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スルバラン作ラス・クエバス三部作制作の背景に関する一考察

　スペインの画家フランシスコ・デ・スルバラン
（1598-1664年）は、1655年にセビーリャのカル
トゥジア会サンタ・マリア・デ・ラス・クエバス修
道院（以下ラス・クエバスのカルトゥジア会）のた
めに《食堂の聖ウーゴ》、《ラス・クエバスの聖母》、
《聖ブルーノと教皇ウルバヌス 2世》（図 1-3）を制
作した。これらの三点の絵画（以下ラス・クエバス
三部作）は修道院の聖具室に飾られた。スルバラン
による作品制作に関しては、ホセ・マルティン・リ
ンコンによって 18世紀に執筆された、修道院の過
去の出来事を集成した年代記（protocolo）が以下の
ように伝えている⑴。

　聖具室の主要な三絵画のために、高名なスルバラ
ンを呼び寄せたが、彼はそれらにおいてデッサンの
果敢さ、筆致や色遣いに優美さを込めた。それらの

修道士の姿はブラス・ドミンゲス神父、その院長代
理マルティン・インファンテ、そして往時の助修士、
もしくは神父たちの真の肖像となっている⑵。

　注目すべきは「真の肖像（verdaderos retratos）」
という言葉である。作中に描き込まれたラス・クエ
バスのカルトゥジア会の紋章から、この言葉は《食
堂の聖ウーゴ》に描かれた修道士たちに向けられた
ものと考えられる。15世紀に創設されたラス・ク
エバスのカルトゥジア会の紋章は、この絵の主題で
ある、カルトゥジア会創設者の生涯の奇跡譚と時系
列的な矛盾を引き起こしている。紋章に加え、修道
士が食卓に着き、一列に並んで描かれた表現を考慮
すると、単に 17世紀の修道士達がモデルとして描
かれたのではなく、むしろ聖人伝の場面を利用した
集団肖像画を思わせる。とすれば、そこにはラス・
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Abstract
　In 1655, Francisco de Zurbarán made three paintings for the monastery of Santa María de las Cuevas (Seville). 
This paper examines one of them “Saint Hugh in the refectory”. The theme of this painting is a miraculous scene 
of the hagiography from Saint Bruno,  the founder of the Carthusian order. However the court of arms of this 
monastery is painted on the jug on the table. Therefore, an anachronistic distortion is caused, because the monas-
tery was founded in the XIV century. Moreover, the chronicle of this monastery (protocolo) records that the 
monks painted in this picture are those who lived in this monastery during that period. Hence, it is possible that 
this painting has a function as group portraiture.
　Therefore, the self-assurance of the monastery of Santa María de las Cuevas may be indicated in “Saint Hugh 
in the refectory”. Nevertheless, what was this monastery’s position in Spain and what was its relationship with 
other Carthusian monasteries? This problem has not been investigated sufficiently thus far. This paper attempts to 
solve this problem by the examining this monastery’s  chronicle and ground rent record.
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クエバスのカルトゥジア会の自負心が看取されよ
う。それでは、ラス・クエバスのカルトゥジア会は、
当時のスペイン、およびカルトゥジア会において、
いかなる立場にあったのか。また、年代記がその名
を伝える、修道院長ブラス・ドミンゲスとはどのよ
うな人物であったのだろうか。先行研究において顧
みられなかった以上の点を、年代記が伝える、16、
17世紀にラス・クエバスのカルトゥジア会が関与
した事件や地代収入などの記録を手掛かりに考察す
る。

1．ラス・クエバスのカルトゥジア会

1-1．パトロンと地代収入
　ラス・クエバスのカルトゥジア会はセビーリャの
カテドラルの西、グアダルキビル川の対岸に位置す
る⑶（図 4）。ラス・クエバス（Las Cuevas）の名前
の起源は修道院の創設よりも古く、13世紀にトリ
アナ近くのムワッヒド朝時代に作られたかまどから
聖母の像が発見されたことに由来する。この出来事
によって、この地は「洞穴の聖母（Santa Maria de 
las Cuevas）」と呼ばれた⑷。1400年 1月 16日、当
時のセビーリャ司教ゴンサロ・デ・メナは同地に
建っていたフランシスコ会第三会を移転させ、カル
トゥジア会修道院を創設し、莫大な寄付を行った⑸。
　創設者ゴンサロ・デ・メナに加え、ラス・クエバ
スのカルトゥジア会にとって重要なパトロンとして
リベラ家とコロン（コロンブス）家が挙げられる。
リベラはメナの死後、重要なパトロンとなったアン
ダルシア総督、ペル・アファン・デ・リベラに始ま
る。
　ペル・アファンは自身と一族の修道院への埋葬の
権利と引き換えに金銭や物品の寄付をした（図
5）⑹。ペル・アファンの死後もリベラ家の相続者、
縁者たちとの関係は維持され、時に訴訟という憂き
目を見ることもあったが⑺、17世紀までリベラ家
との関係は続いた。一族からは後にカルトゥジア会
士となった者も出る⑻。中でもファドリケ・エンリ
ケス・デ・リベラによる貴重書の寄贈や⑼、一族最
後のアルカラ侯であったフェルナンド・アファン・
デ・リベラ・エンリケスによる財産の寄付が際立っ
ている⑽。
　次にコロン家による後援であるが、これはラス・
クエバスとインディアス総督クリストバル・コロン
（クリストファー・コロンブス）とラス・クエバス

図 1　フランシスコ・デ・スルバラン
《食堂の聖ウーゴ》

1655年頃　油彩・カンヴァス　268× 318cm
セビーリャ県立美術館

図 2　フランシスコ・デ・スルバラン
《ラス・クエバスの聖母》

1655年頃　油彩・カンヴァス　267× 320cm
セビーリャ県立美術館

図 3　フランシスコ・デ・スルバラン
《聖ブルーノと教皇ウルバヌス 2世》

1655年頃　油彩・カンヴァス　272× 325cm
セビーリャ県立美術館
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のカルトゥジア会士ガスパール・ゴリシオの交友に
端を発する。ゴリシオはクリストバルと同様、ジェ
ノヴァ生まれで、クリストバルはゴリシオの有する
天文学の知識を頼り、ラス・クエバスのカルトゥジ
ア会に通っていた。コロンはゴリシオを通してラ
ス・クエバスのカルトゥジア会に信頼を寄せ、文書
保存係、宝物管理係を依頼したのみならず、ゴリシ
オを遺言執行人として指名した⑾。
　後年、コロン家は預けていた金品、宝石の返却を
求めたものの、新大陸の記録文書は 1609年まで修
道院に保管されていた⑿。また、クリストバルの弟

ディエゴ・コロンは死の前、1515年に自身の遺言
状をラス・クエバスで作成している。ディエゴはフ
ランシスコ会の修道服での埋葬を望んだものの、ラ
ス・クエバス、およびグランド・シャルトルーズに
多額の寄付を行った⒀。加えて、一族の幾人かはラ
ス・クエバスのカルトゥジア会のサンタ・アナの
チャペルに埋葬されている⒁。
　以上の二つの名家に加え、セビーリャ、あるいは
その周縁の名望家や裕福な商人、聖職者たちによる
寄付も重要な財源であった。中でも土地の寄付は修
道院に大きな利益を生み出し、1491年に 1,111,264
マラベディだった地代収入は 1494年に 1,318,547
マラベディ、1503年に 1,483,937マラベディ、そ
して 1633年には 13,500,000マラベティを記録して
いる⒂。こうした数値は、他のセビーリャの修道院
と比べて最も高く、次点のヒエロニムス会サン・イ
シドロ・デル・カンポ修道院に圧倒的な差を付けて
いた⒃。ラス・クエバスのカルトゥジア会はカル
トゥジア会、カスティーリャ管区長であったエル・
パウラールのカルトゥジア会とともに、常に最も潤
沢な富を有する修道院であった。
　年代記に記載されている 17世紀に行われた重要
な寄付として、1643年になされたメディナセリ公
ドン・アントニオ・デ・ラ・セルダによる数千ファ

図 4　現在のラス・クエバスのカルトゥジア会の様子

図 5　リベラ家の石棺が安置されているチャペル

図 6　  修道院の前に残されたクリストバル・コロンのモ
ニュメント（19世紀に制作）
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ネガの小麦の寄付⒄と、1654年のエシハの司祭ニ
コラス・デ・エストラーダ学士による 14,000レア
ルの寄付⒅がある。特に後者は聖具室装飾の前年で
あることや、建設費用が 17,000レアルであったと
いう記録と照らし合わせると⒆、そのほとんどを賄
う額であり、注目に値する。
　こうした豊かな富を有したラス・クエバスのカル
トゥジア会は修道会の内部においてその存在感を発
揮し、他のスペインのカルトゥジア会修道院の創設
にも多く関わった。スペインのカルトゥジア会は二
つの管区（カタルーニャ、カスティーリャ）から構
成され、タラゴナに位置するカタルーニャ管区のス
カラ・デイ修道院の創設を始めとする。カスティー
リャ管区では、マドリードの北部、ラスカフリアに
位置するエル・パウラール修道院が最初に創設され
た。ラス・クエバスのカルトゥジア会も創設当初は
エル・パウラールの修道士達によって共同体が形成
された。1400年に創設されたラス・クエバスのカ
ルトゥジア会はその後、アニアーゴ（パレンシア）、
ミラフローレス（ブルゴス）、ヘレス・デ・ラ・フ
ロンテッラ、カサーリャ・デ・ラ・シエラのカルトゥ
ジア会の創設に助力した。特にカサーリャのカル
トゥジア会はラス・クエバスのカルトゥジア会を直
接創設者とする娘修道院となる。したがって、カス
ティーリャ管区内に存在する九つのカルトゥジア会
修道院の内、約半数の修道院の創設に関わっている
こととなる。国内での指導的役割の大きさはカス
ティーリャ管区筆頭であったエル・パウラールと比
べても遜色ないものであったと推察される⒇。実際、
ラス・クエバスのカルトゥジア会の影響力の大きさ
は、スペインのカルトゥジア会全体の問題である、
カルトゥジア会本部グランド・シャルトルーズから
の分離、スペイン国家修族創設に直面した時に看取
される。以下では 17世紀前後になされた国家修族
創設の試みを一つの手がかりに、ラス・クエバスの
カルトゥジア会の国内のカルトゥジア会間における
立場をより明確に把握することを試みる。

1-2．スペイン修族形成の試みにおけるラス・クエ
バスのカルトゥジア会
　15世紀から成長の途にあったスペインのカル
トゥジア会は、フランス、グルノーブルに位置する
本部グランド・シャルトルーズの大きな権限に対
し、次第に不満を持つようになった。主に経済的な

理由が大きく、スペインのカルトゥジア会に内在す
る不満は最終的に本部からの分離、スペイン国家修
族の創設の試みにつながり、グランド・シャルト
ルーズとの係争がしばしば勃発した。こうした分離
の試みは 16世紀にはじまり、1784年、カルロス三
世の治世下における国家修族創設達成まで続く21。
本稿では 16世紀末から 17世紀前半に行われた国
家修族創設の試みに注目したい。
　16世紀に試みられたスペイン国家修族の創設は、
1592年、ユグノーによって焼き討ちにあったグラ
ンド・シャルトルーズによる課税要求に端をす
る22。この時、グランド・シャルトルーズが受けた
被害は甚大で、再建には他のカルトゥジア会修道院
からの経済的支援を必要とした。そこで、1596年
の総会でカルトゥジア会の各管区から再建費捻出の
ための徴税が決定されたのだが、スペインのカル
トゥジア会はこの決定に対し強硬に反発する23。そ
の先頭に立ったのが当時のラス・クエバスの修道院
長クリストバル・カルボであった。彼による支払い
拒否の意思表示はスペインのカルトゥジア会の分離
運動にまで発展した。この事態を重く見たグラン
ド・シャルトルーズは早急に手を打つ。1599年の
総会でカルボをラス・クエバスの修道院長職から罷
免し、続くヘレスのカルトゥジア会の修道院長への
就任も承認しなかったのである。カルボはこのた
め、ラス・クエバスへの隠遁を余儀なくされ、分離
運動も自然に終息した24。
　続く 1634年になされた分離の試みは一層急進的
なものであった25。きっかけは、当時ラス・クエバ
ス修道院長を務めていたフアン・ハラがグランド・
シャルトルーズから召集を受け、総会に参加したこ
とにある。総会からの帰還の途、彼は不意に数日マ
ドリッドに立ち寄ったのだが、この行動によって、
すでにグランド・シャルトルーズへの旅による院長
の不在、そしてその旅の費用によって膨らんでいた
ラス・クエバスの会士達が抱えるグランド・シャル
トルーズへの不満は臨界点に達した。管区内の博学
な修道士たちは互いに文通を行い、連絡を取り合
い、分離を図った。この中で中心になったのはラ
ス・クエバスのカルトゥジア会士ブラーボ・デ・ラ
グーナで、彼は率先してグランド・シャルトルーズ
からの分離を働きかけ、グランド・シャルトルーズ
とその総会の束縛から逃れることを目指した。
　ラグーナ達はスペインのカルトゥジア会がグラン
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ド・シャルトルーズによって継続的に行われる多量
の出費に完全に打ちひしがれている事実、そして、
その上訴が難しいという事実を教皇庁や国王、議会
に訴え、保護を求めた。さらに、当時スペインにお
いて国家修族を達成した他の修道会を引き合いに出
し、スペインのカルトゥジア会の国家修族の設立を
訴えたのである26。
　こうしたスペインのカルトゥジア会士達の分離工
作は功を奏し、ウルバヌス 8世によって、ブラー
ボ・デ・ラグーナをスペイン管区の最初の修道会総
長代理に任命する恩典が与えられる運びとなった。
しかし、このことがグランド・シャルトルーズの総
会長に伝えられると、すぐに総会長は妨害を試る。
結果的にすでに教皇によってほぼ確定的であった恩
典は反故にされ、分離計画は撤廃された。その上、
ラグーナは流刑に処され、スペイン国家修族の設立
の試みはまたも失敗に終わったのである。
　この後の分離の試みやそれに関する出来事は 17
世紀末まで見られない27。16世紀末、17世紀前半
に試みられた分離の試みにおいて、ラス・クエバス
のカルトゥジア会士達が中心となり、牽引した事実
は、同修道会が 16世紀から 17世紀にかけて数々
の寄進により成長し、国内屈指の富を有していたこ
とを考慮すれば、自然な成り行きと理解されよう。
莫大な富を有していたが故に修道院財産の流出は大
きな不満を生じさせ、本部への従属は自尊心を大き
く傷つけていたのである。しかし、ラス・クエバス
のカルトゥジア会士達皆が、本部グランド・シャル
トルーズからの分離を望んでいたわけではなく、国
家修族創設の問題は複雑な様相を呈している。事
実、1589年に二度目の国家修族設立の試みがなさ
れた際には、ラス・クエバスのカルトゥジア会修道
院長の妨害によって失敗に終わった28。とはいえ、
この事実もまた前述の二件の分離の試みと同様に、
ラス・クエバスのカルトゥジア会がスペインのカル
トゥジア会の一団において、その意思決定を左右す
るほど大きな影響力を有していたことの傍証といえ
るだろう。
　さて、それではこの重要な修道院の修道院長を二
期にわたって務めたブラス・ドミンゲスとはいかな
る人物であったか、次にスルバランに作品制作を依
頼したブラス・ドミンゲスについて考察を進める。

2．修道院長ブラス・ドミンゲス

　ブラス・ドミンゲスはラス・クエバスのカルトゥ
ジア会で誓願した修道士で、1669年に没するまで
約 80年の修道生活をおくった。著作を残していな
いため、その思想や精神を知ることは困難である
が、彼の人となりはラス・クエバスのカルトゥジア
会やヘレスのカルトゥジア会の年代記を手掛かりに
うかがい知ることができる29。
　ドミンゲスはその生涯において、ラス・クエバス
の会計係、カサーリャの修道院長を二回、アニアー
ゴの修道院長を二回、ヘレスの修道院長を二回と院
長代理一回、ラス・クエバスの修道院長を二回、そ
して巡察士とコミサリオを二回務めている。その人
物像について、ラス・クエバスのカルトゥジア会の
年代記には、「学識は高くないものの、その管理能
力は素晴らしく、忍耐力は確かなものであった。ま
た、十分に賢明で、熱意があり、厚い慈悲の心を持っ
ていた30」と記されている。実際、有能な修道院長
であったことは間違いなく、特に修道院財産の管
理、運用に関してはヘレスのカルトゥジア会の年代
記の記録にも、「前述の神父〔ドミンゲス〕は、世
俗の事柄の管理に関して高い知性を持ち、精神的な
ことに関しても他に遅れを取っていなかった31」と
記されている。
　とはいえ、彼の修道士としての生涯は苦難の多い
ものであった。修道院資産の運用に秀で、積極的に
地所の買収や構内の建築、装飾を実施したことは一
方で、一部の修道士たちの目には浪費として捉えら
れ、反感を買った。ラス・クエバスのカルトゥジア
会での一期目（1645-1648）、ヘレスのカルトゥジ
ア会での二期目（1662-1664）は過度な出費を理由
に、修道院長の職を罷免させられている。また、ド
ミンゲスの苦難はこれだけにとどまらず、特に自身
が初めてラス・クエバスの修道院長に就任する際に
大きな不運に見舞われた。

2-1．ドミンゲスの修道院長選出32

　1643年、当時ラス・クエバスのカルトゥジア会
の修道院長ホセ・デ・サンタ・マリアが死去したた
め、次なる修道院長を決める選挙が行われた。この
時、バル・デ・クリストの修道院長ペドロ・デ・ベ
ナベンテとポルタ・コエリの修道院長ドン・へロニ
モ・フリゴラが、コミサリオ（監査官）として選挙
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を取り仕切った。最初の三回の開票では当選者が決
まらず、ブラス・ドミンゲスの票も院長当選には一
票足りていなかった。このため、修道士たちは教会
法に従い、四回目の開票に取り掛かることを求めた
が、コミサリオたちがそれを認めず、本部総会の強
力な権力を有していることを理由に、アントニオ・
ブラーボ・デ・ラグーナを修道院長に擁立した。こ
の結果、ブラス・ドミンゲスの存在は無視され、修
道院長の職を手にすることができなかったのであ
る33。
　ラス・クエバスの修道士たちが、この不当な修道
院長の擁立を甘受することは決してなかった。翌
1644年、彼らは本部グランド・シャルトルーズの
総会に、四回目の開票が認められなかったこと、そ
して意思に反して修道院長を決定させられた旨を報
告した。一方で、先のコミサリオたちはこうした不
平をいち早く察し、自らの地位を堅持せんがため、
総会に自身が行った不正を白状し、同時に不当に決
定された修道院長を免職することを懇願した。
　このときドミンゲスはアニアーゴの修道院長を務
めると同時に総会の顧問委員であったため、グル
ノーブルにおり、そこでラス・クエバスの修道士た
ちのラグーナ修道院長に対する告訴の件を知らされ
ることとなった。そして同年の総会の書状によっ
て、ラグーナの免職が通達された。同総会の書状に
おいて、ブラス・ドミンゲスはアニアーゴの修道院
長職の任を解かれ、ラス・クエバスの修道院長に就
任した34。

2-2．ブラス・ドミンゲスの資産運用
　ラス・クエバスのカルトゥジア会修道院長に就任
した後、ブラス・ドミンゲスは早速、潤沢な修道院
資産を活用し始める。1645年、グアダルキビル川
の氾濫に備え、松の堤防を造築、続いて修道院の畑
にある井戸の改修を行った35。この翌年には 14,428
レアルで様々な土地を購入、さらに装飾用の壁掛け
に 14,000レアル、様々な典礼道具や日常品に 115,357
レアルを費やした36。こうした大量の出費が一部の
修道士たちの不満を買ったのは先に述べた通りであ
る。しかし、続く 1652年から始まる二期目でもや
はり積極的な資産運用を行う。翌年の 1653年、ま
ずは水車小屋の建設を計画する37。それでも、第一
期の失敗を反省したためか、この後、数年の間何ら
かの資本投資は見られない。彼が再び活発に資産運

用をするのは 1655年であった。
　この年再びさまざまな土地の購入や建物の改修が
記録されている38。これに加え、聖具室の大規模な
改装が行われたのである。年代記はドミンゲスが、
隣接する埋葬用チャペルと聖具室をつなげ、より広
い空間にしようとする企図を持っていたことを言及
しているが、それが実行されることはなかった39。
　また、年代記にはブラス・ドミンゲスが聖具室の
改築、装飾事業を修道院長第一期目から計画してい
たと記載されている40。確かに資産の浪費に対する
非難を受けたことによって、第一期の任期中に実現
が叶わなかったことは十分に考えられる。とすれ
ば、前述した 1654年の高額な寄付は聖具室装飾実
施の追い風となったことは間違いない。さらに、ド
ミンゲスは同年に再び本部総会に参加しており、年
代記作者リンコンは、その理由について動機がない
ものと付言しているが41、第一期目の修道院長の任
期中の失敗を省みたドミンゲスが、聖具室装飾とい
う大きな出費を前に、本部でその説明を試みたと推
測することもできよう。
　この後、1656年にドミンゲスは鍍金された聖体
顕示台の制作に 18,000レアルを費やした42。翌年、
ラス・クエバスのカルトゥジア会の修道院長職を解
かれ、カサーリャのカルトゥジア会の修道院長職に
就任した。

おわりに

　以上、主に年代記を手掛かりとして、17世紀の
ラス・クエバスのカルトゥジア会がいかなる状況に
あったのか、その一端を明らかにした。ブラス・ド
ミンゲスは苦難の末ようやく実現した聖具室装飾に
おいて、その壁面を飾る絵画の一枚に自らの姿と、
当時、副修道院長の職務に就任したばかりであった
マルティン・インファンテ43、そして当時のラス・
クエバスのカルトゥジア会士たちを描きこませ、当
時の修道院の集団肖像画の様相を呈した作品をスル
バランに作り出させた。そこには、豊かな財力とス
ペイン国内のカルトゥジア会において大きな影響力
をもち、先導的役割を担ったラス・クエバスのカル
トゥジア会、そして同修道会を強力な管理能力に
よって治めるブラス・ドミンゲスの自負心が垣間見
られるのである。
　この反面、歴史家オルティス・デ・スニガが、「ラ
ス・クエバスのカルトゥジア会はスペインのカル
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トゥジア会においてもっとも豊かで影響力のある修
道院であり、それは主導権を握らんと望むエル・パ
ウラールや他のカスティーリャのカルトゥジア会の
不信感や反感を掻き立てるほどであった44」と言及
するように、ラス・クエバスのカルトゥジア会の大
きな影響力が、他の国内のカルトゥジア会の反目を
招いていたことも大いに考えられる。この問題を含
め、今後、17世紀のスペイン国内のカルトゥジア
会の関係に関してさらに考察を深めるためには、同
時代の他のカルトゥジア会の資料を基にした、より
包括的な調査が必要となるであろう。

図版出典
図 1–3　Delenda, Odile, Catálogo razonado y crítico, Fun-

dación Arte Hispánico, Madrid, 2009.
図 4–6　筆者撮影

注
⑴　1744年、グアダルキビル川の洪水による被害によって
破損した修道院の文書史料の復元、集成の目的で作成さ
れた。創設から 18世紀前半までの各年の出来事が記載さ
れている。Martín Rincón, José, Protocolo de el Monasterio 
de Nuestra señora Santa María de las Cuevas. Tomo Prim-
ero. Anales de los tres primeros siglos de su fundación... Año 
de 1744. Manuscrito en gran folio de 738 páginas, a dos 
columnas, más 22 de índice. Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, tomo I, II.
　なおこの年代記はクアルテロ・イ・ウエルタが以下の
著作に一部掲載しており、貴重な史料となっている。
Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de Cazalla de 
la Sierra, Madrid, t. I (1950) y t. II (1954).

⑵　1655年の項目に記載されている。“Para los tres lienzos 
principales de la Sacristía, hizo venir al célebre Zurbdran que 
esmeró en ellos la valentía de su dibujo y la ternura de su 
pincel y colorido, cuyas figuras de Monjes son verdaderos 
retratos del P. D Blas Domínguez y de su Vicario Don Martín 
Infante, de oficiales o padres antiguos.” Protocolo, t. I, p. 
644.（Cuartero, op. cit., t. II, pp. 16-17.）
　引用文はすべて原文のまま表記。拙訳。
⑶　1835-1836年の永代財産解放令により、修道院が解散し
た後は、1839年にチャールズ・ピックマンにより購入さ
れ、陶器工場へ改装、窯や煙突が建設され、これらは今
も残されている。なお、その後、1986年にアンダルシア
州政府が同地を買い上げ、現在ではコンテンポラリーアー
トセンターとして使用されている。Delenda, Odile, Los 
conjuntos y el obrador, Fundación Arte Hispánico, Madrid, 
2010, pp. 245-246
⑷　Cantera Montenegro, Santiago, La orden de la Cartuja en 

Andalucía en los siglo XV y XVI, Analecta Cartusiana 227, 
Salzburg, 2005, p. 22.
⑸　Antequera Luengo, Juan José, La cartuja de Sevilla- histo-

ria, arte, y vida, Grupo Anaya, 1992, p. 9.

⑹　Ibid., p. 47.
⑺　ペドロ・アファン・デ・リベラがリベラ家のラス・ク
エバスのパトロンとしての地位を主張し、修道院と争っ
た。結局はゴンサロ・デ・メナがラス・クエバス唯一の
パトロンであることがローマ教皇庁控訴院によって確認
された。

　Cuartero, op. cit., t. I, pp. 501-502.
⑻　ペル・アファン・デ・リベラの孫パジョ・デ・リベラ
はカルトゥジア会に入会し、ラス・クエバスのカルトゥ
ジア会士となった。その後、ミラフローレスとエル・パ
ウラールのカルトゥジア会で財務担当係を務めている。
Cantera Montenegro, op. cit., p. 24.

⑼　初代タリファ侯爵ファドリケ・エンリケス・デ・リベ
ラは 1539年 11月 6日に死去し、全ての蔵書を遺贈した。
Cuartero, op. cit., t. I, p. 377.

⑽　アルカラ侯でありタリファ公、モラレス伯であったフェ
ルナンド・アファン・デ・リベラ・イ・エンリケスは、
1629年にイエスと十二使徒の描かれた絵画十三点を寄付
した。Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas,de Sevilla, y de su filial de 
Cazalla de la Sierra. Apendices documentales, Madrid, 1992, 
pp. 134-135.

⑾　Cantera Montenegro, op. cit., p. 30.
⑿　Ibid.
⒀　Cuartero, op. cit., t. I, pp. 308-309.
⒁　Cantera Montenegro, op.cit., p. 31.
⒂　Ibid., p. 45.
⒃　1503年の段階でラス・クエバスが 1,484,937マラベディ
の地代収入を得ていたのに対し、サン・イシドロ・デル・
カンポは 500,000マラベディほどで、この後にブエナビ
スタの聖ヒエロニムス会、サン・クレメンテ・デ・ラス・
ドゥエーニャス、サンタ・クラーラ・デ・ラス・ドゥエー
ニャスが続く（300,000、400,000マラベディ）。Ibid, p. 
45.
⒄　セビーリャの貧者の増加に心を痛めたラス・クエバス
のカルトゥジア会の修道院長は、メディナセリ公爵に小
麦の貸与を依頼したが、公爵は寛大にも寄付として提供
した。Cuartero, op. cit., p. 694.

⒅　Cuartero, op. cit., t. II, p. 11
⒆　Protocolo., p. 633.
⒇　エル・パウラールはラス・クエバス、アニアーゴ、ミ
ラフローレス、グラナダのカルトゥジア会の創設に助力
し、グラナダのカルトゥジア会を娘修道院とする。
Gómez, Ildefonso M., La Cartuja en España, Analecta Car-
tusiana 114, Salzburg, 1984, p. 58.

21　本部の監督下から独立し、スペイン国内のカルトゥジ
ア会のみで組織される国家修族創設への重要な試みは、
達成に至るまで 5回なされた。すなわち、1509年にカト
リック王フェルナンドによって推進された国家修族創設
の試み、後述する 1577年、1599年、1634年の試み、そ
してエル・パウラール、ラス・クエバス、スカラ・デイ
などのカルトゥジア会士達による『新会憲集』への抗議
が後に国家修族創設の要求につながった 1692年の試みで
ある。Escudero, Juan Mayo, La congregación nacional de 
los cartujos españoles, Analecta Cartusiana 262, Salzburg, 
2008; Gomez, op. cit., pp. 161-187.

22　Gómez, op. cit., pp. 181-184; Escudero, op. cit., p. 3; 
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Cuartero, op. cit., t. I, pp. 540-541.
23　1596年の総会で各管区から再建費捻出のための徴税が
決定され、年に 2000エスクードの資金が再建には必要と
の見積もりが立てられた。そして、カタルーニャ、カス
ティーリャ両管区にはそれぞれ 220エスクードが要求さ
れた。Escudero, op. cit., p. 3

24　カルボは翌年、ラス・クエバスのカルトゥジア会にて
歿。Cuartero, op. cit., t. I, p. 541.
25　1634年の試みは年代記に、詳細に記載されている

Cuartero, op. cit., t. I, p. 669.
26　1634年までにベネディクト会、シトー会、フランシス
コ会、三位一体会、プレモントレ会など多くの修道会が
スペイン国内において国家修族の形成を達成している。
Gómez, op.cit., pp. 169-170.

27　1681年に総会長イノサン・ル・マソンによって公布さ
れた『新会憲集』は大きな反響をもたらした。Gómez, op. 
cit., pp. 186-187; Escudero, op. cit., pp. 5-8.
28　Cuartero, op. cit., t. I, pp. 469-470.
29　ブラス・ドミンゲスの略歴がラス・クエバスの年代記
に記載されている。Cuartero, op. cit., tomo II, pp. 34-35.
30　“Su ciencia no fue mucha; su gobierno, excelente; su 

paciencia, inconcusa, su prudencia, suficiente, su celo 
grande, y su caridad ardiente.” Ibid., p. 35.
31　“Tuvo el dicho Padre inteligencia en el gobierno de las 

cosas temporales y no se quedó atrás a otros en lo espiritual.” 
（Escudero, Juan Mayo, ed., Protocolo primitivo y de fun-
dación de la Cartuja de Santa María de la Defensión, 
Analecta Cartusiana 120, 2001, p. 154.）
32　Cuartero, op. cit., t. I, pp. 694-695.
33　リンコンはこの件に関し、ラグーナの関与を推測する
が、それは定かではない。Ibid., p. 694.
34　リンコンは、この年の総会への参加においてドミンゲ
スが「筆舌に尽くしがたい矛盾と苦悩の任務に苦しんだ
（Cuartero, op. cit., t. I, p. 695.）」と言い表し、彼の確かな
忍耐力を裏付けるものと看做している。これは、この総
会において、修道院長選出の問題に加え、カサーリャの
カルトゥジア会の移転問題の最終決定がなされたことに
よる。収入が乏しく積年経営が困難であったカサーリャ
のカルトゥジア会は再三移転が検討されたが、1644年の
総会において、移転計画の永久的な凍結が決定された。
このことはカサーリャのカルトゥジア会にとって大きな
打撃であり、かつて同修道院のレクトールなどの職務を
果たしていたドミンゲスにとっても厳しい判断であった
だろう。カサーリャのカルトゥジア会の移転問題につい
ては Cuartero, op. cit., t. I, pp. 670-680.に詳しい。

35　Ibid., p. 695.
36　Ibid., p. 696.
37　この件に関してカルデニョーサ公との訴訟が引き起こ
されている。Cuartero, op. cit., t. II, p. 10.
38　Ibid., p. 16.
39　Ibid., p. 17.
40　Ibid.
41　この時ドミンゲスは巡察使などの役職に就いていな
かった。Ibid., p. 11.
42　Ibid., p. 17.
43　カサーリャのカルトゥジア会のレクトールの職を解か
れたばかりであった。Ibid.

44　Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de 
Cazalla de la Sierra. Apendices documentales, Madrid, 1992, 
p. 7.


