
図１　ナウムブルク大聖堂西内陣障壁（1250頃）

図２　ナウムブルク大聖堂平面図

図３　ナウムブルク大聖堂東内陣障壁（1230頃）
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ナウムブルク大聖堂西内陣障壁の作品解釈

１．はじめに

　ドイツ，ザクセン =アンハルト州に位置するナウ
ムブルク大聖堂の西内陣障壁（1250頃，図１），なら
びにドイツに現存する内陣障壁の調査を目的として，
フィールドワークを実施した。ナウムブルク大聖堂
は，13世紀ドイツで流行した二重内陣式をとり，東
西それぞれに内陣と内陣障壁を持つ。（図２・図３）
　内陣障壁は12世紀後半からゴシック様式の聖堂に
つくられるようになった。特に13世紀第二四半世紀
に流行し，後期ゴシックの時代まで，フランス・ドイ
ツ語圏・北イタリア・イギリス・スペインで制作され
た。しかし，15世紀から18世紀にかけて北方の宗教
改革者や古典のシンプルさを唱えるイタリアの人文学
者により，その多くが取り壊されることとなった。ナ
ウムブルク大聖堂の内陣障壁は，13世紀の制作当時
の姿をほぼ完全にとどめているという点で，非常に重
要な作例である。内陣障壁に関する先行研究において
は，従来，内陣障壁に施された装飾の図像プログラム
のみに着眼点が置かれ，コンテクストとは切り離され
て研究がなされてきた。しかし，近年は装飾を内陣障
壁の機能と関連させながら解釈をする手法が活発にな
っている1）。
　報告者は，近年の手法にならい，内陣障壁の機能と

の関係から，ナウムブルク大聖堂西内陣障壁中央扉に
設置されたキリスト・マリア・ヨハネによって構成さ
れる磔刑像グループ（図４）の考察を試みている。修
士論文では，先行研究において取り上げられることの
少なかった聖堂内で行われた儀式や当時流行していた
信仰と関連付けながら，ナウムブルク大聖堂独自の空
間論を提示することを目標としている。内陣障壁を取
り巻く空間に関しては，図版のみによる考察は困難で
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図４　ナウムブルク大聖堂西内陣障壁磔刑像グループ 図５　マインツ大聖堂西内陣障壁断片（1239）

図６　磔刑像グループ，ボーデ博物館（1220‒1230）
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あり，本調査は修士論文の執筆において基盤となるも
のである。

２．調査期間

９月16日～29日

３．調査内容

１．内陣障壁と２．内陣障壁に関わる作品・史料に関
して調査を行った。

3.1. 内陣障壁

3.1.1. 調査対象

ナウムブルク大聖堂，マインツ大聖堂，聖母教会（ゲ
ルンハウゼン），ハルパーシュタット大聖堂，マグデ
ブルク大聖堂，聖エリザベート教会（マールブルク）
3.1.2. 調査方法

ナウムブルク大聖堂西内陣障壁と関連のあるドイツ国
内の内陣障壁の作品把握を行った。また，建築空間や
彫刻は，観者の位置により作品の見え方が異なってく
るため，図版からは判別することのできない様々な角
度からの作品考察ならびに写真の撮影を行った。

3.2. 内陣障壁に関わる作品・史料

3.2.1. 調査対象

マインツ大聖堂付属博物館，ボーデ博物館（ベルリ
ン），ベルリン絵画館，ドイツ国立図書館（フランク
フルト）
3.2.2. 調査方法

ナウムブルク大聖堂西内陣障壁の制作に影響を与えた
マインツ大聖堂西内陣障壁の断片（1239，図５）が保

存されている付属博物館では，彫刻作品の造形的類似
を確認した。ボーデ博物館においては，13世紀にナ
ウムブルクで制作されたと言われる磔刑像グループ
（1220‒1230，図６）の作品把握を行った。ベルリン絵
画館では，内陣障壁を描いた15世紀のフランドル絵
画の観察を行った。ドイツ国立図書館では，日本国内
では入手不可能な文献の複写を行った。

４．調査報告

4.1. 内陣障壁の「透過性」

　内陣障壁が内陣と身廊の社会的・美的分断のサイン
であるということは，近年までの研究においてたびた
び指摘されてきた2）。社会的サインとしては，典礼に
おいて，平信徒を神聖な空間から排除するものと考え
られ，美的サインとしては，聖堂の入り口である西側
の身廊から内陣までの見通しの良さや統一感を分断す
るものと考えられた。ドロシー・ジラーマンは，内陣
障壁に建築的機能と自己言及的機能というふたつの機



図７　ゲルンハウゼン聖母教会内陣障壁（1250‒1260） 図９　マールブルク聖エリザベート教会内陣障壁（1343頃）

図10　  マールブルク聖エリザベート教会内陣障壁から見た内陣図８　ゲルンハウゼン聖母教会，内陣から見た内陣障壁
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能があると考える。内陣障壁は，聖餐式においてキリ
ストの体であると考えられたホスチアを平信徒に見え
ないようにする建築的な機能を持つ。また，内陣障壁
は内陣内の儀式を見えないよう遮断しながらも，内陣
障壁表面に描かれた図像は内陣内の儀式を自己言及的
に映し出している。つまり，内陣障壁は平信徒からの
逸脱であり，聖職者のキリストの体との特権的な関係
の表明であると，ジラーマンは結論付けている。しか
し，2000年に発表されたジャックリーン・E・ユング
の論文において，内陣障壁の機能は必ずしも「分断」
や聖職者の特権性を示すためのものではなく，そこに
は「透過性」という特性や「接続」の機能もあること
が指摘された3）。内陣障壁が内陣内の聖職者を身廊の
平信徒から隔てる役割を担う，という見解は多くの研
究者の意見の一致するところである。しかしユングは
この解釈を越え，内陣障壁が逆に分断された内陣と身
廊を結びつけているとの見解を示している。それは，
中世の聖職者が聖餐式を隠すために内陣障壁を制作し
たわけではないことが文献により証明されており，ま

た平信徒の存在によってこそ聖職者の特権性がうまれ
るからである。
　報告者は本調査において，内陣障壁の「透過性」を
その造形表現から考察しようと試みた。今回調査を行
った７つの内陣障壁の扉には，ナウムブルク大聖堂東
内陣障壁を除いて，確かな「透過性」が確認された。
内陣障壁に設置された扉は格子状をしており，身廊に
いた平信徒が内陣内で行われている儀式を見ることが
できたはずである。とりわけ，ゲルンハウゼンの聖母
教会内陣障壁（1250‒1260，図７）に関しては，今日
祭壇によって隠されてしまっている中央部に特徴的な
点が見られた。内陣側から見てみると，中央部には葉
形飾りの開口部と格子の付いた聖歌隊席の存在が確認
できた。（図８）また，マールブルクの聖エリザベー
ト教会も内陣障壁（1343頃，図９）の壁の隙間から
内陣内部を垣間見ることができ，（図10）他聖堂の内
陣障壁と形状を異にしながらも「透過性」を意識した
表現がなされていた。ナウムブルク大聖堂東内陣障壁
にはふたつの扉があるが，それらは透過性のない扉に
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図11　  ナウムブルク大聖堂西内陣障壁，内
陣障壁扉口を通る時に見えるキリス
ト磔刑像

図12　ハルパーシュタット大聖堂内陣障壁（1210‒1220）
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覆われ閉じられている。しかし，東内陣で儀式が行わ
れる際，ふたつの扉は開かれ，聖職者がその扉を通っ
たと言われている。扉が開かれ聖職者がそこを通る
時，内陣障壁に配置された階段と相まって，聖なる空
間である内陣への上昇性と神秘性が増長されたことで
あろう。
　神秘的なものをベールで覆うことによりその神秘性
を増長させる効果は，聖遺物箱を覆うベールが代表的
な例である4）。内陣障壁もそのベールのように，内陣
と身廊を「分断」する役割だけではなく，内陣という
神聖な空間をより神聖な場にする役割を担っているこ
とをここで強調しておきたい。

4.2. ナウムブルク大聖堂西内陣障壁の磔刑像グループ

　ナウムブルク大聖堂西内陣障壁において最も特徴的
であるのは，扉中央の磔刑像グループであろう。他聖
堂の内陣障壁においては，磔刑像グループが内陣障壁
上部に設置される形が一般的である5）。報告者は，ナ
ウムブルク大聖堂西内陣障壁の磔刑像グループを，大
聖堂内部で行われた儀式，ならびに作品制作当時に流
行していた聖人信仰の観点から考察しようと試みてい
る。本調査においては，磔刑像の入念な観察をし，他
聖堂の内陣障壁に設置された磔刑像グループとの比較
を行った。この観察から得られた結果は，以下の２点
である。
4.2.1. キリストの観者への近づき

　ナウムブルク大聖堂西内陣障壁のキリスト磔刑像
は，距離・表現ともに観者への近づきを強く意識する
制作者の意図が感じられた。ナウムブルク大聖堂西内
陣障壁では，中央扉のまさしく中心にキリストの磔刑
像が設置されている。キリストの大きさは184cmと
ほぼ等身大で，身廊から内陣障壁の中央扉に近づいて
いくと自分の目線にはキリストの足が位置している。
（図11）キリストの足がクロスされそれを太いクギで
固定している様子を間近で確認することができる。内
陣障壁の敷居をまたごうとするとき，人はまさにキリ
ストの腕の下をくぐらなければならないような配置に
なっている。キリストの顔に着目すると，首は右側に
うなだれ，下をくぐろうとするとき歪んだ顔が目に入
ってくる。目を半分見開き，黒目もはっきりと見え
る。口も半開きにされており，舌がだらりと出てい
る。頭部の茨の冠からは血が流れているのも確認する
ことができる。このリアリスティックな表現に驚かさ
れない人はいないであろう。キリストの腰布は，膝ま
での長さで，左側にまとめて結ばれている。キリスト

の磔にされた十字架は，中央扉の柱と扉上部の梁に沿
い，10cmほどの厚みを持って表現されている。梁か
らはヴォールトが伸び，キリストは天井のついた空間
の中に納まっ ている。
　一方，ナウムブルク大聖堂からそう遠くは離れてい
ないハルパーシュタット大聖堂にも1210‒20年に制作
された内陣障壁（図12）がある。内陣障壁上部には
梁があり，そこにはキリストの磔刑像（1210‒1215）
がマリア・ヨハネとふたりの天使を伴って配置されて
いる。（図13）磔刑像の大きさは242cmもあり，等身
大とはかけ離れている。磔のキリストにのみ焦点を当
てると，身体表現としては理想化された身体であると
言える。肌はすべらかであり，ナウムブルク大聖堂の
磔刑像のように腹部のふくらみも見られない。ここで



 図13　  ハルパーシュタット大聖堂内陣障壁
磔刑像グループ
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は，完全な写実性よりも全体的な美しさが第一に考慮
されているように感じる。また磔刑像の設置場所も内
陣障壁上部であり，観者とは一線を画したモニュメン
タルな印象を受ける。
　このように，ナウムブルク大聖堂西内陣障壁とハル
パーシュタット大聖堂の磔刑像を比較すると，両者の
磔刑像の設置された位置，また磔刑像の表現をもっ
て，ナウムブルク大聖堂の磔刑像の人間への近づきを
確認することができた。ハルパーシュタット大聖堂に
隣接する聖母教会や，今回の調査で訪れることのでき
なかったヴェクセルブルクの聖十字架教会の磔刑像に
おいても，キリストの神性はその造形表現に見て取る
ことができ，ナウムブルク大聖堂西内陣障壁のキリス
ト磔刑像が特異的に人間性を意識して制作されたとい
うことが明らかになった。
4.2.2. キリストと観者をつなぐマリア・ヨハネ像

　ナウムブルク大聖堂のマリアは172cm，ヨハネは
170cmとキリストに比べて10cmほどの違いがあるも
のの，等身大と考えてよいであろう。他の聖堂の磔刑
像グループにおけるマリア・ヨハネ像は，彫像の大き
さや設置された位置によって，キリストの「お供」と
しての役割を担うように表現されている。このことを
考慮すると，ナウムブルクのマリア・ヨハネ像はキリ
ストと同等の存在であるように感じられた。マリア・
ヨハネ像それぞれの衣服の襞の扉中央へ向かう運び
や，観者へ向けられた視線により，観者の視線は自然
と中央の磔刑像に移されることとなる。つまり，キリ

ストと同レベルに設置されたマリアとヨハネは，観者
とキリストとを結びつける仲介者としての役割を担っ
ていることが理解できた。
　平信徒が新約聖書の世界へ，そして神に近づくとい
うことがこの作品の制作された13世紀には重要であ
ったように思われる。キリストの磔刑像が内陣障壁の
扉中央に位置していることに関しては，ヨハネ福音書
10:9に記された「わたしは門である。わたしを通って
入る者は救われる。」に結び付けられた解釈がなされ
てきた。しかし，ここで注目すべきはマリアとヨハネ
がキリストと同じ高さに位置しているという問題であ
る。磔のキリスト・マリア・ヨハネを聖書に描かれた
状況に基づいて表現するのであれば，キリストは現在
と同じ高さでありながらも，マリア・ヨハネは観者と
同じ高さ，つまり現在位置している場所よりもさらに
低い内陣障壁の敷居の高さに設置することも可能だっ
たのではないかと思う。マリアは，キリスト教神学の
中で，人間から神への橋渡しとして捉えられてきた。
また，マリアはキリストと並んで，キリストを地上に
生んだ門 porta mundiとして，選ばれた人々を天へと
導く門 porta coeliとしてみなされていた。つまり，ナ
ウムブルク大聖堂のマリアとヨハネは，その視線と身
振りだけではなく，あえてキリストと同じ高さに設置
されることで，人々が神に近づいていくための橋渡し
として機能していたのではないかと考える。

５．おわりに

　最後に，今回の調査結果をふまえ，今後の課題を記
していきたい。
　前述の通り，通常キリストの磔刑像は内陣障壁上部
に設置された。一般的に内陣障壁中央には，平信徒が
祈りをささげることができる聖十字に捧げられた祭壇
があり，平信徒は内陣障壁上部の磔刑像をいわば「祭
壇画」としてとらえていたと考えられる6）。ナウムブ
ルク大聖堂においては，東内陣障壁に平信徒のための
祭壇が設置されているものの，西内陣障壁には同等の
役割を担う祭壇は存在しない。そのため，西内陣には
何らかの特別な意味が込められていたと推測される。
その手掛かりとして，西内陣で行われていた儀式に関
する史料が挙げられる。今回のフィールドワークでは
これらの史料に達することができなかったため，今後
積極的に調査を実行していきたい。
　また，西内陣障壁の磔刑像グループ制作にインスピ
レーションを与えたと考えられる《エリザベート詩
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　  図15　  《エリザベートの聖遺物箱》，聖エリザベート教会
（1235‒1243）

 図14　  《エリザベート詩篇》fol. 167v
（1200‒1210）
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編》（1200‒1210，図14）と《エリザベートの聖遺物
箱》（1235‒43，図15）との詳細な作品比較と考察を
行っていく。内陣障壁の磔刑像を理解するにあたり，
作品を受容した13世紀の観者の信仰を理解すること
は重要である。13世紀には修道会の隆盛ならびに聖
人信仰の高まりがあった。とりわけ，《エリザベート

詩編》と《エリザベートの聖遺物箱》に大きく関与し
た聖エリザベートは1235年に列聖され，民衆の信仰
の的となった。聖エリザベート信仰の高まりがナウム
ブルク大聖堂西内陣障壁の制作期に重なることと，
《エリザベート詩編》と《エリザベートの聖遺物箱》
がナウムブルク大聖堂西内陣障壁に造形的類似点を持
っていることは，単なる偶然とは思えない。今後は，
13世紀の中部ドイツにおける信仰も考慮し，ナウム
ブルク大聖堂西内陣障壁のさらなる考察を深めていき
たい。
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