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ヴィンチェンツォ・フレディアーニ作《無原罪の宿り》

はじめに

　ルッカのグイニージ美術館に所蔵されるヴィン
チェンツォ・フレディアーニ（Vincenzo di Antonio 
Frediani, 1481-1505）作《無原罪の宿り》【図①】、
（以下、本図像）は、あまり注目されることのない
ルッカのルネサンス期の作品の一つである。「無原
罪の宿り」とは、マリアが一度も原罪を持たなかっ
たとする教理であるが、15世紀後半に至るまで、
この主題のもとに図像が制作されることはなかっ
た⑴。聖書に根拠が認められず、当時ローマ教会も
正式には承認していなかった「無原罪の宿り」には、

見合った図像の確立が困難を極めたからである。
　ところが、1471年にシクストゥス 4世が教皇に
登位すると、北部・中部イタリアを中心に「無原罪
の宿り」そのものを主題とした図像が制作されるよ
うになる⑵。教皇シクストゥス 4世以降、16世紀
半ばのトリエント公会議までに制作された「無原罪
の宿り」図像には、本図像のように、教父や旧約の
人物など権威として認められた者を描くことで教理
の正当性を主張するものがあり⑶、「無原罪の宿り」
の図像分類においては、「議論（disputa）」（以下、
「議論」）と呼ばれる⑷。
　16世紀前半を中心に描かれた「議論」は、基本
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Abstract
　In 1503, Vincenzo Frediani’s altarpiece of the Immaculate Conception, now in Villa Guinigi in Lucca, was 
placed on the altar of the Immaculate Conception in San Francesco in Lucca.
　“Immaculate Conception” is a dogma based on which Maria was exempted from original sin. Since there is no 
description in the Bible, the iconography of the Immaculate Conception visually represented a concept and was 
depicted in different ways over several centuries.
　According to the classification by M. L. D’Ancona, the iconography that this paper examines is categorized by 
the Fathers and Doctors of the church discussing dogma (“disputa”). The iconographies of the disputa were pro-
duced from the end of the 15th to the middle of the 16th century, a period when the Franciscans and Dominicans 
also disputed the Immaculate Conception.
　This altarpiece is an earlier composition of the disputa, God and Maria on the top, below them St. Anselm, St. 
Augustine, St. Anthony of Padua, Prophet David, and King Solomon. Each person has a scroll that displays words 
from their respective works.
　This paper focuses on the alteration of a person in this iconography against the contract: the person in the mid-
dle, originally supposed to depict Duns Scotus, was replaced by St. Anthony of Padua. I indicate that the alteration 
was made intentionally and that one person symbolized two meanings. I then identify why the change occurred, 
taking into consideration the theology and environment then existing in Lucca.
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的に画面を上下に分け、上に神とマリア、もしくは
マリアの単独像、下には複数の人物が描かれる。人
物は西方の四大教父や都市の守護聖人、神学者な
ど、様々な組み合わせが存在するが、管見の限りで
は、必ずアウグスティヌス（Augustinus, 354-430）
が含まれる。
　本稿は、1502年に注文された「議論」の最初期
の図像であるヴィンチェンツォ・フレディアーニ作
《無原罪の宿り》を取り上げ、契約書との照合にお
いて確認された制作段階での図像内容の変更に注目
し、その意図と、図像に期待された機能を確認する
ものである。

1　「無原罪の宿り」─教理の発展

   「無原罪の宿り」とは、1854年にようやく正式に
宣言された、マリアが原罪なしに母の胎に宿ったと
する、誕生以前のマリアの聖性についての教理であ
る⑸。「受胎告知」における、マリアがキリストを
処女のまま身ごもったとする「処女懐胎」とは全く
別の事柄であり、東方教会やプロテスタント諸派は
認めない、カトリックに限定された教理である。
　そもそも民間信仰においては、人々は日常生活の
中で自然に「マリアは罪をもたなかった」と信じて

いたが、マリア崇敬の広がりとともに、神の母であ
るマリアが原罪をもったか否かが問われると⑹、聖
書に記述が認められない「無原罪の宿り」には、神
学的根拠が求められる。
　西方教会ではアウグスティヌスの影響により、ア
ダムの子孫である者は全て欲情を伴う生殖行為にお
いて生まれてくるため、例外なく原罪をもつと考え
た。しかし、アウグスティヌスの「マリアは論外と
しよう。罪について論じられる時、マリアについて
はいかなる問題も立てたくない⑺」とのあいまいな
態度は、その後の教理の発展に大きく影響を与える
ものとなった。
　キリストの人性はアダムの子孫であるマリアに由
来する。アダムの子孫である以上、マリアは原罪の
穢れを被り、キリストの贖いにより原罪から解放さ
れるべき存在である。しかし、キリストが罪の穢れ
をもった母胎から生まれることは赦されず、一方
で、たとえ神の母であれマリアが一度も原罪の穢れ
を被らなかったならば、全人類の贖い主としてのキ
リストの尊厳を毀損することになる、と多くの教父
や神学者はマリアの処女性とキリストの尊厳性との
ジレンマに苦悩した⑻。

2　「議論」について

　「無原罪の宿り」の議論は、東方教会を起源とす
るマリアの受胎の祭日が西方に継承されたことに由
来する⑼。しかし、原罪が大きな問題となる西方で
は、祭日の存在についての議論が繰り返され、祭日
とは聖なるものを祝うべきとの理由から、トマス・
アクィナス（Thomas Aquinas, 1224/25-74）など、
多くの神学者は否定した。
　ところが 13世紀になり、アンセルムス（Ansel-
mus Cantuarensis, 1033/34-1109）の原罪理解が紹介
され、原罪に関する神学の見直しが行われると⑽、
生殖行為に結びつけたアウグスティヌスの原罪理解
は否定され、議論の対象は祭日の問題からマリアの
原罪が取り除かれる時期に移される。スコラ全盛
期、トマスをはじめとする多くの神学者は、「キリ
ストは全人類の贖い主である」という普遍的理由か
ら、たとえ神の母であれ、人間であるマリアは原罪
をもったと考えた。マリアの原罪についてのトマス
の解釈は、マリアは母胎内で清められ、誕生時には
原罪をもたなかったとするものであり⑾、この意見
をドメニコ会は正式に認め、「無原罪の宿り」に反

（図①） ヴィンチェンツォ・フレディアーニ、《無原罪
の宿り》、1502年、グイニージ美術館、ルッカ
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対の立場をとった⑿。
　一方、14世紀初頭、フランチェスコ会のヨハネ
ス・ドゥンス・スコトゥス（Johannes Duns Scotus, 
1265/66-1308）が「無原罪の宿り」の可能性を導く
と、フランチェスコ会はスコトゥスの理論を擁護
し、教義史は大きな転換点を迎える。スコトゥスは
「神の母」としてふさわしいマリアの特権を主張し、
キリストには、マリアの魂が原罪をもたないよう
に、あらかじめ保護するはたらきが可能であると説
明した。しかし、両修道会は妥協点を見出せず、
15世紀後半以降、神学論争は激化する。きっかけ
となったのは、強力に「無原罪の宿り」を擁護する
フランチェスコ会出身のシクストゥス 4世（在位
1471-1484）の教皇登位であった。
　シクストゥス 4世は 1477年（教皇庁記載年は
1476年）、教皇によるマリアの無原罪懐胎を支持す
る最初の公的決議となる教書により、12月 8日の
「無原罪の宿り」の祭日を公認した⒀。以降、1483
年の教皇令に至るまで、祭日用の 2つの聖務日課と
ミサを採用⒁、スコトゥスの意見を公認し、マリア
のお宿りの祭日を公に祝うことを定め、「無原罪の
宿り」の教えを述べる者を異端として破門とするこ
とを禁じた。しかし、これら一連の行動は更なる論
争の激化を招き、トリエント公会議において原罪に
ついての教令が出されるまで継続した⒂。
　従って、「議論」とは、基本的にフランチェスコ
会とドメニコ会の「無原罪の宿り」を巡る神学論争
を意味し、「議論」に分類される図像の成立目的に
は、教理を巡るドメニコ会に対するフランチェスコ
会の勝利の意味が含まれる。トリエント公会議以降
は、「議論」に分類される作例はほとんど見られな
くなるが、教理を巡る論争自体は終息に向かったわ
けではなく、宗教改革などを背景に、両修道会が歩
み寄りをみせながらも潜行していた⒃。

3　  ヴィンチェンツォ・フレディアーニ作
《無原罪の宿り》

　「議論」に分類される作例は多くはなく、ほとん
どがトスカーナとエミリア・ロマーニャに集中して
いる。本図像はその最初期に制作されたと考えられ
るが、最近の古文書調査により契約書が見つかるま
で、制作年及び作者は不明であった。例えば、本図
像を最初に「無原罪の宿り」と解釈したシメオニデ
スの論文によれば、19世紀のルッカのガイドブッ

クには《聖母戴冠》と説明されていた⒄。
　契約書によれば、説教活動でルッカを訪れていた
フランチェスコ会原始会則派の説教師フランチェス
コ・デ・クロイアの勧めにより、「無原罪の宿り」
の信心のために、ルッカの民衆及び上級身分の者か
ら施しが集められ、市内のサン・フランチェスコ聖
堂内に「無原罪の宿り」の称号のもと、小聖堂もし
くは祭壇が設置される運びとなった。図像の構想
は、このサン・フランチェスコ聖堂においてフラン
チェスコ会原始会則派の修道院長であるクリスト
フォロ・デ・サンクティニス（Christoforo de Sanc-
tinis）および先の説教師のもとに進められ、1502
年に祭壇画がルッカ市民である画家ヴィンチェン
ツォ・フレディアーニに注文された⒅。
　フレディアーニは、ルッカ市内の聖堂装飾にしば
しば関わった画家として知られるが、1481年にサ
ンタゴスティーノ聖堂祭壇画を委託される以前の画
歴や、画家としての教育については明らかになって
いない。史料として残るのは、唯一 1479年に市内
の聖堂内（サンタ・マリア・コルテオリアンディー
ニ）に父親がフレディアーニ家の墓を用意した記録
であり、フレディアーニ自身も 1498年以降、数年
に亘り、operaio dell’Operaとして同聖堂に関わっ
ていたとされている。1500年から歿年である 1505
年に至るまでは、鞭打ち苦行信者会の長を務めてい
たとも伝えられる⒆。
　図像は全体を上下に分け、上にはキリストと冠を
つけた女性が描かれる。下には跪いた姿勢のフラン
チェスコ会士を挟んで、向かって左からアンセルム
スとアウグスティヌス、預言者ダヴィデ、ソロモン
が描かれ、それぞれの巻紙には人物に関連する銘文
が記されている。先行研究によれば、下部分の構図
は、公認された「無原罪の宿り」の祭日ミサの作者
であるベルナルディーノ・デ・ブスティ（Bernardino 
de Busti, d.1515）の著作『マリアーレ（Mariale）』
に記された「ミラノの小さな奇跡」に依拠し⒇、中
央のフランチェスコ会士以外の人物の巻紙の銘文は
全て同著作から引用されている。「ミラノの小さな
奇跡」とは、次のような内容である。
　ある説教師が「無原罪の宿り」を否定する説教を
し、説教壇に 1枚の板をかけさせた。その板には
「無原罪の宿り」に反対する何人かの権威のことば
が記されていた。たまたまそこを通りかかった「無
原罪の宿り」を信じる人が、板のせいで、「無原罪
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の宿り」を人々が信じなくなることを恐れ、自分の
屋敷の門の扉に数人の博士が「無原罪の宿り」を称
える言葉を持っている図を描かせようとした。しか
し実行を怠っているうちに大病を患い、回復しない
のは計画を実行しなかったからだと思い、実行を無
原罪の聖母に誓った。すると病は完治した、という
ものである。
　ところで、本図像に用いられた上下二分割構図は
15世紀後半において斬新であるとされており21、
ルネサンス文化の周縁部にあったルッカで考案され
たとは考えにくい。筆者は先行作例として、ボッ
ティチェリの《サン・マルコ祭壇画（聖母戴冠）》（ウ
フィツィ美術館）【図②】との類似性を指摘した
い22。ルネサンス期のルッカは、フィレンツェの影
響を強く受けている。地理的条件に加え、フィレン
ツェで活躍していたフィリッピーノ・リッピやドメ
ニコ・ギルランダイオがルッカの聖堂装飾を担当し
た。ルッカ市内のドメニコ会聖堂であるサン・ロ
マーノ聖堂装飾は、フィレンツェのドメニコ会士の
助言をもとに行われており、そこにフレディアーニ
も参加した記録が残っている23。おそらく、彼らが

フィレンツェにあるドメニコ会のサン・マルコ修道
院や諸聖堂の作品を目にしたことは想像に難くない。

エステルに予型されるマリアのイメージ
　上部には、玉座の神が右手でもつ杖を、跪き冠を
つけた女性に伸ばす図像が描かれる。当該箇所につ
いて契約書を要約すると、以下となる。
　上には、父なる神の姿（figura Dei patris）、片手
に処女の頭上に伸びる金の杖を持つこと、その少し
下に、父なる神の面前で跪く至福なる処女マリア
（Beate virgiis Marie）の姿が描かれること。父なる
神の口からは「全てのものの前にこの法はあるが、
お前にはない」、マリアからは「神よ、あなたは私
の魂を（死から）救って下さった」と綴られた巻紙
が描かれること24。
　父なる神の銘文は、『エステル書』D章 1025に典
拠する。注文主は当該部分に、例外として死を免れ
る特権を与えられた者としてのエステルを読み取
り、マリアに重ねている。
　実際の図像と契約書の文言との照合により、我々
は以下の 2点を確認しうる。第一に、契約書に指定
された銘文と 2人の姿勢からは、『エステル書』 4
章に基づく王妃エステルとアルタクセルクセス王の
挿話が想起される。第二に、『詩篇』22篇 21に典
拠を有すると思われるマリアに付された銘文から
は、神が人類の中で唯一特権を与えたマリアだけが
原罪から保護されるという「無原罪の宿り」のコン
テクストを読み取ることが可能である。なぜなら、
死は原罪の結果としての罰であり、死を免れるとは
原罪を免れると理解され得るからである。
　このように上部は、旧約の物語を予型論的に解釈
することによって「無原罪の宿り」を視覚化したと
考えられる。「無原罪の宿り」は、伝統的に『イザ
ヤ書』11章のエッサイの木に基づくキリストの系
図や『ヨハネ黙示録』12章の女など、聖書に根拠
が求められてきた。更には新約外典『ヤコブ原福音
書』を典拠として、「ヨアキムとアンナの金門の出
会い」や「マリアの誕生」など複数の題材の組み合
わせによりナラティヴに視覚化されてきた。しか
し、本図像のように、天上界に『エステル書』に由
来する図像を描くことにより「無原罪の宿り」を予
示したものは、他に類例をみないように思われる26。
　先行研究に従えば、エステルをマリアと結びつけ
る考え方は、死を免れたエステルと、原罪を免れた

（図②） サンドロ・ボッティチェリ、《サン・マルコ祭
壇画（聖母戴冠）》、1490-92年、ウフィツィ美
術館、フィレンツェ
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マリアという「特権を与えられた者」としての類比
において、12世紀後半から 13世紀初頭に遡る27。
本図像において、キリストがマリアに金の杖を差し
伸べる部分は、王が金の笏を差し伸べた（神に選ば
れた）者だけが死を免れるという『エステル書』の
4章 11節に重ねられる28。ここにおいて、王によ
り特別に罪を赦され死の罰を免除されたエステル
は、神の母として選ばれ、原罪を免れる特権を与え
られたマリアの予型として考えられている。
　一方エステルは、自らの犠牲を顧みず、イスラエ
ルの民を救うために法を破って王の前に進み出て、
適切な助言を与えた賢明な女性として捉えられる。
このエステルの姿が、人類の救い主となるキリスト
の母になることを受け入れたマリアの予型とする考
え方は、1448年 12月 8日にパドヴァで行われた
「無原罪の宿り」の祭日の説教に認められる。この
説教は、司教ダンドーロ（Fantino Dandolo）によ
り行なわれたが、シクストゥス 4世が教皇登位以前
にフランチェスコ・デッラ・ローヴェレ（Francesco 
della Rovere）として草稿を書いたと伝えられる、
「無原罪の宿り」に関しての初めての説教である29。
フランチェスコ会で教育を受け、個人的に「無原罪
の宿り」の信心をもちあわせていたローヴェレは、
早くから「無原罪の宿り」の教理の普及に努め、特
にヴェネト地方では、「無原罪の宿り」の源泉的存
在として不動の地位を得ていた30。
　ローヴェレは、マリアは神の恩寵のうちに守ら
れ、女性のうちで最も祝福された者であることを、
旧約に読み取られる「救い」を通して説教を組み立
てた。『箴言』8章からは、マリアは創造の初めに
深淵の闇の中に照らし出された者と解釈され、更に
それは『創世記』1章の第 1日目にあった「光」と
結び付けられて次のように説かれる。

創世記第 1章で「光、あれ」と述べられている
のではないのか。そして、かの聖にして汚れな
き光は生じたのであり、その光は闇の中で輝い
ており、この光なしには何ものも生じなかった
のである。そして、この光が、かの神的な太陽
をわたしたちのために地上に生み出したのであ
り、この太陽によって人類の救済がなされたの
である31。

　また、『箴言』31章から「有能な妻を見出すのは

誰か」が問われると、マリアのイメージは自己犠牲
をも厭わない、知恵ある行動において民を救ったエ
ステル、ユディトという旧約のヒロインとの予型的
関連から説明された。この文脈において、マリアは
キリストの協力者として、神と人類をとりなす知恵
ある女性としてイメージされている。一方、法を
破ったエステルの行為は、神の掟に背いたエヴァの
「罪」を想起させるように思われる32。しかしロー
ヴェレは、あくまでもエステルを、民を救った強く
賢明な女性として美化している。このように特権を
与えられ、民を救ったエステルには、人類に「救い」
をもたらすキリストの母として選ばれ、神の意思を
受け入れた知恵ある者としてのマリアが予表されて
いる。
　そもそも「無原罪の宿り」の神学的根拠とは、神
から与えられた特権により、マリアは原罪からあら
かじめ保護され、原罪の穢れを一度も被ることはな
かったと考えるものである。また、あらかじめの保
護は、全人類の贖い主であるキリストの贖いにより
なされると説明される33。本図像の父なる神の姿に
は、あえてキリストの十字ニンブスが描かれてい
る。その背景には、「マリアを死の罰（原罪）から
救うのは、全人類の贖い主であるキリストである」
ことを強調する意図が読み取れるように思われる。
以上から、上部に描かれた旧約の物語には、エステ
ルに予型されるマリアのイメージとともに、「無原
罪の宿り」の神学的根拠が暗示されていると考える。

中央に跪くフランチェスコ会士について
　図像下部中央に裸足で跪く、フランチェスコ会の
修道服を身に着けた人物は、小さく胸の前で手を広
げ、観る者に背を、右側の旧約の人物の方向に体と
顔を向けている。描かれた人物は、記された名前と
右手に認められる燃える心臓のアトリビュートか
ら、パドヴァの聖アントニウス（Antonius, 1195-
1231）であることは明らかである。しかし契約書
には、下に跪いた状態で、ヨハネス・スコトゥスの
名のもとに 1人のフランチェスコ会士の姿を描く
こと、巻紙には、「より卓越したものをマリアに帰
すことがふさわしいと思われる」と記すことが指示
されている。
　ここには、契約書の指定からの明らかな変更が認
められる。本稿は、本図像を解釈する上で、中央の
フランチェスコ会士が重要な役割を果たしているも
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のと考え、中央の人物がパドヴァの聖アントニウス
でありながら、同時にスコトゥスも重ね合わされて
いる可能性を検討するべく、論を進める。

スコトゥスの場合
　まず、中央のフランチェスコ会士が契約書の指定
通りにスコトゥスであるという前提で解釈を試み
る。第一に、契約書に指示された巻紙の銘文「より
卓越したものを、マリアに帰すことがふさわしいと
思われる34」は、スコトゥスが、マリアの無原罪懐
胎の可能性を示唆した『オルディナチオ（Ordina-
tio）』第 3巻第 3区分第 1問「至福なる処女は原罪
のうちに懐胎したのか」（Utrum Beata Virgo fuerit 
concepta in peccato originali）からの引用であり35、
スコトゥスが論及にあたり基本とした考え方である。
　第二に、スコトゥスの意見は歿後すぐにフラン
チェスコ会に正式に採用され、スコトゥスの弟子に
より普及された36。スコトゥスは、哲学者であり神
学教授でもあった教皇シクストゥス 4世が尊敬し
た神学者の一人であり、教皇の理解がスコトゥスに
従っていたことは37、1483年の教皇令においてス
コトゥスの意見を公認した事実からも明らかである。
　第三に、スコトゥスの考察は、アンセルムスとア
ウグスティヌスの意見の引用から始められている。
詳しくは述べないが、スコトゥスは両者の見解の中
に有効性を見出し、考察過程において、自らの論に
適合するものは採り、一方で適合しないものは否定
し、双方の見解を統合させる方法により理論を組み
立てている。従って、中央の人物をスコトゥスであ
ると判断することにより、左下にアンセルムスとア
ウグスティヌスが描かれた意味が明らかとなるので
あり、2人が選定された理由は、スコトゥスの存在
により初めて説明される。
　すなわち、3人の姿が描かれる部分には、アンセ
ルムスとアウグスティヌスの意見をとりなし、「無
原罪の宿り」の可能性を論じたスコトゥスの立論が
暗示されているように思われる38。この解釈におい
て、中央の人物は契約書に指示されたスコトゥスで
なければ意味をなさないのであり、注文主は図像内
にアンセルムス、アウグスティヌス、スコトゥスの
3人をおくことで、「無原罪の宿り」の神学的根拠
の視覚化を試みたと考えられる。
　しかし以上の解釈からは、注文主がなぜスコトゥ
スをこの 2人と旧約の人物の間に配するよう指示

したのかという疑問が残される。神学的根拠の視覚
化を試みるだけが理由であれば、意見をとりなす者
として、アンセルムスとアウグスティヌスの間にお
かれるのがふさわしいように思われるからである。

パドヴァの聖アントニウスの場合
　契約書の指定するスコトゥスの姿はしかし、パド
ヴァの聖アントニウスに変更された。彼は、聖フラ
ンチェスコに次ぐフランチェスコ会の重要な人物で
あり、様々な奇跡をおこし、幻視体験したと伝えら
れる偉大な説教師である。
　まず、中央の人物の姿勢に注目したい。契約書に
認められる人物の姿勢には、「跪く」ことだけが謳
われており、顔や体の向きは指示されていない。中
世の身ぶりの概念では、跪く姿は謙遜の身体的なし
るしとされていた。また、対象に上半身を向け、両
手を体の前で広げるのは、説教師が用いるとりなし
の姿勢と考えられていた。ところが跪く人物のまな
ざしは、旧約の人物どころか天上の出来事をも直視
していない。その視線は、可視的な対象から解き放
たれ、本来は不可視である神的事象の観照のうちに
入り込んでいるようにも思われる。
　例えば 15世紀の絵画には、聖母やキリストの顕
現を目撃するなど、幻視する人物に視線を上げ、跪
いて手を広げる姿勢が認められる39。ロベール・カ
ンパンの《太陽の聖母子》【図③】で中央に跪く人
物は、両手を広げて視線を上げ、ペテロに指し示さ
れる天上の出来事を観想している。また、ヤン・ファ
ン・エイクの《聖痕を受ける聖フランチェスコ》【図
④】において、跪き、両手を広げた聖痕を受ける聖
フランチェスコの視線は、宙に浮かぶ磔刑のキリス
トには向けられていない。
　人物の変更理由を「幻視」のコンテクストから考
察するならば、跪く人物が右の旧約の人物に体を向
けていることや、契約書がダヴィデを王ではなく、
敢えて預言者と指示した理由に説明がつくであろ
う。両手で竪琴を抱えるダヴィデは、斜め上方を仰
ぎ見て、天上界の出来事を預言しているように思わ
れる40。竪琴の名手であり、預言によりサムエルに
より油を注がれたダヴィデが、キリストについて
語った預言者であったという「使徒言行録」 2章の
記述からは、ダヴィデが預言者として描かれること
がふさわしい。
　以上の文脈からは、幻視するフランチェスコ会士
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が中央におかれるのが確かに相応しく、スコトゥス
から、実際に幻視体験したと伝えられるパドヴァの
聖アントニウスに変更された理由も理解できるよう
に思われる。先行研究はこの事実を、当時スコトゥ
スが列聖されていなかったためであろうと論じるに
とどめているが41、聖人が求められた事情、そこに

パドヴァの聖アントニウスが選ばれた理由を考えて
みる必要があるだろう。
　その理由を本祭壇が設置された目的から考えてみ
たい。まず、本祭壇が脇祭壇であったことを念頭に
置かなければならない。脇祭壇とは、聖堂主祭壇と
は異なり、聖堂内に寄進者の団体や個人、教区民が
ミサや特別の祭事を行う目的で造られた共同体の定
期的な聖餐式の場である42。祭壇には銘文や絵画、
彫像の設置が義務付けられ、どの聖人に捧げられた
かを明らかにすることが定められていた43。契約書
に従えば、本祭壇は「無原罪の宿り」の信心のため
に、「無原罪の宿り」の称号のもと設置する運びと
なったものであるが、脇祭壇としての機能をもたせ
るため、聖人の存在が必要とされたという事情も
あったのだろう。
　それでは、受容者は本図像をどのような方法で理
解したのだろうか。受容者が本図像の意味をうけと
る手段は、銘文のことばである。確かに、聖職者な
どラテン語や神学に精通した者は、巻物の銘文で図
像の主題を読み取り得る。しかし、ラテン語を理解
しない者には、図像の意味を伝える手段としての
「説教」と、それを伝える「説教師」の存在が重要
となる。説教師は俗語を用いながらイメージを誘導
し、自らのメッセージを受容者に伝達する。伝えら
れたメッセージは図像と共に観る者の中で不変的な
意味を備えた内的イメージへと変わる。例えば、イ
タリア語で説教したシエナのベルナルディーノ
は44、「あらゆる図像は文字だ、読むことを知らな
い者でも、図像が描かれているのを見るときには、
彼が読むことができる仕方で、知識を得て読んでい
る」と語っている45。
　文字が読めず蚊帳の外にあった人々も、説教師の
ことばを介して図像を読み、意味がわかるようにな
ると、より真実を求め、その結果として人々の信仰
心は煽られる46。すなわち、本祭壇におかれる図像
は人々の魂を信仰心で満たし、「無原罪の宿り」を
広く知らしめるため、わかりやすい仕方で表現する
必要があった。スコトゥスの存在を知らず、神学を
理解しない受容者に「無原罪の宿り」を説明し、普
及していくためには、スコトゥスではなく、誰もが
知る広く崇敬された聖人の存在が必要であったのだ
ろう。それがいかに重要な要素であったのかは、ア
ルベルティが「歴史画（物語画）の中に、ある有名
で立派な人物が描かれたとすると、例え他の人物が

（図④） ヤン・ファン・エイク、《聖痕を受ける聖フラ
ンチェスコ》、1430年頃、フィラデルフィア美
術館、フィラデルフィア

（図③） ロベール・カンパン、《太陽の聖母子》、1435年
頃、グラネ美術館、エクサン・プロヴァンス
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うまく描かれたとしても、第一に見る人全ての目を
引きつけるであろう」と論じたことばに例証が見出
される47。
　パドヴァの聖アントニウスが敢えて選ばれたの
は、数々の奇跡を起こした聖人として、北部イタリ
アでの人気が絶大であったことによるものであろ
う。特に、聖人の墓が掘り起こされた際、遺体は白
骨化していたが、舌だけは生前と同じ状態で残って
いたとして崇敬が高まり48、14世紀以降、遺体が
納められた聖堂は、全ヨーロッパから多数の巡礼者
を迎えるようになったといった事情も考慮されたの
であろう。しかし、パドヴァの聖アントニウス自身
は直接マリアの「無原罪の宿り」についての言及は
していない。

4　図像の変更理由と期待された機能

　以上の考察に基づき、本図像が、なぜ契約書の指
定するスコトゥスからパドヴァの聖アントニウスに
変更されたのかをもう一度整理してみたい。
　例えば説教師や修道士など神学やラテン語を学び
スコトゥスの理論を理解する者なら、跪く人物とし
て誰が描かれるべきかを直ちに認識し、アンセルム
スとアウグスティヌスとの関連から図像の主題を理
解する。シクストゥス 4世の影響を強く受けたフラ
ンチェスコ会士であれば、上部に描かれた旧約の物
語のうちにキリストに救われるマリアを読み取り、
図像を通してテキストの内容を追体験し、神を思い
めぐらし、深い神認識へと進むことができる。
　一方、アトリビュートの助けを必要とする者は、
跪く人物に幻視するパドヴァの聖アントニウスを認
識し、説教師のことばに従って聖人の幻視の中に天
上界の奇跡の出来事を読み取る。従って、本図像に
おいて跪く人物と銘文との整合性は問題ではなく、
中央の人物は必ずしもスコトゥスである必要はな
い。受容者は、自らが読むことが出来る仕方で「無
原罪の宿り」の主題の意味を読み取るのである。
　このように本図像は、1人の人物にスコトゥスと
パドヴァの聖アントニウスを意図的に重ねること
で、2つの文脈からの解釈が可能となる。祭壇画と
して幅広い受容者を取り込み、「無原罪の宿り」思
想の普及に寄与することを目的として制作されたと
考えられる本図像は、旧約の物語に予型論的解釈を
加える一方で、図像の構想段階において、天上界の
出来事を人物の変更により民衆にわかりやすく伝え

るという工夫がなされた革新的図像といえよう。確
かに、この変更には不可解な部分も多い。当時、「無
原罪に宿り」がまだ正式な教理ではなかったという
事情もあるのだろう。しかし、なによりも広く民衆
レヴェルにまで教えを広めたいという注文主の強い
姿勢が、パドヴァの聖アントニウスへの変更を促し
たのではないだろうか。
　筆者には、その試みが、「賞賛と感嘆に値する歴
史画（物語画）というものは、それが、学者、無学
者を問わず、それを眺める人の眼を奪い、魂を感動
せしめるほど、快く愉快に人の心を惹きつけるもの
である」というアルベルティのことばに繋がるよう
に思われる49。ルネサンス期のルッカとアルベル
ティの強い影響下にあったフィレンツェとの関連は
先にも指摘した50。アルベルティの主旨を実行し名
声を博したとされるギルランダイオ51が、ルッカで
聖堂装飾に携わった事実からも、フレディアーニが
影響を受けた可能性は否めないだろう。

おわりに

　結論として、本図像は、シクストゥス 4世の「無
原罪の宿り」のイメージと、教皇自身が公認したス
コトゥスの立論を強調し、視覚化した図像であると
考えたい。先述のように、エステルとマリアの類比
は、教皇登位以前のシクストゥス 4世の「説教」に
基づいている52。本図像がその「説教」に依拠した
図像であることは、礼拝堂及び祭壇画が説教師に
よって注文された事実からも推察され得る。ルッカ
とシクストゥス 4世の関連については、シクストゥ
ス 4世が「無原罪の宿り」に関する初めての教書を
出した 1477年にルッカに「懐胎の兄弟会」が創設
され、1479年にシクストゥス 4世により祝福され
た処女の懐胎に献堂された古い礼拝堂の祭壇が存在
したと先行研究が指摘している53。ルッカには本図
像含め、ほぼ同じ構図をもつものが 3例確認され
る。「無原罪の宿り」の信心が古くより伝承されて
いたルッカ54は、教理が受容されやすい環境にあっ
たのであろう。
　ルッカのルネサンスは人文主義とは別の道を辿
り、フィレンツェに見られるような贅沢を嫌うもの
であったように思われる。しかし、商人や一部の有
力家門による寡頭政治に支配された街は、豪華な絵
画が発展しにくい環境ながらも、絵画はしっかりと
宗教に結びついていた。本図像は、シクストゥス 4
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世の「説教」にこめられた「無原罪の宿り」のイメー
ジを旧約の物語に結びつけ、同時に、スコトゥスに
より神学的に説明された教理の正当性を視覚化する
ものである。そこでは、シクストゥス 4世を中心と
したフランチェスコ会の霊性に基づく、可視化され
た「説教」としての祭壇画の機能が十分に発揮され
ていると言えよう。
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