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オフリドのパナギア・ペリブレプトス聖堂壁画における「三の祝福」

　キリスト教の数字の象徴体系において、「三」が
最重要であることは論を俟たない。何よりも「三位
一体」の神を想起させるからである⑴。したがって、
ある聖堂のフレスコ装飾において「三」という数字
が重視されていると言っても、当然のことと受けと
られるかも知れない。しかし壁面のほぼ全てに亙っ
て壁画を残す、ビザンティンの一聖堂において、こ
れほど「三」が反復表象されるのは奇景と言えるの
ではないだろうか。本稿が議論するオフリド（マケ
ドニア共和国）のパナギア・ペリブレプトス聖堂
（1294／95年）は、聖母マリアに献げられた聖堂で

ある⑵。ここで繰返される「三」は、「三位一体」
を象徴するのみならず、マリア神学と深く関わって
いる。さらに「三」に次いで本聖堂では「十二」も
繰返し表象される。「十二」はまず「十二使徒」で
あろうが、他にも多くの文脈に「十二」が現れる。
まず聖堂全体の装飾を概観し、そこにどのような形
で「三」と「十二」が描かれているか確認し、その
のちに神学的な分析を行なうことにする。

聖堂装飾の概略

　古くオットー・デムスが規定したように⑶、ビザ
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Abstract
　The number three is, undoubtedly, the most important number in the system of Christian symbolism.  In Byzan-
tine Church decoration, the number three is repeatedly referenced both through visual and textual matter: three 
disciples in the Transfiguration, three Magi in the Nativity, the Anastasis of Christ after three days, the three rep-
resentations of Christ in the Prayer at Gethsemane, the Presentation to the Temple of the Virgin at the age of three, 
three Hebrew Boys in the Furnace, etc.
　In the Church of Panagia Peribleptos in Ohrid (1294/ 95), however, we can recognize exceptional emphasis on 
the number three.  In the Ascension, Christ is accompanied by two angels.  This three-figured composition, with 
Christ in the center, is repeated in the northern sanctuary (Prothesis) in the Philoxenia of Abraham and the Dinner 
at Emaus.  The Annunciation scene is found three-times: in the southern lunette, as part of the Dodekaorton; on 
the pillars in the sanctuary (Bema), which is almost completely lost except for a fragmentary inscription; and as 
the Annunciation at the Well, part of the cycle of the Virgin. This phenomenon of the three representations of the 
Annunciation is unique in Byzantine Church decoration.
　In the scene of Christ before the Jewish Archpriests, three archpriests are depicted, which deviates from the text 
listing the names of Annas (Jn 18:13) and Caiaphas (Mt 26:57).  In addition, on a wall behind the scene described 
above, the Expulsion of the money-changers from the Temple is arranged, where Christ declares, “Destroy this 
temple, and in three days I will raise it up again.”
　A homily such as that “on the presentation to the temple of the Virgin” by the Patriarch Germanos (PG 98, 296) 
seems to have been recited in the Virgin’s Church in Ohrid.
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ンティン聖堂の壁画装飾は上下方向に三つのヒエラ
ルキーを有する。最上位がドームとアプシスで、そ
れぞれ万

パ ン ト ク ラ ト ー ル

物の統治者のキリストと聖母子が描かれる
のが定型である。これに次ぐのが壁面の高い部分
で、キリストの生涯、献堂聖者（オフリドの場合は
聖母マリア）の生涯という説話的な主題が並ぶ。最
下位は、私たちの眼とほぼ同じ高さの壁面で、主
教・神学者・修道士・聖戦士等の聖人のイコン的な
図像が正面向きに配される。しかし本稿ではもう少
し細分化して、「三」を有する主題を検討しよう。
　ヒエラルキー第二の説話図像壁面を、2段に分類
する。ギリシア十字式（内接十字式）聖堂は東西南
北 4本の腕部をもつが、各腕部のヴォールト天井と
突当りの半

リュネット

円形壁面には、きれいに十
ドデカオルトン

二大祭が配さ
れている。キリスト（とマリア）の生涯から十二の
重要な出来事を選び、特別の典礼をもって記念する
十二大祭は、11世紀から 12世紀にかけて正教会で
確立し、聖堂装飾の要をなすようになった⑷。この
部分は物語の時系列には並べられない。「昇天」は
東腕ヴォールト、「聖母の眠り」は西壁、というよ
うに配置場所が決まった図像があるからである。当
聖堂では南腕に「受胎告知」、「降誕」、「神殿奉献」
の幼児伝 3主題が並ぶ【図 1】。そこから物語は対
面する北腕に進み、「洗礼」、「変容」、「ラザロの蘇
生」という公生涯の 3主題が場を占める。次に西腕
ヴォールト、「エルサレム入城」、「磔刑」、「キリス
ト冥府降下（アナスタシス）」という受難から復活
にかけての主題へと進む。ここでいったん東腕
ヴォールトの「昇天」を経て、西腕リュネットの「聖
霊降臨」、そしてその下部の「聖母の眠り」に至り、

十二大祭は完結する。聖堂建築の大きさや形状に
よって、必ずしも十二大祭すべてを高い壁面に集中
させることができる訳ではなく、ペリブレプトスの
ようにヴォールトとリュネットに十二大祭を並べる
例は、むしろ稀である。
　十二大祭より一段低いフリーズには、キリスト受
難から復活に至る諸主題が、ほぼ時系列に並ぶ。聖
木曜から聖土曜にかけての緊迫した出来事が、連続
して語られる。さらにその下部が、聖母マリア伝の
フリーズである。南壁面の東側に始まって西へ、そ
して西壁面は飛んで、北壁面の西側から東に物語は
続く。ヨアキムとアンナの夫妻に待望の子どもが生
まれる経緯から、マリアの妊娠が明らかになるまで
のエピソードが語られる。西壁は「聖母の眠り」を
中心にして、その前後、マリアの死に関わる主題が
並ぶ。以上を要するに、説話主題の部分は、本聖堂
では 3段階に区分される。十二大祭、受難と復活、
聖母伝である。
　壁面の最下部、聖人のイコン的図像の部分におい
ては、「三」のシンボリズムを語る余地が少ないの
で、本稿では扱わない⑸。祭壇を安置するアプシス
と、典礼に関わる南北の小祭室は、独特のプログラ
ムをもっているので、この部分は独立して言及しよ
う。ナルテクスには旧約聖書に従いつつ、聖母マリ
アを予型すると解釈された場面が並ぶ。この部分に
も「三」が繰返し現れる。

十二大祭

　聖堂壁面の各部分ごとに「三」を確認することに
なるが、先立って方法論的な確認をしておきたい。

図 1：オフリド、パナギア・ペリブレプトス聖堂ナオス天井（上が東、左が南）
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何らかの形で「三」を表す主題を壁面に描く場合、
いくつかのレヴェルの差があることに注意しなけれ
ばならない。たとえば「各腕部のヴォールトとリュ
ネットに十二大祭を描く」というプログラムの中で
は、公生涯の一事件として「変容」が選ばれるのは
当然である。ビザンティン図像学における「キリス
ト変容」は、上半にキリストとモーセ、エリヤの三
人を配し、下半にペテロ、ヨハネ、ヤコブの三弟子
を並べるという構図が定型である。したがって本聖
堂の北ヴォールトに「変容」が描かれていても、何
ら不思議はない。これだけを見れば、ここに「三」
が強調されているとは言えないのである。
　しかし、通常「三」が表象されない図像を改変し
て、「三」を描き出した場合は、明らかに「三」の
強調が意図されている。「三」に関わるのが常であ
る図像であっても、ある場所にその図像をあえて選
んで描けば、「三」の強調となる。以下の分析には、
さまざまなレヴェルの「三表象」が混在している。
十二大祭の一部として「変容」を選ぶのはとくに
「三」の強調には当たらない、と述べたが、もしも
画家がある聖堂の装飾において「三」を鍵にしよう
と考えた場合、「変容」もその対象となるのである。
「変容」単独では「三」の強調と言えなくとも、聖
堂全体の文脈では意義を有する。
　三表象としてまず「変容」を挙げた上で、いくつ
かの図像を加える。まず南腕ヴォールトには「降誕」
が配される。ビザンティンの「降誕」図にはよくあ
ることだが、3人のマギが黄金、乳香、没薬の三つ
の贈り物を携えて、ベツレヘムの馬小屋を訪なう情
景が、構図に組込まれている（マタ 2：11）。テク

スト上、図像上、「三」が表されている。「変容」の
場合と同様に、ここには逸脱は見られない。
　西腕部は他の腕よりも少し長いので、ヴォールト
に 2つの主題を並べて描くことが可能であった。画
家は北側に「エルサレム入城」と「磔刑」を配し、
南側には「冥府降下」と「キリストの墓を訪れる聖
女たち（携

ミロフォロス

香女）」を並べている。「携香女」は十二
大祭でないが、ヴォールト北側の 2主題と釣合いを
とるために追加されたものであろう。「冥府降下」
は主として外典「ニコデモ福音書」に取材し、「携
香女」は福音書の記述に忠実な⑹、どちらもキリス
ト復活を表す主題である。言うまでもなくキリスト
は死後三日目に復活した。これは「変容」以上に自
明のことであり、「三」を強調しているとは言えな
いが、画家の計画に欠かすことはできなかった。「変
容」には視覚的に「三」が表象されているが、「復活」
には意味論的に「三」が表される、という違いがあ
る。しかしこのような区別は現代の私たちのもので
あって、13世紀末の画家の思考には区別がなかっ
ただろう。
　「キリスト昇天」では、図像学上の規範に反して
「三」が強調される。昇天するキリストをとり囲む
円形光背には、両手を低く挙げて鑽

アクラマティオ

仰の挙措をと
る 2天使が描かれている【図 2】。光背の中にはキ
リスト一人が坐って描かれるのが定型であり、2天
使を添える例はきわめて稀である。既成の図像にあ
えて変更を加えることによって、「三」が表象され
る。同時に 2天使がキリストを囲む図像は、北小祭
室（聖

プ ロ テ シ ス

体準備室）天井の「アブラハムの饗宴」（後
述【図 6】）とも響き合う。ペリブレプトスでは、

図 2：東腕（ベーマ天井）、キリスト昇天
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壁画全体に亙って「三」と「十二」が反復されるだ
けでなく、さまざまな図像が共通のモティーフに
よって関連づけられている。キリスト伝、聖母伝、
旧約主題等の異なる物語群の間に、密接なつながり
がある、すなわち神の意思が存在するということ
を、画家は言いたかったのだろう。「響き合う」と
いうのは、そういう意味である。
　十二大祭における最後の「三」は、いささか異例
である。南腕リュネットには「受胎告知」が十二大
祭の劈頭として配される【図 4上部】。南腕にキリ
スト幼児伝 3主題を集中させる、という画家の意図
は明らかで、十二大祭配列としても納得できるよう
に見えるが、ビザンティン聖堂装飾の原理に照らせ
ば、実はこれはきわめて例外的な配置である。「受
胎告知」は通常アプシスを挟む壁面に 2分割されて
描かれる。アプシスに向かって左にお告げの大天使
ガブリエル、右に聖母マリアである。しかし画家は
南腕リュネットに「受胎告知」を描いた。加えて聖
母伝フリーズの後半、北壁中央附近に「泉（井戸）
の受胎告知」が選ばれている。この主題は外典「ヤ
コブ原福音書」11：1－ 3に基づくもので、ふつう
の「受胎告知」（緋色の糸巻がマリアのアトリビュー
トとなる）に先立って起きた出来事である。同じ意
味合いをもつ 2主題を反復して描く必要はあまり
ないので、多くの聖堂では糸巻の「受胎告知」のみ
を選ぶが、後期ビザンティン時代には聖母伝サイク
ルを描く際に、「泉（井戸）の受胎告知」を入れる
例が、コーラ修道院等に現れる。「受胎告知」をマ
リアの生涯の一部として、そして十二大祭の一つと
して、異なる文脈で用いる訳である⑺。

　ここまでなら他に例のないことではなく、「三」
も現れない。しかし当聖堂には三つ目の「受胎告知」
が存在した。ドームを支える 4本の角柱のうちの東
の 2本の西面、本来「受胎告知」が描かれるべき箇
所は漆喰が完全に剝落してフレスコが残っていない
が、北東の角柱にはわずかに銘文の断片が残ってお
り、ΧΑΙΡΕΚΕΧΑΡΙΤωΜΕΝΗ……CΟΥと読める【図
3】⑻。神による受胎を告げる大天使ガブリエルの台
詞（ルカ 1：28）冒頭であり、したがって漆喰の剝
落した部分には、通常のビザンティン聖堂と同様に
「受胎告知」が描かれていた。「受胎告知」を 3度描
くのは、類例を見ない特殊な行為である。
　オフリドの聖堂を描いた画家ミハイルとエウティ
キオスがほぼ 20年後に制作を請け負った 2聖堂、
ストゥデニツァ修道院（セルビア）「王の聖堂」⑼と
バニャニ（マケドニア）の聖ニキタ聖堂には、壁画
が比較的良好な状態で残っている。前者では十二大
祭の一部である「受胎告知」がアプシス上部に描か
れ、聖母伝中に「泉の告知」は採用されなかった。
後者では十二大祭を構成する「受胎告知」がアプシ
スを挟む柱に描かれるのみで、聖母伝サイクルはな
い。同じ画家が描いた 2聖堂でなくとも、アプシス
の両側に「受胎告知」を描けば、それを十二大祭に
算入するのが当然であり、重複して「受胎告知」を
表すことは考えられない。3度の「受胎告知」。こ
の事実自体を指摘した研究者は、これまでいない。
イコノグラフィー、装飾プログラムからのこの重大
な逸脱を説明する論理は、「三」の強調ということ
のみであろう。

図 3：受胎告知（銘文のみ現存。左右下の漆喰剝落部分）
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キリストの受難と復活

　説話図像部分の 2層目をなす受難と復活諸場面
には、いかなる「三」が見出せるであろうか。南腕
部、「受胎告知」のリュネットの下には、大画面の
「ゲツセマネの祈り」が置かれている【図 4】⑽。キ
リストは 3度、左で立って祈る姿、窓のすぐ下で跪
拝する姿、右でペテロに手を伸ばす姿、と反復され
る。やや時間の進行がわかりにくいが、銘文を読も
う。左のキリストには「父よ、できることなら、こ
の杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の
願いどおりではなく、御心のままに」（マタ 26：
39）と記されている。福音書にはこの箇所に先立っ
て「うつ伏せになり、祈って言われた」と示されて
いるので、本来は中央跪拝のキリストに相応しい台
詞であるが、シークエンスは編集されているよう

だ。中央のキリストには「第二の祈り」とのみ記さ
れる。第三のキリストには「あなたがたはこのよう
に、わずか一時も私とともに目を覚ましていられな
かったのか」（マタ 26：40）との銘が付される。
　ルカ 22：39－ 46も同内容の並行記事であるが、
ペリブレプトスはマタイに則って主題を描き、キリ
ストを 3度繰返した。キリストは 3度同じ言葉で
祈ったとの、テクストの内容に適合する構成で、イ
コノグラフィーからの逸脱は見られないが、「三」
はここにも重要な形で現れる。
　西腕ヴォールトの南側、復活の 2場面が描かれた
下は、アーチが穿たれて不規則な壁面になってい
る。そこに「カイアファの前のキリスト」から「手
を洗うピラト」にいたる受難の諸場面が描かれる。
左端、仮に「カイアファの前のキリスト」としたが、
テーブルについているユダヤの聖職者は 3人であ

図 4：南壁、ゲツセマネの祈り

図 5：西腕南壁、大祭司たちの前のキリスト（アーチの向こう側が神殿の清め）
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る【図 5】。「カイアファの審問」を描くビザンティ
ン図像では、怒りのあまり自分の衣の胸のところを
ひき裂く大祭司カイアファ（マタ 26：65、マコ
14：63）が特徴となるが、ここにその描写はない。
ヨハ 18：12－ 24は、カイアファの審問に先立っ
て、その舅アンナスがキリストをとり調べたとする
ところから、胸をひき裂くカイアファの隣にアンナ
スが坐る図像も少なくない。しかしこの壁画では、
特徴的な頭巾をかぶってキリストを詰問するユダヤ
教聖職者は 3人である。キリストと敵対する側に
も、イコノグラフィーから逸脱して「三」という数
が用いられる。
　この図像で興味深いのは、ユダヤ人の申し立てる
罪状が、「この男は、『神の神殿を打ち倒し、三日あ
れば建てることができる』と言いました」（マタ
26：61。マコ 14：58に並行）という点であること
である。これは「神殿の清め」でのキリストの台
詞⑾に言及する。この区画の裏側、アーチ越しに同
時に見ることができる場所に「神殿の清め」が描か
れている。福音書においては遠く離れて記述される
2つの事件が、聖堂装飾では重なって、同時に鑑賞
可能な位置に配されているのは、画家の細かい配慮
による。
　キリストが次々と取調べを受けて死刑が決まる本
筋と並行して、「ペテロの否認と後悔」のエピソー
ドが脇筋として語られる（マタ 26：71－ 75、マコ
14：69－ 72、ルカ 22：58－ 62、ヨハ 18：25－
27）【図 5】。マルコのみは異なる伝承を採用してお
り、「鶏が二度鳴く前に三度知らないと言うだろう」
とのキリストの言葉を記すが、これが美術に描かれ
ることはない。壁画では「カイアファ」の場面の背
後に建築が配され、その前で女中に詰問され否認す
るペテロが描かれている。続いて図像を見れば、
アーチのせいで狭くなった区画に焚火が燃やされ、
暖をとるユダヤ人がいるが、中にニンブスをつけた
ペテロが、やはり女中の指弾を拒否している。その
すぐ後ろには、角柱に肘をついて号泣するペテロが
いる。この部分の銘文のみが判読可能で、「そして
外に出て、激しく泣いた」（マタ 26：75）と読める。
　キリストの審問とペテロの弱さという、同時進行
する事件をどのように描き出すかは、この時期のビ
ザンティン美術が工夫をこらしたところで、イタリ
アのドゥッチョの《マエスタ》にも受け継がれてい
る。テクストに忠実に描けば、当然ペテロの否認が

3度描かれ、そののちに号泣するペテロが来るはず
である。オフリドと同じ画家が携わったスタロ・ナ
ゴリチャネ（マケドニア）の聖ゲオルギオス聖堂で
も、ペテロは計 4回描写される。否認のみを表せば、
視覚的にも「三」は確保されるが、後悔するペテロ
なしでは主題の意義が薄れてしまう。画家はこの矛
盾を解消するために、ペテロの否認を 1度省略し
て、「否認と後悔」併せて 3度、という図像を構成
したのであろう。3人の祭司に尋問されるキリスト
と並行して、信頼する弟子のペテロが師を 3度否認
する、という劇的な筋立てとなる。既成の図像を再
構成して、「三」を強調している。

南北の小祭室

　北小祭室（聖
プ ロ テ シ ス

体準備室）と南小祭室（輔
ディアコニコン

祭室）に
も「三」に関わる主題が並んでいる。まず北から眺
めよう。狭いヴォールト天井の南側（主アプシスに
近い側）には「アブラハムの饗

フィロクセニア

宴」が選ばれた【図
6】。この主題はビザンティン図像学において、「三
位一体」、「受胎告知」、「聖餐」の予型という三つの
側面をもち、ここではその三つの面がすべてプログ
ラムに有機的に生かされていることはすでに論じ
た⑿。本稿の文脈では、アブラハムのもとを訪れた
3天使が「三位一体」の予型であることを述べれば
十分であろう。中央の天使には、キリストを示す十
字ニンブスが与えられている。換言すれば、キリス
トが 2天使に囲まれている。このすぐ上には「昇天」
が置かれており【図 2】、「キリストと 2天使」とい
うモティーフが繰返されているのである。さらにこ
の天使の姿をしたキリストは、ナルテクス天井中央
をはじめ多くの壁面に反復される⒀、本聖堂装飾の
鍵となる図像と見てよい。
　プロテシス天井北側には「エマオの晩餐」が配さ
れる（ルカ 24：13－ 35）。食卓中央には頭頂を剃
髪した短髯のキリストが坐し、左右の弟子（一人は
ルカ）にパンを分割している。その他の群衆の表現
も見えるが、ニンブスを戴くのはあくまでも三人で
ある。「一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパ
ンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡し
になった」（24：30）との記述によって、この復活
後の顕現は、「最後の晩餐」と同義の聖餐主題とし
て、ここに配されている。つまりミサに用いる聖体
のパンを準備するこの小祭室では、旧約の予型とキ
リスト復活後の、二つの事件によって、聖餐の教義
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が表象されている。ただしこのキリストが所謂祭司
型の図像⒁を採る点については、説明が必要であろ
う。福音書テクストを見れば、「二人の目は遮られ
ていて、イエスだとは分からなかった」（24：16）
との記述がキリストの異貌の根拠であるとは言える
が、他ならぬ祭司型キリストが選ばれたのは「祭り
の半ば」という特殊な図像⒂との関係がある。紙幅
を要するので、別稿をいずれ用意したい。
　ディアコニコンは洗礼者ヨハネの礼拝室でもあ
り⒃、天井にはヨハネ誕生にまつわるエピソードが
描かれるが、北壁には「ご訪問」に並んで「炎の中
の 3人の少年」（ダニ 3：8－ 30）が選ばれている
【図 7】。燃え盛る炎の中にいるはずのシャドラク、
メシャク、アベド・ネゴの三人に冷たい露が注いだ、
との解釈から、この図像は「洗礼」の予型とされ⒄、
この場所に描かれたものであろう。同時に主アプシ

スの両側を「三」で固める、という機能も有してい
る。
　「炎の中の 3人の少年」と隣接する「ご訪問」に
も、「三」が含まれている。マリアは従姉のエリサ
ベトのもとを訪れて、お互いの妊娠を喜んだのち、
「三か月ほどエリサベトのところに滞在してから、
自分の家に帰った」のである（ルカ 1：56）。もち
ろんこれはテクストに本質的に含まれている。しか
しディアコニコンを洗礼者ヨハネ礼拝室とした上
で、洗礼に関係する「炎の中の 3人の少年」と「ご
訪問」の二主題を隣接して描き、そこに「三」を響
かせる、という手の込んだプログラムを画家は採っ
ているのである。

アプシスと中軸

　この節では、聖堂の 3アプシスと東西軸という、

図 6：プロテシス南壁、アブラハムの饗宴

図 7：ディアコニコン北壁（下側）、ご訪問・炎の中の 3人の少年
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T字形の部分を考えてみる。アプシスのコンクを囲
む逆 U字形壁面には 29のメダイヨンが並び、キリ
スト・インマヌエルと 2大天使を除いて旧約の人物
胸像が描かれている⒅。頂点のキリスト像の向かっ
て右、6～8番目にアブラハム、イサク、ヤコブの
三代が置かれる。神はモーセに語った、「わたしは
あなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの
神、ヤコブの神である」（出 3：6）。「出エジプト記」
のこの箇所は、「モーセと燃える柴」の奇跡を語っ
ており、その図像はナルテクスの西壁扉口上という
重要な場所に配されている。
　旧約の神の言葉は、キリスト教徒によって「三位
一体」の予型と解釈された。アウグスティヌスは
『ヨハネによる福音書講解説教』11.8⒆（『新約聖書
に関する説教』80.3、『福音書の一致について』II.3
等も参照）において、アブラハム・イサク・ヤコブ
の 3族長／長老 patriarchs=fathersから一つの民族
イスラエルが生じ（三位一体）、そこからさらに十
二部族＝十二使徒が生じたと解釈している。ペリブ
レプトスのアプシスにおいて、ヤコブのメダイヨン
の下左右には、彼の息子 12人が描かれている。3
長老から十二部族が生まれたように、「三位一体」
の神は、十二使徒によって世界に広められるのであ
る。「三」から「十二」が派生する契機はここにある。
本聖堂における「十二」の象徴性は後述しよう。
　ペリブレプトス聖堂には正副合わせて 3つのア
プシスがある。主アプシスの聖母の上には、メダイ
ヨンのキリスト・インマヌエルが置かれ、北（左）
の副アプシスは聖母、南（右）の副アプシスには洗
礼者ヨハネが描かれている。人間はこの三者を同時

に見ることはできないが、理念上ここには「デイシ
ス」と呼ばれる図像が成立していることになる⒇。
中央のキリストに対してマリアとヨハネが人類の救
済をとりなす図像を「デイシス」と呼んだのは現代
の研究者であって、ビザンティン人はこの語を用い
なかった。3アプシスという画家に与えられた建築
上の制約を生かして、副アプシスには人間でありな
がらキリストの脇に立つことのできるマリアとヨハ
ネを配して、「三者」という組合わせを構成したこ
とになる。
　さらにアプシス上部のキリスト・インマヌエルの
メダイヨンをとり込んで、もう一つの「三」がつく
られている。聖堂の中軸を見よう。ドームにキリス
ト・パントクラトールがいるのは、この時期のビザ
ンティン聖堂では定型である。加えて西腕ヴォール
トの中央に、「日の老いたる者」（ダニ 7：9－ 10）
としてのキリストがメダイヨン胸像で描かれている
【図 8】。ヴォールトの説話図像である「エルサレム
入城」、「磔刑」、「冥府降下」、「携香女」のいずれと
も、「日の老いたる者」は関連しない。画家は聖堂
中軸上に「キリスト三態」を描きたかったのであ
る21。地理的に考えて、直接の図像の源泉はカスト
リア（北ギリシア）の聖ステファノス聖堂（13世
紀初）天井の「キリスト三態」であった可能性があ
る。キリストを幼児（インマヌエル）、壮年（パン
トクラトール）、老年（日の老いたる者）という、
異なる年齢容貌の三者によって表現するのは、11
世紀以来のビザンティン美術の伝統であった。「黙
示録」の「今おられ、かつておられ、やがて来られ
る方」（1：8。1：4と 4：8も）との呼称とも共鳴

図 8：西腕ヴォールト、日の老いたる者（上のメダイヨン）
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する表現であろう。
　しかしここで附言しなければならないのは、「キ
リスト三態」に限らず、ペリブレプトス聖堂は「キ
リストのさまざまな顔」22に固執しているというこ
とである。本

ナオス

堂の中軸には「キリスト三態」が並ぶ
が、その延長上、ナルテクスの中央には「天使とし
てのキリスト（大公会議Megale Bouleのキリス
ト）」23が描かれている【図 9】。キリストを天使の
姿で描くイコノグラフィーは、本聖堂が聖堂壁画と
しては現存初出で、後期、ポスト・ビザンティン時
代に普及する。有翼の「天使としてのキリスト＝神」
は、同じナルテクスの「神殿を建てるソフィア」、
「ネブカドネツァルの夢」、「天使と格闘するヤコ
ブ」、そしてプロテシスの「アブラハムの饗宴」に
反復される。剃髪した短髪短髯の「祭司としてのキ
リスト」は、プロテシスの「エマオの晩餐」に表さ
れたし、同じくプロテシスの南壁には「アレクサン
ドリアの聖ペトロスの幻視」中に、裸体の幼児キリ
ストが立っている。キリストをさまざまな容貌で描
くこと polymorphism24は、本聖堂の装飾プログラ
ムの特徴のひとつである。

ナルテクス

　ナルテクスは旧約による聖母予型の場である。こ

こにも「三」の象徴性は繰返し現れる。まず聖堂の
扉口をくぐって振返ると、西壁上部に「モーセと燃
える柴」（出 3：1－ 6）、「モーセへの律法の授与」
（出 19以下）の 2主題が 1場面に描かれている。2
主題ではあるが前者を、サンダルを脱ぐモーセ（3：
5）と神の声を聴くモーセに分けて描くことによっ
て、預言者を計 3回表している25。同一人物を 3度
繰返して描くやり方は、「ゲツセマネの祈り」や「ペ
テロの否認と後悔」で見た通りである。「燃える柴」
では「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」
の「三位一体」予型が語られる。「律法の授与」で
は「三月目」（19：1）、「三日目」（19：11、19：
14、19：16）と、「三」の数字がテクストで連呼さ
れる。
　北壁には「ネブカドネツァルの夢／ダニエルの夢
占い」という連続する 2主題が 1画面に描かれて
いる（ダニ 2）。ちなみにこれに続くダニ 3がディ
アコニコンの「炎の中の 3人の少年」を記述する。
ネブカドネツァル王が、金、銀、青銅、鉄、陶土で
できた像の夢を見て、その解釈をダニエルに求める
このエピソードは、山から人手によらずに切り出さ
れた石が予型論的に解釈される。「像を倒す石」が
キリスト、「石＝キリストが人手によらず切り出さ
れた山」が聖母の予型となる。左背景の山には、マ
リアのメダイヨン像が描かれているのが見える。こ
の主題は本聖堂が初出なので、先例と比較すること
はできないが、王に夢を見せる天使が三頭の不思議
な姿をしている。三位一体の神を、三頭の天使で表
現したものであろう。
　東壁の南区画には「エゼキエルの閉ざされた門」
と「イザヤと燃える炭火」が 1画面に合成されて配
されている。前者は「主はわたしに言われた。『こ
の門は閉じられたままにしておく。開いてはならな
い。だれもここを通ってはならない。イスラエルの
神、主がここから入られたからである。それゆえ、
閉じられたままにしておく』」（エゼ 44：2）に基づ
く主題で、「閉ざされた門」がマリアの処女性に言
及する予型となる。前景では六翼のセラフィムに守
られた門の前で、3人の祭司が釣り香炉をもってい
る。門は閉ざされ、扉にはマリアのメダイヨンが浮
かぶ。祭司の背後には、エゼ 44：2の一部を記し
た巻物を手にした預言者が立つ。テクストでは神が
エゼキエルに語りかけているのに、図像は 3人の祭
司を描く。「三」を強調する奇妙な逸脱である。こ図 9：ナルテクス、天使キリスト
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れについては聖母伝の 1場面をあとで見よう。
　「イザヤと燃える炭火」（イザ 6：1－ 7）は、セ
ラフィムが燃える炭火によってイザヤの唇を清める
話である。人の罪咎を赦す炭火はキリストの予型、
それをとる火鋏26がマリアの予型となる。視覚的に
は「三」は見られないが、テクスト 6：3では飛び
交うセラフィムが「聖なる、聖なる、聖なる
万
パントクラトール

軍の主」と唱えるとされる。「聖
ア ギ オ ス

なる」を 3回繰
返すトリサギオンの祈りは、ビザンティン典礼で重
要な役割を果たした27。

聖母伝サイクル

　最後に聖母マリア伝サイクルを眺めよう。南壁の
西端近くに「3人の祭司に祝福されるマリア」が配
される【図 10】。1歳になったマリアの乳離れの記
念に、両親は大宴会を催す。そののち、まず祭司た

ち、次いで大祭司たちの下にマリアを連れて行っ
て、祝福を受ける（ヤコブ原福音書 6：2）。ここで
もテクストには祭司が 3人であるとの記載はない
にもかかわらず、同じ顔立ちの老祭司が 3人並んで
描かれている28。この 3人は、ナルテクス「エゼキ
エルの閉ざされた門」に登場した 3祭司とよく似た
服装、容貌をしている。どちらもテクストから離れ
て祭司を「三」という数にした。両主題は関連づけ
られていると言ってよい29。
　ナルテクスで「閉ざされた門」たるマリアを祝福
し、神のみが通ることができるとした 3人の祭司
は、今 1歳になったマリアを迎えて、再び言祝ぐの
である。3祭司は何を語るのであろうか。祭司たち
が坐る食卓には、杯 2つ、聖体皿に見える器に盛っ
たパンの断片が見える。これはプロテシスの「アブ
ラハムの饗宴」とほとんど同じセッティングであ

図 10：南壁、3人の祭司に祝福されるマリア

図 11：北壁、聖母神殿奉献
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り、聖餐の教義に言及するものと考えられる。初め
香をもってマリア＝閉ざされた門を祝福した祭司た
ちは、ここでパンとともにマリアに語りかける。マ
リアと聖餐の関連は、北壁中央に大きく描かれた
「聖母神殿奉献」でも重要である【図 11】。
　神に授かった子であるから、両親はマリアを神に
献げようと決めた。娘が 2歳になったときに神殿に
献げようとしたが、まだ早いとして 1年待った（ヤ
コブ原福音書 7：1）。2歳ではいけないのであった。
3歳のマリアは、両親とともに神殿に赴き、祭司ザ
カリアに迎えられる。マリアの目くらましのために
呼ばれた、ヘブライの乙女たちの描写もテクスト通
りである（7：2）。視覚的には表されないが、神殿
奉献の際のマリアの年齢「三」が、ペリブレプトス
聖堂の「三」の象徴性の中心となる。
　まずこの情景は、マリア伝冒頭の「ヨアキムとア
ンナの献げ物の拒否」と対として読まれなければな
らない。どちらも神殿で迎えるのは祭司ザカリアで
ある。ヨアキムが持参した小羊の供犠をザカリアが
拒否したのは、悪意ある振舞いではない。小羊は、
人類の罪の贖いのために自らを犠牲に献げたキリス
トの隠喩である。小羊を神に献げるのはまだ早い。
なぜなら贖罪のためには、まず不可視の神が受肉し
なければならず、そのためにマリアがこの世に生ま
れてくることが不可欠であった。夫妻は 2年ではな
く、3年待った。3年経って、ヨアキムとアンナは、
マリアを献げ物として神殿に連れ来たり、ザカリア
はついにこれを嘉納する。
　ザカリアの背後、エルサレム神殿の至聖所30には、
円
キボリウム

蓋の下にマリアが坐って、飛来する天使からパン
を受けとっている。「マリアは主の神殿で鳩のよう
に養育され、天使の手から食物を受けとっていまし
た」（8：1）に由来する「天使に養育されるマリア」
のエピソードである。通常この挿話は、「聖母神殿
奉献」の中に組込まれて描かれる。天使が手渡すパ
ンが聖餐を暗示することは、すでに別稿に述べた通
りである31。同時にマリアがパン＝キリストを体内
に摂り入れる行為は、受肉を予告する。「3人の祭
司に祝福されるマリア」でテーブルに置かれた聖餐
のパンは、天使のパンとつながる。小羊たるキリス
トが神への犠牲として献げられるには、マリアの誕
生が不可欠であった。両親は 3年待って、娘を神に
献げる。祭司ザカリアは、今度はマリアを受けとる。
しかしマリアが、息子の死という逆縁の哀しみを味

わわなければ、贖罪が成就しない。3祭司が予告し、
今天使がもたらすパンが、その運命をマリアに示
す。3歳の少女に意味はわからなかっただろうが、
将来キリストの身体は神への犠牲となるのである。
　至聖所に坐るマリアの足下には祭壇の階段が 3
段ある。これは「子供を祭壇の三段目に坐らせまし
た」（7：3）との記述に対応する。3人の祭司に祝
福されたマリアは 3歳になると、神殿至聖所の 3段
目に坐って、天使からパンを受けとるのであった32。
コーラ修道院は「天使に養われるマリア」を単独で
も繰返し表しているが、そこではペリブレプトスと
同様、座面を除いて足下に 3段が描かれている。

「十二」の象徴

　以上が私の数え得た、本聖堂における「三」への
言及である。「三」との関係で触れておかなければ
ならないのは、「十二」の象徴である。簡単に概観
したい。アプシスを囲む逆 U字形壁面には、アブ
ラハム、イサク、ヤコブの三代が描かれ、「三位一体」
を表していた。ヤコブの下左右には、彼の 12人の
息子が置かれる33。ヤコブの 12人の息子はイスラ
エル十二部族の祖となり、それはキリストの十二使
徒の予型とされる。12は 3から生じるのである。
聖
ベーマ

域内に配されたキリスト伝には、すべて十二使徒
が揃っている。まず天井のヴォールトには「昇天」
が描かれ、十二使徒が師の昇天を見上げる。キリス
トのメダイヨンには 2天使がいて、「三」を表象す
るから、ここでも「三」と「十二」が関連づけられ
ている。
　ベーマ南壁には聖餐の教義の歴史的起源を説明す
る「最後の晩餐」が置かれる。ベーマ北壁は、キリ
スト伝を締めくくる復活の主題で、「ガリラヤ山で
の顕現」と「トマスの不信」が配されるが、これら
3主題は、いずれも十二使徒全員を描いている。コ
ンク下に 2分割して置かれる「使徒の聖体拝領」に
も無論のこと、十二使徒が登場する。
　キリスト伝であれば、十二使徒を描くことに有意
性はないかも知れない。しかし画家は「十二」を描
く機会を逃さないのである。本聖堂において、十二
使徒全員を描く主題を列挙しよう。まず十二大祭す
べてをヴォールトとリュネットに集中させるのは、
明らかに意図的な強調である。そのために「受胎告
知」をあえて反復したことは先に述べた。このうち
「エルサレム入城」、「聖霊降臨」、「聖母の眠り」の
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3主題で十二使徒をすべて表す。「聖母の眠り」で
は、マリアの臨終の床の周囲に十二使徒を描き、さ
らに繰返して天使に伴われ雲に乗って参集する十二
使徒を空に表した。
　十二大祭以外のキリスト伝では、「洗足」、「ユダ
の裏切」、「ゲツセマネの祈り」に 12人の弟子が見
える。「ゲツセマネ」ではキリストを 3度描くから、
ここでも「三」と「十二」の関係が表象されている。
公生涯の「博士たちとの問答（神殿における 12歳
のイエス）」（ルカ 2：41－ 51）はナオス南西隅に
2場面描かれる。視覚的にではなく、テクストにお
いて「12歳」が言明される。しかも 12歳のイエス
は、両親とはぐれて「三日の後」（2：46）見出さ
れる。ここにも「三」と「十二」の連結がある。
　ナルテクスの聖母予型場面において、視覚的に
「十二」を表す主題はない。しかし西壁南側の「ソ
ロモンのベッド」には触れる意味があろう。「見よ、
ソロモンのベッドを。ベッドをになう六十人の勇
士、イスラエルの精鋭。すべて、剣に秀でた戦士。
夜襲に備えて、腰に剣。」（雅歌 3：7－ 8）を典拠
として、花嫁の床たるベッド（マリアを予型）を
60人の精鋭兵士が囲む。剝落で見づらい箇所もあ
るが、画家は几帳面に 60名の兵士を描いたようだ。
ニッサ（ニュッサ）のグリゴリオスは『雅歌講話』
でこの一節を論じて、60は秘義的に解釈されねば
ならず、イスラエルの各部族が 5人の初穂を持ち寄
れば 60になるのだと述べている34。60の中には 12
が含まれる、というのである。
　ここでも最後に聖母伝に戻ろう。「聖母神殿奉献」
【図 11】が本稿の鍵となるイメージである、と述べ
た。マリアが神殿に受け入れられるには、3年待た
ねばならなかった。12歳になったマリアは、聖所
を生理で汚さぬために、結婚相手（保護者）を決め
ることになる。「大祭司は十二の鈴をつけた上着を
まとって35至聖所に入り、彼女のために祈りました」
（8：3）。国中の独身者に杖を提出させるが、これ
はイスラエル十二部族の指導者に杖を提出させた故
事に倣ったもので、アロンの杖が芽吹いて神に選ば
れる。マリアの相手に決まったのは大工のヨセフで
あった。12歳のマリア、12の鈴、12本の杖、と「十
二」が続く。この間を描いたのが、北壁ほぼ中央の
「杖の提出」と「聖母の結婚」である36。
　聖母伝冒頭「ヨアキムとアンナの献げ物」にも、
テクスト上、十二の象徴が見られた。子がないため

に供物を断られたヨアキムは、イスラエルの十二部
族登録所に行って調べ、他に子を残さなかった義人
がいなかどうか確かめる（ヤコブ原福音書 1：3）。
ナルテクスにおいて「ヤコブと天使の格闘」が描か
れ、ヤコブが神からイスラエルの名をもらって祝福
されることが示される。同天井では天使がキリスト
＝神に他ならないことが明らかにされる。アプシス
周囲には、ヤコブの 12人の息子＝十二部族が配さ
れ、ヤコブにいちばん近いユダの裔にイエスが受肉
することが語られる。ヤコブから近いディアコニコ
ンには、「ヨアキムとアンナの献げ物」が配され、
ヨアキムは十二部族の登録所で先祖の事績を確認す
る。こうして物語はつながり、旧約新約世界の連続
性が強調されることになる。

神学的環境

　数字の象徴性には、民族や時代に固有なものと、
ある程度普遍性をもつものがある。1年は 12か月
であるから、「十二」は一定の普遍性をもっている
が、イスラエル民族はこれに「十二部族」を加え、
旧約聖書中に多数の「十二」をめぐる象徴性を組込
んだ。キリスト教はこれを継承しつつ、「三」の象
徴性を尊重した。一つの聖堂壁画に「三」や「十二」
が頻出するのは、驚くに当たらないかも知れない。
欧米のビザンティン美術研究者は基本的にキリスト
教徒で、こうした数の象徴性を神の摂理であるとし
て、信仰の問題として受け止めれば済む。個人的な
ことであるが、私はギリシアに留学中、多くのギリ
シア人から「正教の信仰がなければ、ビザンティン
美術は理解できない」と断言されたことを記憶する。
　信仰の外側にいる私は、「三」や「十二」の頻出を、
神の摂理とは考えない。上に個々に検討したよう
に、テクスト中に元来「三」が含まれており、とり
わけて「三」を強調してはいない例と、イコノグラ
フィーを逸脱して、積極的に「三」を強調した例を
区別した。画家はあらゆる機会を逃さずに、時には
伝統に改変を加えて少々無理にでも、「三」（とそこ
から派生する「十二」）を壁画の全体に亙って際立
たせたかったのである。これが聖堂の献堂聖者であ
る聖母マリアの信仰とどう関わるのか。神学者の言
葉を引いて、背景を考察したい。
　コンスタンティノポリス総主教ゲルマノス（位
715－ 30）は、イコンを擁護して、イコノクラス
トである皇帝レオン 3世（位 717－ 41）によって
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罷免された。彼の説教、「至聖生神女の進堂（聖母
神殿奉献）について」第 4節を読む37。

彼女の両親は、三歳に達したので、彼女を神に
捧げることにした。しかしこの三なる数は、い
かに偉大で全き尊崇を受けるべきか。あらゆる
事象において、完全なる確実性の根拠を示すの
だから！　ダヴィデは破壊者ゴリアテを、肩に
負った石弓から、三つの石で打った［1列王書
17：4038］。ティシュベ人39エリヤは、水を三
度目に注ぐことによって、人々を信じさせた。
天の火の焔

ほむら

が、水の真中に下ったのである［3
列王書 18：30－ 3840］。同じ数の日（三日）
の間、ヨナは海を行く獣の体内にあり、神の
予
ティポス

型と見なされた。神が大いなる怪物を操った
のである［ヨナ 1：17］。同じ数（三）の子ど
もが炉の中に立って、天の露に励まされ、幸せ
な気分で歩んだのだった41［ダニエル 3：20－
27］。十年を三度、わが主イエスは私を堕落の
汚辱から清め給う42。同じように、もう三年の
間、主はあらゆる病、あらゆる弱さを癒し給
う43。主は同じ数（三）の弟子とともに山に登
り、最も神秘的なやり方で自身の栄光を明らか
にされた44。三日待ったのちに、この世の始ま
りより暗闇の中に閉じ込められていた、ハデス
にある魂らを救い上げた45。なにゆえか？　私
とともに仔細に確かめようではないか。「三」
は最も偉大な事どもを示すのである。というの
は万物の成因と、すべての完璧さの源たる神性
は、三つの聖名、三つの位格、三つの本

ヒュポスタシス

性に
よって讃えられることを、自ら選んだのであ
る。たとえ人が同じ存在をペ

プ ロ ソ ポ ン

ルソナとして語ら
ねばならないとしても。それらはやはり、全き
同質のものとして、完全数によって、混同され
ざる聚合された単一性として、結びついている
のである。……
　かくして、それ自体至聖にしてすべての始ま
りを超えた、三位一体の一なる者が、彼自身の
意志によって、また至聖なる聖霊の庇護によっ
て、処

パルテノミティル

女母なりし少女の子宮に急ぎ含まれんと
したとき、同じ数の栄光によって特徴づけられ
る者（＝聖母マリア）は、最も輝かしく（神殿
に）捧げられることが必然なのである。彼女が
三つの齢

よわい

にて神殿にもたらされたのは、この理

由による。彼女の創造者にして子たる者46が、
明白に不断に、こうした事どもすべてが起きる
べくとり決めたのであった。

　難解な説教ではあるが、マリアが三歳で神殿に捧
げられたという事実から、これだけの引照を駆使す
るのだ。私がオフリドの聖堂壁画で試みた「三」の
抽出を、ゲルマノスは新旧約のテクストによって行
なっている。
　ゲルマノスが「三の列挙」の中で挙げる図像学的
モティーフは、説話・単独像合わせて 9つであるが、
以下に見る通り、ペリブレプトス聖堂にはそのすべ
てが描かれている。「三」を含むモティーフとして、
私が上に考察しなかったものも含まれる。信仰をも
たない者には牽強付会であっても、信仰者にしてみ
れば必然なのであろう。

・聖母神殿奉献：ナオス北壁面【図 11】
・ダヴィデ：鼓胴部北西側中央
・エリヤ：ディアコニコン西壁【図 12】
・ヨナ：鼓胴部南西側南
・炉の中の三人の少年：ディアコニコン北壁【図 7】
・洗礼：ナオス北腕西側
・公生涯：ナオス内各所
・変容：ナオス北腕東側
・復活：ナオス西腕南側

　無論のこと私は、ゲルマノスの説教がペリブレプ
トス聖堂壁画の典拠となったと言うのではない。
「三」に固執するビザンティン神学を、背景として
採りあげたまでである。ただし興味深いことに、ペ
リブレプトス聖堂は総主教ゲルマノスとは無縁では
ない。アプシスのコンク下部、「使徒の聖体拝領」
フリーズの下に、主教聖人の胸像が並ぶ【図 13】。
アプシス部の 7人を左（北）から挙げれば、ゲルマ
ノス、タラシオス（コンスタンティノポリス総主教、
位 786－ 806）、メトディオス（コンスタンティノ
ポリス総主教、位 843－ 47）、主の兄弟ヤコブ（初
代エルサレム主教との伝承）、シルベストロス（ロー
マ教皇、位 314－ 35）、クリミス（＝クレメンス、
ローマ教皇、位 88－ 99）、ミトロファニス（コン
スタンティノポリス総主教、位 306－ 14）となる。
　この主教聖人の選択配列にいかなる意味があるの
かを考えるのは、本稿の枠を超える47。しかし一見
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して言えるのは、右半分が初期教会の基礎固めをし
た人物であるのに対して、左半分はイコノクラスム
期前後に画像擁護派として活躍した宗教家である。
中でもゲルマノスの著作は、後世に大きな影響力を
もった。このフリーズに連続して、ベーマ南壁に描
かれる 5人の主教のうちには、クレタ主教アンドレ
アス（位 692－ 713）の姿もある48。後期ビザンティ
ン時代になると、9世紀（イコノクラスム終結後）
の神学者の再評価が行なわれ、聖堂装飾に新たな主
題をもたらすと私は考えるが、アプシス下部左半分
に 3人の主教聖人が並ぶのもその一環であろう。

【後記】本研究は JSPS科研費 JP26284025の助成
を受けたものです。
写真撮影：菅原裕文・武田一文
Photographs by the permission of the Holy Bishopric 

of Ohrid

注
⑴　「三」を含めたキリスト教における数字の象徴性につい
て、一般向けではあるが以下を参照。竹下節子『キリス
ト教の謎─軌跡を数字から読み解く』中央公論新社、
2016年。

⑵　重要な聖堂でありながら、モノグラフは刊行されてい
ない。今のところ以下を参照。R. Hamann-Mac Lean, H. 
Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und Make-
donien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Gießen 
1963; H. Hallensleben, Die Malerschule des Königs Miltin, 
Gießen 1963; R. Hamann-Mac Lean, Grundlegung zu einer 
Geschichte der mittelalterlichen Monumentalmalerei in Ser-
bien und Makedonien, Gießen 1976; P. Miljković-Pepek, 
ДЕЛОТО НА ЗОГРАФИТЕ МИХАЛО И ЕУТИИЈ, Skopje 
1967; E.I. Kouri, Die Milutinshule der byzantinischen Wand-
malerei in Serbien, Makedonien, Kosovo- Metohien und 
Montenegro (1294/95- 1321), Helsinki 1982; C. Grozdanov, 
Church St.Kliment Ohrid, Zagreb 1988.

図 12：ディアコニコン西壁、預言者エリヤ（右上）

図 13：アプシス、主教聖者のメダイヨン
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⑶　O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, London 1947.
⑷　E. Kitzinger, “Reflections on the Feast Cycle in Byzantine 

Art,” CahArch 36 (1988), pp.51ff..
⑸　ただし聖者伝レヴェルで「三」が強調される者を選ぶ
可能性はある。旧約預言者における「三」の含意につい
ては、後出ゲルマノスの説教参照。
⑹　携香女が 2人である点はマタ 28：1－ 4に拠っている。
ルカ 23：56は「婦人たち」と複数形なので、ルカに拠っ
ている可能性も排除できない。石棺の中には頭と体をく
るんだ布二つが見えるので、これはヨハ 20：5－ 7に基
づいている。眠る番兵の記述はマタイのみ。すなわちこ
の情景は特定の福音書を絵画化したものではない。後景
の岩の向こうには、「2人の女弟子に顕現するキリスト 
Chairete」（マタ 28：8－ 9）が描かれている。
⑺　E. Marcato, “La doppia Annunciazione nella chiesa della 

Peribleptos a Ochrida,” A. Iacobini, M. della Valle (eds.), 
L’arte di Bisanzio e l’Italia al tempo dei Paleologi 1261-
1453, Milion 5, Roma 1999, pp.209-20.
⑻　Nと Hはリガチュア。
⑼　拙稿「聖母伝の視覚的予型論──ストゥデニツァ修道
院（セルビア）の「王の聖堂」」（益田編『聖堂の小宇宙』
中世美術史論集 4、竹林舎、近刊）参照。

⑽　「ゲツセマネの祈り」図像の典礼的な解釈については、
拙著『ビザンティン聖堂装飾プログラム論』中央公論美
術出版、2014年、第 22章参照。
⑾　イエスは答えて言われた。「この神殿を壊してみよ。三
日で建て直してみせる。」（ヨハ 2：19）この部分がフレス
コに銘として記されている。
⑿　拙稿「ビザンティン聖堂装飾のイコンとナラティヴ」
甚野尚志・益田朋幸編『中世の時間意識』知泉書館、
2012年 5月、309-335頁。
⒀　ナルテクス北壁「ネブカドネツァルの夢」における三
頭の有翼人物（三位一体の神）；ナルテクス南壁「神殿を
建てるソフィア」における十字架ニンブスの有翼人物；
ナルテクス西壁「天使と格闘するヤコブ」の天使もテク
スト上は神である。
⒁　前掲拙著『プログラム論』第 10章。
⒂　G. Babić, “La Mi-Pentecôte,” Zograf 7 (1976), pp.23-27; 

Ch. Walter, “The Earliest Representation of Mid- Pentecost,” 
Zograf 8 (1977), pp.15-16.
⒃　ディアコニコンのプログラムに関しては、以下の拙稿
参照。「パナギア・ペリブレプトス聖堂（オフリド）ディ
アコニコンの装飾プログラム」『早稲田大学大学院文学研
究科紀要』2017年（印刷中）。
⒄　「炎は露の神的な息吹に変わり……」。ロマノス・メロ
ドス「炉の中の三人の少年たちの賛歌」（家入敏光訳『ロー
マノス・メロードスの賛歌』創文社、2000年、p.81）
⒅　拙稿「聖母よ、御腕を支えん─オフリド、パナギア・
ペリブレプトス聖堂アプシスの旧約人物像について」
『Waseda RILAS Journal』1 (2013), pp.17-27.
⒆　『アウグスティヌス著作集』第 23巻、教文館、1993年、

pp.193-95。
⒇　前掲拙著『プログラム論』第 7章では、これをデイシ
ス・コンポジション、メタレヴェルのデイシスと呼んだ。
21　「キリスト三態」については、前掲拙著『プログラム論』
第 4・12・16・19・21章参照。

22　M. Bacci, The Many Faces of Christ: Portraying the Holy 

in the East and West, 300 to 1300, London 2014.
23　神学的な議論については以下参照。J. Barbel, Christos 

Angelos: Die Anschauung von Christus als Bote und Engel in 
der gelehrten und volkstümlichen Literatur des christlichen 
Altertums. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des 
Ursprungs und der Fortdauer des Arianismus, Bonn 1941.
24　たとえば G.K. McKay, “Christ Polymorphism in Jerusa-

lem, Taphou 14: An Examination of Text and Image,” 
Apocrypha, 14 (2003), pp.177-92.
25　そもそも「信仰によって、モーセは生まれてから三か
月間、両親によって隠されました」（ヘブ 11：23、出 2：2）。
26　日本語では「鋏」とするが、図像ではスプーンの形状
に描かれる。

27　R.F. Taft, The Great Entrance, Roma 1975, passim.
28　ただし祭司を 3人とする契機として、祭司によるマリ
アの祝福ののちに、民が言った言葉「そうなりますよう
に、そうなりますように、アーメン」を挙げることがで
きる。これはつまり「アーメン」を 3度唱えているので
ある。

29　コーラ修道院でも、「祭司に祝福されるマリア」、「マリ
アに緋色の羊毛を手渡す祭司」（ともに内ナルテクス）、
「祭壇の前のアロンと息子たち」（葬礼用礼拝堂）におい
て、テクストに関わらず三祭司が描かれる。とりわけ「祭
壇の前のアロンと息子たち」は、失われた「マギの礼拝」
と予型論的に関連づけられていた。パレオロゴス朝の聖
堂装飾において、聖母伝に「三」の象徴性を与える試み
はしばしば行なわれたと考えられる。『西洋美術の歴史』
第 2巻「中世 I」（中央公論新社、近刊）の拙稿「ある修
道院の物語」参照。

30　「聖母神殿奉献」のギリシア語タイトルには 2パターン
ある。Eisodia tes Theotokou（神の母の入場）と Ta agia 
ton agion（聖なる中にも聖なる［ところ］＝エルサレム
神殿の至聖所）で、本聖堂では後者が採られている。資
格を有した男性祭司だけが年に 1度入ることを許される
至聖所に、女性マリアが入ったのは特別な事件であった。

31　前掲『プログラム論』第 18章。
32　ただしミハイルとエウティキオスが 20年後に描いたス
トゥデニツァ修道院「王の聖堂」では、マリアの足下に
は 2段しかなく、マリアの座面を含めて 3段としている。
「3段目」の数え方は一定しなかったようである。
33　前掲拙稿「聖母よ、御腕を支えん」。
34　ニュッサのグレゴリオス、大森正樹他訳『雅歌講話』
新世社、1991年、156-57頁；宮本久雄訳「雅歌講話」（『中
世思想原典集成 2　盛期ギリシア教父』平凡社、1992年）
476-77頁。
35　八木誠一訳「十二の鈴を携えて」を改変した。この箇
所は、モーセが神と結んだ契約の一つで、聖所に入るア
ロンの上着の規定（出 28：31－ 35）を踏まえている。「出
エジプト記」のこの前後には、12が頻出する。「十二の石
の柱をイスラエルの十二部族のために建てた」（24：4）、
12の名を刻んだラピス・ラズリ（28：9－ 11）、胸当て
の 12の宝石（28：15－ 21）。

36　画中の銘には「神の母をヨセフに手渡す預言者ザカリ
ア」とあり、結婚の語は用いない。マリアは老ヨセフの
半分ほどの背丈の少女である。

37　PG 98, 296; M.B. Cunnigham, Wider than Heaven. 
Eighth-Century Homilies on the Mother of God, New York 
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2008, pp.148-50.
38　ヘブライ語に基づく新共同訳はもちろんのこと、七十
人訳においても、ダヴィデがとる石は五つである。しか
しビザンティンの説教の伝統では、石を三つとして三位
一体と関連づける。Cunningham, p.149, n.25.
39　預言者エリヤを「ティシュベ人」と呼ぶのは、第 3・4
列王書（列上・下）で各 3回。
40　18：31では、十二の石によって祭壇を築いた、との記
述がある。
41　ディアコニコン北壁の「炎の中の 3人の少年」のこと。
42　キリストが 30歳で洗礼を受けたことに言及。
43　キリストの公生涯が 3年であった、との立場。
44　「変容」に言及。
45　「キリスト冥府降下」に言及。
46　キリストはマリアの創造者にして、マリアの子でもあ
る。この矛盾は、ビザンティン美術において、アプシス
における幼子キリストを抱くマリアと、西壁の「聖母の
眠り」におけるマリアの魂を抱くキリストの対照によっ
ても表象される。「含まれ得ない者（＝キリスト）を含ん
だ者（＝マリア）」に関しては、拙稿「コーラ修道院の名
称について」参照、『美術史研究』（印刷中）。

47　C. Grozdanov, “The Busts of the Church Hierarchs in the 
Altar of the Virgin Peribleptos in Ohrid,” Zograf 32 (2008), 
pp.83-90. は主教聖人選択の理由をいくつか考察している。
ゲルマノスに関しては、オフリド周辺で彼に対する崇敬
が盛んであったことを挙げる。
48　アンドレアスの説教が、本聖堂ナルテクスの一場面に
影響を与えたとする別稿「ソフィアの食卓──オフリド
のパナギア・ペリブレプトス聖堂の聖餐主題をめぐって」
を準備中である。


