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裁きの場としての聖堂
── アチ（ジョージア）の聖ゲオルギオス聖堂の装飾プログラム ──
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北海道の８割ほどの面積に、静岡県の人口。ジョージア（ジョージア語ではサカルトヴェロ）
は風土の変化に富んだ国である（１）。南東アゼルバイジャンとの国境附近は荒涼たる砂漠が続き、
小カッパドキアとも言うべきダヴィド・ガレジの岩窟修道院群が連なる（２）。北には五千メート
ル級のコーカサスの山々が連なり、その南西麓スヴァネティ地方、標高二千メートル前後の村々
には素朴なフレスコをもつ小聖堂が無数に残る（３）。
西ジョージアは、アルゴ号の船乗りが金羊毛を求めたコルキスで、豊かな水によって鬱蒼とし
た森が繁り、東ジョージアとは風景を異にしている。国土を東西に貫く幹線道路 E60号線を首都
トビリシから西進し、150キロほどだろうか、ハシュリを越えて長いトンネルを抜けると、景色
が一変するのに眼を驚かされる。
幹線をなおも進み、第二の都市クタイシを過ぎて、スヴァネティへの入口ズグディディまでは
自由に往来することができる。そこから先はアブハジアで、南オセチア同様ジョージアから事実
上独立して、境を閉ざしている。我々ビザンティン美術史研究者にとってはしかし、アブハジア
に重要な聖堂が存在する。リフネ Lykhne（４）の聖母の眠り聖堂（５）である。ここには首都のコー
ラ修道院と様式、図像ともに近い美しいフレスコが残っている。近づくことのかなわぬビザン
ティンの壁画、という点では、このリフネと、北キプロス軍事管制下にあるクツォヴェンディス
のクリソストモス修道院（６）が双璧であろう。生あるうちに訪れることができるだろうか、とい
つも考える。
感傷は措いて、クタイシから幹線道路を南西にはずれ、オズルゲティに向かう。一帯はグリア
地方である。地図上ではクタイシから80キロほどの道程であるが、山がちの道で２時間半をみた
ほうがいいだろう。オズルゲティからアチ川を遡る山中の村アチ Achi/ Atchi/ Adshi / Ači（７）
が私たちの目的である。清流を見下ろすちょっとした高台に、国の守護聖者であるゲオルギオス
に捧げられた聖堂が建つ【図１】（８）。ヴォールト構造の天井を有する、截石積みの単廊式聖堂
である。アプシスを外部に突出させないのは、ジョージア聖堂建築の特徴のひとつで、外観から
はそれが聖堂とわかりにくい。西と南の扉口上には十字架等の浮彫装飾が施され、南扉口上には
銘も刻まれる（９）が、いずれも年代決定に資するものではない【図２】
。壁画の様式によって年代
を推定するしか方法はないが、ヴェルマンスは13世紀末と考えている。
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図１

アチ、聖ゲオルギオス聖堂外観

図２

聖ゲオルギオス聖堂、南西から

聖堂壁画の記述
アプシスのコンクに「デイシス」を描くのは、ジョージアではむしろ定型と言ってよい（10）
【図
３】
。背景の青はほとんど剝落して、白く見える。キリストの玉座左右にはセラフィムとケルビ
マ イ エ ス タ ス・ド ミ ニ

ムが侍して、
「荘厳のキリスト」の型を採る。コンク下部のフリーズには、腰をかがめて神を礼
拝する天使が左右各６人描かれるが、中央部が空白であるために天使たちの礼拝の対象が視覚的
に不明確である。その下には２段に亙って主教聖人が並ぶ。上段聖者は巻物を両手に開き、下段
は正面を向く。
アプシス下部の南北には、プロテシス・ディアコニコン（北・南小祭室）の機能をもつ小ニッ
チが穿たれている。南は図像を残さないが、北では下半身を石棺に入れるイマーゴ・ピエタティ
バシレウス・ティス・ドクシス

スのキリスト（Man of Sorrows、Schmertzensmann、ビザンティンの「 栄 光 の 王 」
）（11）が母
マリアの頬ずりを受けている。すなわちイマーゴ・ピエタティスとピエタの合成である（12）。し
かしこの部分はポスト・ビザンティン、おそらくは16世紀の後補であろう。
身廊のほぼ中央にリブ・ヴォールトが南北に走り、堂内を東西に二分する。それぞれのベイの、
眼よりも高い位置に半円形に枠どった区画が計四つ設けられ、そこに描かれた図像を強調するこ
とになる。これが画家に与えられた建築上の
枠組みである。東側のベイには、頂部の広い
区画に「昇天」が配され、キリストの光背が
天井の中心部を占める、ビザンティン聖堂装
飾お馴染みのプログラムである。その下部、
半円形区画には、南に「受胎告知」
、北に「神
殿奉献」を置く。「受胎告知」の部分には採
光窓が穿たれており、画家は窓の側壁面に聖
図３
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アプシスのデイシス

母を描いて、やや処理に苦慮したように見え
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る。これがキリスト幼児伝の開始である。
西のベイには南から、
「ラザロの蘇生」
「磔刑」「降誕」「洗礼」
「変容」「エルサレム入城」「キ
リスト冥府降下」「聖母の眠り」の８主題が並ぶ。
「磔刑」と「冥府降下」を半円区画に納めて強
調するために、物語の進行は不規則になった。つまり半円形に枠どられた区画を画家は、
「受胎
告知」「神殿奉献」
（東）と「磔刑」
「冥府降下」
（西）によって埋めたことになる。これらキリス
ト伝の下部には、東ベイでは２段、西ベイでは１段、聖人のイコン的図像が配されている。これ
ら聖人の単独図像には本稿は触れない。
西壁は上段半円形区画に「空の御座」のメダイヨンと、それを支える２天使を描き、２段目は
窓を挟んで左右に各６人、つまり十二使徒が直線状のベンチに坐している。この計２段によって
ドデカオルトン

「聖霊降臨」を表すことは、明らかである。これをもって当聖堂には「十二大祭」のすべてが揃い、
かつキリスト伝については十二大祭のみが選択されるのである。西壁のさらに下部には２段４区
画に亙って、献堂聖者である聖ゲオルギオスの生涯が並ぶ。ゲオルギオスはジョージアの守護聖
者であり、彼に捧げられた聖堂も多く、伝記場面も多々見受けられるが、本稿の対象ではない（13）。
各場面に付された銘は、おおよそギリシア語である。今日絵具が褪色してほとんど見えなく
なっているが、古い水彩模写（14）とイオセビジェの記述によって銘の内容は知れる。たとえば「受
胎告知」
「洗礼」
「変容」では主題の銘がジョージア語であるが、
「神殿奉献」
「ラザロの蘇生」
「エ
ルサレム入城」
「磔刑」
「昇天」
「冥府降下」「聖母の眠り」はギリシア語である（15）。しかし様式
は均質であるので、銘の言語の差が画家の出身を示すものではない。おそらくビザンティンの画
家が描いたものの一部に、現地の人間が（やや遅れて？）ジョージア語の銘を書き加えたものだ
ろう。

装飾プログラムの問題
上述をまとめれば、本聖堂はアプシスにデイシスを配し、キリスト伝としては十二大祭のみを
描き、西壁に献堂聖者であるゲオルギオスの生涯を選ぶ。壁面下部にはイコン的な聖者の立像が
描かれるから、小規模の、ヴォールト天井を有するビザンティン系の聖堂としては、しごく真っ
当なプログラムであると評してよい。装飾プロブラムの議論をなす余地はないようにも見える。
イオセビジェも記述に終始して、分析に進んでいない。それでよいだろうか。
十二大祭の配列が、時間的順序に従っていない点は、コメントの要があるだろう。物語のクロ
ノロジーを無視したのは、半円形区画において、
「受胎告知」
「神殿奉献」
（東）と「磔刑」
「冥府
降下」（西）を対比したかったのであろう、と述べた。
「磔刑」
（死）と「冥府降下」
（復活）の対
照はわかりやすい。14世紀前半、ヴェリア（ギリシア）の救世主キリスト（復活）聖堂でも、両
場面が説話の列からはずされ、テンプロン・イコンとして向かい合っている（16）。ビザンティン
のモザイク工房が仕事をしたヴェネツィア、トルチェッロ島大聖堂西壁モザイク（12世紀後
519

半）（17）では、「磔刑」と「冥府降下」が上下に配される。プリンストン大学美術館 y1930-20（11
世紀末の詩篇写本の一葉）（18）は、フォリオの上半に「磔刑」、下半に「冥府降下」を置く点でト
ルチェッロと共通するが、
「冥府降下」の構図を左右対称につくり、キリストの腕を左右均等に
伸ばすことによって、「磔刑」との形態的類似を強調している。
幼児伝の中から「受胎告知」と「神殿奉献」を組合わせる作例とその理由に関しては、別稿で
論じたことがある（19）。パレルモ（シチリア）のカッペッラ・パラティーナとラ・マルトラーナ
カトリコン

では両場面が東西に対面し、ストゥデニツァ修道院（セルビア）の主聖堂と「王の聖堂」ではア
プシスを囲む東の逆 U 字形壁面に上下に並んでいる。
「神殿奉献」はアプシスを挟んで２分割し
て描かれることによって、現実の祭壇を図像に採りこむことができるので、後者の配置が聖堂装
飾においてはより古形であろうと私は考えた（最古の例はカッパドキア、ギョレメ地区のトカ
ル・キリセ旧聖堂、10世紀初頭）
。ともあれ、ビザンティン聖堂装飾には、
「受胎告知」と「神殿
奉献」を対照させる伝統があった。すなわち「受肉の予告」と「受難の予告」である。
アチにはプログラムではなく、図像学的細部にひとつ、極めて特異な点があることは指摘して
おかねばならない。
「神殿奉献」には、３本柱のキボリウムの向かって左に、※ YΠAΠANTE ※
との銘が付され、計６人の人物が並んでいる【図４】
。各人物にギリシア語銘があるので、同定
は動かない。右から女預言者アンナ、祭司シメオンとその腕の中の幼子イエス、聖母マリア、と
ここまでは問題がないが、マリアの背後の黒髪黒髯の男性はヨアキム、その後ろの白髪白髯の男
性はヨセフなのである。男性二人はそれぞれ鳩２羽を手にしている（20）。
マリア、ヨセフの夫妻に加えて、ここでは舅ヨアキムが描かれていることになる。しかもヨア
キムの黒髪に対してヨセフの白髪は、マリアが父より歳上の夫に嫁したことを示唆するだろう。
ヨアキムにしてみれば、初孫のお宮参りであるから参加したくなる情は十分に理解できる。しか
しもちろん、
「ヤコブ原福音書」はそのような出来事を語らない。ヨアキムの妻アンナはなぜい
ないのだろうか。「レビ記」の規定に拠れば、男児出産後40日目の神殿への献げ物は、
「一歳の雄
羊一匹」と「家鳩または山鳩一羽」であり、
「産婦が貧しくて小羊に手が届かない場合は、二羽
の山鳩または二羽の家鳩」
（レビ12：２−８）
であったはずである。ヨセフは貧しかったの
で鳩２羽を持参したが、ヨアキムは「大変富
んでい」た（21）はずではなかったか。
イオセビジェは D・C・ショーの論文（22）を
引くのみで、まったく図像学的議論をしない。
ショーの論文はやや古いとはいえ、東西の作
例を引いて広範な議論をしているが、舅ヨア
図４
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神殿奉献

キムの登場する作例には触れていない。
「神
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殿奉献」におけるヨアキムの問題は、作例、典拠含めて今後の課題としたい。

「聖霊降臨」のダブルミーニング
以下、本稿の新たな主張として、西壁の「聖霊降臨」が二重の含意を有していることを論ずる。
まず細部の記述をしておこう【図５，６】
。アーチ形の窓上部に太い青（現在は剝落）の線が引
かれ、上部の半円区画に黄色（＝金）枠のメダイヨンの「空の御座」（Hetoimasia tou thronou
玉座の準備）が配される。メダイヨンは左右から二大天使が支え示している。二大天使の足元に
は、２分割してジョージア語で「聖霊降臨」の銘が記されるが、下部のギリシア語銘に比べて文
字も大きく字間もあるので、後代のものかも知れない。メダイヨン内部は青で塗られており、や
や灰色に褪色してはいるが塗りが丁寧なので剝落していない。リラ形背もたれの玉座は２体のケ
ルビムによって守られる（出25：28；37：７；民７：89等）。
玉座には赤い布が掛けられ、宝石で飾られた聖書、槍、海綿を刺した葦の棒、十字架、聖霊の
鳩が配される。鳩は緩く曲がった葦の棒に止まる具合である。足台に置かれるのは聖杯である（23）。
メダイヨンから下方左右に向けて斜めに、各６つの赤い滴状モティーフが下る。
「炎のような舌
が分かれ分かれに現れ」る（使２：３）描写である。
「空の御座」が ἑτοιμασία（τοῦ θρόνου）
（
（玉座の）準備）と呼ばれるのは、詩篇９：７「
（主は）
その裁きの玉座を準備した」に由来する。
「最後の審判」の際に、キリストが坐す場との終末論
的意義が強いが、「三位一体」の表象（玉座が父なる神、書物＝ロゴスがキリスト、鳩が聖霊）
という側面も、聖堂装飾では疎かにできない（24）。空の椅子によって不可視の神の臨在を示すの
は古典古代以来の伝統で、サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂勝利門壁面頂部の同図像などは、
終末論的側面よりも神の臨在／現前を表すと解すべきだろう（25）。コンテクストにより多義的な
図像であるが、ここでは「聖霊降臨」における聖霊発出の場ということになる。
下段窓の左右には、各６人の使徒が、直線状のベンチに坐っている。内から外に進めば、向かっ
て左はペテロ（巻物）、マルコ（冊子本）
、ヨハネ（冊子本）
、ヤコブ（巻物）
、シモン、フィリポ

図５

聖霊降臨

図６

聖霊降臨描き起こし（Iosebidze, fig.6）
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（巻物）、右はパウロ（巻物）
、ルカ（冊子本）
、マタイ（冊子本）
、バルトロマイ（巻物）
、アンデ
レ（巻物）、トマスであることがギリシア語銘によって示される。福音書記者はみな冊子本を手
にしているが、巻物を持つ使徒に必然性はないようだ。ヨハネよりもマルコが、マタイよりもル
カが、内側に坐すのはやや違和感があるが、マルコをペテロの隣に、ルカをパウロの隣に坐らせ
ることによって、師弟関係を強調したものと考えられる。
この図像が「聖霊降臨」であるのは、銘文とモティーフからも、十二大祭の他の11場面が揃っ
ていることからも、明らかである。加えて西壁という配置も、
「聖霊降臨」には相応しい。聖堂
を出るに際して、布教を信徒に鼓舞する「出口の図像」として、
「聖霊降臨」はしばしばこの位
置に置かれるのである（26）。説話の時間的順序を無視して、西壁扉口上に「聖霊降臨」を配する
作例をいくつか挙げておこう。カストリア（ギリシア）のパナギア・マヴリオティッサ修道院（11
世紀）；プスコフ（ロシア）のミロジュ修道院（12世紀半ば）
；カストリアのアギイ・アナルギリ
聖堂（1180年代）；オフリド（マケドニア）のパナギア・ペリブレプトス聖堂（1294／95年）等。
つまり装飾プログラムの観点からしても、西壁に「聖霊降臨」を描くのは順当な、意味のある試
みである。
では何が問題なのか。ビザンティン美術特有の現象として、イコンとナラティヴという図像の
ありようが融通無碍であることを想起しよう。たとえば「キリスト昇天」という説話図像は、光
背（メダイヨン）のキリスト、オランスの聖母をモティーフとして含むが、イコン的な「メダイ
ヨンのキリスト」と「オランスの聖母」が組合わせられたときに、そこにビザンティン人はメタ
レヴェルで「昇天」の含意を理解した。聖堂のアプシスに「オランスの聖母」を配し、ドームに
「パントクラトールのキリスト」を描くことによって、聖堂全体が「昇天＝再臨」の空間に変容
する例を、かつて論じたことがある（27）。典型的な作例が、キオス島ネア・モニ修道院やキエフ
の聖ソフィア大聖堂である。いずれも11世紀の作で、モザイクであるのが興味深い。この時期の
首都コンスタンティノポリスに、手本となる聖堂があったのだろう。数多くの聖堂壁画を熟知し、
図像解釈に習熟したビザンティン人にとって、イコン的な図像の組合わせによって説話図像を想
起することは容易であった。
アプシスの「オランスの聖母」とドームの
「パントクラトール」の結合によって、堂内
が「昇天＝再臨」の空間に変容する。このよ
うな理解が可能であった傍証として、ダヴィ
ド・ガレジ（ジョージア）（28）の一礼拝堂ア
プシスを引いておく（12世紀）
【図７】
。聖堂
アプシスに説話的な「昇天」を描くのは、ビ
図７ ダヴィド・ガレジ「昇天の礼拝堂」アプシス
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ザンティン世界ではカッパドキアを除いて、
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私の知る限りこの例のみ（29）であるが、アプシス＋ドームでメタレヴェルに「昇天」を読みとっ
たビザンティン人にしてみれば、これを説話化して、アプシスに直接的な「昇天」を描く図像選
択は理解されただろう。
今一つ傍証を挙げる。カッパドキア、ウフララ地区イェシルキョイ Yeşilköy のエスキ・バジャ・
キリセシ Eski Baca Kilisesi のアプシスである【図８】（30）。小さなアプシスの中央に、オランス
の聖母が立つ。左右は衣で手を隠した大天使である。マリアの頭上にはキリストのメダイヨンが
配され、キリストは左手には聖書を携え、右手で祝福をする。ここまでなら、ドームをもたない
この小聖堂は、ドームに配すべき「パントクラトール」をアプシス・コンク上部に移動させたと
考えれば済む話である。注目すべきはマリアの左右に小さく描かれた樹木の描写であろう。
中期以降、アプシス図像としての聖母に樹木が添えられることはない。樹木はもちろん「昇天」
に不可欠なモティーフである。金無地のアプシスに「オランスの聖母」のみを描き、ドームに「パ
ントクラトール」を配するキオス島ネア・モニやキエフの聖ソフィアがもっともイコン性の強い
抽象的な作例だとすれば、エスキ・バジャは「パントクラトール」のメダイヨンを聖母の頭上に
移動させ、しかも聖母の両側に樹木を配した点で、やや「昇天」の説話性を示唆している。この
系譜にダヴィド・ガレジを置くなら、アプシスに説話的な「昇天」を描く意味が十分に理解され
よう。イコン的なモティーフの結合によって、メタレヴェルで説話性を理解するのは、ビザンティ
ンの観者の得意とするところであった。
アチに戻ろう。「聖霊降臨」は図像が二分され、上半の「空の御座」と下半の「十二使徒」では、
プロポーションが大きく異なっている。このことが「聖霊降臨」の説話性を弱めていると言える。
聖堂装飾として「聖霊降臨」が選ばれる場合、壁面の形状によって構図は２通り可能であった。
ドームに配される場合と、平らな壁面に描かれる場合である。ドームに「聖霊降臨」を描く場合
（カッパドキア（トルコ）のクルチュラール・キリセ（10世紀初頭）（31）、フォキス（ギリシア）
のオシオス・ルカス修道院（11世紀半ば）（32）、ヴェネツィアのサン・マルコ聖堂（12世紀）（33））
には、頂部に「空の御座」を配し、ドーム周
囲に十二使徒を並べる。
「昇天」と同様「聖
霊降臨」をドームに描くことによって、三次
元空間の中でトロンプルイユ的に図像が機能
する（34）。
平らな壁面上に「聖霊降臨」を描くとき、
聖霊の描写は多様である。半円の弧（天）に
鳩のみを描くこともあれば、玉座と鳩を描く
場合もある。しかし確実に十二使徒は、半円
（もしくは逆 U 字形）のベンチに坐すことに

図８

イェシルキョイ（カッパドキア）、
エスキ・バジャ・キリセシ
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なる。ベンチ中央に窓が来る（オフリドのパナギア・ペリブレプトス）来ない（カストリアのア
ギイ・アナルギリ）に関わらず、使徒のベンチは弧を描くのが、本図像の特徴と言ってよい。ア
チ西壁面には窓があるので、この周囲に使徒を配し、上部の狭い場所に聖霊（もしくは空の御座）
を描けば、ごく普通の「聖霊降臨」になったはずである。しかしアチの画家はそれを選ばなかっ
た。
「聖霊降臨」としては異例であるが使徒を直線状のベンチに坐らせたことによって、
「空の御
座」が強調され、かつ「空の御座」と「十二使徒」の独立性が増したのである。
振返って東壁面を見よう。アプシスのコンクには、中央玉座にキリストが坐し、その右に六翼
のセラフィム、左に４つの顔をもつケルビムがいる【図３】
。立像の聖母と洗礼者は定型のとり
なしの仕種である。聖堂の中心に立って東西を見渡したとき、私たちは「デイシス」
「空の御座」
「ベンチの十二使徒」を見ることになる。この結合は必要最低限の「最後の審判」であり、使徒
のベンチが直線状なのも、
「審判」に相応しい。コルキスの静かな村に出稼ぎにやってきたビザ
ンティンの画家は、当地の風習に従ってアプシスには「聖母（子）
」ではなく、
「デイシス」を描
いた。西壁の「聖霊降臨」は定型のプログラムの範囲であるが、構図に工夫をこらして、
「聖霊
降臨」としての説話性を弱め、
「空の御座」
「十二使徒」モティーフの独立性を高めることによっ
て、アプシスの「デイシス」と結合させるメタレヴェルの読みを創出させた。これによって聖堂
の空間は、「最後の審判」が実現する終末論的な場に変容する。

「昇天」の喇叭
「聖霊降臨」に「最後の審判」の含意を読むというのは、解釈に過ぎず、実証性を伴うもので
はない。そもそもこの類は、文学作品の解釈・受容と同様に、人の内心に関わるものであり、明
文化されて記録に残らないのである。しかし傍証を挙げ、そのような解釈が可能であったことを
示す必要はあるだろう。
アチの「聖霊降臨」が二重の含意を有していた傍証を挙げる。アチの天井を飾る「昇天」の細
部である。東ベイの大部分は、
「昇天」で占められている。南側（
「受胎告知」の上）に６使徒と
天使を置き、北側（
「神殿奉献」の上）に６使徒と聖母を配する。本来天使は二人である（使１：
10）であるが、構図の左右対称性を維持するために天使を一人省略したものだろう。
天井中央では、黄色の太い帯のメダイヨン中に、右手で祝福をなすキリストが坐し、４天使が
それを抱えて飛翔する。光背を抱える４天使に加えて、喇叭を吹く２天使をアチの画家は加えた
【図９】。これはイオセビジェも指摘するように（35）、近隣トレビゾンド（現トラブゾン）の聖ソフィ
ア聖堂（建立1238−63）
【図10】と同じ図像である（36）。天使の数を減らして、聖母と対称性を造っ
ている点も共通している。彼女は同様にアチのアプシス下部の跪拝する天使の行列と、トレビゾ
ンドのドーム下部の同モティーフの類似を指摘している。
ラテン帝国によるコンスタンティノポリス占領に伴って、ビザンティン皇帝や貴族は各地に亡
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命したが、そのうちトレビゾンド帝国は、中
世ジョージアの最盛期をもたらした女王タマ
ル（位1184−1213）と深い文化的関係を築い
た。タマルは聖堂寄進にも熱心で、今日ヴァ
ルヅィア、キンツヴィシ、ベタニア、ベルトゥ
バニの４箇所に彼女の寄進図が残ってい
る（37）。アチはタマル在位中の制作ではない
だろうが、タマルの死後も両国の交流は続い
た。アチを描いたビザンティン画家は、首都
コンスタンティノポリスからではなく、トレ
ビゾンド帝国からコルキスの地にやってきた
ものだろう。
図９

トレビゾンドでは、
「昇天」はベーマ天井、

昇天

「最後の審判」は西ポーチ東壁に描かれてい
る。ナオス西壁には図像が残っておらず、そ
こに「聖霊降臨」があったかどうか知る術は
ない。聖ソフィアはギリシア十字式（内接十
字式）の聖堂南北西の三方にポーチを張り出
した特殊な建築をもっており、もとよりアチ
の単廊式バシリカと装飾プログラムの比較を
することはできない。しかし図像の細部は、
アチとトレビゾンドとの結びつきを示してい

図10

トラブゾン、聖ソフィア聖堂、昇天

る。
「昇天」に喇叭を吹く天使が加えられる意味は、強調するまでもあるまい。加えて壁画には南
北に分割して、使徒たちの頭上に「ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。／あ
なたがたから離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様
で、またおいでになる」（使１：11）との天使の台詞がギリシア語で記され、
「再臨」の含意を改
めて示している。天使の喇叭は、その終末的含意を表面に出すモティーフである（「人の子は、
大きな喇叭の音を合図にその天使たちを遣わす」（マタ24：31））。天井で天使が高らかに喇叭を
吹き鳴らせば、「審判」が始まる。アプシスには審判者キリストと、とりなしをなすマリアとヨ
ハネがおり、西壁に判事たる十二使徒が並ぶ。キリストが坐すべき玉座は準備され、天使がそれ
を礼拝する。かくして、十二大祭におけるキリスト伝最終場面の「聖霊降臨」は、
「最後の審判」
に変容した。
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ヴェルマンスの解釈
アンドレ・グラバールの教えを受けて名をなした研究者には女性が多く、しかも少なからぬ者
が辺境に向かった。N・ティエリーはカッパドキア（C・ジョリヴェ＝レヴィはここに連なる）
、J・
ラフォンテーヌ = ドゾーニュはカッパドキアとジョージア、そして T・ヴェルマンスはジョー
ジアである（38）。ヴェルマンスによるジョージア研究の圧巻は、デイシス図像に関する一連の論
文（39）で、なぜジョージアのアプシスにデイシスが多いのかという立証できない問題は措いて、
聖堂全体のプログラムの中でデイシスがどのように機能したかを個別に検証した。
アチに関してもヴェルマンスは詳しく発言している（40）。アプシスのデイシスと跪拝する天使
たち、喇叭を吹く天使を含む天井の「昇天」
、西壁の「空の御座」といったモティーフの結合によっ
て、聖堂全体に終末論的含意が強調される、という点では私の解釈と変わりはない。しかし彼女
はこのイメージの連結を次のように解釈する。聖堂全体で「キリストの勝利」が謳われている。
勝利の第一段階は「昇天」と「聖霊降臨」で、この世の終わりに際しての最終勝利が予告される。
これに続くべきは「最後の審判」であるが、すでにアプシスにデイシスが描かれており、西壁に
「最後の審判」を配すると、デイシスが東西で対面することになるので、これを避けた（41）。
「最
後の審判」には炎の河や劫罰の情景といった否定的なモティーフが含まれ、勝利を謳うべき本聖
堂には相応しくないと判断された、云々。
ヴェルマンスは「空の御座」を独立したモティーフと考えるのに対して、私はあくまでも「聖
霊降臨」の一部であると見た。アチの画家は、
「聖霊降臨」を意図的に変形する。
「空の御座」を
巨大に描き、使徒の椅子を直線状にするのである。こうして「聖霊降臨」の説話性を弱め、各モ
ティーフのイコン性を強めることによって、アプシスのデイシスと関連づけ、メタレヴェルで「最
後の審判」を現出させる。西壁に「最後の審判」を描く必要はない。東西壁合わせて「最後の審
判」をなし、聖堂全体が裁きの空間となるからである。

ジョージアの「最後の審判」
11世紀後半の首都コンスタンティノポリスでは、すでに「最後の審判」図像の定型が完成して
いた（42）。首都にはしかしながら、この時期の「最後の審判」壁画を有する聖堂は、オスマン帝
国の破壊によって現存例皆無である。ロシアとジョージアが、フレスコの「最後の審判」を多数
伝えてくれる。ジョージアに限って比較的大型の聖堂を思いつくままに挙げても、アテニ・シオ
ニ（11世紀）（43）、ホビ Khobi（12世紀？）（44）、サパラ（13世紀）
、ティモテスバニ（13世紀）（45）、
ベタニア（13世紀）等が「審判」を西壁に描いている。むしろ「審判」を選ばない例外を挙げる
ほうが早いかも知れない（46）。
いずれの「審判」も、デイシスを中央モティーフにもち、左右にベンチに坐す十二使徒を配す。
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下方には「空の御座」が置かれる。これに加えて、天国の情景（聖母、救われた者の魂を抱くア
ブラハム、善き泥棒、天国の扉を開けるペテロ等）
、地獄の情景（炎の河、種々の怪物等）
、呑み
込んだ人を吐く動物、天使の軍勢、復活する死者、魂の計量等々のモティーフが、与えられた壁
面の広さ、形状によって取捨選択される。
「デイシス─ベンチの十二使徒─空の御座」の結合は、
「最後の審判」を示唆するモティーフとして十分である。
上掲の聖堂中、年代もアチに近く、アプシスにデイシスを配する点でも共通するサパラ
Sapara / Safara 修道院聖サバス主聖堂（47）を少しく眺めてみよう。アプシスはセラフィム、ケル
ビム各２体に囲まれた玉座のキリストを含むデイシスである。西壁面は４段に分割され、最上段
は「水腫病の治癒／悪魔憑きの治癒」
、２段目は聖エウスタティオス伝（48）で、３段目の広い区画
に「審判」を配す。最下段の聖者像はほとんど剝落して残らない。
「最後の審判」は上半にデイシスとベンチの使徒、天使の軍勢を配し、下半に「空の御座」
、天
国と地獄の情景を描く。扉口が中心よりやや南寄りに設けられているので、下半は左右対称の構
図でない。注目すべき図像学的細部は、デイシスのキリストが白髪白髯、すなわち「日の老いた
る者」となっている点である【図11】
。ルーマニアや西欧の審判図では、父なる神をデイシスの
キリストの上部に重ねて描くことが少なくないが、デイシスのキリスト自身を白髪白髯に描写す
る必然性はない。
私がここで想起するのは、カストリアのアギオス・ニコラオス・トゥ・カスニヅィ聖堂（1170
年代）である。東壁面頂部、アプシス上の破風形壁面にパントクラトールのキリストのデイシス
を描く。そしてナルテクス東壁面頂部には日の老いたる者のデイシスを置くのである（49）。ビザ
ンティン人は聖堂装飾を、三次元空間の中で享受する術に長けていた。ナオス東壁とナルテクス
東壁を同時に見ることはできないが、脳裡に両図像はカーボンコピーの如くに重なる。片やキリ
ストは黒髪黒髯のパントクラトールであり、片や白髪白髯の日の老いたる者である。これによっ
てビザンティン人は、父なる神と子なるキリストの同一性を実感した。
サパラの画家は、アプシスにデイシスを描き、西壁に「審判」を配した。
「審判」の中央モティー
フはデイシスである。アプシスのデイシスに
はパントクラトールがおり、西壁のデイシス
には日の老いたる者がいる。同一の図像を対
面に反復するのを忌避しつつ、同時に父と子
の同一性に言及する工夫である、とこれを評
することが可能である。アプシスのデイシス
を、西壁図像との三次元的関係の中で理解す
る、という点で、サパラはアチの先駆をなし
ている。

図11

サパラ修道院西壁、最後の審判
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ジョージアの聖堂の多くは、ドームに巨大な十字架を描く。これはラヴェンナのガッラ・プラ
テオファニア

チーディア廟などと同様に、終末論的 顕 現 のヴィジョンなのであろう。十字架という象徴によっ
て高踏的に語った「顕現」を、
「最後の審判」というナラティヴな形で、しかも聖堂の三次元空
間を縦横に利用して演出するのが、アチの試みであった。この装飾プログラムの原形、手本は首
都コンスタンティノポリスにあっただろうか。空想しても詮無きことであるが、これは単廊式の
小聖堂にこそ相応しい。であれば、首都の大規模な聖堂ではなく、コルキスの緑深き地でビザン
ティン画家によって創出された工夫であると考えてよいかも知れない。

【後記】本研究は JSPS 科研費18H00632の助成を受けたものである。写本挿絵の URL は2018年８月最終閲覧。註
の論文名に * を付したものは、ネット上で閲覧可能。
【図版出典】
ジョージアの聖堂の撮影許可は、ジョージア総主教座（トビリシ）による。
図１〜５、７、９、11：筆者撮影
図６：Iosebidze (1989), fig.6
図８、10：菅原裕文氏（金沢大学）撮影
註
（１） 美術に関しては、以下の文献がジョージアを網羅的に扱っている。J. Lafontaine-Dosogne, A. AlpagoNovello, V. Beridze et al.,

, Louvain-La-Neuve 1980（アチに関して

は p.99に簡単な記述。小アジア、特にトレビゾンドの聖ソフィアとの類似を強調する）. T. Velmans, A.
Alpago Novello,

, Paris 1996（アチに関

’

しては pp.40-41を中心に記述が少なくない。内容は基本的に後出1981年の論文を踏襲する。1996年時点でも本
稿註８に挙げるイオセビジェのモノグラフにアクセスできていない由）. ビザンティン美術史家でジョージア
の聖堂について最も発言が多いのはヴェルマンスで、その論文は以下にまとまっている。T. Velmans,
’

’

’

, Paris/ Sofia 2002 (=Velmans (2002)). このうち以下の論文がア

チを論じている。これについては後に詳述する。“L’image de la Déisis dans les églises de Géorgie et dans
celles d’autres régions du monde byzantin, Première partie: La Déisis dans l’abside,” pp.33-77（初出：
29 (1981), pp.47-102）. イーストモンドの著作は、タマル女王を中心に、中世ジョージアの王族の肖像を網
羅的に論じている。A. Eastmond,

, Pennsylvania 1998（アチの記述なし）.

（２） カッパドキアにおけるジェルファニオン神父やジョリヴェ = レヴィのごとき、体系的な紹介は未だなされ
ていないまま、年々風化による壁画の劣化が著しい。
（３） 未だ村人は閉鎖的で、トビリシ総主教座の権威も及ばない。壁画は一部紹介されるのみである。Н.А.
Аладашвили, Г.В. Алибегашвили, А.И. Вольская, Живописная школа Сванети, Tbilisi 1983 が比較的網羅的にモ
ニュメントを扱っている。
（４） グーグルマップの表記はルィフヌィである。
（５） E. Constantinides, “Wall Paintings of the Church of the Dormition at Lykhne: History, style and symbolic
images,” Древне-русское искусство. Художественная жизнь Пскова и искусство поздневизантийской зпохи, к
1100-летию Пскова, Moscow 2008, pp.435-56.
（６） A. Papageorghiou,
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, Nicosia 2010, pp.169-85; C.

裁きの場としての聖堂
Mango, E. J. W. Hawkins, S. Boyd, “The Monastery of St. Chrysostomos at Koutsovendis, Cyprus, and its
Wall Paintings, pt. I: description,”*
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