なものは、この世界から排除され得ないのである。」5

　不可視で永遠の創造者が可視的で一時的存在としての被造物から厳格に

218343_帝京_外国文学論集20号-5校.indb   87 2014/04/10   20:37:43



帝京大学外国語外国文学論集　第 20 号

― 88 ―

区別される古典的な一神教に対する論理的反対物としてコスモテイズム

が、ユダヤ＝キリスト教的枠組みには厳密には決して統合され得なかった

というのは、たしかであろう。しかしハーネフラーフが強調するのは、初

期教父時代からキリスト教神学に取り入れられた「異教的」ヘレニズム的

哲学の統合の一部分として、コスモテイズムはまたキリスト教神学から取

り除くことも不可能であったということである。「私は現在西洋エソテリ

シズムと呼ばれるものの出現は、こうした相互に排除し合う二つのシステ

ムとそれらが包摂するすべてのもの、それらの動力学が生み出す深い葛藤

構造によって可能にされたと考える。要するに、一神教とコスモテイズム

の論理的非両立性が、それを解決しようとする無数の一連の創造的試みを

生みだしたのである。」6

　トマジウスによって強調された第 2 の要素は、論理的に第 1 の要素から

帰結できた。流出と帰還というプラトン的教義によれば、魂はその起源を

永遠で、神的な実体のうちにもち、そこに再び帰還する。それは言い換え

れば、人間が神的なものを知る生得的な能力をもっているということであ

る。人間は（被造物が創造者の主導権に依存する古典的一神教のように）

人間に対し自己を啓示する神に依存せず、またそうした知識を得るための

能力は、（科学や合理主義的哲学のように）身体的感覚や自然理性に限定

されてもいない。 人間の魂の本性そのものが、存在の最高の永遠なる実

体への接近を可能とするのである。こうした直接的な経験による知識、グ

ノーシスは、精神の「恍惚的な」状態によって獲得される。7

　しかしハーネフラーフは、この相互に連関する二つの要素が、西洋エソ

テリシズムの定義、つまり特定の歴史的伝統や領域としてその歴史を記述

することを可能とするような定義であるとみなすわけではない。それらが

するのは、「エソテリックな」宗教性の発展を見て行く場合に、そうした

ものとして認められうる理論的な境界を定めるということなのである。そ

れらは実際の歴史的現象やその代表者に関しほとんど何も言うわけではな

い。というのも「そうした代表者たちはふつう『コスモテイズムとグノー
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シス』の堂々たる世界観を打ち出そうとはせず、たいていは一神教によっ

て、また神的啓示と理性への要求によって支配されている文化の内部で生

き残れるような空間を編み出そうと試みるのである。換言するなら、反護

教主義的論争家とその立場に近い人々が、異教的な破壊計画の存在をかぎ

取り、その基本的な『教義』を白日の下にさらし、そうした企みを暴露し

ようとするのに対し、エソテリックな精神の持ち主は、大部分妥協を旨と

している。その敵が彼等を『他者』としてはっきりと排除しようと試みる

のに対し、その代表者や同調者はたいてい包含されたままでいようとする。

これがこの領域の境界がこれほどに曖昧で、この分野が歴史的に特定化し

にくい理由である。コスモテイズムとグノーシスへの傾向は、さまざまな

文化上の文脈（宗教、哲学、科学、芸術）の中で、さまざまな強調の程度

において見出されるかも知れない。しかし支配的な文化形態をはっきりと

攻撃し、二者択一的な選択を迫るような過激であからさまな形のものはま

れである。もし『西洋エソテリシズム』が比較的分離した領域として感じ

られるならば、その理由は、それが実際にキリスト教的、世俗的社会にお

いて歴史的に存在した一種の隠れたグノーシス的、コスモテイズム的『カ

ウンターカルチャー』であるからではなく、それが論争の過程で、そうし

たものとして構成されたからである。」 8

　以上のような西洋エソテリシズムの境界付けを前提に、ハーネフラーフ

が考えるその世界観と知識へのアプローチを見て行こう。

3．世界観
　ハーネフラーフによれば、西洋エソテリシズムの枠組みの中に入るすべ

ての歴史的潮流は、何らかの仕方で、世界の本性、神性（the divine）への

その関係、神性と世界との間にある人間の役割に関する問題への問と答え

に関わる。厳密な哲学的論議は、そうした議論の一部であり得るが、しか

し根底にある動機は、生の真の意味と宇宙における人間の究極的な霊的運

命への深い関心という意味で、第 1 に宗教的である。換言すれば、われわ
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れは誰であるか。われわれはどこから来たか（われわれは生まれる以前に

はどこにいたのか）。われわれが、いまいるこの世界は何なのであるか。

われわれはこの世界でどのような最後を迎え、またそれはなぜなのか。そ

して死後われわれは最終的にはどこへ行くのか。こうした問と答えに関わ

るのである。ハーネフラーフは、こうした問への答えに見られる、神性と

世界、あるいは霊的現実と身体的現実との関係に関する考え方、またその

二元性における人間の場所に関する考え方を、大きく二つに区別する。つ

まり、あれかこれかの先鋭的な選択によって思考する「形而上学的急進派」

と両者どちらをもという形で考える「形而上学的調停者」である。9

1） 形而上学的急進派

　この形而上学的急進派を、ハーネフラーフは、さらに徹底的な一元論あ

るいは汎神論と徹底した形而上学的二元論とに分ける。

a．徹底的な一元論あるいは汎神論

　神性と世界との関係に関し、徹底的な一元論的あるいは汎神論的選択肢

と呼びうるものの例として、ハーネフラーフは、サリンジャーの短編小説

の一節を取り上げている。

　「僕は 6 才の時すべてが神であると分かり、髪の毛が逆立つほどびっく

りしたよ、テディは言った。あれは土曜日だったと思うけれど、僕の妹は

まだほんの小さな子供で、ミルクを飲んでいたんだ。その時突然妹が神で

あり、ミルクが神であることが分かったんだ。つまり妹のしていたことは

すべて、言うならば、神を神に注ぐということだったんだよ。」10

　ハーネフラーフによれば、このサリンジャーの汎神論は、本来西洋のエ

ソテリックな伝統に基づいているのではなく、シュリ・ラーマクリシュナ

によって拡張されたアドヴァイタ・ヴェーダーンタのヒンドゥー教哲学を

反映していた。その哲学の核心は、われわれが生きている「分割された世

界」は、結局の所、精神の幻想であり、その幻想を追い払うことにより、
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われわれは神性から分離されていないことを見出すのであるということで

あった。こうした観点から見れば、われわれはどこかから「来た」のでも

ないし、どこかへ「行く」のでもない。われわれはすでに神性と一つであり、

われわれがする必要のあることは、この事実をみとめることだけである。

この徹底した教義は、1970 年代以降のニューエイジグループの間では完

全に一般的となったといえよう。とりわけ「奇蹟の過程」として知られる

「チャネリングされた」文書の形で、しかしまたジッドゥ・クリシュナム

ルティやディーパク・チョプラなどの影響力ある霊的指導者のメッセージ

の形で。さらにこの考えは、カプラや同系列の著者たちのいわゆる量子力

学神秘主義の根底にあるともいえよう。しかしながら、ハーネフラーフが

強調するのは、こうした極端な汎神論というものは、20 世紀以前の西洋

のエソテリックな文献において探しても、わずかであり、せいぜいのとこ

ろ曖昧なものに過ぎないということである。つまり汎神論はとりわけスピ

ノザのように哲学的教義としては存在するが、しかしこの世界の幻想を分

離した現実として追い払うことを説く明白な宗教的救済教義としてはほと

んど出会うことはないのである。せいぜいのところ見つかるのは、潜在的

な宗教的汎神論といわれうるようなものの痕跡である。11

b．徹底した形而上学的二元論

　ハーネフラーフによれば、この徹底した形而上学的二元論の方が、西洋

エソテリシズムにおいて、その一元論的、汎神論的対極よりは、多く見ら

れる。とりわけ明確な例として、ハーネフラーフは、20 世紀の薔薇十字

主義者ヤン・ヴァン・リジケンボルフ（ヤン・レーネの筆名）とカタローズ・

ド・ペトリ（アンリエッテ・ストック =ユイセルの筆名）の著作をあげる。

　「われわれは慎重に、そして方法論に従い、巡礼を遂行している。われ

われはこれ以上死ぬつもりはないし、また生きるつもりもない。われわれ

はもはやどこにも見出されることを欲しない。すなわち鏡の領域にも、物

質の領域にも行くつもりはない。われわれは『永遠の無』の中に行くこと
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を欲する。弁証法的世界とそのアイオンおよび存在者がそう呼ぶところへ

である。・・・・われわれは・・・弁証法的本性を探求した。われわれが

そうできたのは、われわれがこうした本性をもっているからである。われ

われのエゴ本質によってわれわれはこの世界が提供するすべてを深く捉

え、味わうことができた。そして見よ、その結果はすべて問題的であり、

惨めなものであった。われわれはこの本性が死の本性であることがわかっ

た。そしてわれわれは玉座の前で祝福されたものと共に歌ったり、この呪

われた秩序を何とか受け入れようと努力することを望まなかった。数年に

わたる実験の後、われわれこれが真の生の意味ではありえないということ、

また人間をたぶらかして死の本性に向かわせることに、これ以上手を貸す

ことは良いことではないと結論づけた。」 12

　こうした極端な世界拒否の態度は、通常グノーシス主義的、あるいはマ

ニ教的二元論といわれるものであろう。グノーシス主義者は、自分が受け

入れるのを拒否する規則や価値観に基づく、異質で、敵対的な世界に投げ

出された「異邦人」であると自分自身を感じる。彼の圧倒的な感情は、自

分がこの世界に属していないということであり、したがってそこから逃走

することを求めるのである。彼の真の「故郷」は、どこか別のところ、別

な霊的な現実のうちにあり、それは物質、暗黒、苦しみ、無知に満ちたこ

の世界とは全く異なるのである。脅威的な、あるいはばかげた世界にいる

異邦人、追放者であるということからくる苦痛に満ちた実存的不安や「故

郷」に対し感じる深いノスタルジアは、人間の条件そのものの一部と言え

るかもしれないが、しかしハーネフラーフによれば、こうした感情や経験

は、西洋エソテリシズムの歴史において重要な役割を果たし、「何が間違っ

たか」を説明するため人々は宗教的理論や神話を発展させたのである。

　こうした説明、答えは、多岐にわたっており、ハーネフラーフは、主要

な三つの型を挙げている。13

　つまりあるものは、二つの永遠の世界、つまり暗黒の世界と光の世界を

想像し、それらは分離されたままであるべきだと考えた。われわれの世界
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は両者の不幸な混合である。われわれの内部に捉えられた霊的光の閃光は、

その純粋で至福な始原の状態にもどろうと永遠に希求している。

　また他のあるものは、もともと存在するのは、損なわれることのない調

和と光、至福に満ちた唯一の神的世界だけであったと主張した。われわれ

の分裂した暗黒な世界は、事故あるいは誤りであり、それは原初の堕落あ

るいは宇宙的災害から生じたのである。それはまさに、感染や遺伝的欠陥

によってもともと健康な組織に生じる癌の増殖のようなものであった。こ

うした誤りや病気は、全存在を健康で健全な最初の状態に取り戻すために

は、治療されねばならない。

　さらにまたある人々はこの世界は、意図的に魂の監獄として、邪悪な、

あるいは無知な神（デミウルゴス）によって創造されたと主張した。その

神は自分が真の神であるとわれわれに信じさせようとし、その助力者たち

（アルコン）は、われわれが真のわれわれに目ざめないように、またわれ

われがもといた、われわれの本来の居場所である神的光の世界に戻る道を

見つけないように、さまたげようと試みるのである。こうした神話が劇的

な物語の形をとることは容易であり、自然である。こうして宇宙は光の神

的力が暗黒の悪魔的な力と、人間の魂の自由、あるいは捕囚をめぐって戦

う戦場と想像されるようになった。

　汎神論的であれ、二元論的であれ、すべての形而上学的急進派の形態が、

共通にもっている一つのことは、日常生活において現れるような世界は、

何とかして解決され、克服されねばならない問題をもっているということ

である。というのもそれは霊的完成の神的理想にはとどかないからである。

ハーネフラーフは言う。「神性は至福を意味する。世界は苦しみに満ちて

いる。神性は純粋な光である。この世界は暗黒である。神性は全体である。

世界は分割されている。神性は永遠の生である。世界は時間とつかのま、死、

解体の領域である。神性は善である。世界は欠陥があり、不完全で、紛れ

もなく邪悪である。神性は真理である。世界は偽りと誤りに満ちている。

神性は美である。世界は醜さに満ちている。要するに世界は問題なのであ
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る。汎神論者であれ、二元論者であれ、形而上学的急進派の人間は、この

問題の解決に際し、妥協をすることを拒む。」14 汎神論的解決は、こうした

すべての欠陥、不完全は、夢や悪夢のように、実際にはただの幻想にすぎ

ないと悟ることである。われわれがひとたびこの真理に目ざめれば、そう

したものは何であれ、われわれにもはや触れることはない。それらは実在

しないからである。われわれは実際には困っているわけではない。われわ

れがただそう思っているだけなのである。反対に、二元論者にとっては、

世界は完全に実在している。少なくともわれわれがまだそこに捉えられて

いるかぎりは、そうである。われわれは実際に問題に面しており、それに

対し何とかしなければならないのである。唯一の解決策は、自由を求め、

世界とその支配権力に対し戦うことである。

　徹底した二元論の要素が強くなればなるほど、またそれがより真剣に包

括的な世界観や形而上学的教義に翻訳されるほど、それが好戦的な行動主

義になり、「セクト的な」運動とこの世界の権力との暴力的な戦いを生じ

させる可能性が大きくなるのは、たしかに偶然ではないだろう。しかしハー

ネフラーフが強調するのは、西洋エソテリシズムにおいては、神と世界、

霊と物質、その両極のうちにある人間の役割に対し、極端に非妥協的な「あ

れかこれか」的立場より、より包括的な「どちらをも」的な態度がはるか

に多く見られるということである。「物質的な世界に反対して、神的な、

あるいは霊的な世界を取るという過激な選択の要請（それを幻想として暴

こうと、そこから逃走することを試みようと）よりはるかに典型的なのは、

取り成しの道を探そうとする試みである。霊的な極のほうがつねに優れて

いると見なされるとはいえ、そこでは両者がそれぞれ承認されており、正

当な役割を与えられているのである。」 15

　こうした取り成しの支配的モデルないしはパラダイム、つまり「形而上

学的調停者」を、ハーネフラーフは、さらに二つに分ける。つまり「プラ

トン的調停」と「錬金術的調停」である。
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2） 形而上学的調停者

a．プラトン的調停

　このプラトン的調停の前提として、ハーネフラーフは、ラヴジョイが注

意を喚起した事実、つまりプラトニズムの絶えざる影響の結果、西洋文化

におけるより哲学的な傾向をもった宗教形態が、二つの異なった、論理的

には対立する神の理解の間でつねに引き裂かれることになったという事実

を確認する。16

　「一方の神は彼の世の絶対者であり、自己充足しており、時間の外にあり、

通常の人間の思考や経験のカテゴリーには無縁であり、自分自身の永遠な

る自己充足的な完全さを補ったり、強化したりするより低次の存在世界を

必要とはしない。他方の神は、全くもって自己充足してはおらず、いかな

る哲学的意味において『絶対的』ではない。それはその本質的な本性が他

者の存在を必要とし、しかもそのうちの 1 種類だけというのではなく、現

実の諸可能性の下降する段階において場所をしめうるあらゆる種類の存在

を必要とする。その神の第 1 の属性は生成であり、その顕現は被造物の多

様性のうちに、したがって時間的秩序や自然の諸過程の多様な景観のなか

で見出しうるのであった。」 17

　これに関しハーネフラーフは、次のように補足する。前者の理解は、二

元論的観点により自然に適合した。それはこの分割と多様性をもった世界

から、われわれは自己充足的な絶対者の純粋で、彼の世的な統一への帰還

の道を探し出さねばならないことを示唆する。しかし後者の理解は、まさ

に逆のことを示唆する。つまりそれはこの世界から神への運動ではなく、

神からこの世界への下降する運動を含意している。神はすべての存在の「生

成的な源泉」と考えられており、またこうした源泉が全世界を神的力と創

造的な豊かさの賞賛すべき顕現にするゆえに、後者の理解は、この世界に

対する肯定的な人間の態度を示唆する。プラトニズムのこの第 2 の側面は、

「存在の大いなる連鎖」として知られるものへと通じる。すなわち神的源

泉の限りない創造性が、最も高次な天使の知性から最も低次な動物にいた
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るまでの宇宙の法外な多様性を生じさせたと信じられていた。これらすべ

ての被造物は、霊と物質を究極的な両極とするヒエラルキーの秩序のうち

に神によって定められた場所をもっていた。

　ハーネフラーフがここで強調するのは、二つの対立する神の理解、キリス

ト教文化における同じプラトン的伝統によって考えられたこの神の理解の逆

説的な組み合わせが、人間にきわめて曖昧ではあるものの、比類ない役割を

与える結果をもたらしたということである。つまり一方では神性へと、一方

ではこの世界へと引きつける反対の力の「調停」という役割である。18

　これはプラトニズム文献においては、御者というイメージにおいて定着

している。つまり御者の車は、二頭の馬によって、つまり人間を神的観念

の純粋さへと上昇させようとする良き馬と肉体的なものへと下降させる御

しがたい馬によって引かれているのである。ハーネフラーフによれば、こ

のように人間は天へと上昇し、神的存在に再生する力さえもつが、しかし

一方物質世界に引きずり下ろす肉体的な欲望によってたえず誘惑されるも

のでもあるというのは、プラトニズムとヘルメティズムの文献において頻

繁に繰り返されるモティーフであり、また古代から現代まで西洋のエソテ

リックな思弁の最も根本的な「深層構造」の一つである。19

　プラトニズム―より正確にはプラトニック・オリエンタリズム20 ―復活

の時代であるルネサンスの学者たち、つまりピコ・デラ・ミランドラ、フィ

ツィーノ、アグリッパにおいて、ハーネフラーフは、この調停の役割を確

認している。

　ピコは『人間の尊厳について』において、神がいかに人間を不確かな被

造物と考えていたか、そして人間を世界の中心に置き、いかに呼びかけた

かを記述している。

　「われわれはお前をこの世界の中心に置いたが、それはお前がこの世界

にあるどんなものでもそこからはるかに容易に観察できるようにだ。われ

われはお前を天から作ったのでも、地から作ったのでもなく、また死すべ

きものにしたのでも、不死のものにしたのでもない。それは選択の自由と
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誇りをもって、あたかも自分自身の制作者、鋳型工さながらに、お前がお

前自身を好きな形に作り上げることができるようにだ。お前は低次の生の

形態、つまり野獣的なものへと落ちて行くこともできる。しかしまたお前

は魂の判断によって、高次の形態、つまり神的なものへと再生する力もも

つのだ。」 21

　ここでは「人間の尊厳」に対する英雄的な高揚感が見られるといってよ

いであろう。しかしハーネフラーフによれば、人間の「中央の位置」は、

ただ人間がその馬車を上昇させるか、それとも下降させるかを、この世界

を去って神との統合へ向かうか、それとも神を去ってこの世界の喜びに浸

るかを選ぶことができるというだけではない。それはまた、霊的純潔を追

求しつつ、同時に人間が神的力の無尽蔵の源泉から流出すると信じられた

多様な力や「恵み」を利用しようとすることが出来ることを意味した。換

言すれば、「調停」は、魂の神性への上昇運動と神的諸力のこの世界への

下降運動の間のバランスを取るという試みを意味し得た。こうした調停の

あり方を、ハーネフラーフは、「天体と人間の生をいかにして調和にもた

らすか」についてのフィツィーノの著作において、確認する。22 そこでは、

魂の神性への上昇運動と同時に、神的諸力のこの世界への下降運動が強調

されているのである。つまり人間はその生においてたえず、つねに変化す

る占星術的星位にしたがって星から降り注がれる影響のもとにある。それ

らの影響をいかに流入させるか知っているならば、われわれはこの「恵み」

を自分自身のために利用できる。こうした天からの諸力を引き下ろそうと

する行為は、いわば魔術行為であり、実際イメージや儀礼的な技によって

星からの諸力を流入させようとする行為は、星魔術と呼ばれた。

　ここで魔術という概念について、若干補足してきたい。この概念は、西

洋文化において最も問題的で、最も把捉しがたいものの一つであることは

たしかであろう。ハーネフラーフによれば、その主たる理由は、ポスト啓

蒙主義の学問において、無数の研究者が魔術を宗教と科学に対抗する普遍

的カテゴリーとして使用したからである。つまり有名な魔術—宗教—科学
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という三幅対（タイラーとフレーザーによって創始された）は、もしそれ

が過去に適用されるなら、粗雑な単純化と時代錯誤的なゆがみともたらす

ことにならざるをえないのである。それに対し、ハーネフラーフが強調す

るのは、西洋文化において魔術は実際には、はるかに特有な、さまざまに

異なった意味をもつということである。それらの一つは、十戒の第一と第

二の戒律の結果生じた、異教的な偶像崇拝に対するユダヤ教およびキリス

ト教からの非難を直接継承するものである。こうした理解によれば、魔術

のあらゆる形態は、邪悪な悪魔との接触に基づく。そうした悪魔は、人間

を欺こうといまもなお試みている昔の異教の神々以外のものではない。し

かしながら西洋エソテリシズムにとってより重要なのは、自然魔術という

もう一つの概念である。それは中世後期に、人々によって悪魔に帰せられ

ていた不思議で、奇跡的な現象は、実際には純粋に自然の現象として説明

されうるということを示そうという試みとして出現した。換言すれば、自

然魔術の概念は、それが悪魔の介入とは何の関係もないことを示すことに

よって、自然の研究を神学の統制から解放しようとする試みであった。こ

うした概念は、1085 年のトレドの陥落以後、イスラムの学者によって守

られて来た古代後期の自然科学に関する膨大な文献に接することが可能と

なるに及び、ほとんど不可避なものとなった。

　自然魔術の重要な一部は、いわゆるオカルト的（文字通りには隠れた）

性質、つまり磁気や干潮に対する月の影響などの自然における神秘的な諸

力の研究であった。それらは中世の科学によっては説明できなかったので

ある。それはついには、星から放射される影響力や人間の想像力に帰せら

れる形成力など、あらゆる不可視の力を含むようになる。原理上、自然魔

術は、そうした現象を自然科学的な術語で説明しようと試みた。しかしそ

うした試みにおいて、学者は「隠れた力」の実在性に保証を与えていたが、

しかしこうした力は別の人々から見れば、超自然的で、ほとんど悪魔的な

ものと考えられた。後者の観点から見るならば、ヘレニズム的世界の諸科

学は、異教の悪魔的な影響力がキリスト教文化に入り込むことを許すトロ

218343_帝京_外国文学論集20号-5校.indb   98 2014/04/10   20:37:44



― 99 ―

西洋エソテリシズムの世界観（1）

イの馬であった。こうして魔術はつねに、悪魔主義と自然科学の間に揺れ

るたいへん曖昧な概念でありつづけた。23

　フィツィーノの星魔術にも、こうした両義性を認めざるを得ないであろ

う。しかしハーネフラーフによれば、フィツィーノは、星からの力が純粋

に自然的原因で働くと自分自身に確信させることにより、また読者にもそ

う確信させようと試みることにより、肉体的、心理的癒しのような有益な

目的のため、星の魔術を正当化できたのであった。

　世界を超越し、絶対者と一体となる試みは一般的には神秘主義と言われ

るが、ハーネフラーフは、いわば魂の神へのこうした「神秘主義的」上昇

運動と高次の力や効力の「魔術的」下降運動に基づくプラトン的調停の世

界観の最も完璧な表現を、アグリッパの古典的『オカルト哲学の三つの書』

において見出す。24 下位からはじめ、そこから宇宙の位階の頂点までたど

りつつ、その書では、現実の全領域、つまり四大元素の、天の、超天の領

域の諸力に関する伝統的（古典の、また中世の）情報の全範囲を議論の対

象にしており、同時に神的精神との合一を目指すことにより、究極的に神

自身の無限の創造的力に参与するようになることが示唆されている。ここ

でハーネフラーフが強調するのは、「こうした考えの根底にあるのが、神

の無限の光の中に有限な人間の知性が吸収されるとか、その中で絶滅する

とかということではなく、むしろ神格化の状態であり、それによってアダ

ムが堕落以前に享受していたと信じられた神的な力を人間が再獲得

する」25ということである。そしてその中核的思想は、ここでのキリスト教

的文脈を越えて、ついには、自己実現や真の自己の発見などのような近代

のオカルティズム的、ニューエイジ的言い方において大衆化され、心理学

化されることになるとする。つまり「それは、神への受動的な服従や個人

性の消滅ではなく、むしろ霊的能力の獲得や人間の全可能性の展開を目指

す理想なのである。ルネサンスの『マグス』は、こうして想像において『宇

宙の中心』に置かれ、『自分自身の現実を創造する』ことが出来る『完全

に実現された人間』となる。」25 のである。
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　アグリッパのプラトン的世界観は、なお伝統的なプトレマイオス的宇宙

に基づいていた。人間は下の物質を見つめることも、また上の神がいるほ

うを見つめることもできた。しかしコペルニクス革命が、そうした垂直的

な観点を不可能にした。ブルーノ、そしてそれに続く一連の思想家におい

ては、神はもはや「星の上」のどこか高いところにいるとは考えられなかっ

た。こうした宇宙観の革命によって、これまでのプラトン的世界観は、変

容し、新しい見方が生じる。つまり無限の宇宙において、無限の神はもは

や何らかの空間的な場所に見出されず、現実全体に浸透する不可視の力と

して至る所に現前していなければならなかった。そしてそれは肉体を生か

す生命力に似ていないわけではなかった。ハーネフラーフは、こうした見

方を、汎有在神論（panentheism）的なものとして捉える。つまり神は世界

のうちに遍在し、世界は何らかの形で神の中に包含されているという考え

方である。そして古代のヘルメス文書における記述との類似性を指摘

する。26

　「すべて―コスモス、自分自身、宇宙―をもつ者として神を考えよ、神

自身の思考のように。かくして汝が汝自身を神に等しくしないならば、汝

は神を理解できないだろう。似たものは、似たものによって理解される。

汝自身を測りきれない大きさにせよ。あらゆる肉体から自由になれ。すべ

ての時を超越せよ。永遠になれ。そうすれば汝は神を理解するだろう。汝

にとって不可能なものは何もないと思え。汝自身が不死ですべて、つまり

すべての技術、あらゆる知識、すべての生き物の性質を理解できると考え

よ。どんな高さより高く、どんな深さより深く進め。作られたもののすべ

ての感覚、火と水の、乾いたものとしめったものの感覚を、汝自身の内に

集めよ。同時に汝自身がすべての場所に、つまり地上に、海上に、天にあ

ると考えよ。汝自身がまだ生まれておらず、子宮にあり、若く、年老いて、

死んでおり、死を越えていると考えよ。汝がこうしたことすべて― 時間、

場所、事物、性質、量―を同時に理解したならば、汝は神を理解できるだ

ろう。汝がこの道を進めば、思いがけない場所、思いがけないときに、至
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る所で善に出会い、至る所で善を経験するであろう。目を覚まして横になっ

ていようと、まどろんでいようと、舟をはしらせていようと、歩いていよ

うと、夜だろうと昼だろうと、話していようと、黙っていようと、どんな

時でもなのだ。というのもそれでないものは何も存在しないのである。神

は不可視だと汝は言うのか。思慮深くあれ。神以上に可視的なものがあろ

うか。これが神が万物を作った理由である。つまり万物を通して汝が神を

見るようにと万物を作ったのである。」 27

　ハーネフラーフは、ここに見られる一種の「宇宙的宗教性」が、アメリ

カの超絶主義やそれに続く多くの運動のもつ拡張的で楽観主義的ロマン主

義と著しい共通性をもつこと、さらには宇宙の美と善に対する、またそれ

を神の生きた身体として理解する人間の能力に対するこうした確信の表現

が、禁欲的なあの世中心主義、堕落性、罪といった伝統的キリスト教的観

念への、しかしまた数十年にわたって知的生活を支配した実存主義的絶望

と悲観主義へのオルタナティヴとして、1960 年代以後のカウンターカル

チャーやニューエイジにおいて歓迎され、また人間の潜在的な無限の可能

性を強調するその精神風土に適合していたことを指摘している。つまりそ

こに西洋エソテリシズム思想の一つの連続性を見るのである。28

b．錬金術的調停

　ハーネフラーフが提示する形而上学的調停者のもう一つのモデル、錬金

術的調停は、プラトン的調停とは、かなり対照的なものである。プラトン

的モデルは、宇宙を本質的に空間的な言葉で考える。それは霊と物質を両

極とし、「存在の大いなる連鎖」を形成する。そして人間はその間に位置し、

その両者に参与するのである。その前提となっているのは、宇宙の調和と

位階的秩序の観念であり、そこではすべての力と権威は永遠に天上の神的

な統合原理のうちにあって、そこからそれは一段一段低次の存在者を通し

て伝えられるのである。ルネサンス期において、この力強いパラダイムは、

その中心をイタリア文化にもち、実際それは明らかに、ローマ教会に代表
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される普遍的な「カトリック的（すべてを包含する）」宗教の観念に適合

しており、ローマ教会はまさに神々しく制度化された教皇制のもと位階的

組織を形成していたのであった。しかしこのほころびのない統一、全体性、

調和は宗教改革という出来事によって永遠に粉砕されることになる。プロ

テスタントの革命家は、こうした経験を理解するために、別なモデルを必

要としていた。プロテスタントが置かれていた状況に関し、ハーネフラー

フは、19 世紀半ばの教会史家バウルの言葉を引用している。

　「カトリックにとって教会がその最初の状態から本質的に異なるものと

なる歴史的運動のようなものは存在しないとすれば、また教会の全発展の

うちにカトリックが見るのはただ、その内在的な真理のますます大きな実

現とますます一般的な承認だけだとするならば、プロテスタントの観点か

らするなら、反対に今現在あるような教会は、最初にあったものからは深

淵によって隔てられており、その深淵はあまりに深いので、両者の時代の

間には無数の変化が生じたに違いないと思われたのであった。」 29

　これに対しハーネフラーフは、次のように述べる。「換言すれば、プロ

テスタント革命は、一種の新しい歴史意識を含意していた。変化のない調

和と美という空間的なモデルより、それは時間性と不可逆的な変化に基づ

く線状の観点、つまり宗教改革者たちが置かれていた前代未聞の闘争を説

明してくれるような観点を必要とした。」30 多くのルター派や霊性主義のセ

クトは、こうしたモデルを錬金術的変成説のうちに見出したように思われ

る、というのが、ハーネフラーフの結論である。そしてそれは新しい、全

く異なったパラダイムを生み出すこととなり、その地理的中心は、宗教改

革の中心であったドイツ語圏となった。ハーネフラーフは、この二つのパ

ラダイムの関係を、以下のように要約する。31

プラトン的調停   錬金術的調停

空間的    線状的

静的（調和）   動力学的（過程）

形而上学から自然へ  自然から形而上学へ
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堕落：光から闇へ  誕生：闇から光へ

伝統的権威   個人的経験

　ところで錬金術に関し、少し補足をしておこう。西洋錬金術は、ヘレニ

ズム後期に、物質的実体の変成に関わる実験作業として生じた。アリスト

テレス自然哲学の四大元素理論に基づき、いかなる物質も他の物質（金を

含む）に原理上変えることが出来ると考えられており、錬金術師は、変成

の秘密を実験によって発見しようと試みた。しかしすでに初期の段階にお

いて、たとえばパノポリスのゾシモスの著作においては、実験作業の専門

的な記述は、錬金術的象徴に基づく死と再生の秘儀的過程に関する幻視や

夢の話しと一緒になっており、それは粗野な物質から霊的存在への変成を

示唆していた。他のヘレニズム科学の諸形態と同じく、錬金術は中世初期

には本質的には忘れ去られ、中世後期においてイスラムの文献から再発見

された。中世および近代初期の錬金術は、科学や自然哲学の領域に属する

実験作業に基づいていた。しかしその変成という言語が、霊的変成と再生

に関する宗教的な説に自然に合致するようになり、人間はその物質的で罪

ある状態を越えて、救済と恩寵の最高の状態を獲得しうると示唆されたの

であった。こうした観点から、たとえばキリストは暗喩的に「賢者の石」

と記され、その行為によって人間は粗野な物質、つまりニグレドから霊的

「黄金」へと変成されると考えられた。32

　ハーネフラーフのいう錬金術的調停のモデルは、この錬金術的変成の考

えを中核としている。こうしてプロテスタント的観点から解釈された錬金

術的モデルにおいては、神は人間を「世界の中心」つまり人間が自由に霊

か肉体かを選択することが出来る世界の中心にではなく、終点の不確かな

線的過程あるいは探求の起点に置いたのであった。人間の状況は、危うさ

に満ちている。堕落した世界に生まれた堕落した被造物として、すべては

人間にとって欠陥と罪に満ちた暗黒の場所において始まる。錬金術の用語

ではこれをニグレドといい、大作業が始まる暗黒の最初の段階である。プ

ラトン的パラダイムを統べる論理とは反対に、この段階からの救済という
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のは、自分の神的起源を想起し、霊的故郷に帰るために肉体から逃れ出る

ということではありえない。こうした魂の疎外と帰還の循環的説とは対照

的に、変成され、魂と共に再生しなければならないのは、肉体それ自身な

のである。33

　このような錬金術的モデルとプラトン的モデルとの相違を、ハーネフ

ラーフは、橋のイメージを使って説明している。「プラトン的モデルの場

合では、人間は橋の中央に立ち、肉体のほうへ行くか、霊のほうへゆくか

の選択をしさえすればよい。しかしプロテスタント的精神により相応しい

錬金術的モデルにおいては、始める橋がなく、救済の状態でさえ、人間に

とってまだ存在せず、自分自身の肉体において、またそれを通して達成さ

れねばならないのである。人間は暗い峡谷の前に立ち、前進するしかない。

人間は他岸にとどく橋を一歩一歩作り上げようと試みなければならず、そ

れはつねにその試みの途中で深淵に砕け落ちる危険をはらんでいる。この

霊的獲得のモデルが、プラトン的宇宙のはるかに静的で、調和的な、安ら

ぎを与えるモデルにはないきわめて実存的ドラマの可能性を秘めているこ

とは理解できよう。再生していない人間は、神的援助なしにはほとんど成

功する見込みはない。人間は神の恩寵によって自分の橋が崩壊することの

ないようにと、またキリスト自身が他岸から手をさしのべることにより、

大作業を成功させてくれるようただ祈るしかない。人間はすでに自分のも

のである何らかの力や知恵によって再生することはできず、キリストが自

分の内なる暗闇の中で神的光として奇蹟のように生まれることを願うしか

ないのである。」 34

　プラトン的モデルは、演繹的である。それは全体からはじまり、次に存

在の大いなる連鎖を通してすべてのものにそれ相応の場所を与えながら下

降して行く。錬金術的モデルは、帰納的である。それは自然や物理的身体

の最も具体的で、触知できる現実からはじめ、そこから上方へと進んで行

く。こうした傾向を明確に示す人物として、ハーネフラーフはまず、16

世紀の医者パラケルススを取り上げる。古人の権威、たとえばガレノスに
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盲目的に依拠する代わりに、パラケルススは、自然やわれわれ自身の身体

的構造の実験的探求から始めることを主張した。たしかにパラケルススは、

プロテスタントになることはなかった。しかし「医学のルター」と言われ

たのは、理由がないわけではなかった。ラテン語のかわりにドイツ語で執

筆し、知識人エリートより広範な読者層に向かって、パラケルススは、自

分自身で考え、救済への自分の道を見つけるという個人の責任を強調した。

ハーネフラーフがとりわけ重視するのは、救済と癒しとがパラケルススに

とって同じものの両面になっているということであった。人間は病気にか

かりやすい。というのも人間が堕落した状態で生まれたからである。それ

ゆえ健康の獲得は究極的には、純潔な状態への肉体的並びに霊的再生を含

意していた。癒しは究極的には堕落を逆転させることであった。35

　ハーネフラーフは、パラケルスス的諸概念の強い影響のもと、ベーメに

おいて、救済の錬金術的モデルは完全な表現を見たと考える。そしてそれ

は 19 世紀にいたるまでキリスト教神智学的伝統の中核をなすことになる。

ベーメの錬金術モデルは、まさに変成という観念を中心に据えている。ベー

メによれば、「神は、それ自身が神秘的な無底から生まれ、神自身の身体

が怒りと闇の最初の状態から愛と光によって贖われた状態へと、つまり苦

痛と不和にみちたおそろしい『地獄のような』世界（父なる神と結びつく）

から永遠の自然（子なる神と結びつく）といわれる調和と光の輝かしい世

界へと成長発展する。光は闇から生まれ、愛は怒りから生まれ、子は父か

ら生まれる。これらすべての考えは、錬金術的変成説に従っており、また

人間と全自然世界― 神の堕落した身体― の贖いも同じパターンに従う。

つまりキリストは人類の救済のため、世界の光として生まれたが、同様に

キリストはわれわれ自身の内なる闇の中で生まれねばならないのである。

願われる目標は、肉体からの逃走ではなく、肉体の、死後も生き残る光り

輝く高次の物質からなる霊妙な容れ物への変成である。すなわち 18 世紀

の神智学者エーティンガ－によって定式化されたように、身体性は神の仕

事の目標なのである。」 36
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　こうした錬金術的モデルとドイツ観念論やロマン主義の進化論的思想と

が歴史的にいかに関連しているかという問題をめぐっては、さまざまな意

見があり、まだ十分な解明がなされていないのが現状といえよう。ハーネ

フラーフは、そうした解明のためには、哲学や宗教、科学、芸術といった

学科の垣根を越えた研究が必要であると力説する。しかし一方ロマン主義

および観念論の進化論的思想が、19 世紀以後のエソテリシズムに影響を

与えたのは、疑い得ないと言う。19 世紀には、進化思想が新しいパラダ

イムとして隆盛をふるうことになるが、この時期にまた心理学も出現し、

両者は密接に関係することになる。ハーネフラーフが強調するのは、ロマ

ン主義および観念論の進化論的思想は、まだキリスト教神学的なモデルに

依拠していたが、しかしそれは容易に、人間の魂の、また人間の意識の進

化に変容しえたということである。その例として、ハーネフラーフは、ス

イスの医者であるヨーゼフ・エンネモーザーの『魔術の歴史』をあげ、ブ

ラヴァツキ夫人とユングへのいまだあまり知られていない影響を指摘す

る。ハーネフラーフは、観念論哲学とその歴史観が西洋近代の宗教や霊性

の通俗的実践や理解にもたらした真の衝撃は、依然として研究者によって

軽視される傾向にあるとし、その最も重要な例として、ユング心理学を挙

げている。ここではたしかにプロテスタントの錬金術的モデルの場合と異

なり、「闇」の最初の段階は罪の状態としてではなく、霊的無知や非成熟

の状態として理解される。このようにユングにおける神智学的救済の心理

学的変形を確認しつつ、ハーネフラーフは、一方では、ユングの究極的な

目標が、やはり神格化という言葉で表現せざるを得ないことを指摘する。37

　以上、西洋エソテリシズムのさまざまな世界観を見てきたが、ハーネフ

ラーフが強調するのは、徹底した汎神論、徹底した二元論、プラトン的調

停、錬金術的調停は、純粋で、完全な形態で出会うのは、あるとしても稀

であるということである。つまりそれらはここでは構造的なモデル、理念

型としていわれており、それらは複合的な精神史にある程度の整理をもた

らす解釈学的な道具として使用されうるが、しかし特定の過去の、また現
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代の資料において見出すものの直接的な記述として誤解されてはならない

ということである。「それらのさまざまな、また対立さえする内的論理に

もかかわらず― あるいはより適切にはそれ故に― 総合しようとする無数

の試みがあった。とりわけそれは、伝えられてきたさまな伝統が究極的に

は本質上一つであると信じる人々によって試みられた。予想されるように、

これらの試みのどれもが、完全に成功したわけではない。エソテリシズム

の研究家は、エソテリックな世界観と呼ばれる人為的なキメラ、根拠のな

い幻想、架空の怪物のそうした追求に信憑性を与えるような試みに時間を

費やすのは、得策ではないであろう。そうした世界観は存在しないのであ

る。むしろわれわれの目標は、前述した基本的な問に対する答えを見出す

のに助けになる包括的な世界観を定式化するのに、特定の著作家や歴史的

潮流がいかに試みたかを理解することなのである。」 38

（以下次号に続く）
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