ボロー二ヤ、モンテ・
デッラ・グアルディア、
マドンナ・ディ・サン・
ルカ至聖所聖堂

研究論文

260×220cm、

グイド・レーニ︽ロザリオの聖母︾に関する一考察

グイド・レ一二
≪ロザリオの聖母≫
カンヴァスに油彩、

︽キーワード︾十五玄義 マドンナ・ディ・サン・ルカ至聖所聖堂 ボロー二ヤ

−122−

はじめに

グイド・レーニが描いた︽ロザリオの聖母︾ の祭壇画は現在でも
ボローニヤ近郊モンテ・デッラ・グアルディアのマドンナ・ディ・
サン・ルカ至聖所聖堂にある ︵図1︶︒この聖堂には聖ルカが描
いたと言い伝えられている聖母子のイコンがあり︑このイコンが
一四三三年に大雨を晴らすという奇跡を起こしてからイコンとサ
ン・ルカ聖堂はボローニヤの人々の絶大なる崇拝を集めていた︒レー
この伝記を書いたマルヴアジアによると︑このイコンの両脇に設置
するための二点の小さい絵をレー二が制作すると︑サン・ルカ聖堂
を管轄していたドメニコ会の修道女たちがこれらの作品を非常に気
に入り︑聖堂の第一礼拝堂の祭壇画として︽ロザリオの聖母︾をレー
二に注文したという︒
ここには︑聖堂内に雲に乗って顕現した聖母子からロザリオの数
珠を授けられている聖ドミニクスが描かれている︒聖ドミニクスの

（図1）

る︒画面の下三分の一︑階段の下には︑三種の植物が植えられた鉢

いる同じ床面に彼の持物であるユリと本を持つ二人のプットーがい

堂への特別な信仰心もあったと考えられている︒

堂の︽ロザリオの聖母︾が注文された背景には︑彼のこの至聖所聖

行作例と比較することで明らかになるレーこの新しい取り組み︑先

のおもな先

そこには聖母とキリストの生涯からの十五場面︑つまり十五玄義が

行研究では触れられてこなかった十五玄義の表現方法の着想源︑聖

本論ではボローニヤとその周辺の︽ロザリオの聖母︾

描きこまれている︒左の薔薇の枝には喜びの玄義を表す︑﹁受胎告

母の顔が陰になっている理由について考察する︒その前にまず﹁ロ

が置かれ︑それぞれの枝に五個ずつメダイヨンが掛けられている︒

知﹂﹁ご訪問﹂﹁生誕﹂﹁神殿奉献﹂ ﹁博士たちとの論議﹂︑中央の茨

ザリオ﹂ について簡単に説明する︒

ロザリオとは﹁ロザリオの数珠﹂と

﹁ロザリオの祈り﹂両方をさ

一︑ロザリオの祈り︑ロザリオの聖母

の枝には悲しみの玄義を表す︑﹁ゲッセマネの祈り﹂ ﹁苔打ち﹂﹁嘲
弄﹂﹁十字架への追行﹂﹁傑刑﹂︑右の椋欄の葉には栄光の玄義を表す︑
﹁キリストの復活﹂﹁キリストの昇天﹂﹁聖霊降臨﹂﹁聖母被昇天﹂﹁聖
母の戴冠﹂が描かれている︒この祭壇画で注目するべきは十五玄義
図の表現方法であり︑後から確認するようにボローニヤとその周辺

ストとマリアの生涯の十五場面を瞑想するものである︒﹁天使祝詞﹂

す言葉で︑ロザリオの祈りとは数珠を繰って数えながら ﹁天使祝詞

祭壇画より以前に制作された二点の ﹁小さい絵﹂は残っていない

十回につき︑その前後に ﹁主の祈り﹂ ﹁栄唱﹂ を挿入したものを一

の︽ロザリオの聖母︾祭壇画では特殊なもので︑さらに奇妙にも聖

が︑これらの注文に関しては︑初期のレーこの支持者であり︑ドミ

連とし︑ロザリオの数珠の十個の小珠と一個の大珠の連続という並

／アヴエ・マリア﹂を詩篇と同じ数︑百五十回を唱え︑上述のキリ

ニコ会のため仕事をしていた建築家フロリアーノ・アンプロシーこ

びはこれに相当する︒そして一連で一玄義を瞑想するというもので

母の顔が陰になっている点も看過できない︒

の仲介が示唆されている︒レー二はドミニコ会修道女たちの城壁外

ある︒

ラヌス・デ・ルーペ

︵アラーノ・デ・ラ・ロッシュ︑一四七五没︶

このロザリオの祈りは︑一五世紀ブルターニュのドミニコ会士ア

のマドンナ・ディ・サン・ルカ聖堂と市中のサン・マッティア聖堂
それぞれに︑同時期に作品を制作しており︑︽ロザリオの聖母︾ の
制作年代は一五八七−八八年とされている︒

常に厚く︑サン・ルカ至聖所聖堂の聖母子のイコンに祈りを捧げる

ると︑そこに聖母が顕現してロザリオの数珠を授けられ︑その加護

スがアルビジョワ派討伐の際に︑アルビの聖堂で勝利を祈願してい

が伝道し始めたものである︒ドミニコ会の創始者である聖ドミニク

ためにモンテ・デツラ・グアルディアに毎週土曜日に上り︑毎晩キ

のおかげで翌日のミユレの戦いに勝利したという伝説を信じて︑ア

マルヴアジアの記述によると︑レー二は聖母マリアへの信仰が非

リストと聖母の生涯について瞑想していた︒レー二にサン・ルカ聖
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ラヌスが聖母を讃える祈りとして普及に努めたのが発祥である︒
一四七四年ケルンに初めてロザリオの同信会が設立され︑
一四七九年同信会設立の立役者であったケルンの修道院長ヤーコ

に乗った聖母からロザリオを授かる聖ドミニクスを中心に︑ときに

諸聖人︑寄進者︑同信会のメンバーが参列し︑後にはドミニコ会の

聖人であるシエナの聖カテリナも現れる︒

祈るという制限の少ないものだった︒その後︑インノケンティウス

度の百五十回の完遂を目指して毎日少しずつ家やロザリオ礼拝堂で

信会は男女の区別なく入信でき︑会費も必要とせず︑祈りも週に一

次いで同信会が設立された可能性が指摘されている︒ロザリオの同

ツィアに初めて同信会が設立され︑ボローニヤにはヴェネツィアに

信会の活動が正式に認可される︒イタリアには一四八〇年ヴェネ

を受けるには︑口頭の祈りだけではなく玄義の瞑想が不可欠と宣言

決められた瞑想をするものである﹂と教書を公布した︒ここで購宥

十回ごとに主の祈りを挿み︑主イエス・キリストの生涯を例証する

挨拶︵＝天使祝詞︶を百五〇回︑ダヴィデの詩篇と同じ回数繰り返し︑

聖なるおとめマリア自身を賛美することで成り立っている︒天使の

非常に敬慶な祈りである︒すべての人々に手が届く容易な方法で神

ザリオもしくは ﹃神聖なるおとめマリアの詩篇﹄ は︑神を称える︑

一五六九年九月一七日ピウス五世はロザリオの祈りを定義し︑﹁ロ

八世︑アレクサンデル六世が同信会の会員に購宥を与え︑確認した

された︒このためロザリオの祈りに専心しやすくするための十五玄

プ・スプレンガーの要請で︑シクストウス四世によってロザリオ同

ことも相まって︑ロザリオの祈りとその同信会は広く人気を得て急

義は︑教育的機能を持って中央パネルの聖母子と聖ドミニクスと同

二︑ボローニヤとその周辺の︽ロザリオの聖母︾

あった︒

時に描かれ︑イタリアでは周囲をぐるりと取り囲む形式が一般的で

速に普及した︒
ロザリオ同信会はその起源からドミニコ会と強く結びついて発展
してきた同信会であった︒ロザリオの伝道と同信会の設立はドミニ
コ会が独占しており︑同信会はドミニコ会の聖堂に設立されていた
が一五六九年ドミニコ会士の教皇ピウス五世は︑ドミニコ会総長も
しくはその代理人のみが同信会を設立できる権利を確認した︒

や規律︑祈りの手引書の挿絵に現れ︑その登場初期には新しい図像

リオの聖母﹂ のイメージは︑ロザリオの祈りを普及するための版画

わり以前にもあるが︑聖母からロザリオを授けられるという﹁ロザ

る︒一五七〇年ごろボローニヤ︑サン・ドメニコ・フォリ・ポルタ・マッ

ミニクスにまつわるこの祈りは特に熱心に信仰されたと考えられ

ローニヤは聖ドミニクスが埋葬された場所であり︑その起源が聖ド

結びついて﹁ロザリオの聖母﹂を奉る祭壇は急速に普及するが︑ボ

その簡単な祈りの方法︑入会に制限のない同信会︑そして購宥と

のため混乱が見られたが︑同信会の設立に伴う祭壇画︑祭壇彫刻の

ジョーレ聖堂のロザリオ同信会がガブリエーレ・フエツランティー

寄進者などがロザリオの数珠を手にしている作例は一五世紀の終

制作によって発展する︒イタリアでは︑玉座に座った︑もしくは雲

−124−

二に﹁聖ドミニクスとシエナの聖カタリナにロザリオを手渡す聖

の起源から異端に対して効果のあるものとされていたため︑レパン

ロザリオの祈りはアルビジョワ派討伐に勝利をもたらしたというそ

を与えて以降︑より一層ロザリオの祭壇画が奉られるようになった︒

オの聖母に執り成しを祈願したおかげであると認めて︑さらに頗宥

が一五七一年のトルコ軍に対するレパントの海戦の勝利を︑ロザリ

の手で寄進者や観者に別のロザリオの数珠を示すという︑聖人が行

ている︒聖ドミニクスが聖母子からロザリオを受け取り︑もう一方

れられた寄進者は聖人の左手にすでに持たれている数珠を受け取っ

ニクスが右腕を伸ばして受け取っており︑画面左下に大きく差し入

2︶ の祭壇画を制作する︒聖母子から降ろされたロザリオを聖ドミ

ニヤ︑イスティトウート・マテルニタ・エ・インファンツィア︑図

母﹂をフレスコ装飾させたという記述が残っているが︑ピウス五世

トの海戟の勝利の熱狂とともに︑トレント公会議後の反宗教改革の

セロッティやピエトロ・ファツチー二に受け継がれ︑ボローニヤで

心会のメンバーの救済を象徴するものであり︑バルトロメオ・パッ

う地上と天との間の執り成しが強調された型は︑購宥に結びつく同

ボローニヤでは︑レパントの勝利の直後︑一五七一年頃プロスベ

ボローニヤとその周辺でもその数は増加する︒

流れにも乗じて︑ロザリオの祈りとその同心会は爆発的に普及し︑

（図3）ジョヴァン・バッテイスタ・ラメンギ工房《ロザ
リオの祭壇画≫バ二ヤカヴァッロ、サンタ・マリ
ア・デル・カルミネ聖堂

ロ ・ フ ォ ン タ ナ ︵ 一 五 一 二 − 一 五 九 七 ︶ が ︽ ロ ザ リ オ の 聖 母 ︾ ︵ ボ ロ ー 人気を博したものと思われる︒瞑想を促す十五玄義は伝統に従って
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（図2）プロスベロ・フォンタナ≪ロザリオの
聖母≫ボロー二ヤ、イステイトウート
・マテル二タ・エ・インフアンツイア

四角いパネルで周囲を取り囲んでいる︒

ている︒十五玄義は伝統的に周囲を小さいパネルが取り囲んでいる︒

の前でドミニクスとシエナのカテリナにロザリオを授ける聖母子︾

同じジョヴァン・バッティスタ：フメンギによる個人蔵の︽諸聖人

ン・パティスタ⁚フメンギ

︵図4︶ は︑もとはロザリオの祭壇画の一部であったが︑額縁と周

バニヤカヴァソロ︑サンタ・マリア∴アル・カルミネ聖堂にジョヴァ

−一六〇一︶ の工房が描いた︽ロザリオの祭壇画︾ ︵図3︶ は︑

りの十五玄義が欠けており︑上部も削られている︒両脇に控えたド

︵子︶︑一五二一

一五八三年にロザリオ同信会から主祭壇画を注文され︑一五八五年

メニコ会の聖人たちにロザリオを手渡す聖母はこちらに視線を向け

︵バニヤカヴァツロ

に完成したものである︒中心場面は︑上下に分けられ︑上方の雲に

ており︑観者に近い地面にはドミニクスの持物である百合とロザリ

は︽ロ

乗った聖母子が下方に並ぶドミニコ会の諸聖人に向かってロザリオ

︵一五二九−一五九二︶

オの名前が象徴する蓄薇の花が散らばっている︒
バルトロメオ・パッセロッティ

ザリオの聖母︾をよく描いた画家である︒一五七五−八〇年頃サッ

ソレオーネ︑サン・プロスベロ聖堂ロザリオ礼拝堂のために描いた

︽ロザリオの聖母︾︵図5︶は第二次大戦時に焼失し図版だけが残る︒

（図5）バルトロメオ・パッセロッテイ 《ロザリ
オの聖母≫消失、以前はサッソレオーネ、
サン・プロスベロ聖堂ロザリオ礼拝堂

−126−

を示している︒聖ドミニクスは観者と同じように背後を見せて脆い

（図4）ジョヴァン・バッテイスタ・ラメンギ《ロザリオの聖母≫
個人蔵

しながら右手で天を指している︒下方左の聖ドミニクスが聖母を見

ろしており︑左腕に抱かれた幼児キリストは聖ドミニクスを見下ろ

雲の上で三日月を踏みながら膝を折って座った聖母がロザリオを下

スと大天使ミカエル︾ ︵図6︶ を制作している︒画面上方三分の一︑

ン・ピエトロの司教区聖堂のために︽ロザリオの聖母︑聖ドミニク

は︑一五七五年頃ロザリオの祭壇が献堂されていたカステル・サ

も聖母を見上げ︑観者の動作を誘導している︒またパッセロッティ

られたままの本と百合がある︒両聖人の背後の修道士や修道女たち

︽ロザリオの聖母︑聖ドミニクス︑シエナの聖カテリナ︑ダヴィデ王︑

ティにはモデナ︑サン・ドメニコ聖堂の上部聖堂聖歌隊席にあった

セロッティまたはその工房作と考えられている︒さらにパッセロッ

義の祭壇衝立は︑この︽ロザリオの聖母︾と関連するものとしてパッ

リオの祭壇で現在奉られているロザリオの聖母像を取り囲む十五玄

の間には遠く山並み︑地面には百合と薔薇が見える︒同聖堂のロザ

の手には︑模範を示すようにロザリオが握られている︒下辺の二人

は大天使ミカエルがおり︑天秤の上で天に昇ろうとする脆いた人物

が︑下ろした右手にはすでにロザリオと薔薇が握られている︒右に

（図7）ピエトロ・フアツチ一二《ロザリオの聖母》ボローニヤ、
クアルト・インフェリオーレ、司教区聖堂

上げながら伸ばした左手でロザリオと薔薮を受け取ろうとしている

げている聖ドミニクスとシエナの聖カタリナがおり︑地面には広げ

画面を二分割し︑上にはキリストを抱いた聖母︑下には脆いて見上

（図6）バルトロメオ・パッセロッテイ《ロザリオの聖母、
聖ドミニクスと大天使ミカエル≫ボロー二ヤ、
カスチル・サン・ピエトロ、司教区聖堂
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︵モデナ︑セミナリオ・メトロポ

も帰属されており︑一五八〇−八三年の作品と考えられ

グレゴリウス一三世︑信者たち︾
リターノ︶
ている︒

している︒十五玄義は中心イメージの周りに配されているが︑蕎薇

の枝でつながれた珍しい楕円のメダリオンに描かれている︒メダリ

オンに十五玄義を描き込むという形式はレーこの祭壇画の先行作例

に 関 し て は ︑ といえるかもしれない︒いずれにせよ︑これまで見て来たボローニヤ

とその周辺の︽ロザリオの聖母︾ の祭壇画は観者である同信会のメ

ピエトロ・ファッチーニ︵一五六二−一六〇二︶
一五八五年サン・マッティア修道院のドミニコ会の修道女たちが聖

ンバーの存在を強く意識したものであり︑聖人が授かったロザリオ

に見上げるポーズが導入されていることがわかる︒

堂を再建したときに祭壇画を注文され︑ロザリオの玄義が下にある

︵図

をこちら側に提示していたり︑聖母が下ろすロザリオを観者ととも

︽ロザリオの聖母︾

︽生誕︾を描いたという記述が残っている︒また︑ファツチー二は
クアルト・インフエリオーレ司教区聖堂の

レーこの︽ロザリオの聖母︾に関する先行研究において︑画面上

部の聖母からロザリオを手渡される聖ドミニクスの構図の着想源と

を措き︑一五九二−九四年頃の作品とされている︒一枚のキャ

ンバスに中央パネルと別個の十五玄義がはめ込まれたように見せか

して指摘されているのは︑ルドヴィコ・カラッチの︽聖ヒエアキン
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7︶

けられていて︑中央場面では聖母がドミニクスにロザリオを授け︑

トスの幻視︾ 二五九四年︑ルーブル美術館︒以前はボローニヤ︑サ

である︒ルドヴィコ・

位置する︑フエデリコ・バロッテのセニガツリア︑パラツツォ・マ

像の発祥から北方版画に存在していたものである︒この伝統の間に

バーたちがロザリオを受け取る型とともに︑﹁ロザリオの聖母﹂図

聖母子と聖ドミニクスのみという構想は︑聖母子から同信会のメン

﹁ロザリオの聖母﹂ の図像において︑レーこの祭壇画に見られる

せた容貌の現実的表現などレーこの作品とは異なる点もある︒

ノに影響を与えたといわれる鮮やかな︑特に青の色彩や︑聖人のや

するという主題︑対角線構図は確かに類似しているが︑グエルチー

アキントスの幻視︾を比較すると︑ドメニコ会の聖人に聖母が顕現

けるレーこの師匠であった︒レーこの祭壇画とルドヴィコの︽ヒエ

カラッチは一五九八年に断交するまで︑カラッチ・アカデミーにお

ン・ドメニコ聖堂︑トウツリーニ礼拝堂︑図8︶

ドミニクスはそれを左手で受け取り︑右手で画面のこちら側に手渡

（図8）ルドヴィコ・カラッチ《聖ヒュアキン
トスの幻視≫ルーブル美術館

スティーノ・カラッチ︽聖母子と聖マルゲリータ︑聖チエチリア︑

作品は一五八〇年代にカラッチらも影響を受けたものである︒アゴ

ゲリータ聖堂ジエスティ礼拝堂︑図日︶ に由来すると思われ︑この

（図10）ジョヴァン二・／〈ッテイスタ・クレモ二一
二≪ロザリオの聖母≫ブドリオ絵画館

く雲の中とともに顕現した聖母からロザリオを受け取る聖ドミニク

いるブドリオ絵画館の︽ロザリオの聖母︾︵図10︶ がある︒光り輝

夕や︑ルドヴィコ・カラッチ︽聖ヴィンツエンツォの聖母の顕現︾

ルマ︑サン・パオロ女子修道院︑図12︶ における左側の聖マルゲリー

レーこの祭壇画における聖ドミニクスの横顔の図像については︑

じパルミジャニーノの作品から聖母を踏襲している︒しかしこれは

接影響を受けたものと思われる︒一方で︑クレモニーこの作品は同

の︑

︵ボローニヤ︑ウニクレディト・グループ・コレクション︑図13こ

パルミジャニーノがボローニヤ滞在時に制作した作品︽サンタ・マ

パルミジャニーノの影響力の大きさを示すに過ぎない︒

聖人の見上げる横顔の角度や視線の向きはパルミジャニーノから直

ルゲリータの聖母︾︵ボローニヤ国立絵画館︑以前はサンタ・マル

うに思われる︒

スという非常に簡単な構図は︑レーこと特に共通するものであるよ

例 に は ︑ ジ ョ ヴ ア ン 二 ・ バ ッ テ ィ ス タ ・ ク レ モ ニ ー 二 に 帰 属 さ れ て 聖ベネディクトウス︾︵一五八六年︑パルマ国立絵画館︑以前はパ

ボローニヤにおける︑聖母子と聖ドミニクスだけが現れる先行作

スにロザリオを垂直に下ろしている︒

中で︑画面上方に大きく顕現した聖母子が両腕を広げる聖ドミニク

スタイの︽ロザリオの聖母︾︵図9︶ では︑荒野という場面設定の

（図9）フ工デリコ・バロッチ《ロザリオの聖母≫
セ二ガッリア、パラッツオ・マスタイ
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クレモニー二の作品との強い類似はほかにもある︒前述したよう

に︑﹁ロザリオの聖母﹂ の祭壇画は観者としての同信会のメンバー

が強く意識されていた︒しかし︑クレモニーこの作品はレーこのも

のと同じように︑聖ドミニクスは両手で数珠を授かり起きている奇

跡に没頭しているので︑同信会のメンバーである観者の存在は除外

され画面内で完結しているように見える︒クレモニーこの作品では︑

左下に同定されないドミニコ会の聖人が控えめに挿入されてその聖

人が体験した幻視のように表現されているが︑レーこの︽ロザリオ

の聖母︾における新たな装置は︑上部の完結した﹁聖ドミニクスの

奇跡﹂と観者の間に存在する下部に描かれた十五玄義である︒
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画面上部の構図に関してクレモニーこの作品がレーこの祭壇画に

直接影響を与えたとは考えにくいが︑パルミジャニーノの︽サンタ・

マルゲリータの聖母︾からの借用は別にしても︑共通する要素は多

（図13）ルドヴィコ・カラッチ≪聖ヴィンツ工
ンツオの聖母の顕現≫ボロー二ヤ、ウ
ニクレディト・グループ・コレクション

（図11）パルミジャニーノ≪サンタ・マルゲリー
タの聖母≫ボローニヤ、国立絵画館

（図12）アゴステイーノ・カラッチ《聖母子と聖マル
ゲリータ、聖チェチリア、聖ベネディクトウ
ス≫パルマ、国立絵画館

い︒聖ドミニクスを側面から捉える構図は一見して明らかで︑聖ド
ミニクスが体験した幻視の場面に焦点を当てた全体に︑観者である
同心会のメンバーや寄進者が画面に登場せず︑画面内からの働きか
けがないことは︑ボローニャで人気を博した伝統とは異なるレーこ
の祭壇画の先行例といえる︒

三︑十五玄義図
マルヴアジアは︑レー二が祭壇画の周国を囲む玄義の表現の硬直
した定型表現︵﹁SeCCag乳ne﹂︶を破棄し︑その代わり鉢に植えられ

4︶と同様
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た蓄蔵の木に咲く花としてそれぞれのイメージを生き生きと表現し
たと述べている︒マルヴアジアの言うとおり︑レーこの作品の十五

図における絵の上下というだけでなく︑画面内の階段で仕切られた

なくより卜位にある聖母が顕現した聖人の法悦状態を目指すよう差

十五玄義が画面下部に挿入された理由については︑ロザリオの信

設定もこの関係を補強している︒レー二がカラッチ・アカデミーで

玄義は︑これまで見てきたボローニヤのロザリオの聖母のそれと比

奉者たちを画面上部へ導くための装置として設置されたと述べた︒

獲得した自然主義的表現は︑天使や聖母子をまるで肉体を持って存

し向けられていたのかもしれない︒つまりレーこの祭壇画が図示し

ボローニヤにおけるロザリオの聖母の祭壇画は聖人の執り成しによ

在するかのように現前させるが︑階段に上に設置された柱とカーテ

較すると︑別個のパネルとしてではなく画面下部に挿入され︑三つ

る同心会メンバーの救済に重点が置かれていたが︑レーこの祭壇画

ンは聖母子と聖人の存在する次元が異なることを示している︒

ているのは︑眼で見て︑心で想起し︑抽象的な存在を観想するとい

は同心会のメンバー側からのより能動的な働きかけを要求するよう

この柱とカーテンのモチーフ︑特に階段で仕切られた祭壇との境

の植物︵蓄薇︑茨︑踪欄︶ に掛けられたメダリオンとして描かれる

である︒この工夫は神学的根拠に基づいたものと考えられる︒祭壇

目にある球のついた柱は︑バロッチの︽アッシジの購宥︾︵一五七四

うアウグスティヌスの三段階の精神的上昇のようである︒それは構

画の前で同信会のメンバーは画面の外から天使祝詞を唱えながら︑

−七六年︑ウルビーノ︑サン・フランチェスコ聖堂︑図1

という特別なものであることがわかる︒

中間に位置する十五玄義を見て瞑想したであろうが︑それだけでは

（図14）フ工デリコリバロッチ≪アッシジの墳宥≫
ウルビーノ、サン・フランチェスコ聖堂

のもので︑階段−手すりの柱−暗い祭壇など建築的設定も非常によ

義を三部に分ける︑メダリオンを用いる︑植物を背景にするという

いては特殊なものであったことがわかる ︵図15︶︒しかし︑十五玄

それぞれの特徴には先行例がある︒

失われた絵に基づくバロッチの版画から採用されたものであること

十五玄義をレー二が3種の植物で表したように︑受肉︵喜び︶の玄義︑

﹁ロザリオの聖母﹂図像が考案された以前から北方に存在しており︑

3︶に顕現

く似ている︒カラッチたちは一五八〇年代前半にバロッテ作品を研
究しており︑ルドヴィコの篇王ヴィンチエンツォ︾︵図1

が指摘されている︒また︑アゴスティーノは上記の︽聖母子︾を含

受難 ︵悲しみ︶ の玄義︑復活と栄光 ︵栄光︶ の玄義の三つに区分し

円形のフォーマットで聖母とキリストの生涯の場面を描くことは

めてバロッテ作品を版画化しているし︑三人で制作したパラツツォ・

たのはアラヌス・デ・ルーペである︒彼の著作とされるロザリオの

する聖母子は︑フォッソンブローネのカプチン会のために描かれた

ファーヴァの︽イアソンの物語︾の装飾や︑アンニーバレの︽キリ

には十個の蓄薇でできた花輪で縁取られた十五玄義が︑三枚の木版

手引書は︑ウルムで一四八三−九六年の間に七版を重ねたが︑そこ

堂︶ にもバロッチの影

（図16）「喜びの玄義」『我々の親愛なるおとめの詩篇』
VnserliebenfrauenPsalter ウルム、1483年

響が指摘されている︒
バロッチの︽アッシジ
の購宥︾は一五八一年
に自刻により版画化さ
れ広く流通していたの
で︑レー二が知りえた
可能性があると思われ
る︒

次に十五玄義その
ものの表現方法につい
て︑鉢に植えられた三
種の枝にメダリオンを
掛けるという手法はボ
ローニヤの祭壇画にお
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ストの洗礼︾︵ボローニヤ︑サンティ・グレゴリオ・エ・シーロ聖

（図15）グイド・レ一二《ロザリオの聖母≫部分「十五玄義」

画に分けられ差し挟まれた︵図1

6︶︒

イタリアにおいて︑十五玄義をメダリオンで表現してさらに画面
に挿入した祭壇画の先例には︑ロレンツォ・ロットの︽ロザリオの
聖母︾二重二九年︑チンゴリ︑サン・ドメニコ聖堂︑図17︶があり︑
五個ずつ三列で構成され︑下から喜び︑悲しみ︑栄光の玄義が表さ
れている︒しかも︑それらは薔薇の生垣に設置されている︒しかし
ながら︑この方法は︑ロザリオの聖母が非常に多く描かれたマルケ
地方でも引き継がれることはなく︑ロットの仁五玄義図の表現方法
とその図像については北方版画の影響が指摘されているが︑レー二
が直接テンゴリの祭壇画や北方版画を参照したとは考えにくい︒
その代わり︑レーこの十五玄義表現に影響を与えた可能性があ
るのは︑イタリアのロザリオの手引書である︒一五二一年にヴエネ

（図17）ロレンツオ・ロット《ロザリオの聖母≫
チンゴリ、サン・ドメニコ聖堂

ッィアで出版されたアルベルト・ダ・カステッロの﹁光り輝くおと

めマリアのロザリオ﹂は︑イタリアで出版された初めてのロザリオ

の手引書で一六〇三年まで一八版を越えたが︑一九〇を越える挿絵

の中には︑三つに分けられたメダリオンの十五玄義があり︑それぞ

れが大きな薔薇の五枚の花弁の中に表されている︵図1

一五七三年にローマで出版されたアンドレア∴ンヤネッティ・ダ・

サローの﹁至聖なるおとめマリアのロザリオ﹂の挿絵では︑鉢植えの

薔薇の木に花として五個ずつメダリオンが掛けられている︵図19︶︒

これらの玄義はロザリオの数珠の大珠として措かれており︑中心に

聖母像が存在するが︑植物にメダリオンを掛けるという手法におい

て︑レーこの着想はこれらの版画に近いのではないかと思う︒

RosariodellagIoriosaverglneMaria
ヴェネツィア、1524年版

8︶︒また︑

（図18）「栄光の玄義」アルベルト・ダ・カステッロ
『栄光に満ちたおとめマリアのロザリオ』
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この設計でロザリオの聖母に捧げられた新たな祭壇が建てられた︒

な礼拝堂の使用を許され︑一五九二年フロリアーノ・アンプロシー

着想を得ているようである︒一五七六年ロザリオ同信会がより大き

したボローニヤ︑サン・ドメニコ聖堂ロザリオ礼拝堂からいくつか

メニコ聖堂におけるカルヴァールトの作品︵図20︶と︑︽聖母の戴冠︾

︽神殿奉献︾ の祭司︑祭壇︑聖母を横から捉えた構図は︑サン・ド

像の形成に影響を与えたと思われる︒たとえば︑サン・ルカ聖堂の

ザリオの聖母︾以前の制作となることから︑レーこの十五玄義の図

冠︾などが新たに帰属されている︒これらはサン・ルカ聖堂の︽ロ

アリーニ︽キリストの嘲弄︾︑ラヴィニア・フォンタナ︽聖母の戴

そしてそのロザリオ礼拝堂に安置する十五玄義の祭壇衝立の制作が

の左側のキリストが右手で背を見せながら戴冠する着想も先行する

レーこのメダリオン内の十五玄義の図像については︑自身も参加

当時最も有名だったボローニヤの画家たちに任され︑一五九七年に

ラヴィニア・フォンタナの玄義 ︵図21︶ に共通する︒

しかしながら︑サン・ドメニコ聖堂でレーニ自身が描いた︽昇天︾

完成した︒マルヴァジアはこの作品群の制作年代と各作品の帰属に
ついて多少の誤解があったがことが明らかになっているが︑その記

また︑︽博士たちとの論議︾を横から描写し︑ヒエラルキーを明ら
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述 か ら ル ド ヴ ィ コ ・ カ ラ ッ チ ︑ デ ニ ス ・ カ ル ヴ ァ ー ル ト ︑ バ ル ト ロ とサン・ルカ聖堂のものを比較すると兵士の数が少なくなっており︑
メオ・チェージが参加したことは確実とされ︑グイド・レーニ︽キ

かにすることに対する先例は少ない︒構想においてこれらのことが

（図20）デニス・カルヴァールト《神殿奉献≫
ポロ一二ヤ、サン・ドメ二コ聖堂
ロザリオ礼拝堂、十五玄義の祭壇
衝立の一部

起こる理由として推測されるのは︑サン・ルカ聖堂の十五玄義は約

リストの昇天︾︑アルバーニ︽聖母被昇天︾︑アレッサンドロ・ティ

（図19）「栄光の玄義」アンドレア・ジャネッティ・
ダ・サロー『至聖なるおとめマリアの
ロザリオ』RosariodeIlasacratissima
VergineMariaヴェネツィア、1587年

亘径約四二cmである︒画面が

十四×十八cmと画面が小さいことである︒サン・ドメニコ聖堂のも
のは七二×六六竺ロットのものでもl

小さいことから︑容易に内容を見て取れる説得力が必要とされてい

る神学的根拠に基づく上下を強調した画面構成やドメニコ会が出版

したロザリオの祈りの手引書の版画に由来する特殊な十五玄義に関

しては︑助言者の存在を考慮するべきである︒また︑最初に指摘し

たとおり︑聖母の顔が陰になっていることは聖母を賛美するロザリ

オの祭壇画には奇妙であり︑構図は数珠を授けられている聖ドミニ

クスに焦点が当てられているようである︒レー二にこの特別な︽ロ

ザリオの聖母︾を注文したのは︑マドンナ・ディ・サン・ルカ至聖

所聖堂のドミニコ会の修道女たちであり︑彼女たちが管轄していた

場と彼女らを取り巻く当時の状況が影響したと考えられる︒至聖所

聖堂を管轄するドミニコ会の修道女たちには︑この時期に通常以上

に自分たちの修道会の聖人を主題にした作品を注文する必要があっ
た︒

モ・マッジョーレ聖堂︶では︑祭壇を横に置く構図を採用しているが︑

ルヴァールトは︽神殿奉献︾の祭壇画︵ボローニヤ︑サン・ジャコ

レーこの前の師匠であったカルヴァールトにおいても見られる︒カ

拝堂を含んで幅約九︑四m奥行き約二十一m︑床からヴォールトま

ましい聖堂であった︒一四八一年に改築された当時の建物は︑主礼

の祭壇画が最初に飾られたのは同時代の聖堂と比べると簡素でつつ

現在の聖堂は一八世紀に大幅に改築されたものであるが︑レーこ

四︑マドンナ・ディ・サン・ルカ至聖所聖堂

レー二が参照したと思われるサン・ドメニコ聖堂の同主題の十五玄

での高さ約八・五m︑内部は約八・五×一五・五mの長方形の身廓

たため︑構図が単純化されたと考えられる︒これと同様のことが

義では祭壇を斜めに置いており︑ロザリオ礼拝堂の巨大な祭壇の一

な窓と入口扉があり︑最終的に右側に礼拝堂が二つ備えられた ︵図

い修道院を背にしていた︒身廊左側に高くにうがたれた二つの大き

に則って東を向いた聖堂は︑北側は平原︑南側は修道女たちの小さ

と約五・五×五・五mの多角形の主礼拝堂で構成されていた︒典礼

︽ロザリオの聖母︾に見られ

部であった﹁神殿奉献﹂の場面を遠くから見ても一見して内容がわ
かるように構想されたと思われる︒

ここまでで明らかになったレーこの
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（図21）ラヴィ二ア・フォンタナ《聖母の
戴冠≫ ボロー二ヤ、サン・ドメ
二コ聖堂ロザリオ礼拝堂、十五
玄義の祭壇衝立の一部

たちに請ったことからはじまる︒しかし︑完全にドミニコ会の所属

この聖堂がボローニヤの人々にとって重要であるのは︑巡礼者が

22︶︒現在︑サラゴツツァ門からモンテ・デツラ・グアルディアの

この聖堂は元からドミニコ会派だったわけではない︒十二世紀末︑

コンスタンティノープルからもたらしたという伝説が残る聖母子の

となったのは一四九二年に修道女たちが要請し︑一五〇二年ユリウ

アンジェリカという名前の貴族が両親から受け継いだグアルディア

イコンが安置されているためである︵図23︶︒このイコンはアンジェ

丘の頂上の聖堂まで最も長いポルティコが続くことで有名だが︑そ

の丘の土地で宗教的隠遁生活を始めたとき︑彼女が目指したのは何

リカの隠遁生活以前から伝わっていたとされるが︑そのイコンの行

ス二世の認可を受けてからである︒

にも属さない修道女たちの精神的生活だった︒隠遁者の庵に近かっ

列が一四三三年の豪雨を晴らすという奇跡を起こしてから特に崇拝

の建設も一八世紀である︒

た︑当時はサンタ・マリア・デル・モンテ・デッラ・グアルディア

を集めるようになり︑聖ルカの手によるものと言い伝えられるよう

（図23）聖母子のイコン、ボロー二ヤ、マドンナ・
ディ・サン・ルカ聖堂

奇跡によって︑マドンナ∵ディ・サン・ルカ至聖所聖堂となったの
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と称した聖堂とドミニコ会との関係は︑アンジェリカが宗教的補助

（M．Fanti，G，Roversi，LaMbdonnadiS．LucainBo／Ogna，

になった︒グアルディアの丘の聖母に捧げられた小さな聖堂がこの

Bo10gna，1993，P．140．）

としての慰めと支えをサンタ・マリア・ディ・レーノ聖堂の修道士

（図22）
下：1481年改築後のマドンナ・ディ・サン・ルカ聖堂
の平面図と立面図
上：18世紀初めの平面図

の丘に続くポルティコは行列と参拝者のために建設された︒この聖

トロニオ聖堂までイコンを運ぶ荘厳な行列がなされ︑グアルディア

皇に対する自治の主張など︶ の際に︑丘の頂上から市中のサン・ペ

である︒十五世紀の間は毎年︑それ以降は特別な祈祷 ︵悪天候︑教

ているのは︑奇跡を起こすイメージとして崇敬されていたこのイコ

ずである︒画面の左に配置された﹁ロザリオの聖母﹂の顔が陰になっ

で祈りを捧げるときロザリオの祭壇の左手には主礼拝堂が見えたは

堂に飾られた︒つつましい聖堂の中で︑同信会のメンバーがその前

していたといえる︒礼拝されている聖なる対象が陰になっている例

ンの聖母を暗示する目的で故意になされたと考えられ︑至聖所聖堂

聖なるイコンを管理するグアルディアの丘の修道女たちは

はグエルチーノの︽ロレートの聖母像の前で脆拝するシエナの聖ベ

母子のイコンはボローニヤの人々にとって特別な崇敬の対象であり

一四〇〇年代前半の度重なる戦闘で︑町の近くにサン・マッティア

ルナルディーノと聖フランチェスコ︾

に置かれた祭壇画はかの有名な聖なるイコンをそれほどまでに意識

聖堂を創立しその宗教活動の中心を移すことになり︑十六世紀に入

画館︶ などにも見られるが︑レーこの祭壇画の場合は奉られる場と

シンボルでもあった︒

るとサン・ルカ聖堂にはサン・マッティア聖堂から修道女たちが二

緊密に一致したものといえる︒

堂に修道院長代理として派遣された修道女たちは連続してヴオール

ツォ・ダ・イモラに注文している︒一五七〇年代からサン・ルカ聖

を修復させたことに始まり︑一五三八年には祭壇画をインノチエン

使ったといわれる︒それは一五三五年にサン・ルカの修道院と聖堂

出身者が多く︑彼女らの聖堂の修復や装飾のために自身の財産を

いたのはドミニコ会の修道女たちであるが︑彼女たちは裕福な家の

ティア聖堂とそこから派遣されたサン・ルカ至聖所聖堂を管轄して

が訪れ︑パレオッティ大司教が修道院改革を始めたとき︑街から遠

堂の修道女たちは危機的状況にあった︒一五七一年教皇庁から視察

トレント公会議後の修道禁域の徹底化を図る動きの中で︑至聖所聖

の修道女たちは懸命に至聖所聖堂を整備・装飾していたが︑一方で︑

の祭壇画が特別な状況で注文されたためと考えられる︒ドミニコ会

はその後に制作された祭壇画には適応されていない︒それはレーこ

同じ聖堂の聖なるイコンを意識したためであると思われるが︑それ

聖母を讃えるロザリオの祭壇画で聖母の顔が陰になっているのは

︵一六一八年︑チェント︑絵

年ごとに派遣されるようになった︒前述したように︑当時サン・マッ

ト︑主礼拝堂︑聖堂入口へ続く正面の大階段︑長いすなどの調度品

いグアルディアの丘での修道女たちの活動における規律が伝統的に

からサン・マッティア聖堂のドミニコ会の修道女たちを追いやり︑

を整えていった︒聖なるイコンを礼拝するために訪れるボローニヤ

レーニへの祭壇画の注文もこの至聖所聖堂装飾の一環であったと

聖なるイコンの管理する権限を彼女らから取り上げようとする動き

制限的であったことを答められたのである︒サン・ルカ至聖所聖堂

考えられる︒少し前に設立されたロザリオ同信会のために︑︽ロザ

が出始めていた︒実際一六〇一年クレメンス八世がその命令を下す

の人々を迎えるためである︒

リオの聖母︾はイコンの安置された主礼拝堂に向かって右側の礼拝
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にすることで有名な聖なるイコンを暗示させることで︑サン・ルカ

ミニコ会修道女たちの存在のアピールであり︑さらに聖母の顔を陰

か︒︽ロザリオの聖母︾がサン・ルカ聖堂に置かれること自体がド

し︑修道会の創始者を称える祭壇画を制作させたのではないだろう

リオの聖母﹂という特に自分たちの修道会と結び付いた主題を選択

を主張する必要に迫られていたといえる︒そこで彼女たちは ﹁ロザ

理権が移されることにおぴえ︑そうならないよう自分たちの正当性

あるが︑それ以前からドミニコ会の修道女たちは聖なるイコンの管

ものであったと思われる︒この出来事はレーこの祭壇画の制作後で

移ることはなかったが︑ドミニコ会の修道女たちの危機感は相当の

う︒結局は元老院の仲介や禁域を強化する壁の建設により管理権が

と︑すぐに多くの男子修道会が彼女らに代わることを申し出たとい

し︑ロザリオの聖ドミニクスの奇跡とイコンを︑すなわちドミニコ

をあえて陰にすることで聖母の向こうに見えるイコンの存在を暗示

始者を請える祭壇画を制作させた︒そして聖人に顕現する聖母の顔

脅かされていたとき︑自分たちの存在を主張するように修道会の創

イコンを安置していたマドンナ・ディ・サン・ルカ聖堂の管轄権が

別な配慮があったと思われる︒ボローニヤの人々が崇敬する奇跡の

た︒このような制作は注文主であったドミニコ会の修道女たちの特

会士が出版したロザリオの祈りの手引書の挿絵に見られるものだっ

を鉢植えの植物に掛けられたメダリオンの中に描くのは︑ドミニコ

う精神の上昇と呼応する上下関係の構図を用いた︒また︑十五玄義

観想まで導くのに︑︵観者−︶ 十五玄義−聖ドミニクスの幻視とい

た聖人の執り成しを強調する伝統には従わず︑同信会の信者たちを

壇画は急増する︒しかしグイド・レーニはボローニヤの主流であっ

た︒

会とサン・ルカ至聖所聖堂を結びつける工夫がなされたと結論付け

聖堂という場とのつながりを強調したものと考えられる︒
つまり︑ドミニコ会の修道女たちはそれ以前から続いていた教皇
庁との対立を回避するために︑神学的根拠に基づく︑より敬度な祭
壇画を︑しかしながら自分たちの聖なるイコンの管理権を主張する

おもな先行研究は以下参照︒C．C．Ma−くaSia︸恕訂訂白鼠等訂m㌧註内乱乳官誉rh

ために︑ドミニコ会特有といえる ﹁ロザリオの聖母﹂ の祭壇画を︑
さらに聖なるイコンを暗示した︑自分たちとサン・ルカ至聖所聖堂
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の結びつきを強調する祭壇画を制作させたのではないだろうか︒

おわりに

の祭

ピウス5世によってロザリオの祈りの功績が認められたレパン
トの海戦の後︑ボローニヤとその周辺でも︽ロザリオの聖母︾
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