
ルーベンス 
「ヘーローとレーアンデル」： 
後追い自殺という燃焼 

鈴木繁夫 



セストスへ来たならば、へーローが灯
りをかかげた塔を探しておくれ 

ムーサイオス 『へーローとレアンドロス』（前五世紀） 

 

場所： 

ヨーロッパとアジアを分ける海峡（へレスボントス海峡
[ダーダネルス海峡[)の町セストスとアビユドス 

人物： 

ヘーロー：美と愛の女神アプロディテ（ウェヌス）に仕える
巫女 

     女神の生れかわりといわれるほどの美少女 
レアンドロス：アビユドスの若者 



出会い 

きっかけ：アドーニス神の復活を祝う祭礼日
に、二人は一目惚れ 

言い寄り：夕刻に出会い、レアンドロスによる
口説き 

(1)ヘーローの美しさをたたえる 

(2)アプロディテに仕える者が恋知らぬままであっ
てはいけない 

 

 



誓い：毎夜へレスボントス海峡を泳ぎ渡る 
条件：塔の上から目印の灯りをかかげる 

密会：泳ぎ渡って疲れきった恋人の体を抱き、海の塩
気をぬぐう。寄りそって体を温める。 



両町間1500メートル  現在では灯台がない 



密会失敗事件 

時：舟乗りも舟を引き上げる嵐の冬 

きっかけ：逢いたい一心で灯りをつける。レア
ンドロスが跳びこみ泳ぐ。 

溺死：塔の灯りが嵐に吹き消される。レアンド
ロスは目標を見失い溺死。 

自殺：夜明けに、浜辺に打ち寄せられたレア
ンドロスの死体発見。胸の衣を引き裂き、塔
から飛び降り自殺 

 



ルーベンス「へーローとレアンドロス」（1605年頃） 



 

 

 

 

 

「へーローとレ
アンドロス」
(部分) 

海の妖精  
海神ネレウスの娘 

その数は50人/100人 

父親の海の宮殿で、
歌い踊る。 



愛の神アモル 

 ドメニコ・フェッティ「へーローとレアンドロス」（1622-23年） 



恋愛死 

相思相愛の仲にある男女が自殺すること 

日本型 

心中：結婚できない→同時に自殺 

西洋型 

情死：片方が死ぬ→後を追う 

 

 



日本型心中：来世志向 

近松門左衛門「曽根崎心中」 （1703年） 

来世での永続的愛を維持する 

• 「未来成仏うたがひなき恋の手本となりにけり」 

 
： 

 

原型 
 「軽の太子と衣通しの郎
女」（兄妹の近親相姦）
『古事記』 
• 「君が往き 日け長くなり
ぬ 山たづの 迎へを行
かむ 待つには待たじ」 

 



日本型心中：＜2=１＞の維持 

「二本の連理の木に体
をきっとゆはひつけ」 



西洋型情死：＜1＞のままの維持 

情死のカップル 

 へーローとレアンドロス（ギリ
シア） 

 ピュラムスとティスベー（ロー
マ） 

 ロミオとジュリエット（英国） 

 



西洋型情死：対象喪失 

自己の生涯をかけるに値するだけの生き甲斐を失
う。 

自殺＝ 喪失への反応 

 



対象喪失の原因と方向 

原因 
強制 

• 自分が望まないのに、対象を奪われる。 

自発 
• 自分が意図的に相手を見捨てる  

 

心的反応方向 
急性の情緒危機 

持続的悲哀 



対象喪失の段階 

抗議段階 

対象喪失に対する抗議、自己不安感 

悲嘆段階 

絶望、悲嘆に陥る 

 

離脱段階 

対象への関心や欲求の撤去 



＜後追い自殺＞ 

16世紀末に一時的な流行 

セネカ悲劇『パエドラ』 

アントニーとクレオパトラ 

ジョヴァンニとアナベラ（ウェブスター『あわれ、彼女は娼婦』） 

ヘーローの自殺記載は稀 



＜後追い自殺＞図例 
 

ムサイオス「ヘーローとレアンドロス」（対訳版  1497年） 



＜後追い自殺＞不明の図例 

フィリップス・ガッレ （1569年） 

 



＜後追い自殺＞しにくい心性 

唯一神教の呪縛 

言葉・契約への忠誠 

• 人間関係に支配されない 

契約による自殺禁止 

• 自殺への禁忌 

私と神との関係重視 

 



恋愛のあるべき姿 

ヤン・ズッツ『乙女たちのかがり火』1641年 

問い 

港は結婚の象徴である。
それを踏まえると 

 

1.  かがり火はどこにあ
るか。何の象徴か？ 

 ●かがり火（水路標
識）：道徳的教え 

 

2.  アモルは女性たちの
目をどこに向けよう
としているか。 

 ●港の外 

3.  黒いベールをかぶっ
た女性は何の象徴か。 

 ●貞淑 pudicitia 



恋愛のあるべき姿 

ヤン・ズッツ『乙女たちのかがり火』1641年 

(1)淑女は、嵐にあっ
ても難船しない船の
ように、激しく求愛
をされても身持ちを
正しく保つ。 

 

(2)かがり火（水路標
識）という道徳的教
えをたよりにする。 

 

(3)港（最終目的地）
である結婚に着く。 



ルーベンス「ルーベ
ンスとイザベッラ・
ブラント：スイカズ
ラのあずま屋に
て」1609–10年 

イザベラ・ブラント（10歳年下） 



恋愛のあるべき姿？ 
ルーベンス「へーローとレアンドロス」（1605年頃） 



ルーベンスのマンチュア滞在 
滞在期間  

1602-03, 
1604—05  

マルゲリータ・
ゴンザーガ か
らの依頼 

甥の許されぬ
恋への警告 



ルーベンスの対象喪失 

「改めて人間の運命というものにつ
いて考えさせられました。それは、
私たちの人を愛する気持ちとは必
ずしも相容れないもので、しかも
説明のつかない理不尽さを伴う、
神の御心の現われなのです。す
べての物事を支配しようとするそ
の力は強大で、私たちは逃れよう
もなくその力に従う以外ありませ
ん。」(ルーベンス書簡 1626年) 

 

 



死への基本的な構え 

よい人間は 
(1)激情（貪欲・喜び・恐怖・悲しみ）に屈しない。 
(2)神に従う。 
 
世界は 
(3)神の支配下にある。 
(4)すべては善へと向かう。 
 
よい生き方 
(5) 上の(1)-(4)を踏まえた自由と泰然自若。 



新ストア哲学 

 ユストゥス・リプシウス（1547 – 1606年） 

義父ヤン・ブラントの友人 
兄フィリップ・ルーベンスの師 

 

 セネカの結実 
人間の目的：幸福  

達成条件：外部の影響によって波立つ心の動きを抑えたときに
生じる。心の平安（アパティア） 

価値観：外的なものは 価値の区別がない（アディアフォラ） 
境地：心が自らで足りている状態（アウタルキア） 
人間：等しく神的ロゴスによって支配・統治される（コスモポリタン）。 

 
 

3A 



「ストア」の由来と場所 

ストア＝柱廊 

ローマ  
(本来はギリシア) 



四人の哲学者？ 

ルーベンス「四人の哲学者」1615年 

問い 
1. 「4人の哲学者」というが、像を含める
と画中には5人いる。誰が、哲学者では
ないか。 
   左端のルーベンス（画家） 
 
2. ストア哲学のストアとは柱廊の意味だ
が、画中のどこに柱廊があるか。 
  中央のリプシウスの後 
 
3. 画中には、彫像となっている人物の

他にもう一人の故人がいるが、どの人物
か。 
  中央のリプシウスの後   
 
4. 画中にネーデルランド（オランダ）にし
かないものが一点あるが、それは何か。 

  彫像のチューリップ。リプシウスは庭
いじりが好きだった。 



自殺するセネカ 

『セネカ全集』(1652年) 

「自殺の危険の高い 人は、死ぬ覚悟が確固と
している」 ←誤解： 
 
実際 

「自殺の危険の高い人は生と死の間で心が激
しく動揺している」（高橋 祥友『自殺の心理
学』 ） 



ストアの境地 

「すべては最善。すばらしい智慧の／はかり
がたい摂理を人間は／いくども疑うが、結果
は／いつも最善だとわかるのだ」（ミルトン『闘
技士サムソン』 1745-48行 [1671年]） 



ルーベンスの対象喪失 

「デュピュイ様、あらためて運命の必然というもの
について考えさせられ、運命は、私たちの気
持ちとは相容れず、しかも至高の力である神
の現われとして、その業の説明を私たちにた
いしてする義務がないということを思い起こさ
せて下さいました。すべての物事を支配する
その力は強大で、私たちはただそれに従い仕
えるだけなのです。考えてみれば、運命に従う
にあたっては、こちら側から意図的に屈した方
が、人間として痛みは軽くなり誉も生まれるこ
とが必定です。ですが目下のところ、そうした
義務を果たすことは容易ではありませんし、で
きそうにすらありません。」 

(ルーベンス書簡 1626年 49歳)            
 

結婚生活27年 1620年頃 



抵抗しがたい感情 光・理性の喪失 



 

 

 

 

海の妖精が登
場するのは、
ルーベンス
の創作 

 

→極度の悲嘆
の象徴 



対象喪失の克服 

エレーヌ・フールマン（37歳年下） 

「まわりの者たちは、宮廷出入りの
娘をめとるようにとやかましく薦
めたが、私は誠実な中産市民
階級出身の若い娘を妻とするこ
とにした。貴族の女性は生まれ
つきプライドが高いので、私が
絵筆を執るところを見て（屈辱を
感じて）顔を赤らめずにすむ人
を選んだというわけだ」 

→愛はどこに？ 

後妻4年後 （1630年） 

ルーベンス 

「花嫁衣装のヘレナ・ファウル
メント」 1630-1631年頃 



愛のある共同生活 

「今、思い出すのは、君と共に一日をたっ
ぷりと過ごし、／君と共に夕飯を食べな
がら夕闇を過ごし、／仕事も休みも共
に分かち合い、控えめな食事をして一
緒にほっとしたことだ」 

（ペルシウス『風刺詩集』5歌41-44行） 

 

師と弟子との友愛関係 
 



つる（クレマチス）の友愛 

 



「死後にも続く友愛」 Amicitia etiam post mortem durans 

アルチャート 

『エンブレム集』 

1621年 



ストアの友愛contubernium 

男同士
の絆 

ルーベンス『友人たちと自画像』 年代未詳 



フィリップ・ルーベンスの妻 

夫につくしたマリア・デ・モイは、 

夫により二子クララとフィリップの母となり、 

夫と夫の母マリア・ピュペィンクスの墓の隣に 

自らの悲しみと愛のこの記念碑を安置した。 

 旅人よ、どうか善良なる霊たちに祈って下さい。 

 「この人は逝った。すぐに私も続く」と思え。 



フィリップ・ルーベンスの妻 

夫につくしたマリア・デ・モイは、 

夫により二子クララとフィリップの母となり、 

夫と夫の母マリア・ピュペィンクスの墓の隣に 

自らの悲しみと愛のこの記念碑を安置した。 

 旅人よ、どうか善良なる霊たちに祈って下さい。 

 「この人は逝った。すぐに私も続く」と思え。 

 

●後追い自殺とは無関係 

●希薄な夫婦の絆 

 

家系連続 

 

死を想え 



フィリップの結婚動機 

「数ヶ月前にヨハン・ボッキウス秘書官が生命を全うし、
アントワープ市元老院の評決により、私がその後任に
選ばれ、それからほどなくして、これまで私の許嫁で
あった、秘書官の家系であるマリア・デ・モイと結婚（ど
うか結婚がうまくいきますように）したことは、どこから
かあなたに伝わったのではないでしょうか。こういうこ
と[連絡の無礼]があったからといって、私たちの仲間
意識はおしまいになるでしょうか。あなたに会いたいと
思っても、もうその願いが叶わなくなることはないと
思っています。 」フィリップ書簡1609年8月9日付 結婚後4ヶ月 

 
実利：書記官の地位を手に入れる布石 
 



ルーベンスの結婚評価 

「簡単に申し上げれば、私の兄はウェヌス女神、愛の
神々アモルたち、ユーノー女神そしてその他すべての
神から幸運を授かったのでした。兄にふりかかった幸
運とは、美しく、知的で、物腰も優雅で、血筋も財力も
立派な家のご婦人のことです。この方一人でも、ユ
ウェナーリ『風刺詩』第6歌*を撃破できるほどです。兄
が学者のガウンを脱いで、アモルの任務に就くのは幸
せな一刻でした。私には到底真似のできないようなす
ばらしい選択を兄はしたので、私としては兄を追って
その後に続くことはあえて致しません。」 

（1609年4月10日付 ルーベンス書簡） 
*  結婚しようとする男を思いとどまらせようと、女性のあらゆる悪事・悪徳を告発した
詩] 

 



知的男性と実用的女性 

読書を通じた学識 

裁縫による実務 

コンラッド・メイヤー
『人間の十段階』
1675年[スイス] 

 



実用的女性 

裁縫 

リュート 

機織り 

踊り 

 

歌 （本） 

アードリアン・コル
ラート『七惑星と人
間の段階』1581年 

 



「会話」が成り立たない夫婦 

知的男性と実用的女性 

「何が家事に関わるのか、（神により結婚へと召
されたら）どうやってかいがいしく夫に従い、
かわいらしくいられるか、どうやって子供を育
て、どうやって家の切り盛りをしていくか、買
い物の仕方、縫い方、織り方、整理の仕方、
よく働く働き方、そしてその他女性の使命とな
ることのやり方を習得しなくてはならない」 

ヨハンネス・デ・スヴァーフ『聖職者の保育所』1621年 



母としての妻 

ルーベンス「ヘレナ・ファ
ウルメントとその子ども
たち」 

1635年 



裸体： 

三美神として
の妻 

ルーベンス『三美神』 1635年頃 



裸体のウェヌス女神：妻 

ルーベンス『パリスの審判』 1638-1639年頃 



裸体モデル：妻 

ルーベンス 

「ヘレナ・ファウルメントの
肖像」1630年代 



夫による書き込み 
妻は夫に従順 

→夫の表象活動（言葉・画像）に
よって書き描きこまれる存在 



妻の条件：看取り手・助け手 

ヤン・ファン・デン・フッケ(1611–1651) [ルーベンスの弟子] 

「レアンドロスの死を嘆くへーロー」 



これ以降のスライド
は参考資料。 

コピーは不要です 



極度の残酷と静かな平安 

ルーベンス「メデューサの首」（ 1617-18年頃） 



ジェルソンは、婚姻によって結ばれた男女の像
ほど神への愛をよりよく表現する像は存在しな
いとまで言うにいたる。「個人としてのあらゆる人
間の目的、そしてその最高度の完成は、妻が夫
と結ばれるように、神と結ばれることにある。神
が魂に対して示すこまやかな愛情と慈愛にあふ
れる寛大さに匹敵する例は、被造物において、
ただ国王が王妃に対して示す愛情だけである。」 

ツヴェタン・トドロフ 岡田温司・大塚直子訳『個
の礼讃 ルネサンス期フランドルの肖像画』（白
水社、2002年）57ページ 
 



 ニコラス・レグニエル「へーローとレアンドロス」（1626年頃） 
 

上に
向く視
線 



 



＜後追い自殺＞ 

 16世紀に一時的な流行心中ものの人気 
人々の願望を投影したもの→忠臣蔵心理 

 

心的パターン 
日本人 

• 忠義心が薄い 
• 変わり身が早い 
• 集団同調圧力に屈する 

西洋人 
• 自我心が強力 
• 言葉・契約への忠誠 
• 後追い自殺のケースは稀。 

 
 



モデルとしての裸体の妻 

ルーベンス『ウェヌスの宴』 1635年頃 



稀少の情死 

自我心の強さ 

自分が選ぶ状況と自分の意志とは関係なく
与えられた状況 



恋愛（エロス） 

愛している対象の完全に所有する欲望 

対象：自分が価値がありと判断 

 

完全所有の不可能性 

精神と肉体の所有？ 

 

外的に完全所有できない条件→対象の理想
化が永続 

 



対象喪失 

対象： 
個人が愛情をそそぎ依存しているもの 
依存対象への自己一体化 

• 生きがい、安全感、未来への指針 

対象喪失の種類 
外的対象喪失 

• 自分の心の外にある人物や環境を失う。 

内的対象喪失 
• 対象への幻滅から一体化を失う 

対象喪失効果 
錯綜感情：思慕、怨み、憎しみ、償い 
執着 



 



恋愛のあるべき姿 

ヤン・ズッツ『乙女たちのかがり火』1641年 

(1)淑女は、嵐にあっ
ても難船しない船の
ように、激しく求愛
をされても身持ちを
正しく保つ。 

 

(2)かがり火（水路標
識）という道徳的教
えをたよりにする。 

 

(3)港（最終目的地）
である結婚に着く。 



幼児退
行 

二つの
世界へ
の分裂 

対象へ
の思慕
と執着 

防衛機
制 



喪の仕事：第一段階 

幼児退行 

二つの世
界への分
裂 

対象への
思慕と執
着 

防衛機制 



 


