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結婚における愛情優位提唱者

ジョン・ミルトン(1608-1673)
(1)愛と同意がなくては真の結婚はありえない
(2)楽園における結婚は夫婦としてのあらゆる
義務が愛情をともなってなされることを教えてい
る



ミルトン
•叙事詩
『失楽園』（1667）
•離婚論（1643-45）



ミルトンの結婚
• 版権取得：

• オックスフォード大学ボドリ
アン図書館

• 利子の取り立て：
• フォレスト・ヒルへの訪問

• 新婚：
• ハマースミス
• 塾生との共同生活



結婚
• 初妻： 1642年-52年

• 三女を産む 産褥死

• 第二妻：1656年-58年
• 1年半後に産褥死

• 第三妻：1662年
• 31歳の年齢差



『失楽園』
（1667）

• 叙事詩
• 12巻 10565行

• 主題
• 「人間に対する神の道の正しさを解
き明かす」

• 題材
• 「創世記」1-3章

• 古典への言及



聖書の女性観（1）
•男性の創造

• 「主なる神は、土（アダマ）の塵で人（アダ
ム）を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられ
た。人はこうして生きる者となった。 主なる神は、
東の方のエデンに園を設け、自ら形づくった人を
そこに置かれた。」

• （「創世記」2章7-8節）



聖書の女性観（2）
•女性の創造と夫婦の誕生

•「主なる神は言われた。「人が独りでいるの
は良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」‥ 
‥主なる神はそこで、人を深い眠りに落とさ
れた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜
き取り、その跡を肉でふさがれた。 そして、
人から抜き取ったあばら骨で女を造り上げら
れた。主なる神が彼女を人のところへ連れて
来られると、人は言った。

• （「創世記」2章18節）



女性と夫婦

1. 女は男性から作られた。
2. 男性と女性が結婚する。
3. 夫婦の絆＞血縁の絆
4. 結婚の目的：子孫を産む
5. 夫婦の意義：男性の孤独を慰める



独身＞夫婦
「わたしとしては、皆がわたしのように独りでいて
ほしい。‥‥ しかし、自分を抑制できなけれ
ば結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは、結
婚した方がましだからです。」

（「第一コリント書」7章7, 9節）



夫婦:相互了解の難しさ

男性優位による解決
非は女性にある



女性は誤る存在
• 主なる神は人に命じて言われた。「園のすべての木か
ら取って食べなさい。(17)ただし、善悪の知識の木か
らは、決して食べてはならない。食べると必ず死んでし
まう。」

• 「創世記」2章16-17節

• 蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。それを食べ
ると、目が開け、神のように善悪を知るものとなること
を神はご存じなのだ。」

• 「創世記」3章4-5節



男性・夫の優位
• 女が見ると、その木は
いかにもおいしそうで、
目を引き付け、賢く
なるように唆していた。
女は実を取って食べ、
一緒にいた男にも渡
したので、彼も食べた。

（「創世記」3章6節）

Rubens, The Fall of Man, Adam and 
Eve 1628-1629 



エバの申し出：分業
こんな風に1日中余りに近くにいて仕事をしていますと、
つい近いままに顔を見合わせたり微笑みかけたりして、或はまた、
何か目新しいものを見つけては話し込んだりして、1日の仕事に
邪魔が入っておろそかになり、せっかく朝早くから始めても、
結局ほとんど仕事にはなりません。うかうかしていると、
たいして働きもしていないのに、夕餉の時だけがやってきます。

『失楽園』9巻220-225行



アダムの反論：男性優位
彼[サタン]が第1に目指している

目標が、われわれの忠誠心を神から引き離すことにあるのか、
二人の夫婦愛を妨げることにあるのか(われわれの味わっている
祝福の中で、夫婦愛ほど彼の嫉妬をかきたてるものは他にはない)、
そのどちらなのか、それとも他のさらに悪辣なことにあるのか、
それはともかく、お前は自分に生命を与え自分を常に忠実に庇い守って
いてくれる者の脇から離れてはならないのだ。

『失楽園』9巻261-269行



エバの挑戦:本当の愛？

あなたは、敵の暴力を恐れておられるのでは
なくて、むしろ敵の陰謀を恐れておられるのです。という
ことは、私のびくともしない信義と愛情とが、その陰謀に
よってもしかしたら揺り動かされ、誘惑されるかもしれな
いと。

『失楽園』9巻282-287行



アダムの諭し：自由意志による判断

二人の場合の方が気を
許していて却って危ないというのであれば、1人で行くがよい.
自由な意志からでなければ、留まるのも遠くに去るのと同じだ。
でなければ、留まるのも遠くに去るのと同じだ。

『失楽園』9巻371-73行



19・20世紀家族

愛で結びついている。

自己実現が可能

信義と愛情

自由な意思



2世紀早かったミルトン



エバの堕落

Biblia Pauperum



エバの発想：本当の愛？

死ねば私はこの世からいなくなる。そしたら、
アダムは別なイ-ヴと夫婦になって楽しく一緒に暮らすに
違いない、―この私が死んでいるというのに! おお、考えた
だけでも死ぬ思いだ! そうだ、私の決心はついた、幸不幸いずれに
せよ、アダムには私と一緒に暮らして貰おう。私は彼を深く愛して
いる、だから一緒ならどんな死にも堪えられる。しかし一緒で
なければ、たとえ生きていても生きていることにはならない!

『失楽園』9巻827-833行



（1）アダムは別なイーヴと夫婦になって楽しく一緒に暮らすに
違いない、―この私が死んでいるというのに!

このような感情を英語で何と呼ぶか。またこのよ
うな感情を強く抱く引き金はどこにあるのか。

•Jealousy 嫉妬：feeling angry or unhappy because 
somebody you like or love is showing interest in somebody else

•夫婦においては嫉妬がむしろ強くなる。なぜな
ら夫婦関係には一夫一妻という契約から生
じる自己所有・占有という観念があるから。



破綻した愛
「愛の発生期では、《コミュニズム》の法則が通用する。お
のおのが自分に可能なかぎりのものを与え、相手も自分の必
要に応じて受け取る。授受に関していっさいの計算は考慮の
外にある。」
フランチェスコ・アルベローニ『インナモラメント＜恋愛の発見＞』88-89

《コミュニズム》の法則 ≠ 分業+自己所有



（2）だから一緒ならどんな死にも堪えられる。しかし一緒で
なければ、たとえ生きていても生きていることにはならない!

「夫婦の絆」であるが、これは「男性」と対比されるときの「女性」に特徴
的な考え方といえるだろうか。

●「恋する男は、時おり一種の深い悲しみに襲わ
れる。いま生きているこの永遠の瞬間が、時間の
中に消え果ててなくなってしまうことを思うと、
耐えられなくなる。」（理性的な予見と判断）
●「女が男に惚れる目的は、いつまでも覚えてい
てもらい、好きでいてもらうことにある。」
（感情的な満足）

フランチェスコ・アルベローニ『エロティシズム』53, 49



男性性と女性性
理性・合理主義 感性・神秘主義

ロゴス（知）中心主義 パトス（情念）中心主義

テクノロジー礼賛 自然・エコロジー礼賛

機械論 生気論

意識 無意識

カント：人間が欲望のままに振舞うことは人間を人間た
らしめる自由意思のその自由を剥奪する行為だ。



ロゴス・男性中心主義

古代ギリシアのディトランボス 450 BC



（1）もし運命がかのいとしい女を生かしておいてくれるなら、ぼくはあの
女のために死ぬのも恐れまい。

(1)相手のために死んでも構わないというここのホラティウスの発言は、
『失楽園』のエバの発言とは180度異なっている。相手の対する愛情
の何が異なっているためホラティウスの発言は出てくるのか。自己満足と
いう観点から述べなさい。

• 強度：intensity
• 愛には強度がなくてはならない。限られた生の期間のうちに多感に愛

を消費することが好ましい。強度が強いほど、その愛情によって満たさ
れる自己満足度が高くなる。



（2）あなたといっしょに生きていたいし、あなたと悦んで死にたいわ。

(2) ここでいわれていることは、「夫婦の絆」には見られない男女関係
があると考えられる。これは「女性的」といえるだろうか。

• 信義よりも感性を重視する：
• 人間の恋は著しく変化するの
だから、その変化に応じて感情
的に振る舞うことが正しい。



アダムの決断：本当の愛
そなたと

ともに死のう、それが私の決意だ。
そなたなしでは、生きられない。ともに
交わした楽しい交わりと愛をすてて、どうして
この寂しい森にひとりで住めようか?

『失楽園』 9巻906-910行



男性による愛の実現
•「私のびくともしない信義と愛情」
•「自由な意志」

• 平穏な情愛（キリスト教）＞恋心（古典）

•結婚は、情熱的（パトス）に愛しあう人びとの間
では起こらない。



配偶者との不和はそれでも起こる
男がせっかくふさわしい配偶者を見出した
と思っても、①その相手がなんらかの不幸か失態をもたらす
ということも多い。こちらが心から望んでいても、②相手の依怙地の
ために結婚できず、しかも自分よりもっとつまらない男のものと
なるということも、或は相手が自分を愛しているのに、その③親達の
反対のために結婚できないということもあろう。時には、これこそ
④願ってもない配偶者だと思う女にめぐり逢っても手遅れで、既に
自分が、見るのも嫌で恥ずかしい、まるで仇のような女と夫婦の
絆に縛られている、ということもあろう。

『失楽園』10巻898-908行



女性からの歩み寄り
(1)私がどれほど強い愛情と尊敬の念をあなたに
対して抱いているかを! そしてまた、(2)私が不幸にも騙されて
不用意に罪を犯してしまったことを! 私は今1人の哀願者
として、ひたすらあなたの情にすがり、あなたの膝を抱いて
お願いします。どうか、(3)私の生命の糧であるあなたの優しい
顔を、援助の手を、この苦しい悩みに際しての忠告を、私の
ただ一つの力と支えとを、私から取り去らないで下さい。
…………………………………………………………
………………………………………………………或る
(4)簡単な方法に頼ろうではありませんか。『死』をこちらから
探し求めるのです。



女性からの歩み寄り

(1)私がどれほど強い愛情と尊敬の念をあなたに
対して抱いているかを!

→相手に対する自分の愛情と尊敬の深さ



女性からの歩み寄り

(2)私が不幸にも騙されて
不用意に罪を犯してしまったことを!

自分自身が犯した過ちの原因は、偶然の誤り。
同じ立場であればあなたも犯したはずという予
想を暗示する。



女性からの歩み寄り

(3)私の生命の糧であるあなたの優しい
顔を、援助の手を、この苦しい悩みに際しての
忠告

手の愛情なしには自分の存在が否定されてし
まうことを強調する



女性からの歩み寄り
(4)簡単な方法に頼ろうではありませんか。『死』をこちらから
探し求めるのです。

過ちから生じた損害への修復方法の提案



女性の謙虚と男性の寛容
罪を
認めて悲しみ、ゆるしがえられるまでは
動くまいとする、その低き態度をアダムは
あわれんだ。かれの心はたちまちにしてなごむ。
………………………………………………………
だが立て。もう争いはやめ、互に貴めあうまい。
責めは、神の審判のみ座でじゅうぶんだ。
愛の務めに励み、相手の悲しみを分かちつつ
重荷を負いあおうではないか。

『失楽園』 10巻937-940,958-961行



《続けてゆこうという取り決め》
「二人の愛を継続させ、外からの侵害に対して守っ
てゆこうという決心」

アルベローニ『新・恋愛論』169

悔い改め→許し→和解



三者間の和解：祈り
謙虚な気持で自らの

罪咎を告白して許しを乞い、いささかも偽りのない
悲しみと柔和な謙遜のしるしとして、悔いた心からほとばしり
出る二人の涙で地面をうるおし、二人の溜息でそのあたり
一帯の空気をみたす。

『失楽園』10巻1087-91行





Of man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the World, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful Seat,
Sing, Heavenly Muse, that, on the secret top
Of Oreb, or of Sinai, didst inspire
That Shepherd who first taught the chosen seed
In the beginning how the heavens and earth
Rose out of Chaos



Sing 
(1)Of man's first disobedience, and 
(2)Of the fruit of that forbidden tree whose 
mortal taste Brought death into the World, and 
all our woe,With loss of Eden, 
till one greater Man Restore us, and regain the 
blissful Seat.
Sing
, Heavenly Muse, that didst inspire , on the 
secret top Of Oreb, or of Sinai, 
That Shepherd who first taught the chosen seed
In the beginning how the heavens and earth
Rose out of Chaos.



Of man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the World, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful Seat,
Sing, Heavenly Muse, that, on the secret top
Of Oreb, or of Sinai, didst inspire
That Shepherd who first taught the chosen seed
In the beginning how the heavens and earth
Rose out of Chaos
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