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パナギア・ペリブレプトス聖堂（オフリド）ナルテクスの装飾プログラム

　旧ユーゴスラヴィア、マケドニア共和国
（FYROM）の南西部、透明度の高いオフリド湖に
面する古都オフリド Ohridには、数多くのビザン
ティン聖堂とフレスコ壁画が残っている⑴。その中
でも聖母マリアに捧げられたパナギア・ペリブレプ
トス聖堂⑵は、聖堂壁面のほぼすべてにフレスコが
残り、創建（1294／95年）当初のプログラムを我々
に示してくれる貴重な遺例である。しかし聖堂のモ
ノグラフがいまだ刊行されていない現状では、装飾
プログラムの全貌を論じることは難しい。私は本聖
堂に関して、いくつかの論文を発表してきた⑶。
玄
ナルテクス

関廊の図像についても論考を準備中であるが、紙
幅の問題でここではナルテクス全体の記述を行ない
たい⑷。後続の論考は、本稿における記述を踏まえ
ることとする。

1．ナルテクス装飾全体の記述

　ナルテクスはおおよそ 5：2の比率の横長の空間
で、2本のアーチによって南北方向に 3つのベイに
分割される【図 1】。中央ベイがやや広く 5の比に

対して、南北ベイはおよそ 4の比となる。中央ベイ
は浅いドームを冠し、南北ベイは交叉ヴォールト天
井となる。中央ドーム部には、円形光背内に頭部を
西に向けて立つ「天使としてのキリスト」を配し、
光背を 6人の天使が支える。6人中 2人は東側のペ
ンデンティヴに立つ形となっている。西のペンデン
ティヴには預言者ハバクク（北西、銘：［ὁ Προφητής］ 
ΑΜΒΑΚΟΥΜ） と エ ゼ キ エ ル（ 南 西、 銘：Ο 
ΠΡΟΦΗΤΗC ［ΕΖΕ］ ΚΙΗΛ）が描かれる。
　中央ベイを囲むアーチは、交叉ヴォールトの四分
の一区画と連続しており、その変形部分には頭部を
外側に向けた大天使の半身像が配される。大天使は
右手に笏を持ち、左手には Xの文字を記した天球
を抱える。南北ベイ交叉ヴォールトの残る各 3区画
にも、大天使半身像が並ぶが、右手の笏は共通であ
るものの、左手には天球の有無、天球の文字の×
と＋、といったヴァリエーションが存する。一部の
天使の頭部左右に ΑΓΓΕ(λος) Κ(υρίο)Υ（主の御使
い）の銘が残っている。しかし天井全体のシンメト
リカルな構図を崩すように、南ベイ交叉ヴォールト
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東区画には、大天使ではなく、「救われた魂（赤子）
を抱く神の右手」図像⑸【図 2】が配されている。
　中央ベイの東西、北ベイの東・北・西、南ベイの
東・南・西には計 8区画の半

リ ュ ネ ッ ト

円形壁面があり、説話
図像の場となっている。中央ベイ西リュネット、北
ベイ北リュネット、南ベイ南リュネットには採光の
ために窓が穿たれ、南北ベイの東西リュネット 4区
画は幅が狭く、細長い楕円を半分に割った形状とな
る。壁面の形状と広さは、当然のことながら図像の
内容と関わることになる。
　まずは主題のみを列挙する。中央ベイ東リュネッ
トは、献堂聖者であるパナギア・ペリブレプトス
（祝福された聖母）のイコン的図像で、「クリスマス
讃歌」に基づく神の子受肉の讃美となる【図 3】。
同西リュネットは「モーセと燃える柴／律法の授
与」である。北ベイには東リュネットに「モーセの
幕屋」、北リュネットに「ネブカドネツァルの夢／
ダニエルの夢解き」、西リュネットに「ヤコブの梯
子／天使と格闘するヤコブ」が並ぶ。南ベイは、東
リュネットに「エゼキエルと閉ざされた門／イザヤ
の炭火」、南リュネットに「神殿を建てるソフィア」、
西リュネットに「ソロモンのベッド」が描かれてい
る。
　2本のアーチには、頂部の大天使に加え、上部の
リュネットと等しい高さの部分に福音書記者マタイ
（北アーチ東側、銘 Ο ΑΓ(ιο)C ΜΑΤΘΑΙΟC）、ヨハ
ネ（南アーチ東側、銘；Ο ΑΓIω (sic) ［Ἰωάννης］）、
ルカ（南アーチ西側、銘：Ο ΑΓ(ιο)C ΛΟΥΚ (άς)）、
マルコ（北アーチ西側、銘：Ο ΑΓ(ιο)C ΜΑΡΚΟC）

を配する。四福音書記者の配置は、ナオスのドー
ム・ペンデンティヴにおけるそれと、ヨハネとマタ
イが入れ替わっている。
　このアーチの最下部には、扉口を挟むように使徒
が配される。東はペテロ（左／北、銘：Ο ΑΓ(ιο)C 
ΠΕΤΡΟC）とパウロ（右／南、銘：Ο ΑΓ(ιο)C 
ΠΑΥΛΟC）⑹、西はトマス（左／南、銘：Ο ΑΓ(ιο)
C ΘωΜΑC）とフィリッポ（右／北、銘：Ο ΑΓ(ιο)

図 1　パナギア・ペリブレプトス聖堂、ナルテクス全体（以下註記のない限りパナギア・ペリブレプトス聖堂）

図 2　ナルテクス南側
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C ΦΙΛΙΠΠΟC）である。パウロ以外の 3使徒は左
手に紐でくくった巻物を持っているが、パウロのみ
巻物を 8本抱える。巻物には彼が著した書簡の頭文
字 ΘΦΡΓ / ΕΚΤΕの文字が見える⑺。トマスとフィ
リッポの間、すなわち西扉口上に献堂銘文があり、
本聖堂がビザンティンの高級官僚プロゴノス・ズグ
ロス（アルバニア名 Progon Zgur）と妻エウドキア
の寄進によって、1294／95年に完成したことがわ
かる⑻【図 4】。
　引き続き壁面最下部のイコン的聖人像の記述を行
なう。西壁面トマスの左（南）、すなわち「ソロモ
ンのベッド」の下には、十字架を中央に皇帝コンス
タンティヌス（銘：Ο ΑΓ［ιος Κωνσταντίνος］）と
母后ヘレナ（銘現存せず）⑼が描かれていたが、意

図的に壁面が削られており⑽、脛より下のみが現存
する。フィリッポの右（北）、すなわち「ヤコブの
梯子」の下にはコスマス（左、銘：Ο ΑΓ(ιο)C 
KOCMAC）とダミアノス（右、銘：Ο ΑΓ(ιο)C 
ΔΑΜΙΑΝΟC）の双子の治癒聖者が並ぶ⑾。二人は
髪形、鼻の形含めて鏡像関係の顔をもつ。ダミアノ
スは右手にメスを持っている。後代、両聖者の胸の
辺りまでニッチが設けられ、Ostoja Rajakovićの墓
（聖母子坐像と寄進者のフレスコ、1379年）が新た
に造られたため、オリジナルの聖者像の下半は見え
ない（失われた）状況である。コスマス胸元の襟の
部分には、刺繡としてωΝの文字、同じくダミア
ノスの襟にはMMの文字が読める。偽クーファ体
にも似た意味のない装飾であろうが、この画家はナ

図 3　ナルテクス東側

図 4　ナルテクス西側
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オスの聖者像に同じようなやり方で署名を残してい
るので、有意である可能性もあろう。念のために註
記する。
　南壁（「ダニエルの夢解き」の下）には中央に狭
い扉口が穿たれ、左右がフレスコの場となる。左が
十字架と薬箱を手にするパンテレイモン（胸元に文
字様の表現はない。銘：Ο ΑΓ(ιο)C ΠΑΝΤΕΛΕΗΜω 
（ν））、右が長い銘文⑿の巻物を持つ大天使ガブリエ
ル（銘：Ο ΑΡΧ(άγγελος)ΓΑΒΡΙΗΛ）である。対
面する北壁（「神殿を建てるソフィア」の下）には、
3人の讃歌作者が並ぶが、やはり方形に壁面が削ら
れている。左の詩

ピイティス

人コスマス（675–752/4、銘：Ο 
ΑΓ(ιο)C KOCMAC O ΠΟΙΗΤΗC）⒀のみが完全に
残っており、右は右半身の大部分を失うが、銘によ
り詩
ピイティス

人ヨシフ（812/8–c.886、銘：Ο ΑΓ(ιο)C IωCΗΦ 
O ΠΟΙΗΤΗC）⒁であることがわかる。中央聖人は
脛から下を残すのみであるが、「クリスマス讃歌」
の作者とされるダマスコスのヨアンニスであると推
定できる⒂。
　東壁下部を見よう。パウロの柱の右（南）、「エゼ
キエルと閉ざされた門」の下は、区画のほとんどが
削られてしまったが、右翼の一部、毛の生えたむき
出しの脛、斧が置かれた木の根元（マタ 3：10、ル
カ 3：9）が見えるので、有翼の洗礼者ヨハネであっ
たことがわかる（銘現存せず）⒃。ペテロの柱の左
（北）、「モーセの幕屋」の下も大きく削られている。
左翼の一部と左手の巻物の銘⒄、脛が残る。隣接す

る北壁がガブリエルであるところから、ここは大天
使ミカエルであることがわかる。
　以上ナルテクスの聖者像については、洗礼者ヨハ
ネ、2大天使、4福音書記者、4使徒、2皇帝聖者、
3医療聖者⒅、3讃歌作者という構成になる。3医
療聖者、3讃歌作者を描いた点が、多少ともパトロ
ンの意思を感じさせる。他はナルテクス図像として
ふつうである。

2．天使キリスト

　ナルテクスの中央ベイ天井に描かれた「天使キリ
スト」図像は、ナルテクス装飾プログラムの中心に
なるのみならず、聖堂全体のプログラムとも深く関
わる【図 5】。外側から白、灰色、紺の三重の同心
円光背の中に、キリストが立つ。ベーマ天井に描か
れた「キリスト昇天」は五重の同心円でより丁寧で
あるが、配色含めてナルテクス光背とよく似てい
る。天使キリストは黄色、すなわち黄金の衣を身に
まとい（昇天のキリストと同じ）、右手を挙げて掌
の聖痕を示し、右手には巻物⒆と十字架杖を持って
いる。両足にも聖痕が認められる。すなわち復活の
キリストである。
　無髯で豊かな頬のキリストは、アプシス及びナル
テクス東壁のマリアの顔と似ているが、これは神学
的含意をもつ現象ではなく、画家の個人様式による
ものであろう。顔の左右に IC XCとの銘があり、
ニンブスに宝石で飾られた十字を組込むところか

図 5　ナルテクス中央天井「天使キリスト」
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ら、この人物がキリストであることは疑いを容れな
い。無髯のキリストに翼がある「天使としてのキリ
スト」は、ビザンティン図像学上「大公会議 Great 
Council （Counsel）／ μεγάλη βουλήのキリスト」
と呼ばれる⒇。名称の典拠は七

セプトゥアギンタ

十人訳「イザヤ書」
9：6「ひとりの子が私たちに生まれ、ひとりの息
子が私たちに与えられた。その名を、大公会議の
使
アンゲロス

いと呼ぶ」21である。
　キリストの光背上部に、キリストの向きとは逆に
（床に立つ信徒からは読める向きに）、同じくグリゴ
リオスの説教からの一節が記される22。キリストの
光背を 6人の天使が、キリストと同じ向きに抱え上
げている。キリストの頭部側、すなわち西側のペン
デンティヴには預言者エゼキエル（北西）とハバク
ク（南西）が描かれる。エゼキエルは右手で天を指
し、ハバククは驚いて天を見上げる仕種で、両者と
も左手に銘を記した巻物を持つ23。預言者エゼキエ
ルとハバククが、神

テオ フ ァ ニ ア

の顕現を目撃する図像は、5世
紀のテサロニキ、オシオス・ダヴィド聖堂アプシ
ス・モザイク24に最古の作例を見るものである。
　本聖堂の装飾プログラムの核の一つに、神キリス
トの多態 polymorphismに対する強調がある。アプ
シス・コンクのアーチ頂部に「キリスト・インマヌ
エル」、ドームには「キリスト・パントクラトール」、
西腕アーチ頂部には「日の老いたる者キリスト」が
描かれており、オフリドから遠からぬカストリア
（ギリシア）の聖ステファノス聖堂天井の「キリス
ト三態」からの影響を思わせる。ナルテクスという
副次的空間に「天使キリスト」を配することによっ
て、聖堂中軸上に「キリスト四態」が成立すること
になる25。以上四態は説話性が弱く、円形の枠に納
められるイコン的図像である。加えて説話図像の中
にも「祭司キリスト」26（プロテシス北天井の「エ
マオの晩餐」）、裸体の幼児キリスト（プロテシス南
壁の「アレクサンドリアの聖ペトロスの幻想」）27、
司祭としてのキリスト（アプシス・コンク下部の
「使徒の聖体拝領」）など、キリストの様々な顔・役
割が強調される。
　「キリストの多態」の中でも、「天使キリスト」は
繰返し言及される図像である。プロテシス南天井の
「アブラハムの饗宴」で、3人の天使のうち中央に
は十字ニンブスが付される。「彼は目を上げると、
見たのである。見よ、3人の男がこちら向きに彼の
前に立っていた」（創 18：2）に始まる事件は、「主

はアブラハムに向かって言った。『なぜサラは……
くすりと笑ったのだ？……』」）（創 18：13）と展開
し、「主はアブラハムと語り終えると、立ち去った」
（創 18：33）と、神の退場が語られる。この後「二
人の御使いが、夕方、ソドムに入った」（創 19：1）、
と「ソドム滅亡」の物語に接続する28。つまり三位
一体と予型論的に解釈される「アブラハムの饗宴」
のうち、一人が主

キリオス

であって、主が退場したあとに残
るのは「二人の御

アンゲロス

使い」ということになる。
　予型論的に描かれるビザンティンの「アブラハム
の饗宴」にはいくつかの図像学的類型があり、有名
なアンドレイ・ルブリョフによるイコン《聖三位一
体》（モスクワ、トレチャコフ美術館）のごとく 3
天使を均質に描くのが作例の多い型である。しかし
トカル・キリセ新聖堂（カッパドキア、ギョレメ地
区、10世紀半ば）は左右に白衣の天使を置くのに
対し、中央は紺と紫の衣、無翼、十字ニンブスのキ
リストを描いて区別する29。一方で同じくギョレメ
地区のカランルク・キリセ（11世紀）は、同じ風
貌の 3天使を描いて、3人のニンブスに等しく十字
を描いている。本聖堂では 3人とも有翼、着衣は共
通であるが、中央のニンブスのみに十字が付されて
いる。つまり本聖堂プロテシスの「アブラハムの饗
宴」は「創世記」の記述に寄り添いつつ、主（＝神）
が天使の姿をとったことを保証する。もちろんその
顔は、ナルテクスの「天使キリスト」と等しい。
　ナルテクス・リュネットの説話図像においても、
「天使（の姿をした）キリスト＝神」は種々のレヴェ
ルで登場する。南壁の「神殿を建てるソフィア」に
おいて、ソフィア（叡智＝キリスト）は十字ニンブ
ス、有翼で表される。北壁の「ネブカドネツァルの
夢」（ダニ 2：1）において、王に夢を告げる天使が
三頭で描かれ、すなわち「三位一体」の神を示唆す
る。上記 2図像は、一頭、三頭の差はあれ、神キリ
ストを有翼で描くものである。これとは異なるレ
ヴェルであるが、通常単なる天使と見なされる図像
にも、「天使としての神」が表象されている。西壁
北側の「ヤコブと天使の格闘」は、テクスト（創
32：23–33）によれば、ヤコブと闘ったのは神であ
る30。ディアコニコン北壁「炎の中の 3人の少年」
は、ダニエル書第 3章に基づき、炎の燃え盛る炉に
投げ込まれた 3少年が、神の加護によって生還する
物語である。炉の 3少年上部には翼を広げた天使が
いるが、テクスト31によればこの天使は「神の子」、
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すなわちキリストに他ならない。これら 2例はニン
ブスに十字がないものの、テクスト上、天使が神＝
キリストであると解釈できるものである。
　前稿で縷々指摘したように、本聖堂の図像は様々
なネットワークの下に構想されている。ナルテクス
天井中央の「天使キリスト」は、他の場所に 5回反
復され、ベーマ天井の「キリスト昇天」も形態の類
似（同心円の光背、金衣のキリスト、キリスト自身
が翼をもつ代わりに 2天使を配置）によって関係づ
けられている。

3．クリスマス讃歌

　中央ベイ東壁リュネット、すなわちナオスへの扉
口上には「クリスマス讃歌」に基づく「祝福された
聖母（パナギア・ペリブレプトス）」イコンが描か
れる【図 6】。中央には六角形の背もたれをもつ玉
座が置かれ、赤いクッション上に巨大な聖母子が坐
す。聖母は紺の衣に紫のマフォリオン、幼子イエス
の金色の衣は、直上の「天使キリスト」と等しい。
マリアにMHP ΘΥの略

ノミナ・サクラ

号は認められるが、イエス
に IC XCの文字は付されていない。背もたれには
布が張り渡され、縁には偽クーファ体の装飾として
見過ごされてきた文様が描かれる。しかしここには
意味があると私は考える。向かって左端から Oω
が 6回繰返されて、いったんマリアの右肩に隠れ、
左肩からまた Oωが 2回続くが、3回目は Oωで
はなく OωNとなる。4回目は Oωだが、最後の 5
回目は再び OωNである。つまり意味をなさない
Oωの反復、単なる装飾に見せかけて、その中に 2

度 OωNを描いた。
　ギリシア語 be動詞現在分詞の ὁ ὢν（オ・オン、
今在る者）は、黙示録 1：8はじめ、黙示録に 4回
（1：4、4：8、11：17、16：5）登場する神の呼称
である32。1：8を直訳すればこうなろう。「私はア
ルファであり、オメガである、と主・神・今在る者・
かつて在りし者・やがて来る者・万

パ ン ト ク ラ ト ー ル

物の統治者は言
う」。神を現在・過去・未来の 3時制に遍在する者
と捉える考え方は、「キリスト三態」の根拠の一つ
となった33。ビザンティン図像学では、キリストの
フィジオノミーを問わず、ニンブスの十字の向かっ
て左腕、縦木、右腕に 3分割して OωNの 3文字
が配されることがある。ミハイルとエウティキオス
は、キリストに IC XCと記す代わりに、玉座の背
もたれに「今在る者」との銘を潜り込ませたので
あった。
　聖母子像の向かって左には、玉座の座面ほどの背
丈で、聖職者と男女の皇族が並ぶ。いずれも両手を
アクラマティオの仕種に挙げて、聖母を讃える。聖
職者のうち顔の判別できる 3人は、先頭からヨハ
ネ・クリソストモス、大バシリオス、ナジアンゾス
のグリゴリオスの顔をしている。皇族の先頭に時の
皇帝アンドロニコス 2世パレオロゴスがいれば面
白いところであるが、いないようだ。対称の右側に
は修道僧や男女の俗人が居並ぶ。固有名詞を特定で
きる人物はいないだろう。
　マリアの頭上には天の弧が描かれ、光が彼女に降
り注ぐ。光の中には赤い絵具の痕跡が看てとれ、星
か聖霊の鳩が描かれていたものと思われる。天の左

図 6　ナルテクス東扉口上「クリスマス讃歌」
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右に各 4人の天使が飛翔して、神を讃美している。
　地上の讃美者と天使の中間をなす背景には計 4
つのモティーフが配され、聖母讃歌をなす。右上が
3人のマギ、左上が 3人の羊飼い、左下が洞窟の穿
たれた岩山を抱え、樹木を冠にした「大

ギ

地」の擬人
像、右下が飼葉桶を抱えた「荒

エリモス

野」の擬人像である。
これらは正教会で今日も謳われ、ダマスコスのヨア
ンニス作とされる「クリスマス讃歌」34に基づく。

τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ 
γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν 
ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων , τὴν 
εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν 
ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ 
δῶρα , οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα , ἡ γῆ τὸ 
σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ 
Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς 
ἐλέησον ἡμᾶς.
何をあなたに捧げましょう、キリストよ
我らがために、この地に人として現れた方（→
聖職者と皇族の上部銘）

あなたによって創造された万物が、あなたに感
謝を捧げるのです
天使は讃歌を／天は星々を／マギは贈り物を
（→マギの上部銘）／羊飼いは驚異を（→羊飼い
の上部銘）／大地は洞窟を（→大地の上部銘）／
荒野は飼い葉桶を（→荒野の上部銘）／我らは
乙女なる母を（→修道士・俗人の上部銘）（あな
たに）捧げます

あらかじめ永遠なる神よ、我らを憐み給え

　上記「クリスマス讃歌」のうち、下線部が割註の
箇所に銘として書き込まれている。銘を読み継いで
ゆけば、不可視の神を受肉した聖母マリアを讃える
歌のおおよそが知れることになる。

4．旧約の諸場面

　7つのリュネットには、聖母を予型するとされる
旧約の図像が描かれる。どの順に記述するかは、ナ
ルテクス全体のプログラム解釈に関わるだろうが、
今はニュートラルに、「クリスマス讃歌」対面の西
壁中央リュネットから始め、時計廻りに進むことに
する。

モーセと燃える柴／律法の授与（西壁中央）【図7】
　リュネット中央に二連アーチの窓が穿たれる。窓
上部には天の弧が描かれ、2枚の石板を持った神の
右手が顕れる。石板には 5～6行の文字様の描写が
見られるが、意味をなしていない。シナイ山を表す
険しい岩山の上にサンダルを履いて立つモーセが、
衣で両手を覆いつつ、石板を受けとろうとする（銘
Ο ΠΡΟΦΗΤΗC / ΜωΥCΗC / ΔΕΧΟΜΕΝ(ΟC) / 
Τ(AC) ΘΕΟΓΡΑ/Φ(OΥC) ΠΛΑ/ΚΑC 神が書いた板
を受けとる預言者モーセ35）。衣の下の手が、簡潔
なハイライトで描写されて見事である36。
　リュネット右上部を除いて、「モーセと燃える柴」
（出 3：1以下）の場面となる。右下でモーセ（銘
Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΜωΥCΗC）は神の声を聴き、そ

図 7　ナルテクス西壁中央「モーセと燃える柴／律法の授与」
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の命に従ってサンダルを脱ぐ様が中央下に続く（出
3：4–5）。左には大きく、燃え尽きることのない柴
が描かれ、その上方から天使の半身が現れてモーセ
に語りかける（3：2）。柴中央には聖母子半身像が
あって、幼子イエスは右手を伸ばしてモーセに語っ
ている。イエスの姿が半ば母の懐に隠れているの
は、受肉の神秘を表す重要な図像である37。神は自
らを定義して「アブラハムの神、イサクの神、ヤコ
ブの神である」と名乗った（3：6）。三位一体の予
型と解釈される箇所である38。この壁面の聖堂建築
における対極とも言えるアプシス周囲には、受肉の
神秘を語るインマヌエルと聖母に加え、アブラハ
ム・イサク・ヤコブの三代が描かれている。
　モーセの 2図像は、エジプト脱出前と後という時
間的に離れた事件であるが、シナイ山という共通の
場を有しているために、結合されることがある。神
がモーセに語りかける中で、「私は今

オ ・ オ ン

在る者だ」（3：
14）と述べる。この台詞は対面する「クリスマス
讃歌」の玉座背もたれにこっそりと記されていたこ
とを思い出そう。「燃える柴」がマリア処女懐胎の
予型であることは、正教世界周知の解釈で、ビザン
ティン後期には「燃える柴の聖母」図像も普及した。
　このリュネットを囲むアーチに描かれた福音書記
者も、関連する銘を記した書物を手にする。左アー
チ（南）はルカで、「（死者が復活することは、）モー
セも『柴』の個所で、主をアブラハムの神、イサク
の神、ヤコブの神と呼んで、示している」（ルカ
20：37）39、右アーチ（北）のマルコには「（死者が
復活することについては、）モーセの書の『柴』の
個所で、神がモーセにどう言われたか、読んだこと
がないのか。『私はアブラハムの神（、イサクの神、
ヤコブの神である』とあるではないか）」（マルコ
12：26）のパラフレーズ40が記される（「アブラハ
ムの神」で終わる）。
　ルカ、マルコともに、「出エジプト記」の燃える
柴の箇所を引照する章句をうまく用いつつ、それを
復活に関連づけた。天井中央の「天使キリスト」が
復活祭説教の銘を有することとつながるものであ
る。顧みて対面、「クリスマス讃歌」を囲むマタイ
とヨハネもまた、神の受肉に関わる章句を手にして
いたのであろうが、現状では判読できない。マタイ
であれば「『見よ、おとめが身ごもって男の子を産
む。その名はインマヌエルと呼ばれる。』この名は、
『神は我々と共におられる』という意味である」（1：

23）、ヨハネであれば「律法はモーセを通して与え
られたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して
現れたからである。いまだかつて、神を見た者はい
ない。父のふところにいる独り子である神、この方
が神を示されたのである」（1：17–18）が相応しか
ろう41。記者 4人とも旧約に言及する訳だし、うち
3人がモーセに触れることになる。

ヤコブの梯子／天使と格闘するヤコブ（西壁北）
　左下半から上半にかけてが「ヤコブの梯子」（創
28：10–22）、右下半が「天使と格闘するヤコブ」（創
32：23–33）である【図 8】。髯の十分に生えそろっ
ていないヤコブが腕枕で眠るところから梯子が伸
び、上昇する天使二人、下降する天使二人が描かれ
る。中央上には天の弧が置かれ、内部にキリストの
胸像が認められる。銘は Η ΚΛΙΜΑΞ ΗΝ ΕΙΔ(ΟΝ) 
/ Ο ΙΑΚωΒ（ヤコブが見た梯子）。右下では険しい
岩山を背景に、天使とヤコブが組合っている。相撲
の左四つの型である。銘は…ΑΛΗ…ΙΑΚωΒと読め
る42。梯子は「天と地をつなぐもの」としての聖母
を予型するが、「天使との格闘」は通常聖母と関連
づけられて解釈される挿話ではない。ヤコブのエピ
ソード二つが合わせて語られることが多いゆえ、こ
こに採用されたのであろう。同じ画家によるプリズ
レン（コソヴォ）のボゴロディツァ・リェヴィシュ
カ聖堂（1307–13年）でも、エクソナルテクスに 2
主題の組合わせが見られる。ほぼ鏡像関係の構図

図 8　  ナルテクス西壁北「ヤコブの梯子／天使と格闘す
るヤコブ」
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で、銘文も付されているが判読不能である43。
　やや遅れるコーラ修道院パレクリシオン・ドーム
下部北壁でも、この二つのエピソードが並んで描か
れている。ちなみにコーラのこのリュネットには、
左半にヤコブの 2挿話、右半には「モーセと燃える
柴」が配されており、ペリブレプトス・ナルテクス
の西壁中央・北の連結と等しい図像選択をしてい
る44。

ネブカドネツァルの夢／ダニエルの夢解き（北壁）
　二連アーチの窓がリュネット中央に穿たれ、構図
を二分する。左が「ネブカドネツァルの夢」（ダニ
2：1–16）、右が「ダニエルの夢解き」（ダニ 2：
17–48）である45【図 9】。構図左下、赤い布のかかっ
たベッドに、ネブカドネツァル王が眠り、地面には
3人の兵士が眠りこけている。王のもとに三頭の天
使が現れ、右手で王の頭に触れ、左手は天を指す。
天使の背後にはここが室内であることを示す建築物
があり、さらにその後ろには険しい岩山がそびえ、
岩肌に同色の聖母メダイヨンが浮かび上がる。聖母
にはMHP ΘΥ銘。
　構図右半では、玉座のネブカドネツァル王が、ダ
ニエルと会話を交わしている。ダニエルの背後に群
衆がいるが、絵具の塗りが薄かったのだろうか、剝
落はなはだしく、モノクロームのように見える。王
とダニエルの中央には、円柱の台座上に様々な素材
でできた彫像が鎮座する。剝落のため色彩は不明で
あるが、少なくとも「頭が純金」（ダニ 2：32）と

の描写はなされている。彫像に岩塊がまさに当たっ
て、これを打ち砕こうとするところである。岩には
キリストのメダイヨンが描かれる。フィジオノミー
は判別し難いが、幼児ではなく髯を蓄えているよう
に見える。
　恐ろしい彫像を打ち砕く岩がキリスト、その岩が
山から「人手によらず切り出された」ことが聖母処
女懐胎の予型となる。彫像の左右には、保存状態の
悪い長文の銘が記される。本聖堂内でもっとも長い
銘文である。左 8行が比較的読みやすい。

Σύ βασιλεῦ ἐθεώρεις, καὶ ἰδοὺ εἰκὼν μία, 
μεγάλη ἡ εἰκὼν ἐκείνη, καὶ ἡ πρόσοψις αὐτῆς 
ὑπερφερὴς, ἑστῶσα πρὸ προσώπου σου, καὶ 
ἡ ὅρασις αὐτῆς φοβερά.  Εἰκών, ἧς ἡ κεφαλὴ 
χρυσίου χρηστοῦ, αἱ χεῖρες καὶ τὸ στῆθος καὶ 
οἱ βραχίονες αὐτῆς ἀργυροῖ, ἡ κοιλία καὶ οἱ 
μηροὶ χαλκοῖ, αἱ κνῆμαι σιδηραῖ, οἱ πόδες 
μέρος  τ ι  σ ιδηροῦν ,  κα ὶ  μέρος  δέ  τ ι 
ὀστράκινον46.
汝、王よ、あなたは一つの像を御覧になりまし
た。その像は巨大で、その見栄えは素晴らしく、
あなたの面前に立ち、その姿は恐ろしいもので
した。それは頭が純金、手と胸と腕が銀、腹と
腿が青銅、脚が鉄、足の一部が鉄、一部が陶土
でできていました。 （ダニ 2：31–33）

　右半分は 8行、もしくは 9行あるが、ほとんど

図 9　ナルテクス北壁「ネブカドネツァルの夢／ダニエルの夢解き」
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読みとれない。

Ἐθεώρεις ἕως ἀπεσχίσθη λίθος ἐξ ὄρους 
ἄνευ χειρῶν, καὶ ἐπάταξε τὴν εἰκόνα ἐπὶ 
τοὺς πόδας τοὺς σιδηροῦς καὶ ὀστρακίνους, 
καὶ ἐλέπτυνεν αὐτοὺς εἰς τέλος.
一つの石が人手によらずに切り出される様をあ
なたはご覧になりました。その像の鉄と陶土の
足を打ち砕き、完全に粉々にしました。
 （ダニ 2：34）

　この場面には図像学的先例47が少なく、観者理解
のために画家は旧約のテクストを長く引いて説明と
したものであろう。三頭の天使によって三位一体の
神を表すのは、聖堂壁画として初出。王のベッドは
西壁南の「ソロモンのベッド」と同形をなす。ダニ
エルが神に祈る言葉（2：20–23）には、3度に亙っ
て「知

ソフィア

恵」の語が用いられる。とりわけ「知恵と力
は神のもの」（2：20）が重要である。この壁に対
面する南壁には「神殿を建てるソフィア」が配され、
ソフィアとしての神が描かれるからである。彫像を
砕くのは、力としての神であろう。北南壁面におい
て、三頭・一頭と異なりこそすれ、「天使としての
神キリスト」が対面することになる。
　夢解きによって王の信頼を得たダニエルは、願っ
てシャドラク、メシャク、アベド・ネゴ（七十人訳
セドラク、ミサク、アブデナゴ）をバビロン州の行
政官に任命してもらう。この 3人は、続く 3章で
王の建てた黄金の神像を礼拝しなかったために、炎
の燃え盛る炉に投げ込まれることになる。この場面
は本聖堂ディアコニコン北壁に描かれて、重層的な
機能をもつことになる48。

モーセの幕屋（東壁北）
　区画全体を 3張の幕屋（出 25章）が占め、中央
の幕屋が開かれて内部が見えている【図 10】。
ジョット以降の眼には珍しくないが、建造物の内外
を同時に、自然に見せる描写は、ビザンティンでは
極めて稀である。中央の柱左右に一対のケルビムが
飛翔する。出 25章では幕屋の中に純金で贖いの座
を造り、そこに打出しで一対のケルビムを飾るよう
規定するが、これを実体化したイメージである。
　中央に大きく、赤布のかかった祭壇が置かれ、左
右にモーセ（銘剝落）とアロン（銘 ΑΑΡωΝ49）

が立つ（以下出 40：1–33参照）。黒い短髪短髯の
モーセは、右手に黄金製の聖別油容器を持つ（40：
9）。祭壇上には契約の櫃、アロンの芽吹いた杖（民
17：16–2650）、マナの壺（出 16：33–34）があり、
右の地面には七枝の燭台（出 25：33他）が置かれ
る51。祭壇布前面、聖櫃、マナの壺、燭台の 4箇所
には金のモノクロームで聖母のメダイヨンが描かれ
て、聖母の予型であることが示される。いずれもに
M Θの銘がある。
　祭司帽をかぶって右に立つアロンは白い長髪長髯
で、右手に釣り香炉を持つが、左手に握る箱状のも
のは不明である。アロンの服の刺繡もギリシア文字
に見えるが、意味をなさないようだ。全体のタイト
ルとも言うべき銘が、幕屋の屋根の上に記されてい
てもおかしくないが、現状では文字は見えない。ち
なみに本聖堂と様式的にきわめて近い、アトス山
政
カリエス

庁附属プロタトン聖堂（1300年頃）の同主題に
は、Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου（証の幕屋）の銘が
ある52。プロタトンはペリブレプトスの縮小版とも
言える構図で、幕屋は一張のみ、モーセは聖油容器
と巻物、アロンは芽吹いた杖を持つ。卓上にはマナ
の壺と思われる容器があるが、聖母のメダイヨンは
付されない。
　やや遅れるテサロニキの聖

アギイ・アポストリ

使徒聖堂（1314年）
のエクソナルテクスにも同主題が描かれる53。銘文
は遺っていない。この構図の著しい特徴は、幕屋が
球形に描かれる点である。アロンは幕屋の外に立
ち、芽吹いた杖を持つ。内部にケルビムが 2体飛翔

図 10　ナルテクス東壁北「モーセの幕屋」
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するのに加えて、幕屋にも 2体のケルビムが描かれ
て（刺繍されて？）いる。ペリブレプトスに近い型
の七枝の燭台、祭壇上には聖櫃やマナの壺等が認め
られる。祭壇と聖櫃には聖母のメダイヨンが配され
ている。
　ミハイルとエウティキオスの後継者の作とされる
プリシュティナ（コソヴォ）のグラチャニツァ修道
院（1320年頃）では、モーセとアロンが「幕屋」
ではなくそれぞれ単独像として描かれている54。ア
ロンの持物は芽吹いた杖とマナの壺（聖母メダイヨ
ン）、モーセは 2枚の石板と七枝の燭台（聖母メダ
イヨン）を手にしている。ただし燭台の七枝は、ペ
リブレプトスのように 1列に並ぶのではなく、1本
を中心に 6本が円を描いて囲む形である。これら 3
作例を見ても、パレオロゴス朝のビザンティン世界
において、モーセとアロンを対にして聖母予型とと
もに表す伝統が確立していたことがわかる。図像に
はいくつかの系統があったようだ。

エゼキエルと閉ざされた門／イザヤの炭火（東壁
南）55【図11】
　この区画のみ、複数の預言書に由来する場面が描
かれ、しかも天井には天使でなく「神の手に抱かれ
る救われた者の魂」が選ばれている。「神の掌」が
聖堂中軸からはずれた位置に描かれるのは異例であ
る。
　右半に「門」を表象する建築物が描かれ、手前右
にケルビム56が浮かんでいる。扉は閉ざされ、その
前に聖母のポリクロームのメダイヨンが浮かぶ（銘
M Θ）。メダイヨンの右端は柱の陰に隠れており、
画家得意の表現であったことがわかる。扉の前に同
じ顔の 3人の老祭司が立ち、前の二人は箱と釣り香
炉を左右の手に持つ（「モーセの幕屋」のアロンと
同じ）。3祭司の後ろにもう 1頭のケルビムがいる
のが、部分的に見えている。該当テクスト（エゼ
44：1–3）は神と預言者エゼキエルの対話なので、
3人の老祭司はまったく登場しない。このモティー
フ（3祭司）はナオスの聖母伝「祭司たちによるマ
リアの祝福」でも繰返され、受難伝「大祭司の前の
キリスト」においても否定的に反復される57。マリ
アの処女性の予型としての「閉ざされた門」を祝福
した 3祭司は、1歳になったマリアを再び神殿で祝
福する、という具合に旧約と聖母伝を視覚的につな
げる工夫である。

　祭司たちの背後には預言者エゼキエルが上方を見
上げ、左手に巻物を持って立つ。巻物の銘は ἡ πύλη 
（αὕτη） κεκλεισμένη ἔσται οὐκ ἀνοιχθήσεται（（こ
の）門は閉ざされたままで、開いてはならない。エ
ゼ 44：2）である58。
　3祭司とエゼキエルの背後に高い壁があり、その
向こうにセラフィムから炭火を受けるイザヤの、腰
から上が描かれている（イザ 6：6–7）。罪を清める
炭火がキリストで、それを運ぶ器59がマリアである。
この区画には「閉ざされた門」を守るケルビムと、
炭火を運ぶセラフィムが描かれていることになる。
両者ともに 6翼で似た姿をとるが、ケルビムには中
央に顔が描写される点が異なっている。
　ここで同じミハイルとエウティキオスによるスタ
ロ・ナゴリチャネ（マケドニア）の聖ゲオルギオス
聖堂（1316–18年）フレスコに触れておこう60。西
壁「聖母の眠り」の背景には、計 8人の旧約預言者
が、聖母を予型するモティーフと銘とともに描かれ
ている61。いずれもビザンティン世界に遍く知られ
た予型であり、これらの単純な表現に比して、いか
にオフリドが工夫のこらされた、特異な図像群であ
るかが実感されよう。
　まず向かって左半区画より【図 12】。右上「イザ
ヤと炭火」、右下「モーセと燃える柴」、左上「ギデ
オンと羊毛」（士 6：36–40）、左下「エゼキエルと
閉ざされた門」。右半区画【図 13】は、左上「ダニ
エルと人手によらず切り出された岩」、左下「ダヴィ

図 11　  ナルテクス東壁南「エゼキエルと閉ざされた門
／イザヤの炭火」
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デと舟」62、右上「バラムと星」（民 24：17）、右下「ソ
ロモンと神殿」（列上 8：13）。このうち本聖堂では
「イザヤと炭火」、「モーセと燃える柴」、「エゼキエ
ルと閉ざされた門」、「ダニエルと人手によらず切り
出された岩」がほぼそのままの形でナルテクスに表
され、「ギデオンと羊毛」はアプシス周囲にギデオ
ンのメダイヨンとして描かれる63。「ソロモンと神
殿」はナルテクスにおいて、ソロモンが執筆した
「箴言」の洗練された神学的解釈の形で描かれる。
　「神の掌」が本区画と後出「神殿を建てるソフィ
ア」の間の天井に配される理由について、ルサノワ
は詩篇 22（23）64を引いて論じる。詩篇の食卓、主
の家（＝神殿）という語は「神殿を建てるソフィア」
につながるが、「エゼキエルと閉ざされた門」と関
わるとは言い難い。かつ「神の手」という具体的な

モティーフとの関連はない。

神殿を建てるソフィア（南壁）【図14】
　向かって左側には、背もたれのついた豪華な椅子
と足台に、若者が腰かけている。若者は紫のトーガ
に、半袖の白シャツを着ているのであろうか。この
ような服は、ビザンティン絵画に稀である。シャツ
の首周りには金色の縫いとり（刺繍？）がなされて
いる。わかりにくいが足にはサンダルを履いてお
り、左手で机上の書物を示す。書物には以下の銘が
記される。

ΕΛΘΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΕΜΟΥ ΑΡΤΟΝ Κ （αὶ） 
ΠΙΕΤΕ.
来て、私のパンを食べなさい、そして飲みなさ

図 12　スタロ・ナゴリチャネ、聖ゲオルギオス聖堂、「聖母の眠り」左細部

図 13　スタロ・ナゴリチャネ、聖ゲオルギオス聖堂、「聖母の眠り」右細部
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い（二人称複数形）。65

　背には、体に比して小さめの翼が広がる。髪を中
央で分け、両端が宙に舞い上がった鉢巻66をつける
のは、天使によく見られる型に違いない。しかしニ
ンブスには宝石飾りのついた十字架があって、この
若者がキリストであることを明らかにしている67。
ニンブスを囲んで菱形の後光が描かれ、さらに全身
は楕円形の光背によって際立っており、放射状の光
も発散している。
　若者の前、窓の下には、浮彫で飾られた木製の机
が置かれる。若者に近い位置に、開かれた本がある
他、銀製と思われる食器が 2点描かれる。中央は六
角形の脚付器で、側面に「= ○ =」の装飾が施され
るが、特に意味はないだろう。右側は両把手のつい
た壺である。鼓部の中央、菱形の各辺に短い線を交
叉させた装飾文の左右にMと Nと読める文字が記
されている。窓部の側面には幾何学文様、柱頭上部
には十字架が描かれているが、いずれも装飾で、場
面には関わらない。
　向かって右側区画には、トゥニカにトーガ姿で鉢
巻をした 3人の女性が立つ。先頭は右手をトーガで
覆って、十字の切れ込みの入ったパンを差出す。2
番目の女性は右手を挙げるが、どの指も曲がってい
るので、上方を指示しているのかどうか不明であ
る。3番目の女性は、右手をトーガで覆って十字の
切れ込みの入ったパンを出し、左手は両把手のつい
た壺を高く掲げている。女性たちの背後には、吹抜

けポーチ付きの三廊式バシリカとわかる建築が配さ
れる。ポーチに 2本、側廊部に 5本、計 7本の円
柱が看てとれる。身廊部の破風には、モノクローム
で聖母の胸像が表され、両側にM Θの文字が見え
る。
　若者の頭上には、3行に亙る銘があるが、剝落が
ひどく、ほとんど読みとれない68。しかし 3行目終
わりの文字が απεζανとかすかに読めるので、以下
のように復元できるだろう。

Ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον, καὶ 
ὑπήρεισεν στύλους ἑπτά. Ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς 
θύματα, ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς 
οἶνον, καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν.
知
ソフィア

恵は自身で家を建て、それを 7本の柱で支え
た。自らの犠牲獣を屠り、自らのワインを器で
混ぜ、自らの食卓を整えた。（箴言 9：1–2）69

ソロモンのベッド（西壁南）
　画面中央に、宝石で飾られた金色の布で覆われた
ベッドが置かれる【図 15】。ベッドには方形の聖母
子像が載るのであるが、ベッドカヴァーの襞が透け
て見えるところから、聖母子像もまた半透明の神秘
的なもののようだ。幼子が母の衣に一部身を隠す表
現は、「モーセと燃える柴」に等しい、受肉の神秘
を表象する図像である。典拠は雅歌 3：7–8「見よ、
ソロモンのベッドを。強きイスラエルの男たちの中
の 60人の強者が囲む。みな剣を持ち、戦に秀でる。

図 14　ナルテクス南壁「神殿を建てるソフィア」
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みな夜襲に備えて、腰に剣を持つ。」ヘブライ語で
は「輿」であるが、七十人訳はベッド／カウチ（ἡ 
κλίνη）であり、フレスコもそれに従う。
　ベッドの後ろには、正確に 60人の兵士が描かれ
る。ビザンティン絵画では、頭頂を鱗のように重ね
ることによって「群衆」を描くのがふつうであるが、
本作のように 60人という多数を正しく表すのは珍
しい。ただし兵士たちの腰に剣は認められず、計
25本の槍が空に突き立っている。兵士の背後には
建築物が描かれ、情景が室内であることを示してい
る。上部の銘は現在ほとんど剝落して判読不能だ
が、1960年代にクシンゴプロスによって記録され
ている70。銘はマリアに関する説教に由来すると考
えられ、末尾の「横たわる／安らぐ」の語は、この
場面のすぐ下に描かれる讃歌作者、詩

ピイティス

人ヨシフの説
教に見出される、とクシンゴプロスは述べている。

(ἡ κλίνη τοῦ?) CΟΛΟΜωΝ ΠΕΡΙΚΥΚΛΟΥCΙ 
ΝΕΟΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ
……………………………………ΑΝΕΠΑΥΑΤΟ
60人の若者に囲まれたソロモン（のベッド？）
……横たわる

　図像学的に最も近いのは、誰もが指摘する通り、
12世紀前半の写本挿絵である71。コキノバフォス
Kokkinobaphosなる修道院の僧ヤコボスが著した聖
母マリアに関する讃歌写本72、フランス国立図書館

Cod.Paris.gr.1208, f.109vとヴァティカン聖使徒図
書館 Cod.Vat.gr.1162, f.64rに「ソロモンのベッド」
が描かれている。どちらも同構図、10人 1列で 6
列の兵がベッドを囲む。宙に槍が突き刺さり、数本
の剣も認められる。60は聖数なので、写本もオフ
リドも正確に描写したのであろう。
　ニッサのグリゴリオスによる雅歌註解73を踏まえ
つつ、ヤコボスは雅歌を聖母の予型として再解釈し
た。写本挿絵では、ベッドにキリストが横たわって
いる。ソロモンのベッドがマリアであり、そこにキ
リストが抱かれるとヤコボスは見立てた。ヤコボス
創案になるこのイメージを、オフリドではさらに受
肉を強調するものとして改変した。ベッドは空白で
あり、そこにモノクロームで聖母子の半透明イコン
が描かれるのである。この改変がミハイルとエウ
ティキオスの工夫によるものか、それとも手本が首
都かテサロニキに存在したのか、は今日知るすべも
ない。
　以上の本稿の記述に基づいて、今後ナルテクスの
全体像を考えてゆくこととする。

【後記】本稿は JSPS科研費 26284025の助成を受けたもので
ある。

【図版出典】菅原裕文氏（金沢大学）撮影、図 12・13のみ
益田撮影。

【Photo Credit】Photographs by the permission of the Holy 
Bishopric of Ohrid
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Охрндска сликарска школа XV века, Beograd 1980.

⑵　ザロフによる博士論文があるが、筆者未入手。I. Zarov, 
Manastirskata tsurkva Sv. Bogoroditsa Perivlepta (Sv. Cli-
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図 15　ナルテクス西壁南「ソロモンのベッド」
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研究としては、R. Schroeder, “Looking with Words and 
Images: staging monastic contemplation in a late Byzantine 
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/ εἰ δὲ μή, φθεί/ρω τάχει.（この早書きのペンを手に持ち
て、ここを通る者の身上を書き記さん。我が肯う者は守り、
そうでなき者は直ちに滅ぼさん。）A. Rhoby, Byzantinische 
Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Wien 2009, pp.153–
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とする者は、過てる道を行く。心の咎めは永遠なり。）
Rhoby, pp.95-6; Schroeder, p.124.

⒁　左手の巻物銘は以下の通り。Υπακοήν, ἄν(θρωπ)ε, μὴ 
μὴ δειλία˙/ παρεμφερὴς γὰρ ἧσθα τῷ σταυρωθέντι˙/ 
ὑπήκοος θ(εὸ)ς γὰρ μέχρι θανάτου.（従順であることに
ひるんではならない。あなたは、磔にされた人と似てい
るのだから。神は、その死に至るまで従順であったのだ
から。）銘文の最後はフィリ 2：8「死に至るまで、それも
十字架の死に至るまで従順でした」の引照。Schroeder, 
p.132, n.58初出。
⒂　ビザンティン聖堂壁画における讃歌作者肖像とその銘
の問題については、過去の文献含めて以下が詳しい。N.P. 
Ševčenko, “The Five Hymnographers at Nerezi,” rep. in: The 
Celebration of the Saints in Byzantine Art and Liturgy, Farn-
ham, Surrey 2013, art.XIII.
⒃　画家ミハイルとエウティキオスのフレスコで、有翼の
洗礼者が残っているのは、バニャニ（マケドニア）の聖
ニキタ聖堂（1307–20年頃）である。ここには以下の銘
文も現存する。「我を見る者は、ヘロデの狂気を見よ。彼
は引返すことを望まずに、我が頭を切り落とした、おお
神のロゴスよ。」Rhoby, pp.89-90. 有翼の洗礼者図像に関
し て は 以 下 参 照。M. Tatić-Djurić, “Икона Јована 
крилатог из Дечана,” Zbornik Narodnog Muzeja 7 (1973), 
pp.39-51; LCI, vol.7, cols.170-71.
⒄　Tοῖς μὴ καθαραῖς προστρέχουσι καρδίαις / ἐν τῷ 
καθαρῷ τοῦ Θεοῦ θείῳ δόμῳ / ἀσυμπαθῶς μοῦ τὴν 
σπάθην ἐκτεινύω. （邪なる心をもちて、この神の清浄な
る家に入らん者はすべて……）Rhoby, pp.150–53; Schro-
eder, p.122. 同文の銘はエヴィア島（エウボイア、ギリシ
ア）ピルギのメタモルフォシス聖堂（1296年頃）にも見
出せる。

⒅　C. Grozdanov, “О живопису на северном зиду нартекса 
Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду,” 
Zograf 36 (2012), pp.109-14 はオフリドの守護聖者クリメ
ントが 9世紀末のオフリドに創建した聖堂が、パンテレ
イモンに献堂されていたことを指摘する。

⒆　銘文：CΗΜΕΡΟΝ / C(ωτη)ΡΙΑ Τω ΚΟC/Μω ΟCΟC 
ΤΕ / ΟΡΑΤΟC ΚΑΙ / ΟCΟC ΑΟΡΑ/ΤΟC「今日、救いが世
にもたらされる、見える世界にも、見えざる世界にも」（グ
リゴリオス、第 45説教（復活祭に関する第 2説教））。以
下「天使キリスト」については、前掲拙稿と一部重なる。
「ディアコニコンの装飾プログラム」pp.328-29. PG 36, 
cols.623-64, esp.624. グリゴリオスの説教 λόγος / oratioは
Sources chrétiennes叢書から、仏語訳附き校訂版が現在 9
冊刊行されているが、第 45説教は未刊。英訳は N.V. Har-
rison (trans.), St. Gregory of Nazianzus, Festal Orations, 
New York 2008, pp.161-190 及び http://www.newadvent.
org/fathers/310245.htm（2017.5.24最終閲覧）参照。教父
説教のうちグリゴリオスのものは、ビザンティン世界で
もっとも頻繁に挿絵が施された。天使キリストについて
も写本挿絵との比較が不可欠である。G. Galavaris, The 
Illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory Nazianze-
nus, Princeton 1969.
⒇　K. Wessel, s.v. “Christusbild,” esp. “Der Engel des großen 

Rates,” RbK, vol. 1, cols.1012-14; S Der Nersessian, “Note 
sur quelques images se rattachant au thème du Christ-Ange,” 
CA 13 (1962), pp.209-16. 「天使キリスト」の神学的意味に
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ついては、以下が教父文献を博捜している。J. Barbel, 
Christos Angelos. Die Anschauung von Christos als Bote und 
Engel in der gelehrten und volkstümlichen Literatur des 
christlichen Altertums, Bonn 1941.『東方正教会の絵画指南
書 ディオニシオスのエルミニア』（金沢美術工芸大学美術
工芸研究所、1999年、p.371）の訳者は「大いなる指導者
の使者」と訳している。
21　新共同訳の該当箇所は以下。「一人のみどりごが私たち
のために生まれた。ひとりの男の子が私たちに与えられ
た。権威が彼の肩にある。その名は、「驚くべき指導者、
力ある神／永遠の父、平和の君」と唱えられる。
22　ΕΠΙ ΤΗC ΦΥΛΑΚΗC ΜΟΥ CΤΗCΟΜΑΙ ΦΗCΙΝ Ο 
ΘΑΥΜΑCΙΟC ΑΒΑΚΟΥΜ. 「私は歩哨の部署につこう
（ハバ 2：1）と尊ぶべきハバククは言った。」PG 36, 
col.624.
23　エゼキエル Kαὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐξαῖρον ἤρχετο ἀπὸ 
βορρᾶ, καὶ νεφέλη μεγάλη ἐν αὐτῷ「見よ、激しい風が
北から、その中には大いなる雲が」（エゼ 1：4）。「風」は
pneumaであるから、聖霊と重なる。ハバククの巻物には
「ハバクク書」の章句でなく、グリゴリオスの説教が記さ
れる。ΚΑΙ ΕCΤΙΝ ΚΑΙ ΑΠΕCΚΟΠΕΥCΑ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΗΡ 
ΑΠΙΒΕΒΙΚωC ΕΠΙ ΤωΝ ΝΕΦΕΛωΝ ΚΑΙ ΟΥΤΟC 
ΥΨΗΛΟC CΦΟΔΡΑ「私は持ち場に就いた。すると見よ、
雲に乗った人が、その人はとても背が高かった。」PG 36, 
col.624. 天使キリストの周辺に記されたグリゴリオス説教
の銘はすべて第 45説教冒頭から採られている。
24　E. Tsigaridas, Latomou Monastery (The Church of Hosios 

David), Thessaloniki 1987. オシオス・ダヴィドのアプシス
は、後期ビザンティン時代にリヴァイヴァルし、オフリ
ドの天使キリストとも深く関わることになる。
25　「キリスト三態」及び「天使キリスト」を含む「四態」
に関しては、以下の拙論参照。『ビザンティン聖堂装飾プ
ログラム論』中央公論美術出版　2014年、第 12章「キ
リスト三態」。
26　前掲『プログラム論』第 10章「祭司キリスト」参照。
27　プロテシスのプログラムについては、近刊拙稿参照。
「パナギア・ペリブレプトス聖堂（オフリド）プロテシス
の装飾プログラム」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』
63号、2018年。
28　創世記の訳は以下に拠った。秦剛平訳『七十人訳ギリ
シア語聖書 I 創世記』河出書房新社、2002年。
29　A. Wharton Epstein, Tokalı Kilise. Tenth-Century Metro-

politan Art in Byzantine Cappadocia, Washington D.C. 1986.
30　ヴェスティトールのコスマス（8世紀）「生神女マリア
の輝かしき両親、聖なるヨアキムとアンナに関する説教」
の一節には「……キリストは天使の姿でアブラハムに現
れ、彼はまた、天使のような姿でヤコブと格闘をした」
とある。M.B. Cunningham, Wider than Heaven. Eighth-
century Homilies on the Mother of God, New York 2008, 
p.141.

31　「王は言った。『だが、私には 4人の者が火の中を自由
に歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。
それに 4人目の者は神の子のような姿をしている。』」（ダ
ニ 3：25）「神の子のような姿」の原文は ὁμοία υἱῷ 
Θεοῦ。
32　旧約セプトゥアギンタでは出 3：14に「私は今

オ ・ オ ン

在る者
だ」との、神の自己定義が見られる。ヨハ 8：24、8：

28、8：58、13：19にも「私は在る」ἐγώ εἰμι （I am）との、
同様の言明が見出せる。ὁ ὢνはその他新約中、ヨハ 1：
18、3：31、6：46、8：47、12：17、ロマ 9：5、2コリ
11：31にも見出せるが、いずれも「～である者」という
単純な分詞であり、「現存在者」といった形而上的意味を
もつ用法ではない。

33　前註 25参照。
34　図像については以下参照。G. Millet, Recherches sur 

l’iconographie de l’Evangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles, 
Paris 1916 (1960), pp.163-69 (Le Stichère de Noël); V.I. 
Djurić, “Портреты в изображениях рождественских 
стихир,” ВИЗАНТИЯ ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ И ДРЕВНЯЯ 
РУСЬ ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА. ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 
(Festschrift V.N. Lazarev), Moskva 1973, pp.244-55; N.K. 
Moran, Singers in Late Byzantine and Slavonic Painting, 
Leiden 1986, pp.115-25 (Christmas Hymn).

35　類似の銘は以下の詩篇写本に見出されるが、
θεογράφοςの語はない。アトス山ヴァトペディ761番、
f.111v（現在はバルティモア美術館、1088年）、ヴェネツィ
ア、マルチアナ図書館希語 565番、f.191v（11／12世紀）。
A. Cutler, The Aristocratic Psalters in Byzantium, Paris 
1984, pp.28, 88, figs. 71, 310.
36　神とモーセの対話については出 19章、十戒の内容は出

20：1–17、2枚の石板については出 31：18。ちなみにモー
セは本聖堂において 5回（ナルテクスに 4回、アプシス
に 1回）描かれ、旧約人物としては最多である。これに
次ぐのがエゼキエルとヤコブで 3回、アロン・ザカリア
（ゼカリヤ）・ハバクク・ダニエル・イザヤが各 2回となる。
37　同時代（1290年代）の、聖母の懐に幼子が半ば隠れる
作例として、イピロス地方（ギリシア）フィリピアダの
パナギア・パンタナッサ聖堂を参照。P.L. Vocotopoulos, “Η 
κτιτορική τοιχογραφία στο περίστωο της Παντανάσσης 
Φιλιππιάδος,” DChAE 29 (2008), pp.73-79. オフリドから
遠からぬプレスパ湖に浮かぶマリグラド島パナギア聖堂
のアプシス聖母子は、本聖堂からの影響と思われる。聖
堂に関しては以下参照。S. Bogevska- Capuano, Les églises 
rupestres de la region des lacs d’Ohrid et de Prespa. Milieu 
du XIIe- milieu du XVIe siècle, Turnhout 2015, pp.357-62; 
ead., “Les images acheiropoïètes du sanctuaire de l’église de 
la naissance de la Vierge à Mali Grad (Albanie),” TM 20/2 
(2016), pp.1-12. 本聖堂ナルテクスにおいても、「ソロモン
のベッド」における聖母子像はイエスが半ば隠れる表現、
「エゼキエルの扉」では聖母メダイヨンが扉に半ば隠され
る描写をとる。

38　「律法の授与」を描く 20：10–19の長くないテクストに
「三」という数字が 4回反復されることも想起。前掲拙稿
「パナギア・ペリブレプトス聖堂壁画における「三の祝
福」」参照。
39　Μωϋσῆς ἐμήνυσ(εν) ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κ(ύριο)ν 
τ(ὸν) θ(εὸ)ν Ἀβραὰμ κ(αὶ) τὸ(ν) θ(εὸ)ν Ἰσαὰκ κ(αὶ) τὸ(ν) 
θεὸν Ἰακώβ.
40　οὐκ (ἀνέγνωτε ἐν τῇ β)ίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου 

[π]ῶς εἶπ(εν) αὐτῷ ὁ θ(εὸ)ς λέγ(ων): ἐγὼ ὁ θ(εὸ)ς 
Ἀβραὰμ.

41　修復洗浄後のフレスコでは、ΘΕΑC-Μの文字が見える。
ヨハネでこの文字を含む箇所は、1：14「言は肉となって、
私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た」ὁ 
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λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ 
ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ である。受肉を語る章句
なので、「クリスマス讃歌」の脇には相応しいが、下線部
以外の部分が合うか確認できないので、判断を留保する。
42　先行する同主題の壁画として、トレビゾンド（現トラ
ブゾン）の聖ソフィア（13世紀半ば）を挙げることがで
きる。ここでは ἡ παλαίστρα τοῦ Ἰακὼβとの銘が付され
る。D. Talbot- Rice (ed.), The Church of Hagia Sophia at 
Trebizond, Edinburgh 1968, p.151. オフリドの銘は παλήστρα
かも知れない。
43　D. Panić, G. Babić, Богородица Љевишка, Beograd 1988, 

p139.
44　コーラのフレスコについては、清水美佐「闇と光にお
ける神との出会い：コーラ修道院葬礼用礼拝堂《ヤコブ
の梯子》《モーセと燃える柴》考察」『共生学 Sapientia 
convivendi』9 （2014）, pp.51-76参照。
45　Grozdanov （Zograf 36 （2012））は、この図像の先例と
して「クルドフ詩篇」を挙げる程度で、特に新たな解釈
を提唱するものではない。
46　下線部は銘文中で判読可能な箇所。七十人訳各版でテ
クストに若干異同があるが、銘文からどのテクストに近
いか判断できない。Brentonを仮に引いた。L.C.L. Bren-
ton, The Septuagint with Apocrypha: Greek and English, 
Peabody, Massachusetts 1986 (London 1851).
47　9世紀の余白詩篇写本である「クルドフ詩篇」f.64r 等
に先例が見られる。K. Corrigan, Visual Polemics in the 
Ninth- Century Byzantine Psalters, Cambridge 1992, pp.37-
40.
48　拙稿「ディアコニコンの装飾プログラム」pp.323, 327-

28.
49　肩書は prophetesか dikaiosか判読不能。Oの 1文字の
み読める。
50　もちろんこの件は聖母伝（外典「ヤコブ原福音書」

8-9。邦訳は八木誠一・伊吹雄訳『聖書外典偽典 6 新約外
典 I』1976年、教文館）のマリアの婿選びに応用され、
大工ヨセフの杖が芽吹くことになる。本聖堂ではナオス
の聖母伝に「杖の提出」、「マリアのヨセフへの手渡し（結
婚）」が描かれている。
51　ポスト・ビザンティンでは、七枝の燭台と聖母子を組
合わせた図像が「Lychniaの聖母」と呼ばれる型となった。
M. Tatić-Djurić, “La Theotokos ΛΥΧΝΙΑ dans l’art et 
l’hymnologie,” Balcanica 37 (2007), pp.89-101.
52　Manuel Panselinos from the Holy Church of the Protaton, 

Thessaloniki 2003, pp.244-45, Icons 114-15. やや遅れるが
14世紀、Lykhne（アブハチア共和国、ジョージア）の聖
母の眠り聖堂にも質の高い同主題があり、同じ銘が付さ
れている。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 эпохи. 
К 1100-летию Пскова, Moscow 2008, pp.435-56, fig.14.
53　C. Stephen, Ein byzantinisches Bildensemble: Die 

Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zur Thessaloniki, 
Worms 1986, pp.132-35, fig.89; Der Nersessian (1975), 
p.315.
54　B. Todić, Serbian Medieval Painting: the Age of King 

Milutin, Beograd 1999, p.98, figs. 43-44.

55　G. Babić, “L’image symbolique de la ‘Porte fermée’ à 
Saint Clément d’Ohrid,” Synthronon. Art et archéologie de la 
fin de l’antiquité et du Moyen Âge. Recueil d’études, Paris 
1968, pp.145-52.

56　エゼキエル書にケルビムへの言及は多数見出せるが、
扉とは特に関わらない。神の臨在（エゼ 9：3「ケルビム
の上にとどまっていたイスラエルの神の栄光」）を表象す
るものであろう。ただし「その人（神）が入って行った
とき、ケルビムは神殿の南側に止まっており」（エゼ 10：
3）の記述「神殿の南」は壁画の方位と一致する。
57　前掲拙稿「三の祝福」pp.158, 162.
58　ナオスの鼓胴部にもエゼキエルは配されているが、巻
物の銘は「その時主の手が私に臨んだ。主は霊によって
私を連れだした」（エゼ 37：1）を採用しており、重複を
避けている。T. Papamastorakis, Ο διακόσμος του τρούλου 
των ναών της Παλαιολογείας περιόδου στη Βαλκανική 
χερσόνησο και στην Κύπρο, Athens 2001, p.5.

59　日本語で「火鋏」と訳される labisはビザンティン絵画
ではスプーン状のものとして描かれる。七十人訳諸辞典
も tongs, snuffersと解することが多い。

60　B. Todić, Staro Nagoričino, Beograd 1993, pp.100-07; 武
田一文「ビザンティン聖堂における画家ミハイルとエウ
ティキオスの作品について──「聖母の眠り」図像を中
心に」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』60-3（2015）, 
pp.97-113.
61　Rhoby, pp.106-16に銘文の分析。
62　銘は「私はあなたを、娘よ、聖なるものとされた箱舟
と呼んだ。あなたの恩寵をあらかじめ知りつつ。」詩篇
131（132）：8と同じ語彙（聖なる箱）を用いつつ、聖母
を契約の櫃＝箱舟と重ねたもの。

63　前掲拙稿「ディアコニコンの装飾プログラム」p.330.
64　「私を苦しめる者の前であっても、あなたは食卓を用意
してくださった。我が頭にすっかりと油を注ぎ、あなた
の杯は上等の葡萄酒のように私を喜ばせる。我が生涯の
すべての日々、あなたの慈悲は私とともにある。いとも
長き日々、我が住まいは主の家にあらん。」ただしルサノ
ワは七十人訳を参照していない。

65　 箴 言 9：5の ἔλθατε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων καὶ 
πίετε οἶνον ὃν ἐκέρασα ὑμῖν（来て、私のパンを食べて
ください。ワインを飲んでください。私があなたのため
に混ぜたのです。）のパラフレーズ。Roussanova, p.231 は
ΤΟΝ ΕΜΟΥ ΑΡΤΟΝを 七 十 人 訳 通 り ΤωΝ ΕΜωΝ 
ΑΡΤωΝと読んでいるが、誤りである。ちなみに T. 
Muraoka, A Greek- English Lexicon of the Septuagint, Lou-
vain/ Paris/ Walpole, MN 2009, s.v. “ἄρτος”, pp.93-94 は、
複数形になると「食物」との一般的な意味が強くなると
述べる。ペリブレプトスの画家が七十人訳のテクストを
変更したのは、「食物」ではなく「パン」との意味を強調
したかったのかも知れない。

66　『プログラム論』、p.246.
67　「神の力（dynamis）、神の知恵（sophia）であるキリスト」
（1コリ 1：24）。ビザンティンの帝都コンスタンティノポ
リスには、両者に捧げられた聖堂（アギア・ディナミス、
アギア・ソフィア）があった。R.Janin, La géographie 
ecclésiastique de l’empire byzantin. 1er partie: Le siège de 
Constantinople et le patriarcat oecuménique. Tome III, Le 
églises et les monastères, Paris 19692, pp.101, 455-70. 対面
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北壁ダニエルの場面における「知恵と力は神のもの」（ダ
ニ 2：20）も想起。ソフィアとしてのキリスト図像に関し
ては以下参照。D. Pallas, “Χριστός ως η Θεία Σοφία. Η 
εικονογραφική περιπέτεια μιας θεολογικής έννοιας,” 
DChAE 15 (1989-90), pp.119-44. キリスト＝ソフィア図像
は後期以降東欧・ロシアで重要な主題となる。J. Meyen-
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