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目的 

今日、芸術品の多くは博物館に存在するが、西洋美術の場合、その多くは３世紀以降教会

建築の隆盛に伴い生まれたものであった。鑑賞という視点で見られている芸術品は、もとも

と信仰の対象物だったのである。 

 しかし、キリスト教は偶像崇拝の禁止を教義に取り入れている。ゆえにこうした教会の

凝った装飾やそれに付随して描かれた聖書の物語は本来タブー視されるべきものだった。

教義に反しているのではないかという論争が巻き起こったが1、その時既に次の２つの利点

が生じていた。 

第一に、権威づけという利点がある。例えば聖者の足元にひときわ小さく描かれた人間が

聖者を見上げているという構図の絵画があるが、これは注文主や寄進者を表す。このように

聖者と同じ空間に自分を描かせることで一般信者との差別化を図ろうとした。また団体に

よる注文では、製作年を完成した当初より古いものと偽って記入し、他の団体よりも歴史が

あることを強調したという例もある。 

第二に教材という利点がある。現代に比べ、聖書を読むということは聖職者にしか出来な

かった。数多くの文盲の人がいたからである。彼らは説教を聴いたのち、教会を飾り立てる

絵画や彫刻などを通して場面の確認をしたり、また聖職者自らそれらを使って説教をした2。 

こうした利点とタブーの問題を受けて、作り手である当時の芸術家たちに「いかにタブー

に触れぬように聖書の物語を視覚化するか」という課題が生まれた。 

 そこで着目されたのが、今回研究対象とするモザイクやステンドグラスである。断ってお

くが、それらはもともとそのために生みだされたものではない。しかし、両者とも練りガラ

スや色ガラスといったガラスに光があてられることによって完成する芸術であり、その自

ら「光」を含む性質が中世思想全体において、光が神に由来し、神の特性をもつという光の

象徴学と結びついた3。その神秘的な雰囲気が好まれ、一時的には絵画の地位を奪うほどで

あった。こうした背景をもって傑作ともいうべきイタリアに残るモザイク装飾、ガッラ・プ

ラチディア霊廟やサン・ヴィターレ聖堂、ステンドグラスの基準点とされるほど質の高いフ

ランスのシャルトル大聖堂などが今日姿を残している。 

 これらの聖堂はいずれも写真集などで確認することは可能である。しかし、実際に光を完

璧に写真で再現することは不可能であり、切り取られた写真ではその光の本質をみること

は出来ない。あの美しい光の中で信者たちは何を感じたのか、文献上ではそう書かれている

が、果たして本当にそこに権威を感じることは出来るのか。現地へ直接足を運んで調査する

ことでこうした実体験と文献との違いを明確にすることにした。 

 副題について、数あるステンドグラスとモザイクの中からなぜイタリアとフランスなの

かという疑問があるだろう。このふたつに限定したのは、中世の状態が出来るだけ保たれて

いて研究対象が比較的密集しているからである。例えば、中世のステンドグラスの大半は、

のちに透過率の高い明るいステンドグラスや白いステンドグラスに取って代わられたため、
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実はなかなか中世と同じ空間を味わうことは困難になっている。そうした中でフランスは

シャルトル大聖堂など当時のステンドグラスが残っており、聖堂の数も多数ある。イタリア

も同様に多数の聖堂と当時の雰囲気を残したものが多くあった。またフランスとイタリア

の距離が近く調査がしやすいということもあり、ふたつに限定するに至った。 

 なお、調査は、一方に偏るのを防ぐため、フランスは天本、イタリアは川野と２人で手分

けして行った。これは各々が独自の視点を持って調査し、意見交換することで異文化への理

解を深めることが可能なのではないかという期待をこめたものである。 

 

目的地 

フランス（パリ、シャルトル、サン・ドニ（8月に別件で天本のみ見学））、イタリア(ミラ

ノ、ラヴェンナ、ローマ) 

 

日程 

出発予定日   2015 年  2 月  2 日 

帰着予定日   2015 年  2 月  14 日 

旅行予定日数（発着日含む） 

13 日間＋2 日間（天本のみ） 

 滞在地 行動・調査内容 

2/2(月) 

第１日目 

福岡、成田、パリ 福岡空港→成田経由→CDG 空港 

2/3(火) 

第２日目 

パリ ノートルダム大聖堂、サント・シャペル、サン・ジェル

ヴェ・サン・プロンテ聖堂、サン・ジェルマン・デ・プ

レ聖堂、サン・シュピルス聖堂、サン・セヴラン聖堂 

2/4(水) 

第３日目 

パリ サントーギュスタン聖堂、サント・トリニテ聖堂（参考

までに近世に作られたステンドグラスの聖堂）、サン・

ジェルマン・ローセロワ聖堂 

2/5(木) 

第４日目 

パリ サン・ジャン・ド・モンマルトル聖堂、サクレ・クール

寺院（参考までに近世に作られたステンドグラスの聖

堂）サントゥスタッシュ聖堂、サンテティエンヌ・デュ

モン聖堂 

2/6(金) 

第５日目 

シャルトル パリ→シャルトル→パリ 
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シャルトル大聖堂、国際ステンドグラスセンター、サ

ンテニャン聖堂、サン・ピエール聖堂 

2/7(土) 

第６日目 

パリ、ミラノ CDG 空港→Linate 空港 

2/8（日） 

第 7 日目 

ミラノ サンタンブロージョ聖堂、サン・ロレンツォ・マッジョ

ーレ聖 

堂 

2/9(月) 

第 8 日目 

ミラノ、ラヴェンナ サン・ヴィターレ聖堂、ガッラ・プラチーディア霊廟 

2/10(火) 

第 9 日目 

ラヴェンナ サンタナポリターレ・イン・クラッセ聖堂、サンタナポ

リターレ・ヌオーヴォ聖堂、アリアーニ礼拝堂、ネオニ

アーノ礼拝堂、大司教博物館 

2/11(水) 

第 10 日目 

ラヴェンナ、ローマ サンタ・プラッセーデ聖堂、サンタ・マリア・マッジョ

ーレ聖堂 

2/12(木) 

第 11 日目 

ローマ サンティ・コスマ・エ・ダミアーノ聖堂、サンタ・コス

タンツァ聖堂 

2/13(金) 

第 12 日目 

2/14（土） 

第 13 日目 

ローマ、アムステルダム、仁川、福岡 Fiumicino 空港→Schiphol 空港経由→仁川国際空港経

由→福岡空港 

2014/8/14 サン・ドニ 天本のみ サン・ドニ大聖堂 

2014/8/15 パリ 天本のみ クリュニー美術館 
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調査結果 

1.ステンドグラス（フランス） 

■はじめに 

 ステンドグラスは、色ガラスや透明ガラスを鉛の仕切り枠を用いて組み合わせ、図像や文

様を表したものである。ローマ時代から広く流布する手法だが、その急速な発展の原因は 12

世紀以降ゴシック建築において窓が徐々に大型化し、窓の重要性が増していったことにあ

る。 

 ゴシック以前のロマネスク期の聖堂は石が基盤であり、厚い壁によって俗界と遮断され

た薄暗い聖堂という比較的簡素な祈りの空間が主流であった4。従来の木造天井に変わり、

小規模な側廊で石造ヴォールトが試みられ、しだいに身廊にもヴォールトが架構されるよ

うになった。このようなヴォールト架構上の必然性が聖堂様式の変革を促すと共に、地上に

おける神の国の建設を求めて、上昇感を伴った大規模な聖堂の建築が進められ、ゴシック様

式が発展する5。 

 そして堂外の大きなバットレスに身廊ヴォールトの荷重を伝えるフライング・バットレ

ス等の新しい技術が生まれ、共に窓も大型化した。さらに鋳鉄の技術の発達によって複雑な

形状の窓枠を作成することが可能になったことで、ステンドグラスは採光という一般的な

役割を担うに留まらず、様々な図像を表現する美的要素を兼ね備えた窓となったのである6。

（また写真①も参照） 

 同時にステンドグラスは聖堂に置かれた彫刻や絵画同様教材としての役割も担い、新し

い視覚文化として人々に受け入れられた。中世の人々にとって宝石にも見いだしていたよ

うに内側から光を放つものは高貴であり、聖書の図像と光という二点が合わさった聖堂の

ステンドグラスは、高貴さに神秘性が加わったものとして映ったのである7。 

 以上文献で得られたステンドグラスについて簡単にではあるがまとめた。しかし、実際に

訪れみると文献と少し異なる意見を持つに至った。以下ではその差異をまとめ、ステンドグ

ラスが中世の人々の信仰にどのような影響を与えていたのか考察する。 
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■修復 

問題にとりくむ前に災害によって殆どは消失しており、中世の面影を完全な形で残す聖

堂はシャルトルのノートルダム大聖堂のみであること、そして殆どの聖堂が修復を経てい

ることについて触れておきたい。テーマについて、修復されているとはいえ、それらは中世

の光を再現しているにすぎず、現代の人が中世の光を感じ取ることは不可能であるという

批判があるだろうと考えたからである。 

 これについてシャルトルのサン・ピエール聖堂を訪れた時、ひとつのヒントを得ることが

出来た。この聖堂は部分的に修復が終わっているものの、奥に進めば進むほど、壁には青か

びが生え、ステンドグラスは硝煙で真っ黒になった上、一部割れたまま床に飛び散っており、

薄汚れた聖母マリア像だけが真ん中でひっそりと佇んでいた（写真②）。現在も使われてい

る筈の聖堂はまるで廃墟のようであり、それまでシャルトル大聖堂やサント・シャペルと

いった荘厳な聖堂を見慣れていた 2人の学生を唖然とさせるには充分だった。 

 考えてみれば出来たばかり建物というのは当然真新しい。従って建てられた当時、人々は

まだ汚れていない聖堂に入り、新品のステンドグラスを見ていた。当時のガラスは現代より

透過率が低いことは否めないが、それでも当時の色彩をなるべく忠実に再現しようと修復

写真① パリ、ノートルダム大聖堂 天本撮影 
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がなされている。長年の硝煙で図像が分からないほど真っ黒になったステンドグラスより

もより当時に近い光であるといえないだろうか。他の聖堂も修復がなければサン・ピエール

聖堂のような無残な姿となっていたことは言うまでもない。現代人は優れた修復技術のお

かげで建設当時の空間に体感することが出来るといえるのだ。 

 

 

 

■抽象化 

今回、参考のため中世に作られていないものも含め 16の聖堂と、1の寺院、2つの施設を

訪れたが、比較してみるとその建物の構造上、観者（信者以外も含めた）とステンドグラス

との距離に違いが生まれていることに気が付いた。 

 当たり前のことのように思われるが、ステンドグラスが信仰を培うための教材となって

いたことを考えると、描かれた図像はどこまで視認し、把握できるのかという視覚領域の問

題と関わってくる。 

例えば、小規模の聖堂であれば図像の細かい部分まで見ることは可能だが、パリのノート

ル・ダム大聖堂など大型化すればするほど、細かく描かれているものの、頂上に近い図像は

現代人では殆ど視認することは出来ない。これに対し中世の人々は現代人よりも視力がよ

いので把握できたという意見もあるが8、体感してみた限りではすべてを把握できるとは考

写真② サン・ピエール聖堂 天本撮影 
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えにくかった。堂内のステンドグラスは無数にあり、一枚見るだけでかなりの体力と時間を

要してしまうからである。つまりステンドグラスは教材的な効果はあまり発揮していない

ように思われる。 

しかし、ぼやけて見えるステンドグラスは、神の抽象化を想起させた。例えばピエロ・デ

ッラ・フランチェスカが描いた「聖アントニウスの祭壇画」の受胎告知の場面には、対峙す

る聖母マリアと大天使ガブリエルの間に位置するように奥の壁が配され、そこにマーブル

模様の大理石が描かれている。実はこの大理石こそ神を抽象化して描いたものであり、偶像

崇拝というタブーに触れぬよう美術品を製作した結果なのである9。 

もちろん、視界がぼやけることを想定してステンドグラスを作ったとは言い難いが、聖書

の物語だけではなく、デザイン化された聖書にまつわる植物や、まさにマーブル模様のよう

な図像も見られた。ステンドグラス自体、抽象化して用いられているものだが、図像におい

ても更なる抽象化を試みたとは考えられないだろうか。 

 

■光 

ステンドグラスの光は中世の人々の信仰にどのような影響を与えていたのか。木俣元一

は以下のように述べている。 

 

「そもそも中世の人々にとって、光はたんなる物質的なものを超えた特別の意味をもっ

ていた。 

聖書のなかに見いだされる実に多くの「光」という言葉は、彼らにとって、たんなる比喩

ではなかった。 

聖書によれば、光は神による最初の創造物であると同時に、神自身「近づきがたい光のな

かに住み」、「光を衣のようにまとう」。そして神の「輝きは光のようで、その光は彼の手

からほとばしる」。イエス自身も「光としてこの世にきた」、「すべての人を照らすまこと

の光」であった。神が「光」であることは、人々にとって宗教的真実であった10。」 

 

 このように文献では当時の文化から光と神を結びつけて中世の人々に及ぼした影響を解

釈する傾向がある。その経緯を述べていくうちに以下のような表現も見られた。 

 

「ゴシックにおいては、空間をとりまく壁自身が発光体なのである。自ら光る深い色彩の

壁。この壁は、外界の天候の変化に呼応し、神の呼吸のごとくに輝きを変える。[……] 

ゴシックの教会堂では、ロマネスクに比べて窓の面積が各段に大きくなっているが、それ

は堂内を明るくするためではなく、神秘的な色彩の光で堂内を満たすためであった。この高

貴なる光の膜に包まれて、中世の人々は、自らが光なる神の御手のうちにあると感じたこと

だろう11。」 
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このような記述を読むとまばゆいばかりの光で全身が包まれるような体験を想像しそう

だが、辛うじて光に包まれるという感覚になるのは、サント・シャペルのみであった。 

サント・シャペルは今日散逸したキリスト受難の聖遺物を祀るためにルイ９世が建てさ

せたものである。壁が西側にしかなくほかはステンドグラスと柱によってのみ構成されて

いる。たしかにどこに居ても他の聖堂よりステンドグラスが必然的に視覚領域に入り込む

ために光に包まれているような感覚がある。しかし、それ以外はそれほど明るくはなく、む

しろ薄暗い（ロマネスク期のものに比べれば明るいが）。天候にもよるが、大型の聖堂にな

ると、薄暗い部屋で電子画面を見ているような状態になる。また光が観者にあたることも意

外にも少なかった。堂内が広すぎて信者たちが着席する椅子には光はあまり届かないので

ある。 

ではどこへ光を落としているのかというと、同じく堂内を飾る彫刻や絵画、そして柱で

あった（写真③④）。例えば絵画は側祭室といった構成上、ステンドグラスの隣に配されて

いるものが多いため、窓に向かって人物がポーズをとっているという構成が多い。聖母の被

昇天ではマリアに透過光が集中するなど主題の肝となる部分に意図したかのように光が当

たり、彫刻では後ろに配されたステンドグラスによってまるで後光がさしているかのよう

に見える。ステンドグラスは、それ自体が聖なるものを構成する一部分として機能している

が、本物の光として、絵画や彫刻のイリュージョンを補完する機能も担っているのである。 
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 写真③サンテニャン聖堂 天本撮影 

写真④パリ、ノートルダム大聖堂 天本撮影 
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■終わりに 

 聖書によれば、人は神との交わりを失った罪深い存在である。そして、人が神との交わ

りを回復し、神と共に住める状態、すなわち「神の国」の到来が罪の浄化のために必須で

あり、イエスはその到来に教会をつくってそなえよと人々に説いた。 

本来、祭壇とミサを保護するための覆いとして建てられた教会堂はこの「神の国」の到

来のための備えから、「神の国」の実現のために建てられるようになる。 

 この「神の国」の実現に貢献したもののひとつにステンドグラスがあった。中世の人々

は、宝石と同じように内側から光を放つその高貴さに惹きつけられ、またその透過光を

「神が光である」という宗教的真実と結びつけたのである。同時に、ステンドグラスは絵

画同様文盲の人々が聖書を理解するという役割を担っていった。 

 文献では、このような経緯を述べていく上でその様子について語るとき、聖堂が光で満

たされている、など多少光について誇張してしまう傾向があるようだ。しかし、実際にス

テンドグラスは薄暗い闇の中で色彩豊かな光をそっと聖堂に落とし、独特な祈りの空間を

生んでいる。また、文盲の人々への教材としての役割について、その図像をすべて理解す

るのはその数多さゆえに身体的能力に無理があると判断した。それよりも中世の人々は聖

なる図像を通して内側から放つ光とその異様なまでの膨大な量にただ圧倒されていただけ

ではないだろうか。 

 今日の美術史の発展に大きく貢献したイコノロジー（図像解釈学）は、作品の謎がある

程度解明されるという良い点もあるが、いきすぎた解釈という悪い点もある。今回は、こ

のようないきすぎた解釈について知る機会となった。 

聖堂建築の発展によりステンドグラスについて中世の人々、特に一般の信者たちは美と

神を漠然と感じとったにすぎない。しかし、当時数多くの芸術品で埋め尽くされた聖堂は

間違いなく非日常であり、光と図像によって特に目を奪われるステンドグラスは圧倒され

るという感覚を生んでいる。これこそ、信仰への誘いと結びついているのではないだろう

か。 
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２．モザイク（イタリア） 

 

■はじめに 

 キリスト教の世界にとって、光とは神の国へと誘う道、希望、愛を象徴するものである12。

その光を感じることが出来る聖なる空間が教会であり、今日まで多くの信仰を集めている。

内部や外部を装飾するのに今では芸術の一つとされているモザイクについて、本来の役割

がどのようなものであったかを確認したうえで、調査した中で感じたモザイク独自の特色

を項目ごとにまとめ、フランスのパリ、シャルトルのステンドグラスと比較を通じて中世の

光について、一定の観点から解明を目指したい。その対象として、イタリアではモザイクに

おいて世界遺産にも登録されているラヴェンナを中心にミラノ、ローマを調査することに

した。 

 

■モザイクの歴史 

 まず、モザイクを知るうえでその歴史について知っておく必要があるだろう。モザイクの

ルーツはメソポタミアまでさかのぼることが出来る。紀元前 2000年頃発掘されたものは円

錐形の日干し煉瓦に着色したものが使われていたが、紀元 4 世紀ごろの古代ギリシャでは

白や黒の玉砂利を、ローマ時代になると、ようやく釉薬ガラスを使うようになっていった13。

それから現在の一般的なかたちである、正方形あるいは自由な形に薄く切り出した緑、青、

赤などの色をした石片や、それに光沢を出すためにガラス質の釉薬で表面を覆ったものを

サンタポリナーレ・イン・クラッセ 川野撮影 
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漆喰に埋めて模様を作り出していくものになる。 

イタリア特にラヴェンナでよくモザイクが見られるのは、ビザンティン帝国で聖像論争

が起こり、仕事を失ったイコンの画家や職人たちが移住してきたからだ。そのラヴェンナで

の最盛期は 5，6世紀とされており、ガラス職人がかつての大帝国ローマの豪華なインテリ

アの表面装飾を覆うのに活躍した技法のひとつである14。ミラノ、ラヴェンナ、ローマと比

較していく中で、ローマのモザイクが多様な色使いとその壮大さが印象的であったのは、こ

のような時代背景が影響しているのかもしれない。 

ローマのサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂では、教会が創設された 5世紀当時のモザイ

クが身廊部分と「勝利の門」（写真①）と呼ばれるアーチ型の壁面に、また、「聖母戴冠」（写

真②）が描かれた 13 世紀のモザイクが、教会を拡張した際新たに造られた後陣アシプスが

それぞれ存在するため、同じ場所で年代の異なったものを鑑賞することが出来る。 

 

  

  

 

 ラヴェンナの初期キリスト教建築群は、1996 年に世界遺産に登録された。その街並みに

は、表札や通りの名前が書かれている看板などにモザイクが使われており、いくつかのモザ

イク工房がみられた。そこでは、写真立てやマグネットなどをはじめ、有名な絵画をモザイ

クで描いたものや、インテリアの雑貨までさまざまな作品が販売され、職人の技を身近で見

ることが出来る。現代のモザイクの役割は鑑賞だけでなく、観光産業として新たに発展して

いた。後世にこの美しさを受け継ぎ、保存していくためにも管理や修復は不可欠である。 

 

■モザイクの特色 

教会の装飾においてのモザイクは、文盲の信者が聖書の内容を理解するためのものだけ

写真①「勝利の門」 川野撮影 写真② 「聖母戴冠」 川野撮影 
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ではなく、教会の権威や尊厳を信者にアピールし、より多くの信者獲得に大きな役割を果た

した。また、床や浴場などの水や天日にさらされても丈夫なものがその起源であるため教会

の内部、外部を装飾し、保護するためには大変適したものであった15。 

これまでのフランスの調査と比較するとモザイクは、光を取り込む窓が小さく数も少な

かったが、そのわずかな光でもモザイクの特徴である光を大きく屈折し反射するという効

果が生かされ、聖堂内は独特の雰囲気に包まれていた。また、一日をかけて調査して行く為、

朝日と夕日に照らされるモザイクとでは光の色や角度によって、見え方が全く異なること

が分かった。特にビザンティン時代のモザイクの特徴として、平らではなく不規則なうねり

をもたせて細片が埋め込まれているため、光は大きく乱反射し、より聖堂内を鮮やかに彩っ

ていた。 

今回のステンドグラスとの比較において、モザイクには主に装飾、模様、色の 3つの特徴

があることに気が付いた。その特徴を以下にまとめる。 

 

■装飾 

 モザイクの不思議なところは、たとえ壁一面に描かれていても決して騒がしくなく、作品

としての壮大さが際立つということである。それは窓枠を飾る幾何学模様や、一定の方向や

左右対称の人物の配置に、ある程度の規則性があるからではないか。このような連続したか

たちは、その空間に統一感を生むからである。また、この幾何学性や規則性は連続性の表象

を生むが、それには永遠に続いていくという願いも反映されているのではないだろうか。 

人物においての連続した像の配置は、行列表現として確立した技法である16。サンタポリ

ナーレ・ヌオーヴォの壁面モザイクは、三段に分かれているが、最下段のモザイクは祭壇に

向かって左手に「東方三賢者と二十二人の聖女の行列」(写真③)と右手に「二十六人の殉教

者の行列」が描かれている。これらを例にとると、右手には先端に配された聖母マリアに向

かう殉教者の行列を導く、聖マルティヌスを始めとする単調な人物配置の繰り返しである

が、彼らの白い衣服にはそれぞれの名前のイニシャルが書かれており、よく見るとその衣服

のひだは一つ一つが異なり、とても細かい。左手には東方三博士を先頭に、聖女がキリスト

へ貢ぎ物を授ける場面であり、こちらも人物の配置は一定の連続性だが、聖女の着ている上

着の模様には色や柄の違いがみられる。三博士の衣服は、ヒョウ柄のようなオリエントな雰

囲気を感じさせる柄が特徴的だ。ビザンティン帝国の中心はオリエントとヨーロッパの接

点の位置、現在のイスタンブールにあったため、このような異国情緒あふれる要素が含まれ

ているのだろう。 

 また、この左右のモザイクは先頭にそれぞれ台座に座るキリストと聖母マリア、その後に

行列をなす人々と出発点のラヴェンナの宮殿とクラシスの港が対をなすように描かれてい

るのも均衡が保たれよく計算されている。 
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 ■模様 

 先ほども述べたように、窓枠やモザイクの端を隔てる境界には、統一的な幾何学模様が施

されていることが多かった。このような模様は高い装飾性を持ちつつも、全体に描かれた絵

をまとめる、モザイク壁画における額縁のような役割を担っているように感じた。 

モザイクには人物像だけでなく、動物や植物が描かれていたが、ローマにあるサンタ・コ

スタンツァ聖堂の回廊にあるモザイク（写真④）はこれまで見てきたものとは異なり、描か

れる植物や動物はまるでタペストリーのような細かさと複雑さが印象的だ。さらに、色彩も

全体的に淡く、原色よりも優しい色合いである。この聖堂は、コンスタンティヌス帝の娘で

あるコンスタンティーナの霊廟で 4世紀に造られたものであるが、鳥や魚などといった、あ

まり宗教をイメージさせないモチーフで埋め尽くされていた。 

 壁に描かれているモザイクは、細片がどのように埋め込まれているか、人物の影のつけ方

がどうなっているのかなどを間近でみることは難しいが、聖堂の床がモザイクで装飾され

ているところも少なくはないため、より近くで鑑賞することができる。写真の床モザイクは、

サン・ヴィターレ聖堂のものである（写真⑤）。 

写真③「東方三賢者と二十二人の聖女の行列」部分 川野撮影 
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■細片（テッセラ）の金 

 モザイクにとって金という色はとても重要な役割を担っているであろう。なぜなら、あま

り光を通さない空間に多く存在するモザイクはわずかな光でも、金色の部分に反射すると

周りが明るく照らされ、それと同時に厳かな雰囲気に包まれるからだ。外からのわずかな光

と、金色それ自体が持つ内なる光がより一層神秘的な感覚を生み出していた。 

多くの場合、人物の背景を埋め尽くしたり、キリストをはじめとする聖人の衣服や光輪に

使われていたりしたが、どのモザイクを見ても金色は必ず使われていたため、必要不可欠な

色であったに違いない。 

 

■終わりに 

 モザイクは神の光にとって重要な素材の一つである。光を反射し、教会内部に集め満たす

とともに、その光に照らされ途切れることなく続いてゆく模様や人物行列は信者たちに心

の安らぎを与えていたのだろう。神聖な光を常に感じ、後世に残していくためにもモザイク

という技法は耐久性や細片のもつ特色などを含め非常に適していた。壁から切り離すこと

が出来ず、その場でしか感じることのできない神の光を体験し、模様、装飾、金という色の

全ての要素が合わさりその光を作り出しているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④サンタ・コスタンツァ聖堂 川野撮影 写真⑤サン・ヴィターレ聖堂 川野撮影 
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結論 

 神の信仰のためにささげたれた会堂建築物、聖堂。そこでステンドグラスとモザイクは同

じ神の光をイメージさせるべく用いられてきた。しかし、両者は同じ光を介した芸術にも関

わらず、比較したときステンドグラスは荘厳、モザイクは平和的という印象をもつであろう。 

 第一にステンドグラスは透過光が、モザイクでは反射光が堂内に光を落とす形になって

いる。またステンドグラスはゴシック建築によって窓が大きいので採光の量が多く、モザイ

クに比べ堂内はやや明るい。圧倒的な鮮やかさが荘厳さに結びつくステンドグラスに対し、

モザイクはその光の弱さが親密さを生み出している。 

第二にキリストの図像について違いを見ることができる。ステンドグラスは様々な色で

着飾った威厳あるキリストが登場するのに対し、モザイクは、羊が共に描かれた善き牧者と

してのキリストが登場する。更にいえば、その中にも観者に親密さを感じさせるものと威厳

を感じさせるものと分けることができる。例えば、モザイクの場合、基本的な建築様式は変

わらないが、レンガ造りであれば、緑を多用した図像が、大理石などで構成された空間では

テッセラの金を多用した図像になるなど内装に合わせて地味な色使いになったり派手なも

のになったりと変化している。ステンドグラスも同様に規模や内装に合わせて色使いや図

像を変化させていた。 

この２点から両者は空間全体の雰囲気に影響を及ぼしているといえる。荘厳で畏怖の念

すら感じるステンドグラスの聖堂へ赴くのか、親密で牧歌的なモザイクの聖堂へ赴くのか。

信者がとりたいと思う神との距離によってこれは変わってくるだろう。中世以前の暗い聖

堂の中で祈りを捧げるというある一定のスタイルに、両者ははじめて人々がこうありたい

と願う神との距離を明確にしたではないだろうか。 

 修復を重ね、現在まで形を保ってきた両者は今では観賞用としての役割も大きくなって

しまった。神の光は、教会のような神聖な場所でそこにいる人自らが感じることのできるも

のであり、決して図版や文献では見ることができない。後世にこの光を残していくためにも、

伝えていくべきである。 
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