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17世紀スペインの修道院における聖具室装飾

はじめに

　トリエント公会議が 1563年に閉幕して以降、対
抗宗教改革の機運に乗じたスペインでは、多くの教
会や修道院の構内で美術装飾が行われる。この時期
から 18世紀にかけて行われた聖堂の改築、祭壇の
新設、チャペルの増設、絵画による回廊装飾の作例
は今でもスペイン各地でその華麗な意匠をとどめて
いる。こうした中で、新たに重要な装飾の場として
立ち現れてきたのが聖具室であった。
　16世紀から 18世紀にかけて、カテドラルや有力
な修道院を中心に聖具室の大規模な改築、装飾が行

われており、バロック美術において聖具室装飾は重
要なテーマの一つとなった。しかし、現状において
聖具室装飾に焦点を当てた研究はさほど多くはな
い。その上、もとより注目度の高いカテドラルに対
し、規模も理念も様々である修道院の聖具室装飾に
対する研究はほとんどなされていない。とはいえ、
いくつか重要な聖具室装飾が 17世紀のスペインの
修道院でなされていることは疑いない事実であり、
バロック期の聖堂装飾の一側面を知るうえで、考察
を進める意義は十分にある。そこで本稿では、その
中でも代表的な作例であるグアダルーペ修道院およ
びラス・クエバスのカルトゥジア会の聖具室装飾に
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Ornamentation of the Monastic Sacristy in Spain during the Seventeenth Century: 
Through the Examination of Series of Zurbarán’s Paintings
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Abstract
　Following the Council of Trent, Catholics emphasized the importance of the liturgy, thereby increasing atten-
tion upon the sacristy, which is the room to reserve treasures of the church. Consequently, many churches and 
monasteries in Spain constructed and ornamented their sacristies on a large scale from the 16th to the 18th cen-
tury. The ornamentation of the sacristy may be considered one of the most important themes in Baroque art.
　However research on this theme has not progressed sufficiently to date. In particular prior studies of the monas-
tic sacristy remain fewer in number than those of studying cathedral, because there are various monastic orders, 
and also the size of their monastery is various. Nevertheless it is established fact that some important ornamenta-
tion of the sacristy was undertaken in monasteries. In particular, in some monasteries, grand series of pictures 
were created themed upon monks related to each monastic order or monastery respectively.
　To reveal a particular feature of the ornamentation of monastic sacristies, this paper focuses on two series of 
paintings created by Francisco de Zurbarán in the sacristies of monasteries; one is found in the Monastery of Gua-
dalupe, and the other is the Monastery of Santa María de las Cuevas. It is significant that some of the motifs in his 
paintings suggest that the paintings not only had a pedagogical role for monks, but also the function of demon-
strating the importance of their own monastery for visitors. Through the examination of a series of Zurbaran’s 
paintings, it will be clarified that one distinctive feature of the ornamentation of monastic sacristies was “con-
sciousness of visitors”.
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焦点を当て、カテドラルとは様相を異にする修道院
の聖具室装飾の一端に迫りたい。

1．聖具室

1-1．聖具室
　聖具室とは典礼で用いる道具や寄付によって奉献
された貴重品を収める部屋で、一般信徒からは秘さ
れた内陣近くに設置される⑴。そこにはカズラやス
トラ、香炉や聖体顕示台などの典礼道具が納めら
れ、ミサに臨む聖職者は儀式の準備を行う。また、
寄付などによってもたらされた数々の貴重品や、タ
ベルナクルムを持たない聖堂では聖体も安置してい
るため、祝祭の際には行列の出発地となる⑵。聖具
室が明確な目的をもって一つの部屋として独立した
のは中世であるが、当初は全ての教会や修道院が必
要としていたわけではなく、小さい教区教会などで
は聖具室を作らず、主祭壇の脇に置かれた衣装箪笥
で事足りていた⑶。また、規模の大きい修道会でも
それほど大きな聖具室は有していなかったよう
だ⑷。聖具室がその重要性を増すのは、聖職者数が
増加したルネサンス以降であった。
　参事会員の増加や、聖職者の役職の多様化により
典礼に関わる人数も増えていった。典礼の儀式は複
雑さを増し、規模も大きくなった。そのため、とり
わけカテドラルなどの重要な聖堂は、聖具室を改築
する必要に迫られた。この状況にさらに拍車をかけ
たのがトリエント公会議であった。
　カルロ・ボロメオがその著作において聖具室建設
の促進を促したことで、多くの教会や修道院が聖具
室の新設、改修、拡張に着工することとなった。ボ
ロメオはその著書『教会建築の手引き』の第 28章
で、聖具室について詳しく解説している⑸。ボロメ
オは前提として、聖具室が自立した独自の建築とし
て建てられることを述べ、典礼用具を適切に納める
必要から、全ての教会に聖具室が建設されるべきで
あることを説いた⑹。こうした典礼の重要性の高ま
り、典礼用具への関心は、教皇庁による実際の政策
にも反映されており、教皇庁はトリエント教令が遵
守されていることを確認するため、各教会の聖具室
における物質的状況を調査している⑺。16世紀か
ら定期的に財産目録が作成されるようになったのは
このためであろう⑻。

1-2．スペインにおける聖具室装飾
　こうした状況下において、とりわけ強力なカト
リック大国であったスペインでは、16世紀以降多
くの教会や修道院で聖具室の建設や改修が行われ
た。特に各都市の信仰の重要な拠点であったカテド
ラルでは、聖具室全体を作り変えるような大規模な
改築が行われた。例えば、ディエゴ・デ・シロエが
イタリアの建築の知識を導入したセビーリャ、バン
デルビラが設計を担当したハエン、そして対抗宗教
改革の重要な拠点だったトレドのカテドラルなどの
作例が挙げられる。中でもトレドのカテドラルの聖
具室では、1582年に開催されたトレド公会議で求
められた厳格さと実用性が追及され、長方形のプラ
ンで側壁にニッチを設け、その空間に衣装などを納
める木箱を設置する空間構成は、その後の聖具室の
一つの定型となった⑼（図 1）。
　聖具室の装飾の中心となったのは絵画や彫刻であ
るが、信仰の対象が決定されているチャペルとは異
なり、聖具室はそこで選択される主題が明確に規定
されていない上、寄付によって得た美術品もあるた
め、様々な主題の絵画や彫刻が取り付けられた。そ
れでも、幾つか好まれた主題を見出すことはでき
る。例えば、カテドラルでは聖母に纏わる主題、特
に無原罪の御宿りの絵画、彫刻作品が好んで用いら
れた⑽。また、絵画に関していえば、他にもキリス
トの受難、十二使徒、磔刑像などがしばしば描かれ

図 1　トレドのカテドラルの聖具室
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ており、これらはミサに向かう聖職者が雑念を排除
し、精神的な準備をすることを補助する役割を担っ
ていた⑾。

1-3．修道院の聖具室装飾
　一方、カテドラルほど作例は多くないものの、豊
かな資産を有した修道院でも大規模な聖具室装飾が
実施された。16世紀から 18世紀にかけて、幾つか
重要な聖具室装飾が修道院で行われている。例え
ば、フェリペ 2世によって建設された王立エル・エ
スコリアル修道院の聖具室ではトレド大聖堂と類似
した長方形のプランを採用され、ホセ・シグエンサ
が「神の家の衣裳部屋（la recámara de la casa de 
Dios）⑿」と言い表すほど優美な壁面装飾と広大な
空間が創出されている（図 2）。祭壇には 1684年の
聖体顕示台に入れられた聖体が聖遺物室から聖具室
に移された瞬間が描かれたクラウディオ・コエー
リョの《聖体の秘儀》が設置され、聖体と聖体拝領
への賛美がなされている⒀。
　その他には、パトロンの埋葬所として建設され、
簡潔で古典的な装飾、壁面のニッチに使徒やドミニ
コ会士達の彫像を置くサラマンカのサン・エステバ
ン修道院の聖具室（図 3）や、厳粛なエレーラ様式
で作られたオーニャのサン・サルバドル修道院、聖
フランシスコを称揚する天井画が描かれたマドリー
ドのフランシスコ会第三会の聖具室も優れた作例で
ある。つづく 18世紀初頭に建設されたグラナダの
カルトゥジアの聖具室では、過剰な装飾と光の効果
によって空間全体を統合する壮麗な装飾がウルター
ド・イスキエルドによって試みられ、バロック期に
おける聖具室装飾の中でも白眉といえる作例である
（図 4）⒁。これらの修道院の聖具室では、所縁のあ
る聖人や修道士をモティーフとした絵画や彫刻によ
る装飾が好まれた。修道会の創設者から、修道会が
輩出した聖人、延いては列聖はされていないが、そ
の生涯において優れた功績を残した一修道士まで
様々な人物が絵画や彫刻のモティーフとなった。ト
リエント公会議により聖人は範として示され、彼ら
への敬信が促されたことに加え、過去の優れた宗教
家たちの列聖が相次いだため、17世紀にはことさ
ら多くの聖人たちを主題とした絵画や彫刻が生み出
され、聖具室を彩ったのである。
　こうした修道院の聖具室装飾の中で最も優れた作
例が、グアダルーペ修道院および、セビーリャ、ラ 図 4　グラナダのカルトゥジア会の聖具室

図 3　サラマンカ、サン・エステバン修道院の聖具室

図 2　エル・エスコリアル修道院の聖具室
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ス・クエバスのカルトゥジア会の聖具室装飾であ
る。両修道院では、聖具室全体を作り変える大規模
な装飾事業が実行され、時の人気画家で、“国王の
画家（Pintor del Rey, Pintor de Su Magestad）”でも
あったフランシスコ・デ・スルバランによって制作
された修道院所縁の修道士を主題とする絵画連作が
掛けられた⒂。絵画を中心に据えた両修道院の聖具
室装飾プログラムはその規模や質の面で、17世紀
スペインの修道院で行われた聖具室装飾の中でも最
良の作例である。
　それでは、この二つの 17世紀を代表する聖具室
装飾を手がかりとして、修道院における聖具室装飾
の具体的な様相に考察を進めたい。

2．グアダルーペ修道院

　王立グアダルーペ修道院は、14世紀に建立され
たヒエロニムス会修道院で、エストレマドゥーラ州
カセレス県の山間部に位置する。15世紀までカス
ティーリャ・イ・レオン王国の国王たちの巡礼や会
見の場として重要な修道院であった⒃。聖具室の改
築は 1638年に開始され、1647年に完了した。長方
形のプランで、側壁には木箱が置かれ、前出のエ
ル・エスコリアルの聖具室に近似している（図 5）⒄。
その壁面全体は植物文様で覆われ、天井には聖ヒエ
ロニムスの生涯を主題としたやや小さめの絵が描か
れている。これらの壁画はマヌエル・ルイスが担当

した⒅。1638年、時の修道院長ディエゴ・デ・モ
ンタルボはスルバランに 8人のヒエロニムス会士
を主題とした連作を依頼し、これら絵画連作は木箱
の上に掛けられた⒆。各作品には額と銘文が記され
たプレートが付されており、そこには絵画の表す主
題の説明が記されている。スルバランの絵画は《ミ
サを捧げるカバニュエラス神父》、《トレド大司教職
を辞退するフェルナンド・ヤニェス師》、《フアン・
デ・カリオン師の別離》、《マルティン・デ・ビスカ
ヤ師の慈善》、《ゴンサロ・デ・イリェスカス師》、《キ
リストに対面したアンドレス・デ・サルメロン師》、
《ペドロ・デ・サラマンカ師の幻視》、《悪を退ける
ディエゴ・デ・オルガス師》の 8点で、各作品には
それぞれの修道士たちの生涯における重要なエピ
ソードが描かれている。これらの作品は 1600年に
ホセ・デ・シグエンサが執筆した『聖ヒエロニムス
修道会の歴史』を文学的典拠としている。デレンダ
はこれらの修道士たちがそれぞれ美徳の行いを表わ
していることを指摘し、連作の持つ教育的な意味を
見出した。デレンダによれば《ミサを捧げるカバ
ニュエラス神父》は「総告解」、《トレドの大司教職
を辞退するフェルナンド・ヤニェス師》は「謙虚」、
あるいは「世俗の忌避」、《フアン・デ・カリオン師
の別離》は「神への服従」、《マルティン・デ・ビス
カヤ師の慈善》は「慈善」、《ゴンサロ・デ・イリェ
スカス師》は「隠遁」、《キリストに対面したアンド
レス・デ・サルメロン師》は「然るべき礼節」、《ペ
ドロ・デ・サラマンカ師の幻視》は「沈黙」、《悪を
退けるディエゴ・デ・オルガス師》は「終わりなき
肉欲との闘い」を示している⒇。
　これらの作品に描かれた修道士たちは聖人ではな
いため、ヒエロニムス会以外ではほとんど知られて
いないが、グアダルーペのヒエロニムス会士たちに
とり彼らは皆、同修道院が輩出したなじみ深い偉大
な先人達であり、その英雄的な行いは観者となる修
道士たちにとって一つの指針になったことは間違い
ない。
　こうした教育的な役割の一方で、過去の修道士た
ちの英雄的な行いを強調することは自己称賛でもあ
る。これらの修道士たちを輩出したグアダルーペ修
道院の重要性の再確認もまた、スルバランの連作の
目的であったと推察される21。ブラウンはこの点の
考察をさらに進め、スルバランの連作をかつての栄
光を失ったグアダルーペ修道院の再起をかけたプロ図 5　グアダルーペ修道院の聖具室
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パガンダ戦略の一環であったと解釈した22。
　ブラウンが行ったそれぞれの作品に反映されたプ
ロパガンダ的な側面への考察を具に検討していくこ
とは紙幅の都合上難しいので、本稿では連作の中で
も特にプロパガンダの様相が強く看取される《トレ
ド大司教職を辞退するフェルナンド・ヤニェス師》
（図 6）に注目したい。この絵画に描かれたのは、
王からの信頼を得たグアダルーペ修道院のヒエロニ
ムス会士ヤニェスが、国王エンリケからトレド大司
教の職を薦められる場面である。ヤニェスは修道生
活を求め、この大司教職着任への依頼を断るのだ
が、スルバラン作品では、跪き、王にビレタを被せ
られ、あたかも大司教職受け入れたような態度を
とっている。したがって、一見大司教職を辞退した
事実と矛盾するように見える。この場面は、シグエ
ンサの『聖ヒエロニムス修道会の歴史』では以下の
ように記述されている。

　〔王は〕深刻な面持ちで言った。『幸運な神父よ、
修道士たちはそなたを修道院長にとは望んでいな
い。なぜなら、私はそなたに他のより威厳のある職
務を与えることを約束するためである。』こう告げ
て、王は頭にのせていた暗紅色のビレタをヤニェス
の頭に被せた。そして言った。『これを受け取りた

まえ。トレド大司教職である』。聖なる神父は微笑
み、これを冗談と捉え（王はからかうようなことは
もちろんしないのだが）、ビレタを取り、王に返し
た23。

　スルバランは、まさに国王がビレタをヤニェスに
載せた瞬間を描いたのだろう。テキストとの一致は
確認できるが、非常に紛らわしい表現といえる。跪
いてビレタを受けるヤニェスの姿は、むしろ大司教
職を受け入れたように認識されかねない。後年に描
かれたバルデス・レアルの《フェルナンド・ヤニェ
ス師》の画中後景に描き込まれた同場面の表現と比
べると、こちらの方が明快な表現のように思われる
（図 7）。バルデス・レアルの作品では、ヤニェスは
国王にビレタ授与を頭に乗せられるのを寸でのとこ
ろで拒んでいる。これに加え、スルバランの作品で
は、15世紀に生きたエンリケ 3世がなぜか 17世紀
初頭の衣装をまとっている点も重要である。ブラウ
ンは、グアダルーペ修道院と王権の継続的なつなが
りを示すためにこうした表現が用いられたと解釈し
た24。そして、グアダルーペ修道院の当時の状況、
すなわち首都としてマドリードが建設されたこと
で、グアダルーペが遠隔地になったことや、王がグ
アダルーペ修道院と同じヒエロニムス会であるエ

図 7　フアン・デ・バルデス・レアル
《フェルナンド・ヤニェス師》
1656-57年　油彩・カンヴァス

246× 126cmセビーリャ県立美術館

図 6　フランシスコ・デ・スルバラン
《トレド大司教職を辞退するフェルナンド・ヤニェス師》

1639年　油彩・カンヴァス　290× 222cm
グアダルーペ修道院聖具室
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ル・エスコリアル修道院を王家の霊廟を備えた修道
院として建設したことによって引き起こされた、グ
アダルーペ修道院と王権のつながりの希薄化を聖具
室装飾と関連付けた25。ブラウンによれば、17世
紀にスペイン国内における重要性を失ったグアダ
ルーペ修道院は、再起を図り、修道院の大規模な改
築行った。この事業の一環であった聖具室装飾に
は、同修道院が輩出した傑出した修道士たちを主題
とした絵画が飾られた。聖具室の修道士連作は修道
院の重要性を伝えるプロパガンダとしての役割を期
待されたのである26。この見解に対してデレンダは、
グアダルーペ修道院の衰退はブラウンによる大げさ
な表現として批判的に捉えている27。さらに、先の
エンリケ 3世の衣装に関しては、こうした時代錯誤
的な表現は慣習的なものと反論している28。確かに、
聖具室装飾に関してプロパガンダ的な役割を第一義
的なものとして捉えるようなブラウンの主張には首
肯しかねる。とはいえ、《トレド大司教職を辞退す
るフェルナンド・ヤニェス師》のエンリケ 3世は時
代錯誤的な服装をしているのみならず、その相貌は
明らかに当時の国王であるフェリペ 4世であり、王
権とのつながりを示す意味合いがあったことは否定
できない。実際、グアルーペ修道院が王侯や多くの
巡礼者たちの巡礼地であったことを顧みれば、修道
院外から訪れた者のまなざしに対する意識が聖具室
の装飾事業に反映されている蓋然性は高いと言えよ
う。
　ここで注目すべきは、聖具室が外部の者に対して
開かれ、彼らに対して何らかの機能を期待されてい
た可能性である。これまで典礼との関りに終始して
いた聖具室に関する先行研究において、この点は語
られることがなかった。来訪者に対して期待された
聖具室の機能をより明確にするには、スルバランの
もう一つの重要な聖具室絵画の連作、ラス・クエバ
ス三部作に考察を進めることがその手助けとなるで
あろう。同三部作にも来訪者への意識が反映されて
いるのである。

3．ラス・クエバス三部作

　ラス・クエバスのカルトゥジア会はセビーリャ、
グアダルキビル川河畔に位置する。王立の修道院で
はないものの、国王や多くの貴族や商人の寄付に恵
まれ、豊かな資産を持つ修道院であった29。また、
カルトゥジア会の謹厳な修道実践は多くの宗教家を

も惹きつけ、内的にも充実したスペイン屈指の大修
道院であった30。スルバランが、聖具室装飾のため
に手掛けた三点の絵画《食堂の聖ウーゴ》、《ラス・
クエバスの聖母》、《聖ブルーノと教皇ウルバヌス 2
世》（ラス・クエバス三部作）にもその修道実践へ
の謹厳な態度は反映されている（図 8-11）。これら
三点の絵画は修道会の重要な美徳をほのめかしてい
る。《食堂の聖ウーゴ》は「禁欲」、《ラス・クエバ
スの聖母》は「聖母への信心」、《聖ブルーノと教皇
ウルバヌス 2世》は「沈黙」を表す。《食堂の聖ウー
ゴ》と《聖ブルーノと教皇ウルバヌス 2世》にはカ
ルトゥジア会創設者聖ブルーノの伝記を基にした主
題が描かれ、一方の《ラス・クエバスの聖母》には、
聖母がマントによって信徒を庇護する中世の伝統的
な「慈悲の聖母（ミゼリコルディア）」図像が描か
れた31。聖人を具体的な模範として描き、観者とな
る修道士たちへ修道会の美徳の実践が教訓的に示さ
れている。
　三点の内、注目したいのは《食堂の聖ウーゴ》（図
8）である。この作品ではグアダルーペ修道院の《ト
レド大司教職を辞退するフェルナンド・ヤニェス
師》と同様の時代錯誤的な表現がなされている。画
中では 11世紀末に生きた聖ブルーノの生涯の一場
面を主題としながら、画面中央に位置する聖ウーゴ
の従者は、1640年以降の衣装をまとっているので
ある32。さらに、この絵ではあろうことか食卓の上
の水差しに、聖ブルーノの時代から 3世紀も後に創
設されたラス・クエバスのカルトゥジア会の紋章が
描きこまれている。ボイトラーはこの点に関して、
過去（聖ブルーノの時代）と現在（17世紀のラス・
クエバスのカルトゥジア会）において途切れること
なく続く、カルトゥジア会の修道実践の一貫性が示
されていると解釈した33。確かにこの解釈は、聖具
室の絵画の持つ修道士たちへの教訓的な意図を考え
れば妥当といえるが、画面のほぼ中央に紋章を描き
込むのは非常に強引な表現といえる。むしろこれは
ラス・クエバスのカルトゥジア会の自負の現われと
して捉えた方がよいだろう。多くの修道院は自院の
創設者の紋章を修道院構内の見える位置に掲げるこ
とによって、その血脈を不滅にすることを望んだ34。
この点に加え、以下に引用するラス・クエバス三部
作に対する年代記の記述を考慮に入れれば、作中の
紋章の意味に対する一層進んだ解釈に導かれる。
18世紀に、過去の修道院文書を転写して作られた
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年代記 protocoloは《食堂の聖ウーゴ》について以
下のように伝える。

　聖具室の主要な三絵画のために、高名なスルバラ
ンを呼び寄せたが、彼はそれらにおいてデッサンの
果敢さ、筆致や色遣いに優美さを込めた。それらの
修道士の姿はブラス・ドミンゲス神父、その院長代
理マルティン・インファンテ、そして往時の助修士、
もしくは神父たちの真の肖像となっている35。

　《食堂の聖ウーゴ》で描かれた聖ブルーノの相貌
は、聖ブルーノを主題としたもう一つの作品《聖ブ

ルーノと教皇ウルバヌス 2世》（図 10）に描かれた
聖ブルーノの相貌と一致していない。さらに、聖人
伝の時系列上は《聖ブルーノと教皇ウルバヌス 2
世》より先であるにもかかわらず、聖ブルーノの相
貌が幾分年老いた相貌で描かれていることから、年
代記の記す通り、《食堂の聖ウーゴ》に描かれた聖
ブルーノの相貌が修道院長のそれであった可能性は
高い36。先の紋章の描き込みを顧みれば、修道院長
が単にモデルを務めたということではなく、この作
品が肖像画であったと推察されよう。とすれば、年
代記の記述にあるように画中の他の修道士達もま

図 9フランシスコ・デ・スルバラン
《ラス・クエバスの聖母》

1655年頃　油彩・カンヴァス　267× 320cm
セビーリャ県立美術館

図 8　フランシスコ・デ・スルバラン
《食堂の聖ウーゴ》

1655年頃　油彩・カンヴァス　268× 318cm
セビーリャ県立美術館

図 10　フランシスコ・デ・スルバラン
《聖ブルーノと教皇ウルバヌス 2世》

1655年頃　油彩・カンヴァス　272× 325cm
セビーリャ県立美術館

図 11　ラス・クエバスのカルトゥジア会の聖具室の再現図
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た、当時ラス・クエバスのカルトゥジア会にいたカ
ルトゥジア会士達であり、ラス・クエバスのカル
トゥジア会士たちが一列に並んだ構図で描かれたこ
の作品は、集団肖像画としての意味合いを有してい
たのではないだろうか。ラス・クエバスのカルトゥ
ジア会の共同体の威厳が示されているのである。
　先に述べた通り、ラス・クエバスのカルトゥジア
会は王立の修道院ではないものの、王侯貴族から多
くのパトロネージを受け、スペイン屈指の財力を有
する修道院となるに至った。そのため、カルトゥジ
ア会のカスティーリャ管区内でも強い指導的立場を
とるようになる37。さらに、16、17世紀には新大
陸交易によるセビーリャの盛況を受け、最盛期を迎
えた。歴史家ドミンゲス・オルティスはこうしたラ
ス・クエバスのカルトゥジア会の成長は、他のカル
トゥジア会、例えばカスティーリャ管区で指導的な
役割を果たしていた王立エル・パウラールのカル
トゥジア会などとのヘゲモニーにおける競争意識を
引き起こすほどであったと言及している38。した
がって、《食卓の聖ウーゴ》において、最盛期を迎
えたラス・クエバスのカルトゥジア会の共同体の自
負心が集団肖像画という形で現れたとしても不思議
ではない。自院の重要性を誇示せんとする意識を読
み取ることができよう。
　それでは、こうした表現は、はたして誰に向けら
れたアピールであったのであろう。聖具室の絵画を
修道士たち以外で誰が実見し得たであろうか。聖職
者が聖務の準備をする部屋、あるいは教会や修道院
の貴重品を納める部屋という聖具室の特徴を顧みる
と、一見聖堂内の立ち寄りがたい秘された空間であ
るように思われるが、実際には修道士たち以外の者
でも聖具室に入室可能であったようだ。このことは
幾人かの美術史家や歴史家がその著書に聖具室への
訪問を書き残している事実から窺い知ることができ
る39。特にラス・クエバスのカルトゥジア会のよう
な大修道院には、聖職者のみならず貴族や有識者、
そして歴代の国王など地位のある多くの者たちが訪
れた。中でも年代記が伝える 1624年のフェリペ 4
世の訪問は注目に値する。年代記によれば、ラス・
クエバスのカルトゥジア会を訪れた国王はまず聖堂
に入り、聖歌隊によるテ・デウムを聞いた。そして、

　これ〔テ・デウム〕を終えた後、修道院長は祈り
の詠唱を行い、その間に王はペル・アファン・デ・

リベラの石棺の碑文を読んでいた。祈祷が終わり、
陛下は至聖所へと進んだ。そしてそこから聖具室へ
行き、出て来てから修道院長と修道会士たちは陛下
の手にキスをしようとしたが、陛下はそれを望まれ
なかった40。

　この後、王は修道院長の修室を訪れ、修道院を後
にしている41。フェリペ 4世は聖堂に入り、主祭壇
奥の至聖所（現存せず）を通ったのち、聖具室を訪
れた。非常に短く、簡潔な記述ではあるものの、こ
の記録は重要で、修道院内には他に幾つかのチャペ
ルや豊かな蔵書を誇る図書館など多くの重要な部屋
があるにもかかわらず、王が訪れたのは引用文中に
言及された場所以外では修道院長の修室のみであっ
た42。ここから、聖具室がいかに重要な空間であっ
たか推察されよう。実際、ラス・クエバスのカルトゥ
ジア会では、寄付によって得られた数多くの貴重品
を聖具室に納めており、この事実からここが重要な
空間であったことは間違いない。ラス・クエバスの
カルトゥジア会を訪れた 17世紀のセビーリャ史家
オルティス・デ・スニガは、聖具室に対し以下のよ
うに賛辞を送っている。

　繊細な意匠の施された豪華なタベルナクルムに入
れられている多くの聖遺物とともに、聖具室の装
飾、貴重品の豊かさ、精巧さ、珍しさは称賛に値す
る。また、他にもその意匠の珍奇さにより高価で、
賞賛すべき至高の品々がある43。

　具体的には、聖ブルーノの聖遺物をはじめ、殉教
聖女の聖遺物、銀の十字架、アビラの聖テレサに
よって刺繍が施された聖遺物箱など様々な貴重品を
所蔵していたことが年代記によって伝えられてい
る。中でも、カール五世の寄付により得たデュー
ラーの携帯用三連祭壇画やピウス 5世が寄付した
携帯用祭壇は王権や教皇権とのつながりを示す重要
な財産であった44。したがって、国王のような重要
な訪問客に聖具室を披露することはすなわち、修道
院の重要性を視覚的に伝えることを意味するのであ
る。
　残念ながらスルバランの作品が飾られたのは
1655年であったため、フェリペ 4世がラス・クエ
バス三部作を目にすることはなかったが、聖具室が
国王のような重要な来訪者を招き入れる場所であっ
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た事実は看過し得ない。この点を考慮に入れれば、
《食堂の聖ウーゴ》で用いられた集団肖像画的な側
面は構内の修道士達ではなく、むしろ来訪者に対す
る意識によるものと捉えられよう。つまり聖具室に
おいて、そこに収蔵されている貴重品とともに、聖
ブルーノから脈々と継承されている厳しい修道実践
により表される修道会の美徳を絵画によって示すこ
とで、物質的な豊かさのみならず精神的な豊かさを
も示す意図があったのではないだろうか。

おわりに

　以上に見てきた通り、グアダルーペ修道院および
ラス・クエバスのカルトゥジア会二つの聖具室装飾
には、来訪者に対する意識が見出せる。両修道院の
聖具室が修道院の重要性を伝える場として機能する
ことを期待されていたとすれば、それは、これまで
貴重品を納め、聖務の準備を行う部屋として認識さ
れてきた聖具室の新たな一側面と言えよう。稿者
は、こうした側面は 17、18世紀に行われた他の聖
具室装飾にも当てはまると考える。実際、グラナダ
のカルトゥジア会やサラマンカのサン・エステバン
修道院の聖具室壁面に施されたパトロンや修道院の
紋章のレリーフが、来訪者への意識の反映によるも
のであることは大いに考え得る。また、もとより聖
具室で好んで飾られた聖人像そのものが本質的にプ
ロパガンダ的な側面を有していた可能性も看過でき
ない。テオファネス・エヒドは、17世紀のスペイ
ンで聖人像が制作された目的と役割を三点提示して
いる。すなわち、構内における修道士や修練士たち
への教育として、対外的に修道会の霊的豊かさを示
すプロパガンダとして、そしてそれぞれの修道会間
の競争における武器としてである45。本稿で修道院
の聖具室装飾の意図として見出した修道士への教
育、自院の称賛、重要性の提示といった点を照らし
合わせると、エヒドの指摘はまさしく聖具室を飾っ
た聖人像に合致するように思われる。
　本稿では、スルバラン作品に見られる具体的なモ
ティーフや表現から、聖具室装飾が内包する来訪者
への意識を指摘するにとどまったが、今後はこうし
た点が装飾プログラム全体にどれほど影響を及ぼし
ているのか綿密に考察を進めていきたい。
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Francisca, La sacristía catedralicia en la Edad Moderna. 
Teoría y Análisis, Universidad de Murcia, 2009, p. 26.
⑵　Thomas Ryan, G., The Sacristy Manual, Liturgy Training 

Publications, Chicago, 1993, p. 9.
⑶　Del Baño Martínez (2009), p. 33.
⑷　Fernández Garcia, Ricardo, “La sacristía de la catedral de 

Pamplona. Uso y función. Los ornamentos”, Príncipe de 
Viana, Pamplona, 1999, no. 217, p. 350.
⑸　San Carlos Borromeo, Instrucciones de la fábrica y del 

ajuar eclesiásticos, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 1985.
⑹　Fernández Garcia, art. cit., p. 354.
⑺　Del Baño Martínez (2009), p. 38.
⑻　Fernández Garcia, art. cit., pp. 350-351.
⑼　Del Baño Martínez (2009), p. 47.
⑽　Del Baño, Francisca, “Las sacristías catedralicias como 

ámbitos inmaculistas del Barroco”, La Inmaculada en 
España: Religiosidad, Historia y Arte, Actas del Simposium, 
vol. II, San Lorenzo de El Escorial, 2005, p. 1127-1145.
⑾　この中でも聖具室の扉の上部に掲げられた磔刑像は、
「聖具室のキリスト」と渾名された。Del Baño Martínez 
(2009), p. 101.
⑿　Álvarez, Manuel Rincón, Sacristía y panteones, San 

Lorenzo del Escorial, 2013, p. 6
⒀　Mediavilla Martín, Benito, La sagrada forma del Escorial, 

Real Monasterio de El Escorial, 2009, p. 31.
⒁　着工はウルタードの死から 7年経過した 1732年のこと
で、完成したのは 1745年であった。したがって、実際に
聖具室の設計、全体の構想を考えたのが、ウルタードで
あったか、またはホセ・デ・バダか、はたまたウルター
ドの弟子の一人であったか未だ不明瞭である。しかし、
聖具室全体においてウルタードが生前に行ったグラナダ
のカルトゥジア会の至聖所（sagrario）の装飾と同様、装
飾と光の効果が巧みに利用されており、幻想的な空間に
仕上げられている点を考慮すれば、至聖所と同様のコン
セプトで、ウルタードが主要な設計図を描いたと考える
のが自然であろう。Orozco Diaz, Emilio, “La Cartuja de 
Granada”, Monasterios de España, Editorial Everest, Leon, 
1982, p. 416.

⒂　スルバランは 1634年にブエン・レティーロの諸王国の
間の装飾事業に参加しているが、一度王宮の依頼を受け
ただけでも“国王の画家（Pintor del Rey, Pintor de Su 
Magestad）”という肩書は使用できたようだ。貫井一美「17
世紀マドリード画派─ベラスケスの時代のマドリードの
画家たちの動向について─」『杉野女子大学・杉野女子大
学短期大学部紀要』30、1993年、57頁。
　　実際に後の契約書にこの肩書は用いられている。

Caturla, María Luisa, Francisco de Zurbarán, Traducción, 
adaptación y aparato crítico de Odile Delenda, Wildenstein 
Institute, Paris, 1994, documento 80.

⒃　豊島和子「スペインの「グアダルーペの聖母」─その
起源と信仰圏の拡大─」『関西外国語大学研究論集 』第
61号、1995年、638頁。
⒄　実際にエル・エスコリアル修道院の聖具室が霊感源と



26

WASEDA RILAS JOURNAL

なったことが指摘されている。Delenda, Odile, Zurbarán 
en la sacristía de Guadalupe, Madrid, 2004, p. 54.
⒅　Ibid., p. 55.
⒆　契約は公証人との間で交わされ、グアダルーペ修道院
出身の聖なる修道士たちを覚書に従って描くよう、指示
が記されており、他に明確な指示が記されていないこと
から、主題や表現に関しては契約書とは別に覚書によっ
て細かい指示がなされたと考えられる。残念ながら、覚
書は現在発見されていない。Cherry, Peter, “The contract 
for Francisco de Zurbaran’s paintings of Hieronimite monks 
for the Sacristy of the Monastery of Guadalupe”, The Burl-
ington Magazine, vol.127, 1985, p. 379.
⒇　Delenda (2004), p. 49.
21　Delenda, Odile, Los conjuntos y el obrador, Fundación 

Arte Hispánico, Madrid, 2010, p. 190.
22　Brown, Jonathan, Images and Ideas in Seventeenth-Cen-

tury Spanish Painting, Princeton, 1978, pp. 117-127.
23　Sigüenza, José de, Segunda Parte de la Historia de la 

Orden de San Jerónimo, Madrid, 1600. Ed. Preparada por 
Juan Catalina García, Madrid, Nueva Colección de Autores 
Españoles, 1901, p. 175.（引用はすべて拙訳、原文のまま記
載）“..le dixo con rostro graue. De suerte padre, que los fray-
les no os quieren por Prior, pues yo os prometo de poneros en 
otra mayor dignidad: diziendo esto, se quito vn bonete de 
grana que tenia en la cabeça, y pusolo en la del Prior 
diziendo: recebid este, que es de Arçobispo de Toledo. El 
santo Prior se sonrio y echando aquello como en burla 
(aunque el Rey no era hombre que se burlaua) quitose el 
bonetillo, y tornoselo al Rey...”
24　Brown, op. cit., p. 125.
25　Ibid., pp. 115-118.
26　ブラウンは 8枚の作品それぞれにプロパガンダとして
のテーマがあることを指摘している。ブラウンによれば
《キリストに対面したアンドレス・デ・サルメロン師》は
《トレド大司教職を辞退するフェルナンド・ヤニェス師》
と一対になり、聖俗の権力からの認可を、聖餐と喜捨が
テーマの《ミサを捧げるカバニュエラス神父》と《マル
ティン・デ・ビスカヤ師の慈善》は、スペインカトリシ
スムの精鋭としてのグアダルーペ修道院を、《フアン・
デ・カリオン師の別離》はキリスト教徒としての良き死
を、《悪を退けるディエゴ・デ・オルガス師》はパトロン
であるグアダルーペの聖母の力による悪徳に対する勝利
を、《ゴンサロ・デ・イリェスカス師》と《ペドロ・デ・
サラマンカ師の幻視》はスペイン史におけるグアダルー
ペ修道院の貢献をそれぞれ観者に伝えているとブラウン
は解釈した。Ibid., pp. 125-126.

27　Delenda (2004), p. 51.
28　Ibid., p. 83.
29　1633年には地代収入で 13,500,000マラベティを記録し
ており、この数値はスペインの他の修道院と比べても圧
倒的に高い数値である。Cantera Montenegro, Santiago, La 
Orden de la Cartuja en Andalucía en los siglos XV y XVI, 
Analecta Cartusiana 227, Salzburg, 2005, p. 45.
30　イエズス会創設者イグナティウス・デ・ロヨラはラス・
クエバスのカルトゥジア会に入信することを一度考えて
いる。エバンへリスタ、アントニオ　（佐々木孝　訳）『ロ
ヨラの巡礼─聖イグナチオ自叙伝─』中央出版社、1975

年、22頁。
　　アビラの聖テレサは修道院長フェルナンド・パントー
ハと親交があり、パントーハが聖テレサを擁護し、セビー
リャにおける洗足カルメル会の建設に助力したため、聖
テレサは彼に対し、聖人と見なすほど敬意を表していた。
Gómez, Ildefonso M., La Cartuja en España, Analecta Car-
tusiana 114, Salzburg, 1984, p. 178.

　　また、カルモナの助祭長バスケス・デ・レカや、サンタ・
カリダード兄弟会の指導者ミゲル・マニャーラはカルトゥ
ジア会の静寂を求めて、修道院に宿泊している。Escu-
dero, Juan Mayo, Extremeños y Portugueses vinculados con 
la Orden de la Cartuja, Analecta Cartusiana 224, Salzburg, 
2004, p. 10
31　《ラス・クエバスの聖母》には、聖ブルーノは描かれて
いないが、デレンダは聖母の足元に描かれたバラの花弁
を、ロザリオの祈りをほのめかすものと解釈し、頭に聖
母の手が置かれた二人のカルトゥジア会士をロザリオの
祈りの普及に貢献したプロイセンのドミニクスとヨハネ
ス・ローデであると特定した。Delenda (2010), pp. 250-
251.
32　デレンダが服飾史家の助言をもとに、1640年以降の装
いと結論付けた。Ibid., p. 249.

33　Beutler, Werner, “Zurbarán y las cartujas Andaluces”, Los 
cartujos en Andalucía, Analecta Cartusiana 150, Salzburg, 
1999. p. 62.
34　Dominguez Ortiz, Antonio, Historia de Sevilla: la Sevilla 

del siglo XVII, Sevilla, 2006, p. 229.
35　Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de 

Santa María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de 
Cazalla de la Sierra, Madrid, 1954, t. II, p.17
36　当時修道院長であったブラス・ドミンゲスはこの時 58
歳前後であった。

37　四つのカルトゥジア会、ヘレス、カサーリャ、アニアー
ゴ、ミラ・フローレスの創設にかかわっている。

38　Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de 
Cazalla de la Sierra. Apendices documentales, Madrid, 1992, 
p. 7.
39　後述するオルティス・デ・スニガ、18世紀のアントニ
オ・パロミーノ、アントニオ・ポンス、19世紀のセアン・
ベルムーデスなどが幾つかの修道院の聖具室に残された
優作についてその著書中で言及している。Ortiz de Zuñiga, 
Diego, Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y 
Muy Leal ciudad de Sevilla. desde el año de 1246 hasta el de 
1671, Sevilla, 1677; Palomino y Velásco, Antonio, El museo 
pictórico y escala óptica, Madrid, 1724, 3 vols.; Ponz, Anto-
nio, Viage de España, Madrid, 1772-1794, 18 vols.; Ceán 
Bermúdez, Juan Augustín, Diccionario histórico de los más 
ilustres profesores de las bellas artes en España, Madrid, 
1800.
40　Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de 

Santa María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de 
Cazalla de la Sierra, Madrid, 1950, t. I, p.17. “Terminado 
éste, el padre prior cantó unas preces con sus oraciones y, 
mientras tanto, el Rey estuvo leyendo los epitafios de las 
estatuas yacentes del sepulcro de Per Afán de Ribera. Acaba-
das las oraciones, su Magestad pasó al Sagrario y desde este 



27

17世紀スペインの修道院における聖具室装飾

a la sacristía, a cuya salida, el prior y la comunidad quisieron 
besasrle las manos, pero su Magestad no quiso.”
41　Ibid, pp. 608-609.
42　とりわけ図書館にはタリファ侯爵ファドリケ・エンリ
ケス・デ・リベラによって寄贈された聖イシドロスの手
稿は重要な修道院の財産であった。Antequera Luengo, 
Juan José, La cartuja de Sevilla- historia, arte, y vida, Anaya, 
1992, p. 74.
43　Ortiz de Zuñiga, op. cit., p. 726. “La riqueza; primor, y 

curiosidad, en ornamentos, preseas de la Sacristía, es admira-
ble, con gran suma de reliquias, en costosos tabernaculos de 
pinturas exquisitas, y otras piezas de subidisimo precio, y 
aprecio, en el valor, y por lo raro de sus hechuras.”
44　Cuartero (1954), p. 618.
45　Egido, Teófanes, “La vida conventual y las devociones 

populares en el siglo XVII”, Zurbarán ante su centenario 
[1598-1998], Seminario de Historia del Arte, Fundación 
duques de Soria, Valladolid, 1999, p. 39.

図版出典
図 1、3　筆者撮影
図 2　Mediavilla Martín, Benito, La sagrada forma del Esco-

rial, Real Monasterio de El Escorial, 2009,
図 4　Bonet Correa, Antonio, Andalucía Barroca, Barcelona, 

1978.
図 5、11　Delenda, Odile, Los conjuntos y el obrador, Fun-

dación Arte Hispánico, Madrid, 2010.
図 6、8-10　Delenda, Odile, Catálogo razonado y crítico, Fun-

dación Arte Hispánico, Madrid, 2009.
図 7　Delenda, Odile, Zurbarán en la sacristía de Guadalupe, 

Madrid, 2004.


