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経済論叢 (京都大学)第177巻第3号,2006年3月

ネ オ コ ン の 源 流

｢ニューエイジャ-｣とピラミッド-

本 山 美 彦

は じ め に

2004年の米国大統領選挙で,子ブッシュ (GeorgeW.Bush)が再選された｡

その背景には,いわゆるネオコン (Neoconservative)が,米国キリスト教右

派 (ChristianRight)の取 り込みに成功したことがあるといわれている｡ 米国

の南部と中西部におけるキリスト教右派 (プロテスタントとカトリックの両派

を含む,本稿 (おわりに)で説明)や ｢カリスマ運動｣(charismamovement,

本稿第V節で説明)の効用を思い浮かべれば,さもありなんとの思いを人は等

しく持つ｡

しかし,どのような経緯でキリスト教右派が多くの米国民の心を掴みえたの

か｡ネオコンがどういう手段でキリスト教右派を自己の陣営に引き寄せたのか,

等々の問題については,いま1つ分からない点が多い｡いまのところ,南部 ･

中西部の米国民が急速に保守化したという事実だけが語られているにすぎない｡

しかし,この地域の米国民はなぜ保守化したのだろうか｡日本人には想像もで

きないような荘漠たる広さを持つ田舎,イスラム教に匹敵するのではないだろ

うかというほどの宗教的な生活,こうした環境が人々の心を保守的傾向に向か

わせたのかも知れない｡しかし,それだけでは,なぜ,それがキリス ト教右派

なのかは分からない｡

キリスト教右派が台頭してきた1970年代は,｢対抗文化｣(counter･culture)

運動の全盛時代であった｡つまり,ベ トナム戦争の後遺症に悩む米国の若者た
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ちは,既成の権威と文化に反抗 していた｡労働争議も相次ぎ,米国内で反企業

意識が未曾有の高揚を示していた｡そうした雰囲気に彩られていた1970年代の

米国の若者たちは,ネオコンではなかった｡にもかかわらず,共和党 (Re-

publicParty)のレーガン (RonaldReagan)政権が,この時代の危機を乗 り

切った｡途中,民主党 (DemocraticParty)のクリントン (WilliamClinton)

政権があっただけで,長期的には,米国は共和党政権の天下が続いた｡レーガ

ン政権下,その後の父ブッシュ (GeorgeH.Bush)政権下で若者の ｢対抗文

化｣運動は下火になってきた｡というよりも,彼らの多くが,高揚するキリス

ト教右派に吸収されるようになってしまった｡そして,子ブッシェの2期日の

政権を不動のものにしたのが,キリスト教右派の爆発的なエネルギーであった｡

そうした流れがどのようにして作られたのかを,本稿は追求しようとしてい

る｡ この稿は,ネオコンの前史としての,宗教的 ｢ニューエイジ ･ムーブメン

ト｣(NewAgeMovement)のシンボル=ピラミッド (pyramid)を紹介する｡

｢対抗文化｣運動として,一時はブームになっていたこの運動は,最終的には,

若者の多くの市民運動と同じく,保守に絡め取られてしまうのであるが,その

理由を探るべ く,本稿で,｢ニューエイジ ･ムーブメント｣がどのようなもの

であったのかを説明しておきたい｡｢こェ-エイジ ･ムーブメント｣は,｢新時

代運動｣と訳すべきなのセあろうが,これでは,なにをいっているのかがあい

まいになってしまう｡ この運動は,｢維新運動｣として理解されるべきもので

ある｡ この運動は,西欧中心史観を反省し,非西欧的な思考と行動様式を取 り

入れようとしたものである｡ しかも,非西欧的なものを単純に,神秘主義的に,

あるいは,オカルト (occult)的に模倣するのではなく,そこに硯代科学の目

を適して,自分のものにして,旧い西欧を新しい社会に適合できる ｢現象的,

精神的,思想的,社会学的重点移動｣ (aphenomenal,spiritual,ideological,

andsociologicalshi損 を実現させる ｢信仰的社会的運動｣ (areligiousanda

sociaimovement)が,｢ニューエイジ･ムーブメント｣である1}｡ 本稿では,

1) "NewAgeor()ldoccult?,"(http://www.rapidnet.com/～jbeard/bdm/Cults/newage.htm).
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これを単純に NAM と表記 し,この運動に参加する人たちについては,原語

の ǸewAger'をそのまま ｢ニューエイジャ-｣にした｡

この NAM の理念は, もともとは,米国至上主義でなく,むしろその対極

に位置するものであった｡ しかし,結果として,この運動は,｢米国+イスラ

エル｣の路線に吸収されてしまい,親子ブッシュ政権の戦争政策を支持する勢

力になってしまった｡NAM の ｢ポピュリスト｣(populist)的色彩が,運動を

そういう方向に転轍させた可能性がある｡ しかし,いまのところ確定的なこと

はいえない｡

権力というものは,古今東西を問わず,自らを神格化,ないしは,伝説化さ

せようとするものである｡ その際,民衆に根づいた神話や伝承を利用するとい

う手法がつねにとられてきた｡｢テンプル騎上団｣(theTempleKnights)辛

｢フリーメーソン｣(FreeMasons)伝説が,その時々の権力によってもっと

も利用されてきたものである｡

米国の国璽 (theGreatSealoftheUnitedStates)もまた,フリーメーソン

の伝説を利用 している｡ 国璽に使われているピラミッドは,フリーメーソンが

愛用 していたものだからである｡

I 米国国璽のピラミッド

1970年代の ｢ニューエイジ ･ミュージック｣(NewAgeMusic)の旗手で,

ジョン･デンバー (JohnDenver)2) というシンガー ･ソング･ライターがいた｡

ニューエイジ ･ミュージックとは,ニューエイジ哲学を音楽化したものである｡

2) 本名は,ヘンリー .ジョン ･ドイチェンドルフ ･ジュニア (HenryJohnl)euschendorfJr.)

である,,ジョン･デンバーは,1943年,ニュー メキシコ州 (NewMexico:NM)に生まれ,

1969年,シンガー ･ソングライターとしてソロデビューした,,1970年代に,｢ロッキー ･マウン

テン ･ハイ｣,｢太陽を背に受けて｣などのヒット曲で人気カントリー歌手の地位を確 ;I-.した(､

1985年にソ連 (当時)を訪問して,米ソの文化交流に尽力したり,1994年 5月,ベ トナム戦争終

結後,米国の大物歌手として初めてベ トナムで公演をおこなった｡1997年10月,カ7)フォルエア

州 (Californi之l:CA)モン トレー空港 (theM()ntereyPeninsulaAirport)から,自分の操縦す

る単発の自家用軽飛行機で離陸した直後に,海岸から約百メー トルの海上に墜落して亡 くなった

(http://www.fmstar.com/movie/j/jO589.html)｡
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これは,イージー ･リスニングや隈想的でスピリチュアルな音楽を基本にして

いる｡ こユ-エイジのミュージシャンたちは,現代のハイペースな生活に疲れ

た人々を癒すような抑制ぎみのサウンドを作 り出した｡そして彼らは,精神的

なヒーリング効果や優越感を得るために,ノン ･ウェスタン･ミュージックの

音楽的要素を拝借することも多い｡

この音楽で一世 を風塵 したデ ンバーが,1976年 コロラ ド州 (Colorado:

co)スノーマス (Snowmass)近郊の田舎に ｢ウインドスター｣(Windstar)

という陸想修行用の広大な道場を建設 した｡そこでは, ピラミッドがシンボル

として配置された｡

NAMは,このピラミッドの建設から始まったといえなくもない｡このピラ

ミッドが,その後,｢ジオデジック ･ドーム｣ (geodesicdomes)う'として,全

米に NAMの象徴として建設されていった｡

ここに,NAMの象徴的性格を読み取ることができる｡ ピラミッドは,エジ

プ ト (Egypt)の専売特許ではない｡ピラミッドは古代から世界各地で建設さ

れている｡米国では,ピラミッドは,建国精神を象徴するものである｡NAM

のポピュリス ト的性格は,米国人の古い (もちろん,相対的な意味においてで

あるが,ほんの200年前で も米国人の脳裏には古いと映る)記憶に訴えたこと

にすでに現れている｡

個人には ｢花押｣がある｡ 家族 には ｢家紋｣ない しは ｢紋章｣ (heraldic

emblem)がある｡ 同様に国家にもそれに匹敵するものがある｡ それが,｢国

璽｣ (こくじ)(theGreatSeal)である｡ 米国の国璽には白鷺 (whiteEagle)

とピラミッドが描かれている｡ この点について,在 日米国大使館がその Web

3) ｢ジオデジック ･ドーム｣(GeodesicDome-測地線 ドーム)とは,--凋封こ,球面に内接する三

角形の面で構成された多面体構造を指す言葉として周いられているO空間において一一直線上にな

い任意の3点で 1つの平面を定めることができる｡そこで球面上の任意の3点を頂点とする三角

形の組み合わせで球面に内接する多面体を構成することができるOこの三角形で構成された構造

が,厳密ではないが,慣習 として ｢ジオデジック ･ドーム｣ と呼ばれている (http://fukuoka.

cool.ne.jp/domefactory/ssOl/ssOl.html)O バ ックミンスター ･フラー (BuekminsterFuller)は,

この型の建造物を,1940年代末に発明した｡



ネ オ コ ン の 源 流 (197) 5

サイトに解説を掲載 している｡少し長くなるが,なかなか興味深い内容なので,

さわりを紹介しておこう｡ ただし,このサイトに載っている文章は,日本語と

してあまりできのよいものではないので,文体や助詞の使い方を変えてある｡

｢1776年の (大陸会議) (theContinentalCongress)は,ベンジャミン･

フランクリン (BenjaminFrankiin,1706-1790年), トーマス ･ジェファーソ

ン (ThomasJe仔erson,1743-1826年),ジョン･アダムズ (JohnAdams,

1735-1826年)の3人に米国の国璽を決めるように指示した｡この委員会と,

さらに2つの委員会がデザインの作成に6年以上の年月を費やした｡ 3番目の

委員会がフィラデルフィア監督教会 (philadelphiaEpiscopalChurch)の聖職

者の息子であ り,紋章学 (heraldry)の権威であるウイリアム ･バー トン

(williamBurton)の協力を取 り付けた｡バー トンは2つのデザインを考え出

し,その 1つをチャールズ ･トムソン (CharlesThompon)が簡素化した｡

鷲は米国の国鳥であるo 翼を広げ,爪を伸ばした鷲の頭上には,13の星を戴

く栄光がデザインされている (13の数は最初の13州 を意味 している)｡右の爪

は,平和を象徴する13枚の葉がついたオリーブの枝を掴み,左の爪は,戦争を

象徴する13本の矢を掴んでいる｡ オリーブの枝の方に向けられた白頭は,平和

を願うことを意味している｡ 鷲の胸を保護する13本の縞が入った楯は,国家を

象徴している｡ 楯の上部は議会を,白頭は行政府を,そして尻尾の9枚の羽は

最高裁を表 している｡ 鷲の畷 (くちばし)のリボンは,13文字のラテン語の

モットー, ÈPluribusUnum',つまり (多くの中から選ばれた 1つ)という

意味である｡

国璽の裏側には,ピラミッドが措かれている｡ ピラミッドは,強さと忍耐力

を象徴している｡ そして,国璽の裏側のピラミッドは未完成である｡ それは,

成長と完蟹さを求めて,たゆまなく努力する姿勢を象徴している｡ ピラミッド

の頭上には,栄光に輝 く三角形の眼 (AlトSeeingEye)がある｡ それは,永遠

の神の眼であり,神聖なる神の導きを象徴している｡ そして,物質の上に精神

が置かれるべきことを意味している｡ ピラミッドの頂点には,13の文字から成
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る,ラテン語のモットー, ÀnnuitCoeptis'が書かれている｡ それは,(神は

我々との約束を歓ばれ給う)という意味である｡ピラミッドの底部には,ロー

マ数字で独立 した年の1776(MDCCLXXVI)が記されている｡ その下に,

ǸovusOrdoSeclorum',つまり,(新 しい世界の秩序) (Aneworderofthe

ages)というモットーが書かれている｣｡

米国の通貨にも,神と国璽のデザインが記されている｡

｢米国のコインには神のご加護が書かれるべきだという多数の市民の請願を

受けて,当時の財務長官,ソロモン･P･チェイス (SalmonChase,1808-

1873年)が,1864年, 2セント･コインに,初めて ÌnGodWeTrust'(我ら

神を信ずるものなり)という標語を使うことを許可 した｡1955年に議会はすべ

ての紙幣とコインにこの標語を使うよう指示した｡1963年以降,すべての額面

の紙幣にこの標語が使われている｡

デザインの 1部として米国の国璽を使った最初の紙幣は,1935年発行の1ド

ル紙幣である｡ 以来,国璽は1ドル紙幣の裏側,つまりグリーン色の側に使わ

れるようになった｣4)｡

見られるように,米国の国璽には,現代米国の性格を象徴づけているキー

ワー ドが散 りばめられている｡

ここには,現代の米国の好戦派たちが多用する ǹew', òrder'∴ages'がす

でに使われていた｡1970年代末の米国で流行 した ǸewAge', Èmerging

4) http=//usembassy.state.gov/posts/ja3/wwwh3money.htmlちなみに,米国の紙幣は12の地区

の連銀が発行しており,どの地区の連銀が発行したものかが分かるようにアルファベットでA～

Lまたは数字で 1-12が紙幣に印刷されているOこれらは,肖像画がある面の左端に印刷されて

いる｡1966年以前の旧紙幣には,丸で囲まれた中にアルファベットが記されており,それ以降の

新紙幣は,連銀の紋章の左上にアルファベットと数字が印刷されている｡これら紙幣を発行して

いる連銀と,対応するアルファベットおよび数字 (括弧内に入れる)は以 卜の通りである｡ボス

トン (Boston)連銀 (FederalReserveBank)(Al),ニューヨーク (NewYork)連銀 (B2),

フィラデルフィア (Philadelphia)連銀 (C3),クリーブランド (Cleveland)連銀 (D4),リッ

チモンド (Richmond)連銀 (E5),アトランタ (Atlanta)連銀 (F6),シカゴ (Chicago)連銀

(G7),セントルイス (St.Louis)連銀 (H8), ミネアポリス (Minneapolis)連銀 (Ⅰ9),カンザ

スシティ (KansasCity)連銀 (JIO),ダラス (Dauas)連銀 (Kll),サンフランシスコ (Sam

Francisco)連銀 (L12)｡鈴木隆一,(http‥//forexpress.com/columns/m2j/sdlO.htm)O
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order'は,1970年代になって初めて流布 した標語ではなく,米国が,建国以

莱,一貫して目指 してきた理想である｡ イスラム原理主義者たちだけが古代の

イスラム社会への復帰を唱えているのではない｡米国のキリスト教右派もまた

米国を建国時の精神に戻そうとしてし'､る. つまり,｢新 しい世界の秩序｣の建

設が,｢米国民を強 く｣成長させる必須の条件である｡権力者たちは,米国民

につねに ｢神に選ばれた国｣の国民であることを意識させるべ く,様々なメ

ディアを通 じて一種のマインド･コントロールをおこなっている｡

たとえば,映画制作者のジェリー ･ブラッカイマ- (JerryBruckheimer)

は,米国政府が対外戦争をする決意をした節目節目に,映像で米国民の戦意高

揚に貢献してきた｡

2001年の9.11テロの直前には,奇襲攻撃を受けた米国民の怒 りを喚起すべ

く,日本軍による真珠湾攻撃の非道さを (たとえば,日本の戦闘機による病院

爆撃｡実際にはなかった)執掬に措いた 『パール･ハーバー』 (真珠湾-pearl

Harbor)がブラッカイマ一によってリリースされた｡それは,まるで,9.ll

テロを予め予想していたかのようなタイミングのよさであった｡

米国によるソマリア (Somalia)介入で,米国民の厭戦気分を吹き払うべく,

同じく2001年に 『ブラック･ホーク･ダウン』 (BlackHawkDown)が同氏

によって制作された｡ソマリアの惨状が報道され,米国民が途惑っていたまさ

にそのときに,この映画が上映されたのである｡ブラック･ホークとは,ソマ

リア兵によって撃墜された米軍爆撃ヘリコプターである｡ そこでは,米兵の勇

敢な戦いが賛美され,ソマリア兵士たちが,残虐行為を働 く悪魔として措かれ

ていた｡

そして,ブラッカイマ-は,明らかに子ブッシュの大統領選を応援する映画,

『ナショナル ･トレジャ-』(NationalTreasure)をウォル ト･ディズニー映

画 (WaltDisneyPictures)で制作 し,大統領選挙年 (thepresidentialyear)

の2004年 5月3日,全米で封切った (日本では,2005年4月にリリース)0

ストーリー自体は,テンプル騎士団の財宝を,フリーメーソンであった建国
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の父たち (theFoundingFathersofAmerica)が,個人のものではなく,国民

全体のもの (NationalTreasure)にすべく,ウォール街 (theWallStreet)に

ある ｢トリニティ･チャーチ｣(theTrinityChurch)に隠し,それを歴史学者

の仲間と投資家の一味とが捜索争いをするという,たわいないものであるが,

そこには,米国を神格化する様々なコー ド (暗号-code)が埋め込まれてい

る｡映画の観客は,神に守られた栄光の米国を賛美するように仕向けられてい

る｡

まず, 1ドル紙幣の裏面のピラミッドは,建国の父たちの理念を込めた国璽

の紋章であり,それは,フリーメーソンの紋章でもあったことがさりげなく語

られ,映画ではその後に ｢独立宣言｣(theDeclarationofindependence)の条

文が読まれる｡ これは子ブッシェのイラク侵攻を米国建国の理念の発露である

と観客に思わせる効果がある｡ 読まれた該当の節は,以下のものである｡

｢すべての人間は平等に作られている｡創造主によって,生存,自由そし

て幸福の追求を含むある侵すべからざる権利を与えられている｣0

｢いかなる形態であれ政府がこれらの目的にとって破壊的となるときには,

それを改めまたは廃止し,新たな政府を設立し,人民にとってその安全と

幸福をもたらすのにもっともふさわしいと思える仕方でその政府の基礎を

据え,その権力を組織することは,人民の権利である｣｡

｢しかし,つねに一貫して同じ目標を追求してきたのに,権力乱用と権利

侵害がたび重なり,人民を絶対専制のもとに帰せしめようとする企図が明

らかとなるとき,そのような政府を投げ打ち,自らの将来の安全を守る新

たな備えをすることは,人民にとっての権利であり,義務である｣｡

つまり,人民を抑圧してきたフセインの専制政府を倒 した子ブッシュの行為

は正しいと観客に印象づけようとしている｡

映画では,主人公が盗んだ 『独立宣言書』の裏面に,｢三位一体｣(Trinity)

の紋章が,拡大鏡で見なければならないほど極小に措かれている｡ いうまでも

なく,建国の父たちが眠っている ｢トリニティ･チャーチ｣(TrinityChurch)
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の紋章である｡ トリニティ･チャーチのあるウォール街 とブロー ドウェイ

(BroadWay)の交差点は,英国植民地時代 には,｢ヘ- レ街｣ (theHeere

street)と呼ばれていたこと,『独立宣言書』の裏面の暗号,｢壁｣とは,独立

後に ｢ヘ-レ街｣から改名された ｢ウォール街｣のことであること5),そして,

『独立宣言書』を窃盗 した主人公の罪を許す FBI(米連邦捜査局-theFeder-

alBureauofInvestigation)捜査官がフリーメーソンの紋章,｢コンパスと定

規｣から成る ｢山｣と ｢谷｣の組み合わせを象った指輪をしているこど,つま

り,建国の父たちのフリーメーソンのメンバーが現在の米国の権力機構にち

綿々と連なっていること,等々が暗示される｡

伝説を象徴化 (-コー ド化) して,コー ドの謎解きに人々の興味を掻き立て,

人々を一定の方向に誘導するという手法は,かなり,成功度の高いものである｡

これは,超ベス トセラーになった,『ダヴインチ ･コー ド』 (Brown[2003])

の人気がかなりの長期間持続 したことからも明らかであろう｡ 権力は,自己に

有利な考え方をコー ド化し,人々の脳裏の奥底にそれを植え付けることに成功

すれば,とてつ もなく大きい政治的成果を得ることができるのである｡ 映画,

『ナショナル ･トレジャー』では,伝説上の ｢聖なるもの｣に連なる人脈に

よって,米国は建国され,現在の権力者もその正統な継承者であることが語ら

れたのである｡

II ウィン ドスターとガーベイ ･センターのピラミッド

先述の,国民的人気歌手, ジョン･デ ンバーが,景勝地の コロラ ド州

(colorado‥CO)アスペ ン (Aspen)のスターウッド (Starwood)に移 り住

んだのは,1971年であった｡歌手デンパパ ま,気に入って自らの芸名としたデ

5) ニューヨークにある Ẁall'(壁)という地名とは,オランダ人によって築かれた木材の壁を意

味する｡Heereとはオランダ語の壁のことである｡オランダ人が後の ｢ニューヨーク｣となる地

区に入植 し,｢ニェ-アムステルダム｣(NewAmsterdam)と名付け,同じく入省していた英国

人との間に紛争が絶えず,｢アムステルダム砦｣(FortAmsterdam)を築いたのだが,この砦の

周囲が木材の壁であった (http://www.nnp.org/newvtour/regions/Manhattan/wall･street.htmi)C
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ンバーの山地 (ロッキー山脈)の湖畔でキャンプをしていたとき, 2時間以上

もの長時間に亘る流星群に出逢った｡彼は,琴座 (theLyra)の中の小さな健

の輪のように見える,環状星雲からこの地球に送 り込まれた力が自分に乗 り

移った (悪依)ことによって,自分は生まれ変わり,新しい存在になったと信

じた｡彼が,終生そのことを信 じ通したとは思われないが,この流星事件によ

る啓示をきっかけに, ミリオンセラーになった ｢ロッキー ･マウンテン･ハ

イ｣(RockyMountainHigh)を作成 し,その成功によって,NAM に突き進

んだことは確かである｡彼が語ったところによると,彼に潰依した ｢力｣は,

この流星を送り出した星雲に住む異星人であったという6'｡この流星に乗って

聖霊が自分に懲依 し,自分を ｢スターシー ド｣(Starseed)の 1人に変身させ

たと,彼は信じたがっていた7)｡

1976年,デンバーは,ジャック･ローゼンバーグ (JackRosenberg,別名,

ウェルナー ･エアハルト,WernerErhard)が主催するEST (ErhartSeminar

Training)を終了 した｡ この EST は,｢ニューエイジに向か う洗脳｣(new

6) ジョン･デンバーの述懐によると,自分はオルフェウス (()rpheus)の生まれ変わ りであると

思おうとしていた｡オルフェウスは,太陽神アポロン (Apollo)と人間の少女との間に生まれた

男の子であった｡オルフェウスは竪琴を奏で,美しく歌った｡オルフェウスが死んだとき,叙情

詩と音楽の神であった父アポロンは,地上に降りて竪琴を手に取 り,天空に投げ上げた｡これが

琴座となったという神話がある (http://www.bekkoame.ne.jp/～nisenora/j-jd-index.html)0

7) スターシー ドとは,地球外の生命で,地球に送 り込まれて人間の姿をしたものを指す｡UFO

(unidentiGedFlyingObject-未確認飛行物体)の存在を信 じる人たちにそうした思考がある｡

米国では,ブラッド･スタイガー (BradSteiger)が UFO ウオッチャーとして有名である｡ス

タイガーは,1936年 2月にアイオワ州 (Iowa‥IA)フオー ト･ドッジ (FortDodge)に生まれ,

uFOを含む超常現象に関する150冊を超える著作がある (http://www.bradandsherry.com/brad.

htm)｡邦訳としては,以下のものがある｡青野博高訳 『青い惑星が危ない』,二見書房,1982年｡

秋山真人訳 『アメリカ ･インディアンのスーパーチャネリング-驚異の古伝的超脳技術』,騎虎

書房,1991年O『ハリウッド･スーパーナチュラル-映画スターと超自然現象』,扶桑社ノンフィ

クション,1998年O『ペ ットたちの不思議な能力』,扶桑社ノンフィクション,1998年｡

uF()観察者の多くは,鋸 宣主が最後の審判を地球人に対 しておこない,善人を破滅する地球

から救うと信 じている｡スタイガ弓 ま,そうした考え方をアメ7)カン･インディアンから教えて

もらったというOただし,UF()観察者がすべてそう信 じているわけではない｡異星人が地球を

支配するために,軍団を地球に送 り込んでいるのだと考え,ナチスなどがその異星人であるとす

る人たちもいる (｢ブラックメンの示威活動｣『UF()S&SPACE』,1982年 8月号,http://www.

asura.com/sora/bd12/msg/1()31.html)0
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ageconversionbrainwashing)と称するもので,集団を睦想と興奮状態に導き,

参加者に新たな創造的な覚醒を得させることを目指すものである8)｡デンバー

は,この ESTに強く惹かれ,この年,エアハル トや彼の支持者たちとともに,

｢ニューエイジ村｣(theNewAgeCommune)をコロラド州スノーマス近郊

に設立した｡それは,1000エーカー (約 4平方キロメー トル)もの広大な敷地

を持つものであった｡

村には,｢ウインドスター｣(Windstar)という険想道場が建設されている｡

デンバーとともに,ESTの訓練を終えた,デンバーのボディーガー ドにして

右腕であった合気道 (Aikido)の名人, トーマス ･クラム (ThomasCrum)

が,この道場の基本訓練の 1つに,合気道を採用した｡合気道こそが,単なる

武術を超えた ｢宇宙精神と合体する道｣ (theroadtoaunionwiththeuniver-

salspirit)であると称揚されたのである｡隈想道場に隣接 して,巨大な合気 道

の道場が建てられた｡クラムはこの道場の中で生活していた｡

デンバー自身は,道場の外の,移動可能などラミッドの中で起屠していた｡

これは,銅製の柱でピラミッドの形状が作られ,ピラミッドの下部に9本の足

を持つ屋根が葺かれ,その下でデンバーは院悪をしていたのである｡ このピラ

ミッド下の睦想によって,彼は ｢力｣(thepower)を得,その力が自分を将来,

米国大統領に押 し立てるであろうと信 じていた｡彼の母も同じ信念を持ってい

た という9)0

重要なことは,このウインドスターの理事の 1人に,先述のジオデジック ･

ドームの発明者,バックミンスタ- ･フラー (BuckminsterFuller)がいたこ

とである｡

1970年代末の NAM の象徴 としてピラミッドを建設 したのは,ジョン･デ

8) エ アハル トの最初の ESTは,1971年10月,サ ンフランシスコの ジャック ･タ-)i,･ホテル

(theJackTarHotel)で,1000名の参加者を得て開催された｡手法としては,座禅が取り入れら

れていたoESTは,1991年に終了 し,参加者の延べ人数は70万人であった (http://skepdie.

com/Pst.html)0

9) Aho,Barbara,"TheCouncilforNationalPolicy,"(httpノ/watch.pair.com/cnp.html).
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ンバーだけではなかった｡デンバーの道場,ウインドスタ弓 こ近い地に,デン

バーよりも持続的,かつ政治的に大きな影響力を示 した,ウイラー ド･ガ-ベ

イ (WillardGarvey)が,もっと大規模にピラミッド施設を建設したのである｡

ガ-ベイは,旧来型のピラミッドだけでなく,フラー型のピラミッド (ジオデ

ジック ･ドーム)を多数,自己の施設内に建設 した｡

その施設は,カンザス州 (Kansas:KS)ウイチタ (Wichita)の肥沃な農業

地帯にある ｢ガ-ベイ ･センター｣ (GarveyCenter)である｡ この施設は,

代表者のウイラー ド･ガ-ベイの名にちなんで呼ばれているが,正式には,

｢人間能力の国際的改善センター｣ (CenterfortheimprovementofHuman

FunctioningInternational,Inc.)である｡ ガ-ベイは, このガ-ベイ ･セン

ターの他に,多数のセンターを設立 している｡ いずれも,米国の市民に大きな

影響力を持つ機関である｡ それらを列挙すれば,｢民営化全国セ ンター｣

(NationalCenterforPrivatization),｢国際管理サー ビス会｣(International

ExecutiveServiceCorp.),｢公共利益全国法制 セ ンター｣(NationalLegal

CenterforthePublicⅠnterest)等々である｡ とくに,｢民営化全国センター｣

は,1983年に設立されたものであるが,米国における民営化路線の旗手になっ

た重要な機関である｡ さらに,彼は,｢国民政策評議会｣(CouncilforNat,ion-

alPolicy)を1983年に設立 した｡これは,後に,米国におけるキリスト教右派

のもっとも影響力のある機関となり,1991年に ｢政府改革評議会｣(council

forGovernmentReform)に発展的に改組された｡

このセンターの建造物は,｢ニューエイジ｣(theNewAge)の精神を体現す

べ く設計されたものである｡ まず,巨大な白亜のピラミッドが建造されている｡

その横には,キラキラと光を反射する ｢ビラドーム｣(pyradome)と呼ばれて

いる,ジオデジック ･ドームの輪が作られている｡ この輪は,8つのビラドー

ムから成る｡ 真ん中に1つのビラドームを配置 し, 7つのビラドームがそれを

囲い込んでいる｡ これが,｢ニューエイジの基本的シンボル｣ (thebasicNew

Agesymbols)である ｢ハデイトとヌイ ト｣ (Hadit&Nuit)を表現 している
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とされる｡

ここに,NAM の持つ基本的性格が顕わされている｡｢新｣時代とは,｢古代｣

に復帰することなのである｡というよりも,古代の智恵を発見するために,近代

の人間が忘れてきた人間の潜在的能力を現代に再生させることなのである｡｢対

抗文化｣運動として出発したはずのNAM が,最終的にキリスト教的右派に吸収

され,それが,既成勢力打破のスローガンの下に,より右よりの政治運動に利用

されるようになったのも,復古運動がいき過ぎたからである可能性が高い｡

ⅠⅠⅠ 陰と陽による諸宗教の統合

｢ニューエイジ｣ といい,｢ハデイト｣,｢ヌイ ト｣ といい,これらのキー

ワー ドは, ア レス ター ･クロ ウ リ- (AleisterCrowley) の 『法 の書』

(crowley[1926])を想起させる1｡′｡

『法の書』は,1904年,新婚旅行先のカイロ (Cairo)で,神 ｢ホルス｣

(Horus)の使者である ｢アイワス｣(Aiwass) という天使を通 じて,クロウ

リーに与えられたとされている｡ アイワスが口述で自分に,1904年4月8日か

ら3日間かけてその書を書かせたとクロウリーはいう｡『法の書』は,オカ)i,

トそのものであるが,宗教界に,結構大きな衝撃を与えたものである｡

『法の書』を得た1904年から既存宗教の時代が終わ りを告げ,｢新時代｣

(theNewAge二三Aeon)が始まると彼は主張していた｡

旧い時代とは,従来のキリスト教に代表されるように,人間が神に従うだけ

の奴隷の宗教の時代を指す｡新しい時代とは,人間自身が自己の内なる神性,

10) ア レスター ･クロウリーは, 自ら ｢黙示録｣ (theRevelationofSt.JohntheI)ivine;the

Apoealypse)の ｢獣 666｣(theBeast666)を名乗 り,麻薬や性などの領域における魔術研究を

お こなったO｢汝の意志す るところをお こなえ｣ (1)oWhatThouWilt)とい う ｢テ レマ｣

(Thelema)主義をPPjえたO1875年英国生まれ, ケンブ リッジ大学 トリニティ･カ レッジ

(TrinityCouege,CambridgeUniversity)中退,世界放浪中に仏教とヨガを学ぶ,1902年カラコ

ルム (Karakorm)･K2登山 (失敗),1904年,カイロで霊界から 『法の書』を授かったと自称,

1905年ヒマラヤ (Himalaya) .カンチェンジュンガ (Kangchenjunga)登山,1920年 ｢テレマ

僧院｣(theThelemaMonastery)開設,1947年死亡 (http://www7.ocn.ne.jp/～elfindog/Crow-

1ey.htm)0
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つまり真の意志を発見し,神と合体できるようになる時代である｡旧い時代を

潰し,新しい時代を打ち立てるのが,人がとるべき使命であると彼は主張した｡

彼によれば,人には等しく神性がある｡ 人は,修行によって,それを自覚でき

る｡ そのことによって,神と人との対話が可能になると彼はいう11)｡

｢ヌイト｣,｢ハデイト｣は,いずれも,古代エジプトの神話と関連づけられ

た神である｡ 『法の書』は, 3つの章からなり,それぞれの章が,三位一体的

な3つの神のそれぞれを代表 している｡

第 1章は,星空の女神であるヌイトからの人類へのメッセージが語られてい

る｡ この女神 は,エジプ ト神話の ｢ハ トル｣(Hathor),ギ リシャ神話の

｢ビーナス｣ (Venus)に通 じるものである｡ヌイ トは,餐,歓喜,繁殖,自

由の担い手である｡ この女神は,すべての事物 ･精神を包容する象徴としても

語られている｡ この第 1章は,女神の時代としてイメージされている｡ 内容的

には,エジプ ト神話の女神 ｢イシス｣(Isis)が想起されている｡ つまり,

もっとも古い人類の社会は,女神の時代であったとされる｡

第2章は,神性を代表する太陽神,ハデイトの説話である｡ エジプト神話の

｢オシリス｣ (Osiris)と関連づけられたものである｡この第 2章では,個々

人の中に隠されている神性が語 られる｡ ギ リシャ神話の ｢ヘ-デース｣

(Hades-冥界の神)の性質も表硯されている｡ この章は,男性の神のイメー

ジとしても語られている｡ 人間社会は,女神の時代の後に男神の時代が続 くが,

この時代も消滅してしまうというのである｡

第3章は,ヌイトとハデイトとの合一から生まれる ｢新しい時代の主｣(the

LOrdofthenewAeon)を説いたものである｡ 主とは ｢ホルス｣であり,ヌイ

トとハデイトとの子である｡この新しい時代を実現させるホルスの力は,神性

という内的エネルギーを実現させる ｢新時代｣(Aeon)である｡これは,世界

征服を内容としている-2'｡

ll) http://www5e.biglobe.ne.jp/～Occultyo/hounosyohtm.htm

12) http://wwwll.plala.or.jp/fukinya/demonindex3.html;http://tim.maroney.org//
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ウイリアム ･ガ-ベイは,『法の書』を強 く意識 していたのであろう｡ この

書にある陰と陽の組み合わせを理解することによって,現代社会は,古今東西

のすべての宗教を統合的に理解 し,人間の実践的能力を高めることができると,

ガ-ベイは意識している｡

『法の書』では,事実,夜空の星の女神と,昼の太陽の男神という陰と陽の

世界が繰 り返し語られる｡｢夜｣と ｢昼｣,｢星｣と ｢太陽｣,｢女｣と ｢男｣,い

ずれも対極の位置にありながら,互いが互いを照らしだし,互いの存在価値を

確認し,互いが互いを必要とする｡ その集約がヌイトとハデイトである｡ ヌイ

トとハデイトという陰陽の合一によって,新しい生命が生まれるという理解の

仕方は,世界の宗教を融合させるのに非常に都合のよい構造を持つ｡ガ-ベ

イ ･センタ弓 ま,バビロン (Babylon),エジプト,ローマ (Rome)といった

古代宗教や,カトリック,仏教 (Buddhism),等々に見られた ｢神智論者｣

(Theosophist)を現代に復権させて,NAM に動員 しようとしている (脚注

9)と同じ)｡

険想や修行を通じて,自己の内部の神性を引き出し,万物が互いを引き寄せ

合って集合的な力を得るという構造を認識することによって,神との合一を人

は目指すべきであるとするのが NAM である｡ この NAM の特徴は,オカル

トと近代科学とを分離するのではなく,古代のオカルトの持つ意味を近代科学

によって現代に再生させたいという希望をもっている点に特徴がある｡(脚注

1)と同じ)｡バックミンスター ･フラーのジオデジック･ドームを,ガ-ベイ

が重視するのもオカルトの持つ ｢科学性｣を強調するためであった｡

事実,フラーは,熱烈な NAM 運動の指導者であっただけでなく, ピラ

ミッドだけでなく,多大の貢献を現代建築学にはたしてきた人である｡ フラー

が自分たちの NAM に賛同してくれているというだけで,社会的に NAM は

認知されることが非常に容易になった｡

フラーは,｢宇宙船地球号｣(spaceshipEarth)(Gabel[1975])という言葉

＼ Crowleylntro/The…Book…ofルーhe…Law.html
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を編み出した人である13)｡これだけでも,NAM の存在を人々は意識してしまう｡

フラ可 ま,人間の生と地球との共存の必要性をいち早 く訴えた科学者であった｡

彼のジオデジック ･ドームは,大円に見立てた全体が,三角形によって枠組み

されていて,最小限の表面積で最大限の体積を包囲できるドームである｡彼は,

第2次世界大戦以前から,ガ-ベイ ･センターが後に設立されることになる

ウイチタで,その実用化に取 り組んできた (後述のウイチタ･ハウス)｡

彼の ドームは,｢ベルヌーイ効果｣(BernoulliEffect)を初めて建造物に取

り入れるという,建築上の革新を実現したものである｡ ベルヌーイ効果という

のは,たとえば,目の前を列車が猛スピー ドで通過したとき,後ろから強い風

で列車の方に吸い寄せ力が生じるという現象のことである｡ 強い気流は,内に

引き寄せる力を生むというのが,ベルヌーイ効果である｡ ドームに当たる太陽

光線が ドーム内の対流を生み,それによって,新鮮な空気が絶えず屋内に呼び

込まれるという作用がジオデジック ･ドームにはある｡ 彼の作った ドームとし

ては,1967年の ｢モントリオール万博｣(MontrealEXPO-InternationalEx-

position)の米国館 ドームがもっとも著名である (火災で焼失)｡ちなみに,覗

荏,多くの家庭で実用化されているユニット･バス (UnitBath)はフラーの

発想によるlLl)｡

古代から,三角形は,人間の尊厳を象徴するものとして人々に意識されてい

13) ｢宇宙船地球号｣の呼称の発明者は,フラーなのか,ケネス ･ボールデイング (Kenneth

Boulding)なのかは,正確には分からないOボールデイングの ｢来るべき宇宙船地球号の経演

学｣の初出が,1966年 (Boulding〔1966〕)であり,フラーが,｢宇宙船地球号｣のタイト)i,をつ

けた書物を執筆したのは1969年 (Fuller[1969])だったのだから,ボールデイングに用語の創始

者の栄誉が与えられるように見える｡ しかし,｢宇宙船地球号｣のタイトルの論文は発表 しな

かったものの,地球の有限なエれレギーを象徴するのに,フラ弓 ま,1930年代からそうしたニェ

アンスの言葉をすでに駆使 していたので,やはり,フラーが創始者のように思われる｡"Whols

BuckrninsterFuller?Fuller'Slnnuenee,"(http://www.bfi.org/fullersjnauence.htm).

14) http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/artscape/artwords/a__j/geodesie.htmlフラーは,ユニッ

トバスの原型であるプレハブ式の浴室を1938年に特許申請した｡しかし,それは,潜水艦の中の

設備のような,あまりにも合理的,機械的なものであったので,米国人はそれに関心を示さな

かった (相木博 ｢口常晶の思想 ･ユニットバス｣『日本経済新開』1975年 5月4口付)｡日本では,

1963年,ホテルニューオータニに T()TO が初めて設置 した (http://www.arainodendo.com/

konjaku/12bath-all.html)｡
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た｡何種類もの三角形が多数集まれば集まるほど,堅固かつ巨大な ドームを建

設できることに,フラーは,人類が向かうべき哲学を夢見た｡単独の要素で,

モノが建設されるのではなく,多数の要素が上手 く組み合わせれば組み合わせ

られるほど,建造物は巨大,かつ,堅固なものになる｡ そして,円という巨大

な秩序が形成される｡ そこには,万物の共存と調和が視覚化されているのであ

る｡NAM が,フラーのビラドームを強調したのは,じつに,万物の共存を目

指す自らの思想がそこに体現させられているからである｡

フラーの出発点は,数学者であった｡軍隊に従事 した後,都市や住環境,エ

ネルギーなどの課題を ｢最小限のもので,最大限の効果を得る｣ (Morefor

Less)という点に求めた｡これは,デザイン･建築界の ｢モダン･ムーブメン

ト｣(ModernMovement)に則ったもので,彼は,その課題を ｢ダイマクシオ

ン｣(Dymaxion)と名付けて追求した｡フラーが1947年に発表したジオデジッ

ク･ドームは,その多面体構造はもとより,最小限の材料で作られ,しかも,

輸送や組立が簡単なこのシステムは,建築界に衝撃を与えた｡その構造は,

様々な製品,博覧会,軍事施設,宇宙開発に応用されている｡ またフラ弓 ま,

航空機の流体に倣った ｢ダイマクシオン･カー｣(DymaxionCar)辛,居住環

境のプロトタイプを目指し ｢ウイチタ･ハウス｣(WichitaHouse)と命名された

金属製住宅など,大量生産と合理性という数学者的な志向性を明確にしたデザ

インは,システマティック建築やプレハブ (prefabrication),エコロジカル ･

ファシリティ (ecologicalfacility)など,今日の都市化産業の先駆けとなった5)｡

フラーは,科学者,哲学者,数学者,建築家,宗教家,自然主義者,芸術家,

文学者であった｡彼の多くの科学上の貢献は,第2次世界大戦の悲劇に深 く悲

しみ,地球上に存在するすべての物質,生命の相互依存関係を重視し,そうし

た共存のありかを表現したものであった16)｡

15) http‥//www.cc.kurume-∩ct.ae.jP/LIB/kiyou/kiyou18-2/FUJITA.pdf

16) "A shortpageaboutBuckminsterFuller(Bucky),"(http://www.lsi.usp.br/usp/rod/bucky/

buckminsterJuller･html)･"GeodesicDomes,"(http://www.insite.eon.br/rodrigo/bucky/

geodome.htm).
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フラーの信奉者で,活動仲間の 1人に日系二世のキヨシ ･クロミヤ (Ki-

yoshiKuromiya)という人がいた｡彼は,奇 しくも,2000年,自分の誕生 日

の 5月9日に死去 した｡クロミヤは,世界的なエイズ (AIDS-Acquiredlm-

muneDe五ciencySyndrome)撲滅運動の指導者であった｡クロミヤは,米国

で市民権運動,反戦運動,ゲイ擁護運動で著名な活動家であった｡彼が創設 し

たエイズ撲滅運動の理論的 ･精神的支柱はフラーであった｡このプロジェク ト

は,精神的癒 し (therapy)をフラー理論に求めたのである｡

クロミヤは,第 2次世界大戦中の1943年 5月9日に,在米日系人を隔離収容

するキャンプ内で生まれた｡それは,ワイオミング州 (wyoming‥WY)の

ハー ト･マウンテン (HeartMountain)のキャンプであった｡彼は,ペンシ

ルバニア大学 (theUniversityofPennsylvania)在学中から市民権運動に遭進

していた｡1968年 には,ベ トナ ム (Vietnam)戦争で米 国が ナパーム弾

(napalm)を使っているとして,抗議行動を組織 した｡1978年から1983年にか

けて,彼はフラーと世界中を旅行 した｡彼らの世界行脚は,1983年のフラーの

死によって終わった｡フラー晩年の著作のいくつかは,クロミヤの協力を得た

ものである17)｡逆にいえば,フラーを利用 したガ-ベイたちとは異なり,死ぬ

まで対抗文化運動とともに歩んだのが,フラーであった｡

センター内に設置しているフラー型ピラミッドの効用について,ガ-ベイ ･

センター自身が,説明している (脚注 9)より引用)｡

① まず, ピラミッドは,構造的に堅固である｡ とくに,ジオデジック ･

ドームはそうである｡

② 世界にはおびただしいエネルギーが交錯している｡ そうしたエネルギー

が,人間の生活に大きな影響を与えている｡ とくに,電磁波の影響が大き

い｡実験の結果,ピラミッドの内部で生活することが,有害な電磁波から

17) http://www.actupny.org/reports/kiyoshi.htmlなかでも,次の2冊が著名であるo

Crz'tz.colPath,St.Martin'spress,1981.Cosmograj,hy:A po∫th〟mou∫Scena7･Z'ofbrtheFutLLre

ofHumaZuty,MacmiuanPublishingCompany,1992.
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人の身体を防御するのにもっとも適切であることが判明している｡ 水,土

壌,動植物の生育などの面で,ピラミッド内部の生活環境は快適である｡

③ 古代から,ピラミッドは宇宙のシンボルであった｡それは,地球上の東

西南北 という方位 (fourcardinalpointsoftheearth)を示 し,万物を象

形 し,人間の体の4つの部位構造 (演,胴,辛,足)を象徴する｡

(む 各面は三角形から成 り,神性の三位一体を象徴する｡ 生 ･成長 ･死と

いった人生の3つの局面も表現する｡

(9 米国建国の父たちが,ピラミッドを国璽の裏側に表現 した｡

⑥ 当セ ンターのスローガンである,｢健康｣ (health),｢福祉｣ (well-be-

ing),｢精神｣(mind& spirit)の3目標をも三角形は示している｡

ピラミッドは,NAM 運動の ｢シンボル｣(象徴)であり,｢コー ド｣(記号)

である｡

あ わ り に

民衆のエネルギーに時代の進展を委ねるという指向を持つ NAM の出発点

は,｢対抗文化｣であ り,既成権力の否定であった｡にもかかわらず,その運

動は,ポピュリズムに傾斜するにつれて,ネオコンサーバティブ的な,むき出

しの暴力に支えられる新たな権力を生み出してしまった｡本稿ではまだ扱えな

かったが,こうした,宗教の転生の経緯は分析されるべき重要な課題である｡

事実として, リブキン,パット･ロバー トソン,そして,ガ-ベイを含む人脈

が,米国社会の右傾化に強力な貢献をした｡

米国の福音主義者たちは,｢対抗文化｣運動を自己の領域に取 り込むことに

成功 した｡これは,｢文化適合｣(culturalcontextualization)と呼ばれている｡

教会音楽にロック (rockinroll)を採用 し,非伝統的なスタイルで群衆を集め

る布教活動が組織されるようになった｡小さかった教会が短時間で何万人もの

会員を擁する大教会になることが頻繁に見られた｡それは,経済の世界で,秩

式交換を通 じる M&Aによって,巨大企業が一夜で出現するという硯象の宗
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教版であった｡企業合併 と同じく,新 しく巨大になった教会もまた,メディア

を最大限に利用 している｡

マーケテイング理論や社会学は,｢教会成長理論｣ (ChurchGrowthThe･

ory) といった新 しい学問のジャンルを見出した｡若者の心を掴む新 しい教会

音楽は,｢コンテンポラリー ･ゴスペル｣(contemporarygospel)辛,｢ワ-

シップ ･ソング｣ (worshipsong) と呼ばれて,社会的に受け入れられ,若者

の心を掴む手段 となった｡そうした音楽を販売するレコー ド会社が輩出してい

る｡ 宗教組織は,昔から多かれ少なかれ巨額の資金を吸収するシステムを持っ

てはいたが,それを明確などジネスとして明示 したのは,キリスト教右派であ

る｡ 新 しい宗教が,｢ニュービジネス｣ (new business)になった｡そのニュー

ビジネスに政治家たちが群がる｡ その構図が米国の対外戦争を支えている｡ に

もかかわらず,宗教が聖域であるだけに,政 ･財 ･官 ･学の各界にまたがる強

力な人脈の分析はいまだ進んでいない｡
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