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スタロ・ナゴリチャネの聖母伝

　北マケドニア共和国の首都スコピエから北東に 40キロほど、クマノヴォは人口 7万人を擁する町である。
そこからさらに北東に 18キロで、スタロ・ナゴリチャネ村に着く。村で最も威容を誇る 5ドーム式の聖ゲオ
ルギオス聖堂が本稿の対象である。旧ユーゴスラヴィア時代はセルビア語でスタロ・ナゴリチノ Staro 
Nagoričinoのスヴェーティ・ジョルジェ Sveti Djordje聖堂と呼ばれていたが、独立後はマケドニア語でスタ
ロ・ナゴリチャネ Staro Nagoričaneのスヴェーティ・ギョルギ Sveti Gjorgi聖堂と呼ばれる。標高 400メート
ルの村は「古い丘」の意である。
　当初この地に、ビザンティン皇帝ロマノス 4世ディオゲニス（位 1068-71）の治下、バシリカ式聖堂が建立
されたと言われるが、いつしか捨てられて廃墟となっていた。セルビア王ステファン・ウロシュ2世ミルティ
ン（位 1282-1321）は 1313年、バシリカ式の基部上に強引に内接十字式の 5ドーム聖堂を載せてこれを再建
した。中央ドームにはパントクラトールのキリスト、4つの副ドームには四福音書記者が描かれている。聖堂
建立の事情は西扉口楣石の銘文に記される。ミルティン王はプリズレン（コソヴォ）のボゴロディツァ・リェ
ヴィシュカ（リェヴィシの聖母）聖堂（1307-09）を、同様の方法で再建している。聖ゲオルギオス聖堂の外
観を見ると、截石の部分はオリジナルのバシリカに属し、煉瓦積みの部分はミルティンの再建にかかるもので
あることがわかる【図 1】。
　内部は、13世紀末から 14世紀初頭にかけてバルカン半島各地で活躍したテサロニキ出身の二人組の画家、
ミハイルとエウティキオスによる、1316-18年の作と考えられるフレスコで装飾されている【図 2】。ナルテク
スに相当する広い空間には 365場面のMenologion（聖者暦）が描かれる⑴。ナオスには浩瀚なキリスト伝に
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Abstract
　The article discusses the decoration program of the cycle of the Virgin Mary in the prothesis in the church of St. 
George, Staro Nagoričane (North Macedonia). The church was originally single-apsed basilica, and there is no 
apse in the prothesis; its east wall is narrow and tall. The painters depicted the following scenes on the east wall 
(1316-18): Refusal of the Offerings of Joachim and Anna (Tier 1), Marriage of the Virgin (Handing of the Virgin 
to Joseph) (Tier 2), three bishops (Tier 3), and Melismos (Tier 4). In the first scene, the sanctuary-door is closed, 
because Mary must first be born in order for the sacrifice to be made to God (Passion of Christ). In the second 
scene, the sanctuary-door is open, because the son of God will be incarnated to be sacrificed to God. Patriarch 
Phlabianos in the third tier hold the book with the inscription “This is mercy and salvation for us”. And the Melis-
mos of the fourth scene announces us that bread and wine are none other than Christ as a sacrifice. The painters 
Michael Astrapas and Eutychios, rearranging the temporal order of the cycle of the Virgin Mary and placing the 
four scenes on the east wall, emphasized Jesus Christ as a sacrifice to God.
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加えて、献堂聖者聖ゲオルギオス伝、聖ニコラオス伝（ディアコニコン）、聖母マリア伝（プロテシス）等が
配された。1993年にトディチによるバランスのとれたモノグラフが刊行された⑵が、紙幅の関係で全場面の
記述や装飾プログラムの考察には及んでいない。以下に、プロテシス（聖体準備室／北小祭室）に描かれた聖
母マリア伝の装飾プログラムを論じるが、Hamann-Mac Lean, Hallensleben （1963） が主題同定を行なって以来、
図像学的記述を含めてこのサイクルが論じられるのは初めてであると思われる⑶。
　私のこれまで書いてきた論文との関連は、およそ以下の通りである。スタロ・ナゴリチャネ同様ミハイルと
エウティキオスが筆をとった聖堂壁画のうち、オフリド（北マケドニア）のパナギア・ペリブレプトス聖堂（フ
レスコ 1294／95年）に関して 10本⑷、ストゥデニツァ修道院（セルビア）「王の聖堂」（フレスコ 1314年）
について 1本⑸の論文を書いてきた。後者は本稿同様、聖母マリア伝プログラムの革新性を論じたもので、本
──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　P. Mijović, Menolog (in Serbian), Belgrade 1973に詳細に記述される。
⑵　B. Todić, Staro Nagoričino (in Serbian), Belgrade 1993（書評：Ch. Walter, REB 56 (1998), pp.336-38）. pp.73-74にプロテシス
の主題の記述。日本語ではカラー写真による以下の紹介がある。高橋久雄「マケドニア・フレスコ画の旅 8 サン・ジョルジュ
教会（スタロ・ナゴリチノ）」『みづゑ』920 (1981.11), pp.88-99. 後に単行本として高橋久雄『マケドニア聖堂壁画』ぱる出版、
1989年。髙橋榮一編『ビザンティン美術』（小学館世界美術大全集西洋編　第 6巻）、小学館、1997年、図 121も参照。

【図 1】　スタロ・ナゴリチャネ、聖堂外観（左手前部分がプロテシス）

【図 2】　聖堂内部
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稿と対の性格をなす。「聖母マリア伝図像の東西」⑹は、後期を中心とするビザンティンの聖母伝図像の特性を
論じたものである。以上 12本の成果を踏まえて、スタロ・ナゴリチャネを論じたい。

聖母マリア伝の記述

　ビザンティンの聖母伝図像が西欧中世のそれと異なる点は、まず祭司ザカリアの強調である。ヨアキムとア
ンナが神殿に持ち来たった献げ物を拒否し、3歳になったマリアを神殿に受入れ、ヨセフとマリアの「結婚」
を司式し、妊娠したマリアに試みの水を飲ませるのは、ビザンティンの解釈ではすべてザカリアである⑺。神
の計画の下に、マリアの誕生前からイエスの降誕まで、ザカリアが彼女を見守ったのであった。「ヤコブ原福
音書」において「祭司」とのみ記述される人物をザカリアと見做すのみならず、冒頭、ヨアキムとアンナの献
げ物を拒否するのは大多数のテクスト・リセンションではルベンとなっているにもかかわらず、ビザンティン
人はこれをもザカリアとしたのである。
　保護者としての祭司ザカリアを副主人公とすることによって、聖母マリア伝を首尾一貫させたものである
が、しかしこの解釈には物語論上の「弱点」があった。「水の試み」である。もしも祭司ザカリアが神の意図
の下に行動しているのなら、なぜ妊娠したマリアを責め、神殿の塵を混ぜた水を飲ませて、潔白を試みなけれ
ばならなかったのであろうか。ザカリアは、マリアのお腹の子が聖霊によることを知らなかったのだろうか。
ビザンティンのマリア伝解釈のこの矛盾を、ミハイルとエウティキオスは「王の聖堂」において見事に解決し
た⑻。「試みの水」を聖餐の葡萄酒の予型と見做すことによって、この事件を受難の予告と読み換えたのである。
2世紀中葉作とされる古代の外典の、物語上の不整合を再解釈して、因果関係の一貫性を近代的に演出する知
性が二人組にはあったことがわかる。
　今ひとつ、ビザンティンの聖母伝図像が西欧と異なる点は、「結婚」の描写である。マリアは「12歳」との
テクストの設定に相応しく背丈が大人の半分ほどで、白髪白髯のヨセフとの年齢差が際立っている。これが通
常の結婚ではなく、保護のためのヨセフへの委託であったことが視覚的に示唆される。銘文にも「結

ガモス

婚」では
なく「手

パラドシス

渡し」の語が用いられる。こうしたビザンティンのマリア図像学特有の事情を踏まえて、スタロ・ナ
ゴリチャネにおける二人組の工夫を検討しよう。
　通常後期ビザンティン聖堂の副祭室（北：プロテシス、南：ディアコニコン）は、東端に半円形プランに突
出したアプシスを有するが、本聖堂副祭室の東端は方形である。オリジナルのバシリカ式聖堂の 1アプシス平
面がそのまま残存したものである。壁画装飾の対象となるのは東・北・南の 3壁面で、各 4段の構成となる。
南壁面のみは下 2段が主アプシスへの通路となるので、壁画のスペースはない【図 3】。東壁面はふつう、長

──────────────────────────────────────────────────────────
⑶　本聖堂に言及する研究書は少なくないが、就中重要なのは以下である。H. Hallensleben, Die Malerschule des Königs Milutin, 

Gießen 1963; R. Hamann-Mac Lean, H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 
14. Jahrhundert, Gießen 1963, figs.273-315, plans 31-33; P. Miljković-Pepek, Deloto na zografite Mihailo i Eutihij, Skopje 1967; R. 
Hamann-Mac Lean, Grundlegung zu einer Geschichte der mittelalterlichen Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien, Gießen 
1976, pp.43-47; B. Todić, Serbian Medieval Painting: The Age of King Milutin, Belgrade 1999, pp.107-08, 320-25. 特定のサイクル
や場面を論じた論文をいくつか引いておく。K. Kono（河野啓子）, "Notes on the Dancers in the Mocking of Christ at Staro 
Nagoričino," DChAE 27 (2006), pp.159-68; N. Zarras, "The Passion Cycle in Staro Nagoričino," JÖB 60 (2010), pp.181-213; Id., 
"Επιγραφές από το ναό τού Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoričino," DChAE 31 (2010), pp.115-26; Id., Ο εικονογραφικός κύκλος των 
εωθινών ευαγγελίων στην Παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων, Thessaloniki 2011.
⑷　CiNiiで「パナギア・ペリブレプトス聖堂」で検索すると 8本、加えて「ビザンティン聖堂装飾のイコンとナラティヴ」甚
野尚志・益田編『中世の時間意識』知泉書館、2012年 5月、pp.309-35; 「ミハイルとエウティキオスの聖域プログラム──プ
ロタトン聖堂の知見から」『美術史研究』58 （2020）, pp.1-11.

⑸　「聖母伝の視覚的予型論──ストゥデニツァ修道院（セルビア）の「王の聖堂」」益田編『聖堂の小宇宙』（ヨーロッパ中世
美術論集 4）竹林舎、2016年、pp.351-75.
⑹　『西洋中世研究』10 （2018）, pp.7-26.
⑺　ビザンティン美術における聖母伝図像一般に関しては、以下参照。J. Lafontaine-Dosogne, Iconographie de l’enfance de la 

Vierge dans l’empire byzantine et en occident, vol.1, Brussels 19922; A.A. Tribyzadaki, Θεομητορική Εικονογραφία. Η παιδική ηλικία, 
Thessaloniki 2005.
⑻　註⑸の文献参照。
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方形にニッチ（アプシス）が穿たれた形状になるが、
本聖堂では丈のきわめて高い長方形の区画が画家に
与えられた。ここに聖母伝をどう構成するか、ミハ
イルとエウティキオスの創意が問われた。同じく二
人組の画家作であるオフリドのパナギア・ペリブレ
プトス聖堂、ストゥデニツァ修道院「王の聖堂」等
と適宜比較しながら記述を行なう。
　東壁第 1段（ドーム下）は、聖母伝開始の「ヨア
キムとアンナの献げ物の拒否」である【図 4】。祭
に際して、裕福な夫妻は神殿に犠牲獣を献納しよう
とするが、祭司ザカリアはこれを拒絶する。夫妻に
子がないからである。保存状態が悪く、図柄は判別
できるが銘文は読めない。やや左寄りにアーチ窓が
あり、その左にキボリウム付き祭壇が描かれ、聖域
に祭司ザカリアが立つ。ザカリアはニンブスを有し、格子柄のマントを身にまとう。ザカリアのいる祭壇扉は
閉ざされている。窓右の広い空間には、小羊の献げ物を抱えるヨアキムとアンナが描かれる。「倍の献げ物（＝
2頭の小羊）」（ヤコブ原福音書 1：1）であったかどうか確認できない。ペリブレプトス聖堂ではヨアキムが 2
頭の小羊を抱えており、アンナの手に何があるかは剝落して不明である。「王の聖堂」では、ヨアキムが 2頭
の小羊を、アンナが葡萄酒の壺を持参しているが、アンナが液体を手にするのはこの礼拝堂のために工夫され
た図像と考えられる⑼。
　続く場面は南壁第 1段左、「神殿から戻るヨアキムとアンナ」である。祭司ザカリアに受けとってもらえな

──────────────────────────────────────────────────────────
⑼　同上。

【図 3】　プロテシス図像配置図

【図 4】　ヨアキムとアンナの献げ物の拒否
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かった献げ物を手に、夫婦は失意の中神殿を去る。保存状態は極めて悪いが、ヨアキムとアンナが向かって右
方向に進んでいる。先頭のヨアキムは、手を衣で隠して献げ物を持しつつ、アンナを振返っているようだ。同
じ主題はペリブレプトス聖堂でも同一構図で見ることができる。「王の聖堂」では、ヨアキムが振返っていな
い。区画が狭く、二人が肩を並べているゆえであろう。
　これに隣接する南壁第 1段右は、上半が剝落し、残存部も埃と蜘蛛の巣のために図像の判別が難しいが、先
行研究では「聖母の誕生」と同定される⑽。Hamann-Mac Lean, Hallensleben （1963）は、ここに「マリアの誕
生」と「揺籠のマリアと侍女」の 2主題を認める。後者は前者の図像に含まれるモティーフなので、別個の主
題を立てなくともよいだろう。この区画の上はヴォールト天井になっており、漆喰は剝落している。
　対面する北壁第 1段左は剝落して、壁画は現存しない。このさらに左はプロテシス外で、復活サイクルの一
部をなす「使徒たちへの顕現」が配されている。北壁面第 1段右は中央にアーチ窓をもち、左に「アンナの祈
り」、右に「ヨアキムの祈り」を描く【図 5】。両手を挙げて祈る二人の頭上に、それぞれ天使が現れている。
異なる場所で起きた 2つの事件を、窓を挟んでうまく処理した。アンナの足元に 2段構成の泉（人間用と家
畜用）があり、ヨアキムは灌木の繁みの中に立つ。ヨアキムはふつう繁みの中に坐るが、区画の狭さから立た
せたものである。銘文は読めない。以上第 1段全体
について、物語は東→南左→北右→南右→北左、と
ジグザクに進行したと考えることができる。その場
合「聖母誕生」と「マリアを慈しむ両親」（北壁第
2段左）の間に最低 1場面があったことになる。
ヴォールト天井にも壁画が存在したなら、加えて 2
場面可能である。関連する聖堂の主題選択について
は、【表】参照。逸失主題の推定に関しては後に戻
ろう。
　北壁第 2段左は「マリアを慈しむ両親」である
【図 6】。背もたれのついた長い木製の椅子にヨアキ
ム（左）とアンナが坐り、両者の中央にマリアを抱
いている。両親は競うように、歳をとって生まれた
わが子に頬ずりをする。「ヤコブ原福音書」等にテ

【図 5】　ヨアキムの祈り（右）、アンナの祈り（左）

──────────────────────────────────────────────────────────
⑽　Hamann-Mac Lean, Hallensleben (1963), plan 31; Todić (1999), 321.

【図 6】　マリアを慈しむ両親
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クスト上の典拠をもたない、ビザンティン美術が創
出した主題である。幼いマリアが左肘を持ち上げて
母の顔に触れる仕種は、本聖堂イコノスタシス南側
に配されたフレスコ・イコン《ペラゴニティッサの
聖母》（【図 2】左下参照）を思わせる。構図中央上
部には銘文があっただろうが、現状では判読できな
い⑾。この場面の左、プロテシス外には、キリスト
受難伝の一部をなす「ピラトに遺体の引きとりを願
い出るアリマタヤのヨセフ」がある。
　北壁第 2段中央は、1歳になったマリアを両親が
神殿に連れてゆく「祭司たちの祝福」である
【図 7】。緑のニンブスを有する 3人の祭司が食卓に
着座し、卓上には大皿、盃、ナイフ、分割されたパ
ン 3片、食べかけの大根⑿がある。左右の祭司は、
第 1場面のザカリア同様格子柄のマントをまとう
が、中央祭司にはギリシア語を崩したように見える
銘文めいた（擬ヘブライ語？）帯が付されている。
3人は揃って 2本指を立てて、ヨアキムに抱かれた
マリアを祝福する。「ヤコブ原福音書」では「祭司
たち」（6：2）であるが、後期ビザンティン美術は
これを 3人で描く図像伝統がある。三位一体を暗示
するものであろう。銘文は半ば以上埃に覆われて判
読し難い。首都のコーラ修道院（1316-21年）では
ἡ εὐλόγησις τῶν ἱερέων（祭司たちの祝福）である。
二人組の画家による先行作例であるパナギア・ペリ
ブレプトス聖堂では --------CEYΛΟΓ—N/------THN 
Θ (εοτό) KONと読める。これらを踏まえると、本
聖堂の銘は ----- (εὐλο) ΓΙCΟΥΛΟ---- (θε) ΟΤΟ (κον) 
であろうか。
　北壁第 2段右は、マリアの婚約者候補から杖の提出を受けて、祭司ザカリアが神意をうかがう「杖の提出」
である【図 8】。布で覆われた祭壇が右方に斜めに配され、平屋根のキボリウムが架かる。祭壇上には 6本の
杖が置かれている。ちなみにコーラ修道院では祭壇に置かれる杖が 12本であった。祭司アロンと十二部族の
杖の故事（民 17：16-26）に倣ったものであろう。6本はこれの簡略版であろうか。祭壇手前にザカリアが跪
拝し、祭壇背後には幼いマリアが立つ。構図左上に銘文の後半が読める：ΧΙΤΟΥΖΑΧΑΡΙΟΥ. 首都のコーラ修
道院では ἡ πρὸς τὰς ραύδους προσευχῆ（杖に対する祈り）、ペリブレプトス聖堂では ὁ προφητής Ζαχαρίας 
προσευχόμενος（祈る預言者ザカリア）であるが、クレタ島イラクリオン近郊マレスMallesの Panagia Meso-
choritissa聖堂では、ἡ ὑπὲρ τῶν ραύδων προσευχῆ τοῦ Ζαχαρίας（杖についてのザカリアの祈り）である。本聖
堂でも同じ、もしくは ὑπὲρ τῶν ραύδων抜きの ἡ προσευχῆ τοῦ Ζαχαρίου（ザカリアの祈り）であった可能性
が高い。

【図 7】　祭司たちの祝福

【図 8】　杖の提出

──────────────────────────────────────────────────────────
⑾　ペリブレプトス聖堂及びコーラ修道院では ἡ κολακεία τῆς Θεοτόκου.
⑿　I. Anagnostakis, T. Papamastorakis, "'... and Radishes for Appetizer' On Banquets, Radishes, and Wine," in: Δ. Μπακιρτζή-

Παπανικόλα (ed.), Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι, Πρακτικά Ημερίδας, Περί της διατροφής στο Βυζάντιο, 4 Νοεμβρ. 2001, 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη, Athens 2005, 147-174.
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　東壁第 2段は、「ヨセフへの手渡し（聖母の結
婚）」である【図 9】。左側三分の一の面積を、キボ
リウム付き祭壇が占めている。聖域内部には格子柄
のマントをまとったザカリアが立ち、芽吹いた杖
を、右側のヨセフに与える。祭壇扉は開き、そこか
ら手を衣で覆った幼いマリアが歩み出でる。ヨセフ
の背後には、神占に選ばれなかった 4人の男たちが
控えており、一人を除いてみな老人である。同じ主
題、首都のコーラ修道院では ἡ πρὸς τὸν Ἰωσήφ 
παραδόσις（ヨセフへの手渡し）であるが、パナギ
ア・ペリブレプトスでは ὁ προφητής Ζαχαρίας 
παραδίδων τὴν Θεοτόκον τῷ Ἰωσήφ（神

テオトコス

の母をヨセ
フに手渡す預言者ザカリア）である。本聖堂では
παραδίδων τὴν Θεοτό (κον) το Ἰωσίφが読める。ペ
リブレプトスと同じ主語が剝落していると考えてい
いだろう。下線部は原文ママであるが、ペリブレプ
トスで正しく綴られた語が、本聖堂で誤っているの
が興味深い。少なくとも銘文を記した人間は別人な
のだろう。西欧カトリックの同場面では、マリアが
成年の背丈の場合があるが、ビザンティンでは「ヤ
コブ原福音書」の記述通りに、12歳の幼い姿で描
かれる。すなわちこれは通常の結婚ではなく、ヨセ
フはマリアの保護を祭司ザカリアに託されたので
あった。
　南壁第 2段左は、「井戸の受胎告知」である【図
10】。「糸巻きの受胎告知」は定型通り左右に分割
してアプシス両側に配されており、この告知はそれ
に先立つものとなる。円形の井戸の端、縄を結んだ
壺で水を汲んでいたマリアに、上空から半身のみの
天使が現れ、受胎を告げる。マリアは驚きで大きく
体をのけぞらせている。この仕種はコーラ修道院の
同場面を左右反転したものにほぼ等しい。銘文は現
存すると思われるが、壁面の汚れで判読できない⒀。
　南壁第 2段中央は、妊娠を知ったヨセフが妻を詰
問する「マリアを問い詰めるヨセフ」である【図
11】。左に立ったヨセフは、両手をマリアに向けて
伸ばし、彼女を責める。右のマリアは頭を前傾し、
肩に力を入れ、両掌をヨセフに向けて、身の潔白を
訴える。同場面を描くパナギア・ペリブレプトスで
は、マリアの仕種はほぼ同じ、ヨセフは左手で杖を
つき、右人差し指をマリアに伸ばしている。コーラ

──────────────────────────────────────────────────────────
⒀　ペリブレプトス聖堂では ὁ χαιρετισμός（受胎告知、字義は挨拶）、コーラ修道院では ὁ εἰς τὸ φρέαρ εὐαγγελισμὸς（井戸にお
ける受胎告知）.

【図 9】　ヨセフへの手渡し（聖母の結婚）

【図 10】　井戸の受胎告知

【図 11】　マリアを問い詰めるヨセフ
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修道院では二人の上半身が剝落して、動作は不明で
ある。
　コーラの銘はΜαρία, τί τὸ δράγμα τοῦτο（マリア
よ、お前のしたことは何だ）であるが、モノグラフ
の執筆者アンダーウッドは δράγμαに sicを付けて
言う⒁。「……モザイク作者は誤って、drama（振舞
い）か pragma（matterか businessの意）の代わり
に dragma（束）という語を用いた、とここでは示
唆される。」しかしスタロ・ナゴリチャネの銘は ὁ 
Ἰωσὴφ λέγον/ τὴν Θεοτὸκον Μαρία/ τί τὸ δράγμα 
τοῦτο（ヨセフはマリアに、何ということをしたの
だ、と言う）であるから、dragmaは誤りでなく、
後期ビザンティンの定型であった。七十人訳「創世
記」41：47に καὶ ἐποίησεν ἡ γῆ ἐν τοῖς ἑπτὰ ἔτεσιν 
τῆς εὐθηνίας δράγματα（地は、七年の間、豊かな穀物の実りを算出した。秦剛平訳）では dragmaは「（穀物の）
実り」の意で用いられている。Lampeの A Patristic Greek Lexiconは dragmaに“of first-born son”という語義
も採っている。ヨセフはマリアに対して「子を儲けるとは何事だ」と詰問したのであろう⒂。
　南壁第 2段右は、マリアの潔白が、神殿の塵を混ぜた水によって試される「水の試み」である【図 12】。格
子柄のマントをまとう祭司ザカリアが、左で腰をかがめて、壺の水をマリアに飲ませようとする。相対する右
のマリアは両手を衣で隠して差出し、ザカリアよりも腰を低くして水を飲もうとする。マリアの背後にヨセフ
が立ち、右手を胸に置いて、左手をやや前方に伸ばす。パナギア・ペリブレプトスの同主題は左右が逆で、マ
リアは手を隠さず、ザカリアの後ろには天蓋付き祭壇が描かれている。ペリブレプトスにはしかし銘文が残ら
ず、コーラはこの主題を選択しない。「王の聖堂」ではこの図像が重要な機能を果たすが、銘文は付されない。
カッパドキアの岩窟聖堂はよくこの主題を描くが、τὸ ὕδωρ τῆς ἐλένξεως（試みの水）との銘が付されること
が多い⒃。本聖堂の銘は τὸ ὕδωρ τῆς ἐλένξεοςである。この後ペリブレプトスでは、ヨセフの夢に天使が現れて、
マリアの潔白を告げる「ヨセフの夢」が来るが、スタロ・ナゴリチャネのサイクルは「水の試み」をもって終
わる。「王の聖堂」も「水の試み」が最終場面だが、「ヨアキムとアンナの献げ物の拒否」と鏡構図にすること
によって、「水の試み」に受難の予告という含意を担わせた⒄。
　以上見たように、第 1段は東壁に始まってジグザク状に主題は進み、第 2段は北壁左に始まって右方向に
線的な進行をする。聖母伝を熟知していないと解読できないレイアウトであり、変則的な配置には何らかの意
図が想定される。

欠落主題の推定

　ミハイルとエウティキオスが他の聖堂で描いた聖母伝主題の選択を比較してみよう【表】。ペリブレプトス
と「王の聖堂」は、聖堂南北壁全体を用いて、フリーズ状に聖母伝を描く。聖堂建築の規模ゆえ、ペリブレプ
トスが場面数で勝っている。「王の聖堂」が小規模建築の割に場面数の多いのは、聖域東壁面の狭い角柱にも
巧みに情景を配しているからである。スタロ・ナゴリチャネは狭いプロテシスの 3壁面のみの配置であるため、
もっとも場面数が少ない。その制約の中で画家は工夫をこらしている。

──────────────────────────────────────────────────────────
⒁　P.A. Underwood, The Kariye Djami, vol.1, New York 1966, p.84.
⒂　典拠となる「ヤコブ原福音書」には dragmaの語は用いられない。並行する「偽マタイ福音書」、「マリア誕生の福音書」は
ギリシア語版が現存しない。C. von Tischendorf, Evangelia Apocrypha, Leipzig 1876.

⒃　たとえばギョレメ地区のトカル・キリセ新聖堂。A. Wharton Epstein, Tokalı Kilise. Tenth-Century Metropolitan Art in Byzan-
tine Cappadocia, Washington D.C. 1986, p.69.
⒄　註⑸の文献参照。

【図 12】　水の試み
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　同時期の首都で制作されたコーラ修道院は、ナルテクス四方の壁面と天井を用いて、もっとも場面数の多い
サイクルを形成する。「マリアの教育」、「緋色の羊毛を渡されるマリア」、「マリアを連れ帰るヨセフ」、「ヨセ
フの出発」といった他聖堂に見られない主題も採用される。これに比べると、二人組の描いた 3聖堂は基本的
に同じレパートリーで、壁の面積によって主題の取捨を適宜行なっていると言えるだろう⒅。
　スタロ・ナゴリチャネの欠落場面を改めて考えよう。第 1段について、東→南左→北右→南右→北左、とジ
グザクに読むなら、「聖母誕生」と「マリアを慈しむ両親」の間にもう 1主題存在したことになる。ヴォール
ト天井にもマリア伝が描かれていれば、2～3主題である。【表】に比較した 3聖堂では、この 2主題の間に何
もない。やや恣意的な読みであるが、東→南左→北右→北左→南右と逆 S字状に考えるなら、「ヨアキム／ア
ンナの祈り」と「聖母誕生」の間に欠落があることになり、この場合逸失主題は「ヨアキムとアンナの出会
い」⒆で問題ない。
　主題をどう復元するにせよ、第 2段は左から右に単線的に物語が進行するのに対して、第 1段の推移は不
規則である。であるなら、欠落主題が「聖母神殿奉献」であった可能性はないだろうか。正教世界における聖
母の祭日は、「聖母誕生」（9月 8日）、「聖母神殿奉献」（11月 21日）、「聖母の眠り」（8月 15日）の 3つであ
り、聖堂西壁面の「聖母の眠り」をはじめ、3主題はナルテクス聖者暦のその日付の場を占めている。プロテ
シスに「聖母誕生」が採用されているのに、「聖母神殿奉献」が欠けるのはいささか不釣り合いである。時間
的には第 2段の「祭司たちの祝福」（マリア 1歳）と「杖の提出」（マリア 12歳）の間に来るべき「聖母神殿
奉献」（マリア 3歳）であるが、第 1段欠落部分に「聖母神殿奉献」を置いてもよい積極的な理由がある。聖
山アトスのプロタトン聖堂でも、「聖母誕生」と「聖母神殿奉献」が南側廊において対面に配されているので
ある。この仮説の場合ミハイルとエウティキオスの意図は、説話の順を乱しても両主題を対面に配し、重要性
を強調することであったと考えられる。しかし私はこの仮説を採らない。理由は後述する。説話の順を問わな
いなら、他に欠けている主題は「マリアの最初の七歩」であるが、「ヨアキムとアンナの出会い」を捨てて「最
初の七歩」を採るとは考えにくい。

第3・4段主教聖者の同定

　第 1・2段は北・東・南の各 3面が聖母伝サイクルで占められていた。第 3段は北・東の 2面に、立像の主
教聖者が配される【図 13】。南壁面は主アプシスに通じるアーチ形開口部となっており、壁画のスペースはな
い。第 3段北壁面には 5人の聖者が正面観で描かれる。左端はイサアキオス Isaakios （＝ Isakios）⒇で、フロロ
ス Phloros㉑、アンティオキアのイリアス（エリヤ）Elias Antiochias㉒、ドメティオス Dometios㉓、と続き、右
端の聖者は銘文が一部剝落しており、The̶to-と読める㉔。全員閉じた書物を手にしている。
　第 3段東壁面には 3人の主教聖者が、正面観で並ぶ。左と中央は閉じた書物を手にするが、右のみ書物を
開いて、銘が記される。左はローマ教皇シルベストロス Silbestros㉕、中央はエウロギオス Eulogios㉖、右がコ

──────────────────────────────────────────────────────────
⒅　最近二人組の作であることが確定した聖山アトスのプロタトン聖堂では、南側廊東側に「聖母誕生」と「聖母神殿奉献」を
向かい合わせに描いている。西壁の「聖母の眠り」と合わせて、祭日をもつ聖母の 3事績を採用したプログラムである。
⒆　西欧における「金門の出会い」。ビザンティンでは「神の母の受胎」との銘が付される場合がある。
⒇　コンスタンティノポリス総主教座の暦では、3月 26日、5月 30日、8月 3日に祝われる 3人の同名福者がいる。拙稿「コ
ンスタンティノポリス総主教座の聖者暦」『早稲田大学高等研究所紀要』5 （2013）, pp.117-33 参照。

21　祭日 8月 18日。
22　不詳。S. Eustratiades, Hagiologion tes Orthodoxou ekklesias, Athens n.d. にも該当するイリアスは記載なし。アンティオキア
総主教イリアス 1世であれば、位 709-23。

23　祭日 8月 7日。
24　可能なのは Theoktistos（9月 3日）、Theodotos（1月 19日、3月 2日、6月 7日、7月 3日）、Theophylaktos（3月 8日）。
トディチは Theodotosを採る。

25　祭日 1月 2日。トディチ（1993, p.74; 1999, p.321）はシルバノス Silbanosと読んでいる。2行目冒頭に Cと Tの連字（スティ
グマ）があるように見えるので、Silbestrosを採った。
26　総主教座暦に収録ないが、Hagiologionでは 2月 13日、3月 5日、4月 27日、6月 13日の 4人がいる。
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ンスタンティノポリス総主教フラビアノス Phlabianos（位
446-49）㉗で、フラビアノスの手の冊子本には CωΝ/ΓΑΡΕ/
ϚΗΝ/ΤΟΥΕΛΕ/ΗΝΚΕ/CωΖΗΝの文字がある。オルトグラ
フィー上の誤りが多いが、Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ 
σώζειν（こは（我らがための）慈しみと救い）である。
　この文句は今日の正教会典礼でも、様々な機会に唱えら
れる一種の定型句で、私は初出を確認できなかった。ビザ
ンティン時代の史料では、テサロニキ主教シメオン
（c.1381-1429）の説教「聖なる祈りについて」に見出すこ
とができる㉘。計 8人の聖者が第 3段に並ぶ中、一人だけ
台詞を有するのは、無意味とは思われない。神を讃えるた
めに普遍的に用い得る文言であるとはいえ、装飾プログラ
ムの一部をなすものであろう。ただし聖者の選択に共通す
る要素は見出し難く、何らかの規則があるとは考えにくい。
　第 4段北壁面には巻物を手に前傾姿勢の 4人の主教聖
者が配されているが、剝落はなはだしく、現状では巻物の銘を含めて同定は難しいので、トディチの同定に従
う㉙。左端はコンスタンティノス・カバシラス Konstantinos Kabasilas、左から 2番目がオフリドのクリミス（ク
レメント）Klemes ho en te Achride㉚、3番目がイパティオス Hypatios、右端がポリカルポス Polikarposである。
　第 4段東壁面には「メリスモス」が配される㉛【図 14】。中央に置かれるのは、宝石で飾られた布に覆われ
た祭壇で、聖

パ テ ナ

体皿に幼子イエスが横たわり、聖
カリス

杯には赤葡萄酒が湛えられる。祭壇上部には ὁ μελισμός（分か
たれたもの、の意。聖体のパンがキリストの体であることを示す）の銘が読める。祭壇左右には輔

ディアコン

祭姿の 2天

──────────────────────────────────────────────────────────
27　祭日 2月 18日。
28　PG 155: 588.
29　Todić (1993), p.74.
30　オフリドのパナギア・ペリブレプトス聖堂では、オフリド主教を務めた二人、カバシラスとクリミスに重要な場が与えられ
ている。C. Grozdanov, "Saint Constantin Cabasilas et ses portraits dans la lumiere des nouvelles decouvertes" (in Serbian), ZRVI 44 
(2007), 313-24; B. Todić, "Frescoes in the Virgin Peribleptos Church Referring to the Origins of the Archbishopric of Ohrid" (in Ser-
bian), ZRVI 39 (2001/02), 147-63.
31　アムノス（小羊）と呼ばれることもある。図像の詳細については以下参照。Ch. Konstantinidi, Ο μελισμός, Thessaloniki 2008.

【図 13】　主教聖者の立像

【図 14】　メリスモス
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使が、典
リ ピ デ ィ オ ン

礼団扇（セラフィムを象った金属製の団扇）を手にしている。天使の上部にはそれぞれ ἄγγελ(ος)
Κ(υρίο)υ（主の御使い）の銘があり、左肩にかける帯

オラリオン

には ἅγιος（聖なるかな）の文字がある。

二人組の装飾プログラム

　第 1段における主題配列の混乱は、聖母伝劈頭「ヨアキムとアンナの献げ物の拒否」を北壁左に置かず、東
壁に描いたことに由来する。ビザンティン美術におけるこの場面の重要性は、すでに拙稿「聖母マリア伝図像
の東西」㉜において詳述した。典拠である「ヤコブ原福音書」写本群において圧倒的に優勢なのは、ヨアキム・
アンナの献げ物を拒否した祭司をルベンとする系統である。しかしビザンティン世界はあえて祭司ザカリアと
いう解釈を選び、神の計画の一貫性を主張した。
　小羊の献げ物を拒否したのは不妊を責める意地の悪い振舞いではなく、神の意図に基づく行為であった。小
羊（＝キリスト）が神に対する犠牲として献げられるためには、まずその器たる聖母マリアが生まれなければ
ならない。テクストの記述に関わらず、ビザンティン世界は献げ物を拒否するのも、3歳になったマリアを神
殿に受け入れるのも、「杖の提出」を経てヨセフとの結婚を司式するのも、すべて祭司ザカリアとした。これ
によって、聖母伝全体に一貫して神の意思が反映することになる。
　この聖母伝解釈をモティーフによって視覚的に補強するのが、祭壇の扉である。祭壇扉が開いていれば、神
への通路が存在し、扉が閉ざされていれば、神とのコミュニケーションも行なわれない。この象徴性をミハイ
ルとエウティキオスは、もっぱら「献げ物の拒否」と「聖母神殿奉献」との間で行なってきた（【表】のペリ
ブレプトスと「王の聖堂」）。不妊の夫妻が神殿を訪れたとき、祭壇扉は閉まっており、小羊の献げ物は祭司ザ
カリアによって拒否された。しかし 40日の断食を経て夫妻に子が生まれ、その子が 3歳の年に神殿に献げら
れるとき、祭壇扉は開かれる。ともに事件を司るのは祭司ザカリアである。コーラ修道院は扉の象徴性に関心
がなかったようである。「聖母神殿奉献」に祭壇扉が描かれないからである。ペリブレプトス聖堂と「王の聖堂」
で両主題が対面に配されていれば、扉の開閉の象徴性がいっそう際立ったことであろうが、説話の順番を守っ
たために、対面の配置は不可能であった。
　「王の聖堂」は、「献げ物の拒否」と「聖母神殿奉献」を対比させることに加え、「献げ物の拒否」と「水の
試み」を、ともに祭壇扉を閉ざして鏡構図とすることによって、「受難の予告」という聖母伝の新たな解釈を
生み出した。この 2主題はアプシス左右の対称の位置に配されており、画家の意図が明らかである。一方ペリ
ブレプトスの聖母伝は、中規模聖堂の南壁と北壁に配されるため、対称や対面といった図像の配置による強調
が困難であった。スタロ・ナゴリチャネは、「献げ物の拒否」と「ヨセフへの手渡し（聖母の結婚）」を上下に
置いて、祭壇扉の開閉を強調している。
　スタロ・ナゴリチャネで「献げ物の拒否」と対比されるのは、なぜ「聖母神殿奉献」ではなく、「聖母の結婚」
であったのだろう。先行するペリブレプトスと「王の聖堂」では、「聖母の結婚」に祭壇扉、もしくは祭壇そ
のものが描かれておらず、祭壇扉の開閉による対

アンティテシス

置は「献げ物の拒否」と「聖母神殿奉献」の間にのみ成立
した。その場合、神への回路の有無はマリアに関わる事柄となる。マリアが生まれていないので回路は閉ざさ
れ（「献げ物の拒否」）、マリアが生まれ、神殿に献げられるので回路は開かれる（「神殿奉献」）。これまでの画
家のプログラムから考えると、第 1段東に「献げ物の拒否」、第 2段東に「聖母神殿奉献」を置いて、祭壇扉
の開閉を対比させるのが自然なのである。しかし彼らはそうせず、「神殿奉献」に代えて「聖母の結婚」を第
2段東に配した。
　北壁第 1段左の剝落区画主題について、「聖母神殿奉献」とは考えないと先に述べたが、中軸ではない位置
に祭壇扉が開いている主題を置いてしまっては、中軸上の対比が弱まるからである。祭日をもつ重要な主題で
ありながら、二人組はあえて「聖母神殿奉献」を省略し、代わって「聖母の結婚」を「献げ物の拒否」と対置
した、と考えたい。
　「聖母神殿奉献」はマリアが神殿に入る主題で、「聖母の結婚」は彼女が神殿から出る主題である。先行する

──────────────────────────────────────────────────────────
32　註⑹参照。



206

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 9

ペリブレプトス聖堂では、「聖母の結婚」に祭壇が描かれ
ていなかったが、二人組はスタロ・ナゴリチャネにおいて、
マリアが祭壇扉を通って外に出る瞬間を描写している。神
殿を出て、まさに大天使ガブリエルの告知を得て（続く
「井戸の受胎告知」）、不可視の神が受肉するのである。し
たがってプロテシス東壁全 4段は、以下のように読めるこ
ととなる【図 15】。まずは画家に与えられた建築上の枠組
みであるが、通常この壁面は半円形に張り出した小アプシ
スを有するべきである。しかし古いバシリカの土台部分が
残り、副祭室にアプシスが設けられなかった。代わりに、
北・東・南の 3面に丈の高い壁面をもつ方形の空間が生じ
た。東壁面には 2主題を並置する幅がなく、ミハイルとエ
ウティキオスはここに 4場面の縦の連結を出現させる。
　プロテシスは聖母マリアの空間であるから、もしも小ア
プシスがあったとすれば、そこには聖母もしくは聖母子が
選ばれたであろう。ペリブレプトスのプロテシス・アプシ
スは聖母子である。アプシスがあれば、上下 4主題の対比
というプログラムは成立しなかった。しかしアプシスは設
けられず、鍵となるイコン的図像は第 4段の「メリスモス」
のみである。通常「メリスモス」は主アプシス下部に描か
れる場合が多い（「王の聖堂」）が、ミサに用いる聖体を準
備する場であるプロテシスに「メリスモス」を配すること
も少なくない（二人組の作である聖山アトスのプロタトン聖堂、テサロニキの聖使徒聖堂）。
　ヨアキムとアンナが持ち来たった小羊の犠牲は、祭司ザカリアに拒否された（「献げ物の拒否」）。小羊（＝
キリスト）が神への献げ物となる（＝受難）には、まだ時が至っていないからである。マリアが生まれ、時を
経て 12歳のときに保護者たるヨセフに預けられる（「聖母の結婚」）。神への通路が開き、まさに聖霊により
マリアは身籠るのである。「聖母神殿奉献」はマリアが神殿に受入れられたことを語るのに対して、「聖母の結
婚」はマリアが神殿を出て神の子受肉を待つことを示す。キリストが人として肉体を得たのは、やがて神への
犠牲として献げられるためである。パンはこの世に受肉したイエスの体、葡萄酒はイエスの血、ともに神に献
げられる犠牲である（メリスモス）。「神への献げ物」を直接間接に語る 3主題に対して、第 3段の総主教フ
ラビアノスは「こは我らがための慈しみにして救い」と宣告する。
　スタロ・ナゴリチャネにおけるミハイルとエウティキオスの革新とは、第 1段の主題配置に変更を加えて
「ヨアキムとアンナの献げ物の拒否」を東壁に置き、第 2段東壁には「聖母神殿奉献」でなく「聖母の結婚」
を配して、祭壇扉開閉という視覚的な対比を行なったことである。これによって不可視の神が受肉して、神へ
の犠牲として献げられるという含意がいっそう強調される。さらに第 4段に「メリスモス」を描くことによっ
て、「神への犠牲」が全 4段に通底する教義であったことが、改めて明らかになる。与えられた壁面の形状区
画に応じて、新たな試みを行なう。視覚的な対比が、教義上の意味を生む。オフリドのパナギア・ペリブレプ
トス聖堂以来二十数年を経ているが、二人組の意欲はいささかも衰えていない。

【後記】本研究は JSPS 科研費 18H00632の助成を受けたものである。
【図版出典】すべて著者撮影、作成

【図 15】　プロテシス東壁面
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【表】　聖母マリア伝主題選択

スタロ・ナゴリチャネ 
［1316-18］

パナギア・ペリブレプトス
（オフリド）［1294/95］

ストゥデニツァ修道院「王
の聖堂」 ［1314］

コーラ修道院（イスタン
ブール）［1316-21］

Jと Aの献げ物の拒否【祭
壇扉閉】

Jと Aの献げ物の拒否【祭
壇扉閉】

Jと Aの献げ物の拒否【祭
壇扉閉】

（Jと Aの）献げ物の拒否
【祭壇扉閉】

神殿から戻る Jと A 神殿から戻る Jと A 神殿から戻る Jと A 神殿から戻る Jと A？

Jの祈り Jの祈り Jの祈り Jの祈り

Aの祈り Aの祈り Aの祈り Aの祈り

Jと Aの出会い Jと Aの出会い Jと Aの出会い

聖母誕生 聖母誕生 聖母誕生 聖母誕生

マリアを慈しむ両親 マリアを慈しむ両親 マリアを慈しむ両親 マリアを慈しむ両親

祭司の祝福 祭司の祝福 祭司の祝福 祭司の祝福

マリアの最初の七歩 マリアの最初の七歩

聖母神殿奉献【祭壇扉開】 聖母神殿奉献【祭壇扉開】 聖母神殿奉献【祭壇扉無】

天使に養われるマリア

マリアの教育

緋色の羊毛を渡されるマリア

杖の提出【祭壇無】 杖の提出【祭壇扉閉】 杖の提出【祭壇扉閉】

聖母の結婚【祭壇扉開】 聖母の結婚【祭壇無】 聖母の結婚【祭壇扉無】 聖母の結婚【祭壇扉開】

マリアを連れ帰るヨセフ

井戸の受胎告知 井戸の受胎告知 井戸の受胎告知

ヨセフの出発

マリアを問い詰めるヨセフ マリアを問い詰めるヨセフ マリアを問い詰めるヨセフ

（受胎告知） （受胎告知） （受胎告知） （受胎告知）

水の試み【祭壇無】 水の試み【祭壇扉無】 水の試み【祭壇扉閉】

ヨセフの夢 ヨセフの夢

水の試みからの帰還？

ベツレヘムへの旅


