
1 

ノートル=ダムの構造 

 

1. ノートル=ダムの基礎 

オリヴィエ・ド・シャリュ（Olivier de Châlus） 

 

 ノートル=ダム・ド・パリの基礎に関する課題は 2 つある。 

 第一は、これらの基礎の敷設を、建設現場の年表において把握することである。一般に知られている、建設計画

が始動した時期と、円柱の設置の時期との間のタイムラグは、基礎の敷設に要する時間によって左右される。した

がってその時間を推算する方法を知らねばならない。ノートル=ダム・ド・パリでは近代に 2 回の調査があったこ

とが知られており、6～9m の深さの組積が言及されている。これらのデータは、ヴィオレ=ル=デュックによっ

て明らかとされた聖具室の基礎の深さや、中世のオテル=デューの基礎について知られている事柄とも矛盾しな

い。その上、BRGM（地質・鉱山調査局）のもとで利用可能な地質・土質工学的データの分析結果からも裏付けら

れた。つまり、大聖堂の基礎はフランスの一般的な高度測定法（NGF）で 26m に相当するセーヌ川の古代の沖積

層の上に据えられていると考えられる。これは現在の大聖堂前広場の下 9m の高さにあるセーヌ川の最低水位に

相当する。一方で、中世のパリの高度は現在の大聖堂前広場の高さより平均 1～2m 低かった。 

 第二の課題は、使われていない既存の基礎を特定し、今後数週間から数ヶ月の間、開発地における大々的な基礎

工事から回避されるようにすることである。ヴィオレ=ル=デュックはパリ大聖堂に当初トランセプトがなかった

と断言した。彼はこのゾーンに基礎の組積が発見されたことをその根拠にしている。キャロリン・ブリュゼリウス

の研究はこの見解に従っているものの、この仮説は学会からは退けられた。とはいえ、多くの要素がこの仮説を裏

付けている。特に、内陣西端のベイが例外的に他のどのベイよりも幅広であるという事実、そしてそれに隣接する

トランセプトそれ自体が身廊より幅広であるという事実である。上図に示したように、これら 2 つのスペースの

合計は建物の他の部分にある規則的なベイ幅ちょうど 4 つ分に相当する。その 4 ベイはトリビューンの階段の西

面にそろうようにトランセプトを建設するため取り壊されたのである。それに対応する基礎があるに違いない。 

 袖廊の東西の立面が異なっている理由が、そこから説明される。東側立面はそのために新たに建設された頑丈
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な基礎の上に載っている。西側立面の基礎は外陣の一般的なベイと同じようにもっと小規模なもので、既存の基

礎を再使用している。したがって西側の柱はそれに対応して東側より細い。一方でこのことから基礎は格子状の

組積では作られなかったと推論することができる。 

 

参考文献： 

Base de données de sol du BRGM www.infoterre.brgm.fr 

Philippe Bernardi, Bâtir au Moyen Âge, 2011 

Alain Erlande-Brandenburg, Notre-Dame de Paris, 1997 

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 嶋﨑礼） 
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2. ノートル=ダムの飛梁 

オリヴィエ・ド・シャリュ（Olivier de Châlus） 

 

 ノートル=ダム・ド・パリの当初の飛梁の様相は、この大聖堂の研究史において最も厄介な問題となっている。

大聖堂の当初の控え壁・推力支持の方式について、ヴィオレ=ル=デュック以降少なくとも 5 つの理論が提出され

てきた。それらの議論は主に 2 つの問題を中心に展開されている。すなわち、ノートル=ダム・ド・パリにおいて

飛梁は 12 世紀の時点から想定されていたのかどうか、もしそうであれば 13 世紀に現在みられる形状の飛梁に置

き換えられる前はどのようなタイプの飛梁だったのか。この問いはアンドリュー・タロンの行った変形解析によ

って決着をつけられたようだ。彼によれば大聖堂にヴォールトがかけられた時点で飛梁は設置されていたのだ。

しかし依然として 2 点の疑問が残る。すなわち、なぜ当大聖堂の飛梁は 2 列の側廊をひととびにまたぐ特殊なも

のなのか、そしてその中でも内陣の北西に位置する東方三博士の飛梁［訳注：内陣北側西端、東方三博士の像のつ

いたピナクルのある位置にかかる飛梁］だけが中間控え壁をもつという奇妙な事実をどう説明するのか？ 

 現実には、1190 年代半ばのシャルトルやブールジュの建設現場で中間控え壁が現れるまで、2 列の側廊をまた

ぐ飛梁は二重側廊の教会堂において一般的なものであった—ランスのサン=レミのように。2 列の側廊を隔てる円

柱は、中間控え壁を支えるにはあまりに細かったのだ。12 世紀の最末期になってやっと、これらの円柱が太くな

り、2 段の飛梁の設置が可能になり、以降それが一般化するのである。時系列的に例外となるのは私の知る限りサ

ン=ドニだけである。そこでは 13 世紀の飛梁は 12 世紀の側廊の上に張り出している。 

 東方三博士の飛梁に関しては、他の部分より太く遅い時期に建てられた柱の上に載っている。したがってこれ

は、何人かの研究者が述べていることとは異なり、最も遅い時期に対応するのであって、当大聖堂の当初の飛梁や
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控え壁の構成には対応していない。しかしなぜ？ 技術的視点からの建設史はさらなる問いを生み、古い建物に

関する知見への新たな道を切り開いていく。 

 

参考文献： 

Andrew Tallon, La technologie 3D au service de Notre-Dame, dans 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 4 月 29 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 
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3. ノートル=ダムの祭室 

サビーン・ベルジェ（Sabine Berger） 

 

 シュヴェの放射状祭室は、外陣の側方祭室と同様、2019 年 4 月 15 日の火災で直接的な被害を受けなかったも

のの、その全体的な状態は今後数年以内の入念な改修を必要としている。13 世紀、ノートル=ダムの当初の建築

的部分は周囲全体に祭室を建設することによって改変された。中世全体を通じて他の教会堂でもまま見られた現

象である。これらの祭室は宗教建築に付属し、貴族や中産階級の家庭、信心会、地元の聖職者など—祭室の建設資

金を提供したり、彼らのためのミサを行う礼拝堂（oratoire）付き司祭を任命したりすることができる人々—の私

的礼拝堂となった。創設者の中でも特権に恵まれた人は、そこに埋葬されることもできた。”chapelle”（ラテン語
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で capella）という語にはいくつかの語義があり、その多義性はしばしば解釈の難しさを引き起こす。主たる建築

物に付属する副次的な建物、司祭を扶養するための永続的な給付金と結びついた祭壇（より一般的には  ”

chapellenie” といわれる礼拝堂付き司祭禄、聖職禄）、ひとつの礼拝堂に配属された司祭の総体、儀式に不可欠

な聖具の総体など。当大聖堂の祭室については、我々に伝えられている祭壇の創設年代のおかげで、それらの祭室

の建設時期に関する相対的な年表を作成することが可能である。しかしながら、創設に関する証書の中にその詳

細が記されるような、礼拝堂付き司祭に割り当てられる費用と、大聖堂参事会が出資・指揮する工事への潜在的な

貢献者や創設者からはほとんど拠出されない祭室の実際の建設費用とは、明確に区別する必要がある。ノートル=

ダムでは、祭室はまず外陣の側廊に沿って、ついで内陣（内陣直線部と半円部）の周囲に、1220 年代から 1333

年頃にかけて徐々に建設されていった。外陣の 14 の祭室（1225 年頃–1245/1250 年頃）は外側の側廊に向かっ

て開いている。それらはすべて 2 つの控え壁が祭室同士の仕切り壁になるよう建てられたため、その空間は控え

壁の間隔によってあらかじめ定められている。十分な採光を確保するため、これらの祭室には巨大なトレーサリ

ーの窓がついている。袖廊に最も近い祭室はジャン・ド・シェルやピエール・ド・モントルイユに帰されているが、

西端に近い側の祭室の建築家の名は知られていない。ジャン・ド・シェルによって着工された 13 世紀半ばのトラ

ンセプトの拡張工事の後、内陣とアプス周囲の祭室が、やはり控え壁の間に、建設された（南北 5 つずつまっす

ぐ並んだ祭室と、5 つのより膨張した形の放射状祭室）。ジャン・ド・シェル（1258 年没）次いでピエール・ド・

モントルイユ（1267 年没）がおそらく内陣直線部の祭室の大部分を設計したとみられるが、問題は依然としてデ

リケートである。ピエール・ド・シェルとその後継者ジャン・ラヴィが、放射状祭室（中央軸上の祭室とそれに隣

接する祭室）および内陣直線部の祭室のうち最後に建設された部分の責任者であった（1296 年頃–1320/1330 年

頃）。細い鉄柵で歩廊から区切られ、歴史的場面を描いたステンドグラスや像、絵画によって豊かに装飾され、高

価な聖具を備え、蝋燭で照らされたノートル=ダム・ド・パリの祭室は、この種の工事で最も早期の例のひとつで

あり、当大聖堂の様相を決定づける因子となったのである。これから始まる修復工事を機に、これらの祭室は新た

に研究者たちの注目を浴びることになるだろう。 

 

参考文献： 

Aubert (Marcel), Notre-Dame de Paris. Sa place dans l’histoire de l’architecture médiévale du XIIe au 

XIVe siècles, Paris, H. Laurens, 1920.  

Berger (Sabine), « Les initiatives particulières » et « Les chapelles latérales », Notre-Dame de Paris, dir. 

Mgr André Vingt-Trois, Place des Victoires/La Nuée Bleue (La grâce d’une cathédrale), Strasbourg, 2012, 

p. 38–39 et p. 100–106.  

Bruzelius (Caroline), « The construction of Notre-Dame in Paris », The Art Bulletin, t. 69, n° 4, décembre 

1987, p. 540–569. 

Davis (Michael T.), « Splendor and Peril : the Cathedral of Paris, 1290–1350 », The Art Bulletin, t. 80, 

n° 1, mars 1998, p. 34–66. 

Freigang (Christian), « Chapelles latérales privées : origines, fonctions, financement. Le cas de Notre-

Dame de Paris », Art, cérémonial et liturgie au Moyen-Age, actes du colloque 3e cycle romand de Lettres, 

Lausanne-Fribourg, 24–25 mars, 14–15 avril et 12–13 mai 2000, Viella (Etudes lausannoises d’histoire 

de l’art, 1), Rome, 2002, p. 525–544. 
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Kraus (Henry), « New documents for Notre-Dame’s early chapels », Gazette des Beaux-Arts, sér. 6, t. 

74, 1969, p. 121–134. 

Sandron (Dany) et Tallon (Andrew), Notre-Dame de Paris, neuf siècles d’histoire, Parigramme (Guides 

thématiques), Paris, 2013. 

 

オンライン公開日：2019 年 4 月 30 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 
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4. ノートル=ダムにはどのような鉄の補強材があるか？ 

マキシム・レリティエ（Maxime L'Héritier）、フィリップ・ディルマン（Philippe Dillmann） 

 

 パリのノートル=ダムにおける鉄の使用については、アミアン、ボーヴェ、ブールジュ、シャルトルといった他

の大規模な大聖堂とは異なり、精密な調査の対象となってこなかった。ゴシックの大規模な大聖堂の構造におい

て鉄材が果たしていた役割が知られている以上、これは手落ちである。ノートル=ダムの鉄材に関する主な情報源

は、ラシュスによる工事報告とヴィオレ=ル=デュックの『事典』に書かれた記述で、19 世紀のものである。ヴィ

オレ=ル=デュックによるとパリ大聖堂の内陣外壁最上部をめぐる太い格子縞模様のコーニスは、1195 年頃に施

工されたもので、壁を貫通する 3 段の硬い石からなるが、それらを構成する石の小片は 2 列の鎹によって全体が

すっかりつながれているのだという。 

 1846 年度の歴史的記念物委員会工事記録によれば、ラシュスは上 2 段の石材の大部分にわたって、新しい方式

の補強鎖を採用した。それは間違いなく、シュヴェ外部上層に現在見えているものであろう。これらの 19 世紀に

属する部材はまだ研究されたことがないが、建物の現在の構造維持において必要不可欠なものに違いない。 

 今後の修復工事は、パリ大聖堂の構造における鉄材の使用とその役割を知るために欠かすことのできない調査

を行うよい機会である。建物の上層部だけでなく、これまで踏査されたことのない中下層部とりわけ大薔薇窓を

調べなければならない。2009 年、サン=ドニのバシリカ教会堂の身廊軒樋壁表面の工事の際、それまで知られて

いなかった 13 世紀の二重補強鎖が発見されたことを思い出そう。またランス大聖堂では 2015 年、西正面の薔薇

窓に巨大な円形補強材が発見された。 
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参考文献： 

Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, 

Édition Bance-Morel, 1854–1868, tome 2, p. 400.  

Jean-Michel Leniaud, Jean-Baptiste Lassus, 1807–1857, ou, Le temps retrouvé des cathédrales, Genève, 

Droz, p. 101 

 

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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5. ヴォールトの年代の問題 

オリヴィエ・ド・シャリュ（Olivier de Châlus） 

 

 ギヨーム・ル・ブルトンの年代記によると 1218 年、内陣の屋根裏に潜んでいた男が主祭壇の上に灯されてい

たシャンデリアを紐と鉤を使って奪おうとして、壁掛けに火をつけた（Les incendies dans l'histoire の記事

L’incendie de 1218 à Notre-Dame 参照）。事件と同年に記されたこの記述が真実であるとすれば、内陣のヴォ

ールトはこの時点では設置されていなかったはずだ。というのも、ヴォールトがあったならこの盗みは防げてい

ただろうから。とはいえ、ノートル=ダム・ド・パリの工事について研究したすべての著者は、内陣のヴォールト

はその献堂すなわち 1182 年の時点ですでに設置されていたと考えている…。 

 この一見逸話的な出来事は、実は非常に重要である。なぜならそれは第一にノートル=ダム・ド・パリの歴史編

纂上の中心的な問題である、内陣のヴォールト架構年代の再検討を促すからだ。第二に、それは工事と儀式を同時

成立させるためにとられた選択を明らかにする。ノートル=ダムでも他の建物でも、この選択の結果を研究する必

要がある。結局のところ、内陣のヴォールトは推定されてきたより少なくとも 36 年、あるいは 30 数年から半世

紀程度遅れて建設されたのではなかろうか。トランセプトの建設が遅れて決定したという仮説（La structure de 

Notre-Dame の記事 Les fondations de Notre-Dame 参照）も、トランセプトのヴォールト—その多くの部材が

現在崩落しており分析が可能である—が仮設的なものだった可能性を考えさせる。 

 岩石学的・痕跡学的研究なら、この問題を解決できるかもしれない。さらに、シリル・プライスによってなされ

た超高解像度の写真記録（http://www.gigascope.net/rosace-sud/）では、ノートル=ダム・ド・パリのトラン

セプトと西正面内部のヴォールトに、おそらく中世のものと思われる見せかけの石積み目地と彩色の痕跡が残っ

ていることが確認される（上図参照）。残されたこれらの塗料をマッピングし、層位学的分析を行えば、対応する

建設工期をよりよく理解し、特に、90 年代に研究されたファサードの彩色と比較することによってそこから最初

http://www.gigascope.net/rosace-sud/
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の年代推定を行うことができるだろう。そして例えば 16 世紀初頭における交差部のヴォールトの改築計画

（Notre-Dame dans l'histoire の記事 Un projet de transformation de la voûte de la croisée de Notre-

Dame au début du XVIe siècle 参照）のように、パリ大聖堂の歴史を通じてヴォールトにどのような介入がな

されてきたかを分析することができるかもしれない。 

 

参考文献： 

Sylvie Demailly, L’étude de la polychromie de la façade occidentale, Monumental, 2000.  

Cyril Preiss, Relevé de la rose sud de Notre-Dame de Paris – www.gigascope.net  

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 嶋﨑礼） 
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6. トランセプトの拡張 

イヴ・ガレ（Yves Gallet）、マルクス・シュリヒト（Markus Schlicht） 

 

 13 世紀中頃には、ノートル=ダムの様相は 1160 年代に想定されていたものから大きく様変わりしていた。大

聖堂の本体全体がすでに地上に立ち上がっていたが、1220 年代より、外陣で改築工事が着手されていた。クリア

ストーリーの拡張によって身廊の採光が改善され、トリビューンと控え壁・推力処理システムが手直しされ、側廊

の控え壁同士の間に側方祭室が増築された。側方祭室の建設により、地上レヴェルにおける外陣の床幅が拡大し、

南北トランセプトのファサードが側廊の壁の延長線に対して後退して見える恐れがあった。ノートル=ダムの研

究者たちは、これこそが南北両袖廊に 1 ベイを増築し新たなファサードを作るという決断を説明する理由である

としてきた。別のファクターも無視できない。すなわち聖職者の権威付け（参事会員は北袖廊の玄関口から大聖堂

にアクセスし、司教は南袖廊の玄関口からアクセスした）、都市景観におけるサント=シャペルとの釣り合い、ト

ランセプトのファサードが建てられて間もなかったサン=ドニ修道院とのライバル関係など。ノートル=ダムのフ

ァサードは、玄関口、採光されたトリフォリウム、放射状の大薔薇窓からなる三分割構成で、実際、サン=ドニの

ファサードの構成に従っている。ノートル=ダムの建築家は、パリ大聖堂の永遠のライバルであるこの王家の大修

道院のファサードを凌駕するものを作るよう指示されていたのかもしれない。ゴシック建築においては間違いな

く初めて、この建築家は単にファサードの各階を設計するだけでなく、全体をひとつの面に融合させたのである。

彼が完成させた輝かしい構成は、建築図面という新しい媒体への全面的依拠なくして考えられないものだが、そ

の後すぐに、ヨーロッパ規模のゴシック建築において無視できない参照元になったのである。 

 

 1250 年代から 1260 年代にかけて行われた工事は、ジャン・ド・シェル（Les architectes de Notre-Dame の

記事 Jean de Chelles 参照）次いでピエール・ド・モントルイユ（同 Pierre de Montreuil 参照）の活動したと記

録されている期間に相当する。そこに、恐らくどちらかの建築家によって設計されただろうノートル=ダムの最初

の尖塔を想像の中で付け加えねばならない。 

 

 南北トランセプトのファサードはそれぞれ同じ三分割構成によっている。すなわち、すらりとした一連の破風

によって視覚的に下の方まで引き延ばされた玄関口、レイヨナン・ゴシック様式の特徴である、ステンドグラスの

はめられたトリフォリウムからなる中間部、そしてベイ幅全体を占める巨大な薔薇窓である。その上に乗る三角

形の切妻壁は、ヴィオレ=ル=デュックによって当初の状態よりごてごてした様式で作り直された多弁形装飾と、

小屋組のある屋根裏を換気するために開けられた小さな薔薇窓で飾られている。2019 年 4 月 15 日の火災で最も

直接的な被害を受けたのは、これら 2 つの切妻壁である。 
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オンライン公開日：2019 年 5 月 11 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 

  



14 

7. 構造とヴォールト架構：1160年代の建築的発明 

クロード・アンドロール=シュミット（Claude Andrault-Schmitt） 

図：ポワティエ大聖堂、トランセプト、屋根裏、貫通リブのヴォールト、12世紀末、小屋組はその直後 

 

 パリ大聖堂の名誉のひとつは、ピラミッド型の立面構成［訳注：第二側廊、第一側廊、身廊にかけて段階的に高

くなる断面構成のこと］に組み合わせて、非常に高い位置にリブ・ヴォールトを設置したことである。 

 この大胆な選択が、あたかも飛梁のおかげでセーヌ川の近くに停泊しているかのように見える建物の最終的な

イメージを決定づけているとしても、1160 年代の計画を明らかにすることはそれほど簡単ではない。幾世紀もの

時間を生き抜いてきた建物を頭の中で「脱衣させて」みる専門家の作業（周囲を取り巻く祭室、今あるような飛

梁、袖廊…を想像で取り除いてみなければならない）は、必要な作業ではあるが、それを一般に理解してもらうこ

とは難しく、たとえ美術史学専攻の学生であってもやはり難しい。ヴィオレ=ル=デュックは、大聖堂の当初の様

相に関する自身の仮説に照らして交差部の周辺（正確に言えば火災でもっとも被害の大きかった部分）に四層構

成の立面を復元した際に、この学術的困難をすでに理解していた—これがこの部分の読み解きをなおさら難しく

している。もっと単純に言えば、建築的発明の本質的な分子としてのヴォールト架構の特性を考慮し、それを同時

代の文脈の中に置き直してみなければならない。当時は選択肢が多様で、あらゆることが試みられたが、いくつか

の解決法（パリのような）が、その後あまり採用されなかった他の解決法を闇に葬った。リブ・ヴォールトはノー

トル=ダム・ド・パリではあちこちの異なるレヴェルで採用されているが、どこでもそうだったわけではない。リ

ブが薄い壁を高く見せるために好都合な「平たい」断面をしているといっても、やはりどこでもそうだったわけで



15 

はない。「フランスのゴシック」の成功が覆い隠した可能性の亡霊の全体像を追うことができないので、あらゆる

点でパリと対極にある同時代の例をひとつ引用するにとどめよう。ポワティエのサン=ピエール=サン=ポール大

聖堂である。そこでは、建築家は等しい高さの 3 つの廊からなる全体を構想した。それはシンプルに柱の上に支

えられた薄い、しかし中高の（「アンジュー式」タイプの）リブ・ヴォールト［訳注：voûtes bombées、山形に

大きく膨らんだヴォールトのこと］の連続を際立たせている。薄くされた壁や、階層や、飛梁はない。空間のこの

独創的な構想には祖型もなければ後継もなく、その明るさによって他の事例の中で際立っている。1155 年頃に構

想され、1167 年より以前に最初のヴォールトが立ち上げられた。 

 このケースはいかにエキゾチックに見えようとも、調査し、年代決定をし、ヴォールトのかけ方について理解し

理解させる必要性から注目されなければならない。通説にとらわれず、ケースバイケースで。その静力学、美学、

建設プロセス、必要な型枠のプロポーション、仮設の足場、材料、小屋組とヴォールトの建設順序（確証がない）

など。例えば、「アンジュー式」タイプのヴォールトは 12 世紀末に進化することがわかるだろう。リブはヴォー

ルトを貫通するようになり、ヴォールトをもはや「支え」なくなる。これはリブの理解に関してヴィオレ=ル=デ

ュックの論敵の主張に裏付けを与えるものだ…。 

 

オンライン公開日：2019 年 5 月 16 日 

（日本語訳 嶋﨑礼） 

 


