
宗教改革時代における異教的－古代的諸神
─ヴァールブルクの『ルター時代の言葉と

図像に見る異教的-古代的予言』について─

進藤　英樹

はじめに

アビ・ヴァールブルクは，ヴァールブルク学派やヴァールブルク（ある

いはウォーバーグ）研究所といった名とともに，日本においても比較的知

られていると思われるが，ただその著作そのものはまだ十分紹介されてい

るとは言えないだろう。またヴァールブルクが美術史家として傑出した存

在であったことは言うをまたないが，しかし彼はまた宗教思想史，とりわ

け魔術や占星術といった広義のヘルメス学的伝統の研究においても重要な

貢献をしている。たとえばヴァールブルク研究所からは『ジョルダーノ・

ブルーノとヘルメス学的伝統』で有名なフランセス・イェーツが出ている

し，またゲーテをヘルメス学的伝統のうちに捉えた画期的な著作『若きゲ

ーテの世界像──ドイツ１８世紀のヘルメス学的伝統』の著者ロルフ・ク

リスティアン・ツィンマーマンもその出発点がヴァールブルクであったと

語っている。1）本論ではヴァールブルクのこうした宗教思想史的研究の代

表作と思われる『ルター時代の言葉と図像に見る異教的-古代的予言』（１

９２０年）を取り上げてみたい。この論考はルター，メランヒトン，デュ

ーラーといったルター時代の宗教者，芸術家が異教的-古代的な諸神とどの

ように対峙したかを考察したものだが，拙論ではこの論考の内容を，ヴァ

ールブルク自身の叙述に可能なかぎり則して紹介していくことに主眼を置

きたい。
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１．概観

ヴァールブルクの論考の第１章は「宗教改革，魔術，占星術」と題され，

全体の導入，概観を与えている。以下，それを箇条書きに整理しておく。

１）文化学の主要問題の一つ，つまりルネサンス時代のヨーロッパ文化全

体に及ぼした古代の影響とは何かという問題を考えるにあたっては，

初期ルネサンスにおいて南北いずれの地にあっても復活をとげる異教

的な神々の姿が，ただたんに芸術現象としてだけではなく，宗教的存

在として捉えられ，考察される必要がある。

２）しかしこの異教的な神々は，ヴィンケルマン以来の古典主義的に純化

された諸神，オリュンポス的な諸神としてのみ考えられてはならない。

それらの諸神は人文主義的な学問文化の新たな創造なのである。この

古代の”オリュンポス的”側面はまず古来の”魔術的な”側面から奪

い取られねばならなかったのである。

３）というのも古代の神々は宇宙の魔神として，古代末期以来とだえるこ

となくキリスト教ヨーロッパの宗教的諸力の一つとなっており，その

日々の生活形態を決定的に規定していたので，キリスト教教会が暗黙

のうちに容認した異教的な宇宙論，とりわけ占星術の副次的支配とい

うものを否定することはできないのである。

４）これらの宇宙の魔神たちは，一年の一巡りに見られるあらゆる時間的

区分，つまり一年全体，月，週，日，時間，分，秒を数学的に表すと

同様に，他方それらを神話的-個人的に支配もしていた。これらの星辰

の神々は不気味に対立し合う二重の力をそなえた魔神的な存在であっ

た。つまり人間に方向を与える目印としてそれらは空間の拡張者であ

り，魂が宇宙を飛行する際の照準点であったが，しかし同時に形姿と

してそれらは偶像であり，あわれな被造物はそれら偶像とおさな子の

ように畏怖の念に満ちた敬虔なる行為を通し神秘的に一体化しようと

努めるのであった。

５）こうした星辰の神々に対する信仰と対応してルネサンス時代，宗教改
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革時代の占星術師たちは，今日の自然科学者には一致しがたく思われ

る数学的な抽象と祭祀的崇拝的な一体化という両極をひと連なりのも

のとして横断する。つまり思考空間を概念的な区別操作によって──

人間と対象物の間に──作り出す論理と、他方迷信に基づいて人間と

対象とを──観念的あるいは実際的に──関連づけ，結合させること

によりまさにこの思考空間を破壊する魔術，この両者が占星術の予言

的思考においてはなおも一つの統一性をもった単純素朴な道具として

使われており，占星術師はこれを使って測量し，同時に魔法をかける

ことができたのである。

６）論理と魔術とが「一つの同じ幹に根をおろし花開く」時代は，本来無

時間的であり，したがってこのような両極性への文化学的な取り組み

のうちには，完全に時間概念の制約をうけた進化説に基づく歴史記述

に対する，深く実り豊かな批判への契機，これまで顧慮されることの

なかった契機がひそんでいる。

７）こうして１５世紀の変わり目にはイタリアにおいてもまたドイツにお

いても，古代の二様の理解，つまりずっと昔からの実践的-宗教的理解

と新たな芸術的-美的理解が併存していた。後者がイタリアで最初の勝

利を収めたように思われ，またドイツでも崇拝者を見出したのに対し，

一方占星術的な古代はドイツにおいてきわめて独自な，これまで十分

顧慮されてきたとは言い難い復活を遂げている。というのもドイツで

は予言文献の中に生き続ける星辰の諸象徴──なかでも人間の姿をと

った七つの惑星──が争乱によってひどく荒廃した社会的，政治的状

況ゆえに新たな生命を獲得し，それがそうした象徴をいわば政治的な

神々にしたのである。

８）予言の形式には，いわば「人為による」（つまり学問的な）予言である

占星術とならんで，自然の異変や奇形動物の出現などを運命の前兆と

みなす「自然の驚異による」予言がある。この予言の二形式をめぐっ

てはルターとメランヒトンとが意見を異にするようになるのでとりわ

け留意が必要になる。
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以下ヴァールブルクの論考では第２章「宗教改革時代の宇宙論的政治的

世界観の中の異教的-古代的要素: ルターおよびその周辺における占星術と

奇形学」，第３章「ルター時代におけるヘレニズム的宇宙論による予言とド

イツ人文主義における古代の復活: オリエントにおける仲介および起源」と

題されて，このような予言の二形式に対し宗教改革時代のドイツ人たちは

どのように対峙したかが考察されるが，最初に取り上げられるのはメラン

ヒトンである。

２．彗星に関するメランヒトンのカーリオン宛書簡

フィリップ・メランヒトンは，ルターのよき協力者であり，ドイツ人文

主義を代表する人物でもある。ヴァールブルクはヨーハン・カーリオンの

書簡を調査していた時，メランヒトンが１５３１年８月１７日にカーリオ

ン宛に書いたラテン語の書簡が補遺として添えられてあるのを発見した。

このカーリオンというのは，１５２１年以来ブランデンブルク選帝侯ヨア

ヒム q 世付きの魔術師にして宮廷占星術師の地位にあった人物で，メラン

ヒトンが占星術上の師と仰いでいる人物である。この書簡が書かれた時期

は，宗教改革側のシュマルカルデン同盟と旧勢力のカール５世との間で武

力衝突の危機が迫っており，メランヒトンは何とかこれを回避しようと努

めていたのであった。以下少し長くなるが興味深いものなのでこの書簡の

ほぼ全文（ヴァールブルクのドイツ語訳）を挙げておこう。

「・・・・・私は（本文に）誰もが知っているような引用文を配するよ

う努めました。どの程度それに成功したかは，読む人の判断にまかせたい

と思います。エリヤの箴言は聖書には見られず，ラビの間で語り継がれて

いるものですが，たいへん有名なものです。ブルゲンシス（パウルス）は

それを引用し，その権威のもとにメシアがすでに到来しているというユダ

ヤ人たち（の見解）に反駁を加えております。ヘブライ人たちにはこの箴

言はよく知られており，私はあなたの『歴史
ヒストリア

』（カーリオンの年代記をさす）

の冒頭をそれで飾りましたが，それというのもその箴言がより広く知られ
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ることを願ってであり，また貴著に対する賞賛の意を込めてなのです。こ

うした引用文を今後もさらに多く付け加えたいと思っています。（しかし）

あなたは予言者の声
ことば

がいかに先まで見通しているかおわかりです。時代区

分はたいへん適切と思われます。

この冬には我々の『歴史』が完成できればと願っています。というのも

これまでは自分の弁明書をあちこち手直しして時間がとられてしまい，『歴

史』の方まで手が回らなかったのです。私の健康状態がどんなにひどいも

のかあなたにはほとんど信じられないでしょう。私はまた心配事や仕事で

くたくたです。

私の妻が神のお加護により娘を一人授けられました。それでその誕生日

時（つまり誕生日のホロスコープ）をお送りいたしますが，あなたを煩わ

せるつもりは毛頭ありません。と申しますのも娘が修道女になることはわ

かっているからです。

ところで１週間以上前から彗星が見られます。あなたはこれをどのよう

にご判断なさいますか。それは巨蟹宮の上方にあるように思われます。日

没後すぐに沈み，日の出のすぐ前に昇ってくるからです。それが赤い色を

しているなら，私には恐ろしさは倍加することになるでしょう。疑いもな

くそれは侯の死を意味するからです。しかしその尾はポーランドの方に向

いているようです。しかし私はあなたのご判断を仰ぎたいと思います。あ

なたがどのようにお考えになっておられるかお知らせいただければ，本当

に嬉しく存じます。

さて次に本日の報告に移りたいと思います。我々の敵側の動きについて

私が何か知っていることがあるならば，それに関係したことはすべてあな

たにお伝えしたいと思っております。というのも我々の敵側の計画を隠す

必要はないでしょうし，逆にそれを明らかにした方が，我々にとってより

有益だからです。

しかし残念ながら私はずいぶん前から敵側の出方について確実なことは

何も聞いておりません。ただ一つはっきりしているのは，我々の側の人間

がフリースランドにいる歩兵の少ない（少なからぬ？）数に不安を覚えて
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いることです。おそらく彼らはデンマーク戦争の口実のもとに我々側にも

襲ってくるのではないかと恐れているのでしょう。しかしファルツとマイ

ンツの住民は我々と平和解決のための交渉に入っています。とはいえ私は

平和がもたらされるとは思っていません。と申しますのも私はただたんに

占星術的な予測だけではなく，また予言によってもそう思わざるをえない

のです。ハスフルトはクリスティアン王に名誉ある帰還を予言しました。

シェペルスは王が帰って来ることはないと言っています。私にはシェペル

スの言うことは信じられません。彼はしばしば判断まちがえをするのです。

ハスフルトはまた侯に対し最大の勝利を予言しました。また私が知ってい

るシュマルカルデンのある市民は，この（政治的な）騒乱に関し不思議な

幻を見ましたが，これは私がもっとも重視する予言です。それは大過なき

大団円を迎えるというものですが，しかし敵側が恐怖にかられて獅子王

（ヘッセン侯）のところから退散することを暗示しています。キッツィンゲ

ンのさる女性がフェルディナントに関し不吉な予言をしました。フェルデ

ィナントが我々に対し戦争をしかけるが，しかし不如意な結果に終わると

いうものです。ベルギーではある若い女性が皇帝に対しまた予言をしまし

たが，これに関しては私はまだ十分な確認をしておりません。全体として

は私は何らかの動きが出てくると判断しています。ですからそれがよき結

果をもたらし，教会と国家に好ましい状況を作り出すことを神に願うばか

りなのです。私は敵側が我々と和平を結ぶようすでに年内のうちから懸命

に努めてまいりました。彼らがそうしたならば，シュヴァーベンで騒ぎは

これほどひどいものにはならなかったでしょう。シュヴァーベンは（今で

は）大部分がスイス神学と不遜（licentia）の信奉者です。しかしカンペッ

ジは皇帝の力を弱めようと，皇帝をドイツの戦争に介入させ，巻き込もう

としています。我々に対する個人的憎悪からカンペッジの勧告に賛同する

人間もおります。しかし神の見る目は公正です。我々はたしかに何も悪い

ことは教えてきませんでしたし，多くの堕落した誤った教えから多くの敬

虔な魂を救ってきたのです。ザビーヌスの天文学および占星術讃歌に関す

る私の序文をあなたに送ります。これについてあなたがどのように判断な
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されるかお伺いしたいところです。ではお元気で。マリア被昇天後の木曜

日，１５３１年。お手紙はあなたに返送いたします・・・・。」２）

ヴァールブルクの言うようにこの書簡において我々はメランヒトンの三

つの側面，つまり人文主義者，神学者そして占星術政略家的なジャーナリ

ストという三つの側面を見ることができよう。冒頭で言われているカーリ

オンの『年代記』は，ドイツにおけるもっとも早い世界史便覧であり，メ

ランヒトンはその協力者であったが，これはまさに人文主義的な仕事と言

えよう。また前述したようにシュマルカルデン同盟とカール５世との衝突

を回避しようと神学者メランヒトンは，アウクスブルクの信仰告白を仕上

げようと全力を傾注しているのである。ところでこのなんとか平和を維持

しようという努力のなかでメランヒトンの占星術戦略家的な側面が強く浮

かび上がってくることも事実であろう。書簡の相手であるカーリオンは両

陣営に関し詳細な情報を得たいと思っていたようであり，ヴァールブルク

によれば実際カーリオンはブランデンブルク側の外交諜報員であった。そ

して注目すべきことにこうしたカーリオンとのやりとりにおいて，メラン

ヒトンは「もはやカーリオンに対し学識にまさり，助言を授ける学者では

ない。メランヒトンはこの実直なカーリオンにまるで慰めを求める患者の

ように近づき，占星術的予言に精通した魔術師カーリオンに教えを請うの

である。」３）こうしてメランヒトンはカーリオンに，生まれたばかりの娘

の誕生日時を送るのであるが，それはたしかにカーリオンに鑑定してもら

いたいという願いなしにではないであろう。またメランヒトンは天文学や

占星術に関する自分の考えに対し，カーリオンの意見を求めているが，と

りわけ８月に出現した彗星に関してはカーリオンの判断を強く求めている。

この彗星はドイツ全土を，そしてメランヒトンをすっかり怯えさせていた

のである。これに関して挙げられているハスフルト・フィルドゥングとい

う占星術師は，ヴァールブルクによればメランヒトンの誕生時にその父の

希望で星位を占い，メランヒトンの生涯にわたって影のようにつきまとっ

た人物である。しかしこの書簡においてメランヒトンの心をもっとも強く

捉えているのは，ただたんに学問的な予言，つまり占星術だけではなく，
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いわば非学問的な予言，つまり直接霊感を授けられた人の予言であること

もたしかであろう。それゆえメランヒトンは前節で述べた予言の二形式に

ついて強い関心をもっていたわけである。これに関しヴァールブルクは次

のように述べている。「したがって新教ドイツの宗教指導者メランヒトンは，

まさに心に重くのしかかる現世の諸権力からの内的隔絶，そうした隔絶へ

の揺るぎない意志のみが状況を救い得る瞬間に，まるで異教的な予言者の

ように，つまり毅然とした自己決断よりは黄道十二宮や霊感を授かった

人々の声の方に心惹かれる人物として振る舞うのである。」４）とはいえヴ

ァールブルクによればメランヒトンはその批判的-文献学的事実尊重の意識

とこうした態度との内的矛盾を宥和させることはできた。つまり「占星術

的な方法のうちには古代の調和的な世界観が実際に生き続けており，この

世界観こそまさに彼自身の宇宙論的な性格をもつ人文主義の本質的土台な

のだ，とメランヒトンは考えた」のである。

３．「訂正」されたルターの誕生日時

前節でみたようにメランヒトンは，予言の二形式のいずれに対しても強

い信仰心をもっていた。これに対しルターは「自然の驚異による」予言は

承認して，こうした自然の驚異を神の全能が絶対的に，また予測不可能な

かたちで警告的な前触れとして出現させたとみなしたが，「人為による予

言」，つまり占星術に対して拒否的態度を貫いた。ところでいわゆる「訂正」

されたルターの誕生日をめぐる話は，まさにこうしたルターおよびメラン

ヒトンの占星術に対する立場を端的に語るものとなっていよう。５）これに

関しヴァールブルクはその顛末を詳細に跡付けているが，要するにイタリ

アの占星術師ルーカス・ガウリクスが敵対的な政治戦略的観点からルター

の誕生日１４８３年１１月１０日をほぼ一年先の１４８４年１０月２２日

に勝手に変更したが，しかしこれに対しルターが断固拒絶したにもかかわ

らず，メランヒトンはじめルターの友人たちはみなこの「訂正」された誕

生日を支持したというのである。この南イタリア出身のガウリクスは，１
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５３１年ブランデンブルク選帝侯ヨアヒム q 世に招聘されてベルリンにも

訪問している。そしてその際メランヒトンと会って歓迎されてもいる。と

ころでこの奇妙な話を理解するには占星術上の惑星-合の説を知る必要があ

ろう。

占星術によれば惑星はそれがみな参加する規則的な一年間のいわば摂政

政治を，その頭
かしら

を交替しながら行うだけでもすでに強い影響力をもってい

たが，惑星が同時にかつ共同していると観測されたり，予測されたりした

時，すなわち惑星が合のうちにある時には，それらはまさに「現下の」世

界支配者，いま現在の神々となった。そして革命と言われるような時代の

大転換期においてのみこうした合は生じると考えられた。綿密に考案され

た説では大合と最大合とが区別され，後者は上位の惑星，つまり土星，木

星，火星の邂逅によってもっとも危険な合となるが，しかしそれはただ長

い時間間隔を置いてのち生じるものとみなされた。６）

したがって１４８４年という年は惑星-合の年，つまり大転換期の時であ

り，新しい予言者が出現する時と考えられたのである。ただしガウリクス

の場合は不吉なその魔神的性格を強調するホロスコープが作成されたのに

対し，宗教改革派のカーリオンらは予言者出現という性格はそのままに邪

悪な側面は除去するホロスコープを作成したという違いはあった。とはい

えいずれにせよルターの誕生日を１４８４年１０月２２日とする点では一

致していたのである。

ルターはこうした第２の誕生日に対し終始拒絶しつづけたが，それはそ

もそも占星術というものを否定していたからである。たとえば１５４０年

８月にルターは次のように述べている。「誰であろうと占星術の予言を信じ

るよう私を説得することはできない，たとえパウロであろうと，天上から

の天使であろうと，またフィリップでさそれはできないだろう。そうした

予言はしばしばはずれ，これほど不確実なことはないのだ。というのは占

星術師たちはほんの数回だけでも当たれば，それを吹聴するが，はずれた

ときはそしらぬ顔をするからだ。」７）そして１５４３年にはルターの占星

天宮図を見せた友人に次のように語っている。「私はこんなものには何の意
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味も認めないし，何の価値もおかない。しかし彼らが次のような議論にど

う答えるか知りたいものだ。つまりエサウとヤコブは一人の同じ父親，同

じ母親から，ある同じ時に，したがって同じ星のもとに生まれたが，しか

し正反対の性格，性質そして心をもっていたのだ。神から生じるもの，神

の御業
わざ

であるものはすべて星に帰すべきではない。まことに天は神を気づ

かうことはない。真のキリスト教はこうしたおとぎ話やつくり話を相手に

はしないし，そうしたものはことごとく撃退するのだ。」８）

一方メランヒトンが星辰信仰に基づくこの誕生日のずらしをいかに支持

していたかは，次のようなショーナー宛の書簡──おそらくガウリクスの

ヴィッテンベルク訪問時のものとされる──がよく示していよう。「フィリ

ップからショーナーへ。ルターの占星天宮図，それはフィロが調べていた

ものですが，カーリオンはこれを第９時に変更しました。というのはルタ

ーの母親が，ルターは真夜中前に生まれたと言っているからです（しかし

私は彼女が思い違いをしていると思います）。私は別な天宮図の方をとりま

す。カーリオン自身そうしております。これがまた並はずれたものである

とはいえ，これは火星の位置と第５室での合によるのです。この第５室は

上昇宮との大合をもつのです。しかし誕生の時間がどうであれ，この天蠍

宮における尋常ならざる合は偉大な精神力を持った人物を生み出さざるを

えないでしょう。」９）

とはいえメランヒトンは，ルターの拒否ゆえに最終的にはヴィッテンベ

ルク大学の名簿や伝記において１４８３年１１月１０日を正式な誕生日と

して記した。しかしながら１４８４年の誕生日はのちも生き続け，たとえ

ばガルケウスなる人物は，正しい誕生日として１４８３年１１月１０日を

認めることは認めるが，占星天宮図としてはカーリオンによって修正され

たガウリクスのホロスコープを守り続けたのであった。

ヴァールブルクはまた星辰信仰が当時の人々の間でいかに根強い生命力

をもっていたかという例として，１５２４年──この年２０もの惑星-合が

見られたのである──の大洪水恐慌の顛末を生き生きと描いているが，こ

こでは省略しよう。
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４．ヨーハン・リヒテンベルガーの『予言の書』

前節でみたように１４８４年が占星術上大転換の年，新しい予言者が登

場する年とみなされていたが，リヒテンベルガーの『予言の書』はまさに

これを告知する本である。ところが興味深いことにこの本はラテン語から

翻訳され，ルターの序文を付けて１５２７年にヴィッテンベルクで刊行さ

れている。ルターの序文では当然のことながらこの本のもつ占星術的性格

は背後に追いやられており，この本が収める４３の図像はもっぱらただ良

心なきキリスト教徒に対する警告図，とりわけ坊主どもの目をさまさせる

ための警告図とみなされねばならないとされる。実際聖職者も，また諸侯

もこの本を恐れる理由があった。というものそれが謎めいた意味不明な絵

とはっきりと言明される威嚇的文言や要請とを奇妙に混ぜ合わせながら，

教会や国家の改革理念を告げているからである。

実際にはこの本の予言内容は占星術的土壌に深く根ざすものであったが，

ヴァールブルクはこの本が実は一種の剽窃であったことを発見している。

つまりパウルス・フォン・ミッデルブルクというもともとはオランダの聖

職者で，パドヴァにいた占星術の教授の著作から字句もそのまま借用され

ているのである。したがって土星と木星の大合が産み出す時代の大転換や

予言者の登場といった考えは宗教改革以前からずっと見られたということ

になろう。しかしながらヴァールブルクはこうした考えはルターの時代に

さまざまな理由から新たな力をもつにいたったとみる。「支配層と農民たち

の対立の時代にあって土星と木星はそれらがあい並んで現れる時には，あ

たかも瞬間写真のように農民戦争時の場面場面をありありと思い起こさせ

るような力を及ぼし，占星術の本は，それが輝く宇宙の身体の運動につい

てまるで相争う人間のごとく語る時には，奇妙に人間的な響きを伴うよう

になった。魔神的な古代はここでは激しく脈打つ改革の生命力それ自身に

よって，きわめて自発的で，不気味なほど現実的な復活を遂げ，本来の教

会改革の時代にはとりわけまたリヒテンベルガーの予言修道士像がそうし

た復活を経験することになるのである。」10）
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ところでこのリヒテンベルガーの本には二人の修道士を描く奇妙な図が

載せられている。一人は頭巾の端が地面にまで垂れ下がっている大柄な修

道士で，肩の上には悪魔が乗っており，もう一人は小柄な修道士でこの人

物の隣に前を向いて立つというものである。この図はたしかにルターとメ

ランヒトンを想起させたようで，実際反ルター派にとってはルターと悪魔

とのおぞましい関係を喧伝するのに好都合な材料であった。たとえば反ル

ター派の急先鋒コホレーウスはこの悪魔を背に乗せた修道士とルターを同

一視して次のような呪詛の言葉を投げかけている。「私はまた彼（ルターの

ことを言う）が２０年まで生き延びることなく，１９年には──リヒテン

ベルガーが彼について書いているように──身を滅ぼすことを願っている。

つまりリヒテンベルガーのプラクティカにある悪魔を背に乗せたあの忌ま

わしい修道士がである。」11）ところがこの修道士の図像は反ルター派にと

って恰好な材料というだけでなく，ルターおよびその仲間にとっても利用

価値のある図像だったのである。これに関しヴァールブルクはヘルベルガ

ーが伝える興味深い話を引用している。少し長くなるがここでもそれを紹

介しておこう。

「聖マルティンおよびマルティン博士の敵について　

邪悪な霊が様々な形や姿を取って現れ，聖マルティンにいろいろないた

ずらをした。聖マルティンはこれらの霊の中でもとりわけ落ち着きなく動

き回る水銀がもっともたちが悪いと嘆息した。キリストご自身が経験なさ

れているように（マタイ福音書第４章），どんな人にも苦しみがあるのだ。

ある時悪魔が自分の仕事を果たそうと思って聖マルティンのところにやっ

て来て言った。『世の中の人は皆おまえのことを恨みに思うだろう。』そこ

でマルティンはまさしく騎士ゴルディウスのように答えた。『Dominus

mecum, non timebo mala，神が我々と共にいるなら，誰が我々に立ち向か

うことができよう。』そこで悪魔はまたマルティン博士に自分の道具を使っ

ていろいろないたずらをした。マルティンをひどく苦しめたのはとりわけ

水銀のようにめまぐるしく駆けめぐる頭とソフィストたちであった。

さて私は興味深い話をひとつせねばならぬ。以前にヨーハン・リヒテンベル
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ガー氏が一人の修道士が現れて，宗教界を掃き清め，浄化しようと予言したこ

とがあった。そしてリヒテンベルガーはこの修道士の背中に悪魔が乗っている

姿を絵で示した。ところでルターはある時このリヒテンベルガーの本を読み，

それをドイツ語に訳そうとする。そこにユストゥス・イオナス博士がやって来て，

これからどんなことをするつもりなのかと尋ねる。ルター博士はいまやろうとし

ていることを言う。するとイオナス博士は『なぜあなたはリヒテンベルガーを

訳そうとするのか。実際彼はあなたを敵視しているではないか』と述べる。ル

ターはどういうわけでそうなるのかと尋ねる。イオナス博士は答える。『リヒテ

ンベルガーはあなたには悪魔が取り憑いていると言っている。しかしあなた

には悪魔なんか取り憑いてはいないではないか。』そこでルターは笑って答え

る。『ねえ博士，もう少しその絵をよく見てみなさい。悪魔はどこにいるのか。

それは修道士の心ではなく背中に乗っている。まさにこれなのだ。心にはわ

が主イエスがお住みになっておられる。悪魔はいまも，これからもけっしてそ

こに入り込むことはないのだ。しかし私は悪魔が，教皇や皇帝，大君主たち，

そしてこの世で利口に振る舞おうとしている者どもすべての手下となって私の

背中に乗っていることは認めよう。しかし悪魔はもはや何もできないので，私

の頭でがんがんと忌まわしい音をたてるのだ。神のおぼしめしのまま，悪魔

は外的には私を苦しめることもできよう。しかし──神に栄えあれ──それは

投げ出され，追放された悪魔でしかないのだ。キリストは言っている，この世

の王はいまや追放されるだろう，と。（ヨハネ福音書第 12 章）』

こうした言葉をユストゥス・イオナス博士の召使い──この人はのちに

有名な説教者になった──が，書き留め，そしてしばしば物語ったのであ

る。悪魔が外から入り込むのはたしかであろう。（ペテロの第１の手紙第５

章）悪魔には好きなだけわめかせておけばよかろう。敬虔なキリスト教徒

の心に対してはそれは何もすることができないのである。我らがこころは

キリスト自身の玉座なのだ。そこではキリストが摂政にして監督者であり

続けよう。」12）

ヴァールブルクはこの話には十分な信憑性があるとするが，いずれにせ

よここでは背に乗った悪魔の意味が逆転させられているわけである。これ
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に関しヴァールブルクはルターの興味深い発言を伝えている。ある時ルタ

ーはリヒテンベルガーが良き霊をもつのかそれとも悪しき霊をもつのかと

問われたことがあった。これに対しルターは次のように答えている。「リヒ

テンベルガーがもつのは狂信的な霊だ。それでもリヒテンベルガーは多く

のことを予言した。というのもたしかに悪魔はこうした予言をすることが

できるのだ。それは悪魔が取り憑いている人間の心を知るからである。悪

魔はまたこの世がどんな状態にあるかを知っており，この世がどう動いて

いくかを見ているのである。」13）したがってルターはリヒテンベルガーの

取り憑かれた，呪われた性格を，現世の事柄に関する的確な予言の力と同

一視していると言ってよいだろう。こうしてルターがリヒテンベルガーを

不可思議な自然の前兆の告知者として承認したことにより，この悪魔を背

に乗せた修道士の図像は，ルターの友人たちの挿し絵入り新聞戦略におい

て心置きなく活用されることになったのである。そしてこれはまさに１５

２３年のメランヒトンによる教皇驢馬，またルターによる坊主仔牛戦術と

同種のものと言えよう。ここではテヴェレ川が１４９５年に川岸に打ち上

げたと言われる恐ろしいキマイラや１５２３年にザクセンで生まれたドイ

ツの奇形牛に関する発見報告が政治的に解釈を施され，強力な戦闘武器と

されているのである。

５．デューラーと異教的-古代的予言

ルター時代の人間のヘレニズム的宿命論との対決の最後に取り上げられ

るのは，アルブレヒト・デューラーである。ヴァールブルクによれば，デ

ューラーの作品は一方において異教的-宇宙論的な信仰という母胎のうちに

たいへん深く根づいているがゆえに，そうした知識なしにはたとえば傑作

「メレンコリア q 」などへの内的接近は拒まれたままになろうという。

ヴァールブルクが最初に取り上げる作品は，ウルセニウスの医学的予言

の絵解きとして１４９６年に描かれた木版画である。これはフランス人病

（梅毒）にかかった男の姿を描いているが，ヴァールブルクによれば，この
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絵はそれが畏怖をもたらす奇形学的かつ占星術的な予言の勢力下に完全に

服していることを示している。しかしそれと同時にリヒテンベルガーの１

４８４年の大合の支配下にもある。たしかにこの木版画の上の三分の一は

天球が占め，そこに１４８４という数字が見られる。また黄道帯にある天

蠍宮には危険な惑星たちが結集している。ヴァールブルクによればこれは

まさしくパウル・フォン・ミッデルブルクが１４８４年の大合が及ぼす医

学的影響に呼応するものだという。

次に取り上げられる作品は，１４９６年にズントガウ川に投げ込まれた

ランツァーの不可思議な雌豚を描いた銅版画である。この怪物には頭が一

つ，胴が二つ，足が八つあったが，デューラーが下敷きとして，初期人文

主義者ゼバスティアン・ブラントの作成したビラを利用したことはすでに

証明されている。このビラは皇帝マクシミーリアン I 世に献呈されており，

その政治を予言によって支持しようというものであった。そしてヴァール

ブルクが注目するのはブラントがここではっきりと意識的に古代ト占官の

立場に立っており，自己の政治的解釈の引合いにアエネアスに前兆を示し

たウェルギリウスの不可思議な雌豚を出していることである。ブラントは

次のような詩を歌うのである。

この雌豚はいったい何を伝えんとするのか

私はまざまざと思い出す

過ぎ来し方のなかで人々が雌豚に何を見たかを

来るべきものの告知　これが雌豚の役目なのだ

まことにアエネアスが若者とともにテヴェレの川岸の雌豚に見たも

のさながらに 14)

ところでヴァールブルクはこの告知者としての奇形豚の系譜をさらに遡

り，アッシリアの粘土板上にそれがすでに楔形文字で記されていることを

指摘する。こうしてアッシリアの王アサルリドンから皇帝マクシミーリア

ンへと二千年以上にわたってこうした予言術が守られ続けたことになる。

そしてこうしたことが可能となったのも，一つには博識なる古代研究家の

綿密な仕事のおかげであると同時に，まず何よりも神話的な原因措定へと
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向かう人間の内なる根源的な傾向ゆえであろうとする。しかしながら一方

ではこうしたバビロニア的な精神態度の克服が，デューラーの銅版画には

すでに窺えるとヴァールブルクはみなす。つまりそこには銘文が欠けてお

り，またト占官が占める場所がもはや見当たらないのである。そしてその

代わりにそうした現象に対する自然科学的な関心が彫刻ののみを先導する

ことになる。しかしこうした克服をもっともよく示すのはデューラーの代

表作「メレンコリア q 」であろう。最後にヴァールブルクが取り上げるの

はこの作品である。

デューラーの『メレンコリア q 』を解釈するにあたってヴァールブルク

は，マクシミーリアン時代において土星がもたらすメランコリーに対する

治療がどういう考えに基づいてなされたかを考察している。それによれば

メランコリーには二つの形態，つまり重度と軽度とがあり，重度の方は黒

い胆汁に原因が帰せられ，これが病的な躁状態を作り出すのであった。フ

ィレンツェの哲学者で医者のマルシリオ・フィツィーノは，メランコリー

に対し精神的で，学問的-医学的な治療と魔術的な治療とを混合したやり方

を提唱した。フィツィーノの手段は一方では内的な精神の集中であり，こ

れによって鬱病者はその不毛な陰鬱状態を人間らしい天才へと変化させる

ことができるのであった。しかし一方ではこうした胆汁の変化には寛大な

惑星木星が危険な土星に対抗することが不可欠であった。この木星が実際

の星位において欠けている場合でも，木星の魔術的図像によってこのより

好都合な合を自分のものとすることができたし，またアグリッパの説によ

れば，木星の魔法陣がその代わりとなることも可能であった。したがって

デューラーの『メレンコリア q 』において壁にはめ込まれた木星の魔法陣

が見られるのである。15）

ヴァールブルクはこうした治療魔術が，アラブによる仲介を経て，ヘレ

ニズム的-ヘルメス学的治療魔術にまで遡ることができることを指摘してい

るが，実際ヴァールブルクはザクスルなどの協力を得て，『ピカトリクス』

というラテン語で書かれた中世後期の著作が，実は十世紀にいたあるアラ

ブ人の書いた作品の翻訳であることをつきとめたのであった。とはいえデ
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ューラーの『メレンコリア q 』は，こうした古代的-異教的な魔術世界の

たんなる図像化ではない。ヴァールブルクは次のように述べる。「デューラ

ーの『メレンコリア q 』を土星への畏怖に対する人文主義的な慰めの図に

させるまさに真に創造的な行為というものは，この土星への畏怖という魔

術的な神話論理を芸術的-精神化的変形の本来の対象として認識する時はじ

めて把握されうる。子供を啖う，陰鬱な惑星の魔神，すなわち他の惑星た

ちの政体との宇宙における闘争が，星々に照らされる被造物の運命を左右

するこの惑星の魔神から，デューラーにあっては人間化の変容により，考

えつつ仕事をする人間という彫塑による擬人化が生まれるのである。」16）

つまり土星への畏怖に完全に囚われるわけでもなく，またそれを完全に否

定するわけでもなく，そうした畏怖を精神的-人間的に変形させるわけであ

る。

また興味深いことにヴァールブルクは，こうしたデューラーの捉え方と

同じものを，まさにメランヒトンの言葉の中に見つけている。メランヒト

ンは述べている。「前述したようにメランコリーの型にはじつに多くのもの

がある。まず第一に，スキピオやアウグストゥス，ポンポニウス・アッテ

ィクス，またデューラーなどの英雄的メランコリーは，もっとも崇高なも

のであり，あらゆる種類の徳において卓越している。というのはそれはよ

く調和のとれた混合によって支配され，惑星の好位置から生じるからであ

る。」17）そしてこうした崇高なメランコリーの原因をメランヒトンは，天

秤宮における土星と木星の邂逅にあるとする。「メランコリーは天秤宮にあ

る土星と木星の合によって和らげられるならば，はるかに気高いものとな

る。アウグストゥスのメランコリーの場合は，こうした条件に合致してい

たように思われる。」18）そしてヴァールブルクは以上の考察を次のような

言葉にまとめている。「我々はいまやルネサンスと言われる復活過程の本質

がいかなるものであるかを知ることになる。古典古代がヘレニズム的-アラ

ブ的な古代に対し再び目覚め始めるのである。」19）
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６．アテナイとアレクサンドリア

以上，異教的-古代的な予言というものと，ルター，メランヒトン，カー

リオン，リヒテンベルガー，デューラーがどのように対決したかを見てき

たが，ヴァールブルクはこれを次のようにまとめている。「古代が及ぼした

影響の歴史は，それを古代の神々の像が伝承され，喪失され，そして再発

見されるその変遷のさまから見る場合，擬人的思考様式がどのような歴史

的意味変化を遂げたかを知るうえではかりしることのできない価値をもつ。

初期ルネサンスという転換期にあって宇宙論的-異教的な因果性の考え方

は，古典古代的な神々の像として擬人化され，その神々の像が人間らしさ

をどの程度もつかに応じてその因果性との対峙の仕方も変化することにな

った。つまり宗教的な魔神崇拝から芸術的精神化的な変形までの幅を示し

ているのである。」20）そしてリヒテンベルガー，デューラー，そしてルタ

ーが，異教的-宇宙論的宿命論に対し戦うドイツ人の立場をそれぞれに代表

するとする。まずリヒテンベルガーにあっては，変質した醜い二人の星の

魔神たちが人間の運命の支配権をめぐって戦う。しかし彼らの目標物，つ

まり人間自身は欠けている。それに対しデューラーにあっては，それらの

魔神は再生という観念によって変形されるが，しかしそのヘレニズム的-ア

ラブ的遍歴過程に由来する運命による束縛という印は受け取っている。宇

宙における葛藤は，人間の内面における葛藤へと移し置かれる。醜くゆが

んだ魔神たちは消え去り，不吉な土星の陰鬱さは，人間的に精神化され，

人間の考え深さへと変じる。自己に深く沈潜する，翼をもったメランコリ

ーは，左手で頭を支え，右手にコンパスをもち，技術用具や数学用具に取

り囲まれて座っている。

「したがってデューラーにあって土星の魔神は，惑星に照らされる被造

物の自立した思考活動によって無害なものへと変ぜられる。この惑星の子

は，自らの思いに深く沈潜することにより，『もっとも卑しい性格』になろ

うと脅かす魔神的なこの惑星の呪いから逃れようと試みる。メランコリー

が手にしているのは天才を表すコンパスであって，卑しいシャベルではな
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い。魔術によって呼び出された木星は，土星に対するその温和で，宥和的

な作用により人間に手助けをする。この木星の反射光による人間の救済は，

この銅版画においていわばすでに成就されている。リヒテンベルガーの場

合目の前に繰り広げられていた魔神たちの決闘場面はここではすでに消え

去り，善良で，大勝利を博したこの星の守護神の好意への感謝に満ちた奉

納物のごとく魔法陣が壁に掛かっているのである。」21）

これに対しルターは，敵意に満ちた誕生時星位占いに対して反対したよ

うに，このような神話的な運命論の拒絶においてもまた解放者の側に立ち，

星々の魔神的な超人間性を認めよという要求に対しては，これを罪深い異

教的な偶像崇拝として退けるのである。

このようにヴァールブルクは，リヒテンベルガー，デューラー，ルター

の立場を比較したのち，ルターとデューラーは，大合の神話論理に対する

戦いにおいてある点までは一致しているとする。彼らはすでに近代人の知

的，宗教的な内的解放をめぐる闘争のただなかにいるのである。とはいえ

それはまだ始まったばかりなのである。というのもルターが依然として天

地の怪物（さらにまた古代のラミエも）を恐れたように，「メランコリア」

もまた自分がまだ完全には古代の魔神への畏怖から解放されているわけで

はないことを知っている。その頭を飾るのは月桂冠ではなく，テウクリオ

ン，つまりメランコリーに対し使われる古典的な薬用植物であり，またそ

れはフィツィーノの言う意味において魔法陣によって邪悪な土星の影響か

ら身を守るのである。

かくしてこの論考の結語は以下のように言われる。「魔神的な古代の復活

はその際，すでに見られたように，感情移入的な図像記憶の一種の両極的

な働きによって成し遂げられる。我々はファウストの時代にいるのである。

そこでは近代的な科学者が──魔術的な実践と宇宙論的な数学との狭間で

──思慮という思考空間を自己と対象との間に獲得しようと試みようとし

ていたのであった。アテナイ 22）はまさに繰り返しあらたにアレクサンドリ

アから奪い返される必要があるのである。」

ここで言われている「魔神的な古代の復活は，感情移入的な図像記憶の
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一種の両極的な働きによって成し遂げられる」という文は，前節の最後に

みた「古典古代がヘレニズム的-アラブ的な古代に対し再び目覚め始める」

という文の言い換えといってよいだろう。またこれは小論の１．概観に挙

げておいた「古代の”オリュンポス的”側面は実際まず古来の”魔神的な”

側面から奪い取られねばならなかった」という一文とほぼ同じことを指す

とみてよいだろう。結語の最後に置かれた「アテナイはまさに繰り返しあ

らたにアレクサンドリアから奪い返される必要があるのである」というい

ささか謎めいた一句は，以上の文を総括的，象徴的に表現し直したと言っ

てよいと思われる。この小論ではこの句の意味をこれ以上解釈することは

できないが，ただこれが進化説的な観点から，つまり低次である魔術的な

もの，非合理的なものが高次である合理的なもの，理性的なものによって

克服され，人類の進歩が達成されるといった考えから言われているわけで

はないことはたしかであろう。おそらくヴァールブルクの言う両極性とい

う概念がその際重要になると思われるが，これは次の課題にしたいと思う。
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