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―研究調査地― 

イタリア（ラヴェンナ、アクイレイア、グラード、トルチェッロ島） 

 

 

―研究旅行の目的― 

 313 年、コンスタンティヌス大帝がミラノ勅令を発布したことにより、キリスト教が公に

認められ、数多くの教会や聖堂が建設された。当時のキリスト教の教会堂は、古代ギリシア

やローマの神殿の造りとは異なり、外観よりも教会内部の構成と装飾が重要視されていた。 

 そこで、数多くある教会や聖堂の中でも、4～7 世紀に建設されたものに絞り、重きを置

かれていた内部のモザイク装飾について研究していきたい。なぜ 4～７世紀の建築物に注目

するのか。それは 4～７世紀の教会や聖堂には、聖書の内容を伝えるために精密なモザイク

装飾が施されていることが多く、外部よりも内部に重点が置かれていたことを示すのに、非

常に有効的であると考えたためである。 

 4～７世紀に建設された教会や聖堂の中で、イタリアラヴェンナのサン・ヴィターレ聖堂

やガッラ・プラキディア霊廟、トルチェッロ島のサンタ・マリア・アッスンタ大聖堂などに

は、保存されているモザイク装飾の中でも、当時から質の高い姿を現在にまで残している。

これらの教会や聖堂のモザイクを写真などの文献で確認することは可能である。しかし、文

献の中にある画像は一部の時間のものであり、1 日の光の反射具合を確認することは不可能

である。そのため、自らの目で 1 日を通して確認し、またラヴェンナのモザイク装飾技法を

指導している方に、当時のモザイクの特徴やモザイクが壊れないための保存の方法などの

話を伺う。そして、文献だけでは分からない、具体的なモザイクの表現技法や今後の課題に

ついて明らかにしたい。 

 

 

―期待される成果― 

 写真集だけでは一時的な時間帯のモザイク装飾の美しさを確認することが可能である。

しかし、実際に赴き、小時間の滞在ではなく、1日を通して同じ教会または聖堂に滞在する

ことで、朝・昼・夕方・夜それぞれのモザイク装飾の 4つの顔を確認することが可能なので

はないかと期待する。それぞれの時間帯での窓からの光の加減により、反射なども変わって

くると考えられるため、テッセラがもたらす陰影の細部に見られる反射の効果についても

確認していきたい。 

 また、現地でモザイク装飾の技法を指導している学校に行くことで、今回研究していく 4

～７世紀の当時のモザイク装飾の特徴や表現技法までの具体的な内容を聞き出していくこ

とができると予想される。 

 



―研究旅行日程― 

 

2018年 滞在地 活動 

9 月 3日 福岡→北京 移動 

9 月 4日 北京→ヴェネツィア 

ラヴェンナ 

移動 

ガッラ・プラキディア霊廟 

サン・ヴィターレ聖堂 

kokomosaico（モザイク専門学校） 

9 月 5日 ラヴェンナ ガッラ・プラキディア霊廟 

サン・ヴィターレ聖堂 

9 月 6 日 ラヴェンナ サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂 

サンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂 

9 月 7 日 ラヴェンナ→アクイレイア 総代司教座聖堂 

9 月 8 日 アクイレイア アクイレイア国立考古学博物館 

アクイレイア歴史博物館 

9 月 9 日 アクイレイア→グラード サンタ・エウフェミア聖堂 

サンタ・マリア・グラツィエ・バシリカ聖堂 

9 月 10 日 グラード 

グラード→メストレ 

サンタ・エウフェミア聖堂 

サンタ・マリア・グラツィエ・バシリカ聖堂 

9 月 11 日 メストレ→ヴェネツィア 

ヴェネツィア→トルチェッロ島 

サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂 

エストゥアリオ博物館 

9 月 12日 ヴェネツィア→北京 移動 

9 月 13日 北京→福岡 移動 

 

 



 

序 

 本研究旅行の報告を行う前に、何故 4～7 世紀の教会や聖堂が外観よりも内部の構成や装

飾に重点を置いていたのか、整理しておく必要がある。キリスト教教会堂は、主教の説教を

聞き、祈るだけの場所ではなく、神の世界を体得するための場所でもあった。それゆえ、教

会堂は神の小宇宙が地上に降り立ったものと考えられた。柱は建物を支えるものではなく、

天井から下がる蔦のようなものと見なされ、宇宙を象徴する形がドームとなって現れ、神そ

のものの姿が表される。このような考えから、教会や聖堂は外観よりも内部空間が重要とな

った。 

 重要視されていた装飾の部分には、モザイク装飾が用いられた。モザイクは帝政ローマ時

代に広く使用されており、神殿や宮殿、一般庶民の家屋、商店の看板と至る生活の隅々にま

で利用されていた。モザイク装飾とは、様々な素材の片（テッセラ）を組み合わせることに

より、絵や模様を造りだす装飾技法である。色の原料であるガラスや大理石を粉にしないで

そのまま使用するため、粒子が密になっており、発色が良く、光に当たる面積が小さいため

退色しにくかった。そのため、4世紀からキリスト教が広まるとともに、モザイクはキリス

ト教建築に存分に使用されるようになり、見事な教会宗教美術装飾として生まれ変わって

いった。この小さな片・テッセラの発明により、色彩の選択肢が広がり、混色や明暗法等の

複雑で細密な表現が可能となった。このようなことから、キリスト教を主題とするモザイク

装飾が作られるようになり、聖書の世界をより精巧に、ドラマチックに描写することを可能

にした。 

 これらのことから、表現する舞台を床から壁へと移動し、使う材料の主流を大理石から自

由な色彩を選択することのできるズマルト1や金2を使用するようになった。強固な石造りで、

窓の少なかった教会に色彩豊かなモザイクを用いることで、天井や壁を光り輝くものとし、

宗教的な効果まで見出していた。 

 本研究旅行の報告として、4～７世紀に建設された代表的な聖堂や博物館に足を運び、当

時教会建築で重要視されていたモザイク装飾がどのような効果をもたらしているのかを考

察していく。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 モザイク用に製造された色ガラス。 
2 金箔をガラス板に挟み融着させたもの。 



―ガッラ・プラキディア霊廟― 

 ガッラ・プラキディアによって、5世紀半ばに建てられた霊廟は、サン・ヴィターレ聖堂

と同じ敷地内にある。彼女は、テオドシウス帝の娘で、ローマ帝国の東西分裂という激動の

時代に極めて波乱に富んだ生涯を送った。 

 この小さなラテン十字形の建物の中にある 3 つの石棺は、それぞれガッラ・プラキディ

ア、再婚した夫および息子のヴァレンティヌス 3世のものではないかと言われている。しか

し、実際にガッラ・プラキディアが埋葬されたのかは確かではない。逆に確かに言えること

は、この霊廟が後に聖ロレンツォに捧げられた小礼拝堂となったことである。 

 内部は薄暗く、小窓と開口部から光が入るだけ

であるが、濃紺の背景に金の環と、白いマーガレッ

トの花冠が散りばめられ、藍色の空を照らしてい

る。ラヴェンナのモザイク職人たち、特にガッラ・

プラキディア霊廟で作業した職人たちは、ギリシ

アやローマの職人たちがモザイクを絵と考えてい

たのとは違い、建築的要素の１つとしたことであ

る。 

 天井の中央内弧に花と果物の装飾があり、金の

葦で編んだ篭から新鮮なリンゴと葡萄とザクロが

溢れている。入り口の扉の上には「よき羊飼いの姿

のキリスト」のモザイクがある。穏やかな顔をし、

若く髭がない。金のチュニカと真紅のマントをま

とい、左手に金色の十字架を持ち、大きな光輪が

ある。右手は 1 匹の羊の口元に触れている。寝そ

べっている羊もいれば、立った羊も描かれている

が、全員キリストの方を眺め、話に耳を傾けてい

るかのようであった。背景は、草木に覆われ、平和

に満ちている。 

このモザイクが入り口に描かれている理由とし

て、キリストを介してのみ永遠の平和が得られる

ということを暗示している。入る時には気づかな

くても、出ようとするときに必ず目線に入るほど

の荘厳なモザイクであった。 

 また、金の星が散りばめられた空に、下方が東を

向いた金の十字架が描かれている。四隅には、新約聖書の受託者である 4人の福音史家の象

徴が金で描かれ、雲から現れている。聖マルコの獅子、聖ルカの牛、聖ヨハネの鷲、聖マタ

イの人間。聖マルコは語り始める時は常に獅子について話し、聖ルカは生贄の代表として牛

図 1 ガッラ・プラキディア霊廟 内

部壁 （撮影：筆者） 

図 2 よき羊飼いの姿のキリスト （撮

影：筆者） 



を賞賛した。聖ヨハネは鷲を天界・冥界の支配者と考えた。聖マタイは、とりわけ人間キリ

ストについて語った。 

 モザイク職人たちは遠近法を利用し、福音史家の象徴の近くの星は大きく、十字架近くの

被は小さく見えるように工夫した。濃紺の下地を背景にしていることで、赤と白の花模様が

さらに鮮やかに見え、金色で描かれているキリストと 4 人の福音史家たちが神々しく輝い

ていた。そこまで外からの光が入ってこない場所で、いかにキリストたちの存在を引き立て

て い く か 、 そ の 方 法 と し て 濃 紺 が 使 用 さ れ た の で は な か ろ う か 。

  

図 3 ガッラ・プラキディア霊廟内部    図 4 ガッラ・プラキディア霊廟内部 

（撮影：筆者）              （撮影：筆者） 

 

 

 

 ―サン・ヴィターレ聖堂― 

 ゴート族支配下にあった 527年にエクレシウス司

教の構想によって着想された。サン・ヴィターレ聖

堂は、ラヴェンナの大殉教者聖ウィタリス3に捧げら

れた、本格的な殉教者記念堂である。 

建物の重圧さとモザイクの装飾性が見事なまでに一

体化され、世界で最も美しいといわれるラヴェンナ

式ローマ建築の粋を集めたこのサン・ヴィターレ聖

堂は、ビザンティン建築の傑作とされている。 

 教会の中に入ってみると、外とは全く違う神聖な

場所であるとすぐに感じられた。壮大なモザイクが

                                                  
3 イタリア語でヴィターレ。現在ラヴェンナの守護聖人。 

図 5 サン・ヴィターレ聖堂外観  

（撮影：筆者） 



施されているアプシスとプレスビテリウムを見ていくと金色のテッセラが多く用いられて

いることに気付いた。小澤克彦の「神々の故郷とその神話・伝承を求めて 10 キリスト教

の光と影」によると、金色は、神の国の象徴とされている。そのため、キリストや威厳を持

つ皇帝や妃の周りは金色で覆われていた。 

 

  

図 6 サン・ヴィターレ聖堂内部      図 7 サン・ヴィターレ聖堂床面  

（撮影：筆者）             （撮影：筆者） 

 

教会の窓は、色ガラスでほんのりオレンジ色だった。教会内部にモザイクをよりよく見せ

るためのライトが照らしてあり、窓に反射してモザイクが素晴らしい光を放っていた。時間

の中で、朝が一番神々しかった。それは、教会の窓が東向きについているため、朝日が差し

込み、金色のテッセラが 1 つ 1 つ輝いているためであった。朝に礼拝を行うことが多かっ

たために、東向きに窓を取り付け、神々しさを演出したのだろうか。 

1 日かけてこのサン・ヴィターレ聖堂のモザイクの光の反射について研究しようとしたが、

一日中教会内部にライトが照らされているため、昼、夕方の違いはあまり感じられなかった。

教会は 19 時までの開放で、あまり日が沈まず、窓がオレンジ色であること、ライトによる

照明による反射によって、夜だから輝きがなくなるということはなかった。しかし、当時に

はこのようなライトはなかったと考えられるため、朝と昼、夕方の違いが感じられているた

め、朝と夜とでは相当な反射の違いがあったと推測される。 



  

図 8 サン・ヴィターレ聖堂内部      図 9 サン・ヴィターレ聖堂内部  

（撮影：筆者）             （撮影：筆者） 

 

―ネオニアーノ洗礼堂― 

 聖堂を回っていく中で、もともとの予定には盛り込んでいなかったが、ラヴェンナの聖堂

見学共通チケットで入ることができたため報告する。大司教博物館から数メートルにネオ

ニアーノ洗礼堂がある。（50 年後に東ゴート族テオドリクス王のアリウス派時代に建てられ

たものと区別するためにオルトドッシ洗礼堂とも呼ばれる） 

 ラヴェンナに残る最古の建造物で、おそらくローマ時代の浴場跡に建てられたと考えら

れている。オルゾ司教は 4 世紀から 5 世紀初めの間になくなったといわれている人物だが、

彼の立派な聖堂付属の洗礼堂として建てさせた。しかし、格間天井にクーポラを付け加えて、

洗礼堂を 5 世紀末に完成させたのはネオーネ司教だった。この改修では、様々な壁造りと、

原始的な漆喰が使われ、当時のほかの建造物と

同様、下部には陶製の管が、上部にはヴェスヴ

ィオ産の軽石が使われた。ネオーネ司教は、ク

ーポラに現在のモザイク装飾を施した。クーポ

ラの内部の中央のモザイクは、洗礼者ヨハネが

キリストに洗礼を受けている場面である。ヨル

ダン川に体の一部を浸している。ヨルダン川は

異教の老人に象徴された手にはイエスをふく

ための布を、もう片方の手には湿地の葦を持っ

ている。キリストの体の、水に浸かった部分が

まるでベールに覆われているかのような効果

的な技法である。 

 使徒の行列に動きは荘厳で儀式的な効果をも
図 10 ネオニアーノ洗礼堂内部  

（撮影：筆者） 



たらし、行列は 2 か所から内向きに進み、ペテロとパウロが出会うようになっている。行列

は帝国時代の勝利の更新を思い起こさせるが、ここでは聖人は救世主の栄光を祝っている。

また、燭台の形をした背の高い植物が空間を仕切り、行列のリズムある躍動感は使徒の衣服

が金と白の交互になっていることで強調される。 

 その下の装飾はポンペイのフレスコ画を思い起こさせ、大理石の仕切りとトランセンナ

のある 8 つの祭壇の中に、福音書と玉座が交互に描かれている。玉座はそれ自体が至高の

象徴で、イエスの十字架・東方の三博士の礼拝の隠喩により完全性が加わっている。 

 このように荘厳なモザイクが施されているが、窓の位置は低く、光は全くと言っていいほ

ど入っていこない。これの内部空間は前述に述べたガッラ・プラキディア霊廟に似ている。

内部のモザイクに光が反射しないためか、使徒たちの背景は濃紺が使用されており、衣服は

金色であった。唯一背景で金が使用されていたのは、キリストの周りだけであった。金色が

神の国を象徴していることがここでも感じられる。基本は金と濃紺であるため、一層金が引

き立てられる。 

 

 ―サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂― 

 この教会は、6 世紀前半にゴート族のテオドリクス王によってアリウス派のために建てら

れ、キリストに捧げられた。 

 伝説によると、このモザイクが華麗で輝かしいあまり、信者たちがミサ中に気を取られて

しまうので、グレゴリオ・マーニョ法皇はモザイクを煙ですすけさせようとした程だったと

いう。教化の外観はレンガ造りだが、中に入ってみると、左右に大きなモザイク装飾を見る

ことができる。教会は現在も美しいが、かつては王宮にも近かったことから、モザイク、大

理石、貴金属でさらに豪華だった。 

 モザイクが残っているのは中央広間。後陣のモザイクは、アグネリス大司教の命で造られ

たが、8 世紀の地震で破壊されてしまった。中央扉側の壁には、ユスティニアヌス帝とされ

るモザイクが一部だけ残っている。おそらく、ユスティニアヌス帝は、テオドリクス王とそ

の宮廷の絵に代わってモザイクの装飾図像上、重要な位置を占めていたと考えられる。 

右側の壁には、真珠と宝石が散りばめられた衣服をまとい、布で覆った手に栄光の冠を持ち、

玉座の聖母と幼児キリストの元へと向かっている聖女たちの様子が描かれいる。聖女たち

の足元の草原は花が咲き乱れ、シュロの木が光輪と光輪の間で輝いている。  



  

図 11 サンタ・ポリナーレ・ヌオヴォ聖堂 図 12 サンタ・ポリナーレ・ヌオヴォ聖堂 

右側壁 （撮影：筆者）          右側壁 （撮影：筆者） 

左側の壁には、威厳に満ち玉座に座り、4人の天使に囲まれた救世主キリストの絵がある。

そして、そのキリストに向かって 26人の殉教者が描かれている。殉教者たちの情列は、右

側に描かれた聖女たちのような豊富な装飾は施されておらず、純白を唯一の装飾としてい

る。他にも、左右にキリストの受難と復活の場面を描いた 13枚の絵やキリストの奇跡とた

とえ話を物語る絵がある。 

  

図 13 サンタ・ポリナーレ・ヌオヴォ聖堂 図 14 サンタ・ポリナーレ・ヌオヴォ聖堂 

左側壁 （撮影：筆者）         左側壁 （撮影：筆者） 

これらが教会の内部左右に施されているためか、左右のモザイクの間に小窓が設けられ

ていた。ライトに照らされているということもあるが、小窓から光が差し込んでくることに

よって、モザイクの金色の背景と聖女たちの衣服の金色のテッセラが反射して輝いていた。

確かに前述にも述べた伝説にもあるように、このモザイク装飾が施されている中でのミサ

は集中できなかったであろう。ずっと見ていても飽きず、1つ 1つのモザイクの絵にどのよ



うな内容が描かれているのか、解き明かしていきたい程である。 

 

 

 

―サンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂― 

先ほどまでに述べた 3つの聖堂は、それぞれ

近くの場所に建設されており、ラヴェンナが発

行している聖堂共通のチケットで回ることが

できたため、2日間とも回ることが可能だった。

しかし、このサンタポリナーレ・イン・クラッ

セ聖堂は、ラヴェンナの市街地から離れており、

歩いていける距離かと考えていたが、甘かった。

天候には恵まれていたが、日差しが強く、高い

建物がないため、日陰もなかった。ラヴェンナ

市街地からおよそ徒歩 1時間かかった。 

この聖堂までの移動手段を確認しておくべき

だった。 

このサンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂

は、初期キリスト教美術の最大の教会である。

中に入ると一番奥の後陣に建築と装飾が見事に

融合した重要なモザイク画がある。後陣上部に

は、キリストの上半身があり、右手で福音を受

けている。この部分を写真に納めようにも窓か

らの光の反射により、うまく撮れなかった。こ

のキリストの脇には、色とりどりの雲の中に 4

人の福音史家の象徴が羽を付けた動物の形で描

かれている。 

半円盤のなかには、神の手が雲から現れ十字

架を指し示し、タブール山でのキリストの変容を示唆している。大きな十字架は金や宝石な

どで装飾され、中央にキリストの顔があり、金銀の 99の星が散りばめられた空を表してい

る。その下には、百合、マーガレット、オリーブ、小鳥などが描かれた緑の草原の中に聖ア

ポッリナーレが上祭服を身に付け、祈りのポーズでたたずんでいる。 

このサンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂の造りは、サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂と

同じような造りに感じたが、窓の位置は全く違っていた。サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂

は左右にしか窓は設けられていなかったが、サ

ンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂の場合、左

 

図 16 サンタポリナーレ・イン・クラ

ッセ聖堂内部 （撮影：筆者） 

図 15 サンタポリナーレ・イン・クラッ

セ聖堂外観 （撮影：筆者） 



右よりも一番奥のモザイクを象徴的に見せるために、左右の窓と後陣の部分にも窓が設け

られていた。 

 どの部分のモザイク装飾を一番象徴的に見せるかによって、教会に設ける窓の位置を変

えているのかと疑問に感じた。 

 

 

 

―総代司教座聖堂― 

 ラヴェンナからアクイレイアに移動。その昔、

この土地の住人たちは、冷たい水のことをアクィ

ラと呼んでいた。それがアクイレイアの語源であ

るらしい。313年のミラノ勅令により、ローマ帝

国内でキリスト教が認められると、アクイレイア

の城壁内には祈祷のための大集会所がテオドリ

クス大司教によって建立された。この時からアク

イレイアは、キリスト教の福音を伝導する発信基

地となった。 

総代司教座聖堂は 10 ユーロで聖堂と鐘楼の全

部をまわることができた。聖堂の中は、壁にモザイク装飾は施されておらず、床に一面、ま

るで絨毯が引いてあるかのようにモザイク装飾が施されていた。このモザイクの上にはガ

ラス板があり、ガラス越しにモザイクを見ることができる。この床のモザイクは 700メート

ルにも及ぶ。 

今まで、ラヴェンナで見てきたモザイクは殆どが、壁や天井に施されたモザイクだった。

しかし、初めて床のモザイクを見た時に感じたことが、地味な色合いだなということだった。

壁や天井のモザイクには、金や緑、青など明るい色彩で描かれていた。それに比べて、床に

施されているモザイクは、基本、灰色・黒・赤の 3色で描かれていた。これは床のモザイク

だからなのだろうか。壁に施されているものは光が反射し、輝きを放っている。しかし、床

に施されたものは、今では貴重な資料として扱われているが、当時では、歩く場所であり、

図 17 総代司教座聖堂外観 （撮影：

筆者） 



踏まれることもあったからだろうか。    

 

図 18 アクイレイア考古学博物館内部  図 19 アクイレイア考古学博物館内部  （撮

影：筆者）             （撮影：筆者） 

この大聖堂の床には、初期キリスト教徒とローマ人たちが好んだ寓話やシンボル、パター

ンなどが無数に並んでいる。当初さながらのまま残っているこのモザイクは、初期キリスト

教の様子を伝える貴重な遺構である。 

 また、この大聖堂は洗礼堂であり、キリスト教に改宗した人々に 3年間、聖書の心髄を教

える学校でもあった。そのため、例えばヨナ書にちなんだ 157 種の魚類、ソロモンの結び

目、キリストの復活再生を意味する孔雀、人を目覚めさせるシンボルに使われたロブスター、

カタツムリなどが色鮮やかに描かれている。 

 鐘楼ものぼることができ、なにか装飾が施されているかと考えたが、特にこれといった装

飾はなく、一番上でアクイレイアの街並みを拝見することができた。鐘には触ることができ

なかった。 

 総代司教座聖堂のモザイク装飾の写真の許可を得たかったが、連絡をとることができず

今回まわったアクイレイアの歴史博物館と考古学博物館の写真を一緒に添付する。下記の



URLはアクイレイア考古学博物館のホームページと facebookと instagramである。 

ホームページ：www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it  

Facebook：Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 

Instagram：museoarcheoaqileia 

 

 

―アクイレイアからグラードへの移動― 

 前日にアクイレイアからグラードへ行くための交通手段としてバスの時間、乗る場所の確

認を現地で行った。当日、バス停に余裕をもって行ったが、1時間半待っても一向にバスが

来ない。たまたま車を停めてバスの時刻表を見ていた女性に伺ってみると、日曜だからもう

バスは出てないよと。昨日確認したことは何だったのだろう。これ以上待っても仕方ないと

思い、歩いていこうとしたら、答えてくれた女性がご好意で乗せていってあげると。歩いて

2 時間かかるところを車で 20 分。ホテルの前まで送ってくれた。前もってバスの時間、場

所まで確認していたが、どこかで間違っていたのだろうか。事前の準備が足りていなかった。 

 

 

 

―サンタ・エウフェミア聖堂― 

 グラードは、幾つかの島の周辺部を埋め立ててつくった、東西に細長い島が中心となり、

これに小さな島が 1つ付随している。5世紀初頭頃、この地域には異民族の侵入が相次いだ。

この時代には船しか交通手段がなく、島全体が壁に囲まれていたグラードは、アクイレイア

からの大司教が逃げ込む絶好の避難場所となった。 

 グラードの遺跡は、島の南西部にある旧市街地の一画に集中している。その代表的な遺跡

の 1 つがサンタ・エウフェミア聖堂である。14 時過ぎに訪れてみると、ちょうどミサが行

われていた。多くの人が訪れており、聖堂に讃美歌が響き渡っていた。 

 この聖堂は、キリスト教古典期のバシリカが

持つ特色を色濃く残している。アクイレイアの

総代司教座聖堂と同じく床に壮大なモザイクが

施されていた。しかし、アクイレイアでは、ガ

ラス板でモザイクが汚れないように大事に保存

されていたが、このサンタ・エウフェミア聖堂

ではモザイクの上を歩くことができる。 

ミサが終わり、実際に中に入ってみると、参列

者が座る椅子までもモザイクの上に普通に設置

されていた。そのため、椅子に座ってモザイク

を触ることができた。モザイクは、小さな片・
図 20 サンタ・エウフェミア聖堂外観 

（撮影：筆者） 

http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/


テッセラが敷き詰められてできている。少し凹凸があり、色によって大きさが変わるわけで

もなく、均等な大きさの四角形で形成されていた。 

  
図 21 サンタ・エウフェミア聖堂内部床 図 22 サンタ・エウフェミア聖堂内部床 

（撮影：筆者）            （撮影：筆者） 

この聖堂の床面 700 平方メートルは、モザイクによって覆われ、紀元前 1 世紀以来アキ

レイアで綿々と続いていたモザイク製作の伝統を汲む、最後の傑作と言われている。この身

廊のモザイクは、一貫性のある幾何学的な配列のデザインが特徴的である。しかし、これま

でに、大幅な修復が行われてきたために、現存しているテッセラの多くは近年のものに置き

換えられてしまっている。損傷を受けて色が黒ずんだ本来のテッセラに対して、近年のテッ

セラは色目が非常に明るい。 

 サンタ・エウフェミア聖堂のすぐ隣にグラードで偵察予定だったサンタ・マリア・グラツ

ィエ・バシリカ聖堂があった。これほどまでに近いところに聖堂があると思っていなかった

ために、一瞬分からない程だった。この聖堂も床にモザイク装飾が施されており、サンタ・

エウフェミア聖堂と非常によく似た幾何学模様が特徴であった。 

 

 

 

―サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂― 

 ヴェネツィアから船で約1時間程度の場所にトルチ

ェッロ島がある。トルチェッロ島は、5～6世紀に 2万

人程度の人口を擁して、居住地として大きく成長した。

しかし、マラリアの蔓延により人々がほかの島々に移

動していったことなどから島は衰退し、人口はわずか

60 人程度となってしまった。実際に島に上陸してみ

ると、本当に小さな島で、少しの飲食店と大聖堂が

あるだけであった。 
図23 トルチェッロ島通路 （撮影：

筆者） 



 このトルチェッロ島に建立されたサンタ・マリア・アッスンタ大聖堂は、ヴェネツィア最

古の教会と言われている。島の一番奥に建設されていた。教会内部は壁も装飾も金色で覆わ

れていた。内陣には、12～13世紀の「12使徒と聖母子」が立派に描かれていた。反対側の

壁には上から下まで壮大なモザイク画「最後の審判」が描かれていた。内陣の「12 使徒と

聖母子」の下に小窓が設けられていた。この小窓は東寄りに設置されていた。筆者が訪れた

際には夕方だったため、光の差し込みがなく、薄暗いため人工的なライトの明かりでモザイ

クを見ることができた。朝にもし訪れていたら、さらに金色のテッセラが光り輝き、素晴ら

しい輝きを放っていたかもしれない。 

先ほど述べたように、金色は神の国を象徴し

ている。まさにこの場、この教会の内部は、神

の国として扱われているのだと感じた。そのた

めなのか、教会の管理人に写真の許可を得よう

としたが、トルチェッロ島の法律により、写真

ビデオは禁止されていた。 

 サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂のすぐ隣

にエストゥアリオ博物館があった。エストゥア

リオとは、河口や入り江という意味があり、ト

ルチェッロ島・ラグーナからの発掘物などが収

められている。これらは建物の外にまで彫刻や

壁画などが展示されていた。 

 

 

 

結 

 今回、主に 4～7 世紀の教会・聖堂のモザイク装飾を研究していく中で、装飾されている

場所によってデザイン・色合いが異なることを発見することができた。 

重点的に研究対象としたサン・ヴィターレ聖堂やサンタ・ポリナーレ・ヌオヴォ聖堂などは

壁や天井にモザイク装飾が施されており、キリスト、聖母マリアや使徒たちなどが色鮮やか

に描かれていた。また、キリストや描かれている人物の中で、重要人物の周りは特に金色の

テッセラが使用されていることが多かった。そのため、窓からの光を反射し、教会内部に光

を放っていた。これは、金色が神の国の象徴であるとされているため、神に近しい存在の人

物の周りに施していたのだろうか。 

 次に、教会の床面に施してあるモザイク装飾についてだ。壁や天井の時と打って変わり、

地味な色合いが多かった。特に黒・灰色・赤の 3色を軸として描かれていた。人が踏む場所

の装飾であるため、キリストなどの神に値するような人物たちは描かれていなかった。その

代わりに、幾何学模様や動物などのモザイクが施されていた。そのため、もちろん金色はな

図 24 サンタ・マリア・アッスンタ大聖

堂外観 （撮影：筆者） 



く、全く光が当たらないため、輝きを放つことはなかった。しかし、地味な色合いだからと

は言え、広い面積の中に様々な模様が描かれているため、壮大な景色である。 

 壁や天井にモザイク装飾がある教会・聖堂では、小窓がモザイクとは反対側や近くにあり、

金色の部分が反射できるような造りになっているとも感じた。しかし、今回は数多くある教

会の中から時代を絞り、厳選した数個を見ただけであるため、確実であるとは言えない。 

また、今回研究した教会・聖堂でサン・ヴィターレ聖堂は床、壁天井ともに素晴らしいモザ

イクが描かれていた。しかし、そのほかの教会・聖堂では床か壁どちらかのみの装飾が多く

感じられた。これに対してどのような意味があるのか、意味すらあるのかは不明である。 
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