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集合的無意識の探求と増幅法
（日本ユング心理学会第6回大会研究発表　2017年6月18日）

入江良平
前置き（レジュメとの不整合のお詫び）
昨年の研究発表では、ユングの著作の中のumschreibenという言葉の検討を通じて、「言い換える」あるいは同

義語の産出という作業が彼の集合的無意識研究の主要な方法の一つだということを示しました。
無意識内容の「言い換え」ということで私が考えていたのは、前回の発表でもある程度は示唆しておいたのです

が、ユングがAmplifikation「増幅」と呼んだ作業のことです。
それで今年は「増幅」の中で、一体何がなされているのかということを、ある程度具体的に考えてみようと思いま

した。
その準備をしている時、そこでの考察がユングの錬金術研究に光を投じてくれるように思いました。それで事務

局にレジュメを送る時、そこに錬金術の話を付け加えました。しかし最初に準備していた話の中に錬金術を持ち込
むと、どうにも制限時間内にまとまりません。
そこで当初の予定に沿って増幅の発表を行い、その後で錬金術研究との関わりをごく簡潔に述べることにしまし

た。どうかご宥恕ください。
お断りはこれくらいにして、始めます。

はじめに（発表の狙い）

ご存知の通り、増幅 Amplifikation, amplification は、無意識の産物が表す内容に接近するためのユング心理学に
固有の方法です。
増幅という作業それ自体はごく単純明快で、夢や箱庭作品といった無意識の産物の中のイメージ、特に元型的なイ

メージについて、連想を集めていくというだけのものです¹。
しかしこれが無意識の産物に接近する極めて効果的な方法であることは、経験的に確認された事実と言っていい

でしょう。
以前に書いた自分の文章を引用させていただくと
「（元型的な）夢や空想の解釈にさいして、既成の心理学理論や論理的整合性や意味的な筋道にこだわらず、そこ

から自由に神話や民話や宗教からの象徴的素材を連想してゆくと（これは必ずしも神話とか民話とか宗教のイメージ
でなくともよいが、こういう定番のイメージは多くの場合おどろくほど効果的である）、それまで何も見えなかっ
た暗闇の中にぼんやりとであれ、ある過程が独特の客観性と存在感とともに浮かび上がってくる。」²・・・こんな
感じです。
この過程は個人的経験から隔絶していて、どうやら人類に集合的・普遍的な心の動きのようであり、しかも心理

療法において決定的な役割を演じることが実にしばしば観察されます。
私にとっては、実際の夢や箱庭の解釈におけるこの経験が、増幅について考える原点となります。またこの経験

は私がユング派であるいちばんの理由です。というのも、多少ともアカデミズムに受容されている心理学諸派の中で
は、このような集合的・普遍的と思われる過程を視野にいれているのはユング派だけだと思われるからです。
この不思議な過程について、特にユングの著作を手掛かりとして、もう少し詳しく吟味しようというのが、この発

表の第一の狙いです。

１．夢分析における増幅とそのモデル（増幅は無意識に布置された無意識内容を構成する表象
を意識に移す作業として思い描くことができる。）

増幅法はもともと夢解釈における手続きでした。そこでまず夢の解釈における増幅過程についてユングが語って
いるところを見ましょう。
夢の分析についてユングは二つの段階を区別しています。
１．夢の主要な要素の各々について連想を集める̶̶これが増幅です。



p.2

２．読解可能なテクストを作成する̶̶これが解釈です。

第一段階：夢要素についての「増幅」は、夢を主たる要素に分解し、それぞれの要素について連想を集めるとい
う作業です。ユングは、これを各々の夢要素のコンテクストを明らかにすることと述べています。
1934  Herstellung des Kontextes, GW16, 319. 
1935. find the context,  CW18, 174. 
1939. Kontext aufnehmen, Aufnahme des Kontextes, Kinderträume, p.250.
1940. Kontext aufsuchen, Kinderträume, p.393.
1948. Aufnehmen des Kontextes, GW8, 542.  
1948. establish the context, CW18, 1391. 
1961 exploring the context, CW18,174.

連想を集めるという作業は単純明快です。しかし「コンテクスト」という言葉でユングが何を考えていたのかは直
ちに明快というわけにはいきません。彼自身の述べているところをみましょう。

タヴィストック講義（1935）ではこう言っています。
「（夢に出てきた「質素な農家」について）̶̶私はただ「それはどんな風に見えますか？」と尋ねます。̶̶

言い換えると、そのコンテクスト、つまりその「質素な農家」が埋め込まれている心的な織物（mental tissue）は
どんなものかとたずねるのです。・・・このような質問によって、その言葉ないしイメージがどんな織物に埋め込ま
れているかがわかります。これが増幅です。」³
「夢分析の臨床使用の可能性」（1934）では、「コンテクストの復元」（«Herstellung des Kontextes»）と呼

び、この作業を「その要素の周りに客観的に集まっている諸々の連想結合を入念かつ意識的に照らし出すこと」⁴と
説明しています。
子供の夢セミナーでは：
「全ての表象について̶̶可能な時にはいつも̶̶コンテクストを調べます⁵。コンテクストという言葉で私が意

味しているのは、ある表象がそこに埋め込まれている連想素材のことです。」⁶

ある表象が「埋め込まれている織物」、「ある要素の周りに客観的に集まっている諸々の連想結合」、「ある表
象がそこに埋め込まれている連想素材」といった言葉から、ユングがコンテクストを諸々の表象の結合体として思い
描いていたということがわかります。つまり、ユングはこれをコンプレックスに準じたモデルによって理解していた
のです。

分析心理学の発展の中でコンプレックス概念⁷そのものの出番は少なくなりますが、「エネルギーを帯びた表象の
複合体」というモデルは、ユングにおいて、無意識内容を思い浮かべるための道具でありつづけました⁸。

ちなみに、布置された無意識内容をこのように連想によって結合された表象の複合体として捉えるモデルは現代の
脳科学や認知心理学の知見とも一致していて、ユングの先見性を示すものと言えるでしょう。

このモデルを用いると、夢分析における増幅は次のように思い描くことができます。
まず夢の要素を取り出します。各々の要素は、あるコンテクスト（ネットワーク）の一部をなしています。すなわ

ち、その周囲には諸々の表象が客観的に（自我とは独立に）集まっているが、さしあたりは無意識的であり（闇の
中に隠れていて）、自我には見えません。

図1 まず最初に、夢から、主要な要素を取り出します。
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ついで、各々の夢の要素の周囲に集まった表象を集めるために、夢見手に、各々の「夢要素を関心の中心点に置
いて、そこに結びついたすべての連想を言うように」⁹促します。

それを視野の中心（中心窩）において注視するとは、そこに関心すなわち心的エネルギーを注ぎ込むことに相当
します。
すると当該の夢要素が明るさを増し、それまで闇の中に隠れていた、周辺の表象が姿を表します。それを記録

し、分析家に報告します。これらの表象結合からコンテクストの一部が浮上します。
さらに、元型的内容については、個人的な経験ではなく集合的無意識に由来する連想があることも予想されま

す。この場合は、分析家が客観的な連想を提供し、それもまたコンテクストに加えられます。

関心（心的エネルギー）を注ぎ込むことによって、無意識に沈んでいたものが動きだし、意識化される――これ
はユングにあって基本的な心的現象です。

夢分析セミナーの一節。夢見手が死んだ雛鳥を見つめていると、それが動き出します。ユングはこうコメントして
います。
「あるものを見つめ、精神を集中し、それを瞑想することによって、あなたはそれを成長させ、あるいは卵から

かえすことができるのです。 」¹⁰

無意識との折衝の頃のユング自身の夢（ユング自伝から）：¹¹
石棺の上に死者が横たわっています。ユングは関心をそそられて彼を見つめます。すると、突然、死者が動き出

し、生き返ります。

浮かび上がってきた表象を捉えて書き留める、あるいは分析家に報告することによって、それまで無意識だった
内容の一部が意識にもたらされ、意識の台帳に登録されます。無意識の海からある内容が釣り上げられ、意識の所有
物になるのです。

こうして、夢要素の周囲の連想結合が浮かび上がってきます。
闇に沈んでいた内容が次第に姿を現します。

さらに次の夢要素にもこの作業を遂行します。

こうして次第に全体が意識に移され、
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ついには無意識の中に隠れていた内容が浮かび上がってきます。

「最初に述べたように、無意識の元型的な産物について連想を集めていくと、それまで何も見えなかった暗闇
に、ある過程が独特の客観性と存在感とともに浮かび上がってくるという過程は、このように、無意識の内容は表
象の複合体というモデルで考えることができる。その場合、増幅作業は、連想を通じてその表象を意識化すること
として理解できます。

２．増幅は何をもたらすか（元型的イメージの増幅は、時空の外にある集合的無意識の内容を
直接に予感させる）

では、増幅は私たちに何をもたらすのでしょうか？
独特の客観性と存在感とともに浮かび上がってくるものとは何なのでしょうか？
この経験を反省すると、そこに独特な性質があることに気づきます。つまりそこに浮かび上がってくる内容もし

くは過程が「この世」の外にあるように感じられるのです。
言葉だけでこれを伝えることはできそうもありません。
例をあげます。
ある少年の箱庭事例にこんな作品がありました。地上では怪獣や爬虫類といった闇の軍勢が荒れ狂っていまし

た。ある時、三人の老賢者が箱の３隅に立ち、そこから石を落下させて闇の軍勢を壊滅させました。宇宙創造神話
の一コマのようなこの出来事を増幅してゆけば、そこで起こった何か決定的なことの予感が浮かび上がります。事例
の経過からも、この出来事がその後の彼の世界のあり方に大きな影響を与えたことが推測されます。しかし何がど
こで起こったのでしょうか。
現象学流に「自分にそう見えているがままに」記述すると、その出来事は時間と空間の外にあるように感じられ

ます。ミサの聖別においてキリスト自身がその場に現前し、「非空間的なものと非時間的なものに向かって窓あるい
は扉が開く」のと似ています¹²。自分と他者（この場合は箱庭を作った少年）が区別されるのは、時間と空間に規定
された意識的な世界の中でのことです。その外に出てしまえば、この区別は消滅し、自他の区別も定かではなくなり
ます。これはユングが「集合的無意識の諸元型について」で書いていることです。
「その門を通り抜けると、思いもかけず曖昧模糊とした無限の広野に出るが、そこには内も外もなく、上も下も

なく、こちらもあちらもなく、私のものも君のものもなく、善も悪もないように思われる。そこは水の世界であっ
て、生けるもの全てが未決定なまま漂っており、そこから「交感神経」の国、生けるもの全ての魂の国が始まる。そ
こでは私はこれでもあり、あれでもあって区別しがたく、また私は自分のうちで他人を体験し、私とは別の人が私を
体験しているのである。」¹³
近代的思考からすると、狂気の沙汰です。しかし「近代の常識から外れている＝誤謬」とは言えません。近代の

呪縛を抜け出ているところにユングの仕事の真骨頂はあります。
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「集合的無意識の経験は時空の外の経験である」というユングの主張を受け入れてみましょう。すると、次のよ
うなテーゼを立てることができます。

元型的イメージの増幅は、時空の外にある集合的無意識の内容を直接に予感させる¹⁴。

もちろん、ΑΥΤΟΣ ΕΦΑ!「ユングが言っているから正しい」というつもりはありません。

近代の常識から外れているからといって、「自分にはどうしても、そのように思えてしまう」ことを、頭から否定
しないのです。「そのように思えてしまう」ことを受け入れ、それに従って考えてみる。

その生産性は、結果によって判断されます。
――そう考えると納得できることがどれくらいあるか。
その妥当性は、人々の合意 consensus gentiumによって決まります。
――それに同意する人がどれくらいいるか。

３．増幅の心理的効用（増幅は「読むことのできるテクスト」を提供しないが、増幅のもたら
すイメージそのものが機能的な意味をになっており、エネルギー変容を引き起こす。

ユングによれば、増幅だけでは「夢の意味」は得られず、夢の解釈ではさらに一歩を進めねばなりません。これが
第二段階の「読解可能なテクストの作成」すなわち「本来の解釈」です。
夢の分析とは、不可解な夢の意味を明らかにすることだとすれば、この第二段階こそが夢分析の本体であり、増

幅は夢の意味に到達するための下準備に過ぎないように見えます。ユングも時にはそんな風に受け取られそうなこと
を言っています¹⁵。
しかし、増幅が夢要素の背後にある無意識内容の一部をイメージの形で意識の中に移すとすれば、これが心理

（療法的）効果を全く持たないとは考えられません。ユングが言うように、「イメージと意味は同一」¹⁶だからで
す。有名なこの言葉はエネルギー論的に理解せねばなりません。エネルギーの流れが私の生きる世界を張りわた
し、それを意味のあるものにします。イメージはその勾配の配置の担い手です¹⁷。増幅は、無意識の中にあって意識
に統合されていなかったイメージ（＝エネルギー勾配）を意識にもたらします。それによって、たとえ意識が気づか
なくとも、エネルギーが無意識から解放されます。¹⁸つまり、意識の生きる世界の一部になります。これだけでは抽
象的すぎて分かりにくいと思うので、ユングの報告している事例を引用します。ユングが『自我と無意識』で紹介し
ている女子学生の事例です¹⁹。
彼女は父親との感情的な結びつきから脱却できず、そのため生が停滞に陥り、その結果神経症状が出ていまし

た。ユングは精神分析治療を行います。まだフロイトと協力していた頃の話です。彼女はユングに強い転移を起し、
神経症状は消失しましたが、この転移にはまり込んだまま二進も三進もいかなくなりました。
ユングは、ジタバタするのはやめて、夢に注目してみようと患者に提案し、夢を虚心に観察します。「夢の多くは

医者という人物に関連していた。つまり、登場人物はまぎれもなく夢を見ている彼女自身と彼女の医者だった。し
かし、医者の方はありのままの姿で現われることがめったになく、たいてい、一種独特のゆがめられた姿で出てき
た。あるときは超自然的な大きさだったり、あるときはひどく年老いていたりした。・・・」
夢はユングの姿を父なる神にまで高めて表現しているように思えました。「無意識が父親兼恋人という超人的

な、いわば、「神的」な性質を特別に強調していたということも見のがしようがなかった。」
そんな夢を見続けているうちに変化が起こります。
「その間、夢の中では、医者の姿はますます常軌を逸して大きな像で現われるようになっていった。それととも

に、はじめは私だけが気づいて驚いたのだが、彼女の転移に内部の空洞化とでもいったものが起きた。彼女は意識
の中ではあいかわらず転移に固執していたくせに、ある男友だちとの関係が、みるまに深まっていったのである。そ
して私との別離の瞬間がきたとき、それは破局ではなく、むしろ分別ある別れとなった。」
この事例では、無意識の中で霊的な父という元型的内容が布置されます。夢はその布置を構成している表象を意

識にもたらします。無意識の側での自発的増幅が進行します。その記録と真剣な観察を通じて、その内容を構成して
いた表象が意識に登録されてゆきます。心的エネルギーがユングへの転移から解放されて元型的な父親像に移行し、
そこから現実世界の、より適切な男性に移っていったと考えられます。
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４．増幅はユングの心理学研究の全域に関わる——布置された無意識内容の受容・同化過程と
して、錬金術やキリスト教の発展といった集合的過程にも認めることができる。

無意識に布置された内容が夢のイメージという形で意識に現れ、それが意識の台帳に登録されるというのは、増
幅と同じ過程です。実際、こうした過程一般も増幅と呼ばれます。ユングの仕事の全体を見渡して見ると、彼はこの
意味での増幅という言葉を様々なところで用いています。

例えば、能動的想像についてユングは次のように書いています。
「この方法〔能動的想像〕に関してきわめて注目すべきことに思えたのは、それが・・・自由意志的な構えによ

ってのみ支えられた、しかしそれ以外の点では自然な、受動的意識素材と無意識的影響との総合である、つまり元型
の一種の自発的増幅である、という点である。」²⁰
能動的想像においては、無意識の内容と関連すると思われる表象を出発点とし、そこから浮かんでくるイメージ

によってドラマが展開します。それは無意識の中の表象が意識に移される過程であり、先に述べた増幅に一致しま
す。

錬金術研究と増幅という方法は切っても切れないつながりがあります。
まず錬金術師たちの作業の重要な部分が増幅だ、とユングは考えます。つまり、錬金術師の方法の一つであった

テオリアとは増幅のことに他なりません。
「ところで、独創的だと称しうる程度の錬金術師であれば誰でも、多少なりとも個性的な思想体系を編み出して

いるが、これらの思想体系は過去の哲学者たちのさまざまな「言葉dicta」を綴り合わせたり、錬金術の根本的諸表
象のいろいろなアナロジー、それも大抵は世界中の到る所から藉りてこられたアナロジーを組み合わせたりして作
り上げられたものである。・・・中略・・・錬金術のこのような方法は、心理学的に言えば、無限の増幅であ
る。」²¹
この無限の増幅は、ユングの言う「錬金術における同義語の堆積」に端的に表れています。錬金術の中心にある

内容を指し示す同義語が際限なく増殖してゆきます。
「達人たちが物質の秘密に満ちた性質を表現しようとしてほとんど見渡しがたいほど多くの同義語の山を築いて

いるのも驚くにはあたらない・・・ヌミノースな性格をおびた内容がすべてそうであるように、われわれが問題にし
ている内容も自己増幅 (Selbstamplifikation)への傾向を有している。つまり多くの同義語が繁殖するための細胞核を
なしているのである」²²

歴史的シンボリズムでユングが増幅を認めるのは錬金術だけではありません。キリスト教の展開もまた増幅の過
程と言われます。例えば『アイオーン』の序言では、キリストをめぐるシンボリズムの発展が増幅と呼ばれます。

「この期間（双魚宮の時代）に、アントローポス(人の子)の形象は幅広く象徴的に増幅され、心理的に受容されて
いっただけでなく、人間の態度の変容をももたらしたのである。」²³

この少し後には注目すべき一節があります。

「私が歴史的な受容過程をある意味で継続しつつ、キリスト像のおびただしい象徴的増幅にさらに心理的なもの
（増幅）を加えること、あるいは――そう見えるかもしれないが――キリスト象徴を心的全体性の像へと還元する
ことによって、自分がいかなる責任を負うことになるかも、承知しているつもりである。」²⁴
ユングは、『アイオーン』という自分の著作と、錬金術師や神秘主義者の思想活動を同じレベルの営みとみな

し、これを「増幅」と呼ぶのです。

このように増幅という営みはユングの仕事の全域に関わっています。
そのすべてに共通するのは、無意識の中に布置された内容が、そこに結びついた（連想される）表象を通じて、

少しずつ意識に移されるという過程です。
以上から、増幅がユングの仕事全体を貫く方法だったということがわかります。
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まとめ

１．増幅は無意識に布置された無意識内容を構成する表象を意識に移す作業として思い描くことができる。
２．元型的イメージの増幅は、時空の外にある集合的無意識の内容を直接に予感させる
３．増幅は「読むことのできるテクスト」を提供しないが、増幅のもたらすイメージそのものが機能的な意味を

になっており、エネルギー変容を引き起こす。
４．増幅は、布置された無意識内容の受容・同化過程として、錬金術やキリスト教の発展といった集合的過程に

も認めることができる。

増幅の考察とユングの錬金術研究との関連についての覚書

以上述べてきた増幅についての考察がユングの錬金術研究と関連する点について簡潔に報告します。

ユングの心理学的な仕事の中で錬金術の占める割合は極めて大きなものです。
しかし、ユングの錬金術関連の著作を繙くと・・・これがとてつもない代物・・・に見えます。
「心理学と錬金術」「アイオーン」「転移の心理学」「結合の神秘」・・・。いくら読んでもさっぱりわかりま

せん。ユングは連想の赴くままに様々な資料を羅列しているだけではないか！？
確かに、増幅とはそういうものです。しかしユングの錬金術研究では、夢や箱庭と違って、延々と続く引用をどこ

まで辿っても何も浮かび上がりません。それでもなんとか理解しようと、かなりの長きにわたって悪戦苦闘しました
が、結局は、ユングの錬金術研究の理解を断念し、ユングの錬金術研究そのものは長い間、terra incognitaのままで
した。

しかし、最近、ユングの錬金術的著作の研究をめぐる状況が劇的に変化しました。ユングが集めた錬金術等の古
文書が全て電子化され、インターネット上に公開されたのです。当然、全て著作権は消滅しているので誰でも無料で
入手できます。そこで、定年退職して、学校業務に追われることもなくなったので、かのterra incognitaを覗いてみ
るかと思い、一年半ほど錬金術文献を参照しながら、ユングの錬金術書を読み返してきました。
まだまだ未知の大陸です。しかし、微かな光が差してきたような感じはあります。ユングの言う通り、錬金術は集

合的な無意識過程の表れだったのかもしれないと思えるようになりました。
もしそうだったら、これはものすごく面白い。しかし「知識」という形にはできそうもない。それがわかりまし

た。
また、錬金術の背後に客観的かつ集合的な心的変容過程があったというユングの結論が勘違いだったという可能

性も皆無ではありません。・・・
迷いの森を彷徨しています。ユングの錬金術研究そのものについては、まだ何も言える段階ではありません。しか

しこの発表に関連して考えるところを、予報的に報告しておきたいと思います。

１．夢解釈における「増幅＝コンテクストの復元」と「解釈＝読解可能なテクストの作成」という二段階の区別
をユングの錬金術研究に当てはめると、それらの著作がなぜあれほど読みにくいのか、その理由が明らかになりま
す。すなわち、ユングの錬金術研究の大部分は第一段階の増幅にとどまり、第二段階の「判読可能なテクストの作
成」にまで進まないのです。だから「読めるテクスト」になっていません。
ユングはこのことをはっきりと自覚していました。『結合の神秘』第3章4-c「錬金術のアレゴリー」はこのこと

を示しています。そこで彼はフィラレタの錬金術テクストを対象として、例外的に「本来の解釈」を試みているので
す。ユングはこう言います。
「無意識の心理学に通じていない人には、上に引いた狂犬と盗人に関するテキストはおそらくすこぶる奇妙な訳

の分からないものに見えるであろう。けれども心理療法医が難問として毎日のようにつきつけられる夢はこの段では
ない。したがって夢と同じように、このようなテキストも理性的な言語に翻訳可能なのである。・・・中略・・・錬
金術の他のテキストのいろいろな発言によって増幅を行なう。このような知識をちゃんとそなえていれば、夢の場合
も錬金術テキストの場合も、われわれの欲求を満足させる程度の意味を見出すことはそれほど極端にむずかしいわ
けではない。・・・中略・・・わたしは締めくくりとして、最後のフィラレタの、やや分かりやすい方のテキスト
を、われわれの医学的心理学が夢を取り扱うやり方で翻訳してみたいと思う。」²⁵
第3章4-bの「犬」と第3章4-c「錬金術のアレゴリー」を読み比べてみれば、増幅と解釈の違いが歴然とわかりま

す。
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1. 増幅という術語の使い方として、夢の要素を普遍的シンボリズムに結びつける作業に限定するものもあります。（例えば「ユ
ングは、その個人にとっての夢のコンテクストをはっきりさせるため連想を用いたが，夢を普遍的なイメージに関連づけるには
増幅を用いた。」（サミュエルズ他『ユング心理学辞典』山中康裕監修・浜野 清志・垂谷 茂訳, 創元社, p.29.）こういう使い方
も可能でしょうが、ここでは採らず、「ある無意識の産物をめぐって連想を集める作業そのもの」という意味で増幅という言葉
を用います。
2. （入江良平「ユングの文体について」『言語文化』No.12, 明治学院言語文化研究所, 1995, p.51）
3. So I simply ask, "How does that thing appear to you?"̶in other words, what is your context, what is the mental tissue 
in which that term "simple peasant's house" is embedded?… In each case I know what tissue that word or image is 
embedded in. That is amplification.(The Tavistock Lectures, CW18, 174; 『分析心理学』小川捷之訳, みすず書房, 1976, 
p.131.)
4. ein sorgfältiges, bewußtes Ableuchten derjenigen Assoziationsverbindungen, die objektiv um ein Traumbild gruppiert 
sind（GW16, 319;「夢分析の実用性」江野 専次郎訳『ユング著作集３』, 日本教文社 pp.97-98;「夢分析の臨床使用の可能性」
横山博監訳・大塚紳一郎訳『ユング夢分析論』,みすず書房, p.17;）
5. 調べるの原語はaufnehmenです。既訳では「拾い上げる」と訳されることが多いようです。(『子どもの夢Ｉ』, p.290, 「夢の
本質について」『夢分析論』p.101）この訳も可能ですが、ここではむしろ「そこにあるものを調べて記録を作成する」という
意味で用いられているのではないかと思います。（辞書の用法：den Unfall aufnehmen 事故の調書を作成する、den Bestand 
aufnehen 在庫を調べて記録する、ein Gelände aufnehmen 土地を測量して図面を作る。̶̶国松孝二・他編『小学館独和大辞
典第２版』による）
6. Zu jeder Vorstellung nehmen wir - wenn immer möglich - den Kontext auf. Unter Kontext verstehe ich jenes 
Assoziationsmaterial, in das eine Vorstellung eingebettet ist. (Kinderträume, p.251; 『子どもの夢 I』氏原寛監訳, 人文書院, 
1992, p.290)
7. コンプレックスとは外傷体験や道徳的葛藤などの強いエネルギーを帯びた心的事態が連想作用を通じて多数の表象を自らの周
囲に引き寄せ「感情価を帯びた表象の複合体」を形成したものです。
8. 例えば、錬金術において布置された元型的内容についてこう述べています。
「（無意識の中で）唯一比較的明瞭な内容をなしているのは、個々の連想がそのまわりに配列されているところの、諸モチーフ
あるいは諸タイプ(Motiven oder Typen, um die sich die einzelnen Assoziationen anordnen)である。精神の歴史を見れば分
かるように、これらの元型は非常に持続的な不変の性質をおびており、また、人格化されたり名づけられたりできる程度には明
瞭である。」(GW14/2, 325; 『結合の神秘』II 池田紘一訳, 人文書院 p.249.)

２．ユングの錬金術的増幅が「非空間的なものと非時間的なものへの窓あるいは扉を開く」かどうか。これが問
題です。ユングの著作を読むだけではダメでした。しかし錬金術文献そのものを読み続けていると、増幅の効果らし
きものを感じることがあります。まだ自信を持って言えることはありませんが、ユングの提出する資料だけでは不十
分であって、錬金術テクストによる増幅をさらに重ねて行けば、何かが見つかる可能性は感じています。

３．錬金術文献を読んでいると錬金術師たちの生きた世界との親しみが育ってきます。その中で、西洋錬金術は、
近代的意識の誕生という未曾有の心的態度の根本的変容の過程に関わっていたのではないかという気がしてきまし
た。
この転換については、哲学、宗教、歴史など様々な立場からの研究が蓄積されています。研究の成果は近代的意

識の誕生を理解する上で寄与することは確かです。しかし、これらは全て意識の側の出来事です。それだけで近代的
意識の誕生といった心的態度の根本的転換が説明できるかどうかは疑問です。この変容過程には目に見えていない半
分、無意識の側での変容過程があったに違いありません。
心理療法事例では「生育歴」とか「事例の経過」によって事態の変化が説明されます。これもまた事例の理解に

寄与します。しかし夢や箱庭シリーズなどを見ていると、同時に意識の背後で集合的無意識の変容過程が起こってい
るのがわかることがあります。
同じことが錬金術についても言えるのではないか。つまり錬金術とはヨーロッパにおける近代的意識の誕生とい

う「事例」でなされた箱庭療法シリーズだったのではないでしょうか。
17世紀、近代的意識が確立した後、無意識との折衝としての錬金術は急速に衰退していきます。これは、箱庭に

よる変容過程が終わると、箱庭が作られなくなるのと同じ理由からではないでしょうか。
そういう背景で考えるとユングの錬金術研究も納得しやすくなるように思います。
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元型を核としその周囲に連想（表象）が配列されているという構造はコンプレックスと同じです。
9. «das Bild in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen, und alle an das Bild gebundenen Assoziationen zu bringen», 
Kinderträume, p.251, 前掲邦訳 I, p.290.
10. Dream Analysis, pp.109-110, ユング『夢分析Ⅰ』入江良平訳, 人文書院 p.154.
11. Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, p.176;『ユング自伝』1 河合隼雄，藤縄昭，出井淑子訳, pp.247-48.
12. 「あたかも非空間的なものと非時間的なものへの窓が開かれたかのように」(GW11, 323; 「ミサにおける転換象徴」『心理
学と宗教』村本詔司訳,人文書院, p.195.)
13. GW9/1, 45,eine grenzenlose Weite voll unerhörter Unbestimmtheit, anscheinend kein Innen und kein Außen, kein 
Oben und kein Unten, kein Hier oder Dort, kein Mein und kein Dein, kein Gutes und kein Böses. Es ist die Welt des 
Wassers, in der alles Lebendige suspendiert schwebt, wo das Reich des «Sympathikus», der Seele alles Lebendigen, 
beginnt, wo ich untrennbar dieses und jenes bin, wo ich den anderen in mir erlebe und der andere als Ich mich erlebt. 
(「集合的無意識の元型について」『元型論』林道義訳,紀伊国屋書店 pp.49-50. )
14. この点で、ユングの以下の発言は示唆に富んでいます。子どもの夢セミナーでの発言です。彼は「夢はそれ自体が解釈であ
る」というタルムードを引用し、こう続けます。
「夢の中に、それが現わす以外のものを見るのが問題なのではなく、今までと違う見方を学ばねばなりません。」
違う見方とはどういう見方でしょうか。ユングはマクドゥーガルとその中国人の弟子のエピソードを引用してそのことを説明し
ようとします。
「ウィリアム・マクドゥーガルは中国哲学に関心を持ったのですが、タオの概念は理解が困難でした。そこである中国人――マ
クドゥーガルの教え子――に、道とは何かを尋ねました。しかし中国人が説明したことをまったく理解できません。中国人はい
らいらして教授を窓際に引き寄せ、「何が見えますか？」と尋ねました。――「家、車、人々、それから木や雲、雨が降り風が
吹いている」。そこで中国人は「あなたがそこに見ているもの、それが道なのです」と言いました。
われわれは増幅の力を借りてこのような全体像を得ようと努力せねばならないのです。」（Kiderträume, pp.251-52; 前掲邦訳 
I, pp.291-92）
ユングはマクドゥーガルのこのエピソードを、ほぼ一年後の1940年11月12日のセミナーでも語っています。ここでは易と共時性
との関連で触れています。またある中国の哲学者との話し合いを回想してユングは言います。「私は『易経』について少し尋ねま
した。信じられないことに、彼は私の前に庭を丸ごと置いたのです。・・・私に一枚の葉、一枚の花を手渡すために、彼は全て
のものを動かさねばなりませんでした。全体的連関から何一つつまみ出せない。全てがそこに属しています。何かを説明するた
めには世界全体を釣り上げねばならないのです。」(Kinderträume, pp.478-79.; 前掲邦訳 II, pp.114-116)。
15. 例えば、「コンテクストの調書作成（増幅）は、単純で、ほとんど機械的な作業であり、予備的な意味しか持っていない。
これに対し、それに続く判読可能なテキストの作成、すなわち本来の夢の解釈は、概して骨の折れる課題である。その前提とな
るのは、心理的な共感の力、総合的な判断力、直観、世界と人間についての知識、そしてとりわけある特殊な知――広汎な知識
だけでなく、ある種の「心情の知性」もまた必要になるような知――を前提する。」（GW8, 543; 「夢の本質について」横山博
監訳・大塚紳一郎訳『ユング夢分析論, p.101-02; 「夢の本質」宮本忠雄・吉野啓子訳『エピステーメー』5/77,朝日出版社 
p.14）
16. «Bild und Sinn sind identisch, und wie ersteres sich formt, so verdeutlicht sich letzterer. Die Gestalt bedarf eigentlich 
keiner Deutung, sie stellt ihren eigenen Sinn dar. So gibt es Fälle, wo ich auf Deutung als therapeutisches Erfordernis 
überhaupt verzichten kann.» (GW8, 402; 「心の本質について」林道義訳『元型論』紀伊国屋書店, p.336.)
17. 動物にとっての世界が本能行動解発刺激の配置の総体であるように、人間にとって世界とはエネルギー勾配の配置の総体だ
と言うこともできます。
18. 「リビドーは、ある特定形式においてでなければ把握することができない。すなわちリビドーは、イメージと同一にして不可
分なのだ。そしてリビドーを無意識から解放するには、それに対応する空想イメージを浮かび上がらせ、捕捉するしかない。」
Die Libido ist nie anders faßbar, als in einer bestimmten Form, d. h. sie ist identisch mit Phantasiebildern. Und wir 
können sie nur dadurch aus dem Unbewußten wieder befreien, daß wir die ihr entsprechenden Phantasiebilder 
heraufholen. (GW7, 344; 『自我と無意識の関係』野田倬訳,人文書院, p.154;『自我と無意識』松代洋一・渡辺学, 思索社, 
1984, pp.147-148 ：訳文は松代・渡辺訳による。)
19. GW7, 206-217; 野田倬訳, pp.11-21;松代洋一・渡辺学訳, 1984, pp.13-22.
20. GW8, 403;「心の本質についての理論的考察」林道義訳 p.336 
21. GW12, 403; 『心理学と錬金術』第二分冊, 池田紘一・鎌田道生訳,人文書院 p.95.
22. GW14/2, 320; 前掲邦訳 第二分冊, p.244
23. GW9/2, p.9; 『アイオーン』野田倬訳,人文書院, p.9
24. l.c.; 前掲訳書, p.10.
25. (GW14/1, 183; 『結合の神秘』I 池田紘一訳, 人文書院 pp.202-203.)
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