
ルネッサンスの象徴を読み解く
第6回:ジョヴァンニ・ベッリーニ「聖母子」

とキリストの人性

鈴木繁夫



ジョヴァンニ・ベッ
リーニ

「聖母子」
1500年頃

問い：

聖母は幼子イエスに
何をしているのか？



• 回答：

• 男根をまさぐっている

(1)当時の風習としてあった

a. 男根に触れて力を得る

b. 男根に触れてその子をほ
める

(2)現在でも行われる育て方

a. 苦痛を和らげるあやし方

事実が絵画に反映する



事実描写への関心

バビンスキー反射：

足の拇指(ﾎﾞｼ)が甲側に曲がり
他の四本の指が扇のように
開く。赤ん坊は寝ているとき
にこの状態になる。



事実の見聞・検分から表象化

• コロンブス新大陸へ到着1492年

• 新大陸からの驚異的博物（動植物・石・民族・
風習）の流入

• 博物を表象化



緑巻貝

と真珠

事実の見
聞・検分か
ら表象化



ブリューゲル
「東方三博士の来訪」
1564年

問い

白髪の老人はイ
エスの何を見て
いるか？



三博士の来訪目的
＜王への表敬＞

「イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生
まれになった。そのとき、占星術の学者たちが東の方か
らエルサレムに来て、言った。「ユダヤ人の王としてお生
まれになった方は、どこにおられますか。わたしたちは
東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです。」
……学者たちがヘロデ王の言葉を聞いて出かけると、東
方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の
上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれ
た。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。
彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、
乳香、没薬を贈り物として献げた。」「マタイ福音書」2章
1-2節, 9-11節



• ハンス・メムリング 祭壇画 1470年

ご降誕 三博士来訪 神殿への奉献



三年齢層 （若者・壮年・老人）

三大陸 （アフリカ・中東・欧州）



ブリューゲル
「東方三博士の来訪」
1564年

キリストへの表敬
か？



視覚と視線



弱視と強い眼差し （１）



弱視と強い眼差し （2）



三博士の来訪目的

•イエスの男根確認

神が本当に受肉した



視覚による確認

• 神の人間化を目で確かめる

• 聖トマス：
– 「見ずして信じるものは幸せ」「ヨハネ福音書」20章29節



見ることと信じること

(24)十二人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた
とき、彼らと一緒にいなかった。(25)そこで、ほかの弟子たちが、
「わたしたちは主を見た」と言うと、トマスは言った。「あの方の手に
釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手を
そのわき腹に入れてみなければ、わたしは決して信じない。」(26)
さて八日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。
戸にはみな鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、
「あなたがたに平和があるように」と言われた。(27)それから、トマ
スに言われた。「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさ
い。また、あなたの手を伸ばし、わたしのわき腹に入れなさい。信
じない者ではなく、信じる者になりなさい。」(28)トマスは答えて、
「わたしの主、わたしの神よ」と言った。(29)イエスはトマスに言わ
れた。「わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人は、幸
いである。」



ラテラン教会会議 649年

二つの本性が混合することなく、神の
意志と人間の意志の二つの生来の意
志が完全に統合し減少することなく、
完全な神であるとともに完全な真の人
間である。同じ唯一のわれわれの主、
神であるイエスズ・キリストがわれわれ
の救いのために神として人として望み
、働いている。



イエス・キリスト：神の子

 異端

エビオン派：イエスはただの人Ebion

グノーシス主義:仮現説Docetism

一位神論Monarchianism

 サベリアニズム：神は三つの変身モードをもつ。十
字架についたのは神

 養子論：洗礼・昇天の際にイエスは神になった。



視覚による人性の確認

 人性顕示

 「イエスは神であったが、人間として受肉し、人間
となった。この神の人間化が、男性の象徴にほか
ならない性器を持つという具体的な形によって表
現されたのである」。

 レオ・シュタインバーグ説 1983年



人性の確認から化体説へ

 人性の意味

 ×霊的存在が肉的な存在とみせかける

 ×憑依

 ○化体



公式見解（ニケーア信条）

 イエス：

 ＝神の子、キリスト（贖い主、救世主）

 三位一体

 本質において一つ、実存において別格



視覚による人性確認：男根

ウッチェロ「東方三博士の来訪」1435年



ボッティチェッリとリッピ共作
「東方三博士の来訪」
1470年頃

視覚による人性
確認：男根



ギルランダイ
オ

「東方三博士
の来訪」

1487年



ペルジーノ
「聖母子像」
1495年



コレッジョ

「聖母子と聖ヒエロニュム
ス」

1522年



ヴェロネーゼ「聖母子と聖ヨハネ」 1555年頃



ハンス・バルドゥング「聖
家族」 1511年



キリストの人性：表象手法

• 目的：キリストの人性を示す

• 手法：男根の顕在化

• 絵画としてその他の表象手法
1. 裸体による人性顕示

2. 異様さによる人性顕示



裸体による人性

キャンピン

「暖炉の前の聖母
子」

1430年



裸体による人性

ボッシュ
「東方三博士の礼拝」
1510年頃



裸体による人性

ラファエッロ

「アルバの聖母」

1505年頃

裸体によ
る人性



＜人性の確認＞

• 永遠・神的なるものが

(1)死すべきもの (2)性のあるものとなった

• (1)の証拠

–授乳を必要とする

–血を流す

–苦痛を感じる



ファン・エイク

「授乳の聖母」（ルッカ
の聖母） 1430年頃

人性の証拠

「受」乳



人性の証拠：
苦痛

デューラー

「悲しみの人としてのキ
リスト」

1494-95年



人性の証拠：
血

ファン・エイク
「磔刑と最後の審判」
1426年頃



＜神性の確認＞

• 永遠・神的なるものが (1)死すべきもの (2)
性のあるものとなった。

神性の証拠

(1)聖母の膝のうえに乗りながら首が据わっ
た状態で背筋が伸びている

(2)ブドウやザクロを食べる

(3)鳥や本をつかんでいる



神性顕示

聖母の膝のうえに乗
りながら首が据わっ
た状態で背筋が伸
びている

フラ・アンジェリコ

「謙譲の聖母」

1419年



神性顕示

ボッティチェリ
「海の聖母」
1477年

ザクロを食べる



神性顕示

フラ・フリッポ・リッピ
「二天使に讃えら
れる聖母子」

(c. 1406 –1469)

『聖書』を持って
いる



完全な神にして完全な真の人間

• 「二つの本性が混合することなく、神の意志と
人間の意志の二つの生来の意志が完全に統
合し減少することなく、完全な神であるととも
に完全な真の人間である。」



男根顕示のレトリック

• キリストの性的純潔さと人間としての範例

–性的なことを忘れさせる

• 男根顕示

–性的なことを明記させる

• キリストによる贖罪により死と恥から自由

–男根は体の一部に過ぎない：性的なことを忘れる



• ロッビア「聖母子」1440-60年頃



分離：性的なことを隠す

• 「強迫神経症に特有の防衛機制で、ある考え、
ないし行為を分離して、体験がその情動やそれ
にかかわるさまざまの連想から切り離されるよう
にする」(シェママ編『精神分析事典』)

• キリストによる贖罪により死と恥から自由

性的なことを忘れる
•



男根顕示？

•人の子イエスの表象は裸体・男
根（・へそ）になってしまう。

•神の子キリストの表象は、人間を
超えた何かを必ず示すことにな
る。



ジョヴァンニ・ベッ
リーニ

「聖母子」
1500年頃



Phallus Christi 
NON 

The Madonna 
of the Red 
Cherubs 

Giovanni Bellini, 
1485



• ミケランジェロ「サウルの回心」1542年



• ミケランジェロ「サウルの回心」1542年



河神



• ミケランジェロ「サウルの回心」1542年



解釈の起源

• 画家が描いた＜形＞

• 私たちの＜形の知覚＞

–教えられた意味 ＋ 教えられた形



解釈の起源

• 画家が描いた＜形＞

• 私たちの＜形の知覚＞
–教えられた意味 ＋ 教えられた形

• 解釈：
–過剰解釈

–稀少解釈

–解釈基準：そう見えること



現実描写への関心



ジョヴァンニ・ベッ
リーニ

「聖母子」
1500年頃




