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歴史上の火災 

 

1. サン=ブノワ=シュル=ロワール修道院の火災 

エリアーヌ・ヴェルニョル（Eliane Vergnolle） 

 

 サン=ブノワ=シュル=ロワール修道院に被害を与えた 11 世紀初頭の火災については、当時の歴史史料に多く

の記録が残されている。こうした史料の著者たちは皆、石造ヴォールト天井が火事への耐性において高い能力を

示すことを強調している。年代記作家エモワンによれば、修道院長アボン（996-1004）は宝物庫の管理を任せて
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いた修道士ジョフロワに対し、「火事が起きたときに、激しい炎にも完全に持ちこたえられるような石造の宝物庫

（gazofilatium）」を建設する上での指揮を一任したという。この工事はアボンの後継者、ゴズラン（1004-1031）

によって竣工した。1095 年に火災が起こったときには、急遽修道院内の古い文書がまさにこの部屋へと移されて

いる。この宝物庫（今日の聖モモール祭室）はこうした類の建造物として極めて古い事例で、その構造は 2 階建

てで交差ヴォールトによる架構を持ち、細長い窓があいた厚い壁によって覆われていた。度々補修されている 2

階部分に対し、その地上階は完全に保存されている。切石の存在−非常に費用がかさむ技法のため、1000 年頃に

は最も名誉ある建造物に対して使用されていた−は、彫刻を施した豪華な装飾と共に、この建造物に与えられた重

要性を表している（図版 1）。 

 

 アンドレ・ド・フルーリーは修道院長ゴズランの生涯を題材とした本を記しているが、その全てを町と修道院に

大きな被害を与えた 1026 年の火災についての叙述に費やしている。彼は、眠りについていた修道士たちが意表

を突かれて慌てふためく様や、聖ベネディクトゥスの聖遺物箱が救出される様子について、躍動感溢れる表現で

描写している。この聖遺物箱は、燃え盛る梁があわや聖所へ崩れ落ちようかというところで果樹園へ運び出され

たという。また、彼はマテリアルに対して特別な関心を寄せており−修道院の建物は粘土やワラを混ぜた練り土で

建てられていたため、速やかに再建されたと明言している−、「木造部分は全て灰燼と化してしまった」と記して

いる。それ故、再建にあたって改良手段として石材を用いたことは大きな意味を持っていたように思われる。ゴズ

ランは更に、修道院付属教会堂の内陣を覆う石造ヴォールト天井を建設するよう命じ、死の間際にも、この天井を

装飾するためにラヴェンナへ探しに行かせたモザイク職人の到着を待っていた。また、町内にあった 3 つの教会

堂も、1026 年の火災を受けて同様に再建あるいは修復されている。これについては『ロベール敬虔王の生涯』の

作者、かつ聖ドニに献呈された教会堂の「建築家」でもあったエルゴーが証言している。即ち、彼はまず初めに、

「確かに慎ましやかではあるが、実に心惹かれる…木造で不完全ではあるものの、王がヴィトリーの城からこれ

を見物するために旅をされた」という教会堂を建設した。火災のあと、エルゴーはその教会堂を石造で修理してい
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る。今日ではその石材は内陣のバレル・ヴォールト天井の基部にのみ残っており、煉瓦と切石からなる太い横断ア

ーチがこのヴォールト天井を規則的に分節している（図版 2）。 

 

参考文献： 

Eliane Vergnolle, « Saint-Benoît-sur-Loire. L’abbatiale romane », Bibliothèque de la société Française 

d’Archéologie, Paris, 2018, p. 16-40. 

Sources : 

Vie d’Abbon, abbé de Fleury/ Vita et passio sancti Abbonis par Aimoin de Fleury et pièces annexes, 

dans L’abbaye de Fleury en l’an mil, Robert-Henri Bautier et Gillette Labory (éd. et trad.) Paris, 2004, 

p. 106-107 ; André de Fleury, Vie de Gauzlin, abbé de Fleury, Robert-Henri Bautier et Gillette Labory 

(éd. et trad.), Paris, 1969, p. 104-137 ; Helgaud de Fleury, Vie de Robert le Pieux/Epitoma vitae regis 

Roberti Pii, Robert-Henri Bautier et Gillette Labory (éd. et trad.), Paris, 1965, p. 116-119. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 27 日 

（日本語訳 秋岡安季） 
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2. 1174年のカンタベリ、2019年のパリ 

イヴ・ガレ（Yves Gallet） 

 

 先の 4 月 15 日にパリのノートル=ダム大聖堂で発生した火災は中世に多くの前例があり、それらはしばしば年

代記作家によって報告されている。中でもきわめて有名なものが、ヘンリ 2 世によってカンタベリ大聖堂での職

務を祝福されたにも関わらず、その王の指示によって暗殺された大司教トマス・ベケットが殉教者として死去

（1170 年 12 月 29 日）した 4 年後、そして彼の列聖（1173 年 2 月 21 日）から 1 年半後に、突如カンタベリ

大聖堂を襲った 1174 年 9 月 5 日の火災である。 

 修道士カンタベリのジャーバスはこの火事とその後に続く再建を目撃し、記録を残している。彼は火事以前の

建造物の状態から、火事自体とその影響、再建において採用する選択を中心にした専門家たちの討論、建築家の選

定（ “propter vivacitem ingenii et bonam famam”「彼の独創的な才能と卓越した評判のために」雇われた、

フランス人のギョーム・ド・サンス）、そして大聖堂の新しい後陣の工事工程に至るまで、詳細に説明している。

この後陣は 1184 年に完成し、「ゴシック建築」の名で呼ばれる、イギリスにおける冒険の出発点のひとつとなっ

た。 

 さて、カンタベリのジャーバスによる証言は、建造物の様式に関する問題以外の面でも教訓に満ちている。何よ

りもまず、この史料によって工事の進行の跡を、柱一本一本や、ヴォールト一つ一つ、丁寧に辿ることができる。

そして、中世の人々が建築をどのように知覚し名付けていたか、その方法についても大いに教えてくれる−とりわ

けトリフォリウムという表現は、彼のおかげで得られている。加えて、早くも 12 世紀末頃には高度に構造化され

ていたと見られる、建設現場におけるロジスティクス（建設資材の供給／石材を運搬する船に荷を積み下ろしす
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る装置の組み立て／石切職人が使用するテンプレートの作成）の組織についても、その史料は同じく強調してい

る。また、「フランス人とイギリス人の」専門家たちが招集されたことも、きわめて重要な当時としての現代的意

義を持っている。彼らは古い大聖堂の保存か、あるいは新たな建造物の再建に関して意見を述べるよう求められ

た。そして最後に、ジャーバスはヴォールト天井の機能について、小屋組で火災が発生したときに建造物を保護す

る上で役立つだろうと主張している。長らく中世建築史家たちの間では、11 世紀以降の宗教建築にヴォールト天

井が広く普及した背景に、象徴的な次元とは異なる何らかの関心がなかったのか、という点が議論されてきた。し

かし 2019 年 4 月 15 日の火災は、たとえパリのノートル=ダム大聖堂のような薄いものであっても、燃え盛る小

屋組の梁が落下したときにどれだけヴォールト天井が大聖堂内部とその調度品を守れるかということを、我々の

世代に対して明らかにしてくれたのだ。 

 

参考文献： 

Robert Willis, The Architectural History of Canterbury Cathedral, Londres, 1845 

Peter Draper, The Formation of English Gothic. Architecture and Identity, Yale University Press, New 

Haven et Londres, 2006, p. 11-33 

Claude Andrault-Schmitt, « De l’usage de la notion de modernité : l’invention architecturale, de Suger 

à Gervase (1144-1174) », dans Cl. Andrault-Schmitt, E. Bozoky, St. Morrison (dir.), Des nains ou des 

géants. Emprunter et créer au Moyen Âge, Brepols (Culture et société médiévales, 28), 2015, p. 13-47. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 22 日 

（日本語訳 秋岡安季） 
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3. 1218年ノートル=ダム・ド・パリにおける火災 

オリヴィエ・ド・シャリュ（Olivier de Châlus） 

 

 2019 年 4 月 15 日以前、パリのノートル=ダム大聖堂の歴史史料に残っていた重大な火災は 2 回だけだった。

1 つは 1871 年パリ・コミューンの際に暴徒によって引き起こされた火災で、これは根も葉もないプロパガンダの

ためのでっち上げであることがはっきりしており、もう 1 つが 1218 年のものだ。1218 年聖母被昇天祭の前日の

晩、一人の泥棒が盗みを働こうと、この機会のために準備されたロープ、鉤棒、そして燭台を使って大聖堂の屋根

裏の中へ侵入した。ところが泥棒はこの危険な計画をしくじり、内陣を飾っていた絹製のタピストリーに火を点

けてしまった。そしてその重大な影響が故に、この事件は中世の年代記に記録されてきた。 

 また、この火災はノートル=ダム大聖堂の歴史編纂のなかで重要な意味を持っている。というのは、後にヴィオ

レ=ル=デュックが、この火災に次のような被害の原因があると見なしたからである。彼によれば、その被害は屋

根、ステンドグラス、フライング・バットレス等々に至り、モーリス・ド・シュリーのもとで建設された大聖堂に

対し、取り返しのつかない損害をもたらした可能性があり、これを受けて、大聖堂では 1220 年から非常に大規

模な修復工事が行われたと推測される。その結果、雨水を集める装置を配置するために屋根の支えを従来のもの

より高くし、フライング・バットレスの構造や、クリアストーリー 、ヴォールト天井、トリビューンの窓などが

修復されたとされる。 

「火事の痕跡はその現場で確認できると考えていた」ヴィオレ=ル=デュックの解釈に対し、20 世紀の初めにマ

ルセル・オベールがその真実性に疑問を呈した。それ故、彼は大聖堂のこれらの改変に対し、独自の理由を提示し

た。そしてこれは大聖堂の建設に関心を持った後世の歴史家たちも同様だった。 

 今回の火災を受け、新たな状態となったノートル=ダム大聖堂の分析を通して、歴史史料に関するこの問題を再

検討することができるだろう。その分析は、一方ではヴィオレ=ル=デュックが考察した火災の甚大な被害に対す

る妥当性を評価する上で、そして他方ではマルセル・オベール自身の反論に返答する上で役立つと思われる。即
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ち、このような類の火事が起こってから 8 世紀も経過して、果たしてその痕跡が見えるのだろうか？ 

 

参考文献： 

Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française, tome II, article cathédrale, 1859 

Marcel Aubert, Notre-Dame de Paris, sa place dans l’architecture du XIIe au XIVe siècle, 1920 

Olivier de Châlus, Thèse de doctorat, en préparation sous la direction de Philippe Bernardi 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 29 日 

更新：2019 年 5 月 11 日 

（日本語訳 秋岡安季） 
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4. 1293年ノワイヨン大聖堂における火災 

ジェラルディーヌ・ヴィクトワール（Géraldine Victoir） 

 

 ノワイヨンの町で 1293 年 7 月 20 日に発生した恐ろしい火事については、数々の文献がその様子を伝えてい

る。中でも特に詳しい文献、ロンポン修道院所蔵の記録文書から刊行されたものによれば、火事は月曜日の夜明け

頃から始まって翌日まで続いた結果、テンプル騎士団とホスピタル騎士団の修道院、小さなサン=ピエール教会を

除く、町内全ての建造物と大聖堂が灰と化した、と言われている。これを受けて司教ギー・デ・プレは、経済的援

助を求めて聖職者全体に訴えかけた。教皇ボニファティウス 8 世の勅書の中でも、哀れにも焼き尽くされた大聖

堂のことが書かれている。 

 その火事の実際の規模については議論を呼び、何人もの著者が外陣の身廊部分のヴォールト天井は再建された
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に違いないと論じてきた。何故なら、支柱の太さが規則正しく入れ替わるノワイヨンの配列は、慣例的に 6 分ヴ

ォールトに用いられるものであり、現在の 4 分割された交差リブヴォールトとは矛盾しているように思われる。

よって、この 4 分ヴォールト天井は 13 世紀末に現在の形状で修理されたと考えられるのだ。しかしながら、1975

年以降 4 つの論文によって、小屋組が火事で焼失していたとしても、ヴォールト天井は間違いなく持ちこたえた

であろうという主張に対する多様な証拠が示されている。最新の研究における主要な論拠は、ヴォールト天井の

表面に 12 世紀の塗料が残存しており、更に壁面には天井以上に鮮明にその塗料が確認されているということであ

る。 

 その上、大聖堂のヴォールト天井の堅牢性は、1918 年に建造物が爆撃されたときに再び試されることとなった。

即ち、小屋組はまたしても焼け落ちたものの、ヴォールト天井は砲弾の衝撃によって部分的にしか被害を受けな

かった。 

 

参考文献： 

Victoir, Géraldine, « La polychromie de la cathédrale de Noyon et la datation des voûtes quadripartites 

de la nef », Bulletin Monumental, 163-3, 2005, p. 251-254.  

https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_2005_num_163_3_1286 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 29 日 

（日本語訳 秋岡安季） 

  

https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_2005_num_163_3_1286
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5. ヨーク・ミンスターの火災 

クリストファー・ノートン（Christopher Norton） 

 

 ヨーク・ミンスターはこの 1000 年の間に 5 回の主だった火災に見舞われ、その度に再建されてきた。 

 アングロ=サクソン時代の古い大聖堂は、1069 年にウィリアム征服王率いる部隊が起こした火事によって焼失

したため、代わりにロマネスク様式の大聖堂が隣接した土地に建設された。この大聖堂が今度は 1150 年代後半

の火事によって酷く被害を受けた。外陣とトランセプトは修理のみで済んだ一方、東端部分は解体、再建された。

この建造物の建設はパリのノートル=ダム大聖堂よりも数年前に始まり、4 層の立面を含むゴシック様式の新たな

要素を取り入れたイギリスで最初の大聖堂だったようだ。 

 1220 年から 1470 年にかけて完全に再建されたヨーク・ミンスターは、イギリスにおける中世最大の大聖堂と

なったが、重要な構造的欠陥を内包していた。即ち、高い石造ヴォールト天井を架けるにはスパンの幅が広すぎた

ため、大工たちは火事が起こったときに凄まじい被害を受ける可能性を承知の上で、代わりに木造天井を建設し

た。その一方で、交差部の上に建設されたランタン塔は、火事が起きたときに炎を建物全体へ拡大させないように

働いている。 

 1829 年、一人の放火犯が大聖堂の聖歌隊席に火を放った。火はまずプルピタム（訳注：内陣を身廊から分離す

るための石造スクリーン）上のオルガン、そして東端の木造ヴォールト天井、終いには屋根へと燃え広がり、大聖

堂を完全に焼失させてしまった。 
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 このとき、内陣の柱周りに積まれた木材が燃えたことで、石造部分にも甚大な被害をもたらした。更に 1840 年

には、不注意な職人が引き起こした別の火事が屋根と外陣のヴォールト天井を破壊し、外陣のピアや南西にある

塔の石積みの内部までもが破損した。そして 1984 年、落雷が原因とみられる火事によって小屋組と南袖廊のヴ

ォールトが失われた。このときには石造部分への被害は比較的軽く、3 週間で仮設の屋根が建設された。ヴォール

ト天井と小屋組は木造に取り替えられ、オリジナルと一見同じものに見えるが、そこには多くの技術的革新が含

まれている。鉄骨やコンクリートによる構造も検討されたが、種々の理由によって除外された。この改修工事には

4 年を要してようやく南袖廊が完成した。その一方で、屋根裏にはこのときから将来的に火事を食い止めることを

目的として、防火壁が建設されることとなった。 

 ヨーク・ミンスターにある有名な美術作品として知られるステンドグラスは、1829 年、1840 年、1984 年の

火事をいずれも驚くほど少ない損害で凌いでいた。他の所蔵物−知識や理解にまつわる重要品−はそう上手くいか

なかった。1829 年の火災を受けて、考古学者たちは広範囲に及ぶ記録を作成し、それらは現在でも新しい知見を

我々にもたらしている。しかし 1840 年の火災後に作成された記録はほとんどなく、貴重な情報が失われてしま

った。そんな中、この数十年間で考古学者や建築史家、そして美術史家による研究成果を、建築家や構造技術者、

石工、大工、修復保存家の仕事と統合することの価値、さらに言えば必要性がますます意識されている−何もしな

ければ失われる可能性がある歴史の痕跡を記録するためだけではなく、意思決定のプロセスに寄与するために。

1966 年から 1972 年にかけて中央塔が崩壊するのではないかと心配されていたとき、大規模な工事に携わった建

築家は「考古学者の知識は、大聖堂が抱える問題に対する正しい解決にとって極めて重要である。」と述べてい

る。 

 

 ヨーク・ミンスターではここ数年の間に、巨大な東窓に対する模範的な改修工事が行われたが、これは美術史家

と修復保存家の密接な協力があったからこそ可能になったと言えよう。得られる知識や技術を速やかに総動員で
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活かすことができれば、その分優れた成果が生み出され、工事の滞りも減少するということをこの経験は示して

いる。 

 さて、イギリスではパブリック・エンゲージメントという概念に対する伝統が長く続いている。1829 年に専門

家に諮問することなく当局が大聖堂の内装変更を計画していたときには、公開討論が精力的に開かれた。これを

通して歴史的、考古学的な証拠が注目され、当局の計画は頓挫している。また、ヨーク・ミンスターでは地下遺跡

の展示室−世界的に見てもきわめて早い事例−が内陣の下に建設され、火事のあとに発見された遺跡を市民がいつ

でも見られる状態となった。この展示室は 1970 年頃に交差部やトランセプトの下へと拡張され、今やローマ時

代から技術的発展を遂げた 1970 年代に至るまでの基礎を見られるという特殊な体験ができる場所として、訪問

者に人気の名物となっている。更に 1984 年以降、ヴォールト天井のボスに国中の子供たちから寄せられたデザ

インが採用され、このことは宇宙開発を含む 20 世紀の功績を象徴している。こうした事例が示すように、修復さ

れた部分もまた我々の時代に与えられたモニュメントなのだ。先述した東窓の改修工事は、その展示や見学、そし

て出版と並行しながら進められた。こうした活動はステンドグラスに対する国民の意識と理解を高める上で非常

に貢献し、国民が伝統的な技術と現代的な保存修復技法に大きな関心を持っていることを証明した。またこの工

事にあたっては、デジタル技術が記録と分析、そして社会全体への宣伝という新たな機会を創り出したが、このよ

うに最新の科学技術は伝統的技術や方法論と結び付いて、過去を最良の状態で保存し、未来へ受け継ぐことが可

能となるのだ。両者は連携して、脈々と続く建造物の歴史に対する真の 21 世紀の貢献を提示することができ、国

有の優れたモニュメントという尽きせぬ財産との関係性を深めることに繋がる。 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 2 日 

（日本語訳 秋岡安季） 
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6. 1972年ナントのサン・ピエール・サン・ポール大聖堂の火災についての覚え書き 

アラン・ドゥラバル（Alain Delaval） 

 

 1972 年 1 月 28 日の火事は午後 3 時 30 分ごろに発生した。当時大聖堂の高所では、特に溶接工事のような人

の手による作業が行われていた。その際、屋根の樋で作業をしていた職人がプロパンガストーチを誤って使用し

たことが原因となって、小屋組に火がついてしまった。火事はそのとき既に作業場での単純な手段では制御不能

な状態となっており、更には屋根から外に漏れ出る煙や灰、砕けたスレート、霧雨のように街全体へ降り注ぐ野地

板の破片を通して表面化することとなった。火は猛烈な風によって煽られ、急速に拡大した。16 時 18 分には消

防隊が現場に到着したが、火事は北袖廊にまで燃え広がっていた。16 時 30 分、屋根全体が炎に包まれた。19 世

紀に完成せず、当時は木造の間仕切り壁でしかなかった北袖廊の切妻壁は、大聖堂北側に接する広場に燃え盛り

ながら崩れ落ちた。消防隊は鐘楼のある南塔が延焼しないよう、3 つの大きな散水用ホースを稼働させたが、その

効果は乏しかった。というのも、屋根の高さが 50m 近くあったのに対し、彼らがそのとき持っていた梯子は、最

も高いものでも 30m までしか届かなかったからだ。その高さへ放水できる十分な水圧を確保することが困難だっ

たにも関わらず、側廊の屋根に到達することで出来るだけ近くからヴォールト天井に放水できるように、消防士

たちは螺旋階段から数十メートルのホースを運ばなければならなかった。火事はその日一晩中続き、最後の燃え

さしまで完全に鎮火されたのは数日後のことだった。 

 この火事による大聖堂への被害は屋根部分のみにとどまった。15 世紀と 17 世紀に建設された外陣と南袖廊の

小屋組、そして 19 世紀と 20 世紀に建設された交差部、北袖廊、そしてアプスの小屋組が完全に破壊されてしま

った。その一方で、組積構造部分はほとんど被害を受けなかった。即ち、要石のところで厚さ約 30cm あったヴ

ォールト天井は、小屋組の崩落に持ちこたえた。また、石積みは熱を帯びたが一時的に損傷しただけで、深刻なほ

どぐらつくということは全くなかった。消防隊によって放水された水もまた、ヴォールト天井に対し、危険になる

ような荷重の超過を引き起こさなかった。しかし唯一、火事の前の数日間は気候が寒かったため、非常に多孔質で

吸収性の高い材料である石灰土でできた石積みへの浸水の結果、特に凍結の危険性が懸念された。また、建物の内

部は何の被害も被らなかった。大聖堂の玄関口には、17 世紀に建設されたバルコニーに立派なパイプオルガンが

備え付けられていたが、消火活動の水によって表面にのみ被害を受けた。このオルガンは、1971 年に終わったオ

ルガノロジー（楽器学）復興運動の対象となった。 

 大聖堂の修復工事は歴史的建造物主任建築家ピエール・プリュネによる指揮の下、数年間にわたって実施され

た。まず、大聖堂の側壁に取り付けられた鋼管の骨組で支えられた亜鉛メッキ鋼板の仮設屋根を設置したあと、ヴ

ォールト天井の状態が検査された。この検査は公共工事及び建造物調査センター（CEBTP）が実施したもので、

物質中を伝播する音の速度を計測することによって行われた。調査結果は 1972 年 9 月 22 日付けで報告され、

組積構造は複数の亀裂や散在する数 cm の赤色化部分があったにも関わらず、十分な強度を保っていると診断さ

れた。この結果を受けて修復計画の実施が許可され、1975 年に大聖堂は再び一般公開された。小屋組の修復工事

では、火事以前の外観に倣って、即ち同じ寸法で改修することが選択された。しかし新しい小屋組では、ナラ材の

垂木組と野地板の上のスレート葺の屋根が鉄筋コンクリート造の桁によって支えられ、更にその桁はコンクリー

ト造の三角形の骨組みによって支えられている。この小屋組の工事は 1992 年に竣工した。 

 



14 

参考文献： 

PRUNET Pierre (ACMH) : Restauration de la cathédrale de Nantes, Monuments Historiques de la France, 

1976, n°4 

DELAVAL Alain : Entre destructions et restaurations, in : Coll. Mgr J.-P. James (dir.) : Nantes, Strasbourg, 

éd. La Nuée Bleue, coll. « La grâce d’une cathédrale », 2013, p. 111-121 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 2 日 

（日本語訳 秋岡安季） 
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7. 仕組まれた火災？ヴェズレーのサント・マリー・マドレーヌ修道院の場合（1165年） 

アルノー・タンベール（Arnaud Timbert） 

 

 フランス王の側近であった修道院長ギョーム・ド・メロ（1161-1171）は、サン=ドニの後陣から着想しフォ

ルムと平面を持つポントワーズのサン=マルタン修道院の後陣の注文主であった。彼はヴェズレー修道院の院長

の座に着いてから数年後の 1165 年に、自身がポントワーズで建てたものと瓜二つの−少なくとも平面図上では−

広大な後陣を建設するため、11 世紀の後陣の取り壊しを決定し、ブルゴーニュの地に「ゴシック」様式の異質な

フォルムを押し付けた。この成果に至るために、ギョームはまず 11 世紀の後陣−殉教した修道院長アルトーが建

設した−を取り壊す構想について修道士たちを説き伏せ、新しく建て直すことでそれに見合うだけの実用的価値

と典礼的意義があることを裏付け、更にこの計画に必要な資金を入手する必要があった。 

 折良く 1165 年にクリプト内で発生した火事は、修道院に納められていた多くの聖遺物を発見させることとな

った。この出来事についてはサン=ヴィクトルのフーゴーが詳細な記述を残している。「主イエスの同胞で祝福さ

れたマグダラのマリアの墓の上にそびえるヴォールト天井に期せずして火がついた。炎の勢いは凄まじく、フラ

ンス人たちが梁という名前で呼んでいた上部の支持材までもがすっかり焼失してしまったほどだった。しかしな

がら、ちょうどその敷石に置かれていた聖母マリアの木彫像は完全に火から逃れたままで、ほんの少し煤けただ

けだった。また、幼子イエス像の首にかけられた絹製の護符は煙の匂いさえせず、色彩にも全く変化が見られなか

った。このことから、その像を修理するために行われた作業の際に、その内部に評価を絶する非常に貴重な宝が隠

されているのを見いだすよう、もし神の采配によって命じられていなかったとしたら、聖母像それ自体も（幼子イ

エス像の護符と同様に）煙によって損傷を受けていなかったであろうことが明らかとなった。実際、この像は修復

のためにある男の元に送られていたことがあるのだが、彼は像の両肩の間に極めて上手く隠された小さな空洞が

あるように思われたと申告した。この報告に基づいて、副院長のジロンは像を聖具室の中へ移すよう命じた。そし

て副院長助役ジョフロワ、聖具室係ジェルベ、厩舎の見張り番ジェラール、聖歌隊で低音部を歌っていたモリス、

像を修復することになっていたランベール自身を自分のところに呼び出すと、副院長はナイフを手に取り、自分

で彩色をはがし始めた。彼らは木材を露わにしたものの、その表面にはどこにも切れ込みが見つからなかった。そ

こで副院長は金槌をつかみ、目視では見つけられなかった開口部を今度は聴覚を使って探そうと試みた。すると

彼は像全体が空洞になっているような音を耳にして、激しい喜びに駆り立てられ、その小さな扉に手を突っ込ん

でみた。するとそこから、世界中で先にも後にも彼女に似た女性は決して現れないだろう、その永遠に穢れなき聖

母マリアの毛髪が見つかった。その上、聖母マリアの衣の断片と、洗礼者聖ヨハネの骨の欠片も納められていた。

更には聖使徒ペテロ、パウロ、アンデレの骨が、一つの小包の中から発見された。それから主イエスの兄弟である

聖ヤコブの親指の爪、聖使徒バルトロマイの骨が入った包みが 2 つ、幼子殉教者の一人のほぼ完全な腕ひとつ、

聖人クレメンス 1 世のとある聖遺物、女王聖ラデゴンドの髪が一房、更に 3 人の神の子、リドラク、メシャク、

アベドネゴの衣服、そして最後に我らの主イエス・キリストが受難日に身につけていた深紅の外套の切れ端まで

もが見つかった。」  

 以上の文献が示しているように、この火事による物理的な影響はごくわずかで、限られた範囲にしか被害がな

かった。その影響は何よりも心理的なものだったのだ。この出来事は、語り手がその意図にこだわるほど途轍もな

く素晴らしい聖遺物の存在を明らかにした結果、奇跡となり、新たな箱を求める神の願いを告げる予兆となった。



16 

つまりこの奇跡は、恐らく満場一致をみなかった一時的な計画にとって超自然的なお墨付きとして絶対に必要だ

ったのであり、同時に、聖遺物を納めるために多数の放射状祭室が付いた後陣建設に有利となる論拠を与えた。

1164 年、修道院長ギョーム・ド・メロは大規模な工事の準備に充てられる施しを受けるために、寄付金を集める

人々を派遣しており、このことは以上の推測を裏付けている。 

 

参考文献： 

A. Timbert, Le chevet de La Madeleine de Vézelay et le premier gothique bourguignon, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, coll. « Art & Société », 2009, p. 89-93. 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 16 日 

（日本語訳 秋岡安季） 
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8. 仕組まれた火災？シャルトルのノートル=ダム大聖堂の場合（1194年） 

アルノー・タンベール（Arnaud Timbert） 

 

  1020 年頃にフュルベールが建てた大聖堂は 1130〜1150 年代以降、2 つの塔を持つファサードの基礎部分の

建設や、1150-60 年頃に行われたクリプトに通じる南側出入口の設置、そしてアプスを飾るステンドグラス−特

に 1180 年頃の『美しき絵ガラスの聖母』−の製作などによる、刷新キャンペーンの対象となった。こうした状況

下の 1194 年 6 月 10 日、大聖堂で火事が発生した。この事件についてはジャン・ル・マルシャンが書き残してい

る。「その夜［…］シャルトルの町に襲いかかった火事は、多くの被害をもたらすほど大規模なものだったため、

消し止められなかった。発生した火事は町を燃やし、教会堂全体をも焼き尽くした［…］。教会堂では梁や根太が

焼き尽くされ、鉛が激しい熱によって溶かされ、壁や厚い壁が崩れ落ち、鐘やステンドグラスは砕け散った［…］。

焼け落ち、崩れ去っていく教会堂のそのような姿を目の当たりにすることは、大変な苦痛であった。」その中で唯

一、聖母マリアの衣だけが、この火事を免れた。「慈悲深く温厚な聖母マリアが火事から自身の聖域を救った［…］。

祭壇の傍には、先見の明があった聡明な先人たちによって築かれた洞窟があり、聖遺物箱に安置されていた聖母

の衣はその中へ運び込まれたのだ。」しかし、何がこの災害の結果として分かっているのだろうか？果たして、11

世紀の大聖堂は完全に焼失したと結論づけられるべきなのだろうか？ 

 実際、その火事による影響が大惨事だったようには見えない。火事から 1 年後の 1195 年 10 月 3 日、マナセ・

ド・モーヴォワザンは、まさにその教会の建造物のため “ad opus ipsius ecclesiae” という名目で、60 スー（訳

注：当時の貨幣の単位）の基金を創設した。彼は聖母マリアの輝かしい祭壇の上で “super altar gloriose 

Virginis” 、即ちノートル=ダム（我らが貴婦人）に捧げられた司教座聖堂において主祭壇である聖母の祭壇の上

で、これを承認している。要するに、火事はフュルベールが建設したロマネスク様式のアプスまで到達しなかっ

た、あるいは少なくともアプスは火事で破壊されなかったと思われる。その図像により祭壇のすぐ側にあったと

判明している『美しき絵ガラスの聖母』のステンドグラスが、被害の少なさを物語っているからだ。つまり、「ゴ

シック」の再建工事を理解するためには、災害による物理的被害の程度よりも、災害が工事の口実となったことの

方が重要である。実際、司教ルノー・ド・ムソンと参事会員たちが火事を受けてすぐに再建工事に取り掛かったこ

とを我々はもう一度思い出すべきであろう。この事業は、綿密で規則正しい計画、集められた多くの人員、そして

古くから洗練されていた大量の資材を基盤としていた。建設の異例な速さ−30 年間で実施された−と同様、完成

した均質な建造物は、無論ファサードの基礎部分とクリプトが以前から存在していたことに起因している。とは

いえ、その工事が即興で行われたものではなく、高度に組織化されていたこともまた示している。よってこの建設

事業を開始するため、1194 年 6 月 10 日に全精力と全財力が結集されているのだ。そこで、2 つの仮説を提示す

ることができる。火災は（修復／建設）現場で起きた事故であるという説、もしくは対立的な状況を打開するため

に引き起こされたという説だ。 

前の大聖堂を破壊する原因となったこの工事は、ただ単に参事会員と司教双方の間で合意を得たものだったのだ

ろうか？また、火事のあとに突然現れた奇跡は、我々が考えている以上に大聖堂建設の歴史と結びついているの

だろうか？そもそも、聖母マリアの衣は 9 世紀以降大聖堂に安置され、巡礼地の由縁としてシャルトルの市民や

聖職者に大きな利益を与えてきた。そして火事によって焼失したように思われたものの、クリプトへ避難してい

た参事会員によって救い出されたのだ。その心理的な効果は当然決定的なものだった。ひとたび解釈されると、こ
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の出来事は奇跡となり、中断される可能性のある一時的な企てに超自然的なお墨付きを与えた。「［…］1194 年

の火事は都合よく起こった（A.プラシュ）。」シャルトルと同様の想像がなされる事例は珍しくない（ヴェズレー

の前例を参照のこと）。こうした奇跡はしばしば「利用され（J.-Ch.カサール）」、重大な争点に対する心理的効

果をタイミングよく引き起こしている。この推測は、何故 1194 年の時点でシャルトルのノートル=ダム大聖堂建

設に着手するための準備が全て整っていたように思われるのか、という疑問をより理解しやすくしてくれる。即

ち、そこに欠けていたのは、人々の意見を統合するための啓示に他ならなかった。 

 

参考文献： 

A. Timbert, « Formes, matériaux et techniques de construction : regard synthétique sur le chantier 

chartrain », Chartres : construire et restaurer la cathédrale (XIe-XXIe s.), Villeneuve-d’Ascq, Presses 

universitaires du Septentrion, coll. « Architecture & Urbanisme, 2014, p. 34-35. 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 16 日 

（日本語訳 秋岡安季） 
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9. 火事の拡大を食い止める：1528年アミアン大聖堂の尖塔における例 

ニコラ・アスレー（Nicolas Asseray） 

 

 アミアンの町は大聖堂の大きな小屋組の上に、ゴシック時代に起源を持つ軸組製のきわめて珍しい尖塔を持っ

ている。現在の尖塔は二代目のものである。最初の尖塔が失われた 1528 年の火事−旧コンプトゥス（訳注：中世

における暦の算出方法）に従って長い間 1527 年と位置づけられてきた−は、それについて我々に伝承された物語

によると、この種の災害に立ち向かった我々の祖先たちの手腕に関する豊かな教訓に満ちている。ただし、大聖堂

の交差部に建てられていたこの最初の尖塔についての歴史は、推測の範疇に留まっている。従来、木造の尖塔を頂

いた石造鐘塔がその場所へ建てられた年代は、トランセプトの竣工に基づいて、1240 年頃と推測されてきた。20

世紀初頭から留保されてきたこの主張は、もはや年輪年代学的知見に抗することができない。今日ではこの尖塔

の製作年代は一致して、外陣の最後の小屋組が竣工した後、1305 年に位置づけられている。この小屋組は、交差

部に置かれた非常に高さのある木造構造物、即ち尖塔の釣り合いにとって必要不可欠なものだった。 

 1528 年 7 月 15 日の夜、落雷がアミアン大聖堂を襲ったとき、アミアンの人々は呆然として尖塔が焼け落ちて

いく様を目にしていたが、彼らは無力ではなかった。火事の直後に一人の目撃者が書き留めた韻文詩によると、大

聖堂を救うため、市民たちは即座に結集した。実際、大聖堂の屋根葺き職人−激しい嵐の際に、建造物を見張る役

割を担っていた−から危険が告げられるとすぐさま、建造物の職人、市民、そして参事会員でさえもが、尖塔を破

壊し続ける火事に対し反撃に出たのだ。優先すべきは火事が小屋組へ拡大するのを防ぐことにあった。すると大

工たちに大胆な考えが閃いた。それは、燃え盛る鐘塔を他の小屋組から切り離して鎮火を促すために、スレートを

取り外して野地板を引き抜いたあと、4 つの小屋組（即ち両袖廊と外陣、そして内陣）の大きな部材を 5m に渡っ

て切り落とすというものだった。この作戦は成功し、雨の助けもあって 5 時間の奮闘の果てに、火事はようやく

消し止められた。 

 火元に近い小屋組を部分的に解体するという、この紛れもない離れ業は、結果として中世の構造を救い出した。

極めて困難な状況下（高所での作業、悪天候、猛烈な熱気、瓦礫の落下）で行われながら、鐘塔とそこに収められ

ていた 6 つの鐘の焼失を阻み、交差部のヴォールト天井は軽い被害で済んだのだ。それ故、司教と参事会員は、

新しい尖塔の建設に素早く着手し、首尾よく 3 年間で竣工させた。この尖塔は、その傾きにも関わらず、今もな

おアミアン大聖堂の屋根の上にそびえ立っている。 

 

参考文献： 

Charles DUFOUR, « L’incendie du clocher de la cathédrale d’Amiens en 1527, d’après un témoin oculaire 

», dans Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, tome XIX, Amiens-Paris, 1863-1864, p. 

375-400. 

Georges DURAND, Monographie de l’église Notre-Dame, cathédrale d’Amiens. Tome I : Histoire et 

description de l’édifice, Amiens-Paris, 1901, 535 p. Voir en particulier p. 512-532. 

Maurice DUVANEL, « Les charpentes et la flèche », dans Jean-Luc Bouilleret (dir.), Amiens(coll. La grâce 

d’une cathédrale), Strasbourg, La Nuée Bleue, 2012, p. 163-173. 
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オンライン公開日：2019 年 6 月 13 日 

（日本語訳 秋岡安季） 
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10.  1940年トゥールのサン＝テティエンヌ大聖堂における火災  

アラン・ヴィル（Alain Villes） 

 

 

 

1221 年に着手、1496 年に完成されたトゥール大聖堂は、フランボワイヤン様式の 2 つの鐘楼を持つ傑出し

たファサード、長い外陣、側廊のない非常に広大なトランセプトを有している。そして 2 つの鐘楼が脇に建て

られたアプスは、その全面にステンドグラスがはめ込まれ、トレーサリーのついた高窓で飾られている。かつ

てあった小屋組は、1524 年に司教エクトール=デリー（1524-1533 年：Clanché の著書を参照）が復活させ

た「聖ジェラール募金兄弟会」から出資された。1536 年に完成した小屋組は、高さ 15m とヴォールト天井の

かかった空間の半分もの高さに及んでおり、大聖堂に巨大な聖遺物箱のシルエットを与えていた。実際、我々

は様々な情報源を通して、1547 年にその棟が非常に高さのある金属製の帯状装飾で飾られたこと、そしてこ

の装飾が小屋組に対して過度に重量をかけ、小屋組に異常を引き起こしていたために、1579 年には早くも取

り外す必要があったことを知っている。 

  13 世紀から 20 世紀まで、鐘楼の高所の石積みで生じた少数の被害を除けば、不注意や雷が原因で生じた火

災に関する記載は史料中にみられず、巨大な尖塔の建設について言及がされたこともない。ただし、1580 年

の復活祭の日、鐘突き男たちが引き起こした火災が暴風雨によって鐘楼の一つに広がってしまったことがあっ

たのだが、その火災は早々に消し止められた。 

また、プロイセン人による 1870 年 8 月から 9 月までの包囲戦は、砲撃の結果、西正面に被害をもたらした

が、火災の原因とはならなかった。 

それに反して、有名な「トゥールの戦い」（1940 年 6 月 18-22 日）は小屋組にとって致命的だった。6 月

20 日、その正確な出所はこれから明らかにしなければならないのだが、焼夷弾が小屋組に火をつけた。立ち上

る巨大な煙が数時間の間ずっと街を覆った。その日の終わりには 16 世紀の小屋組はもはや何も残っていなか

った。ただ幸いにも、建築家エミール・ボズヴィルヴァルド[訳者註：またはベスヴィルヴァルド、ブズヴィル

ヴァルド]がその詳細なデッサンをこれより前に制作していた。ヴォールト天井と壁の頂部分は持ちこたえた。

火災は、南塔の鐘楼へと広がった。この南塔は巨大な煙突のように機能した。1950 年から 1985 年の間、戦争
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による被害として、塔の石積みの大部分を真新しく修復しなければならなかった。4 つの鐘は中庭の上で溶け

て水溜りのように広がり、デュポンによる 1754 年の大きなパイプオルガンが焼き尽くされた。砲弾はこれ以

外の被害も石積みに引き起こした。即ち、ばら窓と南鐘楼の頂上部分である。北鐘楼（18 世紀）だけが被害を

免れた。鐘楼の鐘は 非常に美しい 5 つの鐘一式に取り替えられ（1961 年）、現在の大きなパイプオルガンは

1963 年のシュウェンケデル社製の優れた作品である。 

大聖堂は司祭長ギヨンの主導により荒廃から救い出され、1941 年に瓦で覆われた平たい仮の小屋組を得た。

1985 年から 1994 年にかけて、小屋組は金属で修復され、スレート屋根で覆われた。だがその高さは、理由は

分からないままだが、少なくとも 1.5m 低くされた。 
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参考文献： 

Gustave Clanché – Quête et confrérie de saint Gérard pour l'achèvement de la cathédrale de Toul. 

Nancy, 1927. 

Alain Villes – La cathédrale de Toul. Histoire d'un grand édifice gothique en Lorraine. Ed. Le Pélican, 
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11.  1668年に生じたシャロン＝アン＝シャンパーニュのサン＝テティエンヌ大聖堂と尖塔の火災 

アラン・ヴィル（Alain Villes） 

 

 

 

 レイヨナン様式の長い外陣を持つシャロン大聖堂は、全面がステンドグラスで覆われ、9 つのベイからなり、

南北に 1 つずつ塔が側面に添えられて張り出した袖廊を有している。その 2 つの塔のうち片方（北側）は 12

世紀初頭に遡る。当初はステンドグラスで覆われていたが、後の 13 世紀末に周歩廊と 3 つの放射状祭室を備

えたアプスはほとんど奥行きがない。美しい北扉口（1245-1265 年）は非常に独創的なガラスによるバラ窓を

備えている。鐘楼のない、立派なペディメントのついた西正面は、古典様式でつくられている（1634 年）。 

 現在の大聖堂の小屋組は、既に 1138 年ついで 1230 年の火災の被害を受けていたが、1450 年頃に原因不明

の火災によって破壊された。その時、軸組製の尖塔が 1 つあるいは 2 つ消失した可能性が高いが、この点につ

いてもよく分かっていない。1520 年、ただ 1 つだけ石材で仕上げられたロマネスク時代のトランセプトの北

塔の上に、参事会は軸組製の高い尖塔を建設させた。尖塔は沢山透かし彫りが施された木製の立方体の段の上

に置かれ、土台のところでランセット窓と高い破風によって取り囲まれ、そして 2 つある採光用の開口部を持

つ部分によって更に分割されていた。風見鶏は約 93 メートルの高さにとまっていた。尖塔は彫像や金めっき、

彩色で飾られ、鉛で覆われていた。その評判は相当なものだった。フランス式の「理想的な」大聖堂を定義す
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るために、17 世紀には次のように言われていたものだ。即ち、「ランスの扉口、パリの鐘楼、アミアンの外陣、

ボーヴェの内陣、ルーアンの鐘、そして、シャロンの尖塔」と。 

 1668 年 1 月 19 日、雷がこの大きな鐘楼を襲った。炎に包まれた鐘楼はアプスのヴォールト天井を、そして

ロマネスクのクリプトのヴォールト天井を突き破りながらアプスへ向かって崩れ落ち、そこで幾人もの人々が

亡くなった。既に屋根裏へと及んでいた火災は、加えて、大聖堂内部の木造部分全体へと広がった。トランセ

プトの南塔の鐘楼と小さな仮の尖塔も炎に包まれ、南のバラ窓の上に崩れ落ちた。これにより大きなパイプオ

ルガンにも火がつき、オルガンは破壊されてしまった。 

 1 月 21 日、シャンパーニュの地方長官は自ら建造物を視察しにやって来た。彼はその被害を 400 リーヴル

から 500,000 リーヴルの間と推計した。即ち、8 つの鐘、アプスのヴォールト天井、尖塔、屋根、そして室内

の調度品類の損失である。司教フェリックス・ヴィアラール・ドゥ・エルスは自己負担で大聖堂の修復に着手

した。しかし、巨大な連帯感の高揚もまた、資金を殺到させた。シャロンの大修道院や司教区、フランス宮廷

など…。早くも 1668 年の終わりにはヴォールト天井が直され、クリプトは修正されていた。1672 年には、更

に高くなった 2 つの鐘楼が、「トゥルバドゥール」様式を告げる優美な石造の尖塔と修復された鐘によってそ

の頂を飾られていた。屋根がその後に続いた。室内の再整備工事はさらに 18 世紀いっぱいまで及んだ。 

 1672 年の石造の尖塔は、1820-21 年の不完全な修復が原因で 1858-59 年に解体され、決して再建される

ことはなかった。20 世紀初頭以来、大聖堂の鐘楼はその 17 世紀に増築された上階を失い、あまり高さのない

三角型の軸組に取って代わられた。それはほとんど小屋組を追い越さず、ある種の…「ろうそく消し」のよう

なものを連想させる。 
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12. 1700年のトロワ大聖堂と尖塔の火災 

アラン・ヴィル（Alain Villes） 

 

 1310 年、トロワのサン＝ピエール・サン＝ポール大聖堂の交差部は高い尖塔によってその頂を飾られた。

1365 年 8 月 13 日、尖塔は竜巻によって破壊された。また 1382 年 7 月 9 日には、まだ完成されていなかっ

た外陣の屋根を雷が襲った。しかし、屋根の職人たちは火災を消し止めることに成功した。その修理工事は大

工と屋根葺き職人たちを 2 ヶ月の間かかりきりにさせた。1374 年から 1396 年にかけて、恐らく国王から

1382 年 8 月 31 日以降にとりつけた資金援助のおかげで、“haust clochier（高い鐘楼）”の修理工事が行われ

た（鐘、屋根、控壁…）。それについての言及は、中央の大きな尖塔が修復されたことを推測させる。 

新しい尖塔は 1410 年頃にナントの棟梁ジャンによって構想されたもので、1413 年 7 月 24 日に着手され、

ピエール・ロクによって 1436 年あるいは 1437 年にやっと完成された。街の昔の風景画によれば、その非常

に尖鋭な八角錐は、「トネル（あずまや）」と呼ばれる、4 つの小さな鐘を収めていた開口部のある部分の上

に聳え立っていた。尖塔の全体的な外観は、1793 年に破壊されたノートル=ダム・ド・パリあるいはサンス大

聖堂の中央鐘楼の外観に類似していた。我々は、その風見鶏が約 85m から 90m の高さに位置していたと見積

もることができる。 

 1700 年 10 月 8 日午前 1 時に、雷がこの尖塔を燃え上がらせ、火災は大小屋組の全体に及んでいた。交差部

のヴォールト天井が崩れ落ちた。西側の妻壁に載せられていた聖ミカエルの彫像が転落した。付属祭室には多

大な被害があった。コーニスや高さのある欄干は非常に傷つけられ、ステンドグラスは砕かれ、内陣の聖職者

席にも被害が及んだ。目撃者による叙述は衝撃的である。「その火災」がひとたび「ナメクジのように」鐘楼

の中へ入ると、火災は「町の方向にはろうそくのように、階下にはたいまつのように見えた…人々は泣き叫び、

住民たちを目覚めさせた」。修復工事はその年末から始まった。ヴォールト天井ついで屋根は 1705 年に中断

されたものの 1713 年から 1733 年に再開されたが、尖塔が修復されることはなかった。 

 

参考文献： 

Léon Pigeotte – Le grand clocher de la cathédrale de Troyes. Mémoires de la Société Académique de 

l’Aube, 1877, p. 149-210. 
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