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Abstract

The tympanums on the west façade in the zhamatun of Amaghu-Noravank‘have distinctive imagery. Although
the works were taken up in many articles or previous studies, there are still some doubts about their rendering. This
paper focuses on the tympanum representing the Creation of Adam, and aims to identify the motifs from the perspective of iconography to suggest a new interpretation, considering the function and background of the zhamatun.
The tympanum shows the Creation of Adam, by placing God, Spirit as a dove, and Adam’s head vertically in
the middle, the Crucifixion on the left, and the inscription titled Revelation of God and the Cherubim on the right.
One of the unique motifs here is the haloed human figure lying below the carving of Christ crucified. This person has long been identified as Daniel the Prophet from the inscription; however, based on the iconography of
both the person and St. John standing along Christ, I suppose it represents Adam who has just been pardoned his
sin by Redemption. The first figure seems ready to wake up, extending his arms to Christ. This iconography is
often used in Western Art, based on Matthew 27: 52. The second figure points at the person with his forefinger and
is believed to be the only person who witnessed the Redemption, based on John 19: 33-34. Thus, it can be concluded from the style and the relation of this inscription to the other inscriptions on these two tympanums that it
was possibly added intentionally at a later date. The Creation of Adam and his redemption of original sin by Christ
crucified are suitable subjects for the zhamatun for funeral use. In addition, there is the possibility that it represents
the salvation of the Orbelians who were buried here, according to the historical background of this structure.

アルメニア共和国中南部のヴァヨツ・ゾル地方アマグ村には、中世後期のアルメニア美術の傑作として名高
い、アマグのノラヴァンク⑴がある（図 1）
。首都エレヴァンから車で進むこと約 3 時間、南東 120 キロの行
程で、グニシック川の渓谷沿いに建てられた修道院に到着する。ノラヴァンクは 12 世紀に整備され始め、13
〜14 世紀にかけて地域一帯の主要な信仰の場として盛えた。1995 年にはユネスコの暫定遺産に登録され、後
世に伝えていくべき文化遺産の一つとして数えられる。
本稿で扱うのはノラヴァンクの浮彫のうち、ザマチュン（後述）と呼ばれる教会堂の西に置かれた建築物の
ファサード装飾である（図 2）
。アルメニアの教会堂に施される装飾は一般に石製の浮彫であり、動植物や幾
何学をモティーフとした抽象的な文様が多いが、ノラヴァンクでは人物を中心にモティーフが選択されている
点で特徴的であり⑵、他の教会堂と比べて浮彫の数が多いのも注目に値する。殊にザマチュン西ファサードの
──────────────────────────────────────────────────────────
⑴ ノラヴァンクとは直訳すると「新修道院」という意味である（nor ＝新、vank‘ ＝修道院）。この呼称をもつ修道院はアルメ
ニア共和国で 2 件あり（アマグのノラヴァンク、ブレンのノラヴァンク）、どちらも修道院の位置する地名が接頭語のように
伴われる。
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図1

ノラヴァンク全景（西より）

図2

ザマチュン、西ファサード

2 作例は、モティーフの選択やその表現方法が独特であり、これまでノラヴァンクに関する多くの先行研究で
取り上げられてきた。しかしながら先行研究において、浮彫の表す図像の意味が十分に検討されてきたとは言
い難い。図像の解釈は揺れ、モティーフ細部の同定、浮彫の建築装飾としての視点は看過されてきたように思
われる。
本稿の目的は、浮彫に表されたモティーフについて主に図像学の視点から新たな解釈を示すこと、加えてザ
マチュンの機能や建設時の歴史的背景に鑑み、図像に象徴された意味を考察することである。以下ノラヴァン
クの歴史背景や各建築物について概観し、浮彫に関するこれまでの解釈を紹介しながら、ザマチュンのファ
サード装飾を記述する。特に本稿では、ファサードの二連窓上部に設けられたテュンパヌムに着目し、表され
た主題を特定するために図像学の視点から各モティーフの再考察を行う。ここで得られた見解に基づき、これ
まで着目されてこなかった図像の意味と建築の機能との象徴的な関連性について検討する。

アマグのノラヴァンク
ノラヴァンクの基本的な情報は、修復 10 周年を記念に出版された歴史家 K・マテヴォスヤン編纂による『ノ
ラヴァンク』⑶に詳しい。以下これに基づき、ノラヴァンクの歴史背景を概観していく。
現在のヴァヨツ・ゾル地方は、中世アルメニアではスィウニク地方北西部に相当し、ノラヴァンクは同地方
の一領主であったオルベリアン家の領地に含まれた。オルベリアン家は、スィウニクの府主教ステファノス 3
世⑷（1170〜1216 年）の支援によりスィウニク地方に定住し始め、ジョージア君主の臣下としてアルメニア
を統治していたザカリアン家の庇護の下、1211 年に同地方を治めることに成功した一族である。13〜14 世紀
にかけて、ノラヴァンクはオルベリアン一族の繁栄とともにスィウニクの府主教座、および一族の霊廟として
機能した。オルベリアン家の君主で、『スィウニクの歴史』⑸の執筆者でもあるステファノス・オルベリアンの
治世（1286〜1303 年）から約 1 世紀の間、オルベリアン家の君主はノラヴァンクにおいてスィウニクの府主
──────────────────────────────────────────────────────────
⑵ アルメニア共和国には 250 件程度の教会堂および修道院が現存するが、筆者はその半数強を訪れた結果、人物モティーフは
時代地域ともに限定的であり、動植物文様や幾何学文様といった抽象的なモティーフが普遍性をもつことを実感している。
⑶ Matevosyan, K. (ed.), Noravank: A Collection of Articles Dedicated to the 10 th Anniversary of the Reconsecration of Noravank,

Yerevan, 2009.
別名ファヒール・エル＝ムセウ（「メシアの栄光」の意味）。

⑷
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図3

ノラヴァンク平面図 ①聖カラペット教会堂（遺構化）
、②聖ステファノス教会堂、
③ザマチュン、④聖グリゴール教会堂、⑤聖母教会堂

教を兼任し、世俗と宗教の権力を統合した⑹。13 世紀後半に強まったモンゴルによる支配の中、オルベリア
ン家による権力の統合によって、スィウニク府主教は法的な正当性を保ち続けることができた。13 世紀に同
地方を治めた領主として、プロシアン家という別の一族も挙げられる。ステファノス・オルベリアンを始め、
後のオルベリアン家の君主やスィウニクの主教らが学んだグラゾール大学は、オルベリアン家とプロシアン
家、およびスィウニクの主教らによって 13 世紀後半に設立された高等教育機関であり、国内外から人々が集
まる学びの場となった⑺。
ノラヴァンクは 4 棟の教会堂（内 1 棟は遺構）と 1 棟のザマチュンと呼ばれる矩形の建築物、葬礼用とさ
れる礼拝堂や搾油所等の関連施設によって構成された修道院である（図 3）
。敷地内には記念碑の一種である
ハチュカル⑻や墓石が随所に置かれ、修道院全体は 17 世紀に建造された壁体に取り囲まれている。現在は遺
構と化しているものの、9〜10 世紀創建と推定される既存の聖カラペット教会堂⑼を中心に、13〜14 世紀にか
けてオルベリアン家の君主が教会堂を寄進した。1221 年、府主教ステファノス 3 世の後継者であるサルギス

1 世とリパリット・オルベリアンが、ドームド・ホール式の聖ステファノス教会堂を寄進したことに端を発し、
──────────────────────────────────────────────────────────
⑸ スィウニク地方へのキリスト教伝来からステファノス自身の生きた 13 世紀末までの歴史を主にキリスト教信仰の観点から
叙述しており、2 巻からなる。成立年代に関しては諸説あり、1297 年あるいは 1299 年とも言われる。現代語訳としては M・
ブロッセのフランス語訳が研究者の間で用いられることが多い。Orbelian, S., Brosset, M. (trans.), Histoire de la Siounie, livs.

1-2, Saint Petersbourg, 1864-66.
これを境として、オルベリアン家の君主は君主名および宗教指導者としての府主教名の 2 つを名乗ることになる。ステファ
ノス・オルベリアンの府主教名はステファノス 5 世。
⑺ 書字や挿絵等の美術的な技法を中心に、修辞学や哲学も教授されていた。1340 年頃からタテヴ修道院にその役割が移り、
ペルシアのシャーが到来する 14 世紀後半まで教育機関としての機能を保ち続けた。Thierry, J. M., and Donabédian, P., Les arts
arménien, Paris, 1987, p. 211.
⑻ 「十字架石」
（khatch ＝十字架、kar ＝石）の意味。明確な用途は不明であるが、教会堂の傍やその路端に建てられることが
多く、9 世紀頃から見られるようになる。教会堂建築や浮彫と同様に凝灰岩を資材とし、通常縦長の石材中央に十字が彫られる。
十字自体は緻密な幾何学文様で装飾されていることが多く、上下左右には十字や多芒星といった幾何学モティーフが表される
場合が多数ではあるものの、動植物モティーフやキリストを始めとする聖人等の人物モティーフが選択されることもある。一
つとして同じハチュカルはないと言われ、ヴァリエーションに富む。特に上辺はコーニスと呼ばれ、多彩なモティーフで華や
かに飾られることが多く、時代が下るにつれて前傾するのが特徴である。Azarian, L., and Manoukian, A., “Khatchkar,” Agopik,
A., and Manoukian, A. (eds.), Documenti di architettura armena, vol. 2, Milano, 1969.
⑼ Hasratian, M., “The Architecture and Sculpture of Noravank’s Monastery Complex,” Noravank-99 annual, Holy EchimiadzinMontreal, 1999, pp. 32-41.「カラペット Karapet」とはアルメニア語で「先駆者」を意味する。
⑹
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1261 年にはスムバット・オルベリアンの寄進で聖ステファノス教会堂の西にザマチュンが付設され、1275 年
にはタルサイッチ・オルベリアンの寄進で聖ステファノス教会堂の北に隣接して単廊式の聖グリゴール教会堂
が建設された。1333 年または 39 年には、これら 4 棟とは離れて修道院の南東に、バーテル・オルベリアンの
寄進によって十字式の 2 階建で頂部に鐘楼をもつ聖母教会堂が建設された。創建年代や寄進者に関する情報は
全て、教会堂の壁面に刻まれた銘文や歴史書が根拠となっている。
ザマチュンとは、主要な教会堂の西に付設されたホール式の建築である。主に埋葬施設として機能し、付設
する教会堂が建設されたのち、その西の更地に建てられたものを指す。アルメニア建築では、これと類する施
設としてガヴィットを挙げることができるが、ザマチュンとガヴィットは建設場所や構造から区別されること
はない。最も明確な判断基準は、建物の壁面に刻まれた銘文である。E・ヴァルダンヤンは、銘文を判断材料
として 2 つの名称を考察し、名称の区別の鍵を握るのは、付設する教会堂との時代差と建設された土地の状態
にあることを結論づけている⑽。ザマチュンは付設する教会堂と同時代の成立で、教会堂の西の更地に建設さ
れたもの、ガヴィットは教会堂より数世紀後に建てられ、本来教会堂の西で墓場として機能していた土地に建
設されたものである⑾。ノラヴァンクでは銘文による判断が不可能であるためか、先行研究でこれらは混同し
て用いられてきた。本稿でザマチュンと呼ぶのは、付設する教会堂との年代差が小さいこと、寄進者のスムバッ
トが一族の埋葬のために建設したという背景に鑑み、ガヴィットよりもザマチュンの語が適切であると判断し
たためである。教会堂へ出入りするための玄関のような場で、しばしば葬礼的な機能が強調される点において、
ビザンティン建築のナルテクスと類似するが、ナルテクスが南北に長い空間であるのに対し、ザマチュンおよ
びガヴィットはほぼ正方形である。

ザマチュンの浮彫
浮彫は、ザマチュン西ファサードの中央で垂直線上に並ぶ、二連窓と扉口に設けられた二枚のテュンパヌム
に見られる。先行研究の解釈を踏まえ、各モティーフの詳細を二連窓から順に確認していこう。
Ⅰ）二連窓のテュンパヌム（図 4、5）⑿
二連窓の上には、屋根に突出する形で尖頭型のテュンパヌムが嵌め込まれ、ジグザグ文様とムカルナスの装
飾帯に囲まれている。中央には、緩やかな衣を身にまとった巻き毛の神の半身像が正面観で表され、テュンパ
ヌムの約半分を占める。神は右手で祝福のポーズをとり、左手には目を見開いた人物の頭部を載せている。神
の胸元で全身をメダイヨンに収めた鳩は、十字を印したニンブスをつけ、人物頭部の口元へ下降している。先
プネウマ

行研究は、頭部によって示された人物をアダムとし、鳩を聖霊と捉えてきた。ここで聖霊は、アダムに生命を
プネウマ

与える息として神の口元からアダムの口元に降り立ち、テュンパヌムの中央では「アダムの創造」が表現され
ていると一般的に解釈される⒀。
神、聖霊、アダムの垂直線上の配置には、西欧的な神の三位一体の教義が影響しているとも指摘されている。
鳩は神の髯内にも見られ、M・ハスラティアンはこれを聖霊が神の口に回帰する様として捉える⒁。J・M・ティ
──────────────────────────────────────────────────────────
⑽ Vardanyan, E. (ed.), Horomos Monastery: Art and History, Paris, 2015, pp. 207-236.
⑾

銘文として「ザマチュン zhamatun」が初出するのは、ホロモス修道院でホヴァネス・スムバット王が寄進した 1038 年の建
築とされる。12 世紀頃から、教会堂に付設した建築物として認識された。「時」を表す語頭の「ザム zham」は、聖体拝領や
儀礼、教会自体を表す語としても用いられ、死者を記念する典礼やミサ等の集会をも表した。一方、「ガヴィット gavit‘」の初

出はより古く、文献上では 5 世紀まで遡る。
「開かれた庭」や「教会堂の中庭」として用いられ、次第に教会堂を包囲する屋
外の空間や堂内の西側を意味し、有力者が教会堂の傍に自ら建てた 4 本の独立柱をもつホール式建築や墓石が安置された場を
指して用いられるようにもなった。特に、埋葬の場としてガヴィットが強く認識されるようになったのは、554 年ドヴィンの
第 2 回宗教公会議で教会堂内部への埋葬が禁じられたことが契機とされる。Ibid., pp. 210-220.
⑿ アルメニア国立歴史博物館で野外展示されているレプリカに基づいて作図した。右上の網掛部分はノラヴァンクで現地保存
されているオリジナル（図 4）では崩落しているが、註 で後述するように、当該部分はこの 30 年の間に崩れたものと考え
られたため、本来の図像をより正確に伝えているレプリカを描き起こしに使用した。
⒀ Der Nersessian, S., Armenian Art, London, 1978, p. 182; Alpago-Novello, A., and Ieni, G., “Amaghu Noravank’,” Agopik, A., and

Manoukian, A. (eds.), Documenti di architettura armena, vol. 14, Milano, 1985, p. 18; Thierry and Donebédian (1987) pp. 204, 478.
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図4

図5

ザマチュン、二連窓のテュンパヌム

ザマチュン、二連窓のテュンパヌム、描き起こし

エリーは、神とアダムの図像学的な類似が創世記 1：26〜27 に見られる神とアダムの同形性に典拠をもつと
し⒂、巻き毛のような髪質と先端が上がった口髭にその根拠を求めたものと推察される。
唯一の類例としては、ノラヴァンクより約 35 キロメートル北東に離れたスピタカヴォルの聖母教会堂⒃、
天井装飾が挙げられる（図 6）⒄。中央の円形の石材には、右手で祝福する神、メダイヨンに入った聖霊として
の鳩、神の手に載せられたアダムの首が垂直に配され、
「アダムの創造」が表現されている。二連窓のテュン
パヌムのように神の髯に回帰する聖霊は見られず、神の肩左右には「大いなる神」⒅と銘文が刻まれている。
神の髪は束ねられ、鳩の両脚は開かれ、アダムの顔は鳩のニンブスに圧迫されたためであろうか平坦である。
──────────────────────────────────────────────────────────
⒁ Hasratian (1999) pp. 32-41.

Thierry and Donebédian (1987) p. 204.
銘文より 1321 年創建であることが伝わり、寄進者はプロシアン家のエアチとその息子アミル＝ハサン 2 世と推測されてい
る。スピタカヴォルとは「白い」を意味する。本文で挙げる類例の他にも人物モティーフを中心とした多彩な浮彫で堂内外が
装飾されている。Thierry and Donebédian (1987) p. 578.
⒄ アルメニアのキリスト教関連の美術を扱うウェブサイト ArmenianArt.org を参照した。2009 年に S・カラペトヤンによって
撮影されたものである。http://www.armenianart.org/eng/sculpture.html（2018 年 5 月 26 日最終閲覧）
⒅ 左右の銘文をラテン文字で表すと、神の右には ”TER”、左には ”ATS” とある。
⒂
⒃
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四福音書記者の象徴表現に四方が取り巻かれている。
作行の緻密さではノラヴァンクに及ばないが、外に撥
ねた神の髪先や衣の襞の表現が一致していることか
ら、スピタカヴォルの作例はノラヴァンクを模倣した
ものと推察される⒆。
ノラヴァンクの祝福する神の右手の直下には、目を
見開き、斜め上の神を見上げる磔のキリストが位置す
る。上左右には太陽と月の擬人像、下左右には両手を
差し出して悲嘆の表情を浮かべた聖母マリア、頬に手
を当てて哀しむ使徒ヨハネがキリストを取り巻いてい
る。十字架の直下には、ニンブスをつけた人物が仰向
けに寝転がり、両手を挙げ、両膝を立てている。顔の
細部は摩滅し、その輪郭は微かに認められる程度であ

図6

スピタカヴォルの聖母教会堂、天井装飾

るが、付近の銘文に「ダニエル」とあるため⒇、この
人物を預言者ダニエルと同定するのがこれまでの一般的な見解であった。聖母とヨハネもそれぞれ付近に「神
の母」と「ヨハネ」と読むことが可能な銘文をもつ。
向かって右には「神の啓示」と題した 9 行の銘文が見られ、「神、すなわちアダムを創造した日の老いたる
者は、天地を再生した。天地は永遠に神を讃えるだろう」 と刻まれている。エピグラフィーの研究では、ダ
ニエル書 7：13〜14 の内容と部分的に一致することが指摘されてきた 。銘文の隣には、頭部と両翼のみで表
された側面観の天使が配され、さも銘文の内容を語っているかのようである。天使を詳述する先行研究は皆無
に等しいが、ここでは神の乗り物としてサムエル記上 4：4 や列王記下 19：15 など聖書中に言及されるケル
ビムと捉えるのが適当であろう。現在、石材の表面は、天使の顔と翼の一部から銘文の 2〜4 行目の右半分に
かけて、部分的に崩落している 。
アダムの創造、キリスト磔刑、ダニエル書と一致する銘文の 3 つの要素が、同一平面上に並べられている。
一部の先行研究では、アダムには第二のキリストとしての側面が投影され、神、聖霊、第二のキリストとして
のアダムが三位一体を表象すると解釈されているが 、一般にアダムの姿では三位一体になり得ない。しかし
浮彫全体に目を転じれば、父なる神、子なるキリスト、聖霊という神の 3 つの位格を示すモティーフが見られ、
これらによって三位一体が表象されると捉えることは可能である。各モティーフの解釈に直接言及してはいな
いものの、一部の先行研究ではこのことが示唆され 、J・M・ティエリーは、この三位一体が西欧の影響を
受けたものであると指摘する。ビザンティン美術の三位一体は、一般にアブラハムの歓待など予型論的な表現
──────────────────────────────────────────────────────────
⒆ M・ハスラティアンは、スピタカヴォルの作例をノラヴァンクに先行すると指摘し、前者がより稚拙で未完成の表現である
ことを根拠とする。これに対して K・マテヴォスヤンは、スピタカヴォルの場合、所与の空間が小さかったことから、より簡
潔に「アダムの創造」が表現されたのではないかと述べている。Matevosyan, K., The Epigraphic Inscriptions and Colophons of
Noravank Monastery, Yerevan, 2017, p. 61 (in Armenian).
⒇ 現存する銘文は摩滅が激しく、ラテン文字に転写すれば ” (D)ANI ” となる。D はその右一部を部分的に追うことができる
程度で、I の後はその痕跡も伺えない。この後、アルメニア語でピリオドに対応する ”:” が見られ、”(Y)OHANEO ” とヨハネ
の名を表す銘文が続く。
Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18. 先行研究の中で現代語訳は、G・イエニによる訳に限られている。以下、銘文をラテン
文 字 に 転 写 し た も の を 記 す。 括 弧 内 は 銘 文 の 省 略 部 分 で あ り、 筆 者 が 加 筆 し た。HINAIURYN A(STUA)TS AND
STEGHTSILN ADAM NOROGETS’AI ERKINK’ EI ERKIR, VOR MISH’T AIRHNEN CH’ A(STUA)TS
Matevosyan (2017) p. 58.
註⒇で記した 1985 年出版のイタリア人建築学者らによる『アルメニア建築記録集第 14 巻：アマグのノラヴァンク』を参照
すると、この部分は欠損していない。約 30 年の間に部分的に崩落した可能性が考えられる。
Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18; Thierry and Donabédian (1987) p. 479; Matevosyan (2017) p. 54. G・イエニは、例外的な
「新約的三位一体」がここで示されていると述べている。
Thierry and Donabédian (1987) pp. 204; Matevosyan (2009) p. 26; Matevosyan, K., Momik, Yerevan, 2010, p. 37.
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が採られ、12 世紀以降には日の老いたる者に坐す子なるキリストが聖霊としての鳩を収めたメダイヨンを携
えて描かれるようになるのが一般的なためであろう。
Ⅱ）扉口のテュンパヌム（図 7、8）
続いて、扉口のテュンパヌムに着目しよう。これは二連窓の直下に位置し、ムカルナスのアーチが二重に架
けられている。中央には、幾何学文様をもつ敷物がベンチに掛けられ 、聖母が腰掛ける。左手で幼子を抱き
かかえ、笑みを浮かべる聖母は、キリストを見よと観者に訴えかけるように正面観を取り、右手の指を揃えて
キリストに指し向けている。キリストは聖母へ視線を向け、右手を伸ばして祝福している。祝福する手の傍に
は環状の物体が見えるが判然とせず、先行研究でも言及がない 。同様にキリストの左手も何かを摑んでいる
ように見えるが不明瞭である 。キリストは右足裏を見せており、子どもらしく無邪気に足を動かす様が表現

図7

ザマチュン、扉口のテュンパヌム

図8

図 9 アレニ、聖母教会堂、西ファサード テュンパヌム

ザマチュン、扉口のテュンパヌム、描き起こし

──────────────────────────────────────────────────────────
聖母は敷物に直接坐すのではなく、敷物を掛けた椅子に坐すと解釈されている。Thierry and Donabédian (1987) pp. 478-479.
ノラヴァンク内の聖母教会堂 1 階の西扉口テュンパヌムでも同様に聖母子が見られるが、聖母が腰掛けるのは脚と背をもち、
クッションの敷かれた椅子であり、聖母の足は長方形の敷物に載っている。
筆者はこれが聖母を表す銘文ではないかと考える。ただし、これがキリストの右手に被る不明瞭な配置で、かつ小さく施さ
れていることから、銘文の配置の無計画性や制作途中における突然の変更を考えることができる。
下で述べる類例のアレニの聖母子でキリストは巻物をもつため、ここでもキリストは巻物を手にすると解釈するのが適当と
考えられる。
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されている。

1321 年創建のアレニの聖母教会堂、西扉口テュンパヌムの聖母子は、ザマチュンの聖母子の類例としてこ
れまで度々引き合いに出されてきた（図 9） 。テュンパヌムの周りには制作者の銘が見られ、建築家で彫刻や
写本挿絵も手がけたモーミックという人物によるものとされる。テュンパヌムの聖母子も通常モーミックに帰
される 。幾何学文様をもつ平面的なベンチの描写や、聖母がキリストに右手を差し向け、キリストが聖母を
祝福する構図はノラヴァンクと瓜二つであるが、聖母の腕やキリストの足は直角に曲げられ、その動きには滑
らかさが見られない。ノラヴァンクの聖母子もモーミックに帰されるか否かは先行研究でも解釈が分かれる
が、アレニに見られる静的な表現は、ノラヴァンクの滑らかな聖母の手や躍動的なキリストの足の動きに見ら
れる描写とは、相容れないように思われる。
ノラヴァンクの聖母子がもつ特徴を 2 点挙げる。第一に、聖母のニンブス内に両翼を広げた鳥が収められ、
その頭上に降下している。鳥の頭部は破損しているものの、当初は正面観であったと考えられる。この鳥は聖
母を受胎させた聖霊としての鳩と捉えられるのが通説である。第二に、キリストの足元に側面観の鳥が配され、
その右では聖母の衣服の襞から顔が正面観の獅子が駆け出している。鳥はキリストの両足と接するように配さ
れ、半円形の土台に乗っている。獅子は顔の左半分を失っているものの、ニンブスをつけていることがわかる。
一部の先行研究では、これらをエゼキエルの幻視に登場する四福音書記者の象徴表現として最後の審判と関連
させる、あるいは鳥をレビ記など旧約聖書に言及される犠牲の表象として指摘しているが 、看過されること
が多い。
これらの特徴的なモティーフは、ノラヴァンク付近の教会堂や遺構の浮彫でも少数ながら見ることができ
る。K・マテヴォスヤンは 13 世紀のタナット修道院、聖ヌシャン教会堂の西扉口テュンパヌムとゾラッツ修
道院の敷地内南西に建てられた、1271 年の年記をもつハチュカルを類例として挙げている 。後者は聖母子
が主題である。巨大な翼を広げた正面観の鳥は聖母の頭上へ降り、これは聖母の受胎を示す聖霊と考えられる
が、ニンブスは見られない 。キリストの足には側面観の鳥が近接し、その左斜め下には獅子と思しき頭部が
見られる。その他、聖母子の左右に配されている裾の広がったラテン十字や「キリスト」と「神の母」を示す
銘文、聖母子の下に位置する人物の頭部や背景の植物文様、底部の房飾りといった多彩なモティーフで彩られ
ている。二連窓の「アダムの創造」と同様に、ゾラッツ修道院のハチュカルはザマチュンの聖母子を直接模倣
した作例と考えるのが適当であろう。緻密な構成ではあるがプリミティヴな表現であること、ノラヴァンクか
ら約 40 キロメートルと程近い距離に位置していること、そして何より坐像の聖母子、聖母に降下する聖霊、
キリストに近接する側面観の鳥、獅子というモティーフやそれらの配置の特徴が共有された、直接的な類例が
ここに限って見られ 、より緻密な構成をもつザマチュンの聖母子を簡略化したように思われるためである。
この場合、ハチュカルの年記の正当性も考慮に入れなければならないが、ザマチュンの聖母子はハチュカルが
制作されたよりも古く、1271 年以前に年代付けられることになる。このことは、従来議論されてきた年代よ
りも遡る点で興味深い。聖母の頭上に降る鳥は聖霊と解釈してほぼ間違いないが、キリストに近接する鳥や獅
子の象徴性に関しては今後の検討が必要である。
ノラヴァンクでは加えて、聖母子の左右にニンブスをつけた聖人の胸像がそれぞれ側面観で表されている。
向かって右の聖人は、左手で聖母子を指差しながら開かれた巻物を携え、背景に広がる蔦を口から吐き出して
いる。向かって左の聖人は、聖母子に対してとりなしのポーズをとり、右と同様に背景と同化した銘文の頭文
──────────────────────────────────────────────────────────

Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18; Thierry and Donabédian (1987) pp. 204, 492; Matevosyan (2017) p. 52.
Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 16; Thierry and Donabédian (1987) p. 204; Matevosyan (2009) p. 20.
前者の説は G・イエニ、後者の説は K・マテヴォスヤンによる。
Matevosyan (2017) pp. 56-57.
K・マテヴォスヤンは、この鳥が旧約聖書で言及される犠牲のための動物であり、キリストの贖罪と永遠の生命を表象する
と述べる A・アヴェティスヤンの説を紹介している。Ibid., p. 56.
K・マテヴォスヤンが挙げる、タナット修道院の作例の主題は狩猟図である。騎乗した戦士は、獅子のような獣を槍によっ
て打ち倒しており、周囲は鳩や孔雀、羊か仔牛と考えられる鳥や動物によって空間が埋められている。戦士の隣に配された側
面観の鳥は、馬の臀部に乗りながら戦士の腕に嘴を当てており、人物に接触する鳥という点でザマチュンの聖母子と類似する。
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字を吐く。右の聖人がもつ巻物には、「ここに乙女がいる、イザヤ」 と書かれ、イザヤ書 7：14「それゆえ、
わたしの主が御自ら、あなたたちにしるしを与えられる。見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み、その名
をインマヌエルと呼ぶ。
」
（マタイ福音書 1：23 に引用）を典拠にすると考えられている 。先行研究では、こ
の聖人を預言者イザヤと同定するのが通例である。左に散りばめられた銘文は、ヨハネ福音書 1：23「ヨハネ
は、預言者イザヤの言葉を用いて言った。
『わたしは荒れ野で叫ぶ声である。
「主の道をまっすぐにせよ」と。』」
（イザヤ書 40：3 に典拠）に関連すると言われる 。イザヤと同様、左の人物は洗礼者ヨハネであることがほ
ぼ通説であるが、左の銘文はこれがヨハネであることに加え、右がイザヤであることも補強している。
扉口のテュンパヌムに表された聖母子には、一般的な聖母子から逸脱した図像学上の特徴が散見される。繰
り返すように、聖母の頭上に降下する聖霊としての鳩、キリストの足元に配された鳥や獅子は、聖母子と共に
描かれるには稀なモティーフである。特に後者は先行研究でも解釈が揺れ、聖母の服の襞の一部として看過さ
れた描き起こし図も往々にして見られる。
Ⅲ）二つのテュンパヌムの関連性
聖母子によって示された受肉の教義は、聖母の頭上に降下した聖霊とイザヤ書を典拠とする銘文を重ね合せ
ることによって、一層強く示されている。キリストの神性と人性を保証する受肉は、神の三位一体と不可分の
教義であるため、2 つのイメージが西ファサードで垂直線上に配されたことは神学的な配慮によるものであろ
う。先行研究では 2 つのテュンパヌムの共通項として以下の点も挙げられてきた。二連窓のテュンパヌムで見
た銘文と扉口のテュンパヌムのアーチおよび底部に刻まれた銘文が部分的に一致し、共にダニエル書に言及さ
れた「主の国の永遠性」を示唆すること、旧約と新約の両主題を一つの画面に収めていること、精緻なムカル
ナスがテュンパヌムの装飾に用いられていることである。しかしながら、同時期にこれらが制作されたのか否
か、制作者が一致するのか否かに関しては、先行研究でも意見が分かれている 。当初から統一的なプログラ
ムの下に各々が制作されたのか、既存のものに合わせてもう一方が後に制作されたのかについて、現段階で判
断を下すことはできないが、少なくとも上記の象徴性や図像の選択、装飾パターンの点では共通している。
これらテュンパヌムの象徴的な関連性は、その配置にも含意されるように、各図像の意味を考察する上で視
野に入れるべきである。しかし、扉口の聖母子には他のキリスト教美術では例外的な、アルメニア美術でさえ
も稀な図像学上の特徴が見られる。それにも拘らず、これまでこの図像が詳細に検討されることはなかった。

2 つのテュンパヌムの関連性を考える上では今一度、各モティーフを詳細に解釈する必要があるものの、類例
や先行研究に乏しい状態で考察を進めることは、現在の筆者には手に余る難題である。本稿では同様に稀有な
図像学上の特徴をもちながら、先行研究の多い二連窓の図像に焦点を当てることとする。先行研究では主にそ
の構図が着目される一方、図像の細部表現やテュンパヌムの置かれた環境が詳細に顧みられることはなかっ
た。モティーフを図像学の視点から再度解釈し、ザマチュンという建築の機能や建設の背景に関連づけること
で、この浮彫がもつ建築装飾としての側面を考察していく。

二連窓のテュンパヌムにおける独創的な表現
二連窓のテュンパヌムは、独創的な表現を多々もちながら、アルメニアの中世美術を代表する一作例と見做
──────────────────────────────────────────────────────────
ラテン文字に転写すると、HAY KOYS YESAYI となる。

Matevosyan (2017) p. 56.
Ibid., p. 56. 銘文をラテン文字に転写すると、DZAYN BAR となる。
G・イエニと K・マテヴォスヤンはともに、二つのテュンパヌムがアレニの教会堂が建てられたのと同時期、おそらく 1321
年頃に制作されたとするが、イエニはこれらがモーミックの後継者によるものとする一方、マテヴォスヤンはモーミックの作
とする。J・M・ティエリーは扉口の作例をモーミックに帰属させ、二連窓の作例をグラゾール大学出身者ではなく、ノラヴァ
ンクの北東に位置する、スピタカヴォルの聖母教会堂を装飾した人物ではないかと述べるが、年代については言及していない。
P・ドナベディアンは二連窓の作例については語らないが、扉口の作例はモーミックではない 13 世紀後半の人物に帰属させて
いる。アレニの聖母子との関連から、1321 年よりも 20 年ほど先行し、13 世紀後半の作例との類似を指摘するが具体的な類例
は挙げられていない。
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されてきた。代表的なアルメニア美術の概説書の裏表紙に掲載さ
れ、アルメニア国立歴史博物館ではレプリカが展示されている。前
項で述べたように、この図像は「アダムの創造」と「三位一体」を
意味すると解されるが、一般的なキリスト教美術とは図像学上、以
下の点で異なる。
第一に、「アダムの創造」でアダムが頭部のみで表されるのは不
自然であり、かつそれを神がもつのも例外的である。一般に、神に
創造されるアダムは裸体の全身像であり、神はアダムと一定の距離
を保っている。アダムが神の掌に載せられることによって、アダム
に生命を吹き込む息＝聖霊が神から発し、再び神の元へ戻る描写が
可能となり、垂直の構図が強調されている。先行研究では、神、聖
霊、アダムの垂直線上の配置が三位一体の構図に着想を得たものと
指摘されてきたが、既述のように、アダムを三位一体の第二位格と
することはできない。一般に示される「アダムの創造」が説話的な
主題であるのに対し、ここでは三位一体に由来する垂直の構図を用
いることでよりイコン的な側面が強められているように思われる。
第二に、神、磔刑のキリスト、聖霊としての鳩による「三位一体」
も、通常このテュンパヌムのように三角形の構図で表されることは
ない。しかしモティーフの選択は、「恩寵の座」と呼ばれる三位一
体を表す一種の型と共通している。
「恩寵の座」とは、玉座に坐した父なる神、贖罪による恩寵を示

図 10 『カンブレーのミサ典書』
（カンブレー公立図書館 MS. 234、
fol. 2r. 1120 年頃）

す磔刑のキリスト、神とキリストの間に飛ぶ聖霊としての鳩がそれぞれ垂直に置かれることで、神の 3 つの性
質が互いに交わらず、かつ結びついていることが示された、三位一体の教義を表象する図像学上の一種の型で
ある 。キリストの犠牲としての死がイメージの根源とされ 、父なる神は息子であるキリストの体を受け取
り、それを再び世に与えることが表現されている 。『カンブレーのミサ典書』 では、神とその両手に支えら
れる磔のキリスト、神とキリストの間にニンブスをもつ鳩が描かれている（図 10）。聖霊の広げた翼の両端が
神とキリストの口元に触れる ことで垂直の構図が強調され、これら三者の結びつきが示される。ともにこの
型では、細部の描写が変化に富むと言われる。十字架や聖霊が省略されることは少なくなく、12 世紀後半の
ウィーンの写本挿絵 に見るように、神が祝福のポーズを取る場合もある。しかし、神がキリストをもち上げ
ること、キリストが成人した姿であることは不可欠の要素であり 、これら三者が垂直に配された構図が作例
の大半を占める。
二連窓のテュンパヌムで示された「三位一体」は、上記の「恩寵の座」型とは言い難い。神はキリストに祝
福を与えるのみであり、その体や十字架に触れてはいない。神の位格を表す各モティーフは、垂直に並ばない
──────────────────────────────────────────────────────────

Réau, L., Iconographie de l’art chrétien tom. II Iconographie de la bible, Paris, 1956, pp. 25-26; Braunfels, W., s.v. “Der Gnadenstuhl,” Lexikon der christlichen Ikonographie, Bänd. 1, Rom, 1968, p. 535.
Schiller, G., Seligman, J. (trans.), Iconography of Christian Art, vol. 2, N. Y., 1972, p. 122.
Ganzenmüller, W., “Das Buch der heiligen Dreifaltigkeit,” Goetz, W. (ed.), Archiv für Kulturgeschichte 29, Liechtenstein, 1966,
pp. 93-146.
Ibid., fig. 413.
ここでは、聖霊が神とキリストの双方から発出することが示されている。三位一体に関して、正教会とラテン教会では異な
る解釈が見られるが、前者では 325 年のニケーア公会議で採択されたニケーア信条に基づき、聖霊は父からのみ発出すると解
釈されていた。一方後者では、9 世紀になって「また子より」の文言が上記の信条に付け加えられ、聖霊は父と子の双方から
発出すると解釈された。この解釈の違いは、後に正教会とラテン教会が教義上分離したフィリオクエ問題に発展する。
（フィ
リオクエはラテン語で「また子より」を意味）
Ibid., fig. 414.
Réau (1956) pp. 25-26.
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図 11 二連窓のテュンパヌムの A と H

図 12 扉口のテュンパヌムの A と H

どころか秩序的な配置をもつこともなく、聖霊はキリストではなくアダムに降り、神とアダムを仲介している。
贖罪を表す重要なモティーフであり、この型のイメージを形成している磔のキリストは、神や聖霊の配された
画面中央から外れ、かつ小さく描かれる。
「三位一体」を読み取ることは可能であるものの、これが重視され
ているとは考えにくく、主題は三位一体の構図に影響を受けた「アダムの創造」と言える。
稀有な表現は、向かって左の磔刑図にも見られる。磔のキリストの下に位置する人物は、これまで銘文を根
拠に預言者ダニエルであるとされてきた。しかし実際のところ、人物の顔は原状を見出せないほど大きく破損
しており、図像学の視点からもダニエルがここに置かれることは例外的で、何より横たわるのは不自然な表現
と言える。銘文のみの根拠によってこの人物は、真にダニエルと同定されうるのであろうか。
一部の先行研究は、テュンパヌムの図像を解釈する上で混乱を招く最大の原因が、向かって右の銘文である
ことを指摘している。G・イエニや P・ドナベディアンは、誤解を与えかねないこの銘文の難解さに言及する 。
銘文の細部に着目してみよう。9 行からなる銘文は、全て陰刻である。アルメニアの浮彫でも、リガチャー
が多数を占めるものの、図像に文字を伴う例は少なからず見られる。この場合、文字は陽刻で表されるのが通
例であり、ノラヴァンク内の教会堂でもこうした例が割合に多い。
扉口のリュネットでも同様に、陰刻の銘文が施されているのは注目すべき点と言える。これらはともに陰刻
であるのに加え、書体が酷似しており、先行研究では銘文の内容が部分的に一致すると指摘されているためで
ある。例えば A に相当するアルメニア文字では、右上の頂点から左斜め下へ「く」の字に薄い線が引かれ、
同様に H では、極端に鋭角をなす「く」の字を描き、その下方に長めの垂直線を付けている（図 11、12）
。こ
こで A と H を取り挙げたのは、薄い斜線をもつ A と鋭角が強調された H が、筆者の観察する限り、ノラヴァ
ンク内の他の銘文には見られない、二つのテュンパヌムの銘文のみに共通する特徴と考えたためである。二つ
の銘文は、同人物によって、あるいは同時期に刻まれた可能性が高い。扉口の聖母子で洗礼者ヨハネの周囲に
配される装飾的な銘文は陽刻であるが、ここにも上記と同じ薄い斜線を伴った A が表されている。
この浮彫の制作者が銘文も同時に施したのか、どちらか先に制作されていた一方を手本に別の人物が模倣し
たのかは定かではないが、銘文における書式の類似は、双方のテュンパヌムの関連性を示唆している。銘文の
内容がともにダニエル書 7：13〜14 に典拠をもつ「主の国の永遠性」と一致することは先述のとおりである。
先行研究では、テュンパヌム左右の非対称性についても指摘がある 。向かって左の磔刑図では、複数のモ
ティーフが窮屈に押し込まれ、複雑な凹凸を見せている。対して右ではケルビムを隅に配し、銘文が刻まれた
だけの平滑な面が広がる。神の浮彫がもつ膨らみの程度とテュンパヌムの石材の厚さに着目し、これを斜め下
から見れば、銘文の記された面は磔刑図の凹部とほぼ高さが等しい。左では扉口のテュンパヌムと同様、モ
ティーフを背に植物文様が見られるのに対し、右では一切の背景装飾が見られない点も、構図のアンバランス
を増幅させる。
──────────────────────────────────────────────────────────

Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18; Thierry and Donabédian (1987) p. 479.
Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18.
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二枚のテュンパヌムに見た銘文の特徴から考えられ
るのは、これらの銘文が垂直線上に配された図像に関
連性を与えるために意図的に施されたものではないか
ということである。筆者は、これらが陰刻で書体が酷
似していることから、同一人物あるいは同時代の複数
の人物によって浮彫の制作後に書き加えられたものと
捉える。二連窓のテュンパヌムでは、本来ここに表さ
れていた図像を削り落とした上で銘文が刻み込まれた
可能性もある。ダニエル書に由来する銘文を根拠に、
これまで中央の神を日の老いたる者、十字架下の人物
をそれを目撃したダニエルとして関連づけてきたよう
に思われる。銘文が図像を特定して主題を説明し、直

図 13 ブロンズ製十字架台部分（ワイマール、ゲーテ・
インスティトゥート所蔵、1130 年頃）

下の聖母子との関連性を作り上げるために記された後
補のものであるなら、図像を銘文によって解釈する必要はなく、十字架の下で横たわる人物がダニエルである
根拠もなくなる。
「キリスト磔刑」の図像では、原罪を招いた人類の祖であるアダムが十字架の下に表される場合がある。こ
の際、アダムは頭蓋骨のみで示されることが多いものの、全身像も例外的とは言えない 。筆者は磔のキリス
トの下に横たわる人物はアダムであると考える。一般に磔刑図で描かれるアダムと本稿で議論している人物像
に図像学上の類似が見られるためである。
磔刑図の十字架の下に配されたアダムの表現は、頭蓋骨、骨のみの全身像、肉体をもつ人間の 3 種に大別さ
れる 。3 番目に挙げた人間としての表現には、手を挙げたり墓から起き上がったりしながらキリストへ手を
差し伸べる、キリストの血を盃に受ける等の表現が見られ、ヴァリエーションに富む。手を挙げたり墓から起
き上がったりするアダムの表現は、マタイ福音書 27：52「墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者た
ちの体が生き返った」を典拠とし、特に 12 世紀の金属製の十字架に頻出することが指摘されている 。北ド
イツで 1130 年頃に制作されたブロンズ製の十字架台 では、坐像の四福音書記者 に支えられた棺から、着
衣のアダムがやや背を反らせて上半身を起こし、両手を挙げて顔を斜め上方へ向けている（図 13）。棺にはニ
エロ象嵌のラテン語銘文が刻まれている。十字架を取り付ければ、実際にアダムはその直下に位置するよう工
夫されている。このような表現はビザンティン美術にも取り入れられたものの、概して西欧の伝統的な図像で
ある 。
図像学上の特徴に鑑みれば、二連窓のテュンパヌムで磔のキリストの直下に横たわる人物は、キリストの死
によって原罪を赦されたアダムである可能性が高い。墓は見当たらないものの、足を折り曲げ、今にも起き上
がろうと両手を挙げている様は、アダムが墓から起き上がろうとした表現であるように思われる。
ヨハネに見られる図像学上の特徴は、アダムの贖罪を一層明確なものとする。磔のキリストの傍でヨハネは
頬に手を当て、十字架の記された福音書を小脇に抱えている。磔刑図でヨハネが聖母とともに左右に配され、
頬に手を当てた身振りを見せるのは一般的な表現である。銘文を後補としても、これがヨハネであることは疑
いない。しかし、福音書をもつヨハネには十二使徒の一人というより、四福音書記者の一人であることが強調
されているように思われ、その左手で十字架直下のアダムと思しき人物を指差すことも注目すべき点である。
ヨハネ福音書 19：33〜34 では、キリストが磔に処された翌日、死体を取り降ろしに来た兵士の一人がキリ
──────────────────────────────────────────────────────────

Réau (1956) p. 488.
Ibid., pp. 488-491.
Ibid., p. 490.
Schiller (1972) fig. 440. 同主題をもつ他作例に関しても以下で述べられる。Ibid., p. 132.
現存作例ではアダムから見て右斜め前方を支える四福音書記者の坐像を欠く。
Réau (1956) p. 490.
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ストの脇腹を刺したところ、そこから血と水が流れ出たことが記述されている。続く同 35 節では、この血と
水がキリストの贖罪の成就と捉えられ、一連の出来事はヨハネによって証される。福音書に従えば、ヨハネは
十二使徒、四福音書記者の中で唯一、贖罪の成就を目撃した人物となる。福音書を小脇に、横たわるアダムを
指差すヨハネは、キリストの贖罪が達せられ、人類の祖であるアダムがその原罪を赦されたことを示している
ように思われる。
二連窓のテュンパヌムでは、世界の始まりの日に行われた「アダムの創造」とキリストの十字架上の死によ
る「アダムの贖罪」が表現されている。アダムを人類の祖と普遍的に捉えれば、
「人間の誕生」とキリストの
贖罪による人々の「永遠の生命の獲得」あるいは「死後の魂の救済」として解釈も可能であろう。浮彫の制作
者や制作年代は定かでないが、神の位格を父、子、聖霊によって表した三位一体や十字架直下のアダムの表現
から、図像の考案者が西欧美術の図像学的な知識をもっていたことは明白である。

二連窓のテュンパヌム図像とザマチュンのもつ役割
アダムの誕生とその贖罪がザマチュン西ファサードを飾る主題として選択されたことに、どのような理由を
考えられるのか。ファサード二連窓のテュンパヌムという重要な場所に施された浮彫は単なる装飾ではなく、
看板や標識のように建物の機能を説明した可能性が考えられる。最後に、浮彫が配置された建築部位や建築の
もつ機能を考え合わせ、これらの図像が選択された背景を考察したい。
ザマチュンが本来埋葬の空間であること、オルベリアン家の君主で寄進者でもあったスムバットによって一
族を埋葬するために建設されたことは先述の通りである。現在も、ザマチュンの床面には銘文の刻まれた墓石
が敷き詰められ、ここが巨大な墓地であったことを語る。1230 年代に着工、1261 年に竣工という年代は、ザ
マチュン内部の南北壁に刻まれた複数の銘文が根拠である。これに従えば、完成までには最大で約 30 年費や
された計算になる。ザマチュンの完成に携わった寄進者スムバットは、その完成直前にザマチュンの設計を部
分的に変更するよう命じたと言われ、P・ドナベディアンは、内壁で付柱が分断されていることや、外部で二
連窓付近のコーニスが屋根に突き出していることに着目し、これらを変更の際の痕跡として捉えている 。ス
ムバットは、ザマチュンの空間を取り囲むように自身の威厳を讃える銘文を壁面に埋め込むため、内壁の中央
から上にかけて構造を変更し、銘文の石材の直上に二連窓を設けた。銘文の刻まれた石材は、東を除く内壁の
三面で水平に配され、二連窓も同様に三面の中央に施されている（図 14）
。
ザマチュンは 1261 年以前にほぼ完成されており、問題の二連窓はスムバットの意向でその完成直前に作ら
れたと考えられる。二連窓の建設に伴って、この上に置かれるテュンパヌムが制作され、スムバットによる建

図 14

ザマチュン、南内壁

──────────────────────────────────────────────────────────

Thierry and Donabédian (1987) pp. 478-479.
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設の意思がテュンパヌムの図像にも反映された可能性は十分にあるだろう。ザマチュン西ファサードのテュン
パヌムでアダムの創造とその贖罪を表す図像が選択されたのは、これを普遍的に捉えた「人間の誕生」や「死
後の魂の復活」がザマチュンという埋葬施設に適しているためであり、死後の魂の救済を祈願する図像として
一族の埋葬の場を彩るためであったと考えられる。
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