
ラファエッロ「聖母の結婚」： 
ロマンチック愛との隔たり 

 

鈴木繁夫 



問い  

1. 司祭は二人の手
を握り、何をしよう
としているのか。 

2. 右手前の若い男
性は何をしている
のか。 

3. 聖母の指に、ヨセ
フは何をしようとし
ているのか。 

4. 聖母の左手はど
こにあるか？ 

5. ヨセフは何歳か。 
 ラファエッロ「聖母の結婚」1504年 



司祭は二人の手を握り、
何をしようとしている
のか。 

答え： 

二人の手を引き寄せて
いる。 

 

二人はマリアとヨセフ 

 

 

 
ラファエッロ「聖母の結婚」1504年 



ベアート・アンジェリコ「聖母の結婚」 1433-34年 



ヤン・ファン・エイク 

「アルノルフィーニ
肖像画」1434年 

 



手を
握る 

ミヒャエル・
パッハー 

「聖母の結
婚」 

1495-98年頃 



デューラー「聖母の結婚」1504年頃 



手を寄せて何をする？ 

• 婚約・結婚したことの印 

 

• マリアとヨセフの婚約・結婚のいきさつは？ 



ヨセフの対応 

• マリア：婚約前に妊娠 

– 「イエス・キリストの誕生の次第は次のようであっ
た。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が
一緒になる前に、聖霊によって身ごもっているこ
とが明らかになった。 夫ヨセフは正しい人であっ
たので、マリアのことを表ざたにするのを望まず、
ひそかに縁を切ろうと決心した。」  

• （『マタイ福音書」1章18-19節） 

–家系が乱れることへの恐怖 

–婚約解消は可能  



神の対応 

• 神の子→家系の保証 

– 「このように考えていると、主の天使が夢に現れ
て言った。「ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを
迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって
宿ったのである。 マリアは男の子を産む。その子

をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪
から救うからである。」 

•  『マタイ福音書」1章20- 22節 

• 参照『ルカ福音書』１章27節 

 



婚約・結婚 

• ヨセフはどのような経緯
でマリアと知り合ったの
か？ 
– 福音書に記載なし。 

• 二人の婚約・結婚はど
のようなものだったの
か？ 
– 福音書に記載なし。 

 
 

• 「聖母の結婚」は単なる
想像か？ 

 
 

 



婚約・結婚 

• 「聖母の結婚」場面
は単なる想像か？ 

答え：類推です。 

 

 

 

 



婚約・結婚 

「聖母の結婚」のいき
さつは単なる想像
か？ 

答え：材源あり 

 

『黄金伝説』（13世紀） 

『大工ヨセフ記』(6-7世紀) 

 

 

 



生涯：イエスと周辺の人々 

• イエスの生涯 

–新約聖書 四福音書 

–偽典：新約聖書に収録されなかったもの 

• 「トマス福音書」 「マグダラのマリア福音書」 

  

• イエス周辺の人々の生涯 

– フォラギネ『黄金伝説』 

 



「マリアが14歳になると、大祭司は 
みんなに向かって、［ユダヤ教］神 
殿で育った乙女たちで女性の年齢 

に達しているなら、自宅に戻り、律法にそった結婚をするように
と通告した。皆はこの通告に従ったが、ただマリアだけが、そ
れはできませんと答えた。自分の両親は主に仕えるために こ
こに私を捧げ、また私も神に純潔を誓ったのですからと言った。
…そこで大祭司は、神からのお告げを受けるべく、神殿に入っ
たところ、至聖所からみんなに聞こえるほどの声がした。ダビ
デの血筋をひき、結婚適齢でありながら妻をめとっていない男
性は、おのおの枝を持ち寄り、祭壇の上に置きなさい。イザヤ
の預言にあるように、 一本枝から花が咲き、その上には鳩の
形をした聖霊が宿るであろう。この枝を置いた者は、乙女［マリ
ア］と婚約する。」 

『黄金伝説』：花咲く枝 



『黄金伝説』花咲く枝 

ヨセフはダビデの血筋をひく者であっ
たが、自分のような歳の行った者がこ
んなにうら若い女性をめとるのは不釣
り合いだと思った。そこで他の人が置
いても自分だけは置こうとしなかった。 
すると、声がして、枝を置いていない者
が、この乙女の許嫁になる者であると
告げた。ヨセフが進み出て枝を置くと、
すぐさま花が開き、天から鳩が降り、そ
の枝の梢にとまった。こうして乙女はヨ
セフの許嫁となることが誰の目にも明
らかになった。」 

ペルジーノ「聖母の結婚」1503-04年 



別な伝説：花咲く杖 

祭壇の上に杖を置く。 
一夜明けると、ヨセフの杖に花と葉がついていた。 
男性たちは、怒りと失望から杖を折った。 

アガブスという貴族の男性は、カルメル山に行き、侍
者となる。 

マイノ「聖アガブス」1611-1613年 ジョット―「アリーナ礼拝堂」1305年頃 



カルパッチォ 「聖母の結婚」 1504-08年 



カルパッチォ 「聖母の結婚」 1504-08年 



  

右手前の若い男性は
何をしているのか。 

答え：杖（枝ではない）
を折っている。 

ラファエッロ「聖母の結婚」1504年 



  

ヨセフの杖の上についている
ものは何か。 

答え：バラ 

ラファエッロ「聖母の結婚」1504年 杖の素材 アーモンド 



 

ペルジーノ「聖母の結婚」1503-04年 

  

ヨセフの杖の上につ
いているものは
何か。 

答え：アーモンド 
 
アロンの杖 
「民数記」17章8節 

 
 



司祭は二人の手を握り、何
をしようとしているのか。 

答え： 

二人の手を引き寄せている。 

 

聖母の指に、ヨセフは何を
しようとしているのか。 

 

 

ラファエッロ「聖母の結婚」1504年 



指輪と 
婚約・結婚 

グレゴリオ・ディ・
チェッコ「聖母の結
婚」1423年頃 



ロッソ・フィオレンティーノ「聖母の結婚」1523年 



聖母の指に、ヨセフは何を
しようとしているのか。 

答え： 

指輪をはめようとしている。 

 

指輪と婚約・結婚は何の関
係があるのか。 

 

注意！ 通称Lo Sposalizio 

               婚約 結婚 

 
ラファエッロ「聖母の結婚」1504年 



婚約から結婚までの手続き 

• 交渉→婚約→結婚→披露宴 

 

• 指輪の日anellamento 

–婚約・結婚の際に、男性から女性に指輪を贈り、
女性の指に指輪をはめる。 

 



エメラルド付き金の指輪 16世紀イタリア 



プロテスタントの指輪 

• 聖職者の結婚 

 

ルターの結婚指輪 



指輪と婚約・結婚 

• 13世紀の指輪物語：『過去の聖教父・隠修士伝』13世紀 

– コロッセウムには異教の像があった。 
– 既婚男性がボール遊びをしようとした。 
– 自分の指輪を異神像の指に置いた。 
– 遊びが終わると、指が閉じていた。 

– その晩、男性が妻を抱こうとすると、その像が出現。自分と結婚したはず
だと、像が主張。 

– エクソシストが十字架と聖水で、像を追い払おうとするが失敗。 
– エクソシストは聖母に祈るように勧める。 
– 一年後、聖母が男性のもとに出現し、聖母像を作るように依頼。 
– 聖母像はその美しさゆえに、人々の信仰を集める。 
– ある日、聖母像が突然消える。人々が帰還を祈る。 
– ある日、聖母像が元の場所に戻る。聖母の指には例の指輪がある。 
– 男性は、妻との関係持てるようになる。 

 



奢侈（指輪）と子孫 

ブロンジーノ「エレオノーラ・
ディ・トレド」1543年 

フィレンツェの女性への警鐘： 

「こうした女性たちは、夫によっ
て孕まされ、子供を産むというつ
とめ、すなわち小さな袋のように、
夫がそのなかに植え付けた自
然の種を自分たちが抱えた結
果として子供が生まれるのだ、
ということを忘れてしまってい
る。」 
（1433年9月 フィレンツェ民会での議論） 



奢侈（指輪）と子孫 

フォスキ「女性の肖像」 1530-35年 

「また、これほど高価な装身
具で身を飾ることが自然に合
わず、そもそもそのためにあ
まりの出費を強いられので、
男たちは結婚の絆を避けて、
男の本性を発揮しないままで
いるということを、これらの女
性たちは忘れている。」 
 
（1433年9月 フィレンツェ民会での議
論） 
 



奢侈（指輪）と子孫 

ブロンジーノ「女性の肖像」
1530年代 

「女性とは、この自由な都市を
人間で満たし、結婚の貞節を守
るように義務づけられていた。
銀、金、衣服、宝石に金を使う
などとは義務づけられていな
かった。」 
 
（1433年9月 フィレンツェ民会での議論） 
 



 

フォスキ「女性の肖像」 1530-35年 ブロンジーノ「女性の肖像」1530年代 



奢侈（指輪）ではなく子孫 

ブロンジーノ「エレオノーラ・ディ・トレド」
1543年 

「こうした女性たちは、夫によっ
て孕まされ、子供を産むというつ
とめ、すなわち小さな袋のように、
夫がそのなかに植え付けた自
然の種を自分たちが抱えた結
果として子供が生まれるのだ、
ということを忘れてしまってい
る。 」 
 
（1433年9月 フィレンツェ民会での議論） 



奢侈（指輪）
ではなく子孫 

ブロンジーノ「エレオノーラ・ディ・トレドと
ジョヴァンニ・メディチ」 1544-45年 



結婚における女性の機能 

• 妻の役割 

1. 家系の継続 ＜産む機械＞ 

2. 財産の保持 ＜約束手形＞ 

 

• 成果 

1. 生命の連続を保証する 

2. 老齢の生活保障 



聖母の
左手は
どこに
ある
か？ 

答え：
腹 

 
ラファエッロ「聖母の結婚」1504年 



懐妊 

ミヒャエル・
パッハー 

「聖母の結
婚」 

1495-98年頃 



ロヒール・ファン・
デル・ウェイデン 
「七つの秘蹟」
（婚姻） 1448年
頃 



妻の役割：家系の継続 

クラナッハ「子供を祝福するキリスト」 1546年頃 



ハンス・パウル 婚姻の木版画 1480年頃 

結婚にまつわる
道具 



夫の役割：家系の継続 

• 道具としてのベット 



 

ペルジーノ「聖母の結婚」1503-04年 



ロッソ・フィオレンティーノ「聖母の結婚」1523年 



ヨセフは 

何歳か。 

 

ラファエッロ「聖母の結婚」1504年 



『黄金伝説』花咲く枝 

「ヨセフはダビデの血筋をひく者
であったが、自分のような歳の
行った者がこんなにうら若い女
性をめとるのは不釣り合いだと
思った。」 

 

ヨセフは壮年・老人 

聖母はヨセフと肉体関係がない 

ペルジーノ「聖母の結婚」1503-04年 



処女懐胎 

• イエス：神の家系 

• 三重の純潔 
– 「ご受胎前の純潔」 

– 「ご懐妊中の純潔」 

– 「出産後の処女」 
• 「聖エギディウス」『黄金伝説』 

 

• 象徴 
– 三本のユリ・三つの花弁のあるユリ 

– 三本のユリが、蕾・開きかかり・完全開花 

 

 



処女懐胎：性的に無関係 

• 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 



貞淑と不貞：カトリックのバランス 

 
性欲 原罪 

結婚 

独身・禁欲 

不貞 

子孫 

聖母 



性的交わりへの喜びが排除 

 
性欲 原罪 

結婚 不貞 

子孫 

独身・
禁欲 

聖母 



結婚の喜び？ 

ジョヴァンニ・アンジェロ・デル・マイノ「聖母の結婚」 1519-24年 



二人の気持ちは？ 

ジョヴァンニ・アンジェロ・デル・マ
イノ「聖母の結婚」 1519-24年 

ラファエッロ「聖母の結婚」
1504年 







奇妙な結婚 

• 男女間の愛はあるのか？ 

–マリアはヨゼフを愛しているか。 

– ヨゼフはマリアを愛しているか。 

 

 

相思相愛は考えられていない 



恋愛から結婚へ（西欧17世紀以降） 

 
 
 
 

 
 

                
 
 

 
現代：愛情の「ふるまい」が強制 

 

家族愛 

結婚愛 

恋愛 



ロマンティック愛：二者関係 

1. 二人のそれぞれの畏敬の対象となっている。 

2. 他者を排除した二人だけの世界に入る。 

3. 「儀礼的メカニズム」  

– 「感情は増幅され、二人の関係そのもののシンボ
ルに付着する」 （ランダル・コリンズ） 

 

 

世俗的崇拝→聖的崇拝との混同 



結婚の様態と機能 

• 様態 
– (1)社会的に承認された性関係 
– (2)一定の権利義務を伴う 
– (3)継続性の観念に支えられる 
– (4)全人格的関係であること 

• 機能 
–     (1)対個人    (2)対社会 
– 性：  性的欲求の満足 性的秩序維持 
– 子孫：子を持つ欲求充足 社会成員の補充 
– 地位：付与   社会的結合拡大 

•  森岡 清美, 望月 嵩『新しい家族社会学』 

 



フランチェスコ・コッサ「4月の寓意」 1470年頃 



恋愛から結婚へ 

ロマンチック愛によ
る全面同意・承認 



結婚における女性の機能 

• 妻の役割 

1. 家系の継続 ＜産む機械＞ 

2. 財産の保持 ＜約束手形＞ 

 

• 成果 

1. 生命の連続を保証する 

2. 老齢の生活保障 



結婚は子孫 

 

 

 

 

 

 
                

 

家族愛 

結婚愛 

恋愛 

主従愛 

親子愛 

友愛愛 



神の家系  
  

1. 司祭は二人の手
を握り、何をしよう
としているのか。 

2. 右手前の若い男
性は何をしている
のか。 

3. 聖母の指に、ヨセ
フは何をしようとし
ているのか。 

4. 聖母の左手はど
こにあるか？ 

5. ヨセフは何歳か。 
 

ラファエッロ「聖母の結婚」1504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。 
 



デューラー「聖母の結婚」1504年頃 



夢と現実の融合 

聖職者の結婚 

世俗領域にある
結婚 

結婚の価値はプ
ラス 

 



恋愛がロマンティックな理由：禁忌 

「超自然的な懲罰への怖れによって強制され
る」禁制（ダグラス『汚穢と禁忌』） 

 

 

禁止されている事物（障害）に触れる 

 

人間も共同体も活性化 



結婚における禁忌：不貞と不妊 

妻の役割 

1. 家系の継続 ＜産む機械＞ 

2. 財産の保持 ＜約束手形＞ 

 

不貞と不妊 

1. 非嫡出子への嫌悪、軟禁 

2. 離婚 

 



 「恋愛の類型」  
 

• (1)男が女に恋をする 
• 女が男の恋に応える 

– 結婚する： 
– 結婚できない：『トリスタンとイゾルデ』、『野菊の墓』 

• 女が男の恋に応えない 
– 結婚する：『テス』 
– 結婚しない：『雪国』 

(2)女が男に恋をする 
• 男が女の恋に応える 

– 結婚する： 
– 結婚できない：『御伽草子』（遊女でありながら男に貞節を尽くす） 

• 男が女の恋に応えない 
– 結婚する：メディアとイアソン（エウリピデス『メディア』） 
– 結婚しない：ポテパルの妻とヨセフ（「創世記」 39章）  

 



恋愛結婚と近代家族 

 制度としての恋愛 

 恋愛：人間が人間に近づきたいと思う、もっとコミュニケーションを
取りたいと思う欲求に基礎をおく。 

 恋愛感情：主観的に構成される。 
  
 恋愛と結婚： 
 (1)類似点： 

 快感と生殖という性交渉にかかわる 

 (2)相違点： 
 恋愛が突発的で持続性に疑問がある 
 結婚は安定的で、経済・身分・年齢への釣り合いが要求される。 

 また二つの親族結び合わせ、夫婦という労働・経済単位の社会機能
を持つ 



懐妊に重心 

 



性的交わりの否定 

 

無原罪の御宿り 



性的交わりへの喜びが排除 

 



後景の建物は何
のために使用さ
れるのか。 

 

答え： 

ユダヤ教の神殿 

 



結婚と資本主義 

• マルクスの指摘： 
• マルサス流の「生き続けるための戦い」struggle for existence[つま
り「資本主義の精神」に基づいた生活態度]を、ダーウィンは生物
全体に適用した。 

•   
• エンゲルスの指摘： 
• 資本主義[「資本主義の精神」ではない]が人間に物象化を教え、
対象を対価で捉えるようにした。 

•   
• ヴェーバーの指摘： 

• 資本主義の合理性が日常生活に浸透するのとは逆向きに、個人
レベルでは性愛という非合理・非打算が増大していく。 



ロマンティック愛 

条件：相思相愛 

パターン：障害 

(1)女性が夫人、男性が夫の臣下 

• 『トリスタンとイゾルデ』 

(2)家族同士の相違 

• 『ロミオとジュリエット』 

(3)本人同士の制約 

• 『アベラールとエロイーズ』 
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【補足】結婚の形態 

形態 

(1)単婚（一夫一妻婚） 

(2)複婚 

• 一夫多妻婚  一妻多夫婚  集団婚 

モルガン『 古代社会』 

原始乱婚→血縁婚（夫同士が兄弟、妻同士が姉妹の集団婚） →プル
アナ婚（夫同士が兄弟かまたは妻同士が姉妹の集団婚） →対偶婚（一

夫一妻だが持続性がない） →一夫多妻婚→一夫一妻婚 

 



恋愛・結婚を包括する社会戦略 

 1)恋愛と結婚の分離 
 例 
 古代ギリシア：少年愛と妻 
 騎士道：トリスタンとイゾルデ 
 源氏物語： 
 おいらん遊び 

 
 (2)恋愛を抑圧する 

 「ヒジャーブ」（髪を覆って顔を出す）と、「ニカーブ」（頭をすべて
覆って目だけをだす） 

 愛情をなくても結婚は可能 
  
 (3)恋愛を結婚へと結合 



求愛と結婚 

求愛と結婚の間で起こる最大の事柄 
配偶者相互間の経済上の詰め 
→結婚は「取引関係の形成」forming connections、「企
業」enterprise、「協定」match 

 
求愛の目的 
 (1)結婚に同意する感情的契機を提供する 
 (2)結婚への決断のための情報を提供する 
  
相互の性格一致の重要性 

 
 



婚前交渉へのハードル 

結婚年齢が下がり、人口に対する結婚者数
が増加すると、 

性交歯止めのハードルは低くなる。 

説明１：性欲を抑制できないため、年齢が下がり、
結婚するため。 

説明２：性交をして、相手に結婚を強要する 

説明３：子供を産めるかどうかのテスト期間が婚
約期間  



イングランドの結婚 

  (1)結婚式は宗教的意味合いはなかった→世俗の私的契約 
 教会で結婚することはあっても、祝うためで宗教儀式ではなかった。 

 (2)儀礼、争乱、蕩尽の混淆 

 (3)性交copula carnalisがないなら結婚は成立しない 

 (4)多産のおまじないはほとんどなかった 

 (5)通過儀礼としての意識も意味も低かった←そもそも子は親
元を離れていた 



結論： マルサス型結婚は経済成長に貢献する 

 (1)晩婚になり、人口抑制。逆に、雇用環境がよ
いと早婚になる。 

 (2) 費用対便益比による配偶者選択→親類、階
層、地理による縛りが少ない 

 (3)結婚は「とっておくもの」であって、ある時点で
のみ結婚する「余裕」が出てくる 

 (4)配偶者は個人が選択するもの 
 (5)結婚は個人の満足のためのもの 
 (6)子供は、結婚の目的ではなく、結婚の結果。 
 (7)夫婦同士が「友人」であることが望ましい。 

 



マルサス型結婚を誕生させたものは何か 

 市場資本主義 
 →マルサスの確信：マガママな気持ちが許され、不平等な
社会制度があると、戦争・飢饉は起こらない。反社会主義。 

  

 資本主義の精神：欲求を直接に満たすのではなく、欲求を
一旦抑圧し欲求の対象をいったん突き放し、合理的にそ
の対象を獲得する。【マクファーレン流の解釈。これでは
ハリソン『古代芸術と祭式』になってしまう】 
 Tawney: acquisitive ethic 
Weber: the spirit of capitalism 
Macpherson: possessive individualism  

 



 



イングランドの求婚 

 (1)個人同士で行う。仲人業はなかった。 
 (2)求婚期間は半年から2年間 
 互いをよく知り合う期間があった 
 (3)出会いの場所：教会、村祭り 
 (4)二種類の婚約： 

 「未来に関わる」de futuroと「現在に関わる」de praesenti 
 「現在に関わる」婚約は完全な束縛をともなった。 

 (5)「愛の印」の交換：婚約期間中に交わされるものとして、 
 rings, gloves, knitting sticks, spindles, bobbins,whistles, 

handkerchiefs 

 (6)婚約は肉体関係を許した 



結婚と資本主義 

 マルクスの指摘： 
 マルサス流の「生き続けるための戦い」struggle for existence[つま
り「資本主義の精神」に基づいた生活態度]を、ダーウィンは生物
全体に適用した。 

   
 エンゲルスの指摘： 
 資本主義[「資本主義の精神」ではない]が人間に物象化を教え、
対象を対価で捉えるようにした。 

   
 ヴェーバーの指摘： 

 資本主義の合理性が日常生活に浸透するのとは逆向きに、個人
レベルでは性愛という非合理・非打算が増大していく。 
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