ヴ ァ‑ルブルクとユ ング
ー占星術 と錬金術 の観点か ら‑
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ヴ ァ‑ルブルクとユ ングについては,過去,様 々な点か ら関連性の高 さが指摘 され ている｡ しか し,両者が最 も関心
を示 していた 占星術,錬金術の観点か らの考察はいまだなされていない｡ この点 につ いて,両者の考え方 の共通点,相
違点を探 ってゆ く｡
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8年, ヴ ァ‑ルブルクは重度の被害妄想 の発作 を起
こ し,ハ ンブル クの病院に収容 された｡彼はさ らに1
921

ことへの心理的圧迫 ｡ 古代か ら中世, さ らにルネサ ンス
と生 き続けた魔術的イメー ジへ の異常 なまでの関心｡世
界戦争への不安等 々‑･
それぞれ に大変説得力がある｡
しか し, ヴ ァ‑ルブルクの精神分裂病 という苦 しみを ,

午,精神分裂病患者 と してクロイツ リンゲ ンにあるルー

ユ ングのいうように 目的論的に捉え直 してみ ると, また

ドヴ ィッヒ ･ビンスヴ ァンガ‑の療養所 に移 され,そ こ

別の展開が考 え られ るのではないだろうか｡ この点 に関

92
4年 までの年月を送 ることとなる｡
で1

して,河合俊雄は 『講座

心理療法』において,病の原

ビンスヴ ァンガ‑とも親交があ り,その点で ヴァ‑ル

因を因果的に問うのではな く,その病には どのような 目

ブル クとの接点が指摘 され ることもあるカール ･グス タ

的,意味があるかを考えてゆ くというユ ングの非常 に独

フ ･ユ ングは,次のように述べている｡

特 な方法論 に言及 している｡

因果的 な見方 にとって事実であることは, 目的論的
な見方にと っては象徴である｡

(1)

つ まり症状は過去 における不具合に起因す る欠陥状
態ではな くて,それは創造的 なものであ って,意味,
真理 を持 っているとみ なすのである｡

(2)

この短 い言葉 には,ユ ング心理学 のエ ッセ ンスともい
いうるものが表現 されているとともに,彼の心理学 のわ

ヴ ァ‑ル ブル クの場合,その ｢
意味｣,｢真理｣ とは何

か りに くさをもあ らわ している｡ ともあれ, この言葉 を

r
bur
g
か｡ それ を考 え るにはや は り,彼が 自 らを Wa

ヴ ァ‑ルブル クの場合にあてはめてみ よう｡

r
e
dux (
帰 ってきたヴ ァ‑ルブル ク)と呼び, ビンスヴ ァ

ヴ ァ‑ルブル クの病 にはた しかに原因がある｡それ に
ついては実際,過去 に多 くの注釈が なされ てきた｡ユ ダ
ヤ人 と して図像,殊 にキ リス ト教図像 を研究す るという

ンガ‑の療養所 を退院 した後の業績を考察す る必要があ
るだろう｡
退院後,彼に残 された時間は決 して多 くはない｡ (
1
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8歳の時に退院｡ 5年後,6
3歳の時,ハ ンブルクの
自宅にて心臓発作により死去｡)
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B ミクロコスモスとマクロコスモスについてのイメー
ジ｡人間の身体に黄道十二宮 を対応 させ る図や, レオナ

この 5年間にヴァ‑ルブルクは ｢宇宙論的方位設定の

ル ド,デ ューラー,さ らには ヒルデガル ト･フォン ･ビ

1
92
5)
,｢レンブ
試行 に対す る 『異国の天球』の影響 ｣(

ンゲ ンの幻視を収録 した 『神の御業』 における人体比例

1
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6),｢ウフ イ
ラ ン トの時代におけるイタ リア古代 ｣(

図等｡

ツイ美術館のフラン ドル ･タペス トリーに描き出された

1
927),
ヴ ァロワ朝宮廷 におけ るメデ ィチ家 の祝祭 ｣(

C ケプラーの惑星体系の図や,当時の事典か ら取 ら
れた惑星軌道図,飛行船 ツェッペ リン号の写真等｡

1
9
2
9)等々
｢ギルランダイオの工房における古代 ローマ｣(

田中が前著において指摘す るとお り, この三枚のパネ

の講演を精力的にこなしている｡そ して何よりも,ヴァ‑

ルを導入とす るならば,そこにおけるイメー ジは圧倒的

ルブルク図書館新設の計画が彼の退院と前後 して具体化 ,

に星辰信仰 に関す るものが多いといえる｡
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6年 には,いよいよ図像 ア トラス,｢ムネモ シュネ｣

このように,ヴ ァ‑ルブルクにおいては,古代の占星

の構想に着手 している｡イコノロジーという方法論を別

術的イメージが大変重要 な地位を占めていた ことがわか

にす ると, この,図書館と図像ア トラスという二つの存

る｡いわゆるイコノロジー研究において,彼 に続 く学者

在 こそが, ヴァ‑ルブルクの名を後世 に残す ことになっ

たちが占星術的イメージを研究対象とす ることもあるに

たのであ り,現在の美術史が彼の存在を無視できない理

はある｡ しか しそれは,あ くまで図像学的アプローチで

由でもある｡

論 じられてお り, 占星術的イメージの持つ意味について

彼の退院を決定付けた有名 な講演,｢北 アメ リカのプ

はあまり,いやむ しろほとん ど触れ られていないとい っ
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3年)
エプロ ･インデ ィアン居住地における蛇儀式｣(

ても過言ではない｡ しか し,イメージの境界線を取 り払 っ

はもとよ り,図書館 と図像ア トラスはすべて,イメージ

た彼の功績を云 々す るのであれば,やは りこの問題は避

の豊潤 と危険 な誘惑 とを理解 したいという彼の痛切 な願

けては通れ ないものであるといえるのではないか｡

いの表れ と言いうる｡

そ してまた, ヴァ‑ルブルクとの関連が指摘され るユ

彼の追 うイメージは,裕福 な銀行家の長男という立場

ングにおいても,奇妙 なことに同 じような現象が見 られ

を利用 し,金銭的なことは度外視 して収集 した,個人と

る｡ユ ングの全集を通覧す ると,彼が晩年にかけて著 し

しては並外れた蔵書を見ればわかるとお り,地理的にも

たものはほとん どが,宗教 と錬金術についての作品であ

歴史的にも多岐にわた っているが,焦点 となるものはふ
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, もうひとつが古代 占星術の魔神的イメージで
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ある｡
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0ページを超える大著である｡)

たっに絞 られ る｡す なわちそれが, ヨーロ ッパ美術にお

3枚のうち, 3枚は A,
図像ア トラスの現存す るパネル6

しか し,彼が圧倒的な知識でもって著 した これ らの著

B, C,のこりは通 し番号が振 られている｡ 『アビ･ヴァ‑

書を理解す ることは正直 なところ大変 な難作業であ り,

ルブルク 記憶の迷宮』において,著者の田中純は,ア

論者にとってもとうていすべては理解 しがた く,いやむ

ルフ ァベ ッ トの振 られたものについて,おそ らく冒頭に

しろ,ほんの片鱗を知 るのがせいぜいといえ る

置かれ,図像 ア トラス全体への導入の役割 をもっものと

野におけるユ ングの著作の翻訳や研究 も少 しずっ増えて

類推 している｡そうであるならば, この 3枚はア トラス

きてはいるが,やは り,分析心理学者 と してのユ ングの

の性格を決定づける重要なパ ネルということになるが,

功績の紹介や,集合的無意識,元型 とい った概念の導入

それではこの 3枚には どのようなイメージが採用 されて

者 と してのユ ングの姿ほ ど,近 しいものとはいえない｡

いるのか｡

7
世紀の星座図,占星術が伝播す る足跡 を辿 る地
A 1
図, トルナブオー二,メデ ィチ家の家系図｡

｡

この分

しか し, この分野でのユ ングの存在は無視 しえず,あ
るいは最 も重要 な側面であることは,多 くの研究者が認
め るところではある｡そ して, この分野でのユ ングの思

ヴ ァ‑ ル ブル クとユ ング

索 と, ヴァ‑ルブルクの思索 とが非常 に興味深い接点を

こそ求め られ るべきであると考えたい｡私が言わんと

持 っているのではない かと考える｡実際ユ ングは1
94
6年

しているのはつまり,錬金術の実験者たちは化学 の実

のエラノス年報に発表 した論文の中で,錬金術 と占星術

験 を行 っている間中,一種の心的体験 を していたとい

を集合的無意識の古代における主た る表象であると指摘

うこと,がその心的体験が本人には化学過程の特殊 な

している｡ (
全集 8,pa392)｡ また,錬金術の作業 (
オ

状態 と しか見えなか ったということである｡

(3 ,

プス)は,星位によって大 きく影響を受けるとされ,錬
金術師たちは占星術にも多大 な関心 を寄せていたといわ

この,投影 という問題が錬金術をユ ング的に解釈す る

れ る｡更に,ユ ングは占星術を天に向か って投影 された

うえでの要であるのは間違いのないところであるが,そ

一つの体系的な性格学 と規定 し, 占星術 と錬金術を人類

れについては後に考察す ることに して, まずはこのよう

の原体験 と呼んでいる｡

な錬金術が なぜ存在す るのかについて考 えてゆきたい｡

過去, ヴァ‑ルブルクとユ ング両者の思想的な関連性
については様 々な指摘があ ったにもかかわ らず, この点

その答えはなんとい ってもキ リス ト教 との関わ りの中に
ある｡

については言及された ことがない｡従 って錬金術 と占星

キ リス ト教は三位一体 (
父と子 と聖霊) という教義に

術をキーワー ドと して,その点について以下に考察 して

よって,女性性を排除 して しまう｡ 更にまた, も し神が

みたい｡

全能であるならば, この世になぜ悪が存在す るのか とい
う大問題 に対 して,悪 というものは存在せず,それは単

ユングとヴァ‑ルブルク,錬金術 と占星術

に善が欠如 した状態であるとす る｡キ リス トは悪を引 き
受けず,それは悪魔の担当部署 となる｡す なわ ち, ヨー

心理学者のユ ングが晩年, なぜあれほ どまでに錬金術

ロ ッパキ リス ト教社会は, 自らにとっての他者 と都合の

関係の研究に没頭 したのだろうか｡錬金術を単に, なに

悪いものを抑圧す ることによって成立 してきた｡ これは

や ら怪 しげな術で金を生み出そうとす るものであるとい

ユ ング心理学の概念でいうならば,無意識の中にアニマ

う皮相 な理解の しかたで見 る限 り,その理 由は決 してわ

と影 とを押 し込めた状態 ということになる｡歴史の表舞

か らない｡実際,彼はオカル ト心理学者という レッテル

台ではこのような考え方が圧倒的であ ったが,そのよう

を貼 られ ることもあ った し,彼の死後 もそうい った評価

な,いわゆる正統に対 して異議を唱える人 々もなくはな

が多 々見受け られ る｡

か ったのである｡

しか しユ ングが錬金術に見出 したものは,物質と して

それ らの異端 と言われ る考えを持つ人 々は,あるいは

の金を追 うのではなく,精神的 な,いわば魂の救済 とも

グノーシス主義であ った り,ヘルメス哲学であ った り,

いうべ きものをめざす過去の術師たちの姿である｡ユ ン

そ してここで とりあげ る錬金術であった りと, さまざま

グはこの点 についてその著書,『心理学 と錬金術』 にお

ではあるが,すべて,正統派キ リス ト教 を補償す るもの

いて,何度 も何度 も注意をうなが している｡たとえば彼

とい ってよい｡ユ ングの言うように,光が強いほ ど影は

は,その第三部の中で次のように述べている｡

濃 くなるのであ り,正統派キ リス ト教が躍起 になって 自
らの優位をいいたてればいいたてるほ ど, これ らの異端

投 影 (Pr
oj
e
kt
i
on) は厳 密 に言 え ば,決 して作

者は 自分たちの考えを深め,洗練 させてい った｡

為 的 に行 わ れ る も の で は な くお の ず か ら生 じる

このようなヨーロッパの歴史的事情が まさ しく,意識

(ge
s
c
he
he
n)もの,知 らず知 らずの間に起 こっている

と無意識 との葛藤 と対応 しているという意味合いにおい

ものである｡暖味に して未知 なる何 らかの外的なもの

て,ユ ングはこれ ら異端 とされ る思想 に深 く傾倒 してゆ

のうちに,それ と気付かないまま自分 自身の内面 も し

くことになるのである

｡

くは心を見出す ‑‑‑これが投影であ る｡ (
中略)それ

しか しそのユ ングをもって しても,錬金術師たちが,

ゆえ私は,錬金術の本当の根源は,哲学的諸洞察のう

柑桐や レ トル トを使い,門外漢にとっては全 くわけのわ

ちにではなく,個 々の自然探求者の投影体験のうちに

か らない象徴やほのめか し,秘密めいた物言いのひ どさ
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は相 当なものであ り,その点を彼は率直に認めている｡

とお り,熊だ とか双子だ とかが実際に空に住んでいると

また,秘密めいた象徴は門外漢のみ ならず,同 じ術師の

信 じられ るようになり, さらには空の雄羊が天に昇 ると

間でさえ意味が通 じなか ったこともあるようであ り, さ

きに生 まれた人は,雄羊の特質を備えることとなって し

らにはいかがわ しい,山師のような者 も無数に存在 して

まう｡ こう して人間がいともた易 くイメージのとりこに

いた｡ また,ユ ングは1
7世紀の錬金術最盛期に凋落の兆

なって しまう例証 をヴァ‑ルブルクは古代 占星術に見出

しが見えることも指摘 している｡ この時代に錬金術はい

していたのである｡

わゆる my
s
t
i
c
a(
心 を扱 う) と p
hys
i
c
a(
物質を扱 う)

またヴァ‑ルブルクは,彼の同時代においてもなお,

とに分かれ ,ph
ys
i
c
aは後の 自然科学へ と引き継がれ る

占星術が生 き残 り人心を惑わせていることも指摘 してい

が,my
s
t
i
c
aのほうは難解で グロテスクなものとなり,

る｡そ して占星術的予言と宣託によって人を搾取す る,

次第 に衰微 して しま った ので あ る｡ (この,衰微 した

ある大 きな商社についても資料を集めなどしているので

mys
t
i
c
aを数世紀ののちに挺 らせたものが心理学である

ある｡

とユ ングは述べている｡) こう した複雑 な状況の中か ら

以上見てきたように,ユ ングは主に錬金術, ヴ ァ‑ル

彼は,誠実で学識 に富む著作を丹念に研究 してゆ くので

ブルクは占星術的イメージの中にキ リス ト教 ヨー ロッパ

ある｡

を補償す る思想を見出 し,追求 していったことがわかる｡

さて,一方 ヴ ァ‑ルブルクも,キ リス ト教に支配 され

さらにまた,両者はともに,あるものに我 々自身を投影

た一見合理的で理性的な社会 (
あ くまで一見であるが)

す る人間の在 りようについて着 目している｡す なわち,

が, い かに非合理的で激 しい情念 とい ったものをその裏

錬金術においては相場の中での物質の変化に人間の精神

に隠 しているかを生涯考えつづけた｡

の変化を見, 占星術においては夜空の星々に人体の各部

彼の場合それが,情念定型 (
パ トスフォルメル)であ

分をあてはめるといったように｡ しか し,両者の間には

り, もうひとつが 占星術的イメージであ った｡秘教的性

決定的 な違いがあるといえるだろう それは,両者の自

格を持つ書物をも多数,収集 していた ヴァ‑ルブル クで

らの研究対象に対す る評価の違いである｡

｡

あれば,当然,錬金術関連のものにも探求の手を伸ば し

ユ ングは錬金術にキ リス ト教を補償 し,ひいてはヨー

ていたはずである｡ しか し彼は,錬金術そのものではな

ロッパ社会の影を引き受ける可能性を見ている｡一方,

く,錬金術 と深い関係 にあ った占星術のイメージに着 目

ヴァ‑ルブルクは最初,無秩序 な星の並びに秩序 を与え

している｡

た占星術が,やがて暴力的な力となって人に襲いかか る

｡

しか しいずれ も,キ リス ト教の弾圧 を逃れい ったんオ

マイナス面 を強調す る ｢アテネはア レキサ ン ドリアか

リエ ン トへその思想は移 され,中世の間はアラビア経 由

らとりもどさねばならない｡｣ という,彼の言葉はユ ン

5
世紀頃か ら本格的に
でその片鱗が伝わ るのみ となり,1

グのように非合理で,恐 るべ き影 も自らのなかにとりこ

ヨーロ ッパへ戻 って くることとなる｡

もうとす る姿勢 とは全 く正反対のものといえ るだろう｡

さて,その占星術であるが, ヴ ァ‑ルブルクにとって

ユ ングの場合は,恐 るべ き影をとりこむことを拒 まない

それは,精密 な数学的計算によって天体の運動を把握 し

ばか りか,そうでなければ,彼の言う,いわ ゆる ｢
個性

ようとす る非常に合理的な面 と,星々を人間の運命を支

化｣は決 して成 り立たないという意味で,更に過激 と言

配す る魔神の表れ とす る呪術的側面を持っ,矛盾に満 ち

えるかも しれ ない｡

た存在だ った｡ また,もうひとつ忘れてはならないのは,

無論,ユ ングも影を取 り込む ということがいかに危険

天空に秩序をもた らすために,古代の人 々が抽象的な概

で困難 なことであるかは十分承知 している｡意識はいわ

念ではな く牡牛, さそ りとい ったイメージを用 いた こと

ば海の上にはんのわずかに頭を出 した氷山の一角のよう

である｡

なものであ り,その下には驚 くべ き裾野を持つ無意識が

こう したイメージを用いたがために,単 なる星座の名
前に過 ぎないはずのものが,次第に現実のものと考え ら
れてゆ くのである｡す なわ ち, ゴンブ リッチも指摘す る

隠れている｡従 って,影を取 り込む どころかそれに取 り
込 まれ る危険性の方がよほ ど高い｡
そ して, ヴァ‑ルブル クは, この危険をまさ しく身を
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も って体験 したのであ り,彼の美術史が執物 に情念 を追

れがいわ ゆる コンステ レー シ ョンである｡) さ らに黄道

うのは無理か らぬことといえる｡田中はこのようなヴ ァ‑
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宮 という概念 を生み 出す ことによって,人間 と星の間

ル ブル クの美術史の特性 にニーチ ェとの関連 を見て,吹

に密接 な関係性 を想定 し, さ らにその想定が断定へ と変

のように指摘 している｡

わ ってゆ くところに古代 の 占星術が生 まれ る｡
ヴ ァ‑ル ブル クはおそ らく, 自らの理性 によ ってよう

War
u
bur
gr
e
dux‑ r
e
duxとは運命の女神 フ オル トゥ

や く夜空 に対す る恐怖 を克服 した人間がやがて, 占星術

ナの添え名であるという｡ ヴァ‑ルブルクはフ オル トゥ

によ ってその理性 を放棄 し,全 く非合理 な世界 の中で 自

ナ とともに, あ るいは運命 と して回帰す る｡｢自伝 的

縄 自縛 という状態 にお ちい って しまう過程 をこれ らのイ

反映映像｣のなかにヨーロッパの運命を見るというヴァ‑

メー ジを使 って説 明 しようと していたのであろう｡

ル ブル クの構 図はニーチ ェのパ ラノイア的 な運命愛 に

実際,パネル上で ヒルデ ガル ト･フ ォン ･ビンゲ ンの

重 なる｡そ して,それ は ヨー ロ ッパの思考 の根源 に向

図とベ リー公 の時癖書の図 との間 におかれた 『羊飼の暦』

か う過程で不可避的に入 り込 まざるをえ ない迷路だ っ

の木版挿絵 につ いて彼 は, ゲ ッテ ィンゲ ンにおけ る講演

た｡ ヴ ァ‑ルプルクのイメージの病理学 (
パ トロギー)

で痛烈 な批判 を行 っている｡ この図は理髪外科医が用 い

には, この 自伝 をめ ぐる身振 りにおいて,ナルキ ッソ

た潟血療法 を 占星術的 に見 て, いっ行 うべ きかを表 して

スの妄想的 なイメー ジによる思考 の情念 (
パ トス)そ

いるのだが, ここに彼 は,人 と天体の象徴 が中世,｢交

のものが,運命的に消 しがたい記憶痕跡 (
エ ングラム)

感 の魔術のおぞ ま しい道具 にな り果てて しまってい る｣

と して深 く刻 印され ている｡ (4 )

証左 を見出 している｡

(5)

一方ユ ングは これ らのイメー ジを, ヴ ァ‑ル ブル クと
この両者 の異教的 なものに対す る評価 の差異 を, さき

はか な り違 った意味合 いで説 明 してい る｡ まずベ リー公

ほ どの ビル トア トラスを具体例 と し, これ らの差異 を見

の時南書の図であ るが, ここには二人の女性が,ひ と り

てみたい｡導入的パネル とされた A, B, Cの うち,パ

は正面 向き, もうひ と りは後 ろ向き, しか もほぼ重 なる

ネル Bに採用 されたイメー ジは,そのい くつかがユ ング

形で描かれ てい る｡ユ ングは これ を錬金術 におけ るデ ュ

の著作でも採用 されている｡ひとつは ヒルデガル ト･フォ

yas二つ一組)のイメー ジであ るとす る｡
アス (d

ン ･ビンゲ ンの 『神の御業』 における幻視の図 (
ただ し,
正確 にはヴ ァ‑ル ブル クは第二の視,ユ ングは第四の視

このデ ュアスは女性 的性質 をそなえ てお り,｢宇宙

と呼ばれ るヴ ィジ ョンを採用 してい る｡)｡ も う一つ は

の魂 (
アニマ ･ム ンデ ィ)
｣ で あり,女性的 自然 (ピュ

『ベ リー公 の壮麗 なる時肩書』 の獣帯 と人間 との照応関

シス)で あ って,‑ なるもの,モナス (
モナ ド),善

係 を表す 図, さ らに同 じ図は採用 され てい ない ものの,

に して完全 なるもの との抱擁合体を怪傑 してい る｡

(6)

アグ リッパ ･フ ォン ･ネ ッテスハ イムの神秘思想 につ い
てはユ ングはその著書でたびたび触れ ている｡
ヴ ァ‑ル ブル クが このパネルを使 って い か なる講義 を
しようと したのか, またいか なる論考 を残そ うと したの
かはわか らない｡ しか し,現在残 され てい る講演用 のメ

す なわ ちユ ングが この図に見 出 したのは,錬金術師た
ちが希求す る魂 の救済 の手がか りとなるものと しての元
型的 なアニマを中心 に持つ イメージであ る｡
また, ヒルデ ガル ト･フ ォン ･ビンゲ ンの幻視図につ

モや, このパネル とも関わ りを持っ論文を参考 にすれば ,

いて言えば, ヴ ァ‑ル ブル クがパネル上 に採用 した第二

その述べ ようと した ところはあ る程度推測がっ く｡

の視の図は,父 と子,大宇宙 と人間の重層構造 を表 した

ヒルデガル ト･フ ォン ･ビンゲ ンの幻視図 とベ リー公

もの,ユ ングが採用 した第四の視の図は人間の身体器官

の時肩書の図はいずれ も,人間の身体 と黄道 1
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宮 との照

が病み衰え,再 び治癒 され る過程 を大宇宙 におけ る天体

応関係 を表 している｡天空 に無秩序 に散在す る星 々を一

の運行 と比 して描かれ ている｡ (7,いずれ にせ よ これ らは

定 のグルー プに分け,その一つ一つ に名前 をつ けてゆ く

あき らかに,ユ ングのいうところのマ ンダラ表現であ り,

ことで古代 の人 々は夜空 に対す る恐怖 を克 服す る｡ (こ

それは個性化過程 を表す非常 にポ ジテ ィブな意味を持つ ｡
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す なわち両者は同 じイメージを扱 っていなが ら,言うな

す るものであるという認識はおそ らく全 くなか ったであ

ればそこに全 く逆の方向性を見出 していたと言える｡

ろう｡ しか し,たとえば レオナル ド研究の延長 と して彼

ただ しここで注意 しておきたいのは,ユ ングは円形の

の建築についての考察を続けていたと した ら,そ こに明

イメージをすべてマ ンダラとみ な していた訳では断 じて

らかに レオナル ドの精神世界の顕現を見出 し,マ ンダラ

ないということである｡ヌ ミノースを持たないものを彼

表現の持つ意味合いについても思い至 っていたのではな

は元型 イメージと して採用す ることはなか った｡『心理

いかと思われ てならない｡

0
年間マ ンダライメージ
学 と錬金術』の中でユ ングは,2
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4年間はそれについて執筆 も講演 も しな
を観察 し続け,1
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か ったと述べている｡正 しくマ ンダラ的と言いうるもの

6セ ッ トの教会の平面図,立体図が残 さ
が書き起 こした1

と,そうでないものをいかに慎重 に分けていたかが この

Langは これ らの図はパ ヴ ィア大聖堂か,
れている｡S.

ことか らもわかる｡従 って,先は どの 『羊飼の暦』の木

または彼の雇い主でもあった ミラノのロ ドヴィコ ･スフオ

版挿絵 などは,氏原寛のいうところの ｢象徴の記号化｣

ルツァが求めていた霊廟のためのものであろうと推測 し

の例 と言えるだろう｡｢象徴の記号化｣ とは,氏原によ

ている｡

(9)

ると,最初,神秘的で躍動的な意味を持 っていたものが ,

これ らのうち最初期のものは図面 と しても,その建築

伝承等で使い古され るうちに,当初の意味や迫力を失 っ

理念も稚拙だが,時を経るに従 って,図面は複雑になり,

たものということになる｡

建築 と しての体裁 を整えてゆ く そ して一貫 して言える

(8)

｡

したが って,同 じ円形のイメージ,星辰 と人体の照応

のはすべての図面が中心を持つ,いわばマ ンダラの形を

関係を表 した図であ っても,ユ ングはあ くまで個性化過

とっていることである｡ レオナル ドは常に中心を持つ建

程をイメージさせ るものと,そうでないものの間に線引

築に執着 し,中央の聖堂のまわ りに大抵は 8つ,時には

きを し,前者について論 じているのである｡

それ以上の塔 を持っ円形, または正方形の教会を設計図

無論,前述のように,あくまでヴァ‑ルブルクはヴァ‑

と して残 している｡ (ちなみにユ ングはマ ンダラ表現 は

ルブルクの,ユ ングはユ ングの個人的体験を核に してイ

経験的にみて, 4または 4の倍数の分節を持つ ことが多

メージ解釈を したまでのことであ り, どち らが正 しい,

いと述べている｡)中央の聖堂を取 り囲む塔は全て同 じ

あるいはあや まっているという問題ではない｡

形を してお り, しか も中央聖堂 と相似形に近い (
中央聖
堂が円形 の場合は円形｡八角形の場合は八角形 )
｡Lang

美術史における個性化過程

はそれ について, レオナル ドがセ ヴ ィリヤのイシ ドー
ルの宇宙観を図面化 した可能性を指摘 しつつ も,あきら

しか しも し, ヴァ‑ルブルクがユ ングのように一歩踏

かに レオナル ド自身の精神的なあ りようが反映 されてい

み越えて異教的なものが持つ暗黒を自らの中に取 り込む

gはユ ング
ると主張す る｡ この一連の考察において Lan

ことで しか真の救済は得 られ ないと納得 していたと した

心理学のタームは使 ってはいない｡ しか し残 された レオ

ならば,彼の思想はまた別の展開を得ていたかも しれ な

ナル ドのプランは個性化過程を祐裸 とさせ るマ ンダライ

い｡いや実際,彼は確かにその重要性 を認識 していたの

メージといいうる｡ (
ただ し,結局 これ らのプランは実

である｡それは彼が両極性 (
ボラ リテ‑ ト)ということ

際の建築物として具体化されることはないままに終わる｡)

を何度 も力説 し,その両極 のバ ランスを見事にとってい

Langによるこれ らの考察はヴ ァ‑ルブル ク研究所の

た存在 と して, レオナル ド,サセ ッテ ィ,デ ューラー,

ジャーナルに掲載 されたものであるが, ヴ ァ‑ルブルク

そ して レンブラン トを賞賛 していることでもあきらかで

自身は心の調和を志向す るイメージより,それを圧倒す

ある｡ しか し, ゴンブ リッチも述べているように,彼は

るイメージに生涯惹かれ続けたということになる｡

レオナル ド研究にいったん ピリオ ドを打 った後は,異教
的 占星術の暗黒世界に引き込 まれ てゆ く

｡

ヴァ‑ルブルクにはマ ンダラ表現が個性化過程を象徴

冒頭に述べたように, ヴァ‑ルブルクの病 に何 らかの
目的論的意味があるとすれば,やは りそれはイメージの
圧倒的で非合理的 な, しか しそれがゆえに魅力的な力を

ヴ ァ‑ル ブル クとユ ング

われわれ に語 りかけ る役割 を与え られた とい う点 につ き
るだろう｡
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