『ビーブル・モラリゼ』（オックスフォード＝パリ＝ロンドン写本）
における青銅の蛇と磔刑像について
― 選択的イコノクラスムとキリスト教的イメージ ―
The Brazen Serpent and the Crucifix in the Bible moralisée
(Oxford-Paris-London Manuscript)
― The Selective Iconoclasm and the Christian Image ―
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Bibles moralisées are illustrative Bibles created for the French royal family, structured so that the
four elements of Bible text, Bible image, moralization text, and moralization image have analogous
relations to each other. In this article I will deal with five sets of Bibles moralisées produced in the
thirteenth century, and will focus mainly on the Bible image of the Brazen Serpe nt with an iconoclasm
and its moralization image of the crucifix in one of the manuscripts, divided between Oxford ( Bodley
270b), Paris (latin 11560), and London (Harley 1526, 1527) (OPL manuscript hereafter).
There is a partial and selective iconoclasm at the top of the column of the Brazen Serpent image of
the OPL manuscript, and it is unknown what is described at first sight. The Additional manuscript (Add.
18719) produced about 50 years later modeled on the OPL manuscript does not describe anything on the
column. A big serpent entwines around it with its head down. The artist of the Additional manuscript
seemed to think that nothing was described on the iconoclasm of the OPL manuscript. Therefore, at the
end of the thirteenth century when the Additional manuscript was produced, there was already an
iconoclasm in the OPL manuscript. As a result of investigating and reviewing the Bodley 270b original
manuscript at the Bodleian Library, it was found that a Brazen Serpent with a small body like a dove
and a long tail like a big serpent was described on the column of this folio. By the way, why did the
Brazen Serpent of the OPL manuscript receive a selective iconoclasm? According to the Second Kings
of the Old Testament, during the reign of King Hezekiah, the Brazen Serpent became idolized and was
destroyed with other idols (II Kings 18: 4).
Although the moralization images corresponding to the Bible images of the Brazen Serpent in the
early Vienna manuscripts (Vienna 2554, Vienna 1179), life-sized crucifixions of Christ, are described
based on the typology in which the Old Testament event (type) prefigures the New Testament event
(antitype), the moralization image of the OPL manuscript is not a crucifixion but an image with the
crucifix, in which medieval contemporary clergy exile evil spirits from the people. In addition, the
changing was not only from the crucifixion to the crucifix but also from typology to image
comparison. As a result, the image of the Brazen Serpent was so emphasize d that the viewer or the
233

1

234

producer might have judged it as a kind of idol and were lead to the iconoclasm.
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序．

本稿では 13 世紀に制作された『ビーブル・モラリゼ』の青銅の蛇の聖書図像とその解釈図像
を扱う。青銅の蛇は聖書においても、キリスト教美術史においても複雑な歴史的背景を持つ題
材である。青銅の蛇は旧約聖書民数記のモーセの逸話に 遡る。神に敵対して不満を言った民は
炎の蛇に襲われ、その噛み傷によって 滅んだ。神の命令によってモーセは青銅の蛇を作り、そ
れを見上げた者たちはその傷から癒された（民数記 21:5-9）1 。しかし、青銅の蛇はヒゼキヤ王
の時代には偶像化し、他の偶像と共に破壊された（列王下 18:4）2 。旧約続編も毒蛇の害からの
癒しに触れるが、偶像化した青銅の蛇への言及を あえて避けて「救いのしるし」と呼んでいる
（知恵 16:5-7） 3 。新約聖書の福音書では、イエス･キリストは青銅の蛇の高挙になぞって、自
らの磔刑に言及している（ヨハネ 3:14）4 。このキリストの言葉が旧約の出来事（予型）が新約
の出来事（対型）を予表するとした予型論的解釈の根拠となった。新約偽典でも 十戒の第二戒
にもかかわらず 5 、モーセが命を与えるイエスの型として、青銅の蛇を作ったことに言及する（バ
ルナバ 11:7-11） 6 。福音書のキリストの言葉にも拘らず、キリスト教会は長らく青銅の蛇をキ
リスト教美術で描くことを控えてきた。 なぜなら、蛇と癒しを重んじるギリ シアのアスクレピ
オス神話に基づく異教や、楽園の蛇を重んじ、旧約聖書の神を邪悪視するグノーシスの派の異
端や拝蛇教徒 などが初期キリスト教の時代に存在したから、それらとの混同や誤解を避けるた
めであった 7 。
キリスト教公認以前のカタコンベには聖書を題材とする壁画が 既に描かれ、改宗したローマ
人の石棺には聖書の物語 の彫刻が施された 。しかし、キリスト教会内では 、果たして物質が聖
なるものを表現できるのかという神学 論争が起こった。4 世紀のアウグスティヌスは、物質は
聖なるものを表現できず、言葉 のみが表現しうる と考えた 8 。他方、6 世紀のグレゴリウス 1 世
は、絵画は文字の読めない者たちのための聖書と捉え、宣教の手段として是認した 9 。その結果、
西方のカトリック教会では 2 次元の絵画は 容認されるものとなった。他方、 十戒の第二戒に基
づき、美術を否定する イスラム教徒の圧迫を受ける 東方のビザンティンでは 8 世紀にイコノク
ラスム論争が起こった。 その際、イコン擁護派の根拠となったのが、モーセの青銅の蛇とケル
ビムなどの神殿装飾であった 10 。最終的にビザンティンでは 2 次元のイコン は容認されること
になったが、 3 次元の彫像は禁止の対象であり、西欧でも未公認のものであった。 12 世紀中葉
から、物質、旧約聖書、旧約聖書の神などを否定するカタリ派（アルビ派）の台頭に対して 11 、
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カトリック教会は旧約聖書を肯定する予型論的 解釈を推奨し、3 次元的彫像も含め、予型論的
美術が隆盛を迎える。その際、 初めて大々的に 登場するのが青銅の蛇の図像や彫刻であった。
また、青銅の蛇の高挙はキリストの磔刑を表すとする一般的な予型論的な解釈の他に、 その蛇
という姿はキリストの人性を、青銅という材質はキリストの神性を表すと する中世的な寓喩的
解釈も生じた 12 。
『ビーブル･モラリゼ』とは 13 世紀から 15 世紀にかけてフランス王家のために制作された
挿絵付聖書で、初期の典型的な ７組の写本は上に聖書テクストと聖書図像、その下に解釈テク
ス ト と 解釈図 像 の 一組が 類 比 的な関 係 を 持つ よ う に 構成さ れ る 13 。 写 本 の １ 頁には そ れ らが４
組ずつ配置されるので、１頁には合計で８つの図像と８つのテクストが並ぶことになる。図像
の位置の表記は複数あるが、本稿では聖書図像は大文字（ A~D）、解釈図像は小文字（ a~d）で
表す（挿図 1）。
本稿では 5 組の写本を扱うが、 第１の写本は 1220 年代にフランス国王ルイ 8 世の妃ブラン
シュ・ド・カスティーユのためにパリで制作されたもの （Österreichische Nationalbibliothek, MS
2554、以下 Vienna 2554）で、旧約聖書の創世記から列王記まで の古フランス語で書かれた 最も
古い 1 巻本の『ビーブル・モラリゼ』である。第２は同じく 1220 年代にルイ８世のために制 作
されたもの（Österreichische Nationalbibliothek, MS 1179、以下 Vienna 1179）で、複数の旧約聖
書や旧訳続編の書物、新約聖書の黙示録が追加されたラテン語で書かれた１巻本の『ビーブル・
モラリゼ』である。これらは現在ウィーンのオーストリア国立図書館に収蔵されるので、ウィ
ーン写本とも呼ばれる。第３は 1230 年代にルイ９世（聖ルイ）のためにパリで制作にされたも
ので、金箔が多用されるフォリオなどから、最も豪華な『ビーブル･モラリゼ』と呼ばれるト レ
ド写本（ Tesoro del Catedral, MSS Toledo I, II, III, Pierpont Morgan Library, MS M. 240）である 14 。
トレド写本から旧訳聖書の知恵文学書や預言書、新約聖書の福音書、使徒言行録、パウロ書簡
などが追加され、聖書全体を概観する ３巻本の『ビーブル･モラリゼ』となった。第４はそれ を
コピーする形でルイ ９世の妃マルグリット・ド・プロヴァンスのために 1240 年代にパリで制 作
されたもので、現在はオックスフォード（ Bodleian Library, MS Bodley 270b）、パリ（Bibliothèque
nationale de France, MS latin 11560）、ロンドン（ British Library, MSS Harley 1526, 1527）に写本
が分在するので、それぞれの都市の頭文字を取って「 OPL 写本」と呼ばれる 15 。第５は OPL 写
本のおよそ 50 年後に OPL 写本をモデルにしてロンドンで制作されたと考えられるアディショ
ナル写本（British Library, MS Additional 18719）である 16 。
本稿は OPL 写本におけるイコノクラスムを伴う青銅の蛇の聖書図像とその解釈図像のキリ
スト磔刑像を中心に考察を行う（挿図 2）。
（中世写本はしばしばイコノクラスムの標的とされ、
観者（読者）にとって不快に思える写本の一部が選択的に破壊される例が多く見られる。）OPL
写本の青銅の蛇を扱う研究書はほとんどなく、その内容も部分的で、 不正確なこともあり、そ
の選択的イコノクラスムを認識して取り扱うものは全くな いのが現状である 。これに対して執
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筆者は写本原本の精査、 図像とテクストの検討、 並びに他の『ビーブル・モラリゼ』写本との
比較検討から、OPL 写本に描かれた青銅の蛇がどのようなものであったかを明らかにし、イコ
ノクラスムがなされた理由を解釈図像との関連 と制作に携わった工房内の担当チームの傾向 か
ら推察する。青銅の蛇の解釈図像は 初期のウィーン写本では等身大の磔刑図であ ったのに対し
て、Bodley 270b 写本（OPL 写本の旧約前半部分）では 中世の同時代の聖職者がキリスト磔刑像
を持って人々から悪霊を追放する図像に変わっている。
（残念ながら、トレド写本の青銅の蛇の
フォリオは消失して存在しない。）磔刑図から磔刑像への 移行が何を意味 し、どのような影響を
与えたのかを考察する。 また、ウィーン写本からトレド写本に移行する際、 挿絵に使用される
キリスト磔刑像の数が 10 倍近くに激増している。 この背景には３次元の新しいキリスト教イ
メージの磔刑像が強調され、 美術表現としても 定着していく過渡期であ ったことが考えられる
17

。
OPL 写本の青銅の蛇について 言及する文献の一つは『ドイツ美術史大事典』
（1958 年）の「青

銅の蛇」の項目である。 そこでは聖書図像のモーセの指示が解釈図像の 2 人の聖職者の指示に
対応することが述べられ るが、特に青銅の蛇のイコノクラスムには触れられていない。
13 世紀半ばの『ビーブル・モラリゼ』では、負傷した者たちが青銅の蛇を見ることによっ
て、蛇から解放されるとする青銅の蛇へのモーセの指示に、自らを磔刑像に向けることによ
って悪霊が追放されるとする 2 人の聖職者の磔刑像への指示は合致する 18 。
第 2 の言及は W. O. ハッサルの『ボドリアン図書館主要宝物、第 5 巻 Bodley 270b 写本』
（1978
年）における解説である。
円 形 図 像の中 央 に アロン の 杖 が立ち 、 そ れに大 蛇 が 巻きつ い て いる。 右 側 にはモ ー セ が 立
ち 、 杖 から水 が 湧 き出る こ と を人々 に 指 し示し て い る。左 側 で は人々 が 水 を求 め て 手 を 伸 ば
し、多くの蛇が彼らを取り囲んでいる 19 。
残念ながら、ハッサルは この解説において 二重の誤りを犯している。１つは青銅の蛇の直前
の聖書図像のテクストを民数記 21：4‐6 ではなく、同様な民の不満を記す 民数記 20：2‐5 と
捕らえたこと。もう 1 つは青銅の蛇の聖書図像のイコノクラスムを認識できずに 水が溢れてい
る絵と誤解して、青銅の蛇ではなく水の奇跡と解釈したことである。アロンは民数記 20 章で 既
に死亡し、民数記 21 章の青銅の蛇の場面には同伴できない。（しかしながら、モーセの奇跡に
は常にアロンが同伴するという先入観から作られた、12 世紀のマース地方の発祥のエマイユ細
工の青銅の蛇の図像から、アロンが同伴する青銅の蛇の図像がその後 ヨーロッパ中に流布する
こととなった 。） 20
第 3 の言及はエルヴィン･パノフスキー編集、翻訳のシュジェール修道院長著、『サン・ド ニ
大聖堂とその美術宝物について』
（ 1979 年）の注で、彼は OPL 写本の解釈図像が磔刑図でなく、
十字架による悪霊追放であることに言及するが、 磔刑図と類似したものと判断し、特に 選択的
イコノクラスムについては何も触れ ていない。
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『ビーブル・モラリゼ』ではその出来事（民数記 21 章 9 節）は特徴的に磔刑図ではなく、
十字架という手段による悪霊追放と比較されている。しかしながら、その挿絵では悪霊追
放がかなり大きな磔刑像でなされているので、一見して全体は尚も磔刑図のように見える
21

。

第 4 の言及はルイ・グロデッキの『サン・ドニのシュジェールのステンドグラス（ 12 世紀）
についての研究』（ 1995 年）で、パノフスキーを参照して、解釈図像が十字架による悪霊追放
になることに触れ、 青銅の蛇と悪霊追放の磔刑像が 比較されていることを指摘し、 続く文では
青銅の蛇を「偶像（l’idole）」と呼んでいる。グロデッキがイコノクラスムの原因とも取れる偶
像という言葉を用いることは興味深いが、彼 はこのことを掘り下げて論じることはしない。ま
た、彼は磔刑像と十字架 を特に区別していない。 彼もまた青銅の蛇のイコノクラスムについて
は全く触れていない。
13 世紀の『ビーブル・モラリゼ』では、蛇の高挙は十字架を手段とした悪霊追放の図像に
なる、、、既に引用した『ビーブル・モラリゼ』フォリオ 81、そこでは蛇は悪霊追放の磔刑像
に比較されている。もう 1 つの挿絵は十字架と モーセによって挙げられた偶像 との対比のこ
のテーマをよりよく表現している。 22

１．青銅の蛇の聖書図像

OPL 写本の青銅の蛇の図像では （挿図 2 上）、中央より少し右側にずれたあたりに円柱があ
り、そこには金色の大蛇らしきものが巻きついている。その右側にはモーセが立ち、円柱の上
を見上げてそこを右手で指差してい る。円柱の左側にはイスラエルの民が８人立ち、手を合わ
せて円柱の上を見上げてい る。ただ後ろの一人は振り返って襲って来る蛇を見てい る。彼らの
周りには 10 匹の蛇が頭を上にして彼らに襲い掛かってい る。円柱の上部には 部分的、選択的 な
イコノクラスムがあり、一見何が描かれているかは不明で あるが、テクストには「杭の上に 」
（super palum）とあるので、円柱上に青銅の蛇が描かれていたことは明らかであ る。聖書テク
ストには次のようにある。
主の命令によって、モーセは青銅の蛇を作り、しるしのために杭の上に置いた。蛇によっ
て負傷した者で 、それを見た者はみな癒された 23 。

OPL 写本をモデルにして、およそ 50 年後に制作されたアディショナル写本（ Add. 18719）は
円柱の上には何も描いていない（挿図 3 上）。円柱には頭を下にした大 蛇が巻きついている。右
側に立つモーセは右手で円柱の上を指差すが、その視線は下にある大蛇の頭を見つめている。
左側にはイスラエルの民が８人立ち、前列の円柱に近い二人は手を合わせるが、彼らの視線は
モーセ同様下にある蛇の頭を見つめている。また、 OPL 写本で彼らに襲い掛かっていた 10 匹
5
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の蛇はすべて省略されている。アディショナル写本の 画家は OPL 写本の円柱上のイコノクラス
ムの部分には何も描かれていないと考えたようである。それ故、アディショナル写本が制作さ
れた 13 世紀末には OPL 写本には既に選択的イコノクラスムがあり、現在と同じような状態に
あったことが確認で きる。（アディショナル写本のテクストはモデルの OPL 写本と一致する。）
次に最も古い Vienna 2554 写本に遡って見よう（挿図 4 上）。Vienna 2554 の青銅の蛇の聖書図
像ではメダイヨンの中央に円柱が立ち、その上に緑色の鳥のような青銅の蛇が留まり、大蛇の
ような尾を円柱に巻きつけている。円柱の右側には男たちが立ち、手を上げて青銅の蛇を見上
げている。円柱の左側には女たちが立ち、 2 人は青銅の蛇を見上げるが、 後ろの一人は振り返
って蛇を見ている。彼らを襲っていた 8 匹ほどの蛇は頭を下にして落ちている。Vienna 2554 の
図像にはモーセは描かれていない。モーセの指示を受けた民の姿のみが描かれている。また、
この図像は Vienna 2554 では民数記ではなく、出エジプト記に組み込まれている。神とモーセ
はマナを翌朝まで残してはならないと命じたが、それにもかかわらず、 横着なイスラエルの民
はマナを保存しようとしてマナを 腐らせ、そこに は虫がわいた（出エジプト記 16：20）。Vienna
2554 はそれを改変して 虫と毒蛇が現れて、命令を守らなかっ た者たちを襲ったように設定して
いる。Vienna 2554 の聖書テクストには次のようにあ る。
ここに来て、モーセは彼の民を憐れんで、神の命令で青銅の蛇を造り、それを高く据え、
癒されるために彼の民にそれを見ることを命じる。そして、彼らはそのように行い、癒さ
れる。 24
引き続き、1220 年代制作の Vienna 1179 写本を見よう（挿図 5 上）。Vienna 1179 ではメダイ
ヨンの中央に円柱が立ち、その上には大型の鳥のような青銅の蛇が右側を向いて頭を円形枠線
から飛び出すように描かれてい る。また、その大蛇のような長い尾は円柱に巻きつくのではな
く、1 回とぐろを巻いて反対の左側の円形枠線から飛び出してい る。円柱の左側にモーセが立
ち、右手で青銅の蛇を指差し、青銅の蛇を見上げてい る。円柱の右側にはイスラエルの民が 6
人立ち、手を上げて青銅の蛇を見上げてい る。彼らからは 8 匹の蛇が下を向いて落ちて行 く。
聖書テクストには次のようにあ る。
主の命令によって、モーセは青銅の蛇を造り、それをしるしとして杭の上に置いた。打
たれた者たちがそれを見たとき、彼らは癒された。 25
オックスフォードのボドリアン図書館で Bodley 270b 写本原本を調査し、精査した結果、こ
のフォリオの円柱の上には小型の鳩のような体と大蛇のような尾を持つ青銅の蛇が描かれてい
ることが確認できた。円柱上には鳩のような 輪郭線と共に円柱に巻きつく大蛇のような部分と
同じ金色の顔料 の残存が見られる（挿図 6）。その体はメダイヨンを飛び出し、その頭は複数の
丸い模様で飾られた上部の太い飾り枠の中ごろまでに達している。 更にフォリオの裏側から下
絵を確認すると表の絵よりさらに大型の禿鷲のような下絵があること が確認できた（挿図 7）。
下絵の大きな頭は太い飾り枠の 更に上部にまで達している。 挿図 7 は挿図 6 の裏側を左右反転
6
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したものである。
それ故、 Bodley 270b 写本には Vienna 2554 と同様な鳥のような体と円柱に巻きつく蛇のよう
な尾を持つ青銅の蛇が描かれていたのである。また、フォリオの裏から確認 できた下絵にはメ
ダイヨンを飛び出すような Vienna 1179 と同様な大型の青銅の蛇が描かれていた。しかし、OPL
写本の画家は一旦 下絵に画かれた大型の禿鷲のようなもの ではなく、小型の鳩のような青銅の
蛇に描き直した。大型のものから小型のものへ、小型のものをイコノクラスムに よって無いも
のに。これらはイメージの縮小という 同種の方向性とも考えられる。 トレド写本の青銅の蛇の
フォリオは消失して存在しない 。Toledo I と Bodley 270b, Toledo II と Latin 11560 は消失部分を
除いて聖書の箇所と図案が ほぼ一致しているので、トレド写本には OPL 写本の青銅の蛇と同様
な図案で、大型の青銅の蛇が描かれていたことが類推され る。
ところで、なぜ OPL 写本の青銅の蛇は選択的イコノクラスムの被害 をこうむったのだろう
か。序で言及したように 旧約聖書の列王記下によると、ヒゼキヤ王の時代には青銅の蛇は偶像
化して他の偶像と共に破壊されたとある（列王記下 18：4）。マイケル･カミールはその著書『ゴ
シックの偶像』の中で少なからぬ中世写本が選択的、個人的なイコノクラスムの標的とされ、
消去、削除、破壊などの被害をこうむってきたことを例示し、観者を不快にした故に最も多く
消去された三種の内容を取り上げる 26 。それは性器、悪魔、偶像であった。また、偶像はそれら
三つの側面を一つの表象の中に兼ね備えるものであった。 青銅の蛇の挿絵を制作した画家と同
じ工房で同じチームの画 家たちが、OPL 写本の Harley 1526（旧約続編マカベア記）、Harley 1527
（新約部分） でイコノクラスムではないが、 一見してイコノクラスムのように見える偶像表現
を し て いる 27 。 そ れ ら は偶 像 の 下絵を 消 し て空白 の よ うに表 現 し た り、 下 絵 のまま で 上 塗 りを
省略したりするもので、制作者による偶像を「存在しないもの（ nihil）」として描く表現であっ
た 28 。パウロのアテネ伝道の場面では偶像は空白のように描かれ、逆にパウロが宣教する「知ら
れざる神」は磔刑像として見える形で描かれている（挿図 8）。それ故、このチームには偶像 に
対する否定的な理解と偶像 にイコノクラスム 的な表現を施すことにある種の了解があったと考
えられる。果たして、OPL 写本の青銅の蛇の図像は偶像とみなされたのであろうか。執筆者は
選択的イコノクラスムの原因を青銅の蛇の解釈図 像との関連で捉えるべきと考える。引き続き、
解釈図像を写本ごとに見ていこう。

２．青銅の蛇の解釈図像

Vienna 2554 の解釈図像では中央に等身大のキリスト 磔刑図が描かれ、十字の光輪のあるキリ
ストは青い腰布をまとい、深緑色の十字架の上で左側に首を垂れてい る（挿図 4 下）。キリス
トの左右には 2 人ずつ、計 4 人の人物が手を合わせてキリストを見上げ る。彼らからは悪魔と
蛙、金袋が落ちて行く。悪魔、蛙、金袋などは罪、悪、貪欲などを象徴するものと考えられ る 。
7
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解釈テクストには次のようにある。
モーセが蛇を造り 、それを見た者すべてが癒された のが意味するのは、イエス・キリス
トがその死で自らによって十字架を作られたこと 、柔和と憐れみを持って彼を見る者 がみ
な健やかになり、救われ、蛙と悪魔の刺し傷から癒されることである。 29
Vienna 1179 の解釈図像では中央に等身大の磔刑図が描かれ、十字の光輪のあるキリストが腰
布をまとい、十字架につけられてい る（挿図 5 下）。その左側に十字の光輪のあるキリストの
姿をした父なる神が立ち、左手で十字架上のキリストを指して、キリストを見上げてい る。キ
リストの右側には 6 人の人物が立ち、最前列には王冠をかぶって手を合わせる髭のない 人物が
いる。テクストでは王ではなく王子であることから、即位前の ルイ 8 世を描いたものと も考え
られる。王子の後ろにはローブをまとった二人の 無帽の人物がいる。手前には彼らから 3 匹の
悪魔が落ちて 行く。解釈テクストには次のようにあ る。
モーセが民に杭の上の蛇を見るように命じたことが意味するのは、父なる神が王子達、
高位聖職者達、すべての人々に十字架の上にかけられたイエス・キリストを見るように語
り、その十字架によって人々から悪魔が消え去ることである。 30
残念ながら、トレド写本の青銅の蛇のフォリオは消失して存在しない。Bodley 270b （OPL 写
本の旧約前半） の解釈図像では新約の出来事として の磔刑図ではなく、中世の同時代の聖職者
がキリスト磔刑像を持って 人々から悪霊を追放する図像に変わっている。
Bodley 270b の解釈図像では中央上部にキリスト磔刑像があ る（挿図 2 下）。その十字架は緑
色で、十字の光輪のあるキリストが黒い腰布をまとってつけられている 。右側に立つミトラを
かぶった聖職者たちは二人とも右手の人差し指で磔刑像を指し示しているので、磔刑像は彼ら
が持っているのではなく、空中に浮かんでいるようで ある。右側の聖職者は左手で聖書を持っ
ている。左側には磔刑像を見上げる 4 人の人物が立ち、彼らからは 4 匹の悪霊が逃げ出してい
る。解釈テクストには次のようにあ る。
このことが意味するのは、キリストの栄光ある 聖職者たちが聖なる十字架の力としるし
によって取り憑かれた者達の体から悪霊を追い出すことである。 31
Add. 18719 の解釈図像でも長方形の枠線の中心上部にキリスト磔刑像が描かれてい る（挿図
3 下）。磔刑像の右側にはミトラをかぶった聖職者が二人立ち、奥の人物が右手の人差し指で磔
刑像を指差し、左手で磔刑像を明らかに持っているので、磔刑像が空中に浮かんでいるのでは
ない。右の聖職者は左手に聖書を持ち、右手の人差し指で左側を指差してい る。左側には４人
の人物が立ち、磔刑像を見上げてい る。彼らから逃げ出す悪霊の数が、 ４匹から３匹に減り、
先頭の悪霊は後ろの悪霊に支えられてい る。
初期のウィーン写本の Vienna 2554, Vienna 1179 では聖書図像の青銅の蛇に対応する解釈図像
は等身大のキリスト磔刑図で、旧約の出来事が新約の出来事を予表する予型論に基づいて描か
れたが、OPL 写本の解釈図像では磔刑図ではなく、中世の同時代の聖職者がキリスト磔刑像を
8
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持って人々から悪霊を追放する図像に変わっている。磔刑図から磔刑像に変わるだけでなく、
比較の対象が予型論からイメージの比較に変わっている。 青銅の蛇は本来、毒蛇の害から人々
を癒す旧約の救いのしるしであったにもかかわらず、悪霊を追放する 新しいキリスト教イメー
ジである磔刑像と比較されることによって、 イメージとしての 青銅の蛇 が強調されることにな
り、逆にその偶像性が顕在化することになった。 その結果、観者、または制作者が青銅の蛇を
ある種の偶像と判断して、選択的イコノクラスムに至ったことが考えられる。

３．『ビーブル・モラリゼ』における磔刑像

聖書神学によると、イエス・キリストは救いを「神の 国」と表現し、その言葉と行為で「神
の国」の福音を宣教 した。
「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」。（マルコ 1：15）
「神の国」の宣教に伴う彼の行為の中心は悪霊追放と癒しの奇跡で あった。ある意味、人間
にとって肉体的な救いは癒しで、霊的な救いは悪霊追放と言えるかも知れ ない。そして、悪霊
追放の後で、 神から聖霊が与えられるので ある。キリストは昇天する前に弟子たちに福音の宣
教を命じ、従う者にはしるしとして、悪霊追放と癒しの力が伴うことを告げた（マルコ 16：15，
17，18）。
キリストの弟子たち および初代教会 は、イエスの宣教した「神の国」、すなわち救いはキリス
トの十字架と復活によって与えられ たと解釈して、福音としてキリストの十字架と復活を宣教
していった。そして、弟子たちの宣教には 常に奇跡として、悪霊追放と癒しが伴 った。
Bodley 270b 写本の解釈図像では『ビーブル・モラリゼ』と同時代の聖職者たちが新しいキリ
スト教イメージであるキリスト磔刑像を持ち、人々から悪霊 を追放している。第 4 コンスタン
チノープル会議（ 870 年）の規定では、 既に権威があるものとして認められていた福音書と十
字 架 の ように 聖 画 像を尊 敬 す ること が 求 められ て い る 32 。 イ コ ノ クラス ム 論 争な ど を 経 て、 キ
リスト教イメージとして 2 次元の絵画やイコンは公に認められ ることになった が、3 次元のキ
リスト磔刑像は 10 世紀末ごろに現れ 33 、12 世紀初頭ごろには複数の 西方の教会に存在したよ
うである。未だ不確かな 3 次元のキリスト磔刑像の正当性を証明するような奇跡が 11 世紀の
歴史家によって報告され ている。ケルンの大司教はあるとき、磔刑像のキリストの頭の部分に
ひびがあることに気づ いた。彼は聖別した聖餐のパンでそのひびに触れたところ、直ちにその
ひびは閉じてなくなった 。この奇跡は磔刑像の正当性を示すだけ でなく、イメージの中にキリ
ストの実在を保証し、キリスト磔刑像が 真のキリストの体（ Corpus Christi）に他ならない、奇
跡のイメージであることを示した のである 34 。
美術作品では ないが、聖餐のパンとぶどう酒は、十字架で裂かれたキリストの体と流された
血を表わす。神学的な立場によって、解釈は分かれるが、 これも物質が聖なるものを表す実例
9
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の一つと言える であろう。
この他に『彼の回心についての小品』（ Opsculum de sua conversione、以下、 Opusculum）とい
う著作がある 35 。これは時の有名な神学者、ドイツ（Deutz）のルペルトゥスとユダヤ人の青年
ユダ・ヘルマンがキリスト教とユダヤ教の立場でキリスト磔刑像を中心とするキリスト教美術
の正当性を論争するもので ある。当初、ユダは磔刑像を「怪物のような偶像」と呼 ぶが 36 、ルペ
ルトゥスとの論争 の後にキリスト教への改宗に導かれ た。磔刑像は偶像なのか、聖像なのか、
Opusculum はユダヤ人の改宗のために書かれたというよりも 、 磔刑像の正当性をキリスト教会
内に広く示すために書かれたものとも考えられ る 37 。
OPL 写本の Bodley 270b から磔刑像に変わったことは悪霊追放という奇跡によって磔刑像の
正当性を示すと同時に、同時代の聖職者が磔刑像を持つことから、当時の教会の正当性をキリ
スト、使徒たちの信仰と福音宣教を継承するものとして示してい る。解釈図像の 3 次元のキリ
スト磔刑像を示す図像への変化は時代を画するよう な図像と言えるのではない だろうか。
実は青銅の蛇の解釈図像の場面だけでなく、ウィーン写本からトレド写本に移行するに伴っ
て、磔刑像が強調されて激増するようになっている。それまでにはなかった新約聖書では使徒
たちが磔刑像を持って宣教し、磔刑像 は福音の象徴として用いられる（挿図 9）。他方、磔刑像
がなかった旧約聖書の場面に磔刑像が 付加されるものが多数生じている 38 。
この背景の１つにはアルビ派との対決、勝利があることが考えられ る。このころ書かれたア
ルビ派の歴史によると、十字架がアルビ派への勝利のしるしとして塔の上に掲げられたと記さ
れ て い る 39 。 磔 刑 像 は正し い キ リスト 教 の 福音を 象 徴 するも の と して用 い ら れ、 あ る ト レド写
本の解釈図像では磔刑像が付加され、異端者 が磔刑像の前に引き出され て、裁きを受ける よう
に描かれている （挿図 10） 40 。そして、 やがてこの新しいキリスト教イメージは教会で最も重
要な祭壇の上に定着してい く。
『ビーブル･モラリゼ』における磔刑図、磔刑像、それ以外の十字架がいくつぐらいあるか 数
えたところ、（表 1）のような結果となった。また、磔刑図、磔刑像、それ以外の十字架に関わ
らず、キリストの十字架は『ビーブル･モラリゼ』では基本的に緑色に色分けされていること が
確認できた（挿図 11）。それは意図的に他の罪人の十字架とは区別され、彼らには茶色や赤な
どの別の色が用いられている（挿図 12）。緑は命を象徴し、キリストの十字架は「永遠の命」を
与える霊的なもの、楽園の「命の木」をも暗示することが考えられる 41 。キリストが青銅の蛇に
関連して自らの磔刑に言及した言葉にはその理由として「永遠の命」を与える目的を告げる言
葉が続く。
そして、モーセが荒れ野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない。
それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである（ヨハネ 3：14-15）。

結．
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これまでの研究では OPL 写本（Bodley 270b）の青銅の蛇の図像に関して、選択的イコノクラ
スムが伴うことを認識して論じたものは全くなかった。写本間の比較検討 と OPL 写本原本の 精
査から、このイコノクラスムはアディショナル写本 制作以前に行われ、下絵には上塗り、上画
きで描かれた小型のものよりも 更に大型の青銅の蛇が描かれていたことが確認できた。初期の
ウィーン写本の解釈図像が磔刑図であるのに対し、OPL 写本では磔刑像による悪霊追放の場面
に変わったが、 旧約と新約の出来事の 予型論的比較からイメージの比較に変わ った結果、旧約
のイメージである 青銅の蛇が強調され 、その偶像性が顕在化す ることに なり、OPL 写本の観者、
または制作者 は青銅の蛇をある種の偶像と解して、イコノクラスムに至ったことが考えられる 。
大型のものから小型なものへ、小型のものからイコノクラスムによって無いものへ などの操作
は、手法は全く違うが、ハーレー写本の偶像を「存在しないもの」として描く同一工房の同一
チームのものに思想的に類似している。それ故、イコノクラスムをなした者は 制作者の可能性
が高いのではないかと考えられる。
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「（民は）神とモーセに逆らって言った。「なぜ、我々をエジプトから導き上ったのですか。
荒れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では、気力もうせてしまい
ます。」主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民をかみ、イスラエルの民の中から多くの
死者が出た。民はモーセのもとに来て言った。「わたしたちは主とあなたを非難して、罪を犯
しました。主に祈って、わたしたちから蛇を取り除いてください。」モーセは民のために主に
祈った。主はモーセに言われた。「あなたは炎の蛇を造り、旗竿の先に掲げよ。蛇にかまれた
者がそれを見上げれば、命を得る。」モーセは青銅で一つの蛇を造り、旗竿の先に掲げた。蛇
が人をかんでも、その人が青銅の蛇を仰ぐと、命を得た。」（新共同訳聖書）
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5
「あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水
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挿 図 1 Bodley 270b fol. 81v

挿 図 2 Bodley 270b fol. 81v C, c

挿 図 3 Add. 18719 fol. 41r A, a
大英図書館
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挿 図 4 Vienna 2554 fol. 22v B, b

挿 図 5 Vienna 1179 fol. 59v A,
a

挿 図 6 Bodley 270b fol. 81v A 部 分

挿 図 7 Bodley 270b fol. 81r
（挿図 6 の裏を左右反転）
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挿 図 8 Harley 1527 fol. 77r D 大 英 図 書 館

挿 図 9 Harley 1527 fol. 95r A 大 英 図 書 館

挿 図 10 Toledo I fol. 58r d

挿 図 11 Harley 1527 58r C 大 英 図 書 館
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挿 図 12 Toledo III fol. 64r B

表 1『 ビ ー ブ ル ・ モ ラ リ ゼ 』 に お け る 十 字 架

写本

Vienna 2554

Vienna 1179

Toledo

OPL

Add. 18719

絵のある頁数

118

246

614

642

621

磔刑図

16

35

100

91

96

磔刑像

4

5

42

42

44

十字架

9

21

75

62

69

