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レ ン ブ ラ ン トの 自 画 像
ユング心理学からのアプローチ
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オランダにおいて最 も偉大な画家のひ とりであるレンブラン トは,
生涯にわたって非常に多 くの自画像 を残 している｡
それ らを詳細に検討 してゆくと,青年期,壮年期,そ して晩年 と,単に外見だけではない,彼の内面的な変化 を見て取
ることができる｡
本論文では,ユング心理学を応用 し, レンブラン トがフラン ドルの巨匠,ルーベ ンスを彼の ｢
影 ｣ とし,みずか らの
｢
ペル ソナ｣ と格闘 した前半生,それ らを自らに統合 してゆくものとしての後半生を考察す る｡殊に後半生については,
彼の人生がまさしく ｢
共時性｣によって後の作品‑ と導かれるような展開を見せていることを論 じる｡
また,晩年の 『
笑 う自画像』を中心 とした作品についても, ｢
老賢者｣,｢
老愚者｣ といったタームを援用 しなが ら考
えてゆく｡

1
606年,オランダの レイデンに生まれた レンブラン

になる｡最初の師はヤーコプ ･イサークスゾーン ･フア

ト･ハルメンスゾーン ･フアン ･レインは,生涯に約 75

ン ･スワ‑ネンビュルフであ り, レンブラン トはこの師

点ほ どの 自画像 を残 した といわれてい る｡ これ は,油

について 3年間画家 としての最初の修行をしている｡

彩,エ ッチング等をあわせた数であるが,それにしても

彼の もとで画家になるための基本的な技術や画法を

かな りな数にのぼることはた しかである｡ これだけ多 く

62
4年頃,アムステルダムに出
学んだレンブラン トは,1

の 自画像 を残 した画家は稀であ り, しかもその一点,

て,ピーテル ･ラス トマンに師事する｡ ここでの修行は

一点が作品としてもす ぐれてお り,人を魅了 して止まな

わずか 6ケ月であった とされ るが,この後彼は故郷であ

い｡それゆえ彼の自画像については, さまざまな研究 ･

るレイデンに戻 り,独立 した画家 となった｡ このわずか

解釈が存在するが,本論ではユング心理学の立場か らみ

な時間で,彼が師であるラス トマンの様式を完全に自己

た レンブラン ト像の構築を試みる｡

のものとしていることは,現在残っている作品を見ても

よく知 られているとお り, レンブラン トは製粉業を営

確かであるといえよう まだのちの レンブラン トを思わ

む家に生まれる｡生家はかな り裕福であったとみ られ,

せ るところはほとん どないが,当時流行の革新的な様式

彼は 9番 目の子供であるにも関わ らず, レイデ ン大学‑

をラス トマンやその他の有力な画家か ら吸収 し,わずか

の進学を果た した｡ しか し彼はそこを早々に中途退学 し

数年の修行でひ とり立ちできるまでになっている｡ この

たか,またはそもそも入学せず,大学に登録のみ先にし

ような彼の才能は,彼 自身を含めて多 くの人が認めてい

ていたと思われ,以降は画家になるべ く修行を積むこと

たであろ うことは想像にかた くない｡

｡
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また,最初期の絵 こそ,師の影響を残 してはいるが,

を現 しつつあった としてもやは り,まだ駆け出しの画家

1
6
2
6
年(
彼 はまだわずかに2
0
歳である), 『トビ トとハン

にすぎない｡それにもかかわらずイタリア行きを拒む と

ナ』 (
アムステルダム国立美術館)においてはすでに後

い うことは,この時期のレンブラン トがある意味で倣懐

の レンブラン トを紡棟 とさせ るものがあきらかであ り,

といえるほどの 自信に満ちていた といえるであろ う｡

6
3
0
年頃
確かな技術力 と表現力を感 じさせる｡そ して,1

それでは具体的にレンブラン トの 自画像をみてゆきた

までには早 くも自分のスタイルを完成 させた といっても

6
3
0
年代までの,いわゆる青年期のものである
い｡まず 1

よく,対外的にも出色の画家 として高い評価 を得てい

が,青年 としてのいわばあ りのままの自分を描いた作品

る｡

(
『
2
3
歳の自画像』1
6
2
9頃, ミュン‑ン,アルテ ･ピナコ

このように早 くか ら名声を勝ち得 るとい うことは,画

チ‑ク,『口を開けた 自画像』1
6
2
8
‑1
6
2
9
頃, ロン ドン,

家の人格形成 に どのよ うな影響 を与 えたであろ うか｡

大英博物館,な ど) と,なん らかの扮装がほどこされて

レンブラン ト自身の手になる史料は当時の有力者,コン

いるもの とにわけられ る｡ この うち後者 は,『
東洋の衣

スタンティン ･ハイ‑ンスにあてた数通の手紙のほかは

6
3
0(
パ リ,
プティ･
パ レ美術館)や,
装をつけた 自画像』1

ほとん どないに等 しく,同時代の人々のわずかに残 る言

1
6
3
3
,パ リ,ルーブル美術館)
『
帽子 と金の鎖の 自画像』(

及 と,彼の死後編纂 された評伝,そ して作品か らひも解

のように,豪華な衣装に身を包んだもの と,特にエ ッチ

いてゆくほかはないのが現状 といえる｡ さて,この時期

ングや素描に多い,
乞食のような,
社会の底辺にいる人々

の言及 としては,そのハイ‑ ンスのものが有名である｡

に扮 したものとに更に分けられる｡

彼は若 きレンブラン トの絵画を非常に高 く評価 していた

どの作品もおそ らく,すでに売れっ子の画家 として名

が,その回想録の中で, レンブラン トがイタリアでの修

声を獲得 しつつあった レンブラン トが,注文 される肖像

行を不必要 と決めつけた事を記 しているのだ｡当時,一

画や,物語画に援用できるスタイルを研究する目的がま

流の画家 として認 められるためには,イタリアでの画家

ず第一にあったのであろ うといわれている｡特に豪華な

修業はいわば,必須であ り,ハイ‑ ンスは彼の拒絶に文

扮装をした 自画像は,肖像画の注文主である裕福な市民

字 とお り仰天 した と述べている｡

層を意識 していることがわかる｡また,扮装のない 自画

この拒絶の理由として レンブラン トは,オランダにい

像は,まさにひ ょい とそこに現れたような自然な姿で描

てもイ タ リアの優れた作品を見 ることはできると述べ

かれてお り,何のて らいも感 じられない｡売れっ子の画

た｡また彼は旅で失われ る絵画制作のための時間を惜 し

家にな りつつある気負い といったものもなく,まさしく

んだ ともい う｡ しか し例 えばガン トナーは,これ らを表

ひ ょい とそこに現れた といった感 じで描かれている｡単

面上の理由と断 じてお り,本 当の理由として,彼がイタ

1
6
2
5
,リ
身の自画像のみな らず,『
聖ステパノの殉教』(

リアの 自然主義的な様式に飽 き足 らずな り始めてお り,

6
2
6
年の主題不詳の物語画に描かれた 自
ヨン美術館)
や1

より内面を重視す る様式‑ と軸足を移 しつつあったか ら

画像 もこれに属するといえる｡両作品に表れた レンブラ

ではないか としている｡(
1
)
この説は確かに説得力を持っ

ン トは,かな り唐突で場違いな場所に紛れ込んだ印象が

といえるであろ う｡実際,彼の描 く絵画は,古典主義的

強い｡ しかもその描かれた位置は絵の主題部分のす ぐ後

でイタ リアの影響を色濃 く持つ師匠 らの様式を急速に離

ろがわであ り,ポッティチェリやラファエロといった画

6
2
7
年頃か ら多用 されるようになったキ
れつつあった｡1

家が 自らを物語の最 も端に慎 しみ深 く, しか しごく自然

アロスクー ロは,非常に抑制のきいた技法であ り,内面

に配 した作品 とは対照的であるといえる｡そのことに,

的な深 さを見 るものに感 じさせ る｡ハイ‑ ンスが レン

描かれた姿のて らいのなさとは逆に,彼の自負心を見る

ブラン トとイタ リア行きについて論 じた同じ日,彼のも

ことは可能かもしれない｡

0
枚を返すユダ』(
1
6
2
9
,個人蔵)があった
とには 『
銀貨3

1
6
2
9
頃,ニュ
また,『
金属の咽あてをつけた 自画像』(

が,その作風はすでにのちの レンブラン トの持つ,劇的

ル ンベル ク,州 立美術館)をは じめ とす る,二十代,

であ りなが ら抑制のきいたものになっている｡

三十代のい くつかの 自画像にみ られ る顔の影について,

確かにこの時期,彼がすでに後に開花する才能の片鱗

尾崎彰宏氏は,メランコリーの寓意をそこに見出してい

31
レンブラン トの 自画像

る｡(2)デューラーの 『メレンコリア Ⅰ』についての研究

は明 らかに虚構を演 じている｣ と後に述べている｡ とい

で周知のとお り,メランコリー気質は中世以降,一躍脚

うことは, 自己成型 とは結局,見果てぬ夢 とい うことな

光を浴びるものとなった｡ これは四大気質の うちで,最

のであろうか｡

も劣等なものとされてきたが,ルネサンス期の哲学者マ

ここで,以下にユング心理学の ｢
ペル ソナ｣ とい う概

80度の転回
ル シ リオ ･フイチ‑ ノによってその解釈が1

940年の自画像までの推移 を捉 えな
念を援用す ることで1

をみせ る｡すなわち,憂欝,怠惰,強欲 といったものに

お してみたい｡ ｢
ペル ソナ｣ は,人が社会 との接点にお

運命付けられていたメランコリー気質 こそがむ しろ,努

いて乱蝶なく振舞 うために身につけてゆくいわば仮面の

力によって知的労働,思索に最 も向くものになると彼 は

ようなものである｡ これは,社会的要請に従 うものであ

主張 したのである｡『メ レンコリア Ⅰ』における有翼の

るので,ある意味で抗いがたい｡人は人生において多 く

女性像が黒い顔をしているのは,メランコリー気質の持

のペル ソナを獲得 してゆく ユングはある個人が状況に

つ性質ゆえであるとい う解釈 もあ り,このような考え方

よって全 く異なる性格を示す ことがあると指摘 し,そ う

7
世紀においても広 く知 られていた｡更に,芸術家は
は1

いった状況か らペル ソナについて以下のように説明 して

メランコリー気質 との深い関わ りにおいて語 られ ること

いる｡

｡

が多かった｡だとすれば,繰 り返 し強い影が顔 に差す 自
画像を描いた若い レンブラン トは実は,強烈な 自負心を

この人間はそれぞれの態度 とそれな りに完全に同一

もってかずかずの 自画像を描いていた とい うことが推測

化することによって, 自分の性格について少なくとも

されるとい う｡

他人を欺 くし, しばしば自分をも欺 くことになる｡す

尾崎氏はまた,さまざまに描かれた レンブラン トの 自

なわちこの人問は仮面をかぶるのであるが,この仮面

6
40年の作品,
『宮廷人に扮 した 自画像』 (
ロ
画像の うち,1

が一方では自分の意図にかない,他方環境の要求や意

ン ドン,ナショナルギャラリー )に着 目し,これ を自己

見にかなっていて,時に応 じて別の要因が優位 を占め

成型 した自画像の頂点 とみな している｡ 自己成型につい

るとい うことが,この人間にはわかっているのである｡

て氏は ｢
他者｣を意識 しつつおのれを理想の形に成型 し

この仮面,すなわちこの 目的のためにとる態度を私は

てゆ く人間のあ りかた と規定 し,十七世紀ネ‑デル ラ

ペル ソナ と呼ぶ｡ この概念は,古典古代の俳優が用い

ン トを自己成型の時代そのものであ り,『宮廷人に扮 し

ていた仮面をさす ものだった｡ (
中略)ペル ソナ とは,

た自画像』は,このような自己成型の理念をもとに,彼

適応,あるいはやむをえない便宜 といった原因か ら生

に先行す る時代の巨匠たち,特にデューラー とティツィ

じは したものの,個性 とは同一でない機能 コンプ レッ

アーノらを念頭に置き,彼 らに対する尊敬 と,その裏返

クスである｡ペル ソナ とい う機能 コンプ レックスは

しとなる激 しいライバル心か ら描かれた としている｡(3)

もっぱら客体に対する関係 にかかわるものである｡(4)

しか しそもそも ｢自己成型｣,尾崎氏がい うところの,
｢
ひ とのアイデンティテ ィは操作可能な人工的プロセス

さらにまた,ユング自身はペル ソナを集合的意識に由

によって創 りあげ｣ ることな どできるのだろ うか｡た と

来す るもの としている｡従ってそれは分析 してみ ると,

え当時の人々がそれ を可能であると信 じていた として

個性的に見えていても実は集合的なものに他な らない と

も,そのようなことは決 して簡単ではなく,む しろ絶望

主張する｡従ってここではそれは,画家のあるべき姿 と

的に難 しいことはフロイ トの登場をもって明らか となっ

い う集合的意識の中から生まれてきたもの といえる｡で

た｡なるほど,『宮廷人に扮 した 自画像』に描かれた レ

は,
その ｢
あるべき姿｣ とは当時,どのようなものであっ

ンブラン トの姿は,誇 り高い芸術家そのものである｡ し

たか｡ レオナル ドが画家 とい うものの地位の向上に尽力

か し,その一方で彼はデ ッサンやェ ッチングにおいて,

して以来,それ以降の画家たちは自らの職業に誇 りを持

自らを挑戦的で無骨な表情で描き,更には乞食にさえ見

てるようにな りつつあった｡無論,まだまだその地位 は

立てて措いている｡実際尾崎氏は,｢
十六世紀の衣装を

彼 らが望むより低いものであったかもしれない｡それに

まとい,あたかも宮廷人ふ うの姿を見せ るレンブラン ト

挑戦す るかのよ うに,画家たちは美 しい服 に身 を包み,

3
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威厳 に満 ちた 自らの姿を描いた｡つま り芸術家 としての

だが,若い妻 と画家 自身 とい う組み合わせの絵 として好

自負,理想 といったものが,それ らの作品には着実に体

対照をなす作品がルーベ ンスにもあるのである｡ (
『すい

現 されているのだ｡ レンブラン トが多大な影響を受けた

かず らの茂みのルーベ ンス とイザベ ラ ･プラン ト』)そ

デューラー,ティツィアーノ, さらにはルーベ ンス らの

こに描かれたルーベ ンス夫妻はあくまで上品で高貴 とさ

自画像は,ま さしく画家 としてのペル ソナを描いたもの

えいえるであろ う｡それに対 して, レンブラン トの作品

といって差 し支えないであろ う｡ペル ソナは人の心の表

の持つ狼雑 さには驚 くべきものがある｡ ヴェステルマン

層に位置 し,無意識 との間にこれ といった敵齢 をきた さ

はこの頃, レンブラン トがサスキアの財産をめぐって彼

ない限 り,問題は起 こらない｡なるほ ど,例 えばデュー

女の親戚連 中 と争いに巻 き込まれていた ことを指摘 し,

ラーは,イタ リア旅行の後,かの国 とは違ってあま りに

彼 にその親戚連 中をか らか う意図があった可能性 を示唆

も低い当時の母国でにおける画家の地位 に憤 り,ことさ

している｡(6)これは大いにあ りうる説であるが,ルーベ

らに飾 り立てた 自画像 を描いている｡ (
マ ドリー ド,プ

ンス との比較でみてゆくと,彼 を レンブラン トにとって

ラ ド美術館の 自画像)パ ノフスキーによれば,この作品

のユ ング心理学で言 うところの ｢
影 ｣ と規定することが

は最初の独立 した 自画像であ り, ｢自由に して教養 のあ

できる｡ ｢
影 ｣はある個人 に とって容認 しがたい性質で

る人間,g
e
nti
l
h
u
o
mo
｣の身分 を美術家のために要求す

あ り,最 も身近な人,殊 に同性 に投影 され ることが多い｡

る挑戦状でもあった｡ しか し彼のここでの戦いは,外的

影 とい う語の持つ独特な響 きには どうしても暗いイメー

なものとのそれであって,レンブラン トの場合 とは違 う｡(5)

ジがあ り,人格の隠 された暗い部分 とい う解釈 をされが

レンブラン トは明 らかにペル ソナ と本来の 自己との間

ちである｡ しか しレンブラン トにとってのルーベ ンスの

に深い亀裂 を持ち,それ を自分 自身でも強烈に感 じてい

よ うに, 自らが持 ち得ていない明るさのよ うなものが,

るのではないだろ うか｡身分について比較的 うるさくな

この用語で語 られ ることもままある｡ (
ユ ングは影 につ

いオランダにおいてす ら,彼 は下級の出身 とい う言い方

いて ｢
人格の劣等部分｣ といった言い方が誤解 を招 くが

をされ続 けた｡そ ういった声に対する挑戦の意味もある

ゆえに,やや詩的な響きを持つが しか し内容 を決定 しな

のか,彼は貧 しい人々のデ ッサンをし,そ ういった人々

いこの語 を使 った と述べている (
7
)が,それでもこのよ

との付 き合い を絶たなかった｡『宮廷人の 自画像』が描

うな場合,誤解 を招 き易い嫌いは否 めない｡)いずれ に

かれ るより四年ほど前,アムステルダムに出て数年後に

せ よ,この｢
影｣
概念 を援用 して二人の関係 をみてみ よう｡

は レンブラン トはすでに巨大 なシェアを占める画家 と

ルーベ ンスがその時代 のアペ レス と呼ばれたの と同

な り,市長の娘 とも結婚,高級住宅地に住み始めていた

様, レンブラン トも同 じ表現でその才能を賞賛 されてい

が,何かが違 っているとい う意識が彼 になかっただろ う

た｡彼がルーベ ンスを強 く意識 していたことは想像に難

か｡ユ ングのい うよ うに, 自分 自身 をも欺 こ うとして,

くない｡ しか し彼 は,宮廷画家 として華々 しく活躍 し,

そこに大変な無理 をしている感 を受ける｡一方で, 自ら

優雅な作品を次々 と生み出すルーベ ンスに対 して,才能

をメランコリー気質 と規定 し,オランダのルーベ ンス と

にはひけをとらない 自負 はあった としても,いやむ しろ,

呼ばれ,現代のアペ レスを自認す るとなれば,同 じくペ

自負 にあふれていたか らこそ,彼われの違いを強烈に感

ル ソナ としての 自身 を描いた 『宮廷人 としての 自画像』

じずにはおれなかったであろ う｡まず第一に,ルーベ ン

が,た とえ絶頂期の彼 を描いたもの としても,先に挙げ

ス とは違って レンブラン トには物語画を描 く機会が圧倒

た人々の 自画像 との差は決定的 といえる｡

的に少なかった｡それはひ とつには,彼の活躍の中心 と

さて,尾崎氏は 『サスキアを膝 にのせた 自画像 (
また

なった場所に理 由がある｡カル ヴァン派の本拠地であっ

は放蕩息子)』 (
1
635頃, ドレスデ ン国立絵画館) をも,

たオランダとい う地においては,カ トリックのよ うな壮

メランコリー気質 との関連か ら解釈 してお り,それは非

麗な宗教画は必要 とされていなかった｡マン トヴァ公の

常に示唆に富むものではあるが,ここではやは り,ユン

宮廷画家 として本格的なキャ リアをスター トし,故国に

グ心理学を援用 して, この絵 を考えてゆきたい｡ レンブ

戻ってか らも宮廷での活躍が続 き, さらにスペインやイ

ラン トはルーベ ンスに強いライ ヴァル心を抱いていた筈

ギ リスの諸王朝か ら次々舞い込む歴史画の注文をさばく
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ルーベンスとは,顧客の層が全 く異なっていたのだ｡彼

か らは彼の後半生について考察 を進 めることになるが,

の顧客のほとんどがいわゆる裕福な市民階級に限 られて

その前に触れておかねばな らないことがひ とつある｡そ

いたので,注文の多 くが歴史画 より一段低 く見 られてい

6
4
0
年,まさしく 『宮廷人 としての 自画像』が描
れは,1

た肖像画であった｡

かれた年のルーベンスの死である｡ 自らの ｢
影 ｣ の投影

第二に彼 自身の性格からくる問題である｡彼について

先であった存在をなくす とい うことが, レンブラン トに

の評伝はあくまでそれの書かれた時代か ら見た レンブラ

とってどうい う意味を持ったのか,彼の心境については

ン ト像を伝えているのであるとい う事実,あるいはまた,

何 もわか らない｡ただ一つ指摘 しておきたいのは,ルー

なん らかの脚色や嘘が紛れ込んでいる可能性 も否定でき

ベンスの死後まもなく,レンブラン トの前に‑‑ルチェ･

ないが,それ らを割 り引いても,彼が頑固で挑戦的な人

デ ィル クス とい う女性 が子供 の養 育係 とい う名 目で登

間であったことは確かであろ う｡宮廷画家 として華やか

場 し,数年後には後に彼の事実上の妻 となる‑ ン ドリッ

な世界に生き,温厚な性格 と深い教養 を持ち,外交官 と

キェ ･ス トッフェルスが,現れ ることである｡ユングは

しての勤めも立派に果たす といったルーベ ンスとの違い

｢
影｣の統合のプロセスには,必ず ｢
アニマ｣の問題が

は,なによりもレンブラン ト自身が痛切に感 じていたに

立ち現れてくると何度 も述べている｡それは心理的事実

違いない｡すなわち,偉大な芸術家 とい うペル ソナは,

としての問題であることも多いのだが, レンブラン トの

レンブラン トの場合,彼の性格 とは相容れないものであ

場合は,物理的にこの様なことが起 こったことになるだ

り,｢
影 ｣ と重なる｡それがルーベ ンスに投影 されてい

ろ う｡ ｢
アニマ｣ とレンブラン トについての問題は,本

るのではないだろ うか｡

論か らはずれて しま うので,ここではこれ以上述べるこ

『宮廷人 としての肖像画』は,そのよ うな位置に置か

とができないが,彼の後期の作品について考える上で大

れた レンブラン トが ｢
影｣ としてのルーベンスと対決す

変重要であると思われ る｡ この点についての考察は今後

る中か ら生まれた作品 といえるだろ う｡無論 この絵は,

の課題 としたい｡

当時アムステルダムにあった,ティツィアーノの自画像

さて,良く知 られているとお り, レンブラン トの人生

や,彼 自身,スケッチを残 しているラファエロの 『カス

1
6
4
2
,アムステル ダム国立美術館)を発表
は 『
夜警』(

テイリオ‑ネの肖像』 といった,気品漂 う作品に触発 さ

した頃か らにわかに暗転す る｡母の死,子供たちの死,

れた面も確かにある｡ しか し,そ ういったものを統括す

妻サスキアの死,
前述のティ トゥスの養育係‑‑ルチェ･

るもの としてルーベ ンスの存在 はあった といえるだろ

ディルクスとのいざこざ,財政難｡彼 には次々と難問が

う｡ただ しこの対決は,ある意味で レンブラン トの負 け

6
4
0
年
降 りかかる｡ さらにまた,世間の好みも変化 し,1

に終わっている｡影はその存在 をはっき りと認め,今あ

頃以降は,平滑な筆致が好まれ るよ うにな り, さらには

る自分 自身 と統合 されて始 めて新たな展 開をもた らす

明るい色彩や古典的で均整 を重ん じた作品を得意 とする

ものであるが,この作品では彼は影そのものを描いて し

新 しい世代が レンブラン トの後を襲い始めるのである｡

まっているからである｡そこに描かれたのは,ルーベン

それまでの名声に支えられた豪奪な生活が,たちまちの

スと見紛 うばか りの,堂々として知性的な画家の姿であ

うちに崩壊 してゆくとい うとい うのはまことに悲劇的で

るが,それはレンブラン トの本質か らは程遠い｡ この絵

あるが,このような状況にも関わ らず, レンブラン トの

を描いた時点で何 よりもまず,彼 自身がそのことを痛感

真の傑作はむ しろ,後半生に次々 とうみだ されてゆく｡

したのではないだろ うか｡

そ うであるとすれば,彼のこの時期の不幸は,単に彼を

これが彼の人間としての,あるいは芸術家 としての到

取 り巻 く状況が彼 に襲いかかった とい うことではな く,

達点でないことは,この後の彼の作品を見てゆけば明 ら

む しろ,彼 自身が 自ら招いたことであるかもしれない｡

かである｡彼の作品は,『サスキアを膝にのせた 自画像』

ユング心理学は,人生の午後三時,いわゆる中年期の問

のよ うな挑戦的で狼雑 なものにもな らず,か といって

題 を始めて西洋 において扱 った とい う意味においても,

ルーベ ンス的な華やかでそつのない,『宮廷人 としての

それまでの心理学 と大きく異なると河合隼雄氏は指摘す

自画像』に見 られる描き方をも採 らない｡そこで,ここ

る｡(8)ユング心理学以前の西洋心理学は,発達心理学が

3
4
斉 藤 真奈美

中心である｡ これは,人間の発達段階を順 を追って考察

と同 じよ うに, ｢
思秋期｣ とい う用語 もあっていいの

してゆ くものであるか ら,心理的な発達が とりあえず完

ではないか と思 うほ ど,両者 は似 た関係 にある｡(
中略)

成の域 に達す る壮年期以降についてはあま り問題 に しな

個性化の ｢
時｣の出現に伴 って,われわれは しば しば,

い｡ユ ングも無論, この様 な西洋心理学の薫陶を受けて

不思議 な現象 に出会 う｡ (
中略)偶然 に しては,あま

研究者 となったわけだが,実際に臨床 を始 めてみて,そ

りにも意味の深い偶然 と考 え られ る現象が起 こるので

れまでの心理学では どうして も解決できない問題 に直面

ある｡夢 と現実 との一致な どとい うことも生 じる｡(9)

す る｡彼の もとにくる患者で,家族や社会的地位 な どに
十分恵 まれ てい るに も関わ らず,生 きる気力 を失 った

ユ ングはこのよ うな ｢
意味のある偶然の一致｣を重要

人々が少 なか らずいたのである｡そのよ うな患者の問題

視 して,これ を因果律 によらぬ一種の規律 と考え,非因

を新たな観点か ら考察す る必要性 をユ ングが感 じたこと

s
y
nc
h
r
o
nl
cl
t
y
)の原理 な
果律 的な原則 として,共時性 (

が発端 となっている｡根源的な生 きる意味 といったもの

るものを考 えた｡つま り, 自然現象 には因果律 によって

を真剣 に考 える一部の人々にはこのよ うな危機的状況が

把握 できるもの と,因果律 によっては解 明できないが,

中年期以降に訪れ ることがあるとい うのである｡ この考

意味のある現象が同時に生 じるよ うな場合 とがあ り,後

察のなかで,有名 な個性化 といった概念 も生まれて くる

者 を把握す るもの として,共時性 とい うことを考 えたの

のだが, ともか くその危機的状況は,家族の事故だ とか

である｡

不幸な事件 といった外的なものを伴 うことが多々あると

ともか く, レンブラン トは1
6
4
0
年代の危機 を乗 り越 え

い う｡サスキアの死な ど,外的な不幸が もととなって,

た｡野中恵子女史は1
6
4
8
年が レンブラン トに とって ｢
聖

レンブラン トが一種のスランプに陥った,または うつ病

なる年｣ と呼ばれてい ることを指摘 してい る｡(
1
0
)(この

にかかった と考えるのは因果律 にかなっていて,十分 に

年 レンブ ラン トは42歳 である｡) この年彼 はそれ までは

あ りうることであろ うが,ユ ング心理学か らみ ると, こ

なかった,全 く気取 りのない仕事着 にペ ンを持つエ ッチ

れ らのできごとはむ しろ共時的に起 こったのであって,

ングの 自画像 を描 き,いわば 日陰の身であった内縁の妻

その後の レンブラン トの人間的な展開 (
ユ ングがい うと

へ ン ドリッキエ ･ス トッフェル スを公の場 に出 し,不思

ころの個性化 の実現)に とって必要だった とい うことに

1
6
4
8
ノ1リ,
議な光に包まれた作品 『ェマオのキ リス ト』(

なる｡ 因果律 によらない解釈 とい うのは,ユ ング心理学

ルーブル美術館) を描 くのである｡『オランダ,
ベル ギー

において最 もわか りにくい部分であろ うが,いかに批判

絵画紀行』の中で,『夜警』 については厳 しい批評 を残

を受 けて も彼 が決 して曲げなかった重要な要素である｡

した フ ロマ ンタンは,『ェマオの キ リス ト』 を絶賛 し,

実際,共時性 とい う観点な しには理解不能なできごとは

レンブラン ト以前にもレンブラン ト以降にもこのよ うな

決 して少 な くないことは,ユ ングやユ ング派の研究者た

キ リス トを描いた ものはいない と断言 してい る｡(
l
l
)

ちの報告 を読む とよくわかる｡河合氏は中年期の問題 と
か らめ,共時性 を以下のよ うに説明 している｡

しか し私生活 においては,彼 には更 に多 くの不幸 を
ふ りかかる｡1
6
5
6
年 には事実上の破産状態 とな り,二年
後には 自宅が売 りに出 され る｡彼が生涯 をかけて集 めた

む しろ,人生の前半はその人にふ さわ しいペル ソナ

数 々の コレクシ ョンも売却 され るこ ととなって しまっ

を形成す るため,社会的地位や財産な どをつ くるため

6
6
3
年 には彼の後半生を支 えてきた‑ ン ドリッキェ
た｡1

に,エネル ギーが消費 され る｡ しか し,人生の後半は,

6
6
8
年 には結婚 したばか りの息子テ ィテ ユス
が死去 し,1

む しろ,内面‑の旅が要請 され る｡言 うなれ ば,生き

をも うしなって しま う｡理性的な解釈 をこのむ現代の研

ることだけではな く,死ぬ ことも含 めた人生の全体的

究者たちは,彼 の身 を次々 と襲 う不幸 と晩年の彼 の作品

な意味を兄い出 さねばな らない｡ この よ うな ｢
時｣が

とを結びつ けるロマ ン主義的な見方 を用心深 く避 けよ う

訪れた とき,多 くの人は中年 の危機 を迎える｡ 中年ま

とす るが, さすがに 自画像 にに じみでる諦念や孤独の影

では順調 にすすんできた人が,中年 になって荒れた り,

については認 めざるを得ない といったふ うだ｡ (
ただ し,

失敗 を した りす ることがよくある｡思春期 とい う用語

これ さえも筆達者な レンブラン トの脚色 を疑 うむきもな

3
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いではないが｡
)そ してまた,先に指摘 した とお り,彼

実はこの伝説に基づ く作品が レンブラン トの弟子,アー

の傑作 といわれるものは,絵の注文がすっか り減って し

ル ト･デ ･‑ルデルに一点あるのである｡ この作品を根

まったこの後半生にこそ集 中しているのである｡

拠 として,ブ ランケル トは レンブラン トの 『笑 う自画

このよ うな事実か ら考えると, レンブラン トがさまざ

像』 もゼ ウクシスに扮 している姿であると結論付 けてい

影 ｣ を統合 し,彼の他には
まな逆境 と戦か うなかで, ｢

るのだ｡ これは,レンブラン トの作品 とはことな り, り

誰 も描けない作品を生み出す類稀な芸術家 となっていっ

んごを手に持つ老女がカンヴァスの向こう側 にはっき り

たことがわかる｡そのことは,いったんその数が減 り,

と描かれてお り,笑 う画家がゼ ウクシスを表 しているこ

晩年に再び多 く描かれた 自画像か らも見て取れるであろ

とが明白である｡ブランケル トの説は大変説得力を持っ

う｡そこに描かれているのはなるほど一人の人間が経験

ものであ り,以降のレンブラン ト関連の書物にはこの説

するにはあま りにつ らすぎる不幸に次々と襲われた人の

に従ったものが多い｡

諦念ではあるが,ただそれのみではない｡ うちひ しがれ

990年,尾崎彰宏氏はこの説に異論 を唱える
ただ し,1

て卑屈になってもいない し, 自暴 自棄になった姿でもな

論文を発表 している｡(13)氏はブランケル トが‑ルデルの

い｡少 しでも良い作品を生み出そ うと努力 してきた最高

作品ただ一点のみにこの肖像画をゼ ウクシスに扮 した 自

の画家 としての玲持を見るものに感 じさせ る自画像であ

画像であるとい う根拠を求めている点に不備 を指摘 して

る｡若か りし頃の, 自らをメランコリー気質 としていわ

いる｡ こうした論拠についての問題 になん らかの判断を

ばェゴ ･インフレの状態で描いた作品, 自分を放蕩息子

下す ことは筆者の能力を超えているが,この作品で レン

に見立てた挑戦的な作品,そ してルーベ ンスと自らを同

ブラン トの浮かべる表情が多 くの研究者 を惹きつけ, さ

化 させて しまったような自画像 といった試行錯誤の果て

まざまな解釈が生まれたことは確かな事実である｡それ

に,更には私生活の不幸をも乗 り越えた姿が一連の晩年

ではその奇妙な笑いはいったい何 をあ らわす のだろ う

の自画像 といえるのではないだろ うか｡

か｡ このような奇異な姿で自らを描いた理由は何か｡

彼の晩年の自画像は聖パ ウロに扮 したもの,画家 とし

西洋の絵画において笑いが とりあげられ ることは比較

ての製作中の姿を描いたもの等,さまざまだが,その ど

的少ない といえる｡ひ とつの系譜 として, レオナル ドの

れ もが老いた人間の尊厳 とはこのようなものであるか と

デ ッサンに見 られる,いわゆるグロテスクな笑い とい う

納得 させ られる｡ただ し,それは一つの作品を除いての

ものが存在 し,ヒエ ロニムス ･ボスの 『
十字架 を背負 う

662年の 『
笑 う自画像』(
ケ
ことであるが｡その作品 とは1

キ リス ト』な どに,その顕著な例があらわれている｡そ

668頃)である｡
ル ン,ヴァル ラフ･リヒヤルツ美術館 ,1

こに描かれた笑いはあくまで底意地が悪 く,人を不快に

この,異様 ともいえる不思議な笑いを浮かべた 自画像に

させ る｡ また同 じオランダには レンブラン トと同時代,

ついてはこれまでにさまざまに解釈 されてきた｡最 も有

この様 なグロテスクな冷笑 とは全 く違 う笑 いが描 かれ

力な説は, レンブラン トが自らを笑 う哲学者デモクリト

た｡その最 も代表的なものはフランス ･ハルスによる肖

スに見立てているとい うものである｡(
1
2
)その後,アルベ

像画である｡周知のとお り,ハルスは当時のひ とび とを

ル ト･ブランケル トがアペ レスとならぶ古代ギ リシャの

生き生きと描 きだ してお り,彼の描 く肖像画は レンブラ

画家ゼ ウクシスにレンブラン トが自らを模 した作品とす

ン トの内省 を促す絵 とはまた違った魅力 を持 っている｡

る説 を1973年に発表する｡ この画家はまるで本物 と見紛

彼の描 く笑いは,まさしく楽 しくて笑っている人の表情

うばか りの写実の腕を持ち,彼の描いた葡萄をついばみ

であ り,その裏に何 ものも隠されてはいない｡また,ホ

に小鳥たちがやってきた とい う逸話の持ち主である｡ア

ガ‑スな どに代表 される,当時数多 く描かれた風俗画に

ペ レス同様に,画家の手本 としてこの時代,ゼ ウクシス

も酒 を飲み,あるいは歌い,ひ とび とと語 らいなが ら楽

はしばしば引き合いに出されていた｡更にまた,ゼ ウク

しく笑 う姿が見 られる｡

シスは晩年, 自らを絶世の美女‑ レ‑ネの姿に描いてほ

翻って レンブラン トの 『
笑 う自画像』は,その どちら

しい と頼んできた老女の肖像画を制作する折に突如 とし

の系譜にも属 さない,まことに不思議な表情を している｡

て笑いの発作に襲われ,窒息死 した とい う伝説 を持つ｡

だか らこそ,この作品の笑いは多 くの研究者によってさ
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まざまに解釈 されてきたわけである｡それ らの解釈には

真奈美

見て取れ るのではないだろうか｡

実はひ とつの共通点があ り,それはモデルをなにか卑近

河合氏はた とえば,｢
老賢者｣ とい うあま りに有名 な

な人物にではなく,哲学者であった り,伝説的な画家 と

元型 に対 して,｢
老愚者｣ とい う考え方を提示 し,その

いったものに見ている点である｡
すなわちどの研究者 も,

一例 として,『
落窪物語』の中の典薬助を紹介 している｡

その笑いをなにか超越的なものを うちに秘めると感 じて

彼はさまざまな策をめぐらせてはことごとく失敗 し笑い

いるとい うことになるだろ う｡筆者はさらに,それが老

を誘 うのだが,『パル シフアル』において最高の愚者が

人であることにも必然性 を感 じる｡ この肖像画は,‑ル

賢者 として最終的に世界を救 うように,この老愚者が実

デルの描いたような比較的若い画家ではなく老人の姿で

は老賢者 とあい通 じるとい うのである｡(
1
5
)もし 『
笑 う自

描かれていることが肝要であ り,若い頃のレンブラン ト

画像』がゼ ウクシスに扮 した姿を措いたものであるな ら

には描 くことができなかった といえる｡

それはまさしく ｢
老愚者｣であるといえる｡そ してここ

河合氏はその著書 『多層化するライフサイクル』の中

での レンブラン トは,愚者であることをむ しろ,楽 しん

で ｢
老い｣について興味深い考察をしている｡(14) ひ とつ

でいるかのよ うにみえる｡ この老人の笑いは,いたず ら

｢
為政第二の四｣にある,
｢
わ
は有名な 『
論語』であるが,

を見つ け られた よ うな,何か軽みを感 じさせ るのであ

｢
天
れ十有五にして学に志す｣以下の言葉を取 り上げて,

る｡ さらに河合氏は,中国の老賢者のイメージについて,

命 を知 る (
五十歳)
｣か ら後の部分が非常に東洋的であ

重々 しく権威的なものとい うより,む しろ嬉々として碁

り,す ぐれていると評 している｡すなわち,かつての西

を うってい る仙人のイメージである,つま り童心 を感

洋心理学によれば,四十歳以降の発達はない, とい うこ

じさせ るものであると述べている｡それはおそ らく,塞

とになるはずだが,五十歳で方向転換をし,七十歳で完

山 拾得のイメージにつながるものであろ う｡知っての

成感が生 じている点が東洋の知恵を感 じさせているとい

とお り,寒山,拾得は中国の伝説の仙人であ り,その不

うのである｡また氏によるとヒン ドゥー教には人生を四

思議な笑いはわが国でもたびたび描かれてきた｡ただ単

つの時期に分ける考え方があ り,それぞれ学生期,家住

に無邪気 とい うのとも違 う,超越的な笑い｡更にまたそ

期,林任期,そ して遁世期 と呼ばれている｡学生期,家

れは,能における翁の面の笑いにも通 じているような気

住期は文字通 り,学問を修め,家庭を作るわけだが,そ

がする｡ (
周知の とお り,｢
翁｣は最 も格式高い能 として

ののち,林住期が訪れる｡ これは人里離れた場所で暮 ら

知 られてい る｡) 洋の東西はあるが,卑近なものを超

す ことであ り,それまでの名誉や財産の否定である｡更

えた普遍的な精神,俗世間の価値や評価を問題にしない

に遁世期になると,ひ とは乞食 となって巡礼をして歩 く

精神が,『笑 う自画像』のイメージの中に確かに存在 し

のが理想 とされているのだ｡ このような一生は多分に元

ているとも考えられるのではないだろ うか｡

型的なものがあるが, レンブラン トの人生はこれに非常

この二種類の自画像 と晩年にかけて描かれた多 くの宗

に近い｡ユングもしくはユング派の研究者が報告 したも

教画の持っ圧倒的な精神性は,他のどのような画家にも

ののなかには,時に驚 くほど元型的な人生を送る人の話

ない といっても過言ではなかろう｡サスキアを膝にのせ

がたびたび出て くる｡ レンブラン トの場合 もまさしくそ

て卑俗な笑いを浮かべていた放蕩息子は帰還 し,父の前

の一例 といえるのではないだろ うか｡

『放蕩息子の帰還 』1
667
‑1
66
8頃,サ ンク ト･
に脆 くo (

彼は無論,乞食 となって巡礼をして歩いた訳ではない

ペテルブル ク,エル ミタージュ美術館)放蕩息子の帰還

が,内的現実 とい う意味では,明 らかにそのような状態

の場面は, さまざまな画家によって, さまざまに措かれ

であったであろ う｡そ してまた,ヒン ドゥー教でい うと

てきた｡ しか し, レンブラン トの描いた息子の姿,そ し

ころの遁世期にある自分 自身を決 して哀れんでも自暴 自

て彼 を迎える父の表情は,同じ主題で描かれたほかの ど

棄 になって もいない ことは,『パ ウロに扮 した 自画像』

のような作品 とも同次元で語 ることをためらわせ るほど

(
1
661
,アムステルダム国立美術館)や,『二つの弧のあ

に違っている｡ レンブラン トの死の際にイーゼルに載っ

る自画像』 (
1
663
‑1
6
65頃,ロン ドン,ケンウッ ド･ハ ウ

1
66
8
‑1
66
9頃,ス トッ
ていた とい う 『シメオンの祝福』 (

ス)のみな らず ,『笑 う自画像』の レンブラン トか らも

クホルム国立美術館)において,生まれたばか りのイエ
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スを祝福す るシメオ ンは,ま さしく老賢者その ものであ

絵画紀行｣,岩波文庫 (
1
99
2),
p
p.1
86
‑1
8
8
1
2)Gi
orgi
o Faggl
n:Rij
ks
muse
um Amste
rd
a
m, Paul

る｡
明 らか に レンブ ラ ン トは彼 の ｢
影 ｣ を統合 し,『ペ
テ ロの否認 』 (
1
661
,アムステル ダム国立美術館),『イ

』
サ ク と りべ カ に扮 した夫婦 の 肖像 画 (
ユ ダヤ の花嫁)
(
1
6
65,アムステル ダム国立美術館) といった作品,そ
して 自画像 においてそれ を顕現 してい る とい えるだ ろ
う｡それだけに,最愛の息子 を亡 くした翌年の彼 の死は
あま りにも悲劇的である｡ さま ざまな不幸を耐 え抜いた
レンブ ラン トが この一事 によって どれ ほ ど傷ついたか
を,
作品は語 って くれない｡しか し,
彼 の死 とい う現実が,
そのもた らした衝撃の大きさを厳然 と示 している｡ シメ
オ ンは救世主の出現まで死ぬ ことはできない と聖霊に告
げ られた預言者 であった｡神殿で幼子イエスを祝福 した
彼 は, これでよ うや く死ぬ ことができると述べ る｡ レン
ブラン トの死は悲劇の幕切れではあるが, 自らの仕事 を
成 し遂 げた とい う意味でシメオンに通 じるといえるであ
ろ う｡
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