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【論文】 

初期エリアーデにおける 

「宗教現象学」と「宗教史学」の受容をめぐる問題 

奥山 史亮 
 

Ⅰ．はじめに：背景と目的 
 「宗教現象学」と呼ばれる学問領域は、20 世紀初期から中期にかけて一世を風靡し、そ
の後急速に衰退したと言われる。しかし宗教現象学の始まりをどこに見るか、代表的論者は
誰か、衰退した原因は何かといった問題をめぐっては、現代の宗教学において広範に共有さ
れた意見は見られない 1。わが国における近年の解説を幾つか記すと以下の通りである。 

 『宗教学辞典』（東京大学出版会、1973 年）において「宗教現象学」の項目を執筆した武
内義範によれば、宗教現象学は「年少の学問」であるゆえ、「学問としてまだ固まっていな
いところが多く、方法や研究領域についても、学者によって見解が異なる」ものであり、直
接的にはシャントピー・ド・ラ・ソーセイにはじまる 2。そして、レヴィ・ブルュール、オ
ットー、ハイラー、メンシング、ゼーデルブロムなどは、かならずしも宗教現象学者を自称
したわけではないがその方法論を採用し、近年ではレーウ、ブレーカー、ペッタッツォーニ、
ワッハ、エリアーデ、ヴィデングレンらがさまざまな見地から理論を整理し展開に関わって
きたという。武内はワッハの方法論に関する分類を踏まえながら、宗教現象学は規範的
（normative）な神学や宗教哲学と異なり、記述的（descriptive）領域にとどまりながら、「宗
教経験のさまざまな表現の形式を体系的に比較研究」し、その特質や構造、意味の類型論
（ typology, Typenlehre ） と 理 解 （ understanding, Verstehen ） を 媒 介 と し た 解 釈 学
（hermeneutics, Hermeneutik）を基礎として有するという。さらに、レーウが宗教現象の
意味連関や構造を宗教現象以外のものに還元することなく把握する必要性を説いている一
方で、ペッタッツォーニは「すべての宗教現象（phenomena）は歴史的に発生したもの
（genomena）」であり、宗教現象学は宗教史学の与える資料を媒介にしなければならず、二
つの学問の関係は相補的でなければならないと説いていることにも着目している。武内の
見解によれば、エリアーデもペッタッツォーニに賛同し、宗教史学と宗教現象学を統合する
形態学（morphology）の構築を目指しているという。 
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 『宗教学事典』（丸善出版、2010 年）で「宗教現象学」の項目を執筆した澤井義次は、シ
ャントピー・ド・ラ・ソーセイにおける宗教現象学の構想を、レーウおよびブレーカーがフ
ッサール現象学、ディルタイの解釈学からの影響のもとで展開してきたと述べている 3。ま
た、ワッハ、ペッタッツォーニ、エリアーデらが宗教現象学の先駆であるオットーの『聖な
るもの』を継承および批評し、その方法論を構築してきたという。澤井によれば、宗教現象
学は宗教史データの横断的、共時的な理解によって宗教の意味と構造を把握しようとし、さ
らにその意味と構造を他のものに還元できない「独自のもの」とみなす傾向が強く、宗教現
象を歴史的、社会的な脈絡から切り離して抽象化する危険をはらんでいる。このような傾向
は、J. Z. スミスら宗教研究の実証性を重視する宗教学者たちによって、「隠れた神学性」を
内包するものとして批判されるようになった。 

 田丸徳善は「宗教現象学」について、「その名称さえも、個々の学者によってかなりルー
スに用いられている傾き」があり、確固とした独立的な学科であるのか方法論であるのか定
かでなく、「一つの立場あるいは流れとして捉えておくのが、最も適切」であると前提した
上で、シャントピー・ド・ラ・ソーセイからレーウ、ブレーカーに継承されるその展開史を
まとめている 4。それは「宗教の事実――多くは宗教体験という形での――を社会的・心理
的等々の諸要因から派生する二次的現象として説明し去ろうとする、当時の一部の合理主
義的な宗教理論への反動としておこったこと、そしてそれが、多かれ少なかれ『宗教はそれ
自体からのみ理解されうる』とのシュライエルマッハーの原則に由来するものである」と説
明し、この学的潮流には自称すると否とに拘わらず、オットー、ワッハ、メンシング、レー
ウ、エリアーデらが属すると述べている 5。その一方で田丸は、エリアーデやペッタッツォ
ーニが、レーウに代表される宗教現象学の非歴史的な体系化に対する批判を提起し、宗教学
が宗教現象学と宗教史学の二分科へ分裂する危険を警告したことも指摘している 6。 

 脇本平也は、マックス・ミュラーによって創始された比較宗教学の流れをくむものとして
宗教現象学を認識し、「比較によってもろもろの宗教現象を類型化し、これらの類型を基礎
として、宗教現象の構造を解明し、宗教の意味の理解を目指す学問」と捉え、その代表的研
究者としてエリアーデの名前を挙げている 7。 

 このようにわが国における近年の解説を概観するだけにとどめても、宗教現象学の特質
の把握が論者によって相違しており、とりわけオットーやハイラー、ミュラーの位置づけが
大きく異なることが明らかである。しかしいずれの論者も、宗教現象学は体系的、共時的で
あるゆえに宗教史学と相補的な関係にあると認識しており、両学派の統合を試みた研究者
としてエリアーデの名前を挙げている点は共通している。エリアーデは、レーウやオットー
が構想した「宗教現象学」を継承し、そこに「宗教史学」の方法論を組み入れることによっ
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て宗教を普遍的現象として対象化できる理論の構築を試みた、20 世紀を代表する宗教現象
学者であるというのが一般的な認識であるといえよう 8。 

 しかし既述のように、宗教現象学の特質や展開史に関する認識は論者によって異なって
おり、同じことがエリアーデに対しても想定される。すなわち、エリアーデが認識していた
「宗教現象学」、それと相補的関係にあると捉えていた「宗教史学」は、現代宗教学におい
てわれわれが抱く認識とはまったく異質であった可能性が考えられる。そのため本稿では、
宗教現象学のあらたな定義を試みるのではなく、エリアーデが「宗教現象学」と「宗教史学」
を受容し、両学派を統合する必要性を考えるに至った歴史的コンテキストを整理し、エリア
ーデ宗教学の構築過程を明らかにしたい。そうすることにより、20 世紀初期における宗教
学という学問の展開過程の一端を解明することが本稿の目的である。 

 

Ⅱ．エリアーデにおける「宗教史学」の受容 
 エリアーデはブカレスト大学文学哲学科に在学中であった 1920 年代にその学的基盤を構
築した。当時、西欧諸国にくらべ学問的に未整理の状況にあったルーマニアに宗教学という
新たな学問領域を導入することを構想したエリアーデは、最新の宗教研究としてジェーム
ズ・フレイザー、ラッファエーレ・ペッタッツォーニ、ヴィットリオ・マッキオロらの著作
の翻訳紹介を試みるようになり、とりわけイタリア宗教史学の中心人物であったペッタッ
ツォーニからは宗教史学の方法論を受容すべく努めた 9。両者の方法論上の異同については
他の機会 10に分析したため、本稿ではふたりの往復書簡（M. Eliade, R. Pettazzoni, 

Correspondance 1926-1959, ed. Natale Spineto, Les Edition Du Cerf, 1994）を資料として用
いながらその関係性の変遷を概観するにとどめる。 

 

１．ペッタッツォーニとエリアーデの往復書簡 

 エリアーデとペッタッツォーニは、1926 年からペッタッツォーニの没年である 1959 年
まで 118 通の書簡を交わし、深い交友をもった。現存している最初の書簡は、正確な日付
が記されていないが、1926 年 1 月から 2 月にかけてエリアーデがペッタッツォーニ宛てに
送ったものである。この書簡には、ペッタッツォーニの代表的著作である『秘儀――宗教史
学論集』の書評を執筆したので受け取ってほしいということ、『秘儀』に加えて『ツァラト
ゥストラの宗教――イラン宗教史』『古代ギリシアの宗教』を読解したこと、『神――一神教
の形成と展開』と『サルデーニャの原始宗教』はルーマニアでは入手が困難であるので、送
ってもらえないかという依頼が記されていた。 

1926 年 2 月半ばから同年 5 月のあいだに書かれたエリアーデのペッタッツォーニ宛書簡
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は、郵送してもらった『サルデーニャの原始宗教』についての感謝を伝えているほか、1924

年に刊行されたペッタッツォーニの著作『宗教史学の展開と性格』の書評と翻訳を作成執筆
中であることを報告している。さらに、エリアーデはこの時期に『神――一神教の形成と展
開』を翻訳し、その脚注において、ペッタッツォーニはヨーロッパで最高の宗教史学者であ
り、彼の著作はルーマニアでも広く受け入れられるにちがいないと記している。これらの資
料からは、当時のエリアーデがペッタッツォーニの宗教史学を受容し、ルーマニア国内に紹
介するために尽力していたことが読み取れる。 

 1938 年 2 月 15 日付のペッタッツォーニ宛書簡は、宗教学雑誌『ザルモクシス』を創刊
する計画について報告している。『ザルモクシス』は、ルーマニア初の宗教学雑誌であり、
エリアーデが 1938 年にブカレスト大学において創刊し、ペッタッツォーニやアーナンダ・
クマーラスワーミー、エルネスト・ブオナイウティらの協力を得ながら編集を務めた。本書
簡においてエリアーデは、ペッタッツォーニの論文を本誌第一巻に掲載する許可を求めて
いる。その後もエリアーデは、『ザルモクシス』の編集方針をペッタッツォーニに幾度も相
談しながら、ペッタッツォーニの著作を翻訳したり、その書評を執筆したりする作業を進め
ていた。 

 戦後にエリアーデがフランスに亡命してからも両者の交友は継続した。1947 年 3 月 12

日付のペッタッツォーニ宛書簡は、『祖型と反復』と題する書物（後の『永遠回帰の神話』）
を執筆中であることを伝えている。また、「時間」の問題に関するペッタッツォーニの研究
を同書において参照したいことが述べられている。同年 5 月 19 日付のペッタッツォーニ宛
書簡は、『祖型と反復』の第 3 章を書き終え、脱稿したことを報告している（しかしエリア
ーデは、その後、第 4 章を執筆することを決心し、当初の計画を拡大することになる。『永
遠回帰の神話』が最終的に完成するのは、1948 年 11 月である）。さらに本書簡は、ペッタ
ッツォーニ、カルロ・フォルミーキおよびジュゼッペ・トゥッチが共同編集していた雑誌『宗
教史研究および資料（Studi e materiali di storia delle religioni）』の献本に対する感謝を伝え
ると同時に、本誌に掲載された最高存在に関するペッタッツォーニの研究論文を『宗教史学
序説』（『宗教学概論（Traité d’histoire des religions）』）で参照する許可を求めている。同年
6 月 13 日付のペッタッツォーニ宛書簡は、『宗教史学序説』の前半部は完成しており、1949

年には刊行できそうであること、『祖型と反復』の出版社を探していることを伝えている。
1948 年 1 月 7 日付のペッタッツォーニ宛書簡は、ペッタッツォーニ『秘儀』をフランス語
に翻訳する計画について詳細に報告している。エリアーデがペッタッツォーニの著作を継
続的に読解し、フランスにおいても広く紹介し、普及させようとしていたことが読み取れる。 
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２．『宗教学概論』の評価をめぐる問題 

 両者の関係性に変化がみられるようになったのは、1949 年の『宗教学概論』刊行以後の
ことである。周知のように『宗教学概論』は未完の遺作となった『世界宗教史』と並ぶエリ
アーデの代表的著作であり、後者が歴史的地平において宗教現象の特質を把握することに
力点を置いたのに対し、前者は時代や地域を横断する分析を目的にした。そのことは同書の
結論における以下の文言に顕著に示されている。「本書において、われわれは宗教現象とい
うものを、歴史的展望において研究することを避け、宗教現象それ自体を、つまりヒエロフ
ァニーとして扱うようにしてきた。それだからこそ、たとえば水のヒエロファニーの構造を
解明するのに、われわれはあえてキリスト教の洗礼と並べて、オセアニアやアメリカや古代
ギリシア＝オリエントの神話、儀礼を提示し、それらを相互に隔てているもの、つまり歴史
を一切捨象してきたのである」11。ここでは、時代地域の差異を超えて存在する宗教の形式
が想定されており、いわゆる「歴史」はそれを分断し、差別化するものとして理解されてい
る。同書は「祖型 archétypes」「聖なるもの sacré」といった概念を用いながらこのような時
代地域横断的な分析を展開しているのである。 

 宗教史学者であるペッタッツォーニは、当然のことながら、歴史の外に措定される「祖型」
を認めず、同書に対する批判を提示した。1949 年 2 月 4 日付のエリアーデ宛書簡は、『宗教
学概論』の献本に対する礼状であり、その刊行を称えているが、同書は宗教現象を学的に対
象化できておらず、宗教史学的研究とは見なせないことを伝えている。その後もペッタッツ
ォーニは、「祖型」「聖なるもの」といった普遍的な概念によって宗教現象を論じるのではな
く、宗教を歴史的生成物として分析することの必要性をエリアーデに訴えている。 

 それに対してエリアーデは 1949 年 3 月 8 日付の書簡において、ペッタッツォーニからの
指摘に理解を示しながらもつぎのように彼に応答した。「わたしは実際のところ先生〔ペッ
タッツォーニ〕の御意見に完全に同意いたします。祖型であっても歴史を有しており、結局
のところそれらも歴史であるのです〔中略〕。宗教現象そのもの（これは決して歴史の外を
意味しているのではありません！）を論じた〔『宗教学概論』〕第 1 巻においてわたしが強調
したかったのは、以下のことだけです。すなわち儀礼とは、オーストラリアやマダガスカル
の儀礼になる以前には……儀礼なのです！そして、それはそのようなものとして考察する
必要があるのです。儀礼の「イデア」、どこにも存在しないような本質を抽出したいのでは
なく、宗教的である――とわれわれが合意している――その独特の内容に最初に注目した
いのです」。宗教現象が歴史的生成物であることに同意すると言いながらも、エリアーデは
歴史によって差異化される以前の「宗教現象そのもの」の解明を目指しており、ふたりの議
論は噛み合っていないと考えられる。 
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 エリアーデはペッタッツォーニを自らの師として敬愛し、方法論上のモデルとしてその
著作を生涯にわたって参照し続けた。しかし、宗教現象を歴史的生成物とみなすペッタッツ
ォーニに対して、エリアーデは彼が研究の対象にしなかったこと、すなわち宗教現象の超歴
史的性質、歴史を越えようとする宗教的人間の特性を研究の対象にするようになり、「祖型」
「聖なるもの」といった概念を多用するに至った。上記引用文（脚注 11）に示されていた、
「歴史を一切捨象」し、「宗教現象それ自体」を対象にする方法論を「宗教現象学」と呼ぶ
ことが可能ならば、『宗教学概論』はエリアーデが宗教現象学者として自らの方向性を定め、
ペッタッツォーニから自立することを宣言した著作といえよう。では、エリアーデはいかな
る学的状況において宗教現象学的志向を抱くに至ったのであろうか。 

 

Ⅲ．エリアーデにおける「宗教現象学」の受容 
 1920 年代のエリアーデはペッタッツォーニの研究を受容しようと努める一方で、イタリ
アにおいてオルフェウス教・神秘主義研究者として知られていたヴィットリオ・マッキオロ
の研究成果に強い関心を示し、自身のモデルとしている。マッキオロの学的特徴については
後に概観するが、宗教の普遍的性質を措定し、それを歴史的要因などに還元することなく抽
出しようとする方法論をとるものであり、宗教の歴史性を重視する宗教史学派とは対立す
る特徴を有する。エリアーデはこのマッキオロの方法論を受容することにより、1920 年代
というかなり早い時期から、宗教現象の超歴史的性質を対象化し、その非還元的性質を把握
する必要性を自覚するようになっていた可能性が想定される。 

 

１．レーウの「宗教現象学」との関係 

 宗教現象学の代表的著作であるファン・デル・レーウ『宗教現象学（Phänomenologie der 
Religion）』が刊行されたのは 1933 年であり 12、既述のようにエリアーデはこのレーウの構
想を継承し体系化したと一般には認識されている。実際にエリアーデは後年の著作におい
て、レーウをきわめて高く評価している。1950 年のエラノス会議において、エリアーデは
レーウを追悼し、以下のように述べている。 

 

「「宗教史学」という表現の力点は、史学ではなく、宗教の方に置くべきです。なぜならば、
歴史学はさまざまなかたちで描かれ得ますが――技術の歴史から人間思想の歴史に至るま
で――、宗教へのアプローチにはたったひとつの手段しかないからです。すなわち、宗教的
事実のみに関心を向けることです。なにかの歴史を描くより先に、宗教そのものを、それ自
体においてしっかりと把握することが重要なのです。ファン・デル・レーウ教授の御研究が



初期エリアーデにおける「宗教現象学」と「宗教史学」の受容をめぐる問題（奥山史亮） 

7 

重要性を有するのも、まさしくこのような面においてであると言えます。教授はまさしく宗
教現象学のために尽力なさってきたのであり、教授の数多くの優れた刊行物は、教養ある
人々の間に宗教史一般に対する関心を再び呼び起こしてきました」13。 

 

ここでは、「宗教そのものを、それ自体においてしっかりと把握する」という『宗教学概論』
でも示されていた方法論の先達として、レーウの研究が位置付けられていると考えられる。
レーウ『芸術と聖なるもの』に寄せた序文においても、エリアーデは芸術および宗教の神学
的意義を現象学的に説いたレーウの斬新性を高く評価している 14。 

 しかしエリアーデがレーウの主要著作をはじめて読んだのは 1939 年のことであり、これ
はレーウ『宗教現象学』第一版の刊行の 6 年後であることを考えるとかなり遅いと言える
15。ペッタッツォーニはレーウの方法論を自らとは相いれないものと認識しながらも常に関
心を抱き、同書の刊行年に書評も執筆している。それに対してエリアーデは、ペッタッツォ
ーニとの交友を通じてレーウに関する情報を十分に得ていたにもかかわらずその著作を
1939 年まで未読の状態でいたのであるから、当時のエリアーデにとってレーウの宗教現象
学は最優先で受容すべき対象ではなかった可能性が想定される。言い換えれば、宗教の非還
元性を重視するエリアーデの「宗教現象学」的な傾向は、レーウとは異質な潮流が流れ込み
形成されたものであることが考えられる。本稿ではその可能性の一つとして、マッキオロの
学説に関するエリアーデの解釈を整理し、それが後年のエリアーデ宗教学の基盤となった
ことを明らかにする。 

 

２．マッキオロに関するエリアーデの書評論文 

 マッキオロとエリアーデの交友に関しては既に他の機会 16に分析したので本稿では概観
するにとどめるが、マッキオロは神秘主義とオルフェウス教の研究者として活躍し、ナポリ
の古代博物館館長を務めた人物である。1880 年にトリエステで生まれ、ボローニャ大学で
芸術学や考古学を中心に学んだ。大学卒業後は、考古学の研究を継続するなかでオルフェウ
ス教と神秘主義の研究に従事するようになり、その成果をまとめた代表的著作『ザグレウス: 

オルフェウス教研究（Zagreus: Studi Sull’orfismo, 1920）』を刊行した。そのほか『体験とし
ての宗教に関する一般理論（Teoria generale della religion come esperienza, 1922）』など多
数の刊行著作がある。エリアーデは 1925 年にブカレスト大学に入学する前後からマッキオ
ロの著作を読み始め、1926 年 1 月に直接マッキオロ宛に書簡を出して以降、往復書簡によ
る深い交友をもつようになった。 

 1926 年 5 月付のマッキオロ宛書簡は、宗教と神秘主義の起源に関心をもっており、マッ
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キオロの研究はこの主題におけるきわめて重要な先行研究であること、そしてペッタッツ
ォーニやフレイザーとともにマッキオロをルーマニアに広く紹介するために主著『ザグレ
ウス』の翻訳に取り組んでいるほか、書評論文を執筆する予定であることを伝えている。こ
の書簡に記されている通り、エリアーデは 1920 年代後半の時期にマッキオロに関する書評
論文を数多く発表した。主要な論文だけに限っても以下のものがある 17。 

① “Misterele orfice la Pompei” Orizontul, 27 mai 1926. 

② “Misterele şi iniţierea oriental” Adevărul literar şi artistic, 18 iulie 1926. 

③ “Zagreus şi păcatul originar” Adevărul literar şi artistic, 5 august 1926. 

④ “Dionysos-Zagreus” Adevărul literar şi artistic, 1 august 1926. 

⑤ “Misticismul orfic al lui Heraclit” Adevărul literar şi artistic, 23 inauarie 1927. 

⑥ “Dionysos-Christ” Orizontul, 3 februarie 1927. 

⑦ “Orfeu şi iniţierea orfică—Misterele nu erau reprezentaţii scenografice－”Adevărul literar 
şi artistic, 26 septembrie 1928. 

⑧ “Revue Critique. Les religions des mystères dans les publications récentes” Logos ,1928. 

いずれもマッキオロの著作、ほとんどは『ザグレウス』に関する書評という体裁をとってお
り、これらを分析すればエリアーデの関心のあり方を明らかにできる。本稿ではとりわけエ
リアーデの見解が明確にまとまっている②③⑦⑧に限ってその内容を概観したい。 

 ②「秘儀と東洋的イニシエーション（“Misterele şi iniţierea oriental”）」は、オシリス、ア
ッティス、ディオニュソスなど死と再生を繰り返す神格をめぐる儀礼に関するマッキオロ
の分析を紹介している。それによれば、神秘主義の根本とは参入者が神格と合一する神秘体
験であり、イニシエーションの参入者は人間としての人格を失い、いわば人間として死んで、
神として復活する。このイニシエーションの内実は少数の人間のあいだでのみ伝承されて
きたため把握することは困難であるが、古今東西の宗教体験や儀礼を比較すればその内容
を再構成することが可能であると述べられ、宗教研究における比較の重要性が指摘されて
いる。 

 ③「ザグレウスと原罪（“Zagreus şi păcatul originar”）」は、参入者が神と合一し復活する
体験をマッキオロが主観的体験 experienta subiectiva という概念に依りながら分析している
ことを紹介している。イニシエーションにおける主観的体験とは、合理的学知では表現でき
ない独自の性質を有するものであり、マッキオロは、ポンペイの秘儀荘における壁画 Villa 

dei Misteri はディオニュソスと参入者の合一を表していると解釈し、その分析により主観
的体験の特徴が把握できると考えた。この論文では具体的な分析内容が示されているわけ
ではないが、イニシエーション参入者は神との合一を現実の体験として認識するというマ
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ッキオロの見解を強調している。マッキオロによれば、イニシエーションは、外見的には神
話を演出する舞台であり、そこに登場する神格も人間が演じているに過ぎないが、参入者の
主観的体験においては、それは現実の出来事であり、参入者は現実として神と合一し、神そ
のものになるのである。このような参入者にとっての神秘体験の意味の把握が、神秘主義研
究における最重要の課題であると結論している。 

 神との合一体験が、参入者の意識にとってスペクタクルではなく現実として認識される
というマッキオロの主張は、⑦「オルフェウスとオルフェウス教的イニシエーション――秘
儀は舞台的演出ではなかった――（“Orfeu şi iniţierea orfică—Misterele nu erau reprezentaţii 
scenografice－”）」においても示されている。オルフェウス教の根本は神と合一するエクス
タシー体験であり、それは日常的体験の感覚とは全く異質であり、合理的見地から把握する
ことは困難であるが、他宗教と比較することで明らかにできる部分がある。マッキオロが比
較対象として選んだのは、19 世紀のアメリカ大陸において流行したゴースト・ダンスであ
り、オルフェウス教もゴースト・ダンスも呪術的な力を持った予言者およびシャーマンが死
者の世界と現世を往来するという思想を核心として有することを指摘しているという。 

 ⑧「批評――近年の刊行物における秘儀的宗教――（“Revue Critique. Les religions des 

mystères dans les publications récentes” ）」は、秘儀的宗教に関する当時の刊行物を整理し
た書評論文であり、ニコラ・トゥルキ『古代世界における秘儀哲学的宗教（Le religioni 
misteriosofiche del mondo antico, 1923）』、ペッタッツォーニ『秘儀――宗教史学論集（I. 

Misteri, Saggio di una teoria storico-religiosa, 1924）』、R. アイスラー『古代キリスト教にお
けるオルフェウス-ディオニュソスの秘儀思想（Orphish-Dionysische Msyteriengedanken in 
der Christlichen Antile, 1925）などを取り上げているが、もっとも多くの頁を割いて評価し
ているのはマッキオロの主著『ザグレウス』である。エリアーデはこの稿の冒頭において、
秘儀的宗教の体験は歴史や哲学、考古学的事実としてのみ解釈できるものではなく、個人の
内面に由来するものであり、その特性を把握するために宗教学は独自の方法論を構築すべ
きであると主張している。そしてマッキオロは、秘儀的宗教を歴史や社会、合理的哲学に結
びつけることなく分析しており、そのイニシエーションの内実に最も迫っていると高く評
価している。この論文においても、秘儀の体験はオルフェウス教の信徒にとってはスペクタ
クルではなく、現実的な体験として認識されることがあらためて指摘され、以下のように述
べられている。「サクラメントの筋書きは、演出的表現ではなく、中世キリスト教における
ような秘儀でもなく、典礼的伝説を主観的および効果的に現実のものとした体験であると
『ザグレウス』の著者〔マッキオロ〕は考えた。秘儀参加者は、見物者ではなく行為者なの
である」18。『ザグレウス』の具体的内容としては、既述のオルフェウス教とゴースト・ダン



北大宗教学年報創刊号（2018） 

10 
 

スの比較分析のほか、ヘラクレイトスの哲学がオルフェウス教の秘儀に基づいていること、
パウロはオルフェウス教から強い影響を受けており、パウロを介してオルフェウス教の教
義はキリスト教に取り入れられているというマッキオロの学説が紹介されている 19。 

 

３．マッキオロの受容とエリアーデ宗教学の構築 

 いずれもマッキオロをルーマニアに紹介するための書評論文であり、具体的な分析を詳
細に記した専門論文ではないが、以上を概観する限り、エリアーデが賛同するマッキオロの
論点は次の 2 点にまとめられる。 

（A）イニシエーション参入者は、神との合一をスペクタクルではなく、現実的な体験とし
て認識する。研究者は、神秘体験を歴史的要因、社会的要因として分析するのではなく、現
実的な事柄として捉えたうえで、その意味の把握に努めるべきである。 

（B）宗教史学 Histoire des Religions は、上記の課題に取り組む学問領域である。 

この 2 点は、1920 年代の時点では未だ体系的かたちをとってはいないが、のちにエリアー
デ宗教学の根本的主張として展開される萌芽であると考えられる。 

（A）に関して、参入者にとって神との合一体験が現実的出来事であり、イニシエーション
において参入者は神を演じるのではなく、神そのものになっているという主張は、戦後にエ
リアーデが展開した儀礼論とかなりの程度重なるものである。すなわち、儀礼は神話をスペ
クタクルとして演じているのではなく、現実として再現しており、参入者は聖なる時空間を
生きる神そのものになっているという、エリアーデ宗教学の主張である。『宗教学概論』で
は以下のように述べられている。 

 

「儀礼はすべて、いま、この瞬間に行なわれるという性質をもっている。その儀礼によって
出来事が記念され、繰り返される際の時間は現在化され、たとえその時間がどれほど遠い過
去と考えられたとしても、それはいわば「再－現在 re-présenté」されるのである。キリス
トの受難と死と復活とは、聖週（復活節前の週）の祭式によって記念されるだけでなく、そ
れらはそのとき、信徒の眼の前で起こるのである。真のキリスト教徒は、自分がこうした超
歴史的出来事の同時代にいると感じなければならない。テオファニー的時間は、繰り返され
ることによって、信徒にとって現在となるのである」20。 

 

儀礼の参与者は、演出としてではなく現実として、宇宙開闢以前の神話的時間に回帰し、神
そのものとなって宇宙をあらためて創造する。聖性が枯渇した宇宙は、こうして新たに創造
されることによって聖なる活力を回復する。これはエリアーデが一貫して提示し続けた根
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本的な主張である。 

（B）に関して、神との合一体験はイニシエーション参入者にとって現実として認識される
ものであり、その体験の意味構造を歴史や社会的要因との連関におくことなく把握する必
要があるというのは、宗教者のヒエロファー体験を歴史や社会に還元せずに把握するとい
うエリアーデ宗教学の根本的主張へと展開される。以下はエリアーデの非還元的な姿勢を
表す文言としてしばしば引用される『宗教学概論』の一節である。 

 

「宗教現象が宗教現象として現れるのは、それ固有の様態において把握されるとき、つまり、
宗教という尺度で研究される条件においてのみである。宗教現象を、生理学、心理学、社会
学、経済学、言語学、芸術などによってとりかこもうとするのは、それ自体に背くことであ
る。それはまさに宗教現象にある唯一独自のもの、他に還元できないもの、つまり聖性を逃
してしまうことである」21。 

 

マッキオロとの学的連関を踏まえると、このようなエリアーデの非還元的主張は、レーウと
いうよりはマッキオロの研究とのつながりが強く見て取れるものであり、それを後年まで
保持した可能性が考えられる。 

 以上の分析は、エリアーデ宗教学のすべてがマッキオロから方法論的基礎の着想を得た
ものであると主張することが目的ではなく、1928 年 12 月にインドに向かう直前までエリ
アーデはマッキオロの神秘主義研究の受容をこのように積極的に進めていたということを
確認することにある 22。既述のように、エリアーデにおける「宗教現象学」はレーウを継承
したものと一般に考えられているが、レーウの学説に触れる以前にマッキオロに学ぶこと
によって、エリアーデは宗教現象の超歴史的、非還元的性質を解明する重要性を認識するよ
うになった。たしかに後年のエリアーデがレーウから多くの言葉を借りたことは事実であ
るが、彼が宗教現象学的な用語によって表現した問題意識そのものは、マッキオロとの思想
的連関において生成したものと考えられる。 

 

Ⅳ．「宗教史学」と「宗教現象学」の統合 
 エリアーデは「宗教史学」と「宗教現象学」という相容れないふたつの方法論をペッタッ
ツォーニとマッキオロというイタリア人研究者との交遊の中で受容したのであり、両学派
を自身の研究のうちで相補的に配置して統合する必要性を早くから感じていたと考えられ
る。1961 年にジョセフ・キタガワ、チャールズ・ロングらとたちあげた『宗教学（History 
of Religions）』の創刊号に掲載された「宗教史学と新しいヒューマニズム」において、エリ
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アーデはペッタッツォーニの言葉 23を引用しながら、両学派を統合する必要性をつぎのよ
うに訴えている。 

 

「ここ数年来、多くの学者が「宗教現象学」と「宗教史学」の二者択一を超克することの必
要性と、この二つの知的操作が共ども適用され得るようなもっと大きな展望に到達する必
要性を感じてきている。今日では、学者たちの努力は、宗教学の統合的な考え方に向かって
己れを方向付けているようにみえる。たしかにこのふたつの接近方法は幾分互いに異なっ
た哲学的資質に照応している。だからといって、「本質」と「構造」を理解しようとしてい
る者と、もっぱら宗教の「歴史」に関心をもつ者とのあいだの緊張関係がいつの日か完全に
消え去ってしまうなどと考えるのはいささか素朴に過ぎる。そうではなくこの緊張関係こ
そ創造の源なのだ。その関係のおかげで、宗教学は独断論と沈滞を免れるだろう」24。 

 

たしかに『宗教学概論』の評価をめぐりエリアーデとペッタッツォーニは意見を違えたが、
エリアーデは後年までペッタッツォーニからの指摘を意識し続け、それを自らの方法論の
内に取り込もうと模索し続けたといえる。ペッタッツォーニの言葉に従って、宗教現象学と
宗教史学を統合する方向性を模索することが、宗教学という学問の新たな展開につながる
はずだとエリアーデは強く信じたのである。それゆえに未完の遺作となった『世界宗教史』
では、歴史を人間の精神的活動および宗教思想の展開する場として捉え、歴史的コンテキス
トにそくしながら宗教現象を叙述することをあらためて試みたのだと考えられる。 

 エリアーデの支援を受けながら研究したヨアン・ペトル・クリアーヌは、『ミルチャ・エ
リアーデ（Mircea Eliade, Cittadella Editrice, Assisi, 1978）』の補遺「ミルチャ・エリアーデ
とイタリア（Mircea Eliade şi Italia）」において、ウーゴ・ビアンキの言葉を借りながら、「宗
教史学」と「宗教現象学」を統合しようとするエリアーデの試みについてつぎのように述べ
ている 25。エリアーデの方法論は祖型をはじめとする超歴史的概念を前提とする宗教現象
学であり、宗教史学と相いれない。しかし宗教史学派には、宗教現象学的方法論を拒絶する
と同時に受け入れたいという両価的な姿勢がつねにみられる。すなわち、イタリア宗教史学
派は宗教現象学派との差異を強調することにより、自分たちの方法論的特徴を明確化して
きたのであり、レーウやオットー、エリアーデといった宗教現象学者たちの研究を体験する
ことは、宗教史学派にとって不可欠である。宗教現象学は宗教史学派にとっての「他者」で
あり、宗教現象学と接触し、ときに衝突することは宗教史学が独自の学問として展開するた
めに必要であったと言える。このようなビアンキおよびクリアーヌの見解に従うなら、エリ
アーデはイタリア宗教史学派にとっての他者を意識的に演じることによって、宗教学の展
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開に寄与しようとしたと考えられる。 

 

Ⅴ．結論と課題 
 以上、エリアーデ宗教学における「宗教史学」と「宗教現象学」が、ペッタッツォーニお
よびマッキオロの方法論を受容することにより構築された可能性について検討した。とり
わけ「宗教現象学」については、従来はレーウの方法論を継承したものと考えられてきたが、
マッキオロの神秘主義研究との連関もまた見逃してはならない。エリアーデが「宗教現象学」
という言葉によって表現しようとした対象を、今日のそれよりも広い歴史的コンテキスト
を参照しながら再考することは、エリアーデ宗教学だけでなく、宗教現象学および宗教史学、
そして現在に至るまでの宗教学そのものの学的系譜を見直すことに繋がるだろう。 

 なお、本稿では直接の分析対象にしていないが、「宗教現象学」の系譜を考える上では、
オットーとエリアーデの思想的連関も重要なものとなろう。エリアーデは、ブカレスト大学
在学時に受講したナエ・イオネスクの「宗教哲学講義」において初めてオットーについて深
く触れる機会を得た。イオネスクはシュライエルマッハーやディルタイからの影響を強く
受けた宗教哲学者であり、オットーについて独自の解釈を示しながら当講義で取り上げた。
エリアーデはそのイオネスクの解釈のもとでオットーを受容した可能性がある。ディルタ
イ、オットー、イオネスク、エリアーデの思想的連関を整理しながらルーマニアにおける「宗
教現象学」の構築過程を分析することは今後の課題になろう。 

 さらに、エリアーデが宗教現象学に大きく接近していった場所としては、エラノス会議に
も注目すべきである。オットー、レーウ、ハイラーなどの宗教現象学者たちが深く関わった
エラノス会議において、エリアーデは宗教史学を批判し、「祖型」の研究に方向性を定める
ようになっていった。エラノス会議が宗教現象学の展開において果たした役割についても
さらなる研究の進展が望まれる。 
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19 エリアーデの中編小説「ディオニスの宮にて（În curte la Dionis, 1968）」はオルフェウス神
話をモチーフにした作品であり、登場人物たちがヘラクレイトスの言葉の意味を議論する場面
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踏まえながら、エリアーデがヨーガの分析で用いた概念を再検討する必要があろう。マッキオ
ロはデ・マルティーノに次のように伝えていた。「エリアーデによれば、ヨーガに関する彼の
本〔Yoga: Essai sur les origines. De la mystique Indienne, 1936〕は精神的意味において、私の
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