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問題 
(1)アモルとプ

シューケーは
どこにいるか。 

(2)ウェヌス女神

はどこにいる
か。 

(3)雲の上でラッ

パを吹いて
いるのは誰
か。 

(4)中央で皿を

もっている女
性は誰か。 
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頃 



(1)アモルとプ

シューケー
はどこにいる
か。 

 中央の食卓 



(2)ウェヌス
女神はど
こにいる
か。： 

鍛冶の神
ウェルカ
ヌスは、
軍神マル
スに抱か
れ、マル
スをじっと
見つめる
ウェヌス
女神を押
しとどめ
ている。 



(3)雲の上で
ラッパを吹
いているの
は誰か。： 

  名声 
(4)中央で皿
をもってい
る女性は
誰か。： 

 青春の神
ヘベー 

 



ホルツィウス「アモルとプシューケーの結婚」 
[ブルーマールトの原画] 



ホルツィウス「アモルとプ
シューケーの結婚」 

（1)アモルとプシュー
ケーはどこにいるか。 
 



ホルツィウス「アモ
ルとプシュー
ケーの結婚」 

(2)ウェヌス女神はどこ
にいるか。 



ホルツィウス「アモルと
プシューケーの結婚」 

(3)雲の上でラッパ

を吹いているのは
誰か。 
  名声 
 



(4)中央で皿をもっている女
性は誰か。： 

 青春の神ヘベー 
 



アープレーイウス 

アフリカ生まれの作家・哲学者・
神官（125年頃ー？） 

 『変身物語』（『黄金のロバ』） 
ローマ長編小説の傑作 
変身 

• ルーキウスが、魔術の本場テッサリア
でロバに変えられる。 

冒険と多数のエピソード 
• 盗賊の手下として利用される。 

宗教 
• イーシス信仰 

 

イーシス女神 



アモルとプシューケーの物語 

 『変身物語』4-6巻 
アモル（愛）とプシューケー（魂）との 
   出会い・別れ・再会・結婚 
 

アントニオ・カノヴァ 
(1757 – 1822) 

「アモルのキスで蘇るプ
シューケー」 



アモルとプシューケーの物語 

多くの芸術作品の主題 

 

テ宮殿（マントヴァのゴンザーガ家） 



 

ジュリオ・ロマーノ「プシューケーの間」1525年 



ジュリオ・ロマーノ「プシュー
ケーの間」1525年 



人間女性プシューケーと女神 

1. 王の三人娘の末子 

2. 第二のウェヌス女神
とあがめられる 



人間女性プシューケーと女神 

1.女神から嫉妬を受けるﾌﾟｼｭ
ケー 

2. 策略(1)：アモルを使う 

3. 女神による栄誉奪還の策
略 
アモルの性格：「あの翼の生えた、随
分と無考えな子供、いつも質が悪く
て公けのおきて定めも蔑ろにし、火
焔だの矢だのに身を固めては、他
人の家屋敷を夜よなか駈ずり廻り、
ひとの夫婦仲を滅茶滅茶にしたりし
て、罪も受けずに酷い悪行を働き、
よい事はこれっぱかりもしないとい
う子供です。この生れついた気儘気
随で始末にもおえない子」（『黄金のロ
バ』呉茂一訳） 



女神による仕置き 

1.  策略(2)：卑しい人間と
の結婚 
「このこと、何をおいてもこれだ
けは忘れずにやって貰いた
いのは、あの小娘が世界で
一番卑しい人間と、この上も
なくはげしい恋におちいるよ
うにね、で、その男というの
は地位も財産も一身の安全
さえも運の神様に見放され
て、世界中を探してもこれほ
どにみじめな者はあるまい
というくらいな（ひどい）人に
しておくれ。」 

2.   アモルが誤って矢を指す 



プシュケーの苦境 

1. 嫁として懇願されない→両親が不審がり、アポロー
ン神にうかがう 

2. 託宣 
「高い山の頂きに、王よ、その少女を置け、死に行く嫁入りの、

粧いに飾らせて。また婿として人間の胤から出た者をでな
く、荒く猛しくマムシのように悪い男を待ち設けるがいい。」 



人身御供を受け入れるプシュケー 

忍耐 
• 「でも今こそ私もはっきりと
解って参りました、自分が
ウェヌスなどと呼ばれた
ばっかりに、この身を滅ぼ
すことになりましたのが。
ではさあ、私を連れて行っ
て、あの神籤にあった巌の
上に据えてくださいませ。
早速にも私はその仕合せ
な御婚礼の式を済ませて、
私の立派な良人にも会い
とうございますから。何もそ
れを引っぱっておくことも、
やって来る者を拒むことも
ございませんもの、その全
世界を滅ぼすために生れ
たというひとを。」 



西風と無事 

プシューケーは人身御供の山頂から身を投げるが、西
風に運ばれる。無事に着地し、そのまま気絶。 



プシューケーの交わり 

 谷底の宮殿生活 

 侍者たちの声は聞こえても姿は
見えない 

 毎夜、相手がやってきて床を共
にする。 
 

逸楽の生活 
 「とうとうまだ見も知らぬ良人が現れて台に
上り、プシケーを新妻として迎えいたわると、
夜も明けないうちに急いで出かけてしまい
ました。とすぐに声たちが寝間へ来て、花
嫁のお世話をいたし、少女気のさまざまに
乱れたこころを慰めるのでした。こういう風
にして長いこと暮らしてあいだに、いつしか
だんだんと自然に馴れて、初めには奇妙と
思われたことも始終なれっこになると楽し
みに感ぜられてくる」 

 



夫から警告 

アモル警告：姉たちとの出会いはあってはならな
い 
出会いは、破滅と嘆きをもたらす 

プシュケー反応：人間と話をすることができない
悲しさ 

アモル再警告とプシュケーへの服従 

 

逸楽生活から変化の予兆 

  変化の引き金：男性が女性の懇願を受容 



ロマーノ「アダムとエヴァの誘
惑」年代未詳 

ブルーマールト「アダムとエヴァの
誘惑」年代未詳 
 



姉たちとの再会 

姉たちがプシューケーの生活に嫉妬 



夫による再警告 

姉たちの策略を暴く 
• 「私の貌を探り見るように、お前を説得する気なのだ。だけ
れど、度々お前にも言ってあるとおり、一度お前が見たらも
うそれからは見られなくなるのだからね。 」 

好奇心の抑制 

子供への責務 
• 「今では私たちの子供がいるのだからね。そしてその子は、
お前がこの秘密を黙って守りおおせば、天界のものになろ
うし、もし破ったら人間にされるのだ」 

 

母性の発揮 



嫉妬による策略 

プシューケーの相手が怪物なので、殺害するよ
うに勧める。 



姉たちにそそのかされ、見てしまうプシューケー 

「見るな」の禁止 



「あらゆる獣類のうちでも一
番に優しい、一番に可愛らし
い野獣、とりもなおさず愛の
神その方が、様子の好い神
様のいかにも様子よく寝ん
でおいでのすがたです。」 

ヤコボ・ズッキ「アモルと
プシューケー」1589年 

予言の成就 
警告の破れ 



アモルの告白 
二人の恋 
• 「私はまあお母様のウェヌス

の命令もてんで憶わずに、
お前をみじめなこの上もなく
下らない人間の恋に縛りつ
けて、とても卑しい結娘をさ
せてしまうはずだったのを、
その代りに自分で好きに
なって、お前の処へ飛んでっ
てしまったのだ。」 

アモル：母親への反抗 

プシュケー：神への冒
涜 

– ウェヌス女神の孫を人間が産
むことになる 

– アモル神との約束を裏切る 

人間による神への罪 



プシューケーとアモルの別離 

相手が輝かしいアモルと気づく 

アモルは油でやけどをし、目覚めて、プシュー
ケーの裏切りをしかる。 

アモルは宮殿から飛び去っていく。 

 

罪ゆえの絶望 

 



放浪と自殺未遂をするプシューケー 

クロード・ローラン「アモル城の外にいるプシューケー」1664年 



老賢者による忠告 

牧神パーンに、アモル
神の許しを請うように勧
められる。 

 

女性性への回帰 

 



前半の軌跡 

出来事 こころ 

王の三人娘の末子 死の象徴 

女神からの仕置き 自我の死への構え 

予言 自我による忍耐 

頂きの危機 自我の力を越えた神的な救い 

逸楽の生活 見えない束縛に捕まる自我 

夫の警告 束縛への自我覚醒 

夫の再警告 好奇心の抑制 
母性への覚醒 

予言の成就 神への罪ゆえの絶望 

老賢者による忠告 本来の性genderへの回帰 



反動形成フロイド 

＜三択＞ 
コーディリア：父リア王から勘当。「無です」 

シンデレラ：王子に選ばれる。 

ウェヌス女神：パリスに選ばれる。 

鉛の箱：バッサーニオーが選ぶ 

↓ 

三番目のもの（無・鉛・秘匿）：死の象徴 

↓ 

反動形成：外面では愛の選択、しかし事実としては 

       死の必然 

 



プシュケーこころ：前半の軌跡 

出来事 こころ 

王の三人娘の末子 死の象徴 

女神からの仕置き 自我の死への構え←覚悟が不十分 

予言 自我による忍耐←言葉では不十分 

頂きの危機 自我の力を越えた神的な救い 

逸楽の生活 見えない束縛に捕まる自我 

夫の警告 束縛への自我覚醒 

夫の再警告 好奇心の抑制 
母性への覚醒 

予言の成就 神への罪ゆえの絶望 

老賢者による忠告 本来の性genderへの回帰←転換方向 

自
我
の
死
の
必
然 



ウェヌス女神の仕打ち 

ユーノー女神と
ケーレース女
神が、仕打ち
の厳しさを注
意する 

意識的な 

女性性回帰 

への危機 

 



プシューケーの放浪と女神への懇願
（１） 

ケレース女神に助
けを求めるプ
シュケー 

 

 

張本人の代理を
通じた取りなし
は不可 



プシューケーの放浪と女神への懇願
（２） 

ユーノー女神に取りなしを頼むが、拒絶。 



ウェヌス女神の
苛立ち 

メリクリウス
神に、プ
シューケー
の「お尋ね
状」を流布
させる 

意識的な 

女性性回帰 

への妨害 

 



女神へ自首するプシューケー 

＜しきたり＞に捕まり、＜心配＞と＜悲しみ＞にむち打たれるプシューケー 



ノイマン：意識・自我の起源と発達 

http://www2.cnr.edu/home/bmc
manus/femarchstructure.
html 



難行１：豆の選別 

ウロボロス状態から選別（男性性）による脱出 
蟻は大地の力の象徴 



難行２：黄金羊毛の奪取 

負の父性（太陽と牡牛）を奪い去る。父性を馴致・取り込む 
葦は、火に対する水の力の象徴 



難行３ ：河の水汲み 

水（生命のエネルギーという男性的力）を安全に自らの内に汲み込む。 
鷲は、受容（女性性）と知識（男性性）との両面的象徴 



難行４：冥界の女王から美を受け取る 

冥界への旅は、近接性を意識的に一時的に避ける。 
塔は人間文化（男性性）の象徴 

●冥界の旅： 
目的達成という 
強い男性的自我 
 
● ＜憐れみ＞ と

いう近接性と冥界
という女王： 
女性的な呑みこみ 
 
 

女性的本能にの
み従わない 
 



難行達成と過失 

男性性を取り込んだ自我の確立。 
自らの自我を過度に愛し、他者を愛さない→死 
 

壺の中の美 
↓ 
永遠の美： 

美しいままであ
る。 
 
 
停滞→死の象徴 



過失＝成功 

男性性を取り込んだ自我の確立。 
自我は他者を満足させるためにある。 
 
 

男性英雄： 

殺害することに
よる勝利 
 
 
女性英雄： 

受容することに
よる勝利 
↓ 

今まで以上に
美しくなる 



過失＝成功 

自我は他者を満足させるためにある。 

 

 

●過失が引き起
こす幸福 
 

アモル神が英雄
としての役割→
男性性 
 



プシュー
ケー神格化 

●過失が引き
起こす幸福 

↓ 

ウェヌス女神か
らの受け入れ
られる自己 

 



オリュンプスでの結婚式 

 



オリュン
プスでの
結婚式 

神々による祝宴の準備 

采配を振るうウェヌス女神 



プシュケーこころ：後半の軌跡 
出来事 こころ 

豆の選別 ウロボロス状態から選別（男性性）による脱出 
 

  蟻の援助 大地の力 

黄金羊毛の獲得 負の父性（太陽と牡牛）を奪い去る。父性を馴致・
取り込む 

  葦の助言 火に対する水の力 

生命の河水の汲み取り 水（生命のエネルギーという男性的力）を安全に
自らの内に汲み込む。 

  鷲の援助 受容（女性性）と知識（男性性）との両面的象徴 

冥界女王の美の持ち帰り 冥界への旅は、近接性を意識的に一時的に避ける。 

  塔の助言 塔は人間文化（男性性）の象徴 

箱を開け美の獲得 男性性を取り込んだ自我の確立。 
自らの自我を過度に愛し、他者を愛さない→死 

アモルによる救助 自我は他者を満足させるためにある。 
 

プシューケー神格化 ウェヌス女神に受容される自己の誕生 
 

女
性
的
自 
我
の
確
立 



人間女性プシューケーの個体化過程 

1. 人身御供→＜死＞としての結婚 

2. 神に愛される→偶然の支配 

3. 「見るな」の禁止を破る→＜影＞としての姉妹 

4. 放浪と自殺未遂→絶望の中の祈りがかなわな
い 

5. 捕縛→四難行の克服：男性的自立性の獲得 

6. 「見るな」の禁止を破る→＜女性性＞への回帰 

7. アモルによる救い→ ＜女性性＞の逆説的力 

 



女性の個
体化と結
婚 

 ロマーノの不思議 
 アモル・プシューケーのカップルのみ 

 

 16世紀の伝統 
 プシューケーの結婚は他のカップルと共に描かれる。 

 



結婚のテーマ 

ヤコポ・デル・セラーイオ カ「アモ
ルとプシューケー」 (1470年代) 



結婚物語としての伝播 

「こうしたことを書き、アモルとプシューケーの結
婚についての解説を書いていた頃に、…たま
たま妻を娶ることになった。これは星の定め
た運命に違いないと思う。…神々がこの結婚
を私たちのために、多産、幸福、裕福なもの
にし、この結婚から楽しみが生まれますよう
に。…私たちから産まれてくる子孫が、アモル
とプシューケーの子が楽しみであったように、
楽しみをもたらすものでありますように。」フィ
リッポ・ベロアルド『「変身物語」詳解』(1500年) 

 



フィリッポ・ベロアルド
『「変身物語」詳解』
(1500年) 



ラファエッロ「アモルとプシューケーの結婚」1517年 



1. アモルとプシュケー  
2. ユッピテル大神とヘーラ―女神 
3. ネプトゥーヌス海神とアンフィートリーテー女神 
4. プルートー冥界神とプローセルピナ女神 
5. ウルカーヌス神とウェヌス女神 
 
 



母ウェヌス女神
のマルス神との

不倫 

野蛮さに驚く感覚的
な女性と、美人を
崇拝するごろつき 

 
 
16世紀は現代よりも
もっと猥雑であっ
た？ 



ブルーマールト「アモルとプシューケーの結婚」 1595年頃 

ウェヌス女
神とマ
ルス神
との結
びつき 

 

寓話 

と占星術 

＜和合＞ 

和合の誕生 



和合の誕生譚 

「ウルカーヌスは、ウェヌスがこっそりとマルスと寝
ており、自分の腕力では勝てないとわかってい
たので、鋼鉄の鎖を造り、それをベットのまわり
に張って、うまくマルスを捕らえようとした。マル
スが密会にやってくると、マルスはウェヌスととも
に罠にかかり、マルスは抜け出せなくなった。ア
ポッローからこのことを知ったウルカーヌスは、
二人が裸でベットにいるのを見て、神々をよび目
撃させた。このためマルスは、恥をかくのを恐れ、
二度としなくなった。マルスとウェヌスの抱擁から、
和合が産まれた。」偽ヒュギヌス『寓話』 (2世紀頃)  



合conjunctionから和合harmony 

マルス神  ＝闘争＝火星 

ウェヌス女神＝愛 ＝金星 

 



 



対立から和合へ 

ボッティチェッリ「マルス神とウェヌス女神」 
1483年 



ブルーマールト「アモルとプシュー
ケーの結婚」 1595年頃 

アモル神とプシュー
ケー： 

愛と魂→＜楽しみ＞ 

 

ウェヌス女神とマル
ス神 

愛と闘争→＜和合＞ 

楽しみと和合の誕生 



楽しさと和合の夫婦：現代の類型 

ダーウィド・リックァールト 「ピレーモーンとバウキスの家で歓待されるユッピテル神とメリクリウス神」 
」 1639年 

互いへの愛
情深い、忠
実な夫婦 



夫婦の願い 

「 わたしどもは神官となり、あなたがたの神殿を
守りとうございます。そして、ふたりが心をひ
とつにして、ながの年月を過して来たのです
から、ふたり同時に死にとうございます。妻の
葬いを見たくもありませんし、妻の手で埋葬さ
れたくもないのです。」（オウィディウス『変身物語』8巻
618行-724行：引用箇所707-710行 中村善也訳） 



結婚の目的：幸福か救済 

幸福→ピレーモーン・バウキス型 
不快な緊張をさけられる 

• くつろいで愉快な肉体的快適感を得る 

集団に帰属している 
• 自分の集団内で、ある程度の特権を享受 

救済 
個性化（魂の欲求） →アモル・プシューケー型 

生への意味の問い→ウェヌス・マルス型 
• 闘争（苦痛や死）との対決 



個性化への欲動を
人間は持っている 

 

方向：自我を自己が多面的に拡張していく 
神(もしくは神々)に接近すること 
自分自身が存在している世界と接触する 

 

活動：対立物の結合へ向う 
積極的に、困難や、不愉快な仕事と直面し働きつづける 

 
 
 



マニエリスムス 

15世紀 （ルネッサンス） 16世紀（マニエリスムス） 

主題 合理的明快 不合理な結合と謎めいた晦渋さ 
 

プロポーション 調和 不均衡 

空間 統一 分裂 

優美さ 平静な透明 人工的な不自然 

雰囲気 安らぎ 夢幻へ誘う怪しい魅力 

生命力 持続的な高揚 不安感と緊張 

個別主題 不倫・倒錯的性衝動 



不安からこころへ 

人工礼讃→意識化へ 

「画家は自然を模写するのみならず凌駕するよう
努めねばならぬ」（ロドヴィコ・ドルチェ1508‐68年）  
 

マニエリスムの生命感情→意識下へ 

「疑惑、内面の葛藤と不安、死への深い関係」 
   （ハンス・ゼーデルマイヤー『中心の喪失』1948年） 



これ以後のスライドは資料用で、発表
とは直接の関係がありません。 

コピーは不要です。 



現代：病める結婚の継続 

理由 
夫婦が疲れすぎる 

孤独を恐れる 

新しい相手を見つけることができない 

 

円満な理由 
夫婦の一方が完全に自分を犠牲 

自分自身の成長を顧みない 

嘘と偽善と相互欺晴と自己欺臓によってのみ維持され
る病める制度」（クレイグ『結婚の深層』） 



結婚は、一方が他方を癒すとか、 
著しく変化させるとかいうこととは 
関係がない。 
     健康・病的、正常・異常に対して 
死ぬまでお互いに対決することの引き受け 
       対決は、 

可能なかぎり包括的であり、できるかぎり魂のあ
らゆる部分を包含 

     互いの犠牲（自己放棄）を要求する 
   正常で幸福な結婚は目標にならない 
 



個性化への欲動を人間は持っている 
 

 方向：自我を自己が多面的に拡張していく 

神(もしくは神々)に接近すること 

自分自身が存在している世界と接触する 

 

活動：対立物の結合へ向って積極的に、困難や、
不愉快な仕事に立ち向かって働きつづける 

  隣人や地域社会や制度と共にすべての自分
の仲間の救済に向って働く 

 

 

 



我々は自分自身を発見できない 

   元型的役割行動によって自己を表現できる
だけ 

     ＝自己自身を見出す 

 



アモル・プシューケー結婚の特異性 

異類婚の逆パタン 

人間女性の神格化 

通常の結婚 

• 同格：人間同士、神々同士 



宗教儀式に取り巻かれる結婚 

 



個体化と結婚 

個体化過程 

「人生の自然な終点は老いではなく叡智であ
る。」（ユング） 

 

結婚 

救済への道筋  

 ∵個体化を否応なく起こさせる制度 

 



ホルツィウス「アモルとプシューケーの結婚」 
[ブルーマールトの原画] 



ユッピテル大
神とヘーラー
女神の臨席 

アンニバーレ・カラッチ「ユッピテ
ル大神とヘーラー女神」年代
未詳 

奔放な夫と 
力におぼれた妻 

 敵意による結びつき 



 



 



ユッピテル大神とヘーラー女神の結
婚 

アンニバーレ・カラッチ「ユッピテ
ル大神とヘーラー女神」年代
未詳 

●結婚の女神ヘーラ- 
 
深い嫉妬 
夫を懲らしめる 
不倫の相手を罰する 
 
争いの絶えない夫婦 
 



ユッピテル大神と
ヘーラー女神の臨席 

奔放な夫と 
力におぼれた妻 

 敵意による結びつき 

 



アモル・プシューケー結婚のモチーフ 

絶世の美女・末娘と意地悪な姉たち 

好奇心から｢見るな｣の禁止を破る 

過度の信じやすさが災いを招く 

姑による嫁いじめ 

無理難題の解決 

小動物・植物が人間に知恵を貸し助ける 

悪徳のために、体体罰を受ける 

 



 



 



ジュリオ・ロマーノユノーに懇願するプシューケー（部分）「アモルとプシューケー」 



愛はパラドクス 

 愛は支配であると同時に服従でもある。 
   限りないユゴィズムでありながら、全面的な献身でもある。 
   愛は尊敬であるが、相手の拒絶にあったら立ちどまってはいない。 
   愛は恐れであり勇気である。 
   囚われであり解放でもある。 
   病んでいながら健康であり、 
   幸福でありながら苦悩もする。 
   愛は絶えまない問いであると同時に、心ときめく期待でもある。 
 愛はパラドクス 
   世話をしてもらいたいという願望、子供っぽい依存を享受し、 
 他方では独立の生存を享受したいという願望 
   両親から自由になり、 
 また永久に子供でありたいという願望、 
   他の人々への欲望と 
 他人への恐怖及び自分自身の攻撃性への恐怖 
   愛と憎しみ 
   敬度と倣慢 
   苦痛と身体的衰えへの不安、死の恐怖と 
 子供や孫を通じて永久に生きようとする熱望 
   力への欲望と 
 服従への欲望 
     サブトピック 

 


