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アモルはなぜ目隠しをしているのか



恋すると盲目に

ベンヴォーリオ：

君の目を自由にしてやれ。

ほかにも美人はいる、よく見るんだ。
ロミオ：

そんなことをしたら
あの人の美しさを一層きわ立たせるだけだ。
………………………

突然盲目になった者は、失つた視力という貴重な宝を

忘れることはできない。



恋すると盲目に

ベンヴォーリオ：

行こう、あいつはこの木立の中に隠れたんだ。

露に湿った夜と仲よくしたいんだろう。

恋は盲目、夜の闇がもってこいだ。

マキューシオ：

恋が盲目なら、的は射抜けないな。



盲目と目隠し



盲目

•視力はある

•目隠しで見えない



盲目と目隠し

「愛は、目で見る

ものではなく、心

で見るものなの。

だから、翼で飛ぶ

アモルは、盲目の

姿をしている。」

『夏の夜の夢』1幕1場234-5行



愛の種類

愛するのは、子供で盲目の＜愛＞ではなく、

騒乱の元素をまとめあげ、

この世に向かって、調和して動くように

教えたあの名誉ある＜愛＞を。

ジョン・ディヴィス卿「結婚祝歌」



二人のアモル
• 次に二種類のエロースのことを手短かに話したい。

• プラトーンの本の中［『パイドロス』］では、エロースはアプロ
ディーテの従者であると、パウサニアースが主張したことに
なっている。

• とすれば、アプロディーテ一柱に一人のエロースがつき従っ
ているわけで、エロースはアプロディーテの数だけいるはず
である。

• パウサニアースは二柱のアプロディーテを考えているのだ
から、従者であるエロースも二人でなければならない。とこ
ろで一柱のアプロディーテは天上に住み、天空から母なし
で生まれたが、もう一柱は卑俗なこの地上に住み、ゼウス
とディオーネーから生まれたとされている。

フィチーノ『愛の形而上学』



二人のアモル
目明きのアモル 目隠しのアモル

天上・崇高 地上・卑俗

正当的 不当

聖別されている 倒錯

本来的 利己的

宇宙秩序と調和 罪作り

結婚と子孫 不倫と傍系

貞潔 快楽



二種類の愛

ティチィアーノ「聖愛と俗愛」1541年



情熱の恋愛

ティチィアーノ「聖愛と俗愛」1541年

目明きのアモル

天上・崇高

正当的

聖別されている

本来的

宇宙秩序と調和

結婚と子孫

貞潔



情熱の恋愛

ティチィアーノ「聖愛と俗愛」1541年

盲目のアモル

地上・卑俗

不当

倒錯

利己的

罪作り

不倫と傍系

快楽



どちらのアモルか？

クラナハ「目隠しのアモル」1530年

目隠しをするのか？

目隠しをはずすのか？

プラトンの本



二人のアモルの拮抗

1. 中世キリスト教

2. 中世騎士道

3. ルネッサンス・プラトン哲学

4. ルネッサンス・マキャヴェリ主義



中世キリスト教

作者不詳

「マグダラのマリア」

1280年代



中世キリスト教

目明きのアモル 目隠しのア
モル

天上・崇高 地上・卑俗

正当的 不当

聖別されている 倒錯

本来的 利己的

宇宙秩序と調和 罪作り

結婚と子孫 不倫と傍系

貞潔 快楽



中世騎士道

作者不詳

「騎士と乙女」

中世写本



中世騎士道：
シャンパーニュ伯爵夫人
の判決

「恋愛はその権限を夫と妻との間に行使得ないこと
をここに宣言し主張する。恋するものはいかなる必
要に迫られることもなく、相互に無償に与え合うも
のであるに反して、夫婦は義務により、互いの欲望
に従い、如何なる点においても互いに拒むことがで
きないからである。（中略）……当判決は、多数貴
婦人の意見を徴した上で、慎重に表現するものなれ
ば、確固として疑うべからざる真理と見做され
る。」1170年



中世騎士道

目明きのアモル 目隠しのア
モル

天上・崇高 地上・卑俗

正当的 不当

聖別されている 倒錯

本来的 利己的

宇宙秩序と調和 罪作り

結婚と子孫 不倫と傍系

貞潔 快楽



ルネッサンス・プラトン哲学

•地上から天上へ

ティチィアーノ「聖愛と俗愛」1541年



ルネッサンス・プラトン哲学
目隠しのアモル 目明きのアモル 目隠しのアモル

地上・卑俗 天上・崇高 天上・崇高

不当 正当的 正当的

倒錯 聖別されている 聖別されている

利己的 本来的 本来的

罪作り 宇宙秩序と調和 宇宙秩序と調和

不倫と傍系 結婚と子孫 結婚と子孫

快楽 貞潔 貞潔



ルネッサンス・プラトン哲学

•地上から天上へ

ティチィアーノ「聖愛と俗愛」1541年



ルネッサンス・マキャヴェリ主義

•理想破棄→現実直視

• 「いかにあるべきか」

• 「いかにあるか」、「あるがまま」

•正義破棄→効果の追求

• 「何か正しいか」

• 「何がもっとも効果的か」を追求したので

ある。彼



ルネッサンス・マキャヴェリ主義

既存道徳 マキャヴェリ精神

事象の流れに沿う 作為的に変更

障害の抱え込み 障害の克服

明確な因果
（勧善懲悪・応報賞罰・占星術）

周到な計算
（奸計・予測）

小欲での満足 欲望の肥大

正義の実現 欲望の実現



ルネッサンス・マキャヴェリ主義

目隠しのアモル 目明きのアモル
天上・崇高 地上・卑俗

正当的 不当

聖別されている 倒錯

本来的 利己的

宇宙秩序と調和 罪作り

結婚と子孫 不倫と傍系

貞潔 快楽



ロメオと
ジュリエット
の愛



ロメオとジュリエットの愛

1. 中世キリスト教←徹底した現世的愛

2. 中世騎士道←肉欲の肯定

3. ルネッサンス・プラトン哲学←昇化の停止

4. ルネッサンス・マキャヴェリ主義←無計算



ロメオとジュリエットの愛

キリスト教 愛の宗教

目的地 天国 愛の楽園

必要なもの 聖愛 激しい愛

神の性質 世界の生産 カップルの生産

人間のあり方 理性、平和、秩序 愛

中世騎士道世界に近い



中世騎士道との違い？

•結婚をする

•性的交わりがある

•男性は他力で女性を守る



ロメオと
ジュリエット
の愛



ここから以降のスライドは授業で
は扱いません
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