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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【図１】は、献堂銘文によっ
て1294／95年創建と知れる、ビザンティン聖堂壁画の基準作例である（１）。中規模のギリシア十
字式（内接十字式）聖堂のほぼ全面に、オリジナルのフレスコが残っており、後期ビザンティン
美術の劈頭を飾る作例でもある。私はいずれ当聖堂壁画のモノグラフを書きたいと念願するが、
考え抜かれた装飾プログラムの全体を議論するのは、容易なことではない。モノグラフに向けて
の一歩として、本稿ではディアコニコン（南副祭室、輔祭室、聖具室）のフレスコに限定して、
そのプログラムを考察することとする。

壁画の記述
聖堂は主アプシス（２）に加えて、南北の副祭室を擁する（３）。北副祭室（プロテシス、聖体準備室）
は、ミサ（奉神礼）に用いる聖体を準備する空間で、フレスコもそれに相応しい主題が選ばれて
いる。アプシス・コンクに《聖母子》
、ヴォールト天井北側に《エマオの晩餐》
、同南側には《ア
ブラハムの饗宴》【図12】
、南壁には《アレクサンドリアの聖ペトロスの幻視》、北壁には聖母伝
掉尾として《水の試み》、
《ヨセフの夢》が描かれる。ディアコニコン同様、プロテシスのプログ

図１：オフリド、パナギア・ペリブレプトス聖堂外観
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ラムも独立して議論されるべきであるが、本稿ではこれ以上立ち入らない。
ディアコニコンを見よう【図２】
。ヴォールト天井の狭い空間で、人ひとりが入ればもう動く
余地もない。東に小アプシスをもち、北壁には主アプシスに通じるアーチ形の開口部が開く。ア
プシスは三段に区切られ、最上部のコンクに洗礼者ヨハネの胸像を配する（銘：O AΓ(IOC)
Iω(ANNHC) O (ΠPO)ΔPOMOC）
【図３】
。洗礼者は右手で祝福をし、左手には十字杖と巻物を持つ。
首や手の甲を濃い体毛が覆う描写がなされている。
アプシス中段は二聖者の半身像で、ともに福音書を抱える。左が聖イパティオス（４）（銘：O
AΓIOC YΠATIOC）、右が聖ブラシオス（５）（銘：O AΓIOC BΛACIOC）と読める。アプシス下段は
立像の聖イグナティオス（６）（銘：O AΓ(IOC) IΓNATIOC O ΘEOΦOPOC）である。三者いずれも
白髪白髯の老人である。
南北壁はそれぞれ三段に区画され、上段（ヴォールト天井）はアプシス・コンクと接する。中
段・下段の区分は、アプシスの中段・下段と一致しない。南壁下段には開いた巻物を掲げた三人
の主教聖者が前傾してミサを執行するさまが描かれる。左（東）から、聖グリゴリオス（７）
（銘：
O AΓ(IOC) ΓPHΓOPIOC）、聖アンティパス（８）
（銘：O AΓ(IOC) ANTIΠAC）。西側の一人は銘が剝
落して同定できない。
北 壁 下 段 は、 主 ア プ シ ス へ の 通 路 が 開 い て い る。 右（ 東 ） が 聖 ア エ テ ィ オ ス（９）
（ 銘：O
AΓ(IOC) AETIOC）、左はほとんど漆喰が剝落して同定不能（10）である。東寄りに開口部があり、
そのアーチ・ソフィットに二人の聖人立像が描かれている。東が第一殉教者聖ステファノス（11）
（銘：O AΓ(IOC) CTEΦANOC O ΠPO(sic)TOMAPTYC）、
西 が 輔 祭 聖 ラ ウ レ ン テ ィ オ ス（12）（ 銘：O AΓ(IOC)
ΛAYPENTIOC）
。
南壁中段は、聖母伝の開始である。ここから南壁を
西まで進み、北壁西側から東側に行って、死にまつわ

図２：ディアコニコン全体
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図３：ディアコニコン、東壁面
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図４：ヨアキムとアンナの献げ物

図５：神殿から引返すヨアキムとアンナ

る諸場面は西壁に描かれる。ディアコニコン内には、第１場面「ヨアキムとアンナの献げ物」
【図
４】
、第２場面「神殿から引返すヨアキムとアンナ」
【図５】が配される。前者は、左端にキボリ
ウムのある祭壇を配し、閉ざされた扉の内側に、ニンブスを有する祭司ザカリアが立つ。ザカリ
アは掌を見せる拒絶の仕種（13）ではなく、右手を伸ばして、あたかも献げ物を受けるかのように
（14）
も見える。同じ画家がおおよそ20年後に描いたストゥデニツァ修道院「王の聖堂」
の同場面では、

ザカリアはヨアキムらに右手を伸ばして語りかけている。本場面も同様に解される。ザカリアは、
小羊の献げ物がまだ早いことを夫妻に諭しているのであろう。対面にはヨアキムとアンナの夫妻
が立ち、ヨアキムは二頭の小羊（15）を差出している。アンナは剝落はなはだしく、手に何かを持っ
ているかどうか判断できない。現状この場面に銘文は見られない（16）。
続いて建築モティーフを背景に、ヨアキム（右）とアンナ（左）が神殿から立ち去る場面が選
択される。ヨアキムは名残惜し気に後方を振返る。アンナの保存状態は極めて悪い。銘もないよ
うだ。このあたりから聖母伝はディアコニコンを出て、ナオス空間に入り、第３場面「荒野のヨ
アキム」に続く。
北壁中段には「炎の中の三人の少年」
（左）【図６】と「ご訪問」
（右）
【図７】が配される。前
者はほぼ正方形の区画をもち、臙脂色の帯で囲まれる。ダニエル書第３章が語る物語で、暴君ネ
ブカドネツァルの黄金像を礼拝しない三人の少年シャドラク、メシャク、アベド・ネゴは、燃え
盛る炉に投げ込まれたが、天使に守られて無事であった。炉は「凹」を上下逆にして下方をやや
開いた形に描かれ、内外から炎が吹き上がっている。少年たちは天を見上げ、手を挙げて神に祈
る仕種をとる。左の少年は漆喰剝落のため、ニンブスの一部しか現存しない。中央少年の背後で、
天使が両手を拡げて少年たちを守っている。銘文は、天使の頭部向かって左に AΓΓEΛ(OC) が読
める。対称の右に τοῦ Κυρίου（主の）があったかも知れないが、完全に剝落している。構図上方
左端には、図像の名称として (O)I AΓIOI TPEIC（聖なる三人）の銘が読める。対称の右側にも文
字があったかも知れないが、現存していない。H AΓIA TRIAC（三位一体）と近い音と意味をも
つ（17）。
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図６：炎の中の三人の少年

図７：ご訪問

中段右側は《ご訪問》
（ルカ１：39−55）であるが、主アプシスへの通路アーチに削られて、
不規則な構図になっている。アーチの頂部にマリアが立ち、腰をかがめてエリサベトの抱擁を受
ける。マリアは三段の階段の下段に立ち、エリサベトは身を乗り出すようにマリアに頬ずりをす
る。銘文はない。
南北壁上段、すなわちヴォールト天井には、洗礼者ヨハネ誕生にまつわる物語が描かれる。北
側から見よう【図８】。構図の右４割ほどを用いて、《ザカリアへのお告げ》（ルカ１：８−20）
を描く。右方に円蓋屋根のキボリウムを有する祭壇が置かれ、天使が半身を現してザカリアに妻
の妊娠を告げる。ザカリアは右手に釣り香炉を持つが、左手を挙げて驚きを示しているのであろ
う。祭壇の扉は開かれており、斜めに対面する南壁中段の《ヨアキムとアンナの献げ物》
【図４】
アンティテシス

における閉ざされた祭壇にいるザカリアと対照をなす。このように様々な 対 照 を創り出すのが、
ミハイルとエウティキオスの特徴である。

図８：ザカリアへのお告げ／口のきけなくなった
ザカリア
図９：洗礼者ヨハネの誕生

祭壇の扉に下半身を隠すように、ザカリアが反復して描かれる。《口のきけなくなったザカリ
ア》
（ルカ１：21−22）である。祭司は右指を口に向け、言葉が出ないことを示す。ザカリアを待っ
ていた群衆は、頭部は８名確認できるが、足は５対しか描かれない。キボリウム円蓋と群衆後方
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の建築物は、赤い布でつながれているが、パレオロゴ
ス朝絵画に特徴的な構図の処理である。上方には２行
に亙る説明的な銘文が認められるが、１行目最後の…

ωΖΑΧΑΡΙΑ しか判読できない。
ヴォールト南側は《洗礼者ヨハネの誕生》である
（ ル カ １：57−79）【図９】
。背景には三つの建 築 モ
ティーフが配され、中景に低い腰壁が渡される。腰壁
前方の左端に、赤いカウチ状のベッドが置かれ、産褥
のエリサベトが侍女から食べ物を受けている。前景右
側では、裸体のヨハネが二人の侍女によって産湯を遣
わされる。産湯場面は「キリスト降誕」に発して、様々
な聖人の誕生場面に応用されるものである。構図右上
方では、召使が亜麻布で巻いたヨハネをザカリアに差
出す。人々の反対にもかかわらずザカリアが石板に
「この子の名はヨハネ」と書くと、舌がほどけて口が

図10：預言者エリヤ（下）

きけるようになるのであった。ザカリアの石板には Iω の文字が読める。構図上方に１行の銘が
あるが、判読し難い。
アプシス・コンクの向かい側には、ディアコニコンへの入口をなすように、横に倒した三日月
形のアーチ壁体が造られている。コンクの洗礼者の向かいには、毛皮の衣をまとったニンブスを
もつ半身像が描かれる【図10】。左側には O ΠPOΦ(HTHC)（預言者）の銘が読めるが、右の固有
名詞は剝落している。しかし左手に持つ巻物の文字……ZH H ΨY/XH MOY（わが魂は生きてい
る…。第４列王書２：２, ４, ６のパラフレーズ（18））から、預言者エリヤであることがわかる（19）。
洗礼者は福音書の中で繰返し、エリヤの再来と言われている（マタ11：14、16：14、マコ８：28、
ルカ１：17）
。ここで特に重要なのは、天使がザカリアに告げる言葉で、
「彼はエリヤの霊と力で
主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のでき
た民を主のために用意する」
（ルカ１：17）と語るのであった。洗礼者には一方で、預言者イザ
ヤを予型とする伝統（20）もあるが、画家はエリヤを選んだ訳である。この壁体のソフィットには、
若い無髯の殉教者胸像が２名描かれる。北は銘が剝落して同定不能、南は O AΓ(IOC) ΛAYPO(C)
と読める。聖ラウロスはフロロス Phloros と双子の殉教者で、ともに８月18日に祝われる。した
がって北の逸銘の聖者はフロロスであろう。

洗礼者ヨハネ礼拝室として
ペリブレプトス聖堂ディアコニコンは、アプシスに洗礼者ヨハネを配し、加えて洗礼者伝３場
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面（
《ザカリアへのお告げ》
、
《ご訪問》
、
《洗礼者誕生》
）を採用した。コンクの対面には洗礼者の
予型である預言者エリヤを描き、アプシス下部には洗礼者の弟子であったとされるイグナティオ
スを置いている。したがってこの空間は、洗礼者ヨハネ礼拝室としての機能を有している。北の
プロテシスが聖餐に関わる機能を強くもっており、典礼の中で重要な役割を果たす（21）のに対して、
ディアコニコンにはこれといって特定の役割は付随しない。オフリドに先行する諸作例において、
この空間がどのように扱われたか、確認しよう。
主副三祭室アプシスのプログラムに関して、典礼上の機能に基づいて装飾が決定されるという
よりも、「デイシス」を構成する意欲が存在したことを、かつて私は論じたことがある（22）。プロ
テシス─主アプシス─ディアコニコンの順にアプシス図像のパターンを挙げるなら、マリア─キ
リスト─ヨハネ（23）、キリスト─マリア─ヨハネ（24）、ヨハネ─キリスト─マリア（25）の組合わせが
認められる。
聖母子を描く主アプシスをキリストとする場合とマリアとする場合の両方があるのは、恣意的
に見えるかも知れないが、そうではない。副祭室にマリアを採る聖堂は、主アプシスをキリスト
と見たのであり、副祭室にキリストを描く聖堂は、主アプシスをマリアと考えたのである。三祭
室をひとつの計画と考えた場合、主アプシスの聖母子は、キリストともマリアとも解され得た。
三祭室で「デイシス」という三尊図像を構成する際、キリストが中央に来ることが望ましいので、
主アプシスをキリストと見るパターンが多いようだ。副祭室の図像は、したがってキリスト、マ
リア、ヨハネのいずれでもかまわない訳で、絶対的な図像上の制約は認められない。
アプシス以外の図像を含めて、若干例を検討しよう。同じオフリド、徒歩５分ほどの距離にあ
（26）
る聖ソフィア聖堂（11世紀中葉）
は、プロテシス（セバステの40人殉教者礼拝室）にキリスト

を置き、ディアコニコンは洗礼者とする。ディコニコン天井北側には、断片的ながら「洗礼者誕
生」
、「ヨハネとエリサベトの逃避」
、
「天使によるヨハネの召命」
、
「洗礼者の説教」
、
「ユダヤ人の
洗礼」と続く洗礼者伝が描かれる。保存のよくないプロテシス天井には殉教者の処刑、遺骸の運
搬、火葬、遺骨の川への放棄と続く殉教者伝が並ぶ。ディアコニコンは洗礼者礼拝室との機能が
考慮されているが、プロテシスの聖餐に関する機能は図像に反映していない。オフリドから遠か
らぬネレヅィは、副祭室が極めて狭く、説話場面が描かれる余地がないので、プログラムを検討
することができない。中期の作例において洗礼者はディアコニコンに描かれる場合が少なくない
が、典礼上の機能との結びつきは認められない。
ディアコニコンのアプシスに洗礼者を描くのみならず、洗礼者伝を採用し、これを他のサイク
ルと関連づける点で、ペリブレプトス聖堂は新たな試みを行なっている。狭い空間の南壁に、聖
母伝劈頭の「ヨアキムとアンナの献げ物」を描くことによって、洗礼者の生涯と聖母の生涯をつ
ないでいるのである。つまり、天井に近い部分には「石板にヨハネと記すザカリア」を描き、そ
の下にはヨアキムとアンナの献げ物を拒否するザカリアを置く。ザカリアという共通の登場人物
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によって、ヨハネとマリアの生涯はつながる。一般信徒が立ち入らないディアコニコンの南壁に、
マリアの生涯の最初の場面をあえて描いた画家の意図は、ここにあった。ヨアキム・アンナ夫妻
とザカリア・エリサベト夫妻は、ともに長く不妊に苦しみ、天使のお告げによって子の授かるこ
とを知った。ザカリアは、ヨアキム・アンナ夫妻の献げ物を拒絶するが、マリアが生まれた後は、
三歳になった少女を神殿に預かり、養い育てたのであった。

プログラム上の工夫
壁画の記述の中ですでに、ミハイルとエウティキオスがなしたプログラム上の工夫にも触れた
が、改めて詳述する。
「炎の中の三人の少年」のエピソードは、古来教父らによって様々に解釈
されてきた。直接は神に対する信仰の重要性を語るものだが、キリスト復活の予型としても解釈
される。燃え盛る炎の中から生還したからである。私たちの文脈では、
「洗礼」の予型という側
面を見なければならない。炎と水という対極をなすものが、神学者の思考の中でつながる。

この光景は不思議なことだった
火は自分たちの本性を忘れて、泉となり
受けとったものを焼き尽くすよりは、むしろ灌水して元気づけ
その果実を結ぶために、三重の収穫をもたらす葡萄の木のように保護したからである（27）

したがって本聖堂では、洗礼の予型として《炎の中の三人の少年》が洗礼者礼拝室たるディア
コンに描かれていると理解することができる。ただしディアコニコンにこの図像を配する先例と
して、11世紀中葉のフォキス（ギリシア）
、オシオス・ルカス修道院を挙げなければならない。ディ
アコニコン南壁のリュネットに《三人の少年》を置き、対面する北壁リュネットには《獅子の洞
窟の中のダニエル》
（ダニエル６）を描くのである（28）。ダニエル書由来の２場面をディアコニコ
ンに描く意味を論じた文章を、寡聞にして知らない。今後研究の余地はあるが、オフリドには「獅
子の洞窟」が描かれず、洗礼の予型としての《三人の少年》が選ばれていると考えていいだろ
う（29）。
同じ図像は、ミハイルとエウティキオスの後継者の制作によると考えられるグラチャニツァ修
道院（コソヴォ、プリシュティナ郊外）ディアコニコン西壁にも描かれている（30）。
《ご訪問》は
同じディアコニコンの南壁に配される（31）。しかしグラチャニツァでは、プロテシス・アプシス
に洗礼者ヨハネが描かれ、ディアコニコン・アプシスにオランスの聖母が配されており、オフリ
ドとは逆である。しかもプロテシスには聖ニコラオス伝が描かれることによって、聖ニコラオス
礼拝室とされる。
もちろんこうしたプログラムには、パトロンや聖職者の意向が反映してもいようが、オフリド
327

における「洗礼者ヨハネ礼拝室─ご訪問─洗礼の予型としての炎の中の三人の少年」という有機
的な連結は、グラチャニツァにない。グラチャニツァのディアコニコンが、聖母礼拝室であるに
もかかわらず、
《ご訪問》と《炎の中の三人の少年》が描かれているのは、ミハイルとエウティ
キオス工房の手本帖に、そのような組合わせがあったゆえかも知れない。
「三人の少年」と典礼の関係も、ここで確認しておくべきだろう。ビザンティン時代の教会典
礼の実際は、あまり文献に残っていないが、一二の例外がある。まず帝都の聖ソフィア大聖堂
メガリ・エクリシア

（大 教会）の典礼次第が複数の写本に記録され、出版されている（32）。加えてコンスタンティノポ
リスの中規模の修道院として名の残るテオトコス（聖母）
・エヴェルゲティス Theotokos Evergetes 修道院の典礼次第も、近年校訂版が刊行されて便利になった（33）。聖ソフィアにおいて、聖
エスペリノス

土曜の晩課にダニ３：１−51（34）を長く朗読するのが注目される。エヴェルゲティス修道院でも、
聖土曜にはダニ３：57以下を朗読する（35）。いずれもこのエピソードをキリスト復活の予型とと
らえ、神キリスト復活に先立って、三人の少年が炎熱から生還したことを感謝するものであろう。
これ以外にも、３：26、27（讃えられるべきはあなた、主よ、我らが先祖の神よ。あなたの名
がとこしえに誉れと栄光の中にあるように。／あなたは、我らがためになしたことすべてにおい
て正しく、あなたの業は真なるもので、振舞いは正しい。あなたの裁きは真なるもの。
）や３：
57（神を讃えよ、主の御業なるすべての者よ、賛歌を歌え、神をとこしえに高く挙げよ。
）が、
特に復活祭後の典礼において、しばしば用いられる。元来は復活の予型でもあっただろうが、断
片化され、文脈を失って、もはやこれらの章句は単なる神の賛美に過ぎなくなっている。
典礼レヴェルでは「三人の少年」挿話はもっぱら復活の予型であるが、ビザンティン人に親し
まれたロマノス・メロドスの賛歌では、加えて洗礼とも結びつけられる、というところであろう
か（36）。ただしペリブレプトス聖堂の文脈では、ダニエル書の一節が重要な意味をもつ。ダニ３：
25（37）は「王は言った。
『だが、わたしには四人の者が火の中を自由に歩いているのが見える。そ
して何の害も受けていない。それに四人目の者は神の子のような姿をしている。
』
」と語る（38）。
当然のことながら、
「神の子」はキリストの予型である。フレスコでは、図像学上の伝統に従って、
三人の少年を護るのは有翼の天使である。すなわち、テクストで「神の子」とされる存在が、壁
画においては天使として描かれている。ここで私たちは、本聖堂ナルテクス天井中央に描かれて
いる《天使キリスト》を想起しなければならない。
ナルテクス天井中央の浅いドーム状壁面には、頭部を西に向けて、無髯のキリスト立像が描か
れる【図11】。IC XC と銘打たれ、十字ニンブスを有するところからキリストであるとわかる人
物は、左手に十字杖と巻物を持ち、右手を挙げる。奇妙なことに若きキリストには、堂々たる翼
がある。
「天使キリスト」もしくは「大公会議 Great Counsel のキリスト」と呼ばれる図像の、
聖堂壁画における初出である（39）。名称の典拠は七十人訳イザヤ書９：６「ひとりの子が私たち
に生まれ、ひとりの息子が私たちに与えられた。その名を、大公会議 megale boule の天使と呼
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図11：ナルテクス天井、天使キリスト

図12：プロテシス天井、アブラハムの饗宴

（40）
ぶ」
。

南西ペンデンティヴにはエゼキエル（巻物銘：私が見ていると、北の方から激しい風が大いな
る雲を巻き起こし、［火を発し、周囲に光を放ちながら吹いてくるではないか。その中、つまり
その火の中には、琥珀金の輝きのようなものがあった。
］
（エゼ１：４）
）
、北西ペンデンティヴに
はハバクク（巻物銘：私は歩哨に立った。見よ、雲に乗った人、背の極めて高い人を。
（グリゴ
リオス説教、後出）
）が、それぞれに天使キリストを指し示し、東側のペンデンティヴにかけて、
６人の天使がキリストの光背を支えている。キリストの手にする巻物には、ナジアンゾスのグリ
ゴリオスによる復活祭に関する第２説教から、
「今日、救いが世にもたらされる、見える世界にも、
見えざる世界にも」の文言が採られている（41）。この《天使キリスト》は、ペリブレプトス聖堂
の鍵となる図像であり、詳細な検討は稿を改めなければならないが、本稿に関わる点のみ簡潔に
触れよう。
画家ミハイルとエウティキオスはペリブレプトス聖堂において、壁画の細部を様々に、視覚的
テクスト的に関連づけている。もって聖堂を一つの小宇宙となし、キリストの教えがすべてに及
んでいることを示そうとしたごとくである。堂内に満ち溢れる「三」のイメージについては、す
でに論じた（42）。そこで挙げた例に付け加えるなら、
《洗礼者ヨハネの誕生》においてエリサベト
に食物を運ぶ三人の女性は、ナルテクス南壁《神殿を建てるソフィア》において反復されている。
「天使キリスト」も、堂内に繰返される。１）プロテシス天井南の《アブラハムの饗宴》
【図
12】において、三天使のうち中央の天使のニンブスに十字がつけられて、神であることが示され
る。２）ナルテクス西壁北側の《ヤコブと天使の格闘》は、テクスト（創世記32：23−33）によ
れば、ヤコブと戦ったのは神である。イコノグラフィーに従って天使に十字ニンブスはつけられ
ないが、天使として描かれた存在が実は神であった、という点において、
「三人の少年」の天使
に等しい。３）ナルテクス北壁の《ネブカドネツァルの夢》
（ダニ２：１）において、王に夢を
告げる天使が三頭で描かれ、すなわち「三位一体」の神を示唆する。この箇所は「三人の少年」
エピソードの直前であり、連続して神が天使の姿で人間の前に現れたことになる。４）ナルテク
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ス南壁の《神殿を建てるソフィア》において、
ソフィア（叡智＝キリスト）は十字ニンブス、
有翼で表される。
このように図像は堂内で、様々なレヴェル
のネットワークを形成し、不可分の全体を形
づくる。《三人の少年》が、１）洗礼の予型
として洗礼者礼拝室に選ばれ、２）堂内の
「三」のネットワークの一翼を担い、３）堂
図13：ベーマ南壁、ギデオン

内の「天使キリスト」ネットワークの一部と

なったことを述べた。この区画の裏面、すなわち主アプシスからディアコニコンに出る通路左の
（43）
スパンドレルには、メダイヨンの士師ギデオン胸像が配されている【図13】
。ギデオンは、麦

打ち場の土が乾いているのに、羊毛だけ露に濡れた、という処女懐胎の予型（士師６：36−40）
（45）
として、ビザンティン世界に名高い（44）。炎が「露の神的な息吹」
に変わったことを述べる《三

人の少年》と、「露に濡れた羊毛」を語るギデオンが表裏の関係に配されている。どちらにおい
ても、露は神の現前を示すのである。
《三人の少年》のネットワークはこれに終わらない。付された銘 (O)I AΓIOI TPEIC（「イ・アギ
イ・トリス」聖なる三人）を、今一度思い起こそう。音も意味も近い H AΓIA TRIAC（
「イ・ア
ギア・トリアス」聖三位一体）は、当然のことながら教父らによっても結びつけられている。先
に引いたロマノス・メロドスは「三人［の少年］は一つの心で三位一体［の神］に仕え」として
いる（46）。ペリブレプトス聖堂において「三位一体」は、
《アブラハムの饗宴》による予型として、
プロテシス南壁に描かれている。
ミハイルとエウティキオスは、壁画間に様々なネットワークを形成すると同時に、対照的な釣
合いを設けることを好んだ。プロテシスにはアブラハムとサラの夫婦がいる。天使が子どもの誕
生を夫妻に予告した際に、二人は信じなかった。同様にディアコニコンのザカリアとエリサベト
の夫妻に対して天使が子どもの誕生を告げた際に、ザカリアは諾うことができなかった。両副祭
室は、
「不妊の老夫婦、天使による妊娠のお告げ、不信」という共通の説話素を有している。そ
れに対する主アプシスは、
「若い女性、天使による妊娠のお告げ、受諾」という対照的な要素を
もつ。この説話による対照性を支える枠組みとして、画家は「三位一体」を導入した。プロテシ
スの《アブラハムの饗宴》は「三位一体」の予型であり、ほぼ対称的な壁面に描かれた《三人の
少年》も同様に「三位一体」を予型することが、銘文によっても示されている。天使のお告げを
信じなかった老夫婦にも、三位一体の恩寵が下ることが示されているようだ。
畳一畳ほどの狭い空間に描かれた壁画のみを採りあげても、このように複雑な関係性の網の目
が構築されている。パナギア・ペリブレプトス聖堂の全貌は、生あるうちに私の前に現れてくれ
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るだろうか。

【図版出典】早稲田大学調査隊（菅原裕文、武田一文）撮影
【Photo Credit】Photographs by the permission of the Holy Bishopric of Ohrid
【後記】本研究は JSPS 科研費 26284025の助成を受けたものである。

注
（１） 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,
, Gießen 1963; H. Hallensleben,

, Gießen 1963; R. Hamann-Mac Lean,
,

Gießen 1976; P. Miljkovi㶛-Pepek, ДЕЛОТО НА ЗОГРАФИТЕ МИХАЛО И ЕУТИИЈ, Skopje 1967; E.I. Kouri,
, Helsinki 1982; C. Grozdanov,

, Zagreb 1988.

（２） 主アプシスの一部を論じたものとして、以下参照。C. Grozdanov, “The Busts of the Church Hierarchs in the
Altar of the Virgin Peribleptos in Ohrid,”

32 (2008), pp.83-90；益田「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．
http://flas.waseda.jp/rilas/wp-content/uploads/sites/6/2013/10/b75a1174ea335b9ad339f4bc4185fc97.pdf
（３） 主副三アプシスを一貫するプログラムについては以下参照。益田「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、pp.309-35（＝『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３章）
。
（４） ガングラ（現トルコ、Çankırı）主教、聖殉教者、祭日６月28日。以下、各聖人の属性や文献に関しては以下
の拙稿参照。
「コンスタンティノポリス総主教座の聖者暦」
『早稲田大学高等研究所紀要』5 (2013), pp.117-33．
http://www.waseda.jp/wias/achievement/bulletin/data/t̲masuda̲2012.pdf
（５） セバスティア（現トルコ、Sivas）主教、聖殉教者、祭日２月11日。Sebasteia と Sebaste（現イスラエル、
Shomeron）は異なる都市であるが、後者で洗礼者ヨハネの墓と聖遺物が発見されているので、混同された可
能性がある。
テ オ フ ォ ロ ス

（６） １世紀の教父でアンティオキア大主教、
「神を負う者」と呼ばれる。祭日12月20日。洗礼者ヨハネの弟子で
あったとされ、イグナティオスの聖遺物帰還は１月29日に祝われる。
テオロゴス

（７） カッパドキア教父、ナジアンゾスのグリゴリオス「神学者」。コンスタンティノポリス総主教（380−81）。
祭日１月25日。
（８） ペルガモン主教、聖殉教者、祭日４月11日。
（９） 1963年の書物（Hamann-Mac Lean, Hallensleben,

, Plan 20）では銘文読解不能とさ

れていたが、その後洗浄が行なわれた。名前の２文字目は現状 C であるが、Astios なる聖者は存在しないため、
E の横軸が剝落したものと読んだ。アエティオスは Philemon、Alexandros、Rexos とともに殉教した聖者で、
祭日は７月６日。
（10） 銘の最後が…POC。
（11） ７輔祭の一人（使６：５）。12月27日が祭日であるが、８月２日には聖遺物発見が祝われる。
ディアコン

（12） ８月10日が祭日。ラウレンティオス、ステファノスの二人は、輔祭という資格でディアコニコンに描かれ
ている。
（13） コーラ修道院の同場面参照。P.A. Underwood (ed.),

, New York 1966, vol.1, pp.60-61, vol.2,
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pl.86-87.
（14） 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」
」
『聖堂の小宇宙』
（ヨー
ロッパ中世美術論集４）竹林舎、2016年、pp.351-75 参照。
（15） 王の聖堂でも、ヨアキムは小羊二頭を抱えている。Г. Бабић, КРАЉЕВА ЦРКВА У СТУДЕНИЦИ, Beograd
1987, pp.170, 237.
（16） コーラ修道院同場面の銘は以下。Ἡ προσέν[εξις τῶν δώρων]（贈り物の贈呈）ただし [

] 内はアンダーウッ

ドの補綴。Underwood, vol.1, p.60.
（17） 本聖堂を通底する「三」の象徴性については、拙稿「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」」『Waseda RILAS Journal』4 (2016), pp.153-68 参照。
（18） 新共同訳列王記下は「あなたご自身も生きておられます」。七十人訳は「ご自身」を「魂」としており、さ
らに画家はエリシャがエリヤに語る台詞をエリヤの人称に書き換えている。
（19） 預言者の持つ巻物の文言については、A-M. Gravgaard,
, Copenhagen 1979が基本文献であったが、近年は時期と地域を限った以下が、より精密に作例
を分析している。T. Παπαμαστοράκης, Ο διακόσμος του τρούλου των ναών της Παλαιολογείας περιόδου στη Βαλκανική
χερσόνησο και την Κύπρο, Athens 2001, pp.197-200.
（20）「ヨハネは、預言者イザヤの言葉を用いて言った。「わたしは荒れ野で叫ぶ声である。『主の道をまっすぐに
せよ』と。」」（ヨハ１：23）
（21） 副祭室の機能や図像プログラムに関しては、以下参照。G. Babi㶛,
, Paris 1969; G. Descoeudres,
, Wiesbaden 1983．後期ビザンティンのプロテシス装飾に
ついて、以下を参照。S. Dufrenne, “Images du décor de la prothèse de l’église de la Vierge Péribleptos à
Mistra,”

, 26 (1968), pp.297-310.

（22） 前掲拙著『プログラム論』第７章。三アプシスにキリスト、聖母、洗礼者を配する例を、私は「デイシス・
コンビネーション」と呼んだ。
（23） 本聖堂に加えて以下。ネレヅィ（マケドニア）の聖パンテレイモン修道院（1164年、I. Sinkevi㶛,
, Wiesbaden 2000）
；ノヴゴロド近郊ネレ
ディツァの聖救世主聖堂（1198年、Н.В. Пивоварова, Фрески Церкви Спаса на Нередице в Новгороде, Sankt
Peterburg 2002）
。
（24） オフリドの聖ソフィア聖堂（11世紀中葉、Hamann-Mac Lean, Hallensleben (1963), plan 4）
；プリズレン（コソ
ヴォ）のボゴロディツァ・リェヴィシュカ聖堂（1310−13年、D. Pani㶛, G. Babi㶛, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА,
Beograd 1988）
。
（25） グラチャニツァ修道院（1321年以前、Hamann-Mac Lean, Hallensleben（1963）
）。興味深いのは、ボゴロディ
ツァ・リェヴィシュカはオフリドと同じミハイルとエウティキオスの作、グラチャニツァはその追随者の作
であることである。彼らだけで三パターンを使い分けている。ただしグラチャニツァのプロテシス・アプシ
スは洗礼者であるが、プロテシス自体は聖ニコラオス礼拝室となっており、聖ニコラオス伝が描かれる。
http://www.srpskoblago.org/Archives/Gracanica/exhibits/digital/det08.html（2016年５月17日閲覧）
（26） Hamann-Mac Lean, Hallensleben,
（27） P. Maas, C.A. Trypanis,

, plan.4.
, Oxford 1963, p.390．家入敏光訳

『ローマノス・メロドースの賛歌』創文社、2000年、p.82.
（28） N. Chatzidakis,

, Athens 1997, figs.25-26.

（29） カッパドキア、ギュルシェヒル Gül㶆ehir の聖ヨハネ聖堂でも、「洗礼」の下に「炎の中の三人の少年」が描
かれている（C. Jolivet-Lévy, A. Ertu侃,
, Istanbul 2006, pl.123）
。
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（30） http://www.srpskoblago.org/Archives/Gracanica/exhibits/digital/e4-s1s2/e4-s1s2-2.html（2016年７月31日
閲覧）
（31） http://www.srpskoblago.org/Archives/Gracanica/exhibits/digital/s1-e1e4/s1-e1e4-1.html（2016年７月31日
閲覧）
（32） J. Mateos,

, 2 vols., Roma 1962-63.

（33） R.H. Jordan,

, 3 vols., 2000-2007.

（34） 七十人訳のダニエル書には異同が極めて多い。新共同訳の第３章は33節までだが、七十人訳では３：26−
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（35） Mateos, vol.2, p.86; Jordan, vol.2, p.500.
（36） 七十人訳３：50は「炉の中は湿った涼風がそよぐようだった」と述べる。ロマノスを俟たずとも、七十人
訳に親しんだビザンティン人は、炎を水に置き換える思考に慣れていたかも知れない。
（37） 頌歌を含む七十人訳の版では３：92。
（38） 七十人訳で「神の子のような姿」は、ὁμοία υἱῷ Θεοῦ とされる。この箇所はヨアンニス・クリソストモス（第
４説教７）
、ヒエロニムス（第79書簡５；第130書簡10）、テルトゥリアヌス（マルキオン反駁Ⅳ, 10）、アンブ
ロシウス（キリスト教信仰註解Ⅰ, 13）等々で引用、解釈されている。
（39） K. Wessel, s.v. “Christusbild,” esp. “Der engel des großen Rates,”

, vol. 1, cols.1012-14．
「天使キリスト」

の神学的意味については、以下が教父文献を博捜している。J. Barbel,
, Bonn
1941.
（40） 新共同訳の該当箇所は以下。
「一人のみどりごが私たちのために生まれた。ひとりの男の子が私たちに与え
られた。権威が彼の肩にある。その名は、「驚くべき指導者、力ある神／永遠の父、平和の君」と唱えられる。
（41）

36.624．「私は歩哨の部署につこう（ハバ２：１）
、と尊ぶべきハバククは言う。今日は聖霊によって与

えられた権威と判断に立って、私は自分の立場をハバククの隣に置こう。私は前を見つめ、私に語られるべ
き事柄をよく見よう。そう、私は持ち場につき、前を見た。雲に乗る人を見よ、彼はとても背が高く、その
顔つきは天使のようで（士師13：６）、その衣はつんざく稲妻のように明るかった。彼は手を東に向けて挙げ、
大声で叫んだ。……彼は言う、今日こそ救いが世にもたらされる、見える世界にも、見えざる世界にも。
」グ
リゴリオスが引照している「士師記」は、不妊の女に対して天使が子ども（サムソン）の生まれることを告
げる箇所で、受胎告知の予型。
「神の人（ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ）が私のところにおいでになりました。姿は神の
御使い（ἀγγέλου τοῦ θεοῦ）のようで、非常に恐ろしく……」（士師13：６）。つまり本聖堂の「天使キリスト」
は、「神の子のような姿 ὁμοία υἱῷ Θεοῦ」、「神の人 ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ」を「天使 ἀγγέλου τοῦ θεοῦ」として描い
たことになる。
（42） 前掲拙稿「三の祝福」。
（43） 前掲拙稿「聖母よ、御腕を支えん」では、このギデオンに及ばなかった。ヤコブの12人の息子（イスラエ
ル十二部族の始祖にして十二使徒の予型）を、６人ずつ等分に配さず、北７人、南５人として、南最下部に
ギデオンを挿入した不均衡は、上に述べる仮説によって説明される。
（44） 士師記のこの一節は、教会典礼において１月５日神顕 Theophania の祭日（キリスト洗礼を祝う）に朗読さ
れる。これは露に濡れることを洗礼の予型としたものであるが、この一節は一方で詩篇71：６（七十人訳）
にも「王は羊毛に降る雨のように」として引照され、３月25日受胎告知の祭日に朗読される。J. Mateos,
, vol.1., pp.178, 254.
（45） Maas- Trypanis,

, p.390．邦訳 p.81.

（46） Maas- Trypanis,

, p.380．邦訳 p.73．
「三人は三位一体に」の原文は、Οἱ τρεῖς τῇ Τριάδι と頭韻を踏んで

いる。
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