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ペルジーノ 
「聖母被昇天」 
1506年頃 



ペルー-ジャ （ウンブリア州） 



中世城壁都市 ペルージャ 



中世の広場 

 

 両替商組合
館 

 



中央広場と噴水 



中世都市のコムーネ 

都市自治政治組織 (コムーネ) 

  特権団体を通じた市民 

   （商人・都市所有者）による政治参加 

 

大組合： 

両替商、外国羊毛商、近郊羊毛、公証人 

 

 



両替商組合館 （ペルージャ） 



マセイス 

「両替商とその
妻」 

1514年 



レイマルス
ウォール 

「両替商と
その妻」 

1539年 



レイマルスウォール 「両替商とその妻」 16世紀前半 

 



金貨：ダカート（ヴェネツィア） 1400-1413年 

S(anctus) M(arcus) 
VANET[iae] 

 

SIT T[ibi] XPE (Christe) 
DAT[us] Q[uem] T[u] REGIS 
ISTE DVCAT[us] 



銀貨：バリーレ（フィレンツェ） 1506年  
 

 

 

 

 

 

 

 

+*FLOR-ENTIA S* IOAN-NES*B*,  



金貨:フロリン（フィレンツェ） (1332-1348年)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+*FLOR-ENTIA S* IOHA-NNES*B*  

ストルッツィ家の紋
章 

フィレンツェの紋章 



1252年 



 



銀貨：テストーネ（ミラノ）1470年 
 

 

GALEAZ·M·SF·VICECOS· 
DVX·MIL·QIT 

. Galeazzo Maria Sforza. 1468-1476 

PP. ANGLE·03· ·CO·AC·IANVE 



 竜の口から裸体の
人間が出ている 

蛇の口から裸体の
人間が出ている 

ヘルメット 

バケツと火 

盾 

カブト飾
り 



 



うねうねうねる蛇の、その顎（あご）
から出ている子供は 

 あなた様の家の高貴なる先祖。 

このような象徴物をペッラの王アレ
クサンドロスは持ち、 

 その象徴によって自分の出生を
世に喧伝したのを、私達は知っ
ています。 

アレクサンドロスの父親は神ゼウス
であり、神は蛇の姿をしてアレク
サンドロスの母親を誘惑し、 

 自分は神聖な種から生まれた子
なのだと、アレクサンドロスは教
えています。 

子供が蛇の口から出ています。こ
れは、蛇にはこうして子を生むも
のがあるといわれているからで
しょうか。 

 それとも、女神アテーナーがゼウ
スの頭からこのようにして生ま
れたからでしょうか。 

 



 

マセイス 「両替商とその妻」(部分) 1514年 



両替商 

• 造幣所の金銀銅貨を一般に流通させる。 

• 金塊の売買を担当 

• 通貨間・都市間の決済機能 

“cambium”（書き換え証） 

• 通貨の交換 

• 資金預かりと資金貸し付け 

 

 

 



資産の活用 

「金があるなら、ぐずぐずと家に寝かしておくな。利益な
くしまっておくよりも、無駄であっても働かせた方が
よい」 （パオロ・ケルタルド 1320年頃  – 1370年頃)  

 

「幸いなるかな、金と銀の名によって来たる者」 
（『黄金福音書』15世紀 ） 



両替商店 

16世紀 



アリーナ礼拝堂（パドゥア近郊）  
両替商スコルヴェーニョの寄進 



アリーナ礼拝堂 

内部 



ジオット 

「両替商の追
放」（キリ
ストの生
涯 1304-
1306年 



両替商組合館 （ペルージャ） 



両替商組合館 



両替商組合館集会室 



ペルジーノ「古代の著名人」（１）1497-1500年 
 



• ペルジーノ「古代の著名人」（2）1497-1500年 



ペルジーノ「古代の著名人」（１）1497-1500年 
 

徳の擬人像 

徳との対話 

歴史人物像 



敬愛の念を向けられる黄門 

(1)悪の原因 私欲：金 

(2)善の装い 呉服商：美に関わる。 

    金に関わらない 

(3)暴力と権威  節度がある 

(4)人格  完成している 

 



両替商 

(1)社会的疑念  私欲 

(2)善の「装い」  教会活動 

 (3)暴力と権威   集団による行使 

(4)人格   向上 

 



ペルジーノ「古代の著名人」（１）1497-1500年 
 



中空に浮く女性はど
んな美徳を顕す
か？ 

(1)手に何を持ってい
るか 

 

(2)銘板に何が書かれ
ているか。 



中空に浮く女性はど
んな美徳を顕す
か？ 

(1)手に何を持ってい
るか 

凸面鏡が四面付いた
錫杖。 

蛇がからんでいる。 

 

(2)銘板に何が書かれ
ているか。 



深慮 

• 鏡に映る自分の姿を見ている女性 

• 蛇を持物としている。 

 

• 善と悪を仕分けて、選択する能力 

• 「乙女たちは鏡を見て綺麗さの度合いを測ろ
うとするが、聖書は永遠の花婿とをどうやって
喜ばせるかを教える鏡である」（『乙女の鏡』） 

 



ジオット 

「深慮」（七美徳） 

1306年 



 

ジョヴァンニ・ベッリーニ 

「深慮」（「虚栄」） 

1490年頃 



蛇＝知恵 

「ですから、蛇のようにさとく、鳩のよ
うにすなおでありなさい。」(「マタ
イの福音書」 １０：１６)  
  

ハンス・バルドゥング 

「深慮」1529年 



QUID GENERI HVMANO PRAE- 
STAS DEA DIC AGE[.] PRAESTO  
NE FACIAS QVAE MOX  
FACTA DOLERE QUEAS  
SCRUTARI VERVM DOCEO  
CAUSASQVE LATENTES  
ET PER ME POTERIT  
NIL NISI RITE GERI. 

さあ女神よ、お話ください、女神はどのよ
うなことを人間にお与えくださったのか。 

私が授けたのは、お前が行うことは、
行ったこととして、すぐにお前を悲しま
せることはないことだ。また真理は隠
されており、原因も隠れており、適切
にやらないなら、何事も私の力では成
就しないことを、私は教えている。 

深慮 



 



＜深慮＞の体現者 

• ファビウス・マキムス：ローマの将軍（紀元前275- 203年） 

– 「遅延者」。持久戦でハンニバルに勝つ 

 

• ソクラテス：ギリシアの哲学者(紀元前469年頃 -399年) 

– 「真理の探究者」（キケロー『義務について』） 

 

• ヌッマ・ポンピリウス :ローマの第二代の王(紀元前

750年 - 紀元前673年) 

– 鳥占いにより王となり、エゲリアの泉で神託を受ける。 



正義 

持物 

剣 と 天秤 





剣：深奥 

• 剣：表面ではなく奥まで切り込んで善悪を見
分ける。 

• 「神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな
両刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄と
を切り離すほどに刺し通して、心の思いや考
えを見分けることができるからです。(13)更に、
神の御前では隠れた被造物は一つもなく、す
べてのものが神の目には裸であり、さらけ出
されているのです。」（「ヘブル書」 4: 12-13）  



天秤 

• 剣が切り分けた善と悪を量る。 



もし神々しきいみじき方々
が、全員をこの三人の
ようにしてくれるなら、 

悪のはびこるこの地上か
ら、不正は一掃される
だろう。 

私に育てられ、人々は文
武に励んでいるが、 

もしも私なかりせば、どの
ような偉大なものもや
がて滅んでしまう。 

 

SI TRIBVS HIS CVNCTOS SIMILES PIA NVMINA 
GIGNANT 

 NIL TOTO SCELERIS NIL SIT IN ORBE MALI 

 ME CVLTA AVGENTVR POPVLI BELLOQVE 
TOGAQVE 

 ET SINE ME FVERANT QVAE MODO MAGNA 
RVVNT. 





＜正義＞の権化 

• ミュティレーネ（レスボス島）のピッタクス：(紀元前640
年頃-568年) 
– ギリシア七賢人：立法官。ミュティレーネを支配するとの嫌
疑をかけられると、すみやかに辞職。 

 

• フリウス・カミルス：「ローマの第二建国者」(紀元前446 – 
365 年) 

– 子供を人質とする提案を退けた（ファレリイの攻略）。 
 

• トラヤーヌス：ローマ五賢帝の一人 (53年 - 117年) 

– 裁判官としての活躍。息子殺害の老婆の訴えを受けて、
殺害した兵士を処刑 



• ペルジーノ「古代の著名人」（2）1497-1500年 



徳の持物 

盾： 

試練にあってもくじけ
ず、善業をなす。 

棍棒： 

障害を叩きつぶす。 

責任・課題をまっとう
する。 



<剛毅> 
 

欠ければ 臆病 

過ぎれば 無鉄砲 



ボッティチェッリ 

「剛毅」 

1470年 



<剛毅> 



CEDERE CVNTA MEIS 
PULSA ET DISIECTA 
LACERTIS MAGNA 
SATIS FVERINT TRES 
DOCVMENTA VIRI 
NIL EGO PRO PATRIA 
TIMEO CHARISQVE 
PROPINQVIS 
QVAEQVE ALIOS 
TERRET MORS MIHI 
GRATA VENIT.  

三英傑は、武器を
使えばどんな敵も
退くことをしっかり
と示した。国や同
胞のためなら私に
憂うることはない。
恐怖の王である死
も、私には友人。 



 



• ルキウス・シッキウス・デンタトゥス：ローマの将軍(紀元
前514 ? -450 ?年) 

– 戦闘参加数120回、体の傷45箇所。平民の怒りにも貴族
の権力にも屈しなかった。＜草冠＞ 

 

• レオニダース：スパルタの将軍(紀元前480年死去)[ 

– 「旅人よ、行きて伝えよ、ラケダイモンの人々に。我等か
のことばに従いてここに伏すと」 紀元前480 年 

– テルモピュライの戦い（数万のペルシア軍に徹底抗戦） 

 

• ホラティウス・コルケース：ローマの将軍（紀元前6世紀後） 

– スブリキウス橋で防戦。タルクィナス率いるエトルリア人
からローマを守る。 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leonidas_I


徳の持物 

二本の水差し： 

節制 

 

多ければ過渡 

少なければ怠慢 

 



 



DIC DEA QVAE TIBI 
VIS MORES REGO 
PECTORIS AESTVS 
TEMPERO ET HIS 
ALIOS CVM VOLO 
REDDO PARESME 
SEQVERE ET QVA TE 
SVPERES RATIONE 
DOCEBOQVID TV 
QVOD VALEAS 
VINCERE MAIVS 
ERIT. 

女神よ、あなたの力は
どのように発揮される
のか、お教え下さい。
「私は心を導き、激情を
治める。私の統治に従
い、激情の嵐を抑えよ。
自己を統括することで
もっと偉大な自分を発
見するだろう。 



 



• スキピオ・アフリカーヌス ：ローマの将軍(紀元前

235-183年) 

–ポエニ戦争でスペインを奪還。婚約者を捕虜とし
て受け取らない。 

• ペリクレース ：ギリシアの政治家・軍人（紀元前

495? – 429 年） 

–贈収の政治家キモンを追放。アテネの政情を安
定させる。 

• キンキナートゥス：ローマの独裁官(紀元前520 – 430 

年)  

–外敵を倒すと独裁官の地位をわずか16日で捨て、
農耕生活に戻る。 

 



四枢徳 

• 「この国家は、＜知恵＞があり、 ＜勇気＞が
あり、 ＜節制＞を保ち、 ＜正義＞を備えてい
ることになる 」（プラトン『国家』427E） 

 

 



対抗徳 

三対神徳(信仰,聖愛,希望)と 

四枢要徳(賢明,剛毅,節制,正義) 
 

• 信仰  偶像崇拝 
• 聖愛  嫉妬 
• 希望  絶望 
• 賢明  愚行 
• 正義  不正 
• 剛毅  臆病 
• 節制  放縦 



 



 



 



 



 



 



 



 



古典範例を求める目的 

• 「良く生きる」 
–活動的生の中で市民にふさわしい振る舞い 

–×物質的・肉体的に恵まれる 

 

• 時代にまたがる共鳴的共生 

– 「模倣が本物になれば、模倣する者が元の者を
模倣しているのかどうか判断が付かなくなる。…
両者は一つになるからだ。コーラスにはたくさん
の声があるが、その多から一の声が生じている」
（セネカ『道徳書簡』84番[8-9]） 



ミーメーシス（模倣） 

• 元：利他的行為をする他者 

 

 

感染     歴史的共鳴 

 

• 複写：利他的行為へ   共同体への貢献 

          個性の修養 



自我理想 

1.自己中心的な欲望を否定 

2.一定の規範に基づいた価
値基準にかなうような自分 

 

両替商のイメージを自己形成 



 



天秤             鏡            
レイマルスウォール「両替
商とその妻」にはない。 



水差し 

レイマルス
ウォール
「両替商と
その妻」に
はない。 



金融業 メディチ家 



 



 



• 聖・新マリアドミニコ会 

 



 



• アンドレイア・ダ・フィレンツェ 
1365年頃 



optavi et datus est mihi sensus et 
invocavi et venit in me spiritus 
sapientiae et praeposui illam 
regnis et sedibus 

「 (7)わたしは祈った。すると悟りが
与えられ、 

願うと、知恵の霊が訪れた。 
(8)わたしは知恵を王笏や王座より
も尊ぶ。 

[知恵に比べれば、富も無に等しい
と思った。]」 

「知恵の書」7:7 



アクウィナス 

七天使（三対神徳と四枢要徳） 



 



 



七学芸 

自由人の諸技芸  職人・奴隷の技芸 

「三学」trivium：文法・修辞学・論理学 

「四科」quadrivium：音楽・天文・幾何・算術 

ドナトゥス、キケロー、アリストテレス? 

タバル・カイン、ゾロアスター? 、ユークリッド、ピ
タゴラス 

 

 



七神学 

• 道徳学：市民法、教会法 
• 自然哲学 
• 神学：瞑想、道徳、神秘、教義 
• ユスティニアーヌス、インノケンティウス3世、ボエ
ティウス? 、ヒエロニュモス、ダマスカスのヨハネ、
聖バシリウス、聖アウグスティヌス 



 



両替商組合館 （ペルージャ） 

市場の拡大と貨幣経済の浸透 



貨幣執
着度へ
の高まり 

マセイス 

「両替商とその
妻」 

1514年 



両替商イメージを自己形成 

• 元：利他的行為をする他者 

 

 

感染     歴史的共鳴 

 

• 複写：利他的行為へ   共同体への貢献 

          個性の修養 



 



貨幣経済の浸透 

 



ペルジーノ画の前提 

• 歴史は繰り返す 
• 「原則として、歴史は繰り返すように思えるし、過去の
経験は理性にとっては貴重な支えである。」（クインティ
リアーヌスティリア―ヌス 35年頃-100年頃） 

• 人間は範例を通じて精神修養・人格形成がで
きる。 

• 英雄（不可能を可能に） 

• 聖者（ 地上の憂慮を超越） 

• 天才（不滅の業績の生み出し） 

• 貴族（豊かな資産） 



貨幣と聖性 

 



ポエニ戦争 

 



水戸黄門 

• (1)地域・社会を悪大名・代官が取り仕切る。 

• (2)不当な苦しみを背負う人々の泣き寝入り 

• (3) 黄門の出現 

–実情を調べ 

–苦しみの聴取 

• (4)悪大名・代官への成敗 

 



日本古典の範例：桃太郎 
 

おじいさんとおばあさん：質素と労働 

三匹の動物：仁、智、勇 

鬼退治：宝物（名誉・財産）の入手 



範例による隠蔽 

• 自我理想に一致することで、自己の行為の悪
を無意識に隠す。 

 



両替商に対する警告 

• 応答歌：銘板と同じ 

 

 

「(1)主よ、どのような人が、あなたの幕屋に宿り 

聖なる山に住むことができるのでしょうか。…… 

(2)それは、完全な道を歩き、正しいことを行う人。 

(5)金を貸しても利息を取らず 

賄賂を受けて無実の人を陥れたりしない人。」（「詩
篇」15:1-2, 5） 

 



理想自己から理想自我と自我理想へ 

• 理想自己 

–母親や兄姉を身近な模範とした自分 

• 理想自我 

–直接的な自己愛が満たされる自分 

• 自我理想 

–自己中心的な欲望を否定 

–一定の規範に基づいた価値基準にかなうような
自分 



理想自我 

• ｢こうなりたいと 思う｣ようなイメージ           

 

 

 

 



自我理想 

• 「その場から見ると自らが好ましく見え、他者
の愛を受けるのに相応しく見えるような場所」 



範例は古典 

• 英雄を模倣する→聖書の人物ではない 

• 生の二元化：活動的生と瞑想的生 

–キリスト信徒としての瞑想的生： 

• 聖人の範例多数 

• 世俗生活の移ろいやすさ 

–市民としての活動的生： 

• 範囲：公共の共同体（政治参加から日常生活） 

• 範例：古典に求める 

• 「昼に夜に古典にあたれ」（レオナルド・ブルーニ） 

 



カルタヘーナの長老たちが、その娘を、許婚がいたのだが、スキピオに贈たいと申し出た。二
十六歳の勝利者スキピオは、微笑しながら答えた。「個人としてならばこれほど嬉しい贈
物もないが、戦争続行中の司令官となると、これほど困る贈物もない」。そう言った後で、
娘を許婚のもとに帰してやった。これには皆々、またも感激した。六十歳が言ったのなら
ともかく、二十代の若者の言葉であったから効果も大きかったのだ。  

– 塩野七生『ローマ物語』 



聖トマスの神聖化 

• 『異教徒反論大全』 

• アリウス、アウェロニウス、サベリウス 

• 七つの美徳が頭上に舞う 

• 聖霊の助けによって真の知に至る 



アリストテレスの「ミーメーシス論」 

1. 詩[文学]は、あることをミーメーシスする技術 

2. ミーメーシスすることは人間に先天的な能力 

3. 人間は詩により種々の感情にさらされる。 

4. 詩はミーメーシスとして、ミーメーシスにより
感情の刺激を通じて、人間に快感を与える。 

5. 詩による感情の刺激は、聴き手の全人格に
影響を与え、現実生活における情緒的行動
にも影響を及ぼす。 



現代の徳 

• 几帳面［秩序愛 Ordnungsliebe］・潔癖・倹
約・時間厳守[Puenktlichkeit]・勤勉ことであり、

これを担う市民とは、「自分自身の努力で、ま
た節約せずにはおれない限られた資力に
よって、秩序ある経済生活を築き上げようと
する人間のことである」。これらの徳は、 



• 四枢要徳（賢明、正義、剛毅、節制） 

• アリストテレスの権威を重んじた中世におい
て、四枢要徳の図像は数多くみられる。なお、
クロード・ミノールによれば、四つの徳のうち
＜知恵＞は知性にかかわり、他の三つは実
践にかかわっているので、図絵中の 



古典範例のから問題解決 

• 古典の事例を学び 

• 直面する問題への解決 



• 徳はもともと個々の行為の性質であるのはな
くて、一連の行為のなかで一定の同一特質と
して貫徹している何ものかなのである。ギリシ
ア語はこれに対してヘクシス（hexis 構え） 



プラトンの徳 

•   

 



セネカ『徳』について 

 



＜正義＞ 

• 裁判官の法服は，大審院の時代から黒色とされ 
• ている。これは，黒が他の色に染まらず，公正さ 
• を象徴するためだといわれている。民事，刑事裁 
• 判などでは着用が義務づけられているが，少額裁 
• 判では，威圧感を与えないよう，スーツで審理が 
• 行われる。 
•  最高裁判所大ホールには，圓鰐勝三（えんつば 
• かつぞう）作のブロンズ像「正義」がある。これ 
• は，ギリシャ神話の法の女神テミスに由来すると 
• いわれ，右手に正邪を断ずる剣を，左手に公平を 
• 表す秤をもち，法服と同様に裁判の公正さを象徴 
• している。 
• Q&A 
• 集 
• 地 
• 理 
• ・ 
• 世 
• 界 
• 史 
• 帝国書院 2010年 



 



• 中央大学多
摩キャンパ
ス内にある
テミスの像 



 



 



言葉による闘争 

 



言葉による闘争 

• 言葉 

– ソクラテス 

–ペリクレス 

–スキピオ・アフリカーヌス 

 

• 行動 

– トラヤヌス 

 



 



マジックナンバー：３ 
• ルネッサンス期芸術家 

レオナルド(1452 –1519) 

 ミケランジェロ（1475 –1564） 

ラファエッロ（1483 –1520） 

 


