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建設材料の調査と分析の方法 

 

1. 中世の建築物を理解する：考古学的調査 

アンドレアス・ハートマン=フィルニヒ（Andreas Hartmann-Virnich） 

 

 考古学は、地下に保存された過去の遺構ばかりを扱うのではない。それは人類の過去の活動や生活の枠組み、当

時の状況を証言するあらゆる物質を研究するものだ。パリのノートル=ダム大聖堂のようなモニュメントはそれ

自体、その誕生以来の歴史の痕跡を保持する、素晴らしい古文書である。建設者や往年の修復者たちの活動によっ

て残されたこれらの痕跡を読み解き、適切に解釈することが、考古学者やその協力者たる多くの科学者たち—材

料の分析と年代決定に携わるとともにそれらが産出された環境の復元にも携わる—に課せられた使命である。ノ

ートル=ダムの小屋組の喪失が悲劇的なのはとりわけこのためである。というのも、ノートル=ダムの小屋組のナ

ラ材は幾世紀にもわたるその生育期間中に影響を及ぼしてきた気候の痕跡をとどめていたからだ。考古学的調査

の前段階からその最中にかけて、石材のひとつひとつに及ぶ構造の図面起こしは、分析的記述、スケッチ、写真、

スキャン、あるいはしばしばそれらすべての作業の組み合わせによって具現化されるあらゆる観察結果をマッピ

ングし、目録化し、記録するために欠かせない。スキャナーや 3D 写真測量によって、対象のバーチャルなコピー

を生み出し、幾何学的構造や不規則性や構造的弱点を把握することができる。そこから、建設から現代までの間に

建物がたどってきた変遷について知ることができるかもしれない。このような分析から結実する非常に具体的で

生き生きとしたイメージは、考古学が提供する時間の旅によって過去を体験したいと思う公衆に向けて広く伝達

するための素晴らしい題材でもある。 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 28 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 
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2. 石に語らせる 

イヴ・ガレ（Yves Gallet） 

 

 なぜノートル=ダムの「くず」「瓦礫」「残骸」を大事に取っておくのか？ ひとつの石から何がわかるのか？ 

多くのことがわかる、と科学者たちは答える。まず石はその特性から、建設に使用された材料について教えてくれ

る。パリ地域の石灰岩であれば、分析によって採掘元の岩層、堆積層、さらに採掘地まで同定することもできる。

これらの情報から、歴史家は供給場所と供給経路を知ることができ、現場の経済的状況の解明を試みることがで

きる。それから、もしヴォールトの破片とともに落下したその石が地面で粉々になってしまったのでなければ、建

築史家はその石がどのように加工されたか、加工に用いられた様々な道具（鋸歯鎚 bretture、鋸歯鑿 gradine、

両刃鎚 laie など）、つまり石切職人の技術文化を知ることができ、また時には建設者たちや建築主の美的方向性

について知ることもできる。美的側面と同様、これらの道具は時代とともに変遷していったので、石表面の調査は

組積の年代決定につながることがある。ひとつの石から現場の資材やその管理体制の様相がわかることもある。

石を引き上げる道具の痕跡（吊り楔の穴 trou de louve、吊り挟みの穴 trou de griffe…）からは、現場の設備と

操業形態を復元することができる。鉛が充填されたままになっていることもあるくぼみや溝は、鉄の太柄 goujon

や鎹 agrafe、鉤釘 crampon の使用について教えてくれる。 

 いくつかの石材には、現場の組織についての貴重な情報源となる「職人のサイン」があるかもしれない。「サイ

ン」のうちにはまず「作業識別の（de tâcherons）」マークと言われるものがあり、それは工事の支払人に宛て

られた、個人の署名やチーム別のマークに対応するものか、それとも石切職人の自信を示すサインと読むべきな
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のか、あるいは仕事が完了したことの証明なのかどうか必ずしも明らかではない。続いて石材を適切に設置する

手助けとなるマークがある。上側の接合面、下側の接合面、設置順序の番号、石切職人の用意した石材の設置任務

を負う石工のために建設の方向性を示す、軽く刻まれた線など。 

 最後に、石の表面も検査されうる。残留した彩色の痕跡、重なった塗装材の層構成がそこから明らかになり、修

復の選択肢を導くことがある。 

 適切な技術と能力を用いて、経験を積んだ目はこれらの「くず」—むしろ「考古学的資料」と言おう—に語らせ

ることができる。そういうわけで、踏み込んだ科学的調査を見込み、パリ大聖堂の床に散らばった瓦礫はぜひとも

回収し、安全な場所へ保管しておかなければならないのである。 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 22 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 
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3. 本当に中世のものであるステンドグラスの部分を見分ける 

（著者記載なし） 

 

 サント=シャペルにおいてと同様、ヴィオレ=ル=デュックおよびラシュスによるパリのノートル=ダムの修復

は、過去に失われていたものを再創造することになった。統一感を出そうとして、ステンドグラスの破損した部分

は新しいガラスと保存された部分に嵌められていた「中世の」ガラス（複製品に置き換えられた）を混合して埋め

合わされた。ノートル=ダムのステンドグラスとりわけ薔薇窓部分は、1737 年と 1844～1864 年に大々的に作
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り直されたが、その際も同様の手順が踏まれた可能性が高い。サント=シャペルでは、いくつかのパネルを分光器

によって分析したところ、1950 年代になされた目視による推測は信頼性が薄いことが判明した。熱は間違いなく

鉛を変形させ、いくつかのパネルの力学的抵抗力や気密性を損ねただろうから、検査（洗浄と修復？）が必要であ

る。ステンドグラスへアクセスする機会があれば、現地での分析に有効活用しなければならない。18・19 世紀の

修復に由来する部分と本当に中世の部分とを見分け、ステンドグラスのことをよりよく知り、中世の部分を最大

限保存するための情報を得るために。 

 

参考文献： 

« La Sainte-Chapelle au Laser », La Recherche, 398[Mai] (2006) portfolio pp.68–73.  

Ph. Colomban, A. Tournié, « On-site Raman Identification and Dating of Ancient/Modern Stained Glasses 

at the Sainte-Chapelle », Paris, J. Cultural Heritage, 8[3] (2007) 242–256. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 24 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 
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4. モニュメントの構成材料を大々的に分析する 

フィリップ・ワルター（Philippe Walter） 

 

 モニュメントや美術作品の分析手法はここ数年で飛躍的に進展した。なぜなら多くの分野の技術的進歩や科学

者たちの間の関心の増大が、古い材料の分析にとって有益に働いているからだ。今日、化学分析の報告書や科学分

析画像の作成は、作品の調査中や修復前にしばしば行われるステップである。その際用いられる道具を 2 つの系

統に区別することができる。 

 1 つ目は点的化学分析をする機材、すなわち特定のゾーンをその作品の構成物質の代表として分析するための

道具。大きな進歩により、あらゆる調査地—博物館からエジプトの墓、壁画付きの洞窟まで—で稼働できる持ち運

び可能な機材が考案された。X 線、可視光、赤外線は文化遺産の材料分析にもっともよく用いられる。 

 2 つ目は、調査対象を構成する物質の複雑性をより大々的に検査することのできる機材。この手法はロボットに

よって行われ、化学的画像を作成することができる。そのため測定時間は比較的長い。ただし、容易に移動できる

特殊カメラを用いて対象の空間的情報やスペクトル情報を獲得する、ハイパースペクトルイメージングの場合は

その限りではない。ハイパースペクトルイメージングでは、画像の各ピクセルにつき、光の反射スペクトル（入射

光の波長に応じた反射光のパーセンテージ）が紫外線、可視光、赤外線の全波長範囲にわたって連続的に測定され

る。 

 当初は遠隔探査とりわけ農学、地質学、天文学において使用されたハイパースペクトルイメージングは、近年、

文化遺産の多くの分野に適用されるようになった。絵画や写本においては、顔料や結合剤の性質、色調のぼかし、

下書きのデッサンや下に隠された絵画の存在などを判別するために用いられる。それから例えばイースター島の

岩石のマッピングにも使えるし、モニュメントに対しては、使用されている材料の性質や劣化部分の構成要素を

判別するのに使える。中でも短波長赤外線（SWIR、1000～2500nm）の領域をカバーするハイパースペクトル

イメージング技術は、方解石［訳注：炭酸カルシウム。石灰岩の主成分］や石膏、粘土、多くの劣化部分の構成要

素の存在をマッピングすることができ、水の含有量を見積もることができるので、石材やモルタル構成要素の同

定に非常に適している。このアプローチは、保存の選択の手助けをし、より古い保存行為を記録に残すため、近年

フィレンツェ大学やミラノ文化遺産保存活用研究所のチームによって提案された（Suzuki et al., 2018）。 

 

参考文献： 

Laurence de Viguerie, Matthias Alfeld et Philippe Walter, La lumière pour une imagerie chimique des 

peintures, Reflets phys. N°47–48 (2016) 106–111 – lien direct : 

https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/pdf/2016/01/refdp201647-48p106.pdf 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 24 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 

  

https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/pdf/2016/01/refdp201647-48p106.pdf
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5. 火災後の石材の耐久性をその場で検証する 

アラン・タバグ（Alain Tabbagh） 

 

 パリ地域で中世と近代に建設されたモニュメントには、ほとんどの場合第三紀に属する石材が使われており、

パリあるいはパリ盆地中部（オー=ド=セーヌ、ヴァル=ド=マルヌ、ヴァル=ドワーズ、オワーズ、エーヌ）に位

置する石切場から切り出されたものだ。他のあらゆる堆積岩と同様これらの石材も異質な鉱物の集合体であり、

ここでは方解石の粒子を含んでいる。粒子間の力学的強度はほとんどの場合炭酸カルシウムの膠結物質と粘土の

微小な層状結晶により確保されている。このように、石材の力学的耐久性の一部は電気抵抗の低下や誘電率の上

昇を常に引き起こす粘土の存在に依存している。 

 これら 2 つの特性は各石材の全体にわたりその場で速やかに測定することができる。サン=ドニやサン=シュル

ピス、サント=シャペル、それにパリの数か所の教会堂において、石材の産地を特定し、支持すべき荷重との関係

で建設者が行った選択について知るために行われたように。ノートル=ダムの場合は、そのような測定は火災によ

る熱で物理的特性が変質した石材を判定するのに使えるだろう。 

 

参考文献： 

Souffaché B., Kessouri P., Blanc P., Thiesson J., Tabbagh A., 2016. First investigations of in situ electrical 

properties of limestone blocks of ancient monuments. Archaeometry, 58–5, p. 705–721 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 29 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 
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6. 火災中に材料が達した温度をどのようにして推量するか？ 

ジャン=クリストフ・マンドギア（Jean-Christophe Mindeguia） 

 

 ノートル=ダムの小屋組は、大聖堂全体の力学的安定性に必要不可欠な要素ではない（火災以来当然のように木

の支えによって補強されている南北トランセプトの 2 つの破風を除く）。それでもやはり、火災後の大聖堂の安

定性を問うことは間違いなく必要である、なぜなら炎は明らかに、不可逆的な可能性の高い爪痕を周囲の構造に

残したからだ（ここではすでに崩落したヴォールトの部分については触れない）。炎は構造に対して風や地震が及

ぼすような力学的作用を生じはしないが、その熱が材料へ伝達することにより材料の力学的特性が損なわれ、そ

の結果既存の構造の安定性を転覆させる恐れがある。火災のシミュレーションは、ノートル=ダムのような大規模

なものになればなおさら、非常に複雑な物理的枠組みに基づいたものになる。炎の燃え広がり方のモデルはあり、

それは建物の防火対策改善のために日常的に用いられるが、構造のそれぞれの部分において局所的に達した温度

をそこから正確に知ることはできない。材料が達した温度の範囲を推量することは、もはや専門家の仕事である。 

 

 

 炎に触れた材料が到達したおよその温度を知るためのいくつかの方法が存在する。むろん、これらの方法は温

度によって材料内部に生じる物理的・化学的変化についてのアプリオリな知識に基づいているため、調べる材料

に応じて異なっている。物理的・化学的変化は材料特性に若干の変動を生じさせるが、その特性を測定することに

よって材料の到達温度を推定することができるのである。炎に触れていないことが確実な材料の特性を測定する

ことによって、この分析を改善できる。パリ大聖堂の石材の主要な構成員である石灰岩を例にとってみよう。熱せ

られると、石灰岩は次第に脱水され、色が変化し、ミクロな構造の変化を生じ、場合によっては脱炭酸化される
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（約 800 度以上）。上のグラフは数種類の岩石の ATD（Analyse Thermo-Différentielle、示差熱分析）反応の

例である。石灰石（limestone）では脱炭酸化に対応する 800 度以上でピークがみられる。同じ実験をすでに熱

せられた試料について行った場合、もしその材料が 800 度に達していなかったのならばこのピークが再現する。

逆にもしすでに 800 度まで熱せられていたのなら、ピークは現れない。最初の結論を裏付けるために他の方法も

用いることができる（顕微鏡検査、X 線回折分析、熱ルミネセンスなど）。 

 

 石灰岩の色の変化も到達温度をよく示す。上の写真は異なる温度で熱せられた石灰岩の見本を示している。石

の色が徐々に変化する様子が、肉眼で、カメラ以外に特別な測定器具も必要とすることなく、見て取れる。しか

し、材料が例えば煤によって覆われている場合は、色による分析はできないことがある。 

 そうして材料の到達温度を知ることにより、材料の残留特性に関する見解を述べることができるはずである。

すなわち、文献上のデータに基づいて、および／あるいは現地で採集された炎が触れていない材料の見本に（研究

室で）高温の物理実験をすることによって。 

その他に、構造全体あるいは構造の一部の力学的鑑定を行うことも非常に重要だと思われる。というのも、石灰岩

は他の多くの建材と同様、熱膨張するからである。もしある構造（壁、ヴォールト…）全体の中で孤立した石材が

熱せられたのだとしたら、その膨張はさほど大きな応力を引き起こさない。しかしもしこの石材が「石－継ぎ目－

石－継ぎ目…」となった構造全体の一部をなしているのだとしたら、その熱膨張は構造全体に力学的影響を及ぼ

すだろう。隣接する石材が同じように熱せられたのでなければ、なおさらである。したがって専門家はひとつの石

材だけを視野に入れて考えないよう、一歩引いてみなければならない。 

 

参考文献： 

Brodard, A., Guibert, P., Lévêque, F., Mathé, V., Carozza, L., Burens, A., 2012. Thermal characterization 

of ancient hearths from the cave of Les Fraux (Dordogne, France) by thermoluminescence and magnetic 

susceptibility measurements. Quaternary Geochronology 10, 353–358. 
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https://doi.org/10.1016/j.quageo.2012.04.013 

Lacanette, D., Mindeguia, J.-C., Brodard, A., Ferrier, C., Guibert, P., Leblanc, J.-C., Malaurent, P., Sirieix, 

C., 2017. Simulation of an experimental fire in an underground limestone quarry for the study of 

Paleolithic fires. International Journal of Thermal Sciences 120, 1–18. 

https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2017.05.021 

LCPC, 2005. Présentation des techniques de diagnostic de l’état d’un béton soumis à un incendie - 

Méthodes d’essai n°62, IFSTTAR. ed, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées. 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 8 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 

 

 

  

https://doi.org/10.1016/j.quageo.2012.04.013
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2017.05.021


11 

7. 治療と予防：火災の適切なモデル構築の必要性 

アレハンドラ・アルブエルネ（Alejandra Albuerne）、オーガスタン・ギボー（Augustin Guibaud）、ギヨーム・

ルグロ（Guillaume Legros）、ホセ・トレロ（Jose Torero）、マイケル・ウッドロー（Michael Woodrow） 

 

「ノートル=ダム・ド・パリが救われたかどうかを判断するのは早すぎる」。2020 年 1 月 5 日、こうした言葉で

司令官ジョルジュランは、火災の影響がまだよく明らかになっていないことに改めて注意を促した。ノートル=ダ

ムの小屋組を破壊した炎は、建物の即座の倒壊を招く前に鎮火されたけれども、2019 年 4 月 15 日の事故から 1

年近く経っても、炎に持ちこたえた構造の安定性はまだよく明らかになっていない。建築家がどのように大聖堂

を安定させ、耐久性のあるやり方で修復するかの方針を決めるには、ヴォールトや補強の状態を事細かに知るこ

とが必要である。 

 火災の後の石材の状態を観察することで、建物のどの部分が炎を免れたかをある程度まで明らかにすることが

できるが、燃え盛る炎のただなかにあったヴォールトの石材やモルタルについては、その劣化の程度を知るため、

火災下でどのような状況にあったかを詳細に明らかにすることが必要である。燃える小屋組が崩壊する際に生じ

た猛烈な熱気の放出は、恐らく、材料が表層から深部まで劣化するほどの温度状態をもたらした。材料の変質は、

表面の化学反応や岩石のミクロな亀裂やいくつかの破片の破裂などの形をとって生じる。もし火災の状況を研究

室内で岩石見本に対して再現することができるのなら、事前にいくつかの問いに答えておかねばならない。つま

り、火災ではどれだけの熱量が放出されたのか？ その熱はどのようにして石材やモルタルへ伝達されたのか？ 

温度は岩石の力学的特性を有意に劣化させるに十分なレヴェルであったか？ 

 これらの問いに答えようと、多かれ少なかれ信頼に足る様々な理論がこれまでに提出されている。しかしその

うちのいずれも実地観察に支えられたものではなく、我々が現時点で有しているばらばらの知見に一貫したモデ

ルを提示してはいない。この欠落を埋めるため、パリとロンドンの研究者チームは現在、ヴォールトや小屋組の詳

細な図面、その構成、炎の延焼する様子を記録した映像などを考慮しながら、火災の完全な時系列モデルの構築に

努めている。研究の最先端の燃焼モデルをノートル=ダムの固有の幾何学に適用することによって、熱応力の一貫

したシナリオが構築されるだろう。現場で展開されている他の分析方法と組み合わせることで、研究者や建築家

たちに建物の考えうる劣化状態の概観を提供することができ、次いで可能な限り最善の再建計画を選ぶことを可

能にする。 

 ノートル=ダムの被害状況を確認することに加えて、考えうる事故の影響をシミュレーションすることにより、

このモデルは他の文化的建造物の防火の改善に役立つだろう。様々なシナリオを獲得するに応じて、人命を保護

するだけでなく我々の文化遺産の中心にある唯一無二のモニュメントを保全することができるような予防措置を

実施することができるだろう。 
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