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ハインリヒ・ゾイゼのヴィジョン

細 田  あ や 子

はじめに

中世ドイツ神秘主義の中心的存在で近世ヨーロッパ思想の先駆者ともい

えるマイスター・エックハルト（1260 頃 -1328 年）の弟子のひとりであ

るハインリヒ・ゾイゼ（1295 頃 -1366 年）は、師の思想を深めつつ彼自

身の信仰生活、霊的体験にもとづいた教えを著している。司牧者として信

仰の歩みについて具体的に記した教化的書物は、信徒の心に強く訴えかけ

るもので当時広く読まれた。イエスの受難をわが身にも受けるよう過酷な

修練を行ない、ヴィジョン（幻視・幻影）、啓示を受けた、あるいはイエ

ス像やマリア像など具体的な造形物を見つめそれに語りかけ、また祈って

いると意識がなくなり忘我の状態になってある光景を目にした、といった

記述も散見され、ゾイゼは霊的にきわめて繊細で感受性が強かったのだろ

うと推測される。像・映像、ヴィジョンのもつ力に魅せられ、圧倒される

と同時に、だからこそ像・イメージが消失する段階があるということも認

識していたようだ。本稿では、像・イメージの多義性を認めていたゾイゼ

に注目し、彼の霊性生活において、イメージやヴィジョンがいかに重要な

役割を果たしていたかを考察する。さらに、内的イメージがどのように視

覚化されているかという図像解釈も試みる。
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1.　『範典』―模範と模倣

『範典』（Exemplar）は、ゾイゼが晩年になってそれまでの自分の著作

四書をあわせて編集したものである（1362-63 年）。ゾイゼの著作は広く

流布していたが、それらが伝承されていくうちに内容が改変、歪曲される

おそれがあった。そのため、ゾイゼは自著をまとめて『範典』として出

し、それを正統な決定版とした。

『範典』のなかの最初の『自伝』は、ゾイゼの自叙伝というよりは、人

が信仰を深めてゆく過程を修道士の言動を通して段階をおって述べた書で

ある。『範典』のプロローグによると、『自伝』は主に霊的、信仰的生活に

よって神秘の道へ進もうとする者の最初の歩みについて書かれている。よ

き行ないはよき教えとなるので、実際に起きたさまざまな聖なる行ないが

模範となるよう示される。後半にはさらに上級の過程に入って、いかにし

て正しい順序によって至福で完全な生き方の純粋な真理に達するのかにつ

いても記されている。著述の内容を読者によりわかりやすく伝えるため、

とくに『自伝』では「像・イメージを用いて」（mit bildgebender wise, 

DS 3,3）1）書いたという著述の仕方も注目される。聖なる行ないについて

も「譬えを用いながら」（mit glichnusgebender wise, DS 3,8）語られ、受

け手が内容を具体的に思い浮かべたり理解しやすいように、像・イメージ

や比喩、形象、アレゴリーが用いられており、像についての言及が多い2）。

『自伝』以外の書においても、信仰生活にとって大切な教えや、正しい

道と真理を教える最高の思想が提示されている。続く『永遠の知恵の書』

は、永遠の知恵とそれを探し求めるしもべ（der diener）との対話形式で

構成された霊的な教えの書である。第三番目の『真理の書』も弟子（der 

junger）がさまざまな質問をして神や被造物、魂や永遠など神学的、神秘

主義的事柄について答えを得る形となっている。この書でゾイゼは、異端
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の嫌疑をかけられた師エックハルトの説を擁護している。『範典』の第四

書としては、書簡が集められている。

『範典』というタイトルが示すように、この著作は信仰生活、霊的生活

の模範、手本を提示しており、模範となるもの、範例、モデル、さらに模

倣というふるまいが重視されている。模範、モデル、模倣に通底するのは

像・イメージ・似姿・形姿（bild, bilde）、鏡（spiegel）3）である。

ゾイゼは、イエスの受難を模範としてイエスの苦しみを自らも同様に受

けること、イエスへの追従を最大の課題としていた。イエスの苦難の初め

から終わりまでをたどり、主への省察を行なうことを喜びとしても受け

取っていた。キリストのまねび（imitatio Christi）を体現し、イエスの十

字架の前で主に向かって祈り、イエスの死を想起することを繰り返し実行

した。祈り、苦しみに耐える実践、キリストとの一致を求める態度は、ゾ

イゼが司牧にあたっていた人びとや読者である信仰者たちの霊的生活の模

範となり、彼ら・彼女たちも同様にイエスの受難を思い浮かべそれを共に

感じ取り、信仰を深めるよう求められる4）。

『永遠の知恵の書』の最後には、「この書の主題は、初めから終わりま

で、私たちの主イエス・キリストの愛に満ちた受難である。信仰深き人間

は、まさにこの範例（bild）にならっていかに可能なかぎり努力して従わ

なくてはならないか、また天上の純潔な女王に対する深い賛美や言葉に言

い尽くせない苦悩について、この書に書かれている」（DS 324,6-9）とあ

るように、あるものを模範としそれを模倣することは、『範典』の著者と

その受け手（読者）によって連鎖状につながってゆく。

ゾイゼの著作には、日常行なうべき実践と神秘主義的な理論とが組み合

わされて論じられており、それらが教化的な目的をもって受け手、読者へ

働きかける。とくに『自伝』の著作の受け手とは、具体的には修道女をは

じめとして、霊性生活を送る女性たちが主だった。修道女や世俗に生きな

がら敬虔な生活を送るベギンの女性たちなどを監督し教え導くのは、14
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世紀初頭までにはドミニコ会があたるようになっており5）、ゾイゼもドミ

ニコ会修道士として各地を説教して回り、また修道女たちを司牧する働き

を行なっていた。とくにスイス、テスのドミニコ女子修道院に属しゾイゼ

から霊の娘といわれたエルスベト・シュターゲル（1300-1360 年頃）は、

ゾイゼを師と仰ぎ、手紙などで教えを受けていた。彼女はゾイゼの教えや

彼の内面生活を密かに記録し、またゾイゼから送られた手紙などを保管し

ていた。それらはゾイゼの命令によって処分されてしまったが、残された

手紙や彼女の手記は、ゾイゼがのちに自伝をまとめるのに役立った。

2.　像・イメージとヴィジョン

2.1.　霊性生活におけるイメージの利用
像・イメージ（bilde）という言葉で多義的な事柄を含意させて述べる

ゾイゼだが、造形物としての像を具体的にどのように用いていたのか、そ

れらがゾイゼの霊的生活のなかでいかに機能していたのかを検討しよう。

ゾイゼは、信仰生活においてキリスト像や聖母子像などを表現した絵画

や彫刻が信仰を深めるために有効だと認めていたと思われる。十字架磔刑

像やマリアなどの彫像や絵画の前で祈りを捧げ瞑想していたという記述が

多く見いだされ、個人的な祈りの際に用いられる画像や彫像―祈念像

（Andachtsbild）―についての言及も注目される。

すでに子どもの頃から、ゾイゼは夏が来て花々が芽生えると、まっさ

きに、最初に摘んだ花を聖母マリアに捧げて、祈りを唱えるという習慣が

あった。花々でつくった花冠を聖堂内陣や聖母の礼拝堂のマリア像の頭に

のせて飾ったという（『自伝』第 36 章、DS 110,26-111,4）。信仰生活を

始めた青春期には、永遠の知恵の絵が描かれた羊皮紙を携帯して、祈りの

際にはそれを眺めながら黙想していた。永遠の知恵を自分の愛人、恋人

としてとらえ、その画像を彼の僧房や礼拝堂に置き、心をこめて熱く愛の
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まなざしで見つめるのをつねとしていた（『自伝』第 35 章、DS 103,14-

24）。永遠の知恵とは、旧約聖書のなかの知恵文学という諸書で言及され

る知恵、霊が擬人化されたものである6）。

また、大みそかの夜、聖母子像の絵の前にひざまずき、聖母に向かっ

て、幼子（永遠の知恵）からかわいい花冠を授かりたいという祈りととも

にセクエンツィアを歌い（『自伝』第 8 章、DS 26,3-27,15）、五月に新し

い季節を祝う際には、美しく飾られた五月柱のもとで、六回大地にひれ伏

し、称揚する言葉を唱えながら、生命の実を得ることができるようにとい

う祈りのしぐさをしたという（『自伝』第 12 章、DS 32,29-33,25）。

さらに、修道院内の彼の礼拝室の壁も画像で装飾されていたことがわか

る。信仰生活を始めたばかりの人間にとり、外的なものすべてから離れる

ことは有益だとし、ゾイゼは自分の礼拝室に閉じこもり、他人からも距離

を置いていた。このような孤独の状態がより続けやすくなるよう、画家に

教父たちの肖像とその言葉や、信心の対象となるような題材を描かせよう

とした。だが下絵を制作中にその画家は、目を患い絵を描き続けることが

できなくなってしまう。するとゾイゼは、教父の肖像が描かれた素描の絵

に手を触れ、それからその画家の目をさすって治す。治ったのは、ゾイゼ

が触れた教父たちの画像のおかげだという（『自伝』第 20 章 DS 60,10-

29）。ゾイゼの癒しの行為が、福音書に述べられているイエスの癒しの奇

跡と並行関係にあることは明らかだろう。さらに教父の肖像が目を治療す

る力を有していることも注目される。

礼拝室に描かれた教父たちの画像やよき言葉は、信仰の初心者にふさ

わしい像が選ばれていたといわれ（『自伝』第 35 章、DS 103,25-104,3）、

画像や箴言などの言葉が信仰生活のはじめには有益であると認められてい

た。そこにあげられている「教父たちの書」とは、Vitae patrum という教

父列伝のことで、さまざまな欲望を制し節度を守るべきという隠修士の言

葉だと考えられる。ゾイゼ自身、厳しい禁欲生活を送った砂漠（荒野）の



172   ｜
隠修士たちを模範としており、Vitae patrum は、ドミニコ会の修練で修道

女たちへの司牧・訓育においても重視され用いられていた7）。ゾイゼも教

父たちの言葉を霊の娘エルスベト・シュターゲルに送っていた（『自伝』

第 35 章）8）。

このエピソードで看過できない点は、ゾイゼの礼拝室の壁画を描こうと

した画家の目が病気になってしまい、絵を完成させることができなくなる

アクシデントが起こったことである。その理由として、神はゾイゼがこれ

らの壁画に満足することを望まなかったためだといわれている。教父たち

の肖像画や彼らの言葉は有益だが、いつまでもそれらを眺めるだけに甘ん

じていてはならない、信仰生活を深めてゆくうちに外的な目だけでなく内

的な目を働かせてゆかなければならない、ということを喚起するものであ

ろう。画像はあくまで信仰の初心者に対して有益なのであり、画像を模範

として霊性を深めることは、信仰生活の最初の段階においてであることが

強調されている。

ところでドミニコ会において像・イメージはどのようにとらえられ、用

いられていたのだろうか。托鉢修道会のひとつであるドミニコ会（説教者

兄弟会）は、修道会に入りたての見習い修道士、見習い修道女の修練のた

めの中心となっていた。修道院制度においても托鉢修道会においても造形

物などの像は、見習い修道士たちの教育において重要な役割を果たしてい

た。しかしドミニコ会は、霊性の生活での祈りや瞑想の際の像の機能に関

して、従来の修道院制度とは異なる考えを持っていた。初期のドミニコ会

では、清貧の思想に基づき、またシトー派の先例にならって、彫刻や絵画

による装飾を不要とみなしていたが、会が発展してゆくにつれてそのよう

な制約は緩和される。過度な装飾は非難されるが、装飾そのものは認めら

れてゆく9）。

ドミニコ会における芸術のパトロネージについての研究によると、道徳

的、神秘的教育において彫刻や絵画などの像に中心的な役割を持たせるか
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どうかについては、ゾイゼは彼自身の修道会の独自の伝統にしたがってい

たと考えられる。ドミニコ会の修道士はまず第一に教師であったため、説

教の言葉で人びとを教え導いていたであろう。信徒教化の際、言葉や文字

で教える以外で教育上役立つなら、像（イメージ）は、模範やモデルなど

として提示されながら補助的に用いることも認められてゆく10）。また、ド

ミニコ会のそれぞれの僧房には十字架にかけられたキリスト、祝福されし

聖母、そしてドミニコ会にとっては父とみなされる創立者ドミニクスの像

を設置すべきだといわれている11）。

2.2.　外的イメージ、内的イメージ、無像
ゾイゼにとって、像・イメージ（bilde）は有益なもの、肯定すべきも

のであると同時に、それを越えた段階へ至ることが求められている。像・

イメージ、ヴィジョンということばの意味内容は多様で、また深い意味を

もち、とりわけ信仰生活において重要な役割を果たしていることがうかが

われる。

よき像・形象や言葉には、この現世において手に入れることのできる最

高のものが含まれているのだから、それらを魂の口で咀嚼できるよう、つ

ねに備えておかなければならないといわれているように（第 11 書簡、DS 

391, 20-22）、よき像や言葉は重要だが、目に見える外的、物質的な像の

利用はあくまで現世においてであり、それにはさらに上位の段階として天

の世界、永遠の世界が対置させられる12）。霊的生活の最終段階では、内的

な目で物事をとらえなければならないと示唆されている。具体的なものか

ら内的、霊的なヴィジョンへ至り、永遠の世界において神との合一を得る

ことが最終的な段階とみなされているのである。そこでは、かたちや像

はなく、それらにとらわれることもない。永遠の知恵なる父が全であり、

被造性をすべて無にして単一な状態で、その「像のない神性」（bildlose 

gotheit）を抱擁し、神のうちにあって歓喜する恵みが永続的にとどまる
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ことが本質的なことだといわれる（『自伝』第 50 章、DS 174, 1-28）。

他方『自伝』の最後では、神秘の道を進み最終的な高度な段階におい

て、感覚や人間の理性を越えた魂、霊が、無（nihtekeit, 第 52 章、DS 

184, 22 ほか）、終わりなき場所、神の単一性、超実体的な光の中へ飛翔

すると述べられている。像なき神性、神の単一なる本質の無相性・様相な

き性質（wiselosekeit dez goe tlichen einvaltigen wesens, 第 52 章、DS 186, 

21-22）へ達することが繰り返し強調されている。

「像を像で駆逐する」（bild mit bilden us tribe）という表現があること

も周知のとおりである（第 53 章、DS 191, 9）。像を用いて像がない状

態・無像へと達する、像のない神性の本質にたどりつくことが、ゾイゼの

神秘的階梯の進み方と考えられる。像・イメージは最終的には消滅するも

のだが、しかしそれらはあくまで必要なのである。それらが無となるちょ

うどそのとき、それらは想起されるものでもあるのだろう。像が存在する

状態を理解してはじめて、無、単一性というものが把握できるともいえよ

う13）。

2.3.　ヴィジョンと放下
像および無像の状態をゾイゼは体験、認識していたが、どのように忘我

状態に陥り内的イメージとしてヴィジョンをみたり、神や天使の声、また

は賛美の歌声などを聞く体験をしていたのであろうか。

信仰生活の最初の頃からすでに、悩みを抱いていると没我状態に引き入

れられ、天国、永遠の世界を見て、静かで安らかな気分となる体験を味

わっていた（『自伝』第 2 章、DS 10, 11-11, 18）。また、厳しい苦行を自

分に課して身体がひどく傷ついたとき、天使があらわれて神の言葉がもた

らされたり（『自伝』第 15 章、DS 39, 3-40, 30）、苦しさに耐えられなく

なり神にむかって嘆きの声をあげると、彼の内部で魂が語りかけるのを聞

いたりする（『自伝』第 18 章ほか）。あるときは自分のなかで、主の受難
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を歌う詩編が唱えられ、この語りかけに驚いて十字架上のキリストに呼び

かけると、十字架があらわれ数々の苦悩にさいなまされる。そのため瀕

死の状態になったゾイゼにおいて、神と神性、真なるものと真理とが永遠

に織りなす合一が起こったことが述べられている（『自伝』第 30 章、DS 

88, 10-13）。こうした神との愛の語らいや啓示がゾイゼにはたびたび生じ、

聴覚においても鋭い感覚を持っていたことがわかる。

『範典』のなかの第二書『永遠の知恵の書』のプロローグには、ゾイゼ

がイエスの十字架磔刑像の前で神に向かって問いかけると応答を得たこと

が述べられている。ゾイゼはイエスの苦痛や苦しみに対して正しく心を向

けることができず、それがきわめてつらいと神に訴えた。イエスの苦しみ

を身をもって理解しようとしてもそれができず、満たされない思いが募っ

ており、その問題を十字架磔刑像の前で神に問いかける。このように嘆き

訴えかけていると、ゾイゼの心は異様な恍惚状態へと引き込まれ、百回

venjen（ひざまずいて、またはひれ伏して祈ること、床に身を投げ出して

祈ること）14）を行ない、その都度イエスの受難を特別に省察し心を注ぐよ

うにという神の声を聞く。こうして神の指示のとおり百回の venjen と省

察の修練をはじめると、以前のつらい思いは甘美な愛の思いに変えられた

（DS 196, 2-197, 21）。

このような「百の省察」については、『永遠の知恵の書』の第三部に詳

しく記されている。この部分はこの書のうちで最も古い箇所だが、イエス

の受難に思いをめぐらしながら救いを求める際、百の省察を暗記し毎日唱

えるよう指示されている。イエスが捕らえられ、はずかしめを受け、十字

架を背負い、死へと連れていかれたことなど省察するごとに、敬虔な思

いを込めて百回床に身を投げ（venjen）、「主の祈り」か「サルヴェ・レジ

ナ」あるいは「アヴェ・マリア」を唱えよ、といわれている。

さらに同様のふるまいは『自伝』第 13, 16 章や第 9 書簡にも記されて

おり、イエスと同じ苦難を受ける十字架の道行きを実行したことがうかが
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える。イエスの受難を何度も同じように追体験し、イエスに帰依、追従す

ることにより、天上の永遠の平安へ導かれるよう願うのである。永遠の世

界における平安、幸福を提示してみせることもゾイゼのヴィジョンの特徴

であろう。

イエスの受難を模範とすることとは、放下、自己を放棄すること

（lazen, sich laszen, gelazsen, gelazzen, gelazenheit, gelaszenheit, gelaz-

senheit）である。これを通してキリストに向かい、魂と神との神秘的合一

に至るということが『範典』の著作から教えられる。

正しい放下については、sich lazsen / laszen という単語を吟味せよとい

われている（『真理の書』第 4 章、DS 334, 22-336, 4）。正しい放下、自

己放棄は、信仰者がたどるべき過程の最高の段階で学ぶ教えである。それ

は、人間が無になるように自己をまったく完全に捨て去ることである。た

えず自我を放棄するよう努力し、愛するキリストが天の父に対して行なっ

たように、神を賛美し神の栄光にのみ目を向けなくてはならない（『自伝』

19 章、DS 53, 8-54, 15）。忍苦によるキリストとの一致を求めて、与えら

れた苦しみを受けるべきであり（『自伝』31 章、DS 92, 3-7）、イエスの

苦難を模倣し、それを忍耐して受け入れることにより自己が放下されるこ

とが、正しい放下であり、内的な放下といわれる。また無為（mue ssekeit, 

mue ssigkait）という語も用いて、自らを捨て去るべきだと説き、それが

自己の放下だと述べている（『自伝』第 19 章、DS 54, 1-15、『真理の書』

第 7 章、DS 357, 12-359, 30）15）。

もっともゾイゼは、正しい自己放棄を行なうよう指示される前に、すで

に過酷な苦行を自らに課していた。神への愛を証明するため、自らの身体

に鉄筆でイエスの名 IHS を刻み込み、それを愛の印とみなしていた（『自

伝』第 4 章、DS 15, 27-17, 11）。また、イエスの受難のしるしを自分の

身体に刻印させようと、釘が打ちつけられた木の十字架を背負い、さらに

自分で背中をこぶしでたたいたり、床にひざまずく祈りを行なって（『自
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伝』第 16 章、DS 41, 3-43, 12）、神との合一のためにイエスの受難を模

倣した。著作からは徹底した受苦の精神、また信仰生活の完成をめざす不

屈の精神が読み取れる。

3.　祈りとヴィジョン

イエスの受難を模倣し自己放棄・放下へといたるために、ゾイゼは床に

身を投げるようにしての祈りを何度も繰り返した。あらゆる霊的修錬の頂

点は、たゆまぬ祈りといわれている（第 11 書簡 DS 392, 13-15）。

キリスト教において、祈りについての思索には長い伝統がある。すでに

イエス自身がどのように祈るべきか教える記述が福音書にある（マタイ福

音書 6:5-15 並行）。祈りは、神や超自然的存在者と人間とのあいだのコ

ミュニケーションとみなすことができるが、言葉だけでなく身ぶりなどの

身体の動きも、祈る者の懇願、訴え、後悔や罪責、感謝、謙遜や喜びや、

神、絶対者への帰依など心の感情を示すしるしとして重要な要素となる。

11、12 世紀の中世ヨーロッパでは、指を伸ばして胸のところで両手をあ

わせるしぐさと、ひざまずくというふたつの祈りの身ぶりが中心となり、

中世盛期には、磔刑像などの前での跪拝が一般的に行なわれるようになっ

た16）。

ゾイゼが実践した十字架像を前に百回ひざまずいての祈り、床に身を投

げる祈り（venjen）は、中世の祈りの身ぶりの一様式となっている。ほか

にも祈りにはさまざまな身ぶりがあり、それによって心情の吐露がなされ

る。ゾイゼの祈りの所作は、当時のキリスト教世界、さらにドミニコ会の

伝統に連なるものだろう。13 世紀前半から 15 世紀の祈りについての小冊

子の写本には、ゾイゼの記述と類似した描写が見いだされる。

J.-C. シュミットの中世の身ぶりの研究によると、ドミニコ会総会長

ローマンのフンベルトゥス（Humbertus de Romanis 1200 頃 -1277 年）
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が、修道会の基本法の注釈のなかで、前屈、ひざまずくこと、平伏など祈

りのしぐさについて言及している。さらに、パリの神学者ペトルス・カ

ントール（Petrus Cantor 1197 年没）や、あるドミニコ会修道士による祈

りについての小冊子がある。後者は『聖ドミニクスの身体による祈りの様

式』という冊子で、おそらく 1280 年から 1288 年のあいだにボローニャ

の説教修道会士によって書かれたものである。これらの著作では、さまざ

まな祈りの身ぶりが挙げられているが、「身体の身振りは、霊の敬虔の証

言、証拠である」といわれ17）、身ぶりは霊魂を映し出す鏡ととらえられて

いる。とりわけ祈りの身ぶりに心情が表現されることが強調される。それ

らの写本の図像をみると幾種もの身ぶりがあることがうかがえ、ゾイゼが

行なったようなしぐさの祈りも認められる。

『聖ドミニクスの身体による祈りの様式』の写本挿絵では、礼拝堂のな

かで十字架磔刑像の前で祈るドミニコ会修道士が描かれている。上半身を

前にかがめたり、両手を床について平伏のしぐさや、両手を上方に向けた

しぐさなどがあるが、どのように祈れば瞑想や魂が身体を離脱するような

脱魂状態へと段階的にすすむのか、ということを図示している（図１）。

平伏は謙譲を表す。また十字架上のイエスを模倣した姿勢では、神との直

接的な関係が結ばれる。磔刑のイエスから血が噴き出しているものもあ

る。これは受難のイエスを想起している祈り手の内面のイメージでもあ

り、ゾイゼのヴィジョンに通じるものである。霊魂と身体の動きの相互作

用が祈りの身ぶりにあらわされており18）、生きているイエスからの応答は

ゾイゼが体験したヴィジョンにもつながるだろう。

さらに、祈りの図像の興味深い例として、13 世紀末の修道女のための

修養手引書の挿絵がある（図２）。四場面に分けられたうちの最初の場面

で、修道士が修道女に対して罪の赦しのため悔悛がすすめられているが

（左上）、ここからドミニコ会士が修道女のための指導や司牧の責務を負っ

ていた様子も見て取れる。続く三場面で、聖母戴冠像を前に祈りを捧げて
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図 1『聖ドミニクスの身体による祈りの様式』ローマ、
ヴァチカン図書館 Ms. lat. Rossianus 3、13 世紀末。
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いると（右上）、受難のキリストが上方からあらわれ（左下）、さらに三位

一体のヴィジョンを受け取り神秘体験を得るに至った過程が描かれている

（右下）。修道女の魂の三段階という内的、心的上昇の過程が、祭壇や彫像

の前でのさまざまな身ぶりを伴った祈りとあわせて読み取れる19）。

これらの挿絵では、修道士や修道女が、祭壇の前やイエス像やマリア

像、聖母子像などの前で両手をあわせたりひれ伏したりなどして、祈りを

捧げるという行為をあらわしていることに注目したい。身体の動きを伴っ

た祈りや瞑想を通して没我状態に陥りヴィジョンを受け取っているのだ

が、その場合、彫刻や絵画などがヴィジョンを引き起こす一因になってい

ると考えられる。目の前にある神やマリアの像に対する祈りは、神やイエ

図 2「よき魂の三つの段
階」ロンドン、大英図書
館　Yates Thompson 
11, fol. 29r、1290年頃。
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ス、マリアへの親密な語りかけとなり、その対話からヴィジョンが生じ

る。彫像や絵画の画像が、実際に生きている神、実在するマリアとみなさ

れ、現実とヴィジョンの世界が交錯する感覚となる。

さらに留意すべきは、祈る人物の前に置かれた像は十字架磔刑像が多い

ということである。キリスト教においてイエスの受難が最も重要な事柄で

あり、それを提示するイエス像がそのしるしとしてきわめて強いインパク

トを与える。彫像が単なるものではなく、生きたもの、イエスやマリアそ

のものと同一視されうることも看過できない点である20）。

4.　『範典』写本のヴィジョンの図像

4.1.　ストラスブール国立大学図書館蔵写本挿絵
以上の考察から、ゾイゼの霊性において、イメージ（像）、祈り、ヴィ

ジョンが密接に重なりあって独自の世界をつくっていることが明らかと

なった。次に、ゾイゼが受け取ったヴィジョンがどのように視覚化されて

いるかみてゆこう。

『範典』の写本のなかには、挿絵が入っているものがある。写本内でと

ころどころに置かれた挿絵（画像）は、天上の絵・天国の絵であるとゾイ

ゼ自身が『範典』のプロローグで述べている（DS 4, 24-28）。天上を示す

挿絵は、人間を引きずり落とす、誘惑の多いまやかしのこの現実の世界か

ら、愛する神へと引き上げるために役立つとしており、信仰を持った人が

天上の愛すべき神へと視線を向けることを絵によっても示すという意図が

読み取れる。地上の現実世界と天上世界とが対比されており、後者をより

具体的に教示するために挿絵が描かれた。さらに、写本内の前後に置かれ

た挿絵といわれていることから、これらの絵ははじめからテクストのなか

に挿入されるかたちで準備されたと考えられる。

ゾイゼの著作写本のうち、『範典』がおさめられているものは 15 点ほ
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表　『範典』写本（ストラスブール国立大学図書館 MS. 2929）の挿絵

挿絵の内容 挿図 関連するテクスト
A

『範典』の導入
の挿絵

挿図 1 (fol. 1v) しもべと永遠の知恵との霊
的結婚。

B
ヴィジョンの
挿絵

(a) ゾ イ ゼ の
ヴィジョン

幻視者ゾイゼ
が描出される

挿図 2 (fol. 8v)
幻視者ゾイゼとヴィジョン
の中のゾイゼ（ゾイゼ 2 度
登場）

『自伝』第 5 章

挿図 3 (fol. 22r)
挿図 6 (fol. 62r)
挿図 7 (fol. 65v)
挿図 8 (fol. 67r) ヴィジョン
の中のゾイゼ。

幻視者が幻視の中に入って
いる。

『自伝』第 18 章
『自伝』第 41 章
『自伝』第 43 章
8（上）『自伝』第 36 章
8（下）『自伝』第 20 章、
44 章

挿図 5 (fol. 57r)
苦 し み を 受 け る ゾ イ ゼ、
ヴィジョンの中のゾイゼ。
ヴィジョンの内容のみ、と
も考えられるが、幻視者自
身がヴィジョンのなかにい
るとも考えられる。
der diener でなく Job とある。

『自伝』第 20 章

(b) ゾ イ ゼ 以
外 の 人 物 の
ヴィジョン

挿図 4 (fol. 28v)
幻視者アンナ＋幻視の内容

（挿図 4 の上の部分は、ゾイ
ゼのヴィジョンでもある）
挿図 9 (fol. 68v)
幻視者：生まれの高貴なあ
る女性、信仰深い女性　

『自伝』第 22 章

『自伝』第 37 章、45 章

(c) ゾ イ ゼ と
ゾイゼ以外の
人 物 の ヴ ィ
ジョン

挿図 11 (fol. 109v)
（上）アンナのヴィジョン、
幻視者アンナ不在

（下）ゾイゼのヴィジョン

（上）『自伝』第 34 章、
20 章

（下）『永遠の知恵の書』
プロローグ、第 13 章

C
ゾイゼの思想
の挿絵

挿図 10 (fol. 82r) 
神秘の道程について

『自伝』第 53 章

ど存在する（13 点の写本と 2 点の印刷本）21）。そのなかで 6 点の写本お

よび 2 点の印刷本に挿絵がほどこされている22）。挿絵を伴った現存する

最古の写本は、ストラスブール国立大学図書館所蔵のものである（MS. 

2929）。これはおそらく、現在は残っていない『範典』の原本の写しで、
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オリジナルに近く、挿絵もゾイゼ自身の構想によるものを反映している。

挿絵の様式などから、1370 年頃ゾイゼの死後まもなく、ストラスブール

で制作されたものと推測されている23）。現在は失われてしまった『範典』

の原本では、挿絵もゾイゼ自身が描いたと考えられており24）、そうだとす

ると、筆者ゾイゼがいかに受け手（読み手）に対して著作の内容をより理

解できるように挿絵を入れたのかというゾイゼの意図や構想、およびテク

ストとイメージの関連性について検討できるだろう25）。

このストラスブール写本には 11 点の挿絵があり、これらがゾイゼに関

する図像研究ではもっともひろく参照されているので、本稿でもそれら

を中心にみてゆく26）。挿絵はページ一枚の全面に描かれ、赤や黄色（黄土

色）の絵の具の線で四方が縁取られている。描かれた内容を線で囲み、そ

の線には軽い装飾も施され、挿絵図像を一場面として枠づけており、挿絵

ページは文字テクストの部分とははっきりと分けられている。挿絵には短

い説明文が付記され、どのような内容の挿絵か明確にされている。内容

的にみると、最初の挿絵は『範典』の導入を示し、続く挿絵は『自伝』の

エピソードに相当する。最後の 11 番目の図は、上の場面が『自伝』第 34

章に、下は『永遠の知恵の書』のプロローグと第 13 章に基づく。内容的

には、『自伝』のエピソードに沿いながら、ゾイゼ自身のヴィジョン、ゾ

イゼ以外の人物（霊的娘や神の友ら―修道女やゾイゼが司牧にあたって

いた信仰者たち）がみたヴィジョン、さらに彼の思想や教えを図解したも

のなど、いくつかのタイプに分けられる。前ページの表は、ストラスブー

ルの『範典』写本の 11 点の挿図を内容によって分類し（A, B, C）、さら

に B のヴィジョンの図像を幻視者（ヴィジョンをみる人物）の別によっ

て分けたものである27）。

以下では、とくに祈りと密接に関連したヴィジョンの図像を取り上げ

る。

図３（『範典』写本挿図 3）は、『自伝』第 18 章に基づく（DS 46, 13-



184   ｜

折、ヴィジョンをみる。七歳のイエスが聖母とあらわれ、聖母は壺をとり

ゾイゼに飲むように差し出した。ゾイゼはその壺を受け取り、むさぼるよ

うに飲み渇きをしずめた。

挿絵では、聖母は台座に座り、彼女の手前に立つイエスがひざまずくゾ

イゼに壺を差し出している。ゾイゼは花冠をかぶり、頭上には der diener

（しもべ）と記されている。修道服の胸元からは、IHC（＝ IHS）の文字

が読める。聖母は両手で幼子イエスを背後で支えており、それまで膝の上

にイエスを抱く姿勢の聖母子像が、ちょうどゾイゼの祈りによって動き出

し、マリアがわが子イエスをゾイゼのほうへ差し出したように見える。ゾ

イゼののどの渇きの訴えに対して、聖母子像が応えたのである。イエスの

右手は祝福のしぐさを示す。ゾイゼは草原にひざまずくように描かれてお

り、その地面の部分は挿絵ページの装飾枠が切れている。聖母子像の場面

図 3『範典』写本　ストラスブール国立大学図書館
MS. 2929, fol. 22r　（挿図 3）、1370 年頃。

49, 10）。信仰生活の初め

の段階で、ゾイゼは自らに

厳しい修練を課しており、

あるときはどんなにのどが

渇いても一日中あらゆる飲

み物を断つという苦行をし

ていた。しかしあまりの苦

しさに耐えられなくなり、

イエスが水を葡萄酒に変え

たという福音書の奇跡の挿

話が読まれる日の夕方、自

分の礼拝室で神に嘆き訴え

ると、「勇敢な騎士よ、元

気を出せ」という声が魂に

語られる。その後、終課の
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にゾイゼが入り込んでいる

ように見え、異なる次元の

境界をまたいでいるようで

ある。

こ の ペ ー ジ の 上 方 に、

「次の図は、着実に成果を

あげた人間が修練を乗り越

えたということを示す」、

その下に、「厳しく困難な

修練でもって自己の衝動を

抑制した者は、自分の肉体

を秩序ある節度へと保持し

統御したことを、神から讃

えられる」と書かれてい

る。
図 4『範典』写本　ストラスブール国立大学図書館
MS. 2929, fol. 62r　（挿図 6）、1370 年頃。

図４（『範典』写本挿図 6）は、『自伝』第 41 章にあるゾイゼのヴィ

ジョン（gesiht）に基づく（DS 139, 18-140, 15）。ゾイゼは、霊の娘た

ち（修道女たち）に永遠の恋人・愛人（ewig liep）を愛するようにと教

えたあと、瞑想していると意識がなくなりヴィジョンをみた。彼は美し

い緑の原で天の若者に導かれる。若者が美しい歌を歌うと、その響きが

快く、神への熱い愛に心が動かされる。歌が終わると一枚の画像が示され

る。それは、この歌を忘れないようにゾイゼに教えようとするものだっ

た。画像には永遠の知恵を胸に抱く聖母が描かれており、歌の冒頭には

HERZENTRUT（心の愛する人・恋人）という文字が書かれていた。

このエピソードは音楽と視覚的イメージとが美しく織りなされた記述と

なっており、快い調べが忘我状態をもたらすこと、またものごとを記憶す

るために画像が目の前に提示されるという現象など、神秘的、かつ記憶や
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想起とイメージ（表象）および音楽の関連を印象深く浮き上がらせてい

る。

挿絵をみると、ゾイゼに与えられた絵画のなかの聖母子像が、実際に

生きた姿のようにゾイゼの前にあらわれている。目の前に大きく出現した

聖母子像に対して、ゾイゼはひざまずき両手をあげて見上げる。オランス

の身ぶりを連想させ、聖母子像に対する祈りのしぐさである。ゾイゼの

頭上には、しもべ（der diener）とあり、さらに「ああ、親愛なる心の愛

する人」（Ach zartes herzentrut）と彼が発した呼びかけの言葉が書かれて

いる。ゾイゼの背後には、彼を聖母子のほうに導く天使が立ち、頭上に

はハープを手にした天使が宙に舞う。ゾイゼは、薔薇の花冠をつけ、胸に

は IHC の文字、両手両足に聖痕を示す薔薇の花（赤の絵の具による小さ

な花びらのような円）がしるしづけられている。これはイエスの受難の傷

を象徴し、ゾイゼもイエスが十字架につけられた苦難を徹底的に模倣し、

共に体験したことを示す。聖母の胸のあたりに HERZTRUT という文字

が書かれており、この聖母は永遠の知恵と同一視されている。子であるキ

リストを胸に抱き、女王のような堂々とした威厳をもってあらわれてい

る28）。

聖母かつ永遠の知恵のすぐ右横に、説明文として、「次の絵は、神が彼

のために苦しむ人びとをときどき招くように、しばらくのあいだの慰めに

満ちたいたわりを教示する」という文章が書かれている。

次の図５（『範典』写本挿図 7）も、ゾイゼが神に対し苦しみに耐え

る教えを真剣に願い求めたときに、受けたヴィジョン（gesihte）である

（『自伝』第 43 章、DS 144, 24-145, 4）。十字架上のキリストが、セラフィ

ムの形姿（bild）で出現したのである。

この挿絵に対する説明文は、この前のページに、「次の絵は、人が苦難

をいかに有益に耐えるべきかということを教える」と書かれてある。

挿絵の画面中央に、セラフィムのように六枚の翼を伴い、十字架にかけ
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と書かれてある。模倣すべきモデルのイエスが、ゾイゼの目前にあらわれ

た瞬間である。また、この画像にも草原を示すと思われる茶色の線が、十

字架の根元やひざまずくゾイゼの足元に描かれており、地上のこの世のな

かにいるゾイゼが十字架像と対面している様子が示唆される。奥行きも感

じられる。

この挿絵は、アッシジのフランチェスコの聖痕拝受の図と酷似してい

ることが一目でわかる。あらゆるものを放棄してイエスの受難を徹底的

に模倣、追従した、フランシスコ会の創始者フランチェスコは、その晩

年ラ・ヴェルナ山で祈っていた最中、セラフィムの姿で出現したイエスと

対峙し、十字架上のイエスと同様、身体の五か所に聖痕を受けた。共苦

（compassio）、忍苦によってキリストとの一致を果たし、彼は第二のキリ

図 5『範典』写本　ストラスブール国立大学図書館
MS. 2929, fol. 65v　（挿図 7）、1370 年頃。

られたイエスがあらわ

れている。イエスの両

手、両足、胸の傷から

は赤い血が流れ出る。

その下には、両手をあ

げひざまずくゾイゼが

いる。キリストの背の

翼の三か所に、『自伝』

の本文と同じ語句が引

用されている。一番上

に「キリストにならっ

て苦難に耐えることを

学べ」、イエスの胸元

に「忍耐して困難に耐

えよ」、足元に「喜ん

で苦難を受け入れよ」
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ストといわれるが、ゾイゼもフランチェスコをモデルとしていると考えら

れる29）。先に述べた自己放棄、放下を通して、キリストに向かう、イエス

の受難を一身に受ける、というふるまいもこの図から読み取ることができ

るだろう。

この図像と関連して注目すべきは、同様に十字架上のイエスが描かれ

ている図６（『範典』写本挿図 11）の上の場面である。上の場面の中央

に、十字架にはりつけにされたイエスが両手を大きくのばしている。その

図 6『範典』写本　ストラスブール国立大学図書館
MS. 2929, fol. 109v　（挿図 11）、1370 年頃。
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十字架の根元から赤い薔薇の花をたくさんつけた木が生え出て上の画面

をおおう。枝の上に幼子イエスが腰かけ、木から薔薇の花を摘んでいる。

木の下、画面の左には、花冠をかぶり修道服を身に着けたゾイゼ（Der 

diener）が、イエスのほうを見上げる。ゾイゼには赤い薔薇が振り掛けら

れている。

この絵の説明文は、前のページに、「次の絵は、すべての悲しみの心が

天上の言葉で甘美に慰められるということを示す」と書かれている。挿絵

ページの十字架の上には、「イエスを自分の心情へと引き入れる者は、あ

らゆる苦難を変えることができるだろう」とある。

薔薇の木の枝にすわる幼子イエスが手にする帯には、「薔薇を摘んで、

その苦難を授けよう」、ゾイゼが持つ帯には、「イエスが私の心に傷をつ

け、そこが私のイエスが立つところである」と書かれてある。

また、イエスの十字架の根元で、この挿絵ページの上下の場面を分け

る箇所には、赤い衣をまとった二人の天使が帯を開いて持っている。そこ

には、「神の愛を得ようと望む者は、多くの苦難を耐えなければならない」

と書かれてある。

この挿絵は薔薇の木の上の幼子イエスとゾイゼがいる光景だが、これは

ゾイゼ自身がみたヴィジョンではなく、アンナという信仰深い女性が心の

なかでみたヴィジョンである。子ども姿のイエスが摘んでゾイゼに向かっ

て投げる赤い薔薇の花とは、神がゾイゼに与えようとするさまざまな苦し

みを意味し、ゾイゼはその苦痛を耐え忍ぶべきだといわれる（『自伝』第

34 章、DS 102, 18-26）30）。アンナのヴィジョンのなかに登場するのは、

幼子イエスとゾイゼである。だが、ヴィジョンの図像では、薔薇の木の中

心には、十字架にかけられたイエスが描かれ、そこには受難を示す薔薇の

花がちりばめられており、イエス自身の受苦が視覚的に明確化されてい

る。

そして先にみた図５（挿図 7）と同様、十字架につけられた受難のイエ
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スを前に立つゾイゼが描かれている。十字架上のイエスはセラフィムの

姿ではないものの、赤い薔薇の花がイエスの受難、およびゾイゼが受ける

苦難を象徴する。他方、この図６と図５との大きな違いは、このような

光景のヴィジョンをみた人物が描かれているか否かという点である。図５

では、幻視者ゾイゼがヴィジョンとしてあらわれたイエスと向き合ってい

るが、図６では、幻視者アンナは描かれていない。アンナがみた内容のみ

が視覚化されている。それによって、ヴィジョンの内容そのもの、つまり

ゾイゼが受ける苦しみ、その象徴である薔薇の花が強調されているのであ

る。また、アンナが不在であることにより、写本の読者が一人ひとりゾイ

ゼのヴィジョンを目の前にしているともいえる。アンナと読者が同じ地点

からゾイゼのふるまい、イエスとの交感を眺めることになる。

4.2.　ヒエロファニーの図像学
これらの挿絵（図３、４、５）において、ゾイゼは、ヴィジョンのなか

にあらわれた聖母やイエスなどと向き合っているが、それは、彼がそのと

きまでそれらの像を前に祈りや瞑想に専心していたことを示す。ゾイゼ

の前の聖母や幼児イエス、また十字架上のイエスらは、彫像のように描か

れ、ヴィジョンにあらわれた聖母やイエスとゾイゼとの関係が、祈念像を

用いての実践を想起させる。つまり、聖母子像や十字架磔刑像の前で祈っ

ている最中に、ヴィジョンの体験をしたという過程が、視覚化されている

のである。これは、先のドミニクスの祈りの図（図１）や、修道女の図

（図２）あるいはまた「聖グレゴリウスのミサ」31）と同じ作用を示す図像

といえるだろう。

彫像が動く、話しかける、ものを差し出す、生きたものとなる、またと

りわけ十字架上のイエスから血が流れ出す、といった出来事も、神への祈

り、懇願が強く、切実ならば起こりうる。そしてそれが神によるヴィジョ

ンなのである。祈りに対して、神からの応答を得ており、その応答が聖
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なるものの顕現（ヒエロ

ファニー）となるのであ

る。

ところで、ヴィジョン

の図像を考察する場合、

ヴィジョンをみる人物と

ヴィジョンの内容とがい

かなる関係のもと描写さ

れているかという点を顧

慮する必要がある。筆者

はこれまで中世のヴィ

ジョンや夢の図像につい

て、「幻視（ヴィジョン）

と夢の図像学」という観

点で論じたことがある。

その際、どのような内容

図 7『範典』写本　ストラスブール国立大学図書館
MS. 2929, fol. 28v　（挿図 4）、1370 年頃。

がどのように描かれているのかに注目し、①幻視者（ヴィジョンをみる人

物）のみが描出されているもの、②幻視者とヴィジョンの内容があわせて

描出されているもの、③幻視の内容のみが描出されているもの、という三

通りのタイプに分けて検討した32）。

だが『範典』写本の挿絵を検討してみると、この三タイプとは別に、

ヴィジョンをみる人物（幻視者）がヴィジョンの中に入っているか、それ

ともヴィジョンの場面とは別の次元にいてその場面を見ているか、という

違いも重要であることに気づく33）。たとえば、図７（『範典』写本　挿図

4）は、上の場面がヴィジョンの内容で、それをみているアンナが下に位

置しているが、彼女の隣に立つ天使が左手を上にあげてヴィジョンの内容

を指さしており、ゾイゼがいるところへアンナ、そして読者をも導き入れ



192   ｜
ようとする仕掛けがきわめて巧みに描かれている。また、図５（挿図 7）

と図６（挿図 11）を比較すると、ヴィジョンの内容は類似した構図となっ

ているが、そのヴィジョンをみた人物が描かれているか不在か、という違

いがあることも指摘したとおりである。それにもかかわらず、これら二点

の図において中心となるメッセージは、ゾイゼが受けなければならない受

難の大きさである。つまり十字架につけられたイエスと同様の苦難を耐え

るべきだということを通し、イエスとゾイゼのダブル・イメージが大きな

テーマとなっている。

すでに別稿でも指摘したように、次元の異なる場を表現したヴィジョン

や夢の図像は、見方によって多義的な解釈を可能とさせるため、ゾイゼの

『範典』写本の挿絵において上記の①、②、③という三つのタイプに分類

することが難しい場合も多い34）。したがってここでは、そもそもなぜヴィ

ジョンの図像が多く描かれたのか、という点に注目しよう。ヴィジョンは

聖なる空間の顕現（ヒエロファニー）だが、神からの啓示が人間に対して

どのように表現されているか、聖の空間がどのように表現されているかと

いう点が図像解釈にとって鍵となる。それによって、祈りに対する応答と

いうゾイゼのヴィジョンの図像の特徴が明らかとなるのである。祈りに対

する応答として聖母子像や十字架磔刑像が生きているように手をさしのば

したり動いたりする表現は、宗教実践で用いられる祈念像などの造形物が

力、パフォーマティヴィティ（行為遂行性）を有し、それを視覚化した図

ということができる。

おわりに

ゾイゼの霊性生活や、彼が理想とする信仰の道について、『範典』をも

とに考察してきた。ゾイゼの記述を読むと、修道院内の礼拝室や僧房での

個人的な瞑想や沈思、イエス像や聖母子像などの前での祈り、懇願、ある
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いは賛美や称揚の言葉を唱えることが、ヴィジョンを得るきっかけとなっ

ている場合が多い。実際に目に見えるもの、耳で聞こえるものを通して、

不可視なるもの、心の声を体験しており、外的イメージと内的イメージが

混ざり合っている。磔刑像などの彫刻と神のヴィジョンが異次元間を超越

し、重なりあい融合する。祈りの言葉と身体の動きが相互に連関し、ヴィ

ジョンが開かれる。ゾイゼの祈りにおいては身ぶりや動作も大事な要素で

ある。イエスの受難の身体を見つめ、それを自らの身体にも刻印させ、霊

的ヴィジョンを体験するゾイゼにおいて、肉体と精神の分離も生じないの

であろう35）。

とりわけイエスの十字架上での苦しみと死に対する祈りや思いが、ゾイ

ゼをヴィジョンの世界、異界へと引き入れる橋渡しとなっている。ゾイゼ

の祈り、願いは神へのよびかけであり、その応答としてヴィジョンを受け

取っていることが浮き彫りとなった。神との合一の至福にあずかりたいと

いう希求、祈りが、ゾイゼを没我状態に入らせることにもなる。神との合

一のためにはキリストと同じ形にならなくてはならない。キリストの模倣

が不可欠で、ここから放下、自己放棄の段階に進むことになる。また祈る

際の立ったりひざまずいたりという連続する身体の運動も、ヴィジョンの

状態をもたらすひとつの動因となる。そのようなことが、『範典』写本の

挿絵からも明らかとなった。

外的な目、内的な目（心の目）といった表現もあり、彫像や絵画など物

質的な造形物を見ることと、非物質的な映像、内的、霊的な啓示、ヴィ

ジョンを見る、体験するということが、ゾイゼにおいては互いに融合、共

存している。外的、物質的なイメージと内的なそれが補完しあって、イエ

スへの追従、自己放棄・放下へと至ることになる。彫像や絵画など物質と

しての像や、神から受けるヴィジョン、心、内面で見る表象、心のなかに

想起されるイメージなど、bilde, gesiht, vision といった単語で表現される

意味内容は多様である36）。
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最後に、認識の対象における純粋な真理と疑わしいヴィジョン

（zwifelliche visionen）との相違や、夢（troe me）についての言及があるこ

とも指摘しておこう。疑わしいヴィジョンは、露わなる神性を直観するこ

ととは異なるという。また、ゾイゼに特徴的なヴィジョンは、祈りや瞑想

を通して得られることが明らかとなったが、夢は、眠っているあいだ、静

かで安らぎのなかで与えられるものとみなされ、睡眠という要素が考慮さ

れている。そして真理を告知する場合とそうでない場合がある。自分が得

たヴィジョン（イメージ）を正しく認識し識別できる賜物によって、それ

が顧慮すべき夢かどうか見分けることができるとしている（『自伝』第 51

章、DS 183, 3-30）。

ゾイゼは、永遠の知恵との愛に満ちた合一によって神があらわれること

を一心に求めて日々霊的生活に励む（『自伝』第 3 章）37）。ゾイゼが体験す

るヴィジョンや啓示は、神、イエス、聖母マリア、そして永遠の知恵との

親密な対話からなり、霊魂と身体とが分離せずに起こる。ゾイゼは、彼の

師であるエックハルトから神秘思想の本質を受け継いではいるが、伝統的

な敬虔の神学に適応させるため、それらを穏便に用いている。エックハル

トの抽象的で難解な神秘思想よりも、当時の女性神秘主義の傾向に近いと

いえるだろう38）。
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注

1） ゾイゼの著作からの引用は、Bihlmeyer, K. 1907: Heinrich Seuse, Deutsche Schrif-
ten, Stuttgart (=DS) による。

2） ゾイゼの比喩的、寓意的な記述の仕方については、Largier 1997, 303-332.
3） 鏡（spiegel）については、『自伝』第 31 章、DS 92,2; 第 33 章、DS 97, 7; 第 50 章、

DS 172,5 など参照。第 50 章、DS 172,4-5 は、神と被造物との関係について、パ
ウロの言葉として “die creaturen sind als ein spiegel, in dem got widerlúhtet.” と引
用しているが、原文の「ローマの信徒への手紙」1:20 のギリシア語とは多少表現
が異なる。

4） Hamburger 1998, 233-237; Altrock/ Ziegeler 2001, 162-163 など参照。
5） ドミニコ会による修道女の司牧については、Hamburger 1998, 197; 田島 2008, 3-5

など参照。
6） 永遠の知恵とその図像については、細田 2013b で詳しく論じた。
7） Hamburger 1998, 207-211, 227-228; Lentes 2004, 24-25.
8） だが、エルスベト・シュターゲルが教父たちにならって過酷な苦行を行なうと、

ゾイゼはそれを中止するよう彼女に伝えている（『自伝』第 35 章、DS 107,1-
108,25）。

9） Hamburger 1998, 204-205.
10） Hamburger 1998, 204.
11） Hamburger 1998, 205. 僧房に描かれるべき図像については、たとえばフィレン

ツェのサン・マルコ修道院の回廊を想起するとより理解できよう。ここに描かれ
たフラ・アンジェリコの絵画に関して、花や聖痕、また受胎告知というモティー
フや、形象（figura）、物語、受肉の神秘といったことがらを用いて解釈するディ
ディ = ユベルマンの議論も、ドミニコ会の表象理論を考えるうえできわめて興味
深い（ディディ = ユベルマン 2001）。

12） Lentes 2004, 24, 26.
13） Hamburger, 1998, 204; Lentes 2004, 48-49 など参照。
14） Lexer 1872-1878, III 64-65.
15） ゾイゼにはエックハルトの離脱（abegeschiedenheit）や放下の説からの影響も認

められる。これについては、細田 2013b, 74-80 で言及した。
16） シュミット 1996, 302, 306.
17） シュミット 1996, 308-322; 引用は 310、ストイキツァ 2009, 271-276 も祈りとエ

クスタシーとの関連で祈りの様式、方法の手引書について言及している。
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18） シュミット 1996, 317.
19） この写本挿絵については、Camille 1987, 148-151; Belting 1991, 460-462; Ham-

burger 1998, 131-134; Rouse 2000, 156; Exh. Cat., L’Art au temps des rois maudits, 
281-282; Exh. Cat., Krone und Schleier, 384; 今井 2009, 127-128; 細田 2009, 410; 
細田 2012, 232-234.

20） 細田 2013a,167-175.
21） Altrock/ Ziegeler 2001, 164.
22） Diethelm, 1988, 166-168; Altrock/ Ziegeler 2001, 164.
23） Diethelm, 1988, 166; Exh. Cat., Krone und Schleier, 477-478.
24） Diethelm 1988, 166; Dinzelbacher 133.
25） Diethelm, 1988, 166-169; Exh. Cat., Krone und Schleier, 478, Lentes 2004, 15 ほか。
26） Bihlmeyer 1907 以来、12 点とする見方が多いが、最近では、上下の区画に分

かれている fol. 67r の挿図をひとつの図とみなして 11 点と数える立場もあり
（Colledge/ Marler 1984, Lentes 2004, Ganz 2008 など）、本稿でもそれに従う。な
お、細田 2013b には 11 点すべてのカラー図版を掲載してある。

27） 細田 2013b, 68.
28） 細田 2013b, 80.
29） アッシジのフランチェスコについては、Ganz 2008, 283-312 ほか、細田 2010, 

172-180 など。
30） さらに、『自伝』第 20 章（DS 59,4-59,28）の記述にある、とくに信仰深い女性に

あらわれたヴィジョンにも赤い薔薇の花の木が出現しており、ここと関連すると考
えられる。

31） これについては Gormans / Lentes 2007; 細田 2010, 180-183 など参照。
32） 細田 2012, 214-231. さらに細田 2011, 270-276 も参照。
33） ヴィジョンの図像を考察した際、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンのヴィジョンの

図像も取り上げたが、彼女の場合、エクスタシーなどにならず目覚めた状態でヴィ
ジョンを受け取るということが特徴的である。したがって、ヴィジョンの中にヒル
デガルト自身が入ることはなく、ヴィジョンの光景とは距離がある。幻視者ヒルデ
ガルトがヴィジョンの場面から独立して描かれることも納得できる。他方、ゾイゼ
の場合は、意識を失ってヴィジョンを得ており、また聖母子像や磔刑像などからの
応答を得るといったヴィジョンの内容から、現実とヴィジョンの境界があいまいと
なる。自らヴィジョンの中に入ったように感じられ、図像もそのように描かれてい
ると考えられる。

 　さらに幻視の図像学については、ストイキツァ 2009 も参照。17 世紀スペイン
の絵画を中心に扱っているが、そこには幻視者（幻視をみる人物）のほかにその周
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