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第１章

自己変容と現代の魔術

――宗教は意識的な世俗の哲学ではなく、精神的な自己操作、一種の魔術信仰に、まちが
いなく取って代わられた。
リチャード・ホーフスタッター（Hofstadter 1963=2003: 234-5）

1-1 自己変容文化
私たちは、たとえば、筋肉隆々の外見を手に入れるためにアナボリック・ステロイド（筋
肉増強剤）を使うことができる。お望みならばアメリカン・コミックのヒーローのような
肉体を造りあげることだってできるだろう。アメリカでは 1950 年代以降、長らく陸上選手
やメジャーリーガーなどのプロ・スポーツ選手ばかりでなく、アマチュア・レベルでもス
テロイドが使用され社会問題となってきた。1990 年に禁止薬物（医療目的外）に指定され
たものの現在でも多くの常用者が存在する。その実態の一端を 2008 年のドキュメンタリー
映画『ステロイド合衆国――スポーツ大国の副作用』（原題『Bigger, Stronger, Faster』
）に
見ることができる 1。同作品はいまなおステロイドがプロレスラーやアマチュアのボディ
ビルダーたちのあいだで使われていることを伝えている。そこで浮き彫りにされるのは、
使用の実態ばかりではない。そのようなステロイド文化の背後にあるアメリカの“筋肉信
仰”とでもいうべきものである。
監督であり語り手のクリス・ベルは 3 人兄弟の次男である。3 人とも筋肉で覆われてい
た身体をもっている。なぜ彼らは筋肉をつけたがるのか？ 重いものを運ぶため？ もち
ろんそんな理由ではない。きっかけはいじめだった。いじめっ子を見返すために、彼らは
ヒーローたちの教えにしたがった。80 年代に 10 代を過ごした彼らをテレビ越しに魅了し
たのはハルク・ホーガンやアーノルド・シュワルツネッガー、シルベスタ・スタローンた
ちだった。彼ら、筋肉の鎧をまとったヒーローたちが暗に伝えたメッセージはこうだ――
身体を鍛え（さえす）れば、どんな困難にも打ち克てる。効果はてき面だった。見事に筋
肉が彼らを救ってくれた。
しかし効果を持続させたければ鍛えつづけなければならない。いじめ克服という成功体
験が、筋肉信仰を手放すことを許さない。彼らはそのうち効率的な方法を知る。ステロイ
1

同作品については町山 2009: 4-11; 町山・松嶋 2010: 52-61 に解説がある。
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ドである。副作用があるらしいが構うことはない。なぜならヒーローたちだってそうして
いたのだから。ドキュメンタリーは、監督を除いた兄と弟の 2 人がいまだにステロイドと
縁を切れずにいることを映し出している。彼らはプロ・スポーツ選手ではないし、もう学
生でもないため、筋肉のご利益はそれほどないにも関わらず、である。
❖
本論文は、現代の自己変容（self-transformation）に関する文化研究である。自己変容は
現代文化の実践のなかで主要な領域を占めているように思われる。いま人びとは自らを変
化させることに余念がないように見える。たとえばダイエットやフィットネス・トレーニ
ングや美容整形によって理想的な外見を手に入れようとする。あるいはセラピーやバック
パッキングを通じて“本物の自分”を手に入れようとする。ヨーガ、瞑想、サプリメント
などによって精神の安定を手に入れようとする。また、以下のような実践も本論文の関心
の圏内にある。これらは自己変容というよりは、硬くいえば一時的な自己放棄といった方
が適当かもしれない。たとえばホラー映画やジェットコースターなどで感情的・生理的な
極限状態を疑似的に体験しようとする。ロックコンサートやナイト・クラビングで集団的
な昂揚感を味わおうとする。またアルコールやドラッグの摂取を通じて日々の軛から逃れ
ようとする。
本論文では以上のような現代における諸実践の総体を《自己変容文化》と呼ぶ。自己変
容文化が現代の文化のなかである 1 つの傾向として、1 つの産業としてより大きな意義を
もつようになった、というのが本論文の出発点である。もちろん自己変容文化は現代にな
って急に出現したものばかりではない。むしろテクノロジカルな側面を切り離して考えれ
ば文明と同じだけ古いとすらいえるかもしれない。ギリシア神話をはじめ多くの物語で変
身のモチーフは用いられてきた。本論文の関心は、しかし現代の変身にある。概ね 1970
年代以降の先進各国において、自己変容の社会的・文化的な意義が増してきたように思わ
れる。それは一方で変容の技術が進展し、他方で変容への欲望が焚きつけられるというそ
の相乗効果に依っているように思われる。おそらく今後もその意義は増していくだろう。
第 1 章の目的は、自己変容文化の事例とその社会的な背景について考察することにある。
これにより本論文の出発点となる問題意識を読者と共有することを目指している。
❖
だがその前に誤解を招くことのないよう述べておくべきことがある。以下の議論で筆者
は、一部の例外を除きそのほとんどの題材をアメリカ文化に求めている。例外といえるの
は、第 5 章で取りあげるレイヴ文化ぐらいである。だが厄介なことにこの論文はいわゆる
アメリカ文化研究として企図されたものではない。筆者はアメリカの歴史や社会について
恥ずかしながらごく狭い範囲のごく僅かの知識しかもちあわせていない。それはアメリカ
、、
の文化についてさえも残念ながらいえる。筆者が以下で言及することになる文化現象の多
くは程度の差こそあれ合衆国以外の地域にも見られる。つまり、そのもっとも代表的な例
がアメリカ文化に見られるに過ぎない。本研究はなによりもまず、若者文化研究としてそ
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のたどたどしい一歩を踏み出したプロジェクトである。この論文では 20 世紀半ばのアメリ
カウンター・カルチャー

カの文化運動が中心的に扱われる。それらは一般に 対 抗 文 化 として知られる現象のうち
に含まれ、主に若い世代によって担われた運動であった。この点で本論文は 1 つの 60 年代
文化論である。だが、最終的に突き詰めたいのは 60 年代（文化）についてでもない。あく
まで現代である。自己変容文化についてであり、その土壌たる現代社会についてである。
“60 年代”を必要以上に特権視するつもりはないが、それが現代の文化に、少なくとも自
己変容文化に与えた影響は大きいと考える。
❖
自己変容文化には、少なくとも 3 つの特徴を指摘することができる。それらはいずれも
が消費文化の性質と関わりがあるように思われる。1 つ目は、変容速度の短縮である。即
効性といいかえてもいい。この特徴はむしろ変身そのものの条件ですらある。緩慢な変化
（たとえば老化）は通常、変身とは呼ばれない。また現代の消費文化にあって緩慢さは忌
避の対象である。
“必ず 5 年や 10 年はかかります”という謳い文句が消費者を惹きつけた
りはしない。それゆえタイムラグを無くそうとすることは消費社会の要請ともいえる。
、、
「人々は体重を落としたいと思っているだけではない。体重を早く落としたいのであり、
、、、、、、、、、、
早ければ早いほどいい」
（Bertman 1998=2010: 83，強調引用者）。そうしたできるだけ早く
変わりたいという願望は、医療（品）業界や健康食品業界の開発努力によって多く叶えら
れてきた。
この願望はしかしある種の信憑に支えられていなければならない。それが、2 つ目の特
徴として指摘したいことである。すなわち、そこには自分を変えたいという願望をもつこ
、、、、、、、、、、
とを可能ならしめる自己の可塑性への信憑がなければならない。要するに、できないと思
っていることはそもそも念頭にないということだ。消費文化を専門的に研究してきた社会
学者のマイク・フェザーストンは 1991 年の論文「The Body in Consumer Culture」で次のよ
うにいう。ダイエットやアンチ・エイジングなどの「ボディ・メンテナンス」の文化に見
プラスティック

られる「可 塑 的 」な身体観こそ、現代の消費文化に特徴的な身体認識の仕方の 1 つである、
と 2。
「消費文化に見られる 1 つの傾向は、生得的な身体的特質が、ますます可塑的なもの
と見なされるようになってきているというものである。そのとき各個人は、努力や『ボデ
ィワーク』によって特定の望んだ外見を獲得することができると信じ込まされている」
（Featherstone 1991: 177-8）
。消費文化は広告やマスメディアを通じて理想となる身体イメ
ージの創出・強化に寄与する。消費者はエクササイズや美容整形、ランニングやサプリメ
ントの摂取によって理想とする外見に到達できる、少なくとも現状を維持したいなどと考
えている。それが可能性として現われている。こうした考えにおいて身体が十分に造形可
2

これと同様の指摘を社会学者のアンソニー・シノットが著書『ボディ・ソシアル』のなかでしている。
医療技術の進展と身体観の関連についてシノットはこう述べる。
「最近の医学の進歩は身体の機械論
的・唯物論的構築を強化してきた。
（……）身体はもはや『与えられたもの』（伝統的な意味合いでは、
天からの授かりもの）ではない。それは形成可能なもの、すなわち必要に応じて、あるいは気まぐれに、
形造られ選択されるべきものなのである」
（Synnott 1993=1997: 63-4）
。

3

能なものであるという認識は、前提となっている。
そうした可塑性・変容可能性の認識が広く社会的に共有されるとき、1 つの問題が生じ
るだろう。それは、変え（ようとし）ないことがときに怠慢と見なされることである。た
とえば足の速さを例にとろう。私たちはトレーニングを積むことによってある程度は速く
走れるようになる。だが死に物狂いで努力したからといって皆がウサイン・ボルトのよう
に走れるようになるわけではない
（ボルトだって自己記録更新のために日々努力している）
。
だからボルトと同じ速さで走れないことを理由に、私たちは誰かを責めることはしない。
かりに責められれば理不尽に感じるだろう。だけど、もしあらゆるドーピングが認められ
たとしたら？ 副作用の心配がまったくないとすればどうだろう？ 速く走るという目標
に准じた場合、ドーピングしないことは著しい怠慢と見なされるのではないだろうか。
要するに、これは能力主義の問題である。変容が、つまり改善が、可能である（と広く
信じられている）のに改善しなかったら、あなたはそのことで責められることになるかも
しれない。改善が容易であればなおさらである。一昔前ならば、パソコンを扱えることは
一種の特殊な能力だった。扱えないことで市井の人が責められることはなかった。だがい
まはどうだろう？ パソコンのスキルがないことは求職時に不利に働くだろう。逆に求職
時に、肌の色や血液型といった生得的な属性を理由で合否が分かれるとすれば、職業上の
必然性がない限り私たちは抵抗を感じるはずだ（そのため日本の履歴書に顔写真と生年月
日の欄があることにしばしば疑問が投げかけられる）
。査定の対象となるのは、学歴や職歴
やパソコン・スキルなど努力次第でそれなりになんとかなる項目である。それらの項目に
関しては“あなたは変われるのに、なぜ変わろうとしないのだ”という非難が成立する。
だから変容可能性に対する信憑が一般化すればするほど、変わらないことがただの怠慢と
判断されるようになる。自己変容文化が成長するとき、私たちの“能力”、つまり努力で変
えられると考えられる事項の数もまた増えるだろう。
最後に、現代の自己変容文化の特徴の 3 つ目として取りあげたいのは、変容することそ
れ自体に中毒化しているように見える点である。これは、必ずしもつねに見られる特徴と
はいえない。のちほど述べるように変わることにはそれ自体、愉しさがある。だから変わ
ることが目的となることは珍しいことではない。問題は、それがただ目的であることを超
えて強迫観念や義務感のようなものが伴うときである。アメリカのコラムニスト、アレッ
クス・クチンスキーの書いた『ビューティ・ジャンキー』（Kuczynski 2006=2008）には美
と若さに取り憑かれ美容整形の虜になった人びとが登場する 3。そこに見られるのは、美
3

クチンスキーは、そうしたアメリカの美容整形文化がベビーブーマー世代によって牽引されていると示
唆している。
「ベビーブーマー世代はそれ以前のどの世代と比べても、若さを保つ可能性の探求に取り
憑かれている。彼らは歴史を変えるほどの大事件を若い頃に経験し、そうした出来事が彼らの存在のル
ーツとなった――ウッドストック、ベトナム戦争、ウォーターゲート事件。彼らのアイデンティティは、
極めて深く個人的なレベルで、若さの持つ性質を保つ能力に依存している。年を取るに従い、健康管理
や運動器具、サプリメントといった健康関連用品への支出の割合は上がっていくだろう。
（……）ベビ
ーブーマー世代は（……）自分たちの精神生活を向上させ幸福感を高揚させるような経験や自己改造の
ために金を使うことを選択する」
（Kuczynski 2006=2008: 112-3）
。この指摘は、いささか根拠に乏しいも
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と若さの追究の際限のなさである。1 つの整形が完了する。するとまた別の部分が気にな
りだす。しかも、誰しもが老化に抗えない以上、美と若さの力学に囚われる人びとは努力
や施術から逃れられなくなるだろう。
❖
自己変容文化はもちろん外見だけの問題とは限らない。むしろ本論文を通して議論の対
象となるのは内面に関する自己変容、意識変容の方である 4。
雑誌やテレビなどでダイエットや肉体改造の特集が組まれその方法が紹介されるように、
内面の自己変容にもマニュアルがある。1996 年、日本のライターである鶴見済が『人格改
造マニュアル』なる本を発表した。同書は、まず人格改造の手段として「クスリ」「洗脳」
「サイコセラピー」の 3 つのカテゴリーを設けている。それらはさらに細かく、次のよう
に分けられる。クスリは「元気になる・覚醒するクスリ」「明るくなるクスリ」「落ち着く
クスリ」に、洗脳は「催眠暗示法」
「自己開発セミナー」に、サイコセラピーは「認知療法」
「生活スケジュール法」
「森田療法」といった具合に 5。鶴見はそれぞれ自分で試し、得ら
れる効果（
「元気になる・覚醒する」
「明るくなる」
「落ち着く」）や費用の安さ、効果の持
続性、速効性などの点から評価を下している。同書で紹介される手段は一般に簡単に手を
出せるようなものではなく、一部は明らかに違法行為ですらある。にもかかわらず親切に
も入手や利用の仕方まで載っている。
なぜそうまでして人格を改造する（ことを推奨する）必要があるのか？ 鶴見の答えは
。人格改造、
「自殺もせずになんとか楽に生きていくため」である 6（鶴見 [1996] 2006: 3）
つまり「脳をいじって人格や性格を使い分けたり、まったくの別人格になって一からやり
直したりする」ことは、鶴見にとって「楽に生きていく」ための手段である（鶴見 [1996]
2006: 3）
。生きづらさを感じ鬱屈する読者のための彼なりの処方箋が『人格改造マニュア
ル』である。鶴見はいう。
「大切なのは変わるのを恐れることではない。変わるのに慣れる
、、、、、、、
ことだ。誰でも脳をちょっといじれば、簡単に変われる。そしてその技術を身につけさえ
すれば、対人関係の場だけでなく、自分の仕事や生活にも様々な形の別人として取り組む
ことができる」
（鶴見 [1996] 2006: 5，強調引用者）
。ここには自己の変容可能性に対するは
っきりとした信憑が現われている。鶴見にとって人格は、書き換えたり更新したりするこ
とが可能な、あたかもコンピュータのソフトウェアのようなものとして捉えられている。
人格は可塑的であり「自殺」するぐらいならその性質を利用しない手はない、というわけ
だ。

4

5
6

のの本論文の以下の議論にとって重要である。
精神科医の片田珠美によれば、フランスの社会心理学者アレン・エレンベルグは、以下の文章で言及す
るような精神の自己変容を、ボディ・ビルを文字って「サイキック・ビル」と呼んでいる（片田 2007: 127）。
また筆者はかつて論文で同じことを、ボディ・メンテナンスになぞらえ「メンタル・メンテナンス」と
呼んだ（渡邊 2010）
。
これら以外の方法として「電気ショック」と「α波瞑想」も紹介されている。
ここで「自殺」という不穏当な表現が使われる理由は、鶴見が『人格改造マニュアル』の前に『完全自
殺マニュアル』
（1993 年）というベストセラーを出していることと関連があると推察される。
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『人格改造マニュアル』は自分を実験台とした自己啓発（personal development）の一種
の商品カタログのようなものである。近年、自己啓発は 1 つの産業となっている。社会学
者のミッキー・マッギーは 2005 年の著書『Self-Help, Inc.』でそれを「改造文化」
（makeover
culture）と呼ぶ 7。彼女によればアメリカにおいて「書籍、セミナー、オーディオ・ビデオ
商品、パーソナル・コーチングなどを含めた、自己改善産業が年間 24 億 8 千万ドルの産業
を成している」
（McGee 2005: 11）といわれる 8。そうした自己啓発商品に古くから見られ
る 1 つの特性が、ポジティブ・シンキングである。アメリカのジャーナリスト、バーバラ・
エーレンライクは著書『ポジティブ病の国、アメリカ』
（原題『Bright-Sided』）で次のよう
にいう。
今日では、誰でも「ネガティブ」の沼に落ちこんだままではいられない。ポジティ
ブ・シンキングの奨励は 1 つの産業として成長し、幅広い価格帯の「モチベーショ
ン」商品が提供されている。書籍もあれば、その著者をフィーチャーした CD や
DVD もある。もっとはっきりとした体験をしたい人は、コーチから指南を受けた
り、一週間の「セミナー」に参加したりすることも可能である。金銭的に余裕があ
るならば、週末に、有名講師を招いて一風変わった場所で開催されるイベントに行
ってみてもいい。あるいは、象徴的な崇拝物としてのモチベーション商品にも、さ
まざまなものがある。
（Ehrenreich 2009=2010: 119）
自己を啓発するための商品やサービスが溢れている。どの程度、産業的に成長したのか量
的に示すことはできないが、成長が認められることはたしかであるように思われる。そう
した商品から発信されるメッセージの 1 つの定型を取り出せば、おそらく次のようなもの
になるだろう。
“考え方を変えれば、人生は上向きになる。そして、それを実行することは
誰にだって（この商品を買ったあなたならすぐに！）可能だ”
。内面の改造を謳うこうした
文化もまた、先に自己変容文化の特徴として挙げた特徴を 3 つとも備えている。すなわち
即効性（への期待感）
、変容可能性への認識、そして中毒性 9がある。
自己啓発の文化は、ポジティブ・シンキングや対人関係スキル、あるいは収入アップや
マネジメントなどについてのマニュアルをさまざまな形で提供する。日本においても 1990
年代以降この文化は急成長を果たしたように見える。社会学者の森真一は、著書『自己コ
7

8

9

マッギーは『エクストリーム・メイクオーバー』というアメリカのテレビ番組を改造文化の象徴として
取りあげている。それは視聴者を美容整形などによって劇的に変身させるテレビ番組なのだが、前述の
『ビューティ・ジャンキー』でも言及されている（Kuczynski 2006=2008: 14, 21-3）
。
他に、出版された全書籍に対するセルフヘルプ本の割合が 1972 年から 2000 年で 1.1%から 2.4%に上昇
したとされる（McGee 2005: 11）
。
日本のライターの速水健朗が著書『自分探しが止まらない』のなかでこう述べている。
「自己啓発書が
生み出すのは一時的な高揚感、もしくは癒しのみである。またそれがなくなってしまうと、高揚感や癒
しを与えてくれる似たような本や体験を求めて、延々と『自分探し』を繰り返すようになるだけ」であ
る、と（速水 2008: 50）
。これは自己啓発文化の中毒性についての適確な指摘であるように思われる。
速水のこの見解はあくまで日本での観察にもとづき示されたものであるが、アメリカであっても事情は
変わらないだろう。
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ントロールの檻』でその文化の隆盛の背景を「心理主義化」する社会にあると指摘する。
心理主義化とは、森によれば「心理学や精神医学の知識や技法が多くの人々に受け入れら
れることによって、社会から個人の内面へと人々の関心が移行する傾向、社会的現象を社
会からではなく個々人の性格や内面から理解しようとする傾向、および、
『共感』や相手の
『きもち』あるいは『自己実現』を重要視する傾向」を指す（森 2000: 9）
。あるいは、心
“心”“内面”がなにかとク
理学化という言葉が使われることの方が多いかもしれない 10。
ローズアップされる社会的な風潮のなかで自己啓発商品は感情のコントロールを可能なら
しめる心理学的知識、ノウハウを供給する。森は、そうした感情コントロールの高度化を
社会学者ジョージ・リッツアの「マクドナルド化」という概念から説明する。この概念に
ついては次章で詳しく言及するため、ここでは“合理化”にでも置き換えて読み進めても
らいたい。
心理主義化してきた現代人は、「マクドナルド化」した人々である。つまり、心理
学的知識や技法を身につけて、生活のあらゆる場面でより合理的に振る舞い、スム
ーズに予想したとおりにものごとを進行させようとする人々である。「マクドナル
ド化」した人々は、雇用流動化をはじめとするフレキシブルで合理的な社会編成を
促進しており、それによって社会の心理主義化をいっそう推し進めている（森
2000: 45）
森はここで「雇用流動化をはじめとするフレキシブルで合理的な社会編成」を、心のコン
トロールの高度化を促し、またそのことによって逆に進行するものとして指摘している。
先述のエーレンライクも、アメリカのポジティブ・シンキング文化の台頭の背景に 1980
年代以降の雇用市場の不安定化を見ている。
「モチベーション産業は、
（……）ただ、現実
をどのように『思考』するかを変えるよう提案し、リストラは将来への期待感に満ちた歓
迎するべき『変化』であること、失業は自分を変えるチャンスであること、混乱のなかか
ら『勝者』が続々とあらわれるはずであることを主張した」
（Ehrenreich 2009=2010: 141-2）。
自己啓発の商品は人員削減の時代を生き抜く、というより不平も漏らさず受け入れさせる
ための知恵を与えた。エーレンライクはだから皮肉交じりにこう言い切っている。
「解雇さ
れてしまった元社員と、過剰な労働を強いられる現社員のための、企業世界からの大きな
贈り物――それがポジティブ・シンキングだった」
（Ehrenreich 2009=2010: 143）と。自己
啓発、感情のコントロール、本論文にとっては自己変容が、文化的な広がりを見せている
のだとすれば、それはおそらく森やエーレンライクのいうようになんらかの社会的な状況
の出来と相関関係があると考えられる。本論文で考えたいことの 1 つは、この点である。
つまり人が変わりたがるような、あるいは変わりたがらせるような、あるいは変わりたが
10

樫村 2003; 斎藤 [2003] 2009 など。社会学者の樫村愛子は「社会の心理学化」を「教育・福祉・家庭な
ど社会の様々な領域で心理療法の技術が多く使用されるようになり、文化の中で心理療法的言説の比重
が大きくなってくるような事態」だとしている（樫村 2003: 229）
。
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らざるをえなくさせるような現代の社会的な環境についてである。
❖
この観点から私たちはフランスの哲学者ジル・ドゥルーズを参照することができる。ド
ゥルーズは、著書『記号と事件』（Deleuze 1990=1992）に収められた注釈的な短い文章で
コントロール

「 管 理 社会」なるものの到来を素描している。それは「規律社会」との対照を通して描
かれる。規律社会とは、いうまでもなくミシェル・フーコーの仕事から引かれている。フ
ーコーによれば、近代社会において個人は規律訓練の諸制度を通じて主体化される。これ
が古典主義時代の君主権的権力と対比的に描かれる。よく知られるように、フーコーはそ
れをジェレミ・ベンサムの考案したパノプティコン（一望監視施設）型の監獄を使って説
明する（Foucault 1975=1977: 202-6）
。
たとえばあなたが新しい監獄の責任者で、なぜかひどく人件費を気にする立場にあった
としよう。あなたは看守の数を減らすことばかり考えている。いったいどこに看守を配置
すれば効率的に監獄のマネジメントができるだろうか？

出口に置くのはどうだろう？

それでは囚人が独房でよからぬことをしていたときに見咎めることができない。ショーシ
ャンクのアンディのようにこつこつ壁に穴を開けてしまうかもしれない。ならば 1 人です
べての房内を見渡せるようにしよう。中心に看守を配置する塔を建て、円環状に独房を並
べればいいのだ。各房には内側に面して大きな窓を設けておこう。これだと看守は 1 人で
監視することができるではないか。だが、パノプティコンの真の効力は、そこにはない。
、 、、、
看守が 1 人で済む点にあるのではなく（上手くすれば）0 人でもマネジメント可能な点に
こそある。なぜならば囚人から看守の存在を確認できないように設計されているからだ。
だから看守がつねにいるということさえ囚人に印象づけることができていれば、看守は実
際にはいてもいなくてもいい。看守は、看守の視線を囚人に内面化させればいい。
これが規律社会の権力の在り方とされる。管理社会もまた、規律社会がそう指摘された
ように独自の権力の様式をもっている。これまでの規律社会の特徴は、ドゥルーズの表現
を借りれば「個別的な鋳造作業」にある。パノプティコンの装置において、個別に囚われ
た者たちは知らず知らずのうちに規範（視線）を内面化し、それにしたがうよういつの間
にか訓練（鋳造）される。これに対し、管理社会の特徴は「転調」にあるとドゥルーズは
いう。それは「刻一刻と変貌をくりかえす自己＝変形型の鋳造作業」にある（Deleuze
1990=1992: 294）
。「規律が長時間持続し、無限で、非連続のものだったのにたいし、管理
は短期の展望しかもたず、回転が速いと同時に、もう一方では連続的で際限のないものに
なっている」
（Deleuze 1990=1992: 298）と。規律社会の自己が安定的に確立されるとすれ
ば、管理社会の自己は不断の変形を余儀なくされる。
ドゥルーズによる規律社会から管理社会への移行という図式 11は、より現代的な権力の
在り方に関する問題意識を掬い取るものだとして、アントニオ・ネグリとマイケル・ハー
11

ドゥルーズはいう。
「規律社会とは、すでに私たちとは別の、もはや私たちとは無縁になりつつあった
社会なのである」
（Deleuze 1990=1992: 293）と。ドゥルーズは、フーコー自身もまた規律社会がすでに
終わりを迎えつつあるものとして捉えていたと述べている。
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トの『
〈帝国〉
』をはじめ（Negri and Hardt 2000= 2003: 39-50）、近年よく参照されてきた 12。
これをもしここで述べてきたような自己変容の在り方として読解することができるとすれ
ば、やはりなにがしかの新しいタイプの社会の到来によってそれは要請されるものだとい
えるのではあるまいか。ドゥルーズはそれを「管理社会」と呼んだが、本論文は以下でそ
れを消費社会やポスト・フォーディズム社会という言葉を使って議論することになる。
❖
そもそもなぜ、人は変わりたがるのか？
当事者からすればこれにはおそらく 2 種類の回答しかない。変わることでなにかが得ら
れる（と期待できる）場合と、変わることそれ自体に愉しさがある場合である。前者の場
合、変わることは手段である。後者の場合、変わることそれ自体が目的である。前者が自
動車で目的地に向かうことだとすれば、後者はあてどなく走るドライブに似ている。社会
学者の宮原浩二郎は著書『変身願望』のなかで「変身願望」を次のように分けている 13。
変身願望には、変身することによって得られる結果に対する願望と、変身すること
そのものに対する願望の 2 つが区別できるように思われる。美人願望や「超人」願
望は、前者の「成りたい願望」としての変身願望である。それに対して、1 つの自
分だけでなくいろいろな自分を楽しみたい、100 人分の人生を経験してみたいなど
という願望は、後者の「変わりたい願望」であろう。
（宮原 1999: 24）
私たちはときに誰かのように成りたいと夢想する。もしマイケル・ジョーダンのように華
麗にプレイができたら。もしマドンナのように歌って踊れたら。思春期まではとくにそう
思うことも多いかもしれない。これが「成りたい願望」である。他方「変わりたい願望」
は極論すれば、誰に、またどのように変わったっていい。いまと違ってさえいればいい。
だから理想にはある意味で到達してはならない。
「成りたい」が優先されてはならない。も
う「変わりたい」と思わなくなるからである。
変身願望には 2 種類ある。そのうえで、それぞれ次のような指摘を追加しておきたい。
まず前者の「成りたい願望」について、それは、現代では成立しにくくなっているのでは
ないかということが指摘できる。いや、
「成りたい願望」自体は成立するだろう。願望を抱
くことはできる。だが、流動化する現代社会にあって理想像は必ずしも持続的でないだろ
う 14。スターは次々と生まれる。去年の理想が今年の理想とは限らない。だから固定的に
12

たとえば日本語圏では、東 [2002-3] 2007: 42-5; 小沢・中島 2004: 150-6; 岡本 2006: Ch.7 などで参照さ
れている。またメディア研究者のマーク・ポスターは、1990 年代以降の社会学、および近接領域で一種
キーワードとして扱われてきた「監視」
「データベース」といった語をいち早く用い、この新しい権力
の在り方に対して「超パノプティコン」
（Superpanopticon）という言葉を当てている（Poster 1990=1991）
。
13
先述の森真一は、
「変身、モダニティ、リクレクシヴィティ」という論考で、これとはまた違った角度
から変身を 2 つに分けている（森 1997）
。ウディ・アレンが監督・主演を務めた 1983 年の映画『カメ
レオンマン』
（原題『Zelig』
）を題材に森は、
「移動的変身」すなわち「世界の移動による変身」と、
「再
帰的変身」すなわち「自分で自分自身を変える変身」という 2 つの変身を見出している。
14
2012 年現在アメリカ、シアトル・マリナーズでプレイするメジャーリーガーのイチロー選手は 1996 年
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「成りたい願望」を抱きつづけることは現代では難しいと考えられる。
後者の「変わりたい願望」については、次のことがいえる。まず「変わりたい願望」が
成立するのは、変わることそれ自体に私たちが愉しさを感じるからだと考えられる。目的
地が定めなくとも運転そのものを愉しむことはできる。また、変わることは変わる本人の
みならず、それを見る者をも魅了する。つまり変わることはエンターテイメント性を有し
ている。
また「変わりたい願望」にしたがい変わりつづけることで、人は人格の変容可能性に対
する認識を再帰的に深めていくだろう。たとえば先述の鶴見済は「人格改造」することを
「仮面をつける」と表現し、こういう。
「もちろん、初めは色々な仮面をつけている気分に
なっていた。それがだんだんどれが仮面で、どれが“本当の顔”なのかわからなくなって
きた。けれども、もともと“本当の顔”などというものがないのだ、と気づくまでにそれ
ほど時間はかからなかった」
（鶴見 [1996] 2006: 4）と。先述のドキュメンタリー映画『ス
テロイド合衆国』に関するエッセイのなかで、映画評論家の町山智浩も冗談めかしてこう
書いている。
「アメリカ人は朝、目覚めると興奮剤を飲んで気合いを入れて出勤し、悲しみ
は抗うつ剤、怒りは精神安定剤で鎮め、バイアグラでボッキさせてセックスし、睡眠薬を
飲んで寝る。今の精神状態が自然なのか、薬物で作られたものなのかわからなくなってい
く」
（町山 2009: 10）
。もちろんこれはあまりに極端な想像に過ぎないが、それでも一定の
（経済的な、法的な、あるいは副作用の）問題をクリアすれば、こうした自己変容への欲
望が、たやすく満たされる時代を私たちは生きている。このとき、成りたいとされる自己
アップデート

がその都度、 更 新 され、それが結局、宮原のいう「100 人分の人生」――100 通りの“仮
面”――にまで及ぶのだとすれば、
「成りたい」と「変わりたい」の区別は曖昧になってい
く 15。
自己が一過性のものに過ぎないという気づきと、一過性であることに居直ることはあと
一歩だ。かつて日本の精神分析学者、小此木啓吾は、自己の一過性に居直る性格の人間を
「モラトリアム人間」と名づけた。小此木はそれを 1970 年代後半の時点で現代の「社会的
性格」として呈示した。それは以下のような性質に特徴づけられるとされる。
① だいかなる職業的役割も獲得していない。②すべての社会的かかわりを暫定
的・一時的なものとみなしている。③本当の自分はこれから先の未来に実現さ
れるはずで、現在の自分は仮のものにすぎないと考えている。④すべての価値
観、思想から自由で、どのような自己選択もこれから先に延期されている。⑤
したがって、すべての社会的出来事に当事者意識をもたず、お客さま意識しか
もとうとしない。
（小此木 [1978] 1983: 30）

15

の日産自動車のテレビ・コマーシャルでこういっていた――「『変わらなきゃ』も変わらなきゃ」
。
絶えざる自己変容――ドゥルーズの言葉を借りれば「自己＝変形型の鋳造作業」――が、ある種の社会
的な強制力となって、人びとに変化せよと迫るとき、ときに私たちを磨り減らし、消耗させる。先述の
マッギーはこれを「打ちのめされた自己」
（belabored self）（McGee 2005: 16）と呼んでいる。

10

モラトリアム人間は、自らをつねに暫定的な状態に位置づける。いまは仮の姿であり、近
い将来、本当に自己実現すると信じている。モラトリアムという言葉からは、どちらかと
いえば、その猶予期間を漫然と過ごす、受け身的な性格の人間像を彷彿とさせるが、しか
し必ずしもそうとも限らない。小此木は「モラトリアム人間に居直り、能動化し、むしろ
進んでそれを肯定する人々」として、以下の 3 類型を呈示している（小此木 [1978] 1983:
56-7）
。すなわち、[i] 管理社会に抵抗する「ヒッピー型人間」、[ii] 消費生活を楽しむ「消
費型人間」
、そして [iii]「次から次へと自分をいろいろな生き方、考え方に同一化させて変
身を遂げ、その過程で自己を実現してゆく自己実現型人間」の 3 類型である。小此木は 1960
年代のヒッピーたちをこのモラトリアム人間の先駆的形態と捉えながら、その現代への影
響について次のように述べている。
これらの青年たち［引用者注：ヒッピーたち］の社会的自己主張を通して突如とし
て顕わになったかにみえた「新しいモラトリアム人間」像は、短期間のうちに、特
定の社会的な運動形態としては社会の表面から姿を消していったようであるが、こ
、、、、 、、、、、、
れは皮相な見方で、実は「新しいモラトリアム心理」は、より広く、より潜在的な
、、 、、、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、、、、、、、
形で、現代青年の心理の中に汎化し、日常化し、共有されることになったのである。
（小此木 [1978] 1983: 25，強調引用者）
次章以降、本論文が中心的に論じていくのも、現代文化への 20 世紀半ばのアメリカの文化
運動の影響、および影響の仕方である。アメリカのみならず、60 年代のカウンター・カル
チャーが現代の文化や芸術や風俗や社会運動に影響を及ぼしたことは疑いようもないが、
その影響の仕方についてはまだ解明がはじまったばかりである。本論文にとってその影響
の仕方は、まさに小此木のいう通り、
「潜在的な形で」現代文化に影響を与え、
「日常化し、
共有されることになった」のではないかと考えられる。

1-2 本論文の構成
以下、次章以降の本論文の内容を素描する。
自己変容文化の社会的・文化史的な背景を検討するにあたり、本論文では再魔術化とい
う概念・理論を援用する。第 2 章は、もっぱらこの語をめぐる議論に費やされる。この語
に着目するのは主に以下のような理由に因る。本論文は、自己変容文化の隆盛と社会変動
とを結びつけて考えている。ここで社会変動とは、社会学の分野で消費社会やポスト・フ
ォーディズム社会と呼ばれてきたような社会の到来のことである。それは、社会－経済的
な変動であり、大仰な言い方をすれば資本主義社会における 1 つの質的な転換といえる。
再魔術化の枠組みは、この社会変動を議論に組み込むうえで有効と考えられる。というの
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も再魔術化の語は、そもそもマックス・ヴェーバーがその資本主義研究において用いた脱
魔術化の概念がもとになっているからである。
再魔術化は、本論文でのような自己変容文化への注目とは関係なく、近年の社会学およ
び隣接分野で国の内外を問わずつとに注目を集めてきた。あたかも、現代が、再魔術化と
呼びうるような現象への関心を呼び寄せているように見える。本論文においてもそれらの
先行研究の一部が参照される。そうした研究において、再魔術化はしかし必ずしも統一的
な意味と文脈から使用されてきたわけではない。この点に注意が必要である。だから第 2
章ではこれらを交通整理しつつ議論を進めている。とくに重点的に言及されるのは、アメ
リカの社会学者ジョージ・リッツアとイギリスの宗教研究者クリストファー・パートリッ
ジの議論である。それらを検討し自己変容文化の分析に適った枠組みとして再魔術化をリ
フレーミングすることが、第 2 章の役割である。
この作業を通じ本論文が辿りついたのは、反脱魔術化という新たな視点、新たな概念導
入の必要である。本論文に 1 つでも独創があるとすれば、それはこの反脱魔術化という用
語の導入にあるだろう。それは文字通り脱魔術化への反抗として位置づけられる。先の 2
者による再魔術化の研究において、再魔術化は、脱魔術化を前提としたものとして呈示さ
れていた。だが、その、いわば脱魔術化から再魔術化へという展開には、反脱魔術化とい
うファクターが関わっているのではないかと本論文では考える。
反脱魔術化を導入することの利点はこうである。それによって、本論文で第 3 章・第 4
章で扱うアメリカ“60 年代”の対抗文化の運動を再魔術化から理論的に隔てることができ
る。と同時にまた、それによって、再魔術化が現出するプロセスを先行研究にはない仕方
、、、、、、
で記述することができる。そのプロセスとは、つまり対抗文化運動の消長によってこそ再
魔術化が現出したというものである。
つづく第 3 章・第 4 章で論じられる事柄はこの点から次のように表現できる。反脱魔術
化の運動が、脱魔術化の土壌でいかに芽吹き、種を蒔き、その結果、その種がどのように
（再魔術化として）芽吹いたかについてである。具体的に扱われるのは 1950－60 年代のア
メリカにおける 2 つの文化運動、すなわちサイケデリック運動とヒューマン・ポテンシャ
ル運動である。前者については第 3 章で、後者については第 4 章で扱う。両者はともに当
時の対抗文化一般に含めることができる。また両者は若者を主体とする点で他の対抗文化
の運動と同じだが、しかし意識変容と本論文で呼ぶことになる実践を重視した点に他には
見られない特徴をもつ。本論文ではこの両運動を合わせて意識変容の文化運動と呼んでい
る。
第 3 章で記述されるのは、本論文の用語に照らせば、脱魔術化から反脱魔術化へとでも
いうべき過程である。具体的にはサイケデリック運動を題材に、意識変容の体験（つまり
サイケデリック体験）がいかに対抗的・反体制的な手段として捉えられていたかが詳らか
にされる。サイケデリック運動とはここで、作家のオルダス・ハクスリーや心理学者のテ
ィモシー・リアリーらによって牽引された、幻覚剤の摂取に積極的な意味を見出し、その
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効果を肯定視する文化運動を指す。反体制の運動が形成されるなかで、たまたま彼らが手
にした武器の 1 つが幻覚剤であった。運動の範囲を 1953 年から 69 年までと定め、これを
前期・中期・後期に分けたうえで、第 3 章ではこの段階に沿う形で、運動の背景に注目し
ながら運動の歩みを辿っている。
サイケデリック体験が社会変革の手段と目されるに至るその背景には、技術的な側面と
社会心理的な側面が存在するだろう。前者はすなわち精神薬理学の発達のことであり、後
者はすなわち当時の若者たちに広く共有されていた反抗の精神のことである。幻覚剤とい
う手段と社会変革という目的とがここで重なる。サイケデリック運動はそうしてサイケデ
リック体験を、反脱魔術化を実行に移す手段、社会変革の手段と位置づけた。社会を変え
るにはまず意識を変えよ、というわけである。幻覚剤はそのもっとも効果的で、もっとも
手っ取り早い手段だと喧伝された。
そして第 3 章の終わりでは、次章への橋渡しとして、これまでなされてきたカウンター・
カルチャーと消費社会をめぐる議論を検討する。これによって示唆されるのは、カウンタ
ー・カルチャーは、消費社会で生まれ、かつ消費社会のその後の成熟に寄与した、という
ものである。
このことをヒューマン・ポテンシャル運動において論証しようとするのが、第 4 章の目
論見である。第 4 章で論じられるのは、いわば反脱魔術化から再魔術化へとでもいうべき
過程である。ヒューマン・ポテンシャル運動の主な拠点は、1962 年に設立され、のちにエ
サレン研究所と呼ばれることになる多目的施設だった。1960－70 年代前半を通じ勢力を拡
大した同運動は、サイケデリック運動にとり弟（か妹）のような存在といえる。となれば
親は誰か？ ハクスリーをおいて他にいないだろう。サイケデリック運動は『知覚の扉』
という彼のテキストによって、ヒューマン・ポテンシャル運動は「ヒューマン・ポテンシ
ャル」について語った彼の講演によって、その一歩を踏み出したからである。
ヒューマン・ポテンシャル運動に関してハクスリーがその思想や哲学の生みの親なら、
育ての親はさしずめ心理学者のアブラハム・マズローになるだろう。ヒューマン・ポテン
シャル運動の主要テキストとなったのは、マズローによって創始された人間性心理学だっ
たからである。ヒューマン・ポテンシャル運動も、兄（ないし姉）と同様、意識変容を実
践的な課題としたが、用いたのは薬物ではなく心理療法だった。しかしいかなる手法を用
いるにせよ意識変容という実践が社会変革のための非常に効率的な手段として捉えられて
いた点で両者は共通している。
ヒューマン・ポテンシャル運動は、その他の対抗文化の運動と同様、のちの社会や文化
にさまざまな影響を与えている。たとえば人間性心理学のキーワードであった自己実現と
いう語の、現代における氾濫がそれを象徴している。第 4 章の後半で論じるのはこうした
ヒューマン・ポテンシャル運動・人間性心理学の後年への“影響”についてである。それ
はしかし単なる線的な影響と考えるべきではない。ここには社会変動そのものが関わる。
サイケデリック運動も含めた意識変容の文化運動は、社会そのものの変質を促すといった
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仕方で、現代文化に“影響”を与えたのだと考えられる。論文ではこのことをフレデリッ
ク・ジェイムソンの「消失する媒介者」の概念・枠組みを用いて記述している。
最終の第 5 章で私たちは、そもそもの関心事であった現代の自己（意識）変容文化に再
び立ち戻る。ここではともに 1980 年代後半以降に現われた、薬物をめぐる 2 つの文化を題
材とする。1 つは、レイヴ文化やクラブ文化などと呼ばれる現代のダンス音楽文化の事例
であり、もう 1 つは、スマートドラッグや抗鬱剤などの向精神薬の医療目的外の使用の事
例である。敢えていえば前者はサイケデリック運動の、後者はヒューマン・ポテンシャル
運動の後継者といえる。第 5 章では、そうしたかつての意識変容の文化運動と、現代の意
識変容の文化とを対照させている。それにより現代の自己変容文化の、言い換えれば反脱
魔術化ではなく再魔術化の、特性を浮かび上がらせるのが狙いである。対照を通じ明らか
となることの 1 つは、意識変容の動機の違い、すなわち社会批判か社会適応かの違いであ
る。そして、その意識変容から批判精神が遊離した理由は、本論文において反脱魔術化の
運動それ自体に求められる。
❖
以上、本論文の概要を述べてきた。こうして見てみると、ここで扱われている題材はと
もすれば極端であるように映るかもしれない。つまり多くの人びとにとって、縁のない題
材に、対岸の火事のように見えるかもしれない。たしかに誰しもが一生のうちに一度でも
美容整形を受けるわけでもなく LSD を採るわけでもない。誰もがプロザックのお世話にな
っているわけでもない。しかし、逸脱者や一部の愛好家たちの文化の実態を詳らかにする
ことがここでの最終的な目標ではない。本論文の目線は、現代のありふれた日常生活にあ
る。本論文で辿ろうとしているのは平凡で緩慢な、取るに足らない日常を、その退屈を、
やり過ごすための試行錯誤の軌跡である。それは刺激とも、娯楽とも言い換えられる行い
かもしれない。日常をどのように耐え凌ぐのか？ どのようにして人生に意味や華やぎを
付与するのか？ 現代の魔法はなによりそのためにあるだろう。
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第２章

再魔術化の文化理論

――彼らはアイデンティティがつくられるはずの空間を、砂漠に変えることによって前進
した。彼らは、砂漠が自分の痕跡を残したい人々にとって好都合なほど特徴がないに
もかかわらず、地勢をきちんととどめておかないことに気がついた。足跡を際立たせ
ることが容易であればあるほど、消すことも容易である。一陣の風が吹けば十分なの
だ。しかも砂漠は風の多い場所である。
ジグムント・バウマン（Bauman 1996: 23=2001: 46）

2-1 脱魔術化から再魔術化へ
本章は、再魔術化（re-enchantment）という概念・理論を理解するためにある。再魔術化
という言葉は筆者の独創ではもちろんないし、表現それ自体、目新しいものでもない 1。
いってしまえば誰もが思いつきそうな、いささか安直にすら思える表現である。1990 年代
後半以降、2000 年代に入る頃からとくに、英語圏その他において再魔術化をキーコンセプ
トとした研究成果が重ねて発表されてきた。本章の目的の 1 つはひとまずはそうした近年
の一連の再魔術化に関する議論の一部をレヴューすることである。だがもちろんそれだけ
ではない。そうした先行研究を踏まえつつ、自己変容文化の分析に適った 1 つの文化理論
として再魔術化という理論をリフレーミングすることもここでの目的である。本論文に、
これまでの再魔術化をめぐる議論にない独創性があるとすれば、それはこの目論見のうち
にあるといえるかもしれない。本章の記述はそれゆえいささか抽象的になるだろうが、し
かし次章以降の作業を考えると欠かすことのできない下ごしらえである。
再魔術化という語は、マックス・ヴェーバーが 1 世紀以上前に記した「脱魔術化」
（Entzauberung／disenchantment）という語に由来する 2。よくなされる説明では、ヴェー
バーはこの表現を詩人のフリードリッヒ・シラーから借りたとされる。ヴェーバーは『プ
1

2

たとえば比較的早い用例として、モーリス・バーマンの 1981 年に上梓した科学的思考の歴史に関する
著作が、
『Reenchantment of the World』
（Berman 1981=1989）と題されている（邦題は『デカルトからベ
イトソンへ』
）
。
荒川敏彦はシラー以前に見られる用例として 1750 年のゴットリープ・クロプシュトックの詩をあげて
いる。またクリストフ・マルティン・ヴィーラントの 1804 年の小説のタイトルが『脱魔術化』である
ことにもふれつつ、
「18 世紀末から 19 世紀初頭という時代転換の雰囲気のなかで、この語がある種の象
徴性を帯びながらも、学問的概念や時代診断用語としてではなく、日常語として広範に用いられていっ
た」とコメントしている（荒川 2002: 53）
。
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ロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
（以下、
『プロ倫』
）において近代資本主義の
、、
定着にともなう 1 つの趨勢としてこの概念を呈示した。だから、その反転としての再魔術
化は漠然と思い描けば、近代とは異なる新しい価値原理に突き動かされた時代の到来を含
意しているといえそうである。たとえば私たちはポーランド出身の社会学者ジグムント・
バウマンの 1992 年の著作のなかに、そうした用法を見つけることができる。
「ポストモダ
ニティとは概して、モダニティが世界から厚かましくも取り除いてしまったものをもとに
戻すこと、つまりモダニティが躍起になって脱魔術化した世界の再魔術化として見なすこ
とができる」
（Bauman 1992: x）
。バウマンはこの文章の前後で、再魔術化という語の来歴
と含意について丹念に論じているわけではない。いわば修辞的に、もっと単純にいってし
まえば「ポストモダニティ」の別表現としてこの語を用いている。現に再魔術化という語
を用いポストモダニティやポストモダニズムの社会・文化を描き出そうとする研究もあ
る 3。このことは裏を返せば次のことを示唆するようにも思う。再魔術化は、まさにポス
、、、、
トモダニティのような表現と同様、いささか使い勝手の良い、ときには良すぎる表現だと
いうことを。それだけにその表現は、バウマンがそうだといいたいわけではないが、ある
種の短絡を招きがちである。ここでの短絡とは、すなわち無用な現代の特権視のことであ
る。それは、たとえば“新しい○○”
“ポスト××”といった語句の濫発に典型的に透かし
見えるような 1 つの願望の反映であるように思われる――自らが生きるこの時代がなにか
特別な時代であってほしい、という願望の。このことは自戒も込めて最初に述べておく必
要があるだろう。
脱魔術化（呪術からの解放）という言葉は、社会学のクラシックである『プロ倫』に出
てくる 4。以下、冗長の誹りを覚悟のうえでヴェーバーの理路を言葉を補いながら簡単に
辿ることにしよう。
後世に残る優れた研究書はつねに素朴な疑問からはじまる。ヴェーバーが問うたのは次
のことである。
「経済的に発展した諸地方がとくに宗教上の革命を受け入れるべき素質を強
3
4

たとえば Firat and Venkatesh 1995; Gane 2004; 、、、
間々田 2007 など。
次の有名な一節を引用しておこう。
「教会や聖礼典による救済を完全に廃棄したということ（ルッター
トゥムではこれはまだ十分に徹底されていない）こそが、カトリシズムと比較して、無条件に異なる決
、、、、、、、、
定的な点だ。世界を呪術から解放するという宗教史上のあの偉大な過程、すなわち、古代ユダヤの預言
、、、
者とともにはじまり、ギリシャの科学的思考と結合しつつ、救いのためのあらゆる呪術的
方法を迷信と
、、、、、、、
し邪悪として排斥したあの呪術からの解放の過程はここに完結をみたのだった」
（Weber [1905]
1920=1989: 157，強調訳文）
。
1904 年から 5 年にかけて執筆された「プロテスタンティズムの倫理」に関する諸論文は、1919 年か
ら 20 年にかけて大幅に改訂が施されているが、脱魔術化という言葉が出てくる箇所は、じつはその改
訂時において補足されたものだとされる。この理由を、姜尚中は、ヴェーバーが宗教史的な脱魔術化を、
起点と終点をもった「普遍史的なパースペクティヴ」において捉えるためであったと推測している。つ
まり「ウェーバーは、合理化が『宗教倫理の非合理化』に媒介されて原生的な呪術圏における『自然主
、、、、
義』の相対的な『合理性』を克服することではじめて第一次的な軌道が敷かれ、そこから宗教以外の諸
領域の合理化が進展していくと考えていた。こうした宗教の領域における合理化の精神史こそ、ユダヤ
教を起点とし禁欲的プロテスタンティズムを終結点とする宗教史的『脱魔術化』の過程にほかならない
のである。この意味で（･･････）
『改訂倫理』論文は、
『原倫理』論文とは位相を異にしていると言える」
（姜 2003: 24，強調原文）
。
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くもっていたのは、どういう理由によるのだろうか」
（Weber [1905] 1920=1989: 17）
。
近代資本主義における（形式的）合理化のプロセスは、科学的思考と平仄を合わせ、迷
信や呪術の類、神秘的直感の類を徹底的に排斥するようになる。結果として宗教（キリス
ト教）は世界の運行原理（とりわけ、自然災害や不運のような偶発的な出来事）に一貫性
を与える規範の一等席から外されることになる。相対化された、と言い換えられるかもし
れない。ヴェーバーはそれが、合理性を追究する経営者や、神をも恐れぬ科学者たちによ
って引き起こされたわけではないという。近代資本主義の発展やそれにともなう世俗化の
思想的源流を、彼はむしろ一種の宗教的原理主義であるプロテスタンティズムのなかにこ
そ見出した。
プロテスタント、またより先鋭的なカルヴァン派は、教会や聖礼典、秘蹟による救済の
一斉が呪術的であるとして認めなかった。これに反して、カトリック信徒の場合は「教会
の聖礼典のもたらす恩恵によって、自分にはどうにもならぬものを補うことができた」
（Weber [1905] 1920=1989: 196）
。そのような救済措置は、宗教的な厳格さからすれば絶対
的であるはずの神を、その意思を代行しうるものと見なしている点に欺瞞がある。その気
持ちはたしかに理解できる。プロテスタンティズムは、そのような厳格さゆえに呪術や神
、、、
秘を排撃する点で、期せずして（のちの）科学合理主義と外形上同じ方向を向いていた。
被造物神化を拒否するプロテスタンティズムは神と個人とのあいだに余計な夾雑物が入
るのをよしとしない。ヴェーバーはこの態度の行き着く先を「内面的孤立化」5と表現する
（Weber [1905] 1920=1989: 156）
。神との直接的契約関係の純化（合一）は、神の内面化を
意味する。つまり生活の隅々にわたっていついかなるときも神を意識することを要請す
る 6。
先ほど言及したバウマンは、このプロセスを「巡礼」と「砂漠」という形象を用いて巧
みに描き直している。バウマンの助けを借りよう。宗教的実践としての巡礼とは、いわば
――いまはまだ果たされていないが、いずれは――到達されるべき理想（＝神）へと近づ
ポ リス

」から離
く旅である。中世のキリスト教隠者たちは、そのために「町や村、世俗や〈都市〉
れ「砂漠」へと向かった（Bauman 1996: 20=2001: 41）。ここでの砂漠とは、日常のさまざ
まな誘惑やしがらみから解放されることを可能にする空間の名である。日常的な空間がす
でに目的や用途に満ちているのに対し、砂漠はそこから切り離された空間である。いわば
未分節の空間、
バウマンの表現を借りれば
「初源的でもっとも基本的な自由の原型であり、
また温室」である（Bauman 1996: 20=2001: 41）。この聖なる「自由」の空間においてこそ
隠者たちは因習や過去から解き放たれ、神への接近を積極的に感受することが可能となる。

5

6

ヴェーバーはこの「内面的孤立化」が近代的な個人主義の地盤を築いたことを指摘してもいる。
「この
内面的孤立化は、今日でもなおピュウリタニズムの歴史をもつ諸国民の『国民性』と制度の中に生きて
いるあの現実的で悲劇的な色彩をおびた個人主義（･･････）の 1 つの根基をも形づくっている」
（Weber
[1905] 1920=1989: 157）
。
社会学者の大澤真幸はこれを「神の普遍化」
（また別の観点から「神の抽象化」
）と表現する（大澤 1996:
171）
。
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彼らはその特権的な宗教体験を求め、砂漠へ向かう巡礼の旅を敢行する。
しかし、宗教改革はこうした巡礼のあり方を一変させた。プロテスタントたちは「内的
世界の巡礼」ともいうべき、より合理的で個人的な、まったく新しい巡礼の方法を編みだ
、、、、、、、、、、、、、、、
した。すなわち「砂漠に旅立つかわりに（……）世界を砂漠に似せてつくり直した」ので
ある（Bauman 1996: 21=2001: 42，強調引用者）
。これとまったく同じことを、批評家のフ
レデリック・ジェイムソンがヴェーバーの議論に即してこういっている。「ヴェーバーが
我々に教えてくれるのは、宗教から『呪術からの解放』への移行、中世期から近代期への
移行が、生活を宗教的でなくすることによってではなく、より宗教的にすることによって
達成されている、ということである。カルヴァンは世界を脱聖化したのではない。そうで
はなく、世界全体を修道院に変えたのだ」
（Jameson 1988: 23）。
「一般に近代社会と呼ばれ
る土地」は、バウマンによれば砂漠のごとき空間、
「名前もアイデンティティもまだ持たな
い、場所ではない場所」である（Bauman 1996: 21=2001: 43）
。身近な世界が砂漠化すれば、
日常生活そのものが巡礼の営みになるだろう。
神が遍在化し、神がつねに意識される近代の世界、すなわち「巡礼がもはや選ぶべき生
活様式でなくなった」
（Bauman 1996: 21=2001: 43）世界では、より禁欲的に、絶えず勤勉
に、労働に従事することが求められるだろう。これが世俗内禁欲であり、職業倫理を成す。
そして「カルヴィニズムはその発展の過程で或る積極的なものを、つまり、世俗的職業生
活において信仰を確証することが必要だとの思想をつけ加えた」
（Weber [1905] 1920=1989:
207）
。つまり、蓄財の多さが信仰の深さや救済の確実性を現わす指標となった。ヴェーバ
ーはこうして資本主義の合理的経営の核心にプロテスタンティズムの禁欲主義と職業倫理
があることを論じた 7。手段であったはずの宗教的実践の純粋な追究が、予期せざる結果
として、近代資本主義の発展と世俗化を招いた。
ここまで『プロ倫』における脱魔術化の理路を極めて簡略化して辿ってきた。そのうえ
で、本論文の問いはこうだ。もしヴェーバーの（あるいは『啓蒙の弁証法』における 8）
脱魔術化の理論が中世から近代を経て現代にまで広く適用可能なものなのだとしたら、な
ぜ再魔術化と呼ばれるような事態が、たとえばバウマンがそう見なしたように現代の社会
を特徴づける趨勢として生じたのだろうか？ もちろん、ヴェーバーの仕事には、あらゆ
る古典がそうであるように多くの疑問と批判が投げかけられてきた。しかし、かりに脱魔
術化の理論を全否定する立場をとるにせよ、少なくともこう問うことはできるはずだ。再
魔術化を論じる諸先行研究は、脱魔術化や再魔術化を理論的にどう説明しているだろう
か？
再魔術化を冠する、また再魔術化に関する一連の研究成果を並べて見るとき、人はなに
7

8

裏を返せば、
「カトリック信徒のばあいは（･･････）そうした経済的合理主義への愛着を見ることがで
きなかったし、今日でも見ることができない」
（Weber [1905] 1920=1989: 24）
。
彼らは『啓蒙の弁証法』において、脱魔術化を、ヴェーバーよりも広い文明史的なスケールにおける「啓
蒙」の進行プロセスとして、捉えている。
「啓蒙のプログラムは、世界を呪術から解放することであっ
た。神話を解体し、知識によって空想の権威を失墜させることこそ、啓蒙の意図したことであった」
（Horkheimer and Adorno 1947=1990: 3）
。
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よりもまず再魔術化が必ずしも 1 通りの意味や文脈で用いられていないことに気づくだろ
う。本論文では、これまで取り組まれてきた再魔術化を主題とした学術的な成果――以下
これを便宜的に、
再魔術化論ないし再魔術化研究と総称する――を大きく 2 つに分けたい。
すなわち、現代の商業や消費の場に再魔術化なる現象を見出すものと、宗教や呪術めいた
文化・運動の復興を再魔術化の現象と見なすものの 2 種類である。
少し先取りしていえば、
前者は主として現代の消費社会に関わる問題として、後者はニューエイジ運動やスピリチ
ュアリティ文化に関わる問題として再魔術化を捉えている。本論文では前者を《消費の再
魔術化》
、後者を《宗教の再魔術化》と呼ぶ 9。以下、この順番で言及することになる。ご
く素朴には、脱魔術化の反転としての再魔術化という言葉から連想されるのはおそらく後
者の現象ではないかと思われる。本論文の関心もどちらかといえば宗教の再魔術化（論）
に傾いている。だがいずれにしても、一口に再魔術化といいながら、再興したと見なす呪
術的なもの（魔術性）がどの領域に見出されるとするかによって、つまり、どう再魔術化
を概念化するかによって、同じヴェーバーを議論の出発点としながらも内容に隔たりが生
まれているわけである。
近年の再魔術化論において、こうした再魔術化（論）の違いについて指摘・整理してい
るものは管見の限り見当たらない。2 つの再魔術化論は同じ再魔術化という語を用いてい
ながら一方は消費社会論として、他方は宗教社会学として展開されている。それらは別個
のフィールドで展開されており他方に対する参照はほとんど見られない。とはいえもちろ
ん消費の再魔術化を論じる者が、宗教の再魔術化の現象を論じていないからといって、あ
るいはその逆だからといって、とりたてて責められるべきではないだろう。しかし、筆者
はここで両者を並べ一緒に論じたいと考えている。理由は、単にそれらがともに再魔術化
という語を用いているからではない。なぜならば、消費の再魔術化も宗教の再魔術化もと
もに自己変容文化に深い関わりをもつと考えられるからである。詳しくは後段（2-3 節）
に譲るとして、であるならば、2 つの再魔術化論はともに本論文に示唆を与えてくれるは
ずだ。この意味において本章の最終的な目標は、再魔術化（論）をそれぞれ個別に精査す
ることにあるのではない。目指すべきと考えるのは、先行の諸再魔術化論をいったん分解
して検分し、
そののちに 1 つの理論的な枠組みとして統合しなおし再構築することである。

2-2
2-2-(1)

2 つの再魔術化
脱魔術化の世界

消費の再魔術化研究においてもっとも代表的かつ影響力の大きいものは、アメリカの社
会学者ジョージ・リッツアの研究成果、
『消費社会の魔術的体系――ディズニーワールドか
9

再魔術化は、しかし、このいずれにも振り分けられないような領域に対しても使用されている。たとえ
ば、再魔術化を使って現代演劇・パフォーマンスを論じた研究成果がある（Fischer-Lichte 2004=2009）。
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らサイバーモールまで』
（原題『Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of
Consumption』
）
（Ritzer [1999] 2005=2009）である。リッツアは反響を呼んだ「マクドナル
ド化」論の次の仕事として再魔術化研究に着手した。マクドナルド化論は、職場・高等教
育・ヘルスケアなどを事例にファストフード・レストランの原理の浸透という視点から現
代社会を切り取ったものである。本人もいうように、この理論はヴェーバーの合理化論の
現代的な翻案である（Ritzer [1993] 1996=1999: 5）
。つまりマクドナルド化論にせよ再魔術
化論にせよ現代社会をめぐる一連の作業において彼が企図してきたのは、ヴェーバー理論
の批判的継承である。それらは一見すると相反するような事態を問題にしていながら研究
内容としても、また概念のレベルでも、互いに補完し合っている。
本項 2-2-(1)では、再魔術化（論）を問題にするその前に、蛇足かもしれないがマクドナ
ルド化の世界、および消費社会について一定の理解をあらかじめ共有しておきたい。とい
うのも以下で明らかになるように消費の再魔術化論においても、また宗教の再魔術化論に
おいても再魔術化の芽は他ならぬマクドナルド化や脱魔術化の風土にあると考えられてい
るからである。それゆえまずは再魔術化（論）の前提となる脱魔術化の環境や精神につい
て把握することからはじめる必要がある。
マクドナルド化（McDonaldization）とは、リッツアが『マクドナルド化する社会』
（Ritzer
[1993] 1996=1999）においてヴェーバーの合理化論の発展させるかたちで提示し非常に注目
を浴びた概念である。そのアイディアは、いまなお有効性を失っていないどころか、ます
ます現代にフィットした概念になってきているようにすら思える。
『マクドナルド化する社
会』の中心テーマは、端的にいえばこうである――現代社会はもはや企業組織はいうにお
よばず日常生活までもがファストフード産業の原理に覆われつつある。リッツアはマクド
ナルド化の基本原理として①効率性、②計算可能性ないし数量化、③予測可能性、④テク
ノロジーによるコントロールの 4 つを挙げている。また、これらにいささか毛色の異なる
⑤合理性がもつ不合理性という原理も付け加えている（Ritzer [1993] 1996=1999: Ch.1）
。念
のため述べておけば、マクドナルド化は、決して特定のファストフード・レストランだけ
を問題にしているわけではない。それは前述したように、より広範な領域に観察しうる概
念として構想されている。リッツアによれば「マクドナルドとマクドナルド化とは、新し
いというより、むしろ 20 世紀を通して生起してきた一連の合理化過程の頂点を代表してい
る」とされる（Ritzer [1993] 1996=1999: 66）
。
現代の消費社会、あるいは機械工業化以降の社会は徹底的に管理された、効率的な、ま
さにマクドナルド店内のような世界としてイメージされてきた。この便利な世界はしかし、
いささか人間味を欠いた世界だとしてときに砂漠や荒野に喩えられてもきた。リッツアは
思想家ジャン・ボードリヤールのエッセイをもとにこう書いている。
ボードリヤールは、アメリカを乾燥して感情の欠如した砂漠であると評しているが、
アメリカの産物のおそらく真髄であるファストフード・レストランが、やはり同様
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に砂漠のようなものであるということは驚くにあたらない。深みや感情に欠けると
いう点では、どのファストフード・レストランも似たりよったりである。究極的に
は、地域全体が、ある地上の目印をほかの目印と区別することが難しい広大な砂漠
のように見えることになる。（……）人びとはどこから来たのでもなく、またどこ
かを目的地にしているのでもないように見える（……）。ボードリヤールの見地か
らすると、世界の国々は同じような消費の砂漠、そして究極的には社会的な砂漠を
作り出す方向へとまっしぐらに突き進んでいる。
（Ritzer 1998=2001: 215-6）
たとえば私たちは、スターバックスのコーヒーやマクドナルドのハンバーガーを国や地域
を越えたさまざまな場所で概ね似た味とサービス環境で口にすることができる。コーヒー
の淹れ方、ハンバーガーの作り方は温度、量、順序や秒数に至るまで事細かくマニュアル
化されている。だからその味は（2 度目以降は）
、私たちの期待を上回ることもなければ裏
切ることもない。リッツアはそうしたファストフード・レストラン・システムの普及、つ
まりマクドナルド化を砂漠化として捉えている。その砂漠は、徹底的に人工化・効率化・
オートマティック化された消費文化によって構成される。それは感情や人間的な潤いが蒸
発してしまったいわば無味乾燥な世界のことである。前述のバウマンも宗教改革以降の空
間を―ヴェーバーに則れば資本主義の「精神」の普及以降の世界を―砂漠に見立てて
いた。それはバウマンの比喩によれば、巡礼が常態化した世界であった。それは、人は「ど
こから来たのでもなく、またどこかを目的地にしているのでもない」というリッツアの表
現と共鳴している。さらにいえばそれは、ピーター・L・バーガーらが近代以降の社会生
ホ

ー

ム

レ

ス

ネ

ス

（Berger et al. 1973=1977: 213）という
活の特徴を表現するために用いた「安住の地の喪失」
形容とも符合する。
脱魔術化の世界、ないし砂漠の世界における「感情の欠如」は、制度の非人間的な側面
として小説や映画のなかでも繰り返し描かれてきた。イギリス出身の作家オルダス・ハク
スリーの『すばらしい新世界』
（1932 年）は、そうした作品の代表格である。その世界で
人は試験管で生まれ、あらかじめ決められた階級で一生を過ごす。あらゆる物事が厳しく
制度設計されている。そこでは自動車王フォードが神（
「総統」）の座に就いている。私た
ちのよく知るキリスト紀元暦ではなく、フォード紀元暦が採用されている。だから十字架
の代わりに（T 型フォードにあやかって）T 字型が掲げられている。
効率化を極めたその社会では、人びとに癒しと気晴らしを与えるために「ソーマ」と呼
ばれる薬剤が使われている。その薬剤は「キリスト教と酒のあらゆる長所を含んでいて、
しかもその短所は一切含まれていない」
（Huxley 1932=1974: 67）
。
「半休日には半グラム、
週末には 1 グラム、豪華な東方への旅には 2 グラム、月世界の永遠の闇に眠りたいなら 3
グラム」
（Huxley 1932=1974: 69）といったぐあいに、ソーマの摂取量は目的に応じて調節
可能だ。だからこの社会は、もはやグラム単位で呪術的なもの（キリスト教や酒）が数値
化される文字通りの脱魔術化の社会といってよい。この小説についてテオドール・アドル
ノがこんなふうに述べている。
「この空想未来小説は、その［引用者注：機械化がもたらす］
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ショックを世界の非呪術化という原理から把握し、それを馬鹿げたものに高めて、人間の
尊厳という理念を見透かされた非人間性からももぎ取ろうと試みている」
（Adorno 1955＝
1996: 139）
。推し進められる脱魔術化、効率化や機械化は、労働の場面においても消費の
場面においても「人間の尊厳」
（と思われているもの）を奪うような環境をつくりだす。そ
して人びとに適応を強いる。適応しえた人、ヴェーバーの表現を借りれば「鉄の檻」の住
人は、
「精神のない専門人、心情のない享楽人」
（Weber [1905] 1920=1989: 366）である。し
かしその反面で、望んでも適応できない人びと、あるいは進んで檻から脱走する人びとも
生み出してしまうだろう。
過去に幾度となく参照されてきたようにチャーリー・チャップリンの代表作『モダン・
タイムス』
（1936 年）にはそのことが描かれている。チャップリン扮する工場労働者の主
人公は、次々とコンベアに乗って流れてくる部品のボルトを締める作業にあたっている。
司令によって部品の流れが加速させられると、それに応じて彼もものすごい勢いでナット
を締めつづけなければならない。そうしないとライン作業がつかえてしまうからだ。しか
し、あまりの速度とそれが強いる反復作業に堪えかね、主人公はついに精神のバランスを
崩してしまう。他の工員の鼻、女性の衣服のボタンなど目にしたあらゆるボルト状の突起
物を締めなければ気が済まなくなる。正気を失った彼は、機械を無茶苦茶に操作して工場
内でドタバタ騒動を巻き起こしたあげく病院へと送られる。
『モダン・タイムス』の前半部でやや誇張されて描かれた効率化・機械化の象徴である
コンベア・システムは、20 世紀に入って本格化したものである。20 世紀初頭、食肉産業由
来のアセンブリ・ラインを自動車産業にもちこんだ人物こそヘンリー・フォードだった。
超合理化されたハクスリーの「新世界」でフォードが崇め奉られるのもそれゆえである。
フォードの確立した自動車生産ラインは、理念としてフレデリック・W・テイラーの「科
学的管理法」を受け継いでいる。科学的管理法は「余分な部分を取り除いて作業の能率化
を図ること」
、そして「作業をやり易くすることを通じて作業の実質を高めること」
（Giedion
1948=1977: 91）を主眼とする。動作のレベルで作業工程を解析し、無駄な動きを省く。リ
ッツアは、マクドナルド化の先駆的形態としてこのテイラーの管理法にふれている（Ritzer
[1993] 1996=1999: 56）
。この管理法の特徴の 1 つは、人種のるつぼの国に相応しく労働者
の個々の性質・能力を選ばない点にあった 10。
科学的管理は、人間の行動を生理的、心理的客体として観察し、分析、整理、体系
化し、人間の精神労働、肉体労働の双方を徹底的に専門化、標準化し、課業労働を
統一的に管理しようとするものである。これらの管理法が実施された結果として、
各課業が容易に教えられるようになり、労働者は相互に代替可能になったため、労
働力はより安価になり、生産物一単位当たりの労働コストが削減され、労働効率は
向上した。
（渡辺 2008: 37）

10

松原 2000: 42 も参照。
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フォードは、
（テイラーからの影響というよりも）そうした機械的合理化へと向かう時代的
な気運のなかでアッセンブリ・ラインの導入に着手し、T型フォードという単一製品の大
量生産に成功した 11。フォードはこうして、それまではヨーロッパの上流階級のシンボル
だった自動車を、アメリカの大衆にとっても所有可能な商品へと変容させた。
フォードは、大衆にとっての自動車の意味合いを変容させたばかりでなく、大衆にとっ
ての生産・労働の意味合いをも変容させた。1914 年に自動アセンブリ・ラインの従事する
労働者への報酬として、フォード社は労働時間の短縮（9 時間から 8 時間へ）と、日給 5
ドル（当時の平均日給のほぼ倍に相当）を実施した。地理学者にして政治経済学者のディ
ヴィッド・ハーヴェイはこれを「フォーディズムの象徴的なはじまり」
（Harvey 1990=1999:
172）と定めている。とくに日給 5 ドルというのは、いわば「大量生産された商品をだれが
買うのかという問いへの 1 つの答えだった。労働者は同時に消費者でなければならず、そ
のためにも商品は可能なかぎり安く提供されねばならない」
（常松 1997: 12-3）。こうして
「大衆が、
『消費者』という名をかたって経済の前面に出て」（佐伯 1993: 144）くること
により、
「労働はそれ自体が目的ではなくなり、消費の手段となった」（松原 2000: 43）。
経済学・社会思想を専門とする佐伯啓思は、現代的な意味での消費者という概念が生まれ
たのは 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけてのアメリカだと述べている（佐伯 1993: 53）
。
つまりフォードの変革は、大衆を消費者に仕立てあげた。
消費社会がここに姿を現わした。
だがじつはその社会がもっと明確な像を結ぶのは、むしろフォード社の失速によってで
あった。1927 年、転機が訪れた。
「技術開発による徹底した合理化と省力化を追求した」
フォード社が、1921 年には 55％を誇っていた市場のシェアを「経営・デザイン・金融・宣
伝を重視した」ゼネラル・モーターズ（以下、GM）に抜かれることになったのである（常
松 1997: 14）
。この交代劇を社会学者の見田宗介は以下のようにまとめている。
それよりも以前の段階の資本主義の、機能化し、規格化し、画一化する大量生産方
式の極限の形というべき、フォード・システムの結晶である「T 型フォード」車が、
GM の新しい自動車販売／生産戦略、デザインと広告とクレジットを柱とする、ソ
フトなより包括的な戦略、
「消費者の感情と動機と欲望に敏感な」システムの前に
敗退し、生産の停止にまで追い込まれたのが、この 1927 年であった。
（見田 1996:
21）
GMの成功は、より今日的な消費社会の諸特徴――デザインの差異による商品展開、広告・
11

このすぐ後で言及するディヴィッド・ハーヴェイは、フォーディズムとテイラー主義の微妙な違いにつ
いてこう述べる。
「フォードの特徴をなしていたのは（そしてフォーディズムとテイラー主義とを究極
的に区分するのは）
、彼の以下のようなヴィジョンであり、明確な認識であった。つまり、大量生産は、
大量消費、新たな労働再生産システム、新たな労働統制・管理政策、新たな美学や心理学、要するに、
新たな種類の合理化された、モダニズム的でポピュリズム的な民主的社会を意味するというものであっ
た」
（Harvey 1990=1999: 173）
。
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マーケティングの重要性など――の萌芽を示唆している 12。
「GMの創設者であるウィリア
ム・C・デュランは、老フォードとは対照的な経営者であり、消費者の声に敏感に反応で
きる組織、即ち『美術と色彩の部門』に大幅な権限を与えるような組織を残した」
（内田
1987: 10-1）
。アメリカ史の研究者である常松洋によれば、この転換は「実業界の英雄」像
の変化にも反映された。19 世紀後半におけるアメリカ・ビジネス界のヒーロー像は「裸一
貫から身を起こした鉄鋼業界のカーネギーや石油業界のロックフェラーであり、エジソン
やフォードのような発明家・技術者出身の企業家」（常松 1997: 15）であったのに、1920
年代には、その座はセールスマンや広告業者に明け渡すこととなった。
GMに象徴されるような経営・販売スタイルが追究され、アメリカにおいて本格的に消
費社会と呼びうるような社会が確立されたといえるのは、1950 年代である。消費社会なる
ものの誕生や浸透をいつの時代のどこに定めるかは、じつはそれほど確定的な事柄でなく、
論者や文脈に依存するところがある。だが少なくとも、これから検討していきたい再魔術
化研究に深く関わるのは、20 世紀後半の消費社会である。アメリカが他国に先駆けて 50
年代に到達し、その他のいわゆる先進各国も 70 年代には軒並みその段階に入ったといえる
消費社会である。この、第二次世界大戦前の消費社会と戦後の消費社会の違いをどこに見
出せばよいか。もちろん、明確な分断線を引けるはずもないが、いえることがあるとすれ
ばそれは、言葉本来の意味で必要以上のモノがより大量に生産され市場に流通するように
なったということである。このモノがあり余る供給過多な「豊かな社会」 13で、人は満た
され、すっかりモノを買わなくなっただろうか？ もちろん、そんなことはない。
消費社会を論じる多くの論者が取り上げてきた問題が、ここに関わってくる。すなわち
需要喚起の問題であり、欲望の問題である。物品に乏しい社会であれば、人は欲望の追求
よりも自然な欲求の充足を、あるいは生活上の利便性をまずは優先させるだろう。経済的
余裕がなければ余暇を楽しむこともままならないはずだ。このことを経済の側から説明す
れば次のようにいえる。すでにモノに溢れた社会にあって、それでも生産体制を維持、拡
大しつづけるためには、絶えず購買意欲を刺激しつづけなければならない、と
12

14

。GMの

この自動車産業の覇権の移行は、現代の目から見て極めて重大な意味をもっていた。佐伯啓思の文章も
引用しておこう。
「GM の自動車は、価格階層別に、高級車のキャデラックから大衆車のシボレーまで五
段階の車種に分けられ、しかもそれは定期的にモデル・チェンジがなされた。しかも GM は、20 年代前
半に事業部制を確立するとともに、販売ディーラーの充実をはかった。要するに、マーケティングに力
をそそいだのであり、市場の動向つまり消費者の欲望に即応したかたちでの販売体制をしいたのである。
フォードが開いた自動車の大量生産を、文字通り消費者の欲望と結びつけ、大量消費にしたてあげたの
は GM であった。ここには、マーケティングとフランチャイズ・システムによる販売網の確立というこ
とがある」
（佐伯 1993: 148）
。
13
このすぐ後で言及するジョン・K・ガルブレイスがこう記している。
「昔の世界では、生産の増加とは、
飢えた人にもっと食物を、寒い人にもっと衣服を、家のない人にもっと家屋を与えることを意味したが、
今の世界における生産の増加は、いっそう多くの優美な自動車、異国趣味の食事、エロチックな衣類、
手のこんだ娯楽などの、あらゆる近代的な、感覚的な、不道徳な、危険な欲望を満足させるものである」
（Galbraith [1958] 1998=2006: 184）
。
14
アメリカ史研究者の島田眞杉はこの点を次のように解説している。
「ある商品の普及率が高いと需要が
しだいに頭打ちになって不況になると考えられていたが、戦後の経済成長のなかでアメリカの消費者は
変化し、少しでも目新しい機能やデザインがあれば、これまで使ってきたものがまだ古くなってもいな
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ようなマーケティングと広告、色調とデザインを重視する企業戦略が力を発揮するのはそ
のときである。
「宣伝と販売術」が「それまで存在しなかった欲望を生じさせる」とき、消
費者の欲望は生産者の側に依存している（Galbraith [1958] 1998=2006: 203）
。この、欲望が
生産に依存すること、欲望が欲望を満足させる過程に依存することを経済学者のジョン・
K・ガルブレイスは著書『ゆたかな社会』で「依存効果」と呼び批判した 15。
ジャン・ボードリヤールもまた「欲望と消費が生産力の組織的拡大」（Baudrillard
1970=[1979] 1995: 92）に資することをいち早く指摘した人物の 1 人である。彼の初期の主
著『消費社会の神話と構造』も、やはりモノに溢れた社会の風景描写からはじまっている。
だが、彼の議論はガルブレイスのものとは一線を画している。ボードリヤールは、ガルブ
レイスの仕事に評価を与えながらも同時にその限界を暴いている。その 1 つが欲望創出、
欲望操作についてである。ガルブレイスの立場からすれば、大衆や消費者は買いたくもな
いものを買わされるような、操作されやすい蒙昧な存在である。この考え方は根強い。典
型的なのが、ホルクハイマーとアドルノのいわゆる文化産業論である。ボードリヤールは
しかしこの考え方に疑問を投げかける。自然な欲望と操作された欲望、本物の欲望と人為
的な欲望は果たして線引き可能だろうか 16。ボードリヤールはむしろ本物の欲望と人為的
な欲望という問題設定こそ、消費社会の構造的産物だと見なす。
2-2-(2)

消費の再魔術化

以上、消費社会の成立と発展を足早に見てきた。ようやくここからリッツアの議論に分
け入る。すでに見たようにリッツアはマクドナルド化を砂漠化と表現していた。彼はそう
した「社会的な砂漠を作り出す方向」
（Ritzer 1998=2001: 216）と、いわば相反する現象と
して再魔術化を取りあげる。たしかにますます合理化する世界にあってオカルトや超常現
象などのような非合理的なものに強い関心をもった文化が、きれいに一掃されてしまった
気配はまったくない。むしろ科学的な知識が蓄積され合理的な説明がなされるようになれ
いのに、喜んで買い換えるという。これは、20 年代に GM が最初に取り入れた販売戦略、すなわち差異
化と陳腐化によってたえず消費者の購買意欲を刺激する手法を連想させるが、購買力を備えた新中産階
級の成長によってそれが 50 年代に効果を発揮し始め、消費者としての市民は明確に商品購入をとおし
て自己を実現するようになり、生産・販売の側がその成果を実感し始めたといえよう」
（島田 2005: 192-3）。
15
「消費者の欲望は、奇妙な、軽薄な、あるいは不道徳な厳選から生ずることもあろうが、そうした欲望
を満足させようと努めることは社会にとって善であるとされている。しかし、欲望を満足させる過程自
体によって欲望が創り出されるとすれば、こうした主張は成り立たない。なぜならば、もしそうだとす
れば、これらの欲望を満足させるための生産の重要性を主張する人は、リスが自分で廻している車にく
っついて一生懸命に廻っているのを拍手喝采している見物人と全く同じ立場にあるからだ」
（Galbraith
[1958] 1998=2006: 201）
。
16
浅見克彦によれば（あるいは彼がここで代弁しているカルチュラル・スタディーズの考えによれば）欲
望創出論は消費社会の構造を二重に見誤っている。
「文化産業の提供する文化価値を転形し、異質な価
値を追求する消費者の能動性は、まさに差異的な文化価値の恒常的な刷新を後押しするという点で、む
しろ大衆消費社会の文化的な支配構造の一部を構成しうる。だとすれば、文化産業が消費者を操作して
いるという主張は、その意図に反して、現代社会の文化的な支配の重要な基盤を見逃すものでもある。
『意識操作』論は、文化産業の権力を強調しすぎて消費者の能動性を見逃してしまうだけでなく、その
能動性をも経済的活力の源としてとりこんでいる、消費社会の支配構造の真の強みをとらえそこねても
いるのである」
（浅見 2002: 166）
。
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ばなるほど、あたかもそれに反発するかのごとく、そうした文化の求心力が高まっている
ようにすら見える。たとえば UFO の目撃やアブダクション（異星人による誘拐）の報告が
相次いだのは、第二次世界大戦後のアメリカである（Clancy 2005: 123; 木原 2006: 32-3）。
しかしリッツアが再魔術化として論じているのはそのような類の文化現象ではない。と
いうより不思議なほどそれらにふれていない。リッツアにとっての再魔術化は、すでに述
、、、
べたように消費の再魔術化とでも呼ぶべきものである。では、そのとき呪術的なものとさ
れるのはなにか？ それは消費行為における楽しさや眩暈、消費空間における夢や空想の
ことである 17。それは私たちを購買や浪費へと誘い、促し、駆り立てる。
消費の再魔術化は、リッツアが「新しい消費手段」
（new means of consumption）と呼ぶも
のによって実現される。消費手段とは、消費財（商品）のことでも広告やマーケティング
のことでもない。それは「商品とサービスに関連する広範な現象、つまり生産、流通、宣
伝、マーケティング、販売、個人的嗜好、スタイル、ファッションを含む現象の一部であ
る」
（Ritzer [1999] 2005: 6=2009: 29）
。別の言い方をすれば、消費を可能にする、あるいは
消費を促す媒介的装置や環境のことであり、いわく「人びとをやみくもに消費させる手段
のことである。
（……）新しい消費手段のすべては消費にとってますます必要となり、また
消費を促進している」
（Ritzer 1998=2001: 206）。リッツアによれば新しい消費手段は、概し
て第二次世界大戦の終結とともに現われた。たとえばマクドナルドがフランチャイズに着
手したのは 1955 年のことである。他に代表的な消費手段としてリッツアはクレジット・カ
ードを引き合いに出している 18。私たちの出費へのハードルは、クレジット・カードの発
明（1949 年とされる）によってたしかに下がった。バウマンも次のようにいっている。
「消
費社会はクレジット・カードの社会であり、預金通帳の社会ではない。それは『今－中心』
の社会である。それは欲しがる社会であり、じっと待ち望む社会ではない」（Bauman
1998=2003: 207）と

19

。フランチャイズやクレジット・カードといった戦後の新しい消費

手段の配備は、工場から次々に掃き出される商品の山を市場に停留させることなく、それ
らを人びとに欲望させ消費させる役割を果たした。
その他、リッツアが再魔術化論を提起した後にむしろ本格化した消費手段として、発達
した通信環境、具体的にはインターネット・ショッピング・サイトを例に取ることもでき
る 20。この登場により私たちは、本とCD、衣服とミネラル・ウォーターを買うのにわざわ
17

本論文で“消費”
（すること）が意味する範囲は広く捉えられている。食料品を例に取れば、それは単
に食べることだけを意味しない。家電であれば、単に使うことだけを意味しない。それを購入すること
やその前後に付随する一連の行為（ウィンドウ・ショッピング、購入するかどうかの検討、蒐集目的の
所有など）もそこに含むものと考える。
18
クレジット・カードについては『消費社会の魔術的体系』より、その前年に出版された『マクドナルド
化の世界』で集中的に論じられている（Ritzer 1998=2001: Ch.8）
。
19
ボードリヤールは、クレジット・カードというよりも、クレジットというその信用販売制度そのものが
「消費社会の典型的概念」だとしている。なぜなら「クレジットは実際、消費世代の人びとに強制的貯
蓄や経済的計算についての体系的な社会経済的訓練を施しているから」であり、
「この訓練を受けなけ
れば、彼らは生活に埋没して需要の計画化から洩れてしまっただろうし、消費力として開拓されること
もなかっただろう」からだと述べている（Baudrillard 1970=[1979] 1995: 101）
。
20
『消費社会の魔術的体系』のなかでも電子ショッピングセンターについての言及は見られる（Ritzer
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ざ別々の店舗に足を運ぶ必要がなくなった。それどころか机の前から離れる必要すらなく
なった。これにクレジット・カードの利便性が付加されることで、購買への物理的な負担
はぐっと――ということは少なからず心理的な負担も――軽減されることになるだろう。
著書『ハイパーカルチャー』のなかでスティーヴン・バートマンが「電子テクノロジーは
欲求と成就の間隔を根本的に短縮する」
（Bertman 1998=2010: 41）と述べるように、電子書
籍や音楽配信による購入ともなれば、欲しいと思ってから実際に楽しむまでのタイムラグ
が飛躍的に短縮され、購買への物理的・心理的障壁も一層低くなる。バウマンによれば、
消費社会は、消費の満足の前と後の二段階で、時間短縮を遂行する（Bauman 1998=2003:
206-7）。すなわち“欲しいと思ってから実際に買って満足するまで”と“その満足が消え
去るまで” の二段階である。いま話題にしているのは前者の時間短縮である。こちらは基
本的に供給サイドの領域であり技術的に達成される。後者は、それに対して需要サイドの
領域であり心理的に達成される。
消費手段は欲望を前景化し、熟慮や不安を後景に追いやる。リッツアは消費手段とほぼ
同義的に「消費の殿堂」
（cathedrals of consumption）という語も用いている 21。新しい消費
手段も、消費の殿堂も「ともに、われわれが商品やサービスを手に入れる新しい環境を指
す用語である。新しい消費手段という概念は、これらの環境が新しく、われわれが消費す
るのを可能にし、奨励する（時には強要する）ことを強調している。消費の殿堂という概
念は、合理化過程のゆえに絶えず脱魔術化される可能性があるもののこれらの環境が消費
者を引き寄せるために魔術化を特徴とすることを強調している」（Ritzer [1999] 2005:
9=2009: 34）
。リッツアは現代的な消費の殿堂の代表的な例としてショッピングモール、テ
ーマパーク、カジノホテルなどを挙げている。これらもまた概して 20 世紀半ばに姿を現し
たものである。たとえばディズニーがテーマパークに着手したのは 1955 年、屋内型のショ
ッピングモールが登場したのはその翌年の 56 年のことである。
だがボードリヤールの議論を経由してきた私たちの観点からすれば、こうしたリッツア
の立論に疑問もないではない。ここにはあたかも消費者を操作された一種の犠牲者と見な
す視線が忍び込んでいる。リッツアはたとえば新しい消費手段について次のようにいって
いた。
「消費者は必要以上に多くのものを買い、必要以上に高い金額を支払い、必要以上に
多くのものを消費するように導かれているがゆえに、新しい消費手段によって搾取されて
いるといえる」
（Ritzer [1999] 2005: 52=2009: 107）
、と。これには関連する 2 つの点で問題

[1999] 2005=2009: 42-5）
。が、この題材については、2004 年に上梓された『無のグローバル化』でより
紙幅を割いて議論している（Ritzer 2004=2005: Ch.6）
。
21
ただし消費の殿堂（大聖堂）という形容自体は取り立てて目新しいものではない。たとえばスチュアー
ト・ユーウェンとエリザベス・ユーウェンは共著『欲望と消費』
（原題『Channels of Desire』）のなかで
こう述べている。
「デパートは消費の場にとどまらず、消費の実態を目で見る場となった。品物は華や
かに飾りたてられ、買物は感覚の冒険となった。小売産業は、進歩と魔法のイデオロギーが日常生活の
カテドラル
さまざまなニーズと出会う場をデパートのなかに作りだしたのだ。デパートは最初から“大聖堂
”や
パレス
“宮殿”と形容されてきた。
（……）デパートは日用品に対する関心を宗教的な雰囲気と貴族趣味で包
みこみ、ありふれた品物が魅惑の品物に変わり得ることを示した」
（Ewen and Ewen 1982=1988: 86）
。
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を提起できる。1 つは、すでに述べたことである。つまり「消費するように導かれている」
というとき、消費者はまったく主体性のない受動的な存在のように描かれている。導かれ
ている場合の消費と導かれていない場合の消費などいったい誰が判定しうるというのだろ
うか。
もう 1 つは、上の疑問とも通じるものがあるが「必要以上」とは誰が判定しうるのかと
いう問題である。つまり“必要最低限”の消費と“贅沢”な消費、
“適度”な消費と“過剰”
な消費の線引きは可能か、という問題である。これもよく指摘されてきた問題である 22。
たしかにこの批判は真っ当であるように思われる。理論的に、ないし客観的に線引きする
ことはおそらく無理だろう。だが、著書『浪費するアメリカ人』で経済学者のジュリエッ
ト・B・ショアが述べていることは、そうあっさりと批判してしまうことに心情的に躊躇
させる。彼女は、1990 年代にアメリカでなされた所得別の世論調査のデータからこう指摘
する。つまり必要なものを買えていないという消費の不満足感は、なにも低所得者層だけ
に見られるものではない、と。それはアメリカのあらゆる階層に一般的に見られる感覚で
ある。トータルで見ると「世界でもっとも富んだ国の人口の半分は、実際に必要なモノを
何でも買う余裕はないと言っている」
（Schor 1998=2000: 12-3）ことになる。つづけてショ
アがいっているように「しかもそれは人口の半分の貧しい人びとのことではない」。たしか
に適度な消費と過剰な消費を線引きすることは理論的にはできない。もし実行しようとす
るなら宗教的・文化的な背景も考慮しなければならない。だが、にもかかわらず、ショア
の指摘は、少なくとも心情的には“必要以上”だといいたくもなるような消費行動がやは
りあることを改めて気づかせてくれる。
リッツアにとっての再魔術化とは、こうした新しい消費手段、消費の殿堂を介して現象
化する。だが同様の現象はリッツア自身も述べるように 1950 年代以前にもあった。いやむ
しろ先行研究が示唆するのは、それらが消費の殿堂の誕生と同じだけの歴史をもつという
、、
ことである。それらは消費の再魔術化の原型であるような現象、敢えていえば消費の魔術
、
化とでも呼びうるような現象である。哲学者・美学者のジョルジョ・アガンベンは、今日
的なスーパーマーケットの先駆けとして 1900 年のパリ万国博覧会にふれ、こんなふうに述
べている。
オブジエ・フエエリック

商品が「夢幻の対象」へと変貌するということは、商品においていまや交換価値が
使用価値を凌駕しはじめているきざしである。当初は芸術作品の展示の場としても構
想されていた神秘的な水晶宮のギャラリーやパヴィリオンの中に、いまや商品が展示
され、大衆は夢幻の眺望に遊ぶ視線を通してのみそれらを享受することができた。
このように万国博覧会は、いまではスーパーマーケットに入ったり、広告のペテン
にさらされたりしたことのある人なら誰もが身近に感じる神秘、つまりとらえどころ
の な い も の の 顕 現 が讃え ら れ た 最 初 の 機 会だっ た の で あ る。（Agamben [1977]
1993=[1998] 2008: 82）
22

浅見 2002: 137-8; 松井 2003: 583; 伊藤 2009: 33-5 など。
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モノの使用価値を超える「とらえどこのない」フェティッシュな部分、アガンベンがいみ
じくも「神秘」と呼ぶものこそ、リッツアの想定する消費の呪術的なものの、原初的形態
といえるだろう。それは、商品がまとう一種の幻想であり、商品が陳列された空間に現わ
れる蜃気楼のようなものである。
歴史学者のロザリンド・ウィリアムズは、そうした幻想で成り立つ消費空間を（消費者
の）
「ドリームワールド」と呼ぶ。彼女も同じくパリ万博を重視する。
1900 年の万博は、この想像的欲望と物質的欲望、夢と商業、集合的意識と経済的
事実の新しい決定的な結合を具現化している。実用的な商品がいかに食や住といっ
た身体的ニーズを満足させるかは明らかである。しかしそれほど明らかではないけ
れども、近代社会を理解する上で大きな意味をもっているのは、いかに商品が想像
力のニーズを満たすことができるかということである。「消費者のドリームワール
ド」という表現は、この非物質的次元に関与している。
（Williams 1982=1996: 66）
消費者は、商品の物質的要素と非物質的要素の両方を“消費”する。だが不断に昂進され
る欲望という燃料を自らの存続のために必要とする消費社会で、より重要なのは後者の要
素だろう。記号やイメージの消費に限界はないからだ。
20 世紀において、資本主義経済をリードしてきたのはいうまでもなくアメリカだが、そ
うした消費の夢がもっとも十全に機能したのもまたアメリカであった。いわゆるアメリカ
ン・ドリームは一種の成り上がり幻想を意味するが、消費社会においてそれは消費をめぐ
る幻想と機能的にほとんど等価といえるだろう 23。
だがもし同じ夢を何度も見せられつづけたなら、いつしか人はその繰り返しに退屈する
かもしれない。平均的で画一的な商品では、貪欲なる消費者はいずれ物足りなさを感じる
だろう。リッツアはそれを消費の殿堂やドリームワードが必然的に抱え込む「ジレンマ」
と表現する。
魔術化された環境は消費者をドリームワードに引き寄せて、彼らを管理し、より容
易にお金を使わせるうえで、とても都合がよいように見える。しかし、長い目で見
れば、多数の消費者にサービスを提供し、彼らを管理するために、消費の殿堂は合
理化を強いられる。そして、合理化は脱魔術化をもたらし、消費者を継続的に引き
寄せる能力、または過剰消費に必要なドリームワードを創り出す能力を低下させる。
結局、消費の殿堂は解決不可能に見えるジレンマに直面している。（Ritzer [1999]
2005: 66=2009: 130-1）
23

社会学者の平野秀秋は、
『欲望と消費』
（前注 21 参照）の日本語版の解説文のなかで、こう述べている。
「アメリカは夢が商品になりうることを徹底して理解し、同時にまた徹底して実行した土地である。
（･･････）夢という商品は消費主義が確立するために絶対に必要な性質をそなえている。夢は消費する
ことによって人間の中で欲望を増殖する稀な商品である。夢は夢を増殖し、増殖した夢は欲望にたいす
るより大きな心の胃袋をつくりだす」
（平野 1988: 354-5）
。
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はじめはどんなに特大ホームランが打てたとしても、ホームラン狙いの大振りをつづける
ばかりでは苦手なコースが見抜かれて、三振がかさみ、打率は低迷するだろう。打率を上
げるには、バットを短くもち配球を読みコンパクトなスイングを心掛ける他ない。だがコ
ンパクトなスイングが放てるのは、せいぜい二塁打だ。ホームランのない地味なこのチー
ムは試合には確実に勝てるかもしれない。だが、たとえ勝ちを重ねていったとしても、お
そらく集客力に乏しいだろう。翻って、
「消費文化によって定義された幸せな生活とは、退
屈しないことが保証された生活であり、恒常的に『何かが起こる』生活である」（Bauman
1998=2003: 229）
。
佐伯啓思が『
「欲望」と資本主義』で「商品の象徴作用」の「衰弱」として述べているこ
とは、このジレンマのことだと考えられる。
商品の象徴作用は、現代では、かつてなく衰弱している。だから商品に魅力がない
のである。商品が象徴するものは、せいぜいその消費者の個性や趣味になってしま
った。人は、商品を通して、そのむこうにある神秘的なものや巨大なもの、人をわ
くわくとさせるものをみることはできなくなった。
50 年代のアメリカにおいては、
商品は、無限に進展する技術の力を象徴していたし、それゆえ生活の無限の向上と
いう、目にみえる進歩を象徴していた。
（佐伯 1993: 166）
ここで佐伯がいっていること、商品の魅力の減衰と、新しい消費手段、つまり再魔術化と
リッツアが呼ぶものが現われたことは関係があるだろう。リッツアはその脱魔術化のジレ
ンマを克服するための方策として、再魔術化を捉えている。
「再魔術化は世界の脱魔術化、
とりわけ消費手段の脱魔術化によってもたらされたジレンマから抜け出す方法である。消
費者を継続的に引き寄せ、管理し、搾取するために、消費の殿堂は絶え間のない再魔術化
過程に踏み込んでいる」
（Ritzer [1999] 2005: 69=2009: 135）
。それは、果たしてどのような
スイングか？ ジレンマを抜け出すために考案されるマジカルなスイングはどのようなス
イングか？ わかるのは、それが高い技術を要するだろうということである。ホームラン
を狙いつつも高打率をキープする極めて技巧的なスイングでなければならない。
だが、ここで立ち止まって考えてみたい。その再魔術化された現代の消費の殿堂は、果
たして、ウィリアムズのいっていたドリームワールドとなにか質的に異なるのだろうか？
三度、打者の喩えを使わせてもらうならば、単なるホームラン狙いのスイングと、技巧的
なホームラン狙いのスイングとになにか違いがあるだろうか？ いや、違いはあるかもし
れない。きっと専門家に解説してもらえればわかる程度の、見てわかる違いぐらいはある
だろう。だが、見過ごしてならないのは、その結果であるところの魅力（つまりホームラ
ン）に違いはない、という点である。消費者（ファン）にとってホームランに良いも悪い
もないはずだ。であるならば、つまり消費にまつわる呪術性が、結局ところいつの時代も
、
あるといいうるようなものであるならば、なぜ再魔術化は、再魔術化と――あるいは新し
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、、、
い消費手段はなぜ新しいと――表現されているのだろうか？ この問いは、本論文で魔術
化と再魔術化の連続性、不連続性の問題と呼ばれる。
1900 年のパリ万博の時代から、あるいはそれよりも前から、消費のドリーム、非物質的・
非合理な次元は、脱魔術化と呼ぶに相応しい世界にあっても十分に機能していたことはた
しかなことのように思える。むしろそれ無しの消費を想像することは難しい。社会学者の
コリン・キャンベルが『The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism』で取り組
んだことは、この問題である。同書は、タイトルを見れば一目瞭然だが、ヴェーバーの業
績に対するキャンベルのアンサーソングである。ヴェーバーが資本主義の精神をピューリ
、、、、
タンの倫理と結びつけたのと同じように、キャンベルは消費主義の精神を「ロマン主義」
の倫理と結びつけることを試みている（Campbell 1987: 6）
。あえて単純化していうなら、
ヴェーバーが主に問題にしていたのが労働や生産の側面であったのに対し、キャンベルは
消費を問題にする。
リッツア自身にも同様の指摘が見られる 24。リッツアの場合それは魔術化と脱魔術化の
「相互関係」
（reciprocal relationship）と表現される。
「おそらく（……）魔術化と脱魔術化
を互いに区別するのは容易ではない（……）
。一方は必ずしも他方を排除しない。ある種の
相互関係がある。空想は人々を新しい消費手段に引き寄せるが、さらに人々を鉄の檻に引
き込み、それを強化するために、空想が合理化されることがある」（Ritzer [1999] 2005:
66=2009: 130）
。魔術化と脱魔術化はつねに相互補完的に手を携え、資本主義の世界を構成
してきた。いや、むしろこういうべきかもしれない。その二面性こそが資本主義の動力な
のだ、と。つまりその二面性が落差をつくり、喩えるならその位置エネルギーによって資
本主義のダイナミズムが生み出されてきたのではないか。
とするならば、魔術化と再魔術化の不連続性を想定し考察しようとすることは意味のな
、
いことだろうか？ 再魔術化など単なる言葉の綾でしかないのだろうか？ 再魔術化など
存在せず、魔術化は、合理化のプロセスにもめげず、しぶとく生きながらえてきた――つ
まりヴェーバーは間違っていた――のだろうか？ そうとは限らない。魔術化と脱魔術化
が、つねに 50%ずつの勢力で拮抗しているとは限らないからだ。そこには攻防がある。波
がある。時代のうねりがある。鳴りを潜めていた魔術化が、ある時代に噴出することもあ
るだろう。そしてそれが歴史上、何回目の噴出であろうとも、噴出のタイミングや背景が
異なる以上、前回の噴出は今回とまったく同じであるとはいえないはずだ。ある部分は同
じであり、ある部分は異なるだろう。であれば、その違いに、つまりは不連続性に、フォ
ーカスすることは時代の性質を問うことに通じるはずだ。
敢えて単純化すれば、2 つの立場の違いがある。連続性を強調するか不連続性を強調す
るかの違いである（下記【図 2-1】参照）
。リッツアはこの点に関して、どっちつかず、よ
24

社会学者の荒川敏彦も、再魔術化を冠した論考のなかで次の点を指摘している。脱魔術化が、決して「一
方的かつ必然的な歴史過程」ではなく「それ自身が、魅力のある『魔術行為としての創造』によったも
の」
（荒川 2002: 54）である、と。荒川はこの点を脱魔術化が抱えもつ「魅惑と幻滅という二面性」と
表現する。
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くいえば慎重である。すでに『Enchanting a Disenchanted World』というタイトルにその慎
重さは現われていたともいえる。そこから“再”は排除されている。だが、本論文にとっ
て、そして推し量るにおそらくリッツアにとっても、優先的に考えたいのは、再魔術化の
現代性であり、魔術化と再魔術化の不連続性である。

再魔術化

脱魔術化

脱魔術化
（再）魔術化

魔術化？

a) 連続性モデル

b) 不連続性モデル

【図 2-1】 魔術化と再魔術化の連続性および不連続性の概念図

たとえばリッツアは魔術化と再魔術化の不連続性を、アメリカの新旧のテーマパークを
例に説明する。
“旧”はコニーアイランド、“新”はディズニーランドである。コニーアイ
ランドとは、ニューヨークにあった遊園地で、だいたい 19 世紀末から第 1 次大戦までがそ
の全盛期だった。世紀転換期のアメリカでは多くの遊園地が誕生することになったが、コ
ニーアイランドは「規模と範囲と名声の点で」他を圧倒していた（Kasson 1978=1987: 9）。
ディズニーのテーマパークは、コニーアイランドなどの昔風の遊園地の催し物会場
で観察される予測不能性、たとえば群集のうろつき、無秩序、がらくたなどを排除
しようとした。（……）ディズニーワールドは古い形式の魔術化を見事なまでに破
壊し、その代わりに、高度に予測可能な新しい形式の娯楽を創りあげた。ディズニ
ーワールドの多くのファンが証言しているように、そこには魔術がある。しかし、
それは訪問客、従業員およびパークそのものの相互作用から自然に出現する魔術で
はなく、故意にでっちあげられ、日常的に繰り返し産み出され、組立ラインで大量
生産されたような、まったく別の魔術である。（Ritzer [1999] 2005: 88=2009: 168）
遊園地であれなんであれ、たいていのエンターテイメントはその繰り返される消費によっ
て刺激の減衰は避けがたい。だからエンターテナーやそのビジネスに携わる者たちは時代
を読み工夫を凝らしてリピーターの増加を目指す。そのためにはホラーハウスのように、
予測不可能性を設計するというアクロバティックな現代の魔法が必要となる。リッツアの
現代文化における呪術的なもの（再魔術化）は、
（すべてではないにせよ）かつての呪術的
なもの（魔術化）から変容を被っている。それは、合理的に設計され演出される魔術性と
いえそうだ。
社会学者の長谷川一が現代文化の「夢」について指摘していることも、同じ不連続性を
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示唆すると考えられる。現代文化は、若者に向けて夢を見ることの大切さを繰り返し強く
訴えかける 25。それは 1 つには夢を見ること、欲望することが、潜在的な優良消費者であ
る若者を消費社会に投錨させておくための原理になりうるからである。長谷川はそれを現
代文化における「夢をみよと迫る言説」と呼ぶ。その夢はしかし、ウィリアムズが見出し
たような「ドリームワールド」の夢と果たして同じだろうか。
夢みることを迫る言説とは、徹底してリスクを管理し、未来の孕む偶有性を制御し
ようとするものだった。そこでの「夢」とは、遇有性の馴致された「夢」である。
事前に予測され、その予測どおりに実現される「夢」。あらかじめ満たされること
が予約されている「夢」。それは通常の意味でいう「夢」であるはずがない。その
ような予定調和は、挑戦することによって成長し、その結果としてもたらされる
「夢」の実現なのではなく、たんなる消費にすぎない。
（長谷川 2009: 234）
今日の消費社会にあって、夢はもはや叶う叶わないのぎりぎりの跳躍などではない。むし
ろそれは叶うことが織り込み済みの無難な「夢」に他ならない。長谷川が証言する現代の
予測可能な「夢」と、本来あるべき夢との差は、いままさに問題にしている魔術化と再魔
術化の不連続性を示唆しているように思われる。
「遇有性の馴致された」現代の「夢」は、
リッツアのいうように、
「日常的に繰り返し産み出され、組立ラインで大量生産されたよう
な、まったく別の魔術」といえるだろう。
リッツアは、魔術化と再魔術化の不連続性を、次の一般的な 3 つの要因において捉えて
いる（Ritzer [1999] 2005=2009: 319-20）
。1 つ目として、
「重点が生産から消費に移行したの
で、われわれの生活のなかで消費手段が以前よりはるかに大きな役割を果たすようになっ
た」ことである。つまり、消費社会化である。2 つ目として、
「巨大企業組織が新しい消費
手段の多くを管理するようになった」ことである。つまり、企業による管理化である。3
つ目として、
「技術が少なくとも社会の他の事物と同じくらい消費手段を変化させた」こと
である。つまり、技術的進歩である。
しかし、ただちに理解されるように、リッツアの挙げるこれらの要因は、明らかに合理
化のモーメントと同期している。マクドナルド化と言い換えてもいい。もしこれらが再魔
術化の背景にあるとすれば、結局のところリッツアにおける再魔術化とは、脱魔術化環境
、、、、、、、、、
における適応のために合理化された魔術化のことになる 26。だが、これを再魔術化と呼ぶ
25

だがそうした“夢言説の増殖”の一方で、文化研究者の中西新太郎によれば、現代日本で若者を中心に
「希望の喪失・断念」とでも呼ぶべき心性も遍く浸透している（中西 2008）。それは、単に希望や夢を
放棄することというよりある種の諦念にドライヴされているという。つまり、ほぼ裏切られることが確
実視されている希望や夢などもっても仕方がないという諦念に、である。中西は、この若者たちの諦念
の背後に「何かを持てるようになること」として規定されるような「大衆社会の希望言説」がすっかり
機能不全になったことを読み取っている。
26
「合理的な新しい消費手段がわれわれに魔法をかける究極の能力は、おそらくはその先進技術に由来し
ている。魔術化はかつて、人間の魔法使いや魔術師から生じていたが、今はロボットやコンピューター
を利用した魔法のような最新技術からもたらされている。
（……）われわれの驚嘆は技術自体または技
術の産物からもたらされているといえる。たとえば、われわれはマクドナルドのフレンチフライの外観
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のは、いささか無理がないだろうか？
別の問題もある。先に引用したように、リッツアは不連続性を傍証するためにコニーア
イランドとディズニーランドを比較していた。だがこの遊園地同士の比較は一見、筋が通
っているように見えて、必ずしも精確とはいえないように思える。コニーアイランドがも
っていたような猥褻さや予測不可能性は、たしかにディズニーランドやそれ以外の遊園地
にはもうなくなっただろう。遊園地は、現代の私たちにとってもはや定番の娯楽だ。あり
ふれているといっていい。なんであれ日常化した風景は私たちから驚きや刺激を奪うだろ
う。
そのことはたとえばロック・ミュージックを取り巻く風景にだって指摘できるだろう。
だが、それは単に遊園地が日常化したという話であって、文化全体として、理論として見
るならば、必ずしも魔術化と再魔術化の不連続性を意味しないのではないか？ 合理化以
前の呪術的なものと、呪術的なものを合理的に演出することの差を傍証しないのではない
か？ 呪術的なものは遊園地以外の場所でなら見つかるかもしれない。それだって 1 世紀
も経てば、洗練され日常化していることだろう。

、、、、、、、
さらにもう 1 つ別の問題もある。それはつまり、消費者にとって魔術化と合理化された

魔術化（としての再魔術化）とに、なにかの違いはあるだろうか、という問題である。真
正の魔術化と擬制の魔術化があるとして、後者の方が魔法の効き目が弱いというようなこ
とがあるだろうか？ 特大場外ホームランだろうがランニング・ホームランだろうが 1 点
は 1 点ではないだろうか？ この問題、いわば魔術の“真贋論争”とでもいうべき問題は
詰まるところ当事者の感じ方次第であり、決着させることはできないかもしれない。
以上で見てきたように、リッツアが問題にしているのは、現代テクノロジーによって演
出される消費行為・空間の非物質的な側面、消費者を魅了し、さらなる消費へと駆り立て
る呪術的なものであった。これは、以下で見ていく、宗教の再魔術化研究（と本論文で想
定するもの）が俎上に載せているものとは、明らかに異なる。次項 2-2-(3)では、イギリス
の宗教文化研究者、クリストファー・パートリッジの議論を中心に、そうした研究につい
て見ていく。
2-2-(3)

宗教の再魔術化

2000 年代半ばにパートリッジが発表した 2 巻本『The Re-enchantment of The West:
Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture』
（Partridge 2004; 2005）
は、近年の（宗教の）再魔術化研究を代表する研究成果の 1 つといっていいだろう。彼が
そこで再魔術化という言葉で掬い取ろうとするのは、現代社会における呪術的なものの再
興――具体的には、ニューエイジ運動、スピリチュアル文化の台頭――である。彼は「オ
ルタナティヴ・スピリチュアリティ」という語を好んで用いる。ここでパートリッジの仕
事に注目する理由は、彼が単に再魔術化をキーコンセプトとしているからだけではない。

と味がいつも同じであることに驚いたり、ウォルマートの棚がいつも満杯であることに感心したりして
いる」
（Ritzer [1999] 2005: 91=2009: 172）
。
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その浩瀚な記述のなかに、本論文の次章以降（とくに第 3 章）で扱う題材が含まれている
からである。パートリッジは、本論文と似たような題材に関心を払ったうえで、どのよう
な議論を展開しているのだろうか。とはいえ、パートリッジの守備範囲は本論文のそれを
遥かに凌駕している。UFO からダンス・ミュージック、オカルトから東洋思想までと幅広
く深い。
しかしここで彼の丹念な仕事ぶりを辿っている余裕はないし、
課題はそこにない。
ここでの課題はちょうどレントゲン写真のように、その骨格だけを浮かびあがらせること
である。しかしながら、実際にパートリッジの議論に着手するよりも前にやっておかなけ
ればならない下準備がある。ニューエイジ運動、スピリチュアル文化といういささか厄介
な用語について整理することである。
ニューエイジ運動は、非常に雑多で広範な宗教的・文化的な諸実践の集合を指す包括的
概念である。宗教（社会）学のフィールドでも適切な定義を与えるのに苦慮されてきた 27。
それは、以下でも述べるがニューエイジ運動が“宗教”の範疇として想定されてきた境界
からはみ出しているからだ。まずは宗教社会学者の伊藤雅之の解説を参照しよう 28。
ニューエイジとは、欧米、とりわけアメリカで 1970 年代以降に広がった社会・文
化運動であり、多様な信念や実践の総称である。この運動は、60 年代に欧米の若
者の間で広まった対抗文化（……）
、そのなかでも人間に内在するスピリチュアル
なものを重視し、「意識変容が社会変革につながる」と主張する人々がその源流の
1 つであるとされる。ドラッグによる意識変容の試みや、若者たちによる（たとえ
ば、性の解放をめざす）実験的な共同体などはその後のニューエイジに発展してい
ったと考えてよいだろう。また、ニューエイジにヒンドゥー教、仏教といった東洋
思想の影響も強く見られる。さらに、1960 年代以降に欧米で発展した東洋系の新
宗教運動や（アブラハム・マズローやカール・ロジャーズらによる）人間性心理学
からの影響も大きい。
（伊藤 2004: 25）
伊藤がここで解説しているのは、ニューエイジ運動の系譜的な影響関係である。本論文に
とって改めて強調しておくべきは 2 つである。1 つは、ニューエイジ運動のはじまる時期
が「1970 年代以降」と定められている点である。ニューエイジ運動の最大の拠点はアメリ
カだが、ヨーロッパにも存在したし、日本でも類似の文化が 70 年代後半より台頭しはじめ
た。日本のそれは“精神世界”という特殊な通称も与えられた 29。ニューエイジ運動の興
27

パートリッジが編纂した新宗教に関するエンサイクロペディア（Partridge ed. 2004=2009）のニューエイ
ジ関連の項において、宗教社会学者のマイケル・ヨークは次のように述べている。
「不便なことに、研
究者がニューエイジにアプローチする際、適切で包括的な概説は存在しない」
（York 2004=2009: 428）
。
28
本来ならここで、パートリッジのニューエイジ運動の捉え方を示すべきだろう。だがパートリッジの研
究では、ニューエイジ運動そのものへの言及は見られるものの（Partridge 2004: 29-37 など）
、とくべつ
明確な定義を与えることはしていない。パートリッジはむしろ彼が再魔術化と見なす宗教的・文化的な
諸実践について説明してゆくなかから、ニューエイジと呼ばれるような現象の出来と特徴を浮かびあが
らせるような記述の仕方を採っている。
29
日本は、1970 年代以降いわゆる第三次宗教ブームを迎えたといわれる。そのとき現われた諸集団はそ
れまでの“新宗教”とは区別され“新新宗教”としばしば呼ばれた（西島 1988: 36-8; 大谷 2004: 11 な
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隆が「1970 年代以降」であることはおそらく偶然ではない。ニューエイジ運動は、消費社
会に非常に適した（周辺）宗教的な形態だともいえるからだ。この点については節を改め
て論じたい。
もう 1 つ、伊藤の解説で下線を引くべきと考えるのは運動の源流に関する箇所である。
伊藤はニューエイジ運動に直接影響を与えたものとして、引用文中で、[i] 対抗文化（意識
変容の文化）
、[ii] 新宗教運動 30、[iii] 人間性心理学の 3 つを挙げている 31。ここからもわ
かるように、ニューエイジ運動は必ずしも宗教から、あるいは宗教として立ち上がったも
のではない。上記のうち [i] 意識変容の文化と [iii] 人間性心理学は、このあと第 3 章と第
4 章で取り扱う予定である。つまり本論文の主要な分析対象の 1 つは、そうしたのちにニ
ューエイジ運動に吸収、流用されることになる（下位）文化や思想にある。
上記の伊藤の解説は、あくまでニューエイジ運動の系譜に即したものであったが、その
中身、思想的な傾向についてはどうであろうか。宗教学者、樫尾直樹のまとめをここでは
参照しよう。樫尾は、ニューエイジ運動の特徴として次の 6 つの特徴を挙げている。すな
わち①自己変容による世界変革、②文明史的転換の意識、③西洋の東洋の発見による統合
の試み、④身体の復権、⑤異教主義、⑥スピリチュアリティ、霊的なものへの関心の 6 つ
ホリスティック

である（樫尾 2010: 82）
。あるいはここで挙げられていない特徴としてもう 1 つ、全体論的
という特徴も加えることができるかもしれない。
現在では、しかし学術的にも一般的にもニューエイジよりもスピリチュアリティ（文
化・運動）という語が多用されてきている。ニューエイジ・スピリチュアリティという表
現もしばしば目にする。ニューエイジ運動の多くの側面を継承しつつも、ニューエイジと
いう語の通俗的な理解ではカバーし切れない周辺的な現象も目立つようになってきたため、
この語がもちだされてきた。たとえば、いましがた参照した樫尾は、著書『スピリチュア
リティ革命』のなかで、スピリチュアリティ文化を「宗教の宗教性」と「それを横溢して

ど参照）
。
新宗教運動（new religious movement(s)；しばしば NRM(s)と略される）は、ニューエイジ運動と同様、
込み入った概念である。ごく大雑把にいえば、伝統的な制度宗教（キリスト教）からは逸脱する形式や
内容をもった宗教集団やカルト、あるいはセクトの出現を意味している。現代社会学の牽引者の 1 人で
あるアンソニー・ギデンズの書いた教科書『社会学』
（第 5 版）では、新宗教運動は 3 つのグループに
分けられる。
「現世肯定派」
「現世拒否派」
「現世順応派」の 3 つである。これらは現世に対する態度に
よって分類されている（Giddens 2006=2009: 554-6）
。代表的な例として、順に、サイエントロジー教会、
オウム真理教およびブランチ・ダビディアン、ペンテコステ派が挙げられる。ただし、ギデンズはとく
に明記していないが、この分類は（パートリッジのテキストを参考にすると）おそらくロイ・ウォリス
の――デュルケームの有名な宗教論を模した――『The Elementary Forms of the New Religious Life』
（1984
年）における議論がもとになっている（Partridge 2004: 27）
。
ギデンズは、そこでニューエイジ運動なるものが概ねこの第 1 グループに対応するものだとの見方を
示している。だが、とすると、新宗教運動の代替的な性質はどうあれ、ニューエイジ運動があたかも宗
教運動のように理解されてしまう。ニューエイジ運動のなかにはむしろ積極的に宗教であることを否定
するものも少なくない。だからニューエイジ運動が新宗教運動に内包されると考えるべきではない
（Heelas 1996: 9 も参照）
。
31
これら以外にもニューエイジ運動はさまざまな宗教・文化・社会運動の流れを汲んでいる。伊藤ももち
ろんそのことは別の箇所で述べている。よく挙げられるものに神智学、心霊主義、スウェーデンボルク
主義、ニューソートなどがある。
30
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現象する非宗教領域の宗教性」という「両者の宗教性全体を補足する用語」として概念化
している（樫尾 2010: 11）
。だから樫尾は同書で、現代のスピリチュアリティ文化を、宗教
の枠内に収まらないものも含めて、セラピー文化・大衆文化・新宗教文化という 3 つの領
域から分析している。
宗教学者の島薗進もこれと似た問題意識からニューエイジに代わるものとして「新霊性
運動＝文化」
（new spirituality movements/cultures）という語を提唱している。この語には、
彼の研究上の主な立脚点となっている日本の「精神世界」と、欧米のニューエイジ運動と
の微妙な差異を棚上げするという狙いも込められている（下記【図 2-2】参照）。島薗によ
れば、新霊性運動＝文化とは「個々人の『自己変容』や『霊性の覚醒』を目指すとともに、
それが伝統的な文明やそれを支える宗教、あるいは近代科学と西洋文明を超える、新しい
人類の意識段階を形成し、霊性を尊ぶ新しい人類の文明に貢献すると考える運動群」のこ
である（島薗 [1996] 2007: 50-1）
。それは極めてグローバルな現象であり「世界の先進国、
また第三世界も含めて消費文化が発達した大都市において同時多発的に、多様な形態で展
開している運動群」とされる（島薗 [1996] 2007: 51）
。島薗にも樫尾にも見られるのは、ニ
ューエイジ運動にとっては周辺的とされるポピュラー文化の水準をも含み込む、より射程
の広い概念創出の姿勢である。
ニューエイジ
新霊性運動

精神世界

新宗教
【図 2-2】 精神世界・ニューエイジ・新霊性運動・新宗教の関係
（島薗 [1996] 2007: 53 より抜粋）

こうしたニューエイジ運動、新宗教運動、スピリチュアリティ文化の台頭が、近年の宗
教の再魔術化論の出発点の 1 つにある。それらの台頭はたしかに素朴な脱魔術化や世俗化
の理論とは相反するように見えるため再魔術化と呼ぶに相応しいかもしれない。
消費の再魔術化論において脱魔術化は、ほとんど合理化と同義的に用いられていた。合
理化が、とりわけ欧米諸国において長らく主要な価値原理となってきたことはほとんど疑
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いを差し挟む余地はない。その趨勢が強大であればこそ、あたかもそれを翻すかのような
再魔術化という立論に議論としてのインパクトが生じるのであり、同時に他方で、前項末
尾で述べたような疑義も生まれうる。
消費の再魔術化

合理化（マクドナルド化）

宗教の再魔術化

世俗化

脱魔術化

【図 2-3】 再魔術化と合理化・世俗化

それに比べれば、宗教の再魔術化論にはそれほどの議論としての目新しさがあるわけで
はない。なぜなら私たちは、いましがた述べてきたようなスピリチュアリティ文化の存在
を現象として知っているし、それ以前に、脱魔術化論、より精確にいえば世俗化論それ自
体が、これまでも繰り返し疑義を呈されてきたからである。ここでいう世俗化とは、社会
生活（とくに公的領域）において宗教の影響力が弱まる過程のことである 32。
（宗教）社会
学は世俗化論争という形でこれまで、世俗化とそぐわない現象、宗教の再魔術化と呼びう
るような現象が見られることをたびたび指摘してきた。その意味でいえば宗教の再魔術化
をめぐる議論は、世俗化論争の別バージョンといえるかもしれない。
西洋世界は近代を通じ世俗化を経験してきたといえるのか否か。これは社会学における
伝統的な争点の 1 つであり、ここで容易に答えの出せる問いではない。だが、敢えて枝葉
を切り落としてしまえば次のように単純化できるだろう。再魔術化論があくまで、世俗化
としての脱魔術化の現象を前提とする議論である以上は、その立論そのものが必然的に世
俗化論争に対する 1 つのスタンス――つまり賛意――の表明になっているといえる。だか
らもし再魔術化を現代に固有のものとして認める立場を取るならば、それは世俗化を歴史
的な前提として認め、かつその現代への全面的な適用を否定する立場といえる（下記【図
2-4】参照）
。
NO
＝一貫して世俗化してきた

NO

世俗化

再魔術化

YES
＝世俗化を認めたうえで呪術的
なものの復興も認める

YES

【図 2-4】 世俗化論と再魔術化論

32

世俗化は、その語をどう捉えるかによって解釈の幅があり、これが論争自体を構成しているともいえる。
たとえば世俗化に、3 つの異なるコノーテーションがあることを指摘した人物にアメリカの宗教学者ホ
セ・カサノヴァがいる。彼は、[i] 近代社会における宗教的信仰・実践の衰退としての世俗化、[ii] 宗教
のプライベート化としての世俗化、[iii] 世俗領域（国家・経済・科学）の宗教からの「解放」としての
世俗化、という 3 つの世俗化の解釈を呈示している（Casanova 2006: 7）
。
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ではパートリッジはどのような立場か？ ある意味で当然のことだが、彼は世俗化を認
めていないわけではない（でなければ、なぜ再魔術化と呼ぶのだろう？）
。ただし彼が許容
するのは限定的な、いってみれば節度をもった世俗化論である。パートリッジは、宗教学
者スティーヴ・ブルースの議論などを参考にしながら、世俗化に関して以下の点を確認し
ている。①世俗化は普遍的ではない。②世俗化は不可避的ではない（不可逆的な過程では
ある）
。③世俗化は直線的ではない。④世俗化は無神論者の増加を意味しない。⑤世俗化は
教育水準の高い知識階層のみに限られるものではない（Partridge 2004: 11-3）
。
この点にパートリッジの再魔術化論とリッツアのそれとの理論的な同型性を確認するこ
とができる。すなわち、ともに魔術化と再魔術化の一定の連続性を認めているという点で
ある。つまりパートリッジの場合は直線的な世俗化論の否定を通じて、またリッツアの場
合は消費のドリームワードへの言及を通じて。しかしより重要なことは、それでもなおそ
こに見られる不連続性に両者が着目しているという点である。
神学者のパトリック・シェリーは 2009 年に「脱魔術化、再魔術化、魔術化」という論考
を発表した。そのなかでシェリーは魔術化と再魔術化の連続性を強調する（魔術化はつね
に存在してきたとする）立場からパートリッジを批判している。それは裏を返せばパート
リッジが不連続性を、換言すれば魔術化の現代への再湧出を強調するが故である。対する
シェリーは、
世俗化そのものを端から認めない。
世俗化を否定する論者たちと同じように、
そもそも近代世界は本当に脱魔術化されてきたのだろうか、と問う。
「ヴェーバーは、自ら
が近代世界に見たトレンドの重要性を誇張したのではないか（……）。世界がつねに魔術化
されているのだとしたら、あるいはまだ魔術化されているのだとしたらどうだろう？」
（Sherry 2009: 377）と。たしかにこの立場からすれば、パートリッジの立論は空転するこ
、
とになる。なぜならそれは再魔術化などというものはないと宣告する立場だからである。
ここで世俗化論争に決着をつけようとも、つけられるとも思わない。結局、ギデンズの
いうように「世俗化という考え方を支持する証拠も、また反論する証拠も提示できる」
（Giddens 2006=2009: 571）ともいえるだろう。しかし、基本的には少なくともキリスト教
がこの世界の説明原理として権威として規範として救済装置として社会生活においてその
力を徐々に低下させきたことはたしかなことのように思われる。だからシェリーのように
脱魔術化を端から否定する立場は、世俗化の全面展開を認める立場と同様に極端だといわ
ざるをえない。かりに局所的な脱魔術化を否定しないというのであれば、そもそもそれは
パートリッジへの批判として十分な意味をもたなくなる。
ともあれ、パートリッジの再魔術化研究の要点は世俗化論の限定適用を訴えることでは
ない。パートリッジの関心は、先述のように彼が「オルタナティヴ・スピリチュアリティ」
と呼ぶ「段階的な、だが遍在的な西洋における『スピリチュアリティ』の成長」
（Partridge
2004: 38）にある 33。パートリッジにとって、そうした現代の西洋社会が経験している事態
33

もっといえば、研究の全体を通して見るなら、その「成長」を理論的、宗教史的に位置づけることより
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は宗教そのものの再編成過程とでもいうべきものである。これまで伝統的に“宗教”と呼
び習わしてきたものが、再魔術化によって改鋳を迫られてきている。だからこそ宗教とい
う言葉に代わってスピリチュアリティという言葉が使われている。
リッツアもそうだったが、パートリッジは単なる魔術化の復興のようなものを想定して
いるのではない。むしろ「世俗化と神聖化との合流」
（Partridge 2004: 4）のポイントにおい
てこそ再魔術化を捉えようとしている。彼は世俗化を経験した現代の社会や生活に適した
新しい宗教の形として再魔術化を理解する。
「現代の再魔術化の最たる特徴は、おそらく、
それがかつての宗教の在り方への回帰なのではなくて、むしろ宗教の新しい在り方の出現
であるということである。その在り方が、新しい西洋人の新しい欲求や欲望を満たすとい
うことである」
（Partridge 2004: 44）
。パートリッジは、それを積極的にスピリチュアリティ
文化のなかに見出そうとしている。世俗化を限定的に認め 34、その上で再魔術化という現
象を認めている。
再魔術化はなぜ起きたのか？

パートリッジはそれを「代償」（compensator）の機能と

して説明する（Partridge 2003: 45）。すなわち、オルタナティヴ・スピリチュアリティの拡
大は、世俗化を埋め合わせるための現象である（Partridge 2004: 42）
。こうしたパートリッ
ジの議論は、たとえばフランスの社会学者、ミシェル・マフェゾリの議論とも類似してい
る。マフェゾリは、再魔術化という言葉こそ頻繁に打ちだしてはいないものの「ディオニ
ュソスの回帰」（Maffesoli 1997）といったコンセプトで現代に呪術的なものの回帰を見る
点で、宗教の再魔術化論と似た枠組みを共有している。マフェゾリも、またその回帰を、
新たな宗教性や共同性のようなものの出現として捉える。それは、
「宗教がなければ孤立し
たままかもしれない人びとのあいだに 1 つの絆をつくりだす」
（Maffesoli 1997: 31）
。重要
なことは、マフェゾリもまた、パートリッジ同様、それを単なる回帰とは考えていない点
である。彼は、その「まったく同じレベルで［引用者注：古いものが］蘇るわけではない」
という事態を「螺旋状」という言葉で表現する
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（Maffesoli 2007）。このときレベルが異

なる大きな理由の 1 つは、社会が、あるいは人びとが求めるものが異なるからだと説明さ
れる。かつての人口に膾炙していた「古い形式の宗教」とは別様に機能する、
「最近になっ
て西洋で発展したスピリチュアリティ」、すなわちオルタナティヴ・スピリチュアリティが
台頭した理由は、それが「新しい環境に適合していたからである」
（Partridge 2004: 46）
。し
も、その実態を網羅的に細かく書き連ねることにこそパートリッジは注力しているように見える。
たとえばパートリッジは「脱魔術化は再魔術化の先駆者（precursor）である」
（Partridge 2004: 43）と表
現している。
35
これは、マフェゾリが 2007 年に日本で行った講演「世界の再魔術化――ポストモダンと宗教の復権」
で用いた言葉である。マフェゾリは、そこで「近代」の特徴を以下の 3 つにまとめる。(a) 目的をもっ
た時間、(b) 合理化、(c) 距離をおくスタイルである。最後の (c) の特徴は、さらに 3 つの側面から理
解される。つまり①「自然」という他者、②「集団」という他者、③「神聖なるもの」という他者から
「距離をおくこと」である。他方、
「ポストモダン」の特徴は以下の 3 つにまとめられる。(a’) 内在性
（「いま、ここを楽しめ」）
、(b’) 身体重視、生活の審美化、(c’) 触れあいのスタイルである。ここでも
3 つ目の特徴 (c’) は、3 つの側面から理解される。つまり①「自然」と触れあう、②「集団」と触れあ
う、③「神聖なるもの」と触れあうスタイルが、ポストモダンの特徴とされる。敢えていえばそれぞれ、
エコロジー運動、コミューン／部族的な集団組織、ニューエイジ運動に対応するだろうか。
34

40

たがって、パートリッジにとって宗教の再魔術化は、なにか新しい宗教が現象として出来
したというよりは、伝統的な制度宗教かスピリチュアリティ文化かを問わず、人びとの宗
教性、社会にとっての宗教なるものそれ自体の、再編制といった方が近いだろう。

2-3 反脱魔術化と再魔術化
2-3-(1)

消費社会における宗教

一度、前章の問題意識に立ち帰ってみよう。本章の最終的な目標は、自己変容の文化理
論として再魔術化というモデルの援用可能性を検討することであった。本章でこれまで議
論してきたことは、自己変容とは一見、関係ないことのようにも見える。消費社会やスピ
リチュアリティ文化が、美容整形や人格改造、ドゥルーズの「管理社会」となにか関係が
あるのだろうか？ ある。一方で、宗教の再魔術化、つまりニューエイジ運動を含むスピ
リチュアリティ文化において、自己変容が重要な実践であることは島薗の「新霊性運動＝
文化」の定義から明らかである。前章でふれた「改造文化」もスピリチュアリティ文化と
部分的に重なっている 36。
他方で、現代の消費体験や消費空間にともなう演出された夢や幻想のことであった消費
の再魔術化にも、自己変容は関わっている。というのも消費社会にあって消費行為は消費
者の主体やアイデンティティ形成と結びついているからである。コリン・キャンベルの
2004 年に発表された論考のタイトル
「我買い物す、
ゆえに我を知る」
（I Shop therefore I Know
that I Am）
（Campbell 2004）は、まさにその端的な表現である。脱魔術化のジレンマから抜
け出すために展開された画一的ではない多様な商品の数々は、商品選択こそが個性の発露、
自己表出の機会だと消費者に迫る。消費者は消費行為を通じてこれまでとは違う自分を手
っ取り早く演出することができる。その反面、
「『ユニーク』で『個性的』であるはずのア
イデンティティが、だれでも買える商品によって形成される」（Bauman 2000=2001: 109）
という皮肉な状況が生まれるのもまた消費社会ゆえである。
また、消費の再魔術化と宗教の再魔術化は、それぞれに観察される別個の現象では決し
てない。パートリッジが再魔術化を現代社会に適合した新たな宗教性として、
「オルタナテ
ィヴ・スピリチュアリティ」として、捉えていたことは先述した通りである。この新しい
環境には明らかに消費社会が含まれる。
「再魔術化は、過去の魔術化されたランドスケープ
の近代的な再構築というより、世俗化されグローバル化されテクノロジカルに洗練された
消費者志向のランドスケープの新たな発展である」
（Partridge 2003: 60）。いましがたふれた
論考でキャンベルも「近代消費に内在する形而上学とニューエイジ的世界観のあいだ」の
類縁性を指摘している（Campbell 2004: 40）
。
36

たとえば伊藤雅之がニューエイジ運動の源流の 1 つと見なしていた人間性心理学は、いわゆる自己啓発
セミナーの理論的なバックボーンとなる。この点ついては第 4 章で述べることになる。
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たとえばここでスピリチュアリティ文化と親和的なものとして、いわゆる代替医療――
補完代替医療（Complementary and Alternative Medicine）とも呼ばれる――を挙げることが
できる。鍼、ホメオパシー、カイロプラクティックなど“非正統的”な医療行為の総体の
ことである。それらは少なくとも質の高い臨床試験ではその効果がいまだに科学的に実証
されていない。にもかかわらず、広い支持を集めている。イギリスの科学ジャーナリスト
のサイモン・シンと代替医療研究者のエツァート・エルンストは、代替医療の効果のメタ
分析を試みた共著『代替医療のトリック』（原題『Trick or Treatment?』）において、その人
気の背景となる代替医療の 3 つの「中心原理」をこう解説する 37。
人びとが代替医療に心惹かれるきっかけは、多くの代替医療の基礎となっている 3
ナチュラル

トラディショナル

ホーリスティック

つの中心原理であることが多い。代替医療は、
「 自 然 」で、
「 伝 統 的 」で、
「全体論的」
な医療へのアプローチだといわれる。代替医療を擁護する人たちは、代替医療を選
択する大きな理由としてこれら三つの中心原理を繰り返し挙げるが、実は良くでき
たマーケティング戦略にすぎないことが容易に示される。代替医療の 3 つの中心原
理は、誰もが陥りやすい罠なのだ。
（Singh and Ernst 2008=2010: 285）
自然で伝統的で全体論的という代替医療の 3 つの特徴は、いわば主流の医療への不満の裏
返しである。代替医療は、単に効果があると信じられているだけでなく、こうした中心原
理において、
“冷たい”通常医療と差別化、セグメント化されている。
すでに一度名前を出したスティーヴ・ブルースも、消費者的な振る舞いとニューエイジ
ャーの振る舞いとのあいだに次のような同型性を見出している。
ニューエイジの諸前提は、権威に事欠き消費者権利に満ちているような社会に非常
によく馴染む。耐久消費財の自由市場において、自律した個人は自由な選択を行使
することによって彼／彼女の利益を最大化する。観念の自由市場においては、個人
のニューエイジャーが自由な選択を行使することによって、また自らの好みのベス
トな組み合わせを統合することによって彼／彼女の利益を最大化する。
（Bruce 2000: 231）
この意味で、ニューエイジ運動は、世俗の世界、消費社会と決して対立するものではない。
「ニューエイジを世俗化の解毒剤として見るよりも、世俗の世界に適した宗教の様式・形
態として見る方が理に適っている」
（Bruce 2000: 235）
。
これは、宗教の商業化とでもいうべき事態といえる。この事態は二重に進行する。つま
り宗教組織が 1 つの企業のように振る舞う。と同時に、消費社会を生きる（潜在的）信者
が 1 人の顧客として振る舞う。スピリチュアリティ商品に消費主体として接する信者や利
用者や顧客は、市場でモノやサービスを買うのと同じように、宗教的な体験、霊的な情報
37

彼らは、ほぼすべての代替医療においてその効果はプラセボ効果である可能性が高いと結論づけている。
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やサービスに然るべき対価を支払う。消費者であるクライアントがその買われた宗教的あ
るいは霊的な商品に対して、かりに対価に相応しい利益・効果を十分に得ていないと感じ
れば、彼らは消費主義の名の下に不満を表明するかもしれない。結果としてそれがトラブ
ルに発展することもあるだろう。宗教やスピリチュアリティに関わる商品のように、事前
にその効用や意義についての説明が難しい商品であっても、消費主体として振る舞う限り、
彼らは説明を受ける権利と不満表明の権利を手放すことはない。
このことは別にニューエイジ運動のみに関わる範囲で進行してきた事態ではない。それ
は一般に宗教と目されている組織に対しても及んでいる。たとえば島薗はそれを「聖の商
業化」と呼び、こう指摘している。
現代の宗教教団においては献金や奉仕活動のような、信徒による奉献や自己犠牲が、
商品を選択・購入する消費者として、とりわけ貴重な情報やサービスに投資する消
費者として、あるいは業務遂行組織の構成員として、個人によってなされる度合い
が強まっている。地域的単位的な信徒共同体が弱体化し、奉献を相互のコミュニケ
ーションに基づく共同意志によるものとしていく過程が欠如しがちなのである。こ
、、、、、
れこそ、聖の商業化、およびそれと密接に関連した宗教教団の業務遂行組織化とし
てとらえうる傾向である。そして、宗教教団が抱えている今日的問題の少なからぬ
、、、、、
部分は、この聖の商業化、業務遂行組織化に由来するものと考えられる。（島薗
1996: 106，強調引用者）
宗教学者のジェレミー・カレットとリチャード・キングも『$elling Spirituality』のなかで、
既存の宗教的なものが、ますます大衆性を獲得する消費者志向のスピリチュアリティ文化
に乗っ取られつつある状況を分析している（Carrette and King 2004）
。
この宗教の消費化と呼べる趨勢は、本論文の関心からすれば、自己変容体験の商業化と
して現われる。たとえば宗教学者の上田紀行は、
「エクスタシーの行方」という論考のなか
で、本論文の次章以降の問題意識とも重なる、1960 年代以降のエクスタシー体験の「復権」
について述べている。そのなかでドラッグ・カルチャーやニューエイジ運動における意識
変容体験には、従来の宗教儀礼上のそれと比較して 4 点の特徴が認められる、と上田は指
摘する（上田 1996）
。すなわち、自己目的化、肯定的価値の付与、個人主義化、商業化の
4 つである。
2-3-(2)

近代の二重のパラドクス

今度は、第 2 章の出発点であったヴェーバーの『プロ倫』に戻ろう。ヴェーバーがそこ
で描き出したのは「近代のパラドックス」というべきものであった。
「純粋に宗教的な意味
をもった言明が、その宗教的意図からはまったく予期しない結果をもたらしてしまう」
（山
之内 1997: 81）という歴史の「予期せざる結果」であった。西洋法制史を専門とする上山
安敏がいうように、この「非合理の生み出す合理化という逆説」にこそ「ウェーバーの思
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想の精髄」があるといっていいかもしれない（上山 2001: 19）
。重要に思われるのは、繰
り返しになるが、近代が「それ自身を生み出した宗教的倫理を崩落させる」（佐伯 2000:
150）点、すなわち、はからずも起爆剤を得て拡大発展した資本主義がもはやその起爆剤を
必要としなくなるどころか、むしろ積極的に世俗化のプロセスに荷担してきたように見え
る点である。
これを近代のパラドックスと呼びうるとして、しかし本章で一貫して問題にしてきたの
はそれとはまた別のもう 1 つの近代のパラドックスとでもいうべきものである。ナチズム
研究で名高い歴史家のデートレフ・ポイカートはそのヴェーバー論のなかでこう述べてい
る。
近代の呈するパラドックスは二重である。始めにかつてない孤独と宗教的苦悩があ
った。そして、それははからずも、此岸性、合理的な世界支配、個人の知的独立が
地歩を占めるのを助けた。終りにあたって、生の没意味化を推し進め、あらゆるも
のをルーティン化する「未来の隷従」の影が忍び寄っている。それは合理化過程を
硬直させ、そのダイナミズムと拡張力を奪うだろう。だが、この両過程に共通なの
は、合理性が増大するとともに、その代償として、人間の苦悩もまた深まったとい
うことである。
（Peukert 1989=1994: 59）
ここでは、宗教の純化がはからずも世俗化をもたらすというパラドックス以外に、もう 1
つ、合理化・世俗化の徹底――「生の没意味化」
「ルーティン化」――がはからずも「苦悩」
をもたらすというパラドックスが指摘されている。これまで本章で述べてきた 2 つの再魔
術化（論）は、いわばこの後者の問題に関わる。いうなればその問題を新しい消費文化（新
しい消費手段）において解消させるか、新しい宗教文化（スピリチュアリティ文化）にお
いて解消させるかの違いである。その意味では、近代の二重のパラドックスは、魔術化か
ら脱魔術化へ、脱魔術から再魔術化へという反転へのモーメントを生み出している。
この第一のパラドックスが、
『プロ倫』で明示された「意図せざる結果」なのだとすれば、
第二のパラドックスは『職業としての学問』で暗示された「意図せざる結果」だといえる
かもしれない。ヴェーバーは晩年の講演「職業としての学問」で客観科学たらんとする学
問を堅持する立場から、宗教や神秘的なものに惹かれ非合理な「体験」や直観を重視する
当時の若者たちを鋭く批判している。若者たちにはびこる「知性の犠牲」を嘆き、
「非合理
なものを無理やり合理化しようとする現代の浪漫主義は、結局、矛盾におちいる」
（Weber
[1919]=1980: 42）と手厳しい。上山安敏が詳らかにしているように、19 世紀末から 20 世
紀初頭にかけてヴェーバーを取り巻いていたのは、ゲオルゲ・クライスなどの、まさにニ
ューエイジ運動の先駆けといえる、神秘的・宇宙論的な運動・実践であった。上山によれ
ば、件の講演はそうした「大戦勃発前からウェーバーの知的周辺を襲った表現主義、青年
運動、そしてゲオルゲ・クライスを典型とした神秘的体験論に対して、彼［引用者注：ヴ
ェーバー］が価値自由と知的誠実と社会学を武器にして長年討論をしたその成果」
（上山
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2001: 10）と位置づけられる。ヴェーバーを取り巻いていた表現主義、青年運動、ゲオル
ゲ・クライスを、合理化・世俗化の社会的趨勢に対するある種の反動と解釈できるとすれ
ば、
『職業としての学問』にはすでに脱魔術化と再魔術化の問題が呈示されていたといえる
かもしれない 38。日本で一時、再魔術化論を展開していた社会学者の山之内靖も、ヴェー
バーが指摘した脱魔術化の機制に、そもそも再魔術化の種が孕まれていたと考えるべきだ
と主張している（山之内 2003: 224; 山之内・的場 2006: 12）
。
だが本論文において、それはまだ再魔術化とは呼ばれない。以降の第 3 章、第 4 章で扱
う 20 世紀半ばのアメリカの対抗的な文化運動すらも、
（パートリッジとは異なり）再魔術
化とは呼ばれない。それらは本論文においては、同じ魔術化への志向性をもちながらも、
魔術化でもなく再魔術化でもなく、
《反脱魔術化》と呼ばれるべきものと考える。
それは 1 つには、再魔術化はあくまで 1970 年代以降に出現したものだと見なされるべき
だと考えるからである。前節までで確認したようにリッツアは第二次世界大戦以降の新し
い消費手段の開発に、パートリッジは 1970 年代以降のスピリチュアリティ文化の台頭に、
再魔術化を関連づけていた。本論文においてはさらに、1970 年代以降のポスト・フォーデ
ィズム社会の到来とも再魔術化は関連づけられる（第 4 章）
。
再魔術化は現代的な現象である。しかし、これが本質的な理由ではない。本質的な理由
は、本論文にとっての再魔術化が、脱魔術化の社会への抵抗や反動によっては特徴づけら
、、
れない点にある。実際、リッツアなどは再魔術化をラディカルなものというより、脱魔術
化の社会、マクドナルド化する社会、消費社会をある種、補完するようなものとして捉え
ていた。リッツアにとってそれは、脱魔術化の「ジレンマ」を打破し、消費者にさらなる
消費を促すための装置であった。パートリッジにとっても似たようなものであった。それ
は旧来の宗教制度の「代償」として現われた、消費社会における人びとのスピリチュアル
な活動の受け皿のようなものとして再魔術化は捉えられていた。
次章以降の議論では、この反脱魔術化と再魔術化の関係を《意識変容の文化運動》にフ
ォーカスし、論じていく。

38

文化研究者である上野俊哉もヴェーバーに関する論考のなかでこう述べている。
「はなはだ逆説的なこ
とに、
『魔術／呪術からの世界解放』こそが『神々の争い』の運命に堪えられない脆弱な精神に向けて
『再魔術化』や『東洋』の幻想を振りまくのである。
『タオイズムの倫理とグローバル資本主義の精神』
という批判的な視点は、件の講演［引用者注：職業としての学問］のなかにすでに埋め込まれていると
言っても極論にはあたるまい」
（上野 2007: 213）
。
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第３章

社会変革手段としてのサイケデリック体験

――幻覚剤は、普段とは別のレベルの知覚や経験をもたらすので、その使用は、現実の本
質、私たちが主観的に信じこんでいるはかない体系の本質に私たちを直面させるとい
う、まったく哲学的な試みなのだ。
ティモシー・リアリー（Leary [1983] 1990=1995: 51）

3-1 サイケデリック運動とはなにか
本章の主題は、1960 年代後半を頂点とするアメリカのサイケデリック運動である。サイ
ケデリック運動とは、
本論文において、
1953 年を起点とし、
60 年代後半に最盛期を迎えた、
ドラッグ、とくに LSD などの幻覚剤の摂取に積極的な意味を見出し、それを肯定視する、
主として米国において展開された文化運動のことである。53 年が起点に据えられるのは、
その年にイギリス出身の作家のオルダス・ハクスリーが、精神科医のハンフリー・オズモ
ンドを通じてメスカリンに出遭い 400mg を摂取したその体験が、翌年に刊行される『知覚
の扉』（3-2-(1)を参照）へと結実することになるからである。時代や地域や規模の異なる、
それ以外のサイケデリック運動も想定可能だが、ここでは断りのない限り上記の意味で限
定的に用いたい。
なぜサイケデリック運動を取りあげるのか？ それは、それが、再魔術化の文化につい
て考えるうえで格好の素材だと考えるからである。
本論文においてそれは、現象としては、
第 1 章で述べた通り、
自己変容に関わる文化を指すが、サイケデリック運動とはまさしく、
ドラッグを通じて自己の意識変容を図らんとする運動のことである。だが、本論文ではサ
イケデリック運動そのものが再魔術化の文化であるとは考えない。サイケデリック運動は、
、、、
明らかに再魔術化の先駆けである。サイケデリック運動、およびより広く 60 年代カウンタ
ー・カルチャーは、本章でこれから詳述していくように、なにより《反脱魔術化》の精神
によって特徴づけられる。それは、再魔術化とは魔術化への志向性をもつ点においては共
通するものの、
それとはまた別の価値原理と捉えるべきものである。
反脱魔術化の文化は、
文字通り、脱魔術化の社会に対する反発、対抗の思想により構成される。対して再魔術化
は、本論文においては 1970 年代以降の自己変容文化を指し、そこには脱魔術化への反発、
対抗の姿勢はもはやほとんどない。実際、現代社会において反脱魔術化のような運動は成
立しにくくなっているようにも見える。反グローバリゼーション・反資本主義の著名な活
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動家であるナオミ・クラインは、
「反抗してみる？ 前衛芸術家ってのはどう？ じゃあ、
古本屋で『オルタナティブへの道』を買えばいい。ただし、ほこりまみれで、お先真っ暗
だけど」
（Kelin 2000＝2001: 77）と、この状況を皮肉っている。第 5 章で扱うことになる、
レイヴ／クラブ文化も、サイケデリック運動の“焼き直し”と目されるものの、本論文の
観点からすれば、やはり反脱魔術化というよりは再魔術化の文化に相当する。60 年代カウ
ンター・カルチャーは、つまり、以降の反脱魔術化の低迷と再魔術化の台頭の分岐点、魔
術性をめぐる文化思想の 1 つの転換点と見なすことができるのではないだろうか。この問
いは、アメリカ文化研究者、佐藤良明の対抗文化論『ラバーソウルの弾みかた』の秀逸な
表現を借りるなら、こう言い直されるだろう。
《60 年代》に、反文明の装いで登場したカウンター・カルチャーの、あのうっと
りするような混沌は、新しいステージに飛び上がった資本主義の武者ぶるいのよう
なものではなかったのか。ヒッピーイズムと呼ばれる、あのウィアードな価値体系
は、プロテスタンティズムによってかわる新しい資本主義のエートスの、過激な先
駆けではなかったのか――。
（佐藤 [1989] 2004: 66）
以下、本章ならびに次章は、その「武者ぶるい」の、本論文の言葉では反脱魔術化と再魔
術化の交錯のそのメカニズムを、そして、そのときに 20 世紀アメリカの 2 つの文化運動の
果たしたと考えられる役割を、明らかにしようとするものである。私たちにとって、再魔
術化の出現の理由は、この作業を通じてこそ明らかにされる 1。
本論文において、サイケデリック運動はおよそ前期・中期・後期の 3 つの段階に分けら
れる。たとえば前章で取りあげたパートリッジは、件の再魔術化に関する著書なかで、1
章分を割き、ドラッグとスピリチュアリティをめぐる文化史について詳述しているが、彼
もそこで「モダン・サイケデリック・スピリチュアリティ」
（と呼ぶもの）の歴史を 3 つの
段階に――ただし本論文とは異なる仕方で――分けている（Partridge 2005: Ch.3）
。その第
1 段階は、アルバート・ホフマン博士がLSDを最初に合成した 1938 年から 60 年代に至る
まで、第 2 段階は華の 60 年代（から、パンク・シーンの生まれる 76 年まで）
、第 3 段階は
80 年代後半以降である。本論文でサイケデリック運動と想定しているものは、この区分で
いうところの第 1 段階と第 2 段階にまたがることになる。パートリッジにとってのその分
1

論文全体の論旨には直接関わらないが、本章には、この文化理論上の探究の側面の他に、もう 1 つの狙
いが込められている。それは、サイケデリック運動に関する新しい語り口を提示することである。サイ
ケデリック運動に関するこれまでの語り口は、題材が題材だけにというべきか、いささか硬直し多様性
を欠いているように思われる。ジャーナリズムによる興味本位や、青春時代の思い出話、運動の立役者
の英雄視によって、その多くが占められているように見える。もちろん、その反対側には、それより遥
かに大勢の、サイケデリック運動など（真面目に）語るに値しないと考える人びとが存在する。その状
況も手伝って、ドラッグについて語ること自体が難しくなっているように感じる。というのも（日本語
圏においてはとくに）いったんそれについて語るやいなや、内容以前に、それは、即座にドラッグに対
する肯定（とはいかないまでも擁護）と受け取られがちだからである。本章で、論旨を超えて試みよう
としているのは、ドラッグを単なる肯定・否定の評価軸ではない観点から語ることで、ドラッグを語る
ことの困難の軽減にわずかながらでも資することである。
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断線 2（1960 年）が、本論文においても節目となる。すなわち、本論文においては、53 年
第 2 の節目と捉え、
から 59 年までをサイケデリック運動の前期と見なす。次いで 65 年を、
60 年から 64 年を中期、65 年以降（69 年まで）を後期と見なす。60 年代の末、つまり運
動の後期が、運動の最盛期であることは論を俟たないが、50 年代、つまり前期に、とくに
ハクスリーの影響下で、60 年代末の昂揚への下準備が進められていたことは看過すべきで
はない。
1960 年が第 1 の画期に選ばれているのは、その年に、のちにサイケデリック運動最大の
扇動者となるティモシー・リアリーが、休暇中のメキシコではじめてマジック・マッシュ
ルームを口にし、すぐさま幻覚剤の研究に取りかかることを決心させるほど重要な体験を
したからである。これは、
（前期）サイケデリック運動が、53 年のハクスリーのメスカリ
ン摂取によって創始されたのと似ている。2 つ目の画期、すなわち中期と後期に引かれる
区画線は、それよりも濃い。両者を分かつのは、幻覚剤使用の普及と娯楽化である。これ
は、レスター・グリンスプーンとジェームズ・B・バカラーの観点からすれば、そのまま、
ヒッピー文化の台頭と言い換えることもできる。彼らは、ヒッピー文化を、サイケデリッ
ク運動の拡大による生成物と見なすからである。
「ヒッピー運動は、サイケデリック・イデ
オロギーの大衆化として、1965 年あたりから勢力を結集し、1967 年から 69 年の間にピー
クに達した。戦術上の理由から事実はしばしば不明瞭にされているが、ヒッピー生活の奥
義、秘跡、象徴の中核、集団アイデンティティの源泉は、サイケデリック・ドラッグによ
るトリップであることは間違いない」
（Grinspoon and Bakalar 1979=2000: 120）
。私たちはし
ばしば、サイケデリック運動をヒッピー文化と混同したり、ヒッピー文化に内属するもの
として捉えたりしがちだが、
むしろサイケデリック運動がヒッピー文化に先んじている点、
そしてヒッピー文化の形成に絶大な影響を及ぼした点は、ここで強調しておかねばならな
い。
以下、本章は、この時代区分に概ねしたがう形で議論が進行する。
（前期に相当する）3-2
節では、サイケデリック運動のバイブルとされる『知覚の扉』と、その時代的な背景――
とくに科学技術な側面について――論述する。つづく、
（中期に相当する）3-3 節は、サイ
ケデリック運動の“高僧”
、ティモシー・リアリーを中心に据えた論述になっている。1960
年から運動に参入する彼が、実験や人的交流を通じて、大学教授の職を追われながらも、
どのように運動の中心人物となっていったか、そしてどのようにサイケデリック体験の意
義を表明していったのかを追尾する。これを通じて、サイケデリック運動の社会心理的な
背景を明らかにする。
（後期に相当する）3-4 節では、運動の盛り上がりとともに、ドラッ
グ摂取体験に込められていた反脱魔術化の姿勢が徐々に薄まり、摂取それ自体が目的化し
ていく状況を描写する。そして、最後の 3-5 節では、対抗文化一般に関して呈示されてき
た従来の文化理論を検討することで、第 4 章への橋渡しとしたい。

2

ただし、厳密には、第 1 段階と第 2 段階の境が 1960 年であると明記されているわけではない。
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3-2 「知覚の扉を浄化する」（前期）
3-2-(1)

ハクスリーのメスカリン体験

あらゆる抵抗運動や革命がそうであったように、サイケデリック運動もまたいくつかの
有名な標語、語録を残している。わけても知名度が高いのは“ターン・オン、チューン・
”
（(cleansing)
イン、ドロップ・アウト”だが、これに次ぐものとして“知覚の扉（を浄化する）
the doors of perception）が挙げられるだろう。その出典たる『知覚の扉』
（Huxley 1954=1995）
は、ロック・バンド、ドアーズの命名の由来になったことなど些事に思えるほど、サイケ
デリック運動の最重要テキスト、
「サイケデリアの設立書」
（Haining [1975] 1998: 8）である。
とはいえ、知覚の扉という言葉自体は、著者のハクスリーの創案というわけではない。そ
れは、ウィリアム・ブレイクの「天国と地獄の結婚」の詩句 3から借用されたものである。
ハクスリーは『知覚の扉』のなかで、ブレイクのことを、薬物などによって「幻視者」に
変貌する必要のないオールタイムの「幻視者」だとし、自らが知覚したものを「文学的な
いし造形的シンボルで表現する力」をもつ人物だと評している（Huxley 1954=1995: 58-9）
。
なぜ『知覚の扉』がこれほど重要な書物になったのか？ それは、端的にいえば、同書が
幻覚体験の意義をはっきりと説明したからである。
本章冒頭に記したように、同書は、1953 年のハクスリーのメスカリン体験がもとになっ
ている。メスカリンとは、サボテンの一種ペヨーテに含まれる、LSD に似た幻覚作用をも
つ物質である。メキシコ中北部からアメリカ南部に分布するペヨーテ・サボテンは、古く
から先住民部族（ウィチョール族など）によって宗教儀式で用いられてきた。19 世紀末に
その活性成分メスカリンが分離され、1919 年に化学構造が特定された。1953 年当時、メス
カリンは、精神科医のハンフリー・オズモンドをはじめとする多くの精神科医・心理学者
によって、精神障害などの治療に利用できる見込みのある成分として研究されていた。52
年、オズモンドは、メスカリンとアドレナリンの分子構造上の類似性を指摘し、統合失調
症は自己酩酊の 1 つの形態として理解できるのではないか、すなわち、彼らはなんらかの
事情により、誤って幻覚物質のようなものを自己分泌してしまっているのではないか、と
の見解を公表し、精神医学界の注目を集めることになる（Lee and Shlain 1985=1992: 52;
Partridge 2005: 87）
。加えて彼は、もしそれが正しいとすれば、統合失調症の治療チームが、
意図的にメスカリンを摂取し患者の世界を追体験することによって、より肌理細やかな治
療体制を築けるのではないかと提案した。オズモンドの報告を読み、興味を引かれたハク
スリーは、すぐさま自ら彼の実験台になることを申し出る。そして、53 年 5 月、58 歳のハ
クスリーはメスカリンを体験する。
「私は即座にモルモットになることを承諾した。いや、
3

If the doors of perception were cleansed,
Everything would appear to man as it is: infinite.
なお、
『知覚の扉』の続編となる著作は、文字通り『天国と地獄』と名づけられており、ブレイクの影
響は大きい。
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こちらから熱心に望んだほどである。こうしてことは始まった。5 月のよく晴れた朝、私
はコップ半分の水に溶かした 10 分の 4 グラムのメスカリンを飲み干し、結果を待った」
（Huxley 1954=1995: 12）
。ハクスリーはその「結果」を、彼らしい冷静な観察眼と豊かな
筆致で描きあげ、翌 54 年、エッセイ集『知覚の扉』として公刊する。
ハクスリーとオズモンドの交友関係は、しかし、サイケデリック運動にとりそのバイブ
ルを世に送りだしたというだけに留まらず、その摂取体験を的確に表わす言葉を、新たに
言語体系のなかに登録させたという点においても決定的である。すなわち、サイケデリッ
クという言葉 4は、1956 年の彼らの書簡（詩）のやり取りを通して生まれた（Huxley 1980:
107）
。ハワード・S・ベッカーの『アウトサイダーズ』5（Becker 1963=1978）にはじまり、
多くの社会学・文化研究がこれまで示してきたように、およそ（サブ）カルチャーにおい
てラベリング、ネーミングの問題は、文化政治（学）的に極めて重要である。この問題か
らすれば、サイケデリック運動は（メディアの側ではなく）運動の当事者が運動の萌芽期
にそれまで存在しなかった語を造りだし、以後、内部の人間からも積極的に用いられたと
いう点において極めて特殊な事例といえるだろう。ハクスリーが提案したのは
「phanerothyme」だった。それに対しオズモンドが提案したのが「psychedelic」だった 6。
翌 57 年、オズモンドは精神分析学会でこの新語を紹介する。これは、ギリシア語のψυχή
／psyche（
「霊魂」
「生命」の意）とδηλείν／deleinあるいはδηλοῦν／deloun（ともに「明らか
にする」の意）に由来するとされる。サイケデリックには、だから魂を現わす
（mind-manifesting）という意味が込められている。
だが、ハクスリーがはじめて自身の薬物体験を描写しえた近代作家というわけではもち
ろんない。たとえば英国ロマン派の詩人サミュエル・テイラー・コールリッジが『クブラ・
カーン』
（1816 年）を、トマス・ド・クインシーが『阿片常用者の告白』
（1822 年）を、ま
たフランスに目を転ずれば、シャルル・ボードレールが、
「ハシッシュの詩」や（ド・クイ
ンシーの『告白』の紹介でもあった）
「阿片吸引者」の収められた『人工楽園』
（1860 年）
を書いている。
『知覚の扉』はそうした、最低でも 1 世紀以上前から存在する、“ドラッグ

4

5

6

なお現在、サイケ（デリック）という形容は、あるポピュラー音楽（ないし芸術）のジャンル、スタイ
ルを指示する語としてむしろ通用する場合があるが、本論文の立場では、それらはあくまで当該運動の
周辺的事象に過ぎない。また、
「psychedelic」とほぼ似たような意味で使われる言葉に「hallucinogen(ic)」
がある。1979 年には、それらに代替するものとして「entheogen(ic)」という言葉が提起され、一部で用
いられてきた。これは「内面に神を生じさせるもの」を含意しており、向精神物質の宗教的・神秘主義
的なポテンシャルを強調した言葉である。
『アウトサイダーズ』は、マリファナを使用するジャズ・ミュージシャンたちの優れたエスノグラフィ
ーで、逸脱者・集団および逸脱行為と、外から貼りつけられるラベルとの構築的な相互作用関係を明ら
かにした文化社会学の古典である。ベッカーはこれを「ラベリング理論」と名づけた。
『アウトサイダ
ーズ』は、加えて、
（下位）文化集団をドラッグ使用という習性の観点から分析した、先駆的なドラッ
グ文化研究書としても重要である。
To make this mundane world sublime,
Take half a gram of phanerothyme.
というハクスリーに対し、オズモンドはこう返した。
To fathom Hell or soar angelic,
Just take a pinch of psychedelic.
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文学”とでもいうべき文学史の系譜に位置づけることができる。しかも、それらは単に作
家個人による探究だったわけでは必ずしもなく、1840 年代のパリには、詩的想像力の刺激
剤としてのハシッシュ体験を追究するハシッシュ・クラブ（Club des Hashischins）なるク
ラブが存在した。テオフィル・ゴーチエやジェラール・ネルヴァルを中心とする同クラブ
に、ボードレールも在籍していた。さらに、そこからおよそ 1 世紀を経たフランスには、
詩人・画家のアンリ・ミショーがいる。彼は、ハクスリーとほぼ同時期の 1954 年末 7に、
ハクスリーと同じメスカリンの摂取実験を開始している。その成果は、『みじめな奇蹟』
（1956 年）や『荒れ騒ぐ無限』
（1957 年）などにまとめられ、とくに前者は、
「『知覚の扉』
と双璧をなすメスカリンの実験報告書」
（河村 1980: 182）とも呼ばれている。
西洋において、メスカリンは、その分離が成功した 19 世紀末ごろから、19 世紀の詩人
たちにインスピレーションをもたらしてきたアヘンやハシッシュに取って替わるようにし
て、徐々に広まりだした。この新奇なドラッグでいち早く実験を試み結果を分析・公表し
た人物の 1 人に、イギリス出身の性心理学者ハヴロック・エリスがいる。エリスは、1897
年、ハクスリーに先立つこと 50 年以上も前に、メスカリン実験を行っている。エリス本人
に加え、芸術家１人と詩人 2 人に試みた実験の結果が、1898 年に投稿された論文――明ら
かにボードレールを意識したタイトルの――「メスカル＝新しい人工楽園」
（Ellis [1898]
1961=1990）にまとめられている。自らを含む被験者たちの、感覚、とくに視覚の変化、
つまりは、メスカリンによってどんな幻覚が見えたかに関する細かい記述で紙幅のほとん
どを費やしたのち、エリスは、メスカリンとこれまでの酩酊物との違いに言及している。
アルコールやハシッシュが、その作用において知的活動を阻害するのとは違って、
「メスカ
ルを服用した被験者は、周囲が感覚的に騒乱状態に陥っても、冷静そのものであり精神は
集中し、通常の状態のように判断力は明晰である」
。「メスカルはあらゆる幻覚剤の中でも
並はずれて知的な魅力を持っているが、それはメスカルが感覚の中で最も知的な部分に主
に影響を与えるからだ」
（Ellis [1898] 1961=1990: 141）と結論づけている。
『知覚の扉』は、
冒頭にその名が出てくることからも推察されるように、このエリスの実験の影響を受けて
いる。ハクスリーもまた、エリス同様、
『知覚の扉』において幻覚体験による色彩豊かな視
覚イメージを活き活きと描写した。だが、彼は、あくまで科学的な観察者の位置にいるエ
リスとは異なり、メスカリン摂取の結果（たとえば視覚的変化）を描写するに留まらず、
そこに形而上学的な議論をもちこむことによって、メスカリンの「知的な魅力」の実践的
な意義を示してみせた。ここに『知覚の扉』のインパクトがあった。
「知覚の扉が浄化される」とはどういうことか？

ハクスリーはそれを、哲学者チャー

リー・D・ブロードの、アンリ・ベルグソンについての議論をヒントに、
「偏在精神」
（Mind
at Large）状態に至ること、と説明する。この語をもちだすことで、彼は、素朴な“現実”
と“幻覚（剤による体験）
”の観念を転倒させた。私たちが日々、現実として知覚している
のは、ハクスリーによれば、世界の真の姿、現実ではない。それは、脳や神経系がフィル
7

小海 2007: 420 参照。
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ターのような役割を果たすことで多様で膨大な情報がカットされた、一種、還元された世
界である。脳や神経系はそのとき「減量バルブ」の働きをしている。それは必要のない情
報まで処理するのを防ぐ生存上の戦略でもある。
「しかしながらある種の人々は減量バルブ
を迂回するバイ・パスのようなものを生まれつき持っている。そうでない人の場合は、一
時的なバイ・パスが自然発生的もしくは意図的な『精神修行』の結果として、あるいは催
眠状態によって、あるいはまた薬によって得られることがある」
（Huxley 1954=1995: 27）
。
私たちはみな、ある意味では潜在的に、偏在精神状態にある。減量バルブのなんらかのト
ラブルによって、期せずして、偏在意識状態に至ることがある。幻覚剤の摂取はその一例
である。この意味において、幻覚体験が見せるのは、私たちは通常そう思うような“幻覚”
などではない。むしろそれこそが、ハクスリーによれば、
“現実”に他ならない。生起する
現象をありのままに、社会的・文化的なバイアスが入り込む余地なく知覚することを幻覚
剤は一時的にせよ可能にする。それは、いわば――ハクスリーが実際に別の場所でそう説
明しているのだが（Huxley 1961a=1964: 387）――手垢にまみれた言語という表象システム
を介さずに物事を原初的に体験することである 8。
トリップ

幻覚剤はあくまで 1 つの乗り物にすぎない。
（当面の）
目的地は偏在精神にある。
その旅程
――「知覚の扉を浄化すること」――は、より一般的に、意識変容（あるいは意識拡大・
精神拡張など）と言い換えられるだろう。幻覚剤の摂取は、そう定義されることにより、
単に快楽が目的なのではなく、意味のあるもの、いまこの時代にこそ必要な啓蒙の手段と
して位置づけられた。
［サイケデリック］ドラッグ文化はマリファナ吸引や長髪にとどまるものではなく、
重要なものごとにおける習慣、考え方を変化させた。通常の覚醒意識の境界の侵犯
は、もはや社会的身分をもたない変人や過激派グループ、自分から志望した個人的
冒険家たちだけの趣味ではない。サイケデリック・ドラッグは、意識の変容状態へ
の接近を極端に単純化し、またこうした状態の体系的な探求をうながし、そして「意
識の変容」という共通の通貨をつくったのだ。
（Grinspoon and Bakalar 1979=2000:
146-7）
意識変容という意義深い体験のためだから、と、幻覚剤使用は正当化される。『知覚の扉』
は、その文化思想をしたためた綱領だった。
3-2-(2)

意識変容の時代

1950－60 年代は、たしかに意識変容の時代だった。科学技術の面でも、社会心理の面も
8

たとえば、日本にかつてあった雑誌『思想の科学』の 1971 年の「ヒッピーの哲学」特集号に所収され
た、
「ヒッピーにとってクスリとは何か」というエッセイのなかで、三島次郎はハクスリーばりにこう
結論づけている。
「わたくし流にいえば、クスリとは、まず『言葉の外の力』である。すべてを権威主
義的把握におしこめてしまう言語からの解放への第一歩は、どこかへ行けば言語の外になってしまうよ
うな場所がある、という実感を持つことだ。クスリはそのときの力になる」
（三島 1971: 32）
。
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そうだった。決してハクスリーやオズモンドだけが、飛び抜けて先進的だったわけではな
い。
“どう意識変容するのか”と“なぜ意識変容するのか”に対する答えの準備が、20 世
紀半ばに整ったのであり、
サイケデリック運動の拡大の背景は、そこにあると考えられる。
つまり、精神薬理学の発展というテクノロジーと、
“こんな社会は嫌だ”という若者たちの
フラストレーションという両輪が揃わなければ、サイケデリック運動はここまで拡大しな
かっただろう。
そもそも、なぜハクスリーが自ら実験台を志願するほど、この種の医薬品に興味を抱い
ていたのかは筆者にはまだ確認できていない。しかし、そこから遡ることおよそ 20 年も前
に発表された彼の代表作、前章でも言及した『すばらしい新世界』にはすでに、ソーマと
呼ばれる万能薬が登場することはよく知られている。その名は、古代インドの聖典『リグ・
ヴェーダ』に出てくる神格化された向精神性植物の液体――記録された人類最古のドラッ
グ――の呼び名から来ている。ソーマは、この、極限まで脱魔術化された社会で人びとに
癒しと気晴らしを与える薬である。それは、まったく副作用のない「完全な薬剤」
（Huxley
1932=1974: 66）であり、
「キリスト教と酒のあらゆる長所を含んでいて、しかもその短所
は一切含まれていない」
（Huxley 1932=1974: 67）。
『新世界』はディストピアを描いたフィクションだったが、1950 年代の終わりには、
「人
間の潜在性」に関する講演のなかでハクスリーは次のような展望を示している。
薬学者たちにきいてみると（……）体にとって重大な危害がなく、目立った影響
も及ぼさずに、頭の潜在力を実現するのを助けるような化学薬品をみつけることは、
十分予想できることだそうです。
想像できることは、いわゆる精神賦活剤というものは、すでにうつ病の治療など
でめざましい効果をあげていますが、それに似たもので、さらにずっとすぐれた薬
物であります。心の底からの幸福感を生じさせる物質を想像することは可能です。
（Huxley [1959] 1978=1983: 284）
また、同様の主旨の別の講演（1961 年）でも、
「明らかに、われわれが目ざしている望ま
しい潜在能力の主要なものの一つは、よりすぐれた知性という潜在能力である。
（……）人
間の知性を全面的に改善するため、
なにか薬理学的手段がほどこせるように見える。
（……）
この知性改良剤をすべての人に分配することによって民主制度が強化できることはあきら
かである」
（Huxley 1961b=1966: 13）と語っている。こうした期待は、現代の目からすると、
いささか楽観的に映る。だが、ハクスリーが、副作用の極めて少ない――まさにソーマの
ような――「頭の潜在力を実現する」薬だとか「心の底からの幸福感を生じさせる」薬を
夢想していたのも、故なきことではない。なぜなら、1950 年代から 60 年代とは、化学物
質や電気刺激によって積極的かつ効率的に知覚や感情を変調させようとする技術と発想が、
広く人口に膾炙していった時代だといえるからである。

54

多くの教科書に記されるように 9、向精神薬の研究・開発は、1952 年――サイケデリッ
ク運動がはじまる前年――のクロルプロマジンの“発見” 10を端緒とする。これを契機に
多くの試行錯誤を経て、60 年代には、精神医療における薬物療法が一般化する。すぐにあ
とで述べるLSDも含め、のちにサイケデリックスとしてもてはやされることになる諸物質
も、そうした製薬の開発・研究過程のなかで発見され、他の医薬品（候補）と同じように、
治療効果が調査されてきた。結局のところ、現在、禁止薬物に指定され、取り締まられて
いるものは、70 年代以降に製造されるデザイナー・ドラッグ 11（あるいはオーダーメイド・
ドラッグ）を除けば、どれもはじめは薬だったといっていい。
ドラッグの典型的な経歴は、人間や動物のさまざまな病気に効能が謳われる高価で
珍奇な薬として始まる。ひとたびその楽しさや意識を変える性質が知れ渡ると、治
療の世界のものではなくなって、大衆に消費されるようになる。その過程で政治的
な評価も変わっていった。酒、タバコ、アンフェタミンなどのサイコアクティヴ物
質が医療以外に広く使われるようになると、議論、警戒、そして当局による介入を
引き起こす。大規模な社会はすべて、医療目的の利用と医療以外の乱用をどこかで
区別して、結局はこの区別を国際的なドラッグ管理体制の道徳的法的な基礎とした。
（Courtwright 2001=2003: viii）
それは最初から問題児なのではない。いつしか問題児になる 12。ドラッグがつねに、医療
という営為の副産物であるとすれば、サイケデリック運動は、精神薬理学の副産物といえ
るかもしれない。
サイケデリック運動の主役、
（右旋性）リゼルグ酸ジエチルアミド、すなわちLSD-25 も、
やはり医薬品の開発過程で産声をあげた。リゼルグ酸アミド系列のうち 25 番目の化合物で
あったLSD-25 は、麦角アルカロイドを研究していたアルバート・ホフマンによって、1938
年に合成された。スイスのバーゼルを拠点とする名門製薬会社、サンド社の研究員であっ
たホフマンは、そのとき血流を良くする薬の研究に従事していた。38 年に合成されたLSD
だったが、期待された効果が認められなかったためすぐには研究対象とはならず、改めて

9

「1952 年を境として、治療学の分野から精神薬理学は飛躍的な発展を遂げた。それは神経遮断薬の原型
ともいうべきクロルプロマジンがフランスで発見され、精神病にたいして新しい薬物療法が導入された
ことによる」
（Deniker 1966=1968: 9-10）
。
10
ただし薬物の歴史における“発見”は、北垣徹のいうように、さまざまな段階を指して使われるから注
意が必要である。たとえば“最初に抽出・合成された時点”を発見ということもあれば、
“有効性がは
じめて認識された時点”を発見ということもある。クロルプロマジンの 1952 年の発見は、
“追試によっ
て確認された時点”を指している（北垣 2009: 217-8）
。
11
デザイナー・ドラッグとは、すでに存在する向精神薬の分子構造の一部をマイナーチェンジして生み出
される向精神薬のことである。そこには、法的規制の網の目をくぐる意図もある。元ダウ・ケミカルの
研究者で、MDMA を再合成したことでも知られるアメリカの薬理学者、アレクサンダー・サーシャ・
シュルギンは、何百種類ものデザイナー・ドラッグを生み出した幻覚剤のスペシャリストとして（悪）
名高い。
12
精神科医の片田珠美は、この「医薬品のドラッグ化」という「烙印を押される軌跡」の、かつての典型
例としてアヘンを、現代的な例としてリタリンを挙げている（片田 2007: 67-74）
。

55

分析されたのは、5 年後の 1943 年のことだった。その 4 月、5 年前の成分が気になり、再
び分析を試みたホフマンは、突如、作業中に眩暈を覚え、万華鏡のような幻想を見ること
、、、
になる。犯人を例の成分だと踏んだホフマンは確証を得るため、わずか 0.25mgで自己実験
を試みる。その量は、
（当時）世界に存在する毒性物質から推して人体に深刻な危害がない
とされる量だった。だが、のちに判明するところによれば、それはじつに、適量の 4 倍も
の量だった。自己実験の結果、ホフマンは激しい眩暈を感じ、ろくに会話もできず、死を
覚悟するほどの凄まじい幻覚体験をする 13。ここに「問題児」――とホフマンが呼ぶ――
LSDの真の姿が顕わになった。LSDは、その幻覚作用もさることながら、ごく微量であっ
ても十分かつ長時間の効果を期待できる非常に強力な化合物であり、加えて、生産が容易
であるなどの点に、特徴がある 14。
こうして生まれたLSDには、主として精神疾患やアルコール中毒に対する治療効果が期
待され、1950 年代を通じて研究が進められた。実際に高い治療率・回復率を報告する「LSD
療法」の臨床例も数多く存在した。ここではまだ“ドラッグ”ではない 15。サイケデリッ
クという言葉の生みの親、オズモンドも、精神科医として 51 年からカナダのサスカッチワ
ンの病院でLSDとメスカリンを使った研究を開始している。ビート詩人にしてヒッピー文
化の中心人物でもあったアレン・ギンズバーグがはじめてLSDを経験したのも、カリフォ
ルニアの精神調査研究所での実験（59 年）だったといわれる。1950 年の時点では、LSD
のみを対象とした科学論文の数は年間わずか 6 本だったのに対し、6 年後にはじつに 118
本にまで膨れあがることになる（Grinspoon and Bakalar 1979=2000: 105）
。だが、LSDに注
目したのは、医者やセラピストばかりではない。CIAや米軍もまた、その強い効力に早く
から注目し、自白剤やマインド・コントロールの道具として研究・実験を繰り返していた。
13

以上の有名な LSD 発見物語は多くの文献に記されているが、2006 年 1 月にバーゼルで開かれたホフマ
ン博士 100 歳の誕生日を祝う国際 LSD シンポジウムのなかで、ホフマン自身が昨日のことのように活き
活きと語っている様子を映像で見ることもできる（
『LSD――プロブレム・チャイルド＆ワンダー・ドラ
ッグ』
）
。
14
「LSD は服用量が少なくても強力な効果をもたらす点で、ドラッグの中でもユニークな存在である。
（…
…）1 グラムの純粋な LSD から、理論的にはそれぞれ 100 マイクログラムからなる LSD が、1 万回分取
れる（……）LSD は無味無臭で、液体に混ぜることができる。つまり、やり方によっては、切手の裏側
に数百回分を潜ませることも可能である。刑務所の塀も LSD の侵入を防げないし、国境も同様であった。
必要な技術さえあればそれはどこでも製造が可能で、即座にどこへでも輸送が可能であった。数百万回
分の LSD を極めて少人数で製造することができたし、事実製造された。こういった供給源をめぐって巨
大な市場が形成された」
（McKenna 1992=2003: 286-7）
。
15
ごく一般的に使用されるこの言葉だが、厳密に定義しようとするとたちまち壁にぶつかる。定義を困難
にしている理由の 1 つに、カフェイン、アルコール、ニコチンなどの嗜好品（成分）の存在がある。そ
れらは精神に作用する点において、いわゆるドラッグとなんら変わるところはない。実際、歴史家のデ
ィヴィッド・コートライトが書いた向精神性（psychoactive）物質の近代史のなかで、それらは「ビッグ
スリー」と呼ばれ、
「リトルスリー」のアヘン、大麻、コカとともに論じられている（Courtwright 2001=2003）
。
加えて、一般にドラッグかどうかを判断する特性であるところの“耐性”や“依存性”も、それらはき
ちんと備えている。にもかかわらず、それらを含有する飲料、嗜好品を（一定の年齢以上の人間が）所
持、売買、摂取することは、
（現代の先進各国において）違法行為に当たらず、アヘンや大麻と異なり、
通常ドラッグとは見なされない。いずれにせよ、以下、本論文においてドラッグという言葉は、基本的
に法的な規定に準拠し、麻薬や向精神薬に関する国際的な条約で指定される向精神物質を含有する薬
物・植物を指して用いることとする。端的にいえば、医療目的以外での使用が禁止されているもののこ
とである。
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マーティン・A・リーとブルース・シュレインの共著『アシッド・ドリームズ』は、この
点を丹念に追った著作である。
CIA がはじめて LSD に関心を持ったとき、合衆国全体ではほんのひとにぎりの科
学者しかこの幻覚剤の研究にたずさわっていなかった。
（……）CIA の精神操作専
門家たちは、これはいけると見た。そうとうな予算を擁していたから、CIA にとっ
て最大限役に立つ技術と専門知識を持った学者たちの業績づくりに手を貸してや
れる立場にあったのだ。ほとんど一夜にして、LSD 研究調査助成金が新たに助成金
市場に登場、CIA の助成窓口にあたるゲシクター医療調査基金、人間エコロジー研
究学会、ジョサイア・メーシーJR 財団などからどしどし学者たちの手にわたりは
じめた。
（Lee and Shlain 1985=1992: 25-6）
CIA が LSD に興味を持ったのは、諜報戦における武器に利用するためだったが、
合衆国陸軍の場合はもっと壮大な利用法を考えていた。冷戦のあいだに陸軍の首脳
部は、地上戦闘を革命的に変える新手の化学兵器を開発できるかもしれないという
ので、夢中になった。例えば、軍用機で敵領土に侵入、一帯に「発狂ガス」をまき
散らして住民の頭脳を狂わせ、抵抗の意識をそいでしまうというのはどうか？（Lee
and Shlain 1985=1992: 40-1）
諜報戦で有利な情報を得るためにしろ、無血で軍事介入を果たすためにしろ、LSD は冷戦
時代に似つかわしい新手の武器として有効性が検証されていった。意識をコントロールす
るためのその武器はしかし、やがて意識をエンラージする「愛と平和」の道具へと変貌す
ることになる。
3-2-(3)

対象化される脳と心

精神薬理学とその技術の向上は、薬によって精神や意識の変容、調整、あわよくば操作
を実現しようとする発想、いわば《精神薬理学的な発想》の浸透と同期している。1960 年
代から人工授精や遺伝子操作などのバイオ・テクノロジーの発展にいち早く警鐘を鳴らし
ていたゴードン・ラットレー・テイラーは、1968 年に出版された著書『人間に未来はある
か』
（原題『The Biological Time-Bomb』）のなかで、こんな指摘をしている。
「われわれの
気分をコントロールできる可能性は、いつでも手近な所にころがっていたのに、それを科
学的に解明しようとしだしたのは、ごく最近のことだという事実は、まことに驚くべきこ
とである」
（Taylor 1968=1998: 137）
。たしかに、たとえば 1961 年にカリフォルニア大で開
催された、その名も「精神のコントロール」と題されたシンポジウムでは、ハクスリーの
「人間の潜在能力」の講演とともに、「精神作用の生理学的基盤」
「精神薬理学の化学的境
界」
「心のコントロールと薬物」といった医学者らによる発表演目が並んでおり、その時代
的関心をうかがわせる。またCIAの科学技術本部に、50 年代から 60 年代にかけてMKウル
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トラ計画と呼ばれるマインド・コントロールの研究班が存在したことが知られている 16。
まさにサイケデリック運動のはじまる 1953 年に、化学者シドニー・ゴットリーブによって
組織されたこのプロジェクトにおいては、実際にLSDを使ったテストも数多く行われてい
た 17。そもそも、
（必ずしも薬物を使うとは限らないとはいえ）洗脳という発想自体、クロ
ーズアップされたのは 50 年代である。もとは思想の獲得を意味する中国語で、それをその
まま英訳したbrainwashingは、1950 年開戦の朝鮮戦争をきっかけに広く知れ渡ったとされ
る。ハクスリーの精神薬理学への期待や『知覚の扉』が、まさにこうした時代状況のなか
で生まれたものであることは踏まえておかねばならない。遠藤徹が指摘するように、
『知覚
の扉』は、この意味で「精神が化学物質の作用をうける物質的なものであることを示した
重要な書物だったといえる」
（遠藤 2005: 90-1）だろう。
こうした 20 世紀中葉以降の、精神に働きかける科学技術の発展は、人びとの精神に対す
る認識に、ある一定の変化をもたらしたと考えられる。つまり、人間の意識や感情は、何
らかの外部からの働きかけによって、たとえば LSD のようにわずか 0.05mg 以下の摂取で
あっても、いとも簡単に（しかし完全な崩壊には至らない程度で）変調させることができ
てしまう、という認識の強化である。このことは、同時にまた、精神なるものが実体的な
化学物質のイメージに投影されること、すなわち、
「精神的本質は、内なる深奥というより
はむしろ外面に、さらに取り出してそこに置けるような物に、例えば分子構造の同定され
た神経伝達物質に、あるいは一個のカプセルに入った薬物になった」
（小笠原 1991: 206）
という認識上の変化とも繋がるだろう。精神なるものを化学物質に投影することは、さら
にいうならば、精神疾患をある特定の化学物質群に投影することとも共鳴している。1990
年代の米国におけるプロザック・ブームを後押しした書籍のうちの 1 冊、エリザベス・ワ
ーツェルの『私は「うつ依存症」の女』（原題『Prozac Nation』）には次のような記述があ
る。
「プロザックの服用を決めてはじめて、私は診断を受けたのだった。薬の開発が病気の
、、、
診断をもたらすことは（……）精神病の分野では決して稀なことではないという。物質つ
、、、、、、 、、、、、、、、、、
まり医薬品が、症状の結果を決定するという、まさしくマルクス主義的精神薬理学と言え
るかもしれない」
（Wurtzel 1994=2001: 233，強調引用者）
。客体化され、
「取り出してそこ
、、
に置けるような物」となったそれは、科学的に仕組みを解明することができるし、操作し
たり、用途に応じて設計しなおしたりすることができるはずだ。このテーマは、第 5 章で
改めて扱う。
しかし、それにしても、なぜそうまでして意識を変容させねばならないか？ なぜ「偏
在精神」に至る必要があるのか？ サイケデリック運動に関していえば、それは、究極的
には、社会を変えるためだったといっていい。幻覚体験は個人の意識を変革し、それは社
会（世界）の変革に供するだろう――この信憑こそが、サイケデリック運動の中心的教義
である。セオドア・ローザックは、ほとんど同時代に書かれた先駆的な対抗文化論のなか
16
17

Camellion 1978=1994: Ch.6 など参照。
ただ「MK ウルトラ計画」は極秘計画で、かつ関連文書もかなり破棄されてしまっているので依然、謎
も多く、半ば過剰に伝説化しているきらいもある。
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で、この教義を卓抜にもこう定式化している。「『サイケデリック革命』は次のような単純
な三段論法に帰着する。現在支配的な意識の在り方を変えることは、世界を変えることで
ある。麻薬の使用は、
『なされたわざから』
（ex opere operato）
、現在支配的な意識の在り方
を変える。ゆえに麻薬の使用を普及させることは、世界を変えることである」
（Roszak 1969:
168=1972: 211）
。意識変容を通じた社会・世界の変革可能性こそ、サイケデリック運動に
遍く共有される文化思想である。
しかし、私たちはまたここで新たな問いにぶつかるだろう。サイケデリック体験が社会
の変革につながるのだとしても、なぜそんなに社会の変革が求められるのだろうか。サイ
ケデリック運動を調べるにつけ、改めて気づかされるのは、そうした社会変革への強固な
意志である。これについて考えることは、サイケデリック運動の、というより、おそらく
それを含むカウンター・カルチャーの出現の必然性について考えることでもあるだろう。
次項では、ティモシー・リアリーの言動に寄り添いながら、その社会心理的な背景――本
論文の考える、精神薬理学とはまた別の、もう 1 つのサイケデリック運動の背景――を浮
き彫りにする。

3-3 「ドラッグは 21 世紀の宗教だ」（中期）
3-3-(1) ハーバード・シロシビン・プロジェクト
そのとき、彼は、メキシコにいた。40 歳。1960 年の夏、アメリカ心理学界のホープ、テ
ィモシー・フランシス・リアリーは、メキシコのクエルナバカにいた。57 年に著した『イ
ンターパーソナル人格診断法』で高評価を得ていたリアリーは、59 年からハーバード大学
の「人格研究センター」の教授ポストに就いていた。夏期休暇で家族やハーバードの同僚
らとメキシコに来ていたリアリーは、当地でひょんなことから幻覚キノコを口にする。後
年、彼はその体験のインパクトを自伝でこう回想している。
メキシコのあの庭でキノコを食べて以来 21 年間、私はこの脳の回路と、その回
路が過去と未来の進化においてどんな意義を持っているかという研究、分類に時間
とエネルギーのほとんどを費やしてきた。クエルナバカのプールサイドでの 4 時間
で、それまで 15 年間に勤勉な心理学者として学んだことよりはるかに多くの心理、
脳やその構造についての知識を得た。（Leary [1983] 1990=1995: 51）
たしかにその体験は、リアリーの人生を大きく左右したといって差し支えない。それは、
他の運動の立役者たちに比べれば、いささか遅いサイケデリック初体験だった。
幻覚キノコは、当時、一部で話題になっていた。1957 年に、ゴードン・ワッソンという
人物の、メキシコでのマジック・マッシュルーム探検記が、17 ページにもおよぶ特集記事
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で、雑誌『ライフ』の 5 月号に掲載されていたからである 18。古来より現地で「テオナナ
カトル」
（ナワトル語で「神の肉」の意）と呼ばれてきた聖なるキノコは、かねてから一部
の愛好家や植物学者の興味の対象だった。J・P・モルガン銀行の副頭取であったワッソン
もその 1 人で、彼はすでに 1930 年代からキノコとその調査にのめり込んでいた。また、そ
の翌年の 58 年には、LSDの生みの親ホフマンが、依頼を受けて、マジック・マッシュルー
ムの幻覚成分の特定、合成に成功している。その 2 つの分子構造――ほとんどのマジック・
マッシュルームに含まれる――は、
「シロシビン」と「シロシン」と命名された。ホフマン
はつまり、LSD、シロシビンといういわば 2 大「サイケデリックス」の両方ともを発見し
た人物となった。
ここで基本的な事実をおさらいしておくと、サイケデリックス、すなわち幻覚剤は、同
じドラッグといえどもアヘンやコカインとは、その利き方も依存性もまるで別様である。
向精神性の物質や植物を大別するとすれば、フランスの精神科医、ジャン・ドレー 19によ
って提案された、以下に示すような、作用にもとづく 3 分類が一般的である。①「抑制剤」
：
ここには、アヘン類（モルヒネ、ヘロイン）、大麻、トランキライザーなどの抗不安薬が含
まれる。
またいわゆるドラッグではないがアルコールもここに含めることができる。耐性、
身体依存性がとくに強いのはこのタイプとされる。日本で俗に「ダウナー系」と呼ばれる。
②「昂奮剤」
：ここには、アンフェタミン類（覚醒剤、MDMAなど）、コカイン、抗うつ剤
が含まれる。またいわゆるドラッグではないがカフェインもここに含めることができる。
日本で俗に「アッパー系」と呼ばれる。そして、③「幻覚剤」：ここには、LSD、DMT、
メスカリン、シロシビンが含まれる。これが、サイケデリックスと呼ばれる。もちろん大
抵の分類がそうであるように、この分類もまた完全とはいえない。たとえばマリファナ（乾
燥大麻）は、基本的には①に含まれるが、③のような働きもする場合もある（だからサイ
ケデリックスというときに、マリファナも含まれる場合がある）。またMDMAも、メタン
フェタミンに類似の分子構造をもつことから（アンフェタミンないしメタンフェタミンを
含有する覚醒剤と同じ）②に分類されているものの、③のように作用する場合もある。こ
うした分類とその例外は、
日本の厚生労働省作成のパンフレットにも見ることができる
（下
記【資料 3-1】参照）
。

18

ハクスリーも 1956 年のオズモンド宛の手紙のなかでワッソンについてふれている（Huxley 1980: 105）
。
ただ些末なことだが、ハクスリーがそこで言及しているのが『ライフ』の記事だとすると、年が合わな
い。
19
ドレーは、ピエール・ドニカーとともにクロルプロマジンの治療効果を「発見」し、精神医療における
薬物療法の道を拓いた人物である（Deniker 1966=1968: 50-1）
。なお、人類学者の蛭川立は、この分類を
踏襲したのち、西洋文明においては①＝プレモダン、②＝モダン、③＝ポストモダンという時代的な照
応関係を見出すことができると指摘する（蛭川 2002: 204）
。ただ、その蛭川の図式では、1980 年代後半
以降に、むしろ抗うつ剤や MDMA など②の興奮剤タイプにあたる（ただし作用は比較的穏やかな）ド
ラッグが脚光を浴びてきた点を説明できない。
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本論文の分類で③

本論文の分類で②
本論文の分類で①

【資料 3-1】 「新国連薬物乱用根絶宣言」パンフレット（※左 1/4 カット）

一口にドラッグといっても、さまざまである。さまざまではあるがしかし（逸脱的な）
文化集団・サブカルチャーはそれぞれに、中心となるドラッグをもっていることが多い。
モッズならアンフェタミン、サイケデリック運動なら LSD、レイヴなら MDMA（エクス
タシー）といった具合に。どの特定のドラッグと親しいか（そうでないか）は、その集団
の性質に関わる大きな問題の 1 つといえるかもしれない。たとえばそれは服装が各集団に
とって重要な意味をもつのにも似ている。ただしドラッグの場合は、単なる好み、美学の
問題というより、流通や経済事情といった要因の方が大きく作用するように思われる。
ビート運動は、ドラッグ・カルチャー史において、サイケデリック運動にとっての兄の
ような存在だが、たとえば彼らの中心的なドラッグは、サイケデリックスではない。1940
年代半ばのニューヨークで出逢ったウィリアム・バロウズ、ジャック・ケルアック、アレ
ン・ギンズバーグらは、50 年代を通じ、それまでにない新しい文学（詩）の地平を切り開
き、若者たちの指示を得た 20。彼らの文学的実践には、旅することが――物理的な意味で
20

なお、サイケデリック運動がはじまると本論文で定める 1953 年は、じつはビート運動によっても極め
て重要な年である。というのは、この年は、バロウズの『ジャンキー』が刊行された年であり、またサ
ンフランシスコのコロンバス・アヴェニューに「シティ・ライツ・ブックス」が開業された年でもある
（Haining [1975] 1998: 7）
。詩人のローレンス・ファーリンゲッティが開いたこの小さな出版社は、創業
から 3 年後の 56 年に、
「シティ・ライツ・ポケット・ポエッツ・シリーズ」の第 4 巻として、ギンズバ
ーグの『吠える』を出版する――そして、その廉で訴えられる――ことになる「ビート・ジェネレーシ
ョンの司令本部」
（Wolfe 1968=1971: 9）であった。ビート運動がまさに成長期に入るとき、サイケデリ
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も、精神的な意味でも――含まれていた。たとえば『路上』は、ケルアック自身の放浪体
験をベースに、ベンゼドリン（アンフェタミンの商品名）を摂取して一気に 3 週間で書き
あげられたといわれる。だが、ビートニク 21（そして、同時代のもう 1 つのヒップスター
集団、ビバップ・ジャズ・ミュージシャンたち）にとって中心的なドラッグは、ヘロイン
だった。いや、というより、彼らはほとんど選り好みしていなかったように見える。そし
てその作法は、どこか自己破滅的であった。アメリカの「ヒップ」
（格好よさ）に関する詳
細な文化史をものしたジャーナリストのジョン・リーランドは、ヒップとドラッグの関係
についてこう述べる。
「大部分の人間は快楽のためドラッグを使用するが、ヒップは不快を
ともなうレベルまで、より強くドラッグに執着する。こそこそ麻薬を入手したり、副作用
のリスクを負ったり、抑えがたいドラッグへの渇望を感じるまで。取り返しのつかないこ
とが起こらぬようでは、ドラッグにまったく意味はない」
（Leland 2004=2010: 415）
。自己
破滅的なドラッグ使用者のみが、ヒップスターになれる。こうしたドラッグに対する態度
は、19 世紀のロマン派の詩人たちのそれとも違うし、サイケデリック運動のそれとも重な
らない。リーランドは、こうもいっている。
「ティモシー・リアリーは、マリファナやサイ
ケデリックのような『生命のドラッグ』と、ヘロインやコカインのような『死のドラッグ』
とを区別していた。ヒップのロマンはおおむね後者のドラッグに属している。さらに煎じ
詰めるとそれはヘロインについての物語である」
（Leland 2004=2010: 420）
。ビートニクに
とってのドラッグはLSDではなかったし、彼らはその体験に啓蒙的・教化的な意義など見
出さなかった。まして“愛と平和”を謳ったりもしなかった。ギンズバーグを除いては。
話をリアリーに戻すと、メキシコで、生涯初の幻覚体験をしたリアリーは、昂奮冷めや
らぬままに、さっそく上司を説得し、勤め先であるハーバード大でのシロシビン実験のプ
ロジェクトを開始した。こうしてサイケデリック運動の中期が動き出す。実験材料はサン
ド社から調達された。ちょうど、ホフマンによって合成されたばかりのシロシビンの新薬
をサンド社は実験用に無料で配布していたところだった。ハーバード・シロシビン・プロ
ジェクトの主な拠点は、マサチューセッツのグランド・アヴェニューにあったリアリーた
ちの借家だった 22。
1960 年 11 月、そのリアリー宅に、ビート詩人のアレン・ギンズバーグが、恋人のピー
ター・オルロフスキーを連れてやって来た。ハーバード・シロシビン・プロジェクトは、

ック運動は産声を上げたわけである。
なお、この「ビートニク」という呼び名も、
「ヒッピー」という呼び名も、後年ピューリッツア賞に輝
くことになる、サンフランシスコ・クロニクル紙のコラムニスト、ハーブ・ケインによる命名によると
されている。越智道雄によれば、ヒッピーは当初、
「ヒップスターのひよこ」というような意味合いで
冷やかしを込めて使われたとされるが（越智 1988: 9）
、これについては諸説あって確定的なことはいえ
ない。
22
この借家には、リアリーの子供たちとともに、フランク・バロンという同僚も住んでいた。リアリーと
は大学院時代からの仲であったバロンは、創造性の心理学を創始した名のある研究者である。リアリー
がするよりもずっと先にマジック・マッシュルーム体験をしてそのことを（まだ訝しげな）リアリーに
話したり、リアリーのハーバードでの就職を助けたりと、リアリーの人生、ひいてはサイケデリック運
動にとって重要な人物である。
21
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プロジェクトとはいえ、多くの被験者を対象とした大規模な実験を組織し結果を丹念に分
析するというよりも、リアリー宅での、私的なサークルによるセッションの繰り返しがメ
インだった 23。そこには、アラン・ワッツ、チャールズ・オルソン、アーサー・ケストラ
ーなどの文化人も訪れ、研究所というより、一種の社交場の様相を呈していた。このとき
人的ネットワークの拡大に一役買ったのが、すでに知名度のあったギンズバーグである。
シロシビンを服用した彼と恋人は、衣服を脱ぎ捨て、
「私は救世主だ」と宣言し、全裸でう
ろうろしたかと思えば、ケルアックに電話をかけ、電話口で自らを「神」と名乗った。ギ
ンズバーグにとって、もはやそれは実験ではなかった。もっと多くの人が進んで体験すべ
きものだった。ニューヨークに帰ったギンズバーグは、セロニアス・モンクやディジー・
ガレスピーといったジャズ・ミュージシャンたち、フランツ・クラインやウィレム・デ・
クーニングなどの抽象画家たちにシロシビンを配ってまわった。プロジェクトへのギンズ
バーグの参戦は、論者によっては「アメリカ合衆国におけるサイケデリック・カウンタカ
ルチャー史の第一歩」
（Torgoff 2004=2007: 110）と呼ばれるほどに、サイケデリック運動に
とって（中期、後期を通じて）重要な出来事だった。
運動の前期を象徴する人物、ハクスリーも、このプロジェクトに関わっている。実験を
進めるにあたって、リアリーは、ウィリアム・ジェイムズ――米国初の心理学の教授で、
ハーバードに心理学の研究センターを開設した――の『宗教的経験の諸相』とともに、
『知
覚の扉』を参考にしていた。ちょうどハクスリーがマサチューセッツ工科大学に客員講師
として招かれているのを知ったリアリーは、すぐさま手紙を出す。彼も、ハクスリーと同
じように、
「幻覚剤は、普段とは別のレベルの知覚や経験をもたらすので、その使用は、現
実の本質、私たちが主観的に信じこんでいるはかない体系の本質に私たちを直面させると
いう、まったく哲学的な試み」と考えていた（Leary [1983] 1990=1995: 51）
。リアリーから
の協力要請を快諾したハクスリーだったが、プロジェクトに関わってゆくにつけ、いかに
も年長者らしく、リアリーたちの奔放でアップテンポな活動ぶりに危惧を抱くようにもな
った。ハクスリー、オズモンドといったサイケデリック第一世代は、まずは、それなりに
見識と発言力のあるリーダーたちに魅力を伝えることからはじめ、徐々に幻覚剤の知的な
効力を世間に浸透させていくことを望んでいた。とくに、サイケデリックスを医療に応用
しようと研究を重ねてきた専門家たちからすれば、治療以外へのドラッグ利用の拡大は、
逆に、世間の過剰なアレルギー反応を呼び起こし、研究の存続自体を脅かしかねないもの
だった（事実そうなった）
。しかしリアリーらは、そうした彼らの慎重姿勢を「エリート主
義的」であると感じていた 24。
23

リアリーの自伝には、翌 1961 年の春までに 200 人を超える被験者に幻覚剤を投与したと記されている
（Leary [1983] 1990=1995: 117）
。またリアリー自身は、その 3 月までに計 57 回のシロシビン体験をした
とされる（佐藤 1990: 95）
。3 日に 1 回をやや上回るペースである。
24
リーとシュレインの記述にしたがえば、この立場の違いは、どこかギンズバーグによって煽られていた
節がある。
「ハクスリーはオピニオン・リーダーだけに限定服用させるべきだという意見だったが、徹
底した平等主義をつらぬくギンズバーグは、だれもが精神拡大薬を服用する機会をあたえられるべきだ
と主張した。できるだけ多くの情報を広げるために、なにもかも公開してしまえ。
（……）リアリーは
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この偉大なる計画はとても論理的に思えた。まず影響力の大きいアメリカ人に意識
拡張を手ほどきし、訓練する。彼らは、しっかりした研究計画、許認可手続き、ド
ラッグの知的な利用のための訓練センターを支持する世論の波を起こして手伝っ
てくれる。この時私たちはハクスレーのエリート主義的な方針を捨てて、アメリカ
的な大衆に開かれた平等主義的な研究法を採用したのだ。
（Leary [1983] 1990=1995:
74）
エリートがサイケデリック体験を独占する時期はもう終わりつつあるというのがリアリー
たちの見解だった 25。詩人でも芸術家でも医者でも患者でもない、ごく一般的な人びとに
もサイケデリックスを体験させ、
“覚醒”させたかった。むろん誰彼かまわず無制限に体験
させればいいというわけでもない。ステップとして「ドラッグを効果的に使うために、政
府は人々に免許を与え、監督し、教育するべきだ」というのが彼らの基本姿勢だった（Leary
[1983] 1990=1995: 281）
。
3-3-(2) 脱魔術化の世界への不信
そのためにはもっとデータが必要だ。効用と危険に関する豊富な知識が必要だった。ど
ちらかといえば人脈づくりが目立つシロシビン・プロジェクトだったが、他方で、列記と
した臨床実験も行っている。1963 年には教職を追われることになるリアリーにとってみれ
ば、また、のちにサイケデリックスに対し取られる厳しい法的規制を鑑みれば、ある意味
で大々的にサイケデリック実験が出来たのは、結局この 2、3 年のあいだだけだったといえ
るかもしれない。61 年に行われた犯罪者の社会復帰をテーマにしたシロシビン実験は、そ
のうちの 1 つである。コンコードにある刑務所の受刑者（重罪犯）にシロシビンを投与し、
その再犯率（行動変化）が調査された。リアリーはこの実験の結果を、動物行動学の基礎
理論である「刷り込み」
（imprinting）概念を用いて説明する（Leary [1983] 1990=1995: 130）
。
戦後のアメリカのドラッグ文化を丁寧に辿った著書で、ジャーナリストのマーティン・ト
ーゴフがこう要約している。
サイケデリック体験は、「以前に刷り込まれた現実」を棚上げすることによって新
たな信念を抱かせる脳のシステムを構築し、収容者を非犯罪人に改造するだけでな
く、社会をも改造するような姿勢を「再刷り込み」する方法として使えると［リア
リーは］主張しはじめた。サイケデリック体験による再刷り込みは DNA の解読と
肩を並べる「今世紀最大の発見のひとつ」だとリアリーは断言し、全米中の州刑務
所にシロシビンを導入するよう連邦議員たちに働きかけた。（Torgoff 2004=2007:
122）

25

このキャンペーンをひきいる人物としてはぴったりな外見をしていた」
（Lee and Shlain 1985=1992: 86）。
映像資料、ポール・ディヴィッツ監督『サイケデリック革命の父、ティモシー・リアリー博士の生涯』
（2004 年）も参照。
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たしかに、結果の数値を見ると、実験が真っ当なものであるならば、リアリーならずとも
「世紀の発見」といいたくもなるだろう。通常の再犯率が 70%だったのに対し、シロシビ
ン を 投 与 し た 受 刑 者 で は 、 10% ま で 再 犯 率 が 下 が っ た か ら で あ る

26

（ Leary [1983]

1990=1995）
。
同じ 1961 年に、リアリーは、コペンハーゲンで開かれた応用心理学の国際会議において
「How to Change Behavior」と題する発表を行なっている。上記の受刑者のリアビリテーシ
ョンに関する実験についての言及もある。発表のキーワードは「ゲーム」だった。ゲーム
とは、学習によって身につけられた文化的な行動や意識のことを指している。私たちは日
常生活においてさまざまなゲームに参加している。
「人種のゲーム、宗教のゲーム、そして
エ

ゴ

あらゆるゲームのなかでもっとも不安定で悲劇的な、個性のゲーム、自我のゲーム、ティ
モシー・リアリーのゲーム」
（Leary 1961: 53）などである。私たちはこれらのゲームに自
然と参加し、ゲーム上の役割、規則、目的、儀礼、言語、価値に縛られている。そうした
ゲームの存在に気づくのに有効なのが、サイケデリックス――ここでは「意識拡大
（consciousness- expanding）ドラッグ」と呼ばれている――による幻覚体験だとリアリーは
主張する。
「非ゲームである幻覚体験は、行動変化の鍵になると私は考えます。ドラッグに
誘発されたサトリ。適切な環境で 3 時間もすれば、大脳皮質をクリアにできます」（Leary
1961: 58）
。幻覚体験こそが真実へと至る道である。この幻覚と現実（真実）の関係性は、
『知覚の扉』と同型である。

、、、
だが、この資料によって気づかされることは、むしろ、いかに（効果的に）意識・行動
、、
を変化させうるかという問題に比べて、なぜ意識・行動を変化させなければならないのか
という問題について、
説得力のある議論が用意されていないように見えるという点である。
「西洋の生活のゲームの構造を断ち切るのにもっとも有効な方法は、ドラッグの使用、つ
まり意識拡大ドラッグの使用です」
（Leary 1961: 57）とはいうものの、なぜ「西洋の生活
エ

ゴ

のゲーム」を脱却しなければならないかについては判然としない。ドラッグによって「自我
マインド

や 心 が取り外されたら、なにが残るでしょうか？ 『イド』ではない。暗くて残忍な衝
動が残るのではありません。
（……）残るのは、西洋文化がほとんど知らないなにかです。
（……）ハクスリー（……）は、それについて彼なりの言葉で私たちに語っていたのです」
（Leary 1961: 57-8）
。西洋人は、いますぐにでも、西洋文化がこれまで見過ごしてきた「な
にか」のことを知らなければならない。それには、西洋の生活世界を構成し人びとを束縛
する諸ゲームが、他ならぬゲームであることを知り、そこから降りなければならない。そ
れには意識拡大ドラッグが有効だ。いや、実際、そうなのかもしれない。しかし、リアリ
ーがドラッグの有効性を切に訴えれば訴えるほど、むしろ現代の私たちの目に浮かび上が
ってくるのは、ともかく西洋の世界を、そのゲームを見直さなければならないという強固
な意志の方である。
26

80%から 25%としている文献もある（Lee and Shlain 1985=1992: 83）
。
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受刑者が行動を改める必要がある、というのはまだわかる。実験結果が示しているよう
に、意識拡大ドラッグが実際にその役に立つのかもしれない。だが、リアリーが最終的な
ターゲットにしているのは「西洋の生活のゲーム」である。彼にとって、受刑者であろう
となかろうと、西洋人はすべからくゲームに囚われた不自由な受刑者、リハビリが必要な
受刑者に他ならない。
「私たちには戦争、階級戦争、民族間の緊張、経済的搾取、宗教紛争、
無知、偏見はすべて偏狭な社会的条件づけに原因があると思えた。政治問題は心理的な問
題の表面化で、その本質は神経。ホルモン、化学的な問題なのだ。人々を脳の共感回路に
プラグ・インさせることができれば、望ましい社会変革が起こるのだ」（Leary [1983]
1990=1995: 74）。だがもちろんこうした西洋社会に対する懐疑や不満は、リアリーに特有
のものではない。むしろ「サイケデリック運動は、文化に同化できず心理的に居場所をも
たない裕福で暇をもてあました子どもたちによってつくられた、西欧産業社会におけるあ
る種のクライシス・カルトだった」
（Grinspoon and Bakalar 1979=2000: 108）といわれるよ
うに、それはもはや、若者たちにとってはとくに、時代精神とでもいうべき共通感覚だっ
たといっていい。宗教学者・社会学者のピーター・L・バーガーらは、アメリカ 60 年代の
ユース・カルチャーに見られる「脱近代化的衝動」を、官僚機構に象徴される「機能的合
理性」への反発という観点から、次のように述べる。
機能的合理性に反対するものとして対抗的に自己規定する青年文化は、自然崇拝と
いう要素を強くもっている。テクノロジカルで官僚的な社会の制度や心的形式は、
「不自然な」病理とみなされ、その治療とは、理の当然として、自然に近づくこと
と考えられる。自我の超越や自然との合体（同時に至福であり没我であるという―
―あらゆる神秘主義のもつ古典的組み合わせ）を重要な主題とする、まさに 1 つの
ネオ神秘主義が青年文化に登場した。現実発見への一過程としてのセクシュアリテ
ィは、事実上聖餐式のような意義を獲得した。「性の営み」は「戦争の営み」に対
置され、自然の創造性は、テクノロジカルで官僚的な世界の破壊的な死の力に対置
される。性的オルガスムやロックへの没入のエクスタシーやドラッグ体験は、合理
的制御からの開放と没我という共通特徴をもっている。それらは、機能的合理性に
形どられた日常生活に作用している特定の「精神」を爆破してしまう点で、「精神
爆破的」である。
（Berger et al. 1973=1977: 236）
近代社会の――本論文の関心からすれば、脱魔術化の社会の――に対する拭い難き不信感、
嫌悪感。人種差別や性差別を抱え、貧困や戦争を生み出す一方のこの社会の実情をもはや
見て見ぬふりなどできない。だからそれを脱却ないし打倒しなければならない。この反脱
魔術化の時代精神が、本論文において、精神薬理学の発展と並ぶもう 1 つのサイケデリッ
ク運動（を含むカウンター・カルチャーの）背景と考えるものである。
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3-3-(3) サイケデリック神秘主義
1962 年には、先の「再犯率」の実験よりインパクトが強く知名度も高い、シロシビン実
験が行なわれている。それは、
「マーシュ・チャペルの奇跡」ないし「聖金曜日の奇跡」と
呼ばれる実験である。主催者は、リアリーではなく、リアリーたちの指導のもとで博士論
文を準備していた、ウォルター・パンケ 27というハーバード神学校の大学院生だった。彼
は、
サイケデリック体験と宗教的な神秘体験の類似性という研究テーマに取り組んでいた。
実験の被験者は、ボランティアで集まった計 20 名の神学校の生徒たちだった。彼らは 2
つのグループに分けられた
（精確には、
5 つの 4 人グループをそれぞれ 2 人ずつに分けた）。
シロシビン（30mg）が与えられるグループと、偽薬（ビタミンB3）が与えられるグループ
である。実験結果は確かに「奇跡」と呼ぶに相応しかった。前者のグループ、つまりシロ
シビンを与えられた 10 人のうち、なんと 9 人が、宗教的あるいは神秘的な体験をしたと報
告したからである。後者のグループではたったの 1 人だった。
この実験は、ハクスリーやリアリーが訴えてきたサイケデリック体験に関する主張を証
明した形となった。それは、パートリッジが「サイケデリック神秘主義」
（Partridge 2005: 85）
と呼ぶ主張、すなわち、サイケデリック体験には宗教的・神秘主義的な効用・意義がある
という主張である。それゆえ、サイケデリック三段論法を見事に喝破した先述のローザッ
クからすれば、リアリーこそ、
「LSD が『なにかしら』宗教と関係があるという単純幼稚
な考えを吹き込んだ責任者」と糾弾されることになる（Roszak 1969: 166=1972: 208）
。これ
は決して間違った評ではないかもしれないが、しかし少なくとも、
「マーシュ・チャペルの
奇跡」の実験結果は（もちろんそれが疑いのないものだという前提でだが）
、明らかに「な
にかしら」
（something）以上の証明になっている。リアリー本人のアジテーションを借り
よう。
「もしきみが自分の宗教に対し真剣であるなら、もしきみが魂の探究に身を尽くした
、、、、、、、、、、、、
サ イ コ ケ ミ カ ル ズ
いと本気で思うなら、向精神化合物の使い方を学ぶ必要がある。ドラッグは 21 世紀の宗教
、
だ。いまサイケデリックを使わずに宗教生活を追究することは、裸眼で天文学を勉強する
ようなものだ（……）
」
（Leary [1980] 1998: 44，強調引用者）
。もちろん、こうした主張に
対して、東洋宗教学者ロバート・チャールズ・ゼーナー（Zaehner 1972=1976）をはじめと
する宗教学者・関係者らからの批判や疑義もあった。だが、少なくとも、サイケデリック
スがある種の真理や本質にふれることのできる体験を提供すると想定しうる時代的な文脈
ト

リ

ッ

プ

が、そこにはたしかに存在した。リアリーたちにとって、意識変容することは、単なる興
味本位や耽溺を意味するのではなく、むしろ宗教的・形而上的な意味を帯びた聖なる体験
として、そして、社会変革の可能性を秘めた一種の覚醒体験として捉えられ、表明された。
だが 1962 年の末には、シロシビン実験は大学当局から問題視され、続行を断念せざるを
得なくなった。これを受け、リアリーは「ハーバードから離れて新しい機関を形成するこ
とが正しいと思」い（Leary [1983] 1990=1995: 228）
、「精神解放のための国際財団」
（IFIF:
27

Walter Pahnke は「パンク」や「パーンキ」など資料によって表記が分かれるが、ここでは「パンケ」
とする。
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International Foundation for Internal Freedom）という研究組織を新たにつくった。この組織は
しかし結局は短命に終わるのだが、アメリカ各所に、よりよいサイケデリック体験を得る
ため指導、トレーニングの拠点となる研究センターを設置することをその目標としていた。
またこの頃にはすでに、トリップの道具がシロシビンからLSDへと移っていた。そして翌
63 年には、サイケデリック運動にとり 2 つの重要な出来事が起きた。まず、5 月に、リア
リーと、相棒のリチャード・アルパート（のちに、インドでグルに授かった名前、
「ラム・
ダス」を名乗るようになる）が大学から解雇された 28。リアリーと同じくハーバードに勤
める心理学者で、リアリーよりも 10 歳以上年下のアルパートは、61 年にシロシビン・プ
ロジェクトに参入して以降、リアリーの若き相棒となっていた。アルパートの回想録によ
ると、61 年当時、彼は、社会学部、心理学部、教育学部大学院、医療施設の 4 つのセクシ
ョンで仕事を受けもち、エール大、スタンフォード大とも研究契約を結び、前年まではカ
リフォルニア大の客員教授を務めるなど（Alpert 1971=1987: 4）、リアリー以上に学者とし
て順調なキャリアを歩んでいた。しかし、63 年、ハーバード創立以来、初の解雇された教
授というありがたくない称号を得ることになる。解雇に至った直接の理由は、アルパート
の場合は、学部学生にドラッグを与えないという取り決めを破ったため、リアリーの場合
はある委員会に欠席したためだとされている（Lee and Shlain 1985=1992: 96-7）。それから、
11 月には、ハクスリーがこの世を去った。危篤状態になったとの知らせを受けたリアリー
も、彼のもとを訪れている。死の淵でハクスリーは、妻のローラに頼んでLSDを注射して
もらい、トリップしたまま死にたいという彼の希望が叶えられた。奇しくも、それは、ケ
ネディ大統領が暗殺されたのとまったく同じ日だった。
ハーバードを解雇されたリアリーとアルパートだったが、捨てる神あれば拾う神あり、
ニューヨーク社交界のセレブリティ、ペギー・ヒッチコックとその弟ビリーとトミーによ
って救いの手が差し伸べられた。莫大な遺産と投資運用によってかなり裕福だった彼らの
所有する大邸宅を、リアリーたちは月 500 ドルで借りることができた。その屋敷は、ニュ
ーヨーク市内から車で 2 時間の、ダッチェス郡ミルブルックにあった。バロック様式の大
邸宅には、64 部屋あり、バスルームは 9 つあった。そこで連日サイケデリック・セッショ
ンが繰り広げられた。およそ 1 万ヘクタールの広大な土地に、ポロ競技場、厩舎、ボウリ
ング場、テニス・コート、湖、噴水、水族館などがあった。また、「狂気の丘」「エクスタ
シーの丘」などと彼らに名づけられた丘もあった。当地で、先の IFIF に代わる組織、
「カ
スタリア協会」を新たに設立した。この名は、ヘルマン・ヘッセの『ガラス玉遊戯』に描
かれた集団の名にちなんでいる。ここから、機関誌『サイケデリック・レビュー』が発行
されるようになった。ミルブルックには、シロシビン・プロジェクトのときのリアリー宅
よりもさらに多くの人物が集まってきた。メンバーは流動的だった。すでに顔見知りのオ
ズモンドやアラン・ワッツも来た。精神科医のロバート・D・レインやジャズ・トランペ
28

リーとシュレインは、この大学側の厳しい措置の背景には、CIA と軍から助成を受けてドラッグ研究に
従事していた科学者（たとえばハーバード大医学部のヘンリー・ビーチャー博士など）からの非難がそ
の発端にあったとしている（Lee and Shlain 1985=1992: 94-5）
。
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ッターのメイナード・ファーガソンも来た。リアリー一派の活動は、67 年までこのミルブ
ルックを拠点とした。のちにサイケデリック運動のスローガンとなる「turn on, tune in, and
drop out」の一節が生まれたのも、このミルブルック邸でのことだった。

3-4 「きみはアシッド・テストにパスできるか」（後期）
1964 年夏、リアリー一派の根城、ミルブルックに、「メリー・プランクスターズ」なる
一団がやってきた。彼らは、ファーザー号と名づけられた派手な外装のバス（下記【資料
3-2】参照）に乗ってカリフォルニアのラ・ホンダからやってきた。10 名ほどの中心メン
バーから成るこの“部族”の酋長は、29 歳の作家、ケン・エルトン・キージーだった。こ
のときの訪問では結果的にリアリーとの対面を果たせなかったわけが、プランクスターズ
の存在がなければ、60 年代後半のサイケデリック運動が決してこれほど拡大することはな
かっただろう。要は、リアリー本人もいっているように、60 年代当時において、リアリー
たちが「決して国内唯一のドラッグ・シーンではなかった」
（Leary [1983] 1990=1995: 74）
わけである。カリフォルニアにはこのプランクスターズがいたし、ニューヨークには、ア
ンディ・ウォーホルのファクトリーがあった。前者はサイケデリックスを、後者はヘロイ
ンやアンフェタミンを多用した。

【資料 3-2】 ファーザー号

キージーがLSDを初体験したのは、1959 年に参加したある実験でのことだった。カリフ
ォルニアのメンロ・パークの退役軍人病院で行われたその実験は、CIAが出資していた（こ
の実験は「MKウルトラ計画」の一部ともいわれる）
。1 セッションにつき 20 ドルがもらえ
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た。数週間後に、キージーはそこの精神病棟の夜警として雇われた。しばしば実験用薬物
をくすねて帰っては試した。キージーの代表作にしてベストセラー『カッコーの巣の上で』
は、こうした体験をもとに書かれたといわれる。そして、この処女作の印税が、サンフラ
ンシスコ南に位置するラ・ホンダの、土地と山荘に姿を変えた。この山荘には、リアリー
たちのミルブルックと同様、多くの人物が集まり、メリー・プランクスターズがここから
生まれた。1964 年春、彼らは、夏にニューヨークに旅に出る計画を立てた。目的は当地で
開かれていた万国博覧会に行くためで、さらにキージーの 2 作目の発刊を祝うことも予定
に組み込まれていた。移動用として 39 年型にスクール・バスが購入された。蛍光塗料で塗
られ、音響設備に工夫が凝らされ 29、前面の行き先標示には「ファーザー」と描かれた。
運転席に座ったのは、ビート世代のヒーロー、ニール・キャサディだった。彼は、ケルア
ックの『路上』に出てくるディーン・モリアーティのモデルとなった生粋のビートニクで
ある。旅の道中では、映画にするつもりで映像も撮られたが、映画としてはほとんど使い
物にならなかった。
だが、その映像は「アシッド・テスト」に流用された。アシッド・テストとは、LSD（＝
アシッド）のパーティのことである。ロック・バンド「グレイトフル・デッド」やプラン
クスターズによる即興音楽、ストロボスコープや映し出されるバス旅行の映像などの視覚
効果が、渾然一体となった空間、トム・ウルフの（というより、インタヴュー相手である
キージーの）やや大袈裟にも思える表現を借りるなら、
「あらゆる感覚を解放し、言葉と、
ミュージックと、サウンドと、肉体の接触によってすべてのものが 1 つの体験となる」
（Wolfe 1968=1971: 8）パーティ、それがアシッド・テストだった。屋内で、照明と音響に
最大限こだわって開かれるそれは、あたかも 1980 年代後半以降のクラブ・パーティの荒々
「きみはア
しい原型のようだ 30。キージーとプランクスターズの決まり文句はこうだった。
シッド・テストにパスできるか？」
。のちに『ホール・アース・カタログ』を発行し、エコ
ロジー運動、およびインターネット文化にも思想的影響を与えたスチュアート・ブランド
は、このテストを経験した人物の 1 人である。
だが、こうしたキージーたちの、そしてもちろんリアリーたちの、派手な活動に興味を
引かれる主に若者たちがいる一方、当然ながら、反発も覚える主に大人たちも大勢いた。
彼らがありがたがるLSDとやらを、なんとかしなければならない。すでに手始めとして、
、、
1962 年に、ある新薬に関する法案が下院を通過していた。これにより、薬品としてどの病
気に有効なのかも判然としないLSDは、アメリカ食品医薬品局（FDA）の管理下に置かれ、
29

「ケージーが命令するや、プランクスターズはある日の午後、仕事にとりかかった。彼らはバスに色を
塗り、音響用のワイヤーをつけ、バスのテッペンに穴をあけ、坐りながら演奏ができるように改装した。
ドラムのセット、エレキギター、エレキベースなどでさえ、のせられるようにしたのである。サンディ
は配線の仕事をして、バスの内部からもテープやマイクロフォンで放送できる装置を急ごしらえした。
バスのテッペンの強力なスピーカーから外部へ音が爆発する」
（Wolfe 1968=1971: 65）
。
30
実際、現代のレイヴ／クラブ体験について、
「音楽は別として、それらの［引用者注：レイヴ／クラブ
における］パーティの形式的な側面（ストロボライトやドライアイス、サイケデリックなイメージの広
範な利用）は、1960 年代カリフォルニアの『アシッド・テスト』パーティに由来するようだ」
（Rietveld
1993: 42）といわれる。
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その使用は、研究目的に制限されることになった。CIAでもこの年に方針転換がなされ、
LSD研究に対する援助が打ち切られた（Lee and Shlain 1985=1992: 100）
。LSDに対する風当
たりはこうして、それへの関心に反比例するかのように、徐々に冷たくなり、ついに 1965
年、
「ドラッグ乱用規制修正条項」によりLSDの製造販売が軽犯罪となる 31。これを受けて、
翌 66 年には、サンド社がLSDの販売を中止し回収をはじめる。だが、すでに、その魅力が
アメリカの向こう見ずな若者たちに広く知れわたるのに、十分な月日が経っていた。上述
のギンズバーグやキージーのように、60 年代までに公的に行われたLSD実験の被験者だけ
でもかなりの数にのぼるからだ。
需要あるところに、供給あり。まさに LSD が違法薬物に指定された 1965 年、オーガス
タス・オーズリー・スタンリー3 世が、カリフォルニアに“LSD 工場”を設立する。サイ
ケデリック運動の後期の影の立役者は、このオウズリーだったといっても決して過言では
ない。高品質で有名なオウズリー製の LSD は人気商品としてヒッピーたちのあいだに大量
に出回った。
「オウズリーは 60 年代のサイケデリックの時代、世界中でその名を知られた
人物である。
（……）アシッド・テストはオウズリーなしに実現しなかったし、あの時代、
彼の存在なしにヘイト・アシュベリーやサイケデリック・ロックがまったく同じように起
きたかは疑問だ」
（Torgoff 2004=2007: 173）と、トーゴフは書いている。グレイトフル・デ
ッドのバックアップをしていたのも、オウズリーだった。69 年に逮捕されるまで、4 つの
LSD ブランドをつくり、何百万もの錠剤を世に送り出した。
サイケデリック運動も後期に至ると、LSDは、はっきりと 1 つの象徴になっていた。ド
ラッグの帯びる逸脱性、反社会性が、文化闘争のシンボルとなった。カルチュラル・スタ
ディーズの伝統が教えてくれるように、サブカルチャー、ユース・カルチャーは、スタイ
ルによる象徴的抵抗によって構成される。それは親文化との対立、階級的な対立、若者集
団同士の対立など、さまざまな対立関係なかで、差異を表明したり自集団を同定したりす
るための表出行為である。パンクスが髪を逆立て、安全ピンやゴミ袋やハーケンクロイツ
を身にするのは既存の象徴体系（をありがたく信奉するもの）への挑発である。
「すべての
若者文化同様、パンク・サブカルチャーも、一切の品物や価値や常識的な考え方を、人目
をひく方法で次々変形していく過程の中で構成された」（Hebdige 1979=1986: 165）
。1960
年代後半の大麻やLSDも、
（フリー）セックスやロックンロールと並んで、既存の体制にと
って厄介な――厄介だからこそ――抵抗のシンボルとなった。だがこのことは、次のこと
を意味していた。つまり、LSDを摂ることで、知覚の扉を浄化すること、西洋の生活のゲ
ームに否を突きつけることが目的とはならず、LSDを摂ることそれ自体が、それだけで、
すでに対抗の身振りとなった。ドラッグをやるという行為そのものが重要となった 32。
31

ただし LSD の違法化を 1966 年とする文献もある。また、68 年には、ヒッピー文化の拡大に伴い条項
が修正され、所持が軽犯罪に、販売が重罪になった。
32
たとえば、それがいかに時代的であったかについて、佐藤良明は、ジョン・レノン殺害犯、マーク・デ
ヴィッド・チャップマンに即してこう述べている。
「彼［引用者注：チャップマン］は 14 歳のとき［引
用者注：1969 年］に LSD 体験を持ったが、それでも遅すぎた。時すでに『ウッドストック』を越え、
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そして、ここにおいてこそ、いわば“硬派”な学生新左翼たちと、
“軟派”なフラワー・
チルドレンたちとが、あるいはケニス・ケニストンの言葉を借りるなら「政治的ラディカ
リズムと文化的離反」
、
「新しい政治」と「新しい意識」
（Keniston 1971=1977: 153-4）の両
派が結託しうる。たとえ“サイケデリック革命”を本気で信じていなくとも、大麻や LSD
をやること、トリップすることは、若者による対抗運動に荷担するための、それ自体パフ
ォーマティヴな一種の通過儀礼として機能していた。
それを象徴したイベントが 1967 年の
ヒューマン・ビー・インだった。1967 年 1 月 14 日、午後 1 時、サンフランシスコ、ゴー
ルデン・ゲート・パークのポロ競技場内において、ヒューマン・ビー・インが開催された。
ヒッピー文化の代名詞的イベントにして、これがおそらく、サイケデリック運動にとって
も、絶頂の瞬間であった。ギンズバーグや、同じくビート詩人にして禅僧のゲイリー・ス
ナイダー、バークレーの新左翼活動家のジェリー・ルービン、それからロック・バンドの
グレイトフル・デッドなど、カウンター・カルチャーを彩る蒼々たる顔ぶれがビー・イン
の壇上に立った。2 万人以上の若者たちが集まったとされ、会場はマリファナの香りで充
満していたという。ビー・インの記者会見のために主催者側が用意したプレス・リリース
には、つぎのように書かれていた。
古いロボット的体質のなかで、少しずつ少しずつ新しい国家が目覚めていたのだ。
いま人々の目の前で、新しく息づく魂が、アメリカの体のなかにその息を吹きこも
うとしている。（･･････）バークリーの活動家たち。そしてヘイト・アシュベリー
地区のラヴ・ジェネレーション。両者はいまここに相たずさえる。（･･････）話し
合うために、祝福し合うために、そして、解放のときを、愛を、平和を、共感を、
そして、人類の連帯を予言するためにだ。
（Lee and Shlain 1985=1992: 173）
そもそもこの集会は、この宣言文にもあるように、ヘイト＝アシュベリー地区において『サ
ンフランシスコ・オラクル』という新聞を発行していたヒッピーたち（「ヘイト・アシュベ
リー地区のラヴ・ジェネレーション」）が、新左翼学生たち（
「バークリーの活動家たち」
）
との交流の場を設けようとしたことにはじまる。リアリーも登壇し、お決まりの「ターン・
オン、チューン・イン、ドロップ・アウト」とアジテーションをした。ターン・オンとは、
自己の感覚器官、内なる宇宙にふれよ、ということである。チューン・インとは、外部の
世界に働きかけよ、ということである。ドロップ・アウトとは、先に示した「西洋の生活
のゲーム」から脱出せよ、ということである。

悲劇の『オルタモント』に達していたのだ。南部の町の中学生が容易に手にできるほど蔓延してしまっ
た LSD に、1967 年のときめきはなかった。もはや LSD は、疲弊したカウンター・カルチャーの、ドロ
ドロとした混濁を表象するばかりだった。LSD が『新時代到来を告げる、ビリビリするような歓喜』を
意味するコンテクストは、ドラッグ・カルチャー自体の展開によって、吹き飛んでいたのである」
（佐
藤 [1989] 2004: 180-1）
。
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3-5 叛乱と消費
以上で見てきたように、サイケデリック運動は、意識変容を、社会変革の手段として見
出し実践しようとしてきた運動であった。そこに見られるのは反脱魔術化の思想である。
本章のはじめの方で述べたように、私たちが本章ならびに本論文を通じて明らかにしたい
と考えているのは、反脱魔術化から再魔術化への展開についてであり、とりわけその展開
における、20 世紀半ばのアメリカの対抗的な文化運動（サイケデリック運動や、次章で見
るヒューマン・ポテンシャル運動）の果たした役割についてである。私見では、その役割
は、サイケデリック運動に見られた精神薬理学的な発想、つまり、手段としての意識変容
という文化思想に関わる。次の第 4 章では、ヒューマン・ポテンシャル運動を題材として、
この点について論じる。本章の残りでは、その次章へのステップとして、先行の、対抗文
化に関する理論――ここでは対抗文化論と総称する――について整理しておきたい。それ
らの理論は、反脱魔術化から再魔術化への展開を考察する上でのヒントとなる。
本章冒頭で、佐藤良明の文章を引用した。佐藤は、そこで、ヒッピー文化とは、その後
に西欧社会に浸透することになる消費文化の、佐藤の言葉を借りれば「新しい資本主義の
エートス」の「先駆け」だったのではないかと示唆していた。この示唆は、しかし、少な
くともいまとなっては、それほど独創的なものでもない。むしろ、いくつかの対抗文化論
において共通して指摘されてきた一種の定説とすらいえる。たとえばイギリスの文化研究
者、ジェレミー・ギルバートは、
「68 年」に象徴される対抗文化・学生運動文化に関する
論考で、佐藤と似たような指摘をしている。
新興の「1968 年」の意識は、その後の数十年の消費主義を前もって示していただ
けなのかもしれない。あるいは、それは、いまだに残っていた保守主義やピューリ
タン的厳格さの伝統に対する最後のリベラルな異議申し立てを表わしていたのか
もしれない。いずれにしても、それは、そのレトリックにも関わらず、少しも反資
本主義的な感情の構造ではなかった。それは社会的・個人的・文化的な生活のあら
ゆる領域への資本主義の究極の浸透の前触れであった。
（Gilbert 2008: 35-6）
この流れを、ここでは“叛乱から消費へ”と呼びたい。
“68 年”の叛乱文化は、果たしてどのような点において消費文化の「先駆け」であり「前
触れ」であったのか。たとえば「クール」という文化的価値観に注目して、このことを指
摘しているのが、ディック・パウンテンとデイヴィッド・ロビンズである。彼らは、アメ
リカにおける「クール」の文化史（誌）を綴った著書のなかで、50 年代のビートと 60 年
代のカウンター・カルチャーを対比させながら、次のように述べている。
「ビート世代が世
俗を超越して商業的な事柄に無関心でいたのに対し、60 年代のカウンター・カルチャーは
（その精神的指導者は東洋にあったにもかかわらず）
、〈クール〉をもっと物質主義的な方
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向に向けさせ、市場へと導いた」
（Pountain and Robins 2000=2003: 110-1）。ビート運動にお
いて、クールさ、ないしヒップさはビジネスから遠ざけられていた。あるいはそこと距離
を置く姿勢そのものが、クールでありヒップと見なされていた。だが、対抗文化において、
ヒップさとビジネスとの距離は、理念はどうあれ、別問題だったことになる。対抗文化に
おいて両者は背馳しない、というわけだ。
パウンテンとロビンズは、叛乱から消費への物語を、カウンター・カルチャーを主体と
して語っていたが、アメリカ研究者の有賀夏紀は、それを、消費文化を主体とした物語と
して語る。
カウンター・カルチャーが若者の流行になっていくと、町にはヒッピー好みの物を
並べた店があらわれ、大手の服飾産業も東洋趣味の衣服や洗い古したようにみえる
ジーンズを生産するようになっていった。結局カウンター・カルチャーも商品化さ
れ、消費文化のなかに飲み込まれていったのである。その結果、従来の画一的な消
費文化は、個人の趣向に応じられる多様性をもつ新しい消費文化に変わっていくこ
とになった。
（有賀 2005: 237）
ジョセフ・ヒースとアンドリュー・ポッターもまた、
「いかにして対抗文化や消費文化にな
ったか」という副題をもつ共著において、
「叛逆の消費者」
（rebel consumer）の誕生という
観点から、同様の点を論じている（Heath and Potter 2005: 110-1）。対抗文化の担い手たちが
主体的であったにせよ、そうでなかったにせよ（おそらくその両方だろう）
、対抗文化がそ
の後の「新しい消費文化」の形成に大きな役割を果たしたことはおそらく間違いない。
だが、これまでなされてきた対抗文化論には、これとはまた別の論点を見出すこともで
きる。それは、いってみれば、いましがた述べたようなこととは逆の、すなわち“消費か
ら叛乱へ”とでもいうべき展開である。言い換えるなら、対抗文化は、消費社会を温床と
して生まれた、という指摘である。たとえば、英国カルチュラル・スタディーズの古典と
もいうべき『Resistance through Rituals』のなかに、この指摘は見られる（Clarke et al. [1976]
1993: 57-71）
。1950 年代アメリカに訪れた経済的繁栄は、中産階級に時間的・物質的な余
裕を与え、彼らの伝統的な価値観、いわゆるプロテスタント的な倫理観を揺さぶることと
なった。すなわち、モノに溢れる豊かな社会では、
「倹約ではなく消費が、すなわち生真面
目さではなくスタイルが、欲求充足の延期ではなく即時の満足が、長持ちするモノではな
く消耗品が、そして素面の生活様式よりも『スウィングすること』が求められる」という
わけである（Clarke et al. [1976] 1993: 64）。こうして経済的な下部構造の変動が、中産階級
の従来の価値観・倫理観の変化をもたらした。この文化的な混乱のなかで、中産階級に生
まれた経済的なゆとりが、その子どもたちに、大学進学の選択肢とモラトリアム（執行猶
予）の期間を与えた。これが、中産階級のカウンター・カルチャーの形成の土壌をつくっ
た、と説明される。小此木啓吾も、第 1 章でふれたように、ヒッピー文化・対抗文化に典
型的に見られる「新しいモラトリアム心理」の出現を、そうした豊かな社会、高学歴社会、
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消費社会という背景から説明している（小此木 [1978] 1983: 26-7）。
おそらく、
対抗文化論として、
叛乱から消費へという流れを指摘するだけでは足りない。
対抗文化の出現以前に、消費社会と呼ばれる状況はすでに存在していたのであり、対抗文
化はその状況においてこそ生まれたものだと考えられるからである 33。だから私たちは次
のようにいうべきだろう。叛乱の文化は、消費社会の産物であると同時に、生産者である、
と。次章では、このことを、ヒューマン・ポテンシャル運動を題材に論じたい。

33

有賀は、先の引用で、対抗文化が、多様化された「新しい消費文化」の成立を促したと指摘している。
しかしその 2 ページ後の文章で、有賀は、次のようにもいっている。
「消費の意味は変わり、主流社会
の規範に合わせた画一的な、家族のため、また国民としての消費から、自分の趣向に合わせた、自分の
ための自分個人としての消費になった。つまり消費は個人化・個性化したのである。個性化された消費
文化は、社会を一定の特性をもつ消費集団に細分化していった。そして、前述のヒッピー（……）など
多様な消費者集団が成長していった」
（有賀 2005: 239）
。すなわち、ここで有賀は、先ほどとは逆に、
個性化され細分化された消費文化が、ヒッピーという特殊な消費者集団の成長の温床となったとの見方
を示している。少なくともこの箇所では、ヒッピー文化によって消費文化の個人化・個性化がもたらさ
れた、というふうには読めない。
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第４章

消失するヒューマン・ポテンシャル運動

――しかし（……）この潜在的可能性は両刃の刃である。見取り図、変容の手引書や方法
はおそらくあまりにも明示的になりすぎて、何を期待すべきかが不明確になっている。
知覚の扉が指示され、さらに案内者や導師によってその扉が開けられてもまだ許せる
のだが、しかし扉の向こう側からわけ知り顔の微笑で挨拶されるだけのことなら、旅
は旅するだけに値しなかったかもしれないのである。
スタンリー・コーエン＆ローリー・ティラー（Cohen and Taylor 1976=1984: 219）

4-1 ヒューマン・ポテンシャル運動とはなにか
4-1-(1)

エサレン研究所

本章の主題は、1960 年代のアメリカで生まれたヒューマン・ポテンシャル運動（人間潜
在能力開発運動・人間性回復運動などと訳される）である。以下、簡便に HPM と表記する。
HPM は前章で扱ったサイケデリック運動とさまざまな点で近い間柄にあり、その点で本章
は前章の内容と強く響き合っている。ただ、本章は以下の点で前章と異なる。前章では、
サイケデリック運動それ自体についての文化史的な記述に紙幅の多くを費やしたが、本章
では、HPM の運動そのもの以上にその現代への影響、HPM 以後の世界の方に記述の重心
を置きたいと考えている。なぜか？ 1 つには、端的に、資料の相対的な少なさがある。
サイケデリック運動に比べれば、HPM の知名度は低いといわざるをえない。2005 年に出
版された、HPM の震源地であったエサレン研究所（下記参照）に関する論集のなかにおい
ても「その場所のもつ文化的な重要度、また、ニューエイジ運動と呼ばれることの多い運
動内におけるその中心的な役割にも関わらず、エサレンそれ自体について書かれてきたも
のは際立って少ない」
（Kripal and Shuck 2005: 4）と指摘されている。
だが、にもかかわらず、HPM の及ぼした現代社会に対する影響はサイケデリック運動の
それと同等か、あるいはそれ以上に広範かつ甚大である。
「ヒューマン・ポテンシャル運動
の探究と発展は、主流をなしている社会で今日広く普及している関心に先駆けるもの」
（Puttick 2004=2009: 554）だったといわれるように、それは現代社会の（とりわけビジネ
スや労働に関わる）ある種の傾向を先取しているように思われる。本章で HPM を論じる
ことによって達成したいのは、現代社会がその傾向を強めるプロセスにおける HPM の役
割を詳らかにすることである。このことは、HPM それ自体の文化史的な記述（のみ）によ
っては達成されえない。
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とはいえまずは HPM の概略からはじめよう。HPM の最大の拠点となったのは、エサレ
ン研究所（Esalen Institute）と呼ばれる施設である。この施設は 1962 年、マイケル・マー
フィーとリチャード（ディック）
・プライスという、ともに 1930 年生まれの 2 人の人物に
よってカリフォルニア州の海岸地域、ビッグ・サーに創設された。この地は作家のヘンリ
ー・ミラーが 1944 年から 20 年間あまりを過ごした風光明媚な温泉地として知られ、リチ
ャード・ブローティガンやジャック・ケルアックの小説の舞台にも選ばれるなど、ビート
世代にも愛された土地である。開設当初の研究所はまだビッグ・サー温泉と呼ばれ、定期
的にセミナーが開かれるリゾート地として認識されていた。64 年より、本格的にエサレン
研究所と名乗るようになる。名前の由来はかつてビッグ・サー地域に住んでいたとされる
ネイティブ・アメリカン、エサレン族にあるといわれる。60 年代後半以降に各地につくら
れ（消えていっ）たグロウス・センター（growth center）と呼ばれる施設は、この研究所
を雛型としていた。

【資料 4-1】 エサレン研究所
（Esalen Institute の HP [URL=http://www.esalen.org/place/hot_springs.html] より転載）

エサレンはその後に拡大するHPMのいうなれば総本山であり、ビッグ・サーはその意味
でヘイト・アシュベリーほどではないにせよ、1960 年代アメリカ文化を彩る聖地の 1 つで
ある。そこは一種のコミューンのような場でもあった。研究所で実際にセミナーやワーク
ショップをおこなった人物・関係者には、作家・東洋宗教学者のアラン・ワッツ、心理学
者のアブラハム・マズロー、カール・ロジャース、フリッツ・パールズ、スタニスラフ・
グロフ、詩人のケネス・レックスロスや人類学者のグレゴリ－・ベイトソン、精神分析家
のヴィルヘルム・ライヒ、
「ロルフィング」 1考案者のアイダ・ロルフ、建築家で発明家の
バックミンスター・フラーなど時代をリードする錚々たる顔ぶれの知識人・文化人たちが
揃っていた。また前章で言及したリアリーやアルパートも研究所に出入りし、64 年には「恍
1

アメリカの化学博士、アイダ・ロルフが考案した身体矯正の技法のこと（グラバア 2000: 88-9 も参照）
。

78

惚の経験」というセミナーを行っている 2。滞在型の教育研究センターとして現在も運営
がつづけられている 3。
研究所の最盛期は 1968 年からの 5 年間だといわれる（Anderson 1983=1998: 181）
。70 年
代半ばにドナルド・ストーンによって書かれた HPM に関する論考には、毎年 2 万人以上
の人びとがエサレンのプログラムに参加していると記されている（Stone 1976: 98）
。スト
ーンはまた、典型的な参加者とプログラム内容についてこう述べる。
「ヒューマン・ポテン
シャル・グループの参加者は、個人的な成長と潜在的な能力開発のために、通例だと週末
のトレーニングか、延長プログラムで夜間のセッションに 1 週間参加する。彼らはそこで
『現在の中心』を体験できるようになるための実践的な方法を学ぶ。いまここにおける心
的過程と身体感覚に全神経を集中する」
（Stone 1976: 94）と。先述の 2005 年の論集には、
ワークショップ参加者だけでなく訪問客も合わせて毎年およそ 1 万人がエサレンに訪れて
いると記されている（Kripal and Shuck 2005: 4）
。おそらく 2012 年現在においても変動はな
いだろう。
HPMの出発点には、サイケデリック運動と同様、オルダス・ハクスリーがいる。という
のは、エサレン設立のきっかけの 1 つは設立者の 1 人、プライスが 1960 年のハクスリーの
講演に出席したことにあるからだ。ハクスリーは 1960 年前後に教育機関での講演をいくつ
か行っており 4、それは「(Latent) Human Potentialities」と題されていた。ハクスリーの考
えに魅せられたプライスはマーフィーといざ活動をはじめるにあたって、実際にハクスリ
ーやハクスリーの友人であった歴史家のジェラルド・ハードにアドバイスを求めている。
ハクスリー自身も研究所の動向には関心をもっており、死の前年の 62 年に彼らのもとを訪
れている（Anderson 1983=1998: 60）
。ただ、細かいことだが、
「human potential movement」
という語句に関しては、最初に用い出したのはジョージ・レオナード――エサレンの「共
同創設者」と紹介されることもある（Amiras 2008）――だといわれている（Brace 2006）
。
レオナードは雑誌『ルック』の西海岸支所の編集長を務めていた人物で、60 年代半ば以降
ずっと研究所の運営、HPMの拡大に尽力した 5。
2

3

4

5

エサレンが設立された年の 1962 年に、すでに「薬物の誘引による神秘主義」というセミナーも開かれ
ている（リーダーを務めたのは心理学者ポール・カーツと発明家・企業家のマイロン・ストラロフ）
。
越智道雄は、1986 年のエサレン訪問の際に見かけたプログラムには、
「ゲシュタルト心理学ものが中心
だが、絶好の自然環境を利用したハイキングもの、肉体への意識を回復させ精神との関連を深めるもの、
作業研修の他に、人前で素面で自分のことを歌で語る『歌うゲシュタルト』
、かくあるべしと自分を縛
る衝動を克服する『シュッド（かくあるべし）の悪魔はらい』
、その他踊り、絵、夢判断などで自分の
問題点を克服する方法、UFO 研究、
『日本－西欧文化のミシング・リンク』
、時節柄夫婦のための『トゥ
ギャザーになるための優しい技術』
、職員や地元の子どもを受け入れているガゼボ・スクールを擁する
だけに、やはり時節柄『児童性的虐待防止ワークショップ』
」（越智 1988: 88-9）というものがあったと
記している。
全体を日本語で読める資料としては、現在のところ 3 つ、確認している（Huxley [1959] 1978=1983, 1961a=
1964, 1961b=1966）
。ただ厳密には、ヴォイス・オブ・アメリカの資料（Huxley 1961b=1966）は講演でな
く、シンポジウム後の晩餐会におけるスピーチを採録したもののようである。内容はそれぞれ微妙に異
なっているが、主旨に差はない。
2005 年には、エサレン研究所の長の座に就いた。研究所のサイトにある追悼文では、研究所の「第 3
の創設者」とも紹介されている（http://www.esalen.org/tributes/george-leonard.html）。
『エンド・オブ・セ
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ともあれ、サイケデリック運動と同様、HPM の始動にハクスリーが大きく関与していた
ことはたしかである。このことはむしろ次のように考えた方がいいだろう。20 世紀半ばの
アメリカに堆積されつつあった対抗文化的な土壌のなかには、ハクスリーの思想が養分と
なって浸み込んでいた、と。そこから芽吹いた文化運動は、だから、多かれ少なかれハク
スリーの成分を含有していることになる。この観点からすれば、たとえばアラン・ワッツ
などもそうした養分となった人物の 1 人だろう。ワッツがとりわけ仏教思想の主導的な紹
介者という役割においてサイケデリック運動と HPM の双方に（さらにいえばビート運動
にも）与えた影響は測り知れない。62 年 1 月にエサレンで最初に開かれたセミナーの主催
者もワッツだった。
マーフィーとプライスが出遭ったのは 1960 年のことだった。2 人はお互い自己紹介する
まで、自分たちがともに 1930 年生まれで、ともに 52 年にスタンフォード大学を心理学専
攻で卒業し、ともにアジアの宗教・思想に魅かれ、ともに瞑想を実践し精神の探究に関心
があることを知らなかった。マーフィーは、もとは医学部予科の学生で威信のあるフラタ
ニティ（男子大学生の社交グループ）に所属するいわゆるエリートだった。しかし、医学
（部）にもフラタニティにも興味をもてなかったマーフィーは、偶然受けることになった
インド宗教研究者フレデリック・スピーゲルバーグの講義に魅了され、これまでとは別の
道を模索するようになる（結果、親に勘当される）
。卒業後、いったん軍務に就いたのち、
スタンフォードに戻り大学院に入る。しかしほどなくそこでの生活が精神的な負担となり、
大学院をやめてオーロビンド・ゴーシュ 6のアシュラム（ヒンドゥー教徒のための宿泊施
設・僧院）に入るため、インドへと旅立つ。
他方、プライスはスタンフォードを卒業後、心理学者を志しハーバードの大学院に進ん
だ。だが彼もまた次第に生活が乱れるようになり、自らを律するため軍務に就く。空軍基
地での勤務体制は時間的に余裕があったこともあり、スピーゲルバーグの講義や彼の創設
した「アジア研究所」でのワッツの講義を聴講し、東洋宗教を積極的に勉強する。だが、
56 年に本格的に精神のバランスを崩し 1 年以上におよぶ入院生活を送ることになる。この
とき体験した精神医療（電気ショック療法など）の非人間性が、のちにエサレン研究所の
理念に逆に反映されることになる 7。退院後 3 年あまりはひっそりと暮らしていたが、60
年には友人もいて親しみのあったカリフォルニアに戻ることにする。そこで、インドに 1
年半ほど滞在し帰国したマーフィーと友人を介して知り合い意気投合する。そしてマーフ
ィーの祖父がかつてビッグ・サーに購入した土地に、瞑想や宗教に関する施設をつくるこ

6

7

ックス』や『達人のサイエンス――真の自己成長のために』などの著書を出版している。
イギリスで教育を受けたのち、インド独立運動の活動家となった人物で、神秘宗教家・ヨーガ指導者で
もあった。シュリー・オーロビンドとも表記される。マーフィーがその講義を受け、感化されたスピー
ゲルバーグも、マーフィーより以前にオーロビンドを訪ねるべく彼のアシュラムに赴いている
（Anderson 1983=1998: 26）
。
1985 年 4 月に行なわれたプライスへのインタビューを参照。エサレンの web ページから読むことがで
きる（http://www.esalen.org/air/essays/dick_price.html）。なお、その 85 年の 11 月にプライスは事故で亡く
なっている。
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とを企てる。
研究所をつくるにあたって引き金を引いたのは、先述のように（プライスにとっては）
ハクスリーの講演だった。しかし現実に彼らをそうした活動に駆り立てた動機、蓄積され
た火種のようなものはなんだったのだろうか。前段にある通り、プライスの入院経験は 1
つの具体的な動機になったようだ。つまり自分が経験したものとは逆の、開放的で人間的
な治療の施設をつくることが 1 つの目標だった。この世のなかに健康に向かうプロセスは
あっても、病気に向かうプロセスなどない――病気とは健康へと向かう自然治癒過程の、
ある“状態”につけられた名に過ぎない、というのがプライスの信念だった 8。この信念
はエサレンの方針に反映された。たとえばそれは脳科学者・イルカ研究者にしてアイソレ
ーション・タンク 9考案者のジョン・C・リリィの目に、こう映った。フランシス・ジェフ
リーと共同執筆された彼の伝記から引用しよう。
ジョンは、海岸を南下し、エサレンのセミナーの 1 つに参加した。そのセミナー
では、精神医学で定義される精神病の「ばらばらになったこころ」は、実は、自分
を再組織化するための出来事であり、その状態を経ることによって、人格がより統
合され、さらに幸せになる、という考えが示されていた。セミナーでは、こうした
精神病的危機に対しては、一般的な精神病の治療のように、それを抑制するのでは
なく、その状態を支持するやり方で対処する方法が勧められていた。
（……）
ジョンは、エサレンは、その創設者たちが意図したとおり、新しく、因習にとら
われない考えが、自由に、そして安全に探究されている場所だという印象を持ちな
がら、その場を去った。
（Jeffrey and Lilly 1990=2003: 274-5）
これは、リリィが（おそらく）1964 年にはじめてエサレンを訪問し、セミナーに参加した
ときに抱いた印象の描写である。
リリィは結局、
その翌年の 65 年から 70 年までの 5 年間、
住み込みの講師としてエサレンに滞在することになる。

、、
だが、マーフィーとプライスがつくりたかったのは、決して治療のためだけの施設では

なかったはずだし、実際そうはならなかった。とくに、マーフィーの方は自らがインドで
過ごしたアシュラムを 1 つのモデルとして――ただしグルは 1 人ではない方がいい、と―
―考えていた（Anderson 1983=1998: 119; Kripal and Shuck 2005: 5）
。自分たち自身や、自分
たちと似た境遇にある若者たち向けの、東洋と西洋の叡智が結集された知的かつ実践的な
学びと成長の場をつくることが目指された。1960 年代末からエサレンを訪れ、たびたびプ
ログラム・リーダーも務めたウォルター・T・アンダーソンは、エサレンに関する優れた
8

9

上記注のインタビューによると、プライスは、それゆえ、入院当時の自らを「精神病」ではなく、単に
「ある状態」と表現することを好む。
この装置は、タンク内部の液体に人間がリラックスしたまま浮かべるよう設計されており、光も音も遮
断されるため被験者を一種の瞑想状態に誘うことができるとされる。ケン・ラッセル監督の映画『アル
タード・ステーツ』や現代芸術家ヤノベケンジによる作品「タンキング・マシーン」には、この装置か
らの影響が見られる。また現在でも改良されたものがリラクゼーションなどの目的で使用されているよ
うだ。
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年代記のなかで、こういっている。
プログラムの範囲の広さによってエサレンは広範囲の人びとの注意を引いた。もし
あなたがビート作家のファンであっても、もしくはあなたが実存主義や T グループ
や LSD や宗教や一般意味論に興味を抱いていても、必ずやエサレンの名を耳にし
たに違いない。エサレンがさらに多くの傑出した思想家や実践家を引きつけるにつ
れ、その名を聞いたことがあるという機会は広がっていった。エサレンはその仕事
を始めてから、きわめて短期間の間に世界中に名の聞えた人びとをリーダーに迎え
たのである。
（Anderson 1983=1998: 102）
エサレンは、治療の場であると同時に、学びの場であり、修行の場であり、交流の場でも
あった。エサレンがそうして瞬く間に拡大するに至った背景は、当時の利用者、とくに若
者たちの心理的な需要にそれが応えていたからだと考えるのが自然だろう。その心理とは、
おそらく前章でサイケデリック運動を通して見たものと同じだろう。すなわち、支配的な
文化、親世代の文化に対する強い嫌悪感のことである。それは、実際、マーフィーとプラ
イスの行動にも現われている。東洋宗教に魅かれ、ともに大学院からドロップアウトして
精神的彷徨をつづけた 1950 年代の彼らは明らかに、主流の文化的価値観――脱魔術化の価
値観――に背を向けている。この脱魔術化への否の姿勢が 1 つの運動になるとき、それは
現行の社会の変革を旗印とするようになる。だがその手法は、もはやいわゆる政治運動や
社会運動のそれではない。アンダーソンは先の著書で HPM を擁護する立場をこう代弁す
る。
、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、
変革が必要なのは制度だけでなく、意識そのものなのだ。市民権運動家や平和論者
の唱える人間的な社会とは、精神を通じ、個人的変容を通じた長期間の前進によっ
、、、、、、、、
、
てのみ達成されるものであろう。グループ経験は劇的に意識の高揚をもたらす。世
、、、、、、、、、、、、
コンフォーミティ
界観を変えることができるし、 同 調 、権威、責任について新しい観点を与える
、、、、、 、、、、、、、、、
だろう。そうした自己探求が、社会変革の力になるのではないだろうか？（Anderson
1983=1998: 286，強調引用者）
HPMもまたサイケデリック運動と同じように、脱魔術化の社会を、あるいはリアリーの表
現を借りるなら「西洋の生活のゲームの構造」を解体しようとする文化運動だった 10。そ
してそのとき個人の意識変革が、重要な実践的課題となった。そう、HPMも、意識改革の
運動だった。

10

ストーンもその HPM 論をこう締めくくっている。
「運動に参加する大多数は、裕福で高等教育を受け
ている。経済的な保障、社交性、また公に認められるという基本的な欲求を満たそうとするとき、彼ら
は自分たちが、禁欲主義がその宗教的な基盤を失ってしまった社会、高度に合理化されたテクノロジカ
ルな社会に囚われることに気づく。ヒューマン・ポテンシャル運動は、そこから抜け出す方途を模索す
る 1 つのアリーナである」
（Stone 1976: 114-5）
。
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4-1-(2)

人間性心理学

HPM の礎を、理論的にも実践的にも築くことになったのは人間性心理学（humanistic
psychology）だといわれる。その意味で HPM は心理学における・心理学による運動であり、
ハクスリーの盟友にして研究所の支持者でもあったジェラルド・ハードが、マーフィーと
プライスに助言した際に使った言葉を借りるなら、それは「心理学の革命」でもあった
（Anderson 1983: 12=1998: 13）
。
人間性心理学は 1908 年生まれのアメリカの心理学者アブラハム・マズローによって興さ
れた心理学の新しい波だった。年齢的にはハクスリー（1894 年生）とリアリー（1920 年生）
のあいだに位置するこの心理学者は、旧来の心理学・療法を批判的に検討するなかから、
1940 年代後半より独自の心理学・療法を模索していった。彼のフレッシュな方法論や思想
はカール・ロジャース（来談者中心療法）
、フレデリック・パールズ（ゲシュタルト療法）
、
エリック・バーン（交流分析）
、ウィル・シュッツ（エンカウンター・グループ）といった
エサレンでも活躍することになる心理学者・セラピストたちに（一部は年長者であるにも
関わらず）大きな影響を与えた。考えてみれば、サイケデリック運動を牽引したリアリー
やアルパートももとは心理学者だったのであり、意識の変容にフォーカスした同運動もま
た一種の「心理学の革命」だったといえるかもしれない。HPM は単に意識変容を体験する
うえで、化学的な手段に拘らなかったまでだ。
人間性心理学がその基盤にあったとはいえ、それはいわば絵画の背景色のようなもので
あり、実際にHPMに含みうる療法・訓練法は非常に多岐に渡っていた。たとえば上で言及
したストーンは、人間性心理学などそうした数あるレパートリーの 1 つに過ぎないとでも
いわんばかりに、HPMのメソッドを「エンカウンター・グループ、ゲシュタルト・アウェ
アネス・トレーニング、交流分析、センサリー・アウェアネス、原初療法、生体エネルギ
サイコシンセシス

ー療法、マッサージ、統合心理学、人間性心理学、エスト、アリカ・トレーニング、超越
瞑想、サイキック・ヒーリング、バイオフィードバック、マインドコントロール・トレー
ニング、ヨーガ」
（Stone 1976: 93）と羅列する。現に、ストーンはHPMの源流として、む
しろ心理学者クルト・レヴィン

11

センシビティ・トレーニング

発案のグループ・ダイナミクスや感 受 性 訓 練 （Tグル

。ここで彼が列挙したHPMの療法・
ープともいわれる）を挙げている 12（Stone 1976: 95）
訓練法の 1 つ 1 つについて解説することは筆者の能力と関心を超えている。それらはもと
より相互に影響し合っているため往々にして違いが不明瞭であり、また呼び名が定まって
いない場合もある。おそらくよほど精通した者でない限りその作業は不可能に近いだろう。
だが少なくとも、フレデリック・パールズの開発したゲシュタルト療法と呼ばれる心理
療法がHPMにおいて代表的なものの 1 つであったことははっきりしている。他の訓練法や
11

ナチスによる迫害を恐れて移住したアメリカで、レヴィンはそうした集団訓練の推進機関となるナショ
ナル・トレーニング・ラボラトリーズの設立（1946 年）に貢献し、アメリカにおけるその種のトレーニ
ングのパイオニアとなった。彼は、社会心理学の父とも呼ばれる。
12
これは正しいのだが、もちろんだからといって、HPM に対するマズローの影響が過小評価されるべき
でない。
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療法と同様、それもまた、それ自体さまざまな要素（来談者中心療法や瞑想）の組み合わ
せによって構成されている。創設間もない 1963 年頃にエサレンに来たパールズは、エサレ
ン創設者のプライスに師事されるなど、研究所の重要な指導者（かつトラブル・メーカー）
の 1 人だった。先述の著書のなかでアンダーソンは、この「ゲシュタルト療法」に「エン
カウンター」と「ボディワーク」
（センサリー・アウェアネス、ロルフィング、ヨーガ、太
極拳、マッサージなど）を加えた 3 つを、エサレン・プログラムの三本柱として挙げてい
サイコドラマ

る（Anderson 1983=1998: 74）。エンカウンター（グループ）とは心理劇の流れを汲む感受
性訓練に似た集団療法の一種である。だからアンダーソンのいうエサレンの 3 つの「基本
的要素」
（彼は「商品」ともいっている）のうち、2 つは、広い意味で心理療法のメソッド
を指しており、ここからもHPMが心理学上の運動だったことは知れる 13。そしてそこに東
洋宗教の要素を取り込み出来上がったのが、HPMであるとひとまずいえるだろう。次節 4-2
で言及することになるエリザベス・プティックはこう述べている。
「HPMの本場、アメリ
カにおいて、東洋のスピリチュアリティと西洋の心理療法という 2 つの運動は、両立し、
互いに高め合うものと見なされていた」
（Puttick 2000: 209）と。
人間性心理学に話を戻すと、マズローはその自らの体系を心理学上の“第 3 勢力”と位
置づけている。当時の西洋において支配的だった 2 つの心理学の潮流、すなわち、ジーク
ムント・フロイトによる精神分析、ジョン・ワトソンによる行動主義心理学に次ぐ、3 番
目の新たな勢力という意味がそこには込められている 14。著書『完全なる人間』の第 2 版
（1968 年）用に付された序文でマズローはこう宣言する。人間性心理学は、いまや「客観
的な行動主義的心理学や正統派のフロイト主義に対し、押しも押されない、第 3 の選択肢
となっている」 15。そして「この第 3 の心理学は、いまや一般的世界観の一側面であり、
新しい人生哲学であり、新しい人間の概念であり、新しい仕事の世紀のはじまり」
（Maslow
[1962] 1968=1998: i）である、と。こうした思想のもと、マズローはエサレン研究所の運営
に参画し、初期の「エサレン研究所の最も熱烈な支持者」
（Anderson 1983=1998: 63）とな
った。ただしマーフィーとプライスはエサレン開設にあたって、はじめから彼の参画を構
想していたわけではない。マズローが研究所に関わることになったのは、じつはまったく

13

ボディワークの代表格であったセンサリー・アウェアネス――ドイツのエルザ・ギンドラーによって創
始され、弟子のシャーロット・セルバーがエサレンで教えた――も、身体を使って行う心理療法の一形
式であり、その意味では、アンダーソンのいう三本柱はいずれも心理療法で構成されているとすらいえ
る。
14
だが実際には 20 世紀上半期にはもう 1 つ、ゲシュタルト心理学という大きな潮流も存在したことが知
られている。ある心理学史の教科書では、マズローがそれを換算していないのは「ゲシュタルト心理学
がアメリカでは過少評価される傾向にあったことを反映しているからかもしれ」
（サトウ・高砂 2003:
71）ないと説明される。ただ、マズロー自身の認識は脇に措くとしても、HPM 全体として見た場合、
ゲシュタルト心理学の影響はむしろ大きい。たとえば、いくつか前の注で言及したクルト・レヴィンは
通常ゲシュタルト心理学の一派に含められ、エサレンの看板の 1 つであったエンカウンターは彼のグル
ープ・ダイナミクスをもとにしているといわれるからである。
15
ここで「選択肢」という言葉が使われていることにも現われるように、マズローは精神分析や行動主義
を完全に否定しているわけではないし、それらからの影響を認めてもいる。また自らの心理学だけが唯
一の第 3 勢力であるとも考えていない。
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の偶然からだった 16。
人間性心理学は、旧来の心理学のどこを批判していたのか。単純化してしまえば、それ
は精神的な“健康”への視線の欠落である。それまでの心の学問は、病人ばかりを研究対
象としていた。しかし「人は精神の健康を理解するまでは精神の病気を理解できないとい
うのが、マズローの信念だった」
（Goble 1970=1972: 21）
。たとえばこの信念はマズローの
研究対象に端的に現われている。彼は、精神に失調をきたしている人びと（だけ）ではな
く、むしろ進んで“健全な”
、高い遂行力と創造力の発揮が認められる人びとのことを研究
対象とし、その理由を突き止めようとした。人間性心理学の歴史を丹念に辿った著作のな
かで、ジョン・ローワンは「民主的なトレーニング」と「心理療法」に「健康な人びとへ
の調査」を加えた 3 つ系列が縒り合わさったものを、人間性心理学として呈示している
（Rowan [1976] 1988: 12）
。人間性心理学はだから、治療というよりもむしろ「人間の変化
や成長についてのものであり、人間の潜在性の実現についてのもの」である（Rowan [1976]
1988: 19）
。
現に、健康や成長は、マズローの心理学のキーワードの 1 つである。マズロー自身の言
葉を引こう。
伝統的には、人格の問題を、望ましくない意味でとりあげている。闘争、葛藤、罪
悪、やましい心、不安、抑うつ、欲求不満、緊張、羞恥、自罰、劣等感、無価値観
――これらはすべて、精神的苦痛をひきおこし、効果的な動作を妨げる。病気であ
り、望ましからざるものとみられ、できるだけ速やかに「治そう」とするのである。
しかし、健康な人びととあるいは健康へ向かって成長している人びとにも、また
これらの徴候はすべて認められるのである。もしも読者が罪を感ずべきであるのに、
感じないとしたらどうだろう。もしも力がうまく安定して、適用しているとしたら、
どうだろうか。おそらく、適応や安定は、苦痛をなくすのでよいとはいうものの、
また高い理想への発達を止めてしまうために、望ましくない、といえないだろうか。
（Maslow [1962] 1968=1998: 7-8）
マズローはたかだか「適応や安定」で満足しない。そこにはまだまだ開発の余地があり、
顕在化させるべき能力が潜んでいる。病状を快復させ、正常化させるだけが彼の関心事で
はない。むしろ適応し安定した状態からさらに一歩踏み越え、より価値の高いパフォーマ
ンスを発揮する人間へと「成長」することは、いかにして可能か。このことが問われてい
16

当時、マサチューセッツ州のブランダイス大学の教授だったマズローは、休暇を過ごすため、妻と一緒
にカリフォルニアに来ていた。1962 年のことである。宿泊場所を探していたマズロー夫妻が立ち寄った
事務所がたまたま、エサレンの事務所だった。当番をしていたのは、マーフィーらの友人で、中国出身
のジア・フ・ヘンだった。カードに記名された名前を見て、彼は、我が目を疑った。当時、出版された
ばかりの『完全なる人間』は、ハクスリーが講演で紹介するなど、その種の知的アンテナを張っている
者にとって話題の本だったからだ（彼もマーフィーにもらって、その本を所持していた）
。ジア・フに
呼ばれ駆けつけたプライスは、自分たちがいままさにエサレンで着手しはじめたばかりのプロジェクト
とその展望を、その革新的な心理学者に熱く語った。マズローはそれに共感し、エサレン研究所をバッ
クアップすることを決意した（Anderson 1983=1998: 63）
。
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る。マズローの心理学はだからある意味で、この世のすべての人を射程圏内に収めている
とすらいえる。本章の後半では、この成長や潜在能力といった発想が現代の消費文化や流
動化する雇用市場の論理と深く共振していることを指摘することになるだろう。
淀みなく成長が進み、精神的に最高度に満たされた状態を、マズローは「自己実現」
（self-actualization）と呼ぶ。この言葉は人間性心理学・HPM によって使われ、その後広く
知れ渡っていった言葉であり、また以下の論述のキーワードでもある。とりわけそれはビ
ジネスや教育の場に応用された。いまや私たちはマズローの名を人間性心理学の創始者、
あるいは HPM の主導者としてではなく、自己実現概念の生みの親として、あるいはビジ
ネス書でやたらに（おそらくは心理学的な裏づけを笠に着るために）引用される欲求段階
説の提唱者として知るだろう。
欲求段階説とは、マズローの提唱する人間の動機づけに関する理論である。マズローに
よれば、人間の欲求は、生理的欲求・安全の欲求・所属と愛の欲求・承認の欲求というふ
うに階層状になっている。しかし「これらの欲求がすべて満たされたとしても、人は、自
分に適していることをしていないかぎり、すぐに（いつもではないにしても）新しい不満
が生じ落ちつかなくなってくる。
（……）人は、なりうるものにならなければならない。人
は、自分自身の本性に忠実でなければならない。このような欲求を、自己実現の欲求と呼
ぶことができるであろう」
（Malow [1954] 1970=1987: 72）
。

【資料 4-2】 マズローの欲求要求階層
（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E7%90%86%E8%AB%96 より転載）

人間性心理学・HPM の理念や実践は、いまや宗教・労働・ビジネス・医療・教育などの多
くの領域に、その場に応じた形で組み込まれて（incorporated）いるように見える。それは
自己実現という言葉の使用が、心理学の枠内を越えて多様な文脈で用いられるようになっ
たことに象徴されている。以下でこの展開そのものについて考えていきたい。
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4-2 ヒューマン・ポテンシャル運動と社会変動
4-2-(1)

スピリチュアル化とビジネス化

HPM の目覚ましい成長と成功は、2 つの方向において進行した――そう指摘するのは、
イギリスの宗教社会学者にして自身、専門的なカウンセラーでもあるエリザベス・プティ
ックである。2 つの方向とは「スピリチュアル化」と「世俗化」のことである（Puttick 2000:
202）
。たとえばそれらを、HPM それ自体の変容に即して別の表現で言い換えてみるなら、
おそらくこうなるだろう。HPM が当初、全体としてほどほどに備えていた宗教色が、一方
では強められ、他方では弱められた、と。本項では、この彼女の枠組みを借り受け論を進
める。ただ、世俗化はビジネス化に変更する。以下では、HPM のスピリチュアル化とビジ
ネス化について順に見ていこうと思う。
HPM のスピリチュアル化は、明らかに、ニューエイジ運動の台頭と関連する。第 2 章で
「宗教の再魔術化」を論じた際に整理したように、1970 年代から拡大しはじめた（新宗教
運動も含めた）ニューエイジ運動は、1990 年代に入り、スピリチュアル文化としてそのよ
り多様で現代的な（消費者志向の、グローバル化された）形態を獲得した。この流れの 1
つの起点として HPM を位置づける見方が、ここでスピリチュアル化としていわんとして
いることである。事実、すでに多くの研究者によって指摘されてきたように HPM はニュ
ーエイジ運動のいくつかある源流のうちの 1 つと見なすことができる。たとえば、第 2 章
でたびたび名前を出したパートリッジによって編纂された、新宗教に関するエンサイクロ
ペディアにおいて、マイケル・ヨークは、ニューエイジの「起源」をこう定める。
ニューエイジの直接の起源は、人間性心理学の登場にある。（……）ヒューマン・
ポテンシャル運動はパールズとその仲間たちから発展し、アメリカのサイケデリッ
ク文化の遺産と融合しながら短期間のうちに普及し、膨大な数の自助的な心身治療
の実践を生み出した。ある意味でニューエイジは、ヒューマン・ポテンシャル運動
における、自己意識のスピリチュアル化にあたるものである。（York 2004=2009:
429）
ここでもやはりスピリチュアル化の語が使われている。プティックも、スピリチュアル化
の芽が、すでにマズローの理論のなかに――とりわけ、神秘体験の人間性心理学的な翻案
である「至高体験」の概念に――埋め込まれていたと論じている（Puttick 2000: 204）
。
よくいわれることだが、ニューエイジ運動は、1970 年代に入り立ち往生したカウンタ
ー・カルチャーの新天地、あるいは受け皿となった側面がある 17。たとえば、前章で、リ
アリーの相棒として言及したアルパートは、
「カウンター・カルチャーから新霊性運動への
17

これは、ハッカーや初期のコンピューター文化にもあてはまるだろう。リチャード・バーブルックとア
ンディ・キャメロンは、その文化的な連続性を「カリフォルニアン・イデオロギー」という言葉を使っ
て指摘している（Barbrook and Cameron 1998=1998）
。
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移行を象徴する人物」 18（島薗 [1996] 2007: 54）といわれるように、まさにその翻身を体
現した人物の 1 人である。アルパートは、サイケデリック運動の末期にインドで出遭った
霊的指導者に師事し、以後、指導者から授かったババ・ラム・ダスの名で、自身も指導者
としての活動をはじめる。71 年に出版され、広範な読者を獲得した彼の『ビー・ヒア・ナ
ウ』は、彼個人としても時代的な雰囲気としても、ちょうどニューエイジ運動への「移行」
を示すメルクマールだったように思える。そしてこの移行を、アルパート以上に体現する
人物が、ジェリー・ルービンその人である。学生運動、ベトナム反戦運動を多く指揮した
有名な左翼運動家であったルービンは、アビー・ホフマンらとともに青年国際党を立ちあ
げた、いわば時代の英雄の 1 人だった。だが、60 年代の狂騒が嘘のようにすっかり下火と
なった 70 年代に、ルービンは、劇的に“転向”した。自らこう語る。
セラピー

60 年代に僕は活動家として、療法とは精神分析を用いた現実逃避主義であると軽
蔑し、東洋の精神性に対しても批判を行なってきた。ところが、73 年にはインド
セルフ・セラピー

のスワミに傾倒し、東洋哲学を読みあさり、74 年には自己療法に没頭し始めた。
68 年に「両親を殺せ！」と叫んでいた僕は、74 年には「両親を愛そう」と主張し
ていた。
（Rubin 1975=1993: 26）
71 年から 75 年までの 5 年間に、エスト、ゲシュタルト療法、バイオエナジェティ
ックス、ロルフィング、マッサージ、ジョギング、健康食品、太極拳、エサレン、
催眠療法、モダン・ダンス、瞑想、シルバ・マインド・コントロール、アリカ・ト
レーニング、鍼療法、セックス療法、ライヒアン療法、モア・ハウ等の新意識運動
の諸コースを無秩序に次から次へと体験していった。朝は 7 時に起き 2 マイルのジ
ョギングをすませ、それからモダン・ダンス教室、太極拳、ヨーガ、水泳、有機農
法野菜の食事、マッサージ教室、サウナ風呂をこなし、最後に夜間療法か自己成長
スピリチュアル・アクティビティ

グループに参加して 1 日を終えた。週末はさらに、自己成長活動や 精 神 性 活 動
などの日課がもっとぎっしりとつめこまれていた。
（Rubin 1975=1993: 28-9）

ルービンがここで列挙しているセラピーやボディワークは、それだけでニューエイジ・エ
クササイズのきれいな目録となっている。これらの多くは HPM がアメリカ文化において
その指南役を果たしてきたものである。いや、たしかに、ルービンの例は極端かもしれな
い。学生運動の闘志たちがみなこうなったわけではない。しかしすでに 60 年代からヒッピ
ー文化や HPM に積極的に携わってきた人はもちろんのこと、70 年代まではそれほどでも
なかった、あるいはルービンのようにむしろ毛嫌いしていた人びとでさえも包摂し得たか
らこそ、ニューエイジ運動は拡大を見たのではないだろうか。
HPMは 1970 年代以降、スピリチュアル化の道以外にもう 1 つの道を辿った。ビジネス
化である。たとえば、島薗進がHPMに与えた次の定義は、こちらの面が強調されている。

18

島薗の「新霊性運動」の概念については、第 2 章を参照。
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「心理学の知識や技法、とりわけ交流分析やエンカウンター・グループによって開発され
た考え方やテクニックを用いて、参加者の自己啓発・自己実現を目指す。個々人を誘って
週末のセミナーに参加させるセミナー会社の形態の他、企業の社員研修の請負、セラピス
トによる個人的なカウンセリングなどの形がある」
（島薗 [1996] 2007: 36）
。HPMのビジネ
ス化を象徴的に現わすのが、いわゆる自己啓発セミナーである 19。島薗の定義にも書かれ
ているような「企業の社員研修」向けの商品として、HPMの成果がそうしたセミナーに流
用された。
HPM は一方でスピリチュアル化し、他方でビジネス化した。だが事態はもう少しややこ
しい。ニューエイジ運動やスピリチュアル文化それ自体も、消費文化と無縁ではないから
だ。第 2 章ではこの両者の融合について宗教の商業化という言葉を当てはめた。HPM には
この宗教の商業化を促進させるような働きが認められる。プティックも「スピリチュアリ
ティとビジネスの結合は、HPM の見かけ上の世俗化の、もっとも興味深い側面のうちの 1
つである」
（Puttick 2000: 212）と述べている。第 2 章でも参照したカレットとキングは
『$elling Spirituality』のなかで人間性心理学・HPM の後年への影響についてこうまとめて
いる。
アブラハム・マズローの仕事は、1960 年代ヒッピー文化によって取りあげられ、
オルダス・ハクスリーとティモシー・リアリーのサイケデリック・ワールドともぴ
ったり符合する。この空気のなかで「スピリチュアリティ」は、ドラッグのように
意識やライフ・スタイルを変化させ、北米生活の経済ブームの只中に幸せをもたら
す 1 つの生産物となった。マズローの仕事は、たいていの心理学理論よりもずっと
「ニューエイジ」のスピリチュアリティ製品やそれらの資本主義化に貢献した。そ
れは主に彼が新しい「宗教体験」の用語をつくり、それを「宗教的伝統」からうま
く切り離したからである。
「自己実現」
「至高体験」
「存在認識」
「トランスパーソナ
ル心理学」といった彼のアイディアはみな、資本主義的スピリチュアリティの創造
にとって重要な役割を果たした。彼の言語はその制度的な拠り所からの「スピリチ
ュアリティ」の決別を促し、スピリチュアリティが、殊更に「宗教的」な現象とし
てではなく、「世俗的」な現象として見なされる場をつくりだした。（Carrette and
King 2004: 75）
人間性心理学由来の心理学的な言説とスピリチュアリティ文化の融合を、彼らは「宗教の
心理学化」と呼んでいる（Carrette and King 2004: 65）
。そしてそれが消費社会と相補的な関
係を結ぶとき、それを「資本主義的スピリチュアリティ」と呼ぶ。彼らにとって、資本主
義的スピリチュアリティに対するマズローの影響は絶大である。

19

英語では、概ね large group awareness training programs（LGAT）と表記される。self-help programs と表現
する場合もある。数時間から数日間にわたって、数十から数百人の人びとが受けるグループ・トレーニ
ング・プログラムのことである。もっとも有名だったのは、ワーナー・エアハードという人物が主催し
た est である。日本では 80 年代後半に広まった。
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以上、HPM がどのような変化を被り HPM がどのような影響を与えたかについて、プテ
ィックの助けを借りつつ論述してきた。前章のサイケデリック運動や本章の HPM は、1970
年代以降に現われた再魔術化の文化の出来に明らかに関係している。たとえばサイケデリ
ック運動は、前章末尾で記したように消費文化の成熟に、HPM はスピリチュアリティ文化
、、、、、
の興隆に影響を与えている。問題はその影響の仕方である。以下で考察するのは、この点
である。本論文の仮説はこうである。70 年代以降の再魔術化は、じつは、サイケデリック
運動と HPM――以下、これらをまとめて《意識変容の文化運動》と呼ぶ――が衰退し、反
脱魔術化の対抗運動としての効力を消失するというまさにそのことによって、進行しえた
のではないか？
4-2-(2)

消失する媒介者

まずは、意識変容の文化運動が反脱魔術化の運動としての必然性を決定的に失っていっ
たという点を検討したい。たとえばサイケデリック運動に関して、次のようにいわれるこ
とがある。
「60 年代後半は誰もがサイケデリック・ドラッグを使っていたが、70 年代後半
にはもう誰も使っていなかった」
（Grinspoon and Bakalar 1979= 2000: 131）と。ここで示唆
されていることは、おそらくドラッグ使用（者）の統計的な減少ばかりでない。サイケデ
リック・ドラッグ体験に関する若者文化上の意味論的な変化が、そのとき起きた。前章で
述べたようにカウンター・カルチャーにおいてマリファナや LSD は、長髪などと同じよう
に抵抗のシンボルであった。LSD を体験することはヒッピーという部族に入るための一種
のイニシエーションだった。きっと若いというただそれだけのことすらも、意味論的な価
値をもっていたことだろう。
“30 歳以上を信じるな”という合言葉があったぐらいだ。
だが状況は、70 年代に入り一変した。それは抵抗する若者がいなくなり、真面目で聞き
分けの良い若者ばかりになったということではない。抵抗のシンボルが変わったのだ。い
や、シンボルに意味を付与する体系、文脈が変わってしまったのだ。ヒップだったものが
スクエアなものになってしまった。サイケデリックスはそうしてシンボルとしての効力を
大幅に失ってしまった。
HPM についても同じことがいえる。私たちは理念として自己実現を尊重しても、あるい
はその提唱者であるマズローの存在ぐらいは気を留めたとしても、人間性心理学やその心
理学上の革新性に気を留めることはもはやない。また HPM の展開に上述のようなビジネ
ス化やスピリチュアル化といった対極的なベクトルを見出せるのも、それが 1 つの運動と
してのまとまりとしての意義を喪失したからだろう。私たちが HPM を参照するのは、い
まとなっては専らニューエイジ運動や自己啓発セミナーの、いわば失われた起源としてで
ある。
これらのことはしかし単に若者文化の流行の移り変りとして記述されるべきではない。
もちろん対抗文化の退潮を決定づけた現実的な要因の 1 つとして、たとえば 1969 年にチャ
ールズ・マンソンが起こした事件があるかもしれない。だがそのことで意識変容の文化運
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動のなにもかもが潰えてしまったわけではない。HPM の多方面への影響が示すように、そ
の“形式”はいまなお息づいている。それどころかむしろ強力に根づいているとさえいえ
る。すっかり風景として溶け込み、日常化している。ここで“形式”として表わしたいこ
とはなにか？ それは、意識を合理的に変容させる手段のことである。そこで変わったも
の、失われたものは、その“内容”である。すなわち反脱魔術化という文化思想である。
60 年代アメリカの意識変容の文化運動の衰退、失効は、それがその文化思想上の使命を、
すなわち反脱魔術化の運動としての使命を終えたからではないだろうか？
このことを以下で、マルクス主義批評家フレデリック・ジェイムソンの「消失する媒介
者」
（the vanishing mediator）の概念に託して描出してみたい。ジェイムソンは「The Vanishing
Mediator; or, Max Weber as Storyteller」と題されたエッセイで、ヴェーバーの『プロテスタ
ンティズムの倫理と資本主義の精神』
（以下、
『プロ倫』）に物語分析を試みている 20（Jameson
1988）
。
ジェイムソンがそこで援用するのは、かつてクロード・レヴィ＝ストロースによって提
起された神話解読の枠組みである。通常、神話と（社会）科学というのは異なる水準の現
実感と記述様式によって構成される別々のものと了解されている。だがジェイムソンは社
会科学のクラッシクな教科書である『プロ倫』を、1 つの神話として、根源的な型をもつ 1
つの物語として読み解こうとする。いやたしかに、個人的な感覚に過ぎないかもしれない
が、
『プロ倫』が、あたかも資本主義の起源という犯人をめぐる壮大な推理小説のように感
じられるときがある。この意味で、もしもジェイムソンの試みが十分に奏功しているとす
れば、レヴィ＝ストロースの枠組み――以下で述べるが、それはある関係式として示され
る――は、神話と科学の垣根すらも乗り越える物語（なるもの）の原型を表現しえている
といえるかもしれない。事実それがレヴィ＝ストロースの目論見であった。
「おそらくいつ
かわれわれは、神話的思考と科学的思考においてはたらく論理がじつは同一のものである
こと、そして、人間はいつも同様によく考えてきたことを発見するだろう」（Lévi-Strauss
[1955] 1958=1972: 254）と彼は記している。
レヴィ＝ストロースは「神話の構造」と題された論考のなかで次のような関係式を呈示
した（Lévi-Strauss [1955] 1958=1972: 252）
。レヴィ＝ストロースにとり、これが神話の論理
である。
Fx(a) : Fy(b) ≅ Fx(b) : F-a(y)
あらゆる神話は、その諸要素を極限まで抽象化し煎じつめたとき、この項と関数の「標準
20

ただし、本章の以下でジェイムソンの議論として紹介する部分は、論考全体からすればごく一部分に過
ぎない。ジェイムソンの論考は全体が三部構成になっている。各パートの主題をごく簡単に紹介してお
くと、第 I 部はヴェーバーの「価値自由」の概念について論じられる。つづく第 II 部において、以下で
参照する部分、すなわち『プロ倫』の分析が披露される。だがそれも第 II 部の後半部分を占めるにすぎ
ない。前半ではヴェーバーの諸概念（二分法で成り立つ）をグレマスの「意味の四辺形」に当てはめて
いる。第 III 部では、なんとヴェーバーの生い立ちを 1 つの物語として分析している。
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的関係に還元」できるという 21（Lévi-Strauss [1955] 1958=1972: 252）
。たしかに神話や民話
や伝承がいくつかの定型的なプロットとテーマの順列組合せから成ることはよく知られて
いる。この関係式において、レヴィ＝ストロースの記述からはわかりにくいのだが、項（a、
bなどの変数）は、おそらく神話に登場する具体的な人物や出来事を、関数は、その意味を
表わしていると考えられる。左辺から右辺へと神話内の状況が移行する。式は、それらの
移行の前後において 2 対の状況、それぞれの関係性が、意味論的な水準で等価であること
を示している。
式を複雑にしている、あるいは神話なるものの本質的特徴が宿されているのは、最後の
F-a(y) である。ここに、移行に付随する二重の置換、矛盾が凝縮されている。すなわち「(1)
項の 1 つがその反対（ここでの表現はaと-a）によって置きかえられること、(2) 2 つの要素
（ここではyとa）について関数の値と項の値のあいだに、相関的な逆転が生ずること」
（Lévi-Strauss [1955] 1958=1972: 252）
、この 2 つである 22。左辺から右辺への移行は、(1) 項
の反転（aでなく-a）と (2) 項と関数の逆転（Fy(-a)でなくF-a(y)）という 2 つの置換を伴う
というわけである。
ここまでが、レヴィ＝ストロースによって示されたことである。ジェイムソンは、この
神話の関係式に『プロ倫』をあてはめる

23

。そのとき各要素は以下のように設定される

（Jameson 1988: 19）
。
x = 合理化
y =「宗教化」
、もしくは純粋に宗教的な価値・是認への転換
a =（諸）目的
b =（諸）手段
これらを代入し先ほどの神話の関係式を表現すれば、こうなる。
目的の合理化：手段の宗教化 ≅ 手段の合理化：宗教の非目的化……①
まず着目すべきは、左辺 2 つ目の関数「手段の宗教化」である。ジェイムソンも明記して
いるように、ヴェーバーの理論における核心と独創はこの点に尽くされるといっていい
（Jameson 1988: 21）
。
21

些末なことだが、レヴィ＝ストロースのテキストで a-1 と表記されている部分をジェイムソンは-a と表
記している。本論文もこのジェイムソンの表記に従っている。以下のレヴィ＝ストロースからの引用文
中でも a-1 を-a に変えある。意味に変わりはない。
22
ジェイムソンはこのレヴィ＝ストロースによる解説に加え、さらに以下の 2 つの解説を補っている。(3)
そうした置き換えにも関わらず、
「2 つの関数は、つねに互いに対立するものとして受け取られなければ
ならない」こと、そして、(4) 関数に項が割り当てられる際に、
「一方では x と b の、他方では y と a の
あいだに、一種の非対称な合致がなければならない」
（Jameson 1988: 18-9）こと、この 2 つである。
23
なお、このパートでジェイムソンの論述をパラフレーズするにあたり大澤真幸と上野俊哉、
（以下で実
際に参照するが）スラヴォイ・ジジェクの議論も参考にしている（Žižek 1991=1996: 302-13; 大澤 1996:
161-75; 上野 2007: 218-9）
。
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手段の宗教化とはどういう意味か。それは第 2 章でジグムント・バウマンが「巡礼」と
「砂漠」に喩えて述べていたことである。再度、要約しよう。中世の聖職者は宗教的な領
域である砂漠に巡礼した。しかし、そもそも宗教的に特権的な領域（砂漠）と特権的でな
い領域が存在することに我慢のならない人びとが登場しはじめる。純粋に理想を追い求め
る禁欲的な人びとである。なぜ放免されている領域があるといえてしまうのだろう？ そ
の保証はどこにある？ 救済をなんとか確実なものにしようとする（目的を合理化する）
厳格なる人びとは、この欺瞞を「内的世界の巡礼」
（Bauman 1996: 21=2001: 42）という手
段によって解決した。こうしてあらゆる領域に、経済活動を含むあらゆる振る舞いに、宗
教的な意味が付与された（手段の宗教化）
。
この論理展開の特異性は、むしろ『プロ論』を神話として眺めた上記の式①をジェイム
ソンにしたがってそれとはまた別の、下記の関係式②と対照させてみせることで一層際立
つだろう。
Fx(a) : Fx(b) ≅ F-y(a) : F-y(b) ……②
（目的の合理化：手段の合理化 ≅ 目的の非宗教化：手段の非宗教化）
この式②は、次のことを表現している。
「経済的な組織化の進行をともなう下部構造の合理
化、すなわち、最初に目的の、それから手段それ自体の合理化が、上部構造において相応
の変容を引き起こす」
（Jameson 1988: 20）
。上部構造における「相応の変容」とは、すなわ
ち目的と手段の非宗教化のことである。目的と手段の合理化が、目的と手段の非宗教化を
引き起こす。このとき「目的の合理化と手段の合理化との関係［引用者注：つまり左辺］
と、目的の世俗化（……）と手段の世俗化との関係［引用者注：つまり右辺］、あるいは一
般化して、それと近代の世俗的で官僚制的な国家の発展との関係と同じである」（Jameson
1988: 21）
。
要するにこの式は、下部構造の変化が上部構造の変化を促すという、ジェイムソンがい
うところの「俗流マルクス主義」
（Jameson 1988: 21）の話法をなぞっている。資本主義化
と非宗教化の関係についての俗流マルクス主義の解釈では、目的の合理化 Fx(a) に従うの
は、手段の合理化 Fx(b) である。これに対しヴェーバーの筋書きで目的の合理化に従うの
は、手段の宗教化 Fy(b) である。ここにジェイムソンがヴェーバーの立論のポイントを定
めるのは、それゆえである。実際、よく知られるようにヴェーバーが『プロ倫』を書くに
あたって目論んでいたとされるのは、資本主義のマルクス主義的理解の超克だったのだか
ら 24。

24

ジェイムソンはしかしこの論考でヴェーバーとマルクス主義との理論的な違いを浮き彫りにしようと
しているのではない。むしろ神話の構造をもち出すことで彼が最終的に主張したかったことは、
（俗流
ではない）真のマルクス主義が、ヴェーバーの理論と両立しうるという解釈をしてみせることである
（Jameson 1988: 25）
。
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こうして我々は、ここに目的の合理化 Fx(a) と手段の「宗教化」Fy(b) という 2 つ
の、対極の位置にあるように見えるもののあいだの弁証法的な強化を見る。これに
よって我々が導かれるのは、単線的な俗流マルクス主義の物語から予測されてきた
ものとはまるっきり異なる結末である。すなわち、目的の世俗化が進むにつれて、
手段は、宗教的でなくなるどころか、ますます宗教的になるのだ。（Jameson 1988:
22）
これを現在の視点から遡行的に表現しなおせば、こういえるだろう。近代以降の世俗化す
る世界、資本主義化する世界は、決して俗流マルクス主義がいうように経済の合理的組織
化によって――あるいは、いわゆる「金銭欲」
（Weber [1905] 1920=1989: 54）によって――
生じたものではない。それは、むしろカルヴィニズムの教えに見られるような生活全般に
わたる徹底的な宗教化という、いわばイデオロギー的な（上部構造の）改鋳の結果、生じ
たものである、と。
『プロ倫』の物語はしかしここで終わらない。ヴェーバーはここからさらに意外なこと
を私たちに語りかけた。手段の宗教化 Fy(b) が、結果としてまったく逆説的なことに宗教
の非目的化 F-a(y) をもたらしたと彼はいったのだった。ジェイムソンは上の引用につづけ
てこういっている。
このようにして生まれた奇妙な緊張ないし不均衡は、等式の右辺で、まさに予期
せざる形で解消される。というのも、カルヴィニズムによる、手段ないし現世での
振る舞いの合理化の進行 Fx(b) が、最終項の唐突な置換を引き起こすからである。
すなわち、それ以降の資本主義市場の全面的に合理化され脱聖化された世界によっ
て、究極的な価値として宗教そのものの消滅が、もたらされるからである。
（Jameson
1988: 22）
移行後の世界、資本主義が起動した世界、合理的に効率性を追求する世界では、宗教はも
はや必要とされない。それは契約や所有や科学的管理法や大量消費の障害物になりはじめ
る。宗教が神話の矛盾を一手に背負い、押し潰される。
ジェイムソンはこのときのプロテスタンティズムの働きを「消失する媒介者」と呼ぶ。
、、、、
それが媒介者と呼ばれるのは、中世から近代への歴史的な地殻変動を媒介したと見なせる
からである。地殻変動は、神話の関係式において左辺から右辺への移行として現われる。
ジェイムソンは、その地殻変動におけるプロテスタンティズムの役割を以下の表で示して
みせる（Jameson 1988: 23）
。なお、ここで［＋］は＋との対比において相対的な程度の低
さを現わしている。
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【図表 4-3】 中世から近代へ

宗教的目的ないし意味
手段の合理的組織化

25

中世

ﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ

近代

［＋］

＋

－

－

＋

＋

プロテスタンティズムは、人びとの生活全般にわたる内面的な合理化を遂行するという役
目をまっとうし、新時代の創造に寄与しながら、結果、自らは――より精確には、宗教上
の改革運動としてのプロテスタンティズムは――消失した。ここでプロテスタンティズム
（という上部構造）が、そうした下部構造の変動の媒介者の役割を担っている。
重要なことは、プロテスタントが新しい世界をもたらしたのは、その現世内禁欲の倫理
を、あるいは内面的合理化のイデオロギーを、キリスト教的な枠組みから「解放」したこ
とである（Žižek 1991=1996: 311）
。すなわち、真に革命的な地殻変動を引き起こすために
は、革命家たちは自らの信条や思想を、それを育んだ――事後的に見れば――古い世界（伝
統）の枠組みから切断しなければならない。と同時に、その思想の効力が発揮される別の
新しい文脈を切り拓かなければならない。このことをスラヴォイ・ジジェクは、ジェイム
ソンの議論を受け、
「古い『上部構造』は自分自身の『土台』から自らを解放することによ
って『土台』の変容の地盤を用意する」
（Žižek 1991=1996: 311）と表現する 26。
ここまでが、ジェイムソンによる『プロ倫』読解の骨子である。
本章の試みは、20 世紀半ばのサイケデリック運動や HPM の展開を、その影響の仕方を
1 つの神話のようなものとして解釈することである。端的にいえば、意識変容の文化運動
を消失する媒介者として描き出すことである。
もう一度、レヴィ＝ストロースの関係式を呈示しておこう。ただし混乱を避けるため関
数の記号を先ほどとは変えてある。

25

ジェイムソンはただし、ヴェーバーの議論は実際には 4 つの理念的な段階によって成り立っているとし
て、さらに改変された以下のような表も呈示している（Jameson 1988: 24）
。
中世
ルター
カルヴァン
近代
宗教的目的
＋
＋
＋
－
合理的手段
－
－
＋
＋

26

ジジェクはその前段でこういっている。
「中世の教会からのプロテスタンティズムのあの切断は新しい
社会的内容を『反映』してはおらず、むしろプロテスタンティズムが自分自身のイデオロギーの形式を
徹底化した改版を錦のみ旗にして古い封建的な内容を批判するものだということである。キリスト教の
形式をそれ自身の社会的内容からこのように『解放すること』こそが、古い内容が新しい（資本主義的
な）内容に徐々に変容する余地を切り開く。だから、ジェイムスンが以下のように証明することは容易
なのである。すなわち、資本主義が出現するにあたってプロテスタンティズムが決定的な役割を演じた
とするウェーバーの理論は、ただ俗流の経済主義をしか脅かさないということ、
『土台』と『上部構造』
との関係を転倒させる『消え行く媒介者』を通じて、或る社会構成体から別の社会構成体への移行がな
されるとする『土台』とイデオロギー的『上部構造』との弁証法とまったく両立可能なのがこの理論で
ある、ということである」
（Žižek 1991=1996: 311）
。
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Fs(a) : Ft(b) ≅ Fs(b) : F-a(t)
s には、おそらく、先ほどの x と同じく“合理化”が、t には（宗教化ではなく）
“反脱魔
術化”が入るだろう。ジェイムソンは『プロ倫』に対して a を目的（究極的な救済）とし
ていたが、この場合、目的に相当するのは、これまでの文脈から“社会変革”が適当だろ
う。とすれば、その手段である b には“意識変容”が入るはずだ。
s = 合理化
t = 反脱魔術化
a = 目的（社会変革）
b = 手段（意識変容）
すると、次の等式が得られる。
社会変革の合理化：意識変容の反脱魔術化
≅ 意識変容の合理化：反脱魔術化の非目的化
20 世紀半ば、アメリカで、社会変革を断行すべくサイケデリック運動や HPM のような文
化運動が出現した。そのとき意識変容（サイケデリック体験や至高体験）が社会変革を進
。たとえば
めるにあたって極めて合理的な手段と信じられた（社会変革＝目的の合理化）
先のアンダーソンの文章にこの点が現われていた。もう一度引用しよう。
「変革が必要なの
は制度だけでなく、意識そのものなのだ。市民権運動家や平和論者の唱える人間的な社会
、、、、
とは、精神を通じ、個人的変容を通じた長期間の前進によってのみ達成されるものであろ
、、、
う。グループ経験は劇的に意識の高揚をもたらす」
（Anderson 1983=1998: 286，強調引用者）。
ここでは、いわゆる旧来の政治運動・社会運動による変革とエンカウンターなどの集団訓
練（グループ経験）による変革が対比されている。その速度において後者がより「劇的」
とされている。これは HPM に関する記述だが、かりに同様の効果を前提とするならばサ
イケデリック・ドラッグ体験はより一層、劇的（合理的）に違いない。
そうした心理学的・薬理学的な意識変容を手段とする文化運動は、反脱魔術化を信条と
。その信条はこの時代、大人・体制への反感、
していた（意識変容＝手段の反脱魔術化）
従来型の家族形態や性関係の否定、東洋宗教や神秘主義への接近、自然や身体（体験）の
重視などとして現われた。見過ごしてならないは意識変容という手段そのものは脱魔術化
の手段としても利用されうるという点である。統率的で合理的な組織をつくりあげるうえ
で意識変容という手段ほど効果的な手段などあるだろうか。しかし意識変容の文化運動は
、、、、
、、
その技術・技法を、世界を脱魔術化させる手段としてではなく、世界を反脱魔術化させる
手段として流用した。
だが結果として現われた世界は、少なくとも運動の当事者にとって予期せざるものだっ
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た。右辺でそれが表現される。まず意識変容が（ますます）合理化された（意識変容＝手
段の合理化）
。これは商業化とも言い換えられるだろう。すでに言及したニューエイジ産
業や自己啓発セミナーはその例である。第 1 章で言及した改造文化や第 5 章で扱うプロザ
ックやスマートドラッグなどもその例である。意識変容の技術はますます洗練され、たと
えば性格矯正の道具として、たとえば刺激を与える娯楽として商品化されていった。
そして、そこにはもう反脱魔術化の含意はない（反脱魔術化の非目的化＝非社会変革化）
。
先に、意識変容の文化運動が運動としての使命を終えたことについて検討したが、この最
後の関数がその表現となっている。ここにおいて反脱魔術化の運動としての“内容”はも
う失われてしまった。残っているのは“形式”
、つまり意識変容という手段のみである。そ
れはいまや社会変革どころか社会順応の手段となっている。この点については、次節 4-3
と次章でさらに考察を深めたい。
では、このとき、意識変容の文化運動はどのような地殻変動を媒介したと見なしうるだ
ろうか。生産社会から消費社会へという変動が、それに相当するだろう。この社会変動に
ついては次節でジグムント・バウマンの議論を参考に述べる。ひとまずは、ジェイムソン
の呈示した表に今回のケースに適用させてみよう。
【図表 4-4】 反脱魔術化から再魔術化へ

戦後

PM & HPM

70 年代～

反脱魔術化の意味

＋

＋

－

意識変容の合理化

［＋］

＋

＋＋

この表では、1970 年代以降にかけて意識変容という手段から反脱魔術化の文化思想が遊離
していくことが表現される 27。意識変容という手段を反脱魔術化の“内容”から遊離させ
「解放」することで、はじめて地殻変動が可能になる。これまでとは異なる新たな“内容”
に――再魔術化に――変わる余地が生まれるからだ。本論文にとり、その新しい地盤こそ
が再魔術化された地盤、自己変容の欲望と技術に満ちた地盤である。意識変容は、他なら
ぬその手段として、ますます合理化されてゆくだろう。
アメリカでベストセラーとなった 1979 年の『ナルシシズムの時代』のなかで、クリスト
ファー・ラッシュは（前述のルービンにも触れながら）セラピー文化の台頭に即して次の
ように述べている。
今日の精神的風土は、宗教よりはセラピーに大きく依存する部分があるようだ。
人々は個人の救済を求めているわけではない。かつての黄金時代の復活を求めてい
るのでもないことはもちろんである。今日の人々は、ほんの一瞬でもよいから、自
27

ただ反脱魔術化の意味が失われているからといって、これは脱魔術化への対抗運動が今後決して起こり
えないということを示しているわけではない。あくまで意識変容を手段とした対抗運動が起こりえない
と述べているに過ぎない。
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分が幸せで、健康で、精神的にも安定している、と感じたいのだ。60 年代のラデ
ィカリズムを信奉していた人々は、政治的な理由というより、個人的な理由からこ
の運動にくわわっていたのであり、この人たちにとっては、ラディカリズムさえ、
宗教の代用品というよりひとつのセラピーのようなものだったのだ。ラディカルな
政治運動はうつろな人生を満たしてくれ、何か意味のようなもの、目的のようなも
のを与えてくれたのである。
（Lasch 1979=1981: 25）
ラッシュはここで、かつての運動家連中に冷や水を浴びせかけるかのように、60 年代の叛
乱が当事者にとっては一種のセラピーに過ぎなかったと指摘している。そこで掲げられた
政治的な課題など、結局は副次的な意味しかもたなかったはずだ、と。政治的であれなん
であれ、その行いが人生に意味や目的を、没入や昂揚の感覚を与えてくれることがまず大
切だったのだ、と。

、、、
鋭い指摘である。だがいましがた述べてきた観点からすれば、これはあくまでポスト意

識変容の文化の地平においてこそ成り立つ解釈に過ぎない。ジェイムソンへの参照から導
、、、
かれる解釈は、こうである。ラディカリズムは、セラピーのようなものだったのではなく、
、、、、
、、、、
当の 60 年代のラディカリズムによって、セラピーのようなものになったのである。
それは、
60 年代のラディカリズムによって媒介された、セラピーに対する社会的な意味内容の変容
の反映である。そのときラディカリズムが消失する。HPM において反脱魔術化の文化思想
で充填されていたセラピー（心理療法）は、運動後、新たに再魔術化の手段として流用さ
れることになった。
以上、ジェイムソンの分析を参考にしながら意識変容の文化運動の、現代への影響の仕
方について理論化を試みてきた。いうまでもなくその文化運動の物語は、本来はもっと複
雑で矛盾や対立に満ちていたはずだ。だからこうして述べてきたことは、その物語をあく
までレヴィ＝ストロースの神話の関係式という型枠に強引に押し込んだ結果を取り出して
みせた代物にすぎない。項や関数の設定に議論の余地があるだろうし、誰もが世界史的と
認める出来事とたかだか 40 年しか経過しておらず評価も定まっていない出来事とを相似
的に描くことにも無理があるだろう。とはいえ、少なくとも次のことは指摘できる。生産
社会から消費社会への移行（地殻変動）と心理学史における HPM（人間性心理学）の登場
とには実際に明確な対応関係を描くことができる、と。次節 4-3 の前半では、このことを
社会学者のスティーヴ・ブリンクマンの論考をもとに述べていきたい。

4-3 自己実現と潜在能力
4-3-(1)

人間性心理学と消費社会

ブリンクマンは、2008 年の論考「Changing Psychologies in the Transition from Industrial
Society to Consumer Society」において心理学上のトレンドの変化と社会変動との照応関係
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について論じている。素朴にいってしまえば、これは要するに、学問や知識が時代の制約
を受けるというよく耳目にする話ではある。ブリンクマンが論考において社会変動の枠組
みとしてもちだすのは、ジグムント・バウマンによる産業（生産）社会から消費社会への
移行という議論である。まずは、そのバウマンの議論を辿ることとしよう。
バウマンは「労働倫理から消費の美学へ」という論考――著書『新しい貧困』
（原題『Work,
Consumerism and the New Poor』
）の第 2 章――のなかで、消費社会について重要な議論を展
開している。バウマンがそこで消費社会への移行のポイントとして着目するのは、社会に
おける成員の役割とその遂行能力、およびその役割形成の在り方である。バウマンは生産
社会から消費社会への移行を以下のように描いている 28。
かつての近代社会を「生産社会」と呼ぶ理由は、それがそのメンバーをもっぱら生
産者として従事させていたからである。つまり、社会がそのメンバーを形成するそ
の仕方が、生産者という役割を遂行する必要性によって規定されていたからであり、
社会がそのメンバーに対して遵守させようとする規範とは、この役割を遂行する能
力や意志に他ならなかったからである。現在の後期近代、第二近代、あるいはポス
トモダン段階において、社会はそのメンバーを――ふたたびもっぱら――消費者と
いう資格において使用するのである。今日の社会がそのメンバーを形成する仕方は、
何よりも消費者としての役割を演じる必要性によって決定される。われわれの社会
がそのメンバーに遵守させようとする規範とは、この役割を遂行する能力と意志な
のである。
（Bauman 1998=2003: 204-5）
消費社会は、その構成員が消費者として振る舞うからこそコンシューマー・ソサイエティ
と呼ばれる。好むと好まざるとに関わらず、この社会を首尾よく生きるためには善き消費
者でなければならない。
生産社会において生産者を輩出するために効果を発揮したものはなにか？ それはパノ
プティコン式の規律訓練であるとバウマンはいう。パノプティコンそのものについては第
ド リル

1 章で言及したのでここではもう繰り返さない。規律訓練、バウマンの表現では「教練」
によって人びとは単調さを厭わない生産者として成型される。だが、そのやり方は次第に
ほころびを見せはじめる。というのも規律訓練は消費者の訓練には相応しくないからだ。
つまり「単純なルーティンの欠如、絶え間なき選択の状態こそが、消費者の美徳」である
がゆえに「パノプティコン的教練によって効果的に創り出されうる気質や生活態度は、理
想的消費者を生産することにおいては逆効果となる」（Bauman 1998=2003: 206）からであ
る。消費社会のメンバーの特性として重要なのは「移ろいやすさであり、すべての没頭行
為に本来的に備わっている暫定性である。それは没頭行為そのものより重要なのである」
（Bauman 1998= 2003: 206）
。
28

はっきりと時期を明記しているわけではないが文脈上、バウマンはおそらくその移行の時期を 1970 年
代だと考えていると思われる。
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ここに至って、労働倫理を植えつけるような規律訓練は通用しない。だが善き消費者に
なるためにもまたそれなりに身につけるべき作法がある。それはなにか？ バウマンによ
れば「消費の美学」である。
「かつて労働倫理が支配していた場所を支配しているのはいま
や消費の美学なのである。消費者訓練コースを立派に卒業した者たちにとって、世界は無
マトリクス

（Bauman 1998=2003: 206）
。生産者にせよ消費者にせ
限の可能性を作り出す基 盤 である」
よ人びとは訓練を通じて相応の素養を身につけなければならない。なぜならそれが社会の、
資本主義体制の展開に資する構造になっているからである。ボードリヤールもこう述べて
いる。
「現在行われている体系的で組織された消費に対する訓練が、実は 19 世紀を通じて
行われた農村人口の産業労働に向けての大掛かりな訓練の 20 世紀における等価物であり
延長にほかならない」
（Baudrillard 1970=[1979] 1995: 102）と。
ブリンクマンの論考は、この社会の地殻変動の絵図に心理学の歴史を重ね書きするもの
である。産業（生産）社会に対応した心理学としてブリンクマンが挙げるのは、20 世紀初
頭に生まれた行動主義と精神分析である（下記【図表 4-5】参照）
。それらが産業社会に対
応しているとする理由はなにか？ ブリンクマンによれば行動主義と精神分析に特徴的に
見られる機械論的な考え方である。とくに行動主義においてそれは顕著である 29。現に、
行動主義はテイラーの科学的管理法の流れを汲んでいるといわれる（Kvale 2003: 587）
。科
学的管理法は、工場におけるいわば人間行動の機械化（機械との同期）を理想とする。行
動主義の創始者ジョン・ワトソンは、俗に“行動主義宣言”と呼ばれるテキストの冒頭に
テイラー主義を髣髴とさせる筆致でこう書きつけている。行動主義の「理論的目標は行動
の予測と統制にある」 30と。こうした点で行動主義はたしかにテイラー主義、およびそれ
を自動車産業に流用したフォーディズム、そしてそれを基幹産業とする生産社会の申し子
ともいえる心理学であった 31。

29

精神分析は、傍目には、あくまで科学的態度を貫かんとする行動主義とは水と油のような間柄にも見え
る。だがブリンクマンは、明確の違いがいくつも存在するにも関わらず両者は産業資本主義時代に適合
した心理学として「同じコインの裏表」の関係にあるとしている（Brinkmann 2008: 99）
。ただ精神分析
に関するブリンクマンの議論はそれほど説得的とは思われない。
30
サトウ・高砂 2003: 44 からの引用。
31
とはいえブリンクマンもいうように、必ずしも行動主義者たちに産業資本主義の発展を後押ししようと
いう意図があったわけではない。しかしそれでも行動主義の成果は、心理学実験室における思考する実
験者と反応する被験者の関係から、工場における管理者と労働者の関係、教室における先生と生徒の関
係へと転用されていった（Brinkmann 2008: 94-5）
。
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【図表 4-5】 産業社会と消費社会
（Brinkmann 2008: 91 から抜粋）
主な社会経済的表示

産業社会

消費社会

自己の概念

安定した自己

柔軟な自己

――所有者としての自己

――消費者としての自己

本質的価値

所有権、財産

消費、経験

労働生活

プロテスタントの労働倫理――職業

自己企業家――仕事

教育

資質

能力――生涯学習

社会的想像

ゲマインシャフト・ゲゼルシャフト

ネットワークの社会性

の問題（二元論）

――新しい資本主義の精神（一元論）

主な人生の問題

欲望を制御せよ

選択せよ

病理学

神経症の自己

うつ状態の自己

心理学

精神分析、行動主義

人間性心理学、社会構築主義

心理学者のシュタイナー・クヴァルも「The Church, the Factory and the Market」という論
考で同様の議論を展開している。というより、ブリンクマンはこのクヴァルの議論を参照
してもいる。クヴァルは、心理学がこれまでいかなるメタファーを用いてその理論を説明
してきたかを分析する。その結果、大局的に 3 つの段階に分けることができるという。そ
れが論題の「教会」
「工場」
「市場」である（下記【図表 4-6】参照）
。その 2 つ目の「工場」
の段階、言い換えれば産業社会の段階に応ずる心理学として、クヴァルも行動主義ととも
に精神分析の理論にふれている（Kvale 2003: 586）
。クヴァルによれば精神分析もまたエネ
ルギーや欲動の理解において機械論的な側面があるからだ。
【図表 4-6】 心理学の宗教的、産業的、商業的メタファー
（Kvale 2003: 580 より抜粋）
時代

中世

近代

ポスト近代

制度

教会

工場

市場

主題

救済

生産

消費

知識

啓示

方法論

構築

本章の前半で述べたように、まさにそうした行動主義と精神分析に対抗しうる心理学の
ヒューマニスティック

第 3 勢力として創始されたのが、マズローの 人 間 性 心理学であった。ある心理学史の
教科書は、このマズローの目論見をこう解説する。
「ヒューマニスティック心理学を生んだ
時代精神は機械論的で物質主義的な傾向への反対にありました。ヒューマニスティック心
理学にとって行動主義的な心理学は人間性を一面的にしか見ておらず、人工的で不毛なア
プローチでした。一方、精神分析は意識の役割を軽視しており、決定論的傾向が強いとい
う点でヒューマニスティック心理学と相容れないものでした」（サトウ・高砂 2003: 71）。
ブリンクマンは、そうして生まれた人間性心理学、および 1990 年以降に登場した「社会構
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成主義」の心理学を消費社会の時代に対応した心理学として挙げる（上記【図表 4-5】参
照）
。後者の社会構成主義派の代表格としてブリンクマンはケネス・ガーゲンを挙げている
が、ここではガーゲンの仕事について解説することはせず、先を急ぎたい。
行動主義や精神分析がもはや消費社会にそぐわない点は、たとえばその語彙に現われて
キャラクター

インテグリティ

いるとブリンクマンはいう。
「 性 格 や統 合 性 といった言葉は、消費社会では時代遅れに
聞こえる。消費社会は性格よりは自己啓発が、統合性よりはフレキシビリティが重要にな
る」
（Brinkmann 2008: 94）
。たしかに、性格や統合性という言葉が暗示するのは自己の獲得
であり自己の安定化であるように思われる。対して自己啓発やフレキシビリティという言
葉が暗示するのは自己の更新、
自己の不安定化であるように思われる。この後者の性質は、
バウマンのいう消費社会のメンバーの特性――「移ろいやすさであり、すべての没頭行為
に本来的に備わっている暫定性」
（Bauman 1998= 2003: 206）――とも、第 1 章で言及した
ドゥルーズが「管理社会」における自己の置かれた状況として述べていたこと――「刻一
刻と変貌をくりかえす自己＝変形型の鋳造作業」
（Deleuze 1990=1992: 294）――とも重な
っている 32。
だが本論文にとってさらに注目すべきなのは、ブリンクマンが人間性心理学を単に消費
社会に対応した心理学としてのみ位置づけていない点である。ブリンクマンは人間性心理
、、、、、、、
学と消費社会の関係について、こう表現する。
「人間性心理学は消費社会の産物であると同
、、、、、
時に生産者であった」
（Brinkmann 2008: 102，強調引用者）と。
人間性心理学がその歩みをはじめたのは 1950 年代のことである。
第二次大戦後から 1960
年代はじめまでの黄金時代のアメリカは、現在ではすっかり生活環境に組み込まれた消費
文化がまさに形成されていった時代である。第 2 章で述べたようにリッツアが新しい消費
手段、ないし消費の殿堂と呼ぶ仕組みや環境は、多くがこの時期に誕生している。一例を
挙げれば、屋内型のショッピング・モールが登場したのもこの頃である。ミネソタ州の郊
外にサウスデール・センターという屋内型のモールが開設されたのは、1956 年のことであ
る

33

。このインパクトについて島田眞杉はこういっている。
「19 世紀の末に大都市が急成

長を遂げたとき、都市の中心部はそれがもつ豊饒な文化的・商業的機能によって多くの人
をひきつけた。しかし郊外住宅地が急成長し、高性能な自動車が爆発的に普及し、道路網
の整備が進んだ 50 年代には、都市の様相と魅力もまた大きく変容し始め、消費者が日常的
に利用する商業施設が一変した」
（島田 2005: 193）
。このときショッピング・モールの普
及を支えたのは、レヴィットタウンに象徴されるような郊外の建売住宅に住む、若い居住
者たちだった。
「住宅産業のフォードともいうべき」
（有賀 2002: 31）ウィリアム・レヴィ
ットによって開発されたレヴィットタウンは、ニューヨーク郊外のロングアイランドを皮
切りに各地に建設され、中産階級の生活拠点となっていった。
32

実際、哲学・倫理を専門とする岡本裕一郎は、本論文同様にバウマンとドゥルーズを参照しながら、生
産社会を規律社会に、消費社会を管理社会に対応させている（岡本 2006: 215-6）
。
33
厳密には、1916 年、1924 年、1931 年と、散発的に、屋外のショッピングセンターの建設はなされてい
たが普及しなかった（Ritzer [1999] 2005=2009: 38-9; 島田 2005: 193）
。
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人間性心理学はこのような社会状況のなかで生まれた。新時代の心理学を標榜したそれ
は、いまや多くの人びとの日常を構成しつつある消費社会の姿を映し出していた。たとえ
ば欲求段階説がそうである。自己実現のような概念を現実味を帯びたものとして掲げるに
は、マズロー自身が概念化したように下位の欲求、つまり生理的欲求や安全の欲求が概ね
満たされているような社会状況になければならない。ブリンクマンはいう。こうして「消
費社会は、精神分析のような時代遅れの悲観的な心理学に対するオルタナティヴであった
人間性心理学に肥沃な土壌を与えた」
（Brinkmann 2008: 102）。先述のクヴァルもまた、
「市
場」のメタファーをもつポストモダン期の心理学として人間性心理学を挙げ、それが「消
費者イデオロギー」と親和的であることを指摘している（Kvale 2003: 591）
。
そして、今度は人間性心理学が、あるいはそれを理論的バックボーンとする HPM が、
消費社会の生産者となる番だ。ブリンクマンはつづけて、
爾来、人間性心理学は、
「人間関係運動」
（the Human Relations movement）やもっと
最近の「人的資源管理」
（the Human Resource Management）を介して、社会それ自
体およびそのメンバーを、とりわけ労働組織のなかで形成するためのツールを社会
に供与してきた。それらは、どちらもロジャースやマズローから大きな影響を受け
たものである。それらの実践は――自己啓発（personal development）に関心をもつ
フレキシブル

―― 柔 軟 な職場をつくりだそうと試みた。自己啓発は、変化し成長する柔軟な人
びとを必要とする消費社会の要求と一致していたし、いまもしている。
（Brinkmann
2008: 102）
と述べる。ここで指摘されているのは、人間性心理学による労働意識（の管理）への影響
である。ブリンクマンの挙げる「人間関係運動」
（人間関係論とも呼ばれる）や「人的資源
管理」
（人的資源論とも呼ばれる）は、経営組織論と呼ばれるジャンルに含まれる。経営組
織論とは、経営を行う組織をいかに運営・管理していくかの指針に関する諸理論のことで
ある。これまで幾度か言及したテイラーの科学的管理法もこの 1 つである。産業社会学者
の渡辺聰子は 20 世紀のアメリカで示された経営組織論を以下の 4 グループに分類している。
それぞれの右に記されているのが、その理論の前提をなす基本的な人間像である（渡辺
2008: 34-5）
。
①科学的管理論――経済的合理的人間像
②人間関係論――社会的人間像
③人的資源論――自己実現的人間像
④条件適応理論――複雑な人間像
ブリンクマンの引用文中に出てくるのは、②人間関係論と③人的資源論である。細かい解
説は省くとして重要なことは、それらがともに①科学的管理論に対する疑義から生まれた
とされることである。とりわけ③人的資源論は、この分野における人間性心理学の変異体
といえ、現に、渡辺はその代表的論者としてマズローに論及している（渡辺 2008: 44-5）
。
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ブリンクマンはここで②人間関係論と③人的資源論という経営組織論を介して、人間性心
理学が理念として経営・労働組織の形成の場に浸透したことを指摘している。それがのち
の「フレキシブルな職場」を形づくっていく。
現代のフレキシブルな労働環境において自己実現や潜在能力は尊重される概念である。
それらはかつて、人間性心理学・HPM によって反脱魔術化の思想として打ち出された概念
であった。だがにもかかわらず、それらはいまや現代のグローバル資本主義を生き抜くた
エ

ー

ト

ス

めの一種の生活態度にすらなっているといっても過言ではない。消費社会の産物であり、
かつ生産者であった人間性心理学。そしてそれを実践に移した HPM。それらは、その消費
社会との産出され産出するプロセスにおいて、角砂糖のように原型を留めることなく溶け
消えていった。しかし、その甘味は――つまり、これまでの議論の枠組みでいえば“手段”
（としての意識変容、およびその発想）は――強く濃くその料理全体の味を左右している
と考えられる。次項では、この点をさらに掘り下げて論じたい。
4-3-(2)

ポスト・フォーディズムの労働倫理

以下では、ポスト・フォーディズムにおける労働倫理・労働意識の観点から、人間性心
理学・HPM の 1970 年代以降の社会に対する生産者としての役割を論じていく。
ポスト・フォーディズムとは、なにか。もちろん、第 2 章で言及したフォーディズムの
あとに登場した生産体制のことである。1973 年（のオイルショック）がきっかけといわれ
る。たとえば、第 2 章で中心的に参照したジョージ・リッツアは、フォーディズムとポス
ト・フォーディズム、それぞれの特徴を以下のように整理している（Ritzer [1993] 1996=1999:
242-6）
。フォーディズムの特徴としては、次のようなものを挙られる。
[f-1] 均質な製品の大量生産
[f-2] 作業ライン（柔軟性の低い技術）
[f-3] 標準化された作業ルーティン（テイラー主義）
[f-4] 労働の脱熟練化・強化・均質化、および大規模経済にもとづく生産性の上昇
[f-5] 市場の成長との連携（消費パターンの均質化）
対するポスト・フォーディズムの特徴としては、次のようなものが挙げられる。
[p-1] カスタム化され、特化した製品、スタイルや質の高い製品への関心の高まり
[p-2] 小規模で生産性の高いシステム
[p-3] 柔軟性のある生産過程
[p-4] 労働者への高い技術的要求
[p-5] 職場の差異化（社会の差異化）
ただ、注意しなければならないのは、たとえばポストモダニズムに関してもかつて似たよ
うな論議がなされたが、ポスト・フォーディズムの到来は、フォーディズムの乗り越えを
想像させるが、必ずしも事態はそうなってはいない。再度、リッツアを引用しよう。
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ポスト・フォーディズムのこうした［引用者注：上述の [p-1]～[p-5] の］要素が現
代世界において現われてきたにもかかわらず、フォーディズムの諸要素が存続し、
消滅の兆しをまったく見せていないのも同じく明らかである。フォーディズムには、
目につくほどの歴史的崩壊はこれまで存在しなかった。事実、「マクドナルディズ
ム」、すなわち多くの点で明らかにフォーディズムと共通している現象は、現代社
会において驚異的な速度で成長をとげている。マクドナルディズムがフォーディズ
ムと共有しているもののなかには、均質的な製品、精密な技術体系、標準化された
作業手順、脱熟練化、労働者（および客）の均質化、大衆労働者、そして消費の均
質化がある。
（Ritzer [1993] 1996=1999: 244）
だから私たちは、先に示したフォーディズムの（より煎じ詰められた）特徴（[p-1]～[p-5]）
とポスト・フォーディズムの特徴（[f-1]～[f-5]）とを併せもつ社会形態として、ポスト・
フォーディズム社会というものを捉えなければならない。
地理学者・政治経済学者のディヴィッド・ハーヴェイもまた、
『ポストモダニティの条件』
のなかで、ポスト・フォーディズムという言葉こそ打ち出さないが、多くのデータをもと
に、1973 年を節目とする同様の生産体制の変動を指摘している。彼の場合、それは「フレ
キシブルな蓄積」と表現される。
「それは労働過程、労働市場、生産物、消費様式に関連す
るフレキシビリティに基づいている。その特徴は、まったく新しい生産部門、金融サービ
スの新しい供給様式、新しい市場の出現であり、そしてとりわけ、大きく進展した商業的、
技術的、組織的革新である」
（Harvey 1990=1999: 199）
。
ポスト・フォーディズム社会において経済的にも、文化的にも、フレキシビリティは、
明らかにキーワードである。人類学者のエミリー・マーチンは、
『免疫複合』（原題『フレ
キシブル・ボディ』
）のなかで、フレキシビリティが、単なる経済体制の変化を示す表徴を
超えて、1970 年代以降、さまざまな領域のキーワードになってきたことを示している。マ
ーチンが同書のなかでもっとも重点的に論じているのは、生産システムについてでも、労
働スタイルについてでもなく、免疫学におけるその語の普及についてであるが、しかし、
コンピュータ・ソフトウェアやニューエイジ思想、政府組織や心理学 34、フェミニズムで
の使用例を丁寧に示している（Martin 1994=1996: 231-243）
。
さまざまな点でフレキシビリティに価値が置かれるポスト・フォーディズム社会の到来
により、労働倫理もまた変化したといわれる。その新しい価値観は、自己実現や潜在能力
といった言葉で特徴づけられてきた。たとえば先述の渡辺は、こう述べている。
人間にとっての仕事の意味、あるいは職業倫理といった仕事に関わる価値観は、社
会的経済的変化との深い相互関係の中で、徐々にではあるが確実に変化している。
この 30－40 年間にわたる脱工業化とそれに伴う職業構造の変化、および物質的生

34

ここで彼女は、ブリンクマンが人間性心理学と並んで、消費社会の心理学に位置づけた社会構成主義の
代表的論客、ケネス・ゲーゲンを例にとっている。

105

活水準の向上は、人々の仕事や組織に対する考え方に大きな変化をもたらしている。
、、、、、、、、、、
1 つの大きな変化は、仕事における自己実現の欲求の拡大である。すなわち仕事を
通じて自分の能力を発揮し、自らを発展させたい、自己を表現したい、そして仕事
を意義あるものにしたいという欲求が、経済的報酬をできるだけ多くしたいという
欲求を凌駕するようになったのである。
（渡辺 2008: 65-6）
もう 1 つの、現代の潜在能力への信仰は、とりわけ生涯教育・生涯学習という考え方によ
って表明される。たとえばこのことをポスト・フォーディズムにおける問題として指摘し
ているのが、イタリアの哲学者、パオロ・ヴィルノである。
現代の労働機構はそのような未完成を癒そうとするどころか利用するのであり、採
用試験の面接ではこれを披瀝する必要さえあります。ともかく重要なのは、そのと
きどきに学習した事柄ではなく、一般的な学習能力（つねに個々の実現をしのぐ潜
在能力）を絶えず示すことです。生産と権力の特定の諸関係の内で、生涯教育は、
安定した環境をもたない生き物の果てしない適応過程を再生産します。（Virno
2003=2008: 85）
ヴィルノはこのように、つねに潜在性を意識させられる「果てしない適応過程」に位置づ
けられた主体を、幼形成熟を意味する生物学用語、
「ネオテニー」と呼ぶ。そしてこのネオ
テニーが生活の全般にわたって影響を及ぼす社会として、ポスト・フォーディズム社会を
指摘する（Virno 2003=2008: 99-100）。
もし自己実現と潜在能力の浸透を、（実現された）“自己に絶えず潜在性を想定する生活
態度の普及”だと解釈するならば、それは結局ところ、自己実現の到達不可能性を、そし
てその結果として、不断の自己変容を導くことになるだろう。
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第５章

現代文化における意識変容

――Better Things for Better Living...Through Chemistry
デュポン社スローガン（1935 年～1982 年）

――ドラッグは感情をグラムやグレインという単位で量られる商品に変換する。
ジョン・リーランド（Leland 2004=2010: 418）

5-1 神経化学的な自己
長い迂回を経て、再びこの第 5 章では第 1 章の問題意識に立ち戻る。ここでは現代の自
己変容文化に属すると考えられる 2 つの事例を取り扱う。1 つは、レイヴ文化やクラブ文
化などと呼ばれる現代のダンス音楽文化の事例である。もう 1 つは、スマートドラッグや
抗鬱剤などの向精神薬の医療目的外使用の事例である。ともに 1980 年代後半以降に出現し
た文化であり、ともに薬物が関わる。前者は、音楽とダンスと薬物による身体的な体験を
重視することで知られる。後者は、薬物を治療としてではなく認知的・感情的な強化を目
的として用いることで知られる。第 1 章で用いた自己変容の区分を用いれば、レイヴ文化
やクラブ文化にとって自己（意識）変容は目的であり、向精神薬の事例にとっては手段だ
といえる。またあえていえば、前者はサイケデリック運動の現代的展開、後者はヒューマ
ン・ポテンシャル運動の現代的展開と見なすことができる。本章はしたがってそれ単体と
して最新の自己変容文化の事例研究であるだけでなく、前々章と前章の題材との比較――
反脱魔術化の文化と再魔術化の文化の比較――の意図も込められている。
本章で扱う文化的実践は、その自己変容体験が生理的、あるいは神経的な、皮下の働き
かけによって引き起こされている点に特徴がある。薬物が関わるとすればこれはある意味
で当たり前の特徴といえるかもしれない。たとえばこの特徴が、現代文化の問題であるこ
とを示すために哲学者・批評家の東浩紀のオタク文化論を参照してみたい。著書『動物化
するポストモダン』において東は、アレクサンドル・コジェーヴのヘーゲル論をヒントに
1990 年代以降の日本のオタクたちの消費行動を「動物的」
、またその浸透を「動物化」と
名づけている（東 2001: 125-9）
。彼はそうした「オタクたちの行動原理」を「あえて連想
を働かせれば、冷静な判断力に基づく知的な鑑賞者（意識的な人間）とも、フェティッシ
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ュに耽溺する性的な主体（無意識的な人間）とも異なり、もっと単純かつ即物的に、薬物
依存者の行動原理に近いようにも思われる」
（東 2001: 129）と表現する 1。ここでの指摘
はあくまでオタク文化に限定されたものに過ぎない。だが、東本人、ならびに本論文でも
すでに何度か名前を出した大澤真幸は、その動物化の現象がより広範な（オタクや日本に
留まらない）文脈に位置づけられうる現代社会の特徴の 1 つであることを示唆している
（東・大澤 2003; 大澤 2008）
。
動物的な行動様式は、半ば脊髄反射のごときものと想定されている。それは視覚や聴覚
といったある特定の感覚器官への刺激（とその反応）というよりは、むしろもっと生理現
象や神経作用に近い、皮下注射や薬物摂取（とその反応）のようなものとして考えること
ができる。水分を摂って尿意をもよおす、解熱剤を飲んで熱が下がる、というのと似てい
る。その性質を列挙するとすれば、少なくとも以下の 3 点が指摘できるだろう。すなわち、
①直接的――入力（刺激）と出力（反応）の差が小さい。②不可逆的――いったん入力が
あれば、その出力を自律的に止めることは不可能に近い。③一時的――その反応は長くは
つづかない、という性質である。
こうした性質をもつ文化的実践は実際、現代文化に遍く見られるものではないだろう
か？ もう 1 つ、別の文章を引いておこう。鎌田東二が『身体の宇宙誌』でこう述べてい
る。
ジェットコースターは、かつて、瞑想やヨーガやドラッグの体験によって獲得して
いた意識の変容状態とスピードを、遊園地の遊びのなかで実現してしまったのだ。
（……）ジェットコースターは jet coaster であることにより、遊具のなかではもっ
ス ピン

フォール

ともスピーディなものであり、しかも回転や墜落を装置化することによって、人を
意識の変容状態に誘い、それに起伏をつけるべく、ドラマティックに仕掛けられて
いる。
（鎌田 1994: 36）
ローラーコースターもまた独特の、その場限りの感覚を愉しむ遊具である。それが、瞑想
やヨーガなどによる意識の変容状態と同質のものとは思われないが、回転や墜落に伴う感
覚は、生理的な反応といっていいだろう。
こうした文化成立の背景の一側面には、生理・
（脳）神経レベルにおける人間の行動・意
識・認知・感情の解明やそれと関わる（医療）技術の発達があるだろう。認知科学や脳神
経科学と呼ばれる学術分野の台頭はその発達の端的な現われである。科学技術の発展が明
らかに現代の自己変容文化を、再魔術化を支えている。そして特定の感情を誘発させたり
潜在認知に働きかけたりするような技術が、今後ますます精度を高めてゆくはずだ。たと
ニューロエコノミクス

えば神経経済学と呼ばれる新興の学問分野が標榜しているのは、最新の行動実験データに
もとづく既存の経済理論の検証や、購買行動の心理・神経メカニズムの究明である。その
1

オタク文化はしかし、そうはいってもやはり（東の主張とは裏腹に）
「フェティッシュに耽溺する」行
動原理にかなり支配されているようにも見える。
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ようして得られた知見が、実際の商品開発やブランディングに応用されるとき、消費者は
あたかも“生理的に”商品を選択する（させられる）ようになるのかもしれない。
この観点から興味深いのが 2008 年に日本の雑誌『科学』のなかで原塑によって紹介され
た、とある研究テーマである。それはポール・ザクらの研究グループによって進められて
いるテーマで、彼らが調べているのは私たちの「信頼」――社会秩序形成にとって重要な
「一般的信頼」――という感情と神経伝達物質オキシトシンとの関係である。原の記事に
はこう書かれている。
「もしも信頼を支える神経メカニズムが明らかにできれば、その機能
を物理的手段によって高めることで国民の信頼を向上させることができるかもしれない。
具体的には、オキシトシンの分泌レベルが高く、また分泌されたオキシトシンが神経系に
取り込まれやすい生理的状態を、多くの国民の脳内において人為的に生み出せればよい」
（原 2008: 863-4）と。当該研究チームは実際、この方向ですでに幾つかの実験や調査を行
ってきたそうである。これを読むと、信頼とは果たして誰か（なにか）に高めてもらうよ
うな類の感情だろうかという素朴な疑問が沸いてくる。この原の記事は、単なる最新の研
究状況と展望に関するレポートである。だが筆者のような門外漢からしてみれば、その SF
的な展望に驚きを禁じえない。
このとき現われる自己理解を、たとえばイギリスの社会学者ニコラス・ローズに倣って
。
「神経化学的な自己」
（neurochemical self）と呼ぶことができるだろう 2（Rose 2003, 2004）
それは、セロトニンやドーパミンのような脳内神経伝達物質によって精神状態や情動が理
解される自己のことである。肌が荒れるのがビタミン不足のせいだと考えるのと同じよう
に、気分が落ち込んでいるのはセロトニン不足のせいだと考える。私の頭の働きが鈍いの
は、もしかして努力が足りないせいではなく、なんらかの神経化学物質が足りないせいな
のかもしれない。神経化学的な自己のまわりに現われるこのときの意識変容は決して第 3
章や第 4 章で見てきたような反脱魔術化の精神に准じていない。

5-2 エクスタシーの文化
5-2-(1)

レイヴ／クラブ文化における恍惚体験

本章でまず扱いたい事例は、レイヴ・カルチャー、ないしクラブ・カルチャーと呼ばれ
る現代のダンス音楽文化である。この文化を取りあげるのは以下の 2 つの理由による。1
つは、それが第 3 章で扱ったサイケデリック運動やヒッピー文化の再来といわれていたか
らである。もう 1 つは、ダンスや薬物摂取を通じたエクスタティックな体験を同文化の特
権的体験と見なすことができるからである。つまり、この文化にフォーカスすることで似
たような若者文化における実践として 60 年代のサイケデリックな体験と現代のエクスタ
2

ローズのこの概念について非常に簡素にではあるがたとえば美馬達也や永沢哲が言及している（美馬
2010: 132; 永沢 2011: 14）
。とくに美馬は、そのような自己モデルの出来と、
（本論文の第 1 章で述べた）
ドゥルーズによって示された管理社会への移行とに相関関係を見ている。
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ティックな体験とを対置させることができる。
レイヴ・カルチャーとは 1980 年代後半のイギリスで生まれ、その後、世界のさまざま
な都市へと波及した若者文化である。レイヴ（rave）とは、野山やビーチなどの野外、大
型倉庫などで、DJ のかけるダンス音楽に合わせて夜通し踊るイベント・集まりの総称、ま
たときに、その種の音楽ジャンルの総称、とひとまず定義することができる。担い手の中
心は、若者である。
レイヴ文化を定義することは、その他の多くの音楽ジャンルやサブカルチャーと同じよ
うにおよそ一筋縄ではいかない。レイヴの場合、次の事情があるため一層ややこしい。つ
まりレイヴが、1980 年代後半から 90 年代初頭にかけてロンドン（郊外）やイビザ島にお
、、、、
いて流行したものを限定的に指して使われる場合と、そのルーツを認識した上で、それ以
降の時間的・地域的な隔たりを踏まえ使用される場合との二種類の指示内容があることで
ある。初期のレイヴに語義を狭める場合、あるいはレイヴの語が否応なく与えてしまう時
代性を考慮する場合、それ以降の文化的展開をしばしば“ポスト・レイヴ”と表わすこと
もある。が、レイヴの生誕から 20 年余り経ったいま、別言すれば、すでにポスト・レイヴ
と呼ばれる状況すらも過去のものになりつつあるいま、そのポストという修辞にはさほど
積極的な意味を見出せない。ここではとくに断りのない限りは、グラハム・セイント・ジ
ョンのように「
（1980 年代後半から 1990 年代初頭の）初期レイヴと、その多種多様な子孫
、、、、
たちの両方ともを含む、若者の文化的感性」
（St. John 2004: 13，強調原文）とレイヴ文化を
捉えることにする 3。
ヨーロッパをはじめレイヴを広く世間に周知させた大きな出来事の 1 つとして、ドイツ
のラヴ・パレードがある 4。それは、音楽に合わせて踊りつつデモ行進のように 5ベルリン
市内を練り歩く一種のお祭りである。世界中の有名DJが参加するイベントである。きっか
けは、1989 年にDJのドクター・モッテ（本名Matthias Roeingh）が自身の誕生日に企画した
パーティであった。以降“ピース、ラヴ、ユニティ”を旗印としながら 2003 年まで毎年ベ
ルリンで開催された 6。たった 150 人（と小さなトラック 3 台）ではじめられたパーティ
も、ピーク時の 99 年にはその 1 万倍の 150 万人を動員したといわれる。
レイヴ文化と、極めて類縁的、あるいはより汎通的な若者文化としてクラブ・カルチャ
ーがある。こちらはレイヴとは異なり言葉としての古臭さをまとうことなく現在もなお使
用され、世界のあちこちで日々実践されている。この文化は、他の多くのユース・サブカ
3

4
5

6

音楽ジャンルに照準した場合には、次のように定義される。
「レイヴ・カルチャーとは、シカゴ発のア
シッド・ハウス、デトロイト発のテクノ、ニューヨーク発のガレージなどを由来とする音楽、つまり、
主に（黒人）ゲイ・クラブ、とりわけシカゴの『ウェアハウス』
、ニューヨークの『パラダイス・ガレ
ージ』でプレイされていたダンス音楽の諸様式から発展してきた音楽による、ダンス・パーティのこと
である」
（Rietveld 1993: 41）
。
Richard and Kruger 1998 も参照。
実際たとえば 1995 年のモットーにボスニア、チェチニア、メキシコにおける即時停戦が掲げられてい
た。
2006 年から 10 年までは紆余曲折を経てルール地方で開催された。なお 2010 年に 21 人もの死者を出す
痛ましい死傷事故が起きている。
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ルチャーズ（モッズやパンクなど）とは違って、とくべつ限定された音楽ジャンルをもっ
ているわけではない。強いていえばダンス音楽ということになるが、とりあえずは踊り、
、、
飲み、社交するその空間の呼び名にもとづき規定される。同じことがクラブ文化の前身と
いえるディスコ文化にも当てはまる。1970 年代のアメリカで、今日的なDJの役割とダンス
音楽を確立させたディスコ文化が、やがて 1980 年代後半のイギリスに、レイヴの流行、な
いしアシッドハウス・ムーブメントをもたらすことになる 7。現在のクラブ文化は、遍く
このレイヴの影響下にある。著書『クラビング』のなかでベン・マルボンはこう述べる。
「はっきりしているのは、
『サタデー・ナイト・フィーヴァー』
（1979 年）の登場でディス
コ人気が軌道に乗ってからわずか 20 年、1988 年夏の「アシッド・ハウス」革命からたっ
たの 10 年で、クラブ通いはいまや巨大ビジネスであり、いまなお桁外れの人気を誇り、ど
んどん形を細分化させている、ということである」
（Malbon 1999: 10）と。
ムーブメントとしてのレイヴが 20 世紀の終わりとともに鎮静化して以降は、むしろクラ
ブ・カルチャーの方がグローバルに定着した。言葉としてのレイヴは特定のイベントを指
す以外は（とりわけ日本では）積極的に用いられることが少なくなったように見受けられ
る。いずれにせよ本章で注目したいのは文化史の詳細ではなく、以下で言及するような当
該文化の、とくに実践的・体験的な側面に見られる特徴である。よって以降では差し障り
のない範囲で、
ダンス文化研究者のヘレン・トーマスもそうしているように（Thomas 2003）
、
やや乱暴であることは承知の上で《レイヴ／クラブ文化》と一括りに表記したい 8。
レイヴ／クラブ文化の実践上の大きな特徴かつ目的とは、ただ踊りつづけること、そし
て、それを通じて獲得される恍惚的な（ecstatic）体験に尽きる。たとえば自身の体験も踏
まえたレイヴ文化に関する論考のなかで、ジョルジアナ・ゴアはこう述べている。
「踊るこ
と、とりわけ長い時間をつづけて踊ることが、存在理由とまではいわないが、レイヴ文化
のもっとも重要な唯一の要素である」
（Gore 1997: 52）と。ゴアはそこに、レイヴ文化とか
つてのヒッピー文化との違いを見ている。あるいはイギリスのクラブ文化に関するエスノ
グラフィーのなかでフィル・ジャクソンも、同様に、踊ることをなにより重要なクラブ体
験の構成要素の 1 つと見ている（Jackson 2003: 15）
。
もちろんそれまでのユース・サブカルチャーズが踊らなかったわけではまったくない。
むしろそれぞれに独自の音楽、特有のダンス（ないしは、服装も含めた身体運用）が存在
するとすらいえるだろう 9。しかし「踊ることそれ自体に、これほど重きを置くソーシャ
7

8

9

アシッド・ハウスとは、ハウスと呼ばれるダンス音楽の一種である。この音楽ジャンルの流行とレイヴ
の拡大はほとんど同義語と見なせる。
グローバルに展開するレイヴ／クラブ文化には、もちろん他方でそれぞれに色濃いローカリティが刻印
されてもいる。たとえばインドネシアの主に低所得者層が通うクラブでは、通常私たちがダンス音楽（ハ
ウスなど）として想い描くのとは幾分趣の異なるファンキー・コタ（funky kota）と呼ばれる、こういっ
てよければ“土着的”な音楽がよく好まれているという。このような地域性を鑑みてもレイヴ／クラブ
という表記はやはり大いなる捨象が伴う。が、本章で着目したいのはあくまでこれらの文化に特徴的に
見られる文化体験の質や意味合いであるため総論的な記述を優先した。
たとえばヘレン・トーマスは「1950 年代後半以降のソーシャル・ダンスの歴史はたいてい特定のユース・
サブカルチャーズ、ないしポピュラー音楽の形態と同一視されるユース・サブカルチャーズに結びつい
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ル・ダンス・カルチャーはいまだかつてなかった」
（Pini 1997: 123）ともいわれるように、
他との比較においても抜きん出てレイヴ／クラブの文化実践の核心に踊ることがあること
はまず疑いえない。
レイヴ／クラブにおいてイベントやパーティは基本的に夜通し行われ、その場で音楽は
かかりつづける。踊り疲れたならドリンクを飲んだり、耳元で大声でしゃべり合ったり、
チルアウト・スペースで休憩を挟む。そしてまた、たとえばお目当ての DJ が登場したの
を期に再びダンスフロアへと向かう。そのように踊りつづけ、踊りに没頭するなかでレイ
ヴァー、クラバーと呼ばれる参加者（客）たちのあいだに、ときとしてある種の体験が訪
れる。この特殊な体験に対してはたいてい――とくに初期のレイヴに関する文章に目立っ
エクスタシー

トランス

て―― 恍 惚 、あるいは陶酔という語が与えられてきた。
「The Ecstasy of Disappearance」と題された論考で、アントニオ・メレッチはレイヴ体験
を誇張気味とも思える筆致でこう表現している。ダンスフロアの「消失と放棄の快楽は、
いまや純粋に『トランス・ダンス』によって示されつつある。とすれば、その身体はポッ
プ史における他のダンスの身体とは質的に異なる空間に差し込まれるだろう」（Melechi
1993: 33）。単調なリズムに合わせて集団で身体を動かすことは、たしかに一体感や多幸感
を生むことがある。それはこの特殊なダンス音楽文化に限らず、宗教儀礼やロックコンサ
ートで起きてきたことである。
レイヴ／クラブ体験の特性や、
同文化に見られる意匠やシンボルの数々は 1960 年代以降
のヒッピー文化を想い起こさせる。実際、1980 年代後半から 90 年代初頭にかけてのレイ
ヴの流行は、メディアによって“セカンド・サマー・オブ・ラヴ”と評され、60 年代後半
の若者たちのサマーになぞらえられた。それゆえ、サイケデリックというまさに 60 年的な
キーワードがレイヴをめぐるテキストのなかに頻出するとしても驚くには当たらない。
「音
楽は別として、それらの［引用者注：レイヴ］パーティの形式的な側面（ストロボライト
やドライアイス、サイケデリックなイメージの広範な利用）は、1960 年代カリフォルニア
の『アシッド・テスト』パーティに由来するようだ」（Rietveld 1993: 42）
。
ヒッピー文化やヒューマン・ポテンシャル運動の一部は、70 年代に入りニューエイジ運
動へと姿を変えたが、レイヴ／クラブ文化はその現代版であるスピリチュアリティ文化と
もクロスオーバーしている 10。たとえばグラハム・セイント・ジョンは編著『Rave Culture
and Religion』の序文で、レイヴ／クラブ文化は「新しいスピリチュアリティを刺激し、現
代の若者に拡がる宗教性の存在を示唆する」
（St. John 2004: 2）とし、それをまさに一種の
宗教運動のようなものとして捉えている。他方で、
『アメリカ 1960 年代』（原題『Gates of
Eden』
）のなかで著者のモーリス・ディクスタインがこう述べている。
「ロックは 60 年代
における組織化された宗教であり、それに関連するものは音楽と言語ばかりでなくダンス
やセックスや麻薬であり、それらすべてが自己表現と精神的体験という 1 つの儀式に収斂

10

てきた」と述べている（Thomas 2003: 178）
。
また Sylvan 2005; Partridge 2006 も参照。
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したのである」
（Dickstein 1977=1986: 247）と。
“60 年代”と“90 年代”のポピュラー音楽体験にはいずれも宗教的な側面がある。それ
らはともに 1 つの儀式のようなものと見なされる。だが、ディクスタインの発言を通じて
両者の微妙な差を指摘することもできる。1 つはダンスの位置づけに関してである。つま
り、レイヴ／クラブ文化においては踊ることそれ自体が中心的な実践であるのに対し、少
なくともディクスタインの証言においてダンスは諸実践のうちの 1 つに過ぎない 11。もう
1 つは――こちらの方がより重要なのだが――自己の現われ方に関してである。つまり、
ロック体験が自己を表現することに繋がるのに対し、レイヴ体験として報告されるのはむ
しろ、以下で述べるように自己の消失感覚、ないし融解感覚である。
レイヴ／クラブ体験が一種の自己の消失感覚をもたらすことはよく報告・指摘されてき
（自己の）
「外に置く・立つこと」を意味するこ
た 12。語源であるギリシア語のékstasisが、
とを踏まるならば、その体験をecstasyと呼ぶことはたしかに正鵠を射ているといえる。1990
年代に積極的にレイヴ／クラブ文化を調査していたマリア・ピニは「Cyborgs, Nomads and
the Raving Feminine」と題された論考のなかで、自らの女性のレイヴァーへの聞き取りにも
とづき、彼女たちがレイヴで自己の消失や溶解を体感していることを明らかにしている。
ピニはまたインタヴュイーたちの多くが踊りながら仮想的な「大きな身体」
（wider body）
のようなものを体感していることも突き止めている。ピニによれば各個人はそのとき、自
らをあたかも 1 つの部品、1 つのコンポーネントであるかのように感じているという。自
己を明け渡したばらばらの個人がネットワークさながらに緩やかに繋がり、そこで共有さ
（interconnectedness）
れる全体像が「大きななにか」として意識される 13。この「相互接続性」
の感覚と、恍惚感や多幸感とが結びつく。
「その親密性は、言語にではなく恍惚的な身体の
関係性をめぐって出現する」
（Pini 1997: 120）
。
「レイヴは、この『なにか』
、つまり『恍惚
的』な踊りの時間をレイヴの存在理由に変えるような『なにか』に重きを置く。だからこ
の不明瞭で、ほとんどケオティックな時間を生み出すことこそがレイヴの主な原動力にな
る」
（Pini 1997: 123）
。
5-3-(2)

再湧出したイリンクス

レイヴ／クラブ文化は、反復的なビート、継続的なダンス、そしてときに合成薬物によ
って誘発される、その場限りの恍惚と形容される体験により強く特徴づけられる。恍惚的
と評される体感は、参加者にとり、イベントやパーティに繰り返し足を運ぶ大きな動機と
なる。レイヴ／クラブ文化の核心を成すそうした体験は、極めて個人的な感覚、主観的な
事象でありながら、生理的な側面が大きいがゆえに参加者たちのあいだでの体験的な共有
11

このことは先述のゴアも指摘している（Gore 1997: 52）
。
これは、筆者のささやかな個人的体験とも齟齬がない。
13
この状態をティム・ジョーダンの場合は「集団的身体」と呼んでいる。ジョーダンもまた、レイヴで「参
加者たちは、次第に自己の主観的信念を失い、集団的身体に溶け込む」
（Jordan 1995: 125）といい、ピ
ニと類似の指摘をしている。
12
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が想定しやすい。
認知科学を専門とする下條信輔は、著書『サブリミナル・インパクト』のなかで現代文
化における「感覚刺激の過剰」
（下條 2008: 112）を指摘している。その具体的な現われと
して、下條は「感覚刺激の絶対量、総エネルギーの過剰」「変化や、動きの過剰」
「速度の
過剰と、上限の突破」
「情報量の過剰」
「多元化、同時並行チャンネルの過剰」
「選択肢の過
剰」の 6 項目を挙げている。レイヴ／クラブ文化を見てみても、会話が難しいほどの極大
の音量、身体に直接ドスドスと響いてくる重低音、コマ送りのようなストロボライトの明
滅などはたしかに過剰な感覚刺激というに相応しい。下條によればそうした一連の過剰化
の背景には、とりわけ若年層の視聴覚文化に見られる「感覚それ自体を追及する態度」
（下
條 2008: 104）や、神経科学的な快を自覚的に操作しようとする志向があるという。他方
で、そうした刺激を享受（消費）する側の心理的問題だけでなく――ともすればそれ以上
に――刺激を供給する側の数々の技術的達成もまたこの傾向に拍車を掛けているだろう。
もちろん刺激が強まったり増えたりすることそれ自体は、いまにはじまったことではな
い。わざわざここで例を挙げるまでもなく、産業化以降に出現した新しいテクノロジーの
数々は、つねに人びとに驚きとともに新しい体験をもたらしてきた。しかし、レイヴ／ク
ラブにおける特殊な体験はそうした産業化に伴う（というより、おそらくは人類史を通じ
、、
た）刺激の拡大が意味するところとは位相を異にしているように思われる。それらは 1 つ
には下條の指摘にもある通り、刺激や体験を得ることそれ自体が目的化している点に特徴
がある。
たとえば自動車について考えてみる。自動車とは、目的地までできるだけ速く快適に移
動するための道具・手段である。その所用時間は当たり前だが短い方がよい。それゆえ速
度の上昇が要請される。芹沢俊介はこれを自動車の「移動」の側面とし、その他にもう 1
つ、別の側面を指摘する（芹沢 1991）。それは「走り」の側面、すなわち、自動車が走る
という運動性そのもののことである。私たちはたしかに目的地まで移動するためだけでな
く、ただ走るため、走りを愉しむためだけに自動車に乗ることがある。それは、移動のた
めの道具的な利便性や効率性に基準を求めない「自己目的的」な営為である。芹沢によれ
ば、この走りの側面は自動車の、速度よりも「加速性」に――より厳密にいえば「加速と
減速」に――関わる。というのも、速度は移動という目的に奉仕するが、加速性とは純粋
な運動性のことだからである。それは、外部の目的をもたない。それは、もっぱら内発的
な動機にもとづき追求される。その刺激が生む体験（恐怖と快楽）は利便性や効率性の観
点からすれば、余分な、過剰なものといえる。
ジャン・ボードリヤールは、「コミュニケーションの恍惚」という論考（Baudrillard
1983=1987）、およびこの論考の内容を部分的に含む著作『宿命の戦略』（Baudrillard
1983=1990）において、一種のエクスタシー論とでもいうべきものを展開している。彼は、
そこに、
「われわれは明らかにこの感覚的な領域における恍惚的でわいせつな何か新しいも
のの出現が何であるかということをうまく把握できないでいる」（Baudrillard 1983=1987:
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242）と書き記している。本章はいわば、僭越ながら、この「把握」に向けた約 4 半世紀越
しの 1 つの試みである。
ボードリヤールにとってエクスタシーとは、まず、商品に典型的に宿るとされる。
商品の形式は近代世界の最初の大きな媒体であった。だが、それを通して物が伝え
るメッセージはすでに極限まで単純化されており、いつも同じものでしかない。つ
まりそれが交換価値である。したがって、結局のところメッセージはもはや存在し
ていないのだ。それはその純粋な流通の中に自らを付与するような媒体なのである。
わたしが
（潜在的に）
恍惚と呼んでいるのはこのことである。
（Baudrillard 1983=1987:
240）
機能（使用価値）から解放され、記号――ブランドのような――と化したモノに（いや、
モノである必要などない）
、エクスタシーは宿り消費者は魅了される 14。ここにおいて彼の
いうエクスタシーは、通常の字義的な意味を超えて使用されている。それは、感覚や体験
の表現ではなく、もっと抽象的な“形式”の言い換えである。日本の雑誌『現代思想』の
30 年ほど前の号、
「エクスタシーの哲学」特集号において、エクスタシーの語がほとんど
宗教や神秘思想との関連においてしか論及されないなか、河村錠一郎の論考だけは 1950
年代後半のある新車の広告を引き合いに出し、そこに「エクスタシスの構造要件」がすべ
て詰まっていると指摘している（河村 1980: 165）
。ボードリヤールのいうエクスタシーは、
この例外的な語用にこそ近い。
とはいえボードリヤールは、その語用を必ずしも商品のみに限定しない。むしろそれは
現代的な情報・コミュニケーション環境下における、内容を欠いた形式全般に宿りうるも
のとして想定されている。たとえば「流行とは美のエクスタシー」であり「シミュレーシ
ョンとは実在のエクスタシー」であり・・・といったぐあいに（Baudrillard 1983=1990: 6）
。
それは「美と醜」のような対立（意味の弁証法）からではなくて、片方の極限化の果てに
こそ生まれる――たとえば「醜悪よりももっと醜悪なもの」
（Baudrillard 1983=1990: 2）と
して 15。ボードリヤールは、そうした純粋で空虚な形式それ自体にエクスタシーを見いだ
しており、彼の主たる関心は、現代消費社会におけるその全面的な展開にあるといってい
い。
14

「エクスタシーにとりつかれていること、それが広告の中の物のすがたであり、広告に見入る消費者の
すがただ――使用価値と交換価値はどうどうめぐりをし、その果てにブランド名という単なる空虚な形
態の中で台なしになる」
（Baudrillard 1983=1990: 6）
。
15
ボードリヤールは、エクスタシーと同様、
「猥褻」
（obscene）という言葉にも特権的な含意を与えてい
る。彼は、そこで、伝統的な猥褻さから今日的な猥褻さへの移行、つまり可視的であることの極限化に
ついて、こう論じている。いわく、今日的な「わいせつさが生じるのは、まさしく、もはやスペクタク
ルや光景が存在しない時であり、すべてが透明で直接的に目に見えるようになり、あらゆるものが情報
とコミュニケーションの苛酷で無情な光に晒された時」
（Baudrillard 1983=1987: 239）である。そこには
もう、これまでの「伝統的」な、不可視の、隠蔽された、
「闇の領域」に属する猥褻さはない。猥褻は
いまや「見え過ぎるくらい可視的なもの」
、可視化の極限へと至り、
「もはや秘密をもたず、完全に情報
とコミュニケーションの中に溶け込んでいる」
（Baudrillard 1983=1987: 239-40）
。

115

たとえばスラヴォイ・ジジェクのいう「有害な特質を奪われた一連の産物」
（Žižek 2002
=2003: 19）は、このボードリヤールのいう空虚な形式が見事に具現化されたものといえる
だろう。すなわちカフェイン抜きのコーヒー、ノンアルコールのビール、脂肪抜きのミル
ク（あるいは、ゼロ・カロリーのコーラ、副作用のない向精神薬もリストに含めていいだ
ろう）など、現代にはおよそ“××抜きの○○”と定式化できるような、商品が氾濫して
、、
いる 16。重要なことは、それらの商品・思想にとり、除外されるべき害悪と判断された要
素（××）は、そもそもの素材・概念（○○）にとって、極めて本質的な要素であるとい
う点である（カフェイン抜きのコーヒーなど、コーヒーを呼べるだろうか？）
。すなわちそ
れらはもはやその本質を剥奪された空虚な形式に過ぎない。
ジジェクは、あるいはジジェクを参照する大澤は、この“××抜きの○○”のもっとも
純粋な形態を「他者抜きの他者」と表現している。ボードリヤールのエクスタシー論は、
じつはその「他者抜きの他者」をこそ、両者に先んじて問題にしていたと考えることがで
きる。どういうことか？ しかし、これを説明するには、その前にロジェ・カイヨワの議
論を経由しなければならない。
ボードリヤールは、さらに宗教社会学者、ロジェ・カイヨワの、有名な遊びの 4 類型を
用いてエクスタシー論を参照する。よく知られるように、カイヨワは著書『遊びと人間』
のなかで、遊びなるものの 4 つの要素を抽出した。
「アゴン」
（競争）、
「アレア」
（偶然）、
「ミミクリ」
（模倣）
、そして「イリンクス」
（眩暈）である 17。順に、アゴンとは、遊戯者
の能力にすべてが委ねられる遊びで、具体的にはスポーツ競技などが該当する。アレアは、
ルーレットや賭け事を指し、遊戯者はそこにおいて完全に受動的である。ミミクリは、一
時的に虚構の世界を受け入れ、架空の環境下において設定上の役柄になりきる表現的な遊
びを指し、人形遊びやままごと、演劇などが該当する。最後に、本論文においてもっとも
重要な――エクスタシーに相当する――イリンクスとは、眩暈を楽しむような遊びのこと
で、
「一時的に知覚の安定を破壊し、明晰であるはずの意識をいわば官能的なパニック状態
におとしいれようとする」
（Caillois 1958=1990: 60）
。それは、単に身体構造上の混乱ばかり
でなく、精神的な混乱をも含意する。
「時には器官の、時には精神の惑乱でもあるこうした
忘我の熱狂の、さまざまな種類を総称するため」
（Caillois 1958=1990: 63）、カイヨワは、
「渦
巻」を意味するギリシア語、
「イリンクス」を用いた。
カイヨワは、この類型をもとに一種の近代化論を提示している。近代においては、4 つ
の要素のなかで、相対的にアゴンとアレアが優勢を占めるようになる。いわく、近代にお
いて現われる「新しい社会的遊びは（……）出生と能力との間、最優秀者が獲得する勝利
と最幸運者にあたえられる幸福との間の争いにより、その性格が決定される」（Caillois
16

それは必ずしも商品に限られない。たとえばジジェクはこのリストに、コリン・パウエルの「死傷者な
き戦争」という考え方を加えているし、このジジェクの議論を受けた大澤真幸も、信仰の寛容を謳う多
文化主義の考え方に「信仰抜きの信仰」を見ている（大澤 2008: 83）
。
17 カイヨワは、この他、
「パイディア」
（遊戯）－「ルドゥス」
（競技）という分類軸も提案している。ま
た、この 4 類型は、論理学上の分類規則を厳密に適用すれば、その区分法に瑕疵があるといわざるを得
ない（小川 2001）
。
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1958=1990: 210）
。「最優秀者」が勝利する「能力」の世界とは、アゴンの原理、すなわち
「競争」にもとづく世界のことであり、
「最幸運者」が幸せになる「出生」の世界とは、ア
レアの原理、すなわち「運」にもとづく世界のことである。これに対し、ミミクリとイリ
ンクス、すなわち「模擬と眩暈、仮面と恍惚はつねに無意識的幻覚的世界においてつなが
っており、この世界を長く支えてきたのは両者の共謀なのであった。しかし両者を否定す
る後世の社会は、それらの暴力を自由に抑制し欺くことにおいてのみ繁栄を見てきたので
あり、こうした社会では両者は分離され、孤立させられ、衰退しているのである」
（Caillois
1958=1990: 216-7）
。つまり、近代社会において、ミミクリとイリンクスは、その強力な結
託を引き裂かれ、
すっかり形骸化してしまった。
カイヨワはこのような見取り図を描いた。
ボードリヤールはこの類型を踏まえつつも、現代においては、アゴンとミミクリが減退
し、アレアとイリンクスが優勢になるという見取り図を描いている（下記【図 5-1】参照）
。
われわれの文化のすべてが競争と言葉の遊びを偶然と眩暈の遊びにすべり込ませ
つつある。不確定であることそのものが根底にあって、それがわれわれを絶対的な
特性の眼もくらむばかりの超加速に追いやる。つまりエクスタシーというかたちに、
エクスタシーとはどんな肉体にもそなわっている、失神するまで自己のまわりをま
わり、それゆえ純粋に空虚なかたちの中で光り輝く特性のことだ。（Baudrillard
1983=1990: 5-6）
イリンクスについて、近代化において衰退してきたとするカイヨワと、逆にいままさに台
頭しつつあるとするボードリヤールとでは（そもそも話題にしている時代が異なるのだが）
、
意見に食い違いがあるように見える。しかし、カイヨワは、衰退させられたはずのイリン
クスが「再湧出」している現象にも注意を払っており、その意味では、必ずしも両者に食
い違いがあるともいえない。

優勢
カイヨワ

劣勢
アゴン・アレア

ミミクリ・イリンクス
再湧出？

ボードリヤール

アレア・イリンクス

アゴン・ミミクリ

※アゴン＝競争、アレア＝偶然、ミミクリ＝模倣、イリンクス＝眩暈
【図 5-1】 カイヨワとボードリヤールの図式の違い

カイヨワはその再湧出の例として、サーカスやジェットコースターなどを挙げている。
先に自動車をめぐる議論でふれた芹沢俊介も、カイヨワの類型をもち出し、自動車の走り
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の側面、加速性がもたらす愉悦を、まさにイリンクスを使って説明している 18。また、大
澤真幸も、
芹沢の議論を引き受け、
自動車の走りの側面とイリンクスとを結びつけている。
大澤は、さらに、この加速性のみを抽出し純化させた装置としてジェットコースターに着
目する。
自動車は、すでに述べたように基本的には資本主義的な有効性に奉仕する道具であ
りながら、それに乗り走行する身体を、資本主義的な生産の論理が支配する日常の
文脈から分離させてしまうのである。イリンクスとは、このような分離にともなう
「自己意識」の特殊な再編を指しているのだ。そして、ジェットコースターは、自
動車のもっているこのような局面のみを純化させたものだと言うことができるだ
ろう。それは、落下していく感覚を身体に加えることで、（重力を利用して）加速
性を純粋化するのだ。ジェットコースターに乗って興奮したあと、マシンがやがて
減速し地上に下りてくる瞬間は、なんとも言えないうら寂しさを感ずる。それは、
いったん日常の文脈から分離していた身体が日常に再統合されることからくる印
象――つまり祭りの後の感覚と同じもの――であろう。
（大澤 2000: 135） 19
自動車は、そしてその加速進化型であるジェットコースターは、たしかに、現在の私たち
を魅了し、より刺激を供与すべく改良に改良が重ねられている。カイヨワの指摘通り、再
湧出したイリンクスとして。
ただ、看過すべきでないのは（芹沢や大澤にこの指摘は見られないが）
、カイヨワが、こ
の再湧出したイリンクスを、あくまで「限定づきの無害なもの」でしかないとも述べてい
る点だ。
もし真にミミクリとイリンクスが人間にとっての永遠の誘惑であるなら、これらを
集団生活から排除し、子供の楽しみや異状の振舞いとしてだけ許しておくというこ
とは、容易にできることではあるまい。その力に疑いの目を向けさせ、その利用を
少なくし、その影響力を馴致あるいは抹殺するのにいかに工夫をこらしたところで、
仮面と憑依とはそれでもなお恐るべき本能に呼応しているのだから、一歩譲ってこ
れらにも幾分の満足を与える必要がある。満足といったところでおそらくそれは、
限定づきの無害のものであろうが、しかし喧騒に満ち、少なくとも神秘、戦慄、パ
ニック、麻痺、熱狂を垣間見させるものでなければならない。
（Caillois 1958=1990:
216）

18

芹沢の自動車のイリンクスに関する記述は、レイヴ／クラブ体験を語るダンサーたちの口ぶりと大差な
い。
「ただただイリンクスを味わいたいばかりにクルマに乗る。アクセルに足をかけ、踏み込み、クル
マの走りに自分を全的に委ねる。するとクルマとの一体感がやってくる。さらに加速が上がると、クル
マとの一体化とクルマによる自己崩壊とクルマへの自己融解が訪れる」
（芹沢 1991: 233）
。
19
大澤は、ここからさらに、
（東京）ディズニーランドが、個々のアトラクションの水準でなく、その空
間全体として、ジェットコースター的なものを提供し、イリンクスを純粋に構成しようとしている、と
（ややアクロバティックに）論じている。
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イリンクスはあまりにも根源的で魅力的なものであるため、それへの欲求はそうやすやす
と馴致されるものではない。だから技術的に、テクニカルに、限定的に、欲求を解放して
いく必要がある。カイヨワにとって再湧出したイリンクスとはしたがって、あくまで「合
意の上での混乱の、適当に停まる墜落の、緩和されている衝撃の、安全な衝撃の、楽しみ」
（Caillois 1958=1990: 225）に過ぎない。カイヨワのイリンクスをめぐる考察は、近代化の
過程で排除の対象であったとされる恍惚的なものの再湧出を話題にし、かつ、それをあく
まで限定的なものと捉えた点において、加えてまた、恍惚的なものを単に聖なるものとし
てではない水準において論じようとした点において、極めて重要であるように思われる。
ボードリヤールの議論に話を戻そう。現代に「エクスタシーにむかおうとする情熱」
（Baudrillard 1983=1990: 5）を看て取る彼の立論において重要なのは、端的にいえば、他者
の不在である。アゴンとミミクリが明示的な他者の存在を――競争の、あるいは模倣の対
象として――必要とするのに対し、アレアとイリンクスの遊びには人格を有した他者の存
在は、決して重要ではない。隆起しつつあるとボードリヤールによって目される後者のペ
アは、したがってたしかに、
「一元的でナルシス的」なものである。恍惚によってもたらさ
れる今日的な快楽は、ボードリヤールによれば、
「もはや光景的、美的な現れからくる快楽
ではなく、むしろ純粋な魅惑、幻惑、幻覚剤的なものとなる」
（Baudrillard 1983=1987: 242）。
現代の快楽はつまり、純粋な、他なるものへの参照を経由しない、即物的なものとなる。
これは、予め示しておいた言葉で言い換えるなら、まさしく「他者抜きの他者」に他なら
ない。こうして、カイヨワを参照するボードリヤールのエクスタシー論が問題にしている
のは、レイヴ／クラブ文化を例に上で見てきたような、新しい快楽の在り方、
「幻覚剤的な」
快楽を問題にしているといえるだろう。

5-3 エンハンスメントの文化
5-3-(1)

スマートドラッグと抗鬱剤

1990 年代以降、医学や薬理学、脳神経科学に関わる技術発展に付随して、さまざまに論
争を巻き起こしてきた争点は、しばしばエンハンスメントの問題と総称される。増進的介
入・能力増強などと和訳されるエンハンスメントとは、専門家である松田純の定義を引け
ば、
「健康の回復と維持という目的を越えて、能力や性質の『改善』をめざして人間の心身
に医学的に介入すること」
（松田 2005: 121）とされる。またこれまで何度か言及した島薗
進は、
「通常の医学的介入である治療（トリートメント、キュア）に対置されるもの」とし
てエンハンスメントを捉えている（島薗 2005: 20）
。美容整形手術、スマートドラッグの
服用、スポーツにおけるドーピング、デザイナー・ベビーなどの遺伝子操作、着床前診断
などがこれに該当する。第 1 章で言及したステロイドによる筋肉増強は、まさしくエンハ
ンスメントに他ならない。現在すでに技術として確立し部分的に普及が達成されているも
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のもあれば、まだ開発途上の最新技術に属し、近い将来の活用が見込まれる段階のものも
ある 20。そこで利用される医療技術は、一方で確かな治療効果を生み、悩みを抱える多く
の人びとに恩恵をもたらす（と予測される）ものの、それが「治療を超えて」活用される
場面では、社会的・倫理的・法的論争の火種となってもいる。人間の能力増強に関わる発
想が、科学技術の進展にともない、突飛な空想やSFの域を超え、現実味を帯びてきたとき、
私たちの“人間”や“医療”
（治療）といった観念そのものが根元から揺さぶられ、問われ
ている。通常の医学的介入である治療とは対置される、増進的介入の伏流しているのは、
“より健康で、より美しく、より賢く、より長生きしたい”というような素朴で一般的な
願望であろう。一定の、たとえば経済的、あるいは倫理的な、問題さえクリアできれば、
素朴なmoreへの欲望が、概ね合法的に満たされる時代を私たちは生きている。能力増強を
主題とした文献ではポストヒューマンやトランスヒューマンといった言葉に出くわすこと
がままあるが、エンハンスメントは、従来の“人間なるもの”からはみだすと思えるよう
な増強・改造が、果たして人間をよい方向へと導くのかという極めて倫理的・哲学的な問
いを私たちにつきつける。この文脈において、生命倫理学（bioethics）や脳神経倫理学
（neuroethics）が近年、注目を浴びてきた。
スマートドラッグをめぐる問題は、こうしたエンハンスメントにまつわる主要テーマの
1 つである。スマートドラッグとは知的能力を向上させる薬剤

21

のことで、とりわけ米国

では“頭のよくなる薬”として学生間の摂取がさほど珍しいことではなくなっている。
ADHD（注意欠陥・多動性障害）やナルコレプシーのための薬であるリタリン、プロヴィ
ジル、アデロールなど（いずれも商品名）の治療薬を、本来の目的から逸れた用途で――
たとえば学術試験対策として――使用されてきた。たとえば、2008 年の『ネイチャー』誌
の記事では、アメリカの大学生の約７%が、本来の治療用途としてではなく興奮剤を使用
しているとする 2005 年の調査報告を紹介している（Greely, et al. 2008）
。そうした使用習慣
は、私たちがこれまで想定してきた努力の価値とかアイデンティティについての社会的通
念を揺さぶり、使用をめぐる不公平感や経済格差の助長が懸念されるなど、米国を中心に
社会問題となっている 22。先の『ネイチャー』誌の記事は、著名な脳神経学者であるマイ
ケル・S・ガザニガほか 7 名によって共同執筆された、認知増強を目的とした薬物使用の
合法化を支持する論説として、衆目を集めた。
これと近似的な争点として、SSRI型抗鬱剤 23のプロザックやゾロフトといった薬剤の治
療目的外の使用も、副作用の問題と併せて論争を巻き起こしてきた。それらの薬はしばし

20

土屋敦は、現在比較的技術が確立されている美容整形手術などを「広義のエンハンスメント」
、まだ開
発段階にある体細胞系列遺伝子治療などの技術を「狭義のエンハンスメント」として整理している（土
屋 2008: 156-8）
。本稿で話題にするものは基本的にこの「広義のエンハンスメント」に属する。
21
種類や詳細については、スマートドラッグの種類や作用については、ポッター＆オルファーリ
1993=1999; ホール 2003=2003; 河野 2008: 20-1 に詳しい。
22
とくに倫理的な争点をめぐっては、鈴木 2007; 植原 2008 参照。
23
SSRI は「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」の意で、1980 年代後半以降、それまでの三環系の抗鬱
薬に変わって、より副作用が弱いというふれこみのもと広く普及した。
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ば副作用として、自殺や暴力行動との関連性が指摘される。
『タイム』誌は、対アフガニス
タン・イラク侵攻時の米軍における抗鬱薬の処方増加と、服用者たちの自殺傾向について
取りあげている（Thompson 2008）
。前線での戦闘から生じる心理的負荷を軽減するために、
ときに兵士は向精神薬の助けを借りざるをえず、たしかにそれは一定の治療効果を示して
いる。だが見方を変えれば、それは繰り返し戦闘員たちを配置につかせることを可能にし
てもいるとも取れる。それ以外にも、さらに私たちは、戦地へ赴く兵士たちよりずっと多
くの競争社会を生きるビジネス人たちのなかに、不安やストレスを軽減するため、あるい
は積極的で活発な人物へと変貌するため（だけ？）に、抗鬱薬を服用してきた人びとが存
在することを知っている。アメリカにおけるプロザック流行の助長に一役買った『驚異の
脳内薬品』
（原題『Listening to Prozac』）のなかで、著者のピーター・D・クレイマーは、プ
ロザックは「いつもおずおずしている人に自信を与え、感じやすい人を大胆にし、内向的
な人にセールスマンのような社交術を教えるかに思えた。プロザックには、霊感をもつ牧
師や高血圧症のグループ治療のように、患者を変身させる力があった」とその効能の一端
を述べる（Kramer 1993=1997: 13）
。
以上で素描してきたような、スマートドラッグを使った認知増強や、抗鬱剤を使った感
情調整の実践には、脳内や気分の状態を、薬理学的に活性化させようとする態度を看取す
ることができる。こうした態度を支える思考を、第 3 章では「精神薬理学的な発想」と呼
んだ。先述のローズもまた、こうした精神薬理学の蔓延る現代社会を「精神薬理学社会」
（psychopharmacological societies）と名づけている（Rose 2004: 90）
。
第 3 章でも引いたようにハクスリーが講演でこういっていた。
薬学者たちにきいてみると（……）体にとって重大な危害がなく、目立った影響
も及ぼさずに、頭の潜在力を実現するのを助けるような化学薬品をみつけることは、
十分予想できることだそうです。
想像できることは、いわゆる精神賦活剤というものは、すでにうつ病の治療など
でめざましい効果をあげていますが、それに似たもので、さらにずっとすぐれた薬
物であります。心の底からの幸福感を生じさせる物質を想像することは可能です。
（Huxley [1959] 1978=1983: 284）
ハクスリーがこのとき語った、副作用の極めて少ない「頭の潜在力を実現する」薬や「心
の底からの幸福感を生じさせる」薬は、現代のスマートドラッグや抗鬱剤などの理想と、
そう遠くかけ離れてはいない。またハクスリーの『すばらしい新世界』は、こうしたバイ
オテクノロジーをめぐる議論のなかで、その是非の立場を問わず、現在でも繰り返し論及
されている。たとえば、これは小説内の話だが、フランスの作家、ミシェル・ウエルベッ
クの代表作『素粒子』のなかに、優秀な生物学者のミシェルが異父兄弟の兄、ブリュノに
対して、ほとんど独り言のように、こう語る場面がある。
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つくづく感心してしまうのは（……）『すばらしい新世界』の中でオルダス・ハク
スリーがしている予言が驚くほど適確だってことなんだ。1932 年に書かれた本だ
とはとても信じられないよ。それ以来西欧社会は、このモデルに近づこうと頑張っ
てきたみたいだ。
（……）
『すばらしい新世界』に描かれた社会は幸福な社会であり、
悲劇や、激しい感情の排除された社会なんだ。完全な性的自由が実現されていて、
個性の開花や快楽に対して障害となるものは何もない。ちょっとした気分の落ち込
みや、悲しみ、苦痛は残っている。でもそれは薬を服用することで簡単に解決がつ
く。抗鬱剤や抗不安剤が驚くべき進歩を遂げているからね。「1 センチの錠剤で、
おセンチな気分とはお別れ」というわけさ。これこそはわれわれが今日熱望してい
る世界、そんな世界で暮らしたいと思っているとおりの世界じゃないか。
（Houellebecq 1998=2001: 170-1）
政治思想家のフランシス・フクヤマは、このような意見に同意しつつ、バイオテクノロジ
ーの規制を訴えるべく著した『人間の終わり』（原題『Our Posthuman Future』）の冒頭で、
こう述べている。
「本書の目的は、ハクスリーの『すばらしい新世界』が正しいと論じるこ
と、現代バイオテクノロジーが重要な脅威となるのは、それが人間の自然本性を変え、我々
が歴史上『ポストヒューマン』の段階に入るかもしれないからだ、と論じることである」
（Fukuyama 2002=2002: 9）
。また、医療倫理研究者の土屋敦も、能力増強論の歴史的源泉
を追うなかで、1920－30 年代のアメリカの生物学者たちの思想を紹介するとともに、ハク
スリーの『すばらしい新世界』に言及している（土屋 2008: 153-4）。薬理学的なものに限
らず、エンハンスメントは基本的に、医療というには憚られるような、素朴で個人的な欲
望によって駆動されている。だが、そうした欲望や技術それ自体は、ハクスリー以前から
存在してきたものである、とくべつ現代に固有のものというわけではない。エンハンスメ
ントは、その意味で、土屋も述べるように、
「古くて新しい」
（土屋 2008: 152）
。では、そ
の「新しさ」はどこにあるのか？ 以下、この点を、現代のエンハンスメントにおける精
神活性化と、第 3 章・第 4 章で扱った文化運動における意識変容と対照させることで考え
てみたい。
5-3-(2)

意識変容の変容

20 世紀中葉の 2 つの文化運動は、知覚の扉を浄化すること――すなわち、自己や世界の
真の姿を見極めることへの期待によって牽引されている。そこに伏流しているのは、典型
的には、人間にはまだまだ知らない世界、秘められた能力が残っているという、潜在性に
対する信仰である。薬物・瞑想・心理療法・エンカウンター・ボディワーク・交流分析な
どは、
その潜在的なものを実体化するために創案され洗練された諸方法である。
ここでは、
60 年代的な意識変容と、現代のエンハンスメントとの比較を試みる。その、時代の異なる
2 つの精神賦活の比較を通じて取り組もうとするのは、両者の差異から浮かびあがる現代
の向精神薬文化のありようを掴み取ることである。
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幻覚剤で自己や社会の意識改革を目指したり世界の実相に触れたりすることと、スマー
トドラッグで記憶力をアップさせたり抗鬱薬で感情を調整したりすること、つまり 1950－
60 年代の精神賦活と昨今のそれとの違いはどこにあるのか？ ここでは相互に関連する 4
点について言及することにしたい。第 1 に、現代の向精神薬文化の特徴は、能力獲得への
私的な欲望が、それなりの出費を惜しまなければ部分的にせよ叶ってしまうことにある。
現代の精神賦活は、かつての意識変容に比べて、圧倒的に現実的な事象であり（それゆえ
喫緊の倫理的問題を喚起するのであり）
、またそれと関連して、第 2 として、獲得される
能力の内容が対象者に了解されている場合がほとんどである。すなわち、かつての HPM
において、その獲得が推奨されていた能力は、やや抽象的であり、いまはまだ（あるいは
、、
通常の意識下では）潜在的なものに留まるが将来的に開発されるべきものとして語られて
いた。これに対し、現代のエンハンスメントは通常、内容のはっきりした特定の能力が、
、、
、、
現存する機能を拡張する、ないしは現存する機能に付加されるイメージで語られ、その効
果がある程度、保証されている。以上 2 点が、技術的な差異であるとすれば、つづく 2 点
は、心理的な差異である。すなわち、第 3 として、第 3 章で論じたように、知覚の扉を浄
化することは、その背後にある動機が社会変革への意思と結びついたものだったが、対す
る現代の精神賦活（を含むエンハンスメント全般）は、極めて個人主義的な動機に対応し
ている。もちろん、たとえば認知増強を駆り立てる“賢くなりたい”という欲望には、社
会的な価値判断が介在している。しかしその欲望は、自身の社会内における相対的な位置
取りを、あくまで個人として高めることに向けられている。第 4 に、これと関連して、精
神賦活の動機が社会全体への批判と結びついているか否か、という点にも重大な差異を指
摘できる。60 年代的な意識変容は、第 3 章で述べたように、理念の上では社会変革に動機
づけられていた。他方、現代の向精神薬文化は明らかに、いまある枠組みのなかでいかに
自らの能力、
およびその結果としての自らの価値を向上させるかという観点に立っている。
総じて、過去の精神賦活が抽象的で社会批判的な能力開発を意味していたのに対し、現
代の精神賦活は、自らを社会に順応させるため、あるいは自らの社会内ポジションを上昇
させるための、能力拡張を意味している。
『完全な人間を目指さなくてもよい理由』
（原題
『The Case against Perfection』
）のなかで、マイケル・サンデルも、同様の対比を行ってい
る。
リタリンは、医療目的にも医療外の目的にも――つまり、ADHD を治療するために
も、競争の中で少しでも有意に立つことを願う健康な子どものパフォーマンスを
エンハンス

向 上 させるためにも――役に立つことから、その他のエンハンスメント技術がも

たらすのと同様の道徳的ジレンマを提起する。そうしたジレンマがどのように解消
されようが、このリタリン論争を取り巻く文化的背景を、1 世代前の（マリファナ
や LSD などの）ドラッグ論争を取り巻くそれと比べてみると、隔世の感がある。
（…
…）かつて、医療外目的の薬物使用は、「娯楽的」使用と言われてきた。だが、も
はやそうした物言いは適切でない。エンハンスメント論争の中で槍玉に挙げられる
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ステロイドや昂奮剤は、娯楽の素ではなく社会への追従に向けた試み、すなわち、
自らのパフォーマンスを改善し、自らの性質を完全化せよという狂騒社会から突き
つけられる要求への、ひとつの対処法なのである。
（Sandel 2007=2010: 64-5）
私たちが、反脱魔術化と再魔術化のあいだに想定してきた差異は、この差異である。この
差異から、現代の認知増強や感情調整に透かし見えるのは、私たちの願望をその都度かな
えてくれる商品として、精神活性化を提供してゆこうとする消費社会の相貌ではないか。
商品である以上、
それは具体的な効果が保証されていなければならない。
商品である以上、
それは消費者の欲望に訴えかけるものでなければならない。生命倫理学の専門家である松
田純は、エンハンスメント全般に関して、こう述べている。
「なんでも夢かなえます」というエンハンスメント・サービスが普及した場合、医
療とは異質なものが「医療化」される傾向がいっそう強まるだろう。病気でなかっ
たものまで「病気」にして、医学的介入の対象とする。「理想」の「健康」状態が
あくことなく追求される。医療は患者の要望に基づく「サービス業」に変質するだ
ろう。患者は「病める人」から「顧客（customer）」となり、医師は人体改造の「請
け負い人」に成り下がる。
（松田 2005: 129-30）
現代の消費社会にあって精神賦活は、消費の欲望を刺激し展開される数多の商品群と何ら
変わるところがないように見える。精神活性化を求める消費者たちは、ますます簡便で、
安上がりで、副作用もなく、自らの市場価値を高めることのできる薬剤＝商品を欲してい
る。問題は、それが単に商品（としての技術的達成）であるばかりでなく、それを求める
動機そのものが、現代の消費文化に極めて適合的であるという点である。
ニューロ・ロジック

（Leary [1977] 1988=1989: 25）――後
「神経論理学：自分自身の神経組織の理解と制御」
年、リアリーは、1960 年代のサイケデリック実験を回想し、自身の立場をこの造語で表現
している。同じく著書『神経政治学』なかで、彼はまた、かつての実験結果をこう意味づ
けている。
「人間は、複数の『精神』
（これは神経回路として定義される）を持っているの
だ。それらは個人の成長に従って発達し、選択的かつ適応的に起動させたり切ったりする
ことができる。まるで、現代人が身のまわりにある様々な電気回路を『起動したりチュー
ニングを合わせたり』できるように」
（Leary [1977] 1988=1989: 25）。もともとは身体の内
側の事柄であったはずの人間の内面が、外側からの、それも微細な働きかけによって、目
には見えない生化学のルールに従い、あらかた調節・選択可能であること――これこそが、
50 年代から 60 年代にかけて、ハクスリーにはじまる多くの文化的実験が、精神薬理学の
力を借りて獲得し、散布した、精神薬理学的な発想という種子である。いうまでもなく、
こうした趨勢は技術的な発達がつづく限り、現在ますます強まってきており、今後も衰え
ることはないだろう。脳を電磁刺激する技術や、脳とコンピュータを接続する技術（ブレ
イン－マシン・インターフェイス）が現実に構想され、その医学的な活用と展望がすでに
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多くの場で語られてきている。目覚ましい発展を遂げる脳神経科学の触手はまた、本論文
の関心に近いところでいえば、宗教（神秘）体験そのものにまで及んでいる。こうした研
究成果や技術は、他方で、エンハンスメントとして私たちのまえに現われるとき、欲望と
不安を掻き立てているようにも映る。

5-4 結びにかえて
本論文では、これまで、20 世紀後半期の自己変容、わけても意識の変容に関わる文化実
践について幅広く言及してきた。その際、第 1 章では自己論、第 2 章では消費社会論や宗
教社会学、第 3 章ではアメリカ文化や精神薬理学、第 4 章では心理学史や労働意識の問題
といったぐあいに、ほとんど執筆者の能力を超えて、じつにさまざまな視点や文脈から自
己変容の文化を話題にしてきた。だが、本論文が題材としてきたことは、細部を切り捨て
てしまえば、次のことである。すなわち、60 年代アメリカ文化の現代文化への影響とその
影響の仕方である。このことを本論文では、呪術的なもの、つまり人びとを精神的に、ま
た肉体的に変えてしまうものの文化に関して観察してきた。もちろん 60 年代アメリカ文化
の影響の痕跡は、わざわざここで指摘するまでもなく、さまざまな領域に認められる。し
かし、その影響のなかには、直接的でない仕方で――第 1 章で引用した小此木啓吾の表現
を借りれば「潜在的な形で」――、もともとそれが置かれていたのとは別の文脈において、
影響を及ぼしている場合があるように思われた。
第 2 章で、デートレフ・ポイカートの示した近代の 2 つのパラドックス、2 つの「意図
せざる結果」について述べた。1 つ目が、宗教の純粋なる追究がはからずも世俗化を生む
というパラドックスである。2 つ目は、合理化の過程がはからずも人間の苦悩を深めると
いうパラドックスである。本論文で 60 年代文化を事例に見てきたのは、これらとは、また
別のパラドクスといえるだろう。つまり、反資本主義の文化運動がはからずも新しい資本
主義体制を切り拓くというパラドクスである。カウンター・カルチャーは、第 3 章の終わ
りに確認したように、
次なるステージの資本主義社会への移行に――それは論者によって、
消費資本主義や後期資本主義と呼ばれる―――加担した側面がある。それはたとえばサイ
ケデリック運動がそもそも消費社会に適合的だったからというよりは、むしろそれが反脱
魔術化の精神によって駆動されていたからこそ、ではないだろうか。本論文の関心事であ
った、このパラドクスの内実を、第 4 章では、
「消失する媒介者」の枠組みを借り、1 つ目
のパラドクスと対応させながら、浮かびあがらせようとした。
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