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序章 

 

（1）聖ユリイ教会堂の特徴 

西部ウクライナのリヴィヴ州ドロゴビチ市にある聖ユリイ教会堂（1657）は、ウクライ

ナ全国に現存する木造教会堂の中で特に注目すべき建造物である。その理由として、他の

木造教会堂に見られないような壁画の数の多さと保存状態の良好さと並び、構成上の特質

を挙げることができる。その建築史的及び美術史的な価値は国内外の研究者の関心を集め

ている。その価値が世界的に認められた証として、聖ユリイ教会堂は 2013 年 6 月にカンボ

ジアで開催された第 37 回世界遺産委員会において世界文化遺産として登録された。 

聖ユリイ教会堂はウクライナの木造教会堂に共通する構成を示すものの、平面プランは

ドロゴビチ市が属するリヴィヴ州だけではなく、ウクライナ全国において異例なものであ

る。聖ユリイ教会堂の婦人室は、その地域にほとんど見られない六角形を示し、さらに入

口の扉は西正面ではなく、北西に逸れた狭い壁に設置されている。このような扉の配置は、

同地方の教会堂に比べて、他に類を見ないものである。 

上記のような構成上の特質に加え、聖ユリイ教会堂の内部空間も特徴的である。なぜな

らば、聖ユリイ教会堂の婦人室と礼拝室は隙間なく壁画に埋め尽くされているからである。  

ウクライナの木造教会堂の内部装飾としてはイコンを使うのが一般的であるが、教会堂の

一部にイコンだけではなく、木面に直接描かれた壁画が見られる教会堂で現存するものは

ごくわずかである。815 棟の木造教会堂が現存する西部ウクライナのリヴィヴ州では、壁画

のある教会堂は 10 棟前後しかない1。その中でも代表的なものとして見なされているのは、

聖ユリイ教会堂である。図像の数と保存状態から言えば、聖ユリイ教会堂の壁画はウクラ

イナ全国の教会堂の中において最も重要であると言っても過言ではない。 

 

（2）先行研究 

ウクライナの木造教会堂建築に関する研究は、充分であるとは言えないが、教会堂建築

の概要およびプランの分類や地域毎の特質は論じられてきた2。しかし、単体建築に関する

研究は、その建築を紹介する記事や短い概説書はあるとはいえ、学術論文は、ミリャエワ

（1971）の『ポテーリチの壁画』の他には皆無である3。 

                                                   
1 三位一体教会堂（1720）、ミハイロ大天使教会堂（1598）、三位一体教会堂（1654）、生神女降誕教会堂

（1900）、聖ミハイロ教会堂（1754）、聖イグナティ教会堂（1712）、聖霊教会堂（1555）、十字架挙栄教

会堂（1613）、聖ユリイ教会堂（1657）、無原罪懐胎教会堂（1762）、聖ミハイロ教会堂（1697）、聖ミハ

イロ教会堂（1663） 
2 ウクライナの木造教会堂の分類を目的とした研究は 19 世紀末から 20 世紀初頭に始まった。最近の研究
では、プランに基づく大分類の中で、塔の数による細分類を行うというやり方が主流である。(Тарас Я. 
Українська сакральна дерев`яна архiтектура, Укрпол, 2006.) 

3 Миляева Л., Росписи Потелыча (Москва: 1971). (Milyaeva L. Murals of Potelych) 
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聖ユリイ教会堂は上記のような特質を持っているにもかかわらず、聖ユリイ教会堂に関

する研究は、ログヴィン（1982）のような概説書の一部で簡単に触れているのみであり、

実証を伴わない仮説に留まっている4。聖ユリイ教会堂の構成上の特質を実証的に検証する

必要がある。と同時に構造と壁画の関係を明らかにするという課題が残されたままである。

さらに、17 世紀後半から 18 世紀初頭に施された壁画の図像同定を行い、壁画が配置された

プログラム（図像プログラミング）を解明しなければならない。また、聖ユリイ教会堂に

おける壁画の特徴を論じるうえで同地域の壁画を所有する木造教会堂の遺構との比較は欠

かせない。 

聖ユリイ教会堂を対象とした研究は 20 世紀初頭に始まった。研究者の注目を集めた主な

点は、聖ユリイ教会堂の特異な平面構成と壁画である。平面構成を論じる研究には、ドラ

ガン(1937)5とユルチェンコ（1969）6がある。聖ユリイ教会堂の平面構成の成り立ちにつ

いて二者の見解は一致しておらず、また証拠も示されていない。両者は聖ユリイ教会堂の

構成上の特質に関する仮説を立てている一方、時代検証を行うことなく、聖ユリイ教会堂

の成り立ちの背景にある歴史に一切触れない。 

聖ユリイ教会堂の壁画に関する研究には、ジョルトフスキー（1988）がある。ジョルト

フスキーはウクライナの美術史が専門の学者であり、17 世紀から 18 世紀のウクライナ美術

という広範囲な研究の中で聖ユリイ教会堂の壁画に軽く触れている7。さらに、教会堂の建

築と壁画との関係に触れていない。 

 本論は、上述した先行研究を十分に踏まえた上で、歴史・建築史・美術史という多角的

な視点から聖ユリイ教会堂の特質を論じる横断的な研究である。先行研究において上記の

すべての分野を同時に視野に入れた研究はなく、それぞれの分野の領域を超えて木造建築

の実体を把握する包括的な研究は見られない。本論は、聖ユリイ教会堂をこの三つの分野

の観点から分析する最初の試みになるため、歴史・建築史・美術史の専門家をはじめ、地

域文化や民俗建築を専門にしている人にとって貴重な事例になると思われる。さらに、上

述したアカデミックな還元に加え、本論をウクライナ国内に発表することによって、木造

教会堂建築に対する関心の向上や観光資源などとしての活用に繋がる成果が期待できる。 

 

（3）本論の構成 

本論の第一章では、聖ユリイ教会堂の平面構成の成り立ちを明らかにするため、建築史

的なアプローチに基づく時代検証を行う。先行研究では、聖ユリイ教会堂の成り立ちをは

じめ、教会堂の修復や増築の年代は数字として出ているものの、時代そのものに関する検

                                                   
4 Логвин Г., Украина и Молдавия Справочник – путеводитель (Москва: Исскуство, 1982). (Logvin 

G. Ukraine and Moldova. Directory and Guide) 
5 Драган М., Українськi дерев`янi церкви. Гiнеза i розвiй форм (Львiв: 1937), 120. (Dragan M. 

Ukrainian Wooden Churches. Origin and Development of the Form) 
6 Юрченко П. «Видатна пам`ятка народного мистецтва». Українське мистецтво. 2 (1969): 105-107. 

(Yurchenko P. Famous Monument of National Art. Ukrainian Art) 
7 Жолтовський П., Монументальний живопис на Українi 17-18 ст. ( Київ: 1988). (Zholtovskyi P. 

Monumental Painting in Ukraine in 17-18 centuries) 
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証がなく、聖ユリイ教会堂の変遷に係わる歴史的な事情が明らかにされていないまま、聖

ユリイ教会堂の特質が述べられている。本論では、原史料8を元に聖ユリイ教会堂が現在の

形態に至るまでの経緯を確認する。その上で、特に聖ユリイ教会堂の建築的形態に大きな

変更を加えた 1657 年の修復と 1678 年、1711 年の増築に注目し、それらが行われた状況を

ドロゴビチ市の歴史というプリズムを通して考察する。最後に、それらが起因することに

なったと思われる歴史的な要因をまとめる。 

歴史的な要因を明らかにした上で、第二章ではまず、ウクライナの木造教会堂建築の分

布と基本的な構成を紹介し、ヨーロッパの木造教会堂建築との比較から見えてくる構造的

な特性に焦点を当てる。さらに、聖ユリイ教会堂建築全体の記述をした後、現地調査で得

た実測データや、観察データの分析によって入手した実証を元に聖ユリイ教会堂の平面形

の特徴を明らかにする。 

 第三章では、現地調査の際に撮影した画像データをキリスト教図像事典9や既に同定され

ているウクライナ木造教会堂の壁画図像と照合し、同定を行う。同定の後、聖ユリイ教会

堂の壁画図像が持っている特徴を論じる。その際、以下の遺構の壁画と比較を行う。 

 

Ⅰ．ドロゴビチ市十字架挙栄教会堂（1613） 

Ⅱ．ポテーリチ村聖霊教会堂（1555） 

Ⅲ．リヴィヴ市三位一体教会堂（1654） 

 

この三つの教会堂を選んだ理由は、それらの壁画が描かれた時期が聖ユリイ教会堂の壁

画が描かれた時期に最も近いということである10。それに加えて、3 棟とも聖ユリイ教会堂

と同じく西部ウクライナのリヴィウ州にある。同地域の他の作例と比較をすることによっ

て、聖ユリイ教会堂の図像の選択と配置に関して地域に共通する一般的な点と聖ユリイ教

会堂にしか見られない変則的な点が抜き出される。 

聖ユリイ教会堂の図像の性格を明らかにした上で、壁画と教会堂の構造との関係を考察

し、図像プログラムの意図を解明する。さらに、図像配置図を完成させる。 

以上のように、本論では、聖ユリイ教会堂の変遷を明らかにし、教会堂建築がもつ構成

上の特質を実証に基づき解明する。そのうえ、図像配置プログラムに関する考察や図像配

                                                   
8 本論で扱う原資料は、『ラヴレンチエフスキー年代記』(Laurentian Chronicle)、『ヴォスクレセンスキー

年代記』(Voskresensk Chronicle)、『イパチエフスキー年代記』(Ipatiev Chronicle)、『ポーランド王室勅

令集』 (Summary Catalogue of Kingdom of Poland)、『聖ユリイ兄弟団の記録集』(Catalogue of Saint 

George Brotherhood)である。 
9 Lexikon der christlichen Ikonographie. Hrsg. von Engelbert Kirschbaum (Bd. 1–4) und Wolfgang 

Braunfels (Bd. 5–8). 8 Bände. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau u.a. 1968–1976. 

柳宗玄編（1990）『キリスト教美術図典』吉川弘文館 

大貫隆編（2008）『岩波キリスト教辞典』岩波書店 
10 聖ユリイ教会堂の壁画には、1660～1670 年代に施された礼拝室の壁画と、1691 年に完成した聖歌隊の

壁画と、1714 年に完成した婦人室の壁画という三つのグループがある。 

http://www.quickiwiki.com/de/Engelbert_Kirschbaum
http://www.quickiwiki.com/de/Wolfgang_Braunfels
http://www.quickiwiki.com/de/Wolfgang_Braunfels
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置図の作成を行うことで、聖ユリイ教会堂の建築や内部空間構成に係わる問題を広範に包

括することになる。 

聖ユリイ教会堂は 17世紀に建設されたウクライナの木造教会堂の中で特に重要な遺構で

あるため、本論で聖ユリイ教会堂を取り上げることによって、17 世紀のウクライナ木造教

会堂建築史及びウクライナ美術史において新たな見解を示すと共に、世界の木造建築史の

研究に貢献できると思われる。聖ユリイ教会堂の壁画は、「地域の聖書」と呼ばれているほ

ど、17 世紀～18 世紀における西部ウクライナの生活の記憶を保有している。しかし、時代

と共にその記憶は消えつつある。聖ユリイ教会堂の壁画まだ記録可能な保存状態にある今

こそ、その壁画の記録をできる限り正確かつ厳密に行う必要がある。 

聖ユリイ教会堂を訪れる者はまず、周辺の風景の中でひときわ目立つ聖ユリイ教会堂の

外観に驚く。壮大で豪華な教会堂の建築は多くの観光客を呼び寄せている。しかも、教会

堂内部に足を踏み入れた者は、内部空間にある壁画のスケールにも驚くに違いない。 

このような建築は、適切な保存管理をしないと姿を消してしまう。本論は、聖ユリイ教

会堂の認知度を上げることにより、教会堂の保存に貢献できると考えられる。 
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第一章 歴史的な背景 

 

第一節 ウクライナの教会堂建築 

第一項 キエフ・ルーシ国家のキリスト教化と教会堂建築の誕生 

 

 ウクライナは東ヨーロッパに位置する国家である。ヨーロッパ大陸にある国の面積で見

ると、603,628 平方キロメートルの面積を持つウクライナはヨーロッパの最も広大な国家で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1ヨーロッパ大陸の地図 

 

現在のウクライナの領土に国家が成立したのは、9 世紀のことである11。その国家はキエ

フ公国を中心に構成されたキエフ・ルーシ国家である。コンスタンティノポリス総主教の

フォティオス一世（在位 858 年－867 年、877 年－886 年）が残した記録によると、キエフ・

ルーシ国家は 860 年にビザンティン帝国を襲撃するほど軍事力を保有し、ヨーロッパ大陸

における重要な位置を占めていた12。 

そのキエフ・ルーシ国家の歴史の中で最も重要な出来事の一つはキリスト教化である。

それを推進したのは、10 世紀に活躍した偉大な人物であるヴォロドィーメル公（在位 978

－1015）であった。キエフ・ルーシ国家をキリスト教化するという彼の政治的な判断には

様々な理由がある。当時の年代記はその理由を探る際の一つの情報源になり得る。しかし、

同じ出来事が年代記によって全く異なる意図で説明されているので、より正確な考証を求

めるならば、キエフ・ルーシ国家の年代記だけではなく、ビザンティンやアラブ世界の年

                                                   
11 Грушевський М., Історія України-Руси. Т. 1. (Київ: 1913), 6. 
12 Photii epistolae, ed. Valetta, Londini 1864 p. 178.（フォティオス 1 世（820－896）の手紙） 

ウクライナ 
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代記の総合的な比較検証を行う必要がある13。この様な年代記の比較検証は、ウクライナの

有名な歴史家であるグルシェフスキーによって行われた14。その検証の結果、ビザンティン

の年代記編集者は歪曲された立場から語っていたのに対し、シリアの記録者はより中立な

立場に立っていたということが明らかになった。また、グルシェフスキーの研究によると、

ヴォロドィーメル公の改宗に一番大きな影響を与えたのは、ビザンティン帝国と血縁関係

を持とうとする強い野望であった。当時のビザンティン帝国から見れば、キエフ・ルーシ

国家はまだ野蛮な世界であった。一方、キエフ・ルーシ国家から見れば、輝かしい力、威

光、影響力、文化、美術といったような国家の地位を決める象徴のすべてがビザンティン

帝国という一つの言葉に込められていた。したがって、ヴォロドィーメル公をはじめ、キ

エフ・ルーシの政治家にとってビザンティン帝国と血縁関係を持つことはそれらの象徴に

繋がることを意味した。また、当時のキエフ・ルーシは国家として建立を迎えたばかりで、

その国家の土台にビザンティンとの絆は不可欠であった。しかし、言うまでもなく、ビザ

ンティン皇帝にとって、当時野蛮と考えられていたキエフ・ルーシ人との血縁関係は決し

て望ましいことではなく、自尊心を傷つけられることになる。キエフ・ルーシのキリスト

教化時にビザンティン皇帝であったバシリウス帝（在位 976－1025）の祖父にあたるコン

スタンチン帝（在位 908－959）が自分の息子に向けた教訓集では、｢ビザンティン帝国と

血縁関係を望んでいる野蛮人が沢山いるが、そのような野望は許せない行為であり、絶対

にあってはならないことである」と述べている15。勿論、バシリウス帝も父と同様に祖父の

教えを守り、自分の妹であったアンナの婿としてキエフ・ルーシ人を迎えることは想像さ

えできなかった。そして、このような状況の下でヴォロドィーメル公が何よりも望んでい

たことは起こり得ないと考えられていた。叶わぬ夢のままで終わるはずだったが、ある出

来事によって現実になった。 

地位が低く、野蛮人の国として扱われていたキエフ・ルーシ国家には上述したように強

力な軍事力があった。980 年代にバシリウス帝が帝国内の敵に襲われ、皇帝の座が奪われる

危機に直面した際に、軍事力を持つ北の隣人に助けを求めるしかなかった。ヴォロドィー

メル公がこのような機会を見逃すはずはなく、軍事的な支援をする見返りにアンナとの結

婚を申し入れた。 

                                                   
13 キエフ・ルーシ国家のキリスト教化に関する最古とされている年代記を 11 世紀に書いたイラリオンは、

キリスト教化の理由として、ヴォロドィーメル公がキリスト教に対して持っていた憧れの気持ちのみであ

ると述べている。また、ネスター年代記編者（Nestor the Chronicler）も、同様な理由を挙げている。ヴ

ォロドィーメル公を宗教に全く興味がなく、女好きな男性として描写し、天から下された試練を乗り越え

て初めてキリスト教を信じるようになったと主張している。一方、シリア出身のイブン・ヤーヒャやアル

メニアのアソヒク（Stepanos Asoghik or Stepanos Taronetsi）の記録書からキリスト教化の本当の理由

になった政治的な背景が見えてくる。 
14 Грушевський М., Історія України-Руси, Т. 1 (Київ: 1913), 148. (Grushevskiy M. History of 

Ukraine – Rus`. Volume 1.) 
15 Константин Багрянородный, Об управлении империей. Под ред. Литварина Г. (Москва: Наука, 

1991), 35. (Constantine "the Purple-born". On the Administration of the Empire. Edited by Litvarin 
G.) 
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この様な状況下で、バシリウス帝には選択の余地がなく、条件付きでその申し込みを受

け入れざるを得なかった。その条件とは、ヴォロドィーメル公がキリスト教の洗礼を受け

ることであった。それに対しヴォロドィーメル公は抵抗することなく、その条件を受け入

れ、キリスト教徒になった。そして、国王である自分だけではなく、自分の民もキリスト

教徒に改宗させた。この大きな出来事は 988 年に起きたキエフ・ルーシのキリスト教化と

して知られている。 

 キリスト教導入以前のキエフ・ルーシの国民は多神教であったため、多くの人は洗礼を

受けることに対し強い抵抗があり、強制的に洗礼を受けさせられたと年代記が語る。しか

し、キリスト教自体は人々にとって全く無縁なものではなかった。実際、ヴォロドィーメ

ル公の祖母であるオリガ公妃(在位 945－960)は、950 年代にコンスタンティノポリスを訪

れ、洗礼を受けている。ヴォロドィーメル公の父であり、オリガ公妃の息子であるスヴャ

トスラフ公(在位 945－972)は母の強い望みがあったにもかかわらず、洗礼を受けなかった

が、オリガ公妃の孫であるヴォロドィーメル公は、祖母のキリスト教に関する話をいつも

興味深く聞き、キリスト教に対する抵抗感を持っていなかった。さらに、古くから多くの

商人が商業の一大拠点であったキエフ・ルーシを訪れた。当然のことながら、その中には

キリスト教徒もいた。このようなキリスト教徒の商人の話を聞き、国家のキリスト教化以

前にも洗礼を受けた人がいたという史料が残されている。また、憧れの対象であったビザ

ンティン帝国の影響もあり、キリスト教を受け入ることにより自分も憧れの世界の一員に

なるという考えのもとで喜んで自ら洗礼を受けた人もいた。 

 キエフ・ルーシのキリスト教化の結果として、ビザンティン帝国との関係が強化され、国

家としてのキエフ・ルーシの地位が徐々に高まっていく。勿論、後に実現されたヴォロド

ィーメル公とアンナ姫との結婚も関係の強化の一因であるが、やはりそれよりはキエフ・

ルーシはキリスト教化により野蛮というレッテルから放たれ、一国家として認められるよ

うになったということが大きく関係していると言える。後世においてもヴォロドィーメル

公の政治判断は正しかったと評価されている。 

 また、キリスト教化によるビザンティン帝国との関係の強化が彼の活動の最終的な結果

になったわけではなく、出発点になったと考えられる。キリスト教を受けることによりキ

リスト教の教えそのものだけではなく、ビザンティン帝国の文化や美術、洗練された価値

観まで受け入れることになった。ビザンティン様式の影響は本論のテーマである建築にま

で及んだ。 

 先述したように、キリスト教化以前、キエフ・ルーシ国家は多神教の国であった。多く

存在していた神々を祭るために木製神像がキエフの町中に聳えていた。しかし、キリスト

教が入り、人々が洗礼を受けることになると同時にすべての神像が壊され、焼却されたり、

川に流されたりした。また、ヴォロドィーメル公の命令により、その神像が立っていた所

に新しい宗教の象徴になるキリスト教会堂を建てることになった。 
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989 年にコンスタンチノープルから来た職人達の指導の下、キエフ・ルーシ国家における

最初の教会堂の建設がはじまった16。石と煉瓦で作られたその教会堂は 996 年に建設工事が

終了した17。建設当時、教会堂名は「聖母マリア教会堂」になるはずだったが、ヴォロドィ

ーメル公は新しくできた教会堂に自分の収益の十分の一を納めたので、それ以降の教会堂

名は「十分の一税教会堂」（英名は Church of the Tithes）になった。現在、この教会堂は

礎石のみを残し廃墟になってしまったが、その礎石の配置から教会堂を復元すると、以下

のような平面図ができる。（図 1-2） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 十分の一税教会堂の平面図（Раппопорт П., Зодчество Древней Руси (Ленинград: Наука, 

Ленинградское отделение, 1986), 18 より） 

 

 さらに、1037 年にキエフの聖ソフィア大聖堂の建設が始まり、1040 年代に完成した。聖

ソフィア大聖堂は現在まで生き残り、1990 年にユネスコの世界遺産に登録された。その平

面図は以下の通りである。（図 1-3） 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 ソフィア大聖堂の平面図（Раппопорт П., Зодчество Древней Руси (Ленинград: Наука, 

Ленинградское отделение, 1986), 24 より） 

                                                   
16 Раппопорт П., Зодчество Древней Руси (Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1986), 

17. (Rappoport P. Architecture of Ancient Rus`.) 
17 ラッポポルトによると、十分の一税教会堂は発見された最古の教会跡であり、キエフで初めての石造建

築物であった。 
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 第二項 ウクライナの木造教会堂建築の歴史的な背景 

 

十分の一税教会堂の平面図とキエフの聖ソフィア大聖堂の平面図を見ると、中期ビザン

ティン様式の影響の強さが浮かび上がる。ビザンティンの影響が様々な分野にまで及び、

その過程で現在まで伝わるウクライナの教会堂の独自性は誕生することもなく、ビザンテ

ィン様式を模した形の教会堂を建てるしかなかったかのように思われるが、実際はそうで

はなかった。 

石造教会堂の建設と同時に、多くの教会堂は、ビザンティン帝国で使用されていた石で

はなく、ウクライナの職人達にとって親しみのある建材であった木で建設されることにな

ったからである。石で設計可能な形が木では作れない場合もある。また、反対に木では作

れるが、石では不可能な形もある。つまり、建材という一つの大きな条件が建築の造形と

構造に制約を与える。さらに、木で教会堂を造ったことのないビザンティンの職人達は、

木造教会堂の建設過程に立ち入ることができず、ウクライナ現地の職人達にすべてを任せ

るしかなかった。 

ウクライナでは多数の教会堂が木で作られたため、できあがった形には木造にしてはじ

めて可能になる形式上の特質があり、しだいにウクライナ独自の建築様式を形成していっ

た。ただし、現存する教会堂の数では、木造教会堂より石造教会堂が多い。 

 ウクライナにおける最初の木造教会堂に関する史料がないため、ウクライナの木造教会

堂建築が誕生した時代を確認できない。現存する木造教会堂の中で最も古い例は、ザカル

パチア州セレドニェ・ボデャノエ村にある聖ニコライ教会堂（1428）である。さらに、2008

年に筆者が調査を行い、ウクライナ全土で現存する 158 棟の木造教会堂を調べたところ、

158 棟のうち、6 割は 18 世紀の教会堂であり、2 割は 17 世紀と 19 世紀の教会堂が占めて

いるのに対し、15 世紀と 16 世紀の教会堂は 1 割にも満たないというデータが得られた。

この調査では、現存する木造教会堂の中で、15 世紀以前に建設された教会堂が極めて少な

いことがわかった。その理由としては、下記の歴史的要因が考えられる。 

 キリスト教改宗後、急激な経済発展を成し遂げたキエフ・ルーシ国家は、11 世紀の半ば

から内乱と外からの攻撃により迅速に国家としての力を失い始めた18。 

 内乱とは、キエフ・ルーシ国家を形成した幾つかの公国の間で、中心だったキエフ公国

の後継者を巡る争いが起きたことである。キエフ大公の座を目指す公国がキエフ公国と戦

い始めた結果、国全体が混乱に陥ってしまった。それと同時に外からの攻撃が始まった。

キエフ・ルーシ国家の南部を占めている草原地帯が完全にタタール軍に侵略され、後に首

都のキエフ市も攻撃を受けた。1240 年にチンギス・カンの長男であるバトゥ（1207－1256）

                                                   
18 Грушевський М., Історія України-Руси, Т. 2, Розділ 2  (Київ: 1913), 1-7. (Grushevskiy M. History 

of Ukraine – Rus`. Volume 2, Part 2.) 
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の侵攻によりキエフ市が包囲された。その攻撃に耐えきれず、同年の冬にキエフ市が陥落

した19。 

 上述した歴史的な環境において、多数の木造教会堂が火災や意図的な破壊という被害を受

け、跡形なく姿を消してしまったと考えられる。 

次にウクライナの木造教会堂建築史に大きな影響を齎した時代は、15 世紀である。15 世

紀初頭から隣国であるポーランドやリトアニアの攻撃によりキエフ・ルーシ国家の大部分

は植民地状態になった。この 15 世紀は、本論の対象であるドロゴビチ市の聖ユリイ教会堂

が創建された時代でもある。この時代からカトリック教の影響が強まり、その影響は木造

教会堂建築様式にも反映された。 

ウクライナ人は自分の自由を取り戻すために、全力で戦い続けたが、自分たちの力に限

界を感じ、1654 年にロシアのツァーリに軍事的支援を要請することになった。この出来事

はペラヤースラウ会議として知られている。ロシアの軍事力が加わることで、ウクライナ

の一部の地域から外敵を追い出すことができたが、ウクライナ人にとってポーランド隷属

からモスクワ隷属へ移行しただけであって、ロシアの強い影響を受けてしまう結果となっ

た。それと同時に、ポーランドの支配が続くことになった西部ウクライナは、カトリック

圏の影響を受け続けた。 

18 世紀末にロシアは東部ウクライナを併合した。東部ウクライナは、ロシアの統治下に

おかれると、ロシアの命令に従うしかなかった。強い国を築こうとしたロシアの中央政府

は、ウクライナを含め、ロシアの隅々まで支配できるように網を張り、その支配は教会堂

建築にまで及んだ。 

1801 年にサンクトペテルブルクで行われたロシア教会会議はウクライナにおける教会堂

の建設をロシアの様式に合わせるように命令を下した。さらに、1841 年のロシア教会会議

では、すでにあった規則を一層厳しくし、今後建設する予定の教会堂に関しては、教会会

議で決められた幾つかの平面プランと同じ平面プランを持つ教会堂しか建設することがで

きなくなり、現存していた教会堂に関しては、新たな平面プランと一致するように、改造

されることになった。18 世紀後半から 19 世紀まで建てられた教会堂は、現在のロシアの領

土に当たる土地に建てられた教会堂と非常に似ている。自由が全く与えられていない現実

の中、ウクライナの教会堂の職人達はロシア政府の方針に従いながら、教会堂の特徴をい

かに形として表現できるかという大きな課題に立ち向った、という点を指摘しておきたい。 

20 世紀初頭にウクライナにおける教会堂建設という分野に新たな困難の波が押し寄せて

きた。1917 年、ロシア帝国に十月革命と呼ばれている社会主義革命が起き、その結果、ロ

シア帝国はソビエト連邦という国に生まれ変わった。ウクライナは革命をロシア帝国から

独立する機会と捉え、独立運動を始めたが、その運動は失敗に終わり、ウクライナはソビ

エト連邦の共和国の一つになった。 

                                                   
19 Лаврентьевская летопись, 447. (Laurentian Chronicle, 447) 
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この事はウクライナの木造教会堂建築にとって非常に厳しい時代の始まりを意味した。

その時代とは、ソビエト政府により教会堂の建設だけではなく、宗教自体が禁じられ、多

くの教会堂が破壊された時代であった。1914 年の統計データでは、ロシア帝国（ウクライ

ナを含む）において、54,174 棟の教会堂があった20。しかし、1987 年にその数は 6,893 棟

になってしまった。「国民にとって、宗教はアヘンである」21という当時のスローガンにも

とづき、ソビエトの官僚達が「芥子の畑」だった教会堂を焼却したり、爆破したり、教会

堂の祭壇室にトイレを設けたり、様々な非情な方法で建造物である教会堂そのものだけで

はなく、国民の心の中にあった教会という精神的支柱そのものを壊そうとした。当然、教

会堂の建設はソビエト時代になってから、完全に行われなくなった。 

1991 年に、今度はソビエトという国も崩壊した。ウクライナは独立した国家として姿を

取り戻し、国民の長年の夢が実現された。それと同時に、宗教の自由が戻り、教会堂も次々

に建てられることになった。しかし、その建材は、もはや木ではなく、レンガしか使われ

なくなる。その理由として、70 年間に亘ったソビエト連邦の時代に、職人達の工房がなく

なり、技術を後継する人もいなくなったため、ほとんどの技術が完全に失われてしまった

からである。また、レンガと比べ、良い木材は調達しづらく、費用も高くなってしまう。

したがって、国としてのウクライナは復活しても、それは木造教会堂建築の復活に繋がる

ことなく、その伝統が忘れられていきつつある。 

さらに、ウクライナの独立から 24 年間の間、20 棟以上の木造教会堂が焼失したと言われ

ている。公的な統計データがないため、正確な数を捉えることが困難であるが、ウクライ

ナの新聞メディアによると、その数は 200 棟以上である可能性もある22。木造教会堂にとっ

て最も恐ろしい敵である火災の原因としては、火の扱いに対する信者たちの不注意と放火

が疑われている。特に、後者に関しては、暖かく快適な教会堂を新築したいコミュニティ

ーは、司祭の許可の元で古い木造教会堂を燃やしてしまうということがしばしば確認され

ている。コミュニティーの力で守られるはずの木造教会堂は、そのコミュニティーにおけ

る意識の低さの犠牲になってしまう。この非常に嘆かわしい状況を打開するためには、地

域住民の意識向上に努めると同時に、国家レベルの対策作りも極めて重要な課題であると

考えられる。 

 

 

 

 

                                                   
20 Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. синода по ведомству Православного исповедания 

за 1914 г. Пг., (1916), 117, 132, 139. (Report by Ober-Procurator of the Holy Synod for 1914)  
21 アヘン(英名は Opium)は、麻薬の一種で、芥子の実から生産される。 
22 Неделина А., Топ-5 деревянных шедевров, которые потеряла Украина, 2011. (Nedelina A., 

Top-5 Wooden Masterpieces Ukraine has lost) 
（http://dev1.religion.in.ua より） 



15 

 

 

表 1-1 国家の歴史と教会及び教会堂の成り立ち 

西暦 国家 キリスト教、教会堂 

9 世紀 キエフ・ルーシ国家の成立 多神教、木製神像が街に設置 

860 ビザンティン帝国を襲撃  

10 世紀 ヴォロドィーメル公（在位 978－

1015）によるキリスト教化  

ビザンティン帝国皇帝と血族関係 

宗教、文化、芸術、建築などにおいて、

ビザンティン様式の影響 

989  最初のキリスト教会堂「十分の一税教

会堂」建築着工 

996  「十分の一税教会堂」完成 

1037  「聖ソフィア大聖堂」 建築着工 

11 世紀半ば キエフ・ルーシ国家の衰退化  

1240 タタール軍襲来 キエフ市陥落 多数の木造教会堂が焼失 

15 世紀初頭 ポーランド、リトアニアによる植民地

化 

カトリックの影響が強まる 

 

1428  現存最古の「聖ニコライ教会堂」設立 

1496  聖ユリイ教会堂に関する最古の記述 

1654 ペラヤースラウ会議 ロシアの支配下

に。西部はポーランド植民地 

 

18 世紀末 ロシアが東部ウクライナを併合  

1801  「ロシア教会会議」において教会建築

様式をロシア様式にするよう命令 

1841  「ロシア教会会議」は平面プランを定

め、他のプランの使用を禁止。すでに

あった教会も改造させた 

1917 ロシア帝国で十月革命 

ソビエト連邦の誕生 

宗教迫害により、教会堂が破壊される 

1990  「聖ソフィア大聖堂」世界遺産認定 

1991 旧ソビエト連邦 崩壊 

ウクライナ 独立 

ウクライナ独立以降、20棟以上の木

造教会堂が焼失。煉瓦などにより教会

堂が再建、新築される 

2013  「ウクライナ カルパティア地方の

木造教会群」世界遺産認定 
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第二節 聖ユリイ教会堂の成り立ち 

 

本論の対象である聖ユリイ教会堂（1657）は、リヴィヴ州ドロゴビチ市にある教区管教

会である23。創建当時、ギリシア正教会だったが、1691 年にドロゴビチ市が所属するプシ

ェムィシル教区がウクライナ東方カトリック教会（別名は東方典礼カトリック教会）の管

轄を認めた結果、ウクライナ東方カトリック教会になった。 

ここではまず、聖ユリイ教会堂が現在の建築形態に至るまでの経緯を確認しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-1 聖ユリイ教会堂の外観（北） 

（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

聖ユリイ教会堂の創建を語る 13 世紀の伝説がある24。その伝説によると、現在聖ユリイ

教会堂が建っている敷地の近くで変な出来事が起こった。土地を耕していた農夫がいきな

り犂と一緒に土地の中に吸い込まれてしまったのである。農夫を呑み込んだ穴は次第に拡

大し、怖くなった地域住民は隠者に助言を求めた。隠者は、穴にドラゴンが住んでいるの

で、そのドラゴンを退治できるのは、聖ユリイだけであると告げた。聖ユリイに助けても

らうために、近くの丘に聖ユリイ教会堂を建てなければならないとも付け加えた。地域住

民は隠者に言われた通りに、聖ユリイ教会堂を建設した25。 

                                                   
23 聖ユリイは、キリスト教の聖人の一人で、古代ローマ末期の殉教者である。ウクライナでは、古代ギリ

シア語の「ゲオルギオス」ではなく、ウクライナ語における転写である「ユリイ」と呼ばれる。 
24  Gątkiewicz F., «Kościół w Drohobyczu: szkic historyczny», Sprawozdania dyrekcji Wyśzego 
gimnazium w Drohobyczy za rok szkolny 1903 (1903): 53. (Gątkiewicz F. Church in Drohobych. 
Historical Study) 
25 聖ユリイ教会堂が建っている丘の近くに沼がある。地質学者の研究では、その沼の下にカルスト性鍾乳

洞が確認されている。農夫が落ちてしまった穴は、カルスト性鍾乳洞に関係する地面断裂のことであると

考えられる。 
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聖ユリイ教会堂の建設年はまだはっきりとわかっていないが、最古の史料は 1496 年まで

遡る『ポーランド王室勅令集』である26。その記述から三年後の 1499 年に、クリミア・ハ

ーン国のハーンであったメングリ一世ギレイ（在位 1469－1475、1478－1515）の軍隊か

ら襲撃を受け、聖ユリイ教会堂は焼失してしまった27。 

1525年に聖教会堂が再建され28、1589年に「聖ユリイ兄弟団」(Bratstvo)が設立された29。

1619 年に聖ユリイ教会の主任司祭を務めていたパブロ・テルレツキー (Pavlo 

TERLETSKY)は、聖ユリイ教会堂の全ての財産を聖ユリイ兄弟団に引き渡した30。聖ユリ

イ兄弟団設立後、聖ユリイ教会堂に関する出来事は定期的に記録されるようになり、後に

その記録集は聖ユリイ教会堂の成り立ちを解明する重要な史料になる。 

1624 年に聖ユリイ教会堂はタタール軍の襲撃で部分的に焼失してしまった31。その 33 年

後、1657 年に部分的焼失という状態のまま残されていた聖ユリイ教会堂を改造するために、

ドロゴビチ市から南東 60 キロに離れたイヴァノ・フランキフスク州ナディエボ村の教会堂

が建材として購入されたという記録がある。ウクライナの木造建築の基本的な構造は、校

倉造りであるため、建物を部材に解体し、移築することがしばしばあった。ナディエボ村

の教会堂の建物は解体され、ドロゴビチ市に運ばれた。聖ユリイ兄弟団の記録集には以下

の記述がある32。 

«Року 1657, апрiля дня 15. По руїнi церквi... без огень... ухвалилисьмо шос по 

золотих три на реставрацiю церквi святої, которую смо купили в селi Надiєвi за 

Долиною.» 

上記の文を日本語に直訳すると、「1657 年 4 月 15 日、火事で被害を受けた教会堂を修

復するために、金貨 3 枚ずつの寄付を募り、ドリーナ村の向こうにあるナディエボ村の教

会堂を解体し、建材にするために（筆者）購入した」という意味になる。 

聖ユリイ教会堂の改造が終了した後、ステファン・メディツキー(Stefan MEDITSKY)と

いう画家によって内部空間を仕上げる作業が始まった。1657 年から 1667 年にかけて聖ユ

リイ教会堂のイコノスタシスが完成した33。1666 年に教会堂の中央部分である礼拝室の壁

                                                   
26 Matricularum regni Poloniae Summaria, Vol.4, Warsoriae, p.1179, 1915. (Summary Catalogue of 
Kingdom of Poland) 
27 Mściwujewski M., Z dziejów Drohobycza (Księgarnia Al. Lachowicza: 1939), 16. (Mściwujewski M. 

History of Drohobych) 
28 前提書、194. 
29  “Ksiega radziecka miasta Drohobycza 1542-1563. S papierow posmiertnych s.p. Stefana 

Sochaniewicza”, wydala Helena Polaczkowna. Zabytki Dziejowe (1936): 78. (Book of Soviet Town 

Drohobych 1542-1563, Based on the Papers of Stefan Sochaniewicz. Monuments of the History) 
30 Фонд Оссолінеума. – № 2901, «Тека Подолінського», спр. «Дрогобич», арк. 777, 778. (Ossolineum 

Archive, File Drohobych) 
31  Mściwujewski M., Krolewskie wolne miasto Drohobycz (Lwów, Drohobycz: Księgarnia ludowa, 

1929), 16. (Mściwujewski M. Royal Free City Drohobych) 
32 Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки НАН України ім.В.Стефаника. Збiрка 

василiанських монастирiв, 267. Каталог Юр’ївського братства, Акр.2. (Department of Manuscripts 

of Lviv Library. The Compilation of Basilian Monasteries. Catalogue of Saint George Brotherhood)  
33  Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки НАН України ім.В.Стефаника. Збiрка 

василiанських монастирiв, 267. Каталог Юр’ївського братства, Акр.21, 22. 
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面にある壁画の作成が始まり、1689 年にステファン・メディツキーが死去した後、1691

年に彼の息子であるイワン・メディツキー(Ivan MEDITSKY)によって完成された。 

1670 年に聖ユリイ教会堂の入口から北に数十メートル離れた場所に鐘楼が建設された。 

その後、1678 年に大幅な改装工事が行われた。工事を担当したのは、ドロゴビチ市出身

の建築業者グレゴリイ・テスリャ氏である。礼拝室及び祭壇室の塔の形状が変わり、現在

の玉葱形になった。さらに、同年に袖廊（クリロス）が増築された34。それによって教会堂

の概観は大きく変わり、ウクライナ・バロックを思わせるような姿になった。ウクライナ・

バロックに関しては、第四節で詳述する。同年に、ドラムの壁画が施された。 

1711 年に婦人室の上部における聖母の神殿奉献チャペルが増築された。このチャペルは

聖ユリイ教会堂の二階部分に創られた独立した小規模の教会堂である。多くの信者が集ま

らない平日に礼拝を行う時にはこのチャペルのみが使用された。 

1714 年に教会堂の玄関間に当たる婦人室の壁画が完成した。 

地盤の沈下により生じていた壁の捻じれを直すために、1825 年に祭壇室とクリロスを持

ち上げ、それらを支える石の基礎をつくった。この工事について婦人室のドア枠の上部に

古代スラブ語による以下の記述がある35。 

«Сій дом Б̃жіи подваженій пѣвтора лѣкте нові стандерѣ каменнѣ фѣлари на 

оуглахъ майстрове Іоанъ Илечко и Стефанъ Лунѣвъ за рынскихъ срѣблѣ  Л ̃В. За 

превѣзоровъ Іванъ Лободич и Егнатий Лγпак за старанієм цѣлого брацтва рокγ 

Б. АωКЕ /1825/ м˜ца юлія  дня ã» 

この記述によると、教会堂が持ち上げられた高さは 1,5 локоть（約 90 センチ）である36。 

それ以降は建築的形態及び空間構成における大きな変化はなかった。つまり、聖ユリイ

教会堂の現在の形は、1711 年に確立されたと言える。 

                                                   
34 Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки НАН України ім.В.Стефаника. Збiрка 

василiанських монастирiв, 267. Каталог Юр’ївського братства, Акр.2. 
35 ウクライナにおける古代スラブ語は、988 年にキエフ・ルーシ公国のキリスト教化と同時に導入され、

教会の言語として公認された。 
36 локоть（ell 肘）は、肘から中指の先までの長さに由来する身体尺である。ウクライナのガリツィア地

方では 1787 年から 1857 年に「リヴィヴの肘」（別名はガリツィアの肘）という単位が使われ、その長さ

は 59,6cm だった。 
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第三節 ドロゴビチ市の歴史（14 世紀～18 世紀）と聖ユリイ教会堂 

 

本節では、聖ユリイ教会堂の変遷に係わる歴史的な事情を明らかにするために、史料を

元にドロゴビチ市の歴史と対照させつつ考察を行う。特に、聖ユリイ教会堂の建築的形態

及び空間構成に大きな変化をもたらした 1657年の改造と 1678年、1711年の増築に注目し、

それらが行われた状況をドロゴビチ市の歴史というプリズムを通して考察する。最後に、

これらの増改築の原因と思われる歴史的な事象をまとめる。 

ドロゴビチ市という地名が初めて史料に現われるのは、1377 年の『ヴォスクレセンスキ

ー年代記』という史料である37。その時代にガリツィア地方はポーランドの一部でありなが

ら、人口の大半はウクライナ人であり、ウクライナ人としてのアイデンティティーや文化

を守りながら生活をしていた38。 

14 世紀初頭から製塩は町の主要産業に発展し、ドロゴビチ市に多数の製塩所があり、塩

の販売による収益で町が潤っていた。その当時はドロゴビチ市がガリツィア地方の大きな

産業都市であったと言える。1390 年にオポーレ公ヴワディスワフ・オポルチク（在位 1356

－1401）はドロゴビチ産の塩の十分の一をガリツィアの大司教に贈与したという記録も残

されている39。塩はドロゴビチ市の財政にとって非常に重要なものであったことを裏付ける

かのように、ドロゴビチ市の紋章にも九つの塩の樽が刻まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-2,3 カトリック聖堂の前門に刻まれているドロゴビチ市の紋章 

（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

                                                   
37 『ヴォスクレセンスキー年代記』には、ドゥルガベチ（ウクライナ語：Другабець）という町のことが
書かれている。後に、このドゥルガベチはドロゴビチと呼ばれるようになった。『ヴォスクレセンスキー
年代記』の本文は、ロシア国家図書館のホームページで閲覧可能である。(http://dlib.rsl.ru/) 2014 年 9

月 5 日参照 
38 ガリツィア（英名:Galicia）は、現在のウクライナのリヴィヴ州、イワノ・フランキフスク州とテルノ

ーピリ州を指す名称である。 
39 Mściwujewski M., Krolewskie wolne miasto Drohobycz (Lwów, Drohobycz: Księgarnia ludowa, 

1929), 12. 
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1422 年にドロゴビチ市はマクデブルク法（自治制度）を採用し、1460 年にポーランド王

カジミェシュ 4世（在位 1447－1492）はマクデブルク法の適用を承認し、市民による王室

の森林伐採を許可した40。 

1499 年のタタール軍の襲撃は町に大きな被害をもたらし、ポーランド王室から 10 年間

の税金納付免除を受けることになった。 

1506 年にポーランド王アレクサンデル（在位 1501－1506）はマクデブルク法の適用を

再度承認した。町はタタール軍の襲撃によるダメージを徐々に克服しながら、更なる発展

を成し遂げ、1543 年～1563 年の市議会記録集によると、職人業の業種は 22 業種であった。

その中には、貴金属職人、刀職人、裁縫師、革職人、鍛冶屋、帽子職人、大工、家具職人、

靴職人、医者、理容師などがあった。 

17 世紀はドロゴビチ市にとって非常に困難な時代であった。1648 年にポーランドの支配

からの脱出を目指し、ボフダン・フメリニツキーの指導の下で「フメルニツキーの乱」と

呼ばれるウクライナ独立運動が始まった41。その運動にドロゴビチ市のウクライナ人市民も

参加し、同年に「ドロゴビチの乱」という市民蜂起が起きた。ウクライナ人市民がフメル

ニツキーのコサック軍の支援を受け、一時的にポーランド人の防御を破ることができたも

のの、駆け付けたポーランド軍との戦いでコサック軍は敗退し、町から撤退した。 

1652 年にペストの大流行により多くの市民が命を落とし、職人の約四分の一が死亡した

というデータが残されている。それを受け、1653 年にポーランド王は 4 年間の納税免除を

認めた。 

第二節で触れたように、1691 年にドロゴビチ市が所属するプシェムィシル教区がウクラ

イナ東方カトリック教会（別名は東方典礼カトリック教会）の管轄を認めた。東方カトリ

ック教会は、1596 年のブレスト教会会議で成立した42。その出来事は、「ブレスト合同」

と呼ばれている。東方カトリック教会の成立からドロゴビチ市の司祭やウクライナ人教徒

がその管轄を認めるまで 100 年近くかかった。なぜなら、ドロゴビチ市のウクライナ人市

民は、東方カトリック教会の管轄下に入ると、ウクライナ人としてのアイデンティティー

の損失に繋がるという危機感があったからである。 

18 世紀にドロゴビチ市の主要産業に石油加工業が加わった。ドロゴビチ市の近郊に油田

の開発が始まると、ドロゴビチ市は田舎町からガリツィア地方における産業及び文化の中

心地へと姿を変えていった43。 

1772 年からガリツィア地方はオーストリア・ハンガリー帝国に属していたガリツィア・

ロドメリア王国の一部になるため、ドロゴビチ市に長年続いたポーランド人による支配は

                                                   
40 Тимошенко Л., Нариси з iсторiї Дрогобича (Дрогобич: 2009), 36. (Timoshenko L. History of 

Drohobych) 
41 Грушевський М., Історія України-Руси, Т. 8, Розділ 8  (Київ: 1913), 6. 
42 ウクライナ東方カトリック教会とは、カトリック教会に属する教会でありながら、典礼は正教会と同じ

形式によって行う教会である。 
43 Тимошенко Л., Нариси з iсторiї Дрогобича (Дрогобич: 2009), 95. 
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オーストリア人による支配に替わった44。 

上述したドロゴビチ市の歴史と第二節で言及した聖ユリイ教会堂の変遷を対照させると、

以下の表ができる。 

 

表 1-2 ドロゴビチ市と聖ユリイ教会堂の歴史 

西暦 ドロゴビチ市 聖ユリイ教会堂 

1377 ドロゴビチ市に関する最古の記述  

1390 14世紀初頭から製塩は町の主要産業に

発展。 

オポーレ公ヴワディスワフ・オポルチク

（在位 1356－1401）はドロゴビチ産の

塩の十分の一をガリツィアの大司教に

贈与 

 

1422 マクデブルク法（自治制度）を採用  

1460 ポーランド王カジミェシュ 4世（在位

1447－1492）はマクデブルク法の適用

を承認し、市民による王室の森林伐採を

許可 

 

1496  聖ユリイ教会堂に関する最古の記述 

1499 タタール軍の襲撃を受け、10 年間の税

金納付免除 

タタール軍の襲撃で焼失 

1506 ポーランド王アレクサンデル（在位

1501－1506）はマクデブルク法の適用

を承認 

 

1525  教会堂の再建 

1543 製塩産業の発達と共に職種が 22 種に増

加 

 

1589  「聖ユリイ兄弟団」の設立 

1624  タタール軍の襲撃で部分的に焼失 

1648 ドロゴビチの乱（ポーランド人の支配に

対する市民蜂起） 

 

1652 ペストの大流行により職人の約四分の

一が死亡 

 

1653 ポーランド王の勅令による 4 年間の税  

                                                   
44 前提書, 87. 
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金納付免除 

1657  ナディエボ村の教会堂を建材として購

入・教会堂の改造 

1666  壁画の作成開始 

1670  鐘楼を別棟として建設 

1678  礼拝室及び祭壇室の塔の形状変更とド

ラムの壁画完成・クリロスの増築 

1691 ドロゴビチ市が所属する教区がウクラ

イナ東方カトリック教会の管轄を承認 

聖歌隊席の壁画完成 

1711  婦人室の上部に聖母の神殿奉献チャペ

ルの増築 

1714  婦人室の壁画完成 

 

以上から聖ユリイ教会堂の形態変化には大きく三つの時期（1657 年改造、1678 年増築、

1711 年増築）が考える。 

 第二節で言及したように、1657 年にドロゴビチ市民はナディエボ村の教会堂を建材とし

て購入した。その当時の町の状況を検証しよう。17 世紀初頭から続いていたタタール軍の

襲撃や、1648 年の「ドロゴビチの乱」、1652 年のペストの大流行という出来事が相次ぎ、

ドロゴビチ市は財政難や人材不足に陥っていた。1653 年のポーランド王勅令による 4 年間

の納税免除はその困難な状況を証拠付けている。納税免除の期限が迫った 1657 年にドロゴ

ビチ市民はナディエボ村から教会堂の建材を購入することにした。それでは、なぜ再建で

はなく、改造という方法が選ばれたのだろうか。 

 その理由として、聖ユリイ教会堂の状態が改造可能なものであったという建築的条件に

加えて、町の財政的困難と職人の人手不足という条件が考えられる。 

 さらに、上記のような外的要因に加え、聖ユリイ教会堂の木材とナディエボ村の教会堂

の古材が材質的に一致したという内的要因も指摘できる。筆者は 2011 年 7 月に聖ユリイ教

会堂の木材のサンプルを採取し、京都大学生存圏研究所の田鶴寿弥子先生に樹種識別調査

を依頼した。その方法及び結果について第二章第四節で記述する。 

1678 年に聖ユリイ教会堂の礼拝室上部にある塔が変わり、袖廊が増築された。塔の形状

変更の内容は、八角形を形成する垂直の校倉壁の上に玉葱形のドームが設置されたという

ものである。 

 それらの改変の誘因と考えられるものは、17 世紀の半ば頃からウクライナの教会堂建築

において主流になってきたウクライナ・バロックというスタイルに合わせようとする意図

である。地理的にヨーロッパ中心部に位置するドロゴビチ市は、ヨーロッパで登場したバ

ロックを逸早く受け入れることができた。同時に、東部ウクライナで生まれ、ウクライナ

独自の建築スタイルとして発展していたウクライナ・バロックというスタイルを取り入れ
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ることが可能であった。 

1711 年の増築により、婦人室の上部に聖母の神殿奉献チャペルが建設された。その空間

構成の変更の誘因は、ドロゴビチ市で起きた 1691 年の出来事に隠されていると言える。

1691 年にドロゴビチ市は東方カトリック教会の管轄を認めたことによって、カトリック教

の影響を以前より大きく受けることになった。1711 年の聖ユリイ教会堂の増築はその影響

を示す一つの例である。なぜならば、正教教会にチャペルを付けることは極めて異例な行

為であるからである。 

聖ユリイ教会堂の構成上の特質について言及している先行研究にはドラガン(1937)45と

ユルチェンコ（1969）46がある。両者の仮説について第二章で論じるが、ドロゴビチ市の都

市史及び聖ユリイ教会堂の建築史を合わせた観点から聖ユリイ教会堂の変遷を考察する試

みは、両者の研究では行われていない。しかし、建築的形態の変化を解明する際、その建

築が置かれていた歴史的な環境はいかに重要な要素であるかということがわかる。ここで

は、改造と二度の増築による聖ユリイ教会堂の変遷の要因を指摘できたことは、先行研究

と異なる点である。 

 

 

                                                   
45 Драган М., Українськi дерев`янi церкви. Гiнеза i розвiй форм (Львiв: 1937), 120.  
46 Юрченко П. «Видатна пам`ятка народного мистецтва». Українське мистецтво. 2 (1969): 105-107. 
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第四節 ウクライナ・バロック 

 

 バロックとは、1600 年代から 1730 年頃にかけてイタリアで誕生し、ヨーロッパの大部

分へと広まった西洋美術の様式である47。建築におけるバロックの一般的な特徴は、ルネッ

サンス様式の古典主義的な安定感に対し、流動的で豪華な絵画的及び劇的な効果を重んじ

る様式である。この時期の建築は様々な仕掛けで見る者を驚かせ、劇的で強烈な印象を与

えようとした。色や形、大きさなど万事に派手好みで装飾もできる限りたっぷりと施され

る48。まとめて言えば、凹凸の強調、うねる曲面、過剰な装飾、光と影の演出、中心軸の強

調、空間的抑揚をその特色として挙げることができる49。バロック建築は 100 年近くの時間

をかけ、ウクライナにまで波及したが、ウクライナでは現地の特色が重なった結果、ウク

ライナ・バロックという様式に生まれ変わった。 

ウクライナ・バロック（別名はコサック・バロック及びマゼ―パ・バロック）とは、ウ

クライナにおいて 17 世紀後半から 18 世紀後半まで主流であった様式のことである。ログ

ヴィン（1991）によると、ウクライナ・バロックを初期（17 世紀後半～18 世紀）・中期（1720

年代～1750 年代）・後期（18 世紀後半）に分けることができる50。 

ウクライナ・バロックは、ヨーロッパから伝播されてきたバロックの傾向を独自の形で

発展させ、教会堂建築を中心に、独自性あふれる作品を生み出した。その特徴として、内

部空間が上に伸びていくような構成の重視、塔及びドームの形状の多様化、庇や回廊の設

置とそれらの装飾などを挙げることができる。さらに、ヨーロッパのバロックと比較すれ

ば、ウクライナ・バロックの装飾はより控えめである。 

 

（1）ウクライナ・バロック様式の誕生の歴史的な背景 

 第一節で述べたように、15 世紀からウクライナは隣国の支配下にあった。ポーランドは

西部ウクライナを統治し、リトアニアは北部と中部ウクライナを確保した。南部はクリミ

ア・ハーン国によって支配されるようになり、東部はモスクワ大公国の領域に入った（図

1-4）。 

1569 年にルブリン合同によりポーランドとリトアニアはポーランド・リトアニア共和国

という連合国家が形成され、ウクライナの北部と中部はポーランド領になった51。1596 年

のブレスト教会会議でウクライナ東方カトリック教会（別名は東方典礼カトリック教会）

が成立し、西部ウクライナにおけるカトリック圏の影響が一層強くなった52。 

                                                   
47 大貫隆編（2008）『岩波キリスト教辞典』岩波書店、905－907. 
48 雲野良平編（2003）『西洋建築様式史』美術出版社、116. 
49 佐藤達生（2010）『西洋建築の歴史－美と空間の系譜』河出書房新社、72. 
50 Логвин Г. «Украінське барокко в контексті європейського мистецтва». Українське барокко та 
Європейський контекст, (1991): 10-23. (Logvin G. Ukrainian Baroque in the Context of European Art) 
51 Грушевський М., Історія України-Руси, Т. 4, Розділ 5  (Київ: 1913), 5-7.  
52 ウクライナ東方カトリック教会とは、カトリック教会に属する教会でありながら、典礼は正教会と同じ

形式によって行う教会である。 
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図 1-4 1560年代におけるヨーロッパの地図 

（"Historical Atlas" by William R. Shepherd, New York, Henry Holt and Company, 1923 より） 

 

ウクライナ領土の大部分は他国の支配下にあった状況の中で、15 世紀後半にウクライナ

の草原地帯においてコサックという兵士の共同体が成立した53。16世紀末にコサックは、「ザ

ポロージャのシーチ」という要塞を築き、その要塞はウクライナ・コサックの軍事及び政

治の本拠地になった。17 世紀前半までのコサックは、軍人の自治制と特権を有し、ポーラ

ンド・リトアニア国王の支配が及ばない地域に住んでいた。コサックは、ポーランド・リ

トアニア共和国の援軍として働き、多くの戦争に参加した54。しかし、貴族権を持たないコ

サックは、ポーランド・リトアニア共和国において宗教的及び民族的な迫害を受け、その

迫害は多くの反乱の発生に繋がった。 

 第三節で言及したように、1648 年に「フメリニツキーの乱」と呼ばれるコサックの反乱

が起こった。その反乱は後にポーランドの支配からの脱出を目指すウクライナ独立運動に

                                                   
53 Грушевський М., Історія України-Руси, Т. 7, Розділ 2  (Київ: 1913), 1-7. 
54 Грушевський М., Історія України-Руси, Т. 7, Розділ 6  (Київ: 1913), 1-10. 

モスクワ大公 

クリミア・

ハーン国 

リトアニア 

ポーランド 
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変容した。「フメリニツキーの乱」の結果として、左岸ウクライナ55はロシアの一部になり、

西部ウクライナにおけるポーランドの支配がそのまま続くことになってしまったにもかか

わらず、独立運動に参加したウクライナ人は自分のナショナル・アイデンティティーをよ

り強く意識し始めたとここで指摘しておきたい。「フメリニツキーの乱」によりウクライナ

全国に国民意識が台頭し、その社会的な変化は様々な分野に現れた。建築におけるその反

映はウクライナ・バロック様式である56。 

ウクライナの美術史家であるツァペンコ（1967）によると、「独立運動の時代、人々は壮

大な形象を求めていた。17 世紀から 18 世紀における最も重要な課題は、民族解放や民俗文

化の形成の象徴になる印象的な形象を作り上げることであった57。」（筆者による和訳） 

換言すれば、ウクライナ・バロック建築誕生の原動力は、1648 年から 1654 年のウクラ

イナ独立運動にあったと考えられる。 

「フメリニツキーの乱」によるもう一つの歴史的な成果は、「へーチマン国家」と呼ばれ

るコサック国家の誕生である。国家の君主であるヘーチマンによって統治されたことから、

ヘーチマン国家という名前が付いた。国家設立後、ヘーチマンをはじめ、コサックの社会

的上層部は教会の寄進者になり、彼らの資金で多くの教会堂が建設された。 

 

（2）ウクライナ・バロック様式の教会堂 

ウクライナ・バロック様式の教会堂の中には、最初からウクライナ・バロック様式で建

てられたものと、17 世紀から 18 世紀にウクライナ・バロック様式に変えられたものがある。

創建当時からウクライナ・バロック様式だった教会堂の中で、ウクライナ・バロックの最

古の教会堂として、チェルニヒーフ州ネージン市にある聖ニコライ大聖堂（1668）が注目

されている58。 

改築及び増築を受け、ウクライナ・バロック様式に生まれ変わった教会堂の中で最も有

名な例として、キエフ市の聖ソフィア大聖堂（11 世紀）を挙げることができる。1699 年か

ら 1767 年にかけて行われた改造工事により、聖ソフィア大聖堂の外部はウクライナ・バロ

ック様式で造り変えられた。その改造工事を創始したのは、その当時のヘーチマンを務め

たイヴァン・マゼーパ（1639 －1709）である59。イヴァン・マゼーパは、1687 年にヘー

                                                   
55 左岸ウクライナとは、ドニェプロ川の左岸（東岸）に広がるウクライナの歴史的地名であり、現在のキ

エフ州、チェルカーシ州の東部、ポルターワ州、チェルニーヒフ州にあたる地域である。 
56 Логвин Г. «Украінське барокко в контексті європейського мистецтва». Українське барокко та 
Європейський контекст, (1991): 10. 
57  Цапенко М., Архитектура Левобережной Украины XVII – XVIII веков (Москва: Стройиздат, 

1967): 54. (Tsapenko M. Architecture of Left-bank Ukraine in 17-18 c.) 引用のロシア語原文は以下の通

りである。 

«Дух времени требовал монументальных образов. Главной задачей, особенно в XVII – начале 

XVIII вв., становится создание выразительного, впечатляющего образа, символа, памятника 

содеянного народом в деле национального освобождения и утверждения национальной 

культуры». 
58  Асеев Ю., Стили в архитектуре Украины (Киев: Будивэльнык, 1989), 40-68. (Aseev Y. 

Architectural Styles in Ukraine) 
59  Андрусяк М. «Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч». Мазепа, збірник, (т. II, Варшава, 
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チマンになって以降、ウクライナの文化及び正教会の発展に大きく貢献し、ウクライナ・

バロック様式の普及に最も力を入れていた人物であったため、ウクライナ・バロックの別

名としてマゼーパ・バロックという名前が付けられた。 

聖ニコライ大聖堂と聖ソフィア大聖堂の外観を比較してみると、それらに共通する二つ

の点が明らかになる。一つ目は、ドームの形状である。高いドラムの上にドームを載せ、

そのドームの頂上部は玉葱型である。ドラムに窓を設置し、教会堂の内部空間における光

の演出を可能にしている。二つ目は、外壁の装飾である。教会堂をどの方向から見ても、

多くの装飾を確認することができる。しかし、その装飾は非常に豪華なものではなく、控

えめに施されているということもわかる。その二点は、ウクライナ・バロックの最も代表

的な特徴であると言える。 

さらに、ウクライナ・バロック時代にウクライナ教会堂建築における鐘楼を別棟として

設ける伝統が生まれた60。 

上述した教会堂は石造教会堂であるが、ウクライナ・バロック様式は木造教会堂建築に

も採用されていた。建材は石から木に換わると、石で造ることが可能であった形状や建築

部位が造れなくなる一方、木でしか造れない形状が現れてくる。ウクライナ木造教会堂建

築に見られるウクライナ・バロック様式に関しては、石造教会堂建築と共通するドームの

形状と外壁の装飾のほかに、装飾の一部として庇や回廊を設けることが特徴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-4 聖ニコライ大聖堂（1668）（西正面）（2009年 7月、筆者による撮影） 

 

ウクライナ・バロック様式で建設された木造教会堂の中で特に注目されているのは、ド

ニプロペトローフスク州ノヴォモスコフスク市にある三位一体大聖堂（1778）である。こ

                                                                                                                                                     
1939): 69-87. (Andrusyak M. Hetman Mazepa as Cultural Figure) 
60  Цапенко М., Архитектура Левобережной Украины XVII – XVIII веков (Москва: Стройиздат, 

1967): 84. 
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の大聖堂は、ウクライナ・バロック様式の典型的な特徴を持っている。三位一体大聖堂は、

九つの塔があり、教会堂の内部空間は塔の頂上部まで見上げることが可能である。このよ

うな構造によって、空間が上に伸びていく印象がもたらされる。さらに、ドラムにはもち

ろん、教会堂の壁にも複数の窓が設けてあることから、内部空間における光の演出が重視

されていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-5,6 聖ソフィア大聖堂（11世紀）（東側）（2009年 7月、筆者による撮影） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-7,8 三位一体大聖堂（1778）の外観と鐘楼（2013年 8月、筆者による撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-9,10 三位一体大聖堂（1778）の内部空間（2013年 8月、筆者による撮影） 
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石造教会堂と同様に、17 世紀から 18 世紀に改造された教会堂の姿もウクライナ・バロッ

ク様式に変わっている。本論の対象である聖ユリイ教会堂もその一例である。第二節と第

三節で触れたように、1678 年に行われた改造工事により、聖ユリイ教会堂の外観は大幅に

変更され、ウクライナ・バロック様式の特徴を持つことになった。塔の形状変更と袖廊の

増築に加え、外壁に施された精細な装飾は、ウクライナ・バロック様式に合わせる努力を

物語っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-11,12 聖ユリイ教会堂の外壁に施された装飾（2010年７月、筆者による撮影） 

 

聖ユリイ教会堂の改造が行われた時期にも注目しよう。改造工事は、ドロゴビチ市が所

属する教区がウクライナ東方カトリック教会の管轄を承認する以前に実施されている。こ

のことから、改造工事はカトリックの影響によるものではなく、むしろカトリック圏の支

配を受けながら、ウクライナ人の国民精神を強くアピールする試みであったと考えられる。 
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第二章 建築 

第一節 ウクライナ木造教会堂建築の分布と基本的構成 

第一項 ウクライナ木造教会堂の分類と構法 

 

2005年の統計データによると、ウクライナには、2500棟以上の木造教会堂が現存する61。

そのうちの約 1900 棟の木造教会堂は西部ウクライナ(リヴィヴ州、イヴァノ・フランキフ

スク州、ザカルパチア州、チェルニフツィー州、テルノーピリ州、ヴォリーニ州、リヴネ

州、フメリニーツキイ州、ヴィンニツァ州）に現存する。（図 2-1） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 ウクライナ全土に現存する木造教会堂の分布 

 

伝統的なウクライナの木造教会堂の構造は、校倉造り（зруб）である62。校倉造りとは、

木材を水平にし、重ねていく構法である63。校倉壁の表面を水から守り、教会堂全体をより

美しいものにするために、校倉の上に縦または横にした木の板を張り付ける場合が多い64。    

                                                   
61 Слiпченко Н. «Проблема збереження дерев`яних храмiв в Українi». Вісник 
Укрзахідпроектреставрація. Число 15 (2005): 31-40. (Slipchenko N. Problem of Protection of 
Ukrainian Wooden Churches) 
62 Прибєга Л., «До питання типологічної класифікації пам'яток дерев'яної храмової архітектури 

України», Праці Науково-дослідного інституту Пам'яткоохоронних досліджень. )Березень 2006): 

91-103. (Pribega L. On the Question of Typology of Ukrainian Wooden Churches.) 
63 日本建築センター発行の『丸太組構法技術基準・同解説』（1990）によると、本構法を丸太組構法と呼
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また、木が交差する仕口は、「錠」（замок）と呼ばれている仕口の切り込みによって、木

がしっかりと組み上げられていく。「錠」という仕口の切り込みは、ウクライナだけではな

く、ロシアにも古くから適用されていた。仕口の切り込みは、「ラーパ」（лапа）と「オブ

ロ」（обло）に大別でき、建物の種類や地域によって、異なる65。通常、教会堂の上部と倉

庫の角には、「ラーパ」と呼ばれる切り込みが使われた。「ラーパ」とは、角に部材の張り

出しのないやり方である。一方、教会堂の下部と民家の角には、「オブロ」（обло）と呼ば

れている切り込みが使われた。「オブロ」とは、部材の張り出しをつけるやり方で、その張

り出しの長さは、段によって異なる66。さらに、雨量の多いカルパチア地方や南ヴォリーニ

地方では、上段の張り出しがあたかも仏教建築における斗栱のように長く、庇を支える役

割を持っている。（図 2-2） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 2-2 庇を支える壁上部の張り出し（Hewryk, Titus D. Masterpieces in Wood. Houses of 

Worship in Ukraine (New York: The Ukrainian Museum, 1987), 14 より） 

 

このような仕口の扱いは、建物全体を支える力があり、釘のような補助的な金具は一切

使われていない。釘を使わない理由は、鉄が錆びることによって、周りの木材も腐ってし

まい、建物の耐久年数が短くなるからである。したがって、使わないほうがいいというこ

とである。 

ウクライナの木造教会堂を分類する際、校倉は構成の単位となり、その数とその配置は、

最も重要な点である。ウクライナの木造教会堂を校倉の数と配置で分類すると、次の二種

に大別できる。 

 

タイプ 1：三部構成プラン (тризрубнi)（図 2-3） 

                                                                                                                                                     
称している。 
64 Юрченко П., Дерев`яне зодчество України (18-19 ст.) (Київ: Видавництво Академiї Архiтектури 

УРСР, 1949), 26. (Yurchenko P. Wooden Architecture in Ukraine (18-19 cent.) 
65 前提書、 57. 
66 日本建築センター発行の『丸太組構法技術基準・同解説』（1990）によると、校木の交差部が突き出す

仕口をプロジェクト・タイプと呼称し、校木の交差部が突き出さない仕口をフラット・タイプと呼称して

いる。 
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タイプ 2：十字形プラン (хрещатi)（図 2-4） 

 

ウクライナ語を直訳すると、「三部構成」は「三つの校倉」という意味であり、「十字

形」は言葉通りに「十字形」という意味である。 

上記のような分類の他に、プランだけではなく、プランと塔の数で分類する試みがあっ

た67。しかし、最近の研究では、プランにもとづく大分類の中で、塔の数による細分類を行

うというやり方が主流である68。本論でも、この方法にもとづく。 

 

三部構成プラン 

三部構成プランは、木造教会堂建築に最も広く使用されたプランである。三つの校倉で

構成される三室が、西の入口から堂内に入り、東へ向かう主軸上に、婦人室（ナルテック

ス、前室）・礼拝室（外陣、中央室）・祭壇室（内陣）という三室が並ぶ。 

西側の婦人室（бабинець）は、言葉通りに「婦人の部屋」という意味であり、石造教会

堂建築の玄関間に当たる場所である。昔、婦人は礼拝室ではなく、婦人室でリトルギア（典

礼）を聞いていたことからこの名称がついた69。また、子供の出産後、40日間を経てはじめ

て教会堂に入った女性は婦人室で身を清める儀礼を受けねばならなかった。 

礼拝室（нава）は、教会堂の中央部分であり、礼拝の際、男性信者が集まり、そこでリ

トルギアを聞く。 

東側の祭壇室（вiвтар）は、教会堂の最も聖なる場所で、中央に祭壇が設けられている。

祭壇室に入ることができるのは、司祭のみである。 

上述したように、婦人室・礼拝室・祭壇室は、機能的に全く異なる空間である。ポーラ

ンドの建築家であるオブミンスキー（1914）によると、このような構成は典礼のニーズに

応じたものである70。東から一つ目の部屋は神の空間（＝祭壇室）であり、二つ目の部屋は

男性信者の空間（＝礼拝室）であり、三つ目の部屋は洗礼志願者（catechumen）と婦人の

空間（＝婦人室）である。 

各室の平面形を見ると、婦人室は通常四角形だが、稀に東欧の棺のような変形六角形（以

下、六角形）か八角形のこともある。礼拝室は四角形（稀に八角形）、祭壇室は四角形ま

たは六角形（稀に八角形）である。 

 

                                                   
67 Павлуцкий Г., «Деревянные и каменные храмы», Древности Украины, Выпуск 1 (1905): 5-10. 

(Pavlutskiy G. Wooden and Stone Churches) 
68 Вечерський В., Українськi дерев`янi храми (Київ: Iнформацiйно-аналiтична агенцiя «Наш час», 

2007) , 25. (Vecherskiy V. Ukrainian Wooden Churches) 
69 現在、ウクライナでは、女性も男性も共に礼拝室で礼拝に参加することが一般的であるが、1657 年に

発表された『スクリジャーリ』（1656）という主教ニコンのリトルギアに関する指示書によれば、女性は婦

人室でリトルギアを聞き、男性は礼拝室まで進んでリトルギアに参加することが定められていた。『スクリ

ジャーリ』は、17 世紀後半に典礼の際、多く使われたが、18 世紀初頭から徐々に使われなくなった。 
70 Obmiński T., «O cerkwiach drewnianych w Galicji», Sprawozdania Komisyi do badania historyi 
sztuki w Polsce. Zesz. Ⅲ,Ⅳ (1914): 399-432. (Obmiński T. Wooden Churches in Galitsiya) 
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図 2-3 聖ミコラ教会堂の平面図       図 2-4 聖ミハイロ教会堂の平面図 

 

また、各室の屋根に、塔を建てる場合がある。塔の数は、必ず奇数である。しかし、塔

を設けない三部構成プランの木造教会堂もある。それは、「民家タイプ」（хатнiй тип）

と呼ばれている。現在、チェリニフツィー州にこのタイプの木造教会堂が多数現存する（図

2-5）。後に、この「民家タイプ」は変形し、屋根より突き出した塔が一つ付いている教会

堂の形ができたと考えられている。このタイプも徐々に進化し、三つの塔が付いている木

造教会堂ができた。その時期に関しては、確定できる史料がなく、その進化過程の究明は、

今後の大きな課題の一つである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 聖ミコラ教会堂の外観 

（Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР, Справочник в 4-х томах под 

ред. Жарикова Н. (Київ: Будiвельник, 1986), vol.4, 339 より） 

 

 

(Таранушенко С., Монументальна 

дерев`яна архiтектура лiвобережної 

України  (Київ: 1976), 143 より) 

(Памятники градостроительства и архитектуры 

Украинской ССР, Справочник в 4-х томах под ред. 

Жарикова Н. (Київ: 1986), 90 より） 
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十字形プラン 

三部構成プランの中央部の南北に、新たな部屋を付け加えることによって、十字形プラ

ンができたと考えられている。 

 十字形プランの教会堂においても、三部構成プランの教会堂と同様に、祭壇は東側の一

番奥に設ける。また、三部構成プランとの機能上の違いはないが、より大勢の信者を受け

入れる目的で作り上げたものである。筆者が収集した資料にもとづけば、キエフ・ルーシ 

国家時代から現在にいたるまで人口密度が高いキエフ州には他の地域と比べ、十字形プラ 

ンの教会堂が多く現存していることが明らかになった。さらに、教会堂の平面形を十字架

の形になった理由としては、ビザンティン建築の集中式に合わせるための工夫であるとい

う見解もある71。 

十字形プランの木造教会堂は、通常、五つの部分から成り、奇数（一つ、三つ、五つ）

の塔を持っている。さらに、多くの十字形プランの教会堂では、交差する中央部が最も高

く、四角形をとる。 

唯一、九つの部分からできている十字形プランの教会堂は、第一章第四節で記述したド

ニプロペトローフスク州ノヴォモスコフスク市にある三位一体大聖堂（1778）である。（図

2-6）この教会堂は九つの塔を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 三位一体大聖堂の平面図（Юрченко П., Дерев`яна архiтектура України (Київ: 

Будiвельник, 1970), 140 より） 

 

全てのタイプにおいて、礼拝室は建物全体の最も重要な構成単位であり、その上部にあ

る塔の高さは隣の塔より一段高いものである。教会堂全体の高さに関しては、地域によっ

                                                   
71 Бабій Ю. «Бойківська церква: Спроба підходу до питання повстання и розвитку архітектурних 

форм». Мистецтво і культура. №1 (1939): 29. (Babiy Y. «Boykivska Church: The Try to Reach a 

Question of Origin and Development of Architectural Forms».)  
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てその基準が異なる。例を挙げると、ポヂッリャ地域では、教会堂の高さは教会堂の長さ

と一致し、チェルニヒーフ地域では、高さは長さを上回り、ガリチ地域では、高さは長さ

を下回る。 

ウクライナの木造教会堂は、プランで分類すると、二つのタイプに大別できるが、教会

堂の各部分の形、塔の数、塔の形によって分類すると、非常に多くの組合せができる。三

部構成プランで、三つの塔を持つ教会堂だけでも、334 の形のバリエーションがあり得ると

考えられている72。つまり、教会堂の建設にたずさわった職人たちの自由な発想を十分に満

足できる形式の豊富さがあった。それ故に、全く同じ教会堂がウクライナには存在しない

と言っても過言ではない。 

ウクライナの木造教会堂の分類を行う際、平面の形や塔の数のほかに、もう一つ重要な

要素に注目すべきである。それは「ザロム」（залом）73と呼ばれている構法である（写真

2-1）。ザロムとは、高い塔を作る段階ピラミッド状の多層式塔を形成する垂直の校倉壁の

ことである。また、教会堂内部は、高い塔が解放された空間になっており、天井が葺かれ

ていないというのも、大きな特徴の一つである（写真 2-2）。これにより、教会堂の外観と

内部の形を一致させることが可能になる。内部の空間を解放し、天に向かう信者の気持ち

を一層盛り上げるために、ウクライナの教会堂の職人達はザロムという構法を作り上げた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1 聖パラスケヴァ教会堂のザロム  写真 2-2 聖パラスケヴァ教会堂の塔の内部 

（2008年 3月、筆者による撮影） 

 

ザロムには、信者の気持ちを高めるだけではなく、教会堂の建物を自然の被害から守る

重要な機能もある。筆者が 2011 年に行った調査では、積雪量及び雨量が多い地域では、屋

根にかかる力を分散するために、ザロムの施工法が多く用いられていることが明らかにな

った。さらに雨量の多い地域では、このザロムの壁面を雨水から守る目的で非常に長い庇

                                                   
72 Тарас Я., «Генеза сакральної дерев`яної архiтектури українцiв Карпат», Народознавчi зошити. 

Зош. 5-6. (2004): 851. (Taras Y. Genesis of Wooden Religious Architecture of Carpatia Ukrainians.) 

73 ウクライナ語では、ломати は折るという意味である。 

ザ

ロ

ム 
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やポーチが設けられ、水による被害を最低限に抑えるための努力が見られることである。 

積雪量と雨量が多くなればなるほど、その地域の木造教会堂建築の屋根は多くのザロムを

持つようになり、教会堂の庇が長くなっている。 
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第二項 ヨーロッパの木造教会堂建築の一般的な傾向とウクライナ木造教会堂建

築の特質 

 

 ここでは、まず、ヨーロッパの木造教会堂建築の一般的な傾向を述べ、ウクライナ木造

教会堂建築の特質であるザロムの特徴と比較する。 

 ウクライナの木造教会堂と同様の校倉造りの教会堂はロシア、フィンランド、スウェー

デン、ノルウェーにも現存している74。ロシアの木造教会堂は、屋根の形状が象徴的であり、

玉葱形円屋根や断面が船底型の飾り屋根ボーチカなどがある。丸太組フィンランドの木造

教会堂には、箱柱式教会と十字形教会という二タイプがあり、箱柱式教会の構法が誕生し

た際、強固で壁の長い躯体により急勾配の合掌組屋根を乗せることが可能になった75。ノル

ウェーでは中世においてスターブ教会76が支配したが、この技術は次第に丸太組へとって代

わった。ノルウェーの丸太組教会堂の天井はフラットか低いものが多い。スウェーデンの

比較的大きな教会には必ず柱を設け、壁を補強しており、純粋な校倉造りではない77。 

上述した「錠」という仕口の構法と釘を使わない建設法は、ウクライナの木造教会堂の

特徴でありながら、ウクライナ独自のものではない。なぜなら、「錠」は、ロシアの木造建

築にも使われるし、釘を使わないやり方は、日本の神道建築や仏教建築の一部にも見られ

る。 

 しかし、ザロムというウクライナ独自の塔の構法は、ウクライナの木造教会堂建築にの

み見いだされる特徴である。ウクライナの木造教会堂建築に一番近いと考えられているロ

シアの木造教会堂建築にあっても、高い塔を設けるが、その塔は装飾にすぎない。教会堂

の中に入ると、低い天井があり、空間は塔の頂部まで解放されていない。越野武氏は、ロ

シアのキジ島で訪れたポクロフスカヤ教会堂の内部の印象を次のように述べている。「その

内部だが、頭上のにぎにぎしさを忘れてしまうほど質素な造りである。ヨーロッパ・カト

リック圏の教会堂がドームを内部空間にも露わし、主役を演じさせるのと違い、ロシア正

教の聖堂は、建築本体や内部空間とは無関係に、屋根上のバルバス・ドームをにぎやかに

飾るようである。」78  

外観を見る限り、ウクライナの木造教会堂とロシアの木造教会堂は似ているが、構法を

はじめ、形に刻まれている職人の思いまで異なるようだ。ウクライナの職人は、内部を連

続した吹抜単一空間にすることにより、塔を単なる装飾ではなく、神と信者を繋ぐ橋にな

るかのように、ザロムの一段一段を天空に向けて組み上げていった。 

さらに、教会堂全体に対して、ザロムを独立したものとして感じさせないために、ザロ

                                                   
74 ハンス・ユルゲン・ハンゼン編（1975）『西洋木造建築』形象社 
75 竹内晧（2010）『フィンランドの木造教会－17 世紀、18 世紀における箱柱式教会の構法の歴史』リト

ン 
76 この名称は、主な構造体である木の柱（Stab）にちなんだ方式の教会の総称である。この教会は、柱梁

構造とトラス構造を併用し、大きな積雪荷重にも烈風による水平力にも耐え得るものとしている。 
77  ハンス・ユルゲン・ハンゼン『西洋木造建築』形象社 
78 越野武（2008）『風と大地と 世界建築老眼遊記』新宿書房、148． 
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ムと教会堂全体の調和を重視している。換言すれば、教会堂の塔をザロムの数と形で仕上

げるだけではなく、ザロムを自然に教会堂の全体像に溶け込ませるために、教会堂をシン

メトリーにすることが絶対的な条件である。筆者が行った調査結果では、多くの教会堂が

改造され、当初からなかった部分が付け加えられたので、シンメトリーがない教会堂は確

認されている。しかし、教会堂の改造前の姿を想像すれば、教会堂を建設した職人が作っ

たシンメトリーが浮かび上がってくる。つまり、職人にとって、教会堂は彫刻のような統

一感のあるものとして人々の目に映ることが重要な課題であった79。 

シンメトリーと同様に、教会堂の部分と部分の均衡は、ウクライナの木造教会堂建築の

重大な特徴である。壁の高さをはじめ、各部分の構造は、ザロムを強調できるように設計

されている。 

また、ウクライナの木造教会堂建築では、教会堂周囲の自然との関係が重視されている。

特に、西ウクライナ地方では、教会堂のザロムは周辺の松の木の枝とそっくりの形をして

いる例が多い。 

 言い換えると、ザロムというウクライナの木造教会堂建築の最大の特質に加え、そのザ

ロムをより自然なものにする様々な創意と工夫がある。それらの全ては、ウクライナの木

造教会堂建築の特質であり、ウクライナ独自の建築様式を形成するものである。 

                                                   
79 Таранушенко С., Монументальна дерев`яна архiтектура лiвобережної України (Київ: 

Будiвельник, 1976), 4-5. 
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第二節 聖ユリイ教会堂の構成 

第一項 各部分の構造及び外観 

 

 ここではまず、聖ユリイ教会堂の各部分の平面形と外観と特徴について記述をする。 
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図 2-7 聖ユリイ教会堂の平面図 
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図 2-8 聖ユリイ教会堂の立面図（北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 聖ユリイ教会堂の立面図（南） 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 聖ユリイ教会堂の立面図（西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 聖ユリイ教会堂の立面図（東） 
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聖ユリイ教会堂は、三つの塔を持つ三部構成プランの木造教会堂であり、西から順に婦

人室・礼拝室・祭壇室という三つの校倉からできている。（図 2-8）教会堂の中央部分に当

たる礼拝室は、四角形の形を示し、壁は床側よりも天井側が狭くなるように少々内側に傾

いている。四角形の壁体に八角形のドラムが架構され、その上部に玉葱型のドームが構築

されている。礼拝室の四角形の壁体と八角形のドラムを接合するためにザロムが採用され

ている。礼拝室の内部においてその接合部分に当たる隅に石造建築に見られる穹隅（ペン

デンティブ）のような三角形の部分を確認できる。さらに、南北から礼拝室に小さい袖廊

のような「クリロス（kliros）」という八角形の部屋が増築されている。この部屋の上に八

角形のドラムが構築され、壁体とドラムを接合するために、ザロムが使われている。ここ

にもドラムの頂上部に玉葱型のドームが架構されている。礼拝室内部において、クリロス

と礼拝室の間に半円形アーチがある。このクリロスは、ウクライナの木造教会堂建築にお

いて極めて珍しいものであり、聖ユリイ教会堂のクリロスを礼拝室の空間の延長ではなく、

独立した部屋として扱う先行研究もある80。 

 東にある祭壇室は、六角形の形をなす部屋であり、北側の壁に聖餐式を準備するニッチ

が設けてある。壁の高さは礼拝室の壁より 1 メートルほど低くなっている。祭壇室の壁体

に礼拝室と同様に六角形のドラムがザロムによって接合されおり、ドラムの頂上部に玉葱

型のドームが構築されている。 

 最も複雑な構成を示すのは、西にある聖ユリイ教会堂の婦人室である。聖ユリイ教会堂

の婦人室は、その地域にほとんど見られない六角形を示し、さらに入口の扉は西正面では

なく、北西に逸れた狭い壁に設置されている。なぜそれほど異例とも言える構成となって

いるのかについては第三項で考察を行う。婦人室は二階建てになっており、一階部分の平

面形は六角形であるのに対し、二階部分に設けている聖母の神殿奉献チャペルの平面形は

四角形である。礼拝室及び祭壇室と並び、婦人室にもザロムという構法が使われている。

婦人室の二階部分の上に八角形のドラムが架構されており、その頂上部に玉葱型のドーム

が作られている。 

 クリロスのドームを含め、聖ユリイ教会堂にウクライナ・バロック様式で作られた玉葱

型のドームが五つある。このドームは建物全体とよく調和し、バランスのとれたデザイン

になっている。 

婦人室の一階部分に 3.53 メートルの高さで水平な天井が張られており、西側に張り出し

ている天井材が二階のギャラリー（回廊）の床になっている。二階のチャペルに上るため

に、婦人室の北側に屋外階段が設置してある。 

婦人室の一階部分は礼拝室のクリロスまで続くギャラリーに取り囲まれている。クリロ

スからギャラリーは庇に変わり、祭壇室も含めて建物の東側を取り巻いている。ギャラリ

ーの屋根と庇は同じ高さに設置されている。 

                                                   
80  Mściwujewski M., Krolewskie wolne miasto Drohobycz (Lwów, Drohobycz: Księgarnia ludowa, 

1929), 15. 
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聖ユリイ教会堂の建物を取り囲んでいるギャラリーと庇及び多数のザロムは外観の横の

線をまとめていると同時に、各部分の玉葱型のドームは縦の線をまとめている。そのこと

により、その交差する線が聖ユリイ教会堂をまとまりのある意匠を凝らした建築物にして

いると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-3 礼拝室と祭壇室    写真 2-4 婦人室（一階部分）とチャペル（二階部分） 

（2010年 7月、筆者による撮影）（北側） 

 

聖ユリイ教会堂の外観におけるもう一つの特徴は、教会堂の壁面を覆っているシングル

（shingle こけら葺き）である。シングルとは、木材を斧で割り、屋根瓦として使用して

いる木製の板材で、西部ウクライナの教会堂では一般的に用いられている。シングルの機

能は、教会堂の壁面を水から守ることであるので、庇及びギャラリーの屋根で隠れている

壁面以外は、聖ユリイ教会堂は全面的にシングルが施工されている。さらに、シングルの

優雅な形を見ると、シングルは外壁の装飾としての役割もあるということが言える。 

このシングルは 20 年に一回程の頻度で張り替えなければならない。2010 年に筆者が現

地調査で聖ユリイ教会堂を訪れた際、シングルの状態は非常に悪かった。全体的なシング

ルの腐敗に加え、シングルが強風で飛ばされ空いてしまった部分と、雹が降った後の穴が

多々あった（写真 2-4,5）。2011 年に現地調査で聖ユリイ教会堂の状態を確認した際、本格

的な補修工事がまだ行われていなかったが、ビニールシートによる一時的な補修がされて

あった（写真 2-6）。さらに、2012 年に三度目の現地調査では、足場が設置され、本格的な

シングルの張替工事が実施されている様子を見ることができた（写真 2-7）。 

 聖ユリイ教会堂の各部分の開口部は、出入口の扉と窓がある。西から順に見ていくと、

婦人室には一カ所の扉以外に窓を含め開口部がない。上述したように、その入口の扉は北
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西に逸れた狭い壁に設置されている。一方、婦人室の二階にあるチャペルの入口の扉は西

正面の壁に設置されている。さらに、チャペルの上部にあるドラムの北壁面と南壁面に二

カ所の大きい窓と、その上に、小さい窓が一カ所ある。チャペルのドラムの東壁に窓がな

く、西壁に小さい窓が一カ所に設置されている。 

 礼拝室の南壁に出入口のドアがある。さらに、北壁と南壁に大きい窓が二つずつある。

この大きい窓に加え、ドラムに小さい円形窓が四つある。礼拝室に属するそれぞれのクリ

ロスのドラムに小さい窓が三つある。 

 東にある祭壇室には扉がない。祭壇室の壁面に西壁を除き、一つの窓がある。それぞれ

の窓の真上にドラムに設置されたより小さい窓がある。 

 礼拝室にあるドラムの円形窓以外に、教会堂の全ての窓は細長い形で、窓枠の上の部分

はアーチ状になっている。このように窓の形状が統一されていることにより、教会堂の外

観が整い、非常に統制のとれたデザインになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4,5 聖ユリイ教会堂のシングルの状態（2010年）（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-6 2011年の一時補修   写真 2-7 2012年のシングルの張替工事 

（2011年 7月、筆者による撮影）   （2012年 7月、筆者による撮影） 
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第二項 聖ユリイ教会堂における内部空間の構成 

 

 聖ユリイ教会堂の婦人室にある扉から中へ入ると、目の前に薄暗い洞窟のような空間が

広がる。入口の扉を閉めると、婦人室は暗闇に包まれ、礼拝室の中に見える光を頼りに無

意識に奥へと進みたくなる。上述したように、婦人室の天井の高さは 3.53 メートルであり、

婦人室と礼拝室の間に間仕切りがあり、その間仕切りに礼拝室に通じる入口が設けてある。

入口の高さは 2.145 メートルであり、幅 4.345 メートルである。さらに、婦人室側から見

た間仕切りの上部は、曲線を描いている。礼拝室側から見ると、婦人室に通じる入口の真

上に聖歌隊席が設けてある。 

礼拝室は教会堂の最も広い部屋である。北側のクリロスから南側のクリロスまでの幅は、

10.655 メートルである。礼拝室の内部は解放感が溢れる空間になっている。その解放感は、

ドームの天頂まで吹き抜けになっていることと、複数の窓から入ってくる光の演出による

ものである。高さ 12 メートルの塔は、交差する二本の梁によって補強されているだけで、

その梁以外に塔を内側から支える部材が使われていない。教会堂を訪れた信者は、このよ

うな塔の構造によって礼拝室の内部空間が天に向かって伸びていくことを感じ、祈りをさ

さげる際、礼拝室全体が神秘的な雰囲気に包まれる。 

礼拝室の空間の特徴として、壁面を隙間なく覆う壁画とイコノスタシス（iconostasis 聖

障）があり、建築について述べるうえで不可分である。このイコノシスタスは礼拝室と祭

壇室の間にあり、間仕切りの役目を果たしている。イコノスタシスのイコンは、1659 年か

ら 1669 年にステファン・メディツキーという画家により描かれたものである。聖ユリイ教

会堂のイコノスタシスは、17 世紀におけるウクライナでは主流であった 5 段階層を持って

いる（表 2-1）。 

 イコノスタシスに王門、南門・北門という三つの扉があり、司祭は礼拝室から祭壇室に

入る際、その扉を利用する。祭壇室は聖職者専用の空間であり、一般の信者は入室が禁じ

られている部屋である。聖ユリイ教会堂の祭壇室に壁画のような装飾はない。 

 聖ユリイ教会堂内部の空間構成を見ると、それぞれの部屋は用途に合うように作られて

いることがよく伝わる。 

 

表 2-1 イコノスタシスの階層 

階層（床から） 階層に配置されたイコン 

第一 「天使はロトをソドムとゴモラから逃がす」、「聖母へのアカティスト賛

歌」、「聖パウロの行伝」、「聖ユリイの死刑」 

第二 「至聖三者」、「聖母子」、「パントクラトール」、「聖ユリイ」 

第三 12大祭（真ん中に「最後の晩餐」） 

第四 旧約聖書の預言者 

第五 大デイシス（デイシスに 12使徒を加えたもの） 
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写真 2-8 婦人室側から見た礼拝室（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-9 礼拝室側から見た婦人室（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-10 イコノスタシス（第 3段から第 5段）（2010年 7月、筆者による撮影） 
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第三節 聖ユリイ教会堂の構成上の特質 

 

第二節で触れたように、聖ユリイ教会堂の婦人室は西部ウクライナにおいて極めて珍し

い六角形を示し、さらに入口の扉の配置は、同地方の教会堂に比べて、他に類を見ないも

のである。 

筆者は 2009 年にウクライナの 25 州のうち、17 州に現存する 158 棟の木造教会堂の分類

を行い、データベースを作成した。158 棟の教会堂のうち、婦人室が六角形である教会堂は

全体の 5%である 8 棟（キエフ州ファスチヴ市のポクロヴァ教会堂（1779）、チェルニフツ

ィー州チェルニフツィー市の聖ニコライ教会堂（1607）、ペトラシヴカ村の聖ミハイロ教会

堂（1663）など）であった。婦人室が八角形である教会堂は 2.5%の 4 棟（すべて、ヴィン

ニツァ州にのみ現存）礼拝室が八角形である教会堂は 10%の 16 棟（テルノーピリ州チェル

トキフ市のヴォズドネスィンニャ教会堂（1738）、チェルニヒーフ州セドニフ村の聖ユリイ

教会堂（1747）など）であった。祭壇室に関しては、祭壇室が四角形である教会堂は 107

棟（68%）あった。祭壇室が六角形である教会堂は 47 棟（全体の 30%）あったのに対し、

祭壇室が八角形である教会堂は 4 棟（全体の 2,5%）のみであった。 

聖ユリイ教会堂婦人室の平面形や扉の配置は、何に起因するのだろうか。 

ここでは、先行研究の仮説に筆者自身の現地調査の結果を照合しつつ、聖ユリイ教会堂

の特異な構成の起因を検証していく。 

聖ユリイ教会堂の構成上の特質に関する研究には、ドラガン(1937)とユルチェンコ

（1969）がある。 

ドラガンによると、聖ユリイ教会堂の婦人室にナディエボ村の教会堂の婦人室がそのま

ま採用された81。扉の枠や設置方法から判断すると、扉は最初からその位置にあったもので、

後からこのような扉を付けることは不可能であると述べている。扉の配置が異例なのは、

ナディエボ村の教会堂の敷地の状態によるものであると主張しているが、その証拠は挙げ

ていない。 

一方、ユルチェンコは、ドラガンと全く無関係に論を進めており、婦人室の形や扉の配

置に関して以下の説を展開している。1657 年にナディエボ村の教会堂の木材を再利用して

聖ユリイ教会堂が建てられた際、礼拝室の部分はそのまま礼拝室に使用され、祭壇室だっ

た部分は婦人室として転用された。そして、祭壇室は新しい木材を使って新築されたとい

う82。さらに、扉の配置に関して、ユルチェンコは、教会堂がドロゴビチ市に移転した後に、

壁に開口部を作り、扉を設置したと述べている。しかし、ユルチェンコは自己の推察を裏

付ける証拠を挙げていない。 

このように、聖ユリイ教会堂の婦人室の成り立ちについて二者の見解は一致しておらず、

                                                   
81 Драган М., Українськi дерев`янi церкви. Гiнеза i розвiй форм (Львiв: 1937), 120. 
82 Юрченко П. «Видатна пам`ятка народного мистецтва». Українське мистецтво. 2 (1969): 105-107. 



48 

 

また証拠も示されていない。 

本節では、現地調査や教会堂の構成に関するデータの分析をもとにドラガンとユルチェン

コの仮説の真偽を検証する。 

2010 年 7 月に筆者は、聖ユリイ教会堂の婦人室・礼拝室・祭壇室の特徴を明らかにする

ために、各部分の木材の寸法を実測し、土台の特徴や仕口の構法を確認した。 

続いて、聖ユリイ教会堂と同じく三部構成プランであるリヴィヴ州の 131 棟の木造教会

堂のデータを収集し、各部分の平面形について確認した。 

 さらに、リヴィヴ州に隣接するイヴァノ・フランキフスク州の 55 棟の木造教会堂のデー

タを集め、プランによる分類と三部構成プランを持つ教会堂を対象に各部分の平面形につ

いて比較をした。 

ウクライナに現存する木造教会堂の扉の位置と祭壇室の平面形に関しては、資料を収集

した83。 

 

現地調査の結果 

 まず、現地で婦人室・礼拝室・祭壇室の壁の厚さを計測した。すると、婦人室と礼拝室

の壁は厚さ 18 センチであるのに対し、祭壇室の壁の厚さは 13－16 センチであった。 

さらに、土台に関しては、教会堂で使用された木材の寸法と設置方法は部分によってそ

れぞれ異なっている。祭壇室土台に使用されている木材の直径は 20 センチ以下であるのに

対し、婦人室と礼拝室の土台の木材の直径は 24 センチ以下である。加えて、祭壇室の土台

の木材は 1 段に置かれているが、婦人室と礼拝室では 2－3 段になっている。 

続いて、仕口の構造と持出しに注目した。雨量の多い西部ウクライナでは、仕口の持出

しが庇を支える役割を担っている84。持出しにこのような機能を与えるために、持出しを庇

の高さに合わせた壁上部に付ける必要がある。聖ユリイ教会堂の祭壇室の仕口（写真 2-11）

を見れば、持出しを庇の高さに合わせた位置に確認できる。一方、婦人室と礼拝室の仕口

（写真 2-12）を見れば、持出しは庇の高さに届かず、庇を支える役割を果たしていない。

つまり、祭壇室の場合、持出しは庇を支えるという本来の機能を持っているのに対し、婦

人室と礼拝室の場合、持出しは単に装飾であり、庇を支える機能を持っていない。 

 さらに、祭壇室の持出しの刻み方（図 2-12）と婦人室及び礼拝室の持出しの刻み方（図

2-13）を比較すると、祭壇室の持出しは曲線的であるのに対し、婦人室及び礼拝室の持出

しは階段状の刻み目を示している。 

同一の教会堂にあって、持出しの刻み方が異なるのは極めて異例なことである。 

                                                   
83  Жариков Н., Памятники градостроительства и архитектуры УРСР. Ивано-Франковская 
область, Том 2 (Київ: 1985), 213-251. (Zharikov N. Monuments of Urban Planning and Architecture in 
USSR. Ivano-Frankovsk Region) 

Жариков Н., Памятники градостроительства и архитектуры УРСР. Львовская область, Том 3 

(Київ: 1985), 7-229. (Zharikov N. Monuments of Urban Planning and Architecture in USSR. Lwiw 
Region) 
84 Сулик Р., Перлини дерев`яної архiтектури Бойкiвщини (Львiв: 1995), 28-29. (Sulyk R. Pearls of 

Wooden Architecture of Boykivschina) 
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写真 2-11 聖ユリイ教会堂の祭壇室（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-12 聖ユリイ教会堂の婦人室（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 祭壇室の持出し   図 2-13 婦人室及び礼拝室の持出し 
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現地調査に基づく考察 

聖ユリイ教会堂の婦人室と礼拝室は同じ寸法の木材からできており、同じ土台の構造を

しているのに対し、祭壇室だけは木材の寸法と土台の構造が異なっている。 

また、祭壇室の持出しの機能と剞型から判断すると、婦人室及び礼拝室の持出しと異な

ることが明らかである。 

 上記の二点から、次のことが推察される。聖ユリイ教会堂の三室のうち、婦人室と礼拝

室は同質な部分であり、この二室は祭壇室と異なる。さらに、祭壇室の持出しは本来の機

能を持っているため、創建時代からの部分と考えられる。それに対し、婦人室と礼拝室の

持出しは、1657 年の修復時にナディエボ村から運ばれた部材の一部であると思われる。 

次に、聖ユリイ教会堂の婦人室は、ナディエボ村の教会堂のどの部分にあたるのかを検

証する。 

 

婦人室と祭壇室の平面形 

 聖ユリイ教会があるリヴィウ州において三部構成プランで建てられた教会堂の各部分の

平面形について比較を行った。（表 2-2）131 棟の三部構成プランの教会堂のうち、三室と

も四角形である教会堂は 80 棟であり、全体の 6 割を占めている。次に多いのは祭壇室のみ

が六角形で、他の二室が四角形の教会堂は 48 棟（36.7%）であり、これら二つのタイプの

教会堂が全体に占める割合は 97.7%に上った。聖ユリイ教会堂を含む 3 棟（2.3%）のみが、

婦人室と祭壇室が六角形で、礼拝室が四角形の形状であり、このことから稀少な建築であ

ることがわかる。年代的には、聖ユリイ教会堂（1657）が最も古く、カメンカ・ブグスカ

ヤ市の聖ニコライ教会堂（1667）、チェレピン村の主の迎接祭教会堂（1758）となる。 

さらに、聖ユリイ教会堂はドロゴビチ市に移転される以前リヴィヴ州に隣接するイヴァ

ノ・フランキフスク州にあったことから、イヴァノ・フランキフスク州の 55 棟の木造教会

堂の平面形を比較した。その結果、47 棟の教会堂が十字形プランを示すのに対し、三部構

成プランの教会堂は 8 棟しか確認できなかった。（表 2-2）三部構成プランを持つ 8 棟の教

会堂は、リヴィヴ州との州境付近に位置し、リヴィヴ州の工房の影響が考えられる。確認

できた 8 棟のうち、6 棟（75%）は三室とも四角形で、2 棟（25%）は婦人室と祭壇室が六

角形である。年代的には、聖ユリイ教会堂よりも古いロガーチン市の聖霊教会堂（1598）

と 18 世紀の聖ニコライ教会堂（1729）がある。これら 2 棟の教会堂は同じロガーチン市に

あり、それ以外の場所では婦人室と祭壇室が六角形のプランを持つ教会堂は確認されてい

ない。つまり、現存する三部構成プランの教会堂に限って言えば、婦人室と祭壇室が六角

形のプランは、ロガーチン市の特徴であり、イヴァノ・フランキフスク州全土に見られる

プランではない。 

 

扉の配置 

通常教会堂の入口は西正面に設置される。しかし、聖ユリイ教会堂には、扉が二か所にあ
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る。一つは婦人室の北西の壁に、もう一つは礼拝室の南側の壁に設置されている。 

 

表 2-2 創建時代別三部構成プランの教会堂を対象とした各部分の平面形の分布 

リヴィヴ州三部構成プランの教会堂に見られる各部分の平面形 

 

創建時代 

平面形のタイプ 

三室とも四角形 祭壇室のみ六角形 婦人室と祭壇室は六角形 

15 世紀 1 棟 1 棟 0 棟 

16 世紀 0 棟 3 棟 0 棟 

1600 年～1649 年 4 棟 0 棟 0 棟 

1650 年～1659 年 0 棟 1 棟 1 棟 

1660 年～1699 年 12 棟 11 棟 1 棟 

18 世紀 39 棟 29 棟 1 棟 

19 世紀 22 棟 2 棟 0 棟 

20 世紀 2 棟 1 棟 0 棟 

 計 80 棟 計 48 棟 計 3 棟 

全体の棟数：131 棟 61% 36,7% 2,3% 

イヴァノ・フランキフスク州三部構成プランの教会堂に見られる各部分の平面形 

 

創建時代 

平面形のタイプ 

三室とも四角形 祭壇室のみ六角形 婦人室と祭壇室は六角形 

16 世紀 1 棟 0 棟 1 棟 

18 世紀 3 棟 0 棟 1 棟 

19 世紀 2 棟 0 棟 0 棟 

 計 6 棟 計 0 棟 計 2 棟 

全体の棟数：8 棟 75% 0% 25% 

 

現在、ウクライナでは、女性も男性も共に礼拝室で礼拝に参加することが一般的であるが、

聖ユリイ教会堂が建設された 1657 年の同時代に発表された『スクリジャーリ』（1656）と

いうリトルギアに関する指示書によれば、女性は婦人室でリトルギアを聞き、男性は礼拝

室まで進んでリトルギアに参加することが定められていた85。さらに、西部ウクライナでは、

教会堂の内部に女性と男性の専用空間を設けるだけではなく、専用扉まで設ける伝統が根

付いていた。 

つまり、聖ユリイ教会堂の場合、婦人室の扉は女性専用の入口であるのに対し、礼拝室

の南側の壁に設置してある扉は男性専用の入口である。 

                                                   
85 『スクリジャーリ』という指示書は、1656 年のモスクワ公会議で決めた事項をまとめたものである。そ

の本文はロシア国家図書館のホームページで閲覧可能である。

（http://dlib.rsl.ru/viewer/01003343928#?page=1） 
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図 2-14 聖ユリイ教会堂の扉の配置 

 

カメンカ・ブグスカヤ市の聖ニコライ教会堂（1667）とチェレピン村にある主の迎接祭

教会堂（1758）の扉に関しては、その数は聖ユリイ教会堂と同じである。しかし、礼拝室

に設けられている男性専用の扉は南側の壁にあるのに対し、婦人室の扉は西正面に設置さ

れている。 

換言すれば、リヴィヴ州において確認できる婦人室と祭壇室は六角形の教会堂のうち、

婦人室の扉が北西の壁に設置されているのは、聖ユリイ教会堂のみである。 

一方、イヴァノ・フランキフスク州ロガーチン市にある聖霊教会堂（1598）と聖ニコラ

イ教会堂（1729）では、婦人室の西正面、礼拝室の南側と祭壇室の南東の壁の三か所に扉

が配置されている。祭壇室の扉は、司祭専用の入口であると考えられる。 

司祭専用の扉を設ける場合は、その配置は決められている。祭壇室の平面形（六角形）

はノアの箱舟の象徴と考えられており、旧約聖書（創 6：16）に記されているように、箱舟

と同じく横から入るように扉を祭壇室の東南の壁に配置する伝統が生まれた86。さらに、祭

壇室の北側の壁に聖餐式の準備をするための専用のニッチがあり、その場所も決まってい

る。リヴィヴ州にある婦人室と礼拝室が六角形を示している 3 棟の教会堂は祭壇室の北側

にニッチがある。しかし、そのようなニッチのない教会堂はウクライナ全土に多数現存し

ている。イヴァノ・フランキフスク州にある婦人室と礼拝室が六角形を示している 2 棟の

教会堂は祭壇室の北側にニッチがない。 

つまり、ウクライナの木造教会堂では、ある部分が六角形をし、横から入るようになっ

ていれば、その部分は祭壇室である可能性が非常に高い。 

 

構成に基づく考察 

婦人室と祭壇室の平面形を比較した結果、聖ユリイ教会堂があるリヴィヴ州とドロゴビ

チ市に移転する以前に建っていたイヴァノ・フランキフスク州には婦人室が六角形である

例は少なく、二つの州において婦人室が六角形であることは異例と言える。 

さらに、創建時代を含めると、リヴィヴ州においてこのような形を示す教会堂のうち、

                                                   
86 Кудрявцев М. «Русский православный храм. Символический язык архитектурных форм». К 
свету. Номер 17 (1994): 60. (Kudryavtsev M. Russian Orthodox Church. Symbolic language of the 
Architectural Form) 

西 

北 

東 

南 

婦人室 礼拝室 祭壇室 

扉 

扉 
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聖ユリイ教会堂は最も古いものであり、イヴァノ・フランキフスク州の遺構を入れると、

二番目に古い教会堂であることが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 司祭専用扉 ニッチ 

 

 

 

写真 2-13 聖ユリイ教会堂に隣接している十字架挙栄教会堂の祭壇室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-14 十字架挙栄教会堂祭壇室の内部（聖餐式を準備するニッチ） 

 

婦人室の扉の配置に関して考察を行った結果、平面形が六角形で横から入る扉があると

いう特徴を有していることからこの部分は本来婦人室ではなく、祭壇室である可能性が非

常に高いということが明らかになった。現地調査と文献に基づき、次の結論が得られた。      

聖ユリイ教会堂の婦人室と礼拝室は、聖ユリイ教会堂修復の際、建材として使われたナデ

ィエボ村の教会堂の二室を使用したものである。元の礼拝室だった部分はそのまま礼拝室

として採用され、祭壇室だった部分は 180 度角度を変えて、聖ユリイ教会堂の婦人室にな

ったと推察される。 

この結論は、聖ユリイ教会堂の婦人室に関するユルチェンコ（1969）の説を証拠付ける

結果になった。 

一方、聖ユリイ教会堂の祭壇室に関するユルチェンコの判断が正しいとした場合、1657

年に聖ユリイ教会堂の修復工事に携わった職人達が非常に不合理的な決断をしたというこ

とになる。なぜならば、教会堂の一室を建設できるだけの木材があったなら、ナディエボ
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村の教会堂の祭壇室をあえて前後を反転し、その地域では異例な形の教会堂を作るより、

ナディエボ村の祭壇室をそのまま活用し、婦人室を新しい木材を使って作るほうが合理的

であり、伝統や地域性を重視していた教会堂職人の判断として現実的であったのではない

かと考えられるからである。では何故、回転して転用したのか。その理由の一つとして、

聖ユリイ教会堂の祭壇室は 1624 年の火災時には焼失せず、そのまま使用できる状態で残っ

ていた部分であると考えられる。ナディエボ村の教会堂の祭壇室を回転し婦人室にするこ

とになったと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-15 祭壇室を婦人室にする方法の一例 

 

本節では、聖ユリイ教会堂の婦人室に関するドラガン（1937）の推察を覆す事実が明ら

かになったが、婦人室の扉に関する主張は正しいと判断できる。なぜならば、聖ユリイ教

会堂の婦人室が元々祭壇室だったとすれば、扉はその位置にあることが当然だからである。

しかし、聖ユリイ教会堂の婦人室は元々婦人室だったと考えると、教会堂の敷地の状況を

配慮しても、入り口を横に配置することは考えられない。 
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第四節 樹種識別調査 

 

筆者は、聖ユリイ教会堂の構成上の特質に関する新たなデータを得るために、2011 年 7

月に現地調査を実施し、聖ユリイ教会堂の木材のサンプルを採取した。そのサンプルを京

都大学生存圏研究所に送り、田鶴寿弥子氏に依頼し、樹種識別調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-16 聖ユリイ教会堂の平面図と試料採取位置（1‐7） 

 

 樹種識別調査の結果、木は針葉樹で、早・晩材の移行はやや急である。水平・垂直樹脂

道を欠いているが、時に傷害樹脂道がみられることがある。 

放射仮道管は存在せず、放射柔組織の末端壁は数珠状で分野壁孔はスギ型を示す。多く

の場合、結晶が内部にみられることから、他のモミ属樹種と識別できる87。 

 

表 2-3 識別結果 （データ提供：田鶴寿弥子氏） 

No. サンプル名 場所 識別結果 

1 婦人室＃１ 南側の壁 マツ科モミ属 

2 婦人室＃２ 仕口 南西 マツ科モミ属 

3 祭壇室＃１ 仕口 南 マツ科モミ属 

4 祭壇室＃２ 仕口 南 マツ科モミ属 

5 礼拝室＃１ 南側の壁 マツ科モミ属 

6 礼拝室＃２ 南側の壁 マツ科モミ属 

7 礼拝室＃３ 仕口 南 マツ科モミ属 

 

樹種識別調査の結果から上述した聖ユリイ教会堂の構成上特質に関する仮説が証拠付け

                                                   
87 田鶴寿弥子、杉山淳司 「ウクライナ国ドロゴビチ市聖ユリイ教会堂における樹種調査」 生存圏研究 

第 9号 2013年 35-40. 
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られるデータを得ることができなかった。しかし、ウクライナ全国におけるモミの分布を

調べたところ、モミが最も多く生育している地域は、「外のカルパチア」と呼ばれるリヴィ

ヴ州南部とイヴァノ・フランキフスク州東部にある88（図 2-17のゾーン 47）。ドロゴビチ

市もナディエボ村もこの地域に位置するので、ドロゴビチ市にもナディエボ村にも教会堂

の建材としてその地域に豊富に採れるモミが使用されたことが推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～6 混交林地帯、7～24 森林草原地帯、25～45 草原地帯、46～52 カルパチア山脈 

53～54 クリミア山脈 

図 2-17 ウクライナの地理学的エリア 

（Генсiрук С.А., Лiси – багатствоi окраса землi (Київ: Наукова думка, 1980), 103 より） 

 

今まで、ウクライナの木造教会の樹種について、科学的見地から報告されたものは殆ど確

認出来ない89。一方、本調査の結果から、聖ユリイ教会堂にモミ属が使用されていることが

明らかになったことは、ウクライナの教会堂建築研究に新たな知見を付加することができ

たといえよう。

                                                   
88 Генсiрук С., Лiси – багатство i окраса землi (Київ: Наукова думка, 1980), 103. (Gensiruk S. 

Forest is the Treasure and Adornment of the Earth) 
89 田鶴寿弥子、杉山淳司 「ウクライナ国ドロゴビチ市聖ユリイ教会堂における樹種調査」 生存圏研究 

第 9号 2013年 35-40. 
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建築のまとめ 

 

本章ではまず、ウクライナの木造教会堂建築の基本的な構成及び分類について詳述し、

ウクライナの木造教会堂建築にしか見られない「ザロム」という構造的な特質を整理した。

次に、聖ユリイ教会堂の建築に焦点を当て、三つの部屋の構成及び外観の説明に加え、内

部空間の構成について論じた。聖ユリイ教会堂の構成における最大の特質は、婦人室の異

例ともいえる平面形と入口の扉の位置である。先行研究には、その特質に関する二つの仮

説（ドラガン［1937］とユルチェンコ[1969]）があり、その仮説の真偽を検証するために、

現地調査によるデータと構成に関するデータの分析を行った。その分析を元に考察を行っ

た結果、聖ユリイ教会堂の婦人室に関するユルチェンコ（1969）の説を証拠付ける結果に

なった。さらに、婦人室の扉に関するドラガン（1937）の主張は正しいと判断できた。 

最後に、聖ユリイ教会堂の樹種識別調査の結果、明らかになった木の種類（モミ）の生

育を調べた。その生育のデータを見ると、ドロゴビチ市もナディエボ村もモミが豊富に採

れる地域であることがわかった。このことから、どちらの地域でも教会堂の建材としてモ

ミが使用されたことが考えられる。 
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第三章 壁画図像 

 

第一節 礼拝室の壁画図像 

 

 聖ユリイ教会堂の礼拝室の壁面に施された壁画図像を二つに分類できる。前者は 1660 年

代から 1670 年代にステファン・メディツキーによる図像である。後者は、1689 年にステ

ファン・メディツキーが死去した後、1691 年に彼の息子であるイワン・メディツキーによ

って完成された図像である。イワン・メディツキーによる壁画図像は、聖歌隊席にある主

題のみである。1678 年にドラム及びドームの壁画図像を描いた画家の名前はわかっていな

い。 

 

第一項 北壁面の図像 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 北壁面の図像配置図 

聖
母
子
像 

聖人 

受難伝 

マルコ マタイ 

聖母マリアへの賛歌 

（Akathist） 
  

 

  

受難伝 
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礼拝室の北壁面の中央にある聖母子像の周りには、23 場面を描いた「聖母マリアへの賛

歌」という図像サイクルがある。その西横と下に聖人を描いた九つの図像がある。「聖母マ

リアへの賛歌」の上に、26 場面から成る「キリストの受難」図像サイクルが配置されてい

る。壁体とドラムが接合されている三角形の部分に、福音書記者のマルコ（西）とマタイ

（東）の図像がある。 

 

1.「聖母マリアへの賛歌」（アカティスト賛歌） 

 アカティスト賛歌とは、正教会において聖母マリアを讃える歌である90。アカティストと

いう名前は、会衆が座らないで（ギリシア語で akathistos）唄えることに由来する。アカ

ティスト賛歌は 24 連からなり、最初の 12 連はキリスト降誕前後の説話的な内容を持ち、

続く 12 連はその神学的解約を扱う。後半の 12 連は図像学上の定型を持たず、様々に表さ

れた91。前半の 12 連を表す図像に関しては、表 3-1で示したような図像が使われる。 

 

表 3-1 アカティスト賛歌の 1連から 12連の歌を表す図像 

連（oikos）の番号 図像の主題 

1-4 「受胎告知」 

5 「ご訪問」 

6 「ヨセフの疑問」 

7 「羊飼いの礼拝」 

8 「ベツレヘムの星」 

9 「東方三博士の礼拝」 

10 「東方三博士の旅」 

11 「エジプトへの逃避」 

12 「主の迎接祭」 

 

聖母マリアのアカティストは大斎第五週土曜日早課の祈りの中で行われる。しかし、ウ

クライナではアカティストだけが単独で行われることも多い。聖母マリアのアカティスト

だけでなく、イエス・キリストや聖人のアカティストもある。 

アカティスト賛歌の作者として、ローマノス・メロードス（Romanos Melodos 485 年

頃－555 年頃）という人物が知られている。ローマノス・メロードスは、シリアのエメサ（現

在のホムス）に生まれた。神学者、詩人、作曲家であるローマノスは、神学を詩へと造り

変えた神学者の一人である。 

  ローマノスは生まれた町でギリシア・シリア文化の基礎を学んだ後、ベリュトゥス（現

                                                   
90 大貫隆編（2008）『岩波キリスト教辞典』岩波書店、13. 
91 現在、ウクライナの正教会において用いられているアカティスト賛歌は、13 の小讃詞（コンダク）と

12 の同讃詞（イコス）から構成されている。 
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在のベイルート）に移り、古典教育と修辞学の知識を修得した。終身助祭に叙階された後、

ベリュトゥスで 3 年間説教者を務めた。その後、東ローマ皇帝アナスタシウス一世（在位

491－518 年）の治世の末頃、コンスタンチノープルに移り、テオトコス教会修道院に所属

した。ここでローマノスの人生を大きく変える出来事が起こった。聖人伝によれば、夢の

中に聖母が現れ、ローマノスに巻物を飲み込むように命じたが、それに従ったところ、詩

作の才能が与えられたのだという。主の降誕の祭日に当たる翌朝、目を覚ましたローマノ

スは説教台で賛歌を唱え始めた92。こうしてローマノスは死ぬまで説教詩作者となった。彼

の没後も様々な聖職者がアカティスト賛歌を作った。 

 ウクライナにおいてアカティスト賛歌は 11 世紀～12 世紀から知られているが、多く使わ

れるようになるのは、16 世紀～17 世紀のことである。 

 アカティスト賛歌を図像で表現する伝統は、13 世紀後半に生まれた。アカティスト賛歌

をテーマにした最も古い壁画図像として以下の教会堂の作例が知られている93。 

 

アギオス・ステファノス・オルファノス聖堂（1320）（ギリシャ、テッサロニキ） 

パナギア・ハルケオン聖堂（14 世紀前半） （ギリシャ、テッサロニキ） 

デチャニ修道院聖堂（1348‐1350）（コソボ） 

サン・マルコ修道院聖堂（1371‐1381）（マケドニア） 

 

 ウクライナにおける最も古い図像は、15 世紀に描かれた聖オヌフリイ修道院聖堂（リヴ

ィヴ州）の壁画である94。その壁画は聖堂のナルテクス（玄関間）に配されている。聖オヌ

フリイ修道院聖堂におけるナルテクスの壁面の面積が小さいため、「アカティスト賛歌」図

像サイクルの場面の数は、定型の 24 場面ではなく、16 場面である。そのうち、部分的に残

っているのは、11 場面だけである。さらに、図像に典拠がわかる銘が付けられていない。 

 壁画図像以外に、アカティスト賛歌はイコンや挿絵の主題として注目されていた。リヴ

ィヴ州カミャンカ・ブジカ村で発見された聖母マリアのイコン（17 世紀）の箱型の額（kiot） 

にアカティスト賛歌をテーマにした 23 場面が描かれている。これには各場面の典拠を示す

銘がある。 

1699 年に、アンティオキア総主教庁の直轄にあったリヴィヴ兄弟団（stauropegic 

brotherhood）は、『アカティスト賛歌集』を出版した。その『アカティスト賛歌集』は四

つのアカティスト賛歌（聖母マリアへの賛歌、キリストへの賛歌、聖母マリア就寝95への賛

歌、聖ニコライへの賛歌）から成り、全てのコンダクとイコスに対する木版画の挿絵があ

                                                   
92 家入敏光訳（2000）『ローマノス・メロードスの賛歌』創文社、102. 
93 Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Том 

1, (Москва: 2000), 371-381. (Orthodox Encyclopedia) 
94  Патрiарх Димитрiй «Богородичний Акафiст у церковному образотворчому мистецтвi». 

Дрогобицькi храми Воздвиження та Святого Юра у дослiдженнях. Третi читання (2010): 69. 

(Patriarch Dimitry Akathist in Church Visual Arts) 
95 聖母マリアの就寝とは、永眠を意味する。 
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る96。さらに、キエフの聖ソフィア大聖堂が出した出版物に、アカティスト賛歌をテーマに

した挿絵が入れられることがしばしばあった。 

上記のことから、17 世紀におけるアカティスト賛歌は、ウクライナ全土で広くとりあげ

られていた主題であり、その図像による提示法も完成していたと考えられる。 

ここでは、聖ユリイ教会堂の「アカティスト賛歌」図像サイクルの場面を見ていきたい。 

「アカティスト賛歌」図像サイクルの全場面の典拠（コンダクとイコスの番号）が古代

スラブ語で書かれた銘によって示されている。サイクルの中央に大きく描かれた聖母子像

があり、その周りにコンダクとイコスの内容を反映する 23 場面が配置され、上から下まで

6 段になっている。その中で、第 6 コンダク、第 8 コンダクと第 10 コンダクを描いた壁画

は消失してしまい、その同定は不可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-1 礼拝室の北壁面に施されている「アカティスト賛歌」図像サイクル 

（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 聖母子像の上部に四つの場面が一列に並んでいる。西端から東端に向かって、第 1 コン

ダクの「To Thee the Champion Leader」と「受胎告知」の 3 場面（第 1 イコス、第 2 コ

                                                   
96 Запаско Я., Iсаєвич Я., Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародрукiв, виданих на 
Украïнi Кн. 1-2 (2 ч.) (Львiв: 1981-1984). (Zapasko Y., Isaevich Y. Catalogue of old books published in 
Ukraine) 
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ンダクと第 2 イコス）が配されている。第 1 コンダクを描いている場面の真下に第 3 コン

ダクの「受胎告知」が配置されている。「受胎告知」の場面は全部で 4 場面あり、この数は

「アカティスト賛歌」図像サイクルにおいて一般的な数である。 

 続いて第二段に、第 3 イコスの「ご訪問」という場面と第 4 コンダクの「ヨセフの疑問」

という場面が描かれている。さらに一段下がると、第 4 イコスの「羊飼いの礼拝」と第 5

コンダクの「ベツレヘムの星」という場面がある。次に、第 5 イコスの「東方三博士の礼

拝」と第 6 コンダクの「東方三博士の旅」という図像が配されている。 

 第 4 段に、第 6 イコスの「エジプトへの逃避」と第 7 コンダクの「主の迎接祭」という

場面があり、これで説話的な内容を持つ場面が終わる。 

 残りの 10 場面は、アカティスト賛歌の後半の歌（イコスとコンダク）の内容に対する神

学的な解説であり、キリストを描いている場面と聖母子を描いている場面が多い。上述し

たように、「アカティスト賛歌」図像サイクルの壁画が部分的に消失してしまい、第 4 段の

東側から下の第 6 段までの場面は同定が困難である。 

聖ユリイ教会堂の「アカティスト賛歌」図像サイクルは、ウクライナにおいて同時期に

描かれた作例97と比較すると共通する表現が多く、独自性を強調するより、当時の伝統に合

わせようとする意識によって作られたものであると考えられる。 

 

2. 「キリストの受難」 

 「アカティスト賛歌」図像サイクルの上部に「キリストの受難」図像サイクルが配置さ

れている。 

 受難図像の発展の最初の重要な契機は、9 世紀、カロリング朝時代に訪れた98。ウクライ

ナにおける最も古い受難図像は、キエフ聖ソフィア大聖堂（11 世紀）の壁画である99。聖

ソフィア大聖堂において採用された場面は、「エルサレム入城」、「ペテロの否認」、「カイア

ファの前のキリスト」、「磔刑」、「冥府降下」、「我に触れるな」のみである100。ラザレフ（1978）

によると、ソフィア大聖堂の図像の表現は、10 世紀～11 世紀のビザンティン美術と多くの

共通点を持っている101。 

 12 世紀から 14 世紀にウクライナにおける受難図像の発展に関する史料がなく、聖ソフィ

ア大聖堂の図像の次に古い作例は、14 世紀末のものである。それは、『キエフ詩編』の写本

（1397）にある挿絵とヴィスリツァ村にあるカトリック聖堂の壁画（1397‐1400）である。 

 15 世紀後半から 16 世紀の「キリストの受難」図像サイクルは、西部ウクライナのガリツ

                                                   
97 カミャンカ・ブジカ村の聖母マリアのイコン、リヴィヴ兄弟団の『アカティスト賛歌集』の挿絵、キエ

フの聖ソフィア大聖堂の出版物（『詩編』など） 
98 大貫隆編（2008）『岩波キリスト教辞典』岩波書店、546. 
99 Логвин Г., София Киевская (Киев: Мистецтво, 1971), 25. (Logvin G. Kyiv Saint Sofia) 
100 前提書、32. 
101 Лазарев В. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и материалы (Москва: Наука, 

1978), 65. (Lazarev V. Byzantine and Ancient Rus Art) 
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ィア地方における教会堂の装飾プログラムに必ず取り入れられていたものであった102。そ

の時代の西部ウクライナは、正教会の影響のみならず、カトリック教会の影響も受けてい

たため、カトリック圏に人気のあった主題を正教会堂の装飾に使用することがしばしばあ

った。カトリック圏の作例として、ジョット・ディ・ボンドーネ（1267‐1337）によるス

コロヴェーニ礼拝堂（パドヴァ、イタリア）のフレスコ壁画（1305）と聖ヨハネ大聖堂（ト

ルン、ポーランド）の図像を挙げることができる。 

ウクライナにおける受難図像の配置場所も決まっていた。17 世紀末までに、受難図像は、

礼拝室の北壁面または南壁面に配置されていた103。 

ここでは、聖ユリイ教会堂の「キリストの受難」図像サイクルを見ていきたい。 

 聖ユリイ教会堂の「キリストの受難」図像サイクルは 6 段に配されている 26 場面の図像

からなっている。 

物語は北壁上段西端から始まり、東端まで続き、一段下の西端に戻るという順番になっ

ている。換言すれば、図像を見る信者の視線の方向づけは、文章を読む時と同じ手順に従

っている。教会堂の壁面を本のページで例えると、左から右へ、上から下へという順番に

図像が語っている物語を読んでいく。この物語は、「復活」を意味している「ラザロの蘇生」

という場面から始まり、キリストの「復活」を示す「キリストの墓を訪れる聖女たち」と

いう場面で終わることによって、物語の最初と最後は一つのキーワードで接続される。益

田朋幸（2013）によると、「ビザンティン美術では、この二つの『復活』図像が共通の証人

であるマグダラのマリアによって強調される」104。 

したがって、「ラザロの蘇生」と「キリストの墓を訪れる聖女たち」を最初と最後に配す

るのは、プログラム上の工夫によるものと考えられる。 

図像の順番に加え、それぞれの図像の大きさにも注目しよう。「受難伝」の中で最も大き

く描かれている場面は、「磔刑」である。その次に大きいのは、「冥府降下」、「復活」と「墓

を訪れる聖女たち」である。つまり、同じ「受難伝」の中でも、図像の大きさを利用し、

視覚的に図像の位階の差がつくられている。物語の時間的な秩序が守られている。 

「『ラザロの蘇生』と『エルサレム入城』の連続は、典礼暦上『ラザロの土曜』と『棕櫚（枝）

の日曜』が連続することにちなむ」105。 

 

 

 

                                                   
102 Скоп Л. «Федуско маляр iз Самбора. Iкона «Страстi Господнi» з церкви Воздвиження Чесного 

Хреста мiста Дрогобич». Дрогобицькi храми Воздвиження та Святого Юра у дослiдженнях. Третi 

читання (2010): 21. (Skop L. Fedusko – painter from Sambor. Icon «The Passion of the Christ» from 
Church of the Exaltation of the Holy Cross) 
103 前提書、27． 
104 益田朋幸「ビザンティンの単廊式バシリカ聖堂におけるキリスト伝図像の配置」『エクフラシス = 

Εκφρασισ : ヨーロッパ文化研究』（3）(2013 年 3 月)、68. 
105 前提書、69. 
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表 3-2 「キリストの受難」図像サイクルの場面 

1.  ラザロの蘇生 

2.  エルサレム入城 

3.  ベタニアのマリアがキリストの足を洗う 

4.  最後の晩餐 

5.  洗足 

6.  ゲツセマネでの祈り 

7.  キリストの捕縛 

8.  アンナスの家に連行されるキリスト 

9.  アンナスの前のキリスト 

10.  ペテロの否認 

11.  カイアファの前のキリスト 

12.  ピラトの前のキリスト 

13.  ヘロデの前のキリスト 

14.  ピラトに引き戻されるキリスト 

15.  キリストの鞭打ち 

16.  金貨を返すユダ 

17.  イバラの冠を被せられるキリスト 

18.  手を洗うピラト 

19.  十字架を担うキリスト 

20.  十字架に釘打たれるキリスト 

21.  磔刑 

22.  十字架降下 

23.  入棺 

24.  冥府降下 

25.  復活 

26.  墓を訪れる聖女たち 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 「キリストの受難」図像サイクルの場面配置 

 

ジョルトフスキー（1983）によると、17 世紀の西部ウクライナにおける受難図像の人気

は、当時の社会的及び宗教的な状況に起因するものである106。第一章で述べたように、17

世紀に起きた独立運動は失敗に終わり、西部ウクライナの正教会はカトリック教会からよ

り強い影響を受けるようになった。その緊迫した状況の中で、教会堂の空間は社会的状態

を表すバロメーターになり、信者の気持ちに適した劇的な主題が注目をあびるようになっ

たのである。 

 まとめて言えば、聖ユリイ教会堂の「キリストの受難」図像サイクルが装飾プログラム

の一部として選ばれたのは、時代の流れを反映させる意図的な判断の結果であると考えら

れる。 

 

3. 「聖人像」 

                                                   
106 Жолтовський П., Художнє життя в Україні 16-18 ст. (Київ: 1983), 109. (Zholtovskiy P. Art in 
Ukraine in 16-18 cent.) 

1111      
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 礼拝室の北壁面の「アカティスト賛歌」の西横と下に、聖人を描いた九つの図像がある。 

 

 

 

① 

 

 

 

 

アカティスト賛歌  

 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 

 

⑥ 

 

⑦ 

 

⑧ 

 

⑨ 

 

① フョードル・ストラティラット（Theodore Stratelates） 

② 聖致命女アガフィア（アガタ）とマルタ 

③ フョードル・ティロン（Theodore Tyron） 

④ 聖ドミトリー（Demetrius of Thessaloniki） 

⑤ 大天使ミカエル 

⑥ 聖プロコピイ（Procopius） 

⑦ 聖クジマ（Saint Cosmas） 

⑧ 聖デミアン（Saint Damian） 

⑨ 同定不能 

 

図 3-3 礼拝室の北壁面（下部）の聖人像の配置 

 

 フョードル・ストラティラットとフョードル・ティロン及び聖ドミトリーと聖プロコピ

イは、軍人の聖人（warrior saints）として知られている。 

 フョードル・ストラティラット107は、ヘラクレア・ポンティカ（現在のトルコ国カラデ

ニズ・エレーニに位置する）という古代都市の軍司令官だった。キリスト教徒だったフョ

ードルは、ローマ帝国リキニウス皇帝（在位 308 年‐324 年）の命令で拷問され、殉教し

た。 

 フョードル・ティロン108は、フョードル・ストラティラットに非常に近い聖人であり、

                                                   
107 ストラティラット（stratelates）は、ギリシア語で司令官という意味である。 
108 ティロン（tyron）は、ギリシア語で新兵という意味である。 



67 

 

正教会において二人は大致命者として扱われている。フョードル・ティロンは、ポントス

地方（現在のトルコ領内に属している）のアマシアという町で新兵として軍隊に入った。

ローマ皇帝ガレリウス（在位 305 年‐311 年）が命じた生贄奉献式に参加することを断っ

たため、殉教した。 

 聖ドミトリー（デメトリオス）は、テッサロニキ出身の兵士である。マクシミアヌス帝

（在位 286 年‐305 年）のとき、槍突きの刑で殉教した。 

 聖プロコピイ（プロコピウス）は、エルサレムに生まれた。ディオクレティアヌス帝（在

位 284 年‐305 年）の迫害下にカイサリアで司教として宣教中、総督フラウィウスに異教

神へ犠牲を捧げることを強制されて拒み、斬首された109。 

 聖ドミトリーと聖プロコピイの図像の間に、大天使ミカエルの図像が配置されている。 

 聖ユリイ教会堂にある軍人の聖人像の共通点として、武具を着けている点と長槍と楯を

持っているという点が挙げられる110。 

 軍人ではない聖人の図像もある。それは、聖クジマ（コスマス）と聖デミアン（ダミア

ヌス）の図像である。聖クジマと聖デミアンは、正教会において廉施者として崇敬される111。

二人は、アラビア生まれの兄弟である。ディオクレティアヌス帝の迫害で捕えられ、斬首

された。聖ユリイ教会堂の図像では、医者の器具を持っている。 

 フョードル・ストラティラットの図像の下に、聖致命女アガフィア（アガタ）とマルタ

の図像がある。聖致命女アガフィアは、シチリア島カタニアに生まれ、250 年頃に殉教した。

マルタは、新約聖書で登場する女性であり、ベタニアのマリアとラザロの姉である。 

 上述した聖人の図像を見ると、どの聖人も正教会において古くから尊崇されていた聖人

であり、西部ウクライナのリヴィヴ州において多くの教会堂の献堂聖者である。ここでは、

幾つかの例を挙げよう。 

 

聖クジマとデミアン教会堂（1697）（マフニブツィ村、リヴィヴ州） 

聖クジマとデミアン教会堂（1731）（ヴェルィキ・グリブケビチ村、リヴィヴ州） 

聖クジマとデミアン教会堂（1805）（ヴィシニャ村、リヴィヴ州） 

聖クジマとデミアン教会堂（1885）（ビリチェ村、リヴィヴ州） 

聖ドミトリー教会堂（1790）（ザモチョック村、リヴィヴ州） 

ミカエル教会堂（1663）（イサイ村、リヴィヴ州） 

ミカエル教会堂（1754）（コマルノ村、リヴィヴ州） 

 

さらに、軍人の聖人は、聖ユリイ教会堂の献堂聖者である聖ユリイと「戦い」というキ

ーワードで繋がっている。 

これらの図像が教会堂の装飾プログラムに組み込まれた理由として、信者のコミュニテ

                                                   
109 柳宗玄編（1990）『キリスト教美術図典』吉川弘文館、287. 
110 聖ユリイ教会堂に描かれている軍人の聖人のうち、聖ドミトリーだけは、槍と楯を持っていない。 
111 廉施者とは、正教会の用語であり、無報酬で病気を治療した医師を意味する。 
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ィーにとってなじみ深い聖人であったことと、聖ユリイの象徴でもある「戦い」という観

念を強調することが考えられる。
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第二項 南壁面の図像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 南壁面の図像配置図 

 

北壁面にある図像に向かい合うように、南壁面の中央にキリスト像の周りに 12 場面を描

いた「キリストへの賛歌」という図像サイクルが配置されている。その下に、三成聖者（金

口イオアン、神学者グリゴリイ、大ワシリイ）を描いた図像がある。「キリストへの賛歌」

の横（西側）に “Ars Moriendi”（「死ぬ」芸術）をベースにした図像がある。「キリストへ

の賛歌」の上に、「最後の審判」という図像が施されている。北壁面と同様に、壁体のドラ

ムが接合されている三角形の部分に、福音書記者のヨハネ（東）とルカ（西）の図像があ

る。 

聖人 

“Ars Moriendi” 

（「死ぬ」芸術） 

ドア 

キ
リ
ス
ト
像 

キリストへの賛歌 

（Akathist） 

最後の審判 

  

 

ヨハネ ルカ 

最後の審判 

1 2 3 
1-「金口イオアン」 

2-「神学者グリゴリイ」 

3-「大ワシリイ」 
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1.「キリストへの賛歌」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-2「キリストへの賛歌」図像サイクル （2010 年 7 月、筆者による撮影） 

 

 「キリストへの賛歌」は、「聖母マリアへのアカティスト賛歌」を元に作詞された歌であ

り、「聖母マリアへのアカティスト賛歌」より 6 世紀も後に制作された作品である。 

本来、「アカティスト」という用語は、マリアを讃える歌を示すものであったが、イエス・

キリストや聖人を讃える歌が作られるようになってから、「アカティスト」はマリア賛歌専

用の用語から賛歌を示す称号に変わった。聖ユリイ教会堂の「キリストへの賛歌」図像サ

イクルは、古代スラブ語で書かれた「アカティスト」という銘がある。 

 最初の「キリストへの賛歌」の作者を判別する史料はないが、推定される作者としてグ

レゴリー・シナイット（Gregory of Sinai 1275-1346）とニキフォル・ヘシュカスト112

（Nicephorus of Mount Athos 13 世紀）の名前が挙げられている。 

 スラブ圏における最古の「キリストへの賛歌」は、1522 年に出版されたフランシスコ・

スカリナー（Francysk Skaryna 1490-1552）の作品である。フランシスコはカトリック教

徒だったが、彼は作詞をした際、イシドール総主教（Isidore of Constantinople）のアカテ

ィスト賛歌を参考にしたため、フランシスコによる「キリストへの賛歌」は正教の典礼に

                                                   
112 ヘシュカストとは、独住生活者のことである。ヘシュカスム（Hesychasm）という言葉は、ギリシア

語で「静かな」という意味であり、ヘシュカスムは、静寂主義を意味する。 
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沿ったものである113。 

 ウクライナの正教会の「キリストへの賛歌」は、「マリアへのアカティスト賛歌」と同様

に 25 連（13 コンダクと 12 イコス）から成っている。聖ユリイ教会堂の「キリストへの賛

歌」図像サイクルでは、25 場面のうち、12 場面だけ描かれている。 

 聖ユリイ教会堂の「キリストへの賛歌」図像サイクルは 17 世紀に施された。その当時、

「キリストへの賛歌」に対する図像学上の定型がなかった114。このことは、最初の 12 連に

対する図像学上の定型があった「マリアへのアカティスト賛歌」と大きく違う点である。 

 従って、聖ユリイ教会堂の「キリストへの賛歌」の図像サイクルに取り入れられた主題

は、画家及び装飾プログラムを考えた者に選ばれたと考えられる。スワチイ（2010）によ

ると、これらの主題が選ばれた理由は、当時、信者にとって最も重要な「救済」というテ

ーマに関連していることである115。 

 ここでは、「キリストへの賛歌」図像サイクルの場面を見ていきたい。 

 

 

第 1 コンダク 

「復活」 

 

第 2 コンダク 

「やもめの息子を生

き返らせるイエス」 

第 2 イコス 

フィリポが「主よ、

私たちに御父をお示

しください」という。 

 

第 3 イコス 

「税取立て人と話す

キリスト」 

 

第 4 コンダク 

「溺れるペテロ」 

 

 

 

キリスト像 

 

第 4 イコス 

「盲人の目を開けた

イエス」 

 

第 7 コンダク 

「善き羊飼い」 

 

第 8 イコス 

「磔刑」 

 

第 9 イコス 

「イエスはぶどうの

木」 

 

第 10 コンダク 

「聖母の嘆き」 

 

第 11 コンダク 

「カナンの女性」 

 

第 12 コンダク 

「サウロの回心」 

図 3-5 「キリストへの賛歌」図像サイクルの場面配置 

 

                                                   
113 Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

Том 1, (Москва: 2000), 371-381. 
114 Міляєва Л. «Розписи восьмерика і бані нави церкви святого георгія (Юра) в Дрогобичі». Студії 
мистецтвознавчі. 4 (2010): 72-101. (Milyaeva L. Murals of Drum and Dome at the Nave of Saint 
George Church in Drogobych)  
115 Свачій В. «Стінопис «Добрий пастир» 1670-х рр. у церкві Св. Юра у Дрогобичі».  Дрогобицькi 
храми Воздвиження та Святого Юра у дослiдженнях. Третi читання (2010): 291. (Svachiy V. «Good 
Sheperd» - murals in Church of St. George in Drogobych) 
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 「キリストへの賛歌」図像サイクルによる物語は、向かって左上（東側）に配置されて

いる第 1 コンダクの場面から始まり、右下（西側）に配されている第 12 コンダクの場面で

終わる。場面配置の基本は、時計回りに配置をするのではなく、文章を書くかのように左

から右へ、上から下へという規則に従っている。この点は、上述した「マリアへのアカテ

ィスト」と「キリストの受難」図像サイクルと共通している。 

 描かれている主題の中に、特に注目すべき二つの主題がある。それは、「聖母の嘆き」と

「善き羊飼い」である。 

 「聖母の嘆き」を取り上げる理由を説明しよう。アカティスト賛歌の内容を図像化する

ことは、正教会の伝統であり、現存している作例の殆んどが、正教圏に属するものである。

聖ユリイ教会堂に装飾された、アカティスト賛歌である「聖母マリアへの賛歌」と「キリ

ストへの賛歌」図像サイクルは、表現や場面の配置という観点から見れば、正教の美術を

基に生まれたものであると考えられる。しかし、「聖母の嘆き」という場面は、周りの図像

と異なる性格を持っている。 

 まず、「聖母の嘆き」という図像のタイプ分けについて述べよう。 

 「聖母の嘆き」（ピエタ）は、十字架から降ろされ、死せるキリストを抱き嘆き悲しむ聖

母を主題とする図像である。ピエタには、様々なヴァリアントがあり、三つのタイプに大

別される116。 

第一タイプは、カトリック圏を中心に発展し、13 世紀から 17 世紀に西欧美術によく見ら

れる図像である。このタイプの図像は、キリストを膝に横抱きにする聖母座像を基本形と

し、副人物を伴わない作例が多い。さらに、説話性がないという点も特徴的である。 

第二タイプと第三タイプは、ビザンティン起源の図像である。 

第二タイプは、半身像の死せるキリストを表すイコン（12 世紀）から派生した図像で、

聖母はうなだれたキリストを左右から支え起こすように描かれ、副人物（福音書記者ヨハ

ネ、天使）が加わる。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-3 聖ユリイ教会堂の「聖母の嘆き」（2010年 7月、筆者による撮影） 

                                                   
116 大貫隆編（2008）『岩波キリスト教辞典』岩波書店、916. 
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 第三タイプは、ビザンティン起源の「キリストの哀悼」（Lamentation of Christ）から派

生した図像である。このタイプは強い説話性があり、キリストと聖母に加え、多くの副人

物が描かれることをその特徴とする。さらに、キリストは地面あるいは石の上に仰向けに

横たわる姿で描かれている。 

聖ユリイ教会堂の「聖母の嘆き」を見ると、説話性がなく、座っている聖母は膝にキリ

ストを横抱きし、アリマタヤのヨセフ117と二人の天使以外に副人物はない。 

アリマタヤのヨセフはキリストの下半身を支えているという点は、ビザンティンの「キ

リストの哀悼」と共通しているが、説話性の無さと、聖母とキリストの姿勢から判断する

と、聖ユリイ教会堂の「聖母の嘆き」は、カトリック圏の「ピエタ」に類似した図像であ

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-4 聖ユリイ教会堂の「善き羊飼い」（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

聖ユリイ教会堂の「善き羊飼い」という図像は、ウクライナの壁画図像やイコンの中で、

最古であることを理由として、この図像を取り上げよう。 

「善き羊飼い」という図像は、キリストを仔羊を肩に担っている羊飼いの姿で表す象徴

表現である。ヨハネによる福音書（10：1～21）には、「善い羊飼い」というイエス・キリ

ストのたとえ話がある。キリストのたとえ話は、主に共観福音書118に見出される話であり、

日常的なことを比喩的に用いた教えである。 

 キリストの予型としての「羊飼い」は、旧約聖書にも登場する（民数記 27：16～17、

エゼキエル書 34、エレミヤ書 23：1～6）。 

 キリスト教美術における「善き羊飼い」という主題は、初期から確認されている。最

も古い作例として、ローマのカタコンベ壁画や石棺彫刻を挙げることができる。さらに、5

世紀のモザイク（ラヴェンナのガッラ・プラチディア廟堂）と 4 世紀‐5 世紀の彫像（ケル

                                                   
117 アリマタヤのヨセフは、イエスの埋葬場面に登場する人物である。 
118 共観福音書とは、マタイ、マルコ、ルカによる福音書を一括してさす聖書学用語である。 
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ソネソスの 1935 年のバシリカ119）も有名な作例である。 

 上述したように、ウクライナの美術における最古の作例は、聖ユリイ教会堂の「キリス

トへの賛歌」図像サイクルに属する「善き羊飼い」図像である。 

 この図像の表現について述べよう。 

 図像の中央に、森にいるイエス・キリストが描かれている。森の木の種類を見ると、ド

ロゴビチ市周辺にある森に生育している木に似ていることがわかる。キリストは仔羊を肩

に担い、両手で仔羊の足を支えている。キリストは裸足で、キトンとヒマティオンを着て

いる120。キリストの上に、空に浮かぶ青い雲（左上）と赤い雲（右上）が描かれている。 

 このような表現を踏まえ、聖ユリイ教会堂の「善き羊飼い」を神学的に解釈すると、次

のような解釈ができる。 

 先述したように、聖ユリイ教会堂の「キリストへの賛歌」の主なテーマは、「救済」であ

る。森の中で迷ってしまった仔羊は人類を意味し、キリストに救われる仔羊は人類の救済

の象徴になっている。さらに、「キリストへの賛歌」図像サイクルの場面配置（図 3－5）を

見ると、「善き羊飼い」場面の反対側（キリスト像を挟んで右側）に「磔刑」という図像が

配されている。この配置の意味は、キリストが十字架にかかって犠牲の死を遂げることに

よって、人類の罪を償い、救いをもたらすという「贖罪」を強調することである。 

 二つの雲の解釈に関しては、正教会とウクライナ東方カトリック教会の象徴であるとい

う仮説がある121。17 世紀後半からプシェムィシル教区において、ウクライナ東方カトリッ

ク教会の管轄を認めるべきかどうかという議論が過熱していたため、二つの雲という象徴

は時代の雰囲気の反映であると考えられる。 

 

2.「最後の審判」 

 「キリストへの賛歌」の上部に、「最後の審判」という図像が配置されている。 

 最後の審判は、歴史の終末時にキリストが再臨し、最後の裁きを行うことを意味する。

新約聖書に最後の審判に関する記述が多々ある（マタイ 25:31～46、ヨハネ 5：22、27～29、

ヘブライ人への手紙 9：27、ヨハネの黙示録 22：12）。 

 図像としての「最後の審判」は、基本的に新約聖書の福音書と黙示録の記述を典拠とし

ているが、シリアのエフレム（306－373）教父による『聖書注解』とアウレリウス・アウ

グスティヌス（354－430）教父の『神の国』をはじめ、教父の釈義書の影響も受けた122。 

 「最後の審判」の最も古い作例は、カタコンベのフレスコ画（4 世紀）である。最初の「最

後の審判」は、「羊と山羊を分けるキリスト」と「十人の処女たちのたとえ」というマタイ

による福音書の二つの寓意に基づく象徴的なものだった。5‐6 世紀に審判者キリストを中

                                                   
119 1935 年のバシリカは、ケルソネソス・タウリケ（現在のウクライナ、クリミア半島）に 1935 年に発

見されたバシリカ式礼拝堂の遺跡をさす通称である。 
120 キトンは、古代ギリシアの男女の衣服であり、ヒマティオンは、キトンの上に着る上着の総称である。 
121 Свачій В. «Стінопис «Добрий пастир» 1670-х рр. у церкві Св. Юра у Дрогобичі».  Дрогобицькi 
храми Воздвиження та Святого Юра у дослiдженнях. Третi читання (2010): 296. 
122 大貫隆編（2008）『岩波キリスト教辞典』岩波書店、419. 
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心とする図像が表れ、8 世紀までにビザンティン美術における大構図としての「最後の審判」

が完成した123。ビザンティン美術の作例として、ギリシアにあるパナギア・ハルケオン聖

堂のフレスコ画124（11 世紀）とグルジアにあるダヴィド・ガレジ修道院聖堂のフレスコ画

（11 世紀）が知られている。 

 「最後の審判」という主題は、西方にも注目され、聖堂の正面中央扉口上部のチュンパ

ヌム全体を占める壮大な作例が確認されている（フランスにある、コンクのサン・フォア

修道院聖堂 [12 世紀] とオータンのサン・ラザール大聖堂 [12 世紀]）。 

 ウクライナにおける「最後の審判」は、キエフ・ルーシ国家のキリスト教化直後から普

及しはじめた。最古の作例は、キエフのキリル修道院聖堂にあるフレスコ画（12 世紀）で

ある。ポクロフスキー（1884）によると、ルーシにおける「最後の審判」は、15 世紀まで

ビザンティンの伝統に合致しており、16 世紀から 17 世紀に発展のピークを迎え、17 世紀

後半から表現が徐々に変わり始めた。特に、西部ウクライナにおいてカトリック圏の影響

によりその変化が著しいものであった125。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-5 聖ユリイ教会堂の「最後の審判」図像（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 ここでは、聖ユリイ教会堂の「最後の審判」の構図を見ていきたい。 

 図像の最上部の中央に、右手を上げたキリストが描かれている。キリストは、右手の掌

を前にしているので、その掌に聖痕（stigmata）を確認できる。同じ聖痕は、左手の掌と

足と肋骨の下にある。キリストの犠牲を強調するかのように、キリストの周りにいる天使

は、受難具（十字架、槍、柱、はしご、釘、金槌）を運んでいる。キリストの中心に、向

                                                   
123 Покровский Н., «Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства». Труды 
VI Археологического съезда в Одессе. Т. 3 (1884): 285-381. (Pokrovskiy N. The Last Judgment in 
Byzantine and Russian Art) 
124 Лазарев В., История византийской живописи (Москва: Искусство, 1986), 79. (Lazarev V. History 
of Byzantine Painting) 
125 Покровский Н., «Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства». Труды 
VI Археологического съезда в Одессе. Т. 3 (1884): 285-381. 
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かって左に聖母マリアの立像、右に洗礼者ヨハネの立像が配されている。キリスト、聖母

マリアと洗礼者ヨハネは、デイシスという「最後の審判」図像の中央モチーフを形成して

いる。キリストの下に、空の御座（エティマシア）とラッパを吹く天使が配され、その下

に天秤を持った手が描かれている。聖母マリアと洗礼者ヨハネの後方に聖人群があり、マ

リアとヨハネの下に、12 使徒が描かれている。さらに一段下がると向かって右側に、それ

ぞれ殉教者、廉施者、隠者、女王、王様からなる 5 つのグループが配列されている。その

下に、審判に向かう三つの民族（アラブ人、トルコ人、ユダヤ人）が描かれ、その列の先

頭にモーゼがいる。民族の列の下に、天国に向かっている義人の列があり、向かって左下

の角に死者の復活が描かれている。図像の右半分（キリストの左手側）に、怪獣レビヤタ

ンのいる地獄が大きく描かれている。地獄に向かう人の中には、酒に酔って歩けない人や

裸で抱き合う男女の姿が強調して描かれている。 

  

 受難具を運ぶ天使 

 

 

  

空の御座 

天秤を持った手 

 

 

殉教者、廉施者、隠者、女王、王様 

 

 

窓 

 

 

 

怪獣レビヤタン

のいる地獄 

 

アラブ人、トルコ人、ユダヤ人、モーゼ 

 

 

 

    天国に向かう義人 

死者 

の復活 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 「最後の審判」図像の構図 

 

 「最後の審判」図像の下部は、床から 3 メートル以上の高さにあり、キリストが描かれ

聖人 聖人 

キリスト 聖母マリア 洗礼者ヨハネ 

ラッパを吹く天使 ラッパを吹く天使 

使徒 使徒 

 

天国 
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ている上部は、床から 6 メートルも離れている。礼拝室にいる信者にとって、図像の上部

は非常に見づらい部分であるのに対し、窓の横に大きく描かれている地獄と天国は、はっ

きりと見ることができるモチーフである。図像の作者でステファン・メディツキーは、図

像学的及び神学的な原則を守りながら、信者に分かりやすい、日常生活と照合可能な場面

を最も見やすい場所に配置する工夫をした。また、メディツキーは、壁面が与える制約を

克服するために、図像の構図を見直し、独自的な解決策を生み出している。その例として、

「死者の復活」は普段、図像の中央にくるが、聖ユリイ教会堂の場合、図像の左下にある。 

 さらに、メディツキーは、図像に現実性を与えるために、図像の細部にその時代の要素

を取り入れた。裁判に向かっている人々が身につけている民族性豊かな服装やその姿がそ

れにあたる。とくにグロテスクな、印象深いかたちで表現されているのは、地獄に突き落

とされている居酒屋の主人とそれを悲しむ彼の妻の姿である。また、画家は、愛人の姿を

より目立たせるために、輪郭を黒い線で囲んでいる。 

 聖ユリイ教会堂の「最後の審判」図像の構図や表現は、上述した特徴があるものの、正

教美術に見られる伝統に沿ったものであると考えられる。筆者は、ウクライナ全国におい

て「最後の審判」を主題にした壁画やイコンを確認した結果、図像の構図と表現に明らか

な違いが認められるようになるのは、19 世紀以降の時代である126。それまでの作品の違い

は、図像に登場するモチーフの数とディテールの相違に限定されている。 

さらに、石造建築における「最後の審判」図像の基本的な配置場所は、西壁面であるの

に対し、聖ユリイ教会堂の「最後の審判」は南壁面にあるという場所変換は、教会堂の構

造に与えられた制約によるものであると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-6 キエフのウラジーミル大聖堂（19 世紀）の「最後の審判」図像（西壁面） 

（2009年 7月、筆者による撮影） 

                                                   
126 カトリック美術では、伝統を超えた作品はより早く登場する。（ミケランジョロによるシスティナ礼拝

堂壁画、16 世紀） 
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3. “Ars Moriendi” (死ぬ「芸術」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-7 “Ars Moriendi”（死ぬ「芸術」）（南壁面、右下） 

（2009年 7月、筆者による撮影） 

 

 礼拝室の南壁面の右下に、人の死の瞬間を主題にした図像がある。この図像の中央に、

ベッドに横たわる男性の姿がある。その足元に大鎌を持った死神と鬼がいる。枕元に守護

天使と、死を迎える男性を慰めている司祭の姿がある。男性の目と司祭の目がしっかり合

っている。上部の右側に、教会堂の建物があり、左側に剣を持った大天使ミカエルがいる。

その上に雲に浮かぶ三位一体（主サワオフ、鳩によって表されている聖霊とイエス・キリ

スト）が描かれている。 

この図像の最大の特徴は、文字で表記してある説明文の量が膨大なことである。三位一

体から下の方に説明文が載っているリボンが落ちている。男性が寝ているベッドと死神の

頭の横にも、長い文書が書いてある。全体的に壁画の状態が悪く、全ての文章を解読する

ことは困難であるが、部分的に意味が確認できる箇所もある。 

例えば、主サワオフから下の方に向かっている言葉は、「私の血で贖罪された」という意

味である。また、男性のベッドに、「私の目は、悪魔の杖を見てまわる・・・悪魔が私の魂

を奪おうとし、悪い振る舞いを私に思い出させている」と書いてある。 

さらに、図像の下部中央に、黒い線で囲まれている四角形の中に、長い音節詩が書いて
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ある。その部分の損傷が激しく、文章の一部は逸失してしまったが、最初の一行に、「私の

悲哀やあわれみ・・・」と書いてある。 

ここでは、この図像の典拠を示そう。 

「死」という概念は、バロック時代に非常に注目されていた。バロックを研究していた

チジェフスキー（1894‐1977）によると、バロック時代における「死」への関心は、中世

時代より強かった127。中世時代にヨーロッパ各地でペストが大流行し、大勢の死者を出し

てしまった。その恐怖から 15 世紀に二つの文学作品が生まれた。最初の作品は、1415 年

にドミニカ会の修道士が書いた “Speculum Artis Bene Moriendi”である。この本は急速に

大人気となり、ヨーロッパ各国の言語に翻訳された。この本は、西洋文学における初の「死

の手引き」になった。 “Speculum Artis Bene Moriendi”の主なテーマは、死ぬ人の魂をめ

ぐる善と悪の戦いである128。ビーティ（1970）によると、1450 年に書かれた “Ars Moriendi”

は、 “Speculum Artis Bene Moriendi”をベースにしている129。 

“Ars Moriendi”は、木版で印刷された 11 枚の挿絵がある。この挿絵に、死の直前に、人

間を訪れてくる天使と鬼が描かれ、鬼による五つの誘惑が描写されている。その誘惑とは、

信仰への懐疑、絶望、焦燥感、傲慢と功名心、物欲である。各誘惑に対面する人間は、守

護天使、キリストの聖母マリアの支えによって誘惑を超えることができる。最後の 11 枚目

の挿絵は、死の瞬間を描き、救われた人間の魂は天に昇り、負けた鬼と悪魔は地獄に落ち

ていく様子を描写している。 

聖ユリイ教会堂にある図像は、この挿絵と類似しているので、図像を描いたステファン・

メディツキーにとって、 “Ars Moriendi”は参考になったと考えられる。また、正教美術に

おいて、聖ユリイ教会堂の図像のような作例は普及していないことにも、カトリック圏の

影響が認められる。 

 

 

                                                   
127  Чижевський Д., Філософські твори у чотирьох томах. Т. 2. (Київ: Смолоскип, 2005), 74. 

(Chizhevskyi D. Filosofical Works in 6 Vol., Vol. 2) 
128  Дергачева И. «Концепты «жизнь» и «смерть» в средневековых итальянских сборниках». 

Проблемы филологии: язык и литература. Номер 1 (2010): 5-8. (Dergachova I. Consepts of «life» and 
«death» in Italian books) 
129 Beaty, N. L. (1970) The craft of dying: A study in the literary tradition of the Ars moriendi 

in England. New Haven, Yale University Press. 
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第三項 東壁面の図像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 東壁面（上部）の図像配置図 
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 第二章で記述したように、礼拝室の東壁に五段のイコノスタシスが設置されている。イ

コノスタシスの最上部に設置されている「磔刑」というイコンの真上に、「聖母戴冠」図像

がある。その周りに「使徒の殉教」の 12 場面が描かれている。その中に、「聖母を描いて

いるルカ」という主題を描いた図像がある。 

 

1. 「使徒の殉教」（Martyrdom of Apostles） 

「使徒の殉教」という主題は、17 世紀に西欧から伝播し、ウクライナ美術に広くとりあ

げられるようになる130。「使徒の殉教」は、ウクライナで広まってから、さらに東へ伝わり、

17 世紀後半からロシアの美術にも登場するようになった。 

ウクライナがロシアより早く西欧美術の主題を取り入れることができたのには、ウクラ

イナの地理的な位置が関係していると考えられる。特に、西部ウクライナはヨーロッパに

隣接しているため、他の地域と比べ、ヨーロッパから入ってくる美術傾向を逸早く受け入

れることが可能であった。 

 西欧美術における「使徒の殉教」は、15 世紀から 16 世紀にかけて挿絵やイコンの主題と

して人気であった。1493 年に出版されたニュルンベルク年代記に、「タダイの殉教」という

挿絵がある。この主題を採用したイコンの中で最も有名な作例として、以下のイコンを挙

げることができる。 

 

 シュテファン・ロッホナー（Stefan Lochner、1410‐1451）の「使徒の殉教」、ドイツ 

 ヤン・デ・ビール（Jan de Beer、1475‐1536）の「マタイの殉教」、オランダ 

 ヘンドリック・ホルツィウス（Hendrik Goltzius、1568‐1617）の「熱心党のシモンと

タダイの殉教」、オランダ 

 アルブレヒト・デューラー（Albrecht Durer、1471‐1528）の「ゼベダイの子のヤコブ

の殉教」、ドイツ 

 

 上述したように、17 世紀から正教圏においてもこの主題は採用されるようになり、徐々

に人気を高めていった。多くのイコンが制作され、その中で最も有名なのは、1662 年にロ

シアの画家であるフョードル・ズボフ（Fyodor Zubov）が描いた「使徒の宣伝」というイ

コンである。 

しかし、一つのイコンにまとめず、それぞれの使徒の殉教を別のイコンにする方法もあ

った。その場合、それらのイコンを設置するために、イコノスタシスに第 6 段と第 7 段が

設けられている例もある（Donskoy 修道院聖堂、モスクワ、1591 年）。 

 聖ユリイ教会堂の場合、「使徒の殉教」は、イコンではなく、12 場面（表 3-3）からなる

壁画図像である。その位置を見ると、イコノスタシスの延長線であるかのように、東壁面

                                                   
130 Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

Том 3, (Москва: 2000), 103-112. 
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の上部を占めている。 

  

表 3-3 東壁面（上部）の「使徒の殉教」の場面 

番号 

（図 3-7） 

描かれている使徒 描かれている場面 

1. ペテロ 十字架に逆さにはり付けられる 

2. パウロ 皇帝ネロによって首が刎ねられる 

3. アンデレ X型の十字架にはり付けられている 

4. マルコ 鞭打ちされている 

5. マタイ 刀傷によって殉教する 

6. ヨハネ 煮え立った油の大釜の中にいる 

7. ルカ 聖母のイコンを描いている 

8. 熱心党のシモン 鋸で体が二つに裂かれている 

9. トマス 槍で殺される 

10. バルトロマイ 皮膚が剥がされる 

11. ヤコブ（ゼベダイの子） ヘロデ王によって剣で殺される 

12. フィリポ 十字架にはり付けられている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-8 使徒の殉教（東壁面、上部）（2012年 8月、筆者による撮影） 

 

  聖ユリイ教会堂における「使徒の殉教」の表現に関する興味深い点は、使徒を拷問し

ている刑史の服装である。その服装を見ると、ある人は頭にターバンを被り、ある人は当
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時ヨーロッパで流行っていた帽子を被っている。即ち、「使徒」はウクライナ人の象徴であ

り、「刑史」は、当時ウクライナを侵略、支配していた民族の象徴であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-9 「刀傷によって殉教するマタイ」（2012年 8月、筆者によって撮影） 

 

12 場面の中に、使徒の殉教とは直接的な関わりがない場面は一つある。それは、「聖母の

イコンを描いているルカ」である。ルカは、七十門徒の一人で、福音書の著者であると同

時に、最初の聖母マリアのイコンを描いた聖像画家でもあり、厚く崇敬されている。「聖母

のイコンを描いているルカ」という主題は、ビザンティン美術において古くから多くの作

例が確認されており、パレオロゴス時代（13 世紀から 15 世紀）に壁画、イコン、挿絵とい

う様々なジャンルのものが制作されていた。そのうちの幾つかの例を挙げよう。 

 

 聖母誕生教会のフレスコ画（1355‐1360）、Mateytché 修道院、マケドニア 

 エヴァンゲリスモス修道院の福音書の挿絵（1427）、パトモス島、ギリシア 

 Michael Damaskinos（1530‐1592）のイコン、クレタ島、ギリシア 

 

 西欧美術において、「聖母のイコンを描いているルカ」は 15 世紀－16 世紀のフランドル

画家に愛好されたテーマであった。 

 上述したことを総括すると、次のようなことがわかる。 

 17 世紀に西欧美術から「使徒の殉教」という新しい主題が借用され、西部ウクライナに

おいて「使徒の殉教」をテーマにした作品が制作されるようになった。同時に、「聖母のイ

コンを描いているルカ」という主題は、ウクライナを含む正教圏に古くから登場するもの

であった。「使徒の殉教」の場面の中に「聖母のイコンを描いているルカ」を組み込んだの

は、聖ユリイ教会堂の壁画の大半を描いたステファン・メディツキー独自の発想であると



84 

 

思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-10 「聖母のイコンを描いているルカ」（2012年 8月、筆者による撮影） 

 

 メディツキーは、ルカがいるアトリエの様子を 17 世紀における画家の工房と同じように

描写している。よく見ると、塗料を準備している徒弟の男の子がいて、ルカの前にある机

の上に様々な道具が置かれている。その中に、膠（なめし皮から作られる接着剤）を温め

るための容器もある。膠と石灰の混合物はジェッソ（gesso）という、壁画の制作に使われ

る下地の材料である。聖ユリイ教会堂の壁画は、このジェッソの上に描かれたテンペラ画

である。この手法は、ウクライナ絵画や壁画にとって代表的なものである。先述した「最

後の審判」図像と同様に、細部に信者にとって分かりやすい、捉えやすい要素を取り入れ

ることによって、壁画図像をより現実味のあるものにしていくというメディツキーの考え

方がここに見受けられる。 

  

2. 「聖母戴冠」（The Coronation of the Virgin） 

 「聖母戴冠」とは、西欧美術に 12 世紀後半に形成された図像である131。この図像は、聖

母が死後復活し、被昇天（assumption）した後、キリスト、父なる神あるいは三位一体によ

り冠を授けられるという場面を指す。この図像は特定の物語的テキストを典拠としないもの

であるにもかかわらず、西方では人気のある図像である。「聖母戴冠」図像の様々なヴァリア

ントがあり、聖母、キリスト、父なる神だけで形成されている図像と、天使や聖人の姿を含

む図像もある。 

聖ユリイ教会堂の「聖母戴冠」の中心に、聖母マリアの立像があり、その左手に十字架を

                                                   
131 大貫隆編（2008）『岩波キリスト教辞典』岩波書店、666. 
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持つキリスト、右手に父のなる神の姿が並んでいる。キリストと父なる神は、聖母の頭の上

に冠を捧げている。聖母の足元に楽器を持った天使の姿がある。 

 ゴシック時代に生まれた「聖母戴冠」をテーマにした作例として、ステンド・グラス、フ

レスコ画、イコン、挿絵という幅広いジャンルのものが確認されている132。 

 ウクライナの美術においてこの主題が取り上げられるようになるのは、「使徒の殉教」が導

入されたと同じ時期（17 世紀後半）である。聖ユリイ教会堂の「聖母戴冠」は正教圏におけ

る最も古い作例の一つであると考えられる。先述したように、ドロゴビチ市が位置する西部

ウクライナは、ヨーロッパから新たな主題が入ってくる玄関口のような場所である。美術的

な趨向に従うメディツキーは、聖ユリイ教会堂の装飾プログラムに新図像を組み込んだ。 

 ドロゴビチ市において、「聖母戴冠」が人気であった証拠として、行進用のイコンを挙げる

ことができる133。ドゥンヂャク（1998）によると、その表に描く主題が定められ、献堂聖人

や十二大祭を描くことが主流だった一方、裏の主題に関する決まりがなく、ヨーロッパから

借用された主題を配することがしばしばあった134。17 世紀後半にドロゴビチ市で描かれた 2

つの行進用のイコンの裏の主題として、「聖母戴冠」が使われている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

写真 3-11「聖母戴冠」（2012年 8月、筆者による撮影） 

                                                   
132 Лазарев В., Старые итальянские мастера (Москва: Искусство, 1972), 13. (Lazarev V. Old Italian 
Masters) 
133 行進用のイコンとは、十字架の行進（Cross Procession）の際、教会堂から持ち出される両面イコンで

ある。 
134 Дундяк І. «Іконографія сюжету «Коронування Богородиці» в розписах і процесійних іконах 

дерев`яних церков Дрогобиччини». Дрогобицькі храми Воздвиження та Святого Юра у 
дослідженнях . Перші читання. (1998): 105. (Dundyak I. Iconography of «The Coronation of the 
Virgin» in murals and icons from Drohobych)   
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第四項 西壁面の図像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-12 「エッサイの樹」（西壁面）（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

礼拝室の西壁面の中央に婦人室に通じる大きな開口部があり、その上部に聖歌隊席が設

けられている。その聖歌隊席にステファン・メディツキーの息子であるイワン・メディツ

キーによる「エッサイの樹」という図像が施されている。 

「エッサイの樹」とはダビデ王の父エッサイの家系を表している。マタイによる福音書

及びルカによる福音書の記述によると、聖母マリアの夫である聖ヨセフはこの家系に属す

る人である。イエス・キリストは聖霊によって処女マリアから生まれたため、聖ヨセフの

血統とは直接の関係がないが、それでも福音書が聖ヨセフの血統を強調するのは、ダビデ

の家系からメシア（キリスト）が出るということが、旧約聖書の数々の箇所において預言

されているからである。従ってイエス・キリストは「エッサイの樹」に連なることになる。 

たとえば、イザヤ書には以下のような救世主到来に関わる予言がある。 

   

エッサイのかぶからひとつのめがもえいで 

  そのねからひとつのわかえだがそだち 

  その上に主の霊がとどまる。 

 

http://antiquesanastasia.com/religion/references/other_saints/joseph/general_info.html
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初期教父以来、この予言における木は聖母マリア、そこに咲く花はキリストと解された。

特にクレルヴォーのベルナールは、芽(virga)と聖母(virgo)の語形の類似により、旧約の預

言と新約における成就というタイポロジー的関係を説く。 

旧約聖書及び新約書の他に、初期キリスト教教父オリゲネスやテルトゥリアヌスは、ダ

ビデ家を「エッサイの根」と呼び、処女マリアを「根から生える枝」と呼ぶ。 

 「エッサイの樹」の基本的な描き方に関する指示は、16 世紀にアトス山の修道曽によっ

て編集された絵画指南書「エルミニア」に残されている。16 世紀の「エルミニア」は、後

に 18 世紀初頭にディオニシオス・エク・フルナによる「エルミニア」にとりいれられた。

ディオニシオスの「エルミニア」の記述によると、エッサイは地面に横たわり、そのわき

腹から生えている 3 本の枝のうち、細い枝 2 本が絡まり、太い 1 本の枝が上に延び、その

枝にダビデ王をはじめ、王様の姿があるという描き方は典型的なものである。さらに、「エ

ッサイの樹」配置場所として、回廊の南側が望ましいという指摘もある。 

フランスの美術史家エミール・マールによると、「エッサイの樹」を図像化した最も古

い例は、西欧美術に属するものである。しかし、ビザンティン美術を研究していたロシア

の美術史家ビクトル・ラーザレフは、この主題が西欧美術とビザンティン美術にほぼ同時

に表れたと主張している。 

「エッサイの樹」に描く王様の数を決める際、福音書の記述が参照されていた。ルカに

よる福音書の記述では、エッサイからヨセフまで 28 世代がいたが、ウクライナの教会堂美

術において「エッサイの樹」を描写する際、12 世代を代表する人物を描くことが一般的で

あった。1691 年にグリゴーリイ・プロスクルカの寄付金によって描かれた聖ユリイ教会堂

の「エッサイの樹」に、ウクライナの伝統に添った 12 人の王様を確認することができる。 

 

1.エッサイ 

2.ダビデ 

3.ソロモン 

4.レハベアム 

5.ヨサパテ 

6.ヨラム 

7.ヨタム 

8.アハズ 

9.マナセ 

10.ヨシヤ 

11.アロン 

12.ダニエル 

 

聖ユリイ教会堂の「エッサイの樹」の表現はビザンティン美術の表現と異なり、より西
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欧美術に近いものである。さらに、イワン・メディツキーの作品には父ステファンから受

け継いだ、親子の独自のスタイルとも言えるローカルな要素が含まれている。まず、「樹」

そのものが一般的な葡萄の樹ではなく、存在しない架空の樹であるという点をその例とし

て挙げることができる。その巨大な樹の実のように描かれている王様の服装は当時の裕福

な生活を送っていた町民の服装になっていることが、聖ユリイ教会堂の図像の特性である

と言える。その他に、聖ユリイ教会堂の礼拝室の西側壁に聖歌隊席が設けられている構造

上の制限があり、通常、垂直面に沿って展開されていくはずの「エッサイの樹」が水平面

に沿って展開されているという特性を挙げるべきである。 

西部ウクライナに聖ユリイ教会堂以外に 2 棟の教会堂の壁画図像に「エッサイの樹」が

ある。その 2 棟の教会堂は、ザカルパチア州にあるコイメシス教会堂と聖ニコライ教会堂

である。コイメシス教会堂の「エッサイの樹」の図像と聖ユリイ教会堂の「エッサイの樹」

を比較すると、図像が配置されている教会堂内部に占める位置は同じである一方、聖ユリ

イ教会堂の作例は明らかにそのスケールや詳細さにおいてより壮大なものであると思われ

る。 

次に「エッサイの樹」のビザンティンの作例を確認しよう。 

ビザンティンの最も古い作例として、11 世紀に建てられたコンスタンティノポリスのペ

リブレプトス聖母修道院にあったモザイクを挙げることができる。15 世紀にカスティーリ

ャ王国の外交官であったルイ・ゴンザレス・デ・クラビホは、ティムール朝の支配者であ

ったティムールの下を訪問する旅の途中、コンスタンティノポリスに寄った際、ペリブレ

プトス聖母修道院の外部拝廊に「エッサイの樹」のモザイクがあったという記録を道中記

に残した。 

 さらに、Franciscus Quaresmius の記録集（1626 年）には、ベツレヘムにある降誕

教会の 身廊の西壁に「エッサイの樹」のモザイクが配置されていたという記述がある。そ

のモザイクは 11 世紀末に完成したが、1161-1169 年にマヌエル一世コムニノス（在位

1143-1180）から資金的な支援を受け、大幅な修復が行われた。 

 13 世紀‐14 世紀にビザンティン美術におけるこの主題の定着が進み、頻繁に作用される

ことになる。 

作例： 

ソポチャニ修道院（1265）、セルビア 

アリリェの聖 Achilleos 教会（1296）、セルビア 

リェヴィシャの生神女教会（1310-1313）、セルビア 

デチャニ修道院（1348-1350）、コソボ 

生神女教会（1259-1265）、カストリア、ギリシャ 

聖ソフィア教会（1260-1270）、トラブゾン、トルコ 

使徒教会（1315 年以降）、テッサロニキ、ギリシャ 
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正教圏における「エッサイの樹」の表現に関しては、マタイ福音書の記述に基づくもの

（15 世紀の聖ペテロ・パウロ聖堂のナルテクス、ヴェリコ・タルノヴォ、ブルガリア）と、

イエス・キリストの祖先以外に預言者や旧新両約の主題をはじめ、シビュラ135や古代詩人

を含むものがある。 

カトリック圏における最も古い作例は、 ロルシュのアウレウス写本（778-820）の「エッ

サイの樹」である。ディジョン市立図書館にある『サン・ベニーニュの聖書』（1130）も古

い作例の一つである。12 世紀からステンドグラスの主題としての「エッサイの樹」の普及

が進み、サン・ドニ大修道院（1145）とシャルトル大聖堂（1145）の作例がその始まりで

あったと考えられる。 

ウクライナでは 17 世紀以降の「エッサイの樹」の作例が残されている。壁画図像とイコ

ンの作例がほとんどなく、主に印刷物の挿絵や王門（イコノスタシス中央の扉）の彫刻と

いう形で表れている。 

聖ユリイ教会堂の「エッサイの樹」を歴史的な観点から考察すると、次のようなことが

明らかになった。第一章で述べたように、1691 年は、ドロゴビチ市が所属する教区が東方

カトリック教会の管轄を認めた年である。同年に描かれた聖ユリイ教会堂の「エッサイの

樹」は、正教（＝ビザンティン）の影響よりカトリック（＝ポーランドをはじめ西欧）の

影響を受けたものであると考えられる。 

聖ユリイ教会堂の婦人室にも強いカトリック圏の影響は見られる。その影響については

第二節で言及する。 

                                                   
135 シビュラ（sybil）とは、神託を受け取る古代の地中海世界の巫女であり、キリストの降誕を預言した

女性預言者というイメージもあり、キリスト教美術の題材として使われた。 
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第五項 ドラムの図像 

 

礼拝室のドラムに壁画が施されたのは、1678 年のことである。壁画を描いた画家の名前

は分かっていないが、ドラムの装飾プログラムを提案したのは、その当時主任司祭を務め

ていたワシリイ・テルレツキー（Vasyl TERLETSKY）だったという仮説がある136 。 

ドラムは八角形の形をしているため、八つの面がある（図 3-8）。それぞれの面に旧約聖

書と『黙示録』の主題が描かれている。『黙示録』の主題は、東面、東南面と北東面を占め

る。それ以外の面に、旧約聖書の主題が配されている。 

ドラムの壁画図像は、礼拝室の壁面に施された図像と違って、文章による場面の説明が

ない。その替わりに、黒い字で典拠としている聖書の部分が示されている。 

旧約聖書の主題による物語は、西面にある『創世記』第三章から始まる。全部で四つの

エピソード（「エバの創造」、「蛇の誘惑」、「エデンの園からの追放」、「アダムはエバを殴る」）

が取り上げられている。ウクライナの美術において、アダムとエバをテーマにした最古の

作例として、キエフのソフィア大聖堂の『三歌斎経』137（1627）にある挿絵とペトロ・モ

グィラ（1596‐1646）の『トレブニック』138にある挿絵が挙げられる。その挿絵は、「ア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 ドラムの形状と各面の方位 

 

                                                   
136 Міляєва Л. «Розписи восьмерика і бані нави церкви святого георгія (Юра) в Дрогобичі». Студії 
мистецтвознавчі. 4 (2010): 72-101. 
137 『三歌斎経』とは、大祭準備週、大祭、受難週に使う歌を収録している祈祷書である。 
138 『トレブニック』（英 The Small Euchologion or Book of Needs）とは、聖務日課書に含まれない儀礼

の儀礼集である。 

西 

北西 

北 

北東 

東 

南東 

南 

南西 
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ダムの創造」、「エバの創造」、「蛇の誘惑」、「エデンの園からの追放」、「カインはアベルを

殺す」という場面はある。しかし、「アダムはエバを殴る」という場面は、聖ユリイ教会堂

の壁画以外に見当たらない。壁画を施した画家が新たな場面を創出する際、出典であった

と考えられるのは、西部ウクライナの外典を研究していたイヴァン・フランコー（1856‐

1916）がドロゴビチ市で発見した『外典集』である139。その『外典集』は、1743 年にドロ

ゴビチ市で書かれたものであり、フランコーの手に入った時点で、傷んでない 8 枚の部分

と激しく傷んだ 3 枚の部分しかなかった。その僅かな部分に、「アダムはエバを殴っていた」

という文書が残されている。換言すれば、「アダムはエバを殴る」というエピソードは、ド

ロゴビチ市に人気のあったローカルなものである。 

 南西と北西の面に、『創世記』で語られている罪というテーマは、「ダビデの宴会」と「ベ

ルシャザルの宴会」という場面によって展開されている。 

 

表 3-4 ドラムの図像配置 

配置面 壁面の記載（銘）による典拠 描かれているエピソード 

西 『創世記』第 3 章 

 

「エバの創造」 

「蛇の誘惑」 

「エデンの園からの追放」 

「アダムはエバを殴る」 

北西 『ダニエル書』第 5 章 「ベルシャザルの宴会」 

北 『トビト記』第 3 章 「ラファエルは悪霊を縛る」 

「トビトの視力回復」 

「トビトの息子トビアとラファエルは釣りをする」 

「サラの祈り」 

北東 『黙示録』第 12 章 「七つの頭を持つ竜」 

「太陽をまとい、月を足の下にした女」 

東 『黙示録』第 7 章 「刻印を押されたイスラエルの子ら」 

南東 『黙示録』第 19 章 「白馬の騎手」 

南 『ヨナ書』第 1 章 「ニネベで滅びを預言するヨナ」 

「嵐の中の船」 

「クジラに飲み込まれるヨナ」 

「クジラに吐き出されて祈るヨナ」 

南西 『列王記』第 13 章 「ダビデの宴会」 

 

                                                   
139  Франко І. Причинки до історії руської літератури XVIII віку. Дрогобицький збірник 

рукописних апокрифічних оповідань // Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах. Том 27. (Київ: 

1980), 16-22. (Franko I. History of Russian Literature of 18 c.) 
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 旧約聖書に登場するダビデ王は、旧約聖書の預言者であり、正教の典礼にかならず使わ

れる『詩編』の著者とされている。17 世紀のウクライナの『詩編』の多くに、ダビデ王の

扉絵がある。さらに、ダビデ王は、イコノスタシスの預言者の段にも表れる。しかし、ダ

ビデ王の生涯をテーマにした作例は、聖ユリイ教会堂の壁画以外に確認できなかった。 

 「ベルシャザルの宴会」は、16 世紀－17 世紀の西欧美術において人気のある主題だった。

逆に、ウクライナでは、美術の主題としてそれほど頻繁に取り上げられていないが、神学

者の間に人気があった。 

 北面にある『トビト記』の主題は、本当の信仰とそれに伴う褒賞を表している。その反

対の南面にある『ヨナ書』の主題も、同じ観念を示している。 

 残りの 3 面（東、南東、北東）に『黙示録』の主題が配されている。『黙示録』をテーマ

にした作例は、西欧美術に多々ある。その中で有名な作品として、アルブレヒト・デュー

ラーの『黙示録』（1498）がある。ウクライナの美術においてこの主題が誕生した時期はは

っきりとわかっていない。しかし、その誕生は、東方カトリック教会の設立に関連してい

ることは確かである140。17 世紀に西部ウクライナで始まった正教会と東方カトリック教会

の闘争は、美術における「黙示録」の登場に繋がったと言える。現存するウクライナの「黙

示録」の中で、聖ユリイ教会堂の作例は最古である。 

ドラムの上にあるドームは、ドラムと同様に八つの面を持つ。その八つの面に円を描く

ように図像が配されている。その図像は以下の三段に配列されている。 

 

下段 太陽、月、星 

中段 大天使と天使 

上段 熾天使、智天使 

 

 聖ユリイ教会堂のドラムにある壁画図像に登場する主題を見ると、信仰を持たない者は

裁かれ、罰を与えられるが、最後まで自分の信仰を守り抜いた者だけは救われるという教

義が窺える。東方カトリック教会の影響が以上に強くなっていた時代に、このような図像

化した教義は、正教徒の不屈の精神を支えるのに欠かせないものであったと考えられる。 

                                                   
140 Міляєва Л. «Розписи восьмерика і бані нави церкви святого георгія (Юра) в Дрогобичі». Студії 
мистецтвознавчі. 4 (2010): 72-101. 
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第二節 婦人室の壁画図像 

 

婦人室の壁画は 1714 年に施された。画家の名前が分かる史料がないが、現地の工房によ

る作品であると考えられている。 

婦人室は変形六角形の形をしているため、六つの壁面がある。北西に位置する入口から

入り、右側の壁（西の壁）を A 面として、逆時計回りに A から F までの六つの壁面にある

図像を確認しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

A 面（西）に「楽園でのアダムとエバ」 

B 面（南西）に「イエス・キリストと寄進者」 

C 面（南）に「エジプトのマリアの生涯」 

礼拝室に通じる D 面（東）に「ミゼリコルディア（慈悲の聖母）」 

E 面（北）に「聖オヌフリイの生涯」 

F 面（北西）に「聖オヌフリイの生涯」 

図 3-9 聖ユリイ教会堂の婦人室の壁画 

 

ウクライナにある聖オヌフリイの最古の図像は 13 世紀のものである。17 世紀-18 世紀に

かけて聖オヌフリイ信仰が勢いを増し、聖オヌフリイ修道院が急速に増えている。その当

時は、聖オヌフリイはカトリック圏でも正教圏でも人気のある聖人だったので、18 世紀初

頭に聖ユリイ教会堂の婦人室に聖オヌフリイの図像が現れていることは時代の趨勢にあっ

たことだと思われる。 

婦人室は女性が主にいる場所なので、女性を感動させるような壁画を配置するのが一般

的であった。女性隠者の中でもエジプトのマリアは男性隠者と並び崇拝され、彼女のきわ

めて長期にわたる砂漠での試練は女性の心を動かす力がある。エジプトのマリアは、聖オ

ヌフリイを女性化したものだったと言われているぐらい聖オヌフリイに近い聖人である。

さらに、エジプトのマリアと聖オヌフリイの配置を見ると、二人は向かい合っている。こ

の点も二人の隠者の関係を強調している。 
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写真 3-13「エジプトのマリアの生涯」（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 「エジプトのマリアの生涯」の場面（南壁面） 
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写真 3-14「聖オヌフリイの生涯」（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 「聖オヌフリイ」図像の場面（北壁面） 
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婦人室にある図像の表現の仕方（人物は向かい合うように立っている、手は伸ばしてい

るか胸に交差しているか）、使用されている色（全部の図像を通じて赤、青、茶色、黒）、

城壁や植物の模様というディテールから判断すると、図像は熟慮されたプログラムに基づ

いて配置されたと言える。このプログラムの主なアイディアは、人類はアダムとエバの罪

を背負っているが、隠者の生涯を鑑として生活を送れば、寄進者のようにイエス・キリス

トによって天国に救済されることが可能になることが暗示されていると思われる。さらに、

慈悲深い聖母にいつも守られているという安心感を与えるのも、プログラムのポイントで

ある。つまり、このプログラム全体が、救済という到達点をはっきりと示し、それに辿り

着くためにどうすればいいかという助言を与えていると言える。 

図像の配置と構造及び空間との関係という観点から、これら図像が選ばれた理由につい

て次のような解釈ができる。聖ユリイ教会堂の婦人室には窓がない。ドアを閉めれば、洞

窟のように暗くなる婦人室に、洞窟の中で生活を送っていた隠者の図像を描くことが空間

に適したことであると考えられる。 

 特に、聖オヌフリイ像に関して、西部ウクライナの教会堂において暗い空間である正面

玄関付近の壁面の窪みやそれ自体窪んだ婦人室の入口付近に配置されている例は多く見ら

れる。例えば、リヴィヴ市にある聖オヌフリイ教会堂（1550）と聖ユリイ大聖堂（1744）

では、聖オヌフリイ像は正面玄関に繋がる階段の下にある壁面の窪みに配置されている。

ザカルパチア州セレドニェ・ヴォヂャネ村の聖ニコライ教会堂（1428）において婦人室の

入口の上に聖オヌフリイが描かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

写真 3-15 リヴィヴ市にある聖オヌフリイ教会（1550）の正面 

（2010年 7月、筆者による撮影） 
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写真 3-16 リヴィヴ市にある聖ユリイ大聖堂（1744）の正面 

（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

婦人室の東壁に描かれた「ミゼリコルディア（慈悲の聖母）」という主題は、カトリック

教会の影響があると思われる。「ミゼリコルディア」はシトー会や聖ドミニカ会に多く採用

され、主にカトリック教会に見られる図像である。 

婦人室と礼拝室の間にある間仕切りに「エッサイの樹」を配置することによって，新旧

両約の対照が系図的に表されたと言える。「エッサイの樹」の後方に当たる婦人室の東壁に

「ミゼリコルディア」の図像があることから、マリア信仰の強さを窺うことができる。「エ

ッサイの樹」の図像の上部にキリストを抱えている聖母マリアのイコンの跡が残っている

ことから、マリア信仰という糸で、婦人室と礼拝室のプログラムが繋がっていることがわ

かる。 
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第三節 ほかの遺構の壁画図像と聖ユリイ教会堂の壁画図像との比較 

 

この節では、西部ウクライナのリヴィヴ州に位置し、壁画のある 3 棟の木造教会堂を取

り上げ、その壁画図像と聖ユリイ教会堂の壁画図像との比較を行う。 

815 棟の木造教会堂が現存するリヴィヴ州では、壁画のある教会堂は 10 棟前後である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 三位一体教会堂（1720） 

② ミハイロ大天使教会堂（1598） 

③ 三位一体教会堂（1654） 

④ 生神女降誕教会堂（1900） 

⑤ 聖ミハイロ教会堂（1754） 

⑥ 聖イグナティ教会堂（1712） 

⑦ 聖霊教会堂（1555） 

⑧ 十字架挙栄教会堂（1613） 

⑨ 聖ユリイ教会堂（1657） 

⑩ 無原罪懐胎教会堂（1762） 

⑪ 聖ミハイロ教会堂（1697） 

⑫ 聖ミハイロ教会堂（1663） 

 

 

図 3-12 リヴィヴ州における壁画のある教会堂の分布 

 

 この節で比較の対象になる教会堂を確認しよう。 

 

ドロゴビチ市十字架挙栄教会堂（1613） 

ポテーリチ村聖霊教会堂（1555） 

リヴィヴ市三位一体教会堂（1654） 

 

①  
②  

③  

④  ⑤  
⑥  

⑦  

⑧  ⑨  

⑩  

⑪  

⑫  
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この三つの教会堂を選んだ理由は、それらの壁画が描かれた時期は聖ユリイ教会堂の壁

画が描かれた時期に最も近いということである。 

 

1. ドロゴビチ市十字架挙栄教会堂（1613） 

 

 聖ユリイ教会堂からわずか数百メートル離れたところに、十字架挙栄教会堂（1613）が

ある。この教会堂は、三部構成の木造教会堂である。その婦人室と礼拝室は四角形を示し

ているのに対し、祭壇室は六角形の形である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-17 十字架挙栄教会堂の外観（東）（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 十字架挙栄教会堂の壁画が配されているのは、祭壇室と婦人室だけである。礼拝室にあ

る壁画は、イコノスタシスの上部に描かれている「使徒の殉教」と、北壁面及び南壁面の

下部にある花の模様に限られている。ジョルトフスキー（1988）によると、十字架挙栄教

会堂の壁画図像は何人かの画家によるもので、描かれた時代も様々である141。ステファン・

メディツキーは十字架挙栄教会堂のイコンを描いた記録はあるものの、壁画図像の制作に

携わった記録がない。 

 十字架挙栄教会堂の祭壇室に、パナギア型聖母子像（Our Lady of the Sign）、通常礼拝

室に配される福音書記者、デイシスと成聖者（金口イオアン、聖代ワシリイ、神学者グリ

ゴリイ、アレクサンドリアのキュリロスとアタナシオス）、主教の服を着たアブラハ

ムとメルキゼデクという図像が施されている。同じ主題は、キエフのソフィア大聖

堂のモザイクに登場するが、十字架挙栄教会堂の図像の表現はより素朴であると言える。 

                                                   
141 Жолтовський П., Монументальний живопис на Українi 17-18 ст. ( Київ: 1988), 74. 
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 十字架挙栄教会堂の婦人室の上に、聖ユリイ教会堂と同様に、小さいチャペルが増築さ

れている。そのチャペルの献堂聖人は洗礼者ヨハネであるため、そこに 1672 年に描かれた

図像の殆んどが洗礼者ヨハネの生涯をテーマにしたものである。その中に、エジプトのマ

リアの生涯を描写している図像もある。 

 先述したように、礼拝室のイコノスタシスの上に 12 場面から成る「使徒の殉教」という

図像サイクルがあり、その中に「聖母のイコンを描いているルカ」という場面もある。さ

らに、イコノスタシスの最上部にある「磔刑」というイコンの真上に、「聖母戴冠」という

図像が配されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-18十字架挙栄教会堂にある「聖母戴冠」（2010年 7月、筆者による撮影） 

 

 十字架挙栄教会堂と聖ユリイ教会堂の壁画図像を比較すると、礼拝室の東壁面（イコノ

スタシス上部）にある主題が一致することと、その表現が非常に類似していることがわか

る。聖ユリイ教会堂においてこの主題は 17 世紀後半に描かれたのに対し、十字架挙栄教会

堂における「使徒の殉教」は 1735 年の作品である142。このとこから、十字架挙栄教会堂の

壁画を施した画家は、聖ユリイ教会堂の作例を参考にしたと考えられる。 

 両教会堂にあるもう一つの主題は、「キリストの受難伝」である。聖ユリイ教会堂におい

てこの主題は礼拝室の北壁面に描かれた図像サイクルという形で登場しているが、十字架

挙栄教会堂において同じく礼拝室の北壁面に設置してあったイコンという形で確認されて

いる。現在、そのイコンは外されているが、16 世紀後半に制作され、磔刑を中心に 25 場面

を描いている143。即ち、両教会堂に「キリストの受難伝」という主題は、同じ場所（礼拝

                                                   
142 Логвин Г., Украина и Молдавия Справочник – путеводитель (Москва: Исскуство, 1982), 398. 
143 Скоп Л. «Федуско маляр iз Самбора. Iкона «Страстi Господнi» з церкви Воздвиження Чесного 

Хреста мiста Дрогобич». Дрогобицькi храми Воздвиження та Святого Юра у дослiдженнях. Третi 

читання (2010): 21. 
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室の北壁面）に配されている。 

 さらに、十字架挙栄教会堂のチャペルに「エジプトのマリア」があることは、聖ユリイ

教会堂の装飾プログラムと共通している点である。 

 

2. ポテーリチ村聖霊教会堂（1555） 

 

 リヴィヴ州北西部に位置するポテーリチ村にある聖霊教会堂（1555）は、三部構成の木造

教会堂である。各部分の平面形は、先述した十字架挙栄教会堂と同様である。婦人室と礼

拝室は四角形を示し、祭壇室は六角形の形である。この教会堂の壁画は、1620 年から 1640

年に描かれ、現存するウクライナの木造教会堂の壁画の中で最古の作例である144。ポテー

リチ村に大きな陶芸工房があり、聖霊教会堂はその工房の資金で建設された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-19 聖霊教会堂の外観（南）（2012年 8月、筆者による撮影） 

 

 聖霊教会堂の壁画図像は、礼拝室の北壁面と南壁面、西壁面の一部と婦人室の南壁面に

ある。 

 礼拝室の北壁面の中央に「生神女就寝」と「デイシス」という図像があり、その周りに

25 場面からなる「キリストの受難伝」が施されている。「キリストの受難」図像サイクルの

物語は、「ラザロの蘇生」という場面から始まり、「首を吊るユダ」という場面で終わる。

礼拝室の南壁面に、Theotokos Panachranta from Svensky Monastery という聖母子像が

施され、その下部に「イサクの燔祭」と「砂漠にいる預言者エリア」という図像が配され

ている。礼拝室の西壁面に、「十字架挙栄」という図像のみ描かれている。 

                                                   
144 Миляева Л., Росписи Потелыча (Москва: 1971), 194. 
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 婦人室に配されている図像は、「聖母の嘆き」のみである。 

それでは、この図像を聖ユリイ教会堂の図像と比較しよう。 

 この教会堂と聖ユリイ教会堂の共通点として、礼拝室の北壁面における「キリストの受

難」図像サイクルの配置の仕方、および、「聖母の嘆き」という主題の使用を挙げることが

できる。 

 「キリストの受難」図像サイクルに関しては、聖霊教会堂において「キリストの受難」

図像サイクルの中央に「生神女就寝」という主題が配されていることは、聖ユリイ教会堂

の装飾プログラムと大きく異なる。しかし、受難の場面の配列や全体的な構図においては

両教会堂には共通点が多々ある。例えば、両教会堂に南壁の窓から入ってくる光が利用さ

れ、場面の数が多い「キリストの受難」図像サイクルを良く見える場所（北壁面）に配さ

れている。それぞれの場面を見やすくするために、壁面が区画に分けられおり、一つの区

画に 1 場面が描きこまれてある。このような技法を使うことによって、直接目で図像と壁

面が一体化され、空間が天上に向かって伸びていくことが感じられる。 

さらに、聖霊教会堂の受難の物語は左から右に向かって進み、壁の右端まで来ると、一

段下がって、次の列が同様に左から右に向かって進むのを繰り返す横書きテキストのよう

な構成をしている。この構成は、聖ユリイ教会堂と共通している。 

 最後に、両教会堂に登場する「聖母の嘆き」について述べよう。聖ユリイ教会堂におけ

る「聖母の嘆き」は、礼拝室の南壁面にある「キリストへの賛歌」という図像サイクルの

中の 1 場面である一方、聖霊教会堂の「聖母の嘆き」は、婦人室の南壁面の大部分を占め

る独立した主題という形で表れる。本章の第二項で論じたように、聖ユリイ教会堂の「聖

母の嘆き」の表現は、カトリック圏の「ピエタ」に類似している。ミリャエワ（1971）に

よると、聖霊教会堂の「聖母の嘆き」も西欧美術の「ピエタ」に類似したものである145。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-20 聖霊教会堂の「聖母の嘆き」（2012年 8月、筆者による撮影） 

                                                   
145 Миляева Л., Росписи Потелыча (Москва: 1971), 177. 
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3. リヴィヴ市三位一体教会堂（1654） 

 リヴィヴ市のスィヒフ地区にある三位一体教会堂（1654）は、三部構成プランの木造教

会堂である。三部とも四角形を示す。三位一体教会堂の壁画は 1683 年に描かれた。画家の

名前は分かっていないが、壁画を担当したのは、現地の工房だったと考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-21 三位一体教会堂の外観（南）（2011年 7月、筆者による撮影） 

 

 現在、三位一体教会堂の壁画図像は、礼拝室にのみ確認されている。礼拝室の壁画は、

三つの壁面（北壁面、南壁面、西壁面）と尖塔（tented roof）の四つの面に施されている。 

 北壁面に「クジラに吐き出されて祈るヨナ」と「アブラハムによる三天使の接待」が配

され、その上部にある尖塔の北面に 14 場面から成る「キリストの受難」図像サイクルが施

されている。この図像サイクルによる物語は、「最後の晩餐」という場面から始まり、「キ

リストの復活」という場面で終わる。 

 南壁面の上部に「聖ニコライと寄進者」と「キリストの磔刑と聖職者」という図像が描

かれ、その下に軍人の聖人（フョードル・ティロン、聖ドミトリー、聖ユリイ）の図像が

配されている。壁面の上部にある尖塔の南面に、「キリストの昇天」という図像が施されて

いる。 

 西壁面に、本章の第一節の第二項で記述した “Ars Moriendi”を典拠とした図像があり、

その上部にある尖塔の西面に、「バビロンの大淫婦」という図像が描かれている。 

 東壁面を全面的にイコノスタシスが占め、その上部にある尖塔の東面に「キリストの磔

刑」という図像が配置されている。 

 三位一体教会堂の壁画図像と聖ユリイ教会堂の壁画図像を比較すると、幾つかの共通点

が明らかになる。 

まず、「キリストの受難」という主題が両教会堂に図像サイクルという形で表現されてい

る点を挙げるべきである。この図像サイクルの配置は、両教会堂においてほぼ一致してお
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り、礼拝室の北壁面上部（聖ユリイ教会堂）と尖塔の北壁面（三位一体教会堂）を占めて

いる。 

 さらに、両教会堂に “Ars Moriendi”を典拠としていると思われる図像が確認されてい

る。三位一体教会堂における配置と聖ユリイ教会堂における配置は異なっているが、二つ

の図像に共通点があると言える。その共通点として、両図像に文字で表記された文書の量

が多いことと、全体的な構図（登場人物とその配置）の類似を挙げることができる。 

 上記の主題に加え、両教会堂に『黙示録』を典拠としている主題が採用されたことは共

通している。三位一体教会堂では、「バビロンの大淫婦」という一つだけの図像が描かれて

いるが、その図像は尖塔の西面の全面を占めている。 

 最後に、両教会堂に軍人の聖人の図像があるという点を挙げよう。軍人の聖人の人気は、

歴史的な状況によるものだったと考えられる。第一章で述べたように、1648 年に西部ウク

ライナの独立運動が始まり、ドロゴビチ市のウクライナ人市民がそれに参加した。現在、

リヴィヴ市の郊外に当たるスィヒフ村のウクライナ人住民も独立運動に賛同し、村でコサ

ック軍を歓迎したという伝説が残されている。即ち、両教会堂の信者にとって、独立運動

は「共通の記憶」であり、その記憶は軍人の聖人を描くことで表現されたと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三位一体教会堂の「バビロンの大淫婦」（2011年 7月、筆者による撮影） 

 

4. 比較のまとめ 

 

聖ユリイ教会堂の壁画図像と、十字架挙栄教会堂、聖霊教会堂、三位一体教会堂の壁画

図像を比較した結果、十字架挙栄教会堂以外に、3 棟の教会堂に「キリストの受難」図像サ

イクルが施され、十字架挙栄教会堂において、「キリストの受難」はイコンという形で登場

する。さらに、全教会堂において、「キリストの受難」の配置場所は礼拝室の北壁面（三位
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一体教会堂の場合、尖塔の北面）である。このことから、17 世紀の西部ウクライナにおけ

る教会堂装飾プログラムに、「キリストの受難」は、かならず採用される主題であり、その

配置場所も決まっていたと言える。 

「使徒の殉教」という主題に関しては、ドロゴビチ市の教会堂にしか確認できていない

ため、西部ウクライナ全体よりは、ドロゴビチ市という地域だけにおいて注目されていた

主題であると考えられる。 

聖ユリイ教会堂の壁画図像の中に西欧美術の影響によると思われる主題が幾つかある。

その一つは、「聖母の嘆き」である。聖霊教会堂の「聖母の嘆き」も、聖ユリイ教会堂の図

像と同様に西欧美術の「ピエタ」に類似したものである。また、聖ユリイ教会堂の礼拝室

の南壁面に、“Ars Moriendi”を典拠としている図像がある。その図像に類似したものは、

三位一体教会堂に確認されている。このことを踏まえ、西部ウクライナにおける 17世紀は、

カトリック圏の影響が強まると同時に、西欧美術から主題及び表現の借用が目立つ時代で

あったと言える。 

さらに、西部ウクライナの歴史的な状況により注目を集めていた主題がある。それは、

聖人の軍人と「黙示録」である。特に、後者に関しては、聖ユリイ教会堂の「黙示録」は

ウクライナの壁画図像における最古の作例であり、独立運動の時にウクライナ人が体験し

た衝撃に対する反省であった。三位一体教会堂に『黙示録』を典拠としている主題が登場

することは、同じ理由によるものと考えられる。 
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第四節 図像配置プログラムと教会堂の構造との関係 

 

 ここでは、聖ユリイ教会堂の壁画と教会堂の構成との関係について論じる。 

 第一章で述べたように、ウクライナは 10 世紀にキリスト教化され、ビザンティン帝国か

ら派遣された職人の指導の下でウクライナにおいて石造教会堂の建設が始まった。しかし、

その当時のウクライナは「木の世界」だったと言っても過言ではないほど、建材として木

を使用することが一般的だった。慣れている建材で教会堂を建てたいというウクライナの

職人の率直な気持ちが、ウクライナ木造教会堂の誕生に繋がった。ウクライナの大工たち

は、木造教会堂建築の全体的な構成や各部分の特徴を、可能な限り石造教会堂建築に合わ

せようとした。但し、木という建材が形状に与える制約があると同時に、木にしかできな

い形状もある。換言すれば、ウクライナの木造教会堂建築は石造教会堂をベースに生まれ

たが、出来上がった形は石造建築と大いに異なる。 

 それでは、木造教会堂である聖ユリイ教会堂に壁画を施す際、石造教会堂建築に見られ

る配置プログラムはどこまで反映されたか見ていきたい。 

 まず、聖ユリイ教会堂の礼拝室の壁体とドラムが接合されている部分にペンデンティブ

のような三角形ができており、その三角形が全部で四つある。そこに石造教会堂建築と同

様に、福音書記者の図像が配されている。 

 石造教会堂建築の図像配置プログラムと共通するもう一つの点は、ドームの図像の位階

である。天使の階級に従い、最上部に熾天使と智天使、その下に大天使と天使が配されて

いる。 

 ウクライナ石造教会堂建築には定番の図像があり、それらは教会内の決まった位置に配

置されるが、木造教会堂建築の場合、その位置がずれることが多々ある。 

 その理由の一つとして考えられるのは、スペース上の問題である。たとえば、聖ユリイ

教会堂の「最後の審判」という図像は礼拝室の南壁面に描かれているが、石造教会堂の場

合、その図像が西壁面に配置されるのが通例である。というのも、聖ユリイ教会堂の礼拝

室の西壁面に大きな開口部があり、その上部に聖歌隊席が設置されているので、図像の配

置が可能な壁面の面積が非常に狭くなってしまった。その限られたスペースに説話的な文

脈を持つ大規模な図像を配することは困難なのである。 

 さらに、図像のこうした位置変換は、建築の構造的な制約のみならず、プログラム考案

者の意図によるものとも考えられる。教会堂という三次元空間に様々な図像が配されるこ

とによって、各図像がもっている意味に加え、図像間の関係性により、新たな意味が生じ

てくる。図像が対置・並置されることで、描かれている人物間の対話が可能になり、平ら

な壁面に配された図像はその意味合いにおいても、視覚的な効果においても、立体的なも

のになる。 

 図像間のそのような対話の具体例をあげよう。聖ユリイ教会堂の礼拝室に北壁面と南壁
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面という大きな壁面が二つある。その両壁面に図像配置プログラムの中核とも言える四つ

の主題が配されている。それは、二つの「アカティスト賛歌」（「聖母マリアへ賛歌」と「キ

リストへの賛歌」）、「キリストの受難」図像サイクルと「最後の審判」である。 

 二つのアカティスト賛歌が対向面に配されていることによって、聖母マリアとキリスト

の対話が成り立つ。「聖母マリアへのアカティスト」の上に「キリストの受難」図像サイク

ルが描かれ、それに対面するように、「最後の審判」という図像が配置されている。この配

置にも深い意味が込められている。「キリストの受難」図像サイクルに、キリストは人間に

裁かれる立場であるが、その反対の壁面にある「最後の審判」という図像では、キリスト

は人間を裁く立場になっている。つまり、この二つの主題が対置されることで、礼拝室の

配置プログラムの主要な理念である「痛悔」の必要性が訴えられているのである。 

 換言すれば、「最後の審判」図像の位置変換は、配置スペースの問題だけではなく、図像

配置プログラム全体の理念に基づくものであると考えられる。 

 

 「裁き」という観点は、ドラムに配されている、『旧約聖書』及び『黙示録』を典拠とし

ている主題にも見出されるので、礼拝室全体の配置プログラムが非常にまとまったものと

して感じ取ることができる。 

 礼拝室の配置プログラムのまとまりを感じさせているもう一つの要因は、3 壁面（北壁面、

東壁面、南壁面）に登場する「聖母マリア」である。前述したように、「エッサイの樹」図

像の上部に聖母子像があった記録が残されているので、壁画が施された当時、聖母マリア

は全ての壁面に配置されていた。聖母マリアは、北壁面の「アカティスト賛歌」図像サイ

クルの中央に、南壁面の「聖母の嘆き」と「最後の審判」及び “Ars Moriendi” を典拠とす

る図像に、東壁面の「聖母戴冠」に表れる。これによって、全ての壁面が糸で繋がってい

るようにまとまり、礼拝室全体が壮大なマリア信仰を描き出す。 

 礼拝室の図像配置プログラムと建築との関係で重要な点は、光の扱い方である。最も場

面が多い「聖母へのアカティスト賛歌」と「キリストの受難」図像サイクルが南壁面の窓

から入ってくる光で照らされている北壁面に配置されたことによって、それぞれの場面が

はっきりと見える。 

 光の演出は聖ユリイ教会堂の婦人室の図像配置プログラムにも利用された。窓がない婦

人室に洞窟で生活をしていた隠者の図像が配置されることで、その図像はより現実味のあ

るものに見える。 

聖ユリイ教会堂に建築の構造によって構図が変更された図像もある。それは、聖歌隊席

に描かれている「エッサイの樹」という図像である。聖歌隊席は横幅が広く、高さがあま

りないため、通常、上に伸びていくはずの樹が横に伸びていく構図は、聖ユリイ教会堂の

図像配置のもう一つの特徴である。 

 聖ユリイ教会堂の図像配置プログラム全体に関しては、次のことが言える。 

 聖ユリイ教会堂の図像配置プログラムの作者は、石造教会堂建築における定番図像の定
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番の位置を可能な限り守りながら、聖ユリイ教会堂の構造が与えた制約を克服すると同時

に、その構造が与えた可能性を充分に生かした。 

 

 それでは、そのプログラムの作者はだれだったのであろう。 

 前述したように、聖ユリイ教会堂の図像配置プログラムを考案したのは、主任司祭を務

めていたテルレツキー（父シメオンと息子ワシリイ）であるという仮説がある。礼拝室の

大半の図像を描いたステファン・メディツキーは、司祭の息子だったため、聖書をはじめ、

教会の儀式や典礼がよくわかる人だった。テルレツキーにより配置プログラムの神学的な

部分が決められ、図像の選択や表現は、画家のメディツキーの発想によるものであると考

えられる。寄進者の名前の聖人の図像が選ばれている婦人室の図像配置プログラムには、

図像の制作に必要な資金を出した寄進者の意向が反映されたという見方ができる。 
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結論 

 

 本論では、西部ウクライナリヴィヴ州ドロゴビチ市にある聖ユリイ教会堂（1657）を取

り上げた。この教会堂は、構成上の特質があり、壁画で埋め尽くされている内部空間も特

徴的である。しかし、聖ユリイ教会堂に対する研究は概説書の記事等に留まり、この教会

堂を対象とした包括的な研究がない。本論は、先行研究を十分に踏まえた上で、歴史・建

築史・美術史という多角的な視点から聖ユリイ教会堂の特質を論じる横断的な研究である。 

 

 本論で行った考察の結果、次のことが明らかになった。 

聖ユリイ教会堂は 15 世紀の創建以来、多くの改築及び増築工事を受けた。本論の第一章

では、聖ユリイ教会堂の成り立ちを確認し、その改築及び増築の歴的な要因を探った。聖

ユリイ教会堂の形態変化には大きく三つの時期（1657 年改造、1678 年増築、1711 年増築）

が考えられる。筆者は時代検証を行い、聖ユリイ教会堂の変遷とドロゴビチ市の歴史的な

状況を照合した。1657 年にドロゴビチ市民はナディエボ村の教会堂を建材として購入した。

その当時の町の状況を見ると、17 世紀初頭から続いていたタタール軍の襲撃や、1648 年の

「ドロゴビチの乱」、1652 年のペストの大流行という出来事が相次ぎ、ドロゴビチ市は財

政難や人材不足に陥っていた。1653 年のポーランド王勅令による 4 年間の納税免除はその

困難な状況を証拠付けている。納税免除の期限が迫った 1657 年にドロゴビチ市民はナディ

エボ村から教会堂の建材を購入することにした。その理由として、聖ユリイ教会堂の状態

が改造可能なものであったという建築的条件に加えて、町の財政的困難と職人の人手不足

という条件が作用していたことが考えられる。 

 さらに、上記のような外的要因に加え、聖ユリイ教会堂の木材とナディエボ村の教会堂

の古材が材質的に一致したという内的要因も考えられる。筆者は 2011 年 7 月に聖ユリイ教

会堂の木材のサンプルを採取し、京都大学生存圏研究所の田鶴寿弥子先生に樹種識別調査

を依頼した。 

1678 年に聖ユリイ教会堂の礼拝室上部にある塔が変わり、袖廊が増築された。塔の形状

変更の内容は、八角形を形成する垂直の校倉壁の上に玉葱形のドームが設置されたという

ものである。 

 それらの変遷に起因すると考えられるものは、17 世紀の半ば頃からウクライナの教会堂

建築において主流になってきたウクライナ・バロックというスタイルに合わせる意向であ

る。ウクライナ・バロックの誕生と発展の過程を考査した結果、1678 年の改造工事はカト

リックの影響によるものではなく、むしろカトリック圏の支配を受けながら、ウクライナ

人の国民精神を強くアピールする試みだったと考えられる。 

1711 年の増築により、婦人室の上部に聖母の神殿奉献チャペルが建設された。その空間

構成の変更が起因するものは、1691 年の東方カトリック教会の管轄の承認であると言える。
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1691 年以降、ドロゴビチ市はカトリック教の影響を以前より大きく受けることになった。

1711 年の聖ユリイ教会堂の増築はその影響を示す一つの例である。なぜならば、正教教会

にチャペルを付けることは極めて異例な行為だったからである。 

建築的形態の変化を解明する際、その建築が置かれていた歴史的な環境がいかに重要な

要素であったかということがわかる。このように、改造と二度の増築による聖ユリイ教会

堂の変遷の要因を指摘できたことは、これまでの先行研究には例のないことである。 

 

本論の第二章では、聖ユリイ教会堂の外観の特徴及び内部空間の構成を説明し、構成上

の特質を実証に基づき究明した。聖ユリイ教会堂の婦人室は西部ウクライナにおいて極め

て珍しい六角形を示し、さらに入口の扉の配置は、同地方の教会堂に比べて、他に類を見

ないものである。このような構成上の特質に関する研究には、ドラガン(1937)とユルチェ

ンコ（1969）があった。 

ドラガンによると、聖ユリイ教会堂の婦人室にナディエボ村の教会堂の婦人室がそのま

ま採用された。扉の枠や設置方法から判断すると、扉は最初からその位置にあったもので、

後からこのような扉を付けることは不可能であると述べている。扉の配置が異例なのは、

ナディエボ村の教会堂の敷地の状態によるものであると主張しているが、その証拠は挙げ

ていない。 

一方、ユルチェンコは、ドラガンと全く無関係に論を進めており、婦人室の形や扉の配

置に関して以下の説を展開している。1657 年にナディエボ村の教会堂の木材を再利用して

聖ユリイ教会堂が建てられた際、礼拝室の部分はそのまま礼拝室に使用され、祭壇室だっ

た部分は婦人室として転用された。そして、祭壇室は新しい木材を使って新築されたとい

う。さらに、扉の配置に関して、ユルチェンコは、教会堂がドロゴビチ市に移転した後に、

壁に開口部を作り、扉を設置したと述べている。しかし、ユルチェンコは自己の推察を裏

付ける証拠を挙げていない。 

このように、聖ユリイ教会堂の婦人室の成り立ちについて二者の見解は一致しておらず、

また証拠も示されていない。 

筆者は、現地調査や教会堂の構成に関するデータの分析をもとにドラガンとユルチェン

コの仮説の真偽を検証した。そのために、2010 年 7 月に聖ユリイ教会堂の各部分の木材の

寸法を実測し、土台の特徴や仕口の構法を確認した。さらに、聖ユリイ教会堂と同じく三

部構成プランであるリヴィヴ州の 131 棟の木造教会堂のデータを収集し、各部分の平面形

について調べた。続いて、リヴィヴ州に隣接するイヴァノ・フランキフスク州の 55 棟の木

造教会堂のデータを集め、プランによる分類と三部構成プランを持つ教会堂を対象に各部

分の平面形について比較をした。ウクライナに現存する木造教会堂の扉の位置と祭壇室の

平面形に関しては、資料を収集した。 

上記のような方法で入手したデータに基づき考察を行った結果、聖ユリイ教会堂の婦人

室に関するドラガン（1937）の推察を覆す事実が明らかになったが、婦人室の扉に関する
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主張は正しいと判断できた。なぜならば、聖ユリイ教会堂の婦人室が元々祭壇室だったと

すれば、扉はその位置にあることが当然だからである。しかし、聖ユリイ教会堂の婦人室

は元々婦人室だったと考えると、教会堂の敷地の状況を配慮しても、入り口を横に配置す

ることは考えられない。 

 

 本論の第三章では、聖ユリイ教会堂の内部空間に施されている壁画図像に関する考察を

行った。そのために、同定が可能な状態にある全ての図像の同定を行い、図像配置図を作

成した。さらに、図像が典拠とすると思われるテキストや視覚的なソースを明記し、図像

の特徴を記述した。その特徴として次のようなことが挙げられる。 

 聖ユリイ教会堂の装飾プログラムに物語的な連続性がある図像が多く組み込まれている。

さらに、図像に古代スラブ語の文字で表記されている情報（出典、主題の説明など）の量

が多い。このことから、それらの図像は字が読めるコミュニティー向けに制作されたこと

がわかる。場面の配置を見ると、壁面を本のページの代わりに利用しているかのように、

物語は左上から始まり、右端まで進み、下の段に移るという構図になっている。 

 もう一つの特徴は、図像の大きさや配置の位置によってその主題の意味をアピールする

という手法である。 

 さらに、図像の表現にも注目すべきである。教義に従いながらも、図像の細部に現地の

要素（風景、人物の服装など）が取り入れられている。聖ユリイ教会堂の図像は信者に正

教徒としての自覚を持たせると同時に、歴史的な状況が記録されているメディアでもある

と言える。 

このような特徴を持っている聖ユリイ教会堂の壁画図像をほかの遺構の壁画図像との比

較を行い、17 世紀の西部ウクライナにおける教会堂装飾プログラムの定番であった図像を

見出すことができた。また、西部ウクライナ全体よりは、ドロゴビチ市という地域だけに

おいて注目されていた主題であるということがわかった。 

この比較から、西部ウクライナにおける 17 世紀は、カトリック圏の影響が強まると同時

に、西欧美術から主題及び表現の借用が目立つ時代であったということが言える。 

最後に、聖ユリイ教会堂の図像配置プログラムと教会堂の構造との関係について論じた。

聖ユリイ教会堂の図像配置プログラムの作者は、石造教会堂建築における定番の図像の定

番の位置を可能な限り守りながら、聖ユリイ教会堂の構造が与えた制約を克服すると同時

に、その構造が与えた可能性を充分に生かしたと言える。 

聖ユリイ教会堂の図像プログラムに選ばれた主題を考察した結果、この教会堂は壁画が

施された当時、正教会堂でありながら、カトリック圏から借用された主題を多く取り入れ

ているということも明らかになった。換言すれば、聖ユリイ教会堂の装飾プログラムに正

教圏とカトリック圏が共生している。が、このことは、図像配置プログラムが持っている

理念とも、うまく合致している。 

 このように、本論は、聖ユリイ教会堂の変遷、建築、内部空間の装飾に係る問題を広範
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に包括するものである。 

  

 本論で行った考察の結果、これまで本格的な研究の対象にならなかった聖ユリイ教会堂

に関する幾つもの問題を明らかにすることができたものの、残された問題点もある。その

中の一つは、聖ユリイ教会堂の婦人室の上部に聖母の神殿奉献チャペルに施されている壁

画である。筆者は現地調査で何度も聖ユリイ教会堂を訪れたが、修復作業中のため、その

チャペルには立ち入ることができなかった。この立ち入り禁止が解除次第、チャペルの壁

画図像に関する研究に今後の課題として取り組んでいきたい。 
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資料編 

図版 聖ユリイ教会堂の図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図面１ 聖ユリイ教会堂の平面図 
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図面 2 聖ユリイ教会堂の立面図（北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面 3 聖ユリイ教会堂の立面図（南） 
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図面 4 聖ユリイ教会堂の立面図（西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面 5 聖ユリイ教会堂の立面図（東） 
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図版 聖ユリイ教会堂の図像配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置図１ 北壁面の図像 
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配置図 2 南壁面の図像 

聖人 

“Ars Moriendi” 

（「死ぬ」芸術） 

ドア 

キ
リ
ス
ト
像 

キリストへの賛歌 

（Akathist） 

最後の審判 

  

 

ヨハネ ルカ 

最後の審判 

1 2 3 
1-「金口イオアン」 

2-「神学者グリゴリイ」 

3-「大ワシリイ」 
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写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 聖ユリイ教会堂の外観（北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

写真 2 聖ユリイ教会堂の外観（南） 
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写真 3 聖ユリイ教会堂の外観（西）       写真 4 聖ユリイ教会堂の外観（東） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 聖ユリイ教会堂の婦人室の扉 
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写真 6 聖ユリイ教会堂の鐘楼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7 聖ユリイ教会堂のギャラリー 
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聖ユリイ教会堂の婦人室の壁画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8 「楽園でのアダムとエバ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 9 「イエス・キリストの寄進者」 
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写真 10 「エジプトのマリアの生涯」 
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