
1 

Memoirs of the Osaka Institute 

of Technology, Series B 

Vol.51,No.2(2006) pp.33～45 

ベンヤミン『パサージュ論』におけるユング批判について*

 
今村 一成＊＊

 
知的財産学部 知的財産学科 

（2006 年 9 月 29 日受理） 

 

W. Benjamin's Criticism of C. G. Jung in 'The Arcades Project' 
by 

Kazushige IMAMURA 
Department of Intellectual Property 

Faculty of Intellectual Property 
（Manuscript received September 29, 2006） 

 

Abstract 

This paper focuses on the criticism that Walter Benjamin leveled against Carl Gustav Jung, and 
examines its significance to Jung's psychology. In his last work, The Arcades Project, in which he 
attempted to elaborate his own epistemology on history, Benjamin severely criticized Jung's 
doctrine as reactionary. Considering that the point of this criticism has much to do with Benjamin's 
understanding of past and present, the paper first clarifies what Benjamin meant by  
'Urgeschichte (prehistory),' the concept that shows his dialectic understanding of past and present. 
The paper also points out that the 'Urgeschichte' has a certain apparent similarity to Jung's notion 
of 'archetypes.' Based on these discussions, the intention of Benjamin's criticism is reviewed in 
terms of both humanistic nihilism and an attitude to archaic images. This review indicates two 
theoretical problems in Jung's way of thinking, both of which stem from his implicit dualistic 
worldview.  
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１．はじめに 

臨床心理学の分野において，ユング（Jung, C. G.）
の学説はフロイト（Freud, S.）のそれと並んでひ

ろく受け入れられている．ユングの学説は，現代

に至るまでさまざまな継承者によってさまざまな

方向へ展開され，心理臨床の実践場面にも多かれ

少なかれ，あるいは陰にも陽にも影響を与えてい

る．しかしそうした状況のなかにあって，彼の学

説が思想という観点からどのように位置づけられ

るかといった問題が顧慮されることは比較的すく

ない．本論では，ユングと同時代に生きた歴史哲

学者ベンヤミン（Benjamin, W.）の思考と，彼が行

ったユングの学説への批判に着目する．同時代人

がユングに差し向けた批判としては，哲学者ブー

バー（Buber, M.）が行ったものがよく知られてい

る．しかしベンヤミンが行った批判については，

それが系統だったものではないこともあって，こ

れまでほとんど着目されてきていない．本論で

は，このベンヤミンの思考および批判の論点を検

討することで，ユングの学説に含まれる問題点に

ついて再考したい． 
 

２．ベンヤミンの横顔と遺稿『パサージュ論』 

ベンヤミンは，20世紀の初頭から一次・二次大

戦期にかけてのドイツおよびフランスで研究活動

を行った歴史哲学者である．ロマン派芸術やバロ

ック演劇など，芸術の諸分野に関する評論をはじ

め，ボードレール（Baudelaire, C.）やプルースト

（Proust, M.）の翻訳も手がけながら，ユダヤ神秘

主義とマルクス主義の影響のもとに独自の論考を

展開した．哲学者アドルノ（Adorno, T. W.）の朋

友であり，フランクフルト学派の一翼を担う重要

人物のひとりと見なされている． 
ユダヤ人であった彼はナチスの政権掌握ととも

にフランスに亡命して研究活動を続けた．ドイツ

軍がパリに侵攻するに及びアメリカ亡命を企てた

が，その途上，スペイン国境のピレネー越えの山

中で，拘束の危機を免れないことを知り，服毒し

みずから命を絶った． 
彼はこの亡命生活のあいだに，19世紀パリのパ

サージュ１）を題材とした，人間と社会の営みに関

する研究を行っていた．その草稿の大部分は，接

収を避けるためにフランス出国前にバタイユ

（Bataille, G.）に託され，本人が亡命時に所持してい

た部分も含めて，本人の死後に発見・発表された． 

遺稿となったこの『パサージュ論』は，19世紀

のフランス社会における人々の営みを記述するた

めの題材を，パサージュを中心とするさまざまな

物証として集めた著作である．きわめて多岐にわ

たるテーマ（パサージュ，流行品店，流行品店店

員／モード／ボードレール／遊歩者／認識論に関

して，進歩の理論／倦怠，永遠回帰／など）のも

とに，そのテーマに関連するテクストの断片を集

め，記番号を付したものである．研究ノートの形

態をとっているが，これ自体がモザイク様のひと

つの作品を意図したものではないかとの見方もあ

る．諸テクストは，本人以外の著作からの引用，

それに対するベンヤミンのコメント，たんなる事

実の記述，ベンヤミン自身の文章などからなる． 
パサージュ論において彼は，系統立ったもので

はないが，ユングの学説に対する辛辣な批判を行

っている．以下では，彼のユング批判の論点につ

いて検討し，その示唆するところについて考察し

たい． 
 

３．理性放棄の唱導者としての批判 

ユングが，心的活動における無意識過程の重要

性を説いたことは周知のとおりである．この無意

識の過程は，意識活動や理性とは異なった自律性

をもっており，時によりわれわれの行動は無意識

のはたらきに支配されることもある．このことか

らユングは，そうした無意識過程の存在を認識

し，尊重すべきであることを再三にわたり指摘し

ている．ベンヤミンの批判はまず，“無意識的なも

の”に対峙する際のユングのこうした態度に向け

られている．フランス革命当時にノートルダム寺

院に理性の女神を奉った人々と，ヴォータン神の

化身とされる樫の木を切り倒したというキリスト

教宣教師をともに，（報いを受けていない）「冒讀

者die Frevler」とするユングの言葉２）をひいてベン

ヤミンは次のようにコメントしている． 
 
－歴史の境界を画するようなこの二つの行為

に対する「報復」の時が，今日同時に到来して

いるように思われる．ナチズムが一方の報復を

引き受け，ユングが他方の報復を引き受けるの

である３）． 

 
ナチズムが引き受ける「報復」がヴォータンにつ

いてのものであるとすれば，ユングが引き受ける
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「他方の報復」とは，ノートルダムにまつられた理

性の象徴を引き下ろすことであろう．つまりここで

は，人間が一度勝ち取った理性を捨て去ることを唱

導する役割をユングが果たそうとしている，という

意味での批判がなされていると考えられる． 
このコメントは，当時のユングの言説が不用意

にナチスの政策に近づいてしまっていたこと４）を

射程に含めたものでもあるのだろう．ユングの提

唱する集合的無意識は，過去の幾重にもわたる世

代の心的生活が無意識下に蓄積されたものとさ

れ，比較的新しい世代の経験がより浅い層に蓄積

されるような地質図のモデルで彼はこれを説明し

ている５）．この観点からすると，個人的な無意識

と純粋に集合的な無意識のあいだに，当時のドイ

ツの政策を連想させる「民族的」な層を想定せざ

るをえない．しかし，こうした「民族的」な無意

識の想定に向けられた直接的言及はパサージュ論

のなかにはみられない．彼がユングに差し向けた

批判にはたしかに，ナチズムへの荷担に対する糾

弾が基調低音として流れてはいる．しかし，彼の

批判の中心的な論点はそれとは別の部分にある．

その中心的な論点とは“歴史”あるいは“過去”

に向けたベンヤミン自身の目線に本質的に関わる

ものであり，この点について明らかにするにはや

や立ち入った議論を要すると思われる．このた

め，次節ではまずベンヤミンの意図していた過去

への目線を確認したい．この準備作業ののちに，

あらためてベンヤミンのユングに対する批判の論

点を吟味し，それがユングの学説に対してもちう

る意義について考察していきたい． 
 

４．「根源の歴史」と「覚醒」の概念 

ベンヤミンはその著作群のなかで「根源

Ursprung」という用語をしばしば用いており，こ

の言葉が彼の思考の軸のひとつを形成している．

この言葉によって指し示されるものは，たんなる

静的な概念というよりむしろ，過去に向けた彼の

認識のスタイルを規定する処方箋である６）．同時

に，彼の思想が持つユートピアへの志向性もま

た，この言葉の意義と結びついている．パサージ

ュ論のなかでは，「根源」というこの概念あるいは

認識の方向性は，「根源の歴史」という視点によっ

て展開されている．その概要は，つぎのようなも

のである． 
われわれの生活において，“新しいもの”が既存

の“古いもの”に浸透し，それに取って代わろう

とするとき，その“新しいもの”はつねに人々の

集団意識に対応した願望の形象（Bild；イメージ）

を反映している，とベンヤミンは考える．パサー

ジュ論の序文で彼は，次のように記している． 
 
－どの時代にとっても次の時代はさまざまな形

象をとって夢［睡眠中に見る個人の夢ではなく、人々

が新しい時代に対して思い描く、願望を含んだ集合的な

イメージとしての夢のこと］の中で現れる．だが，

こ の 夢 の 中 で 次 の 時 代 は 根 源 の 歴 史

〔Urgeschichte〕の要素，つまりは階級なき社会の

さまざまな要素とむすびついて現れる．階級なき

社会についてのさまざまな経験は集団の無意識の

中に保存されていて，こうした経験こそが，新し

きものと深く交わることによってユートピアを生

み出す．このユートピアは，永く残る建築物からつ

かの間の流行にいたるまでの，人間の生活の実にさ

まざまな形状〔Konfigurationen〕のうちにその痕跡

をとどめている７）． 

 
ここでベンヤミンのいう「根源の歴史」は「階

級なき社会」つまり，すべての時代の人々によっ

て暗に希求される社会の原形態である．その根源

の歴史の要素は，当時の流行衣料や建築物，ある

いは町に貼られた些末なポスターに至るまで，生

活形態のさまざまな局面のうちに織りこまれてい

る．しかしその根源的な要素は，当時の人々によ

ってはそれと気づかれないままで現在進行形とし

て，つまり〈夢の中で〉営まれ，構築されてい

る．それら事物を現代の目線と出会わせ，そこに

立ち現れる根源的要素を見定めようとするのがパ

サージュ論の企図であったと考えられる． 
しかしこの「根源の歴史」は，目指されるべき

唯一普遍の生活形態を指しているわけではない

し，たんに19世紀の事物のなかにそうした理想型

を見いだすことが意図されているわけでもない． 
 
－「19世紀の根源の歴史」－こうした標題は，

もしもそれが19世紀の在庫品のうちに根源の歴史

に相応するもろもろの形式を再認する目論見とし

て理解されるならば，なんの興味を引くものでも

なかろう．19世紀の根源の歴史という概念が意味

をもつのは，19世紀がこの根源の歴史の本源的な

形式として描かれたときである．つまり，根源の

 - 35 -



4 今村 一成  

歴史の全体がこの過ぎ去った世紀にあったもろも

ろの形象による新たな集合となるようなかたちに

描かれたときなのである８）． 
 
ここで意図されていることは，根源的な要素を含

んだ“鉱脈”として過去の事物を捉えることではな

い．そうではなく，その事物こそが本質的に根源の

歴史を体現した“そのもの”として捉えられるよう

な，認識のスタイルの転換が図られている． 
 
－過去がその光を現在に投射するのでも，また

現在が過去にその光を投げかけるのでもない．そ

うではなく形象のなかでこそ，かつてあったもの

〔das Gewesene〕はこの今〔das Jetzt〕と閃光のご

とく一瞬に出あい，ひとつの 状 況
コンステラツィオーン

を作り上げ

るのである９）． 
 
こうした形で認識されることによって，廃物と

なった過去が，その形象のうちにすくい取られる

ことになる． 
さらにこの過去とは，物質として残された遺品だ

けを指すのではなく，既存の書物のなかに展開され

た思考もまた，こうした認識の対象となる１０）．ベン

ヤミンはこの研究のなかで，みずからの問題意識

に対応するさまざまな書物から，膨大な数のテキ

ストの断片を引用している．なんのコメントも加

えずにただ引用されただけのそうした文章群もま

た，それが書かれた本来の文脈から切り離されて

断片化され，パサージュ論の企画と出会わせられ

ることで，パサージュ論という状況を体現する不

可欠の一部分となっている． 
ところで，いわば眠った状態にある過去の事物

が根源の歴史として再認されていくプロセスには

必然的に，“気づき”がともなうことになる．ベン

ヤミンはそれを，「覚醒」の作業として記述してい

る．それは，「過去についての未だ意識化されてい

ない知を呼び覚ますこと１１）」である．もちろんこ

れは，過去の生活を営んだ人々の生活感情や，あ

るいは著述を行った著者の意図をただ忠実に再現

することを目指しているのでないことは，上述の

とおりである．当時の人々にもそれとは気づかれ

ずに〈夢の中で〉営まれていた根源的要素が「こ

の今」と出会うことで呼び覚まされ，その過去の

事物において姿を現す，という意味での「覚醒」

である． 

そして，さきの引用にもあったとおり，過去や

現在のいずれかが優先権をもつのではなく，「夢の

意識というテーゼと目覚めている意識というアン

チテーゼの総合としてのジンテーゼ」つまり「こ

の今における認識可能性１２）」としてその覚醒はあ

る．夢のなかの意識も，いわゆる目覚めの状態の

意識も，意識であるという点でひとしい権利をも

つ．パサージュ論全体が，このような「覚醒」の

技法についての試論である，とベンヤミンは捉え

ていた． 
 

５．両者の思考の類似点に関する暫定的確認 

ユングの学説に対する批判を行ったベンヤミン

ではあるが，この両者の思考や観点には，一見し

て類似点も見られる．その類似が表面上のものか

本質的なものかという判断をくだすことは容易で

はないが，本節ではさしあたり，そうした外見上

の類似点について確認しておきたい． 
「過去についての未だ意識化されていない知」

というさきのベンヤミンの言葉は，ユングの「諸

元型Archetypen」の学説を連想させる．ユング

は，個人によって一度も意識されたことのない無

意識の領域として集合的無意識を規定し，集合的

無意識を構成する要素が元型である，と考えてい

たからである．元型は，人類に共通する経験の型で

あり，心的なレベルでの「振る舞いのパターン１３）」

である．それは，動物や人間における本能行動を

も包括するような，いわば上位概念としての「パ

ターン」であるとユングは考えていた１４）．この元

型の性質について，ユングはつぎのように述べる． 
 
－元型は，それ自体としては内容をもたない

形式上の要素であり，「まえもって形式を与え

る可能性」［≪facultas praeformandi≫］すなわち，

表象が形態をなすにあたってアプリオリに存在

している可能性にすぎない．表象自体ではな

く，その表象のもつ形態が遺伝によって伝えら

れる……１５）． 
 
元型は，それそのものとしては認識されること

ができず，われわれの実体験のなかに“元型的
・

イメージ
・ ・ ・ ・

”としてのみ観察される，とユングは考

えていた．そして，それがわれわれの認識世界に

表れるときには，主体にとって意義のある出来事

や人物，事物といった要素の“配置”をともな
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う，という臨床経験をもとに，そうした配置を

「布置Konstellation」と表現している１６）．この言葉

は，「根源の歴史」の顕現を表現する際にベンヤミ

ンが使った「状況」と同じ語彙である．また，よ

り一般的に「事物」と「理念」の関係を説明する

際にもベンヤミンは，星と星座（Konstellation）の

関係においてこれを説明している１７）． 
ベンヤミンの言う「根源の歴史Urgeschichte」

は，字義通りに受け取るならば“歴史の原形態”

という意味となる．さらにそれは，事物が「状

況」を形成することでその事物において姿を現

す，つまり，「根源の歴史」という理念“そのも

の”を実体化して取り出すことはできない．これ

らのことを考えるとそれは，ユングの言う“経験

の原初形態”である元型と重複しているようにも

思われる． 
また，両概念がともに，ゲーテ（Goethe, J. W.）

の形態学における「原現象die Urphänomene」とそ

の「変態die Metamorphosen」の概念と無縁ではな

いという点も見過ごすことはできない．ベンヤミ

ンは，「悲劇論で用いた根源〔Ursprung〕という私

の概念は，このゲーテの基本概念の，自然の領域

から歴史の領域への厳密かつ異論の余地なき転用

である」とし，「私がパサージュ論で行おうとして

いるのも根源の探求である１８）」と内省している．

パサージュ論における「根源の歴史」は，自然を

捉える際の「原現象」という認識枠組を，人間の

生活の変容過程に適用したものと捉えられる．一

方で，フロイトのエディプス・コンプレックス説

やユングの元型概念が，「原現象」と「変態」の概

念にその源をもつことは，エレンベルガー

（Ellenberger, H. F.）によって指摘されている１９）．

こちらの場合には，個々人の心の発生と発展の過

程にその枠組を適用したものと考えられる． 
彼らのそれぞれが示した主要概念に加えて，両

者が同時代の状況に向けた危機感にもまた，似通

った問題意識を読みとることができる．ユング

は，彼の時代の社会における精神生活について危

機感を覚え，それを次のように述べている． 
 
－中世の人々が持っていた形而上学的なよりど

ころはすべて，われわれのもとから消え去ってし

まいました．そしてそのかわりにわれわれは，物

質的なよりどころや公共の福祉，人間性といった

理想を手に入れたのです．［しかし］この理想を今

日もなお揺るぎなく信じる人は，まったくの並は

ずれた楽観主義者であるといえるでしょう．この

よりどころもまた，無に帰してしまったのです．

というのも，あの外面的な進歩が，もっとず

っと大きな破局の可能性をも着々と増大させ

ていることに，現代人は気づき始めているか

らです２０）． 
 
中世の時代に“神”や“教会”が果たしえてい

た役割は，近代化の進んだユングの時代において

は，生活の物質的側面の充実や公共福祉の拡充と

いった“意識の産物”に置き換えられようとして

いた．しかし，心的生活が意識的な側面のみに偏

ると，補償的作用を示す無意識はそのぶんだけ力

動を強め，抗いがたい力で表出することもある，

とするのがユングの持論であった．「外面的な進

歩」が「ずっと大きな破局」をもたらすという記

述は、無意識のそうした補償的作用を念頭に置い

たものであろう．そしてこの状況に対してユング

が与えた処方は，集合的無意識のはたらきを意識

によって看取するということであった．みずから

の経験のなかに現れる元型的イメージと向き合う

ことで，みずからの心が太古的な像につながって

いる状態を体験することが，より全体的な・全う

された個としての心に向かう方策であり，上記の

精神的危機から安寧へと向かう方途である，とユ

ングは考えた． 
一方でベンヤミンは，同時代の状況についてつ

ぎのようにコメントしている． 
 
－過去のなかにある根源の歴史に関わる

〔urgeschichtlich〕契機はもはや－これもまた技

術の結果であると同時に，条件であるが－かつ

てのように教会や家族という伝統によって隠蔽さ

れてはいない．……象徴化された慣例的世界はい

っそう崩壊の速度を速め，そのなかにある神話的

なものは，急速に，ますますはっきりと姿を現わ

す．それよりももっと速くまったく別の象徴化さ

れた慣例的世界を作って，崩壊しゆく世界に対抗

させねばならない２１）． 

 
第3節の議論では，「根源の歴史」は「階級なき

社会」つまりユートピアにつながるものとして言

及されていた．しかしここにおいては，それは隠

蔽されるべきものとして描かれている．この矛盾
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をどのように考えるべきだろうか． 
人間の生活のなかに痕跡をとどめる，人々の願

望の形象とは，さきのユートピアのように希望を

反映した形のものであろう．しかし同時にそれ

は，人々が集団的な形で思い描くものであるがた

めに，たとえば憎悪や破壊欲といった心の陰の部

分を反映したものでもありうる．神話や伝承のな

かにもしばしば剥き出しの形で表現される，こう

した心の陰の部分はもちろん，どの時代の心にも

共通している．ここでベンヤミンが，隠蔽すべき

「神話的なもの」として「根源の歴史」に言及して

いるのは，「根源の歴史」がそなえる負の側面に反

応しているのではないだろうか．そうであるとす

るなら，それはユングの危惧する集団的な形での

「破局」と同質のものであるともいえるだろう．そ

してその心的生活の崩壊をくい止めるのは，ベン

ヤミンにとっては，「目覚め」をともなう歴史認識

による“現在”の意味の転換であり，そこに開け

る世界観が，あらたな「象徴化された慣例的世

界」として，人間の負の側面をも囲い込んだ意味

づけを与えていくことが期待されている． 
ユングとベンヤミンの両者が抱く危機感は，ほ

かにもふたつの点で共通しているように思われ

る．ひとつめの共通点は，彼らの時代の心的生活

において，キリスト教的な倫理がもう十分な役割

を果たしえないことの認識である．「われわれはも

う伝統を通じて両親の世界と結びついていない２２）」

というベンヤミンの言葉にもある通り，伝統的な

価値観からの断絶という状況を両者ともに強く意

識している．そしてふたつめは，当代に起こった

物質的側面での進歩がこの断絶に関与していると

いう着目点である．ユングは「物質的なよりどこ

ろ」が内面的な生活を支えるうえでは十分なもの

でないことを指摘している．一方でベンヤミンに

とっても，科学技術の進歩にともなう生活形態の

変化は重大な関心事であり２３），パサージュ論のな

かでも，こうしたテーマにいくつもの章を割いて

いる． 
このように，両者の見解には共通する部分もす

くなくないのだが，しかし，そうした同時代の状

況に対峙する際の両者の態度には根本的な相違も

含まれている．それは，われわれのもつ理性にど

れだけの信頼を置くかという点である． 
ベンヤミンはさきの「神話的なもの」の猛威に

対して，あくまで理性をもって対抗しようとす

る．これに対してユングは理性の力に一定の限界

を認めており，これは第3節でのベンヤミンの非難

にもあったとおりである．逆にユングの方から

は，ベンヤミンの言説に対してなんら発言を残し

ていないのだが，さきにも触れたユングの所説に

従ってベンヤミンのここでの態度について述べる

とするなら，次のようなことになるだろう．無意

識の力動を抑え込むために理性や意識の力を強め

れば，補償的作用を示す無意識はそのぶんだけ抑

えがたい力で表出する．無意識の示す心の動きを

理性によって覆い隠す（切り離す）のではなく，

みずからの心の一部としてそれを凝視するほかは

ない，と．しかし一方でベンヤミンは，特に暴力

的な勢力の台頭した時期にあっては，ユングのよ

うに事態を俯瞰的に眺めていられる状況になかっ

たことは確かであろう．理性の女神が奉られた国

から離れざるを得なくなり，またその途上で，死

を選ばざるを得ない状況にまで追いやられてしま

ったことは，ユングの危惧がそのまま現前したか

のような、陰鬱な事実であるというほかない． 
 

６．ベンヤミンの批判の論点 

さて，ベンヤミンがユングに向けて呈した批判

的言説は，30余の多岐にわたるパサージュ論の章

立てのうち，〈K：夢の街と夢の家，未来の空間，

人間学的ニヒリズム，ユング〉と〈N：認識論に

関して，進歩の理論〉のふたつの章に集中してい

る．本論では，そこで展開されている批判を，“ニ

ヒリズム”と“太古的なイメージとしての元型”

というふたつの視点から捉えたい． 
 

6-1. 人間学的ニヒリズム 

ベンヤミンは，ユングが元来は医師であること

を前提に，ユングの言説には「医師に特有なニヒ

リズムの要素２４）」がはたらいていることを指摘し

ている．それは，「内臓がそれを扱う医師たちに与

えたショックから生じた」ニヒリズムであると彼

は述べる．この「ニヒリズム（虚無主義）」という

言葉で彼はどのようなことを意図しているのであ

ろうか．〈K〉の章では，人間学的ニヒリズムのテ

ーマのもとに，人間の身体に関してわれわれが感

じ取る美しさについての記述・引用がある２５）．物

質的観点からみた人間は，贓物やさまざまな体液

からなっている以上，われわれが感じている美し

さは皮膚にしかない（皮膚一枚の下には，恐怖や
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忌避をもよおすような臓器しか存在しない），とい

う視点がそこでは指摘されている．そしてこのニ

ヒリズムの要素は，ユングばかりでなく，同様に

医師であったベン（Benn, G.; 20世紀ドイツの抒情

詩人）やセリーヌ（Celine, L-F.; 20世紀フランスの

反ユダヤ主義作家）にも共通するものであるとし

ている２６）． 
あくまで物理的な観点から人間を追究するな

ら，たしかにそれは臓器や体液の集合体でしかな

いであろう．そのことを実際に目のあたりにした

者は，その事実に衝撃を受け，人間を理解しよう

とする際に物質的側面を考慮することを諦める，

あるいは拒否することになるかもしれない．思考

や意志，感情といった機能をそなえる人間が，た

んなる蛋白質の塊にすぎないとは考えがたいから

である．結果，その反動として，物質以外の側面，

つまり心的な経験や感情・衝動といった現象を第一

義的なものとして考えることにもなりうる． 
たしかにユングの思考には，こうした傾向が顕

著に見られる．自然科学を基礎づける数学の論理

は究極的には心的機能と捉えることができ，その

意味で，自然を扱う科学と心的経験を扱う心理学

とのあいだには，いずれを基底と考えるべきかと

いう点で根本的な対立が存在する．こうした対立

構図に臨んでユングは，“心的事実”をあくまで第

一義的なものとみなし，「一種の信仰告白のように

心理学の絶対的優位を唱え２７）」ている．ベンヤミ

ンが「人間学的ニヒリズム」として指摘している

のは，こうしたユングの学説の心的現象への傾倒

であると考えられる． 
これに対して，人間学的ニヒリズムの土台とな

る構図を共有しながらも，パサージュ論の構想は

異なった視点を持つ．眠りのなかで，外界から情

報を受け取る感官が一時的に停止した状態で夢を

見ている人をひきあいに，ベンヤミンは次のよう

に述べる． 
 
－……彼の内部感覚は途方もなく研ぎ澄まされ

ているので，目覚めている健康な人にとっては，

健康な体の活動となっているようなおのれ自身の

内部のざわめきや感じ，たとえば，血圧や内臓の

動きや心臓の鼓動や筋感覚が妄想や夢の形象を生

み出し，鋭敏な内部感覚がそれらを解釈し説明す

ることになるのだが，〔一九世紀の〕夢見ている

集団にとっても事情は同じであって，この集団は

パサージュにおいておのれの内面に沈潜して行く

のである．われわれは，この集団をパサージュの

うちに追跡し，一九世紀のモードと広告，建築物

や政治を，そうした集団の夢の形象の帰結として

解釈しなければならない２８）． 
 
そして，こうしたモードや建築が，いまだ目覚

めにおいて捉え返されることなく「無意識の不定

形な夢の形象のうちにとどまっているかぎり，そ

れらは消化過程や呼吸などとまったく同じ自然過

程２９）」である．根源の歴史をはらんだ集団の夢に

対して，いわばその下部構造をなしている物象が

あくまで議論の出発点なのであり，パサージュ論

のこうした企図には，彼が追求した独自の形式の

唯物論の片鱗を窺うことができる． 
これに対してユングにとっての（個人の見る）

夢の表象は，器質的な諸状態の表れではなく，集

合的無意識の要素が表出する場である．集合的無

意識の概念化において，ユングに直接の影響を与

えたロマン主義哲学者カールス（Carus, C. G.）に

おいては，呼吸などの身体的条件が夢の内容に与

える影響が想定されている３０）．しかし，ユングの

心理学においては，夢の表象についてそうした物

理的原因の果たす役割は後退し，夢はもっぱらわ

れわれが元型的イメージを観察する手だてとして

捉えられている．夢の内容を規定する要因は何で

あるのか－フロイトの論じる個人的に抑圧され

た無意識か，ユングのいう集合的なそれか，ある

いは，身体内部の活動や睡眠中の身体的諸条件の

みであるのか－という問題は，心理学内部にお

いて議論の分かれる論点である．しかし少なくと

も，上記の立場をとるベンヤミンにとっては，ユ

ングの観点はニヒリスティックなものに他ならな

かったのであろう． 
 

6-2. 太古的なイメージとしての元型 

ベンヤミンがユングに認めた「ニヒリズム」と

いう特質が仮に当を得たものであるとしたなら，

次のように考えることができる．人間の心的経験

を理解しようとする際にユングは，物質的な観点

からの考究を諦め（あるいは，なかば拒否し），非

物質的・抽象的な理念３１）である集合的無意識（元

型）に依拠してこれを捉えようとした．この元型

という理念が，ベンヤミンの根源の概念とすくな

からず重複することは，第5節に見たとおりであ
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る．しかし，ベンヤミンの批判はまさに，元型と

いう理念に対峙するユングの姿勢にこそ向けられ

ている． 
ユングは，当時興隆していた表現主義に関する

論述のなかで，芸術家の役割とは，同時代人の認

識できない無意識内の原イメージつまり元型を，

彼らに受け入れられる形で表現することにあると

述べている３２）．ベンヤミンは，このユングの言説

を引用したうえで，そこでは「太古的なイメージ

についての［von den archaischen Bildern］学説」が

「退行的な［rückschrittlich］機能」を果たしている

と述べる３３）．元型を論じるユングの学説が（おそ

らくは人間の知の）後退を招くというこのベンヤ

ミンの批判は，さきの節でも見た彼の認識のスタ

イルに関わるものである． 
ベンヤミンは，集合的無意識が「現在われわれ

のもつ一時的な意識的世界像とは対置される，無

時間的な，いわば永遠の世界像３４）」であるとする

ユングの言葉にも注目している．集合的無意識を

このように捉えることで，それはわれわれの意識

活動から切り離され，意識とは関わりなく自存す

るものとなる．しかし，過去の事象は現在の認識

者と出会うその状況のなかでこそ意味をもちう

る，というベンヤミンの歴史哲学からすれば，ユ

ングのこうした認識は危険なものにほかならなか

ったのであろう．自律的にふるまう集合的無意識

を想定し，現在のわれわれが部分的にであれその

ふるまいに左右されうるとすれば，過去（太古的

なイメージ）こそが現在を規定する固定点と見な

されることになるからである．「われわれが高い意

識をもつことは罪過３５）」であるとするユングの言

葉をベンヤミンが批判的に取り上げている ３６）の

も，ユングが無意識を優先的に扱おうとしている

との理解から来ているのであろう３７）． 
このように考えてくると，「認識の可能となる

今の時は，目覚めの瞬間である．（ユングは夢に目

覚めがないようにしようとしている．）３８）」とする

ベンヤミンの言葉の，括弧内の意図が明らかにな

る．ユングが夢の分析を行い，夢が提示する無意

識内容（元型的イメージ）を意識にもたらす（意

識化する）ことを自身の方法論としていたこと

は，当時も広く知られていたにちがいない．しか

しベンヤミンがここでいう「夢」とはもちろん，

個人が見る“夢”ではない．ベンヤミンの観点か

ら見るなら，ユングが行った“意識化”の作業

は，現在の自分の状態やふるまいを，過去の固定

点に依拠させて理解する“麻酔”的な作業であ

る．こうした意識化の過程を多くの人が受け入れ

ることは，現代における“集団的な（覚醒）夢”

に沈潜していく作業にほかならない．それは，19
世紀のパサージュでの生活が，〈夢の中で〉営まれ

ていたのと同様の状態を作り出すにすぎない．さ

らにいうなら，「それそのものとして」存在するわ

けでない「元型」という理念は，人々のそうした

“意識化”の作業の繰り返しによってしか，その実

在性を確認することができないものである．しか

しベンヤミンの視野から見るなら，そうした実在

性もまた，20世紀前半の“集団的な夢”のなかで

営まれたものであったのだろう． 
 

７．考察－ベンヤミンの観点からの示唆－ 

ベンヤミンからの批判の趣旨は，おおよそ以上

のとおりであるが，この批判からは，ユングの学

説，あるいはより広く心理学の基本的思考に対す

るいくつかの示唆が発展的に考えられる． 
まず，ニヒリズムの観点からは，ユングの学説

の物質とのかかわりという問題点が示される．さ

きにも短く触れたが，ユングの思考は，物理学に

対する心理学の「絶対的優位」に依拠している．

いわゆる物理的世界，外界で起こる現象であって

も，われわれがそれを知る際には，まず心的な経

験としてそれは感知される．こうした“心的事

実”をもとに，われわれの経験世界を描写しよう

とすることがユングの基本的方針であり，その経

験世界の外側，たとえば物質そのもの
・ ・ ・ ・

とはいった

い何であるのか，といったことがらについては問

うことができないと彼は表明している ３９）．しか

し，この立場が押し進められると，一定の法則に

従って動き，客観的実在と見える外界／物質の世

界をどのように理解のうちに収めていくか，とい

う問題に行き当たることになる． 
この問題は，ユング最晩年の研究である，錬金

術とその象徴に関する考察４０）と，「共時性」概念

の提唱４１）に顕著に表れているように思われる．中

世の錬金術師たちが試みたフラスコのなかでの物

質の変容過程は，それを行う錬金術師の心理的成

長の投影として理解されるのではないかという発

想が，錬金術に対するユングの関心の基底部にあ

る４２）．この意味でユングの錬金術研究は基本的に

心理療法論である．しかし同時にそれは，心的世
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界が，みずからとは異質であるような物質世界で

のできごととどのように交渉していくのか，とい

う文脈を背負ったものでもある．また，ユングの

いう共時的現象とは，夢などの内的なイメージ

と，外界に起こる物理的な事象が非因果的に（情

報伝達などの因果的な原因が存在しないはずであ

るのに）一致する現象である．離れた土地での近

親者の死を夢に見る，といった現象がその典型例

である．この共時性概念もまた，内的な心の動き

には元来関与していないはずの外的事象が，認識

主体にとって意義のある事象として再認識される

過程を描写しようとしたものである．ベンヤミン

のいう人間学的ニヒリズムが妥当するものである

としたなら，物質レベルの事象に人間の本質的要

素を見出すことを拒否したユングのもとに，その

物的事象の問題が立ち戻ってきたと見ることがで

きる．また，ユングの思考を批判的に継承し，革

新的な形で推し進めたヒルマン（Hillman, J.）にお

いても，“われわれは物といかにして知り合うか”

という問題は論じられている４３）． 
つぎに，太古的なイメージに対する態度に関する

批判からは，ユングの学説，さらには心理学全般に

おける「意識」の地位に関する問題が示される．無

意識に対峙するものとしての意識を重視するユング

においては，覚醒した意識状態はつねに“目覚め

た”状態として扱われる．この意味で，われわれが

自律的な無意識に対峙する際の拠点として，意識に

全幅の信頼が置かれている．ユング流の方法で夢の

分析を行うこと，無意識（元型）の解釈を行うこと

は，それを解釈・把握するわれわれの意識的認識に

無条件の正当性を与える作業でもある． 
これに対してベンヤミンにおいては，いわゆる

覚醒した意識活動のなかにも，いまだ気づかれて

いない“夢の要素”が含まれうるし，むしろそれ

が常態である．元型的イメージを意識化したとし

ても，それは“覚醒”と同義ではない．“意識

（consciousness / das Bewußtsein）”は〈気づいてい

ること〉という意味を本質的に内包しているはず

であるが，この定義はそれほど簡明に済ませるわ

けにはいかないことになる．この論点は，“われわ

れの心的活動のうちどの部分を「意識」と呼ぶべ

きか”とすることで，より広く心理学全般の問題

としても扱いうるものである．この文脈において

は，意識とはたんに“睡眠の状態にないこと”や，

“外界の出来事を知覚し，反応できていること”と

いうだけでは十分ではないわけである．たとえ

ば，感覚的な「アウェアネス」の観点からの考察

は，意識のこうした問題点に取り組む際の糸口と

なりうるのかもしれない．われわれが通常“意識

的に”行っていると称することであっても，そのな

かに“気づかれていない”部分が多分に含まれてい

ることは，日常的な経験からも明らかである． 
われわれが共有する“意識”という概念にまで

こうして立ち戻って考えると，ユングの行った意

識化の作業もまた，この問題から逃れ得ないこと

がわかる．一方で，パサージュ論は「目覚めの技

法についての試論４４）」として規定されている．し

かし，ベンヤミンのこうした認識のスタイルが真

正の「目覚め／覚醒」であることを外部から担保

するものもまた，存在しないことになる． 
意識という概念をめぐるこの問題は，さきのニ

ヒリズムの観点により抽出された問題とも関連し

あっているように思われる．無意識を意識からは

独立したものとして扱い，それをいわば対象化す

ることが太古的なイメージに関する問題の発端で

あった．しかし，“意識”といま呼ばれているもの

が，“無意識”と通称されているはたらきと自明な

形で区切られているわけでないことは，さきに見

た通りである．こうした無意識を対象化すること

により生じる“意識-無意識”という二元的な構図

は，さきのニヒリズムの議論における“心-物質”

という構図と並行しているとも考えられる．物質

界からは独立した領域としての心を想定し，それ

に議論の重心を移すということが，ニヒリズムと

いう指摘の眼目だったからである．いずれの場合

にも，二元的な前提のもとに議論を進めた結果と

して，その二元的認識の限界領域が示されている

ように思われる４５）． 
ユングの学説に関するこうした理論的な問題点

をさらに吟味・検討することは，彼の学説や，よ

り広く精神分析的思考を思想史的に位置づけるた

めの方途となるものと考えられる．また，人間の

心的活動を捉えるにあたって，さきの二元的構図

とは異なった枠組みを模索することも，現代的な

心理学の課題のひとつといえるであろう． 
 

８．おわりに 

本論では，ベンヤミンが行ったユング批判の意

図を吟味し，その批判によって示されるユングの

学説における問題点を検討してきた．ベンヤミン
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は元来，心理学とは関係の薄い領域の研究者であ

るが，本論で見たように，心理学に対しても一定

の意義をもちうる思索を残している．彼はまた，

プルーストが論じる「無意志的記憶」との関連

で，フロイトの精神分析理論に部分的に踏み込む

論考も残している．この“記憶”の問題は，パサ

ージュ論だけでなくベンヤミンの思考全体にとっ

ても重要なキーワードである．彼の思索が心理学

に対して持ちうる意義，ならびに精神分析的思考

の思想史的意義を検討するという意味でも，彼の

こうした論考は今後検討に付される価値があるも

のと思われる．しかし本論の課題設定の範囲内で

は，これを論じることはできなかった．こうした

今後の課題もふまえつつ，心理学の歴史的意義に

関する考察を進めていきたい． 
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係は弁証法的……である．つまり，進行的なもの

ではなく，形象であり，飛躍的である．－弁証

法的な形象のみが真の（つまりアルカイックでは

ない）形象である，そしてこの形象にわれわれが
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