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パナギア・ペリブレプトス聖堂（オフリド）プロテシスの装飾プログラム

　本稿は、本誌前号に寄稿した「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」（１）と対をなすもので、マケドニア共和国の古都オフリドに残るパナギア・ペリ

ブレプトス（祝福された聖母）聖堂プロテシス（聖体準備室、北小祭室）の装飾プログラムを論

ずるものである（２）。

　プロテシスはミサの聖体を準備する空間で、本聖堂ではディアコニコン同様に、両手を広げる

こともできないほど狭い部屋となっている。通常信徒が立ち入るべき空間ではないが、ミハイル

とエウティキオスによって工夫のこらされたプログラムが実現していることを以下に見よう。

東壁面

　東壁面は、空間の幅いっぱいにアプシスが穿たれてい

る【図１】。３区画に分割され、上段四分の一球形壁面

には、聖母子の半身像が描かれる。紫のマフォリオンを

まとったマリアは厳しい面持ちで、白い繭状の器に入っ

た幼子イエスを抱える。同じくイコン的なマリア像は、

主アプシスとナルテクス東リュネットの「クリスマス讃

歌」（３）にも認められる。マリアは幼子の器を両手で抱え

ており、イエスの頭部は器から出ている。ロゴスの受肉

の神秘性を表現したものであろう。ナルテクスの２か所

において、マリアの懐にイエスが半ば隠される描写が見

出されたことを想起したい。主副３アプシスによって

「デイシス」の組合わせ（キリスト、聖母、洗礼者）を

構成するプログラムは、ビザンティン聖堂に広く見られ

る（４）。

　中段は狭いフリーズで、主教聖人の半身像が２体描か

れる。左の黒髪黒髯はニコメディア主教で殉教者である

聖アンティモスである（銘：Ο AΓΙ(ΟC) ΑΝΘΗΜΟ(C)）（５）。

パナギア・ペリブレプトス聖堂（オフリド）プロテシスの 
装飾プログラム

益　田　朋　幸

図１　パナギア・ペリブレプトス聖堂
プロテシス東壁面（以下特記ない
場合はすべてパナギア・ペリブレ
プトス聖堂プロテシス）
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右の白髪白髯はランプサコス主教聖パルテニオス（銘：Ο AΓΙ(ΟC) ΠΑΡΘΕΝΙΟ(C)）（６）。アンティ

モスもパルテニオスも、とりわけ聖母や聖体と関連する主教聖人ではない。前者の「花」、後者

の「処女」という原義が聖母に相応しいと考えられたものかも知れない。丈の高い下段には、白

髪白髯の主教聖者立像が描かれるが、銘が剝落して同定不能である。３聖人ともに、服で手を覆っ

て聖書を持っている。

南北壁下段の輔祭・主教聖者

　南北壁面も３段に区分され、下段には姿勢を東に前傾させ、手に巻物を持った主教聖者が並ん

でいる。南（右）から見よう【図２】。東寄りにはアーチ形開口部が設けられ、主祭壇への通路

となる。アーチ・ソフィットには二人の輔祭聖者が配される。東側の讃歌作者聖ロマノス（銘：

Ο AΓΙ(ΟC) ΡΟMANOC）は、左手に立方体の箱を抱え、右手に釣り香炉を持っている（７）。剃髪

をしているが、やや毛が伸びた手の込んだ描写がなされる。左肩に垂らした帯には AΓΙΟCと刺

繍されている。東側には殉教者でもある聖エウプロスが選ばれた（銘：Ο AΓΙ(ΟC) EΥΠΛ(OC)）（８）。

ロマノス同様右手に箱を抱え、左手からは釣り香炉を下げる。肩の赤布の下からのぞく帯には、

AΓΙΟCが２回刺繍されている。つまりロマノスと合わせてトリサギオンを構成するのである。

　聖堂装飾における輔祭聖者の位置を簡単に確認しておこう。カストリア、聖アナルギリ聖堂（12

世紀末）では、エウプロス（南）とステファノス（北）がアプシスを囲む東壁に描かれる（９）。

同じく聖ニコラオス・トゥ・カスニヅィ聖堂（12世紀後半）は単廊式の小聖堂であるが、ディア

コニコンに相当する小ニッチにロマノスが描かれる。プロテシス相当の小ニッチ周辺の聖者像は

同定できない（10）。同じくパナギア・マヴリオティッサ修道院（11世紀？）でディアコニコンに

相当する小ニッチに描かれるのは、エウプロスである（11）。クルビノヴォ（マケドニア）の聖ゲ

オルギオス聖堂（1191）では、プロテシス・ニッチにステファノス、ディアコン・ニッチにエウ

プロスを配する（12）。ラグデラ（キプロス）のパナギア・トゥ・アラコス聖堂（1192）は、プロ

テシス・ニッチにイパティオスを置き、アーチのソフィット東側にステファノスのメダイヨンを

配する。ディアコン・ニッチにはキプリアノ

スを置き、アーチ・ソフィット東側にロマノ

スを選ぶ（13）。以上を要するに、代表的な輔

祭聖者であるステファノス、ロマノス、エウ

プロスは中期から後期の聖堂装飾において、

副祭室（プロテシスとディアコニコン）周辺

もしくは主アプシス左右に描かれる。プロテ

シスないしディアコンに定まった場所をもつ

ものではなく、建築の形状等によって自由に図２　南壁面
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配されたようだ。

　開口部の右側には主教聖者二人の立像が描かれるが、

右寄りの人物はほぼ全面剝落してしまった（14）。左寄り、

つまり開口部に面した人物はローマの殉教者聖エレウテ

リオス（銘：Ο AΓΙ(ΟC) EΛEYΘΕPΙΟC）で、頭頂を剃

り上げ、手には聖ヨハネ・クリソストモス典礼（聖金口

イオアン聖体礼儀）のうち ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣの司祭の

台詞を記した巻物を開く（15）。

　北（左）壁下段には、４人の主教聖者がほぼ同じ姿勢

で並ぶ。東から二人目の聖人をほぼ破壊する形で、後世

アーチ形の開口部が穿たれ、北外に追加された礼拝堂（16）

とつなげられた。東（右）の一人目はニッサ（ニュッサ）

の聖グリゴリオスである（銘：Ο AΓΙ(ΟC) ΓPHΓOPΙΟ(C) 

O NYCIC）。手の巻物には同じくクリソストモス典礼中

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝの司祭の台詞が記され

る（17）。二人目は開口部によって破壊され、肩より上のみが残る。禿げ上がった頭部に灰色の髯

を蓄え、巻物には冒頭１行目の後半のみが判読できるが、テクスト同定には至らない。３人目は

太い毛糸で編んだ帽子をかぶった白髯の人物で、銘剝落のために同定が難しい【図３】。手の巻

物にはクリソストモス典礼 Η ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣの司祭の台詞が読みとれる（18）。４人目の白髪白

髯のみ視線をやや上方に向け、クリソストモス典礼に５回繰返される台詞が巻物に記される（19）。

南北壁中段の図像

　北壁中段はナオスを一周する聖母マリア伝の最終２場面が配される。左は「水の試み」で、「井

戸（泉）の受胎告知」、「マリアを問い詰めるヨセフ」に続く情景である【図４】。民数記（５：

11－28）が記す律法の取決めによって、妊娠したマリアの潔白が試される。祭壇の前に立ち、腰

をかがめて、壺からマリアに苦い水を飲ませるのは、祭司ザカリアである（ヤコブ原福音書16章）。

ザカリアのマントには OΦΠωΕ等の文字様の装飾があるが、全体として意味をなしてはいない。

マリアの背後には大工ヨセフと、もう一人別の老人が立つ。

　ディアコニコンにおいて、祭司ザカリアは洗礼者伝（「ザカリアへのお告げ」、「ヨハネ誕生」）

と聖母伝（「ヨアキムとアンナの献げ物の拒否」）をつなぐ、という重要な役割を果たした。アプ

シスを囲む逆U字形壁面の29のメダイヨンのうち、右側でモーセ、サムエルに次ぐ高い位置を

小預言者ゼカリヤが占めているのも、洗礼者の父、祭司ザカリアが重ねられているからである。

聖母伝では「聖母神殿奉献」において、ザカリアはマリアを神殿に受け入れる役割を果たす。「献

図３　北壁面
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げ物の拒否」では祭壇の扉が閉ざされていたのに、「聖母神殿奉献」ではついに祭壇扉が開かれ

るのであった。

　しかしプロテシスの「水の試み」に、聖母伝の１場面という以上の、プログラム上の意味が担

わされているようには見えない。神意を受けて常にマリアを見守ってきたはずのザカリアが、マ

リアの不貞を疑っていいのだろうか。ミハイルとエウティキオスはこの20年後、ストゥデニツァ

修道院（セルビア）の「王の聖堂」において、「ヨアキムとアンナの献げ物の拒否」と「水の試み」

を対となし、聖餐に関する見事なプログラムをつくり上げることよって、「水の試み」に新たな

含意を与えることになるのである（20）。

　聖母伝最終場面は「ヨセフの夢」である（マタ１：21－22）【図５】。カウチ状のベッドに眠る

ヨセフの上方に天使が現れて、マリアの潔白を告げる。「水の試み」も「ヨセフの夢」も、とも

にマリアの胎に宿ったのが神の子であることを明らかにする主題で重複しているようだが、トカ

ル・キリセ新聖堂（カッパドキア、ギョレメ、10世紀中葉）（21）とアテニ・シオニ聖堂（ジョージア、

11世紀）（22）も同じく２主題を続けて描いている。図像伝統があったものだろう。同じミハイルと

エウティキオスが描いた聖堂のうち、前述「王の聖堂」は「ヨセフの夢」を省略して「水の試み」

を聖母伝最終場面とすることによって、聖餐の意義を強調するプログラムを創出した。ノヴゴロ

ド郊外アルカジ村受胎告知聖堂（12世紀）（23）も、コンスタンティノポリスのコーラ修道院（1316

－21）も、「ヨセフの夢」のみを選んで、「水の試み」を描かない。

　北壁中段は、東側に主祭壇への通路が穿たれているため、やや区画が狭くなっている。ともに

白髪白髯の主教聖者が二人、半身像で描かれるが、銘文が剝落して同定できない。右の聖人は両

手を服で覆って聖書を持っているが、左の聖人は右手をむき出しに聖書を持つ、という差がつけ

られている。その右、聖エレウテリオスともう一人の上部の広めの区画には「アレクサンドリア

の聖ペトロスの幻視」が描かれる【図６】（24）。

　中央には赤い布で覆われた祭壇が描かれ、聖書が置かれる。その左の建物上に、裸体のキリス

トが顕現する。祭壇手前には頭頂のターバンのみを見せる人物がうずくまっている。右に主教服

図４　北壁面「水の試み」 図５　北壁面「ヨセフの夢」
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姿の聖ペトロスが立ち、左手に聖書を持って、右手

でキリストを示す。ペトロスはアレクサンドリア主

教（位300－11）で、ディオクレティアヌス帝の弾

圧を免れたが、マクシミアヌス帝下に殉教した。アリオス派と闘ったことで知られ、このエピソー

ドもそれに由来する。ペトロスの前に顕れた12歳のキリストの衣は真二つに裂かれており、ペト

ロスが訳を尋ねると、狂ったアリオスのために信徒が二つに裂かれたのだ、と幼子は語った。う

ずくまるアリオスが頭頂のみを見せて、顔がないのも、異端を否定的に描くゆえであろう。後期

ビザンティン、ロシアに珍しくない図像である。後代確立した図像では、幼子イエスは祭壇上に

立ち、全裸ではなく、布で体の一部を隠すことが多い。

　この図像の本来の意義は、異端に対する正統信仰の勝利を謳うことにあるが、それはプロテシ

スの機能に関わるものではない。画家がプロテシスにこの図像を描いた意図は、２点考えられる。

まずは聖餐の教義の強調である。幼子イエスの裸体と祭壇の結合は、私たちに「メリスモス／ア

ムノス」図像（25）を想起させる。祭壇上、聖
パ テ ナ

体皿の上に裸体のイエスが横たわり、布で体が覆わ

れる。脇には聖
カ リ ス

杯が置かれ、背後には典礼団扇を掲げた輔祭姿の天使が立つものである【図７】。

通常メリスモスはアプシス下部、祭壇背後に描かれる。プロテシスにメリスモスを配することは

通常しない（26）ので、画家は主教ペトルスの眼前におけるキリスト顕現をもって、メリスモスに

代替したのであろう。

　もう一つ考えられる文脈は、本聖堂装飾プログラムにおける「キリスト多態」の強調である。

神キリストは様々な姿を有する、という polymorphism（27）の思想は、プログラムに一貫する。ナ

オスの東西中軸上には、①インマヌエル（アプシス・コンク上）、②パントクラトール（ドーム）、

③日の老いたる者（西腕頂部）の「キリスト三態」が並んでおり、オフリドから遠からぬカスト

リア、聖ステファノス聖堂からの影響を思わせる（28）。加えてナルテクス中央には④天使キリス

トが描かれて、神の形はいっそう多様である。「神キリストが天使の姿をとる」という思想は、

図６　南壁面「アレクサンドリアの聖ペトロスの幻視」

図７　ストゥデニツァ修道院「王の聖堂」 
アプシス下部「メリスモス」
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本聖堂に著しく強調されている。ナルテクスにおいては⑤「神殿を建てるソフィア」、⑥「ネブ

カドネツァルの夢」、⑦「ヤコブと天使の格闘」、ディアコニコンでは⑧「炎の中の３人の少年」、

プロテシスでは後述する⑨「アブラハムの饗宴」、そしてベーマ天井の⑩「キリスト昇天」で、

有翼の神のイメージが描かれる（29）。本図像ではインマヌエルよりも年長の、12歳のイエスの裸

体が描写される。ちなみに同じく12歳のイエスは、ナオス南西隅天井北側⑪「神殿の少年イエス

（博士たちとの問答）」（ルカ２：41－52）、そして隣接する南西隅西リュネット⑫「両親とともに

家に戻るイエス（私が父の家にいることを知らなかったのですか）」（ルカ２：49－51）なる特殊

な図像においても、着衣で反復されている。後述するプロテシスの⑬「エマオの晩餐」では、「祭

司キリスト」図像（30）が採用された。キリストの祭司／司祭としての権能（31）は、アプシスの「使

徒の聖体拝領」でも強調されるところであった。

　「アレクサンドリアの聖ペトロスの幻視」は、プロテシスという場に相応しく、聖餐の教義強

調のために選ばれた。加えて本聖堂に一貫する「キリスト多態」というプログラムも構成してい

る。ちなみに制作時期も様式も近いテサロニキ、聖ディミトリオス聖堂附属聖エウティミオス礼

拝堂（32）では、ディアコニコンに幻視を伴わない主教としての聖ペトロスが配される。正統派教

義確立に尽力した初期教父として、アレクサンドリアの聖ペトロスがベーマにイコン的に描かれ

るのは珍しいことではない。

　ミハイルとエウティキオスの後継者の作とされる（33）、プリシュティナ（コソヴォ）のグラチャ

ニツァ修道院（1320年頃）は、プロテシス・アプシスに洗礼者ヨハネ、ディアコニコン・アプシ

スにオランスの聖母、とペリブレプトスと逆の配置をとる。つまりディアコニコンが聖母礼拝室

となり、聖母伝の一環として東壁に「受胎告知」、南壁に「ご訪問」が描かれる。ペリブレプト

スは洗礼者伝として「ご訪問」を、グラチャニツァは聖母伝として「ご訪問」を描いたことにな

る。この空間に「アレクサンドリアの聖ペトロスの幻視」、「烏に養われる預言者エリヤ」、「炎の

中の３人の少年」も配されている。「ペトロス」はプロテシスに相応しく、「エリヤ」と「３人の

少年」はペリブレプトスでもディアコニコンであった。ただし「３人の少年」は洗礼者と結びつ

いて、十全に機能する。つまりグラチャニツァの装飾プログラムを構想した画家は、レパートリー

としてペリブレプトスの図像を知ってはいたが、空間の中でその意味を正しく理解してはいな

かった、ということになろう。

アブラハムの饗宴（天井北側）

　北壁最上段、天井のヴォールトには「アブラハムの饗
フィロクセニア

宴」（創18：１－15）が描かれる【図８、

９】。一般信徒が立ち入るべき空間でない上に、入ったとしても暗く、かつヴォールトが湾曲し

てほとんどフレスコを見ることはできない。絵は見るために描かれるとは限らず、そこに存在す

ることが肝要である、という典型的な例であろう。
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　長楕円形を二つに割った形状のテーブルに３人の天使が着席している。天使たちの背後に庭の

柵のようなものが描かれ、その向こうからアブラハム（左）とサラ（右）が顔のみのぞかせてい

る。テーブルには皿、ナイフ、分割されたパン３切、大根、杯が置かれる。左右の天使は食べ物

に手を伸ばしているが、中央の天使は私たちを祝福する。中央天使のみ、ニンブスに十字架が付

され、神キリストであることが明示される。銘文は痕跡も留めていない。

　図像学的な型としては、中央の天使のみをキリストとして表現するものと、三者に均一な特徴

を与えるものに区別することができる。カッパドキアのギョレメ地区、トカル・キリセ新聖堂（10

世紀中葉）では、プロテシス・アプシスに「荘厳のキリスト」を描いて、その下部フリーズ中央

に「アブラハムの饗宴」を配する（34）。その中央人物は翼すらなく、十字ニンブスのついたキリ

ストの容貌をとる。銘は H AΓIA TPHA(C)。プロテシスに「饗宴」を配する点において、ペリブ

レプトスの先駆をなすものである。「創世記」で語られる主語が「その人たち」（18：５）、「彼ら」

（18：８, ９）であったものが、「彼らの一人」（18：10）となり、「主はアブラハムに言われた」（18：

13）と変化する（35）。３人のうちに主（＝キリスト）がいることを視覚的に明らかにする型である。

　同じくギョレメのカランルク・キリセ（11世紀）では、ナルテクス西壁に「饗宴」が描かれ、

H AΓHA TPHACとの銘が付されている（36）。剝落はなはだしいが、長方形のテーブルに３天使が

着座しており、３天使ともにニンブスに十字が付され、三者が同一であることを強調する。左右

の建物にアブラハムとサラがいる。ルブリョフの《三位一体》イコン（トレチャコフ美術館）で

は３人ともニンブスに十字を付さずに三者の同一性を表象する。カランルクとルブリョフは裏表

であるが、三者に均一の表現を与えるのである。カランルクの「饗宴」が描かれる壁面の対面（ナ

ルテクス東壁）には、扉口左右に分割して「受胎告知」が配されている。したがってこの「饗宴」

は空間が「三位一体」の場であることを示すとともに、対面の「受胎告知」の予型としても機能

することになろう。

　ペリブレプトスに時代が近い作例で、中央天使のみにニンブスを付すものとしては、ジュル

ジェヴィ・ストゥポーヴィDjurdjevi Stupovi（セルビア、1283－85）（37）やアトス山ヒランダル修

図８　東～南壁面 図９　天井南側「アブラハムの饗宴」
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道院主聖堂（1321／22）（38）などを挙げることができる（39）。

　ペリブレプトスの「饗宴」の有する機能はどうか。プロテシスという空間から言って、「饗宴」

には「聖餐」の予型との意味が第一に期待されている。主副３祭室を全体として眺めれば、プロ

テシスにアブラハムとサラという不妊の夫婦がおり、ディアコニコンにはザカリアとエリサベト、

ヨアキムとアンナという２組の不妊の夫婦がいる。いずれも年をとるまで子に恵まれなかったが、

神の恩寵により、天使のお告げをもって妊娠した。これは主アプシスにおける、若い娘のマリア

が天使のお告げで妊娠する受肉の物語を、謂わば左右から挟んで讃える役割を果たす。したがっ

て「受胎告知」の予型としても機能する。では「三位一体」はどうか。天井で対面する北側には

「エマオの晩餐」が描かれており、副次的な人物がいるが、食卓に着くのはキリストと２弟子で

いずれにもニンブスがある。つまり天井の２主題は、食卓に着く３人という共通性をもつ（40）。「三

位一体」の教義がプロテシスと特に結びつく訳ではないが、イメージ上では明らかに「三」が強

調されている。加えて言えば、「饗宴」下部に描かれた「アレクサンドリアの聖ペトロスの幻視」

も「三位一体」に関わる。キリストと神の同一性に意義を唱えたアリオスに対して、主教ペトロ

スは闘い、それを擁護するためにキリストのヴィジョンが顕れた。ペリブレプトス聖堂プロテシ

スの「饗宴」は、「聖餐」、「受胎告知」、「三位一体」との三重の予型として機能しているのである。

エマオの晩餐（天井南側）

　方形の食卓に、３人の人物が着いている【図10】。左右の二人はトゥニカにトーガをまとい、

黒い短髪短髯である。向かって左の人物は、中央人物に右手を伸ばして話しかけている。中央は、

ニンブスに十字が付されるキリストである。頭頂を剃髪し、紫に金の刺繍の施された祭服を着る。

左手に巻物を持ち、右手を胸の前で祝福の仕種をとる。短い口髭と薄い頬髯を蓄えた、「シリア型」

の容貌である（41）。卓上には三角形に分割されたパンが３切置かれている。背後には「アブラハ

ムの饗宴」と同じ、丈の低い壁があって、その向こうに４人の男性が、食卓の出来事に耳傾けて

いるようだ。７人のさらに背後には赤い布の掛け渡された建造物がある。建物の左側に以下の銘

文が読める：IC XC OENETE。他作例との比

較から、銘文は以下の通りに復元できる。

Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς ὁ ἐν ἑτέ[ρᾳ μορφῇ]（別の姿

のイエス・キリスト）。

　銘の出典はマルコ16：２－３「その後、彼

らのうちの二人が田舎の方へ歩いて行く途中、

イエスが別の姿で御自身を現された。この二

人も行って残りの人たちに知らせたが、彼ら

は二人の言うことも信じなかった」である。図10　天井北側「エマオの晩餐」
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マルコのこの箇所は、福音書写本間によって異同があり、「彼らのうちの二人」も誰を指すか示

されていない。しかし内容上このエピソードは、「エマオの晩餐」に言及するものと考えられて

きた。ルカが語るキリスト復活のエピソードである（ルカ24：13－35）。

　二人の弟子（うち一人は著者であるルカと考えられる（42））が、エマオへ向かう途上、復活し

たイエスと同道するが、彼と気づかない。エマオでともに食事をする際に「二人の目が開け、イ

エスだと分かった」（24：31）。「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）との箇所が、「最後の晩餐」、したがって「聖

餐」の暗示だと考えられる。つまりこの主題はプロテシスという空間の機能に従って、「聖餐」

の教義を示すために選ばれている。対面する「アブラハムの饗宴」と同じく、食卓に３人の人物

が着座し、卓上には三角形に裂かれたパンが３切置かれる。「聖餐」とともに強調される「三位

一体」にも相応しい構図である。

　「聖餐」と「三位一体」を示唆する主題として、ここに「エマオの晩餐」が選ばれた。そこま

では問題ない。残るのは、なぜ「エマオの晩餐」に「別の姿のキリスト」との銘が付され、シリ

ア型＝祭司型の容貌のキリストが選ばれたのか、という点である。図像学的議論に入る前に、２

点作例を確認する。同じミハイルとエウティキオスが描いた「エマオの晩餐」として、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（1309－13）（43）のフレスコを挙げること

ができる【図11】。円卓に３人が着座するが、左の人物は剝落して残らない。十字ニンブスのあ

る中央キリストは、ペリブレプトスとよく似た紫の祭服を着るが、胸のところに十字架の縫取り

はない。顔をやや左方に向けつつ、左右の人物にパンを与えている。キリストは短髪で、頭頂は

剃っていないように見えるが、剃髪の描写と思われるドットが頭頂に与えられている（44）。頬髯

は短いが濃く、ペリブレプトスの描写とは異なっている。左右の人物にニンブスはない。窓の下

には岩の描写がなされる。キリストを囲むように

円柱が立ち、メビウスの輪のように捩れた楣が渡

される。銘は残っていない。

　今一つは、アトス山のプロタトン聖堂（フレス

コ1300頃）である（45）。ペリブレプトスに非常に

近い様式のフレスコを伝える（46）。三廊式バシリ

カのディアコニコン・アプシスに３人構図の「エ

マオの晩餐」（47）が、プロテシス・アプシスに単独

半身像の「別の姿のキリスト」が、描かれてい

る（48）。後者のキリストは短髪短髯で、左手に聖

書を抱え、右手で祝福をする。剃髪の描写はない

ようだ。これらの作例からわかるのは、「別の姿
図11　ボゴロディツァ・リェヴィシュカ聖堂
「エマオの晩餐」
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のキリスト」が「エマオの晩餐」という説話図像のキリスト・モティーフとしても、単独のイコ

ン図像としても用いられていたことである。プロタトンは、南北小祭室を説話モードとイコン・

モードで描き分けており、興味深いプログラムである。

　この図像について、唯一まとまった研究をしたN・ザラス（49）の成果を紹介しながら、後期ビ

ザンティンの状況を確認し、その上で中期・初期に遡って考えることにしよう。ザラスは『バル

カン半島のパレオロゴス朝モニュメンタル絵画におけるエオティノン・エヴァンゲリオンの図像

学サイクル』と題する博士論文を執筆し、その過程で「別の姿のキリスト」図像を網羅する雑誌

論文をまとめた。まずエオティノン eothinon（複 eothina）に関して説明が必要だろう。正教会

の典礼で朗読される福音書の章句を、典礼暦に従ってまとめたのがレクショナリー Gospel Lec-

tionary（日課書、典礼用福音書抄本）写本である（50）。

　レクショナリーは、前半の移動祭日の部（復活祭に始まり、聖土曜に終わる）と、後半の固定

祭日の部（９月１日新年に始まり、８月31日に終わる）に分かれる。前半は、４つの福音書をいっ

たん断片化した上で、キリストの生涯を時系列に再編集する。通常の「四福音書（テトラエヴァ

ンゲリオン）」と異なり、基本的にヨハネ・マタイ・ルカ・マルコの順にテクストが配列される。

しかしキリストの生涯のうち最も重要な受難と復活に関しては、ヨハ・マタ・ルカ・マコのオー

ダーとは別に、独立したテクストの塊が用意される。聖木曜の晩
エスペリノス

課に読まれる「我らが主イエス・

キリストの聖なる受難のための（12の）エヴァンゲリア」Eὐαγγέλια τῶν ἁγίων παθῶν τοῦ κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦと、日曜朝
オルトロス

課などに読まれる「復活大祭のための（11の）福音のエオティナ」

Eὐαγγέλια ἐωθινά ἀναστάσιμα（51）である。受難と復活に関して４福音書の記述は必ずしも整合性を

もたないが、ビザンティン人はこのように分割・再構成することによって、一貫した物語として

享受した。

　ザラスの博士論文は、13～15世紀のギリシア、バルカン諸国の聖堂壁画における復活の諸場面

をカタログ化して分析するものである。大型の建築で、復活サイクルがかなりの数残されている

聖堂、たとえば前引ボゴロディツァ・リェヴィシュカ聖堂（52）、スタロ・ナゴリチャネの聖ゲオ

ルギオス聖堂（53）、プリシュティナのグラチャニツァ修道院（54）などでは、解釈が非常にうまくいっ

ている。これまでキリスト復活の物語を描いたに過ぎないと考えられていたものが、レクショナ

リーのエオティノン・サイクルに基づいて、すなわち典礼的な秩序の下に決定されていることが

明らかになったからである。その一方で、復活の主題を２～４場面程度しかもたない聖堂につい

ては、特にエオティノンを持ち出すまでもない。単にキリスト伝の流れで復活を描いたと考えれ

ば十分である。

　私が「うまくいっている」と挙げた３聖堂が、いずれもミハイルとエウティキオス、そしてそ

の後継者の作であるのは偶然ではない。13世紀末から14世紀の20年代まで、セルビア王ミルティ

ンの庇護を得て、バルカン半島で活躍したミハイルとエウティキオスは、復活のエオティノン・
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サイクルを聖堂装飾プログラムに採り入れていた。ただし二人組の現存最初期の作である当ペリ

ブレプトス聖堂（55）においては、エオティノン・サイクルのうち採用されているのは、第１（ベー

マ北壁）、第５（プロテシス）、第９（ベーマ北壁）の３場面のみである。第１・９が私たちの論

じている「エマオの晩餐」と表裏の関係にあるベーマ北壁に配されているのは気になるところで

はあるが、エオティノンがサイクルとして意識されているとは言えない。

　頭頂を剃り、短髪短髯で、逆三角形の輪郭をしたキリストは、初期ビザンティン美術では様々

な文脈で用いられ、シリア型ないし東方型キリストと呼ばれた。実証しようのないことではある

が、私はいくつかの傍証から、この図像が仏教美術の仏陀の図像に由来すると考えた（56）。特殊

なキリスト像は、皇帝ユスティニアヌス２世（685－95、705－11）の第２統治期の金貨に刻まれ

て、帝国に普及した。

　中期ビザンティン美術において、このキリスト像は研究者によって「祭司キリスト」と呼ばれ

るようになり、聖堂装飾に盛んに用いられた。ロシアに作例が多く、ラザレフ（57）、及び彼を踏

襲するリドフ（58）らは、エルサレムのユダヤ教神殿の22祭司の一人にキリストが選ばれた、との

伝承を伝える外典がこの図像の典拠と考え、教会の身分制度を否定する動向に対する反撥として、

聖職者の重要性を強調すべく利用されたイメージと見なした。写本挿絵では、ディオニシウ・レ

クショナリー（アトス山ディオニシウ修道院写本587番、11世紀後半）の「祭の半ば」Mid-Pen-

tecost（59）（f.19v、ヨハ７：14－30）にこの類型が見出される（60）。

　こうした経緯を経て、後期ビザンティンになると、「別の姿」（マコ16：12）との文言が、「エ

マオの晩餐」と組合わされ、「祭司キリスト」図像によって（61）表象されることが少なくない。通

常のパントクラトール型、幼児であるインマヌエル型、父なる神との同一性を表象する日の老い

たる者図像、すなわち「キリスト三態」を除くと、もっともポピュラーな「異貌のキリスト」が

「祭司キリスト」だったからである。しかしまだ議論は十分とは言えない。この図像をバルカン

半島の文脈に位置づける必要がある。

　ペリブレプトス聖堂がキリスト多態 polymorphism に強い関心をいだいていることは既に述べ

た。オフリドから少し北に歩けばスコピエで、郊外に名高きネレヅィの聖パンテレイモン修道院

（1164）がたたずむ。首都の第一級の画家の手になるフレスコで、ミハイルとエウティキオスも

間違いなくこれを見た。ネレヅィは５ドーム形式で、そこには「キリスト五態」が描かれている（62）。

先に二人組の画家の「エマオの晩餐」として挙げた、ボゴロディツァ・リェヴィシュカに戻れば、

主ドームのパントクラトールに加えて、４つの副ドームにインマヌエル、祭司【図12】（63）、日の

老いたる者、そしてパントクラトールに似た蓬髪のキリストが描かれて、「キリスト五態」をなす。

ミハイルとエウティキオスは、ネレヅィの「キリスト五態」を写しているのである。もちろん「キ

リスト五態」の起源は首都コンスタンティノポリスだろうが、四半世紀に亙ってこの一帯で仕事

をした二人組が、首都の画家による名作ネレヅィを見なかったとは考え難い。
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　ボゴロディツァ・リェヴィシュカはドームの

「キリスト五態」に加えて、「エマオの晩餐」で「祭

司キリスト」を描いた。さらに図像はパントクラ

トール型であるが、銘文によって「プリズレンの

守護者キリスト」と規定されるキリスト像も存在

する。二人組はペリブレプトスのみならず、プリ

ズレンでもキリストの多態に固執しているのであ

る。ペリブレプトスのプロテシスの「エマオの晩

餐」場面に、「祭司キリスト」型の「別の姿のキ

リスト」が描かれた背景には、二人組の画家にお

けるキリスト多態への関心がある（64）。プロテシ

スだけでも天使キリスト（アブラハムの饗宴）、

裸体のインマヌエル（ペトロスの幻想）、祭司キリスト（エマオ）が描かれるのであった。

　今後の課題として一つ附記する。プロテシスに描かれた３主題は、「三位一体」を示唆する。「ア

ブラハムの饗宴」の予型論的含意の第一は「三位一体」であるし、「エマオの晩餐」は対面する「饗

宴」と構図を合わせて、主要人物を３人とする。「アレクサンドリアの聖ペトロスの幻視」は、

アリオスに対抗して「三位一体」の教義を守った主教を描く。プロテシスという空間に、とりわ

けて「三位一体」と結びつく要素があるだろうか。ベーマでは何より主祭壇が「三位一体」を表

象する。ビザンティン典礼においても、プロテシスを「三位一体」と関連づける解釈は特にない

ように思うが、今後さらなる検討を要しよう。

西　壁

　西壁は分厚い三日月形の壁面で、下部はナオスからプロテシスへのアーチ形開口部となってい

る【図13、図８も参照】。アーチ・ソフィット北側に聖ヨアンニス（銘：ΟΑΓ(ΙΟC) Ιω(ΑΝΝΗC)）、

南側に聖キロス（銘：ΟΑΓ(ΙΟC) ΚΥΡΟC）の半身像が描かれる。ヨアンニスは茶色い長髪に淡い

髯、キロスは白髪白髯である。二人はコスマス・ダミアノスと並ぶアナルギリ（無料で治療する

医者聖人）で、祭日は１月31日であるが、聖遺物発見が６月28日にも祝われる。特にこの空間の

機能とは関わらないが、代表的なペンダント聖者として選ばれたものだろう。

　西壁に描かれる半身像は、預言者エリシャである（銘：Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΕΛΙCΑΙΟC（65））。エリシャ

は多くの奇跡を行ない、「神の人」と称される預言者ではあるが、師エリヤに比べて地味である。

そのエリシャがなぜ聖母子に向かい合う重要な壁面に選ばれたのか。ディアコニコンの同じ壁面

には、アプシスの洗礼者を予型する預言者としてエリヤが選ばれていた。エリヤの対預言者（66）

としてのみ、エリシャはここに配されたのだろうか。

図12　ボゴロディツァ・リェヴィシュカ聖堂
北西副ドーム「祭司（別の姿の）キリスト」
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　一人の男が「初物のパン、大麦パン20個と

新しい穀物（67）」を持ってきたところ、エリ

シャはこれを100人の群衆に与えて満足させ

た（王下［第４列王書］４：42－44）。これ

はキリストによるパンの増加の奇跡（マタ

14：13－21；15：32－39；マコ６：30－44；

８：１－10；ルカ９：10－17；ヨハ６：１－

15）を予型する（68）とともに、聖体のパンを

暗示するものである。またエリシャにいつも

食事を提供してくれる婦人に子のないのを憐れんで、預言者は妊娠を予告し、それは実現する（王

下４：14－17）。つまりエリシャは「受胎告知」の予型となる奇跡をもなしたのである。南天井

の「アブラハムの饗宴」もまた「聖餐」と「受胎告知」という二重の予型（「三位一体」を合わ

せれば三重の予型）的意味をもつ主題であった。エリシャの配置には、考え抜かれた必然性があ

る。ディアコニコンの洗礼者ヨハネを予型する預言者エリヤの対預言者として、さらに「聖餐」

と「受胎告知」を二重に予型する預言者として。

　聖餐のネットワークとしては、聖体準備の場であるプロテシスに「アブラハムの饗宴」と「エ

マオの晩餐」、そして預言者エリシャ、アプシスには「使徒の聖体拝領」とベーマ南壁の「最後

の晩餐」が配される（69）。これに加えて、「不妊→神の恩寵による妊娠」というネットワークも認

められる。プロテシスではアブラハムとサラの夫婦、（奇跡をなした）エリシャが描かれる。ア

プシスではアプシスをとり囲むメダイヨンに、不妊の母ハンナ（アンナ）より生まれたサムエル、

洗礼者の父ザカリアと同一視される預言者ゼカリヤがおり、アブラハムも再登場する。ディアコ

ニコンでは祭司ザカリアを媒介としつつ、ザカリア─エリサベト夫妻に子が恵まれる物語と、ヨ

アキム─アンナ夫妻が不妊ゆえに献げ物を拒まれる物語が上下に配される。

　加えて、主アプシス北壁「最後の晩餐」と対面する南壁「復活後の顕現」を「食事─復活」と

抽象化するなら、その結合はプロテシス天井「アブラハムの饗宴」（北）と「エマオの晩餐」（南）

においても反復されることになる。人物や物語を説話素 narrative element によって結びつけ、

関係性のネットワークを築き上げる画家のプログラムは、主副祭室においてもっとも精密に構築

されているのである。

【後記】本稿は JSPS 科研費 26284025の助成を受けたものである。

【図版出典】菅原裕文氏（金沢大学）撮影

【Photo Credit】Photographs by the permission of the Holy Bishopric of Ohrid

図13　天井
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1, Vaticanus graecus 1927, Princeton 1941, p.49, pl.LXXIII.）の作例を加えると興味深い。幼児イエスを囲む
奇妙な階段状モティーフは、仏像の頭光・身光の誤解による再現としか思えないのである。

（61）　しかしグラチャニツァでは、「エマオ」が複数場面のサイクルとして表されるためか、キリストが通常のパ
ントクラトール型である。Todić, Serbian Medieval Painting, pl.XXXI.

（62）　主ドームはパントクラトール（逸失）、４つの副ドームにインマヌエル、祭司、日の老いたる者に加えて、
蓬髪の、洗礼者のごときキリストが描かれる。I. Sinkević, The Church of St. Panteleimon at Nerezi. Archi-
tecture, Programme, Patronage, Wiesbaden 2000, pp.41-44.

（63）　「別の姿のキリスト」との銘が付される。Zarras, art.cit. (n.50), p.222, fig.9.　現状は修復がひどい。
（64）　ザラス（n.50）は、「別の姿のキリスト」図像が、アルセニオス派分離に対抗する動向を背景にしていると

論じている。橋川裕之「アルセニオス派シスマ終結の背景について」＊『プロジェクト研究』4 (2009), pp.1-15
も参照。

（65）　正書法はElissaios だが、銘文でシグマが２回使われているかどうか判読できなかった。
（66）　エリヤとエリシャは合わせて７月20日に祝われる。エリシャは単独で６月14日の祭日も有する。
（67）　七十人訳では「初物である大麦パン20個と無花果菓子」。
（68）　テルトゥリアヌス「マルキオン反駁」4.21等参照。
（69）　拙稿「ディアコニコンの装飾プログラム」では触れなかったが、エリヤにも聖餐の含意を認めるべきかも

知れない。王上17：１－７で語られる、烏によってパンを与えられるエリヤのエピソードは、後期ビザンティ
ンでしばしば絵画化された（e.g. グラチャニツァ修道院：Todić, Serbian Medieval Painting, pl.XXXII.）。修道
院食堂を飾ることも少なくない。ちなみに「私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私が告
げるまで、数年の間、露も降りず、雨も降らないであろう」（17：１、七十人訳もほぼ同じ）とのエリヤの言
明は興味深い。隣接する壁面に「炎の中の３人の少年」（炎が冷たい露のようであった）があり、その裏面に
は士師ギデオン（羊毛のみ露で濡れる）が配されているのである。露のネットワークか。


