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はじめに
北イタリアのエミリア地方に位置するモデナ大聖堂は、いわゆるロンバルディア・ロマネスク
を代表する聖堂の一つである。同聖堂の守護聖人は４世紀のモデナの初代司教聖ゲミニアヌス
（c.312-397、在位342/44-396）であり、最初の聖堂はこの聖ゲミニアヌスの墓地の上に後継者テ
オドゥルス（生没年不明、在位 c.396-423）によって建設された（１）。現在の聖堂は1099年に創建、
1106年および1184年に献堂式が行われている（経緯は後述）
。ファサードには、1106年の献堂よ
り少し遅れて制作されたヴィリジェルモによるレリーフ群が配置されている。
この聖堂ファサード彫刻の意味については様々な解釈が行われてきたが、全体の意味はいまだ
明確ではない。これに対して筆者は、これまで特に注目されることのなかった古代の石材、とり
わけ大理石の再利用のされ方に注目することによってはじめて、このファサード彫刻の意味を理
解しうると考える。そうした見地から、本稿では、以下のような構成でモデナ大聖堂ファサード
における古代の大理石の再利用について考察する。まずは第１章でファサード彫刻とこれまでの
研究、現在の聖堂の建設の経緯について概観する。第２章では現在の聖堂における石材の利用に
ついて、近年行われた聖堂修復時の調査に基づいて検討する。第３章ではモデナにおける古代遺
物の再利用の歴史を振り返り、第４章では同時代の例と比較しながら、銘文で言及される大理石
の意味を分析する。最後に、ファサード彫刻の解釈において大理石の再利用が担う重要性につい
て考察する。なお、古代大理石の再利用と彫刻の図像プログラムとの関係については機会を改め
て論じることとする。

１．聖堂外壁のレリーフ彫刻
モデナ大聖堂は三廊式バシリカ聖堂である。躯体を煉瓦で建造し、その外壁を白大理石など主
に白色の石材で覆っている（図１）
。レリーフ装飾のほとんどはファサードに配置されているが、
それらは、そのモニュメンタルな表現から、北イタリアのロマネスク美術を代表する彫刻と位置
づけられている。聖堂の扉口周辺に配置されている４点の《創世記》のレリーフでは、それぞれ
《天地創造》
、《アダムの創造》
、
《エヴァの創造》
、《原罪》の場面（図２）
、《神の前のアダムとエ
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図１

モデナ大聖堂ファサード

12世紀前半（一部13世紀前半）

ヴァ》、《楽園追放》
、
《地を耕すアダムとエヴァ》の場面（図３）
、
《アベルとカインの奉献》
、《カ
インによるアベルの殺害》
、
《神とカイン》の場面（図４）
、
《レメクに殺されるカイン》
、
《洪水》、
《洪水後の地に出るノアの家族》の場面（図５）が描かれている。中央扉口近くには《下向きの
松明を持つ有翼童子》（図６）
、
《下向きの松明を持つ有翼童子と鳥》
（図７）
、《銘板を掲げるエノ
クとエリヤ》
（図８）
、そして薔薇窓近くに《獅子の口を裂くサムソン》
（図９）のレリーフがある。
以上はヴィリジェルモが自ら手掛けたものである（図10）。また、壁面、扉口、柱頭などを装飾
するレリーフ彫刻の多くは、ヴィリジェルモを親方とする工房によって制作された。なお、薔薇
窓、左右の扉口、中央のロッジアについては13世紀以降にカンピオーネの職人達が追加したもの
であり、これに伴って一部のレリーフの配置は当初のものから変更されている。

図２ ヴィリジェルモ《創世記》（左から《天地創造》、
《アダムの創造》
、《エヴァの創造》
、《原罪》）、12
世紀初頭、大理石および石灰石、モデナ大聖堂ファサード
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図３ ヴィリジェルモ《創世記》（左から《神の前のアダムとエヴァ》
、《楽園追放》、《地を耕すアダムと
エヴァ》
）、12世紀初頭、石灰石、モデナ大聖堂ファサード

図４ ヴィリジェルモ《創世記》（左から《アベルとカインの奉献》
、《カインによるアベルの殺害》
、《神
とカイン》
）
、12世紀初頭、大理石および石灰石、モデナ大聖堂ファサード

図５ ヴィリジェルモ《創世記》（左から《レメクに殺されるカイン》
、《洪水》、《洪水後の地に出るノア
の家族》）
、12世紀初頭、石灰石、モデナ大聖堂ファサード
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図６

ヴィリジェルモ《下向きの松明を持つ
有翼童子》
、12世紀初頭、大理石、モデ
ナ大聖堂ファサード

図８
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図７

ヴィリジェルモ《下向きの松明を持つ有翼童子
と鳥》、12世紀初頭、大理石、モデナ大聖堂ファ
サード

ヴィリジェルモ《銘板を掲げるエノクとエリヤ》、12世紀初頭、大理石、モデナ大聖堂ファサード
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図９

ヴィリジェルモ《獅子の口を裂くサムソン》、12世紀初頭、大理石、モデナ大聖堂ファサード

図10

モデナ大聖堂ファサード

ヴィリジェルモによるレリーフの分布（太枠、注記は筆者による）
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これらのレリーフ群については、これまで社会的な背景と関連付けて様々な解釈が試みられて
いる。フルゴーニが1999年に発表した論文では、聖堂全体の図像プログラムにおいて、共に地を
耕す姿で描かれる楽園追放後のアダムとエヴァや十二ヵ月の労働の図像など、救済にあずかる手
段としての労働が強調されていると指摘し、その背景として、周辺農地を含めた領域都市として
の発展や、商人や職人などの新しい階層の台頭が関係していると述べている（２）。また、グラス
による2010年の著作では、イタリア北部ロマネスク彫刻の図像の展開について、グレゴリウス改
革との関連性という観点から論じている。モデナ大聖堂のレリーフ群については、創世記レリー
フの場面構成がグレゴリウス改革推進のために流通していた大型聖書と同じ系譜にあることや、
アーケードで囲まれた人物像などの古代石棺由来の図像がトスカーナ伯マティルデと関係の深い
修道院に見られるものと共通することなどから、マティルデが支援していたグレゴリウス改革と
の関連性を指摘している（３）。
実際、この聖堂建造の背景として、領域自治都市国家としての発展、叙任権闘争の影響など、
当時の複雑な政治状況が指摘できるのは事実である。古代のモデナはローマ帝国の植民都市とし
て栄えていたが、５世紀頃から異民族の侵攻や洪水の被害に繰り返しさらされて荒廃していった。
都市の復興は９世紀末、司教レオドイーノ（生没年不明、在位871-892）によって行われた。レ
オドイーノはイタリア王グィド・ディ・スポレートより権利を得て、市壁や聖堂を再建するとと
もに新たに司教館を建設した。その後モデナは、970年の皇帝オットー１世の特許状により水路
の管理・建設等の権利が認められると、ヴェネツィアを媒介とした東方との交易を通じて経済的
にも復興を遂げた。これに伴い、都市に定住した商人や職人が教会の運営における影響力を強め、
さらに11世紀頃には大規模農場主も都市に移住して周辺農地を管理するようになり、モデナは領
域都市へと発展していった。
こうした都市の発展の一方で、11世紀末には叙任権闘争が激化し、モデナも大きな影響を被っ
た。皇帝ハインリヒ４世を後ろ盾として多大な権力を握っていたモデナの司教エリベルト（生年
不明 -c.1092、在位1054-1085）が、対立教皇を支持したことを理由に、1081年の教会会議で教皇
グレゴリウス７世から破門されたのである。エリベルトが破門された後、教皇ウルバヌス２世
（c.1035-1099、在位1088-1099）はベネデット（生年不明 -1097、在位1085-1097）をモデナの司教
に選任したが、ベネデットは市内に入ることなく1097年に死去している。その後、モデナの司教
座は1100年にドドーネ（生年不明 -1136、在位1100-1136）が選任されるまで空位であった。この
ような状況の中で、現在の聖堂の建築が決定されたのである。
聖堂建築の経緯は、
『聖ゲミニアヌス移葬記』
（以降『移葬記』とする）に記録されている（４）。
『移葬記』によれば、現聖堂の建設は旧聖堂の老朽化による建て直しである。旧聖堂をそのまま
使い続けると倒壊の危険があるため、司教不在の状況下で、
「上層市民（cives）、あらゆる小教
区の代表者、同教会のあらゆる騎士達（milites）
」の意見が一致して聖堂の建設が決定された（５）。
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こうして1099年５月23日に基礎の掘削が開始され、同年６月９日に礎石が設置された。この６
月９日は後陣外壁やファサードの銘文において記念されている。献堂式は、教皇パスカリス２世
（c.1055-1118、在位1099-1118）のイタリア訪問に合わせて1106年に聖ゲミニアヌスの聖骸の移葬
ともに行われた。この時点では大聖堂の建築は完成しておらず、建物全体が完成したのは、改め
て献堂式が行われた1184年頃であると見られている。
この『移葬記』の著者は、当時の聖堂参事会付属学校長であるアイモーネであるという説が有
力である（６）。『移葬記』で強調されているのは、聖堂の建設が司教不在時に市民の代表により決
定されたという点である。この場面は挿絵にも描かれており、建築家ランフランコが市民を代表
するような様子で描かれている。
『移葬記』本文でも建設や献堂に関しての一連の事業をランフ
ランコが主導したように記述されているが、実際の献堂式は教皇パスカリス２世の訪問に合わせ
て行われていることから、
『移葬記』での記述は著者アイモーネが市民であるランフランコの役
割を重要なものとするために脚色した可能性が指摘されている（７）。建築家ランフランコは、同
じくアイモーネが起草した後陣の献堂の銘文においても、大理石の聖堂と守護聖人の名前と共に
讃えられており、聖堂建設を主導した聖堂参事会にとって市民のイメージを代表する人物であっ
たことが推測できる。
なお、彫刻家ヴィリジェルモについては1106年の献堂より少し後から彫刻の制作を開始してい
ると考えられている。これは、ヴィリジェルモの最晩年期に制作された北イタリアのピアチェン
ツァ大聖堂の彫刻の制作年代（1120年代前半）や、その次の世代の彫刻家ニコラウスの制作年代
（1120年代中葉）の様式の展開から導き出されたものである（８）。ヴィリジェルモの名前は献堂式
までの経緯を記録した『移葬記』や後陣外壁に設置された銘文には登場しないが、ファサードに
設置されているエノクとエリヤが掲げる銘文において言及されている。銘文はまず「双子座の軌
道を蟹座が歓喜して昇るとき、1099年６月９日誉れ高き聖ゲミニアヌスのかの聖堂が創建され
る」と聖堂の創建の日付を讃えている（９）。そして、少し小さな文字で「彫刻家達の中でもどれ
ほど栄光にふさわしいか、ヴィリジェルモよ、今そなたの彫刻が明らかにするだろう」とヴィリ
ジェルモへの賛辞を追記している。この銘文は、
「双子座（gemini）
」を創建の日付だけでなく「聖
ゲミニアヌス（Geminianus）
」の修辞として用いて守護聖人への崇敬を強調している。
いずれにしても、『移葬記』
、後陣外壁の銘文、ファサードの銘文においても中心となっている
のは守護聖人聖ゲミニアヌスであるが、ここで注目したいのは、『移葬記』と後陣外壁の銘文に
おいて、守護聖人と聖堂の建設の両方に関連するものとして大理石が登場する点である。
『移葬
記』では、石材の不足によって聖堂の完成が危ぶまれたときに神の導きによって大理石などの石
材が発掘された奇跡が記述されている。この奇跡は聖ゲミニアヌスの功徳によるものであり、こ
の奇跡によりランフランコは聖堂を完成させることができた。また、後陣外壁の銘文では、守護
聖人の庇護のもとに建築された聖堂への賛辞の冒頭で大理石について言及している。これらの記
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述において、大理石は守護聖人と市民とを結ぶ重要な鍵となっているように思われる。
したがって、序でも言及したように筆者は、古代の石材、とりわけ大理石の再利用に注目する
ことによってはじめて、聖堂の建設の背景が明らかになり、ファサードの彫刻図像を理解しうる
と考えている。次の章では、
『移葬記』および後陣外壁の銘文における記述をふまえながら、モ
デナ大聖堂における石材の利用について検討する。

２．モデナ大聖堂の石材
1980年代にモデナ大聖堂の大規模な修復が行われ、その際に壁面の石材の種類についても調査
が実施されている。調査の詳細については1985年に刊行されたカタログに収録されている（10）。
その後、2005年から2014年にかけてファサードおよび聖堂に隣接するギルランディーナ塔の修復
をしており、この時にも改めて壁面の石材を調査している。以下、この2005年から2014年にかけ
（11）
て行われた調査をもとに論をすすめる（図11）
。

図11

モデナ大聖堂ファサード

石材分布（網掛け、凡例の日本語注記は筆者による）

聖堂外壁での石材の分布を見ると、まず、基底部には粗面岩や片麻岩など強度と耐久力のある
火山岩や変成岩が使用されている。そして、壁面部分にはイストリア産、ヴィチェンツァ産、ヴェ
ローナ産石灰石などが使用されている。これらの石灰石は、大理石の代用として建築や装飾に使
用されることが多く、鉱物学上では石灰石であっても「大理石（marmor）」と呼ばれることも
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ある。
岩石学上の大理石も少量であるが使用されており、分析によりパロス産大理石であることが判
明している。大理石が石灰石と異なるのは、結晶体を含んでいる点であり、磨くとこの結晶が光
を反射して輝きが生まれるため、古代から高貴なものとして扱われてきた。モデナ大聖堂では、
大理石は12世紀初頭の聖堂創建期にヴィリジェルモ自身が手掛けたレリーフ群の大部分に集中し
て使用されている。
《獅子の口を裂くサムソン》
《下向きの松明を持つ有翼童子》
《下向きの松明
を持つ有翼童子と鳥》
《銘板を掲げるエノクとエリヤ》のレリーフ、そして《創世記》レリーフ
（12）
のうち《天地創造》
、
《アダムの創造》
、
《アベルとカインの奉献》の場面である（図12）
。
《ア

ベルとカインの奉献》の場面においては、アベル、カイン、テラモンの部分が大理石、創造主の
部分は石灰石という形で分割して使用されている。

図12

モデナ大聖堂ファサード

大理石を使用したレリーフの分布（太枠、網掛け、注記は筆者による）

これらの石灰石や大理石などの石材は、基本的には過去の建築物などの再利用である。ただし、
調達ルートについてはモデナ近郊だけでなく、他の地域から取り寄せた可能性も存在する。
もともとエミリア・ロマーニャ地域では、ヴェローナのサンタンブロージョ・ディ・ヴァルポ
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リチェッラからヴェローナ産石灰石を調達する河川ルートが古代から発達しており、大理石の代
用として使用されるのはヴェローナ産石灰石が主流であった（13）。しかしモデナでは、970年にオッ
トー１世の特許状によって市内の水路建設の権利を獲得して以降、ヴェローナ産石灰石を調達し
ていた水路よりも、ラヴェンナやヴェネツィアを経由した東方との交易のための水路を主に使用
するようになっていた（14）。したがって、ラヴェンナやヴェネツィアなどのアドリア海沿岸地域
の遺構から、その地域で多く使われていたイストリアやヴィチェンツァ産の石灰石を入手するこ
とも可能であった。使用されている量から考えても、イストリア産石灰石とヴィチェンツァ産石
灰石については、モデナ近郊からだけでなく、このような当時の交易ルートを通じて石材を追加
していた可能性が高いだろう。一方、ヴェローナ産石灰石については聖堂の基礎部分に若干使用
されているが、多くは13世紀以降のカンピオーネの職人達によって追加された部分に使用されて
いるため、12世紀初頭の時点ではモデナ近郊の遺構からの再利用がほとんどであると思われる。
パロス産大理石については、採掘が古代で終了しているため、古代のモニュメントからの再利
用であることは間違いない。12世紀初頭に使用されている分は非常に限られた量であり、一部に
ついては過去の聖堂の内陣仕切りであることが指摘されていることから、多くは過去の聖堂から
の再利用であると考えられている（15）。
以上のことをふまえると、もし実際に建築の途中で大量に石材が追加されたのであれば、交易
によって石灰石が調達されている可能性もある。したがって、
『移葬記』で発掘された大理石や
石材は、具体的な石材のグループを指すものではなく、あくまで象徴的なものとしてとらえる方
が妥当であろう。
石材の象徴的な用い方を考えるうえで注目したいのは、古代の石材の再利用である。12世紀初
頭に制作された部分については、古代の石材の再利用であるかどうかを一見して判別することは
難しい。これに対し、13世紀以降のカンピオーネの職人達が手を加えた部分については、古代の
モニュメントの形やレリーフを見せるような形で再利用されている。古代遺物の再利用には、素
材として再利用する場合と、その遺物が象徴するものを誇るための再利用があるが、単純にこの
ような分類で判断する前に、モデナ大聖堂創建当時に「古代」や「石材」がどのように意識され
ていたのか、それまでの経緯も含めて次章で検討していくこととする。

３．古代遺物の再利用と意識の変遷
古代遺物の再利用は早い時期から行われていた。４世紀から５世紀頃には、主に貴族の埋葬用
として古代の石棺が再利用されている。モデナでも、２世紀から３世紀頃の様式の石棺に４世紀
のコンスルの名前が彫られているものが確認されている（16）。これは、資材としての再利用であり、
古代の石棺そのものが特別な意味を持つものではない。ミラノ司教聖アンブロシウス（c.340-397、
在位374-397）が387年頃に友人に宛てた手紙で「半壊した諸都市の残骸（semirutarum urbium
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cadavera）
」が見られたと記述しているように、４世紀にはすでにモデナの繁栄は過去のものと
なりつつあったが、古代の物に特別な意味を与えて扱っていたような形跡は見られない（17）。
９世紀に入ると、モデナでは、荒廃した都市を立て直すために市壁や聖堂、司教館などの建設
が行われた。司教レオドイーノがイタリア王グイド・ディ・スポレートから権限を委譲されてこ
れらの事業を指揮したが、この時建設された聖堂にも古代の建築の断片が再利用されている（18）。
レオドイーノによる都市の再建と関連が深いのが、９世紀末から10世紀初頭にまとめられた聖ゲ
ミニアヌスの聖人伝（

）である（19）。この聖人伝には、５世紀の異民族の侵攻や洪水

から都市を守った伝説が記されているが、都市を守るという点で、まさにレオドイーノが再建し
た市壁の機能と一致するものである。このほかにも、レオドイーノの時代の司教の役割を想起さ
せるような伝説が記録されており、司教の功績を間接的に讃えている。聖人伝は、11世紀半ば頃
にさらに詳細かつ多くの伝説を含むものとしてまとめられ（

）、マジャール人がイ

タリアに侵攻した際にモデナが奇跡的に襲撃を逃れたという奇跡が加筆された（20）。この加筆に
より、都市を守る聖人と市壁のイメージがさらに強調されることになった。また、９世紀後半に
作られた韻文

では、異民族の侵攻に備えて市壁で見張りをする若者

達と、悪に対して見張り人々を守護するキリストの姿が描写され、都市の守護のイメージと神の
加護のイメージを重ねられている（21）。
このように９世紀以降のモデナでは、荒廃から復興へと向かう機運が高まっていく中で、都市
を守護する建築物は守護聖人の伝説になぞらえて語られ、復興を率いていた司教達の功績を間接
的に讃えるものとなっていた。しかし、実際の建築やその素材に直接言及ような表現は使われて
いない。一方、12世紀初頭のモデナ大聖堂については、前述のとおり、古代の大理石が一部に使
用されており、それに言及した文書も残されている。次章ではこれらの文書について、同時代の
例と比較しながら分析を行う。

４．創建の銘文と『移葬記』における古代の大理石
古代の大理石について言及しているのは先述した『移葬記』と、大聖堂の後陣外壁に設置され
た創建を記念する銘文である（図13）
。銘文は以下のとおりである。
大理石は鑿で形作られ、この聖堂はあらゆる方向に美しく輝く
ここに聖ゲミニアヌスの聖骸が眠る。
栄誉の欠けるところのない彼を全世界が祝福する。
我々はむしろ、［ゲミニアヌスが］牧する者達であり、また［神への］奉仕の衣のために［彼
が］はぐくむ者達でもある。
彼は請うている。その各々のために、魂の真の療治を。
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［文字欠落］［魂は］正しき状態になり、これから救済者によって回復される。
その才能により傑出した熟練者かつ適任者であるランフランコは
この建築の主導者であり、指導者であり、監督者であり
それゆえに成されるべきことに着手し、ここにある文章が［それを］記述する。
６月の満月［イドゥス］が輝く時から５日前［６月９日］
有用なこれらの成就に向けてアイモーネが起草する。
聖ゲミニアヌスの行政官ボッツァリーノがこの銘板を制作した（22）。

図13 《聖堂の創建を記念する銘板》13世紀初頭、大理石、モデナ大聖堂後陣外壁

この銘文は、冒頭で鑿を入れられて輝きを取り戻した大理石による聖堂を讃えている。そして、
都市の守護聖人聖ゲミニアヌスの聖骸がそこに安置されて市民の救済をとりなしていることに言
及し、最後に聖堂の建築の主導者、指揮者、監督者であるランフランコを讃えている。
大理石の由来については、
『移葬記』で次のように記されている。
まさにあなたは、誰もが見たことも、考えたことも、聞いたこともなかった場所に人々を
導き、そこを掘らせると、あなたの豊かな慈悲により、壁を囲う作業をなしとげるのに十分
であると思われるほどの、驚くべき量の大理石や石材の堆積物を出現させたもうたのであっ
た。
至高なる父よ、我々は、このことを決して我々の功徳として記述するのではない。実際の
ところ、あなたの慈悲は、我々がそれに値するからではなく、かの者［聖ゲミニアヌス］が
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熱心に、常に聖務に励んだことによって与えられたものであると、我々は信じている（23）。
ここで大理石は、神に導かれて出現したものであると語られている。そして、石材の不足によ
り完成が危ぶまれていた聖堂を完成に導いたのは、聖ゲミニアヌスの功徳であるとしている。
このように、聖堂の建設とそこに使われている大理石の由来について記述する形式は、同時代
にいくつか例が見られる。まずは一例として、モンテ・カッシーノ修道院の献堂のオードにおい
て、大理石がどのように語られているか確認していくこととする。オードは頌歌に相当する自由
形式の抒情詩で、公的な行事や儀式の際に歌われるものも多い。1071年に行われたモンテ・カッ
シーノ修道院の献堂式には、教皇、枢機卿のほか、教皇の側近としてイルデブランド（後の教皇
グレゴリウス７世）も臨席した（24）。その際に、サレルノの大司教アルファウスが祝賀のために
捧げたオードにおいて、ローマから運ばれてきた大理石が讃えられている。
オードでは、まず、アポロの神殿が丘の上に建っている様子や、ベネディクトゥスが悪魔を追
い出してキリストを讃える修道院を建てたことについて言及しながらベネディクト会の設立の歴
史を振り返っている。そして、それに続く部分で、デシデリウスによって再建された聖堂を賛美
している。大理石を使用した建物については、その賛辞の冒頭で次のように描写されている。
大理石の石材によるものである。外側にそして内側に輝いている教会の壁は。
しかしながら、これは困難や未熟な技のために大変な労力をもって都市［ローマ］からそれ
ぞれの柱が運ばれたのである。
それ以外の側面の部分は、並外れた代償［骨折り］の重さゆえに至るところから購入された。
ヘスペーリア［イタリア中部］の職人達は［その部分を］十分供給できず、トラキア人の物
品によって充足されたのである（25）。
続く部分で選りすぐりの職人を集めて聖堂を装飾したことが述べられ、そして、聖堂建築の賛
美は次のような言葉で締めくくられている。
カッシーノよ、そなたの柱廊よりもより良い市壁を建てるのは誰だろうか。
キュロス王の自身の黄金宮殿も、ソロモンの建造物も、この座に値しない。
そなたは一層まばゆく輝くのだ（26）。
大理石を使用した教会の建物が内外に輝くさまを讃える表現は、モデナ大聖堂の後陣外壁の銘
文と共通している。しかし、それに続く部分は大きく異なっている。まず、石材の調達元がロー
マであることを明言している。そして、このようにローマから運び込んだ大理石や選りすぐりの
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装飾を備えたモンテ・カッシーノの聖堂は、様々な世俗の王による神殿や宮殿に勝るものである
と讃えているのである。モンテ・カッシーノのこのような装飾については、セッティスが以下の
ように説明している（27）。
デシデリウスは、野蛮な略奪者としではなく、活発に古代の装飾の断片を探索し、自身の文
化の要素、および教会と帝国の首都の「勝利の記念碑」として新しい建物において提示する
ことにより、むしろ人文主義者としての役割を果たしているように見える。
ここでいうローマは、最高司祭の座する場所としてのローマであり、また、かつての帝国の首
都としてのローマでもある。したがって、そのローマの遺構から大理石の柱を神の住まいに運び、
選りすぐりの技術をもって宝石などとともに装飾し、過去のどの世俗の王が建てたよりも素晴ら
しい聖堂を建てたと述べるこのオードは、世俗の王たちに対する教会の勝利を讃えているのであ
る。このような文脈において大理石は、
「勝利の記念碑」としての意味が与えられている。
しかし、大理石に与えられる意味は、古代の栄光や勝利の記念碑だけではない。別の例として、
サン・ヴィクトールのアダムによるセクエンティア集に含まれる「教会献堂の八日間」における
大理石の位置づけについて確認していく。サン・ヴィクトールのアダムは、従来はブルターニュ
出身の修道士（Adam Brito 1192年頃没）と考えられていたが、最近では「ノートル＝ダムの先
唱者（precentor）
」と呼ばれ、1146年頃没した人とする説が有力である（28）。生年と出身地は不
詳であるが、おそらく1130年頃ノートル＝ダムからサン・ヴィクトールに移ったと考えられてい
る。そこでフーゴーの思想に続く学問を究めたと言われている（29）。セクエンティアは詩篇の唱
和に続く賛歌の一つで、ザンクト・ガレンの修道士ノートケル（c.840-912）に始まったとされる（30）。
アダムのそれは12世紀の代表的なものとして長く伝えられてきたものである（31）。サン・ヴィク
トールのアダムによるセクエンティア集のうち、大理石が登場するのが以下に引用する「教会献
堂の八日間」である。
教会献堂の八日間（32）
１．ソロモン王は神殿を造営した。
それはキリストと教会の／表徴であり予型である。
彼は恩恵を受けた／神殿の帝王、礎石／創設者である。
２．角型の神殿の礎石は大理石。
壁も同じく大理石。
白い花は貞潔を示し／隅の礎石は力と不変を表す。
３．知恵と信仰と義によって／建てられた／高く、広く、壮大な神殿は／信・望・愛を示す。
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４．神殿は三つの部分、すなわち／最も低い部分、中間／そして最も高い部分に分けられる。
中間部は今の世の人すべて／低い所は、すでにこの世を去った人
高い部分は、甦るであろう人々である。
５．神殿の長さは、それぞれ六十アンマ。
だがそのおのおのは／脇間を具えている。
その三重の造りは／三位一体に照応する。
６．威光に満ちた神殿は／ひときわ高く聳え立ち／堂内には、肉桂、ミルラ／香油、香木が
香りたつ。
これらは祭司たちの善い行いと／善い言葉を表している。
７．この神殿の、全ての黄金の器は／選りすぐられた宝である。
教師たちも管理者たちも／聖霊の火によって／十分に錬られ、試され／鍛えられた者た
ちである。
８．このように、ダビデ王が／前もって備えた良いものを使い／ソロモンは、神殿を造営し
た。
だが高価な木材について、ソロモン王は／ティルスに感謝を惜しまない。
ティルスの男たちは、その技を提供したから。
９．このように神殿が、ユダヤ民族と／ティルスの両民族によって／完成したように／教会
も、二つの民族によってでき上がった。
双方を、同じ素材の石として使ったキリストよ／あなたに賛美と誉れあれ。
このセクエンティアでは、
「キリストと教会の表象であり予型」であるエルサレムのソロモン
の神殿になぞらえて、献堂する聖堂を称賛している。ソロモンによる聖堂建設の物語は、歴代誌
上28章から29章および歴代誌下４章にかけて記述されている。ソロモンはダビデの子でありその
王国の継承者である。ダビデは全会衆を前にして、まだ若いわが子ソロモンを「神がただ一人お
選びになった」（代上 29: 1）者として宣言し、さらに神殿の建設の準備のために宝石などと一緒
に大量の大理石を調えたことを、以下のように宣言した。
わたしは、わたしの神の神殿のために力を尽くして準備してきた。金のために金を、銀のた
めに銀を、青銅のために青銅を、鉄のために鉄を、木材のために木材を、縞めのうの石、象
眼用の飾り石、淡い色の石、色彩豊かな石などあらゆる種類の宝石と大量の大理石を調えた。
（代上 29: 2）
ダビデによって神殿の建設が計画された際に神は、預言者ナタンの口を通じて、ダビデの子孫
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が「わたしのために家を建て、わたしは彼の王国の王座をとこしえに固く据える」と約束した（サ
ム下 7: 13）
。そして、キリスト教においてはイエスが「ダビデの子」と呼ばれ、弱者の解放、自
らの死を通した罪と死からの人間の解放によって、終末的、普遍的救済を実現し、神の国を確立
すると考えられている。
このセクエンティアにおいて、大理石や様々な装飾は、とこしえの王国を約束されたダビデが
用意したものであり、神とダビデとの契約の証としてソロモンに引き継がれ、神殿として造営さ
れたものである。したがって、神の国の確立の予型であるソロモンの神殿建設のエピソードを象
徴するものとして位置づけられており、ここで権威とされているのは神とダビデとの契約である。
以上の２つの例では、聖堂建設における大理石の由来について語っているが、その由来に関す
る記述は、文書を編纂した人々が何を権威の根拠としていたかという点を反映している。ここで
モデナ大聖堂の後陣外壁の銘文や『移葬記』での記述を振り返ってみると、大理石はモンテ・カッ
シーノのオードのように調達元を明言するのではなく、神に導かれて「誰もが思いつかないよう
な場所」から掘り出したと記述している。したがって、聖堂の建設を主導した人々は、古代の都
市の繁栄や現在の経済の発展を誇るのではなく、このような神の奇跡を導いた守護聖人聖ゲミニ
アヌスを権威のよりどころとしたのであると思われる。

おわりに
大理石を代表とする古代の石材は、都市の古代起源を誇示したり、勝利の記念碑として利用さ
れるだけでなく、一見素材として利用されていても、その来歴を文書に記すことによって建築物
を権威づけている例も存在する。12世紀初頭のモデナでは、神の奇跡によってもたらされたとい
う由来を記述することで聖堂の権威づけをしていたと考えられる。その際に権威のよりどころと
なっているのは、都市の守護聖人聖ゲミニアヌスである。聖ゲミニアヌスは、９世紀のレオドイー
ノの時代以降、都市の復興のイメージを担ってきており、1099年の聖堂建設においてもその傾向
は継続している。この時に権威のよりどころを聖ゲミニアヌスに求めたのは、叙任権闘争に関連
して司教が破門されたという状況下で、まずは周辺領域も含めた司教区内の人々に対する求心力
が必要であったからであると推測できる。
このように大理石に象徴的な意味を持たせて後陣の銘文と『移葬記』の文章を起草したのはア
イモーネであるが、彼は図像の立案にもかかわっていたと見られている。したがって、アイモー
ネが大理石に込めた意味は、何らかの形で図像にも関連している可能性が高い。そして、素材に
ついて特に指示は出さなくても、重要度の高い部分について、実際に作業をする彫刻家と認識を
共有することは十分にあり得る。
石材の使い分けに関する意識については、モンテカッシーノ修道院の建設に関する同時代の年
代記が参考となる。聖堂を建築する際に聖ベネディクトゥスの墳墓が発見され、それを元通りに
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埋めるのに使った石材は単に「貴重な石材」
（pretiosis lapidibus）として言及しているのに対し、
新たに造られた棺については「パロス産大理石（Pario marmore）で非常に美しく（nimis pulchro）造り上げた」と記載しており、重要な箇所に大理石を優先的に使っていたことが伺える（33）。
したがって、大理石が使用されている部分、つまり《獅子の口を裂くサムソン》
《下向きの松明
を持つ有翼童子》《下向きの松明を持つ有翼童子と鳥》
《銘板を掲げるエノクとエリヤ》のレリー
フと、《創世記》レリーフの《天地創造》
、
《アダムの創造》
、
《アベルとカインの奉献》の場面は、
優先的に扱うべきグループとして認識されていた可能性が高く、ゆえにファサードレリーフ群の
なかで中心的な意味を担っていたものである可能性も十分に指摘できるといえる。この問題につ
いて稿を改めて論じることとしたい。
図版出典：
図１、６、７、８、９、10、12：Chiara Frugoni (a cura di),

, Modena: Franco Cosimo Panini,

Atlante I, 1999.
図２、３、４、５、13：筆者撮影
図11：Francesca Piccinini, “Il Sito UNESCO MODENA: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande (1997)” Corso
di formazione per insegnanti 1 incontro Francesca Piccinini Coordinatrice del Sito Unesco di Modena 09
ottobre 2014. http://docplayer.it/55243282-Il-sito-unesco-di-modena-cattedrale-torre-civica-e-piazza-grande1997.html（最終アクセス：2018年８月12日）
注
（１） 人名の読み方については、聖人・教皇の名前はラテン語読み、その他は基本的にはイタリア語読みとした。
また、日本で一般的に通用している読みがある場合はそれに倣った。最初の聖堂の建設については以下を参照。
Giuseppe Cappelletti,

, Venezia: Giuseppe Antonelli, vol.

’

XV, 1859, p. 206.
（２） Chiara Frugoni, “La Facciata, le Porte, le Metope: un Programma Coerente”, in

,

Modena: Franco Cosimo Panini, Testi, 1999, pp. 9-38.
（３） Dorothy F. Glass,

,

.

, Farnham, England; Burlington, VT: Ashgate, 2010.
（４） 当該史料の表題に相当する部分は «relatio sive descriptio de innovatione ecclesie Sancti Geminiani, Mutinensis presulis, ac de translatione vel revelatione seu etiam consecratione eius beatissimi corporis a domno
Paschali, sancte Romane sedis summon pontifice, diligenter celebrata.»（モデナの司教聖ゲミニアヌスの聖堂
の再建について、およびローマの最高司祭であるパスカリス教皇によって厳かに執り行われた聖ゲミニアヌ
スの聖骸の移葬、確認、そして奉献についての記述および報告）である。『聖ゲミニアヌス移葬記』という表
題は以下の文献に準拠した。児嶋由枝「『カノッサの屈辱』とモデナ大聖堂」
『歴史家の散歩道』上智大学出版、
2008年。
（５） Matteo Al Kalak,

, Modena: Poli-

grafico Mucchi, 2004, p. 22. «civium, universarumque plebium prelatorum, seu etiam cunctorum eiusdem
ecclesie militum»
（６） 現在伝わっている『移葬記』の写本はモデナ大聖堂参事会古文書館蔵（13世紀後半）の写本と、エステ家
図書館蔵の写本（16世紀の年代記家アレッサンドロ・タッソーニによる年代記の一部）の２つの系譜がある。
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ガラヴォッティ等の分析によれば、原本は移葬の直後（12世紀前半）に書かれたもので、著者は献堂の銘文
を起草した人物と同一人物、すなわち聖堂参事会付属学校長のアイモーネであるとされている。ガラボッティ
による研究は Pietro Galavotti,

, Modena: Aedes Muratori-

ana, 1972.
（７）『移葬記』における記述と実際の献堂に関する論考は、以下を参照。児嶋由枝「『カノッサの屈辱』とモデ
ナ大聖堂」『歴史家の散歩道』上智大学出版、2008年。
（８） Saverio Lomartire, “Appunti su alcune componenti nicoliane dell’apparato plastico del Duomo di Piacena”,
in Bollettino storico piacentino, 86, 1991, pp. 197-222; Giovanni Lorenzioni e Giovanna Valenzano,
, Verona: Banca popolare di Verona e Banca S. Geminiano e Prospero, 2000.
（９） Shede E2, a cura di Saverio Lomartire, in

, Modena: Franco

Cosimo Panini, 1984, p. 378. «Du(m) Gemini Cancer / cursu(m) consendit / ovantes. Idibus/ in quintis Iunii
sup t(em)p(o)r(e)/ mensis. Mille Dei/ carnis monos cen/tu(m) minus annis./ Ista domus clari/ fundatur Gemini/ani./ Inter scultores quanto sis dignus onore claret scultura nu(n)c Vuilgelme tua.»
（10） Cristina Acidini Luchinat, Luciano Serchia e Sergio Piconi, “Note sulla natura delle pietre usate nel Duomo
di Modena”, in

, Modena: Franco Cosimo Panini, 1985, pp. 298-

305.
（11） 石材の種類の分布図は以下の資料に引用されているものを参照。Francesca Piccinini, “Il Sito UNESCO
MODENA: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande (1997)”, Corso di formazione per insegnanti 1 incontro
Francesca Piccinini Coordinatrice del Sito Unesco di Modena 09 ottobre 2014. http://docplayer.it/55243282Il-sito-unesco-di-modena-cattedrale-torre-civica-e-piazza-grande-1997.html（最終アクセス：2018年８月12日）
（12） 1980年代の調査で大理石製とされていた《水を飲む鹿のレリーフ》
《魚の尾を持つ動物に乗った人物像》
《聖
マタイのシンボル》《聖マルコのシンボル》のレリーフは、2005年から2014年の調査ではイストリア産石灰石
であると特定されている。
（13） Pierpaolo Brugnoli, “Marmi veronesi nelle città laterizie della Pianura Padana”, in
,

’

,

’

, a cura di Enrico Guidoni e Catia Mazzeri,

Roma: Kappa, 2001, pp. 51-52.
（14）

., pp. 56-57.

（15）《アダムの創造》場面のレリーフは旧聖堂の内陣仕切りの再利用であるという指摘がある。詳細は以下を参照。
Vicenzo Maestri, “La Badia di Frassinoro”, in

’

,

Modena, 1895, p. 25.
（16） Fernando Rebecchi, “Il Reimpiego di materiale antico nel Duomo di Modena”, in
, cit., p. 321
（17） 聖アンブロジウスの書簡については以下を参照。Ambrosius, Epistola 39 in

, Jacques Paul

Migne (ed.), online database, vol. 16, cols. 1099C.
（18） 一例として、１世紀後半の建築のアーキトレーヴが柱として加工されたと見られる断片が残っている。詳
細は以下を参照。Catalogo R8, a cura di Fernando Rebecchi, in

.

,

cit., p. 340.
（19）

については以下を参照。Pietro Bortolotti,

.

, Modena: 1886, pp. 61-75.
（20）
（21）

については以下を参照。Pietro Bortolotti,

.

., pp. 77-104.

については以下を参照。Aurelio Roncaglia, “Il canto delle scolte modenesi”, in

Cultura neolatina, Modena : Società tipografica modenese, VIII, 1948, pp. 5-46, 205-222.
（22） 末尾に現れるボッツァリーノ（生没年不明）という人物は、1208年から1225年まで行政官を務めた人物で
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モデナ大聖堂ファサード彫刻における古代大理石の再利用の意味について
ある。「hoc opus」が銘文を指すのか、銘板を指すのかといった点については、かつて議論があった。現在は、
オリジナルの銘板が破損したか読解不能になったために、12世紀末から13世紀初頭にボッツァリーノが修復
をし、あえて字体を使い分けてその旨を追記したという説が支持されている。詳細は以下を参照。Augusto
Campana, “La testimonianza delle iscrizioni”, in

.

, cit., pp. 366-368.

本文の［ ］内は筆者による補足（以降同様）。銘文の原文は以下を参照。Shede E1, a cura di Saverio Lomartire, in

.

, cit., pp. 378-380. «Marmorib(us) sculptis Dom(us) haec

micat undiq(ue) purchris/ Qua corpus s(an)c(t)i requiescit Geminiani./ Que(m) plenu(m) laudis terraru(m) celebrat orbis./ Nosq(ue) magis quos pascit alit vestiq(ue) ministri./ Qui petit ic veram membris animaeque
medela(m)./ [...] recta redit hincq(ue) salute recepta./ Ingenio clarus Lanfrancus doctus et aptus./ Est operis
princeps huius. rectorq(ue) magister./ Quo fieri cepit demonstrat littera presens./ Ante dies quintus Iunii
tunc fulserat idus./ Hos utiles facto versus composuit Aimo./ Boçalinus massarius sancti Ieminiani. Hoc opus
fieri fecit.»
（23） Matteo Al Kalak,

.

., pp. 28-30. «Ecce, ubi nunquam visum, nunquam cogitatum, nunquam ab aliquo

auditum fuerat, mentes hominum persuadens terram facis effodere, miras lapidum, marmorumque congeries
ex moltitudine misericordiarum tuarum dignaris ostendere, que quidem ad perficiendum ceptum opus videantur satis posse sufficere. Quod certe, Pater sanctissime, non nostris asscribimus meritis, non enim tantis
sumus digni benefitis, sed illius te credimus excitatum precibus, cuius ex intimo corde servitium semper
adimplere nitimur.»
（24） Luigi Tosti,

, Napoli, vol. I, 1842, p. 337.

（25） 原文は以下を参照。Jacques Paul Migne (ed.),

, online database, vol. 147, 1237A-B. «Mar-

moreo foris est lapide/ intus et ecclesiae paries/ splendidus. hic tamen haud facile/ ducta labore vel arte
rudi/ omnis ab urbe columna fuit// Undique caetera lata loci/ Pondere prae nimio pretii/ Empta fuere, nec
Hesperiae/ Sufficiunt satis artifices:/ Thracia merce locatur ad haec.»
（26） Jacques Paul Migne (ed.),

, online database, vol. 147, 1238A. «Quis meliora, Casine, tuis/

Moenia porticibus statuit?/ Aurea non domus ipsa Cyri,/ Non Salomonis opus valuit/ Sedibus his rutilare
magis.»
（27） Salvattore Settis, “Tribuit sua Marmora Roma: sul reimpiego di sculture antiche”, in
, cit., p. 312.
（28） サン・ヴィクトールのアダムに関する詳細は以下を参照。上智大学中世思想研究所編『中世思想原典集成
〈９〉サン＝ヴィクトル学派』平凡社、1996年、（以降、中世思想研究所『サン＝ヴィクトル』と略記）21頁；
Frederic James Edward Raby,
, Oxford: Oxford University Press, 2nd ed., 1953, pp. 345-363.
（29） Frederic James Edward Raby,

.

., p. 349.

（30） ８世紀後半から９世紀頃からアレルヤ唱に続いて歌われるようになっていたセクエンティアを、ノートケ
ルが賛歌の一形式として成立させた。９世紀までの作品群は韻律を用いない自由詩で、初期セクエンティア
と呼ばれ、後の時代のものと区別されている。初期セクエンティアの詳細は以下を参照。中世思想研究所『サ
ン＝ヴィクトル』、241頁。
（31） 10世紀以降のセクエンティアは後期セクエンティアと呼ばれ、それまでの自由詩が次第に形式化され、韻
律詩体ともいえる形式で書かれるようになった。アダムの活躍した12世紀には多くの後期セクエンティアが
作られた。後期セクエンティアの詳細は以下を参照。中世思想研究所『サン＝ヴィクトル』、241頁。
（32） 日本語訳については、中世思想研究所『サン＝ヴィクトル』（298−300頁）より引用。原文は以下を参照。
Digby S. Wrangham (ed. and trans.),

.
.

,
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London: Kegan Paul & Trench. and Co., vol. 1, 1881, p. 144-149. «1. Rex Salomon fecit templum, Quorum
instar et exemplum Christus et ecclesia, Hujus hic est imperator, Fundamentum et fundator, Mediante gratia. 2. Quari templi fundamenta Marmora sunt, instrumenta Parietum paria; Canden flos est castitatis, Lapis
quadrus in praelatis Virtus et constantia. 3. Longitudo, latitudo, Templique sublimitas, Intellecta fide recta,
Sunt fides, spes, caritas. 4. Sed tres partes sunt in templo Trinitatis sub exemplo Ima, summa, media: Ima
signat vivos cunctos, Et secunda jam defunctos, Redivivos tertia. 5. Sexagenos quaeque per se, Sed et partes
universae Habent lati cubitos: Harum trium tres conventus Trinitati dant contentus Unitati deditos. 6. Templi cultus Extat multus, Cinamomus, Odor domus, Myrrha, stacte, cassia; Quae bonorum Decus morum
Atque bonos Precum sonos Sunt significantia. 7. In hac casa cuncta vasa Sunt ex auro, De thesauro Praeelecto penitus: Nam magistros Et ministros Decet doctos et excoctos Igne Sancti Spiritus. 8. Sic ex bonis
Salomonis, Quae Rex David Praeparavit Fiunt aedificia; Nam in lignis Res insignis Vivit Tyri, cujus viri
Tractant artificia. 9. Nam ex gente Judaeisque Sicut Templum ab utrisque Conditur Ecclesia: Christe, qui
hanc et hos unis, Lapis huic et his communis, Tibi laus et gloria! Amen.»
（33） Leo, Marsicanus; Petrus, Diaconus; Rudolfus, Sancti Trudonis; Jacques Paul Migne,
.

,
,

Paris: Minge, Patrologiae cursus completus. Series Latina. 173, 1854, p. 747.
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