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アトスはギリシア共和国内に位箇するが、 修

道士による自治地域として、 入域には特別な手

続きが必要である。 事前に確認した上で、 アト

スに詳しいトビリシ国立大学のオクロピリ ・ ジ

クリ研究助手とともにテッサロニキ空港から車

前田弘毅 で港町ダフニに向かった。 やがて、 切り立った

はじめに

2017年4月、 正教会の聖地として知られるギ

リシア ・ アトスを初めて訪れる機会を得た。 筆

者は、東京大学文学部在学中より主に西アジア ・

イスラ ー ム史を専攻してきたが、 大学院在学中

にかねてより関心があったグルジア／ジョ ー ジ

アに留学する機会を碍て、 これまでも正教世界

そのものについてそれなりに勉強を続けてき

た。 しかし、 百聞は一見にしかず。 復活祭の期

間に巡礼者とともに訪れたアトスでは多くのこ

とを学ぶ機会を得た。 また、 期せずして同じ時

峻険な頂を持つ極めて特徴的な山が姿を見せだ

すが、 このどこか異域に誘うようなアトス山の

偉容を、 旅のはじめから終わりまで、 眺め続け

ることになった（写真1)。 ダフニでは親日的な

係員に丁寧に対応してもらい、 若干であるが異

教徒として上乗せして許可証を受け取った。 桟

橋から数十人乗りの中型ボー トでアトスの修道

院群に向かう。

聖母マリア（正教会では生神女マリヤ）が船旅の

途中、 流れ着いて滞在したことがあるという故

事にちなんで、 アトス山とその周囲の半島全域

期に監訳者として［黒海の歴史J (チャ ー ルズ・キ が修道士のみが居住する特別な聖域となってい

ング著、 明石書店）を上梓したが、「正教空間」の る。 基本的に男性の巡礼者しか外部の者を受け

広がりをまさにそのミクロコスモスたるアトス

で強く実感することになった。 ここでは、 滞在

の概要について簡単に記したい。

写真1 アトス山の偉容
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付けず、 ネズミをとる猫以外は家畜も含めて全

てメスは入山が禁止されているという。 今回の

研究滞在で全行程をともにしたジクリ氏と滞在

許可取得にあたってお世話いただいたクトウル

ムシウ修道院のイエロテオス修道士に心から謝

意を表する。

クトゥルムシウ修道院で体験した復活大祭

滞在初日は、 中心部にあるクトウルムシウ修

道院に逗留した。 案内されたのは17世紀に建て

られた僧坊で、 まさに歴史の中にタイムスリッ

プしたような印象を持つ（写真2)。 さらに、 初

日から復活祭の祝祭を体験することになった。

厳粛な儀式であるが、 祈りの調べに耳を傾け、

聖堂の内外を行き来して夜は瞬く間に更けて

いった。 また、 長年現地に通い、 おそらく日本

で最もアトスに精通する日本大学で教授職を務

められた日本正教会の中西裕一 司祭と写真家の

ご子息裕人氏との遡逗も忘れることは出来な

い。

多くの修道院が海辺に位置する中、 クトウル

ムシウ修道院は内陸部のアトス中心部カリエス

に近い。 そのため、 滞在二日目には中心のプロ

タトン聖堂に安置されている生神女のイコンが

同修道院を訪れる様子を見学することが出来た

（写真3)。 伸びやかな春の穏やかな日差しの中、

聖なるイコンがゆっくりと移動していく。 世俗

と切り離されて存在するアトスの聖なる生活の

リズムにより、 正教圏から集まってくる様々な

国籍の信徒たちにもう一度信仰のあり方や自ら

のアイデンテイティを認識させる格好の場とし

てアトスが機能している様を感じた。ちなみに、

カリエスからは各修道院まで乗り合いバスやミ

ニバスがでている。 また、 おそらく半島内で唯

写真2 17世紀に立てられた僧坊からの眺め

写真3 祝祭の一 コマ
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ー、 修道院外で食事をすまし、 雑貨が購入でき 写真4 イヴィロン修道院
る商店が存在する。

イヴィロン修道院の生神女

クトウルムシウ修道院に二日ほど滞在した

後、 イヴィロン修道院に宿所を変えた。 海辺に

位置する広大な修道院でアトスの20の修道院の

中でも格式もたいへん高い。 今回の訪問の一番

の目的は、 この修道院に安置されている生神女

のイコンの祝祭を見学することであった（写真

4)。 グルジア／ジョ ー ジアでは生神女信仰が厚

いが、 東グルジアの古名イベリアに由来するイ

ヴイロンの生神女は、 まさに別格のイコンとし

て崇拝されている。 そもそも現在はギリシア系

の修道士が管理するイヴィロン修道院はグルジ

ア史で著名なビザンツのグルジア系将軍トルニ

ケ ・ エリスタヴィが10世紀後半に創設した修道

院で、 いわばグルジア人にとってもっとも神聖

な宗教聖地の一つである。

イヴィロンの生神女のイコンの傍らには、 縁

あって海中に迫棄されていたこの聖なるイコン

を海辺より招来したとされる聖ガブリエル、 や
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はりイヴイロンで活躍した聖イオアネ、 聖エク

ヴティメのグルジア出身「聖山（ムタッミンダ）

の3聖人」を描いたイコンが飾られていた。 こ

の日のためにアトス入りしていた多くのグルジ

ア人とともにこのイコンに向き合うとき、 もち

ろんたいへんな緊張感を伴ったが、 同時に堂内

の静謡な雰囲気が何よりも印象的であった。

いわば聖地における最大の祭日に同修道院を

訪れることは信仰に厚いグルジア／ジョー ジア

人の念願であり、 当日は大挙して押し寄せて、

廊下に並べられた簡易ベッドで多くの人びとが

夜を明かす。 また、 食堂に人が入りきらず、 外

で食事が配られる場面もあった。 もちろんこれ

はグルジア人のためだけではなく、 正教で非常

に重要な祝祭であり、 翌朝にはギリシア国の総

主教がイヴィロンを訪れて朝食をともにした。

なお、 2017年に関しては、 悪天候のために恒例

の海辺へのイコンのお出かけは中止となり、 そ

の点は心残りとなった。

ここでも、 アトス在住の唯一の日本人である

ティモテオス修道士にたいへんお世話いただい

た。 重要な祝祭の中で、 一切楽器を使わない正

写真5 カラカル修道院
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教独特の壁歌を日本人の修道士がうたいあげる

ことに素直に驚くと同時に、 正教世界のユニ

バ ー サルな一面も強く感じた。 また、 寝泊まり

させていただいた一室で深夜に氏と話し込んだ

時の静かな時間の流れもまた忘れることが出来

ない。

アトスでの「発見」

箪者は特別な信仰を持っていないが、 アトス

山の修道土の質素かつ厳かに神のみに仕える生

活はとても印象的なものであった。 滞在中、 偶

然にも筆者はその豊かな歴史の蓄積の一端に触

れることになった。 イヴィロン修道院では17世

紀に寄賭された、 外出の際に風雨や陽光からイ

コンを設るために上にかかげられる美しい「日

傘」を調査する機会を得た。 そこにはグルジア

文字で寄贈者であるグルジア王族アショタン ・

バグラティオニの名前が刺繍されていた。 全グ

ルジアで信仰されるイコンが、 説話に基づいて

海辺にお出かけする際に、 上に高くかかげられ

てお守りする傘に自らの名が剌繍されているこ

とはたいへんな名巻であったことだろう。

この「日傘」を調査した同日の午後には、 近

隣のカラカル修道院に移った。 高い塔と美しい

概観が印象的である（写真5)。 因書室でオスマ

ン帝国から発給された文書などを閲覧している

最中、 同行のジクリ氏が声をあげた。 ケー スに

収蔵されているギリシア語で記された福音書写

本のミニアチュ ー ルの中に、 なんとグルジア文

字を発見したのである（曾記が手にする福音杏が

グルジア文字であった）。 急速、 ケ ー スから出し

ていただき、 手に取ってみると、 写本の金属製

のカバーにはグルジア文字で寄進者の名前など

の情報が記されていた。 それは、 まさに箪者が

同じ日の午前に拝見していた日傘と同一人物で

あるアショタン ・ バグラティオニによる寄贈で

あった。

日本ではおろか、 母国グルジアでもほとんど

無名の人物であるが、 ここで少しこのアショタ

ンに触れても良いだろう。 アショタンの兄であ

るヴァフタング五世 ・ シャ ー ナヴァ ー ズ王（在

位1658-1675年） は、 当時の慣習に則って王位を

継ぐためにイスラー ムに改宗するも、 宗主国サ

ファヴィー帝国の圧力を巧みにかわしてグルジ

アの自立路線を推進したとされる。 筆者は、 昨

年Brill社のChristian-Muslim Relations: A

Bibliographical History 1500-1900に寄稿したが、

そこでもこの人物について触れている。 もとも

と王家の分家であるムフラン家出身のヴァフタ

ングが王位を継承した後、 ムフラン公の地位を

継いだのがアショタンであった。 徳川将軍家で

御三家のような地位を占めたムフラン家は、 実

は現代にも続いており、 現在グルジア王位請求

者として一般に広く認識されているのはまさに

ムフラン公の系譜で、 アショタンの直系子孫に

あたる。

数百年の時を経て、 これまであまり注目され

てこなかったアショタンの寄進物（それもたいヘ

ん美しく費重な）二点を同じ日に偶然目にするこ

とになった。 ちなみに 16世紀に活動した同名で

先祖のムフラン公アショタンは、 娘が殉教者ケ

テヴァン皇太后としてグルジアの歴史でもおそ

らく聖ニノに次ぐ高名な女性堂人として名前を

残したこともあり、 アトスに残る「アショタン

寄贈」の多くはこれまで聖ケテヴァンの父に帰

せられてきた印象がある。 イスラー ム帝国の海

のなかに浮かんでいたキリスト教地域グルジア

／ジョー ジアの独自の歴史的位骰を検証する必

要性をあらためて感じた。

おわりに

わずか一週間弱の滞在であったが、 前述の修

道院の他、 シモノス ・ ペトラ、 フイロテウ、 パ

ントクラトール、 スタヴロニキタ、 パンテレイ

モン、ヴァドペディなど、 約半数の修道院を見

学あるいは一時滞在することができた。 研究者

として至極の時をアトスの美しい自然と厳かな

宗教生活の一端に触れながら体験したことはま

さにグルジア語で言うところのマドリ（恩寵） そ

のものに感じられた。 これまでにお名前を挙げ

た修道士の方々に加え、 イヴィロン修道院のク

リストポレ修道士、 カラカル修道院のピリポス

修道士、 一夜の宿を提供して下さったシモノス ・

ペトラに付属するグルジア人小僧坊のグリゴリ

修道士にも深くお礼申し上げる。

早朝の祈りを見学する際に見上げた滴天の星

空、 グルジア人の小僧坊で囲んだ食卓や、 絶景

で名高いシモノス ・ ペトラのまるで空中につき

だした回廊から、 どこまでも青いエ ー ゲ海を見

渡したことも負重な経験である。 古のグルジア

人に倣ったわけではないが、 今回のアトス行が

筆者にとって事実上初めてのエ ー ゲ海域訪問と

なった。

なお、 箪者が修道院で礼拝の時間をともに過

ごした中西裕人氏が昨年出版した写真集「孤高

の祈り：ギリシャ正教の聖山アトス』（新潮社）は、

たいへん裔い評価を受け、 増刷を続けている。

アトスの美しい自然と信仰生活を忠実に写し

取った数々の写真と、 自分探しの旅・親子の成

長物語という独自の視点から記されたテキスト

が、 人類が長い間をかけて創りあげてきた地上

のユートピアの魅力を余すことなく伝える。 是

非一 度手にしていただきたい。 単なる研究紀行

をこえて、 意義深い時間を過ごすことが出来た

ことに深く感謝したい。

（まえだ ひろたけ 首都大学東京／西アジア史・コ ー

カサス研究）
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