
ボッティチェリ「ウェヌス誕生」： 
結婚神としてのウェヌス女神 

鈴木繁夫 



問題 
(1)左の男性は

なぜ空を飛
べるのか。 

(2)バラが右端

の人物のあ
る箇所にも
みられるが、
それはどこ
か。 

(4)中央のウェヌ

ス女神が
乗っているの
は何か。 

 

ボッティチェッリ「ウェヌス女神の誕生」 1485年頃 



翼 

どこに付い
ているか？ 



翼 

＜西風＞ 

「＜西風＞には、こめかみ
に翼が生え、繊細な姿で
描かれているので、それ
とわかるだろう。」 

 （フィロストラトゥス『図像』（3世紀頃  

   2人[老・孫]） 1巻24章） 

 

正釈：頭あるいは首の付
け根に付いている。 



春の
訪れ 

 ＜西風＞の到来 

「一年の最初は受胎で、西風が活力を持ちだした時に起こり、通常は
2月8日より6日前である。この風の仲介で、地上で産まれるものは
受精する。…西風は宇宙生成の原理である。…西風は春の開始と
共に真西から吹き、百姓はこの時期を「熱の候」とよんでいるが、
それは＜自然＞が様々な生成の種を渇望し、植えられたものに生
命を授けるからである。」 

   （プリニウス(22/23–79年） 『博物誌』16巻39章93-94節  ） 



産出  
 

 ＜西風＞の到来→春の訪れ 

「一年の最初は受胎で、西風が活力を持ちだした時に起こり、通常は
2月8日より6日前である。この風の仲介で、地上で産まれるものは
受精する。…西風は宇宙生成の原理である。…西風は春の開始と
共に真西から吹き、百姓はこの時期を「熱の候」とよんでいるが、
それは＜自然＞が様々な生成の種を渇望し、植えられたものに生
命を授けるからである。」 

   （プリニウス(22/23–79年） 『博物誌』16巻39章93-94節  ） 



＜西風＞に
抱かれてい
る女性は誰
か 

 
通例 
植物神・ 
クロリス 

「腕に抱いてい
るのは、自分
で捕まえた
ばかりの花
嫁クロリスな
のだ」 



クロリスの根拠 

 「西風神に抱かれ、粗末な着こなしの女性は、クロリス
と断定してもよいだろう。…とはいえ、性、持物、仕草か
らはクロリスと断定できない。この女は風を吹いてい
ないし、翼を持っていない。…この女の肩に掛かってい
る緑色の粗末な上着は、西風の到来とともに地上を
新緑にする特段に美しくもない妖精クロリスにふさわ
しいが、この上着、風がはらむようには身につけられ
ていない。西風にこそ強力な双翼羽根が付いており、
この力を使ってウェヌス女神の方に近づいている。腕
に抱いているのは、自分で捕まえたばかりの花嫁クロ
リスなのだ」 
チャールズ･デンプシー「春のメリクリウス神：ボッティ
チェッリ「春」の材源」 

 



誤解1 

上衣ではなくマント lacerna 
西風神と同じく、喉元で結んでいる。上衣は緑
でなく茶褐色。 



アウラ女神 

（2-3世紀頃） 

「風をはらませた衣服の二柱のアウ
ラ女神像」 
（プーリニウス『博物誌』36巻4章29節） 

なびくマント（velificatioｳｪｰﾘﾌｨ
ｶｰﾃｨｵｰ）を体にまとっている。
→アウラ女神の持物 

 



誤解2 

＜西風＞に抱かれている女性は誰か 
 
 口から微風を吹いている→アウラ女神 

口から
空気を
出して
いる。 



植物神クロリス？ 

上衣ではなくマント 

西風神と同じく、喉元で結んでいる。 

• 上衣は緑でなく茶褐色。 

仕草：口から空気を出している。 

 

これら二つの条件を満たす人物 

 アウラ女神 



アウラ女神 西風神 



(2)抱き合う男女の周囲に飛び交う花は何か。 

   薄ピンク色のバラ 

 

アウラ女神 西風神 



(3) バラの花が右端の人物のある箇所にもみら
れるが、それはどこか。 



この女性は誰か？ 



「花冠を付けた＜春＞と
一緒に、／僕は繊細
なバラを歌いたい。」
(アナクレオーン「頌歌55」)  

 

「西風は春の開始と共
に真西から吹く。」 

（プリニウス(22/23–79年） 『博物誌』
16巻39章93-94節  ） 

 

 

 

＜春＞ 



三美神（＜優雅＞）の
一柱 
「海から美しい冠をつ
けた、そう髪にはまだ
泡の花をつけたまま
のキュプロスが立ち上
がり、その周りには潜
み笑いを浮かべる＜
欲望＞ときれいに頭を
結った＜優雅＞たち
が踊っていた。」 (ス
ミュルナエウス『トロー
イアの没落』) 

 

 

＜ 優雅＞ 



この女性は 
＜春＞、＜優雅＞？ 
 
 
バラとウェヌス女神は深い関係。 
 
 
 

正体不明 



バラと春、そして 
ウェヌス女神 

 バラ 
 古代ローマで愛の象徴。 
 愛の神ウェヌスと結びつけられる。 

 

 ウェヌスとバラを直接結びつける逸話 
  「花冠を付けた＜春＞と一緒に、／僕は繊細なバラを歌いたい。／[…]／
バラは神々の息、／男にとっての楽しみ、／花で彩られた愛の神々の季
節にあらわれる三美神たちの喜び、／そしてアプロディーテー女神の慰
みもの。／…………／詩人の語りによれば、／＜あけぼの＞はバラ色の
爪をし、／妖精たちはバラ色の腕をし、／アプロディーテー女神はバラ色
の肌をしている。／…………／さあどうか、バラの由来を語っておくれ。／
灰色の海から、海の泡から、／大海が水のしたたる／キュテレーアを産
んだとき、／またゼウス大神がその頭から、／鬨の声をあげるアテー
ネーを出した／――オリュンポスでも驚愕の光景――ときに、／地上でも
なんと、バラという植物の／驚きの新芽から花――きわめて繊細に／作
られた誕生物――が咲いた。」 アナクレオーン「頌歌55」 

 
 



バラとウェヌス女神、 
そして海 

 ウェヌスの誕生とバラの誕生 
                                         が同時 
 ウェヌスがもてあそぶもの 
 肌の色がバラ色 

バラの花はそもそもは白 
 

 海 

  「灰色の海から、海の泡から、／大海が水のしたたる／
キュテレーアを産んだとき、／…／地上でもなんと、バラと
いう植物の／驚きの新芽から花――きわめて繊細に／作
られた誕生物――が咲いた。」  

                   アナクレオーン「頌歌55」 
 

 



＜ウェヌス女神の誕生＞ 

 典拠 
 「 息子(クロノス)は…、右手にはするどい歯のついた大きな長
い鎌を執って、すばやくわが父[ウラノス]の陰部[陰嚢]を刈り
取って、背後へ投げつければ、それは後ろへとんでいった。さ
て彼(クロノス)が父の陰部を鋼鉄(の鎌)で刈り取って陸地から
大浪寄せる海原へと投げ棄てるや、それは久しい間海原の面
に漂うていた、そしてそのまわりに白い泡が不死の肉片から湧
き立ち、その泡のなかでひとりの乙女が生いたっ た、まずはじ
めに乙女はいとも長いキュテーラに立ち寄り、そこから四面を
海のめぐるキュプロスに着いた。おそろしく美しい女神が陸に
上って行くと優しい足もとに柔らかな草が萌え出るのであった。
彼女を、神々も人間もアフロディテ、すなわち泡から生まれた
女神、麗しい花冠をつけたキュテレイアと呼んでいる。というの
も、泡のなかに生い育ったのだから。」 (ヘシオドス『神統記』 広川洋一
訳)  



ウェヌス女神の＜到着＞ 

なぜホタテ貝か 

「 息子(クロノス)は…右手にはするどい歯のつい
た大きな長い鎌を執って、すばやくわが父[ウラノ
ス]の陰部[陰嚢]を刈り取った」 



「幸せで愛らしい仕草で、人とは思えぬ容姿
の若い女性が誕生し、貝殻にのって[sovra un 
nicchio]、戯れる西風たちに軽やかに吹かれ、

運ばれ岸につく。天もこれを喜ぶかのよう
だ。 」 

アンジェロ・ポリツィアーノ「ジュリアーノ・デ・メディチ
の馬上槍試合のための賦」 1475年 



ウェヌス女神
と貝 

帝政期ローマ 

1世紀頃 

豊穣と 

女性陰部の象徴 

 



ウェヌスの姿 

愛に深く関わ
る女神 

持物は裸体 

パリスの審判 

ジロラーモ・デ・ベンベヌート「パリ
スの審判」1500年頃 



「プラークシテリーウスが全盛
だった時代についてすでに
述べた。…クニドゥス市のウェ
ヌス女神像はこの彫刻家の
他の作品よりも、そして他の
どんな彫刻家のものよりもす
ぐれていた。…二柱のウェヌ
ス女神像のうち一柱は衣装
をまとい、…もう一柱は同額
で売りに出されたが、ふさわ
しい慎みを配慮して、コス島
市民は一柱目を選んだ。」 

プリニウス『博物誌』36巻4章 
 

２タイプのウェヌス像 



(1)着衣型 

 古代から中世まで 

 

(2)裸体型 

 ルネッサンス期に登場 

 裸体は中世では原罪の
象徴 

 

２タイプのウェヌス像 



(1)着衣型 

 古代から中世まで 

 

 

２タイプのウェヌス像 

『バラ物語』写本1400年頃 



(2)裸体型 

 ルネッサンス期 

 

２タイプのウェヌス像 

出産祝い盆 1400年頃 



出産祝い盆 



ウェヌスの2タイプ:着衣と裸体 

ティツィアーノ「聖愛と俗愛」1514年 



 

プラークシテリーウス
作とされる 

裸体のウェヌス女神像 

 

メディチ・ウェヌス像 

裸体タイプの
ウェヌス像 



タイプ：慎みの
ウェヌス 

ジョヴァンニ・ピサ 
「深慮」1302-10年 



絵はど
こに飾
られて
いたか 

ウフィッツィ美術館（メディチ家歴代の美術コレクション収蔵） 
ヴァザーリ設計 



依頼主ロレンツォの別荘 

カステッロ別荘 
  ロレンツォはロレンツォ豪華王ではなく、彼の又従兄弟 

 



証言 

タイトルの起源 

「コジモ公のカステッロ別荘には女性の裸体画が
あり、風と西風によって海岸に吹き寄せられてい
る、アモルたちとともにいるウェヌス誕生がそれ
だ。」ヴァザーリ『芸術家列伝』1550年 

 

精確には ウェヌス女神の到着 

• アモル不在？ 絵画は一部分切りとられている。 
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再生＜ルネッサンス＞ 

ヴァザーリ『芸術家列伝』が起源 

「芸術が完成の域に達し、その後に衰退し、また
復古、いや再生する」。 

古典古代の再生 
神との関わ
りのおける
人間 

人間同士の
関わりにお
ける人間 



再生＜ルネッサンス＞ 

 

人間同
士の関
わり 

  ギリシア 

  ローマ 

ルネッ
サンス 



美術様式：ゴシックとルネッサンス 
 

チマブーエ「聖母子
像」 1280–1290年 

フィリッポ･リッピ「聖母子像」 
1465年頃 

人間同
士の関
わり 

線
透
視
法 

 
空間・時間の 
   遠近 

 



ギベルティ 

「ヤコブとエ
サウ」
1425–52年 
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線
透
視
法 

 
空間・時間の 
   遠近 

 



非ルネッサンスのウェヌス像 

透視法に従わない。 
＜西風＞が手前？ 海の奥行き 

人物・事物の質量感がきわめて薄い。 
ギザギザの波 

人物のプロポーションが異様。 
長すぎる首  大きすぎる貝殻 

 

 
夢想像 



夢想から性的誘惑へ 

ウェヌス：等身大の裸体女性像 

ウェヌスは性愛と結びつけられて
いた。 
「誰かが私[ウェヌス女神]に萌える
からといって、不思議なことかしら」
（ジョヴァンニ・ポンターノ 1485年） 

 

 

手の位置は、性的誘惑を挑発 

 



挑発する裸体 

ジョルジョーネ「眠れるウェヌス女神」1510年頃 



性的挑発から結婚・出産 

結婚＝出産 

性的交わりがあって、結婚が成立する。 

結婚の秘蹟は、子を産むことにかかっている。 

作者不詳 「サビーニ族の女たちの陵辱」［カッソーネ画］1508年頃 
 



結婚・出産 

社会容認される淫らな性 

「ウェヌス女神は二面顔。
子供が欲しいなら、妻を
持つという欲望があって
当然だが、そこには貞淑
と不貞の二つの欲望が含
意されているのだから。」 

• （ボッカチオ『テセイダ』
1340-01年頃） 

カッソーネ 15世紀中頃 



結婚の神ウェヌス 

 



祝婚歌 

結婚に際して贈る歌 

カトゥールス『詩集』61番 

「お前の妻は、白いデージーや黄色のケシのよう
に、花咲く顔を輝かせ、寝室にいる。…妻に劣ら

ずハンサムで、ウェヌス女神も放っておかない。」
185-88,  190-91行 

 

結婚：花とウェヌス女神 

 



 



祝婚歌：裸体と結婚 

「優雅なウェヌス女神は、
衣をまとわず、乙女に
ベッドに入り、喜びを欲し
上気した夫を拒んではな
らないと諭す。」 （ジョヴァン
ニ・ポンターノ 1485年） 

 



ウェヌス像を飾る場所 

性的交わりによる結婚の完成 

ヒメリウス 4世紀弁論家 

「ウェヌスご本人が、髪の先から海の泡をしたた
らせながら、海のさなかに立ち上がる。私だった
ら、優しく笑いながらカップルに子供を産むため
に体をぶつけ合うよう命じるこの女神の姿を、婚
姻の床の上に置いておくだろう。」 

• 『弁論修行と弁論』1567年 
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結婚神ヴィーナス 



無自覚な誤解： 

  西風神の妻＝クロリス 

クロリス女神？ 西風神 



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。 
 



性的挑発 

 「右手は隠し、見ている人にその手の後ろになにが
あり、それがどんなに大切なものかを無理に空想さ
せ気づかせる。右手の位置は、女神の「慎み」にス
クリーンをおく働きをあきからにするとともに、その
部分をたたえるデザインとなっている」 

(クリスティンーン・ハヴェロック『クニドスのアフロディテ女神
とその末裔たち』） 

 



性的挑発 

社会容認される淫らな性 

「ウェヌス女神は大きなベッドに横たわり、その
姿は見るも美しかった。梳かしていない金髪は
頭のあたりで、束ねられず波打つ。……女神の

宇田、胸、そして盛り上がった乳房は丸見えで、
衣をまとっていても体にぴったり吸い付いてい
るので、何も隠していないといってよかった。」 

• （ボッカチオ『テセイダ』1340-01年頃） 



証言2 

「女神が波間から出現し、 
右手で自分の髪を押さえ、 
左手でそのすばらしい肉の丘を 
隠している姿を、まさに目撃するだろう。 
女神の神々しい足取りの跡が 
岸に残これば、そこには花や草が 
生い茂る。そして女神は、人を絶する 
幸せな顔立ちをした三人の妖精 
の胸の中に受け入れられ、星をちりばめた 
外衣でくるまれる。」 

アンジェロ・ポリツィアーノ「ジュリアーノ・デ・メディチの馬上槍
試合のための賦」 1475年 



 中嶋浩郎( 中嶋浩郎 
『メディチ家』 
 

公会議召集（1439年） 
銀行業と教皇庁金融顧問 
古典写本中心の図書館 
 

「天秤の針」外交 
古典写本翻訳 
新プラトン主義 



ミラノ司教座聖堂 



ブルネルスキ― 円蓋 



 



ゴシックとルネッサンス 

上下階層固定 
石工→彫刻師→細工師→大工→石積み職人 

 

創造的リーダー 
一人の責任者による独創 

    →個性発揮 

 



ゴシックとルネッサンス 

キリスト教により罪・禁欲への志向 

 

古典古代文化への憧れ 

この世の楽しみ肯定→感覚喜び是認 



(1) 等身大の女性裸体 
(2) ゴシック的な幻想 
 巨大な貝、異様な波、人物・空間の奇妙な配置 
 
  

ボッティチェッリ
「ウェヌス女神の誕
生」 1460年頃 



依頼主ロレンツォの別荘 

カレッジ別荘 villa careggi 
  ロレンツォはロレンツォ豪華王ではなく、彼の又従兄弟 

 



 



 Z50.1F VENUS AS FRIDAY 
 Museum Collection: Villa at Orbe-

Bosceaz, Orbe, Switzerland  
Catalogue Number: TBA 
Type: Floor Mosaic 
Context: Orbe (Switzerland) 
Date: C3rd AD 
Period: Imperial Roman 

 SUMMARY 
 Aphrodite-Venus represents Friday in a 

mosaic depicting the seven days of the 
week. She rides on a stool carried by 
the winged godlings Eros (Love) and 
Himeros (Desire). 

 ARTICLES 
 Aphrodite, Eros, Himeros 

 

http://www.theoi.com/Olympios/Aphrodite.html
http://www.theoi.com/Ouranios/Eros.html
http://www.theoi.com/Ouranios/ErosHimeros.html


元々はザルガイ 

前6世紀前半
-3世紀 



何種類の植物が描
かれているか？ 

5種類 

 いずれも愛の神ウェ
ヌスと関連している。 

 

この女性は誰か？ 



何種類の植物が描
かれているか？ 



マントと
衣服に
付いた
植物 

 



 ヒナギク 
愛の試練「愛している、愛していない」 

 



ヤグルマソウ 
美人妻 

 「こんな美しい奥さんの旦
那になれるなら／幸せ者と
思えるだろう。 ／葉を付け
ずに矢車草を抜けるなら／
運良く生まれた人間と思え
るだろう。」 
ロレンツォ・イル・マニフィコ 

『ネンチア・ダ・バルベリーノ』
第5連 



ルリチシャ 
＜愛の幸せ＞ 
「髪にルリチシャ を付ける若い女性」（リーパ『図像
学』Allegrazza d’amore） 



 月桂樹 

「月桂樹は愛する者同士
の頭上にあり、重なり
合う月桂樹で家を祝い
飾る。」 

ジョヴィアーノ・ポンターノ
『愛の書』「結婚愛」 

 オレンジ 

「ここにあるのは、ウェヌスの
黄金の実。その甘い苦み
が表すのは、愛とはギリ
シア人にはそんなほろ苦
さだったということ。」 

アルチャート『エンブレム集』
207番 



 



アナクレオン『断片』ODE FORTY-SIX 

   

To Spring 

BEHOLD when Spring herself discloses, 
The Charities burst into roses. 
See how the billows of the sea 
 



生没 著作 

フィロストラトゥス 3世紀頃 『図像』 

プリニウス 22/23–79年 『博物誌』 

ルクレーティウス 前99頃 - 前55年 『事物の本性について』 

ロレンツォ・イル・マニフィコ 『ネンチア・ダ・バルベリーノ』 
 



 



 



メディチ家とフィレンツェ 

古典古代の写本を収集 



ウェヌス女神の誕生？ 

『ホメーロス賛歌』 

正読(2) ウェヌスが岸に到着した。 



ウェヌス女神 

ルクレーティウス『事物の本性について』1巻
1-43節 



(1)アモルとプ

シューケー
はどこにいる
か。 

 中央の食卓 



ウェヌス女神 

過去は《前歴史》となり、ほんとうの歴史はい
まからはじまる。同時に恨みも嘆きも復讐心
も消え失せる。価値の低下したもの、もはや
重要でないものを憎んだりはしない。 

 



 



ヤグルマソウ 
美人妻 

 「こんな美しい奥さんの旦
那になれるなら／幸せ者と
思えるだろう。 ／葉を付け
ずに矢車草を抜けるなら／
運良く生まれた人間と思え
るだろう。」 
ロレンツォ・イル・マニフィコ 

『ネンチア・ダ・バルベリーノ』
第5連 

不明？ 



バラとウェヌス女神 

バラ 

古代ローマで愛の象徴。 

愛の神ウェヌスと結びつけられる。 

ウェヌスとバラを直接結びつける逸話 
• クロリスがとても美しい妖精を見つける。 

• 妖精が死んだので、ウェヌス女神に懇願する。 

• 妖精は植物に変身し、バラになった。 
(典拠未詳) 

 

 



双翼二枚羽根 

 



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） 



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 

 
 
 



ブルーマールトのメッセージ： 
女性の快楽心理 

 人間プシュケーの神格化 
 「いつまでも覚えていてもらい、好きでいてもらいたい」 

 女性プシュケーの結婚 
 「継続と、近さ、親しさ、いつも求められ、愛され、抱擁され、一緒に暮らし、お
なじ空気を吸っていたいという要求」 

 新郎の母親が犯す不倫 
 「女は、男が気に入らなければ彼を責め、その存在を無にしようとする。それ
までの足跡を、すべて破壊してしまいたい。なぜなら、女にとって大事なのは、
関係を継統させることだからである。」 

 神々の代表が犯す不倫 
 「嫉妬は人生のなかで、ある人の愛を独占しようとして、あるいは独占してい
た愛を失うまいとして、他人と競争するというかたちで出てくる。 」 

 名声 
 「名声はその持ち主を公表し、相手を呼び、価値を生み、抵抗できない魅力
を生み、関係する女にアピールする」 

• 上記引用はすべてアルベローニ『エロティシズム』 

 



画家の＜詩想＞ 

ジュリオ・ロマーノ：個体化する理想的女性像 

 

ブルーマールト：欲望する女性の心理 

 

ホルツィウス：病める結婚関係 



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 

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 



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』） 



結婚の目的：幸福と救済 

幸福 
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 
生への意味の問い 

• 苦痛や死との対決 

個性化（魂の欲求） 



個性化という神格 

 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 



 



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 



消された姉妹たち 

 



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 

 



ラファエッロ「アモルとプシューケーの結婚」1517年 



ブルーマール
ト「アモルとプ
シューケーの
結婚」 1595年
頃 

 



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] 



プシュー
ケーの結婚 

 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。 

 



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 

 



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 
 



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」 



(4)中央で皿をもっている女
性は誰か。： 

 青春の神ヘベー 
 



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 

3. 女神から嫉妬を受けるﾌﾟｼｭケー 

4. 女神による栄誉奪還の策略 

5. 策略(1)：アモルを使う 
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」 



女神による仕置き 

6. 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。」 



プシュケーの苦境 

7. 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 

8. 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 

人身御供の山頂から身を投げるが、西風に運ばれるプ
シューケー 



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 



姉たち
との出
会い 

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、 
「見るな」の禁止を破るプシューケー 



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 



プシューケーの放浪と女神への懇願 

ユーノー女神に取りなしを頼むが、拒絶。 



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 

 



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 



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 



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 

 


