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「ノートル=ダム・ド・パリの小屋組：知見報告とその再建をめぐるいくつかの見解」 

フレデリック・エポ（国立科学研究センター(CNRS)研究員、トゥール大学配属） 

Frédéric Épaud 

 

 ノートル=ダムの火災が世間を震撼させた後、消失した小屋組、使用されるには何年も乾燥を要する木材、小

屋組の建設または再建のために伐採しなければならなくなる森について、意見を異にする多くの発言が出回った。

それゆえ、13 世紀にノートル=ダムで用いられた小屋組と木材について、および中世に用いられていた技術に基

づく木造小屋組再建の可能性について知見報告を行うことは有用である。 

パリのノートル＝ダム大聖堂、身廊の小屋組 

 

ノートル=ダムのゴシックの小屋組に関する研究はどのくらいあるか？ 

大変幸運なことに、中世の軸組の正確な建築図面は 2015 年に R. フロモンと C. トンテゾによって既に作成さ

れており、その短い総論は 2016 年にモニュマンタル誌にて発表され、H. ドヌーによって 1915 年に出版され

た図面と 1995 年に V. シュヴリエが執筆した年輪年代を対象とした DEA 論文を補完することとなった。加えて、

2014 年にはグラフィックアートと文化遺産社によって小屋組のデジタル測量が行われた（150 画像）。つまり

小屋組の全部分の正確な図による記録が実現された。しかしながら、この小屋組の消失は 13 世紀の木造建築物

を理解するうえでやはり甚大な学術的損失を意味する。というのも、その考古学的、痕跡学的、樹木学的な分析

が未だに残っていたからだ。軸組の働き、実行や[訳者注：部材の]持ち上げの手順、継手のタイプ、建設と続行

の各段階、工事現場の組織化とその発展を理解するためには、多くの補完的な研究が行われるべきだったろう。
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1995 年に行われた年輪年代学的な年代推定は不正確なままであり、年単位の正確さで現場での異なる作業期間

や修復を推定するためにはこれが精緻に行われなくてはならなかった。材木の産地、切り出されたナラ材の特色

（外観、樹齢、発育など）、またそこからさらに 13 世紀に利用された森林の状態までを知るためには、樹木学

的研究もまた実現されるべきであった。したがって、この研究に関しては現存する文書資料と焼けた遺物に基づ

いてするべきことがまだ残っている。消失したのが一つではなくゴシックの三つの小屋組（1220 年頃建設され

た内陣の小屋組、1160 年から 1170 年代の初期の小屋組に属する小屋組〈この初期の木材が再利用された〉、

内陣のものより大分改良がなされた身廊の小屋組〈1230 年から 1240 年か？〉）である分、この損失は甚大で

ある。交差廊の両袖部分、尖塔、尖塔と隣接する中央吹き抜けの柱間部分の小屋組は 19 世紀半ばのラシュスと

ヴィオレ=ル=デュックの工事に遡る。 

 

13世紀の用材と利用された森 

 我々が有する文書資料と 13 世紀の他の大規模な小屋組に関する研究によっていくつかの問題に答えることは

可能だ。中世の小屋組で使われた木材は使用される前の数年の間に一度も乾燥されなかった。そのまま切り出さ

れ伐採後すぐに取り付けられた。使用されたのはおそらく司教区に属する最も近い森から運ばれたナラ材だった。

一本ずつが斧で四角に切られたナラ材で（長方形断面に切られた幹）、部材の中央に樹心を保っていた。13 世

紀には梁材を切り出すのに鋸は使われなかった。切り出されたナラ材は大工が求めた切り口に正確に一致し、角

材にする作業は出来るだけ幹表面に近いところで殆ど木を損なうことがないように最小限の範囲で行われた。そ

のように切り出された木材は鋸で切られたものとは違って変形しなかった。つまり幹の自然な湾曲は背丈に沿っ

て維持され、このことは 13 世紀の大工たちにとって全く障害ではなかった。ノートル=ダムの身廊、内陣、交

差廊のゴシックの小屋組工事では 1000 本近いナラの木が消費されたと推定される。そのうちの約 97％が直径

25～30cm、長さが最大 12m の木の幹から切り出された。残り、つまり 3%だけが、直径 50cm、長さ 15m の

主材（陸梁）用の幹に相当した。これらの比率はリジュー、ルーアン、ブールジュ、バイユーの大聖堂の 13 世

紀の小屋組で測定された比率と類似している。その脆弱な直径に加えて、パリ盆地の 13 世紀の小屋組の多くで

行われた年輪年代学的研究によると、これらのナラ材の大多数は若く、急速な発育のため樹齢が平均して 60 年

ほどだった。したがって、太くて何世紀も経過した老齢な幹を持つ膨大なナラ材が描かれたエピナル版画[訳者

注：フランス北東のヴォージュ県エピナル市で 19 世紀に栄えた大衆向け着色版画。皇帝ナポレオンの栄光を称

える大判のシリーズを発行し人気を博した]のイメージとは程遠い。 

これらの若く、細く、すらりとした高木は老齢高林（こうりん）で産出された。そこは繁殖の密度が最大で、

ナラの樹木間の生存競争によりそれらの木は非常に急速に上方の日光に向かって高く細く伸びるしかなかった。

これらの中世の高林は、皆伐や台切りによる更新や増殖の超高密度を維持するために間伐を行わないという特殊

な造林によって管理されており、木造での建設および斧での伐採技術に完全に適応したナラ材を大量にそして急

速に生み出していた。このような理由により、上記の大規模建設現場から頼りにされた森林の面積は数ヘクター

ルにしかならなかった。例えば、ブールジュ大聖堂の小屋組の 1200 本のナラ材については多くて 3 ヘクタール

程だった。したがって、ここでもゴシック大聖堂の建設のために森が丸ごと開拓されたという伝説はやはり正し

くない。 

 

小屋組の構造 

 13 世紀初頭に、大工の棟梁たちはゴシック大聖堂の巨大さによるそれまでにはなかった困難、とりわけ小屋
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組を大きなステンドグラスの窓で穿たれた薄い壁や益々高さと勾配の増した屋根にかかる強力な風圧に適合させ

る困難に直面していた。この試練は、当時のいわゆる「トラスを構成する垂木」を持つ小屋組[訳者注：垂木と

合掌梁が一体化した山形部材からなる、トラスが近接して置かれるタイプの小屋組のこと]が多くの水平力を壁

に発生させていたこと、また使用された木材が薄く曲がりやすかったことから、一層困難を極めた。ノートル=

ダムの大工棟梁は、トラス内側の補剛材、陸梁の強化、真束を持つトラスの倍増、重量のある木材を軽減するた

めの挟み梁方式、トラスの水平力を抑制するために短くされた柱間、側桁と軸桁[訳者注：原文は liernes 

latérales et axiales。二重梁または偽陸梁の下に置かれトラスの荷重を分配する、揺止めのような水平材]によ

る副トラスの荷重の主トラスへの移送、急な勾配、軸組を変形させず均一な方法で荷重を壁に配分するためのそ

の他の技術、といった多くの仕組みと共に、複雑だがそれ自体および壁に対して釣合いの安定した骨組を考案す

ることで、この試練を見事に解決することができた。棟梁は数百ほどの補助的な部材を用いて軸組をあらゆる必

要な仕組みで満たすことをためらわず、当時の大多数の小屋組よりもノートル=ダムの小屋組を部材で埋めた。

このことは小屋組に“森”という別名を与えた。施工担当者は当時進行中だった大建設現場で実施されたあらゆる

実験を完全に統合することができた。この人物は確実に彼の時代の最も偉大なそして最も大胆な大工の棟梁のう

ちの一人であった。ノートル=ダムの 13 世紀の小屋組はその技術的な複雑さと例外的な保存状態からフランス

ゴシックの木造工事のうちでも最も偉大な傑作の一つに名を連ねていた。 

 

パリのノートル=ダム大聖堂、身廊の小屋組、1220 年頃（C.R.M.H, 1982 による） 

 

 「トラスを構成する垂木」システムの小屋組建設に必要な時間は知られており、それは我々が想像するほど長

くはない。ブールジュ大聖堂の 13 世紀の小屋組建設では 15～20 人の大工からなる一つのチームあたりの 925

本のナラ材の切断からトラスの積み上げまでの作業におそらくたった 19 ヶ月しか必要とされなかった可能性が

ある。 

 

残存物についてはどう考えるべきか？ 

 現時点では、小屋組の専門家、炭素学者、樹木学者、生態学者、気候学者、生命地球科学者を結集した研究者

集団が、今後そのアクセスが可能となった日に小屋組の焼けた残骸を集めて分析するための研究計画の策定に取

り掛かった。保全目的での調査の後に小屋組の遺物が保存されることは今や文化遺産局、建築家、議員、研究者、

全員の思うところである。 
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現代に 13世紀の小屋組を再建するか？ 

 小屋組の焼けた亡骸がまさに未だ石天井の上に横たわっているのに再建について語るというのは当節では慎み

のないことだが、いくつかの事実と後の議論におそらく役立つであろう提案を紹介しておくことはやはり必要と

思われる。この問題は三つの様相を呈する。木材、構造、そして技術である。 

 

何の木で？ 

 必要な用材に関して。先ほど言ったように、ノートル=ダムで 13 世紀に使われた木材は 97％がわずかな直径

（25～30cm）と最大 12m の長さを持ち、これは“小さな”ナラ材であり、見つけるのは容易い。1000 本のナラ

材の伐採は差し障りとはならない、なぜなら国はヨーロッパの中で最も大きい 1700 万ヘクタールの森林地帯か

らなる森を有しており、そのうち 600 万ヘクタールがナラ林から成っていて、これは何年もの間絶えず増加を続

けているからだ。木材の採取はしばしば繰り返し言われたように皆伐によってなされることはないはずだ、なぜ

なら現代の高林は 13 世紀のものとは違うし、これらの“小さな”ナラ材は現代の植林では散乱しているからだ。

その採取はしたがって高林の中で的を絞った個別の伐採によって行われる可能性があり（択伐）、そうすること

で森林生態系への影響を抑制する。主に問題となりうるのは森林管理者にとって価値のないランクの低い高木だ、

というのもそれらは今日管理された高林にしては小さ過ぎて大きな材木を作ることができないからだ。ヘルミオ

ネの船の製造ではこの方法によって 2000 本のナラ材が採取されたことを思い起こそう。それはすなわちノート

ル=ダムの 2 倍の量だが、何の環境的懸念も引き起こさなかった。 

 ナラ材での小屋組再建は、密かな高林開発と特に中国への未加工の木材の大量輸出が理由で今日困難に遭って

いるフランスの森林関連産業の価値を高めることを可能にするかもしれない。現代において、伝統技術で仕上げ

られた天然由来の材料を使うことは、我々の天然資源の合理的・環境保護的管理の選択、また職人の技量に頼る

緑の節約という選択において、我々の時代が放つ強いサインとなるかもしれない。 

 

どの小屋組を復元するか？ 

 昔は、大聖堂で火災に遭った小屋組を再建する場合、1498 年にモー大聖堂で、1529 年そして 1683 年にル

ーアン大聖堂で、1559 年にリジュー大聖堂で、あるいは 19 世紀に多くの保護建造物でなされたように、モニ

ュメントへの敬意から、しばしば 13 世紀のオリジナルが忠実に再現された。確かに、オリジナルを考慮するこ

となく、単純で、実利的、そしてより経済的な構造を用いて、新しく建て直された小屋組もしばしば同様に存在

する。1919 年に建てられたランス大聖堂のコンクリート製小屋組あるいは 1836 年に建てられたシャルトル大

聖堂の鉄製小屋組は、質の良い用材が不足していたことや近接する高林がなかったことから、この方針に基づい

て実行されたのであり、技術的に革新を起こすという明白な意志からではなかった[訳者注：この指摘は正しく

ない。シャルトルでは第一に耐火性が優先されたため木造でのオリジナル復元より鉄骨での新規小屋組の建造が

選ばれた]。ノートル=ダムのために特別に集められた寄付金と現在の森林の滞在的な可能性があるので、意志決

定者はもはやそういった経済的理由に従わなくてはいけないということはないだろう。加えて、今日の材料を用

いても、8 世紀に渡ってナラ材がそれを証明し得たように非常に長期に渡っての軸組構造の持続性を担保するこ

とはないし、大聖堂の“建設者たち”の伝統的な技量を伝達することにもならない。 

 さらに、我々の時代の痕跡を採り入れノートル=ダムに貼付することは、建物が文化財指定を受けており、あ

らゆる復元にはヴェニス憲章が課されていることから、もはや昔ほど当然のことではない。その第 9 条は、破壊

された部分は、内容が正確な図面によって裏付けられる限り、元の物質への敬意に基づき忠実に復元されなけれ
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ばならない、と定めている。さて、当初の構造を復元するために後世の付加部分を特定する作業はまだ残されて

いるものの、この小屋組の完全な図面は存在している。尖塔の構造も大工の職人たちによる模型のおかげで知ら

れている。つまりゴシックの“森”の復元は可能だし、それは特に歴史的建造物行政の法規によって義務付けられ

ている。材料とフォルムに加えて、議論では特に用いる技術が考慮されなければならない。 

 

現代においてどの技術を用いるか？ 

 小屋組の形式は世紀を通じて絶えず進化したが、斧を用いた手動での切断技術、つまり伝統的な技法は、20

世紀初頭までは中世と何一つ変わらないままだった。普く広がっている考えに反して、これらの技法は、企業に

必然だった近代化やデジタル加工用具と電動工具の改良が原因で、大工仕事を行う会社では今日もうほとんど使

われていない。大工の職人ですらない歴史的建造物の請負会社はもはや木材を斧で切り出さずに製材工場で直接

仕入れている。したがって、この技術ノウハウがヨーロッパの全ての国で同様に消え行きつつある以上、その存

続の問題が問われる。唯一いくつかある珍しい手工業の会社が斧での切断作業を今でも実践しており、何世紀に

も渡る技術の伝達と、森での木の選別から手作業での切断およびその取り付けまでといった作業の全工程の習得

を通しての職人仕事のエッセンスを維持しようとしている。もっともこれらの伝統的な技法は経済的に持続可能

であるし、これらの小さい会社にとって収益性があるものだ。 

 それでも伝統に基づきなされる作業と工業技術との違いは明確である。なぜなら、斧で四角に切られた木材は

鋸で切られたものよりも頑丈でより長持ちするし、乾燥によって変形しないし、曲がった木は繊維の方向を尊重

しつつ使用されることが可能だし、用材は部材の断面に合わせられロスが最小であるため大して高くはつかない。

作品は幹の自然なフォルムを尊重するためより美しく、大工たちはそこに自分たちの仕事への愛を見出だす。グ

エドゥロン(Guédelon)のような伝統的な建設現場の成功[訳者注：2008 年に行われたヨンヌ県にあるグエドゥ

ロン城の母屋の 13 世紀の小屋組復元工事]、あるいはある建築を修復するために世界中からやって来た熟練の腕

前 を 持 つ 60 人 ま で の 大 工 を 集 め た “ 国 境 な き 大 工 団 ” の 現 場 は こ れ で 説 明 が つ く

(https://www.youtube.com/watch?v=1T7xBH7ZEN4)。 

 したがって、斧で切られた心持ち材の働きは機械鋸で切られた木材とは全く比べものにならないのであり、ノ

ートル=ダムの小屋組のような 13 世紀の小屋組の構造はこのタイプの木材を使わない限り適切に機能しない。

よって、ノートル=ダムの小屋組の忠実な再現は、もし小屋組が斧で切られた心持ち材で建てられないならば意

味がない。 

 最近のことだが、歴史的建造物の保存官や建築家たちが、ルーアンのエートル・サン=マクルーのような古い

小屋組の修復のために木材が伝統技術に則って斧で切られるように要求したが、殆どの会社がそれに応えられな

い。これらの会社は上述の技術ノウハウを学びなおすための研修訓練が必要であり、このことはちょうどノート

ル=ダムの修復のための政府法案によって提案されている。 

 丸太を斧で四角く切ったり木を父祖伝来のしきたりに則って仕上げたりする数十名の大工たちを有するノート

ル=ダム広場に面するこの種の建設現場兼学校は、企業が大聖堂の現場の連続性と精神の中で何世紀もの間に渡

って来たこの技術ノウハウとの結びつきを回復するのを可能にするかもしれない。そのような現場は疑いなく大

衆の目を引くであろうし非常に心を打つものとなるであろう、なぜならその現場は、我々の文化的アイデンティ

ティの要素として、そしてさらに国における最も貴重なモニュメントのうちの一つとして、フランスで保存され

る義務がある手作業と技術の文化遺産に対する我々の時代の敬意を示し得るからだ。 

 ノートル=ダムの小屋組再建が意味する本当の工学的挑戦は、現代の材料でハイテクな構造をつくることでは



6 

なく（それは駅や空港で我々が非常に上手く出来ていることだ）、今日でも伝統的な技術ノウハウへの敬意に従

ってナラ材で小屋組を実現することだ。 

 この選択は驚くほど現代的であろう、というのもそれはある職業集団に、環境保護倫理に基づき我々の森林資

源を再評価しながら採取された材料、要するに 21 世紀にしっかりと定着した懸念事項に則って殆ど炭素の痕跡

を残さず手作業で仕上げられた天然由来の材料を用いて、モニュメントへの敬意ある技術、人員そして木を、再

び自分たちのものとすることを可能にするかもしれないのだから。 

 

（日本語訳 川瀬さゆり） 

    「国境なき大工団」による伝統的な建設現場、Aclou（Eure）、2016 年（写真提供：F. エポ） 
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