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カルロ・クリヴェッリ作《無原罪の宿り》

はじめに

　カルロ・クリヴェッリ（Carlo Crivelli, 1430/35-1495）作《無原罪の宿り》（1492年、ナショナルギャラリー、
ロンドン）（以下、本図像）【図 1】は、「無原罪の宿り」を直接主題とした図像（以下、「無原罪の宿り」図像）
として年代を特定できるイタリア最古の図像であるとされる⑴。

カルロ・クリヴェッリ作《無原罪の宿り》
── 一対の天使をめぐる予型論的解釈試論 ──

福　田　淑　子

“The Immaculate Conception” by Carlo Crivelli 
̶ An essay of the typological interpretation over a pair of angels ̶

Yoshiko FUKUDA

Abstract
　As defined in 1854 by the Catholic Church, the Immaculate Conception is a doctrine that affirms that the Virgin 
Mary was preserved in the first instance of her conception in the womb from all the stain of original sin transmit-
ted by Adam.
　The question of Mary’s conception, whether she has an original sin, was an important issue in the Western 
Church, which held the concept of original sin by Augustine. Thus, there was hot theological discussion between 
the Dominicans (maculists) and the Franciscans (immaculists) for a long time; besides, they also had a visual con-
flict because of the lack of a fixed form of the Immaculate Conception.
　Under such circumstances, in the latter half of the fifteenth century, the first iconography of the Immaculate 
Conception shows considerable theological learning. In that sense, Carlo Crivelli’s painting (executed in 1492) is 
the oldest and most important image of the Immaculate Conception in Italy.
　Surprisingly, regarding the image of Immaculate Conception and its iconography, almost all leading researchers 
have aimed to specify the source of the iconography, therefore the correspondence between the iconography and 
the doctrine has not been clearly pointed out.
　To clarify this problem, I try to make a typological interpretation of the motif of a pair of angels. Specifically, I 
solve this problem by assuming that a pair of angels corresponds to a pair of cherubim who defends the seat of 
redemption, and finally, I examine whether this iconography leads to the interpretation of the Immaculate Concep-
tion in the context of redemption.
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──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　M. Davies, The Earlier Italian Schools Second Edition, Revised (National Gallery Catalogues), London, 1961, p.166; P. Zampetti, 

Pittura nelle Marche, 4vols, Pesaro, 1988-92, p.298. 図像的に後のティエポロやムリーリョなどへの橋渡しとして重要な図像で
あると説明される。クリヴェッリの経歴や業歴については以下、R. Lightbown, Carlo Crivelli, New Haven, 2004; M. Davis, “Carlo 
Crivelli,” Themes and Painters in the National Gallery, 4(1972), pp.3-21; S. J. Campbell, Ornament & Illusion Carlo Crivelli of  
Venice, London, 2015; T. Golsenne, Carlo Crivelli - Et le matérialisme mystique du quattrocento, Rennes, 2017; G. Perocco, Carlo 
Crivelli, i maestri del colore #32, Milano, 1964.
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　「無原罪の宿り」とは「マリアはその懐胎の瞬間において原罪の全ての穢れから保護されていた」という意
味であり、教会が正式に教義として認めたのは 1854年である⑵。神の母であるマリアの原罪と懐胎の問題は、
トマス・アクィナスが「キリストのこの世への入場」の最初に考察しているように⑶、西方教会においては極
めて重要であった。そのため、二大托鉢修道会であるドメニコ会
とフランチェスコ会を中心に、「無原罪の宿り」の認否をめぐる
神学議論が長きにわたり続けられた⑷。
　一方、その議論に併行するように視覚表現上の競合も展開され
る。聖書記述はなく、正式な教理ではなかった「無原罪の宿り」
には定型化された図像が存在せず、その表現はナラティヴなもの
から他主題の援用など様々な方法が用いられた⑸。このような事
情を背景に、「無原罪の宿り」図像が制作され始めた 15世紀後
半が、教理に関する初めての公的教書が発せられた時期にあたる
ことは、おそらく偶然ではない⑹。「無原罪の宿り」を擁護する
フランチェスコ会にとって、主題の造形化は急務であったと推察
する。
　画面は、金地自体が光に満ちた荘厳な雰囲気を醸し出してい
る。マリアは静的で厳格な正面性をなしており、腰までの高さの
エクセドラの中央に立っている。秩序と安定感のとれた画面の中
で、何かを待ち望むように視線を上に向け、胸の前で手を合わせ
て祈るマリアの姿は神秘性、聖性に富み、父なる神、聖霊の鳩、
冠と結ぶ線が左右対称の軸を形成している。
　顔を向けあうように浮遊する一対の天使は、マリアを覆うように、 
片手に持つ「UT INMENTE DEI AB INITIO CONCEPTA FUI ITA 
ET FACTA SUM（私が神の精神の内で、
はじめの時から懐胎されていた、そのよ
うに、私はなされた）」と記されたリボ
ンを広げ、もう一方の手で捧持する金の
冠をマリアの頭上に掲げている【図 2】。
　マリアの背後には画面を上下に分断す
るように水平に一本の桿が渡され、中央
の布の両側に、林檎、瓜、紫季、桃が等
間隔に掛けられている。ピンク地に銀糸
──────────────────────────────────────────────────────────
⑵　教皇ピウス 9世により宣言された大勅書「Ineffabilis Deus（表現し尽くすことのできない神）」における聖母の無原罪の受胎
についての決定。「人類の救い主キリスト・イエズスの功績を考慮して、処女マリアは、全能の神の特別な恩恵と特典によって、
その懐胎の最初の瞬間において、原罪の全ての穢れから、前もって保護されていた。この教義は神から啓示されたものである
ので、全ての信者は常に固く信じなければならない。」ディンツィンガー、シェーンメッツァー『カトリック教会文書資料集』
（改訂版）、浜寛五郎訳、エンデルレ書店、1988年、428-429頁。
⑶　Thomas Aquinas, Summa Theologiae, III, q.27.
⑷　神学議論に関しては、拙稿「無原罪の宿り図像の形成」『パトリスティカ─教父研究』、21（2018）、108-127頁。
⑸　拙稿「「無原罪の宿り」の視覚化─図像と神学の関係と機能をめぐって」『Waseda RILAS Journal』、3（2015）、171-181頁。
両托鉢修道会の論争はトリエント公会議第 5総会（1546年 6月 17日）原罪についての教令において一つの区切りを迎える。
公会議は原罪についての項において、神の母聖マリアを含める意図はないと宣言する。更に、教皇シクストゥス 4世の教令と
その教令に含まれる刑罰を新しく認めるものであった。この公会議を区切りとして、「無原罪の宿り」図像もほぼ画一化され
ていく。
⑹　教皇シクストゥス 4世は 1477年（教皇庁記載年は 1476年）、12月 8日の「無原罪の宿り」の祭日を公認、レオナルド・デ・
ノガロリスの祈りを採用し、スコトゥスの意見に自由に従うことを認めた。

図 1

図 2
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模様が施された豪華な布は、マリアの纏う深緑色に金糸模様のマントと色のコントラストを成し、その前に
堂々と立つマリアを際立たせている。
　桿と平行に描かれたパラペットは、天使の顔と葉先の丸みが獣の顔になっている意匠を規則的に並べたレ
リーフで飾られ、マリアを囲む茶と緑色の大理石模様のエクセドラにつながる。マリアの両側、エクセドラの
腕の部分には、麦の図柄が胴部に施された持ち手付きの陶器の水差しと水の入った透明ガラスのカラフェが置
かれている⑺。水差しには複数の赤と白の薔薇、一方、カラフェには三輪をつけた一本の白百合が、一輪は蕾
のままの状態で差し入れられている。このように、マリアの周囲にはシンボルが多用され、図像の主題を即座
に把握することは難しい。
　ダンコーナに代表される「無原罪の宿り」に関する図像学的先行研究は、援用された主題やモティーフによ
る分類が中心であり、図像源泉の特定に主眼がおかれてきた⑻。本図像についても例外ではなく、マリアの形
態的な類似に伴う考察に力点が置かれている。言うなれば、このような方法に頼るあまり、用いられた表現の
意図や意味内容について十分に考慮されていない点が問題である。従って、本図像のどの部分に「無原罪の宿
り」という教義が表象されているのか、然るべき回答は与えられていない。稿者は、問題解明に至らなかった
理由の一つが、マリアの姿勢など造形的な類似に伴う解釈を中心とした研究方法にあると考えている。
　以上を踏まえ、本稿は改めて先行研究の問題点を指摘した上で、本図像について一対の天使に着目した予型
論的解釈を試みる。一対の天使は伝統的なモティーフであるが、時代が下るに従い、新たな意味づけがなされ
ていったものである。15世紀にはウンブリア派を中心に冠を捧持する一対の天使が多く描かれたが、クリ
ヴェッリがこのモティーフを用いた例は本図像に至るまで確認されない。「無原罪の宿り」図像にクリヴェッ
リはなぜ、新たにこのモティーフを採り入れたのだろうか。

1　図像成立の背景と先行研究

　本図像は 19世紀初頭まで、イタリア中部マルケ州北部に位置するペルゴラのサン・フランチェスコ聖堂内
礼拝堂に設置されていたと考えられている⑼。マルケ州はフランチェスコ会の創設者である聖フランチェスコ
の生地アッシジに程近く、13世紀にはすでに托鉢による布教活動が始められていた。当時マルケ州は教皇領
の一部であり、ペルゴラは 1459年にフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロの支配下となっている。1474年、
フェデリーコは教皇シクストゥス 4世により公爵の称号を授けられ、ローマ教会行政長官の地位を得ると、教
皇の出自であるデッラ・ローヴェレ家と姻戚関係を結んだ⑽。今も残される礼拝堂入口の礎石には、デッラ・
ローヴェレ家と共にガウゲッリ家の紋章が刻まれている⑾。ガウゲッリ家とはペルゴラ出身でフェデリーコの
秘書を務めた人物の家系である。この事象は間接的ながらも、ペルゴラと教皇シクストゥス 4世の関係を示唆
するものであり、図像の成立背景を検討する上で一つの視点を提供している。
　紋章から判断して、本図像は教皇シクストゥス 4世の出身であるフランチェスコ会の解釈が表現されている
と考え得る。フランチェスコ会の解釈とは、ドゥンス・スコトゥスが『オルディナチオ（Ordinatio）』におい

──────────────────────────────────────────────────────────
⑺　二つの器はフランドル絵画との影響を考える必要がある。陶器について Lightbornや Zampetti等はマヨルカ焼と解釈してい
る。Zampettiは仮説としながら、生涯マルケを出ることはなかったと伝えられるクリヴェッリであるが、フェッラーラやトス
カーナへ旅した際のロヒール・ファン・デル・ウェイデンの影響を指摘している。（Zampetti, op.cit., p.12.）水入りの透明カラ
フェはファン・エイクの作例等に見られるが、マリアの処女性の象徴のみならず、「無原罪の宿り」との関係が指摘されている。
（C. Harbison, Jan van Eyck: The Play of Realism, London, 1991, p.80）本図像のカラフェは、フィレンツェのサン・ロレンツォ
聖堂に設置されたフィリッポ・リッピの《受胎告知》の中に描かれたものに酷似しているように思われる。
⑻　M. Levi D’Ancona, The Iconography of the Immaculate Conception in the Middle Ages and Early Renaissance, New York, 1957. 
以下も併せて参照。G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, Band 4,2, Gütersloh, 1980.

⑼　Lightborn, op.cit., p.490; Zampetti, op.cit., p.298. アミコ・リッチの記述によれば、少なくとも 1834年以前はペルゴラにあった。
⑽　N. Cecini, Pergola lettura della citta e del territorio cassa rurale ed. Artigiata di pergola, Pergola, 1982, p.40.
⑾　A. Marchi, “L’immacolata concezione di Carlo Crivelli per i francescani di pergola,” Comune di pergola a cura di Marisa Baldelli, 

Tardogotico e Rinascimento a Pergola Testimonianze artistivhe dai Malatesta ai Montefertro -Comune di Pergola, Pergola, 2004, 
pp.153-161.
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て論じた「無原罪の宿り」の可能性であり、教皇シクストゥス 4世が 1477年の教書において従うよう許可し
た意見である⑿。フランチェスコ会では大学入学資格者が大都市のみならず、ペルゴラのような小都市にも在
籍し、パリ大学などで学問を修めた哲学講師や神学者が聖堂祭壇画の考案にあたった⒀。本図像が設置された
ペルゴラのサン・フランチェスコ聖堂は修道院を併設しており、考案はもとより、主な受容者は聖職者や知識
層であったと思われる。主題の性質から判断しても、本図像は学識ある修道士の助言に基づき考案されたと考
える⒁。
　フランチェスコ会は伝統的に「無原罪の宿り」を擁護しており、これを容認しないドメニコ会とは長年にわ
たり対立を続けていた。本図像が制作された 1492年とは、「無原罪の宿り」に関する教皇シクストゥス 4世
による施策に伴い、両修道会の議論が激しく展開された時期にあたる。
　管見の限りでは、本図像についての個別研究はクリヴェッリ作品の中でも極めて少ない。僅かに論じられる
中で、どのような説明がなされてきたのであろうか。
　最も詳細に論じられたライトボーンの研究は、主題を理解する上で欠かすことのできない教理史や神学上の
問題を詳しく考察している。一方で、図像については「雅歌」に由来する処女性を表す門や塔、泉などのシン
ボルをマリアの周囲に配した時禱書挿絵【図 3】との関連を指摘する。この図像についてはエミール・マール
も言及しているが⒂、用いられたシンボルは伝統的にマリアの処
女性を想起させると考えられてきたものであり、「無原罪の宿り」
に特定されるものではない。しかも、本図像には百合と薔薇以外
の「雅歌」由来のモティーフは認められず、両図像の関連づけと
しては説得性に乏しいように思われる。
　マルキに引用されたヴァラネッリの見解は、ペルゴラに程近い
ベルヴェデーレ・オステンセのサントゥアリオ・ディ・マドン
ナ・デル・ソーレ聖堂内に制作された《太陽をまとった女》を本
図像の源泉として指摘する⒃。「黙示録」12章に由来する「太陽
をまとった女」は、マリア時禱書の普及に伴い彼女のイメージと
して定着し、やがて「無原罪の宿り」の含みをもつものとして採
り入れられたものである⒄。
　「黙示録」の女は 9世紀にベレンガウドゥスが「黙示録」註解
において、聖なる教会の母と解釈した。その後、ボナヴェントゥ
ラがマリアを「黙示録」の女と同一視していることからも、ヴァ
ラネッリの見解は否定するべきものではない⒅。しかし、本図像
との関連づけにおいてはいくつかの問題が残るように思われる。
マリアは月を踏んでおらず、12の星の冠を被っていない、何より 図 3

──────────────────────────────────────────────────────────
⑿　スコトゥスの議論については、拙稿「スコトゥスのマリア論─至福なる処女は原罪のうちに懐胎したのか」『哲学世界別冊』、

4（2012）、33-46頁及び「無原罪の宿りの神学的解釈序説─ドゥンス・スコトゥスの立論について」『Waseda RILAS Journal』、 
2（2014）、119-125頁を参照されたい。
⒀　Lightborn, op.cit., p.51. 同じマルケ州のモンテフィオーレの聖堂祭壇画は聖堂修道院の哲学講師により考案され、クリヴェッ
リはその中にスコトゥスの姿を描いている。
⒁　ibid., p.490.
⒂　エミール・マール『ヨーロッパのキリスト教美術（下）12世紀から 18世紀まで』、柳宗玄、荒木成子訳、岩波書店、2010年、

108-110頁。
⒃　A. Marchi, op.cit., p.154. 図像は 1471年に Andrea di Bartolo da Jesiにより制作されたマルケで最初の「無原罪の宿り」図像
である。（E. S. Varanelli, Maria l’immacolata La rappresentazione nel Medioevo, Roma, 1986）

⒄　M. Camille, “Visionary Perception and Images of the Apocalypse in the Later Middle Ages,” The Apocalypse in the Midele Ages, 
London, 1992, pp.276-289; 拙稿「「太陽の聖母」をめぐって─マリア図像の変容とその意味」『早稲田大学大学院文学研究科紀
要』、63（2018）、481-495頁。
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も、神、鳩、一対の天使、マリアの周囲に描かれたモティーフとの関連性に乏しいというのがその理由である。
　15世紀以降の「無原罪の宿り」図像の分類と分析を行ったフランチャは、天使の広げたリボンのテキスト
から、マリアを「シラ書」を源泉とする知恵の象徴と捉え論じている⒆。知恵とマリアを結びつける考え方は
新味あるものではないが、先の二研究とは異なり、神学的な側面からの考察が加味されている。特に、「無原
罪の宿り」の祭日説教と結びつけて論じられる点は説得力あるものと考えるが、その意味内容が図像表現とど
のようなつながりをもつのかについては、然るべき説明を与えていない。
　古い論考であるが、ラッシュフォースは本図像について、新たな特徴と学術的意味をもつマリア図像である
と論じている⒇。一対の天使についての言及も認められるが、ウンブリア派との類似を指摘するにとどまり、
用いられた意図や意味内容には触れていない。
　このように主たる先行研究は、図像に用いられた表現の意図及び意味内容が十分に考察されていない点が問
題として指摘されよう。それはおそらく、子を伴わないマリアの単独立像という観点に立脚した形態的な類似
による考察に偏向した研究方法に起因すると思われる。以上の状況を踏まえ、本稿は従来の視点と方法から脱
却し、一対の天使のモティーフを起点とした文脈の構築を試みる。

2　一対の天使の象徴性

a）キリスト教図像における天使の意味
　15世紀後半になると、イタリアを中心にマリアや聖人の頭上に冠を掲げ浮遊する一対の天使が描かれるよ
うになる。ラッシュフォースがウンブリア派の特徴であると指摘したこのモティーフは、同時代に制作された
多くの図像に認められる�。
　「使い」の意味を持つ天使は、天と地上を行き来しながら人間に神の意志を伝える�。天使は神に属するも
のを分有し、多様な仕方で神性の根源の秘密を開示する。神性の根源の照明は彼らに対して最初に行われたの
であり、啓示は彼らを通して伝えられる。それ故、彼らは何よりも特に「使い」という名称に値するのである�。
　天使は不可視であり肉体を持たない。しかも、聖書は天使の姿について多く語らない。しかし、ディオニュ
シオス・アレオパギテスの『天上位階論（De caelesti hierarchia）』が東方正教会の神学に大きな影響を与える
と、位階の図像は主としてビザンティン美術に顕著となる�。その後、この文書は西方においても絶大な権威
を持って受容されるが、西欧中世の天使像にその影響が大きいとは言えない。
　有翼の天使像の最も早い作例として、一対の天使が顔を向け合い浮遊するモティーフが彫られた石棺がコン
スタンティノープルに残される�【図 4】。一対の天使は両手でキリストの XPのモノグラム、クリスモンを掲

──────────────────────────────────────────────────────────
⒅　聖ボナヴェントゥラ『マリア神学綱要─聖母祝日説教集』、関根豊明訳、エンデルレ書店、1993年、60頁。「聖母マリアへ
のお告げについて」の説教。
⒆　V. Francia, Splendore di bellezza, l’iconografia dell’immacolata concezione nella pittura rinascimentale italiana, Citta del Vati-

cano, 2004, pp.117-131.
⒇　G. M. Rushforth, Carlo Crivelli, London, 1900, p.75.
21　マリアの頭上に冠を掲げるという意味においてまず思い浮かぶのは「聖母戴冠」である。しかし、この時代には一対の天使
が冠を捧持する構図は聖人にも用いられたことから、「聖母戴冠」以外の意味を考える必要があろう。他作例として、ペルジー
ノ《ロレートの聖母》（ヴィクトリア＆アルバート博物館、ロンドン）やピントゥリッキオ《シエナのベルナルディーノの栄光》
（サンタ・マリア・イン・アラチェリ聖堂、ローマ）等があるが、ペルジーノはシスティーナ礼拝堂旧祭壇画であった《聖母
被昇天》にも用いている。
22　フィリップ・フォール『天使とはなにか』片木智年訳、せりか書房、1997年、29-30頁。
23　ディオニュシオス・アレオパギテス「天上位階論」、今義博訳、『中世思想原典集成 3、後期ギリシア教父・ビザンティン思想』、
平凡社、1994年、340-446頁所収。「天使」は天上的知性の全体を指す場合とそのうちの最下位を指す場合がある。最下位の
知性が特に「天使」と呼ばれるのは、その階級の知性が人間に最も近い位置にいて神の神秘を人間に伝達する働きが、人間側
から見ると「使者」としての働きであるからである。（349頁、今義博解説）
24　「天上位階論」は天使の秩序と機能を体系的に解説したものである。天使を 3階級に分類し、更に各階級を三隊に分ける。
姿についてはたくさんの目とセラフィムは 6つの翼、ケルビムは 4つの翼を持つとされるが下位の天使への言及はなく、西欧
中世の美術に上級天使の描き分けはほとんどない。
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げる。キリスト教徒の石棺に「勝利の女神」が多く登場すること
はよく知られているが、「勝利の女神」は教会の勝利を意味する
と同時に個人が「死」に勝利する、復活を意味した�。
　一方、この構図は一対の有翼女性像がメノラーを捧げるユダヤ
教徒の石棺に良く似ている【図 5】。メノラーは神殿復興の象徴
であり、ユダヤ教の勝利と石棺主の復活を願ったものであると考
えられ、ランデスベルガーはこの一対の有翼女性像がケルビムで
ある可能性を指摘している�。一般的に有翼の天使像は勝利の女
神ウィクトリアに起源が求められるが、ヘレニズム期ケルビムは
有翼女性像に変化した、つまり、ユダヤ教を介した受容だった可
能性も指摘されている�。
　勝利の女神が「勝利者」を掲げる構図は、石棺だけではなく、
皇帝を称揚するためにも用いられた。5世紀以降、キリストを囲
むメダイヨンやリースを掲げる一対の天使のモティーフが出現す
る。例えば、《バルベリーニ象牙板》（6世紀後半、ルーヴル美術
館）【図 6】では、このモティーフが有翼のウィクトリアや勝利
の女神像を持つ軍人に囲まれ�、騎馬にまたがる皇帝の直上に配
置されている�。おそらく、皇帝崇拝として、皇帝の勝利を称揚するために用いられたと考えられている。
　聖書には、幻視において神が光輝（エゼ 1: 27-28）やエメラルドのように見える虹（黙 4: 3）に囲まれると
記されるが、それを一対の天使が掲げるという記述は認められない。初期キリスト教美術に採り入れられた一
対の天使のモティーフは、異教の伝統とキリスト教的な幻視の記述を合成して作り上げられたものであろう�。
　ロマネスク期、キリストや聖母子の両側に付き添う一対の天使が聖堂のアプシスや扉口に施されるようにな
る�。13世紀以降、一対の天使は聖遺物や典礼具と関連づけられ、様々な装飾品が制作された。【図 7】はボロー
ニャのサン・ドメニコ聖堂に所蔵される、両側を一対の天使に支えられた聖遺物箱である。

──────────────────────────────────────────────────────────
25　J. Herrmann/A. Van den Hoek, “Apocalyptic Themes in the Monumental and Minor Art of Early Christianity,” Apocalyptic Thought 

in Early Christianity, Massachusetts, 2009, pp.33-80; 金沢百枝「天使の肉体─天使イメージの変遷と天使崇敬」『西洋中世研究』、
4（2012）、50-77頁。

26　金沢、上掲論文、53頁。
27　F. Landsberger, “The Origin of the Winged Angel in Jewish Art,” Hebrew Union College Annual, 20(1947), pp.227-254. esp. p244.
28　金沢、前掲論文、58頁。
29　辻佐保子『古典古代からキリスト教世界へ』、岩波書店、1982年、215頁。馬上の皇帝には棕櫚を手にし、冠を捧げる有翼
のウィクトリアが表現されている。ウィクトリアは勝利の女神であるが、キリスト教に導入され受納と分配をつかさどるキリ
スト教の天使と考える研究者もある。
30　金沢、前掲論文、54頁。メダイヨンを掲げる天使はトゥニカとパリウムを身につけた男性であり、勝利の女神とは性の相
違が見て取れる。
31　Herrmann/Van den Hoek, op.cit., pp.67-68.
32　金沢、前掲論文、74-75頁。ロマネスク期以前にもないわけではないが、一般化したのはロマネスク期である。

図 4 図 5

図 6
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　聖書はキリスト復活の日、そのメッセージを伝える一対の天使を語るが（ヨハ 20: 12）、「キリストの復活」
のみならず、「キリストの埋葬」や「十字架降下」の主題においても死せるキリストの体を支える一対の天使
が登場した�。時代が下るにつれ、神に侍る一対の天使のモティーフには勝利から受難や犠牲への意味変化が
伺える。【図 8】は書見台の一部であり、一対の天使に支えられるピエタ像が表されたジョヴァンニ・ピサー
ノの作例である。

b）聖書における一対の天使の位置づけ
　旧約聖書には一対のケルビムが繰り返し登場し、主に神殿や幕屋と関連づけられる�。「私を造られた方は、
私が憩う幕屋を建て」（シラ 24: 8）、「私のための聖なる所を彼らに造らせなさい。私は彼らの中に住むであろ
う。私が示す作り方に正しく従って、幕屋とその全ての祭具を作りなさい」（出 25: 8-9）と記されるように、
幕屋とは自身の住まう場所として神がモーセに命じて造らせたものである。

一対のケルビムを贖いの座の一部としてその両端に作る。一対のケルビムは顔を贖いの座に向けて向かい
合い、翼を広げてそれを覆う。この贖いの座を箱の上において蓋とし、その箱に私が与える掟の板を納め
る。私は掟の箱の上の一対のケルビムの間、すなわち贖い座の上からあなたに臨み、私がイスラエルの人々
に命じることをことごとくあなたに語る。（出 25: 19-22）

　すなわち、幕屋において翼を広げて向き合い、贖いの座を守るのが一対のケルビムであり、その下には契約
の箱が置かれた。これはモーセが造った地上の聖所である。一方、新約聖書はキリストの永遠の贖いの場が天
にある聖所であると記している。

キリストは、まことのものの写しにすぎない、人間の手で造られた聖所にではなく、天そのものに入り、
今や私たちのために神の御前に現れて下さった（中略）実際は、世の終わりにただ一度、御自身を生贄と
して献げて罪を取り去るために現れてくださいました。（ヘブ 9: 24-26）

図 7 図 8

──────────────────────────────────────────────────────────
33　H. Belting, L’arte e il suo pubblico, funzione e forme delle antiche immagini della passione, Bologna, 1986, pp.73-90. クリヴェッ
リも《ピエタ》（ナショナルギャラリー、ロンドン）、（ボストン美術館）に描いている。
34　「創世記」において、ケルビムは生命の木と楽園の守護の役割を担う。（創 3: 24）他にケルビムが言及されるのは出 25: 

18-22、37: 6-9、民 7: 89、サム上 4: 4、王上 6: 23-28、8: 6-7、詩 18: 11、80: 2、99: 1、イザ 37: 16、エゼ 10: 1-22である。（「天
上位階論」邦訳注 66）以下、聖書引用は全て新共同訳とする。但し、ボナヴェントゥラの説教に引用される部分については
基本的に関根訳を引用した。
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　本図像を聖書記述に当てはめてみれば、一対の天使の間、贖いの座の上から地上を臨む神の存在と、一対の
天使が覆う贖いの座を蓋とする契約の箱となるマリアを読み得る。果たしてマリアが契約の箱であるという前
提において、本図像はどのような文脈を辿り「無原罪の宿り」を説明し得るのであろうか。
　考察を進めるにあたり補助的役割を果たすのが、マリアの周囲に配されるモティーフである。その一つがマ
リアの背後の布である。「その垂れ幕の奥に掟の箱を置く。この垂れ幕はあなたたちに対して聖所と至聖所と
を分けるものとなる」（出 26: 33）と、マリアと契約の箱の関係を説明する。加えて、布は「イエスは垂れ幕、
つまり、御自分の肉を通って、新しい生きた道をわたしたちのために開いてくださったのです」（ヘブ 10: 
19-20）と贖いの場を暗示する�。更に、布が掛けられた桿は「ケルビムは箱のある場所の上に翼を広げ、そ
の箱と担ぎ棒の上を覆うかたちになった」（代下 5: 8）と担ぎ棒に相当する。

四つの金環を鋳造し、それを箱の四隅の脚に、すなわち箱の両側に二つずつ付ける。箱を担ぐためにアカ
シア材で棒を作り、それを金で覆い、箱の両側に付けた環に通す。（出 25: 12-14）

　記述に従えば、本図像に描かれた四種類の果
実は四つの金環に相応するのであろう。クリ
ヴェッリ作品は象徴的に描かれる種々の果実が
特徴とされる。図像毎に様々な組み合わせや表
現方法が用いられるが、多くは花綱の形式を採
り、本図像のように一本の桿に等間隔に果実を
吊すように描く作例は確認されない。枝葉をつ
けたままの四つの果実が桿に掛かる様子は、ま
るでケルビムの翼の下に捧げものが表現されて
いるかのようで興味深い【図 9】。

3　一対の天使との関連におけるマリアの位置づけ

　契約の箱に予型されたマリアについて、具体的に説明されたボナヴェントゥラのマリアの祝日説教を手掛か
りに考えてみたい�。マリアの祝日に関する説教が集成された『マリア神学綱要』は、「聖母マリアのお告げ」、
「聖母被昇天」、「聖母のご誕生」の三つに関連し、それぞれに六つの説教が納められている。ボナヴェントゥ
ラが旧約聖書の中に予型として語られたマリアを読み取り、新約聖書に隠されたマリアの姿を見出した教父達
のことばを集め、字義的、比喩的、道徳的、神秘的解釈により説き明かしたものである�。
　ボナヴェントゥラは歿後 200年を経て教皇シクストゥス 4世により列聖されたフランチェスコ会の重要人
物である。ところが、フランチェスコ会士でありながらも全人類の救い主であるキリストの尊厳を重視し、ト
マスと同様の見解から「無原罪の宿り」を否定した。その考え方は説教の中でマリアの処女性について語る際
に、原罪からの潔めを意味する「聖化（sanctificatio）」を用いる姿勢に表れている。それにもかかわらず、敢
えて図像解釈の手掛かりをボナヴェントゥラの説教に求めるのは、1448年の「無原罪の宿り」の祭日説教へ
の影響を考えるためである�。

図 9

──────────────────────────────────────────────────────────
35　木俣元一「『ホルトゥス・デリキアールム』における「神殿の垂れ幕」再考─イメージの可視性/不可視性を読む」『西洋中
世研究』、2011（3）、33-50頁。垂れ幕は幕屋において聖所と至聖所を隔てるものであるが、磔刑においてキリストが息を引き
取った時、「神殿の垂れ幕が上から下まで真二つに裂け」（マタ 27: 51）と結びつけられる。至聖所のカーテンと神殿の垂れ幕
を同列に扱う文献は多数ある。
36　聖ボナヴェントゥラ『マリア神学綱要』関根豊明訳、エンデルレ書店、1993年。Doctoris Seraphici S. Bonaventurae, Opera 

Omnia Tomus IX pp.657-724, ad. Claras Aquas (Quaracci)を底本とし、3つの祝日の説教を抜粋し、集めたものである。
37　上掲書、268頁。訳者による解説。
38　S. B. Mcham, “Visualizing the Immaculate Conception: Donatello, Francesco della Rovere, and the High Altar and Choir Screen at 

the Church of the Santo in Padua,” Renaissance Quarterly, 69-3(2016), pp.831-864.
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　パドヴァ大司教ダンドロにより執り行われた教会初の「無原罪の宿り」についての公的説教は、「無原罪の
宿り」を強力に擁護したシクストゥス 4世が教皇登位以前に草稿したと伝えられる。その中で、幕屋について
は「列王記」3章及び 5章をもとに、「ソロモンが建てた神殿、それこそが栄光の処女のものであり、その中
には主の聖なる肉と純粋な器、神の住まいが用意された」と説かれる�。一方、ボナヴェントゥラも幕屋とは
処女マリアであると明言し�、その理由として、マリアが契約の箱、つまり聖櫃である所以を四つの観点から
明かす。
　第一に、聖櫃の質と形である。「アカシア材で箱を作りなさい」（出 25: 10）と命じられたように、マリアは
傷つけられない肉の潔白性によって「腐敗しえない質料」にあたる。アカシアは決して腐らないとされたから
である。これに対し、罪の原因である情欲は腐敗から生ずる（ヨブ 17: 14）。因って、欲深い人間は肉体的に
腐りゆく。一方、マリアは人間でありながらも、生において現実の情欲の腐敗により朽ちる者ではなく、死に
おいても罪を通して朽ち果てることはない。
　形は調和のとれた尺度と美しさを備えた四角形である。「寸法は縦二・五アンマ、幅は一・五アンマ、高さ
は一・五アンマ」（出 25: 10；37: 1）であり、それは神の賜物を受け入れるのに最適な尺度である。というのも、
一単位は完全なる徳、半単位は無力による完全な謙遜を意味するのであり、徳の完全性と謙遜を併せ持つマリ
アに最もふさわしい。
　更に、「純金で内側も外側も覆い、周囲に金の飾り縁を作る」（出 25: 11；37: 1）。これに対し、偽善的な人
間は「内側は粘土で、外側は青銅で」（ダニ補、ベルと竜 7）できている。心の誠実の飾りは内側から始まる
のであり、生活の全ての行為に誠実を保っているマリアは形が美しく、内面も外面も美しい。聖櫃の金の装い
は最高の誠実性を意味するのである。
　箱の四隅の金環（出 25: 12；37: 3）は「賢明」「正義」「節制」「剛毅」の枢要徳を示す。徳に基づき、神の
掟に従ったマリアが契約の箱といわれるのは、四角形が四つの徳により覆われているからである。環に通す棒
は徳に導く「畏れ」と「愛」であり、「棒はその環に通したまま抜かずに置く」（出 25: 15）。異なるものは連
結して同一性を保ち、神の命令に従うために畏れと愛は常に枢要徳と結合されねばならないからである。
　第二に、聖櫃に収納された内容である。

第二の幕のうしろに至聖所と言われる幕屋があって、そこには金の香台と、全面金で蔽われた契約の櫃が
あり、その中にマンナを容れた金の器と、花咲いたアロンの杖と、契約の板があった。櫃の上には、贖罪
所を覆う栄光のケルビムがあった。（ヘブ 9: 3）

　ケルビムが覆う契約の箱に納められる「マンナ」、「杖」、「契約の板」は、マリアの内に納められた恩寵、徳、
知恵の予型である。「壺を用意し、その中に正味一オメルのマンナを入れ」（出 16: 33）とモーセに対する神の
ことばは、契約の箱が永遠に完全なる恩寵の容れ物であることを記している。「いと高き神のいます聖所」（詩
46: 5）とダビデが記すのは、マリアが恩寵に満たされ聖化されたのは、単にマリア自身のためばかりではない、
後の子孫がそこから生まれることができるように造り出されたからである�。つまり、「私を造られた方」は
マリアであり、主が幕屋に憩ったのである。
　杖は主に選ばれた者として、「つぼみを付け、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた」（民 17: 23）アロ
ンの杖である。その杖は主のお告げに従いモーセにより幕屋の中の掟の箱に戻され、民の保護のために保管さ
れた。マリアは神の母として選ばれ、信仰の徳によって男の種によらず、ナザレの花を咲かせ、精神を強め、
獲得すべき永続と未来の善に高めた。因って、マリアは神聖な果実を実らせる杖（virga）である�。

──────────────────────────────────────────────────────────
39　In cuius carne sanctissima et vase Domini purissimo et preparato Dei habitaculo non adfuisse opus malleorum, id est contagio pec-

catorum, firmiter tenendum est. F. Della Rovere, L’orazione della Immacolata, a cura di D. Cortese, Padova, 1985, p.85.
40　ボナヴェントゥラ、前掲書、58頁。
41　上掲書、242頁。
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　契約の箱がモーセの掟を納めた（申 10: 5）ように、マリアは福音の掟を納めた。つまり、モーセが板に書
き記した律法はマリアの心の中に納められ、「マリアは注意深くそのことを心に留めて考え続けた」（ルカ 2: 
19）。マリアは知恵に満ち溢れていたが故に、「ケルビムたちは、聖櫃の場所の上に翼をひろげ上から覆うの
であった」（代下 5: 8）。
　このように、腐ることのない質料、完全なる美しい形、隠れた密かなる神的知恵において、マリアは聖櫃と
呼ばれる。ボナヴェントゥラは次のように説明する。マリアは聖書の中では律法の陰の下に隠されているが、
聖霊は聖なるマリアの称賛を様々な隠喩により暗示しているのである�。
　第三に、聖櫃の役割である。「契約の箱の上に、贖いの座を安置しなさい」（出 26: 34）と贖いの座が櫃の上
にあるのは、悔悛において私たちはマリアを通してキリストのもとに近づくからである。契約の箱は先に進む
者や救いをもたらす者、悔悛する者の和解、叛徒を倒すための存在であり、マリアは執り成し、罪に対して神
の怒りを宥める�。
　マリアは困難を容易にさせ、あたかもエステルがハマンを殺し（エス 7: 10）、ユディトがホロフェルネスを
殺した（ユディ13: 10）ように、キリストの反対者を滅ぼすのであるとボナヴェントゥラは説明している�。
この内容は 1448年の説教に引き継がれ、ユディトもエステルも罪はなく、イスラエルの全ての民を苦痛から
解放し、救う者として称えられる。二人は女性の中で誰よりも神の祝福を受け、罪の穢れから保護された処女
としてマリアと結びつけられるのであり�、私たちは危険や困難にあたって、執り成しをマリアに願うのであ
る。
　最後に、聖櫃を称える栄誉である。「全イスラエルは、主の契約の櫃を歓喜の声を挙げて運んだ」（代上 15: 
28）とあるように、マリアは聖櫃というしるしにおいて、その恭順さによって栄誉が与えられるべきである。
「神殿の中にある契約の箱が見えた」（黙 11: 19）と、マリアは出生の卓越性において神の契約の箱であり、輝
きにおいて神殿の中に見られたのである。従って、私たちは聖櫃であるマリアのもとに集まり、崇敬を払わね
ばならない。ボナヴェントゥラに従えば、「崇敬とは律法をもたらす上位の知恵の摂理に基づき、知恵に満た
され、霊的知恵を導くもの」であり、それらの神秘的意味に従い、聖櫃はマリアに解される�。

4　主題解釈の契機

　聖櫃であるマリアはどのように「無原罪の宿り」に読みかえ得るのであろうか。第一に、腐敗しない質料で
ある。罪とは人間本性の腐敗から生じる。従って、腐敗しないとは罪を持たないという意味に等しく捉え得る。
「無原罪の宿り」とは、本来人間がもつべき原罪からも完全に解放されていたという意味であり、原罪の結果
としての死に伴う肉体の腐敗の免除につながる。
　第二に、完全なる恩寵である。原罪とは恩寵の欠如である�。ところが、創造時に全てを恩寵に満たされた
マリアに欠如はない。故に、スコトゥスは「マリアは懐胎の第一の瞬間に恩寵が授けられたため、一度も原罪

──────────────────────────────────────────────────────────
42　Cortese, op.cit., pp.85, 87. 1448年の説教でもマリアを杖において暗示している。Que omnia et singula per virge contactum a 

Domino accepte facta sunt. Quenam hec virga est que tutos huius mondi fluctuosum mare nos pertransire facit, nisi sola Virgo bene-
dicta? (f.3/267v); Hec Virgo gloriosa virga dicta est de qua ecclesia cantat: 《Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius 
ascendet et requiescet super eum spiritus Domini》, per quem deleta est iniquitas terre, ut Ysaie 11° ca° ponitur (f.4/268r).
43　ボナヴェントゥラ、前掲書、268頁。
44　Duns Scotus, Ordinatio, III, d.3, q.1. 以下、Ord.と記す。罪とは人間が神に背いた結果であり、その罰が神の怒りである。罪
からの回復とは神の怒りを宥めることであり、神との和解である。その唯一の方法がキリストの贖いである。
45　ボナヴェントゥラ、前掲書、248頁。
46　Cortese, op.cit., p.89.
47　ボナヴェントゥラ、前掲書、236-237頁。
48　Anselmus, De conceptu virginali et de originali peccato, 3: 143.4. 以下、Co.と記す。拙稿「スコトゥス『命題集註解』解説」
『ロザリウム・ミュスティクム』、1（2013）、99-113頁。アンセルムスは『処女懐胎と原罪について（De conceptu virginali et 
de originali peccato）』において自らの原罪理解を述べている。人類は神により全く罪なく義なる者として創られ、人間本性の
根源は義であった。しかし、アダムが罪を犯したため、当然あるべき正義が放棄され、全人間的本性が弱体し、腐敗した。そ
の論に従えば、原罪とはあるべき原初の義の欠如である。
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の穢れを被らなかった」と結論づけ、「無原罪の宿り」の可能性を論じたのである�。
　第三に、贖いとの関係である。「たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリスト
がおられます。この方こそ、わたしたちの罪、いや、わたしたちの罪ばかりでなく、全世界の罪を償う生贄で
す。」（一ヨハ 2: 1-2）と記されるように、聖櫃の上にある贖いの場はキリストを暗示している。
　「見よ、世の罪を取り除く神の小羊」（ヨハ 1: 29）と、キリストの人間本性を通じて世の罪は取り除かれた。
アンセルムスが論じるように、全人類の原罪からの解放は、人間本性をもったキリストの贖いを通してのみ成
就する�。それはマリアにおいても例外ではない。ボナヴェントゥラやトマスが「無原罪の宿り」を認め得な
かった理由が、全人類を救う者、贖い主としてのキリストの尊厳性であった。一方で、「無原罪の宿り」は神
の母であるマリアに与えられた最高度のキリストの贖いを通して成された、キリストの贖いをなくしては成さ
れ得なかったと論じたのがスコトゥスである�。
　それでは、これらの解釈について本図像はどのように呼応しているのであろうか。「無原罪の宿り」が主題
である限りにおいて、図像は必然的にスコトゥスの論じた「マリアはキリストの贖いにより、その懐胎の瞬間
において原罪の穢れから保護されていた」という文脈に戻されなければならない。それに応ずるべく、本図像
には一対の天使の存在から、神とマリアの関係、中でも「無原罪の宿り」の文脈において最も重要な贖いを読
み取り得る。
　考察したように、聖書記述を通して一対のケルビムは場を覆う、つまり「守護」の役割を通じて神の顕現の
定型表現となった�。例えば、幕屋に入ったモーセは「掟の箱の上の贖いの座を覆う一対のケルビムの間から、
神が語りかけられる声を聞いた」（民 7: 89）とある。人間に神の意志を伝える天使の役割と併せれば、天使が
広げるリボンのテキストは、幕屋に置かれた聖櫃たるマリアに伝えられる神のことばと考え得るのではないだ
ろうか。図像を紐解く手掛かりである唯一のテキスト内容は、それまで「無原罪の宿り」を暗示する聖書箇所
とされてきた「箴言」8章を引用して説かれた 1448年の「無原罪の宿り」の祭日説教につながるのである。

「箴言」8章が語るように、「まだ深淵に何もなかった、そして私は既に宿されていた」悪の毒が彼女に触
れる前に懐胎されたからである。�

　マリアは救いの協力者として自らの役割を理解し、神の意志を聴いている。スコトゥスの解釈によれば、マ
リアは神の計画のうちに定められた神の母として、起源から努力していた�。それは堂々と立ち、恩寵を待ち
望むように視線を上に向け、神のことばを受け入れる、祈る者としての姿勢に表れているように思われる。
　更に考察を加えるなら、図像的に古代末期の異教、世俗美術の中に一般化し、深く根をおろしていた「捧げ
もの」のテーマとの関係である。奉献された「初物」が聖体の形をとって再び神から信者に配られるとき、天
使は助祭の役割を果たす。11世紀頃から登場する「聖なる典礼」の図像では、キリストの左右に侍し、ミサ
の際に助祭役を演じるのは天使であったからである�。あるいは、本図像に用いられた神、鳩、マリアを中心
とした左右対称の秩序ある構図も、「捧げもの」のテーマは「主要な像を中心とした左右相称形式をとる�」
という伝統にのっとっているのかもしれない。

──────────────────────────────────────────────────────────
49　Ord., III, d.3, q.1.
50　Co., 23: 165.30, 166.1.
51　Ord., III, d.3, q.1.
52　金沢、前掲論文、56頁。
53　Cortese, op.cit., p.97. ut diceret illud Proverbiorum 8 ca: <Nondum erant abyssi et ego iam concepta eram>, quia prius fuit con-

cepta quam infernalis plaga eam posset attingere.
54　Ord., III, d.3, q.1.
55　辻、前掲書、220頁。
56　上掲書、210頁。
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おわりに

　古代末期の天使図像や、ランデスベルガーが一対の有翼女性像がケルビムである可能性を指摘したように、
本図像には異教との複合的性格が看取される。クリヴェッリはそれまで用いなかった冠を捧持し浮遊する一対
の天使のモティーフを、「無原罪の宿り」図像に敢えて描いた。その理由を考えなければならない。
　一対の天使を起点に読み取った「贖い」や「捧げもの」の文脈が「無原罪の宿り」に最も相応しいことは既
に述べたとおりである。クリスモンや死せるキリストの両側を支える天使との図像的類比においても、本図像
の一対の天使の間には贖う者としてのキリストが暗示されるのであり、おそらく、一対の天使の捧持する冠に
その意味を読み取るのであろう。
　フランチェスコ会は「無原罪の宿り」を贖罪の物語の序章として捉えていた。図像制作にあたり、クリヴェッ
リが新たなモティーフを加えるという決定に注文主が関わっているとすれば、一対の天使には「贖い」を象徴
する要素として中心的な役割が期待されたのであろう。本図像のどの部分に「無原罪の宿り」が表象されてい
るのか、ここに一つの答えが導き出されたのではないだろうか。
　辻氏のことばを借りるならば、本図像は「旧約の段階に一歩後退して、一見アナクロニックな表現手段を利
用する方法であり、制約を逆手にとったまことに巧みな考案」であるといえよう�。本図像は複数の典拠から
取られた様々なモティーフが重層的に用いられて一つの意味を示している。従って、本図像の検討を進めるに
あたっては、個々のモティーフを注意深く分析し、複合的な図像編成のプロセスをたどれば、全体的な解釈に
つながると考えている。
　モティーフは個別に解釈するだけでなく、モティーフ間、あるいは周囲に配される要素との関連において意
味を類推しながら文脈を組み立てる必要がある。モティーフは組み合わせによって、一つ一つが含意する意味
を超えて、更に新しい意味を獲得するからである。当時正式ではなかった「無原罪の宿り」に対し、シンボル
を用いて意味を伝えるという試みにおいて、その手法を得意とするクリヴェッリはまさしく適任であったに違
いない。
　最後に、本稿の試みはあくまでも先行研究を補う目的であり、従前の研究方法や、これまで指摘されてきた
「黙示録」の女との関連を否定するものではないことを付記したい。
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