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はじめに

　ここに編集した目録は、国立国会図書館が所蔵する西洋で筆写された中世写本の

ファクシミリの目録である。収録対象とする写本の筆写年代は西ローマ帝国め滅亡

（476年）からインキュナブラの下限である1500年までとするが、三世写本文化の圏内

であると判断したものは、この範囲外でも収録した。・ま迄・簡単な歴史学的解説や写

本学的解説を行なっているので、・本誌第5！号の「複製インキュナブラ目録」と併せて、

ヨーロッパ中世の書物史の読み物として利用していただきたい。

　我が国においては、西洋写本は印刷本と比べると収集量も少なくぐ目録法も確立し

・ていない。’国内の、OPACで写本のレイアウトや組成（折丁）、書体・伝来等まで記し

た例を見付けるのは難しい。国立国会図書館が所蔵する中世写本もアリストテレス

『オルガノン　霊魂論』（14世紀か15世紀初頭にパリで筆写。請求記号WA42－29）が

唯一であり、同書の詳しい書誌学的調査は残されたままである。また、大学図書館で

も、心慮大学く早稲田大学のよづに西洋中世写本を所蔵する図書館もあるが、点数は・

あまり多くないようである。

　r般的に、国内各図書館で中世写本をどのように扱うかについては、経験が不足で

あり、古文書三等の基礎的勉強も不足している。こうした点をカバーするのに、ファ

クシミリ版の利用は非常に有効である。これまでに相当数のファクシミリ版が刊行さ

れ：ており、国立国会図書館でも以下にある通り99点を所蔵している。Zo七七erの目録

（本号P．5参照）が1，052点収録しているのに比べるとくこの数は決して多いものでは・

『ないが、これらを利用することで、多少とも中世写本に接する機会が増すことを期待

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　J
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したい。国内の大学図書館等には本目録に収録されていないファクシミリ版が多数所

蔵されている。それらは各図書館のイ’ンターネット上のOPACで検索出来るもめも

多いので、熱心な読者は一度試みられたい。

収録対象

　本目録に収録する複製中世写本の条件は以下ク）4点が満たされていることである。

①オリジナルの筆写地がヨーロッパであること

②オリジナルの筆写年が476年から1500年の問であること

③複製の範囲がオリジナルの全体にわたること

④紙媒体への複製であること

　従って、アジアや新大陸で筆写された写本ゐ複製は収録対象になっていないし（例．

イスラム写本やマヤの絵文字写本）、古代ギリシア・ローマ期の写本の複製も収録対

象になっていない。また、、写本の一部だけを複製したものやマイクロ’・フォrムのも

の、CD－ROM形態のものも収録対象になっていない。たk’し例外があって、中世写

本世界の全体像を解説するため、ある分野の収載資料が少ない際は、部分的な複製も

収載している場合があり、彩色写本については16世紀のものも収録した。また、写本

の範囲として、『彩色写本だけでなく．「マグナ・カルタ」のようを政治文書や古地図、

手稿類も収録対象とした。

　さらに・写本とインキュナブラの間に位置する木版本一（xylograPh）を前回は収録

対象としなかっ．たので、今回はその複製も収録対象として、巻末にまとめた。

ノ

　目録の記入要素，

　オリジナルの写本の目録記述から始め、それに解題や複製の書誌事項を加えている。

写本の目録記入は複製写本目録Hans　Zotter：Bibliogrαfie－Fα煽m濡鼠er　Hαnd一．

’　schri’ftenに倣って、まず写本の所在都市から記入し、さちに所蔵機関、写本番号、

瀦●書名・，鯉四七・対照事項、（丁数折丁・サイズ）・支持伽種類筆写

地・筆写者・筆写年の順に記載する。記入は最初に通し番号をふるが、その写本が前

記Zotterにある場合は、　Zotterでの番号も付記している。都市名と言語名は英語形を

用いるが・所蔵機関名は原則とレてその母語形とする。写本の書名は、統一書名で知

られやものはその形を用いている。具体的な目録記述については、文末に凡例を付け

たので参照されたい。

　、解題は、その写本た特徴的な点『（書体、レイアウ、ト、装飾等）についても解説す乙’「

ようにした。また、複製の書誌事項は「複製インキュヂブラ目録」同様、簡潔に示し

たが、今回は複製の様態（忠実さや尺品等）が分かるようにした。tt
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目録記入の排列

　この目録は、検索することだけが目的ではなぐ、中世写本に親しんでもらえるよう

な読み物としての役割も持たせている。そこで排列は前回の「複製インキュナブラ目

録」とほぼ同じである以下の7つの分野に分けて、内容的に近いも．のが出来るだけま

とまるようにした。即ち、1．宗教　1［．法律・政治　IH．学芸　IV．、医学　V．歴

史・地理　VI．文学　W．木版本の7分野である。特に1．宗教については内容によっ
’て、’ Dざらに9項目に細分し、皿．学芸、】V．医学、V．歴史・地理、　VI．文学につい

’ても、特定のジャンルについて細分項目を設けた。全体の体系は以下の通りである。

　1．宗教　　　　l

　　　I－1．聖書（1－2．詩篇、1－3．福音書、1－4．黙示録）

　　　1－5．時論書

　　　1－6．日課三三書

　　　1－7．典礼書

　　　1－8．免罪符

　　　1－9．ユダヤ教

　II．法律・政治

　’m．学芸　　　　　　　　　、

　　　』III－1．数学

　　　皿一2．音楽

　IV．医学

　　　W－1．本草

　V．歴史・地理

　　　V－1．年代記

　　　V－2．地図

　VI．文学　　　“　　　’

　　　VI－1．動物寓話

　V旺．木版本、’

また、同じ分類項目内は筆写年の古い順に排列した。

　；レクションの特徴tt

　本目録に収録された複製中世写本のうち24点は国内刊行であり、その殆ど（18点）．

が岩波書店から刊行されている。同書店は美術書刊行の一環としてレオナルド・ダ・
　　　じ　ヴィンチの素描集やジョヴァンニーノ・デ・グラッシの素描帖のファクシミリ版（こ

れらは写本というより絵画であるとして今回の対象に含めていない）を初めとして

ヴァチカン図書館の蔵する彩色写本や最近ではエステ家図書館の蔵する「ボルソ・デ

ステの聖書」のファクシミリ版を刊行している。国際共同出版なので：、複製は海外で
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略同時に刊行されているが、日本語による解説書は国内向けの出版である。当館では．

国内刊行物は納本制度により収集しているので、網羅的に集まっている。

　次に多いのが、オ7ストリ）’　Grazにある出版社Akademische　Druck二　u：　Verlagsanstal七

（ADEVA）から刊行さ繰ものである・，同社は50年間に120点以上のオiJジナル聴、

実なファクシミリ．版を刊行しており、世界最大のファクシミリ出版社として知られる。

本目録中の14点は同社の刊行したものである。

　、もうひとつの特徴として、ロシアを含む東欧の刊行物が多い（14点）’ことが挙げら

れる。当館峠国際交換制度によっても外国出版物．を収集して．v　・るので、このルートで

東欧の刊行物が多く取集されi’いる。東欧諸国は写本複製op刊行に熱心であり’．比較

的多く集まっていると考えられる。

　他の国の収録点数は以下、．イギリスg点s．’ドイツ8点、ア多・リ：カ・7点、メペイン6．

点、イタリア5点等となっている。

　凡例〆

鍼。七t。，181慌ti，an． bity，　Bibli。、eca　Ap。、t。ユi，a　V。七i，a△。．巴。d。x職i，anuS

　9「qegus　！162．　一⑥

鶴1：雛謙a黙麗熊野1τ瞭蕪辞伽1剛
　　　び
。コンスタンティノープルで，1　126・5・年の間1・霧・墜の糖礪∴

コッキ！バ7オスのヤコボス「聖母マリア護詞集」　新字体。’この写本は六篇り讃r

旧く祝日に公共の場で朗読される説教）から成るが、他の説教集のように教会暦の祝

日の順序には並べられて布らず・費レろ聖母マリアの伝記といった構成である、r聖

母マリア三三集」、の写本としては、もう1点・フランス国立図書館所蔵のギリシア語

写本1208番（CQdex　Parisinus　graecus　1208）がある。（以下略）

＊％・u・d蜘・噸・αη　9四三62・’ Dtt・ky・，1992．2・．（％・d厩V・・乞r幡

灘灘Z翻無敵禽鳥聯窺羨翼z器1鷺鍔驚1鰹α・

①本目録のエンドリニ番号（1かち　1’ O7までの通し番号で、．巻末の索引はこの番号

　への参照である）　，　・　　　　　　　．、　「．　　　：　，・・

⑱欝繋譜総締騨IFα煽吻励噸伽：
’③

`震撫欝襲聯関の可艦名郷）臓卜騨原言吾
④．オリジナル写本の所蔵機関での管埋番号

⑤写本の著者名

⑥写本のタイトル〈統一書名の形を出来るだけ用いる）
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⑦　写本のテクスト9）言語（英語形で記載）

⑧　写本の全葉数

⑨写本1葉のサイズ（縦×横をmm単位で三韓）

⑩写本の支持物の種類くヴェラム等獣皮はすべてParchmen七と記載・紙の場合は，

　Paperと言己載）

⑪　写本の制作地ぐ制作者、制作年．O情報

⑫⑤，⑥の情報の日本語訳
⑬』 ﾊ本の書体
⑭解題（写本の特徴、三蔵看、複製の刊行状況等について簡単な解説を試みた）

⑮複製の書誌事項
　　インキュナブうめ場合と同様、複製の目録記入単位がオリジナルと同じ場合は

　Is6ued　asで始め、裡製の目録記入単位がオリジナセより大きな場合（即ち、大きな

　著作の中に写本の複製が載っている場合）1ヰIs＄ued　inで始めた，。記載事項は複製

　インキュナブラ目録の場合と同じである。
⑯．膿の三冠（ただV出馳と出版年のみで踊旧名は省略した）

⑰複製の叢書名（複製がシリーズ・タイト、ルを持つ場合は、それを記載した）

⑱複製の様態（色彩を含めた復元の場合は原色複製、白黒写真による複製の場合は

　単色複製と記載。また複製範囲が写本全体でなく部分的なものである場合は括弧にtt

　包んで部分と追記）’

㊨　複製の倍率（複製ゐサイズのオリジナルのサイズとの比を記載。長さでの比であ

　’り、面積比ではない）

⑳国会図書館請求記号（〈t／〉に包んで記載）

f
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篠製西洋中世写本目録

狂宗教

　．中世ヨーロr？・パの書物の大多数が宗教に関するものであることは容易に想像出来る。実

際、複製の刊行されている写本の相当な部黛が宗教、即ちキリスト教に関係するものであ，

る。中世を通じてどれぐらいg）数の写本が作られたのか、正確な数字は分からないが、現

存数でも100万点程度であろう。うち、筆写年の古いものは非常に少なく、断片を除くと．

8世紀以前のものは2・000点を繰な・・添う・かなりの数の写本が消失してしまったも

のと思われる。　、

例えば旧回書は元々ヘブライ語で書かれていたものだが、莇く1・世紀に筆写さ凝

「アレ・ポ写本」が最も古い現存躰であった。それよ暗い旧約は，「ヴ・チカン写本」

「シナイ躰」（い猟も4世紀に筆写）・のようにギウシ粛白（サ人置1であった．と

ころが、1947年に「死海文書」が発見され、、綿元前2世紀の旧約本文も中世の本文とあま

皐些些鑑識鰍鷲のように腿写本は古代写本を土台嘆力1ら・

1中世において・書物はただ読むためだけのものではなく、儀式等に使う目的でも制作さ

れている。それ自体が崇拝の対象となったものもあり、非常に豪華な装飾が施されたもの

もある。以下では、聖書原典と典礼蘭係書物については独立した分類項目とtlインキュ

ナブラ時代に多数印刷された免罪符についても狸立項目とした。　　　　　　　　　、

　皐人伝（hagiographY）は文学との境界が難しいため、多くはここに収めたカく文学的

色彩が強いものは文学に分類した。また、読諦集は音楽に分類した。

1　Jerusalem，　lsrael　Museum；　Jerusalem，　Rgckefeller　Archa6010gical　Museum；

　Ammap，　Amman　Museurr｝．　i．
P・αdS・α・crgll・・H・b・ew（90％），A・・m・i・（10％）。。d　’dteek．∫Ab。u七80b，。11，

and　fgagments．　Mostly　parchment，　papYrus　（100／o）　and　la　cqpper　plate．

　紀元前2、、3世紀から紀元1世紀にかけて、ユダヤ教クムラン宗団にようて書かれ

　た。

「死海文書」　1946年から．47年にかけての冬、3人の羊飼いが死海北西部にあるクム

ラン回れ谷の洞穴で．7？の巻物を見付けた。そのうち4つはシリア正教会のサムエル

大主教が、3つはヘブライ大学のスケーニク教授力町回レた。ザムエル大主教はこの

撒をエルサレムのAm・・i・ahS・h・・1『・f・・i・n・・IR・5・a・chに持ち込み写顛影が

行なわれた。それを元にしたのが本複製である。

この観がきっかltとなり・1956年までに合計11の洞穴で大小8・・勧⊥あ古い文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一12一



書が発見された。これらを総称して「死海文書ゴと呼ぶ，拳物ρ形を留めてV・たの信

およそ10巻、ほとんどが大小の断片の状態であり、合計で25，000片にも達する。．

　．文書の内容．V＊．4分の1は「死海文書」を残したクムラン宗団の教え、規則、儀礼

に関するもの。3分の1は外典または三三と呼ばれる文学的書物。・4分の1は聖書の

写本で200を超える数があり、土スチル記を除くすべての旧約聖書の写本が見付かっ

ている。他には聖書の注解書がある。

　最初に発見された巻物7つは現在イスラエル博物館の写本館「書物の殿堂」（Th6

Shrine・f七he　B・・k）・に展示されているが、本複製ほ1954年にイスラエル国に売却さ

れるまでエルサヒム（i？シリア正教会聖マ歩コ修道除が所蔵レていた3つの巻物を写真

複製している。その3点を略述すると次のようになる。

①「イザヤ書判写本」（IQIsa）　右から左記と書P’れやヘブ．ライ藷のテクストが9・

角書体で54欄（1欄約30行）に書かれている。17の羊皮紙を麻の糸で縫い合わせて巻

物仕立てにしそある。長さ7．35m、丈は平均26cm6．「死海文書」には22のイザヤ書写

本が含まれるが、詩篇、申旧記に次いで多い数である。筆写年はB．C．125年頃か。

②「ババクク書注解」（1QpHab）　旧約「ババクク書」の注解書で、詩を引用しな．

が5・、それ牽詳解している。r2枚の羊皮紙を縫合。冒頭部分に欠損があり、巻物の下

樋羅fて2師団蝋殉・蝿大1雛長さ師匠馳
③「共同体の規則」（1、QS）tt　t発見された時は2つの巻物に分かれていたが・本来は．

1つのもの。5枚の羊皮紙を縫合。全長186cm、丈24cm。11欄、平均26行。方形書体。

中味は宗教団の規約のよ’ ､なもので、複製の著者M．BurrowsはタイトルをMαnuα1
．o！（tisciplineとしそい「るσ

’＊　lssUed　as　ByrroWs，　M．　（’edi）．　The　Dead　Sea　scrolls　of　St．　MaTk’s　Monastery．　’

New　Hayen，1950L51．2v．．単色複製「「1．0倍　＜091一　B972d＞

2　Jerus41elh，、．Israel　Museum．1Qlsa，1QP耳ab，1QSI、

　The　ISαiαh．　mαη，ZLSC吻t，’the　Hαbαkknk　commentαry，　the．Mαn颯Z　O！伽C乞pZ乞ηe一．

　3　rolls．’　Parchment．

「死海文書」　‘本複製は、日本の技術を用いで原写本と同じ素材の羊皮紙にプリ・ント

され、．素焼きの土器のレプリカに納められでいる。．イスラエル博物館の写本館の地下

に南ゐ作業室で写真撮影が行なわれたr．3巻の内容は、「イザヤ言大写本」（ゴQIsζ）、

「ババクク書注解⊥（1QpHab）、「共当体の規則」（1QS）であり、前出11と同じ写本

をオリジナルと向じように巻物状で複製したものである。

＊エssu晦・S・kin・，　M・（ed・）乖伽y・m　hα一m・Z・h・T・ky・，1979・冒3・・ll・・

単色複製　1．O倍　＜YR　1「77＞・．

3（z・tt．・・　181）「 uati・an　city，．　BibliQteca　Ap・・七91i・a　v・・i・an・・c・d・x　v・ti・a・u・

　graecuS　1162．

一i3一



　　　　Jakobus，Kokkin，obap，　hos：　The　Homily　for　the　Virgip　（Marien－HoTnilien）．

　　　　Greek．　1881eave白．　325×225．　Parch血ent．、

　　　　コンスタンティ・ノーブルで1126f50年の間に筆写。82点の細密画g．・

、　コッキノパフォスのヤコボス「聖母マリア讃詞集」層．新字体。　この写本は六篇の講

　　　嗣（祝日に公共4）場で朗読される説教）1か5成るが・他の説教集のように教会暦の祝

　　　日の順序にぱ並べられておらず、』むしろ聖母マリアの伝記といった構成であ乙。．「聖

　　，母マリア讃詞集」op写本どして．は、’もう1点、‘7ラ．ンス国立図書館所蔵のギリ．シプ語

’1・ @　写本1208番（Cod欲PariSin亘s　9毎6c廿『1．208）渉ある・

　　　　Vat．　・　gr．1162は、1894年の盗難により・多数ρ単独紙葉・複葉を切り．取られた。再発

　　　見さμた舞葉は、縁に三三紙の帯を恥り付けて元の状態に復旧されたが、ff．4』，5，7，

　　　9，33，34，49，104は欠けたままである。紙葉には番号が振って南り（ff．111a，1b，2，3－194）、

　　　全体は折丁に含まれない4枚の紙葉と25の折丁からなるb折丁は、殆どが「冊子を開

　　　くと常に羊皮紙り同一面が現われる・」1．というグレゴリーの法則通りに重ねられ：た

　　　quateギnion（8葉で1丁）で、変則的な箇所は単離窪手の終わりと「致している6全て．

　　．の紙葉は同じ市法で鉄筆により罫線が引かれている。テクストは一人の写字生により・、

　　　筆写され々も¢）で、文字の基本サイズは比較的大きく、書体㊥軸線は垂直に引かれ、・

　　　気取つ牽筆跡である・文字の間隔は浄回り空いており、文字は基本線上を水平に旧い，

　　　ている。書体はコントラストの著しい「新字体」の傾向を見せている。また、Va七．　gr．

　　　l162の駄壁体は・フラン脚立図書館所蔑の・「聖母マリア讃詞集」の書体と酷似、

　　　しており、両写本が同じ写字生の作品という可能性もある。また、本写本には82点の

　　　紳層面があるが・各護詞の冒頭以外は・撃て本文を中断し野駆審上本文に最も近い箇

　　　所に組み込まれている。

　　　＊lssu・d・S　O・戯事・αn・L・9・aecze・1エ62・：T・ky・，1？92・2・・（σ・d乞ce・e晦1・邸

　　　’selecti　quamp　si7ni141mpe　expTessl　iiLSs2L　lqanniS　Paali　PP　II，　consilio　et　opera　・

　　　curαtbr．zLm　Bibliothecαe　Vαticanαe，　v．79）・原色複製　1．0倍　＜YP51－A318＞

・4（Z・t七・・1030）M・・c・w，TS・nち・al’・yi　g・・ud・士・t・・n・yi・・khiY　dreヤ・ikh・k七・v．

　Skazanie　o　Borise－i　Glebe，　etc．　Old　Russiah．　．1641eaves．　’300×215．’”　Parchment．

　14事誤に筆写。．、　　　　　「　　「．　　t

「ポリスとグレブの物語」　110世紀に成立したキエフ・ルーシ公国が988年にキリ系ト

教を導入したのは・’キ　　　　　　［・．・フ大公く聖容）．ウラジミール、（c・955－IO15）．がギリシア正教

を国教としたからで・・、息子ヤロスラフ（賢公）’は1037年にジフィーア聖堂を建て、聖典

’の翻訳を行なった。ウラジミTルの亡くなった1015年、長子スビャトポルクは一切の

支配権を握ろうと多くめ兄弟を刺客に’よって次々た殺したが、ポリス（ロストク公）

，とグレブ（ムーロム公）の兄弟は抵抗もせず神に祈っていた態度から、、1020年にロシ

ア教会の臥の列に加えられた・この物語を豪球鰭（図1）、蒔き．駒模鞭示

す話として、ロシア正教徒の間で愛読された。・。、

　複製本は・「Sil’㍗estr・vskii・8b・rnik　’≧いうタイトルの写本の89葉からユ64華までの・
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原色複製で「ポリスとグレブの物語」全文を

含む。

＊　lssued　as　Dmitriev，　L．　A．　（ed．）’　Skazahie

b　Borise　i　Glebe；　nazLchno一’spravochnyi

αppαrαt　iz’dαniia．　Moskva，1985．・原色複1

製．（部分）、＜YP51一　A314＞

「諸聖人伝」

説明文を除けば細密再のみで樽成されてお　tt　”．／　　　　　（図1）

の、ヴァ’ `カンで・も当初は手写本としてでは
な「 ｭ、．美術作晶として扱われていた。細密画が描かれているのは色の薄い肉側の面だ’

けで、．毛際は空白のまま残されている。紙葉のレイアウトは規則的で、細密画は常に

同じ大きさの凹め中に収められ℃おり、それを植物‡様の多彩な縁取りが取り囲んで

いる。細密画に描かれているのは、諸聖人および処女マリ．アの生涯からのエピソード

である。各紙葉の上下．の余白には、赤色のインクでそれぞれのエピソードについての』

短い説明文が書かれており・その説明は・若干め例外を除け嫉下ミ．・：’：4二会イ1多道士で

．ジx．7．ヴ7の磁であったヤコブス・デ・ヴォラギネが1263773年に麗しな「難伝

説．（Legendα　azLreα）」に記されている物語に関連している。

　現在のVa七．1at．8541は、元来の写本のすべての紙葉を保存してV｝るやけではない9

この写本の紙葉は’A．ヴァチカン図書館に106葉、1ニューヨークのピプポント・モーガン

図書館に27葉、サンクト・ペテルブルクのエルミタージュ美術館に5葉、‘ガリフォル

ニア大学のバークレー校にあるバンクロフト図書館に！葉所蔵されていることが分

かっているが、本来はさらに多くの紙葉が存在していたと推測されてい66「

　、また、『この写本はヴァチカ．ン図書館においては伝統的に．「諸聖人伝」と呼ばれてき』

たが、取り上げられてい為聖人にポーランド・ハン．ガリーの歴史と極めて密接な関わ

りを持つ人物が多いことな．どから、ハンガリニにおいて’．恐．らくハンガリーのアン．

芝ゴ三家の委託を受けて制作、されたも（D，と思われ、‘それゆえ近年特にハンヴリマの学

者から「ハンガリー聖人伝」あるいは「アンジュ当家の聖人伝」、と呼ばれている。

＊　lssued　as　Morello，　．G．　（ed．’）・　Vitae　sanctorum：．　VatL　tat．．　8541．　Japanese　ed．

Tokyo，　1992．　．　2・v．　（Codicqs　e　Vaticanis．’selecti　qteam　Simil，liine　expTessi　iussu・

Ioannis　Paipli　PP　II，　consilio　et　Opera　czeTatompTn　Bibliothecae　’Ya’ticanae，　v．　78）

5　（Zotter　203）　Vatican　City，　Biblioteca

　Apostolica　Vaticana．　’　Codex　Vaticahus　．

　la七inus　8541．

　’“Vitae’sanctoimm．　Latin．　106　leaves

　（qua七ernions）t■280×214．　Parchme11七．

　14世紀中頃に筆写。ハンガリーにおいて制

　作か。106点の細密画。

　　　　　　ゴシック体。　本写本は、短い
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原色複製　1．0倍　＜YP51－A246＞

1－1　聖　書

・聖書を意味するラテン語bibliaはギリシア語では単に書物という意味であっ’た。元kヘ

ブライ語で書かれた「旧約」とギリシア語で書かれた「新約」から成るが、様々な言語に

翻訳され、部分的な郵のも含めると現在では2，200を超える言語に訳されているという。’

また、樺々な挿図で飾られ泥写本が多数作られた。どれ位の数の写本が作られだのか、正

確な敷は分からないが、現存するギリシア語「新約」写本は断片も含めて5，700点程度で

あ6（うちパピ・レス本115点・大文字写本3・9点・越字躰2，862点、聖職2，4i2点）。

　ヘブライ語写本では「かf』ロ写本」（895）、「アレッポ写本」（930）等が有名で～らり、ギ

リシア語写本では「シチイ写本」（4世紀）、「ヴァチカン写本」（4世紀）、「ウィーン創世1

記」（6世紀）等が有名である。4世紀にはシリア語・エチオピア語・コプト三等に訳さ

れ、5．世紀にはラテン語・アルメニア語・グルジア語・．アラビア三等に訳されて：V｝るが、

二世においてはラテン語訳（ウルガタ訳），が広く用いられた。「

　聖職者向け翠けでなく、、一般民衆等が理解しやすいように抜粋9翻案した「道徳聖書」

や「貧者の聖書」「聖書物語」も作られた。

6（Z・・t・・48・）L・nd・n，・B；i七i・h晦・y・　M・・R・y・11D・。・iii．

Codex　AlexandTinzLs，　Greek．　4v．　（2791eaves，2381eaves，1181eives，1441eaves）

　327×254／60．Parchmen七．

　恐らくアレクサンドリアで5世紀前半に筆写。

「アレクサンドリア写本」　アジシャル体。　「シナイ写本」（4世紀筆写、英国図書館

蔵）、「ヴァチカン写本」（4世紀筆写、ヴァチカン図書輪蔵）と並ぶ、優れたギリシア

語聖書写本のひとう。これらは若干の欠損部分はあるものの、旧絢・新約聖書のほぼ

完全な写本として高い価値が認められている。「アレクサンドリア写本」は5世紀前

半にエジプトで筆写され、ず？どエジプトにあρたと推測されている。1621年にアレ

クサンドリアからコンスタンチノ‘プルに移され、さらに1627年忌コンスタンチノー

プル総主教キュリロス・・ルーカリス（1572－1638）、からチャ峠ルズ、1世に贈られた。

1757年、ジョージ2世が王室文庫を国に寄贈し、古写本も大英博物館が所蔵するとこ．

うとな？だ』写本の装丁には英国王家の紋章とイニジャル「C．R．」が残っている。各

回t．rk　8葉から成り（qua七ernion）、王室文庫に入った時に4巻に分冊されたらしい。最

初の3巻ば旧約聖書、．第4巻は新約聖書とクレメンス1世の書箇である。旧約聖書は

IO葉の｝新約聖書はマタイ伝冒頭の25葉をはじめ、末尾などでも三葉がある。テクス

トはダブル・コラムで組まれ、平均50－51行、1行20－25文字である。茶色のインクで

書かれているが、諸篇（Book）の最初の行などに赤イン〃が使われ、また三編（Book）

・．一@16　一



tt ﾌ最後には・赤と黒のインクで簡素な装飾模様が描かれてy・る。5人の言寵が筆写を

担当してい為（2人が旧約とクレメンス1世の書簡、3人が新約〉が、「早い時期に．、

特にモーセ5書において、広範囲に訂正した跡が残っている’。’

　この写本は、．まず1657年にtiン’ドンで刊行されたB．Wai七〇n：Bibliα　sαCTα　polyglotta．

で底本として使われs：1786年にはC．G．Woideによりファクシミリが刊行され℃いる。．

本複製は元・々1879－83年に大英博物館から刊行された写真複製をサイズを縮小して刊

行し直したものであるb

＊・lssupd・・Th’e．0・d・・　Al・il・nd・inds（R・y・璃・ユD・7・viii）in　reducrd

pho孟ogra’phi6　fαc8imile．　London，1909757．　5　．v．単色複製　0．6倍

・〈HP13－49＞

7．（Z’・七七・・147）V・t，i・an　Ci・y，　Bibli・七eca　Ap・・t・lig・　V・ti・an・・C・dg・R・gip・螂

　graecus　1．

　Bibte’of　Patricizes　LeQ．　Greek．　2十5651eaves．’410×270．　Parchment：・’

　10世紀前半に筆写。・筆写地は不明。18点の細密画。

「バトリキオス・レオン（レォ〉の聖書」　レオ7という人物が、聖母マリアと聖Fコ

ラオス（レかの兄弟コンス㌣ティノスが倉腱し早道院の守四人）に捧げるた
bl）に作らせたもので、レオンの献呈図が挿絵として描回れている（£2v）．が、’．Vオン

．という人物は特定されていない。前半部の旧約聖書のみが現存し、後半部の新約聖書

は失われてしまっている。前半部に関する限り．、挿絵と装飾を施した現在まで伝えら、

理る唯一のビザンティ・ン聖書の完本である。

　写本は修道院に寄託された．ものと思iPれるが、後にスウェーデンめクリスティーナ

・女王（1629－89）の図書館の蔵書≧なった左め別名「クリスティーナ女王の聖書」とも・

・呼ばれている。［169Q年に他の女王蔵書と共にヴァチカン図書館に購入された。このコ

レクションには写本が2，300点含まれ、Codex　Reginensisとして管理されている』本

写本は殆ど回忌則的なquaterpi6＃から成り・’ひとまとまりが終わったところで・しば

しば七ernion。細密画の紙葉は1枚を除いては後から挿入されており、4人の筆跡を、
，区別出来る。：』

＊』Issμed　as　Dufre鱒e，　S：（ed’：）「レオの聖書・ギリシア語旧約聖書」「士okyo，1990，

．3・・（，0・dice・・e・V・ti・α物乞・』8eZと吻u翻・翻ZZ乞me　e耀e判明痂・加¢・Pαψ

・PP　JI，　coη8痂。　e舌ope聖旨幅オoTu吻一貫目bliothecαe　Vaticαnae，　v．75）原色複製（部

分）単色複製　Lρ倍　＜YP51－A208＞

8　（．Zotter・1020）S七・P6七ersburg，　Rosiis孕aya　Na㌻sionalnaya耳lblio㌻eka（Sa1七ykov　L、

　’Shchedrin）．’　Ms．　B　19A．

　1｝9勉ng幅d　codeの・耳ebre：w・493　leaves・、238×210・・Parchment・「’

　Shmuel　b．　Y＆akovが（カ．イロで？）‘1008年に筆写。’

，「旧約聖書レニングラード写本」　ヘブライ語で書かれた完全な旧約聖書最古の写本。、
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14世紀に旧約聖書のヘブライ語公認本文（textus　recep七us）’が・

成立するまでには、紀元前から中世に至る長い時間が必要だう

た。フ土工キア文字から派生したヘブライ文字は母音を持たな

’かったので、旧約聖書本文はまず子音本文として記録され、2

世紀頃にその標準本文が確立した後、口頭で伝えられた発音を

母音記号を用いて表わす作業が行なわ九た。標準本文および母

・音記号体系の確立には、パレスチナとバビロニアの＜，マソラ学

者〉（伝承者）の活動（7世紀から14世紀）が大きく貢献して

いる。既に母語として話されることの無くなっていたヘブライ語に対し、最終的に母

音記号体系を確立したティベリアス（パレスチナの都市）の二つのマソラ学派（ベン・

アシェル系とべシ・ナフタリ系）のテクストを混合する形で、L公認本文が成立した。だ

レニングラード写本は、ベン・アシェル系の最も優れた本文で、々ソラ学者アロン・

ベン・モーシェ・ベンニアシェルによる本文の三三な写本であると言われている。子

音字の上下に小さく書き込まれている記号が、母音やアクセント記号である（図2）。

旧約聖書初期の完全なテクスト自体はもちろん、追記と巻末のリストもテクスト研究、

ボン・アシェル系の母音記号体系（vocali2a七ion）研究など、聖書研究のすべての分野

で価値あるものとなっている。

　多くの印刷本の底本となり、今日最も一般的に用いられてい為R．Ki七七el（ed．）Biblia

んebTα卿．3d　ed．（1937）、およゲその改訂版であるK：．Elliget＆；W．Rudolph（ed8．）

Biblia　hebrαicα　StiLttgαreensia（1977）などでも底本として用いられてい、る。

　この写本は、ユダヤ人実業家Abraham　Firkovich一（1786－1874）が集めたヘブライ

語写本コレクションめひとつで、1863年に当時のペテルスブルク王室図書館に売却し

たものである。

＊　lssued　as　’Loewiriger，　D．　S．　（ed．）　Pentateuch，　prophets，　and　hagiographa；　Codex

LeningTad　B．19A：　the　eaTliest　complete　Bible　maniLs6ript．　Jerusalem，　1970．

3v．単色複製　1．0倍　＜H：P16－20＞

9　’　Oxford，　Bodleian　Library．　Ms．　Rawlinson　C．　259．

The　Arew　Testament　（tr．　by　John　Wycliffe，．rev．　by　’John　Purvey）．’　”’　Middle

　English．2521eaves．　175×124．．　Parchmen七，　　　　ノ

　1430年頃筆写6

ジョン・ウィクリフ「新約聖書」　ゴシック体。　英訳聖書の創始者ウィクリフ（13

30？一84）による新約聖書。ウィクリフはオックスフォード大学で学んだ神学者で、当

時のローマ教会の腐敗を弾劾し宗教改革の先駆者となった人物である。聖書こそすべ

ての真理を含む最高の権威と考え、万人が自由に読めるようその英訳を企図した。

・1382年、主任司祭を務めていたイングランド・ライ．セスター州のラタワースに退いて

かち聖書翻訳に取り組んだとされる。

　「ウィクリフ訳聖書」はラテン語からの重訳とはいえ聖書全体の初の奥訳だうた。

　　　．　一18一
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’今日では旧約聖書はヘリフォードopニコラスが訳し、新約聖書のみウィタリフ自身に

よ、って（あるい信越の影響下で）翻訳されたと考えられている。ラタワ4ス時代リウィ・

ダリ．フの秘害ジョン・パーヴェイ（1353？一1428）が13串8年に改訂し：・それまでの英語

本来の語順を無視したラテン語的な逐語訳をより自然な英事訳へと改めた。’ウィク，リ

ブ派の人々によ？て広く普及「 ｵ、・現存する写本は200を数え、国内では慶鷹義塾図書

館が1400年頃筆写されたも・のの部分を所蔵している。

　本写本はパーヴェィの改訂したテクス．ko一新約聖書のみを含む・ζO時代の多くの’

聖書の写本の特薇である精巧な彩色1ヰないが、．改訂600周年を、記念．して初の正確な’

「ウィクリフ訳聖書」1のプアクシミリ化が企画されたどき、’当時の人々が読んだ典型

的な聖書を体現しているという理由でこの写本が選ばれた。写本冒頭にカレンダーが、

付いている。本文は2段組、中型のイニシャルが見らμる。・、’ロマ書には二つ序文が付tt

いており、最初め序文は初期訳の序文である。前の見返しにはTho．耳earne、　Tho．

Bdkerの署名入りの書き込みなどが、後うの見返しには様々な歴卑的を覚え書き・（15

31、1553、　1554、1558年）が幽る。

＊，lssuedasBrakei，　D．　L．　（intrbd．）　The　lVew　Testame’ntin　Engllsh．／　Se，xgentenary

ed．．P6rtland，　Or．，1986．’単色複製　　．1．0倍弱〈HP23－A9＞

10　』（Zo七七er　142）、　Va七ican　City，　Biblio七eca　Apos七〇lica　Va七icana．　CodeX　Palatinus

　la七inus　871．

　Biblia　pαzLperum．：La七in＆Early　German．、23　leaves．　，362×275．　Parchmeh七．

　ヘッセン1北部また鉢テユ．L一・’リ．ンゲン西部で、15世紀の第2四半世紀に筆写。．

「貧者の聖書」・ゴシック体。’　．Tr種の絵入り聖書。．新約聖書におけるキリストの生涯∫

’は既に旧約聖書の中に示されそいた、．という予三論（typology）の観点から、キリス

　トの一生ゐ代表的誉場面とそれに対応する旧約聖書中の出来事を彩色図版で描いたも

説文が付いているが、こうした複数言語併記の1一　　　　’　．（図3｝

「貧者の聖書⊥のファクジミリ版は本複製が初めての試みだった・筆写には主に黒茶

、色のインクが使用され・‘咊喆薄`頭の頭文字は交互に赤と青で大きく特記されてお．

り、行を区切る罫線がはっきりと引かれている。本写本｝ま、プファルツ羅帝転炉収集

　したハイデルベルク・パラテイナ文庫OP旧蔵書だったが・30年戦争のさ中く1622）・当・

地を市領した宣下リ）7ク連翠ρ指導者バイエルン侯マクシミリアン1世が文庫の書物
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？

　　　　脅纂晒して教皇グレゴリウス15世に献呈した折に、2，500点の書物と共にロー・マに送

　　　　ちれた。同時に送られた全く異なる写本，と白」マで三三製本され、現在は全33葉あ冊

　　　　子となづている。第1－23葉が「貧者の聖書」6本来24葉（26externs）『だったが最初

　　　　の1葉力『欠げている。

　　　　　「賭の聖書」はしばレば木版本として印刷され・．’断片も含めると12・紛上め存在、

　　　　が知られるρまた～インキユナブラとしても印刷され、1462年にバン球ルクのA．血fistさr

　　　　が印刷しなものが最初とされる。

　　’＊Iss亡ed　as　Wirth，：K．一A．．（eの．「貧者の聖書」東京1985．2v．（Oodices　b　Vaticαηts

　　　　8el・吻…・翻伽e　e・・P・e』蜘・S・・’・・α鵬P顧PPπ，・・n・ili・・t・P・嘔

　　　　cTerαtorzem　Bibliothecαe　Vaticαnαe，　v．5i）原色複製　1．0倍‘＜YP　9－71＞

・　μ・（Z・七七・・914）Vg・qu，　S七ift・bibli・・hb≧V・・a“・’d・d・x　273・

　　　　鐙×搬照照eZI　Ge「甲aρ（Bava「’an　：　APr七「’an　d’縞lect）・1　一：460’・av…

　　　　南1ドイツで1467湿た筆写。

　　　「ファラウの民衆聖書」．・斜体の草書体。、』写本の内容は、ドイツ語のバヴァリア・・

　　　　オーストリア方言で書かれた旧約・両三聖書の自由翻案（聖書物語）である。5’59点

　　　の挿絵には当時の信仰心や宗教画め理想が表現されている潜けでなく、中世後期にお

　　　ける人々の生活様式や服装なども細部に渡って描写されている。貴重な民俗研究の資

　　　料としても評価が高い。

　　　　複製本は、．f・1．72－97の26葉のみOp部分複製であるが、完全な複製が1989－93年に41

　　　分冊で刊行されている。

　　　．＊　lssued　，as　Hutz，・F．・　（ed：）　Die　Vor，azLer　Volksbibeti　EinfahTzehg．　’　，Gra2，，　1986．

　　　原色複製（部分）1．’o倍　＜yp51一　A8s＞

1－2　詩篇　Psalters

「論’ I…lm）tttと歌、うことカミ鯛されている轄テク怒（・出i・1・）』「を収めた本を「詩

翻集」（Pr・1…〉と1乎ぶ・芦篇を朗唱することは鞘町の難であ．り、猟の「諦

理解」が制作さμた・，』

　古い写本も残っており、最古φものと言わ回る「ウェスパシア詩篇」・C8世紀）をはじ

．め・「ダグルフの論」・（8聯己）・「ユトレビト詩篇」（9世紀）、「シュト・・トガ1・階

篇」（9馬瀬「パリ論！！1・世紀）・「ウ・冴ゴスタ一思」．（littt紀）等、’多蜘礫

も刊行されている。．

12（Z・t七・ll・819）Si・i・i，　S七．　C・七h・・i・・，・M・n。、七。，y．

r　20　一T
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　Psαlter　o！sinαi・　old　church　slavonic・　1771eaves（22，　qua七ernions）．　150×l15．

　Parchmen七。

　11世紀に筆写。

「シナイ詩篇（聖詩集）」　マケドニア版詩篇の最古の琴ラブ語訳。詩篇1から137を含

慧．（箭震竃欝欝鰍器捉’霧

教会スラブ語の文献で用いられた文字で、865

年頃キュリロス（S七．Cy・il）がギリシア文字な

どをもとに考案したとされる。キリル文字に約

50年先行して成立したが、10世紀頃から取って　　　　　’　（図4）

代わられた。本写本ではT、Mなど2k　3あキリル文字が詩篇標題などに現われてい

る。

　主に4人の写字生が筆写に携わったと考えられている。大小の穴があったりぺ’ジ

の端が切れているなど質的に欠点めある羊皮紙を使用しているため、各ページの欄や

罫線の長さが一様でない。筆記は粗末な質の黒インクでなされ、イニシャルなどを強

調するためにレモ、ン・イエロー一一一　k赤オレンジの2色が主に使われている。2つめ装飾

的な飾り、鷲ペンで描いた鳥のドローイングが3つある（2っは黄色で彩色）。マケド

ニアン・カリグラフィーにおける装飾的要素としての鳥は、後世のキリル写本からも

良く知られている。

　製本されてV｝ないため、最初のフォリオと最後の頁が傷んでいる。quaternion　1はし

余分な葉を持ち、quaternion　lOは第8葉が欠けている（81葉の次の葉。詩篇67：19－

36の部分）。　　　　　、　　　『．　　1「　　　　　　　　　　　　　’、・

＊　lssued　as　Altbauer，　M．’ C（ed．）　Psalterium　Sinaiticzem　s　an　11th　centzLry：

alagolitic　maniLscriPt　from　St．　Catherine’s　Monastery，　Mt．　Sinai．　Skopje，

1971．．単色複製　i．0倍　＜H：P18一　9＞

13　（Zo七七e士・756）Paris，　Biblio七h6que　na七ionale　de　France．　MS．　la七．10525．

　Psqutier　de　Saint　Louis．　Latin．　2601eaves．　210×150．　Parchment．

　パリで1252－70年に筆写。78点の細密画。

「聖王ルイの詩篇」　プロトゴシック体。聖王ルイ（S謡in七Louis）の名で知られるツ

ランス王ルイ9世（在位1226一・70年）は、封建諸侯に対する国王の支配を固めると共

に第6－7回十字軍を主導レ・・死後は教皇ボニフアキウス8世により列聖されな（1297）

13世紀唯一人の王であるd聖王ルイが所持していた詩篇集は少なくとも3つあること

が分かって量り、その中で最も有名をものが本写本「聖王ルイの詩篇」である。13世

紀めパリで制作された彩色写本の中の傑作と評される細密画78点は、すべて旧約聖書

に題材を採ったもので、カインとアベルの貢物からサウルの塗油までの各場面を描い

ている。．特に戦闘の場面が多く、しかも武器、防具等が写実的に再現されている点が

注目される。これは旧約聖書の表現というよりむしろ、十字軍遠征に代表される当時

一21一



の戦闘風景を乏いkもので6るという指摘もなされているr三三券は・：ぺ：ジ全面に．

わたる細密画78点のすべてを複製している。「

＊IS・u・’d　a・Th・m・・，　M．（・dl）D・・♪・・血液吻・‘d・s　H・ilig・nヂ碗・d・r　d・r

78　’№≠獅嘯唐?奄狽奄№??@Miniatztren　des　ManiLscTit　Latin　10s2s　aUs　der　Bibliotheque

NqtiQnαle　in　P．　dTis．　Gratz，　i985．．原色複製（部分）’1．0倍　〈K：C482T　A16＞

14　（Zotter　481）London，　Bri七ish　Library．　Ms．　R6ya1　2　B．vll．

　QzLeen　Mαry，s’　1『sαlteT．3191eaves．’275×174，　Parqhmeh七．’「　　「ぐ

　英国で14世紀（1320年頃か）一に筆写。223点の細密画。

「メアリ曇女里の詩篇」、　ゴシヅク体。　筆写から約200年後に、所蔵者がチューダー

朝のメアリー幸王（在位1553－58）であっ左ζとから二三アリー女王の詩篇⊥と呼ばれ

る。動物寓話（bestiaries）やキリストめ生涯、聖人私等様々』な挿図が含まれている。

王室のために制作されたものと思われるが、古い記録がない。．

　本複製はコロタイ：プによる単隼複製。　　　　．　　　　・』、』’』，　・，’

’＊lssu・d琴・W・me・，　G・（・d・）、Queeπ漁㌢1・P・αlt・・；・mini・卿・α煽d噸π9・，

三面．E］n91ish　drtist　of　the　・14th　centiLT9．　London，ユ912．』単色複製（部分）

〈VF　5一　Y2530＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

1－3　福音書Gospels、

・轡己（A・D・6噸一）「に編集された羅われるマ・レr・マタイ・ル私ヨハネ’による』4．・

福音書が新約聖書の正典である。策近の文献学によるとぐ共通点の多いマルコ、セタイ、

ルカの「共観福音書」も5つの辛理解ら派生した可能性が強いと言うが、4福音書にヒ干

ロニムスによる序文とエウセビウスによる対観表（canon　tables）’�tけた書物が古くか

』ら作られており、現存数も多い。マタイは人、マルコはラ．イオン、ルカは雄牛、旨バネは

鷲というシンボルも確立してお’り、装飾的な写本が多Vも

6輝に作られた「・・サノ紫め儲書」を剛めとして・．島薦本と呼ばれるイギリ

スで制作されtg「リンディスフ．7一ン福音書」（8世紀頃）や「ダロウの書」（7世紀）・あ、

・るいはオ・トー y徹する’、「オヅト「3世の儲書」（1・世紀末）「ライヘナウの卑礼用

福音書抄本」（1ユ世紀）等の有名な写本はすべて複製が刊行されている。．

ユ5　（Zo七ter　240）．Dublin，　Trinity　Cgllege　Library．　Ms．　A，1。6（58）．

紬llo懸物ちE　卿興論陣α　坤七’瓶3401e聯

　アイ木ナ島で8世紀から9世紀の間に筆写。　　　　　　　　　　　　　　　　　’

「ケルズの劃アイ・リ．．ツシュー…一7・アンシヤル体6「ダ・ウの書」（680鞭か
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ら『8世紀初め1、「iJ．ンディズファ・・一一一ン福音書」（698年頃b、母近の円鱗によれば8世紀．

初め）に続くケル’トの3大写本のrつで、装飾写本芸術の最高峰と称賛される作品あ

スコットランドのアイオナ島で制作されたのち、ノル々ン人の襲来から逃れてアイル

1ランドのケルズの修道院に運ばれ」そこで最終的に完成したと推定される。その後▽

1660年代にミ．一ス大司教Hehry　Jonesに，よりダブリン大学トリニティ．カレッジ図旧館

岱寄贈され、現在に至っている。．現存部分は340葉であるが・30葉程度が欠落Pたよ

うである。写字生の人数については諸説があり、1少なくとも主要な3人分写字生が存

在したと見られる。構成は、福音書そのもq）に先立ってN．旧観黍、各福音書の三諦の

梗概と1福音書記者の摘要などが置かれている。福音書本文は「ウルガタ版聖書」に基

づいて、：「島嗅の大文字」．と呼ばれる太字で1頁16行また！まユ7行で書かれてY’る6各

回の頭文字を中心1と緻密な装飾がなされており、塒に・マタイ福音書第1章第1飾の’

、‘ kiber　gengra毛ioni♂（fQI．29r）など各福音書の初めの言葉や、℃hi　Rho’・〈キリスト

の名前の略）’の組み合わせ文字（fol．34t）に施された豪華な装飾は有名であるQなおギ

四福音書はそれぞれ福音書記者ゐ象轡と肖像の挿画に始まっているが・肖像再のうち

門々ルユと聖ルカが欠落し、聖マタイと聖ヨハネのもののみ：が現存する6キリストは

魚、獅子、蛇などの様々な動物のシγボルで表わされたり、それらを伴？て登場する。

とうした装飾や挿画は、、聖書O．理解を助けるだけでなく・視覚に訴える図像として布

教活動の上で重要な役割を果たして来たと考えられている。ケルト式の組紐や渦巻等

の細文模様が印象的な本写本は、ケルト支化とキリスト教ρ要素が装飾的表現の効果

において見事に組み合わざれた作品と言える。

、本複製は部分複製であるが、完全な複製が1989年にLucerneで刊行されているし・、

GD－ROMも2000年にダブリンで刊行されでいる。
＊　lssded　as　’Henry，　F．　（ed．）　’　The　Book’of　Kellss　reproductions　fToTTz　the

mαndscript　in　TTinity　College，　DzLblin．　London，1974．（repr．1976。）部分複製，

（原色図版ユ26点、白黒図版75点）　＜yp14－1051＞、

・6．（Z・t七・・7）Alb4　J・li・，・Bibli・七eca　N・七i・⑳・R・脚i・・，　Fillala　Bat七h・◎neum；

　Manuscript　162．

　Codex　AzLreus　LazeTeshamensis．　Part’of’the　LoTsch　Go6pels．　Latin．　1111eaves．

　370×271．　Parchment．

　ア「ヘンで810年に筆写。

「黄金福音書」ttアンシャル体、”．一部カロリング朝体。．堅手リング朝シャルルヤー

ニュ早く西ローマ皇帝。カルル1世。742T8．14）め典型的な彩色写本。・帝の命によりロ

ルシi教会のミサで使用する為に、．アーヘンで官庁派（Ada派）と呼ばれるグループ

にタり制作された，表紙は象牙に骨細子やキリ．スト等を彫った板が酔われ，た。1479年1

に、大きすぎて使いにくいという理由からEberhard・v・n’Wassenにより・この写本は

前半分と後半分ゐ；つに分けちれた。1461年にはロル．シ午がプファルツ蛸船候の支配

下に入り、本写本は16世紀にはハイデルベルクの有名なパラティ・ナ文庫の蔵書となつ

一23一



し

た。30年戦争後三分の回書全体がヴァチカンに入っためでs現在でも「ロルシェ福

音書」の後半部分（127票）はヴァ・チカン図書館が所蔵（Palat：ldt．50）しでお6、裏

面の象牙表紙はヴァチカ≧のMuseo　Sacroの所蔵となっている。．

詳細な樺は不明だ力灯・ル．シェ儲書」脚半部分（11蘭は1・785年にト勃

シルヴェニアの貴族Ignatz　Bdt七hyanyの手に渡り、’彼り』コ1／．クシヨンとな6た’。彼』

の図書館OPあった都市Ki・1・ber鍋（ハンガ1ノー）は1937年には川州マニア領となり、

都市名もAlba　Juliaとなる。彼の図書館は現在はルーマニア国立図書館の一部分と・

塗鑑篇諺轡ま幽翠ロン㌣1のマ桝リア●ア≧ド●アノレバ丁

　本編製は部分的なものだが～二つの部分と両方ゐ象牙表紙を含む完全な翠黛が2000

年にLucerneで刊行されている。・

雰）黒搬on望鵠．ll望ζ・σode¢蜘・・：・晦・・七1・’972・原醗榔

17　（Zo七七ef　637）Nufemberg，．Germanisches　Nationalmuseum．　Ms．・2’＊156142；

Evang・Z甑0・4・・　A・・reiL・Eμ一ご・n・i・・　’L・七i・．1361・aマ・・．’440×310．

　Parchment．

　ニヒテルナi7ハで1035－40年に筆写。　　　　　tJttt　』．』一、

「エヒテルナツハの黄金福音書」　カロリング朝体（小文字）。　神聖ローマ皇帝オッ　／

トr3世（在位99S－1002）1から・・イン1ブヒ・2世、コンラ1一一　一F　2世、・・インリe3世（在∫

　　　　（図5）・

’者像や・受胎告知に始ま磁々の説話場面を描いた摘、・rB・a・・P・・P4・Dllma・6」の

tt頭文字「B⊥を大きく描いた輩飾丈字のページなどv金をふんだんに用いて華やかに

写本全体が彩られている。・複製本は・単色図版94ページとカラv図版12ぺY’ジ1．さら

に外装の単色図極とカラー図版・（申央部分のみ）・1べ山ジずつを含んでいる。

＊．lssued　as・Metzs．・P．　（ed．）・The　Golden　Gospels　of　Elchterna6hl　Tr．　by　1．　Sc’
?窒奄?Di

雪餅聰96●1New　Y6「k，．　1957：’．￥色黒『（細’馳翠、（部分）0・75倍、’

位1039L56）のオット」朝時代を代表する作品で1層トリL？

一に近いエヒテルナツ7＞修道院で制作された福音・書。外装に施

された浮彫は、象牙彫りによる傑刑像．（図5）で、、十字架を

支える規と上部に太陽緯朔を酉堅し・再現の拙し

にタりオッ下一3三二毒肩テオフ？ヌの姿を表iPしている。、

．浮彫の周「囲は宝石ど琳現細工で飾られる．という豪華なもの、

で、律管よb’約半世紀前に作ら舵たと見ちれる。写本の内容

は、冒頭の「栄光のキ1）スト」の図と三三書を掲げる天使の

’図．から・ヒ直黒ニムスの序文、エウセビオ1の書簡、理財表

（各福音書の共通な文章を対照した表）と続く。四福音書記、

・nv@24　一L



・8（Z・七七er　251）E11 d・c・・iq1，　R・a’1・Bibli・㌻eca　d・1　M・n・・t・・i・d・S・n　L・t・n・・d・El

　Escorial．　Codex　VitrinaS’17．’　’

rσρZ伽0・sp・t・f’・H・in・i・h・III・・L・ti・・1701・aV…500×350ドp・・chm・n七1・、

　エヒテルナッパで1043年から46年にかけて制作。．

fハインリヒ3埠の黄金福音書」’ Dカロリング朝体、（小文字）。　ノx．インリヒ3世（IOI7

－56、在位IQ39－56）は神聖ロLマ帝国の最盛期を築いた賢明な皇帝として知られ・教

会改革を行ない学芸を奨励した。皇帝就任時に・現布プレごメ’ンにある「聖書抜粋工

（pbricbpesl・を贈呈さ．れた返礼に、』この写本と、現在ウプザラに承る「福青書」（Oodex．

0αeβα蜘5σP8α漉π語）を当時最も卓越していたエヒテ1レナッン、修道院に制作を命

じた。完成したばかりのシュパイ土ル修道院に寄贈されたが・前出17の「干ヒテを

ナッハの黄金福音書」やブリュッセルにある「弓馬抜粋」． 凾ﾆ共にエヒテルナツハ派

．の写本芸術の最重要作品と考ネられてV・る。極め下完成度の高V）細密画が随所に挿入．

惑れ・その名の示す通り金色を大量に使用・してY“る・

：本複製は全部で157図版（細密画3枚が原色で律元）の部分複製だが、完全な複製

が1995年にマドリーツドで刊行されている。1　　　　　　、　　　　　　　1．
＊lssu・d　aS　B・eckl・・，　A．． ca・　9Qld・n・恥π9・li・nb・L・h　H・襯・h・’．・III・B・・li・ジ

1933．　（」αhTesgαbe　de’s　deutschen　I／eTeins　f傷r　KiLnstωissensChαft，1933）’単色

複製（部分）．0．7倍　＜096．1x－B671g＞

19　（Zot七er　lO21）S七．　Pe七erSbutg，　Rossiiskaya　NatSiQnalnaya　Biblioteka．・

．Ostromir　Gospel．　Russielp　（Church　Slavonic）．　．　294　leaves．　’　350×330．　．

　Parchmen七．

　キエフで1056年か’ら57年にかけて筆写。・．

「オストロミ量切ル福音書」・中世キリル文字のアンシャル旧く大文字）（図、6）6　本書

はロシアに現存する最古の彩色写本であり、

典孔用の福音書抜粋（Aptokos）・形式のもの

である。オストロミ・ニルは当時ノボゴロドの

太守だった人物であり、本写本は太守オスト

ゴミ・一一Lルのために、補祭グリゴリイとその写

　’糊劇・磁涌藤ハ6郡1’幽・・葱醐藤蕊難郵5’

　　　騨三三麗．・秘記三冠噸1，

饗難繕灘羅喚呼
　　　　　　・（図6＞

字生たちによって1056年から57年にかけて制作された。植物装飾がキエフのSt，

Sophia教会σ～壁画と非常に似ているので、この写本もキエフで制作されたと思われ

る。本文は左右2段からなり、口争の冒頭では金、亦、・青などの華やかな色の肇飾文

字が用・｝られている・fdl・ユ…87ti・126・にはそれぞれ儲書着都恥ネ・励・

・マルコが細細によって描か紋島・る・猷郷ラブ諦研究する上でも貴重燈

閉め7つである。．　　　・1．・　　　　　・　、’．
＊1・li・・d…s…miT・v・・vang・！i・1，1・55二耳057・！廓岬Z’π9…・脚伽・卿…

Leningrad，1988．原色複製　1．0倍　＜YP5i－A669＞

一25一



20￥・・c？w，R・ssij・k・y・G・・udarsp－ay・Bibli・七ek・・．

　AThdngelski，aosPel　in　l　O92．　01d　Russian．　1781eaves．　208×165．　’Parchment．

　ロシアで1092年に筆写。，

「アルハンゲリスク福音書」・．US七av’ ﾌキリル僧門。・前項の「オストロミール福音

書1一、そして1070年代成立の1「スヴャ「 gス7，　7一の文集」に続く、1！世紀に白シアで筆写

された現存写本の丁つである。1877年にナルハンデリスク県の農民がモ系ク∫ワに持ち

工み、美術品ブti一カーのボリシャコラに売却、そQ後、500ルーブルでルミャンツェ

フ博物館（叫三三騨館の萌）に車回売されたという雛を持ち、よって「ア・レ

イ、ンゲリスク福音書」の名称で世に知られ為ことどなった。内容は典礼用福音書抜粋．

（Ap・・k・・）．であり・諦的三三から・シァ南方で筆写さ糠もみと考えられてV・

る。全178葉かち成．るが・冒頭の24葉をはじめ、随所の三葉が指摘されている。ttまた＼

最終の第178葉はのちに綴じ難まれたと1見られる「・筆跡によって第1葉～76葉、77葉

～1．75葉・175葉から177葉の3つの部分に分けることが出来る6なお、本複製は）レミャ・、

・ンツエ7博物館が設立50年を記念して出版したものである。「19ユ2年の5月から6月に

藤1謙髪鶯謝す焼「印届U賊当日寺としては嚇聯を

＊1．ssin・d・・A・kh・ng・1・k・r・v・瞬・iO92「9・d・・M6・kva，・1912．原鞭製1．0

倍　＜HP25－A22＞

・？1　MQscgw，’Rossi」’skaya　Gosudar’styennaya　Biblibteka．　Ms．Grg’9．　・　，

　IGrigorovich　Gospel．　Chutch　Slavic．　581eaves．　215×145．　Parchment．・

　バルカン半島・で1301rO7年頃筆写。

uグリゴロヴィッチ福音書」　文敵学者V．1．Grigoroyich・（↓815－76）が発見した福音

書の断片。tドブロミ」ル福音書」〈12世紀に筆写）々「カルピニア福音書］　・・に並ぶバ

ルカン・スラブ語福音書である。

＊lssu・d　a・D・・p・dQ・4，　V・σゆ・脚・・…9・li・，　br・9・1P・i1・p，1988・（晦合

d・励ゆ・伽・ゆ愉αん・畑，2）：鞄線r1・・倍＜HP25－A34＞』「．1

．174　黙示録　ApocalypseS

　「黙示録」ej．　1世紀軍、小アジア西岸で編纂された啓示の文書で、著者はヨン、ネと呼ば

μる人物である。現在でほ・・洋弓睾書め正典としで扱わ鉱面々な図像に飾られた写本が

多数現存する。

彩解本は9世紀から作られ始め（「．ド）一撚示録」鮪名）、1・tll・＊己にはリ訟ナめ

ベアトゥスによ6注釈書が流布．し、この「ベアトゥズ写本」は25部現存渉る。その他、11

轡己初めにハイ、ンリヒ2世のため。之四面「バンベル螺示録」、・ンドン燭る．「ラ

（　．一　26　i・



ンベス異欄」・嘩紀末）・ダ．7“　i」　1　e・ある「ダブ螺野馳13世思草醐鱗

る。

、響騨跡お照隠1れe’”17種の騨卿r寸1複製が惰rれ下

22　（Zo七ter　lO36）New　York，　Pierpont　Morgan　Library．’Ms．644，

B，。t“，。f・Li，b。n。、σ・mm・π蜘・n・th・Ap・c吻・e．工・七i・・30。1・・v…387

　×285．：Parchmen七．

　1q母紀半ばにMaiusにより彩色、筆写。89点の細密画。

ベナトゥス「黙示録の注解」　西ゴート言体。　スペインで沸罪した「黙示録注解書」

・にウ手バナのペァトゥス《d．c，798）●によるものがある、。．9世‘

紀後半から13世紀荊半までに、モサラベ様式、ロマネスク禄

式、ゴシック様式とスタイルを変えて制作された25の写本が

現存し、1，ja，Hbの3系統に分類されている。．本写本

は系統1［aの中で最も古いと目されるもので、10世一己半ばに

サン・ミゲール・デ・エスカラーダ修道院の為に制作された

（奥付f．293）6・　14世間駕学修聾が凹し・・19轡己初頭

までスペインにあったがく19世紀半ば以後G．Libri，　Ashburhqm

伯，H。Y．ThorppsonどいったPレクター達の手に渡り・やつ

「と1919年にJ．P．Morgah，五．が購入しそ、現在のようにモー

ガン図書館の蔵書となった6モーガン図書館は他にII［bに属
（図7）

する「「ウェルガス写本」（1220年筆写）・．というべアトゥス本も．所蔵している。

　．ベア：トゥス「黙示録の注解」は1どの本も挿図が多く（図7）・13写本について複製が

「刊行されている：。本目録で取り上げているのは3点翠が、他にも．「コゴーリャ写本」

「エスコリアル写本」．「サン・スヴェ「ル写本」、「オスーマ写本」のような1群のものや

「バルカバード写本」・（　II　a群）「トリノ写本」〈ll、b群）等の複製が刊行されており、

’蒋に挿図中の世界図（T－O図）（口絵1参照）はそれぞれに粍徴があって比較研究さ

れてい’る。

審lssu・d　a・hi・Ap・calipSi・．．　Va16・・i・，2000・．3・・原色複製1・0倍〈YP51－

A760＞

23’　Madrid，　Biblioteea’Nacional．　Ms．　Vitr．　14L2．．

　　B・q・Us・f、Liebana・C・mT・脚・y⑳岬P・・ゆr・・La七’n・312　le．aves・’

　　360×280．Parchmen七．
　　i’047年にカスディ．リ．ヤ及びレオン王プェ］？ディナンド1世と王妃サンチャの’命によ

　　り能書家フ7グンドゥスが制作。、68点の細密画。、

べ外ウス「黙示録の注解」酉ゴー三体6通称「フェルディナンド1跡！（ぎ』

たは・「ファクンドウス写本」）』と呼ばれる本写本は、前出22「モルガ≧写本」と同じ系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　27　一　　　　　　 ，　　　　　　　　　　　　ヒ　　・



纐aに彫る・’ 闌yの糀品である本甲は修灘以外のため坐作された唯一の写

本であり＼王の死後は17世紀までレオンのサン・『イシドロ教会に所蔵されていたσ保

存状態は棒めて良好で、様式はモサラベ美術（ムVア人支配下でのキリスト教美術）

の影響下にある。細密画あ沃胆な色彩対比と明快なデザイシ性、、「また王家の持ち物に

ふさわしく金彩が多用されている点が特徴である。・　　　　‘　一

撒版は部分線だが・完全な膿力・1996璃・マドゾドで刊行されでいる。

・＊．lssued　as・J　．’ゴンザレス・・エチュガライ〔ほか〕解説． 注uﾛ二郎，三三和彰訳
「ベアト9ス黙示録註解」1T・ky・，1998．部分複製（原色図版41点、白黒図版13点）

〈YP　9－107＞　，　．　一　一，　．　・　．　・　．一

24（Z・ゆ692）P・・i・，B乳bli・七hさq・・n・・i・nal・d・F，an6，．．M，．1，a。9。i、4。3，1．

　Apocαlypse．』・：Ftench．451eavesl　324×175．　Par6hment．

　　　　　　　　　　　く．，アングロ＝ノ．］レ　Yン地域で13世紀に筆写。

　　　　　　　　　　　　「黙示録」　ゴシヅク体。　92の美しい彩色挿絵付黙示録。挿’

　　　　　　　　　　　　綜だけf2）類書とは異なり、フランス語の本文と注釈を伴う構

　　　　　　　　　　　　既報初か瞳図して制作された点が特徴である．ページ9

　　　　　　　　　　　　上半分に挿絵が描かれ（図8）、下半分に2こ組テクストが

　　　　　　　　　　　　対応しそいる。13世紀に7ングロ．＝ノル’i’ン地域で制作され、

・　・’（Pa　8）1　1シャルル5世～シやレ・レ6世、　B・df。，d公L。t、i，　d，　B，ugeS

の手を経「『・ルイ：12世の所蔵となり、・以降フランス王立図書館（現在のフランス国立

図書館）の轄となった・・1840‘60年頃に17葉と18葉の商にあ旋1葉（齢くアン・

チクワストを描いた挿絵）．が切り取られて紛失している。

轄の複製は19・・年に単解真に．よるものがパリで刊行されたが（L．DeliSl，　lt　p．

Meyer・1900－Ql）・原色による複製は本複製が励めてであるb　1』「　．／　　、・

＊lssu・d　a・O・・k・i　Y・＆F・k・i・H・．（・d・・）・・，　Ap・吻P8eβ翻・鋤ue　1剛乞。n。le．

誰綴魏瀦欝1麗灘ん鷲1響ん鮨鯖欝卿・醐伽
＊　Also　issued　as　Otaka，　Y．8c　Fukui，　HJ．　（eds．）’　Apbcalypse：　Bibliotheqzele’nationale

ノ・幡加蜘・4031　Tepr・d・・cti・n・Ph卿αphiq・・e’・n，　cOule2Lr・s・・i・i。・d。1，6蜘n・

des　textes・osaka，1981．原色複製　o．66倍　＜HP25－A16＞　　　　，

ノ

？5’PaTiS，　Bibli・七hさq・・…ig・・1・dg，　F・a・ce，’N・uv…q・’1・七．2290．

　』B・at…f　Li・b・n・・0・ημ・ntq・y．・n・th・Ap・・αlyp8e．．’．La七i。．1681，a。，、（24』

　qua七er，nipns．）．．440×305．　Par6hmen七．・

　13世紀前半の作。．．69点の細密画。．．’．　11『．　　　　　』1　’「「

，ベアトゥズ「黙示録の柱解」．「「カロリング・ゴジック書体。’カスディーリャ（b王都

ブルゴス灘のサン・アンドレス、・デア・こヨ修道院（尼僧院）が臓レていたこ
．とから・「アP－ 虫ﾐ章」樋判れる・「系統IIbに属し、挿綜入りベア防ズ写韓

　　　　　一　’　　　．　，　　　　’　一　28　L．“



最終期の代表作。従来のモサラベ様式、．、ロマネスク様式の伝統に則りながら、細密画

の自然主携的な人体表現・書体などの面で・初期ゴシック黒革ゐ影響が見てとれる・

具体的な制作地などは不明だが、金箔g錦箔を多用した豪華さや、テクストゐ行間や

余白に修道士の注意書きが少ないことから、何か特別な理由で制作され産のではない

かと推測されている。．落丁が少なく保存状態は良好。アァグシミリ版は19世紀に原写

本（現在167葉）から｛彩り離された1紙葉』（二野「ヨvク、’Befna・d　H．・B・eslaue・

colle’ctiori）を’堅め位置に戻して複製している。

＊Issued　as「ベァドゥス黙示録註解’アロ一拝写本；フラ）／ス国立図書館薩本ファク

シミ、リ版：ηouむ・．αcq：ldt・．22901＝Beαto　de　Li6banα，　c6dice　de　Sdn　Ahdr6s　de

助・y・IJ・p…B6・dT・ky・；2000．2Y．原色複製1．0倍＜YP51－A736＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26（z．・t七・r・！08）C・mb・idg・（Ehg・），T・i・ity　C・11・g・‘Lib・a・y．．M・．氏16，2．

　’Anglo－Nor7｝zαn　ApocαlyPs．e．　old．　French（Anglo　．T　Norman）1．、321eaves．、

　432×305．　Parchmen七．

　．北フランス又は英国で1242－50年に筆写。

「黙示録」　ゴシック体。’ペンリー3世（！207－72）妃エレァノール（d．ユ291）．：の為

に制作されたと思われる彩色写本。13世紀はタタールの侵入やエルサレムの陥落（1244

年）が起こる等ヨvuッパにとつで危機の時代であり・聖書のテクストにBergngagdus

（fl．　c．859）の注釈文が添えられた黙示録が流行を見た。本写本は1649年、’Anne

Sadleirにより．ケンブリッジ大学Tri’nity　C・11egeに寄贈されたもので、71の細密画が

入れられ、’少なくとも4人以上の画師が判別される。・複漿はまず1909年にR・xburghe

C1・bから雌れたが・’その特は原臓製は喋のみ飾った・

．＊Issu・d・・Ot・k・，　Y・＆F・kUi，　H・－ i・d・・），Ap・cα1〃P・e・angl・一n・TM・nd・［σ・mb吻・’

TTinity　Oollege　M．S・R・ユ6・2］・；reproduction　photogrαphique　en¢ozelezLTs　szLivie・（te

．1’Eclitiqn　des　textes’　．’Osaka，1977．’ ｴ色複製　O」　5倍　＜HP25TIO7＞

27（Z・七七・・Q54）0・f・・dl・B・dl・i・n・・Lib…y・　．　M・・Pguce　180・

　Douqe　Apocalypse．’・　La’tin．　84　leaVes．　’　311×203．・　Paicchment．

　イ「ギリス、ウエストミ，ンスターで1272年に筆写6．97点’（当初は103点）の細密画。

「ドゥースの黙示録」　テクストウごう体。’本写本はイギリス王エドワニド1世とエ’

リノア王妃の注文によって制作されたものである。その後の所有者については不明で「

あるが、．19世紀の前半にはフランシス・．ドウース（1757－1834）の所有となり．、現在は

ボ’ドレイ図書館に所蔵されているgドゥースは有名なコレクタ㌻でζ写本を含む蔵書、

コインがボドレイ図書館に遺贈され、書簡、手稿は大英博物館へ遺贈された。写本

（文書を含む）だけでも約500点に上る。本写本はヨハネ黙示録のテクストに97点の細’

密画が描かれ、画家の個性を感じさせる芸術的な装飾が施されている．。’現在の製本は

17世紀に施されたもの。13堆紀の．イ．ギリス写本の中で最も重要なものの；つであり、「

完全な複製が1981年に刊行されている。

5
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＊lssu・d・・Kl・i・，　P・’　K・‘〈・el・）End・・it・描出πg盟昭物吻Z・gi・∫di・tt

engli，schemp　Bilderqpoka（ypsen　deT　17Tahgotik．tind’MS　IDo¢e　180：　Graz，　1983．

原色複製（部分）1．0倍「〈YP517　A83＞

　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　tt　』　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　』　　．　’

1L5　手鎖書　Book　of’　hoUrs

　個人向けの祈下書で’primerともhorαeとも呼ば詰る。テクストの中心は1日．の8つ

の時間（時課）、に唱える祈薦文く聖母マリアの小聖二日謝で」ζめ1前にカレンダー（年

暦）ず付けられ、聖人の祝日が表になつgいるgまた、小聖務日課の後に聖人の二二（litany）

「や死者聖務（offic66f　the　dead）が付∫されている。　　、　　tt　』、’．

　13枇紀頃から形式々墜えられ始め’、．16世紀まで作られ続け左。美しい細密画が描かれ、．　t／

騨なものも作ら鳩以下で取り上げているものの他・「イサベラ靖の嚇書」「メア

リースチー7一トQ時轄」「漕≧ヌ’・デグルー嚇融」・「ブルゴー二坤マリつ

時禧書」等は有名な時疇書で、いずれも複製が刊行されている。

　時回書はイセキユナブラリ時代には印刷されるようIStsり・特に1490年！kにパリで多数

、印刷された。．

28（Z・七te・619）N・W　Y・・k，　M・t・・P・li七・n　MU・eum・t　A・tl

　Les　Betles　h．e．ztres．de　du¢　de　Berry．　La七in．・2241eav6s．239×170：parChment．

　パリでランブー～レ兄弟が1410－13年に制作。・．　、　　　　　．，・　’．’

「ペリー分の美麗時疇書」．．テクストゥーラ体。　94の1頁大の細密画、54の長方形の

小型細密画、月暦内の24ゐ円形飾り模様（メダイヨ・シ）、蔓葉模様の縁飾りなどで飾

られた美しい時回書。べ．リー公の財産目録には細密画家の名前が記さ．れ℃いないが1‘

「豪華時疇書⊥（後出30）と様式的に類似していることから、Pol，　Jean及び’Herman

のラ≧プール三兄弟が制作に関与レたの峠聞違いないと考えられている。本書はヲンtt

プール鷺洲が最初に仕えていたブルゴ「ニュ剛勇公プィリップ（1342」1404）．ρ兄で・

あるベリ，一公のたb？〉装飾に携わった初めての写本であり、・次に着手しためが「豪華時

疇書」であった。ランブール兄弟がフィ・リップ剛勇公のために彩色した「道徳聖書⊥

（Ms・fr，1年6）．は彼らの初期の仕事であるが、この一連の二二書とも共通点が多い。べ

・リー公の死後はアンジユー公妃でナポリ1シチリア女王であるアラゴンのヨランドの．・

．手に渡り、細密画家達にモデルとして窪いられた。・19世紀末にパリのロスチャイルド

家に入りぐ1鮪4年モー　IJス・ロスチャ、イ～レドからクロイスターズ1（メトロポリタン美

術飾分館）が入手した・豪華な挿絵入り回暦に始まり、アレクサンドリアの聖女カタ

1リナの牛涯を描いた一連の挿絵など・ヤコブス・デ・ヴォラギネの「黄金伝説」に基

づy・た諸聖人の挿絵が豊富に含まれてY・る。聖女カタリナはヴ7’ロ1ワ察炉特に崇敬し

た聖人の1人。貴顕の出であったことから、多ぐの王家の女性は彼女の庇護を受けて

一30一



いた。　　　　　　「・』　．　・、・　　　．　　、　　．・　　，

＊　lssu．ed　as　Rorimet， Ji　J．　（intr．o’d．）　The　Beltes　’he2LTes　of　」ean，　Dztke　of　Berry；　・

P・inCe．・f’　F・a’nCe．　At・th・α・乞鋤・，仇・M・tr・P・Z乞オ磁漁・eU肌・！侃．　N・W

Yotk，1958・「 舶ｪ複製（単色図版1点，原色図版32点）．LO倍．〈KC482－66＞
＊　Also　isstied　as　Meiss，　M．＆　Beatson，，’E．．rH．　・The・Belles　heteres　of　」ean，．　Duke　of

BeTTy；the　Cloisters，・the　Metropolitαn　M2L8ezem　of・Art．　N㌫’Yorkl　1974．部

分複製（原色図版127点，単色図版30点）　1．0倍（原色図版部分）　〈KC482－A38＞

29．　’　（Zo．1　ter　762）　・Paris，　Bibliotheque　nationale’de’　Franee．　・　Ma’nuscrit　Nouv．　acq．

　la七．3093∫　　・　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　、　　　　　　．

　’Les　Tres　belle8　heures　de　Notre　．Dαme．’La七in．’1201eaves．．279×199．

　Parchment．
　パリで14世紀末から15世紀初頭にかけて筆写」・25点の挿絵はナルボンヌの祭壇臨場

　　の画家（ジャン・下ルレアン）とその弟子による。・：’　　．一　　．　tt・tt一

「いとも美しき聖母時疇書」（パリ分冊）．』テクストゥrラ体6　この時叢書は、前出

28と同じくペリー公ジャンによって注文され、1382年頃にまずパルマン・下・ナヴナニ

ルが制作脅開始した。このパルマン・ド・ナヴァ’ルはペリー：公op兄フランス王シャ1

ルル．5世一（1338r80）’の画家でもあ6た。しか，L、ベリr公は制作を途中で中断し、、ラ’

ンブール兄弟も含むお抱えの芸術家たちの手で全面的に彩色された前半部分と、まだ

一部分しか彩色を施されていない後半部分（後出31）の二つに分割した。彩色済みの‘

部分は財産管理人ロビネ’・デタンプに譲渡された。との前半部分が、現在パリのフラ

ンズ国立図書館に所蔵されている「いとも美．しき聖母1

時奥書」（パリ分冊）である。その装丁からはデュプレ、

・セ＝シヤティヨン家が所有していたとも見られてお妹；醤艦、1．

　さらに別の所有者の手に渡ったことが推測される。’19i

世紀半ばに・．スチ・ヤイル隊の所有となり・195，6年に灘

モーーリス・iiiスチャイグU’ Dドによってパリ国立図書館へ1

．議論轟鞭総1鷺彰蕪懸甦i離：1

編纂された暦は各月1ページずつ、合計3葉の複葉に

書写されている。続くテクストは、「受胎告知」の絵画

　と「DoMine　labia　mea　aperies　一（主よ我が口唇を開き

繰）」と㊥諜に始まり、聖母の催嶽連聯と一「r《騨
　もなう悔俊詩篇、死者ρ聖務という3編の基本テクストから成り立bている。　・、

　　ちなみに、ペリー公が注文した別の小時疇書くPetites　hezLre8）もパリのフランス

国立南言館に蔵されている（Ms．lat．18Q14）．が、・こちらは1372年より制作が開始され、、

1390年頃完成，．さら1に前出の．ランブール兄弟にタる細密画が加え．られている・，．

＊IS・Uｫ・エバーノ財’ケfニヒ解説・「ベリニ公のy｝≒も美し8聖母日寺儲・、パ
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、リ国立図書館蔵本；nOILV。αcq．　lat．3093」

複製．1．0倍　〈YP51▽　A394＞

JapaneSe　ed．　Tokyo，1994．　2v．原色

30（Z・tt・・120）Ch・h七iliy，　M・・6・・et・Cha七ea・・d・Ch・htilly（M。、6。　C。nde）．

　Ms．65．

　TT誌商。んε5．hezLTes　dと　du’c　de　BerTy．　La七in．‘206・Ieaves．290×210．　Parchment，

　パリにて1412年頃制作開始6細密画はラン．プール兄弟とジャン・「コロンブによる。

「ペリー公の豪華時疇書」　ゴシ．ック体。　単簡ゴシック時代のラランス写本芸術を代
　　　へしノ
表する傑i作。多数の大型・小型イニシャル、文末飾り、縁取りまで平準葉飾りkどに

よって豪華に装飾されている・特に131卓に及ぶ当時の著名な彩飾画家によって描か

禦鷺（大型細麟鰍鞭画翻馳の写本磯物購さで・

　1412年頃、ベリ忌公の依頼・で画家7シブール兄弟が制作を開始した。1416年にペ

リー公が亡くなった時、写本は未完成の状態であった。’．同年めランブール兄弟自身の

死によづ1て制作は中断されて最終的に！485年から89年の間に、’サ：ヴオ・ワ侯カルル1世

のもとで7ヤンrコロンズ（fl．．1463）が綿密画を明野させた。両者g）様式鉢全く異

なっている。

　』冒穎の嘉暦ではi？ヶ月り行事図が1ヶ月毎に全豊平に独立して描かれている。これ

は「豪華蒔疇書上以前には見られず、後世の写本に大きな影響を与ネた手法である。

また8枚φ単葉に描かれた大型細密画（「占星学的人体」下ロ’マの図」など）が含ぎ

れているが、同時代の時疇書には珍しい主題であ．るため」・本来本書のために制作され

たので嫉ない細密画が挿入されたと考えられている。　　、

31の折丁で構成されており、基本的にqua細nionから成る（31中20）。テクストは

、頓48mmの2殺組で、‘赤い罫線に従い1、頁に2云・22行のテクストが記されている。

・．ベリr公が注文Pた雨垂書には他に大聖のG短ηde3　hezeres（1409年頃に完成。1．・

P易ris　ms．lat．919）やブリュッセルの王立図書館に蔵されているTrbs　．belle8　heuT’es

（1402年以前に完成。皿s．11060T　1）があ「り、．全部で6点が知られている。

半Is昌ugd　as、レイモン・カ．ザル著，．木島俊介訳「ペリー侯の豪華時疇書」東京1989．

原色纏く紛）＜HP87L．E　1＞ttt「 @・一　■、、・
＊Al・・issu・d聞Durri・i・i，　P・．（・d・）IL・・tre・ri・h・・蜘・e・4・」・dn・d・FT・ne・d・L・

de　Be画初Ohαηtilly．生駒ig99．、原色複製（1葉）と単色複製（部分）・1．0倍

＜YP51一　A701＞．

’31　Torino，　Musei　Civici　di　Torino．　，・　lnv．　NO’　47．／．

　、Heures　de　．Tzcrin　T　Milan．、　Latin．・1281eaves．　284×206．・Parch皿en㌻．　’1

　パリとネーデルランドで14茸紀末から15世紀中頃にかけて筆写φ挿絵はヤン・・フア

　？・エイ・クとその弟子による。・

「．トリノrミラノ時極書」（’ミラノ分冊）　テクスト、ウー・ラ体。・前出29庵述べた通り1
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づり一容ジャツが制作を中断した時疇書のうち，・’r部分しか彩色が施されないまま残

された後半部分はネーデルランドにもたらされた。この部分は、ホラント三三ーハン・

フォン・バイエルンなど様々な注‡主1によって制作が続けら1れ、．同地で15世紀の中頃

に完成を見た・ヤン・プアン・エイク〈cl　1390－1441．〉とその追随者によって彩色さtt

れた同書は・フランドル絵画史に旧いても極めて重要な作品と評されるb．・しかし・こ

の後半部分はさ与に分割されることとなる・’後に「トヴノ分冊」乏呼ばれる一方は、・

祈疇文の大部分を含み、他方「ミラノ分冊」は、・ミサ典礼文を収める。後者はミラソ

のドリヴルツィ三家が所有してい1たため「ミラソ時回書」と呼ばれてy，・たが、．・1935年

にトリノ市立美術館さと移された。これが、「トリノ〒ミラノ時回書」、（ミラノ分冊）・・

である。また・’前者はサttオイア公家の所有から172q年にト1リノ国立・大学図書館に、

移されていたがく　1904年の火災で焼失した。幸運にも、焼失のわずか2』年前にポール・

デュリ．ユー伯（1855－ig25）がパリでこの分冊の複製を刊行しておO．’、現在「トリノ時

疇書」（・トリノ分冊）として資料が残されている。，なお、この祈疇文のうち数葉はパ

リのルーブル美術館の所蔵となっていたため、火災を免れj．4葉が埠存する。1この部、．

分は「ルーブル断片」・として知ちれる。

　複製本は、丁トリノ．＝ミ「ラ／時疇書」（ミラノ分冊）の完全複製に加えて、トリノ「時

回書残闘としそぐ焼失したrトリ’ノ時回書」（トリノ分冊）の残された資料からの単

色複製と「ルーブル断片」の完全複製を含んでいる。』

＊Issued　in「トリノ＝ミラノ時疇害：トリノ市立美術館蔵本」Japanese　6d．士okyo，

1996．’3v．．原色複製　！．0倍＜YP51－A496＞｝　、　　‘、　　　’　tt、、

32、． iZotter　872）Toriho，「Biblioteca　Nazionale　U’niversitaria．　Ms．、KL　IV．29．’

　Heures，de　7「urin．　Latin．931eaves．280×190．　Parchmep七．・

1パリとネーデルラ≧ドで14世紀末から15世紀中頃にかけて筆写。

　　　し「トリ・ノ時疇書」（トリノ分冊）・テクストウーラ体。．1904年忌焼失。31で述球た通

、り、30の後半部．o）うちの祈疇丈の部分。ちなみに前記火災で擁失した．「サヴォイア時

「疇書」・（Ms．　E．　V．49）も1910年にロ：シードンで複製が刊行されている。　，・

＊Issued　in「下りノ〒ミラノ時濤書：トリノ市立美術館蔵亦」』JaPanese　dd・’TokY・，

1996．3．マ．．単色複1製　1．0倍　＜YP51－A496＞

33　Paris，　Mus6e　du　LQuv，te．　RF　2022m2025．　’　．

　一Les　Trとs　beZle8　heuTes　de　Notre　Dαme．　La七in．　．41eaves．　’2S4×206．　Parch二

　men七．

　パリとネーデルランドで14世紀末から15世紀中頃にかけて筆写。’

「いとも美し．き聖母時疇書」（ルーブル断片）’テグス・トゥーラ体6　』31で述べた通り、、

32のうちの4葉で、焼失を免れた部分。、

＊lsstied　in「トリノ＝ミラノ時疇書：トリノ市立美術館蔵本」　J．apariese　ed．　Tokyo，

1996．3v．原色複製・　1’．　O倍　＜YP51一　A496＞
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．）

34’．（Zgtt的801）R・u・n，．Bibli・’lheq・・血ihiりip“1・・．　M・・．iS3・t．「、　t　t・．・．’．、

謡誕画趣栂蝋画動”螂．511甲ve岬隅．
　Toピrsで16世紀に筆写。．

．「ブルディション派9＞時回書」1ゴシック体。．．ダブル・コラ呑で書かれたラテ著語カ

レンダー付時勢書・’．11枚の細密画があり・他の頁も多．く．の装飾模様で飾らμそいる。．

細密画はトゥLルめ画家ジギン・ブルディション（1457頃：r1521）とその流派の影響を

受けてv・1る・勉デ拶・．ンの制作した時轄とし9・．ラランス国立購三遠の所鮒

・留吻d・・脚・・d．顛・d・B・e卿・．（M・・1・t・　9474）．があり＼．この写本と様式が

似ている。1859年、．Mar七ainVilleコレクションの一冊としてルーアン図書館に入った。

　本複製を刊行1しfgのはルーア．ンのSoci歪t6：de　bibliophiles　normahdsb

＊．IS・u・d・・L・fd・dゼJ・く・dl）．σ吻・・d，h…reS・d・Z16・・Z・飼・qn．B・認ゼ如・．

1騨192陣響岡．．llO倍≦Y∵3113≧

35． iz・・p・T　982．！．Vir・・aゆ・七・・蜘sch6　N・㌻i・halbibli・th・kl．M・・S・ri・・n・V・

　’　2844．

蟹照。岬一瞬1．L㌣無罪． ?謔Q1ヌ169・．P肝ρし．

　‘．Ghehtか．B母帥で1510－20年．に筆写。

　　　　　　　　　　い．たと恥うP

　　　　　　　　　　　．16世紀にはヴィブテルスバッハ家コヲレ．≧スト公（1500－60）・が

　　　．（図IQ）．．t．．tt．所蔵していたが、以後ぐ’ハイデルNルク大学図書館、ヴアチカ

・ン等で所蔑され・20世紀にはウイ・一ンQロヌテ．ヤイルド家アルフ才．ン冬男爵．（1878ゐ．：

1942）．の所蔵と．なbたので「白スチヤイ）レ．ド時碕書」．1と呼ばれる。本書第i葉の白紙

．には頭文字を取って「AR3390」．という書き込みがある．。・1947年にオ∠ストリア国立

図書館に寄贈された。．、．

零lssurd　i・T・e塾kll・β・．（・d・）’．．R・砕・c賜Gr6三三・tl・td吻・F・繍Z・．

r　AiLsgabe．　im　OTiginalforMat’　des　Codex　Vindobonensis，　’series　nova・2844　．der，，・

i，　o・t・dlrei・hi8ch・n．怖孟伽珈・th・k・．9・a・，1979・2．・・一（0・d郷5・Zec伽ん・t・L

鯛ce卯e典r7」67＊，）’s原鱗．1・9倍．＜KC482‘　A7’「．　で．1．
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36　Vienna，　bsterreichische　Nati6nalbibliothek．　Codek　1858．．

　The　Book　o！hoitrs　Qf　Odeoy：「Latin：．2十1821eaves．　195×138．．Parchme11七．

　フランドルにて16世紀の10年代に筆写。ガレンダ一二「（24頁〉と15葉に細密画。

　細密画の作者1ヰヘラルト・ボーレンバウト、‘（d．．c．，　154i）とシモン・ベニング（1483

　＝一1561）　o

「クロイの時疇書」　・ロトンダ体。　フランドル画派の一派ヘント「＝ブリ邑ヅへ派

〈15世紀三三16世紀初め）による豪華彩色写本のrつ。ブルゴーニュ公国め有力貴族ギ

ヨーム・ド’・タpイ「＠152x＞が書き込みを残しているごとp・らこの標題が付いたg

他にもシャルル大公（後の神聖ローマ帝国皇帝ガルル5世）などの書き込みがあ66．

最初の所有者は確定されていない。型押しされた三角檀弓で覆われた表紙・表紙中央

と角に付いている口才ラキされた銀製の金具と二つの留め金、．切り揃えられて耳蝉を

塗られた小口という・・制作当時の装丁がそのまま残っている。これ！まブリュッへの装．

丁師ルドヴィクス．・ブロックの手になるもので1ファクシミリ版で、も忠実に復元され

ている’Bテクストは赤線で区切られた枠の申18行に、丸みを帯びた、ロトンダ書体で筆

写さ航ている。’Pトンダ体とはゴシック楷書体（テクスト渉一ラ体）、の変種で～中世

，盛期以来イ．．タリアで発達した。

　たくさんの装飾頭文字、装飾枠内の細密画、テクスト欄外に描かれた花や蝶、’鳥、

奇妙な生き物だちなどで満ち、「す飛てのページに何ちかの装飾が施され℃いる。礫刑

図と聖霊降臨図はヘラルト・ボーレンバウト、それ以外はシモン・・ベニングの作品で

ある。後者制作め細密画にはヘント■ブリュッへ派の巨匠ヘラルト・ダフィット（d．

i523）の影響が色濃く現われているため、ダフィット自身が制作に関与したのではな

いかという見方もある。折丁は殆どがquaternion。全ペー・ジ大の細密画はそれぞれの

画家の工房で単葉に描き．、後から写本本体の折丁に挿入する方式がとられている。

オーストリア国立図書館に入ρたのは18世紀初め頃で南る。

　シモン・ベニングはヘントの細密画家の一族に生まμ・1500年頃かち活躍。時疇書

の細密画に優れ、次項37の「ロザウオの祈り」の他〈ミュンヘンにある「花時聖書」

等が代表作である。

＊1白sued　as　Mazal，O．（ed。〉・「クロイの時封書：オーストリア国立図書館蔵」　Tokyo，．

1997．2v，原色複製　1．0倍　＜YP51一．A538＞　　　　　　1　　1

1－6　日課祈禧書　Breviaries

　1日に8課（朝課、．賛課、三時課、三時課、六時課、』九時課、三三、終課）ある日々（ρ

礼拝の諸本をまとめたものを聖務日課書、又は日課祈引書という、。12世紀頃脅ら作られ始

め・聖職者用の書物であうた魁13世紀。・入る2ドヤコ会やフランシスr会により還

に流布した。1

’r　35・　’



　日課祈三番は聖節め部（temporare＞と聖人祝日の部（sanc七〇ra16）、聖人共通の部（Com－

mon・of’Saint．s）から成る。・美しく飾られた1ものも作られて却り、「フィリヅプ・ル・ボン

、op日課祈濤書」「グリマニ日課祈廻書」等綜複製も作られている有名な日課祈薦書である。

37（z・tt・r　231）b・bli・，　qh6・t・y・B・・t七y・Lib…y．

　　「（図11）

日「課祈儲を簡略にしたデク、朴であρ・4475鞭より・イ冴ユナブラとしても刊

．行され、広、〈普及した祈古書である。

　前付け葉にある書き込みによ・ると、本書はスペインのフまりペ2世（1527－98）が‘

所蔵していたもので・『 ﾜ々ぐ序文がスペイン需で書冷れているこどから、スペイン人

バトPンがスペイン人写字生に書かせたものであ啄年初の所蔵者はフまり尽2世の

、父で婦カル・ス世〒加ル5世（1500－58）である可能性がある．本書は、1652年

にデ≧マLク人C6rfits　Ulfeldt（1610－64）の手からスウ．エーデン人Carl　Gus’七av

Wrangel（．1613－76）の手に渡ったという書き込みが残ろており、、さらにドイツ・の

PutbuS家へと渡っだという書き・込みも残っている。ぞ4）後、アメリカ人コレクtl　一

Alf・edch・・七・・B・atty・（1875－1968）の手に測、現在1ま彼が195．4年にアイ・ルランド．

のダブリン1『開設したCh’estet　Beatty　Libra’ry　”1こ蔵されている6ちなみにS同条は’

「チェスター・ビ「ティ、・』パピリ」と呼ばれるギリシア語聖書パピルス群の所蔵で有名

で身為他・アラビア平等東洋写本や浮世絵等東洋弓術コヒクションでも有名である。

：＊・・lssu・d』a6　T・・t・，　J・・A・　Th・B・吻孕・sα・iums・・m・篇と吻古ω齢m師・t・・Te・

．　b9　SiTrxon　Bqning．　Doprhspijk？　1986．　2v．　’　（SCzLdie．s　and・facsimile＄　of　Net．hedieandi

ish　illZLm撃獅р狽?п@nt・neq・c・ip‘・，・・1）・原色複製．1・9倍9UM2エ・　A9＞　’・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ms，　Wes七erh　99．　「’

　RoserizLm．　Latin．　42・Jeaves．，　124×84．　Parchrrientl

　1530年頃、・ブルージュでスペイン人の写字生により筆写。33点あ

　る細密画（図11）のうち32点はシモン’・．ベニングによる。、

「ロザリオの祈り」　一ロトンダ体σ　Ro5d蜘mは元．々はバラ園を意

味する言華だったが、．アンソ目ジーという意味に転じ、マリアに捧

’1げる典礼外の零丁文集をさすようにもな？た．b教会で用いる・ロザリ

オはこの祈りをあげる際に用いられる数珠である。、本書はミサ書や

1－7　典礼書・　Sacr，amentaries．

匹マめ愚書は4世紀半ばに編纂され1，　一こ砂搬割に応じて「秘蹟書（・a・・a一

・・…m！」「朗謙（leC七i・h…μm）」等が別に作られるよう、1・なつ．左・歌われるものは「聖

歌集（antiph・n弓rium）」としてまとめられ、10世紀頃にほ全面的な丁ミサ寸書（missa正e）」

が作られたが、本項に含まれるのは典礼に用いられる書物のうち、歌われるものを除いた

もの’ i歌われるものは音楽に分類されている）である。　　　　　　　．．一．．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x　　　’
　F？（ツス．（？典礼書」（9世紀）・「ベルトルドの典礼書」（12世紀）、Tフルヴオエのミサ典礼・

書」（15世紀）等は複製も刊行されている有名な典礼書である。’．

38　（zot七er　9手2）．Yerona，　Biblioteca　Capitolare・　Cod・Bib1．Veron．LxXxv（80）．．

　Leo7Line　sαcrαmentαTy．　La七iI1。　1391eaYes．　c，245＞〈170．　Parchm6nt．‘

　600年頃筆写。、筆写地はVeronaか。　　　　　　　　　　　　　　　　　、．

「レオの典礼書」アシシャル体・P一マ幽玄を乱左．ものとして・レれ世（d．

461）、ゲラシウス｝．世（d．496）、グレゴリウス1世（c．540－604）・の3人の教皇による，

も1のが知られている’・本書はレオ．1世によるものと言われ、最も古い典礼香とされる。

しかし、1最近の研究によれば、本書は典礼書というより』は、．祈禧文の小野子（libelli）

を集めたものであり、1，3314）詞文（formUlae）が300の部門に分けて集められている。

各部門はガレ≧ダーの月単位でグループ化されている。編纂は590年以前であり、筆

写年代は600年から625年の問との推定がある。

　本写本はヴェロナの修道院に蔵されていたところを1713年に発見され、1735年には』

テクストが印刷刊行もされているが、．写真複製黍初めて刊行されたのは1957年のこ．と

であった。

　本写本を為するヴェロナ司融座聖堂図書館は、517年には写字室・．（scrip七6rium）が．

誹れ・現在でも1・500点の古書（163・年以前に作ら継もの）を所弼る古画書．

館である。

＊　lssued．as　Sauer，　F“　SacTamentaTium　Leonianum；　Cod．　Bibl．　Oapit．　Veron．

LXXXY（80）・、G…t・，1960・．（0・dices・selec伽ん・オ吻piごe‘伽pナe85乞，　v．1）．単色

極製　1．0倍　＜H：P126－5＞　tl

．39（z・七t・・945）’vi・nn・ゆ・terrei・hi・ch・N・七i6nalbibli・th・k．　M・．958．

GTeg・ri・n・acram・nt・・〃（f・・gm・n七）・・Latin・81・ave・・270／80・×216／20．

　Parchment’．

　北フランス、サンタマンで9世紀後半に筆写。

「力ロリング朝の典礼書」　ラスティヅク書体とカロリン

グ朝体（小文字）。　．1丁（qUae6rnion）みみから成る典

礼書（断片）。8頁は縁飾り‘に囲まれており（図12）、う

ち2頁は文字がない装飾的な頁。残りの6頁にはカノン

が鯨字で書かれている・

　北フランろのサンタマン修道院で制作され、奈白の部

分にたくさんの書き込みが見られる。．ヴァレンシアの大

司教Antonio　Fglch巾Cardona’（1657－1724）が所蔵し．

ていたもので、ヴィー）ζで亡．〈なった後、宮廷図書館に

入った。第1葉にはCanon　’Missa6　ex　Bibl．　Vale．nsiana，

N．3という書き込みカ『見られ、．ヴァレンシアのフランシ （図12）
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スコ会修道院でTheol．c．992どいう番号で管理されていた写本である。

＊・ss・・q・・U・…kiゆ6・，．E・（ゆ御三卿・・S・k・dm・n…1　1　rαgments

σ・d・・　Vind・b・n・螂♀58伽0・terr・螂・ん・・Nd孟脚脚・鰍・琳・編Z・一’

AzLsgαbe．　Graz，1971．　2v．　（Codices　selecti　phototyp’ice　imprとssi，　v．25）　原色

・複：製　1．0倍　〈HPI26－A45＞　．　、　　　・一

　　　』40〈Z・tt・・133）V・ti・an　qi㌻y，　Bibli・七ec蹟P6・t・li・a　Vati・・…．C・d・x　B・・gi・・u・

　　　　’latinus　425．

　　　　Missαle　Pontificis　in　nαtivitαte　Domini．　La七in，　「691eaves　（3　quin七6rnions，

　　　　ユquatetnion，3quinternions　and　1．leaf）．460・×320．’、Parchmen七．

　　　　ローマで15世紀末に筆写。folr　69は｝6世紀前半に付加されたもQ。　foL　38Yのキリi．ネ

　　　　ト礫刑図はAntonig　da　Monzaの作。写字隼は・Lucap

　　　「アレクサンデル六七　クリスマスミサ典礼書」　ロトンダ体。　教皇がみずから旧サ

　　　ン・ピエトロ聖堂で執り行なうしきたりであ6た三つのミサ（クリスマス第三ミサギ

」　復活細曜日ミサ・1面高塑バク・・細ミサ）のための典礼書とじて・ボ・瞬ア

　　　家出身の教皇アレクサンデル6世、（1431－1503＞が制作を命じ牽三巻の「教皇1ミサ卑

　　　高書」φ第一巻。ミサ式文1忍すべての祈乱文と聖歌だけでなく、・朗読される聖句ζ，

　　　ミサ典文を含み、、すづての本文は略字なしに書かれている6g・た）寒サ式文！こ挿入さ

　　　れた典礼規範は、伝統的な形式をはずれた非常に詳細なものとなbている。

　　　　’書体は＞15世紀にはほとんど典礼用の写本opみに用炉られたロトンダ体で、字は概

　　　して大きい二字の縦の長さはテ躯トの種類によ眠なり・．典礼規範は聖歌や祈疇．

　　　のテクストより小さめに書かれている。字め色分けは1ミサ式文の祈藤・聖歌・朗読・

　　　憂節は黒・典礼規範は赤≧いう伝統的な．もの翠が・時折ほかの色（青と金）．を加えてtt

　　　いる。

　　　　．「アレクザンデル二世　クリスマスミサ典礼書」の彩色は三人の手によるもので、、

　　　そのうちアレクサンデル6世の紋章と肖像画（fol．8r）』及びキリス』ト礫刑図（fol．38v）、

　　　は写本の完成後に付加されだと見られる。傑刑図はアン下一ニオ・ダ・モンッァ（fl：

　　　1480TlsQ5）’の作とされるが～紋章と1肖像画の画家、裳飾頭文字の画家は特定されて

　　　いない。ウンブリア派の様式的特徴を示す豪華な41め装飾頭文字はひとつとして同じ

　／i’ものがない。』また、、装飾頭文宇の三三には、．アセクサンデル6世のエンプレムが多用

　　　されている。

　　　＊Jssued．as　Roth，．　A．（¢d．）「アレクサンデル三世　クリ冬Yス，ミサ典礼書：・　code．x

　　　’Borg．　lat．425］　Tokyo，1987．　2v．　（Cbdic．e．　s　e　Vqticaptfi’selecti　qzeam　siTT｝，illtme’

　　　・XpTe・Si・iZL・S・・　lq・nni・・P・ψ♪ρII，・・n・ili・・t・P・T…吻脚B翻・theCα・

　　　．Vaticαnqe，　v，63）．原色複製　1．0倍　．〈　Y　P　51－A61＞
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IL8　免罪符
　　　　　　sc

　一時的罪に対する罪の赦しを与えるものとして・中世期ぐ献金者た免囚状（蹟回状）が

発行された。罪に対する償いの免除を謳ったので免罪符とも呼ばれる。’これが教会の腐敗

をもたらすものとして｛ルターの宗教改革で糾弾されf；のは有名な話である。’

　印刷術が発明されると盛んに印刷さ九、グーテンベルクも免罪符を印刷した。印刷術以

前は手書き・で作成され、印刷免罪符はそれを真似たものだが、現存数が確認できる資料が

あまりなく～ブァクシミリも稀である。

41、Darms七ad七，　Hessisches　S七aat聞rchiv．

　Indutgentia．　French．　I　Ieaf．　i80×290．　Parchment，．

　1454年に筆写。

「27行免罪符」　バタード体。　ダルAシュタットの文書館が所賦する手書きの免罪符

れたのも同じ1454年と見られる。現在、440点を超えるインキュナブラ免罪符が確認

．されているぬに対しK手書きρ卑小符は現存する数が少ないたや・、大変貴重な資料で

ある。

＊1・S・・din　M・・t・t，　C・（・d・）L・・吻傭e孟ごe8虎ρu孟・・d・伽P吻・Ti・d’・P・bs

繁騨鱗脚ゆ鴨’922’・叫3回忌1●Q旧くUE81

x

1－9　ユダヤ経典耳aggadah等

ユダヤ教は・r旧纏割の賑として「タ・uムード坤．「カバラrlを持ち溜書注解

．として「ミドラシュ」を持つbr外ムー’ド」の説教の紛は「・、ガダr⊥と呼ばれ・法規

の紛は病ラバL一一］’と呼1まれる・、もともと・口伝律法として伝えられたものが「ミシュナ」

に集成され、ラビと呼ば眠る律法学者によ．り、「タルムード」．が編纂された’。・．

　「ハガダ’」は装飾に富んだ書物として作成され・Pes5αch－Hα9汐αdαh，　Bαrqelonα

Hαggαdαh，　GoZdeπHdggαdαん等複製の出ているものが多い。

！
・

T39一



4？Sp・P・七…b・・g，　P・bli・h＃・i・Bibli・晦・M・・ρ…HAN・・1321・1

畿詰幽kovbe蜘da≒：Meρ順耳・b・ew・．5’・’・av・s・

　11世紀末に筆写6tt

「メオrル・アイィン」晶晶教徒晦ai声・）’の簡略なヘブラ儲文法書』轄、1

以前の文法書と、は》アラビア語でぽなくヘブライ語で書ふれてv｝る憂患異をbている’Q1

キリネト教国におけ．る旧約聖書の学者が使用するこ≧を意図している6不完全な状態‘

で伝わってお味3分の．1葉が転けている。、

＊Iss磯・Zi・li・，　M・N・・M・bT’吻“S・・t・ch・gla・α・S　kaTαim・k・裁9…幡・tik・・

4・e槻卿e乞吻・蜘ん・，画面畑1208g∴！・k・imil・．、M。・ky・，！990．（P・面

tniki、pispzennbsti　Vostokα，「96）単色複製　＜KM13L　AII＞

43（Z・七t6・177）V・・i・ap・Ci七y，　Bibli・・eca　Ap・・七・li・a・Vet・i・晦V・・．　ebr．・133一．

　　Tal？5ziLd　YeTushaZmi．　］1［ebrew．’．　1511eaves；　390×305：’　Parchnienf．：

　　　プロヴァン塔にて13世紀に筆写6

　「エルサレム・タルムード」　タルムードとはユダヤ教②聖典φL一つ。口伝律法の三三

　であるミシュナ（Mishnah）と、それに対するユダゼ入律法学者の議論と解釈を記録．

　』したゲ々ラ（Gerriara）を集大成した．ものである。4世盛末にパレスチナで編集され．

　、た版、（「エルサセム’・タルムー、ド」、別名・「パレス≠ナ・タルムード」）．とそOllOO年援

　にバビロニアで収集された版（「バビロニア・タルみしF’」）’がある。5世紀初め、』ガ

・リラや地砂ユダヤ人共球体は1キVス．論語よる迫害のため燃した。1功サ1
　レム・タルムード」は未完成に終わり、約16倍の分量とより詳細な議論と解釈を持つ

　「バビロニア・タルムード」寮、今日聖典としての権威を確立している。

　＊　lssued　as，　Liberman，　S．　（introd．）．　Talmud　YeriLshalmpis’・（Coddr　Vatican．　Vat．

　ebT．　133）　135　’Photocopies，　’by，’special　・peTmission　of　the’B’ibliotheca　Apostolicd　’

　Y・“cana・、J・・u・ale：m，’1970・単色複製1．0聞く耳Rユ3－17＞，

季4（Z・七七er　589）『　MU．pi6h，β・y・・i・ch・S・・a・・bibli・・h・k：C・d・x　M・hi・典95・

Ba6ylonian　TalmzLd．’Hebrew：　57．71eaves．’．2．．78×200．　Parchm．e’n’ 煤D　・

　北フランスで1342年に筆写6．・　　　1』　　　　』．’

、「バビロニア・タルムrド」「上述めようにタルムードとは〉・・三三律法であるミシユナ

・とその注解のttマラから成るL．ダヤの法律と伝承の集大成本であ転4世紀末にパレ

スチナで編％れた」・ru・al・m　T・Z蜘dと．、その100鞭にバビ比アで編集さ繰

大部のBαbyton’aαn　TαlmZLdの2種類がある’。本写本は後者にあたり、ラビのユダヤ

教の聖典としてφ権威を確立して三目1ご及んでy掲。　’．　・　　　11

・最初の印刷本（editiQ　p・inceps）は現在ライデン大挙回書館カミ所蔵す乙写本（c6a：．

無eltall勧4720）鰍．セて’12Q723年に卿⑳Dan’・1耳9噌潜刊行し

・一 S0一



＊lssu・d…Li・b・・m・・，　S，（・d．）β吻Z・πゆT・1・・i・・d；b・el・・　M・Lni・h』（95）・

Jerusalem，1971．3Y．単色複製　1．0倍‘＜YP　9－23＞

45　（Zotter　808）　Sarajevo，　ZemaljSki　Muzej　Bosne　i．　Hercegovine．．

S・・α卸・耳・99・dah．’H・brew・142　lg・V・S（qμ・t…iρ・・）・・’220×160・P・r・hin・萬

　スペイン北蔀（バ羽セロナかすぐ近くの地域）｝『て1，4世紀後半三朝（13SO年の少し

　後）に制作。　、　’　　t　．．／

「サラエボ・ハガダ」」「 Dハガダーどは、過越しの祭りの宴であるセデルの時に家庭で

唱和ざれる宗教的な式文を記した冊子で、出エジプトの物語を

中心に、祈禧、頒栄、詩篇～物語、歌の類を含んでいる。ハガ

ダー制作には長い歴史があり、数百の写本が現存し・海千の版・

（多くは挿絵付）’が出版されている。・

　「サラエボ1ハガダー一一」は、最初と最後の白紙、、後半の追加部

分を除くと84葉からなる。彩色挿絵が描かれた34葉から始まり

（図14）、その後にテクスト50葉が続いている。19世紀末サラエ

ボで本書が発見されるまで、中世ヘブライ語彩色写本が存在す

ることは一般的に認知されていなかったので、中世のユダヤ写

罐綴撚るきっかけと繰’geも脚↑ブラィ （図14）

「サラエボ・ハガダ’」は、律法（モーセ5書）の全体をrer性をもって挿絵に細

てい’る唯一の中世彩色ひかダーでもある。挿絵は全部で69点・34葉の向かい合う苓』

，ジ＜空白ページと駄卸に2尽7ジおき）引に捕かれている。大半峠ページを上下2つの

パネルに区切っ℃描かμている6天地創造に始まり＼創世記のすづてを描き・出エジ

プト記と続き・モーセ5書め最後（モーセの死）までを揖y・ている・，ヨセフの物語が

最も多く・17を占やてい．る。挿絵画家はおそらくユダヤ入。・当時の一離的を技術が用

いら．れており）．空色、鈍い緑、黄色、朱、tt深紅が使われでいる。

テクストの筆跡はセブアルディム（スペイン・ポルトガルの子ダや人）OPもの・14．

92年斗ダや人がヌペインζポルトガルから追放された時にイタリアに渡り、ぐめ後バ

ルカン半島にもたらされたと推測されている。ファクシミリ化されそいるの1ま、挿絵

部分（34葉）とテクスト部分（4喋）である。

＊，lssueq・・R・七h，C・（t・Xt）’Th・θ卿卸・e・・99・d・ん；雛・“Tん・S・吻・v・H・9－

gαdαh　’ ≠獅п@its　・significαnce⑳the三三。吻．ofαTt，7．　Beograd，1966．原色複製

1．0イ音　　く296－J59s＞　、

46（Z・七t・・489）L・nd・n，　B・iti・h　’Lib…y・Addi七i…1　！47621．

’The　Ashkenazi　Haggadah．　Hebrew．　49’leayes．　375×290．　Parchmeht．

　北イタリア又は南ドイツで1450－60年に筆写5本文と挿絵はJoel　beh　Si卑eo畑こよ

　る。
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「アシュケナーtY　rハガダー」・最：も精巧なドイツ中世ハガダこの一つ・美しい筆跡で

書脚た跡ジプ配の物語・E1…a・bep　J・d・h・f　W・・m・／・（…1176－1238）による

津幡（草書体！、見事に装飾されたイニシャルとワード・パネル丸彩色挿絵で構成され

ている。、

　制作者のJoel　ben　Sim66nな、・1426年代初め、、恐ぢくケルンで生まれた。移り住ん

．だボンで能書家として訓練を受け、人生のr時期を北イタリア古過ごした。本書の書

名は・彼がイ・タリナで“Ashkenazi？≧レで知られてV・たことに由来するという説も

ある．（ドイツ系血ダや人をデシュケナジム1と呼ぶ）6‘

　アシュケナジム、セブァルディム’（スペイン・ポルトガル系ユダヤ人）、イタリアの

．tユダヤ人鴛会は・それぞれが特有のハガダーのテクストと装飾プログラムを発展さぜ

た・故に中世の回漕ガダ旨は制イ乍地によって木別すること飼能黙るがドイツ

とイタリアリ装飾スタイルが結合している本香は、ドイツヵ・らイタリアへのユダヤ人

購獣鼎糠禦撚工1リアmL’アシユケナ「ジ（lla’o　“　Arhkenazi）

∫・＊lssu・d・・ρ・ld・t・ip，・D・’（・d・）’ ﾏ乞・五・nd・n・rトH・99・融…s・d・・恥亡乞・ん傭吻ノ

ein　hebrdisches　Manzeskript　azLs　deT　．Mitte　des　15．　Ja’hrhiLndeTts．’　Basel，　1985．

．原色複製　1．0倍＜YP51－A268＞

　　　　　　　　　　　　　　　　ttttttttttttttttttttttttttli’iillllillillllllili’ttttti・，i．．．．．．．．1’iillilli’1’11illlllllllilili’illillillllliilill’．，．1’．1．1，．liil／）ag．．．．．1’lii

g

　古文書学が中世の公文書の真贋を判回する学として出発した（ロレシヅオ・ヴァテ（14

07「57）がコンスタンジ寄進状を贋物であると見破ったのは有名な話）ことからも分かる

1ように、ヨーロッパにおいて公辛書は重要な言己録と、して多数作成され、保存されて来てい

る・文書辱様式ぐ書体とも写本とは異をるものが多く、・、二本と同じものとして扱う事は出

来ないが、「マグナ・カルタ」のように図書館で所蔵されている文書も多い。．

　法規については、・グラティアヌスによる教令集の編纂、（12世紀）・をはじめとする汚ノン

西側や都市法・あるいは「ザクセン・・シュte・一一ゲ・ヒ」のめな封群があり、挿齢多

い「ザクゼン・シユ∫ピー． Qル」は現存する6部とも；複褻が刊行されている。

　古文書学「「・（diploma七ics，　p41aeograpねy）の対象史料であるので、史料集として複製が多

i数刊行さμており、・Arehivio　pαleogrdfico　itαliα悔。、（1882一　）、やσhαrtde　lαtihαe

αntiquiores（1954一　）ttのよう：な大著．も刊行されぞいる。

47　London，　Public　Reco；d　Office．　．

The　Domesday　Book．　Latiri．・

・Parchment．

↓086年に筆写。・、

・413十475　leaves．　365×260　or　260×122．1
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』匹ムズデー・カク」英呪力PVttグ韓（小蝋
（1027f87）め命にタり作成された、ノ

ルマン王朝時代のイングランドの検地、

帳（図15）。名称は検地帳の記載内容

の権威を「最後の審判の日．（ドームズ

デL）」に具えたもの。ウィリアム1世

はノルマン・uンクエ系トにより新た

に支配するに至ったイングランドの事

情を調査し、税を徴収するため、各州、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’SarbubatTr　ea“．otitgL　c｛c’　rc’o　tnarttho　，nec｛tenttiiattath，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も～11店回5・蜘f灘，．鰍画｛跳u1のm諏艶・a4鮒．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟麟細部翻誰糠畿，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈図15）「

各階の集会に陪審を召集し、各荘園ごとに以下の項目について調査させた。すをわち・

保有者、その上級主君名、地積、直営地g）黎および奴隷：数、荘園内の小屋住玲農ζ農「、

奴・自由農民などの数、共同地の事1青、等々であり、全：部で13，418の地名が記録され

ている，原本はは助ウィンチ細別ー・次いでウェストミンスター．に置かれたが・．

現在はロ、ンドンのパブリック・レコード・オフィスに保存されているb2巻から成り、

第2巻にはエセックス、サブt“ク、ノーアォeクの東部3州のみが三韓され、4ittle

Dqmpesdαyと呼ばれる。、残りの州は第「1巻に含まれ、・こちらはGTeαt　DomeSdαyと

呼ばれる。1984年に5冊本への再製本がなさ九た折、複製が作られ、当館所蔵1ヰ　GTeαt

Do暢e5dαyのみである。
＊Issu，d。，　Gi。αt　D。m。。d。妙．［L・nd・・］，・1986弓92．・6・a・e・．一三複製1・0倍

〈　Yio　51一　A　331＞

　1086年にウィ、．リアみ1世

◎孤磯。←・rゆ£δ蛎轍

1て媚必πr・潟9貫ld釦楓f・St・　guthuf

欝礁鯉濃欝鵡鞭』：

48L・nd・・，　B・iti・h・Lib・abyゆ・t七・n　M・・A・g・・七・・ii　106・

M・gn…晦ゆ・α亡伽古9・）・L・ti・1・　11・af・508×337・．P・y・hm・P七・

　1215年に筆写。・

’rマグナ・労ルダ（大憲章）証明付謄本」’王権の伸張を図ってしばしば封碓諸侯の権

利を圧迫した英国王ジヨγ（1167一’1216）「は、公然と反旗．を翻した諸侯に屈服し・1215

．年6朔日デム、ズ河畔ラニ斗ドの蛎で諸候から腰細軸に調印した・こμ鱒

．文及び63条から成る、「マグナボカルタ」発布の起源である。内容は国王の徴税制限、

賜の舳、不当繊判による甲掛財産没収の禁止など・その麟度改訂再発布
され、1297年最終版がエドワードi世によ「って確認された。17揖紀に英国入の自由と、

人権を保障した法として再評価されて以来、権利請願（1628）、権利章典（1689）と

共に．英国憲法の重要な・二部として尊ばれている6

　　6月1’5日』にジヨ1王が訥印した証害原本は、』現在英国図書舘が所蔵している・調印

後、司教や州長官など求める人々に配布する・ため・「証明付謄本が13部作成された。．現

、存するのは4部で、2部はリンガンどソニルズ飛リLρ主教座聖堂参事会文書室、残

りは英国図書館が所蔵している。とれら．・はすべて1215年6月15日ど吟う嗣印の日付を

持っているものの、大きさ、形、文章の上で若午の差異が見られる。、奉史料は英国図

書館が所蔵する2部のうちめ1部。誰に向けて配布されttかは木耳で．・’．印章は．な．く

一43r’



なっているが～裏面に！よ1629年にロバrト・コットン』（1571－1631）が入湯した経緯が

・記されている・．コットンの集めた’コレク． Vョンは1700年・に国家に寄贈され、ハーレイ

文庫・スロー1ン文庫と並んで大英博物館創立（1753年）の核となったも0）で「ゴット

灘記」llリンデでヌ7アーン福音剖ベーオウ・9フ」等の有名鱗カミ鱗て．

本複製は姻轍府刊働を刊行するHMSOが刊行した・もの℃ある。

麗ue蒸留；瓢α加α噸・n’・ndfacs’mil・・　L・ゆ1965馳複製「

49（z・t七・・934）＞i6nn・，6・terrei，hi，ch。・N。ti。n。ibibli。th。k．　M，1338．

　Z）ie　Goldene　’B2Llle．　Latin．1’80　16aves．．423×295．　Parchmen七．

　、プラハで1400年に筆写。47点の細密画。

「金印憲章」’、ゴシック体。　「金印憲章」どは、1356年1月．に神聖ローマ皇帝涛ルル

4世（1316－78）がニュルンベルグ帝国議会で発布した帝国法でY同年12月にメッツ・

帰国議会で補足された・ド1ツ’国王（神聖ロ「マ帝国皇帝）の騨制と蹄侯糀

が主な内容となっている。勅書め印璽に輩金を用y・たために金印憩章あるいは金印勅

書・黄金文書と呼ばれる◇、当時妥当していた慣習法を或丈化した31章から成る6この

金印憲章によ．っで、選出侯は無制限裁判高趣、・至高権などを獲得する代わり’にぐ領邦

’国家形成に敵対する動向は抑えられ・市外市民の採用や三三君主に対抗する都市内外

』の団体や同盟が厳禁された。

　この写本は発布から40年以上経った1400年にドイツEにしてボヘミア主Werizel

（1361－1419）の命で制作されたもので、』文書というより彩色写本のように仕上げられ

ていしる・特に先頭ページ’ if・UのばHasenbu・9　MaSt・r．により華やふな装飾が施さ

れており、｛の細密画の作者は本書にちなんでMaster　of　the　Golden　Ba11と呼ばれて．

いる・ちなみに・Wβ・zeiが作らせたドィ傭最古の韓本外部またオマス・トリァー

陶画館臓されでいる（C・d・2759－2764）6、なお、本州は1697年にブラシ・クフ・レ

　　　　　1一』・．t　”t．t　t．・’「　・トで刊行されたThUle・neyさr：TTα6tatio　de－BuZlαα％γeαの付

贈
、
δ
鳳

父）lll論，lr，・鹸rll蝉レ

ド臨廊rlμll由。紬

　　《図16）．

、録として活字化され，（書体は異なる）’ A本複製はそのリプリ
・ントにオリジナル写本の複製を20枚付けた．ものである。（表

．三三f清福三三」・（49）参照）

．　＊，　lssued　in　Thtilemeyeny，　H．　G．　（ed．）　Die　Goldene　BzLgie．

G．razl　1978．　’挿入図版20pp．原色複製．（部分）‘．0．．95倍

［　一堰iYP51：一　A86＞’　’

　　　50・（Zott6r　303）Hamburg，　Staatsarchiv．’Ms．　Cl．　VII　Li七1

．，禰1，　L・⑳2・・i・1・．．．艦，　　　　　　へ

・一・一・ヨα吻geTθ励・cht　v・nエ497・．　qe・脚∵β・・16・Y…

　　　　340×2401　Parchrpent：’．．／　／　，’’’ r’

　　　　　　　　　一44一



’ハンブルクで1500年頃に筆写。

「ハンブルク都市法1　テクストウ．一ラ体6115章冷ら成る都市法。ハンブルクはカー

ル大帝が築いた定住地として始まり（810年）’k　1290年には市参事会堂も建でられ、ハ

ンザ同盟の都市として繁栄期を迎えている。都市法は1301年4）もの（全174葉）が現

存してい．るが、本写本は1497年制走のもの。’35の丁から成り、，全301葉。細密画が含

まれており（図16）、本複製1は細密薗を中心に18葉ρみの複製である。

＊　lssued　as　Reincke，　H．　（ed．）　Die　BilderhandschTift　de3　Ham，　buTgisbh’en　Stadt一

・recht・・v・n・1497・H・mb・・g，ユ968・（V・r・ff・磁φuπ9・…・d・・T・　Stααt・ar・hiv

d・・　F・eie…照・剛・dt　H・吻・，碑4・）聴麟（音tl分）1，暗

〈YP51mA492＞　’　・　．’r
51　Madrid，　Archivo’　Genera！　de　Simancas．

　Isa．bel　la　Cat61ica：Testamento．　Spani’sh．

　1504年10月12日に作成。

スペイン女王イザベル「遺書」

52　Madrid｛Biblioteca　Nacional．・

　Isabel　la　Cat61ica：　Cod’ieilo．　Spanish．

　1504年11月23日に作成。　・　　　’

スペイン女王イザベル「遺言付属書」

P．　R，　30－2，

1十91eaveS．　297×223．　Parchment．

vi七．6－6　antes　T．．3011　Folios　195－198．、

　　　3十1　leaves．　297　×　208．　’　Parchment．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　スペイン女王イザベル（1451－15Q4）は、ttカス

ttティーリャ1レオン王国の国王フアン2世の長女として隼まれ、隣i国のアラゴン皇太

子フェルナン，ド（1452－1516）との結婚（1469年）により、1474年に女王となる．とアラ

ゴンt’カスティ・一リャ2国の統合を実現し（法王アセクサンダー6世よりカトリック

園主の称号を得る）・近代ズペィン成立の肇端を開いた・武装艦隊の育成やコロンブ

スの下冷などの輝かレい業績を残し、1504年11月25日1メディーナ・デル・カ』ンポの

宮殿にで死去した。i

　、「遺書」および「遺言付属書」は、病床にあったイザベルが死の直前に記したもので

あ咲「遺書」は、．陛下な力トリヅク教徒であったイザベルの生活信条や政治姿勢が’

端々噺み詰る内容である・王位継承問題についでは，フランドルに三三ミせた次女

フナーナを次期カスディーリャ女王、婿のフィリ1ップ公を次期カスティーリャ王に定

めているb最後の頁には「我、女王」の署名がある。そして、「遺書」の作成から約、

1ヵ月後に書かれ左「遺言付属書」には、税金や側道の設定に関する項目などが収！‘’

られる。イザベルの死後、遺言通りにファ「ナ女王が即位するが、この新女王はすで

灘囎難ヨ罐戴冠轟嘉手フ堺1岸として1座
　牛耳果は・．ζの二つの文書脅合わせたファクシミリ版である。

．＊lssu・daS　T・st・m・nt・y・b・di・il・d・野路13・b・l　l・C・t61i・αデエ2　d・・ctubre

ッ23dとπo”乞em6γe　de　1504．．［Madrid，1969］，原色複製．LO倍　＜．YP51一　A708＞　t／／
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懸．繋鑛

　ここで学芸と呼ぶのは・・中世初期には既に確卒されていた．・「返申七学芸（s6ven　liberal　’

ar七s）」を土台にしrzrいる。そ：れは専門科目への基礎学科であり、修道院あるいは大学でま

ず最初に撚ちれた訪ナト・ス「文法書」・・fPアリ朴テレス「オルガノン」、午ラリ・．

’ド、「原論」等は繰り返し作成されたデクストである。ギリシア・ロー’マ古典が礎になって

おり、アラビア経由の科学書も多く作成された。

文系の学芸に属するの家法書瀞書類縣の学芸存するの舶三二轄（算術．
．占星術・航海術等）であり・3－4万点の自然智学書の現存が確認されているρ数学関係．

め中世写本のデータ■’ベーヌjordanus・はインターネットで公開きれており、’ ｻの中で点

難瀞郷トテレス’」IT）　］J・．ッ隅ヒマ慨ボ干テ轡・ヴエ「

53　（Zo七ter　287＞・Ghen七，　Bibliotheek　van　de　Universi七ei七Gen七．　Ms．92．

Lam6・・t・LibeT・fl・riduS・．　L・七i・・「・289〈27ケ？）1・aY…370×204・P・1・hm・nt．

　Saint　Omerでl120年に筆写。　　：　一　　　　・．・tt　「1　　　t’f

「華の書」　ブシック体。

（図17）・

中世にejlセビリアのイシドルス．・「語源論」、ボーヴェのヴァ

ンサン「自然の鑑」等の百科事典が作られ℃いるが、本書

も約192に及ぶ異なる著作からの抜粋を編纂した、一種の

百科事典。様々な地図や図表を伴ってy・るq編纂者のべネ

ディ．クト僧Lambert（b．1060－1125）、はフランドル地方Saint

Omerの僧会評議員で・数年かけて編纂、1120年に完成レ・

た。本写本はLamb6rt自筆のものと考えられている・（図ユ

7）。いつ、いかにしてゲントにもたらされたかは不明であ

‘る。16世紀前半まではゲントのSt．Bavo修道院が所蔵して

いたζとが知られている6本書の別の写本がウォルフェン

ビュッテルとパリに蔵されているが、ゲント本が一番古い。

地図にばヨrロッパ図、マクロビウス図、T－0図が含ま

れている。

　本複製は部分で、細密画のある部分のみ原色複製である。
．’

磨Dlssued　as　Derolez，　A．　（ed．）　Pamberti’S．　AzLdomarl　Cahonici　LibeT　floT．idus；

Codex　authogTaphus’　bibliothecae’　al　niversitatis．Gdn’davensis．　Gandavi，　1968．

原色複製（部分）i・0倍　＜￥P21－62＞　　　∫、』　　1’、

S4「（Zo七ter　l43）Va七ican　City，　Biblio七eca　Apostqlica　Vaticana：、Codex

　P＆la七inus　la七inus　lO71．　　・　．　　∵・　　　’　　　　　　　…　　　　　　　』t’　 ．．
P．．一

@．
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　　Frederick　ll　：　De　aTte’vena’ndi　ctiM’　avibzelsi　Lhtin．　’111　leaves．　・360×250．

　　Parchment．　’　’　．　．

　　南イタリアで1258年までに筆写。

　フリードリヒ2世「鷹狩りの術」カロリング朝体（小文字〉。　この写本はホーヘン，

　シュタウフェン家のブリ’rドリヒ2世』（1194－1250）の息子マン、ブレッド王のために

’30年以上かけて制作’された’ものである。・鷹狩り（falconry）op発祥は紀元前のインド

　と言われ、古代エジプトやギリシア、ローマなど世界の各地で古くから行なわれてい

1た。ヨーロッパでは二一ビング朝時代，（5－8世紀）に貴族の間で流行し、主に王侯貴・

族のスポーツとして定着したようである。鷹狩りに熱心だった神聖ロー々皇帝フリー

　ドリヒ2世によ為この「鷹狩りの術」は・自然哲学者でもあった彼の意図を反映し》

　様々な鳥の生態について実証に基づく記述がなされ、アリストテレスを否定する見解

　も述べられている。色鮮やかに描かれた鳥の絵は900点にも及ぶ。全体で6部構成と

　なっており、鳥類学的な紹介に続いて、鷹狩の手法や鷹の馴養法などが書かれ、中世・

　における重要な鳥類学・鷹狩「りの文献である。　‘1．　　　　　　　　、、

，　1969年に忠実な複製が刊行されており、本複製はその抜粋版。

　＊　ilssued．　as　Willemsen，　C．　A．　（ed．）　Das．Falkenbuch　Kaiser　Friedrichs　’des

Zweiten　’＝＝　De　arte　venandi　ciLm　avibiLs；　zwblf　Fdksimile一．　Przecke　diLs，dem

’　Codex　Ms．　PalatiniLs　Latinzts　1071　der　Biblioteca　APostolica　Vaticana．　Grdz，

　1973．原色複製（部分）・0．93倍　＜YP51－A84＞　　　　　　・

55　’ iZotter　673）　Padova’，　Bibli6teca　capitolare．　Ms．　D39．’　・

離瞥繭説聯　噸、’ゆ34脚350メ241’
　Padova？で14世紀後半．に筆写。．、　．　　’　　．　　　　　　　．、　　一

ドンデイ「天体論」　カロリング朝体（小文字）。ttジョバセ斗1デ・ドンディ（131．8・

「89）にイタリアめ天文学者で医者。進歩した歯車技術に基づく優れfg天文時計

（astrarium）をユ6年かけて造り，（1364年完成）、時計製造者として当時…のヨ、一白ッパで

名声を得た。時計自体は失われたが、「その天文時計につ∀・て書かれた論文で毒る本書

で知られ、パリの天文台で天文時計が復興されている。　　．、

＊　lssued　as　his　Tractatus　astTdriis　Bibtioteca　capitolaTe　de　Padova，　Cod．　D．39．

Citt・　dg1・Va七i・an・；．1960・．・（0・d¢ce・e・・ecc！・s’i・・tl・i・ltdli・・BibZi・栖・ci・selecti，

v．9）単色複製』1、0倍　＜VF　6－Y486＞

56・（Zot七ef　694）Paris，　Biblio七hさque　nationale　de　FTance．　Ma’nusc『i’t’　frangais・616．

．　’．　Gaston　Ph6bus：　Le　Livre　de　ta　chasse．　French．　218　leaves．　・　357　×／250．

　Parchment．

　パ・リで1407年に、続きは15世紀から16世紀の問に筆写。

ガストン・ラェニビュ’ス「狩の書」・ゴシヅク体。　フォア伯ガス下ン（133ユニ91）は
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中世め狩猟家。金髪であったことか1らPhOQbus（太陽）．

と名乗った。異本が44種存在しl1387年から．89年にふけ

て、まずガズトンの口述を写字生が筆写する三三で作ち』

れたと思われる。本写本はガズ、トンの没後、』パリの細密’

画家Master　of　Bedfordの影響下に制作され（図i8）、　i5

世紀末に1まSaint＝Vallier伯が所蔵し、’後にルイユ4世の

所蔵とをつた・87点9締甲を含み・少なぐとも3人a．

手が区別される6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図18）

　1976年に忠実な複製が刊行されており、本複製はその抜粋版。ttまた90点近い本写本

細細爾騨官のウエブサイト諭示会し・晦1・・V⑱・螂）

．　＊　lssued　a＄．’Thgm4s，　M．　’（ed．）　Dds　hijfische　」agdbzLch　．des　Gastoh　Ph6biLs」　die

吻吻・chδn・’t・n　Bildseit・n’・’zL・・蜘一筆！・α噸8　r　616⑫B伽オん惹qu・’

n“t’onαle，’Pqsis：　．，G「arl　l979源濫僧（部分〉’1・O倍．〈YP51－A82｝

57．伽七・・742）P・・1串，Bibiib・hさq・e・・tig’・・1・d・F・…』．　c・d・x　1・tmh・P・・i・inu・

　7239．

　Taccola，　Mariano：　Tratat　despTe’arta　inititara　si　inasinale　de　razboi．　’　Latin．

　11．41eaves．　230×320．　Parchment．　’
　1470年に筆写。・・

「軍事論」・・ゴシック体・’　軍事技術と戦争踏め機資材につい七の著作。著者Ma，ian。．

Taccola（138Pc・1458）’はうテγ語形Paulus．Sancti耳us．DucensiSとしそも知られ

る。14世紀末、カルパティア山脈からバルカン半島地域で予期きれていた対オスマン・

トルコ戦争（1396年9月2明ニコポリスg）戦》・でヨーttロッパ側が敗北）に備えて、いる

最中に・キリスト三国り軍隊を率いたハンガリ片王ジ．ギス．ム．ント（1368－1437）め宮

．廷があっ左ティミショアラ（ルーマニア西部d）．都市〉で書かれた6彩色挿絵、・後に付

抑され嫡繭一山パの姻がイ寸いている・フランスのコンスタ、ンチ匹プル大使

Piprre　de　．Girardinがi687年にトルコ皇帝の図書館で三見3入手し・16s．s年パリにも

たらtl．した。』 @　　　「　1　、　　　　　　．．、　　　「、　’
　．この著作はミユン今ン．（lat．monac．舶800）．やヴェネツィア（lat．2941）、’ニゴ」ヨー

ク，（Ms・136＞等にil）る様夕な畢本で知られるが、フランス国立図書館に在る本写本

lat・7239が最も完全で美しい。しかし、本複製は部分的な単色複製である。　lg84年・

にもBaden－Badenで複製が刊行されている。　・”：　　　’

＊lssu6d・・1・n　D・mi七・iu－Snag・v（・d．）Trαt。t・d。。P。e醐。’inilit。。d　si　md。inil。’

．1

р?@rαzboi　：Codiρele　1αtin　．de　1α　PαriS　7239．・Bu’ モ?≠窒?唐煤C1979．単色裡製（部分）．

・〈PS131－A15＞　，

’　58’　Milan，Bibli6teca　Ambrosiana．
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　1、eon＆rdo　da∫Vihci：、　Il　O∂砺ceαtlαntiρQ・　1七alian．　l1191eaves．・ParchMent．．　t

　1480年頃から筆写。、

レオナルド・ダ・ヴィンチ「アトランテイコ手稿」．「モ．ナリザ」で有名な画家レオナ

ルド・ダ・ヴィ．ンチ、（1菊2「1519）』がアンボワ‘rズで亡く．なると・』おびただしい数の手

稿・素描が弟子Francesco　Melziに遺贈された。、彼はそれらをミラノ近郊ヴァプリオ「

に持ち帰ったが・1570年に彼も亡くなると・ζの大軍の手稿類，1手心血し始める。この

手稿の熱心なコレクタTであったPombeo　Le6ni（153371608）は集めた手稿を再編集

し「素描集』（diSegni）」と「機械等素描集（disegni　4f血achine．．，）」の2種に分けた。・

今日潮者がウ四ザー・tiレクシ・・ンとして知ら1れ、儲が「ア陣ンティ出稿」

として知ら．れる・この「アトラ・≧テイコ手稿」は1625鰍G・1・aZ・・A・c・n△・i蝿入・

し＼1637年にミラノのアーンプロシウ系図書館に寄贈した。ζの時、後出60のルカ’・パ、

チョー・リ「三三比例論」（レオナルドリ挿図を含む）．や今日パリ学士陛の所蔵する手．

稿も併せて寄贈されている。レオナルドの手稿には、．他にもマドリヅド国立図書館の

蔵する「マドリッド手稿」や大英博物館の蔵する「アランデル手稿」等がある。、

　「プトランティ’コ手稿」は1480－1518年に描かれたも、0）で、405葉から成っているρ・．

まず、．1894－1904年にミラノg）Hoepli社が複製本を刊行したがk　1964年に手稿をオリ

ジナルの状態に戻しながら補修を行なう作業が始まり・全体を1，11喋に整理した、『．

よ、り完壁な複製本が1973－75年に刊行された。他のレオナル「ド手稿の複製本も刊行さ

れており、島本の岩波書店も「六リ手稿」「ウィンザ’手稿」「マドリッド手稿」等の

複製を刊行している。’‘

＊　lssu，ed　as　ll　codice　atlantico；　edizione　in　facsimite　dopo　il　restaiLro　detl’

originale　cQnservato．z　ella一　Biblioteca　ambrosidna　di　Milano．　・　［Firehze］，　1973－75．．

撫藻’辮蟷離脚rヴ甑e岬論叢α掘od岬・

ド　M一’．1’数・学

　ヨrロ「ッパ中墨においてギリシアの数学が受け継がれていたとは言い難巫㌔1アポロモウ

スやアルキメデスが広．く知られるようになったのは16世紀以降である。しかし、、9Z一ク

リ．ッドについてはボ土ティウス（c．480L524）が訳したものが伝えられており．（実際には9

・世勘ら1・世紀の訳とも回れる）・・1 I書もア～・・フワリズ§二・サク・叔コ・・’7・ボ

ナッチ、アニァヌk等による． 烽ﾌが知られ、・ナラビア数字の使用を促したと言われる。

59　（Zbttet・281）Flor’ence，　Biblio七eca　Riccardidna．’　Manoscrit七b　2669．

　Calandri，　FilipPo：　TTdttdtq　di　aritmetical　ltalian．　122　leaves．　’　170×166．

Parch’ment，　．．　’　’　一　’　・　’・　’　”　’　一
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　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y

　15世紀末に筆写。細密画は．qioYapni　di　Giuliano倉bccardiによる。　　　　　　＼

カランドリ』 u算術書」・．人文主義書体（斜体）。　本写本は、ルネサンスの擁護者白レ

≧ツォ・イ・レマニフィコ（1449－92）‘の息子で・．後のヌム「ル蝉となるジュリアー・

ノ・デ・メディチ（1479T1516）に献呈された算術の教科書である。献辞が書かれてい

るわけではないが・1メディチ家ρ紋章やILe　tens　revieht（時は再来せり）というモッ

トー、Rのイニジャル等々の装飾からそれが知れる。’数学と幾何学の様々な問題が明

　　　（図19）

ミごアチュ」ルはポッカルディーノの工房の関係者によるものと考え．られているd

　．1493年にフィレンツェで刊行’されたFiliPpo　ealandriの．ATitmeticαとV’・う木版三

三を多数含んだイシキ午ナブラと本書は内容的に同Pであるので、本書の著者もガテ

ンドリとされている。「　　、　　　1　　　．．　　　　　』　　　、　　　　、、t

＊　lss’浮?п@as　his　Aritinetica；’　seconelo　la　eezione　del　Codi6e　2669　（sec．　XV）　della，

Bibli・teca　Ri・ci・・伽伊姐一・・A・u⑳G・Arrigbi・．耳i・e・ze，・1969・3・1”

原色複製「1．0倍　＜MA2野A40＞

．「るい色彩め挿画と共に収められ、子供が楽しく学習出来るように

という制作者の配慮が感じられる。第1葉には、．万物の根元は数」

であると説いたギリシアのピタゴラスと見られる．人物が描かれて・

おり・（図19）、・次に、建築モティーフの枠取りが施された掛け算の．

表が続く。算術書本文に入ると、木の切り株の絵に囲まれた数学・

q）公式やく植物模様で飾られた金色の頭文字、さらに挿画として1

古代趣味的なギリシア神話の場面から筆写当時（15世紀末）の市

民生活の風景まで、多種多様なモティーフが現われている。、この

60　 （Zotter　552）　Mi，lan，　Bibliote’ca　Ambrosiana．　’　Ms．170　sup’．

　Pacioli，　Luc．a：’De　diVina　Proportione，，　ltalian．　・130　leayes．　285×197？　．　．

　Parchmen七．　　』　　　　’　、　　・　　　　’、　、　　　　　　　、

　1498年以降に筆写。レオナルド・ダ・ヴィンチによる60点の挿図。

「ルカ・パチ自rリ「神聖比例論」　人文羊義書体。黄金比論（a：b＝b：，（a＋b）となる

比のこ．と）を扱った敵・’著者のルカ・パチ・一リ（1445頃一1517）1ま7ランシ知会

修道士で、ノセネサンス期イタリアの数学者。ペルー・ジや大学をばじめイタリア諸都市』・

　　　　　　　　　　　　　　　　の大学、喜廷で講義を行ない、当時の数学的知識

・1』r癒藪［．．毒詠を集大成した「算術畿何比及び比例全書儲

輝島

（図20）

　　　称スンマ）」（ヴェネツィア、．1494年刊）の下図と

％、して名声を纏いた・1ちなみに「1ンマ」腋明

　糊．．簿記について初めて論述した印刷出版物として、「

　　　会計学史上の重要文献になっている。1496年、1パ

　　　チョ・一リはミラノ公ルドヴィコ・々リアrスフオ

　　　ルツァz（イル・．モーロ1）の宮廷に招かれた。そめ’

　　　感謝の印として書かれたのが「神聖坊三論」であ
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る。「 C本支71章、補遺20章から成り、1498年頃には完残してv＞た・レオナルド・ダ・ヴィ・

ンチの描いた60点の多面体の挿図が付されているめが穂の一つ碑20）・二人｝まミ1

ラノ公の宮廷で知り合い、親密に交流したことで知られている。

　パチョーリは「神聖比例論」の写本を3冊制作させた。うち2冊が残っており、本’

写本（アンブロシウス図書館所蔵写本）は，Giangaleazzo　SanseVerinoに照ったもの

’で、Galeazzo　Arconatiの手を経てアンブロシウス図書館へ寄贈された。．黒と朱のイ、

ンクで筆写さ’れ、fo1，1の双頭の竜を描いた小型細密画と紋章、痩躯の小型イニシャ

ル、・レオナルドの掃絵（f・1．91－120）は彩色されている。他にはミラノ公への敵呈写

本がジ4ネーヴ図書館に残っている。1509年には「神聖比例綿」・1≠・建築におサる黄

金比論を第2蔀こ・ピエロ・デラ「・フラシチェスカの「寸寸体論・〈De．　corporibu．li

』reg・・1・醐・）」・のイタリア言上訳を第3部に付け加えた形で・ヴエデツィアで出版され

た6こちらではレオナルドの挿図は～木版画に変えられていや。
＊Issued　as　Marinoni，’A．　（intTod．）’　［De　divina　propodetione］．　Milano，　1982．　（Pontes

・伽』翻傭ce磁・¢一三岬蜘与ぐ・α一bナ6・蜘・，72）
原色複製　1．0倍　＜K25一　A．11＞

題一2　音　楽

　古代ギリシアにおいでは4年毎に・運動競技だけでなく三種音楽（キタラ賛歌やホメロ1’

ス賛歌等）の競技会が開かれたと』 ｢う。古代において、音楽は重要な教養三目’とレて位置

付けられ、そみ延長として、三世においてもボエティウ．ス・「音楽教程」が自由学芸のひ．と、

つとして教えられた。じかし、中世においては教会音楽が中心的な位置を占め、グレゴリ

．オ聖歌に代表される典礼の音楽が発達した。

　詩篇やミサのζとば・祈願等・様々な文句が儀式に応じて使い分けられ・アンティフォ・

ナーレ、カンタトリウム、、グラドゥ．アーレ、インヴイタトリウム、セクエンツィア、レス

ポンソリウム等と呼ばれる。記譜法も色k’あり、1889年から♪α160grαphie　miLsicdle≧・

いうタイトルで楽譜のフアグシミ、リが刊行されてい・る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
61　1asi，　Bibliot（）’ca　Centrala　Universi七ara‘Mihai　E環inescu’。　Ms．160／一IV二34．．

The　lasi　Gospet　lgcCionaryv’　Greek．　一’　156　leaves　（1　duernigh＋19　quaternions）．’

　245×168．　Parchment．．’

　11世紀に筆写。
「ヤーシ福音書読諦集（　kt　r・シ典礼書）」　典礼書（iec七i・na士y）＝は、礼拝の時に朗言尽す

る朗読箇所を旧約・新約聖書などから集めたもの。ミサまたは聖三目課の問に朗読さ

れる。主なビザンツの典礼書は、その内容によってぐ福音書読論集（土ヴァングリア

リオン〉、旧約聖書議事集．（プロフェト口前オン）．kI’使徒書簡読訥集（アポスト．ロ塔）
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隅
一壽
蚤

　　　　（図21）・

ノーブル総主教ゲ≧ナディオス2世（14σ0？．一68？）によるギリシ1ア語の祈事があり、

トルコ人の侵入からキリスト教徒を救ってくれるよう神に祈づぜいる。恐らくこの書

き込みはコンスタンチノープル陥落（1453年）援に書かれ、その時写本はゲンナディ

オス2世によってマケドニアのセラエ（Serrae）修道院に運ばれた。彼は1459年その

修道院に避難し、1468年に死んだ。ここから別の避難者がモルドバに避難i場所を見付

け、写本はルーマニア北東部の町ヤrシに来ためであるb’、

　本書φ表紙は2枚の板を録の革で覆ったものである。’、　　　　　　　Nt

＊　lssued　as　Pantiru，　G．　LectionarzLl　evanghelic　de　la　lasis　MS．　160．／　IV－34．

B－e・七i，1982・1単色複製0・47倍＜Kp351－A2＞

　　戸『……と称されている。本写本は聖人の祝祭日に読訥さ紅た18の

　　　　　福音書の抜粋．（Gospel　pericopes）を含んでおり，ルーマニ
　　　　　ぢ凝　　　難アに現存する鹸古の音楽文献の一つである。金またほ赤イ
　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

繊難燃欝雛、蒲編購1三1
‘　1ン・ルーマニア地域でどのようにhテなわれていたか知るこ

麟と諜犠に残るラテン語の書き込みから、12。4年コン

鞭欝スタンチノーブルで任命ぎれた総主教によって、、この本が．

　　　　　用いられたと考える学者もいる。f．1irには．コン入タンチ

『62’i乞・tt・・189）V・’ti・an　City，　Bibli・teca　Ap・・t・li。a　V。ti，融C。d，x＞。石i，ariuS

　latinus　1202．

　五・kti・nα・　ZZL　d・h　Fe8t・物4・T　’Heiligen　B・nedikちMα解U5槻dθCん・1α・tikα．

　Lati11．2621eaves．370×254．　Parchmen七．

　モンテカッシーノで1070年に筆写。

「聖ベネディクト読諦集」．（モンテカジシーノ風）ベネヴェント書体（小文字）。　本「

　　　　　　　　　　　　　　写本はモンテカッシーノのベネディクト会大修這院で

．堪輪㎝軒臨暫嗣｝eq・・CUf　gLf・s

（図22）

　　　　　　　セ　　　　制作された絵入り聖母集である。同修道院では聖ベネ

　　　　デイクトゥス、聖マウルスおよび聖スコラステイカ（ベ

　　　　ネディクトの妹）の3人それぞれの祝日に際し、この

　　　　ラテン語典礼書を歌隊の朗諦に用いて来た。なお、イ

　　　’ダリアのヌルシアに生ま’れた聖ベネディクトゥス（c．

　　　　480－c．550）はスビアコで隠遁生活を送った後、無所

　　　　有・純血・服従を基礎とした修道士の守るべき戒律を

　　　　定めて（529年〉ベネディグト修道会の祖となった人物
．　＿A“＿咤1

　　　　である。写本の内容は、修道院長デシデリウズ（在位

　　　　1058－87）に対する韻文曽於に始まか（f61．1v）、本好
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きな彼の肖像が見開きの右ぺ曽ジに描かれている（fo1．2r図22）。・各四行句の冒頭の

辛字がDEslDE耳livs　ABBAs．8　’v・う折句を構成している・組成は四枚〕綴り折丁

（quaternion）』である。全体を筆写した写字生は、他のモンテカッシーノ写本に・「レ

オ」の名を署名している人物（・Leo　Marsi6anus）と同一視され、彼は修道院図書館長

・であり、現在ミュンヘンにある「モンテカッセノ年代記」〈Clm4623）の作者であるとtt

されている。聖務日課の際に朗読される文章については大型の文字が使用され、．文中．

の挿画に加えられた説明文の赤インクの小型文字との対照が見事である。．この書体は

ベネディクト会が用いたものなので、ベネヴェント書体と呼ばれている。．

半、Issued　as今道友信他監修「Oodex　Vαtic．　αnus－Lαtinusユ202；「聖づネディクト・聖

マウルス、聖スコラステイカの祝祭のための三三集」、JaPanese　ed．　Tokyo，1983．、

・2v．原色複製．1．0倍　＜YP　9－A57＞

63’　（Zotter　421）　Leiden，　Bibliotheek　dey　Rijksuniversiteit．　Ms：　Lpk．　2058．．

　Die　gheesteliclee　meZodY．・　Putch．’　72．le4ves．一　150×．110．　Paper．

　オランダで！470年頃に筆写。

「聖歌集」　混交書体。　ライデン大学図書館が所蔵するオランダ中世の聖歌集。オラ

ンダ北部めある修道院で尼僧により作製された紙の写本であり、19編の歌を収録して

いる。9つの’曹浮≠狽?Ehi・n．からなる全72葉で，各折丁の最初の4葉に折丁記号が記して

ある。各歌詞の初あの頭文字には、主に赤と青のインクを用いた植物模様の装飾が施

・されている。’テクス．ト⑳各誌はfol．60rまでが19行、それ以降は17行で書かれており1’

恐らく写本全体が一人の写字生の手によるものと見られる。十字架を背負うキリスト

をはじゃ・教会における様々な場面を描いた14点9）挿画があり・そのうち12点が頁大

@q）細審画となっている。現在の製本の状況は、‡8QO年頃のものである。t．

＊　lssued　as　Obbema，　P．　F．’　J．　（ed．）　Die．　gheesteli．cke　melody；　Ms．　Leideh，

σ幅”βr8吻痘6γα瑠，　Ltk・・　2q5s　．　Leideh，1975．、単色複製　1．o倍　＜YQI8－12＞

64P画na，　Sgo執1a　rquzicala　de　Ia．Putnd（Biblio七eca　M釦astirii）．　Manuscrisul　nr．

　56／544／576　1．　・　．

　Antologhiqn．　Greek　or　Church　Slavic．　1601eaves．　Parchment．　，

　16世紀に筆写。

．＊lr・ud、a・Ci・banu，　G，（ed・）紘幡胤Z痂・56／544／576　Z帥M・h・吻eα、

P・・tnd」“Ant・Z・ghi・h”S‘［S・・晦m癩・α1・d・t，・P伽・”．・B・・u・er七i，1980．

（lzvqαTe　ale∫　muzicii　romanesti，・．　v．3）単色複製　＜K：D237－24＞　　．‘　．一

165・PUt・・，、　S・・al・m・・i・・1・d・1・P噸’（Bibligt・¢・M・…七i・ii）・M・・U・c・i・ul　n・．

　1　r26／lasi．

　Antologhion．’　．　Greek　or　Church’Slavic．　2361eaves．　Parchnient．．”

　1545年に筆写。

＊lssqd　a’s　CiobanU，．　G．　（ed．）’　MahuScTistil’nr’．’1－26／lqsii　“’Antqloghion”’ G　“S6qala，

　　　　　　　　　　　　　　　　　一53‘



7itzLlicala’de　la　1’utti｝a”．．　BucuTesti，　1981L　 　’（lzvoaTe　ale　muptcii　romanesti，　v．　4）’　，

単色複製　＜K：D237－27＞．

66　Pu七ha，　Scoala　muzicala　de　la　Pu七na（Biblib七eca　Manastirii）．　Manus6risul　nr．、

　12／Leipzig．　一i　．，　．　．　，’　．’　e．i

　Antologhion．　Greek　or　Church　Slavic．　3十1341eaves．　Parchment．

　1550年p・b70年の問に筆写。、

．＊lssud・・Ci・banu，　G・（ed’・）『M・n・Lscdii・・Ll・nT・エ2／L・加9・働・Z・ghi・n”i“S・g・la

muzicald　de　la’Putna”．　Bucuresti，　1985．　（1．zivoaTe　a！e　miLptcii　romanesti，　v．　6）

単色複製　〈UP72一’A118＞

「アン．ドロギオン」’上記3点の写本はルー々ニアのプトナ修道院が所蔵するビザン

チン音楽の楽譜である（図23）。プトナ修道院はモルダビアのスデツァン王子によっ、

111；蕪準準準準灘欝轍夢繍1

称される、14～15世紀頃めビザンチンの礼拝用の歌曲や記譜法を現代に伝えるもので．、

熟1ρ1鰍搾れ脚写字牛に痢ト言臓脚処で｝か

難懇羅離、

　西洋中世の医学は以下の4つに大別出来る。①ギリシア・iii一マ医学を引き継いだもの

②㌘ビア医学を取り入れたもの③スコラ哲学に組み込ま批もの⑳賄医学・．①で

はHipPoctates・Gqlenus・、　Celsul等の医書が重手じられtg。1②では’1　1世紀半ばに設ヰされ

たサレルノ大学で7・・ラビァ医学が三三れ出すと．Ab・1…i・・A・icen…、Rh・・i蒔の医書

が導入された・③ではアルベルトゥス・・≠ダヌヌ・ゐミ権威となり》他に外野学ではGtiy　de

℃hauliagやGUido　Lanfranchiのタうな人が出た。④め民間医学も牽んで、．アルドブラン

ディーノ層「身体養生」（1256）・を始めとする健康iマニュアルが多数書かれている6

67　（zo七ter　932）vienna，6sterre’ichische　Na七ion母bibli6七hek．　cod．．93．

　．Me漉。伽αα撹乱磁．　La七in．1611eaves．280×！85．　Parchmen七．

』シチリアで13世紀の半ばに筆写6

「古代の医学」　ゴシック体。　古代末期の薬草および医薬材料に関する著作をま．とめ
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たもの。ギリシアの医薬学者デイオスコリデスの「本草書！・・ローマの博物誌家プリニ

ウス’
ﾌ’虫ｩ然誌」など、当時広く知られていた4つの医学関係書から筆写されている。’

様々な薬用植物や動物、また治療φ場面などが鮮やかな色彩で描かれている。、中世末

期までに制作された同様の写本は約50点ほど現存して魁ると早られるが・その中（！）最

も美レい写本の一つであるρ1972年に完全な複製版が刊行されており・本複製はその

抜粋版である。・

』＊lssu・di・Bi・d・・manp，．H．．（・のM・d吻・m・gi・α三冠ん弊・h・H・ilm・thbd・n

in一　spdt・ntik・九即興・Z・lt・噸・n　H・幡Cん・匿加，幡伽・鞠ぞ噸m蝋

・岡噸飾P聴騨岡187倍くsc2∵371冠
、68　（Zotter　978）　Vienna，　Os七erreichische　Na七ionalbibliothek．　Ms．　Sgrie§nqva

　2644．．

　Ibn・一Butlan：TacuinzLm　sanitatis．　，　Latin．　’1111eaves．　332×230．i　？ar’chmerit．’

　ロンバルデイ、ア地方とVeronaで一14世紀末に筆写か。

「健康表」、ゴシック体。’Ibh　一　Butla耳（11世紀初

め一1．068年半はバグダッド生まれの医者・原著

TαqZLwim　al　一　sihhα’ ﾍアラビア語で書かれたが・』．

・12世紀に（｝erard　of　Cre血oha』（1114－87）によ？て・

ラテン語に翻訳された。内容は医学の手引書であり、

金々の健康維持に必要な事柄、’すなわち空気、「食物、

運動と休養、睡眠、喜びや怒り巻どの感情等と、1そ

の適年な使い方について運べられている。、全20◎屯

g）細密画は様々な外物、．動物、．薬、．食物とく、人々の

四季折々の生活風景を描いたものである、（図24）・

1531年にシュトラスブルクでラテシ語版が印刷され・
ている．本複製は1967年にグ洗ツで刊行された複　　個24）「、‘

製版かうの抜粋である6なお・オーストリア国立図書館では同名の写奉としてMs．L

Sefies　N6va　2396も所蔵している6

＊　lssued　ip　Biederrpann，　・H．　（ed．，）’　Medicina　magica；　metaphys’ische　Heilmet’hqden

in．蜘・ntik・制煽幅亡・Z・lte・li・ん航π・騰・h・ift・n・，幡翻・⑳F・kβimil・，

Tαfeln．．　Gfaz，1986．．’ 垂垂P48－77．． ｴ色複製（部分）0．74倍　＜Sq25r　A3＞．「

t
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IV－1本草H：erbal．

　声代v自然哲学の一’部として植物の研究が行なわれ、’アリストテレス、テオフヲトゥス、

プリ午ウズ等によや研究書が著されているbなかでもディォヌコリデスや擬ア1 v？イウス
による本草書（薬草研究）ぼ非常に流布した・91世紀にはディオ家コリデスはアラビナ語

駅され、・アヲビァ医学に取ゆ入れちれると共に、12世紀にはヨ．一ロッパに逆：輸入ざれ、サ

・レルノ大学で医学書・本草書として編集された。挿図も実際の植物に基づいで描かれるよ、

隷1諜響卿一例レネサン勘ブルンフエルネやフ・蜘・よ鋤

69（Z・tt・・928）』 ul・・n・，　b，七err6i，hi、c6，　N。ti。nalbibli。th。k．　G。d，x　Vi。d6b。ri，nSiS

　medicus　graecus　1．’　．　’　’．’．　．’　，一

　Diosco．rides，　Pedanius：　De　materia　mqdica．　Gteek．　．　491．leaves．　370×，315．　・

　Parchmeqt．　，

　コンスタ．ンティノ琴リスで512年より前1ご筆写。、

ディオスコリデス「本草書！ttディオスliリデヌ（c．40－c．90）・はギリシア人ゐ医薬学・

者。．ローマ皇帝糸ロφ軍隊め外科医として．ヨーロッパ各地を回り、．薬草に関する大著，

を集大成した。ギリジア語で書ゆれたがs後にラテン語訳され、そちらゐ書名「医薬

の棚について」「で知勢る’・本写本瞳帝A・・iU・OIYbtiU・の娘J・li・n・に献薫ざ

れたもの．で、彼女の肖像が描かれている。デ≧すスコリデス本草書の中では現存最古

・O．ものであり、現在はウ．イニンφ三二ズトリア国立図書館にあるととから「ウ1ごン

写本」〈ドイツ譜では．’VViqner　DioskzeOlides）．ど呼ばれる。』392京の的弓細密画と87点・

．『の．デクスト挿図を含み・特に’fol，12v　一387rには、デイオスコリデスが言及し1た383種

類の薬用植物図がアルフ1アベジト順に収められている■。Julianaの死後、褄数の所有

者の手を：経て・おそらく13世紀後半からペトラのヨハネヌ修道院の所有するところと

なった。その商、この丁ウィニン写本」から再び筆写、：’あるいは部分的に転写された．

と見られる写本がrep，か制作されている1。1569年にはi・ダや人の所有者力≦らオ」スト．

リア皇帝マクシ1ミリアン2世が購入し、ウィー「ンの宮廷図書館へと移された。．1998年

にはユネスコ世界遺産たも指定されてお味ビザンチシ美術の一環をうかがわせる作

・品として美術的価値も高い。既に1906年に複製が刊行・さ1れているが、．1965年にほより

．完全な複製も刊行されている6

　6世紀には豪華な彩色写本がコンズタンティノポリスや小アジアで制作されており、1

同じオ・‘一ストリア国立図書館の所蔵する「ウィーン創世記」、、．ミラン、にある「イリア、

ス●アンブロジア．一ナ」やロッサ汁ノ聖堂にある、「ロッサノ紫の福音書」は有名な写

本である。、

求lssu晦・M・・a’ρ・（・d・）「pfl・n・ep，隔ゆθa！孟・，5r…廟顧・葱Zん磁
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in　MiniαtiLren　des　Wiener’　DioskuTide8L．、　Graz，1981．原色複製（部分）

〈　YP14－1258　〉　・　．　・　，

7・（z6tt・・1038）N・w耳・v・n（cT），・Y・1・C・nt・・f・・B・’i七i・h・A；t，・P・ul　M・ll・n℃・1一．

　lection．　．

Hg．qminghant　hgr／．bg－1．and．9estiaryT　．20・leaves．’　430×280．　P．archg｝，e＃t．．

　Eas七Angliaで15世紀に筆写。：　　　　・．’　・　　　　　　tt　tt　t1」

「ヘルミンガム本草書」　ゴシジク体。　3’丁（20葉）から成る本草書にして動物画

集。95種の植物と48種：の動物がそれぞれア〃7アベッNll頁に描かれている。か？て英

国Suffolk州H：eitningham　Hallにあったので、「ヘルミンかみ本草書」と呼ばれる6

1961年のオ」クションで米国のbレクターPaul　M：dlQn（1907－99）の手に渡った。メ』．

ロンは掌書家団体R・Xbutghe　Clubのメンバーであったので9会員の義務として同ク・

ラブから複製を刊行したのが本複製である。この複製は内三三に共通点の多いオック

’スフォードの写本（71参照）と合わせて作成されている。・

　〆ロンのコレクショ≧は彼の死後、イェール大学、ヴァ「ジ4ア歴史協今、ヴァー

ジニア大学の三機関に分けて．寄贈され、本写本はイ．エール大学のYale．Center　f6r

Bri髄A・tに入ρている・、・‘．．

．　＊　lssued　ip　’ aarker，　N．　（ed．）’Two　li］ast　Anglidn　pictiLre　books；　’a　facsimite’of’the　’

Helminghαm　herbalαnd・be5麓αγ・9αnd　lBo（lleian　ms．　AshmQteユ504．　、London，

1988．・原色複製．’1．0倍．．＜YP51－A186＞

71　’ iZotter　1039）　Oxfordl．Bodleian　Lib，rary．　Ms．　Ashtngle　1504．’　．

．．　Herbα1αnd　bestiαry．　501eaves．　410｝く284．、Parchrdent．

Ea・伽gli・でiら世紀に讐r

「本状と動物書」　ゴシック体。　70と非常に似た内容

ρ写本・』単離樹勢多いが・相異点も多．く｝70と関連を

持って制作さPtた．と呪われる・6つの丁と9葉から成掌

る。94種の植物と45辱め動物、その他エンプレムのデ

ザイン等が描かれ（図25）、末尾に索引がある．6

　本書は17世紀イギリ’スの科学者にして尚古家、愛書

家AliaS　Ashm・le（1617－g2）「が所蔵し：（いたもので丸

彼の膨大な科学コレクション（cabinet　of　curiosities）

瀦雷門肥州獄禦幾軍讐重鎖．
モール博：物館を建てて収蔵したが、‘写本2，000冊等は

ボドレイ．図書飾移されている’・　，一．　’▽　　tt：（図25）

＊1・S・・di・B・・k・・，　N（・d・）TωσE・・漁ψ卿乞・オμ吻・k・S　・　fαclimit・・f・the

Helmingham　heTbal’　and　bestiary　and　BQdleian　ms．　Ashmole　1504　．’　．　London，
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・1988．原色複製　1．0倍　＜YP51－A186＞

72（z・tt・・128）v4七i・a・ci・y，　Bibli・・eca・Ap・．…1i・・v・七i・ana・M・・B・・b・・i・i　14timi・

　241．

M・・tinu・d晦d・u・∵L乞b・ZZur　d卿・旧臣6％・rlψ…・h・rbi・・L・七in．’．

　’70　leaves．　206×152．”　’PaP’er．

　メキシコで1552年に筆1写。

マルチヌス・デ・ラ・、クルス「インドの薬草」’斜体の人文主義書体。　メキシコの

薬草を集めた最古の写本。著者「（編考）・　eま　Tlaitilu160（メキ）ttコ市！のCollege　of

Saht3　Cruzの学生であったMarti’nus　de　la　CruzとJuanneS　Badianus（両者ともアズ

テク人）で・．アズテク民族が韓として用いた植物リストを作成し・．M・・ti・U・が本．

文と図を書き・．Badianusがラテン∫語訳したと思われ為。末尾にBadianusの名が記さ

れていることゆらrBadianti・写本」、と呼ばれる・病気φグループによ・り13章に分けら

れてお1り、204の薬草が記述されているd

本四三皇ウルバyks世（在位1623r　34）の甥・・フランチェスゴづ・レベV－m．二

三難煮究にあマ御⑬1即製と共！・r20三糸1騨ヴτテ

＊　lssued　as’Emmart，　E．　W．　（，ecl，　＆　tr．）　The　Badiopzes　ntanzescr’ipt　（’
モ盾р??@BaTbeTini

ldt．241），Vαticαn　LibrαTy；αn」Aztec　herbα1　of　1552．．Bai七imore，1940．原・色複製

1．0倍　＜SD121－63＞

謬騰灘縷鍵層

　古代期、ヘロドトス、トゥキディデス∴タキトゥスのような歴史家が出たが、中世にお

ける搬記述はキリ三品を土台1・す娩のであっk．エウyビ躯（・．263・339）臨め

．とし・q“ダ（673－735）・フラ．iジング！・・1111L1158）等により普遍史や韓轄が齢・

れ、それに対応するマツバ・ムンディと呼ばれる世界地図が作ら丸た。　　　　　　t．、

地理書とし℃はセヴィリアのやドー・による「語源論」（7義気）第20拳での記述を，

．初めとして、．・カルピー二、マンデヴtル等の旅行記が有名であり冨それらに出てくる異国

の怪物を描いた写本も多数残っている6．

三座瀦座礁訂オス・．マルコ・1ボー四四コロンブス関既判

73 @‘（zotter　199）Vatigah　city，、Biblio七eca　Apgs㌻olica　vaticana・』qodex＞aticanus

　latinus　4922．

　Donizo：▽’ita’「M（｝thi・1（lis．　La七in　．’．90「1eaves．．211×156．　Parch］αめn亡．．t．’．’
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　カノッサにて1．115年に筆写。．7点。，細密画。

ドニゾー一一「カノッサのマティルダ伝」　カロリ・ング朝体。　神聖ロ・r””マ皇帝ハインリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノU4世が教皇グ？ゴリウス7世に屈した≧いう「カノヅサの屈辱」事件『（1077＞の舞．．

台となったカノッサ城砦の主・トスカナ辺境伯マテイルダ（1046－1115）の伝記。国王、

や法王でない人物の伝記としては最古OPものである・カイツサ家の歴史やマティルダ’

φ生涯を、・カノッサ城自身が三二るという形式で描いている。．

　レオン詩体三脚詩句で書かれた奉写本は数回から成るが・’qua七・mi・nが中心であ

る。まず本体のマティルダ伝2巻が完成し～その前部分に目次など、その後部分にマ

ティルダの死を悼む詩などが付け加えらμて成立した。現在の25回目と26回目の間に

あった2葉が切嘘さ紋レまつ臨め論文の一部が縮してい6・詩は2名が筆
写しており、訂正・追記をしている入物は著者ドニゾー本人ではないかと推定されて

いる6彼はヵンッサのベネディクト三聖デポロ千ウス修道院の修道士で・’後に院長を・

務め々・標題は1612年に初めて本写本を翻字1刊行したS∴テンニャジェルが与えた∫

も4）で、本来は写本第1巻冒頭にあ．る1‘p6　principibus

eanu・i・IS．’ iカノ・サの諸侯icついて）”が著者の意図

した標題と考えられている。’本写本には7枚の彩色細、

密画が付いており、f．49rは玉座めマティルダに脆い

て教皇へめ取り継ぎを嘆願するハインリヒ4世を憎い．

たも・φである（図26）1冬頁19行の本文には黒インク・

が主に使用され、少し離れた位置に置かれた詩の書き

’出し’の1字のみ、1行ごとに赤と黒で色分けされて書，

かれて吟る。金を用いて彩色された動物文様の大きな

イニシャルが数屯、’朱系統の色を使用した繊細な中型．

のイニシャルがしばしば見ら，れる。カρリング小文字「

体を思わせる、優美な書体で筆写されそいる．。』・　・（図16）tt

＊Issu・das「G・li・・lli，　P．’（・（1・）．「門々サの〉ティルダ伝・V・t・．Z・t・　4922J　T・ky・，

ユ985－86．2・．（0・dice・eV・伽溜・6Z師蜘襯・②煽伽e　e吻ε・・蜘碑1・αnnis．

．P。dli　PPIt，・・h’・iii・　et・卿一舌・…Bibli・thecα・V・ti・an・・7’・v・62）原色複．

製1．0倍＜YPI8－88＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

74・（Z・t七・・701）P・・is，　Bibli・theq・・．・・ti・n・1・d・F・ance・’・，・M・・f・1・　2810・

PQIo，　Marco　et　．al．：　Le　Livr’e　des　mgrveilles．　French．　307　leaves．　421×300．

　Parchment．　．，

　フランスで14世紀の終わりに筆写。本文は2r人の写字隼による。挿絵は「ブシコー

　元帥の時濤書の画家」など複数の画家による。

「驚異の書」（マルコ・ボーロ「東方見聞録」）．テクストウーラ体。1之0写本は時臨

書あ注文で有名なペリー公め甥であるブルゴー≒ユ公ジャン（1371r1419）の注文に

よって制作されたも9）で、1413年1月に新年の贈り物としてペリー公に贈呈された。
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公の死（1416年）後、アルマニャック伯の手に渡り、さらにペリー公の曾孫であるヌ

ムール公の手に渡ったが、最終的には王室図書館に入った。マルコ・ボーロの「東方

見聞録」をはじめ、ジャン・ド・コリ「偉大なるハンの国」、ポルデノrネ「旅行記」

など8人の著作が収められている。’　tl　　　　．n

　最初の著作であるマルコ・ボーロ（1254－1323？）の東方旅行は、127！年に父、叔父．

ど共にヴェネツィデを出発し、西・中央アジ？を経て、1274年に元朝の中国に到着し

．た。そして、、中国に17年間滞在した後、インドや南海諸島を経てモンゴル冷ら、黒海

を通って帰国したというものである。「東方見聞録」はマルコ・ボーPがこの体験を

口述したものをピサの物語作者ルスティケロが文章害した（1298年）とされているが、，

その祖本は現存せず、これに基づくi40種以上の古写本、古版本が存在すると言われ

る。「驚異の書」に含まれた仏語訳の「東方見聞録」も、そうした異本の一つである。、

　「驚異の書」の折丁の大部分はqua七ernionであり、2人の写字生のうち最初の一人

が筆写の大半であるfo1．267までを完成させ、最後の4つの折丁，（ff．268－299）を第

2の写字生に引き継いでいるq「東方見聞録」が掲載されている最初の95葉には、扉．

絵を含めて84点の細密画を見ること、が出来る。この細密画はパリ、ジャクマール・デ

ンドレ美術館に蔵されているジャン・ル・メングル2世（通称ブシコーの元帥）が注

文した時回書の挿図で知られる画家グル’プによるものである。三三本は写本の一部、

マルコ・ボーロ「東方見聞録」のみめファクシミリ版である。

一＊Issried　asジャン・リシャrル解説　「驚異の書；マルコ∵ボー戸東方見聞録；フラ

ンス国立函書館蔵本；FT．28エ0」　Japanesp　ed．　Tokyo，1998．，原色複製　1、0倍

〈YP51一　A593，〉　t

75（Z・七七・・164）V・七i・an　City，　Bibli・te・a　ApQ・t・li・i　V。ti，an。．　C。d，x　U，bi。。t。，

　latinus　277．

Pt・1・m・・u・，　q1・udi…σ・sm・g・aphia（七・a・・1・七・d　i・　t・ti・　by　J…b。，　A。g。1。，）

競罵51蹴澁17qu’lte「n’ols，　1　s’P9”1’o噸n七e「n’6n・ρ・d16’・g・1’・P）・

　フィレンツェにて1472年に筆写。筆写師兼飾り文字師はウーゴ・コンミネッリ、地

　図師はピエトロ・デル・マッサイオ。

クラウディオス・プトレマイオス「宇宙誌」．人文主義書体。　2世紀頃アレクサン

ドリアで活躍した万有学者プトレマイオスρ地理学上の著作。原題は「地理学入門

（Geographike　Hyphege8i8）」といい、地図の作成方法な一 ﾇ1こついて述べた概論と、、．

約8・100地点の経度緯度を地方別に並べた目録表から成る本文（全8巻）、及び複数の

付図から成る。付図はプトレマイオス自身が作図したのか、彼の死後アガトダ～モン

という技師が作図したのか議論が分かれる。　　　・　t’tt　　∵　　・r

　「地理学入門」に「宇宙誌（’Oo8mogrαphiα）」という標題を与えた（1406年）のは、

ギリシア語原典をラテン語に翻訳したヤコポ・ダンジェロで、教皇アレクサンデル5

世に写本を献呈する彼②姿黍序言冒頭のミニアチュールの中に描かれ七いる6一「地理
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学（ae・grαphiα）」どいう標題のものも含め、写本はギリシア語、ラテン語を合わせ

て148種が現存する。本写本より少し前にニコロ・ジェルマニノが制作した写本，（ナ

ポリ国立図書館ファルネーゼ文庫蔵）も有名で、部分的複製が東京ぞ刊行されている。‘

印刷本の刊行は1475年に始まり、19世紀までに56種を数える。本書はルネサンス期イ

タリ？op傭兵隊長ウルビーノ公フェデリゴ・ダ・モンテフェルトロ’（1422－82）が所蔵

していたもので、発注者、代金の支払者は不明であるが、古代ローマ風に装飾された

扉メダイヨンの中にフェデリゴを象徴する動物の絵や三章が散りばめられていること

から、彼にあてて制作されたことは確実と言える。フェデリゴは文芸保護者としても

有名で、ゴ熱心な愛書家でもあった。印制本でなく写本を愛好し、費用と労力を惜しま

ず書物を収集し、常に30～40凹め筆写師を雇6年中たと伝えられている。’「宇宙誌」

写本に限っても5種類を所蔵、他にもルネサンス書物工芸の白眉と称えられる2巻本

「ウ！レビーノの聖書」（！476－77年制作）など数々の素晴らしい写本がウルビーノ平岡

蔵書として今日に伝わっている。

　ウルビーノ家図書館の書物はそれぞれ豪華な装丁が施されていたというが、本書は
　　　　　ど原装が失われているため、＝複製版では当時の装丁を留める他のウルビーノ家旧蔵ギリ

シア語版「宇宙誌」（．Urb．gra6c．82）が装丁の手本とされ（いる。金箔手押しなどを施

した赤褐色染の子牛革で覆った木表紙に、留め金が2つ付いてY・る。十分な大きさを

得るため2枚の厚めの羊皮紙をつなぎ合わせ、『つなぎ目で折って1折丁としている。

quin七ernionが殆どだが、』“世界全図”（ff．72－73）の様に見開き全体を要する地図が描

「かれた丁のみ1枚綴りの独立した折丁となっている。地図は殆どが白い肉黒蝿に描か．

れており、海の部分は紫に近い濃紺で彩色され、大陸（羊皮紙の地のまま）には海と

同じ青色で河川が、茶色で山脈が描き込まれている。本文は2段組、罫線が空押しさ

れ、暗褐色のインクが主に使われてV｝る。書体は草書風ローマン書体。筆写者ウーゴ・

コンミネヅリはフィレンツェの書籍商ヴェスパシアーノ・ダ・ビスティッチ（1421L

98）の元で働いたこともある人物で、、前述の「ウルビーノの聖書」を初め6種類の写

本を残している6彼と地図師ピエトロ・tデル・マッサイオは1469年を筆頭に共同で3

点の「宇宙誌」を制作した。本書はこれら3点の中ではもちろん、「宇宙誌」全写本の

中でも芸術性、内容の正確性を高く評価される．ものである。

＊Issued　as「クラウディオス・プトレマイオス宇宙誌」東京1984．2v．（Oo耽es　e

Vαticanis　selecti　qZLαm　simillime　eXPTessi　iUSSU　1・αnnis　Pαzeli　PPII，　consilio

et’　’operα　czerαtoriLm　Bibliothecαe，　Vdticαnαe，　v．53）原色複製1．0倍　＜YP7－123＞

76　Madrid，　Archivo　Ducal　dd　Alba．

　Columbus，　Ghris七〇pher：DoczLnientos　colombinos　en　1α　Cαsα　de　Albα．　Spanish．

　271eaves　（sgparate）．・　385×540／90×220．　Paper．

「アルバ家のコロンブス文書」　アルバ公爵家（CaSa・Duca1・de・Alba）』が所蔵していた

コロンブス．（1451－1506）の21の｝i（書を集めたもの。受取や報告を含む手紙や覚え書

きなどがあり、多彩な内容になっている。最も初期の自筆文書は1493年分もので、年
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讐鷺£2は1息干∵ぞlr宛てた1505年2月郷（死φ1騨1こ韻

　こ（2）他に第2回航海の記録として貴重な「アントニオ・デ・ト．Lレスに託した覚書」

（イサベラ市1にて作残、’1494年1・月30日付）ttや「第1回航海の参加者名簿（断片）」（パ

ロズにて作成、1492年6月23日付）・が含まれる。後者はコロンブスが第3回航海た携

行し走原本から・、1498年11月10戸サン・ト・「、ドミン．ゴ市で作成された写しである（原本

は所在不明）。

＊’lssued　as・V4．rela，　’C．　．（notes）　Documentos　colombinos　en　la　Casa　de　Alba．

SeviIla；Madrid，・1987．2v．、原色複製　1．σ倍　＜G：K422T　A76＞

．77　Seyill．e，　Biblioteca　Ca．pimlar’x　Colpmbi．na．．　．　’

C

Columbus，　Christ，opher：　Libro　de’1’as　pr．ofqcias．　．Spanish　and　Latin．　70’leaves．

　290×210．　Paper．・　．　 　．　i
　l502年から04年の間に書かれた。

、クリストファー・コロンブズ「預言の書」』』アメリカ大陸卑見で有名なコロンブスは

イザベル女王の影響によりフランシスコ会的な預言者的ヴィジョンに捕らえられ～イ

「ンディアスへの航海が実現したのは神の摂理であり・預言の三三に他ならないと考え

ていた。・さらに、イ「ンディアスから得た利益を元にエルサレムを奪回することも祈念

していた。舌ルサレム奪回の実現を預言しているとコ．ロ啓ブスが考えた言葉を．1聖書、

ピェー・レ・ダイ借「世界の像」等力蝶めで綿尽したのがこの「館の書」であ6・

セビリアのサンタ・マリア．■tデ・ラズ・クみバス修道院のカル’ト．ウジア会修道士ガス

パール・ゴリシオが編纂に協力した。　　　　　　　』　1　　　　　　’

、、1501年2月．26日付！ナのゴリ、シオ宛手紙で、王に見せるため清書1しょうと思っている

旨書いているが、印刷される・こ1とほなかった。聖書からの引用「文、コロンブスの手紙

（「イ iディアス事業の着想」等）、アウグスティヌスなどかちの引用文等を集め牽も

．めで、終末まで155年しかない間に広い土地に福音を広めねばなちないと結論してい

る。

　各葉にふられた数字から、原本は84葉と推定される。装丁は革、金めっきさ九た8

響持つムダパル三期ビリヤのコロン7ス図書鱒嘩と騎蔵さμ

罐ue二識野洲即興．　I　E“㎞fm’L齢’41985源色複製

78（Z・七t・・1・26）M・d・id，　Bibli・七eca　N・・i…1・．．M・・Vi七・・6－7・、

騰蹴轡螂脚m6螂D聯「岬∵㎞●［
　バルトロメ、，デ・』ラス．・、均サスが手写本を華写。、

グリスト7アー・・コ自ンブス「処女航海の日記」　コロンブスが毎日書き留めた第1
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回航海（1492年8月3日～93年3月15日）・

の日誌を、ドミニコ会士ラス・カサス

（1474？一1566）が要約したもの。航海日

誌原本は、帰国後コロンブスがフェルナ

ンド王、イサベラ女王に提出し（1493年

4月）、そこから写本が作成されたこと

が知られている’　（．1493年・6月1日付、並

　　　　ぎ鴨躍空博研『画

　貸？塗三二琶艶zタ・転燃鎮ζ一・〆

　　　　　　　（図27）

びに同年9骨5日付コロンブス宛書簡でイザベル女王は日誌の写しをとったので、そ「

れを送る旨伝えている）が、原本、写本共に行方不明になっている。コロンブス家が

所蔵していた写本（息子9フェルナンドは父の伝記の中で：この写本をしばしば引用し，

ている）をもとにラス・カサスが作成したこの要約（図27）は、第1回心事日誌の内．

容を今日に伝える唯一の史料となっている。

　ラス・カサズは新大陸に渡ってインディオの惨状を目にし、コンキスダドール（征

服者）の非道な行為を弾劾、インディオの保護を生涯の仕事としたことで知られてお
　　　　どり、著作も「インディアスの破壊についての簡潔な報告」（1552）など多数ある。大作

「インディアス史」編纂の参考資料とするため、この航海日誌を筆写・要約したもの

と考えられている。’ 投Oや本文中にラス・カサス自身の私見が散見されるが、概して

原本に忠実な要約であると見られている。装丁は革。

　コロンブスの新大陸発見を伝える書簡（タイトルは「新発見された島に関する書』

簡」）は1493年から短期間、に何度も印刷・刊行されたが、本書が公刊されたのは、やρ

と1825年になってからであった。

＊Issued　as　his　D乞伽乞。　de　lα　primerα’nαvggαci6n．・Ed．　facsi’mil．l　Madrid，1984．

原色複製　1．O倍　＜GK422－A75＞

79　Seville，　Archivo　General　de　lndias．

Columbus，　Christopher：Librg　copiador．　Spanish．　381eaves．　320×210．　Paper．

　16世紀半ばに筆写。

「コロンブスの書簡控え帳」　16世紀半ばに作られた手写本の写しと思われる。近年

発見されたもので、旅に関する手紙6逼、㍗トリック王へg個人的な手紙2通を含む。

最初の手紙の日付は1493年である。・

＊Issued　as　his「Libro　copiαdor．　Ed．　facβfmil．　Madrid，』1989．原色複製　L　O倍

〈GK422－A73＞

V－1　年代記　Chronicle

「英国年代記」「ロシア原初年代記」等、中世特有のジャンルである年代記は教会で編纂
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されたが、7ロワサールの「年代記」（14世紀）のように母語で書かれたものもあり、郎等

とし微捗るもの陣る・種類も多く・『1「二子ルンペル周回記」のよ『うにインキュヅ

，ブヲとして刊行され、、広く流布しだものもある。

8・（z・・…736）恥i・，・Bib！i・theq・・．・a七i・n・1・．’d〈　F・・ance・1　M・・1・・i・．5411．

Chrgni6gn　Casaurie7ise．　”Latih，　272　leaves．／　・375×240．．　一Parchnient．　’

讐聯∵て騨G’ovapn’d’B岬9（脚・erBe⑳i）・ll12聯に

「カサウリア年代記」　ゴシック体・．』’カサウリアはイタリア中部Ab・uzz6地方の町。

871年にベネデイグト会融nqemente修道院が建てられ、この年代記は、同修道院の

変遷や1関係する公文書などの台帳を言己録したものである。L・・ria七・修道院長’（1155

－82）’・の時代に、修道士Gigvanhi　di　Berardoが構成レ｝Magstro　Ru諒coと呼ばれる、

写字生、他の写字生1名、及び装飾者1名によって制作された。1490年にはζの写本

はナポリのアラゴン家にあったと匝う記録がありd494年アンジュ1←平め権利を回

復すうためナポリ遠征を行なったフランス王シャルル8世1（1470－98）によって1アラ・

ゴン王国の才ポリ図書館からパリにもたらされ、後代の手でIn8trzLinentαrimm’　s6u

chaTtulαrizLm　？nona8terii　CαsαzLrtensisという．タイトルが書かれている。（口絵2．

参照）

　17世紀の古文書学者ジャン・マビ’ヨン！ま本写本を既に知っており、彼の春野な古点

’書学研究書・（1681）で12－13茸紀の書体の例としで図版を用いて説明している．・’

＊1・s・ed・・働・・幅画m・ntb・um・三四・ni・・ruM・M・n・sterii・C・・三郷¢・∫

・・dicem　P・・i・i…傭ηuη54エユq聯卿伽ee・吻8…醐伽r・’Aqhil縞，、

1982．’原色複製　1．0倍　＜YP51－A625＞

　　8・（Z・七七・・704）P・pi・，　Bibli・theq・・nati・n・1・de』恥・ce・・Mr，　f・ang・i・6465．、

　　　GTandes　chronigzees．　French．　4701eave’s’．．’460×350．　Parehment．

　　　SdintIi～Deni＄の修道院で15世紀に筆写。51点の細密：画はヤン・フーケ（c．142’O－c．’

　　　，80）による。

　　「夫年代記」、幽バタ」ド体・．フランスの起源から始まり歴代国王の業績を記した中世

　　国家史的年代記の代表作。王家の墓所として知られるノぐリ北郊サン＝ドi修道院（ダ

　　　ゴベール1回忌626年に設立）では、ルイ6世（1081T1137）ttの時代よりラテン語の王’

　　同年代記力『書き継がれてy・た。ルイ9世’（早手、！214－70）の命によりこれらを編纂、’

　　フランス語に翻訳し冷めが「フランス木年代記」の母初（II274年）庵ある6以後ルイ

　　11世（1423－83）．、の時代まで、サン＝ドニ修道院において編纂が継続された。106部の．

一　．写本が現存してY・66本書はノエル・7リボワが縮約し∴1458年．シ，ヤルル7「世に献呈

　　：したと擬され℃いる写本・宮廷画家≧しセ？回したヤン・フtケ（1420頃一80頃）

　　、・と彼炉トゥールに開設して．v・t‘エ房が挿絵制作を担当．している。ウ已ケはイダリア、・　’

　　跡サンメの影響を初めてフ．ランス絵画。・取り禾れた15世紀を代表する面豹・写本掘
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絵の肉冠では他に「エティエンヌ・シ丘バリ手の時薦書」tユダヤ古代史」などを残し

一ている。

＊1・r咽・・耳9・q・・f”1・Di・Bild・庸σ剛e89ん・・噸・s　d・F噸ce圃d・r

・rigin・1・π幡・d・rg・b・αll・r　5エ・Miniatu・en　v・h　M・螂・rit加噸・』6465・d・r

蹴・thegzLe　N・ti・ndl・in・P・・i・…nd’・60　S・hzvarzω・i88・Abbildyngen．』G・a・，

1987．・原色複製（部分）　1．0倍　＜K：C482－A15＞

82　S七．Petegsburg，　Rossiiskaya　Akademiia・Naukl　Bibli6t6ka．

鵬臓餐轡噸Old孕uss即’24　leaveS・　359　×・’　？40・・　Pap・r・・

「7リコボの戦い」　本写本は中世の甲シア諸公国とキプチャク・ハーン国の戦いを描

いたロシアの年代記8編低山eo．Mαmαevbm　poboishche

1（ママ・イリ敗北記！の一部である。全体はLaptev　volume、

06terman　volumes《2巻〉、　Shumilov　volumeなど6巻か

．ら成り、ロシア国内のそれぞれ異なる機関に分かれて所蔵

されている。．本複製は、ロシア科学アカデミヅ図書館で所．

蔵されているOsterman’voiumes第2巻の始めの部分で、

1230年頃から約25Q年続いた「タタールのくびき」（キプ

チャク・ハtン国．による間接支配）の中で特に有名な「ク

、リコボの戦い」の部分（図28）の複製である。1380年9月、

モスクワ大公国のドミト．リ・一一，大公（．1350－89）の率いる連

合軍は、ハニン国のセマイ・．』ハ1一ンの軍勢をロシア中部ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図28）

ン川支流域のクリワボの原野で迦え撃った。』結局ロシア側の大勝利に終わ6たものの、

兵の半分牽失ったと伝えられているgこれが’「タタールのくびき」を打ち破る一撃と

なったので、・この勝利をたたえて、本写本の他「Ermolinsk年代記」．を始めとする年

代記や多αdoπρん。白磁と’v・う武勲詩でも取り上げらPtそいる。

＊lssu・d・・Likh・・h・v，．・D…S・：（・d・）P・vest．’・Kutik・蜘舳・・撫禰η乞・亡蜘、

litsevog．　b』5vodα　XVI　veka．．Leningrad，1984．原色複製（部分）1．0倍　〈YP51一．

A203＞

・V－2　地　図

　地図の歴史は古ぐv旅行の道具としてだけでなく、世界観の表現としても作らμて来た。「

すでに、ギリシア木は地球を球体ζ認識しており、プトレマ．イオスの地理挙は以後1500年F

問権威であ聯ナた・中世にお呼プトレマイオスを継承したのはアラビ杁であり、そ

れがヨーロッパにもたらされるのは15世綿になってのことである。
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．し

　ヨ「ロッパ中世の地図はキリスト教会の影響下で作られ、エルサレムを中心にしてアジ

ア・’ヨ藁ロツパ・’アブ、ワカの3大陸を円の中に示すT－O図がセビリアのイセ．ド」ノ？やオ

ロシウス等の著作中に取り入れられている。これとは別にマクロビウ琴の著作中で用いら

．れ焼球図（またはゾーン図）びアト・灯黙示録注解沖謡い昧た世界二等が輯

されて多数現存している・・着た・ボルトラーノと呼ば2z．る地pil海。．海図も作られた。

　コロンブスの新大陸発見もこれらの地図が土台になっており、彼自身地図（海図）販売、

者であったという説もある。印刷術の発明と新大陸の発見が重なって16世紀以後、より正幽

確な地図が作製されることになる。

83．’ uienna，「Os七erreichische　Natibnalbiblio七hek．　Cod．324．

　’Tabzela　Peztting，eTiana．’　Latin．　1　leaf．．　340×6750．　Parchmept．，

　12世紀から13世紀初頭の問に筆写。．　　　1

「ポイティンゲル図」　テクストゥーラ体。1古代ローマ帝国の横長の道路図で、i1508

年にアウグスブルクの蒐集家KPeutingerが入手したので「ポイテインゲル図」と呼

ばれる。この地図はローマのカラカラ帝の時代、3世紀頃の原図を模写したものであ

る。矩形の羊皮紙計12枚（うち最西の1枚亡失）に連続して描かれ、イベリ』アからイ

ンドまでを横母の紙面に取めた形にt4っているg．

　この地図は1598－99年忌ポイティンゲルφ遠縁M．Welserが地図刊行者で有名な’

A．OtteliusとJ．M611erの助力で銅版印刷している。

＊Issu．ed　i阜　K：lemp，　Er一（ed・）　＝4画enα吋Kα悌eηの。π4e九4撹貌e腕8』zzLr・M・itte・des

19・・」・h・hund・rts：W・i・h・im，．19：89・図2原四三（音tl分）』QL　g6倍くYP51一’

　　　　　　　　　　　r‘！’t‘esb　1．．．．．　．　・　Richard　de　Bello　of　HaldinghaM：

　　至
楽，

鐵F

．騨・触

£
一．

脅 U
謬

．
㍉討

．総藻禦蟻灘
　　　　　　　　　（図29）

　HeTeford　mαpPαmZLnd．i．　工・atin．

　1’1eaf．、1580×1330．　Parchmeh七．

L英国で1290年頃筆写。

「ヘレフォー．ド世界図」．英国で制作

された最古の世界図。図の左下に書

かれた書き込みから著者がヘレ

プォードの主教であったRichard　de

Belloとされ1る。牛皮に描かれてお

り、地図の部分は直径1．32mの円で、

中心が．jrルザレムである（図29）。．

ロ’マ時代に作られた地図を元に写

しfgもめと考え’ otて：振るが、すり

ジナルは現存しない。地図中には「聖
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書」からの＝一ピソードが描かれ、ヘレフオード大聖堂ρ祭壇で用いられた。．

　ヘレフォニド寺院は8轡己に作られた福音書を始め・鎮につなカ垂れた書物が並べら

れた中世の図書室を残しているこ、とでも有名であ』 閧ｭ　23Q点の中世写奉の他、計1，500

点の貴重書を所蔵している。

＊lssti・d・i・・Af・iba・一・P・運開！τ・m・h・im・lfth・t・仇e　e乞9ん・ee吻ce融雪・

Leipzig，1968．図3．原色複製　0．22倍　＜YP7－21＞

85　London，　Bri七ish　Lib興y・Ms・Roya！　14　C　IX・

　Higden，，　RanulfゴMαppα画盟d乞From　his　PolychTonicon，　ff．1v－2r．・Latin：

　478×339．　’Parchment．

　英国で1350年頃筆写。

ヒグデン「世界図」　ヒグデン（c・1299－1364）は英国チ手スターのべネディttクト会士

で年代記：P・IZIchT・nic・nの著者。「ポリクロニ．コン」冒頭部分にあるのが世界図で・・

こめ写本には以下・地中海堅磐と響胴索引炉付けられ・その後・本來が始まってv｝る6

John　Wardeboysが所蔵してy・たが、1509年、英国王ヘンリT8世（1491－1547）．の手

に渡り、現在では英国三三館が所蔵している・地図付きの「ポリクロニコン」写本は、

120部ほど現存するが、本写本はオリジナルに最も近いものと考ノ．られている。

　ヒグデン「ポリクロニコ≧」は1387年にJghn　Trevisa「（1306－1402）により英訳さ、

れ、インキLt・t．ナブラ蒔代にはウィリアム・キャクストン（1420／24－92）により「イン

・グランド誌」（1480）、「ポリクロニコン」（1482）として刊行された。

＊　lssued　in　AfTica　on　maps　dating　from　the　’twel’fth　to　the　eight’eenth　century．

Leipzig，1968．図4　原色複製　L　O8倍　＜YP7－21＞

86　’　（Zotter　687）　Paris，　Bibliotheque’　nationale　de　France．　Ms．　espagnol　3Q．

Gre・q・6・，　Ab・ah・’m・Cdt・伽・tl…C・t・1・n・　’6・d・ゆ1・1・av…fp1・七…、t

　6SO×500、、Parchmentニ

　バルセロナで1375年に筆写。’　tt．、．　　　　　、　　　．、　　　　．　1

「カタロニア図」tt十字軍の輸送により地中海の海上交三三発達すると共にボルトラ

6葉の内容は以下の通り。． ．　，一、・』　’　　　　（図30）
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　1粟1占星術、天文学のダイアグラム

2葉：かレンダー、天体の三三、黄道12宮・

　3菓：西ヨーロジバ、地中海西部、北アフリカの西半分（図30）、

　4葉：東ヨ三戸ツパ・地中海東部・黒海、北アフリカの東部・

　5葉、：カスピ海周辺の西ア況ア、パミ」ル、［イラン、メソポタミア、アラビア、イン、

　　ド西部、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

6葉：アジア東部、インド．O東から中国ま’（）N 知られていない北東地域　　．／「

　マルコ・ポごロの伝えたアジア情報が詳しい所に特色がある。．

　ちなみに・方ン四四図書齢この地図をtt子化し冒ン三略・陸湯蹴
．ている。

＊　lssued．　a，　s　G．y6sjean，　G．　（ed．〉　MapamzLndi，　the　Catalan　atl．as　of’th’e．yedn　1375．

Dietikon　一’　ZUrich，1978．原色複製　1．0倍　＜YP5』1一　A302＞

87　Modena，　Bibliot6ca』Es七ense。

　σ・t・伽、ω・rld　m・P．　C・t・1an．　Cli・m・t・・1130．　Parchm，。七1’　、1

　1450年頃、マヨルQ島かバルセロナで筆写。
fカタロニア世界図」　86でも述べたホうにカタロニアは海図制作の中心地であり．，

本図もそれを土台にしていると考えられる・作者は不明であるが、海図作者Pe七rUs

Roselliとする説もある。．直径1．　13m．の円形中に地図と聖書伝説が描かれ，七・いる、

　Biblio七ecq　Es七enseはフヰラーうめ貴鋲エステ家の蔵書がその起源で、モデナに移っ

た後、フランチェスコ2世．（1660－94）が建てた図書館。文芸の保護者であったエステ

家の蔵書を所蔵し、岩波書店から複製が刊行申の「ボ川ゾ・デステの聖書」も同館の

・所蔵。

　「カタ．ロニア世界図」・．は1934年にpンドンで解説書付きで複製が刊行され、1995年、

にも新しy・複製が刊行されて侮る。

串1§・u・d囲加α・吻・P・4・ting・fT・mオんε翻ノ孟ん伽んe　eゆ孟ee励ce蜘・“．

Leipzig，1968．図5　原．色複製　O；27倍　＜YP7－21＞・、

f
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藻翻1，雛叢欝蒙“

　ヨLロッパ中世の文学として叙情・叙事詩、武勲詩、ロマンス、風刺女学く滑稽話、．寓

話、聖・俗演劇、サーガ、歌謡等のジャンルがある。「ロランあ歌」「ベオウ）vフ」「三一べ

、ルングンの歌」等は著名な叙事詩で』あるが・騎士籾諦で有名なアーサー手伝詳は原型がス』

キタイ文化にまで遡れるという。口承によって受け継がれた女学が多く、・写本には異文が

非常に多い。

88（Zgtt・・196）V・ti・an．City，　Bibli・teca　Ap・・七・1ipd　V・ti・・n・．’．・V・七i・anu，　latinu、

　3867．　．　　　．　．　　’　．　’　，　．　　・
　Vergilius：　VergilizLs　RomanzLs．　Latin．　309　leaves．　X　332×323．．　．Parchment．　一

　6世紀の中頃に筆写（制作地はラヴェンナとする説あり）。19点の細密画。．

ウェルギリウス「ウェルギリ、ウス・ロマヌス」1 Dラスティック・キャピタル体。．写

Sり前にノ髄郊のサン・・ドニ大都鑓総雛灘謝翻1艦締
院図書館に属していたことが確認出来　　　　　　　　　　（図31）

、るが、15世紀、シクストウ「 r～4世の頃にはヴァチカン図書館の所蔵となつそいる。ち一．

：なみにヴァチカ）〈図書館には4世紀末から5世紀初頭に筆写されたヴェルギリウス作

品（V帥．1a七．3225）も所蔵さ．μており、そちらは「ヴェルギリウス、・ヴァチカヌス」

と呼ばれている。，

　複製本は’K全309葉の縮刷複製、（白黒）と・1細密画のある19葉（1）原色複製である。

．＊1合sued　as　B6rtelll，　C．（ed．〉「ウェルギリゥス・戸マヌス；Vat．　1αt．3867」』Japanese

・q・・’　．　T・ky・，1985・・3Y・（0・漉ce・‘e臓・ani・・’s・Z口吻ぬ・伽ZZ翻e　e卿e・・乞

畑d・α翻・P・iLli　’PP　II，・・n・ili・・ゆ・rα・ZLrdt・rUm－B翻・theCαe・V・ti・αn・・；

v。66）、厚色複製（部分）と単色複製・Q・．　47倍．＜YP18－85＞　、　1

89・・（Zg七ter　316）H・id・lb・・9，　H・id・1b・・gl・面versi七llt・bibli・th6k・C・d・xP・1・ti・u・

　gerpaanicus　357．　，

総鶴田：器蜘回避・．M’dd”・　H’gh．Ger－45．
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．シュトラスブルクで1270年代に筆写。

「小ハイデルベルク歌謡写本⊥　ゴシッ．ク体。　・1150年頃から1300年にかけての約150

年間に盛んに創作された1中高ドイツ語の宮廷風恋愛叙情詩（ミンネザング）の収集

写本。創作の最盛期を潭ぎた13世紀の終りから14世紀の初やにかけて、主に西南ドイ

ツで二二媛賭によ・って体系的。こ収集裸存された・轄は・1300年頃コンiタtt

ンツで作られた「ヴァイシヴノセテンまたはシュトゥットガルト歌譜写本」（写本B）・

母も大部な「大ハイデルベルク歌謡写本」〈写本C．後出91）と並んで＞3’大収集写本

とされている。本書（写本A）・は3つの写本の中で最も古く、1270年代にシュトラス、

ブルクで、司教i（onrad　von　Lich七enberg（d．1299）の命で制作され，たと推定されてい

るg12世紀及び13世紀初期の詩人34名の名前と，その作品を収録してい6’　6・　　『、／

＊　lsSged　as　Blanks　W．　（ed．）　Die　k，lei’ne　HeidelbergeT　Liedethands’chrifts　Cod．

Pal．　Germ．・357　der’Universitdts6ibliothek　HeldelbeTg．　・Wiesbaden，　1972．　2　v．

（Fαc8imili・・H・id・lb・TgeTn・i・，．Bd；　2）原色線1．0倍くKS381－A41》

／

90（Z・tt・・ユ66）V・ti・ap　Clty，．Bi戸li・teca．Ap・・t・li・a　V・ti・an…C・d・x　U・bi・・t・・

　1昂七irius　376・

　Guillayme　d’e　Lorri．s．　＆．　’Jean　de　Meun：　Le　Ro7T｝an　de’la　Rose．　Old　French．　130

1eaves　（16　9’u4ternionS＋21eaves）’．　325・×235．　？archmentl

　パリで1280年頃筆写。杢文は、Berthaud　d’Achy．ともうL一一・人逸名の写字生による。．

　挿絵は、Be！七haud　d’Achyと．M61ideen（fr．1633）の画家。

ギヨーム・ド・ロリス、ジャン・ド・マン，「薔薇物語」　ゴシックの混渚書体。　ギ

’ヨーム（fl．1230）とジャン・（1240－1305＞はともに中世フラ』ンスの詩人。「薔薇物語」

は約22，・oOO行の8音節詩句から成るフランス中揖の寓意文学の代表作であるρ’4，058

行までの前編はギヨームによって1230年頃に書かれたが｝おそらく．作者Q死去のfgめ

．申断熔後編はジャンによって約40年後の1270年頃に書かれた。薔薇としで寓意化さ

れてY・る乙女に対すぐ求琴の物語であり・前編は詩人ギヨームの見た夢を語るという

夢物語の形を採っている。前編と後編で作風は大いに異なっており、ギヨームの貴族

的・騎士道的志向と、ジャンゐ市民的・現実主義即風瀬とを総合した作品となつでい

る6チョー7サーやダンテ｝ペトラルカに愛読されギイタリア譜・オラ≧ダ語・英語に

翻訳もされた。

　現在300点近く・の写本が現存しているが、本写本は1275年頃によう’やく完成した』「薔’

薇物語」．の最：も．早期の．もので、かなり・確実に年代が決定できる手写本と見なされてい

る。遅くとも4628年にはウルビーノ公爵家の図書館の所有となり、その後、1657年に

’公爵家の図書館の全蔵書と共にヴァチカン図書館に移された。

　16の折丁はquaternionで・さ．らにf6L　129が単紙葉と．して加わり・現状では巻末の

見返し紙票と一緒になって人為的に？なぎ合わされたりifolid（；ρ哲フォ．リオ）ど

ならている。foL　33で写字生が交代してお・り、巻末の記載によれば＼gg）第二の写字

生がベルトー・ダシであるb最初の写字隼はほとんど黒に近い暗い色のイ．シクで旧い
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たのに対し、ベルトーはさまざまな濃淡のある褐色のインクを用》・．’（rいる。93点の細

密画と1点の挿絵入り頭文字があり、詩の物語の経過に題材をとρた場面などが描か

れている。foL　51vの挿絵だけは「メリアサンfr．1633の画家」が仕上げ、それ以外の

挿絵たつy・七はベルトー・ダシが描いたものと推測されている。美術史的には盛期ゴ「

シッ1Nか搬騨シ・クに至るフ勃ス芸術鍍革賦当る作品と謙る・
＊lssu・d・・K6・ig，　E・（・d・’ j．L…T・脚d・1・’・R・sg・　17・b’・　Lqt・376・」・pan・S・　・d．

Tokyg，・1989．　2v．　（C6dices　e　iVqticqni3　selecti　gzeam　simillinte　exnTessi　iiLssze

Ioannis　Pa2Lli　PP　II，　consiZio　et　ope，ra　czetatorztm　Bibliothecae　Vaticanae，　v．　71）　x

原色複製　1．ρ倍1＜YP51－AlOl＞’

9・（Zgtt・・319）1・Hgid・’b・rg，　H・’d・’b・r・9・・Uh’vers’tat・醐r七h・k・Ms；　Pala七’nus．

　gerManicus　848．

Codex　Manesse．’　．　German；．　426．leaves．1　355×，250．　Parchment，

　チューリッヒで14世紀の初めた筆写6

「大ハイデルベルク歌謡写本（マネッセ写本）」　ゴシック体（小文字）。　詩人（ミン

ネゼンがr）約14Q人による名詰歌集。「全体では約6，000節からなる詩と・．詩人137人・

．の姿を描y・た1頁大の彩色細密画を含んでいる。中世ドイツ．9）最も豪華な歌謡写本で

ある．。1310年代かち30年代にかけて制作された。筆言Oには6’狽撃p人の写字生・挿画に’

は4人の画家が携わったと考えられている・チューリッヒの貴族マネツセ筆（Radiger・

Johahnes父子〉が立案したため、「マネッセ写本」と通称される。1571年にはプファ’

ルツ選帝侯フリードリッヒ’3詠め蔵書としてρ記録が残り、ハイデルベルクにあった

ことが知られている。16S7年パリの王立図書館が購入、母らく「パリ写本」として知、

られていたが、・18ssffドイツ帝国にタって買い戻され～現在はハイデルベルク大学図

書館に展示されている。Johann　Jakob　Brei七ingerとJohann　Jakob　Bod．merによって

出版する試みがなされて・いたが（175S－59年）1ロマン主義時代に再評価され、1838年

完全な形で出版された。

＊　lssued　as　Walthey，　IIF．　（ed．）　’　Oodex　Manesses　die　grosse　HeidelbergeT　Lied－

erhαndschrift．㌧Frankf碇七ani　Main，1975－78．．原色複製・LO倍　＜YP18－51＞

92・．（Zotter，420）　Leiden，　Bibliotheek　der　Rijksuniversitel’t．　Ms．　Let’te．rkunqe　191．

　GuillaUme　le　Clerc：　F”eTgiLut．　・　Middle　Dutch．　32　leaves．　．250×165．

　Parchmen七．

　オランダで14世紀芋ばに筆写。

ギSrム・～レ・クレールTフエルグート」．テクス．トゥーラ体6．本書はvギヨーム・

ル・クレールによる古仏言吾のアーサー王ロマンス「フェルギヂスとガリエン（F¢吻お

e亡σαZ乞e航e）」（1200－33年）の翻案である。中世オランダ語訳としては、現存する唯

二の写本と見られる・内容は・1・田舎の少年フ手ルグらトがア「サー王とそ9騎士たち

の姿を見たこどから騎士に憧れく数々の冒険を繰り広げた後、ロジアンを治める女性

L　71　一7r・



三四ガリエンと結婚するという物語である・折丁は

臨』二一’

奪影’

鍵鯉バ…
　　蜘

認鮎

幽魂欝鶴

　　　　　　咽32）

吋αc5襯Z6・櫛・6吻・xt・nt，Mieldl・D耽んm・nzL・c吻t（L・id・n，σ渤。Of。ity

五伽吻，m…1）ette・kuncl・19エ）．　L・id・n，曙1974．単色灘’1．0倍＜KR157－18＞』

quinternion　’ i10葉で1丁）で、3つの折丁と2枚．．

の紙葉の全32葉で構成されている。冬ぺ」ジは44

行の2段組で書かれ、各論め頭文字を中心に人の

顔や動物などをモティーフに．した装飾が施されて

いる。特に第1葉の初語の頭文字には、よろいを

着た一入の騎士の全身が描き込まれている（図
32）’o

＊　lssued　as　Haah，　M．　」．　M．　de　（ed．）　Fergde’zet；

93　OXford，　Bpdleian　Library．　Ms．・Bodley　851．

　Langland，　William：　Piers　the　Plownzan，　etc．　Middle　English．”　209’Ieave．s．

　23．5　／，45　×　175／80．　’　’　P’archment．　．

磁強烈蒐1’聯ジ7修道院にやいて’370年騨（1）に筆’f・』・

．ウィリアム・ラン9ランド儂窄アズφ幻想」A・91i6・n・ξ・・in…体．．「頭繍

で書かれた寓意的夢物語詩であり、14世紀後半に書かれた中世英文学の代表的な作

鱒葛孟雛1ン・ド（’330？7’400？：）はでング7≧、ド勲爵ま㌍ンドンr住1

　　「農夫U’アg」は全部で54以上の写本が現：存しそ》・る6内容的に～最も早い時期に

香かれた’Aデクスト∴（1362年tt成立）、それを修正・し大幅な増補を加えたBテクズト

（1377年頃成立）、最終的な改訂力『加えられたCテクスト（1395年頃成立）の3種類に

大別されているが、．v　・ずれもうングラシドが書いたものと』される。本写本Ms．　Bodley

851（z．テクスト）は著者の章稿くUr　一　teX七）のコピごであり、A・B．・．Gナクストに

先立つものであるとする研究もあるが、賛否が分かれている、、

　本写本は全209葉曇り、、3ヒ）の別々の作品を1舟にまとめたも・のである。「農夫ピア

ズ」’嫉3番目の部命に含まれそいる。本複製は、第5葉《r－v）〈ジヨンニウェルズの．

蔵書票の貼られてv｝る葉’（6・v）d24r－140v（「冷感ξアズ」Zテクズト）のみ。

　ジ、ヨン●ヴェルズはラムジ「修道院修道士でオ、ツクスフオードG．louces七er℃oIlege

の学者・反ウィ・タリフ派として有名だ？た。彼の蔵書票が貼られているめ嫉最初の部．：

分だが・写本制作に携オ？つた複数の書記の筆写、装飾のダイミン．グなどから、残りの一

．部分もウェルズが所蔵しそいたの℃はないかと見られて．いる、

’＊　lssued　as　Bte’weic，．C．　＆　Rigg，　A．　G．　（in’trod，）　Piets　Plow7rian；．　a　fdcsimile　of

the　Z－text　in　Bodleian　LibtaTy，　Oxfgrd，　MS　Boelley’851　．　Cambridge　；　Rochester，

NY，1994．・単色複製p．87倍＜KS163－A77＞、　　　　　　、
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＼

94　Lisbon，　Bibl・ioteca　Nacional　de　Lisboa．　Codex　Alcobacensis　36．’

　Vida　de　，Santo　Alexo．　’　Portuguese．　5　leaves．　276　×　185．　・

　．1375年頃に筆写。・　、　　’　∫・・、

「聖アレクシス伝」’ゴシック体。　10世紀頃、，東方ビザンティンから伝わうた聖人

伝。ギリシア人僧が伝えたと言わ沁る・アレクシろは4－S世紀凹めの聖人であり、』

この聖人伝によれ封目．一．v貴族め出身d』婚礼の日に家を出、エデッサ（トルコ南東の

都市）で苦行者の生活を送ったという61伝説では，エデ）7サで17年暮らした後、・、聖者

として知られるのを嫌ワてローマに戻り1 A‘ モﾌ家の階段の下で17年人知れず暮らした・

ζとにをっている。5世紀のシリア：に源を発する伝説が元で、ギリジナ語・ラテン語
、（H形で西ヨー’ロッパに伝わり、11世紀にはフランス語でLα碗edσ・α¢三訂e鋭・が書

かれるなど・様々な文学作品として取り上げられ普及した。日本で印尉ざれたキリシ

タン版S・n・t・sN・a・・α9・t・・h・V・hi・NVqig・qi（「サントスの三脚の内抜書」．i591）・

中にもt．「サント・アレイショ伝」とし七含ま乳ている。

　本写本はAlcobagaのSanta．　Maria修道院に伝わる2種あポルトガル語の「聖アレ

クシス伝」のうち、、古い方である。同修道院は他にもう1種のラデン語「聖アレクシ

ス伝」を所蔵していた、（Cod．35）。

＊　lss“ed　in　Allen，　’J．　H．　D．　Tzvo・old　Port2Lguese　vedesions　of　the　Life　of，Saint　，

Alexis：　Codiees　Atcobacenses　36’and　266．’　Urbana，　1953．　（Jllinois　stzLdies　in

Zαπguαge伽4鷹町回加e，　v・37，．ho・1）単色複製．0・62倍　〈869．3－A384七〉

95　Lisbon，　Biblioteca　Nacion．al　de　L、isboa．　Codex　Alcoba6ensis　266．

　．V2’dαde　Sαnto　AZexol　Portuguese．　71eaygs．　263×！80，．

　1400年頃に筆写。・
ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「聖アレクシス伝」．、ゴシヅク体。、葡：項ゐ写本から筆写されたと推定されている写．

本σ後世（1415年頒？’）り手で、テクストを通じて修正が施さ紅て．V）る。

＊．Iss・・d・in』 `ll・n，」，・　H・D・％・・Zd　P・吻gu・se・v・T・i・n・’・f・th・酵・bノ　S・int

Alexis：　．　Oodices　Alcobαcense836αnd　’ Q66．、Urbaha，1953．　（ll’linois　5謡（海e3　in

Z吻u・9・・and・lit・・α吻ご，〉・37，・・の単鞭製O．66倍＜869．’3・T一　A384t＞

96S・・M・・i・g・．　Hunting七・n・Lib・aty・M・・、耳L　26　C．9・‘

　．Chaucer，’g｝eoffrey：　The　CanterbLeTy　tqles．・　Middle　English．　・　240　leaves．　399×

　284．．　Parchment．　，・　．／．．　’　，　・．．　，，’　，」　・’

　亘ンドンで1410年頃に筆写。・

ジェフリ「・チョーサr「カンタベリー物語」　Anglicana　forma七a体。　イギリス

の詩人チョーサr（ρ．1343－1400）の最大傑作であり、1387年から1400年にかけて執筆

・ざれたと見られる。17・OQO三三の韻文と2つの長い散文め物語から成る。南イギリス

にあるカンタベリー聖堂に詣でる巡礼たちがロンドンの宿屋に落ち合い、．チョーサニ

もそれに加わる。そこで各：人が往復に．それぞれ話をするという展開になっている。し
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かし、チ・ヨ※サごの死によって未完に終わり、24編の物語が書かれたに留まった。’

　この写本は17世紀初頭から3世紀の間、舌ルズミア男爵の図書室に所蔵されていた

ため』 uエルズミア・チョーサー（エルズミア写本）」の名で知られる。この図書室は

Thomas’Eger七〇n卿1G540？一1617）が収集し始めたもので、おrigeWater　House　Library

の名で代々続きく20世紀初頭には刊本4）400冊、写本12，000冊に達した。1917年に鉄

道三曲ンリー・E・ハンチィントンが蔵書全体を柚木し、本写本も現在はハンチィシ

灘麟

難鱗，

（図33）

鍮
黙
灘
艦

’＊．lssued　as　Woodward，　D；H．　（ed．）　’

0ん・ucer・f・・simil・・！Htintingt・叫蜘吻M3　E五3609，
複製　1，0倍　＜YP5．1一　A4s4＞

トン図書館の所蔵となっている・チョーサごめ擁後すぐに

制作されたこの写本は、80点ほど現存する「カンタベリー

物語」の写本の中でも、ウェールズ国立図書館に蔵されて

V｝るH：engwrt写本≒並んで、最も．テクズトとしての信頼i生

が高いとされる。’23点の細密画は縞柄の冒頭に23人の巡礼

の姿を描V｝たものであり、「そのうちチョーサーめ自画像．8

見られるユ点は特に有名である（図33）。きらに各ページ

には豪華な金の装飾が施されてお，り・美術的価値も高い・

　，’，＝ルズミア写本②複製は1911年に刊行されていたが、単

色（部分的に原色）複製であり、イリュミネーションも忠

実な複製ではなかった。本複製は日本のミズノプリテック

．社により250部印刷され、旧版は雄松堂であるd

　　　　　　The　CanteTbzLTy　tales；　the　new　Etlesmere’

　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　lgg5．原色

97　’Oxford，　Bodleian　Libraryl　Ms．　Douce　104．

Langlahd，　William：　Piers　the　Ptow7nan．　Middlg　Englishl　112　leaves　（10

　qua七ernions＋3　quin七ernions＋1folio）213／17｝〈146／5！．・Parchmehtr

　l427－28年に筆写。72点の細密画。’

ウィリアム・ラングランド「農夫ピアズめ幻想土Anglicana　fgrmata体。’奉写本

は，、主に「農夫ピァズ」めCテクストから成るが、テクストの内容より、欄外の挿絵’

で有名である。54以上の現存する写本の中で、一連の挿絵が付いている唯一の写本で

ある662のペー Mに72の彩色された挿絵があり‘・本心禦ではその本所だけはすべて原

色図版で複製されている（別耳立て）61人の筆写者によって書かれてお・り・その煙

用語がH：jberno　一、En91ish（アイルランド植民者の方言）であるごとカ｝ら，』アイルラ．ン

ドで制作された可能性が強いと考えられている。挿絵画家の名は不明。写本は収集家

：Francis・Douce（175771834）（27参照）の旧蔵書。：　　デ、・

，＊　lssUed，　as　，PeaFsall，　D．　A．　（ihtrod．）　’Piers　P（oabntans　a　fdcs’im’zlle　of　Bgdleian

Lゆαγ跳Oxford，　MS　Dozece　．1　04　．　Woodbridg6，　Suffolk；Roghes七er，　Ny，「1992．

単色複製（一部原色）1．0倍＜K：S163－A79＞、
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98　（Zotter　56）　Vatican　City，　Biblioteca　Apost61ica　Vaticdna．　，　Codex　ReginensiS

　1・七i・u・1896；B・・li・，　S七a・tli・h・M・・9・h・u　B・・lin－P・eussi・h・・K・1七・・b・si七・・C・d・・

　HaMilton　201　（Cim．　33）　’

　D4n七・Alighieri・Di・in・σ・mm・惚・’』ltali…102・1・・嘔320×470・P・・chm・n七・

　1482－90年に筆写。筆写地は不明。ニコラウネ・マンゴニナ（Ni601aus　Mangona）tt

　が筆写。サンドロ1、・・ボッティチェル1プ（Sandro’　B6tticelli）の挿絵。

ダ？テ・アリギ円月リ「神曲」－人文主義書体。　’ダンテ最後の作品6亡命中め作品・

’で、130Q隼の復活祭に彼岸の3　PO）国をさまよい放浪するダンテの様を書いている。

ダンテの自筆原稿は現在一片も知られていないが、写本は多い。「本写本はヤロレン

ツォ・ピエルフランチエス『r．・’ f・メ，デ1チ、（1463「1503）の注文によるもので、’ {ツ
・ティチェルリ（14440r　5－15iO）が挿絵を描いたが未完に終わった。現在では3箇所

、に牙かれて所蔵され（ヴァチカンに7葉、ベルリンに84葉）、一葉毎に別々に保存さ∫

れている．（複製では、「そ、の全体を本来綴じられていた川内序に再現）。左だし．tlO2葉の、

ケち、　，10葉は喪失してしまρている。　’　　　　　　　”　’

　ボセティチエzvリ偉1481年に刊行された「神曲註解」（クリストフ三三・ランディT

ノ著〉：の挿図の下絵も描いており、こちらはBaccio　Baldiniによる銅版画となってい

る。

．，　＊　lssued　as　his　Ld　comedia　di　Dante　Atighieril’．　manoscritto　szL　pergamena　dell

・anno　1400　al　・1450　con　disegni　originali　fatti　da　SandTo　BottiTetli　od’altTo　di　quel

teinpo　delZq　s．euola　fioTentin．　［1］okypi　19，86．’　2v．　（，Codices’e　Ydticanis　selecti

9…・翻ZZ三三俘8ε乞畑U∫・郷瑠をPP　I∫，・・η吻・t　b卿curat・脚
Bibliqthecα・Vψ・αn・e，・・54）源色複製1・0倍』＜YP14・1196＞

VI－1　動物寓話　Bestiaries

　Bestlaryは中世独特のジャンルで・4世紀頃にアレキサシドワアでギリシア語で書かれ

たP吻820ZOgU5乏いう動物・鳥・鉱物等をキリスト教の教乖に基づいて記述した本炉土

台となつで譲る・中tr　9－uッパでは5世紀にラテン語訳されたものが庫本となり、特に

12－13世紀にイギリスで多く（40点が現存）制作された。ボドレー図書館が所蔵する「動

物寓話」（Ashmole　1511）やアバディーン大学が所蔵する「動物寓話」（MS．24）はその有

名な例である。．

．　文章だけでなメ、図が多く描参れているが、架空ρ勲物も多く描かれて削る。ルネサン

ス期に作られた動脚誌の本とは意味合いが異なるので、、学寮ではなく文学として分類し’

た。　　　　、㍉　　　　　　　・　　　　tt』　　・　　　　　　　　二”

99・（Zo七七er　642）Oxfotd，　Bodleian　Library．　Ms．　Ashmole　1511．
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　　　　　　　　　　　　　　動物たちについて、姿形s性質などをもとにその寓意を

　　　　　　　　　　　　　　キリスト教的に解釈している。「全130点の細密画は、金’

　　　　　　　　　　　　　　色の背景に赤、青、緑の色彩を主体として描かれており、

　　　　　　　　　　　・ll出物とその離の世界が力強く表現されている・旧訓

　　　　　　　　　　　　　　は71と同じAlias　Ashmole（1617L92）。本複製は細密画

　　　　　（図34）　’＊lssu・d・・trnt，，ki，cher，　F．　Ti。reα。z、b。，

AbeTgZα2Lbel　die　schbnsteη．MinlαtzLren　a2Ls　dent　BestiariiLnt．　Graz，1986．原色

複製（部分）0．75倍　＜K：C482－A17＞

、畷．木鼠本、〈b1碗k－bΦ魔＝〉

　15世紀のヨーロッパにおける本の作成方法にぽ活字印刷、木版印刷、写本の3つが併存

した。一枚ものの版画を本とみなすことは難しいが、印刷術の起源をめぐる論説から、本

のコレクターにも収集された。一方、木版画は印刷本においても挿絵の技法として使われ

続けたので・美術品のコレクターも挿絵劫本を耳日面レ、撫媚鍋作成されている。

特に・W・L・S・h・eib…M・nu・l　d・Z’・m・t…T・d・1。9。αv，、。。．su。　b。i。・et、ur　m。t。t

αzt　XVe　sibcle（1891二1910）は有名である。

　ヨごロッパにおける木版画は14世紀には既に行なわれていたが、この技術で本を作成す

ることは早くて1420－30年頃、別の説では1450－60年頃に始まった。オランダあるいはドイ

ツで作成され、一番多く作られたのが1465－75年頃である。Biblia’　pαupeTum（貧者の聖

書）・Sp・乙ぬm磁…d・・SαIVαti・ni・（人類救済の鑑）、　Ap。。吻P8e（黙示録）、　A。8

’・moriendi（往生術）等がよく印刷されたタイトルで、これらは金属活字でも印刷された。

　木版奉の特徴は、紙の片面にしか印刷されていないことで、残存部数も少ない。書誌学

の興隆と共に複製op刊行も盛んになり、20世紀初頭までに18タイトルの木版本の複製が刊

行されている。

100M・n・h・・t・f，　J・hn　Ryl・・d・Upiversity　Lib・a・y　6f　M・n・h・・七・・，

　The　annzLnciation．’一1，leaf．　290×210．　Paper．
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　「受胎告知」

，　101　Manchester，　John　RYIdndS’University　Library　of　’Manches’
狽?秩D

　　St．　Christopher．　11eaf．　28’9×208．　’　Paper．・

「聖クリストファノレス」これらはすべてマンチェス．タつ池ン・ラ右ンズ図書館

　所蔑の一枚ものの木塚画であ為（図35「受胎告知」）。

　木取画学活字本の前身かどうかという観点で、・本の・

　コレクターも木版画を収集した。・ジョン・ラ’イラン

　ズ図書館の所蔵する木版画はスペンサー三三2代

G…g・J・hn（1758－1834）の集めたもの℃Aithq・p

　コレグショ．ンと呼ばれる。1892年に、設立したばかtt

　り．リジョン・ライランズ図書館ぷ4万点以上の印刷

　本ζ共に．購入した。中でも上記2点の木版画はその

　古さで有名であlp．、』「聖ク．iJ，スト17アルス1には1423

　年．といラ表示がある6両者、は・Buxheimの修道院の

所蔵していた写本’〈五αu3、γ吻翻6）中1こはさまれ

　1いる’のを1769年に発見された。スペンサー伯の蔵

書を解題したT・F・b，ibdih・Bibli・thecα　Spence。i。na

（L・nd・n，1814－23！は冒頭で、．この2点の木版画を・tlt“一u　’ttt’” i図35）

　取り上げている。’　「．　．　・　　　’　　　　　　』

ﾚ製はジョン・ライラシズ三二官の所蔵するインキュナブラの複製シリーズとし

丁干リ行しされたもので・雑は木版画ρ纏論評もの．他に．St．Anthqny．th，

Hermit，8t．Briolget　of　Sωeden等が収録されている。、

．　’＊　lssued，in　Dodgson，　e．　（ed．）　woodcuts　6f’th’e　fiftleenth　’centzeTy　h’n　the・」ohn

Ryl・噴伽α・蹴ep・・面Ce伽！…imil・ωith。π傭。dZL。伽、αnd　n。t。』、

・聯摩羅9’5’（The・’」・々無論一一吻・4）原腋製1・・倍

102・P・・i・，Bibli・th6q・・nati…1・、d・F・ance．　Xyl．31．1一 @　』一、
　1？　xuercitl．　apm　’s2Lper　．i　ateT　IVoster．　Fle，mjsh．　．8　leaves．．　287　×　204．　Paper．　

　オランダT’　1430－40年に印刷。幽

「主の＊Ji　uの礼拝」・ゴシッ・ク体・木版画φ絵入り本6「マタイ伝」にある主の祈り

をテ「マにしたカテキズム・テクスト．瀦1ま恥d・ik。a。　d，n　B69。rd，（1382，．1469）

‘とされる・絵のみ木版画で、文字は稽・ ｫである，元kは1・歎あった力襟、葉と
第9葉が欠けている。1805年にブリュッセルの書店よりフランス肉立図書館が購入し

た・本書には‡字も木版の第2版があり・．旧館はそちらも同時に購入しでいる。

＊lss只・d　a・’　K・i…II・・，戸，（・d・），幽晦…p…Pdt・・N醐、加。ん面Z三三

1欝総門畿∵u三冠締γ鑑贈禧．
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〈YP51一　A542＞

　　　　　　　　　チ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ

、　103　H6idelberg，．HeidelbergerΨhlversi嶺tsbibliothek．．．Cbd⇔x　Pala七、　germ．438：．．．．

　　．D晦zρgu・・．．．G・・M・p・1・10・1・av…．．263＊ユ94・　’？・per・

　　　．ドイヅで1465年以後に印刷6．、、　　、．

．「械」．． ﾋ・ク体9．t．■　．・』■．．．．．・、　．．rl・．
　’iO4．．H・id・1b・・9；・H・iq・1b・fger．U・i＞・・Si七a七Sbibli6七h・k・C6q・X　p・1・七・9・・血・438∵．

　　　S・ρ吻・幅ゆ・噸・・G・・…一・5！・avg’・・348×175・．1、　P・p・r’1

　　　ドイツで14S5－60年に印刷。・

三会のヤづ0襯」「ごシジ喚　．．．一．』一！

　　・05．H・id・lb・yg，耳・id61喚・・．Uhlvers聯・bibli・’th・k．Cr炉・x．P・1・㌻・9・血・．438・

　．　θ〃ηbohmr1．α3）08オ。あ。μη3．．．．La七in．　81e琴ves．　264×182．「　Paper．．　　　．・

　　　ドイツ．℃hl　460770年19印刷・

　　．「使徒た．ちの信条」’、ゴシック体。1以上3種の木版本がC6dex　palat．．gerbl．’　438とし

（図36）

，t・圃漁・k　in　33　Laeh’tdriL・kta！・ln　imd　2　T・！・Zπ勿F・rb・7ili・励u・k．

1907・，・（G・’・phi・ch・G・・e11・c紬，．．4・γ⑳∬・n右Z蜘π9）

・・ rg物boZU加αpO8孟6Z乞磁mは各々i葉のみ原色複製）．t

て1つに管理されている。．「十戒」．は各葉．とも十

戒のラテン語．とドイヅ語訳が書かれ、さらに悪魔’

．の返事がドイ．ツ語で書かれてやる（図36）。「取倉

め七つの戒規」は7葉で完全本だが、金曜「日、．土．

曜日の2華が欠け．；（いう。．「使徒たちめ信条」・依．

第2版で、‘初版は1450－60年頃印刷された．。ヴ土．．

ラムに印刷されたものがオ十ス．トリア国立．図書館

に所蔵されて捲る』．．ζφ第2豚も不完全本で・12”

．葉のうち、第2－5葉を禦いでY・る。．．

　複製本はζれらの単色複製である拍ミ、Deとαlbg2LS

と．．SymboliLm　apgstolictim．に？V．・てはそれぞれ

「1葉め婆原色複製である。．　　・　1’
＊lssued・・K・i・t・ll・・；P。　L（・d．）．De・吻u・S，

S・開脚脚・li・；　S．y．mbblamp．　dp・st・li…ガ

р窒?堰@Bl・・脚φと・d・r　H・idetb・rg・・σ吻¢・・三一．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Berlin，’　，

　　　　　　　　　　　単色複製．（DecαIQpasと

　　　　　　　　　1．0倍　＜YP51茎A543＞〉

．106Mg・ゆ，　B・y・・i・che　Sta・t・bibli・七h・k・．

物嬬隅翻ll乞と∵1甲∵2畔・興やP甲．
「簾たちの信条」．．ゴシ三儀．i「使徒たち循条」の第3版』、・甲噸聖ρ髄

1院ﾓされて聯麻冠い三三三三・・一．．．．．．己こ…1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一　78　一一，．



’・複製本は単色複製てリトグラフ）だが、オリ、ジナルには7色の彩色が施され℃いる。

・複比本にはその他に、1枚もの木三三9点も穫製され（いる。

＊　lssugd　in　Kr・isteller，　P．．　（ed，）　Symbolam　apostoliczLm」　Blockbuch　一　iLniczLm　dqr

K．　，Hof－und　Staa’tsbibliothek・zze　Minchen，　nebst　12　Ho’lzschnitten　gleichen　’

β襯η2廊ん蜘ψ・・！・ln・B・・1i・，1917・（G・・phi・rh・G・・e11・ch毎f㌻，23，　y・r＝

．，δ∬eπ痂。んu鴨g）単色複製　1．0倍　＜YP5！r　A544＞　　　　ジ

107　Mupich，　Bayerisch♀s七datsbiblio七hek．’xyl．1．・

　Pas　P2Lch　von　dem　Ent　krist．　German．　19　leaves．　・　290　×　200．　Paper．．　．　

　ドイツで1470年頃印刷。・　　　　　　　　』「　　　　　　　・　　　　1

「アンチ・．クリスト伝説」　ゴシ「ック体。．「アンチ・クリスト伝説」は木塚本で三布

し、・インキュナブラでも版を重ねた。本書は反キリストに関する60の場面の図と文章

から成っている。紙の片面に印刷され、裏面同士がめりづけされている。図は手彩色

が施されている。
．’

磨@lssued　as　Das　Pu6h　von　dem　Entlprist．　Leipzig，　1925．　．　（BlockbaeheT，　1：　Bd．）

原色複製．1．0倍　＜KC482－A69＞

、　t一　（じゅうもんじ　かなご　書誌部国内図書課）

　　　　（さ．とう　のりこ　主題情報部科学技術・』経済課）

　　　　「』（おりた　ひろはる　書誌部外国図書・特別資料課）

　　　　（きたむら　やよい　総務部企画・協力課）

　　　　（あんべ　さちこ　総務部人事課）

：一一　79　一一



所在都市．。．．所蔵機関名索引

・eの刺は採鍬た写本をその所蔵鞭から隠す膨めの．もので、本四釜三三ン

トソー番号への季照ξなっている。写本は所蔵機関が管理している三三でマ意的に特．

定できる．ので・写本の専門書で嫉ζρ情報を普通、写本の識別に旧いている．。．．三目鐘．

で四国者陣所灘関・一四号めlli頁に謹して喝ので刺でも．この順に記載し、．

アルファベット順に排列してある。都市名．は華語形に統一一一・Aしてあるので注意が必要で

南る．（例．’．WienでをくViepna、　Fifen客eでなくFlorlence．、．¢itla　ael　Vaticanoで）s

総脚’ty～．M卯。願なく即’lh等）．・・款〕・写糊ま脚だけ略語旧

離畿翻蹴，盈gnallaRo蜘’e「，：Fi’・’幽thyaheゆMr462’6，．，

．干鶴野1（：霊9望二丁与e．聖▽eh．，z9 『e「1’n－P・「euss’ch雫干．〕［～91vy，「PglipzL．㌃『（）1（1』『［与甲’ltgn

，Cambrl’dge　（En’ 〟D），　Trinity　Coilege　Library．　Ms．R．16：2．　・　・’　・26　’

Chan七illy，・M耳s6e’e七．q埴七eau．de　qha三七illiyl．（Mu串6e「Cohd6）．．Ms．65『．30．

Da・mstadt，：Hessi・ch・S　S七a・七・aゆi・・．．‘ A41． @　　　　　　、．
Dublin，．　Chefitg；Bgq’tty　，Llbrqry．　Ms．　Western　99’　，　37，
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人物の母語形を用いている。．
　　，1　－　　t

AngeluS，　Ja，cobus　・75

Beatusi　of　Liebana　’　22－23，25

Bening，　Simon　36－37

Berthaud　d’AchY　90

Bgge・・di，　Gi・⑳i　dl　qi・1脚59

Botlticelli，’　Sandro　・　98

BpucicauV　Maste，r’，　74，・

Bourdichon，　J’eap　’，　34

．Calandri，　Filippo　59

Casas，，Bartolpm6　de　las　78

Chauceic，／Gegff．re．Y．’　96

Colombes　Jean　’　30

901upab，　gs，　．ChtistPp，her　．　．76－79

C・血mi・・lli，　Ug・．．．75．tf．．．・、．

Cr’esques，　Abraham　86，

Datnte　Alighieri’　．／　98

Di・・e・・ide・，　P・d・蜘・・、．69

Dondi　dall’Orologib，　Giovanrii．　55

’Dohizo　’　一73

Eyck，　Jan　van　’　31m33

Facundus’　23
・Eouquet，　Jean　’．　81

，Frederick　ll一　’　’54

Gaston　Ph6bus’　’56

Gi6val皿i　d‡Beyardo　．　80．

Gu－illaume　de’Lbrris　．’　90　”

Guilla’浮le　le　Clerc　92　fi’

一Higden，．　Ranulf　’・．　85

Horenboμ七，　Gerard、’36．

lbn－Butlan’　68’一

t　／

’

一t　一・　90　一一一



　　　，．lsabel．　la　Ca七611ca　　　　51，一52、

　　　Jakobus　K：okkinobaphos．．　3．

　　　」6an　de　M．¢UI1　　90

　　　．Jean　d，「Orlean　　　29

　　　JQel　b6n　Simeon　　　46

　　　Lambert　　53
　　　　　　　　　　　　　　　へ　　

　　　’　Langland，．．William．　93，97

　　　1、eonardo　da．　Vinci．＼　58，60　．＼　　　一

　　　Limb・u・g．B・・thers（P・1，　Je・n・nd　He・m・n！

　　　MaiUs．．　22

　　　Mangoha，　NicQlaUs　98　　．、　　　、：t，

　　　］M：artihus　de　la　Cruz．　、．72

　　　　M6n年a，　Antonio　’dat　40

　　　　Pdcioli，　Luca　　　．6q　　．　　　　　　　　　　　．　　　　r

　　　　P・Vl・・．　S・n・七inu・．Duce＃・i・．57

　　　　Pie七ro．del　M昂ssaio．．　75

　　　　P610，　Matco．．741

’　P㌻01emagus，　Clauqius’：　75

　　　　Purvey，　John．．　9．　．、　　・．

　　　　Ri6hard　de　Bellg　of　Hal，dingha血　．84

　　　　Ticcola，取［arlano．．．・5・7　tt

　　　　VergiliuS．1　88．．

　　　IWγ雌・，　Jqhp　・i　9．・

　　　　Y6hudah　b・n・Yaak・v　b6n．Y・hUd・h．42．．

28130

二

一91一


