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ビザンティン美術における「聖母の眠り」図像の典拠とイコノグラフィーを巡る諸問題について

序

　聖母マリアの晩年について、聖書の語るところは少ない。ヨハネ福音書においては、「それか

ら弟子に言われた。「見なさい。あなたの母です。」そのときから、この弟子はイエスの母を自分

の家に引き取った。」（19：27）とあり、キリストがマリアを福音書記者ヨハネに託し、晩年を過

ごしたことが記される。また、使徒言行録には「彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、また

イエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。」（1：14）との記述がある。このような聖

書中の記述の少なさは、ごく初期のキリスト教団がマリアの重要性を強く見出していなかったこ

との表れであろうが、そのような状況は長く続かなかった。人々のマリアへの崇敬は高まり、ま

た両性論・単性論の議論も相俟ってマリアの存在はキリスト教団においてきわめて重要なものと

なっていった。その一つの頂点が431年のエフェソス公会議であり、マリアは「神
テオトコス

の母」（希：

Θεοτόκος、「神を産んだ者」の意）と定義された。かかる状況にあっては、マリアの生涯につい

ての情報が求められるのは必至であったろう。特に、聖書が沈黙するキリスト受肉以前、そして

最晩年が大きな注目を集めたのは想像に難くない。前者については、ヤコブ原福音書がその大き

な語り手となった。後者については、より複雑な経過を辿る。本稿で述べるように、数世紀を掛

けて伝承、聖職者の説教を縒り合わせながら形成されていったのである。

　伝承としては後発となる「マリアの死」であるが、教会内では程なく大きな位置付けを得たよ

うである。６世紀のビザンティン皇帝マウリキオス帝の治世下において、８月15日が祝祭日とし

て定められた。やがて11世紀から12世紀にかけ、ビザンティンの典礼で最も重要な12の祝祭であ

る十
ドデカオルトン

二大祭にも数えられるようになる。なお正教ではマリアがこの時亡くなったのではなく、天

へ昇る前の「眠り」に過ぎなかったとの立場を取っており、ギリシア語で Κοίμησις της Θεοτόκου、

「神の母の眠り」との呼称を用いる。欧文文献でもこの立場を考慮し Dormition of the Virgin な

どの記述が多い。日本の正教会では「生神女御就寝」と記述する。こういった信仰を重視しない

立場ではマリアの死、Death of the Virgin といった表記も見られるが、本稿ではマリアの呼称と

してより一般的な「聖母」の語と合わせ「聖母の眠り」の記述で統一する。

　伝承としての「聖母の眠り」は、M. Jugie が総合的な研究を著している（１）。また B. E. Daley
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は主要な教父説教を英訳し注釈を加えている（２）。近年では S. J. Shoemaker が初期の信仰につい

て論考を発表していることが注目される（３）。シリアやパレスチナといった地域での、典拠成立

初期の歴史的背景について多くの指摘が為されている。しかし日本語で出版された「聖母の眠り」

に関する文献は多くない。理由の一つには、「眠り」の典拠とそれが絵画化された作品が、ほぼ

正教の文化圏にのみ受け入れられているという点が挙げられよう。聖母の死に関して、カトリッ

クでは８月15日に「聖母被昇天」を祝う。キリスト教に関する情報はカトリック側の影響が強い

本邦において、「聖母の眠り」に関する記述が少ないのは無理からぬことであろう。ヤコブス・

デ・ヴォラギネの『黄金伝説』中「聖母被昇天」の章に聖母の死に関する記述があり、これは邦

訳され出版されている（４）。また金原由紀子氏により、伝承の一部が邦訳され氏の文献中に採録

されている（５）。

　前述のようにマリアの「眠り」には統一的な典拠を設定しがたい。Daley が纏めた説教集には

テサロニキのヨアンニス、リヴィアスのテオテクノス、イェルサレムのテオテクノス、クレタの

アンドレアス、コンスタンティノポリス総主教ゲルマノス、ダマスコスのヨアンニスの説教が収

録される。そこで本稿ではギリシア語圏で記されたものの中でも古く、かつ後に述べる伝承の諸

要素を漏れなく含んでいる点で後世に大きな影響を与えたとされる（６）テサロニキのヨアンニス

の説教（７）を基に説話を整理する。

１．テサロニキのヨアンニスによる「聖母の眠り」の説教

　テサロニキ大主教ヨアンニスは610年から649年の間に活動したことが知られている（８）。Daley

によれば既にマウリキオス帝の時代に８月15日が「聖母の眠り」の祝祭日として定められていた

ものの、テサロニキには未だその決定に従わない空気があったという。それに反駁する形で為さ

れたのが『神の母にして処女たるマリアのお眠り』という説教であるとする（９）。

　テサロニキのヨアンニスによる説教は、まず第１節で神への讃美の後、「眠り」への祝祭が都

市テサロニキも含め十分に為されていないことを嘆く。それは異端により伝承が書き換えられ、

その為忘却されていったためである。しかし「汚れた種」を除き（異端に加えられた伝承を取り

除くことを指す）、神の栄光を讃えなければならない（10）。第２節では引き続きこの祝祭を祝う重

要性を述べ、この説教に感銘を受けることを読者に願う（11）。

　第３節より、「眠り」の叙述が始まる。一部を適宜翻訳しつつ流れを追いたい。

　さて神の母マリアが横になろうとしていた時、大天使が彼女の許を訪れこう言った。

「起きなさい、マリア。この棕櫚の枝を受け取りなさい。主が楽園に植え私に渡された

もの、これを使徒に渡すのです。彼らは貴女の前で歌う時に枝を運ぶことでしょう。３

日の後、貴女は身を横たえることになります。見なさい、私は全ての使徒を貴女の許に
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送りましょう。彼らは貴女の世話をし、そして貴女を休息の地へ運ぶ際、貴女の栄光を

目撃することになるでしょう。」マリアは「何故この棕櫚の枝だけをお持ちになったの

でしょう」と天使に問うた。「私がどうすることをお望みでしょうか？　貴方の御名前

は？　彼らが尋ねた時に教えられるでしょう。」天使は答えた。「何故私の名を問うので

すか？　それは人の耳にはあまりに驚異に満ちたものです。棕櫚の枝について思い煩う

必要はありません。それは多くの人を癒やし、またイェルサレムに住まう全ての人間を

試すための物差しとなるでしょう。隠されたものは信ずる者に与えられ、不信心者から

は隠されるでしょう。さあ、オリーブ山へ登るのです。」（12）

　この後、マリアは天使に付き添われオリーブ山へ登る。その道程での奇跡のありさまに、マリ

アはこの天使こそが主キリストではないかと考えるが、天使はそれを否定する。自らは主にその

ような権能を与えられただけであると。そしてマリアが眠る際には、自らもその場へ現れると言

う（13）。なお一般にマリアが晩年を過ごしたのは現トルコのエフェソスであるとされることが多

いが、ここではイェルサレム近郊のオリーブ山に登っていることから、イェルサレムを晩年の地

と理解していることが分かる。

　マリアは彼に言った、「主よ、貴方の選ばれた者の許に、一体どのようなお姿でおい

でになるのでしょうか？私が為すべきことをお教え下さい、どうか──私がそれを為せ

ば、貴方はおいでになり私を高き所へと導いてくれることでしょう。」「何をお考えです

か、マリア？」天使は応えた。「神が貴女へ使節を送る時、その時は私だけでなく天軍

全てが来て貴女の前で唱うことでしょう。その棕櫚の枝をしっかりと持っていなさい。」

そう言うと、天使は光のように変わり、天へと昇っていった（14）。

　続いて第４節へと移る。物語はそのまま続いている。

　マリアは家へと戻った。突如として、マリアが握っていた棕櫚の枝からの凄まじい輝

きにより部屋が揺さぶられた。揺れが収まると、彼女は奥の部屋へ行き枝を麻布に包ん

だ。彼女は主へ祈り言った、「主よ、貴方へと叫ぶ母マリアの願いをお聞き下さい。恩

寵を下さいますよう。肉体を離れる時、いかなる力も私を害することがありませんよう

に。そうではなく、私が涙と共に貴方へ叫んだ、「私の魂に立ち塞がる力から逃れるに

はどうすれば良いのですか？」の問いに、貴方が約束をしてくれた、「どうか泣かない

で下さい──天使でも、大天使でもなく、またケルビムでもセラフィムでもない、また

他のいかなる力でもなく、この私が自ら貴女の魂を迎えに参ります」と答えてくれたこ
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とを成就させて下さい。今また、産みの苦しみが私を襲おうとしています。私は貴方が

宿る永遠の光を崇めます。私は貴方の手によって植えられ、常世に生きる全ての生き物

を崇めます。聖なる中に宿る聖なるものよ、「呼び求める私の声をお聞き下さい（15）」。」（16）

　第５節では、マリアは召使いに彼女の親族、知人を呼びに行くよう指示する。集まった彼らに

対し、マリアは自らが間もなく「永遠の休息」を迎えることを告げ、彼らの厚情を乞う。すなわ

ち続く二晩を、ランプの明かりを点し寝ずの番をして欲しいと（17）。

「私は死を恐れてはいません。これは全てのものの宿命ですから。ただ全ての者に戦争

を起こす「敵」を恐れているのです。彼は正しく、信仰深い者には勿論手出しできませ

ん。しかし不信心者、罪人には打ち勝つことができるのです。……どうか皆で助け合い、

邪悪なるものがこの場に現れぬようにして下さい。」（18）

　このようなマリアの弱気な言葉を前に、人々は困惑する。ある女性は「貴方は主の母なのです

よ……羊飼いが狼を恐れたら、羊はどこへ逃げればよいと言うのでしょう？（19）」と語る。これ

が懇願であったのか、叱咤であったのか、いずれにせよこれを聞いた人々は涙を流す。マリアは

この様子を見て人々に泣き止むよう語り、悲嘆ではなく讃美をもって送って欲しいと願う。

　第６節ではヨハネがマリアの許へ現れる。

　……使徒ヨハネが到着し、扉を叩いた。扉が開き、中へと入った。マリアは彼を見る

と混乱し、呻きながら涙を流し、叫んだ。「ヨハネ、我が息子よ、貴方の主が貴方に言っ

たことをお忘れですか、私が十字架上の彼に泣いていた時に。「息子よ、貴方は私を置

いていってしまうのですか。これから一体誰と過ごせばいいというのでしょうか。」こ

う言った私に彼は言いました、貴方もそこにいて聞いていたように。「ヨハネが貴女の

面倒を見てくれる人です。」そして今、貴方が私のために命ぜられたことをお忘れですか。

彼があらゆる使徒、あらゆる他の者より貴方を愛したことをお忘れですか。彼の胸元に

寄り添い、彼から神秘を語られたのは私と貴方だけです。私が彼の住む処であったから、

彼は私を悲しませたくなかったのです。……ヨハネ、息子よ、どうか私を見捨てないで

おくれ。」

　このように言うと、マリアは声なく泣き出した。しかしヨハネはこれに耐えられな

かった。彼の魂は混乱していた。ヨハネはマリアが間もなく亡くなることを知らなかっ

たので、彼女が何を言っているのか理解できなかったのである。ヨハネは言った、「マ
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リア、主の母よ、貴女のために何が出来ますでしょうか？実際のところ、貴女のお世話

のため、私の召使いを残して行きました。きっと、貴女は私に主の命に反することは望

まれていなかったと思います。すなわち「罪が取り除かれるまで、世界を廻りなさい」

という命を。今貴女の魂の重荷になっていることを教えて下さい。何を望まれますか？」

マリアは言った、「ヨハネ、我が息子よ、私は地上の物は何一つとして要りません。ただ、

私は明後日に旅立ちます。どうか貴方の優しさを見せて下さい。私の遺体を守って、墓

に納めて下さい。使徒達と共に、大祭司達から守って下さい。彼らが言っているのを聞

いたのです、「彼女の遺体を見つけたら火に投げ込んでやろう、あの詐欺師を産んだ身

体なのだから！」（20）

　マリアの告白を聞いたヨハネは、何故このような苦難を、と膝から崩れ落ちて泣く。その様子

を見て周りの人々も泣く。そこでマリアはヨハネを抱き、泣くのを止めるよう諭す。そして人々

に讃美歌を唱うよう促す。その間に、マリアはヨハネを伴い奥の部屋へ入り、死に装束が準備出

来ていることを彼に示す。

　……その後、マリアはヨハネを天使から受け取った棕櫚の枝がある場所へ連れてきた。

彼女は「ヨハネ、私の子よ、この枝を持っていなさい。私の棺の前で貴方が持つことに

なるでしょう。」言った。それに対しヨハネは「受け取ることが出来ません。他の使徒

が来れば、議論と憤慨を招くことになります。私達の中には私より優れた人物がいるか

らです。しかし皆で熟慮すれば、きっと合意に至るでしょう。」（21）

　６節は上記のようにマリアとヨハネの会話がその過半を占める。そして他の使徒に言及したと

ころで、その到着を語る第７節に続く。

　彼女の私室から出た途端、辺りに凄まじい雷鳴が響き、人々は恐怖した。雷鳴の後、

使徒達がまるで雹の如くマリアの家の玄関先に降臨した。十一人のそれぞれが、雲に

乗ってである！初めにペテロが、次にパウロが──彼もキリストへの信仰によって、使

徒に数えられ雲に乗ってきたのであった。彼らは互いに挨拶し、どうやって皆が同じ場

所に集ったのか、その驚異に打たれ互いに見つめ合っていた。ペテロが言った。「兄弟

達よ、ここに我々を集め給うた神へ祈ろう。ことに、ここに兄弟パウロが共にあること

に。」……

　ペテロはパウロに呼び掛けた。「兄弟パウロ、立って、私に祈って下さい。あなたが

キリストへの信仰によりここに来たことで、私は表現し得ない程の喜びに満ちているの
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です。」パウロが答えて言った、「失礼ながら師父ペトロ、私は新参者に過ぎず皆さんの

足跡を辿る価値も無い者です。それが、貴方に祈っても良いものでしょうか？あなたは

光の柱、そしてこの場にいる誰もが私より価値ある人物だというのに！師父よ、どうか

私と我々皆に、主の恩寵が共にありますよう祈って下さい。」使徒達はパウロの謙譲を

喜んだ（22）。

　ここから暫く、聖書の章句を引用しながらペテロによる神の讃美が続き、第８節へ移る。なお

第７節では、本来の十二使徒には数えられないパウロが「眠り」の出来事に遭遇していたことを

説明しようとする。ビザンティン美術ではしばしば聖書に語られる十二使徒（23）よりも教会の重

要性に基づいた十二使徒を採用し、その中ではパウロはペテロと並び使徒の筆頭となる。しかし

「眠り」のみは、キリストの死後時間の経った出来事であるので、パウロが十二使徒に加わるこ

とは時系列的に問題がないと言える。但し聖書に語られる十二使徒から誰が抜け落ちたかは指摘

されない。

　第８節でははじめにヨハネが他の使徒に合流し、いかにしてここに集まったのか、そしてマリ

アが間もなく亡くなることを知る。その後彼らはマリアと対面する。

　そして使徒達は、朝の訪れを待ってマリアの家に入り、声を一つにして言った。「祝

福されしマリア、救われた者全ての母、恩寵が貴女と共にありますように！」マリアは

言った。「なぜ貴方たちがここに？誰が私が間もなく眠りにつくと語ったのでしょう？

そしてどうやってここに集まったのですか？けれども貴方たちがここに集ったのをみて、

私は喜びに満ちています。」（24）

　以下第８節はマリアと使徒による神への讃美が続く。第９節は二日目の日が暮れ、人々に説教

する人選が行われペテロが使徒達から推挙される。ペテロは使徒達にマリアの重要性を語り出す。

「マリアの死が「死」であると考えてはなりません。それは死ではなく永遠の生なので

す。「死は主の前で明かされた栄光に過ぎない」と言うように。そう、死は栄光であり、

第二の死は死者を傷つけることは出来ないのです。」ペテロがそのように語っていると、

彼らの間で強烈な光が輝き、それはランプの明かりが闇に見えてしまう程であった。そ

してある声が聞こえた。「ペテロよ、あなたの智を彼らが理解できる言葉で語りなさい。

良い医者は病んだ者の痛みを癒やし、良い看護師は子供にはそれに合った看護を出来る

ものです。」ペテロはその声を聞き、「我らは貴方を崇めます、キリストよ、我らの魂の

階よ！」（25）
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　第10節では先の出来事をペテロがマリアに報告し、更に10節全体を用いて「死」についての長

い比喩を語る。続いて11節では人々に信仰に基づく死への勝利を強く語る。これらの節は紙幅の

都合上割愛する。第12節は３日目と時間が移る。

　ペテロが以上のようなことを話し人々に訓戒をしている間に夜明けとなり、日が昇っ

た。マリアは目覚めて外に出、手を挙げて主に祈った。その後再びマリアはベッドに横

たわった。ペテロはマリアの頭の方に坐り、ヨハネは足下に坐った。その他の使徒は彼

女の寝所を囲むように坐った。その日の第三時、天から強い雷鳴が響き、甘美な香りが

漂った。人々は香りによって眠りに落ちてしまい、ただ目覚めていたのは使徒と、主が

マリアの死と栄光の目撃者となるよう配慮した３人の処女だけであった。そして見よ、

主が雲に乗って降り来たれる、数えきれぬ天使を従えて。イエスは大天使ミカエルを

伴ってマリアの私室に入った。天軍は部屋の外に留まり、讃美歌を唱っていた。部屋へ

入るや主は聖母と共にあった使徒を見出し、彼ら全員と抱擁した。マリアは口を開き主

を崇めた。「貴方を崇めます、貴方は以前に仰ったことで私を悲しませませんでした。

貴方は仰いました、私の魂を天使達に任せるのではなく、貴方ご自身が迎えに来るのだ

と。お言葉どおり、主よ、それはこの身に成りました（26）。私の如き低き者が、このよ

うな栄光に相応しい身でしょうか？」そのように語りながら、彼女の生涯は成就され、

その顔は微笑みを主に向けた。主はマリアの魂を受け取り、ミカエルに手渡した。その

魂は語り得ない、栄光に満ちたある種の覆いに包まれていた。使徒達はミカエルに渡さ

れる魂を見た。それは全ての人々を含みながら、女性でも男性でもなく、太陽の七倍も

輝いているものであった。ペテロは喜びに満ちながら主へ尋ねた。「私たちの魂も、マ

リアと同じように輝いているものでしょうか？」主は応えて言われた、「ペテロよ、全

ての魂はこの世に生まれた時はあのように輝いている。しかし肉体から離れる時はそう

ではない。地上に送られた時から、後に別のものになってしまう。それは多くの罪の中

にある「闇を好んだからである（ヨハ 3：19）」。しかしこの世の闇の罪業から身を遠ざ

けたならば、魂が肉体から離れる時、同様に輝いていることだろう。」続いて救い主は

ペテロに語った、「マリアの遺体、私の住処を守りなさい。街の外へ出て、左側へ行く

と新たな墓を見つけられるでしょう。そこに遺体を納め、彼女が命じたようにそこに居

なさい。」（27）

　この後、マリアの遺体が声を発しキリストと互いを讃美する言葉を交わした後、キリストは姿

を消して第12節は終わる。キリストが天に昇る描写などはなく、単に「消えた」とだけ記述され
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る（28）。第13節は葬列の描写になる。使徒達はマリアの棺を準備し始める。

　ペテロは棕櫚の枝を持ち、ヨハネに言った。「貴方は童貞の使徒、すなわちこの棕櫚

の枝を持ち、棺の前で讃美歌を唱うのは貴方の役割です。」ヨハネはペテロに、「貴方こ

そ我らの師父にして司祭、墓地へと向かう棺の前に立つのは貴方の役割です。」と言った。

ペテロは「では我々のうち誰も憂えぬことがないよう、彼女の棺を棕櫚の枝で覆いま

しょう。」と言った（29）。

　葬列は讃美歌を唱いながら出発した。姿は見えないながら主と天使も同道していたと記述され

る。葬列の声はイェルサレム全土に響いたと言い、これを聞きつけたユダヤの大祭司が何事かと

問う。彼らはそれがマリアの葬列だと知る。

　突如としてサタンが彼らの中に入り、怒りに燃えた彼らは叫んだ。「行こう、使徒共

を殺し、あのペテン師を産んだ身体を焼き払ってしまおう！」彼らは立ち上がり剣と盾

を持って出発した。しかし突然雲の上の天使達が彼らを打ち、そのため彼らは目が利か

ずどこに行っているかも分からずに街の壁に頭を打ち付けた。しかし一人の大祭司だけ

は、街の外へ出ることが出来、そこで使徒と棕櫚の枝で飾られた棺を見つけた。怒り狂

いながら彼は叫んだ、「これこそ我らの民を奪った者の住処、なんと恐るべき栄光か！」

と。彼は棺に手を掛け、ひっくり返し地面に落とそうと試みた。しかし突然彼の手は棺

に貼り付いて離れなくなってしまい、更には肘から切断され、手は棺にへばりついたま

まとなった（30）。

　あまりの痛みに使徒へ助けを乞う大祭司に対し、ペテロは悔い改めを促し、マリアの遺骸に口

付けし「貴女と貴女が産んだ神を信じます」と唱えるよう言う。大祭司は言葉通りにして切れた

腕は癒やされる。更にペテロから、棕櫚の枝の一部を持って街に戻り、天使に打たれて盲目になっ

た人々を癒やすように言われる。大祭司は言われたように行い、主を信じたユダヤ人は癒やされ

たが、信じなかった者は盲目のままであったという。

　以上のように13節は葬列の描写であったが、その殆どはユダヤ人の襲撃とその顚末の叙述に割

かれている。続く第14節が最終節となる。

　使徒はその最も偉大な女性、マリア、神の母にして永久の処女の遺体を持ち上げ、新

しい墓に安置した。そこはかつて使徒達の前に救い主が現れた地であった。彼らはそこ

に三日間の間、魂の結束により起きたまま留まっていた。その後、彼らはその高貴なる
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幕屋たる遺体を崇めるため墓石を開けたが、底にあったのは彼女の死に装束だけであっ

た。彼女によって受肉した神キリストにより、永遠の場へと連れ行かれていたのであっ

た。汚れ無き神
テオトコス

の母マリアに、キリスト自身が栄光を授けたのである。彼女の名を唱え、

年々にこの祝祭を祝う者は、あらゆる禍いから保護され、その家庭はオネシフォロ（31）

のように善きもので満たされることだろう（32）。

　更に神とマリアを讃美する言葉をもって、ヨアンニスの説教は終わる。

　Daley が挙げた他の説教と比較すると、全体に占める語り手（ヨアンニス）の主観表明が少な

く、登場人物の台詞と状況説明に徹している感がある。また語り手、登場人物共に神への讃美の

言葉、レトリックをさほど多用しないこともあり、物語に没入することが可能である。台詞を中

心としたこの説教は、非常に演劇的と評することが出来るだろう。このような特性が、後の主教

達の語りの素地になり得たことは想像に難くない。一方で、マリアの「眠り」の物語ながら実際

の死の場面は第12節に入ってから、かつ１節内でその語りは終わるなど、その力点は必ずしもマ

リアの死だけに留まらないようにも見える。マリアとヨハネの絆、使徒同士の絆といった人々の

関係性にも多くの節を割いている。使徒の中でもヨハネ、ペテロ、パウロのみが名を挙げられ、

特にペテロの他使徒に対する優越性が強調されている。

　ユダヤ人による葬列の襲撃が語られる点も興味深い。テサロニキのヨアンニスの記述では「サ

タンが入った」とし、癒やしによる解決も与えられるが、後に続く主教らの説教ではより積極的

に「キリストを辱め、磔にしたユダヤ人」との連関が語られ、反ユダヤ的な印象が強くなる。14

節で語られるマリアの遺骸についての言及も重要である。マリアの遺骸の行方については多くの

議論があり、正教は教義としてマリアの肉体の「被昇天」は認めていない。この点、８月15日に

「聖母被昇天」を祝うカトリックとは対照的である。しかし正教においてもマリアの肉体が天に

昇ったことは、伝承としては語られ続けている。ヨアンニスの立場は肉体が天に昇ったことを示

しはするが、積極的にその様を描写はしない。

　以上、テサロニキのヨアンニスの説教から「聖母の眠り」の伝承を概観した。次節では、「聖

母の眠り」の図像化がどのように進んだのか、ビザンティン美術の代表例と共に確認する。

２．ビザンティン美術における「聖母の眠り」の図像表現について

ａ．定型化以前

　初期の「聖母の眠り」図像がどのようなものであったかは詳らかでない。先のテサロニキのヨ

アンニスによる説教が７世紀前半になされていることを考えれば、同時期に何らかの図像表現が

あったと判断しても問題なかろう。しかしそれらは、「聖
イ コ ノ ク ラ ス ム

像破壊運動」により滅失したものと考
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えられる。現存作例で最初期と考えられる図像は、いずれも現トルコ・カッパドキアに見ること

が出来る。首都コンスタンティノポリスから離れた辺境であるという点、無数の小規模な岩窟聖

堂であるという点から、イコノクラスム以前を含むビザンティンの古い絵画作例を遺す貴重な地

域であるが、「聖母の眠り」に関しても例外ではない。本稿ではウフララの２作例とギュル・デ

レの１作例を提示する。ウフララ渓谷のアーチ・アルトゥ・キリセシ Ağaçaltı Kilisesi は、その

年代同定に議論はあるものの、７世紀～９世紀の作とされる（33）（図１）。すなわちイコノクラス

ム前後に制作された、現存最古の図像である。特に画面左側の剝落が激しく状態は劣悪であるが、

おおよその構図は把握可能である。画面の中央下部に薄緑色の細長い物体が描かれるが、これは

ベッドに横たわるマリアである。本聖堂に限らず、カッパドキアの図像は非キリスト教徒により

面貌を破壊されていることが多く、そのため奇異な印象を受ける。マリアの下には濃い臙脂色を

基調に、緑や黒線で格子模様が引かれ、これがベッドであることを示す。マリアの上にキリスト

が描かれ、その手はマリアの顔に伸びている。左上には、背景に浮いたような奇妙な形でキリス

トが再度描かれる。キリストは手に何かを持っているが、これは他作例を見ると分かるようにマ

リアの魂である。マリアに寄り添うキリストの手の辺りには上下に細長く剝落があるが、ここに

もマリアの魂が描かれていたかもしれない。キリストの背後には大天使が一人立つ。マリアの頭

図１　アーチ・アルトゥ・キリセシ　ウフララ、カッパドキア　７－９世紀
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部側には一人の人物が、細長い棒状のものを捧げ持つ。ニンブスは見えないがおそらく使徒であ

ろう。棒状のものは杖とも蠟燭とも見えるが、頂部から２本の枝が生えているので、棕櫚の枝を

描いていることが分かる。

　同じくウフララのユランル・キリセ Yılanlı Kilise では、また違った形の「聖母の眠り」が描

かれている（34）（図２）。制作年代は９世紀後半～10世紀前半とされる。画面中央に石灰分の析出

が発生し、後世の落書きと合わせ見辛い状態である。非常に横長の長方形構図を採る。画面左三

分の二ほどを使い、左右方向にベッドと横たわるマリアが描かれる。ただし顔面部は石灰のため

ほぼ判別できない。ベッドを囲むように使徒が並ぶ。一人のみ足下方向に立ち、残りは横一列に

整列する。数は十二人である。画面右三分の一には、まずキリスト、その右に大天使が描かれる。

キリストは頭の高さまでマリアの魂を掲げている。大天使は右手を顔に添え、その表情は悲しみ

を浮かべているようである。画像では判別しがたいが、マリアのベッド下方には一人の人物の上

半身が描かれている。正面観で両腕を上に挙げた「オランス」のポーズのようであるが、よく見

ると腕の先は途切れており、更に上のベッドの縁に手が描かれている。これはヨアンニスの説教

第13節に現れた葬列を襲撃するユダヤ人であり、伝統的にイェフォニアスの名で呼ばれ（35）、ユ

ランル・キリセはイェフォニアス図像の最古の作例である。盲目となったユダヤ人など、他の典

拠も含め登場する他のユダヤ人は表現されず、手を切断される一人の男性のみが描かれるのが通

例となる（36）。ヨアンニスが語ったようなユダヤの大祭司であることを示すような服装では特に

描かれない。

図２　ユランル・キリセ　ウフララ、カッパドキア　９世紀後半－10世紀前半
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　ギュル・デレのアイヴァル・キリセ Ivalı Kilise は、銘文により913年～920年の作と知られる、

貴重な基準作例である（37）（図３）。複数のアーチが掛かる壁面に構図の制約を受けていると思わ

れる。ほぼ中央にベッドに横たわるマリア、その背後にやや前屈してマリアの魂を受け取るキリ

ストが立つ。マリアの魂は口元から出ているようである。緩く手を交差させたマリアの遺骸と

ベッドは、画面右側をやや上に描いており、これは奥行きを表現しようとしたものか。先の二例

ではキリストの背後にあった大天使は、上空を飛び魂を受け取ろうとしている。周囲に使徒が立

ち並ぶが、これは左右均等に６人ずつ分けられている。マリアの頭部近くには、銘文でヨハネと

知れる人物が立ち、右手に振り香炉を持つ。マリアのベッドには、十字もしくは花模様が散りば

められている。

　以上の３つのカッパドキアの作例は、結論から言えば同系統の後継作例を生まなかった。次に

述べる「定型」に最も近いものはアイヴァル・キリセであるが、これも幾つかの相違を持つ。アー

チ・アルトゥ・キリセシのキリストの連続表現や、ウフララの使徒の整列した様などは類例を持

たない。これらの作例がカッパドキアでそれぞれ個別的に生み出されたのか、或いは失われたイ

コノクラスム以前の作例を引き継いだものなのかは不明であるが、現存作例を見る限り孤立した

表現と位置付けることができる。

ｂ．定型化

　カッパドキアの作例よりやや時を下ると、遺された作例は急速に類似した構図を採用するよう

図３　アイヴァル・キリセ　ギュル・デレ、カッパドキア　913－920年
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になる。ここで描かれるようになった構図は、若干の違いはあれど現在まで踏襲され、これを「定

型」と呼ぶこととする。筆者の定義する定型は、1. 左右対称な構図を有する。2. 画面中央に水平

に設置されたベッドとマリア、その背後に魂を受け取ったキリストが立つ。3. 周辺には十二使徒

と主教、マリアと晩年を共に過ごした処女たちが並ぶ。これも壁面の制約が無い限り左右均等に

配される。4. 特にヨハネ、ペテロ、パウロの３人の配置は固定されており、ヨハネはマリアの胸

元、ペテロは頭の側、パウロは足下の側に立つ。ペテロは振り香炉を持つ。以上の４つである。

聖堂装飾からは離れるが、これらが満たされる10世紀の作例として、象牙浮彫彫刻を挙げる。

Goldschmidt－Weitzmann のカタログには20数例の「聖母の眠り」図像が採録されているが（38）、

その内の一つでありパリ・クリュニー美術館に収蔵されている例を見よう（図４）。中央にマリ

アのベッドとキリスト、その左右に使徒が配される。胸元に一人分かれた形で居るのはヨハネで

ある。頭部側に立つのは顔貌表現から見てもペテロで問題ない。彼は右手で振り香炉を振ってい

る。マリアの手前下部には長方形の台が置かれる。これは作例によって本例のように何も載って

いないもの、または燭台、香炉、靴が載っているものもある。キリストの左右上方には天使が二

体描かれるが、その内画面左の天使は下降しており、右のものはマリアの天使を抱え上昇してい

る。すなわちこれは同一の天使の異時同図表現であることが分かる。周囲の人物は14名いるが、

おそらくは後述するディオニシオスら主教を加えたものであろう。ただし殆どの人物は顔のみ彫

られ、目印となる太い十字を描いた肩衣が見えないため断定は難しい。以上のような定型は、10

世紀の象牙彫刻でほぼ整っている。またカッパドキアでも、10世紀後半ごろからギョレメ地区の、

図４　象牙浮彫彫刻　クリュニー美術館蔵、10世紀
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トカル・キリセ Tokalı Kilise 新聖堂（39）やサクル・キリセ Saklı Kilise（40）などで定型に従った表現

を見ることが出来る。

　11世紀もまだ現存作例の少ない時期であるが、11世紀中葉の作、マケドニア共和国オフリドの

聖ソフィア聖堂の「眠り」を確認してみよう（図５）。聖堂本堂の西壁に描かれ、横長の画面を

持つ（41）。中央にマリアとキリスト、ヨハネ、パウロ、ペテロの配置は定型通りである。上空に

は二天使が舞うが、クリュニーの作例とは異なり両天使がキリストを挟むような構図となる。横

幅があるため比較的ゆったりと使徒が左右に配され、袖で顔を覆うなど、悲しみの表現が強く出

されている。ヨアンニスの説教に見たとおり、本来キリストが降臨しマリアの魂を受け取る場面

では、使徒らはその奇蹟に驚嘆し、讃美していたのであるが、彼らが悲しげに振る舞うのは「眠

り」図が持つ葬礼図としての性格に引き付けられたものか、それとも時間圧縮的にマリアを失っ

た使徒達の悲しみを表したものだろうか。画面左には１人、右には２人の主教が立つ。彼らはディ

オニシオス・アレオパギティスらであるとされ、彼の著作とされた『神名論』（42）の解釈から本事

件に居合わせたと言われ、図像にも頻出する。使徒の上には人物の上半身が見えるが、これはヨ

アンニス第６節、第７節で語られた雲に乗り飛来する使徒の表現である。先のウフララ、ユラン

ル・キリセのユダヤ人像と共に、時間を前後する附加エピソードとしてしばしば描かれるもので

ある。雲は複数で乗っていたり、それぞれ単独で乗っていたり、或いは天使の付き添いがあった

りと表現にはヴァリエーションがある。

　12世紀末マケドニア、クルビノヴォの聖ゲオルギオス聖堂も興味深い（図６）。年記により

1191年の作と分かる本聖堂の「眠り」図は、やはり聖堂西壁に描かれる（43）。聖ソフィアと一見

して分かる違いは、キリストにマンドルラと呼ばれる楕円形全身光背が加えられたことである。

図５　聖ソフィア聖堂　オフリド、マケドニア　11世紀中葉
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「変容」、「昇天」といったキリストの神性を強く示す主題で用いられたこのモティーフが「眠り」

のキリストにも描かれるようになったことは大きな意味を持つと考えられる。その他は定型を踏

襲していると言えるが、上空の天使は先行作例より小さくなり、キリストの背後に天使の軍勢が

描かれていることも今後の展開を示す点であると言える。

ｃ．複雑化（44）とその後

　1260年代の作であるセルビア中部、ソポチャニ修道院の壁画は後期ビザンティン期の「眠り」

図像の代表的傾向を示す（図７）。聖堂の西壁を両端まで、そして天井まで使い切ったモニュメ

ンタルな作例である（45）。聖堂装飾に「眠り」図が頻出するようになり、カッパドキアでは定まっ

ていなかった壁画の配置は西壁、扉口上部を定位置とするようになる。そのため、本作のような

大画面を比較的得やすいものとなった。与えられた壁面を埋め、この祝祭の重要性を誇示するか

のように、画面上のモティーフが増大していく。先の定型に挙げた４要素はヨハネの配置が若干

ずれる程度でほぼ踏襲されている。しかし、左右を囲むのは十二使徒に留まらず、倍以上の数の

男性が画面端までひしめいている。更にキリストの背後には、燭台を掲げる天使が無数に控える。

ヨアンニスによる天軍の記述と一致するとも言えるが、膨大な人数を描き込んだ画面はかなり混

雑した印象である。しかし、背景の建物をかなり大きく描くことで、何とか均衡を保ってはいる。

壁面は大きく上下に二分割された構図となり、下部が定型的表現、大きく空いた上部を埋めるた

め、画家は雲に乗り飛来する使徒を大きく描くと同時に、「降臨するキリスト」を描くことで解

決した。結果としてこれは「聖母の眠り」図がより普遍的な「キリスト再臨」のイメージとして

も機能しうることを強く示すこととなった。

図６　聖ゲオルギオス聖堂　クルビノヴォ、マケドニア　1191年
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　1316～18年に描かれたマケドニア、スタロ・ナゴリチャネの聖ゲオルギオス聖堂の「眠り」は、

複雑化の極致とも言える作例である（46）（図８）。画面を上下に二分割し、下部に定型、上部に飛

来する使徒を配置するのはソポチャニと同様だが、更にモティーフは増加している。まずベッド

の手前にはウフララで見たユダヤ人イェフォニアスが描かれる。マリアを囲む人々は一見これま

で通りだが、マリアの側で使徒はベッドを担いでいる。すなわち葬列との合成が為されている。

図７　ソポチャニ修道院　セルビア　1260年代

図８　聖ゲオルギオス聖堂　スタロ・ナゴリチャネ、マケドニア　1316－18年
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葬列の向かう先には空の墓が描かれる。上部に目を転ずると、その上半分には雲に乗る使徒、下

部には奇妙なモティーフが描かれる。旧約の預言者がマリアを予型するモティーフと共に描かれ、

関係する文句を記した巻物を手に持っている（図９）。左右に４つずつ、計８つの組み合わせが

描かれている。特筆すべきは、キリストの上部にもう一つ円形のマンドルラがあることである。

ソポチャニでは降臨するキリストであったが、本聖堂では「聖母被昇天」と「トマスへの腰帯授

与」に変わっている（図10）。これら副次的イメージのうち、幾つかはその後も描かれることが

あったが、少なくとも本聖堂だけかごくまれな例で終わったものもある。移動する葬列の表現は

ごく少数しか見られない。テサロニキのヨアンニスの説教で確認したように、説教ではむしろ死

の瞬間だけよりもその前後に多くの節を割いているが、図像化に際してビザンティン人は「眠り」

の一瞬だけをモニュメンタルに切り取ることを好んだ。上空の旧約モティーフも、「眠り」図と

組み合わされるのは本作のみである。旧約聖書中にマリアの予型をいかに多く見出せるか（47）、

これはマリアの称揚に大きな意味を持ったはずであるが、ビザンティン人、そしてそれを引き継

いだポスト・ビザンティン期の画家も取り入れることはなかった。一方で、中央の「聖母被昇天」

モティーフは、正教が認めていない主題であるにも拘わらず、後期ビザンティン期から徐々に描

かれるようになる。ポスト・ビザンティン期の画家は、おそらく西欧の影響が強くなったことも

あり、しばしばこのモティーフを加えるようになるのである（48）。

　後期ビザンティン期の「眠り」は複雑な構図ばかりを採るかといえば、必ずしもそうではない。

1316～21年の作である首都コンスタンティノポリス（現トルコ、イスタンブール）にあるコーラ

図９　聖ゲオルギオス聖堂 聖母の眠り（部分）
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修道院の「眠り」は、ほぼ正方形のモザイク・パネルである（49）（図11）。描かれた人物は定型に従っ

たほぼ最少の構成と言える。キリストの上部にやや大きくセラフィムもしくはケルビムが描かれ

ることがやや珍しいと指摘できようか。筆者個人の所感では、特に背景の金地を広めに取り、余

図10　聖ゲオルギオス聖堂 聖母の眠り（部分）

図11　コーラ修道院　イスタンブール、トルコ　1316－21年
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計なモティーフを加えないことでモザイク技法の利点である輝きをより引き出しているように思

われる。金色の輝きを最大限に活かすため、複雑すぎる画面構成を避けたのではないだろうか。

本聖堂が帝国の高級官僚であり随一の知識人であったテオドロス・メトキティスの寄進によるも

のであることを考えると、美的な配慮があったように思われるのである。

結　語

　本稿では、ビザンティン美術、特に聖堂装飾において主要な主題の一つである「聖母の眠り」

について、ギリシア語の説教を基に説話を確認した後、幾つかの作例を時代順に確認し、図像化

の過程を概括した。特に後期には作例も増え、紙幅の都合上本稿では紹介し切れていない作例は

当然ながら数多い。しかしある一定の潮流を提示できるよう作例を吟味した。個々の図像、モ

ティーフについての諸問題は稿を改めて論ずる予定である。

図版出典：全て筆者撮影
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