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歴史の中のノートル=ダム 

 

1. 大聖堂の内陣における「ナウタ〔船乗り〕の柱」の発見 

ローラ・フルキエ（Laura Foulquier） 

 

 フランス国立図書館に保管された褐色インクの淡彩画には、18 世紀初頭の大聖堂の深奥部が描かれている。地

下墓所を建造するために、この大聖堂の内陣で 1710 年に掘削作業が実施された際のものである（図版を参照さ

れたい）。ほとんど演劇的と言えるほどの規模をもつ、堂々たる石塊群が見て取れるが、それらは薄暗がりのなか

に佇む支柱付きの壁からくっきりと浮かび上がっている。ベルナール・ド・モンフォコン1は『図解された古代』

 

1 1655-1741 年。ベネディクト会サン=モル修族修道士。近代考古学の草分け的な存在であり、「古書体学

（palaeographia）」を創始したことでも知られる。関連文献は、高山博・池上俊一編『西洋中世学入門』東京

大学出版会、2005 年、28 頁、など。 
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（1722 年）のなかで、この発見を次のような言葉で報告している。「これはガリア人の宗教に関わる、ずっと以

前になされた最も見事な発見の一つである。それらが見つけられたのは 1711 年 3 月、大司教の埋葬に用いる地

下墓所を造るために穴が掘られた時のことであった」。モンフォコンは、それら「四つの大きな石」の発見によっ

て沸き起こった感動を証言する。「これらの石はずいぶん前から地中にあったものだ。いくつかの彫刻が経年劣化

によって傷んでしまったものの、四面に浮き彫りが施されている」（第 2 巻、423 頁2）。現在パリのクリュニー

美術館〔国立中世美術館〕に保管されているこのひとまとまりの石塊こそ、「ナウタ〔船乗り〕の柱」である3。

長い間、祭壇群として展示されてきたが、実際には、ティベリウス帝の治世下である 1 世紀、ルテティア〔ロー

マ属州時代のパリの古名〕で活動する河川水運業者4がユピテルを称えて建てた記念柱だ。 

 これらの石塊は、帝政ローマ後期に建物の建造に再利用されていたのだが、その建物の土地の上に、大聖堂の東

側が部分的に積み重ねられることになった。彫刻で飾られたひとそろいの石塊は、建造物というものは長い時間

軸のなかで読み解かねばならない、と我々に改めて語りかけている。そして、掘り起こされたこのような資材は、

長きにわたり、これらを取るに足らないものとみなす歴史認識によって敬遠されてきたが、時の厚みを具体的な

かたちで理解させてくれるのである。 

 

主要参考文献： 

Philippe de Carbonnières, Lutèce. Paris, ville romaine, Paris, Gallimard, 1997. 

Paul-Marie Duval, Paris antique, des origines au IIIe siècle, Paris, Hermann, 1961. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 29 日 

（日本語訳 湯浅茉衣） 

 

  

 

2 https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/10982/?offset=#page=247&viewer=picture&o=book

mark&n=0&q= 

3 以下のクリュニー美術館の公式ホームページより、各面の画像に加えて 3D 画像も閲覧可。 

https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/pilier-des-nautes.html 

4  「ナウタ（nauta）」は、セーヌ川や他のガリア地方の川を航行する船乗り集団のこと。商品の輸送を委託す

る商人としての側面もあったと考えられている。長谷川敬「帝政ローマ前期ガリアにおけるナウタ組合 : ある

河川水運業者組合のパトローヌス選任に見る人的紐帯」『史学雑誌』117 巻 10 号、2008 年、1711〜1746

頁、を参照されたい。 

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/10982/?offset=#page=247&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/10982/?offset=#page=247&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/pilier-des-nautes.html
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2. ノートル=ダムの 1218年の火災 

オリヴィエ・ド・シャリュス（Olivier de Châlus） 

 

 2019 年 4 月 15 日以前、大聖堂の歴史叙述のなかには二つの大火災しか記録されてはいなかった。一つは、パ

リ・コミューンの参加者によって引き起こされたとされる 1871 年の火災だが、結局は根拠のないプロパガンダ

の産物であった。そして、もう一つが 1218 年の火災である。その 1218 年の聖母被昇天祭の前夜、一人の泥棒が

大聖堂の屋根裏に侵入し、ロープや鉤を使って、翌日の祝祭のために準備された燭台を盗み出そうとした。泥棒は

危険な企てにより不手際をやらかし、内陣を飾っていた絹の壁掛けに火をつけてしまった。このような結果をも

たらしたがゆえに、その出来事は中世の年代記に書き留められたのである。 

 1218 年の火災は、大聖堂の歴史研究（叙述）にとって重要なものとなっている。というのも、ヴィオレ=ル=

デュックはこの火災に、モーリス・ド・シュリー5の大聖堂〔ノートル=ダム・ド・パリのこと〕に修復不可能な

損壊をもたらしたであろう被害の原因があるとみなしたからだ。この 1218 年の火災のせいで、1220 年代から大

聖堂に対して、非常に大がかりな修復がなされたのだろう。 

 マルセル・オベールをはじめとする、この問題にのちに取り組んだ研究者たちの誰もが、そのような火事であれ

ば、我々が識別できるほどの消えない痕跡を残したはずだと考え、ヴィオレ=ル=デュックが言及したこの事件の

被害の大きさを軽視した。したがって研究者たちは皆、大聖堂の三つの大きな修復工事のうちの最初のものと呼

べる修復を、別のやり方で説明しようとした。他の二つの大工事とは、ヴィオレ=ル=デュックによる修復と現在

予定されている修復である。 

 今回の火災によって、我々は、1218 年の大火災が引き起こし得た結果についてもっとよく知ることができるだ

 

5 1105/1120-1196 年。パリ司教。1163 年に開始されたノートル=ダム・ド・パリの建築工事の指揮を執っ

た。 
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ろうし、建物全体を新たに調査することで、おそらく議論を再開できるだろう。また、別の問題も出てきている。

これまで書かれてきたとおりに、内陣の献堂を行うため、内陣のヴォールトが 1182 年にしかるべき場所に実際

に設置されていたのなら、どうしてかの泥棒は 36 年後、小屋組から燭台を盗もうと思い得たのだろうか……。今

回の火災は、ノートル=ダム・ド・パリの内陣のヴォールトが 1218 年以降のものであることをも我々に教えてく

れるに違いない。 

 

主要参考文献： 

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 

（日本語訳 湯浅茉衣） 
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3. いばらの冠、ノートル=ダム・ド・パリの最も貴重な聖遺物 

ヴァレリー・トゥレイユ（Valérie Toureille） 

 

 中世において、聖遺物の所有は宗教施設の威光を決定する判断材料である。聖遺物が貴重であればあるほど、そ

の輝かしさは保有者にまで及ぶのだ。キリストが受難の日にローマの兵士たちに被せられたいばらの冠ほど、貴

重なものがあるだろうか！ 

 ニカイア公会議という時代背景のもとで、受難の道具はコンスタンティヌス帝の母、聖ヘレナによって再発見

されたようだ。7 世紀から 10 世紀の間、これらの聖遺物はペルシア人による略奪を免れるために、イェルサレム

からコンスタンティノープルへと移送された。 

 1204 年に、第 4 回十字軍はコンスタンティノープルを攻略し、ラテン帝国を建国したが、隣接する敵勢力に取

り囲まれており、彼らの立場は結局のところ不安定になった。1237 年、コンスタンティノープルのラテン皇帝ボ

ードゥアン 2 世は、財源不足のため、ルイ 9 世（のちの聖王ルイ）とその母ブランシュ・ド・カスティーユに、

聖なるいばらの冠を購入しないかと提案した。ルイ 9 世はコンスタンティノープルに密使を送ったが、そうこう

するうちに、債権者に締め上げられたラテン帝国の高官たちがその聖遺物をヴェネツィア人に売ってしまった。

冠はギリシア人のガレー船から逃れながら、コンスタンティノープルからヴェネツィアへと運ばれた。そうして、

ルイ 9 世は「ドージェ〔総督〕の都市共和国」〔ヴェネツィア共和国のこと〕で、非常に高い金額に合意する取り

引きを行わせたのである。 

 

 聖遺物箱のなかで守られた聖遺物は、1239 年 8 月にフランス王国に到着した。国王、その母、弟のロベール・

ダルトワ、サンスの大司教、そして王国の高位聖職者たちは、聖遺物を運ぶ一団の出迎えに向かい、ヴィルヌーヴ

=ラルシュヴェック〔パリ南東部のヨンヌ県の一都市〕で迎え入れる。その地で、国王と王弟は悔悛者のチュニカ

を身に纏い、サンスまで裸足のまま聖遺物箱に付き添い、さらにパリまで歩を進めた。このうえなく貴重なその聖

遺物に特別な宝石箱を捧げるために、ルイ 9 世はサント=シャペルを建造させた。王はいばらの冠から多数の棘

を取り、キリスト教の大きな宗教施設にそれらを分け与えた。大革命期、聖なる冠はサン=ドニ修道院へ、次に国

立図書館へと移された。コンコルダート〔1801 年にナポレオンと教皇ピウス 7 世が交わした政教協約〕のあと、

冠は 1806 年にパリの大司教に託され、形式的には聖墓騎士団による管理・保護のもとに置かれた。 
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主要参考文献：Jacques Le Goff, Saint Louis, Gallimard, Paris, 1999. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 23 日 

（日本語訳 湯浅茉衣） 
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4. ノートル=ダム・ド・パリの知られている限り最古の平面図 

イヴ・ガレ（Yves Gallet） 

 

 パリのノートル=ダム大聖堂に関する、知られている限り最も古い平面図は 14 世紀に遡るが、なんとストラス

ブールにあるのだ！それはノートル=ダムの後陣の平面図で、羊皮紙に褐色のインクで描かれている。平面図の最

も大きな部分は 63.5 × 53.5 cm に及ぶ。その裏面には別の大きなゴシック式大聖堂、オルレアンのサント=ク

ロワ大聖堂の後陣の平面図が描かれている。この表と裏に描かれた平面図は現在、見事な建築図面コレクション

のなかの整理番号 21 番として、ストラスブールのノートル=ダム資料館に保管されている。 

 オルレアンの大聖堂の建造は 1287 年に開始された。ノートル=ダムの後陣には 13 世紀後半から、その周歩廊

全体にわたって祭室群が設けられていた。すなわち、1255/1265 年から1288年にかけては直線ベイの祭室群が、

さらに 1296 年から 1318/1320 年にかけては放射状祭室群が建造された。後者はピエール・ド・シェルがノート

ル=ダムの建築工事の監督を務めた時期である。ストラスブールに保管されている表裏の平面図にはこれらの祭

室が描写されているので、1320 年頃に描かれたに違いない。おそらくこの平面図は、1322 年より前にすでにス

トラスブールの地にあったのだろう。なぜなら、この年代に、例えばオッペンハイムの参事会教会といったライン

川流域の建設工事は、ストラスブールの図面に描かれるようなパリの平面形式を取り入れ始めているからだ。本

図面が、アルザスの大聖堂〔ストラスブールのノートル=ダム大聖堂〕の建設現場において参照され得たことは、

大いに想像される。 

 パリのノートル=ダムの後陣の平面図がストラスブールにある理由は、容易に説明がつく。1320 年代頃、ゴシ

ック式の後陣の建造（1248〜1322 年）が終わらんとしているケルン大聖堂と競うために、ストラスブールの司

教座聖堂参事会員たちは自らの大聖堂の後陣の再建を計画せねばならなかった。そして彼らは、その目的を果た

すべく、13 世紀末のゴシック式の主要な建築工事に関する資料を集め始めた。つまりノートル=ダム・ド・パリ
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の平面図は、こうした資料の名残に違いない。パリの大聖堂のなかでレイヨナン式の時代に建造された部分は、今

日、初期ゴシックの構造に単に付け加えたものとみなされることが多い。だが実のところ、これらの部分は 14 世

紀ヨーロッパの最も見事な建築工事においてまで、非常に大きな規模で賛嘆と関心を引き起こしていた、という

ことがこの最古の平面図によって証明された。 

 

主要参考文献： 

Yves Gallet, « Le dessin 21 de l’Œuvre Notre-Dame : un projet de chevet pour la cathédrale de 

Strasbourg ? », Bulletin de la cathédrale de Strasbourg, vol. XXIX, 2010, p. 115-146. 

Johann Josef Böker, Anne-Christine Brehm, Julian Hanschke et Jean-Sébastien Sauvé, Architektur der 

Gotik, III : Rheinlande, Salzbourg, Müry-Salzmann, 2013, p. 249-252. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 22 日 

（日本語訳 湯浅茉衣） 
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5. 中世末期、ノートル=ダムはどのような状態だったのか？ 

エティエンヌ・アモン（Etienne Hamon） 

 

1526 年 9 月 16 日、パリ 

 

大聖堂で実行されるべき石工事・木工事に関して、ノートル=ダム大聖堂参事会がパリ司教フランソワ・ポンシェ

に反論する手続きのなかで作成された報告書からの抜粋。高等法院国務評定官クリストフ・エヌカンに提出され

たもの。4 人の市民、国王に宣誓した 3 人の石工および 4 人の大工、そして彼ら宣誓職人の鑑定を補佐・検討す

る役目を担っていたパリの石工たち〔maçons bacheliers〕4 人が、8 月 20、21、31 日に大聖堂を訪れた後に作

成した。 

フランス国立公文書館、L 466, n°30-32, [fol. 3v-4r]（かつての L 515, n°67 であり、18 世紀における 15 番

目の特権的書類、526 の番号が付されていた）。頁番号なしの紙の冊子。専門家たちの署名が記された原本の 16

世紀の写し。エルネスト・コワイエックの著作のなかで部分的に校訂された（Ernest Coyecque, « Notre-Dame 

de Paris (1395-1526) », Nouvelles archives de l’art français, 1887, p. 90-94）。 

 

原本の転写 

〔日本語訳では省略〕 

 

現代フランス語への転写 
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 1526 年 8 月 21 日の火曜日、あなたのご命令を実行すべく、我々はあなたの立ち会いのもとで当該の教会に赴

きました。そこで我々は、行われるべき修理に関する我々の報告を続け、次のリストを作成しました。 

 第一に、司教館側の大塔の鉛の屋根の軒下およびその周辺にある、切石による板石の継ぎ目の一部分を詰め直

す必要がある。また、当該の塔の頂上に透かし細工を施した手すりがあるが、その継ぎ目も塗り直さねばならない

し、これらの手すりの周りと下の勾配の目地も詰め直さねばならない。というのも、こうした継ぎ目のすべてはあ

まりに傷んでいるため、浸水によって壁が腐っているのだが、それは 10 年ほど前からのことなのだ。 

 次に、身廊側の 2 基の塔を結ぶ歩廊の、透かし細工が施された手すりを、今なおその場で見ることができるも

のに倣って造り直す必要がある。なぜなら、失われた部分の代わりとして取り付けられた木製の手すりが現在腐

ってしまっており、これらの部分を取り替えねばならないからだ。こうした石造の手すりは、少なくとも 40 年前

から崩れ落ちている。 

 次に、外陣側の、大塔に隣接した軒樋沿いに設置された透かし細工の手すりの大部分を造り直す必要がある。こ

れらの手すりのほとんどが崩落しているからであり、これも 40 年ほど前に起こったに違いない。 

 次に、ある部分をやり直す必要がある（…）// 

 

原文資料の注釈およびその成果 

 

 ルネサンス黎明期、大聖堂の維持保全はもはや、以前と同じように定期的に行われることはなかった。このよう

な結果になったのは、14 世紀以来もう新しくされていない建造物に対して人々がしだいに興味を失っていったか

らであり、また、ますます増えていく工事費用をめぐって、聖堂参事会と司教との間に対立が起こったからであ

る。16 世紀初頭、技術者たちが投入されるべき膨大な費用を明らかにすると、その対立は激化した。1526 年の

間に幾度も招集された専門家委員会はこうして、憂慮すべき報告書を提出した（図版参照）。北塔の鐘楼には不備

があり、修復不可能であると判断されている。すべてのファサードのクリアストーリー〔高窓〕とガーゴイルは崩

れかけている。すでに崩落したいくつかの手すりは、木製の柵に取り替えられていたが、今度はその柵も崩れてい

る。外陣の北側にある、彫刻が施されたいくつかの天蓋は慎重を期して取り外されていた。レイヨナン式の時代に

後陣の周りに増築された祭室の、飾り破風（guymberges）の大部分の先端は取り換えねばならない。南のばら窓

（osteau）はすでに何年も前から支えが取り付けられていたのだが、全体を廃棄し、新しく造り直されねばなら

ない。このばら窓の上にある妻壁も同様の処置が必要である。軒樋、およびトリビューン〔階上席〕・側廊・祭室

の陸屋根の全面的な目塗り直しが強く推奨される。いくつもの下側のヴォールトのオジーヴ〔交差リブ〕や小間

は、雨漏りにより浸食されているため造り直すべきである。そして、それらの迫腰部〔ヴォールトの推力を受ける

下部〕に設けられた、緊急避難用の開口部の詰まりも直さねばならない。しかし、最も不安をかき立てるのは交差

部のヴォールトであり、その交差リブと横断リブは危険なまでに崩れている。軸組のいくつかの部材は交換され

るべきだが、そのなかには、アプスの屋根の垂木が一本、中央の尖塔の放射状梁組みの一本、隣接する屋根組みの

谷の下でこの放射状梁組みを支えている方杖の二本が含まれる。こうした報告は、各祭室に設置されていたいく

つかの彫像の存在を、直に伝えてくれる最後の証言でもある。反対に言えば、後にヴィオレ=ル=デュックが新し

く考案することになった、外陣の各祭室の外側にあるガーゴイルは存在しなかったということも証言されている。

当時、このような憂慮すべき報告書が作成されたにもかかわらず、傍観主義が優位を占めることになった。したが

って、大聖堂を飾っていた、透かし細工や彫刻が施された部分の多くが 17・18 世紀に取り外されることは避け
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ようがなかった。南のばら窓は、ヴィオレ=ル=デュックがその配置をもはや根本的に変えることはしないのだが、

それより以前の 1728 年、ジェルマン・ボフランによって大部分が補修されたに違いない。 

 

主要参考文献：Ernest Coyecque, « Notre-Dame de Paris (1395-1526) », Nouvelles archives de l’art 

français, 1887, p. 90-94. Éditions partielles de documents des Archives nationales. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 27 日 

（日本語訳 湯浅茉衣） 
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6. 16世紀初頭のノートル=ダムの交差部のヴォールトの改築計画 

エティエンヌ・アモン（Etienne Hamon） 

 

 

 12 世紀から 13 世紀にかけて建築工事が始められたヴォールト群は、見事に均整がとれていて、風雨から守ら

れており、19 世紀まで重要な修復が施されることはなかった。とはいえ 1500 年代、大聖堂の施工を担う親方た

ちは、トランセプトの交差部のヴォールトの危うい状態について、聖堂参事会に注意を促した。彼らは、その広い

スパン〔梁間〕によりぴったり合うと判断される棟リブと枝リブを有する新しい設計図に基づいて、このヴォール

トを再建するよう強く勧めた。しかし、稀に見る設計図が示すように――作成者は大聖堂の大工ジャン・ギタール
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であろう――、そういった再建を実行するには、非常に高くまで足場を組む必要があった。聖堂参事会は、このよ

うな作業にかかる費用に震え上がり、再査定を依頼した。そして、大聖堂工事の親方である建築家ジャン・モワロ

ーの意見を無視して、出費を抑えた修理を選択した。したがって、1526 年、さらに 1567 年には、ヴォールトは

やはり相変わらず憂慮すべき状態であった。目塗り直しから漆喰の塗り替えへ、次々と手が加えられたこのヴォ

ールトは、ヴィオレ=ル=デュックによって取り外されて四分ヴォールトの形式で再建されるまで、その場に在り

続けた。 

 

主要参考文献： 

Fonds des archives anciennes de Notre-Dame aux Archives nationales, série L : délibérations capitulaires, 

procès-verbaux de visite et dessin des cintres. 

Étienne Hamon, Une capitale flamboyante : la création monumentale à Paris autour de 1500, Paris, 

Picard, 2011. 

Notre-Dame de Paris (coll. La grâce d’une cathédrale), Strasbourg-Paris, La Nuée bleue – Place des 

Victoires, 2012. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 22 日 

（日本語訳 湯浅茉衣） 
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7. 中世に描かれたノートル=ダムのイメージがその修復にもたらすもの 

ラファエル・スキュピアン（Raphaële Skupien） 

 

 ノートル=ダム・ド・パリは中世末以来、首都を象徴する記念建造物のなかで、最も頻繁に絵に描かれたものの

一つである。人々はそのすべての部分を賞讃した。諸々のイメージにおけるこの記念建造物への視点の多種多様

さが、これを物語っている。2019 年 4 月 15 日の火災で損傷を受けた大聖堂の上部は、パリの眺望図において特

に強調されている。こうした眺望図には〔大聖堂の〕建築の上に、高い尖塔を頂くスレートぶきの屋根が見て取れ

る。多数の開口部は当時、屋根裏の換気の役割を担っていたようだが、一方、装飾豊かな二つの頂華〔尖塔の頂上

の飾り〕が後陣の尖塔および屋根の上に乗っていた。 

 西側のファサードは、さらにもっと画家たちの注意を引きつけた。それの最も正確な眺望図を描いた画家は、サ

ント=シャペルの尖塔と、非対称の二つの塔の間に見えるノートル=ダムの尖塔とをはっきりと描き分けていた。 

 二人の画家は、大聖堂の主要正面よりも後陣を描写することに重きを置くことによって、他の大多数の画家た
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ちよりも、この記念建造物についてのより完全で奥深い理解を示した6。彼らによるイメージは、屋根と石積みと

の接合について、非常に正確な情報を与えてくれる。実に例外的なことに、それらのイメージの一つは建設現場の

場面を描写している。つまりそこには、ノートル=ダムの後陣の屋根の改修に用いられた 15 世紀の建築技術が見

られるわけだから、我らが現代の建築家にとってまさに分析手段となるのだ！これらの素描は、その細密度によ

って（例えばデザインソフトウェア Sketch'up を介して）3D デジタル画像に容易に変換できるし、この画像に基

づいて、将来的な再建を見据えた模型を制作することができる。この革新的な復元方法はサント=クロワ=ザン=

ラ=シテ地区のために用いられたもので、そのマケットは来秋〔2019 年 9 月 25 日〜2020 年 1 月 6 日〕にフラ

ンス国立公文書館で展示されることになっている7。中世に描かれたイメージは、制作の背景および考古学的・技

術的な資料に照らして慎重に分析される必要があるとしても、15 世紀におけるパリの大聖堂のフォルム、またそ

の形状の変遷についてさえも、かけがえのない情報をもたらしてくれるのである。 

 

参考文献： 

Raphaële SKUPIEN, « La cathédrale transfigurée : II. Notre-Dame de Paris dans les images de la fin du 

Moyen Âge (XIVe-XVIe siècle) », Livraisons d’Histoire de l’Architecture, 38|2019. 

Raphaële SKUPIEN, « Figure de l’îlot de Sainte-Croix-en-la-Cité, ca. 1499 », dans DUMASY J. et 

SERCHUK C., Quand les artistes dessinaient les cartes. Vues et figures de l'espace français au Moyen 

Âge et à la Renaissance, cat. expo. (Paris, Archives nationales, hôtel de Soubise, 24 sept. 2019 – 6 janv. 

2020), Le Passage, 2019, not. 96. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 22 日 

（日本語訳 湯浅茉衣） 

 

  

 

6 ジャン・フーケと、コミーヌ・ド・フロワサールの画家を指していると思われる。文末の参考文献（ウェブジ

ャーナル）記載の図版 Ill. 2 を参照のこと。https://journals.openedition.org/lha/1462 

7 本邦訳公開時にはすでに終了した展覧会だが、次の公式サイトの情報を参照されたい。

https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/quand-les-artistes-dessinaient-les-

cartes#:~:text=Exposition%20du%2025%20septembre%202019%20au%206%20janvier%202020&t

ext=L'exposition%20Quand%20les%20artistes,(XIVe%2DXVIe%20si%C3%A8cle) 

また、以下のリンクから展示室の様子をバーチャルで楽しむことができる。 

https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/visites-virtuelles/quand-les-artistes-dessinaient-les-

cartes/index.html 

https://journals.openedition.org/lha/1462
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/quand-les-artistes-dessinaient-les-cartes#:~:text=Exposition%20du%2025%20septembre%202019%20au%206%20janvier%202020&text=L'exposition%20Quand%20les%20artistes,(XIVe%2DXVIe%20si%C3%A8cle)
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/quand-les-artistes-dessinaient-les-cartes#:~:text=Exposition%20du%2025%20septembre%202019%20au%206%20janvier%202020&text=L'exposition%20Quand%20les%20artistes,(XIVe%2DXVIe%20si%C3%A8cle)
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/quand-les-artistes-dessinaient-les-cartes#:~:text=Exposition%20du%2025%20septembre%202019%20au%206%20janvier%202020&text=L'exposition%20Quand%20les%20artistes,(XIVe%2DXVIe%20si%C3%A8cle)
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/visites-virtuelles/quand-les-artistes-dessinaient-les-cartes/index.html
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/visites-virtuelles/quand-les-artistes-dessinaient-les-cartes/index.html
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8. 古代末期から中世初期にかけてのパリの複合大聖堂 

マティアス・デュピュイ（Matthias Dupuis） 

 

図 1：オリヴィエ・トゥルシャとジェルマン・オヨによるパリの地図（1552 -1559 年頃）から。ゴシックの大聖

堂の北側の壁に隣接してサン＝ジャン＝ル＝ロン教会堂が見える。（パリ市歴史図書館、ロジェ＝ヴィオレ） 

 

1160 年代に着手されたパリのノートル＝ダムの建設は、古代の時代まで遡る建築的、地勢的な展開の延長上に位

置付けられるものである。この大聖堂の起源については、古文書として残るテクストから得られる知見の他に、

18 世紀以来、このモニュメントの内部や周辺で折々に得られた過去の考古学的な発見によっても知られる。 

少なくとも 4 世紀の半ばからは、司教『ウィクトゥリヌス（Victurinus）』の権勢の下、その当時置かれたパリの

キリスト教徒の共同体が存在していた。パリ大聖堂、つまりパリの司教座聖堂は、4 世紀の聖マルタン伝の中に言

及があり、ついで 6 世紀には、詩人のヴナンス・フォルトゥナが描写している。彼は、「大理石の円柱の上に」建

ち上がり、「昇ってくる太陽の最初の光線を捉える」「光り輝く広間」を備えた建物について語る。当時のクロー

ヴィスは、彼の治世の間にパリをフランク王国の首都にしており、フォルトゥナが語る教会堂は、彼の息子、メロ

ヴィング朝の王であるキルデベルト 1 世（497 年頃-558 年）の主導で建設されたとされる。ガリアの他の都市に

おけるのと同様、この大聖堂は単独で建っていた訳ではなかった。それぞれの典礼上の役割に応じたいくつかの

他の教会堂や洗礼堂、そして司教の居館『ドムス・エクレシア』が伴っていた。この全体が、我々が複合大聖堂と

名付けているものを形作っている。文書史料からは、このパリの複合大聖堂には少なくとも二つの教会堂があっ
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たことが確認できる。一つは、691 年に言及のあるサン=テティエンヌ教会堂、もう一つは、775 年のシャルルマ

ーニュの証書に現れるノートル＝ダム教会堂である。5 世紀に言及のある洗礼堂は 6 世紀の文書史料の中に記述

されている。この洗礼堂は、13 世紀の初めに建てられたサン＝ジャン＝ル＝ロン教会堂に取って代わられ、伝統

的にこの教会堂が洗礼堂の役割を担ってきた。サン＝ジャン＝ル＝ロン教会堂は、ゴシックの大聖堂の北側の壁

に隣接して設けられていて、パリの古地図に見ることができる。この教会堂は 1748 年に取り壊された。 

 

 

図 2：ジャン・ユベールの図に基づくパリの旧複合大聖堂 

 

大聖堂の内部や周辺で実施された考古学の発掘調査は、ゴシックの大聖堂の建設に先立つ、これとは別の幾つか

の教会堂の跡を明らかにしてくれる。早くも 1711 年にはミシェル・フェリビアン師がそうした発見を記してい

る。これは、大司教の墳墓となっていた地下墓所を掘削したときの発見で、大聖堂の内陣の西から二番目の柱間の

地下にあった、南北を軸とする 2 枚の壁を明らかにした。この壁の一方は、「航海士の柱」から持ってきた、彫

刻が施された石のブロックを転用したものであった。この石は、現在、クリュニー博物館に保存されている。この

地下墓所はその後、1858 年にヴィオレ＝ル＝デュックによって全面的に作り替えられたが、その際、1711 年に

発掘された壁の東側に、直径が 6 メートルほどの半円形のアプシスが発見された。これと並行して 1845 年にテ

オドール・ヴァケが実施し、その跡を継いで 1960 年から 70 年にかけてミシェル・フルーリが行った大聖堂の正

面前広場パルヴィの発掘では、幅が 25 メートル、複数の側廊を備え、西側に突出部を持った広大な教会堂の地下

部分が明らかになった。発掘されたのはこの教会堂の西側の部分だけで、残りの部分はゴシックの大聖堂の西正

面の下に埋まっている。 

1858 年の発掘 

1711 年の発掘 

旧囲壁 

ノートル＝ダムの回廊 南西部分 

- 1786 年の地図による 

 

サン＝ジェルマン＝ル＝ヴュー 

 

1847 年の発掘 

サン＝ジャン＝ル＝ロン 

 

サン＝クリストフ 

 

サン=テティエンヌ 
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図 3：サン＝ジャン＝ル＝ロンの西扉口の右側の隅切りにあった柱頭。1998-1999 年のノートル＝ダムの正面前

広場パルヴィの発掘で発見されたもの。2007 年よりクリュニー博物館が保管。（©︎RMN-GP / 写真 ジャン＝

ジル・ベリッズィ） 

 

 

こうした発見の数々を、文書史料が証言するところのものとともに位置付けてはっきりとした姿を描くには、未

だ多くの議論が残されている。我々は長い間、テオドール・ヴァケが発掘で明らかにした建造物に、メロヴィング

時代の大聖堂に取り込まれたサン＝テティエンヌ教会堂の痕跡を見ようとしてきた。考古学者のジャン・ユベー

ルは、ヴィオレ＝ル＝デュックが発見したアプシスを、8 世紀末に確認される聖母マリアに捧げられたもう一つの

教会堂の東端部とする解釈を提案した。二つの教会堂は同じ軸線上にあり、「二重教会堂」という、この考古学者

が得意とするテーマの形式を構成するはずだというものである。これら二つの建造物の編年関係をはっきりさせ

るには、考古学的なデータは残念ながら十分に正確とは言い難い。また最近行われた文書史料と考古学データを

再検討する研究でも、この仮説に対しては微妙な結果に至っている。最終的には、考古学的な新しい研究だけが中

世初期の複合大聖堂についての我々の知識を刷新し、シテ島の真ん中という例外的な場に形成されたこの複合施

設がどんなふうに建っていたかを正確に明らかにしてくれると思われる。 

 

 

Bibliographie： 

Marcel Aubert, Les anciennes églises épiscopales de Paris, Saint-Étienne et Notre-Dame, au XIe siècle 

et au début du XIIe, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 83ᵉ 

année, N. 3 (1939), p. 319-327; https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1939_num_83_3_77195 

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1939_num_83_3_77195
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Jean Hubert, Les origines de Notre-Dame de Paris, Revue d'histoire de l'Église de France, tome 50, 

n°147 (1964) p. 5-26 ; https://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_1964_num_50_147_1726 

Josiane Barbier, Didier Buisson, Véronique Soulay, Avant la cathédrale gothique, Notre-Dame de Paris, 

éd. A. Vingt-Trois, Strasbourg, 2012 (La grâce d’une cathédrale), p. 17-28. 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 2 日 

（日本語訳 西田雅嗣） 

 

  

https://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_1964_num_50_147_1726
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9. ノートル⁼ダム・ド・パリの芸術的あるいは技術的完全性にまつわる中世の建造者たちによ

る証言 

エチエンヌ・アモン（Etienne Hamon） 

 

一世紀以上前から作品そのものの注意深い研究によって、美術史家たちはキリスト教圏ヨーロッパの果てにまで

出現したモニュメンタルな創造物のモデルとして、パリのゴシック大聖堂の特別な位置づけを明らかにしてきた。

すなわち、ノートル⁼ダムの内陣が竣工してすぐにその立面がモデルとなり、最終的な屋根が取り付けられるとこ

れは直ちに鉛製屋根のモデルとなった。西扉口の実行の各工程で彫刻された図像プログラムもモデルとなり、新

たなトランセプトの壁面が立ち上ってすぐに透かし彫りを施されたファサードも模倣された。放射状祭室を付け

加える前及び後のシュヴェも同様である。 

今日では失われ、あるいは一度も陽の目を見ることのなかった建造物にまつわる、しばしば世に知られることの

ないテキストにより、パリのノートル⁼ダムから提供された基準が、絶対的であれ相対的であれ、フランスやヨー

ロッパにおける芸術の主要な中心地を生み出した多くの立役者たちの精神を、なおも占めていたということが思

い起こされる。この建物に最後の重要な変遷がもたらされたレイヨナン時代以降も、そしてしばしばモデルとな

る各パーツの形態が初めて着想された時代を過ぎたずっと後になっても、それらが影響を与え続けるということ
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が見られた。ノートル⁼ダム自体がその類似建築に負うものを忘れることはできないが、以下ではノートル⁼ダムか

らの影響を示す文書の記録を羅列したい。決してこれで全てというつもりもない。しかしこうしたわずかな例か

らも、パリの大聖堂が中世末期においてなお、様々な形で参照されていたことが一目瞭然である。 

14 世紀初頭に彫刻装飾の施された内陣障壁は、遅い時代の竣工であることからそうした作例の中でも興味深い。

この内陣障壁は、例えば 1400 年頃にランス大聖堂のそれに手本となったものとして言及された。同様に、最新

の大型典礼用設備も関心を惹いた。例えば、パリの大聖堂内陣に置かれた真鍮製書見台は 1400 年頃ルーアン大

聖堂の書見台のモデルとなった。この大聖堂では、やはりパリのノートル⁼ダムの鐘のうちの一つ（これはジャク

リーヌと名付けられ、1430 年に改鋳された）が 1451 年に模倣され、1501 年には南塔の鐘楼組も手本とされた。

16 世紀の初め頃には、パリのノートル⁼ダムの内陣に置かれた巨大なタペストリーもまた、当時の流行であった

こうした壁掛けの注文主たちにより、一様に言及されてきた。同様にノートル⁼ダムの墓石彫刻も模倣され、パリ

周辺全域の教会へと広まり、オルガンのコピーはピカルディにまでもたらされた。 

しかしノートル⁼ダムの 12 世紀から 13 世紀にかけて建造された部分は、フランボワイヤン様式の時代において

なお、特別なものと見なされてきた。側廊の陸屋根でさえも、もとよりその技術的性質から、最も多様なプログラ

ムにおいて参照されるものであった。1480 年代、サン⁼ファルジョウの城館（ヨンヌ）の石積み壁は、ノートル⁼

ダムで用いられた製法に則り製造されたセメントを使って仕上げられた。しかし建造者たちに影響を与え続けた

のは、とりわけ西ファサードであった。新しいファサードの工事に向け、より適切なモデルと、これを用いるのに

適任の建築家を求め、トロワ大聖堂参事会の代表者たちは 1456 年、次いで 1489 年にもパリのノートル⁼ダムを

訪問した。最後に、12 世紀末にノートル⁼ダムの恩恵を受けたことで知られる大聖堂の一つ、ブールジュのサン⁼

テチエンヌ（写真参照）の参事会は、1524 年から 1528 年の間、当時再建中だった北塔に陸屋根を付けて完成さ

せ、さらにこれに鉛屋根で覆われた小屋組を備え付けることを審議したが、いずれにしても「パリ大聖堂の塔に倣

って « ad instar turrium ecclesie Parisiensis »」と考えていた。1505 年以降、ノートル⁼ダムの外陣は、フラ

ンスで印刷された最初の挿絵入り遠近法概論『幾何学的遠近法（De artificiali perspectiva）』を著わしたジャン・

ペルランにとって均整美のモデルとなった。人々の移動に伴い、あるいは建築家によるデッサンを通じて広まっ

たパリのノートル⁼ダムに関する知識は、時折さらに重要な局面にも影響した。1402 年頃ミラノ大聖堂の施工主

たちはパリから芸術家たちを呼び寄せ、自分たちの聖堂に与えるべき重要な構造の選択において指導を求めた。

しかし、パリのノートル⁼ダムがそうであるように、控え壁を多用することで教会がひどく暗くなってしまうこと

を恐れ、最終的に幅のある堂内を選択したのだった。 

 

参考文献： 

14 世紀までのノートル⁼ダムの影響について書かれた、最初の総論となるマルセル・オベールの著作 (Marcel 

Aubert, Notre-Dame de Paris : sa place dans l'histoire de l'architecture du XIIe au XIVe siècle, Paris, 

1920) 以来、このようなテーマは幾度も取り上げられてきた。本テキストに集められた 15 世紀から 16 世紀に

かけての言及の数々は、未刊行の資料、もしくは多岐にわたる出版物に依拠するものとなる。 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 8 日 

（日本語訳 勝谷祐子） 
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10. ゴシック大聖堂以前 4〜11世紀 

ジョズィアン・バルビエ、ディディエ・ビュイッソン、ヴェロニク・スレ（Josiane Barbier, Didier Busson et 

Véronique Soulay） 

 

図 3 ノートル＝ダムのパルヴィ（大聖堂正面前広場）の遺跡 

 

ゴシック大聖堂が建つ前の状態は、18 世紀以来、ゴシックの大聖堂の下やその周囲での考古学的な発見や文書史

料によって実証されている。こうした史・資料の再読は、従来言われてきたことのいくつかをくつがえすと同時に
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新しい仮説の提示も可能にする。 

 

信頼できる史料により知られるパリの最初の司教『ウィクトゥリヌス（Victurinus）』は、360 年 3 月のパリ公

会議の記録の中に名前が上がっている。大聖堂の存在は 4 世紀の最後の四半世紀には確認でき（『サン＝マルタ

ン伝』）、洗礼堂については、五世紀の後半にはその存在が確認できる（『サント＝ジュヌヴィエーヴ伝』）。4

世紀を通じてのシテ島の整備 - 10 ヘクタールの平地、囲壁、道路網、公共建築、大バシリカ、公共浴場、そして

恐らく武器庫 - は、この大聖堂が、シテ島の中の、恐らくは現在大聖堂がある一角に建っていたことを示唆する。

これらの考古学的な痕跡は一切発見されていないが、1711 年にゴシック大聖堂の内陣の下で発見された壁には

「航海士の柱」が再利用されており、この壁は恐らく世俗の建造物の一部であったと考えられる。 

 

キルデベルト 1 世（511-558）がこの大聖堂を再建したか、あるいはフォルトゥナの詩によって知られる建築の

整備や豪華な装飾をこの大聖堂にもたらした。フォルトゥナのこの記述と、現存大聖堂正面前広場パルヴィで 17 

世紀以来の考古学調査で発見された遺跡や遺物（大理石の円柱、モザイクの断片、バシリカ式平面の建造物の基
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礎）とを突き合わせてみると、これらの遺物は 6 世紀の大聖堂に由来するものであるとの考えも可能である。最

近の研究では、この考えのもとになったこれら遺跡・遺物は、実は 6 世紀の大聖堂の基礎よりも古いものである

ことが示されている（大理石の円柱は、パルヴィの建物の通路のレベルよりも下の堆積物の中から発見されてい

るし、モザイクの断片は、近くの 4・5 世紀の浴場の装飾のものであった）。つまり 6 世紀に記述された大聖堂の

場所については、判っていないということである。 

 

パルヴィの建物の基礎（1847 年にテオドール・ヴァケが発掘、1907 年と 1914 年に工事の監視、1965 年から

1972 年にかけてミシェル・フルーリの監督の下で発掘）は、4 世紀の城壁の上面を削って水平にした上に築かれ

ていた。これをどう解釈するかに関しては非常に多くの議論があった。塔が両側面に建ち、幅が 37 メートルで長

さが 74 メートルあると想定される、前身廊を備えた五廊式の長堂の建物がこの基礎の上に建っていた様子を思い

描くことも我々には可能である。建物の西側部分が壮大なものになるのはカロリング朝時代の建築の特徴である

ので、この建物はカロリング朝時代の大聖堂ということになる。この建物（恐らく既にあった前身建物を再整備し

たものであろう）の建設年代を 9 世紀、つまり 820 年代の大聖堂区域建設の時とすることができるである。 

 

1112/1117 年の日付のあるルイ 6 世の一枚の証書で、シテ島内での司教の領主権に属する区域の境界が定めら

れている。この証書で問題となるのが、セーヌ川側の壁が崩れた一棟の「古い教会堂」と、そしてもう一棟の「新

しい教会堂」である。この証書の行政権で定められた境界を再現すると、パルヴィの建物が「古い」大聖堂で、「新

しい」のはもっと東のゴシックの大聖堂の下に当たると考えられる。この「新しい」大聖堂の西扉口は 1120 年の

文書に言及があり、1124 年には、多額の資金がその建物の屋根の保守管理に充当されており、サン＝ドニ修道院

長のシュジェール（1151 年没）は、一個の大ステンドグラスをこの建物に提供している。ゴシック大聖堂のサン

＝タンの扉口の装飾へのいくつかの部材の再利用、パルヴィ下と身廊の西から四番目の南側のピアの基礎から見

つかった彫刻の断片は、12 世紀のものと考えることができる。これらは恐らく、この大聖堂のロマネスクの時の

建物の西正面の装飾を構成していたものであろう。 

 

我々が遡ることのできる時代（8 世紀の後半）の範囲では、サント・マリーが大聖堂の守護聖人であったし、サン

＝テティエンヌは、7 世紀末と 12 世紀初めに確認できる大聖堂とは別の隣のもう一つのバシリカの守護聖人であ

った。 

 

Bibliographie： 

J. Barbier, D. Busson et V. Soulay, « Avant la cathédrale gothique. IVe-XIIe siècle », in D. Sandron (ed.), 

Notre-Dame de Paris, coll. La Grâce d’une cathédrale, Strasbourg-Paris, La Nuée Bleue – Place des 

Victoires, 2012, p. 17-27. 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 9 日 

（日本語訳 西田雅嗣） 
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11. 12世紀半ばの大聖堂の都市空間 

オリヴィエ・ド・シャリュ（Olivier de Châlus） 

 

かつての司教座教会堂や司教宮殿、洗礼堂、そして教会の施療院が担っていた役割、つまり典礼、司教区行政、秘

蹟、巡礼者の受入れは、モーリス・ド・シュリーによるゴシック大聖堂建設の工事期間中も中断することは許され

なかった。つまり、パリのノートル＝ダムの工事現場を開設するために、こうした建物が建っていた場所が徐々に

更地にされていく中にあっても、これらの建物で行われていた活動は継続されなくてならなかったのである。ノ

ートル＝ダムの建設が始まる前の都市環境の理解とは、従って、ノートル＝ダムの建設計画に影響を与えた制約

条件をはっきりさせることであり、また同時に建設計画がどのように作られていったのかをうまく解釈すること

でもある。 

 

この問題に取り組むための情報源は、もちろん考古学的なそれである。19 世紀から 20 世紀にかけて実施された

さまざまな発掘は、パルヴィ（大聖堂正面前広場）の下に幅 35 メートルで、そして長さが恐らく 70 メートルあ

ったと思われる教会堂の存在を明らかにした。現存大聖堂の西側に位置するこの教会堂の背後には、この教会堂

よりも東に、おそらくもう一つの別の教会堂であると考えられる建物があった。現在の大聖堂の内陣の下で発見

されたその痕跡は、このもう一つの教会堂のアプシスであると考えられる。一方、このもう一つの教会堂の北側に

は、単身廊の、20 メートルほどの長さで数メートルの幅の小さな教会堂が建っていた。 

 

1110 年頃の古文書は、司教が管轄するこのシテ島の東部の土地利用の様子を伝える。この文書は、二棟の教会堂
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の存在を示唆する。一つは「古サン＝テティエンヌ教会堂」で、少なくともその一方の壁は壊れていた。もう一つ

は「新教会堂」である。司教宮殿の存在もそこには示されている。19 世紀以来、これらの建物の配置についての

三つの異なる解釈がこの古文書に基づいてなされ、4 つの出版物で発表されている。 

 

建物配置の復元に関して、これら三つの解釈の間の相違の理由にまで立ち入らなくとも、マルセル・オーベールと

ジャン・ユベールが推測したように、古サン＝テティエンヌ教会堂がパルヴィ下の教会堂であるということは、結

論的にはありそうにないことである。パリのノートル＝ダムの内陣の献堂の時までパルヴィの上に建っていた教

会堂が、廃墟であるとして 50 年も前に既に記されている教会堂であるということの説明は、実際のところ無理だ

からである。パルヴィ下の教会堂は新教会堂の方であり、古サン＝テティエンヌ教会堂は東側の教会堂、もしくは

もっと北で発見された小さな教会堂であると考えた方が筋が通る。ところで、施療院については、我々は、それが

現在の大聖堂の南の塔の場所にあったことを知っている。なので、新教会堂は西側の教会堂、つまり現在のノート

ル＝ダムということになる。 

 

考古学の発掘だけしか解決できない、以下のような少なくない数の重要な疑問がまだまだ残されている。本稿が

取り上げた一連の教会堂が、正確にはどこに建っていたのか、ここに示した状況の中での大聖堂の建設工事の展

開の可能性は如何なるものであるか、そうして示された可能性のうちどれを採るべきなのか、それはどういう理

由でなのか、といった問題である。一方、我々は当たり前のように古代の時の大聖堂について語り、そしてメロヴ

ィング朝の時の大聖堂について語り、次いでカロリング朝時代の大聖堂を言い、さらにはロマネスクの大聖堂に

ついて語る。しかし、これらの大聖堂の建物全てについて、その過去の時点での存在は、考古学的には十分な証拠

のないままの推測でしかないのである。 

 

 

Éléments bibliographiques : 

Victor Mortet, La cathédrale et le palais épiscopal de Paris, VIe-XIIe siècle, 1888 

Marcel Aubert, Les anciennes églises épiscopales de Paris, Saint-Étienne et Notre-Dame, au XIe siècle 

et au début du XIIe, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 83ᵉ 

année, N. 3, 1939 

Jean Humbert - Les origines de Notre-Dame de Paris, Revue d'histoire de l'Église de France, 1964 

Josiane Barbier, Didier Busson et Véronique Soulay, Avant la cathédrale gothique VIe XIe, La grâce 

d’une cathédrale Notre-Dame de Paris, 2013 

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

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 11 日 

（日本語訳 西田雅嗣） 
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12. 19世紀が再解釈したノートル=ダム・ド・パリ、または中世 

ジョエル・プランニョ（Joëlle Prungnaud） 

 

 2019 年 4 月 15 日の火災は、多くの人々が中世の大聖堂への 19 世紀の影響、すなわち文学と建築修復の双方

がこれに与えた影響に気づくきっかけとなった。そのことを示すがごとく、人々はヴィクトル・ユゴーの小説を反

射的に思い出した。そして、この小説の有名なエピソードである、無宿人たちによる大聖堂の襲撃のなかに、惨事

の前兆を読み取るような気がした。報道機関が広く伝えた次の数行は、目撃者たちの眼前に広がる恐ろしい光景

とぴったり一致しているように思われた。「人々はみな、聖堂の上部へと目を上げた。彼らが見たのは驚くべき光

景だった。中央のばら窓よりも高く、最も高いところにあるギャラリー〔歩廊〕のてっぺんに、大きな炎が上がり、

二つの鐘楼の間を、渦巻く火花とともに立ちのぼっていた。その大きな炎は乱れ飛び、たけり狂っていたが、それ

が巻き起こした風によって、ときどき布切れが煙に包まれて運ばれていった8」（プレイヤード版『ノートル=ダ

ム・ド・パリ』、416〜417 頁）。と同時に、〔2019 年の火災で〕崩れ落ちたばかりの尖塔は 13 世紀のもので

はなく、ヴィオレ=ル=デュックによって 1856 年から再建された尖塔であったことに気がついたノートル=ダム

の讃美者も多かった。ギャラリーに建てられた 54 体のキマイラ〔怪物〕は、中世に直接由来するものであるよう

に思われていたのだが、次のように認めなければならなかった。すなわち、そのキマイラたちは、建築家〔ヴィオ

レ=ル=デュック〕が中世の空想上の動物図像に関して自ら詳しく研究し、これにインスピレーションを得て自ら

描いた素描に基づいて制作されたものだった。 

 明らかになったこのような事実によって、我々は、建築物の空想的な表現と、修復を担う建築家による再解釈と

の間に存在したであろう相互作用を探究せざるを得ない。 

 ヴィクトル・ユゴーは、作家としてパリの大聖堂の保護のために論陣を張ったのち、芸術・記念建造物委員会の

委員として、ジャン=バティスト・ラシュスとウジェーヌ・ヴィオレ=ル=デュックが提示した修復計画の承認に

彼自身が関わったということを、まず改めて述べておこう。ユゴーは貴族院議員であった 1845 年 7 月、前年に

市民建造物審議会に受理された後に修正され、見積書が添えられた計画を検討する委員会に参加した。彼が委員

会の報告書を提出した相手は、熱心な文化遺産保護論者モンタランベール伯である。こうして予算が認められ、修

復工事は開始できることになった（1845〜1864 年）。 

 これらの制度上の地位とは別に、修復計画の内容や実現への作家の直接の影響について語ることはできるのだ

ろうか？この計画はラシュスの死後の 1857 年以降、ヴィオレ=ル=デュックが一人で引き受けることになる。そ

してとりわけ、実行に移された彫刻の制作計画へユゴーが与えた影響について語れるのだろうか？  

 美術史研究者たちが示したように、修復を担うこの建築家は、小説家ユゴーによって作り上げられた復元から

着想を得た可能性がある。セゴレーヌ・ルメンによれば、ヴィオレ=ル=デュックは「しかめっつら競争の円花窓

9を記念するかのように」、内陣の窓をロザース〔ばら形装飾〕に作り変えたのだろうし、「ユゴーが思い描いた

 

8 本文中の『ノートル=ダム・ド・パリ』の引用箇所の訳出にあたっては、次の既訳（Kindle 版）を参照し、適

宜訳文を変更した。ヴィクトル・ユゴー『ノートルダム・ド・パリ』上下巻、辻昶・松下和則訳、グーテンベル

ク 21、2015 年。 

9 小説『ノートル=ダム・ド・パリ』第一編五「カジモド」のなかで、「しかめっつら競争」の際に用いられた
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とおりの諸王のギャラリー」を復元したのだろう（文末記載の該当の参考文献、122 頁）。考古学研究の成果があ

るにもかかわらず、マイケル・カミールは修復されたファサードに、「まさしく中世の一作品というよりもむしろ

ユゴーの散文作品へのオマージュ」をあくまで見て取ろうとする（該当の参考文献、103 頁）。 

 

 建築家が作家に従属しているとまで考えずとも、両者に共通する中世観が、書くという行為〔エクリチュール〕

と建築するという行為によって具体化したということと、この中世観にはロマン主義がはっきり表れているとい

うことは認められる。それぞれが同時代の行きすぎた傾向（トルバドゥール様式10、ゴシック美術についての偏狭

な考え方、ロマン派的幻想趣味）に身をゆだねることなく、大聖堂の新たな再発見に、自らの力強い足跡を残すの

である。ユゴーは、過渡的建造物のもつ混合美を描き出している。他方、ヴィオレ=ル=デュックはゴシック建築

の理性的な解釈を選ぶが、中世の彫刻家たちの想像の産物に魅了される思いを捨て去ってはいない。 

 しかし、描かれたイメージが橋わたしとなって、物語と修復された建造物とのつながり、すなわちヴィクトル・

ユゴーとウジェーヌ・ヴィオレ=ル=デュックとのつながりは強まるようになる。この小説が版を重ねるにつれて

――その増刷数は非常に多かった――、大聖堂は挿絵のなかでますます存在感を増していき、小説の主役として

現れるほどになる。こうした流れはヴィクトル・ユゴーが望んだものだ。というのも彼は、1832 年の再版の際に、

この建築物を中心に据えて描写する三つの章（第四編六・第五編一・第五編二11）を付け加えているからだ。この

章のうちの一つ全体が、我々の知る修復工事以前のノートル=ダムへの賞讃と、その当時の状態に割かれている。

しかしながら、建造物が読者の目に強烈な印象を与えるようになるだけでなく、その表現方法もまた次第に変化

していく。1844 年（ペロタン版）のドービニーによる扉絵には、諸王のギャラリーもキマイラも後景の尖塔もな

い〔ノートル=ダムの〕ファサード、すなわちルイ・フィリップ治世下〔1830-1848〕のパリで見慣れていたま

まのファサードが描かれている。 

 

円花窓のこと。聖史劇の観劇に興じるパリの群衆は突然、一番のしかめっつらの人物を法王に選ぶという遊び

（教会をこけにする遊び）を開始するが、醜いカジモドの出現に沸き立ち、彼を法王として担ぎ上げる。上記の

註記載の邦訳書より引用すれば、「礼拝堂の戸口の上にある、美しい円花窓のガラスが一枚こわれていて、石枠

の丸い穴がひとつぽっかりあいている。この穴から競演者たちは顔を突き出すことになった。〔…〕しかめっつ

ら競争がはじまった。〔…〕ところがとうとう、みんながぼうっとしてしまうほどの、とびきり上等のしかめっ

つらが出てきて、満場の票をかっさらってしまったのである」。同場面を描写した、ジョルジュ=レオン=アル

フレッド・ペリションによる版画も以下参照されたい。 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/notre-dame-de-paris-

c-etait-une-merveilleuse-grimace#infos-principales 

10 19 世紀前半の王政復古期フランスに生まれた芸術運動のこと。元来「トルバドゥール（troubadour）」は

12 世紀頃のオック語叙情詩の詩人のことを指し、その詩の多くが宮廷の愛や騎士道を主題とする。この名を借

りた 19 世紀の運動は、中世やルネサンス期の理想化された雰囲気を様々な芸術ジャンル（文学、絵画、彫刻、

建築など）を通して再構築しようとするものであった。 

11 訳註記載の邦訳書の解説参照。 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/notre-dame-de-paris-c-etait-une-merveilleuse-grimace#infos-principales
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/notre-dame-de-paris-c-etait-une-merveilleuse-grimace#infos-principales
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 反対に、1877 年のユーグ版では、著者が示した愛惜の念に応えるかのように、尖塔が復元されている。「〔…〕

十字交差部の交点に支えられていた、あの魅力的な小さな鐘楼、〔…〕すらりとした、先の尖った、鐘の音のよく

響く、透かし模様が刻まれた姿で、他の塔よりも高く空にそびえ立っていた、あの鐘楼はどうなってしまったのだ

ろう？とある趣味のよい建築家が（1787 年に）これを切断してしまい、その傷口に鍋のふたのような鉛の大きな

膏薬を塗って覆い隠して、これで十分だと思い込んだのだ」（プレイヤード版『ノートル=ダム・ド・パリ』、109

頁）。再建されたこの尖塔は、一つの頁全体を占める挿絵に描かれているが、その挿絵こそ、ほかならぬヴィオレ

=ル=デュック自身の作品であり、「1482 年のノートル=ダム」という意味ありげなタイトルが付されている。

こうしてヴィオレ=ル=デュックは、ユゴーが非難した「解体屋」の建築家と正反対の立場に立ち、修復家として

現れるのである。その版画のキャプションは、彼が 15 世紀に存在した通りの大聖堂、すなわち（広場の階段を除

いて）尖塔、諸王のギャラリー、ガーゴイル〔動物や怪物をかたどった雨樋〕を備えた大聖堂を（ラシュスと共に）

復元したということを示唆している。では、復元というよりも作り直されて付け加えられたキマイラはどうなっ

ているのだろうか？やはりこの版において、かの有名な、手すりにひじをついて「物思いにふける悪魔」が、シャ

ルル・メリヨンのエッチング版画に描かれている。本作は《吸血鬼》（1853 年）と題され、版画家メオールによ

って加筆された。したがって、読者を 15 世紀に連れていくために採用されているのは、1849 年にヴィオレ=ル

=デュックが考案した、再建された大聖堂を最も象徴する彫像なのである。 
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こうしたアナクロニズムの例はいくつも挙げられよう。例えば、このフルキエの挿絵は、〔大聖堂の〕ギャラリー

でフロロがエスメラルダの出現に衝撃を覚えるさまを表しているが、そのギャラリーにはヴィオレ=ル=デュック

の二体のキマイラがシルエットで描かれている（図版参照）。このトロンプ=ルイユ〔見せかけ〕の効果には、物

語と修復という二つの人為的形態が組み込まれており、読者や鑑賞者は大喜びして、現在において中世を再発見

するかのような錯覚を抱くことになる。物語は、まるで建造物が登場人物たちの存在を証明するかのように信憑

性を高めていく。それと引き換えに、ヴィオレ=ル=デュックが付け加えたり、置き換えたりした各部分は、中世

のお墨付きをもらい、見かけ上の真正さを獲得するのである。 

 

 修復された大聖堂のギャラリーや側面を埋めつくす、様々な要素が混ざり合った怪物じみた彫像群に対して、

ユゴー以上に支持を表明する者はいないだろう。彼は小説の主人公カジモドを一体のガーゴイルになぞらえて作

り上げ、ノートル=ダムをキマイラとして思い描いた。「〔…〕パリの古い教会群のなかで、〔ノートル=ダムは〕

一種のキマイラのようなものである。この教会の頭部、あの教会の手足、また別の教会の臀部、というように、あ

らゆる教会のうちの何かしらをもっているのだ」（プレイヤード版『ノートル=ダム・ド・パリ』、112 頁）。 

 

参考文献： 

Michael Camille, Les Gargouilles de Notre-Dame, Paris, Alma, 2011, traduction française de The 

Gargoyles of Notre-Dame. Medievalism and the Monsters of Modernity, University of Chicago Press, 2009. 

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975. 

Ségolène Le Men, La cathédrale illustrée de Hugo à Monet. Regard romantique et modernité, Paris, 

CNRS Editions, 1998. 

Jean-Michel Leniaud, Les cathédrales au XIXe siècle, Paris, Economica, 1993. 

 

オンライン公開日：2019 年 10 月 2 日 

（日本語訳 湯浅茉衣） 
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13. 中世文学におけるノートル=ダム・ド・パリ 

ジュディット・フォルステル（Judith Förstel） 

 

『フランス大年代記12』の抜粋：聖王ルイおよび廷臣たちの行列は、いばらの冠を運んでヴァンセンヌからノート

ル=ダム・ド・パリまで、すなわちシテ宮殿へと至る前の最後の地まで進む（1239 年 8 月 19 日）。パリ、サン

ト=ジュヌヴィエーヴ図書館、ms. 782、folio 334 recto。出典：gallica.bnf.fr／フランス国立図書館（BnF） 

 

 ノートル=ダム・ド・パリのイメージはヴィクトル・ユゴーの傑作に負うところが大きいが13、この記念建造物

と文学とのつながりは、中世の時代からすでに現れている。事実、大聖堂の存在は中世の文筆家たちの手によって

確かに残されており、これらの著作の研究によって、彼らの同時代人たちの大聖堂に対するまなざしをより深く

理解することができる。 

 

12 サン=ドニの修道士プリマが 1274 年に完成させ、フィリップ 3 世（在位 1270-85）に献呈された俗語板王

国年代記。シャルル 6 世治世（在位 1380-1422）以降ヨーロッパ各地に普及し、それに伴って中世国家フラン

スにおける正史の地位を確実にした（鈴木道也「『フランス大年代記』の普及とフランス・アイデンティティ

――パリ国立図書館写本 fr. 10132 を巡って――」『埼玉大学紀要』54(2)、2005 年、17-27 頁、を参照）。 

13 本章の記事« Notre-Dame de Paris ou le Moyen Âge revisité par le XIXe »を参照されたい。 
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 年代記は無論、その建設過程をたどるための重要な資料である。例えば、パリを訪れていたモン=サン=ミシェ

ル大修道院長ロベール・ド・トリニ14は、この点で特に貴重な証言を残しており、1177 年に建設工事の進捗を著

述している。また、1182 年 5 月 19 日に行われたノートル=ダムの聖別は、『ジョフロワ・ド・ヴィジョワの年

代記』に報告されている。そしてリゴールは、フィリップ・オーギュスト〔フィリップ 2 世〕が 1190 年に妻イ

ザベル・ド・エノーを大聖堂に埋葬した後、二つの大聖堂参事会員聖職を創設したことを記している。さらに 14

世紀、ジャン・ド・サン=ヴィクトールの記述によれば、司教シモン・マティファス・ド・ビュシーは自ら建造さ

せたサン=リゴベール祭室に埋葬された（彼の横臥像は今なおノートル=ダムで見ることができる）。しかも、大

聖堂の最初の礎石を置いた日付を 1163 年としたのはこのサン=ヴィクトールなのだが、その情報の典拠は明ら

かにされていない。 

 また年代記には、パリで行われた儀式、とりわけ王政の恒例行事における大聖堂の役割も示されている。国王の

葬儀のような「お通り」の物語では、ノートル=ダムは行列が避けて通れない重要な拠点となっていた。そのうえ、

国王は他の機会にも頻繁にこの大聖堂を訪れている。例えば、聖王ルイは自身のシテ宮殿にいばらの冠を納める

前に、シャルル 5 世は世継ぎの誕生を感謝するために、シャルル 6 世は自身の病の一時的治癒について聖母に定

期的に感謝を捧げるために、そこへ赴くのである。 

 さて、大聖堂は数多くの他の種類の文献資料のなかにも登場する。ノートル=ダムはパリの風景のなかで最も大

きな記念建造物の一つであるがゆえに、パリという街を想起させる諸作品にしばしば引用されている。例えば、中

世末期や 16 世紀初頭の旅の描写や旅行記、13〜14 世紀におけるパリの宗教施設を列挙する韻文物語、さらには

1323 年に大学人ジャン・ド・ジャンダン15が著した『パリ頌詞論』のような、パリについてラテン語で書かれた

修辞学の諸作品がある。ジャン・ド・ジャンダンは読者をノートル=ダムの発見へと誘う。すなわち読者は二つの

塔があるファサードを通り抜けた後、側廊のヴォールトの下やきらびやかな祭室群を通り、トランセプトのばら

窓へと導かれていく。このゆるやかな歩みは、完璧に造られた建物を介しての精神的歩みを象徴するものであり、

その建物はまさにスコラ学的思想の厳格さを石造りにしたものなのである。 

 ファサードは、とりわけ文筆家たちの注意を惹きつけている。その対をなす二つの塔を、ジャン・ド・ジャンダ

ンと同様に、人文主義者のストアは自著『クレオポリス』（1514 年）のなかでほめたたえている。諸王のギャラ

リーはいくつもの文学作品に登場するが、例えば『領民の 23 の作法』（13 世紀）では、世間知らずの見物人が、

このギャラリーのうちでどの王がピピンかシャルルマーニュかと見分けるのに夢中になっているところに、彼の

財布を盗みに泥棒がやって来る。しかし、中世の文筆家たちは建築物の外観のみにとらわれることはなく、大聖堂

の内部にある彫刻群、特に内陣の仕切りについても言及している。 

 ノートル=ダムは概して、非常に好意的に紹介されている。ジャン・ド・ジャンダンにとって、それはパリの教

会群のなかで「星々のなかの太陽のように」（sicut sol inter astra）輝いている。アントワーヌ・ダスティは、

15 世紀半ばにフランス王国を讃えるために捧げた詩において、ノートル=ダム・ド・パリを「あらゆる部分が見

事に構成されて建てられた」建築物と認めている。アントニオ・デ・ベアティスだけが、1517〜1518 年にアラ

ゴンの枢機卿の側近としてフランスを訪れた際の旅行記のなかで、この大聖堂を「大きくて壮大だがあまり美し

くない教会」（è una largha et grande ecclesia, ma non molto bella）呼ばわりしている。 

 

14 フランス語原文はリシャール〔Richard〕となっているが、訳すにあたり修正した。 

15 1280 頃〜1328 年。アヴェロエス主義哲学者。パリ大学やコレージュ・ド・ナバラなどで教鞭をとった。 
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 しかしだからと言って、ノートル=ダム・ド・パリは中世において、必ずしもフランスの大聖堂のなかで最も傑

出したものとみなされたわけではなく、むしろアミアンのの大聖堂の方に軍配が上がっていた。1402 年にミラノ

の大聖堂の建設工事の棟梁たちはノートル=ダムがあまりに暗すぎると判断したが16、おそらく中世末期の文筆家

たちは、それほどはっきりと述べていないにせよ、彼らの意見に賛同していたのだろう。いずれにしても、ヒエロ

ニムス・ミュンツァーは 1495 年にパリに立ち寄った際、サン=ドニ教会堂の方が「よりずっと美しく、より明る

い」と思った。ノートル=ダムの主要な礼讃者であるジャン・ド・ジャンダンでさえ、この大聖堂において特にレ

イヨナン式の部分、とりわけ、ばら窓のあるトランセプトを賞讃している。そして、彼が「天国の部屋の一つ」と

して語る教会はノートル=ダムではなく……そのレイヨナン式芸術を完璧に表現する、近所のサント=シャペルな

のだ！ 

 

参考文献： 

Notre-Dame des écrivains. Raconter et rêver la cathédrale du Moyen Âge à demain, préface de Michel 

Crépu, Paris, Gallimard, Folio classique, 2020.  

Pascal Tonazzi, La grande histoire de Notre-Dame dans la littérature, Le Passeur, 2019.  

Judith Förstel, « Sicut sol inter astra. Notre-Dame de Paris vue par les écrivains du Moyen Âge », 

Livraisons d’histoire de l’architecture, n°38, 2019, p. 9-22. 

 

オンライン公開日：2020 年 2 月 16 日 

（日本語訳 湯浅茉衣） 

  

  

 

16 本章の記事« Dans quel état était Notre-Dame à la fin du Moyen Âge ? »を参照されたい。 
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14. ジョリス=カルル・ユイスマンス（1848〜1907年）とノートル=ダム・ド・パリ 

ジョエル・プランニョ（Joëlle Prungnaud） 

 

 文化的動向のなかで最近起きた二つの出来事によって、ジョリス=カルル・ユイスマンスが文学・芸術において

占める際立った位置づけが想起されるのではなかろうか。すなわち、ガリマール出版社の名高い作品全集、プレイ

ヤード叢書に彼が入ったし（『長編・中編小説』、2019 年 10 月）、オルセー美術館は彼の美的判断が的確であ

ったことに敬意を表した（「美術批評家ユイスマンス」展、2019 年 11 月 26 日〜2020 年 3 月 1 日17）。この

19 世紀末の大作家は、反響を呼んだ著作『さかしま18』（1884 年）が後世では特に取り上げられたが、その生涯

の大半を首都で過ごし、近代都市の変貌を注視し、とりわけゴシック式のいにしえのパリに愛着を抱き、このパリ

が消え去るのを憂えていた。 

 ユイスマンスの作品（小説、記事、エッセイ）からノートル=ダムに関する論評を抜粋すると、作家であり美術

批評家でもある彼は、パリの大聖堂と複雑な関係、いやむしろ情熱的な関係を常にもっていたことがわかる。彼は

同じ心の動きで、ノートル=ダムを批判もすれば賞讃もし、彼の熱狂の高まりは、その慎みある表現によって不意

に抑制されるのだが、ゆるぎない一貫性をいつも保っている。彼が『所帯』の若い画家シプリアンの口を借りた腹

立ちまぎれの言葉――「ああ！まったくもう、あなたにノートル=ダムの後陣を褒めそやしに来る人たちは皆、僕

をうんざりさせるのです〔…〕」（1881 年）――から、大聖堂のポルターユ〔正面扉口〕の学術的な謎に彼が魅

了されていること（「ノートル=ダム・ド・パリにおける象徴表現19」、1905 年）に至るまで、ユイスマンスの

見解には修正も変節も見つけられず、むしろ進化、徐々に深まっていく再認識が見出せるのである。 

 象徴となる教会〔ノートル=ダム〕は一つの定点だったのであり、彼の恨みのはけ口、彼の知的・精神的な道程

に点在する立場表明のはけ口であったと、考えることすらできるだろう。 

 まず、ロマン主義とそれの常套句に対する激しい拒絶があった。というのも、ユイスマンスによれば、絵のよう

な美しさや「受けをねらった建築物」への好みは、「常に新しい」街路の魅力に気づくことを妨げるからである。

そういった理由により、（上記の）『所帯』の主役の一人は「自然主義と現代性」に熱中していると言い、「古い

教会堂」が喚起する「あつらえものの感動」に腹を立てている（第 5 章、137〜139 頁）。ロマン主義世代の牽引

者がノートル=ダムを称揚してから（ヴィクトル・ユゴー『ノートル=ダム・ド・パリ』、1831 年）、半世紀の

時が過ぎたことを思い出そう。 

 

 次に、大聖堂の修復者ウジェーヌ・ヴィオレ=ル=デュックが体現しているとユイスマンスがみなす建築実証主

義に対しても、やはり激しい拒絶があった。この時期、ユイスマンスは主人公の名を冠した「デュルタル連作」と

 

17 以下のオルセー美術館の展覧会紹介ページを参照されたい。 

https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/presentation/joris-karl-huysmans-critique-dart-de-degas-

grunewald-sous-le-regard-de-francesco 

18 本文中の『さかしま』の引用箇所の訳出にあたっては、次の既訳に基づいた Kindle 版を参照し、適宜訳文を

変更した。J. K. ユイスマンス『さかしま』澁澤龍彦訳、河出文庫、2011 年（第 10 刷発行）。 

19 次の邦訳所収。『三つの教会と三人のプリミティフ派画家』田辺保訳、国書刊行会、2005 年。 

https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/presentation/joris-karl-huysmans-critique-dart-de-degas-grunewald-sous-le-regard-de-francesco
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/presentation/joris-karl-huysmans-critique-dart-de-degas-grunewald-sous-le-regard-de-francesco
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なる 4 編の小説を書くことによって、精神性の探究へと向かっていた。デュルタルは悪魔主義への傾斜の後（『彼

方20』、1891 年）、カトリックの信仰に入り（『出発21』、1895 年）、それから「大聖堂の魂」の研究に熱心に

取り組む。そして彼が、あらゆる大聖堂のなかから選ぶのはパリの大聖堂ではなく、「もっとはるかに興味深い」

と彼が思う、シャルトルの大聖堂なのである（『大聖堂22』、1898 年、92 頁）。 

 

 ユイスマンスはロマン主義者たちに対して異論を唱えている。それにもかかわらず、古典主義時代が軽視して

いたゴシック美術を賞讃したという点において、彼らに讃辞を送っている。彼は中世建築を救ったことについて

建築家や考古学者に感謝はするが、記念建造物への彼らの物質主義的なアプローチや、それに起因する修復理念

を批判する。そういった理由で、ノートル=ダム・ド・パリという事例は典型的なものになる。というのも、ユイ

スマンスによれば、この事例は文化遺産保護に関する当時の過ちを物語っているからだ。「ノートル=ダムを大事

に手入れしたいと望んだ我々の時代は、〔…〕これの表面をこそげ落とし、ざっと上から下まで修繕するだけだっ

た」（「ノートル=ダム界隈」、1899 年、『パリにて』所収、171 頁）。彼の批判の矛先は「かの有名なヴィオ

レ=ル=デュック」に他ならない。この建築家は建造物を「新しくし」、建造物から「〔経年変化による〕古色」

を失わせ、言うなれば修復を改装として実行するという誤りを犯したのだ。このような錯誤によって記念建造物

の真正性は脅かされるのであり、「すべての彫像は手が加えられるか、完全に作り直されている」と、ユイスマン

スは苦々しい思いで嘆いている（同書、172 頁）。彼はまた、ノートル=ダムが痛ましい一例となっているような、

周辺の障害物を撤去して大聖堂のみを抽出することに対しても抗議する。なぜならノートル=ダムは、その周りを

取り囲んでいた教会や家々が解体されて以降、広大な広場に一つぽつんとそびえ立っているからである。そのう

え、大きくて不恰好な建物がいくつも新しく建造されて、ノートル=ダムの本来の景観を損なっているし、それら

の建物のせいで大聖堂そのものが見えない。また、礼拝を妨害する「無作法な観光客」や「ロンドンの無礼者」が

押し寄せた結果、聖なる場所は汚されている。このような不満が積み重なったことにより、ユイスマンスは一刀両

断するかのような結論に至る。「この大聖堂にはもはや魂がない。生気のない石の死体である」（『大聖堂』、第

3 章、116〜117 頁）。 

 

 彼の美的判断も同じぐらい厳しく、この点について変わることはない。「ユゴーの大絶讃にもかかわらず、ノー

トル=ダムは今もって二流のままである」（同上）。彼は偉大なるゴシック一族の姉妹たちと比べて、ノートル=

ダム大聖堂に欠けるものすべてを並べたてる。彼の考えでは、この大聖堂は巨大で黒くて裸同然であり、要するに

「冬のよう」なのである。ユイスマンスはその陰鬱さや、「ずんぐりとして暗く、ほとんど象のような」それらの

塔の重苦しさを悲しむが（同書、169 頁）、外陣に入るやいなや、その「壮麗な姿」や威容、いくつもの柱の重厚

感が放つ荘重さに心を動かされる。彼は見事な筆致で書きつづられた一頁の中で、二つのばら窓によって重みを

軽減され、明るく照らされたトランセプトの、妙なる光景にうっとりとする（「ノートル=ダム界隈」、171 頁）。

 

20 『彼方』田辺貞之助訳、創元推理社、1975 年（改訂版 2002 年）／光風社出版、1984 年。 

21 『出発』田辺貞之助訳、桃源社、1975 年／光風社出版、1985 年。 

22 この小説「 La Cathédrale 」は既刊の邦訳書で「大伽藍」と題されるが、拙訳では大聖堂をめぐる論点を明

示すべく「大聖堂」とした。邦訳の書誌情報は次の通り。『大伽藍』出口裕弘訳、桃源社、1966 年／光風社出

版、1985 年／『大伽藍 神秘と崇厳の聖堂讃歌』出口裕弘訳、平凡社ライブラリー、1995 年。 
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「フライング・バットレス〔飛梁〕が先史時代の生き物や巨大なマンモスのむきだしの肋骨のように見える」広大

な「ノートル=ダムの建物」を目にすると、幻想的効果が生まれる。そしてその時、「北塔のバルコニーに設置さ

れた怪物たちが我々を眺めている」のだ（同書、181 頁）。10 年前に熱烈に賞讃した、幻想的な生きものをかた

どった彫刻に対するユイスマンスの愛着は変わらなかった。「この大聖堂の上にこそ、最高の悪魔・怪物理論の一

つがうち立てられている」（『画家論』、1889 年、329 頁）。彼は「自分たちのことを知らずにいる巨大な都市

の上に、500 年前から身を乗り出している」これらの「異様な鳥」や異種混淆の「獣たちを集めた動物園」に言及

する際、ヴィオレ=ル=デュックに触れないようにしている。 

 

 大聖堂についての小説を書く時が来たら、ユイスマンスは自身の特徴を知らしめるために、高名な先人と距離

を置かねばならないだろうし、ノートル=ダム・ド・パリの小説家の熱狂や、空想的で現実離れした筋立てや、一

風変わった登場人物たちと縁を切らねばならないだろう。そして何より、彼は題材〔取り上げる大聖堂〕を変えね

ばならないだろう。ユイスマンスは、ヴィクトル・ユゴーによる、人が住み活気にあふれている大聖堂への反駁と

して、中世の教会堂を、当代の人々が理解するのに苦労する象徴事典と解釈する。デュルタルという人物像は、著

者の深い学識に裏付けられた考証に導かれて、シャルトルのノートル=ダムの熱烈な注釈者の役を果たすことに

なる。イメージと感動に満ちあふれたユゴーの大衆小説は、知識と珍しい言葉を携えた、世紀末の絶望に貫かれる

学術書へと姿を変えたのである。 

 

 しかしながら、ユイスマンスは 1905 年、学術的な解釈〔「ノートル=ダム・ド・パリにおける象徴表現」のこ

と〕によって、ノートル=ダム・ド・パリに最後の讃辞を捧げに戻ってくる。シャルトルと同様に、彼はそのファ

サードを「我らが祖国で 13 世紀に書かれた、偉大なる石の書物の中の一頁」として体系的に解読する。この作業

が終わると、外側からの見かけを超えて、キリスト教的象徴表現の下に隠れた「その道に通じた幾人かの者たちに

しか理解できない神秘的象徴表現」を突きとめることに彼は乗り出すのである（『パリの教会』、64 頁）。ます

ます高まる感動のなかで、彼は聖アンナと聖マルセルの扉の秘密を解明しようとし、ついに「カバラ〔ユダヤの神

秘主義思想〕の戒律」を発見する。歓喜を抑えきれない彼は、ノートル=ダムが隠しているものを「ほんのちょっ

ぴり異端の香りがする底意」と遠回しな言葉で明かして、喜んでいる。デュルタルがノートル=ダム・ド・シャル

トルでなし得なかったことは、「自分の心が一つになり、つながりをもち、まとまりをもつこと」であった。だが

おそらく、ユイスマンスはパリの大聖堂の魂のなかに、彼自身の内なる苦悩の癒しを見出すことで、ついには心の

平安を見つけるに至るのだろう。なぜならノートル=ダム・ド・パリの魂は「普遍的〔カトリック〕であると同時

に秘術的でもある」からだ。したがって、彼は献身者〔カトリックの規律は守るが在俗生活を送る信者〕の誓いを

立てた後（『献身者』、1903 年）、『彼方』の破壊思想的な論調を取り戻し、中世に実践されていた「呪われた

学問」の怪しげな魅力に屈してしまう。ユイスマンスは、中世の象徴表現について「漠然とした直観」をもってい

たという功績によってヴィクトル・ユゴーに感謝さえしているが、その賞讃を受けるのは小説家というよりもむ

しろ「詩人」ユゴーなのである。 

 

 大聖堂を見て、読んで、書くという、ノートル=ダム・ド・パリを前にして形作られた作品群は、1905 年に表

明された「さっと書き上げた概要とは別のやり方でこの大聖堂を描写する」という計画によって完璧に成し遂げ

られるはずであったが、病に冒された彼にはその時間が残されていなかった。 
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 このように簡潔にまとめてみれば、いずれにせよ、修復の問題に関するユイスマンスの意見がいかに今日的意

義をもち続けているのかが明らかになる。先に見てきたように、彼は古くからある素材を、たとえ使い古されてい

ても保存するよう奨励し、古びた石を「削り取る」ことでその古色を奪い、過去の痕跡を消し去る技術を非難して

いる。彼が推奨するのはウィーンの美術史家アロイス・リーグルが「古さの価値」と名づけたものだが（『現代の

記念物崇拝23』、1903 年）、これは今日においてなお、建築遺産保護を担う専門家の見解ではきわめて重要な判

断基準なのである（『ヴェネツィア憲章』、1964 年）。大聖堂周辺の障害物を撤去するという理論に反対するユ

イスマンスは、その建造物が組み込まれている都市景観を尊重すべきだと訴えている。まさにこの見地に立って、

ユネスコは 1991 年、大聖堂単独ではなく、「パリ、セーヌ河岸」の景観全体を世界遺産に分類した。そういうわ

けで、ジョリス=カルル・ユイスマンスは、その反発の激しさによって、そして読者に衝撃を与える文体の効果と

描写の美しさによって、中世の諸芸術、とりわけ宗教建築の保護に貢献した偉大な作家たちの列に名を連ねてい

るのである。 
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