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2018 年度研究旅行実施レポート（報告書） 

 

フランスとイタリアにおける水上修道院の意義 

――モン・サン・ミシェルとヴェネツィアを例に―― 

 

表象文化コース 松原ゼミ所属 20AR019 佐々木真波 

表象文化コース 栗原ゼミ所属  20AR123 熊谷瑞希 

 

 

研究旅行要旨・目的 

フランス、ブルターニュ半島北東に位置する世界遺産のモン・サン・ミシェルは多くの

人を虜にしてきた。その海上に浮かぶ美しい姿に私たちも魅了され、モン・サン・ミシェ

ルについて学ぶため、ジャン＝ポール・ブルゲリによる『モン・サン・ミシェル 奇跡の

巡礼地』や富井義夫による『モン・サン・ミシェル巡礼』など関連書籍や写真集を折に触

れ読んできた。そのため、ある程度の歴史は理解することができた。上記の書籍によれ

ば、モン・サン・ミシェルは歴史の波に翻弄されながら、様々な使われ方をしている。

966 年に増築が始まり、13 世紀にはほぼ現在の形になったという。要塞や監獄としても使

われたようだ。歴史を知れば知るほど実際に自分の足でその地を踏み、この目で内部や島

の雰囲気を見てみたいという思いが強まった。そんな中、一つの島全体が修道院で占めら

れ、世俗との隔絶が空間的に示されるような事例として、イタリアにも、サン・ジョルジ

ョ・マッジョーレ修道院とサン・ラザッロ修道院があることを知った。サン・ジョルジ

ョ・マッジョーレ修道院を建築したパッラーディオは 16 世紀を代表する建築家であるた

め、建築様式も興味深い。人々はなぜアクセスが悪い水上（孤島）を信仰の拠点にしたの

だろう。様々な文献を読んだが、なぜ水上にあるのか、ということまで知るのは難しく、

もどかしさを覚えた。 

今回の研究旅行では、興味が尽きない水上の修道院モン・サン・ミシェル、サン・ジョ

ルジョ・マッジョーレ、サン・ラッザロに赴き、自らの目で以下の二点を調査した。⑴そ

れぞれの建築様式。⑵隔離された場所に信仰の中心をおく意義。 ⑴について、まず、モ

ン・サン・ミシェルの建築様式はゴシック様式が主であるが、増築を重ねたためノルマン

様式、ロマネスク様式など異なる様式を随所に見ることができる。一方、サン・ジョルジ
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ョ・マッジョーレだが、ルネサンス様式で建てられており、内部は島に建築されていると

思えない大きさ、天井の高さであるという。どの部分がどの様式なのか、どのくらいの規

模なのか写真や図ではなかなかわかりにくい。そのため、現地に赴き自らの目で確認した

い。⑵について、モン・サン・ミシェルとサン・ラッザロについては歴史博物館が併設さ

れているため、博物館にも足を運び、各地でなぜ信仰の中心を隔離された場所にしたかを

考察する。  
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旅行日程 

 

出発予定日  2018 年 ９月 4 日 

帰着予定日  2018 年 ９月 13 日 

（未定の場合でも大体の予定日を記入） 

旅行予定日数（発着日含む） 

            10 日間 

 滞在地           行動・調査内容 

第１日目 

 

福岡 

ソウル 

14 時 50 分発 アシアナ航空 ０Z133 

16 時 20 分着 仁川空港 

第２日目 

 

ソウル 

パリ 

12 時 30 分発 アシアナ航空 ０Z501 

17 時 50 分着 シャルル・ド・ゴール空港 

第３日目 

 

パリ 

モン・サン・ミシェル 

＊パレロワイヤル駅からシャトレ駅で乗り換え。シャ

トレ駅からモンパルナス駅へ。そこから TGV に乗り、

レンヌ駅下車、レンヌ駅からモン・サン・ミシェル行

きのバスに乗車。所要時間４時間程度。 

＊昼過ぎ到着。 

一度周辺散策し、第一印象を野帳に記録しつつ内部散

策。 

内部を観察しながら建築様式を記録していく。写真撮

影可能な場所は撮っておく。 

＊夕方から夜にかけての様子も記録。 

第４日目 

第５日目 

モン・サン・ミシェル 

 

＊モン・サン・ミシェル歴史博物館へ。 

1000 年の歴史や建設者たちの歴史をまとめる。 

一部は写真撮影可能なので写真でも記録しておく。 

この博物館を通し、⑵隔離された場所に信仰の中心を

置く理由について考察する。 

＊午後からは海洋博物館に足を運ぶ。 

塩の満ち引きの現象や海洋環境復元プロジェクトに

ついて学ぶ。 

＊夕方から夜にかけて潮の満ち引きを前日と比較し

ながら観察。 
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第６日目 

 

モン・サン・ミシェル 

パリ 

ヴェネツィア 

＊出発前に朝 7 時〜の朝の様子も記録。 

＊シャルル・ド・ゴール空港へ。 

18 時 05 分発 エールフランス航空 Airbus A319 

19 時 40 分着 マルコポーロ空港 

第７日目 

 

ヴェネツィア ＊水上バスでサン・ラッザロへ。 

＊内部の建築様式を記録。写真撮影可能であれば記録

しておく。博物館も併設されているため見学。博物館

については先行研究でもあまり情報が得られなかっ

たため、内部に入っての情報を漏れがないように野帳

に記録。ここで歴史や変遷を踏まえて⑵について考察

する。 

第８日目 

 

ヴェネツィア 

 

＊水上バスでサン・ジョルジョ・マッジョーレへ。 

＊前日と同様、建築様式から記録。写真でも記録して

おく。 

＊先行研究によれば博物館はないとのことだが、それ

に代わるものやガイドブックなどがあればそれらも

使い⑵についても考察する。 

第９日目 

 

ヴェネツィア 

ソウル 

＊行きと同じ方法でマルコポーロ空港へ。 

16 時 45 分発 アシアナ航空 0Z532 

10 時 50 分着 仁川空港 ※9/13 着 

第 10 日

目 

ソウル 

福岡 

12 時 30 分発 アシアナ航空 ０Z134 

13 時 50 分着 福岡空港 
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目次 

 

１．モン・サン・ミシェル（熊谷） 

２．サン・ジョルジョ・マッジョーレ（佐々木） 

３．サン・ラッザロ（佐々木） 

                    

参考文献 
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１．モン・サン・ミシェル 

 

〈歩道橋〉 

図１ モン・サン・ミシェルへの

歩道橋  

（撮影者 熊谷） 

 

まず、最初にフランスのノルマ

ンディー地域にある世界遺産、モ

ン・サン・ミシェルについて報告

したい。そこは、パリから電車と

バスを使い、４時間あまりの場所

に位置する。そして最終的に陸地

からモン・サン・ミシェルに行くまでは全長 760 メートルの歩道橋を利用しなければなら

ない。1979 年にユネスコ世界遺産に登録されたものの、観光客の増加や治水事業の進歩に

より環境面が問題視されてきた。そこで 2006 年よりモン・サン・ミシェル周辺の大規模

な建築工事が始まり、2014 年に現在の歩道橋が完成した。歩道橋を使い、モン・サン・ミ

シェルに向かう人々は観光客が大半を占めていたが、中にはランニングをする夫婦や、犬

の散歩をする家族など地元の人の生活圏にある様子が伺えた。 

 

 

〈建築様式〉 

 

モン・サン・ミシェルは主にゴシック建築だ。まさにゴシック建築の最大の特徴でもあ

る尖頭アーチは、修道院内に入って最も印象的だった。天井はかなりの高さがあり、上部

に作られた窓からは日差しが降り注ぎ、聖堂内は想像よりも明るかった（図 2）。 

 聖堂内の 1523 年に建てられたゴシック様式の内陣。ロマネスク様式の内陣が崩壊した

ため、この内陣が建てられたという（図 3）。 
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図３の写真にあったように聖堂内の内陣はゴシック

様式だが、身廊はロマネスク様式だ（図４）。仕切り

壁は大アーケード、楼台、最上層の高窓列の３層から

構成されている。身廊の北側部分は 1103 年に崩壊し

てしまったため、12 世紀に再建されたという。従っ

て、北側は 12 世紀、南側は 11 世紀のものなのだ。 

 

 

 

図 3 ゴシック様式の内陣（撮影者 熊谷） 図 2 修道院内の尖頭アーチ（撮影者 熊谷） 

図 4 ロマネスク様式の身廊（参考文献より） 
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ここは修道院入り口から一旦屋外に出

た、テラス部分だ。西のテラスと呼ばれ

るこの場所からは、湾を一望することが

できた。この部分は、後方に見える塔や

建物よりも外壁の色味が鮮やかであっ

た。18 世紀にロマネスク様式でファサー

ドを飾った塔やいくつかの張り間が 18

世紀に崩落したため、土台を整備して古

典的ファサードを再建したからだろう

（図 5）。共同寝室は修道士が真夜中でも

祈祷のために中に入れるよう、教会の側

面に作るという工夫も施されている     

ようだった。 

 

 

 

 

モン・サン・ミシェルといえば有名なの

が、このゴシック様式の内庭回廊だ。ここ

は修道士たち専用の場所であったという。

修道士たちはかつてここで瞑想し、会話を

交わし、時には散歩し、癒されていたよう

だ。写真で見ると、庭を囲んでいたため開

放的に見えたが、実際に歩くと二重の柱に

囲まれたこの空間は閉鎖的な印象も受けた

（図 6）。 

 

 

 

 

 

図 5 古典的なファサード（参考文献より） 

図 6 ゴシック様式の内庭回廊（撮影者 熊谷） 
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回廊の上部にある彫刻には唐草模様（図 7）とバラ模

様、二つのモチーフがあった。細部にわたり彫刻が施さ

れていた。 

この内庭回廊を含む建物は三層構造の居住空間であ

り、ラ・メルヴェイユ（驚嘆すべきもの）と言われてい

る。13 世紀初頭にわずか 17 年で作り上げられた。この

最上階が内庭回廊なのだ。ラ・メルヴェイユの高くそび

えた大きな壁は修道院をどのような攻撃からも守れるだ

けの頑丈さがあったという。ラ・メルヴェイユの規模の

大きさに圧倒された。 

 

 

 

このように、モン・サン・ミシェルは増築や修復を繰り返している為、随所に違う建築

様式が見られた。実際に歩くと、細かな外壁の色の違いや迷路のような内部からも見て取

れた。特に内庭回廊の作りの細かさには感銘を受けた。彫刻の一つ一つが繊細で、この時

代の技術の高さが伺えた。 

 

〈水上にある意義〉 

 

続いて、なぜアクセスの悪い水上に信仰の中心をおい

たのかについての考察を述べたい。まず、モン・サン・ミ

シェルには様々な奇跡が起こったという言い伝えがある。

例えば、盲目の女性がモン・サン・ミシェルの方を見ると

視力が回復した、妊婦が溺れそうになったところ、上げ潮

がうまく浜まで運び無事に出産した、といったものだ。水

上という場所は簡単には辿りつけないからこそ、選ばれた

者のみが神のご加護を受け、病気は治るとされていた。

これらの奇跡は瞬く間に広まり、謎に満ちた孤島へ巡礼

を希望する者は増えたそうだ。この巡礼者たちは「ミク

図 7 内庭回廊上部の三角小間（撮影者 熊谷） 

 

  

図 8修道士の彫刻（撮影者 熊谷） 
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ロ」と呼ばれ、病気や疲労、そして流砂や潮の満ち引きの危険にさらされながらモン・サン・

ミシェルを目指して旅をした。もちろん、旅の途中で命を落とした者も多くいるという。 

このことを象徴するかのように、モン・サン・ミシェル内の歴史博物館にて印象的だった

彫刻がある。それが、この修道士が溺れている彫刻だ（図 8）。この彫刻の他にも、モン・

サン・ミシェルに向かって集団で海を泳いでいる絵（集団の中に何人か溺れそうな人がい

る）もあり、巡礼者たちは命がけで祈りを捧げにきていた証拠が残されていた。モン・サン・

ミシェルは自らの命を削って生きて辿り着いた者だけが祈りを捧げることができる、特別

な場所だったのだ。 

そもそも先住民のケルト人が信仰する聖地であったこの島は、708 年司教オベールが夢の

中で大天使ミカエルから「この岩山に聖堂を建てよ」とお告げを受けたことが始まりだった

という。初めは“故意に”水上に建築した訳ではなかったものの、多くの奇跡は水上という立

地の悪さだったからこそ人々の興味を引いた。また、孤島という特性を生かし、百年戦争の

期間は要塞として、フランス革命時から 1863 年までは監獄としても利用されている。簡単

に行けないからこそ、特異な存在となり現代でも多くの人を魅了するのだろう。 
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２．サン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院 

北イタリアにあるアドリア海に浮かぶ島、ヴェネツィア。そこは「ヴェネツィアとその潟」

として世界遺産に登録されており、多くの観光客が訪れるスポットである。 

アドリア海にはいくつものラグーナ（潟）があるが、その中で最大級のものがヴェネツィ

アのラグーナである1。川が運んできた土砂が海流の流れによってさらに押し流され、細長

い形の浅瀬ができる。そこをさらに埋め立て、住めるようにして出来たのが、現在のヴェネ

ツィアである。 

島には一番有名なサン・マルコ大聖堂をはじめとする宗教建築が多く存在する。その中で

も今回我々は、ヴェネツィア本島内ではない離島に建てられた修道院を２つ調査した。 

 まず 1 つ目はサン・ジョルジョ・マッジョーレだ。サン・ジョルジョ・マッジョーレ島

は、ヴェネツィア本島から水上バスに乗り、約５分程度の場所に位置する。この島の大半を

占めているのが、1566 年から 1610 年にかけて建てられた、サン・ジョルジョ・マッジョー

レ修道院である。 

この修道院の設計者はアンドレーア・パラーディオだ。彼はヴェネツィアの建築家として

16 世紀に活躍した。今回調査したサン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院は彼の主要作品

であり、ヴェネツィアで手掛けた二つ目の教会である。 

 

〈建築様式〉 

水上バスを降りるとすぐに教会の入り口

が見える。教会の正面は、どっしりとした 4

本の柱と、白で統一された面が印象的であ

った（図１）。この壮大なファサードにはイ

ストリア産の石が使われている。 

教会正面は、切妻屋根と 4 本の柱を駆使

し、真ん中の高い部分とその両端の低い部

分を一つの面に組み合わせている。 

                                                

1 渡辺真弓『イタリア建築紀行――ゲーテと旅する７つの都市』平凡社、2015 年、144 頁

参照。 

図１ 教会正面（撮影者 佐々木） 
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 内部は、十字形を取り込んだ形の三廊式

バジリカ型だ2。主祭壇へと続く廊下である

身廊の天井が高く、その両端にある側廊が

それよりも低い構造が特徴である。十字架

の交差部分の天井がドーム型になっており、

側廊の壁面には半円型の浴場窓が高窓とし

て取り付けられている（図２）。そこから光

が取り込まれ、教会内は適度に明るい印象

を受けた。 

また、先述した通りサン・ジョルジョ・マ

ッジョーレ教会では身廊と側廊に高さの差がある。そのため、教会内部には高さの違った２

種類の柱がみられる。堂内では、身廊の側面のエンタブラチュア3を支えている半円柱は、

高さのある柱の土台の上に載っているが、身廊と側廊の間にある柱は、前者とは違い床面を

基礎として立ち上がっている。つまり、身廊を支える柱には土台がついており、側廊を支え

る柱には土台がないという構造になっているのだ。こうしたパラーディオによる工夫のお

かげで、教会内部は洗練され、広々とした空間に感じられた。 

 教会内部から備え付けのエレベーターを

使うと鐘楼へ昇ることが出来る。サン・ジョ

ルジョ・マッジョーレ教会の鐘楼は 1791 年

に完成した。 

そこからは、回廊に囲まれて外側からは

見ることができない中庭や、対岸にあるヴ

ェネツィア本島、サン・マルコ広場やサン・

マルコ聖堂、ヴェネツィアの街並みを一望

することができる（図３）。 

 

 

                                                

2 バジリカとは、長方形の建物で、入り口を入ると長い身廊があり、左右の壁側には側廊

がある建築様式のことを指す。 
3 エンタブラチュアとは、柱頭の上部へ水平に構築される部分のことで、おもに古代建築

でみられる。 

 

図３ 鐘楼からの景色（撮影者 佐々木）               

図２ 教会内部の様子（撮影者 佐々木） 
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３．サン・ラッザロ・デッリ・アルメーニ修道院 

次にサン・ラッザロについて報告す

る。サン・ラッザロ島は、サン・ジョル

ジョ・マッジョーレ島を通って、さらに

水上バスで 15 分〜20 分ほどの場所に

位置している島だ。ヴェネツィア本島や

その付近の島々の雰囲気とは打って変

わって、人の姿は見られず、とても静寂

な印象をうけた。サン・ジョルジョ・マ

ッジョーレには、教会の他に小さな街

の様子もみられたが、この島には教会

だけが存在している。島から外を見渡

しても近くには他に島が見られず、まさに孤島であった。 

島の名前であるサン・ラザッロ・デリ・アルメーニ（San Lazzaro degli Armeni）はアル

メニア人のサン・ラッザロ島という意味を示す。 

中世、ここはその孤島という特質をいかして、ハンセン病患者の療養所として使われてい

た。ハンセン病患者の守護聖人聖ラザルス（Saint Lazarus）が島の名前に使われていること

からもそのことが確認できる。しかし、病院がヴェネツィア本島に移されてからは放置さ

れ、見捨てられていた。1717 年、オスマン帝国の支配を逃れヴェネツィアにやってきたア

ルメニア人の修道士メヒタールに、この島は与えられた。それから土地の整備、拡大が行わ

れ、現在のような形で存在している。 

サン・ラッザロでは 1 日 1 回だけガイドの解説付きのツアーが行われており、それ以外

では自由に教会内に出入りすることは出来ない。今回、我々はそのツアーを利用して調査を

行った。 

 

 

 

 

図４ サン・ラッザロ・デッリ・アルメーニ 

(Dario Cimorelli，2011) 
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〈建築様式〉 

ガイドの方によれば、このサン・ラッ

ザロ修道院はロマネスク様式が基本にな

っている。まず修道院に入ると、中庭を

囲む回廊が印象的だった。そこではロマ

ネスク様式の特徴である半円アーチとヴ

ォールト天井が確認できる（図５）。 

 

 

 

 

 

ツアーでは５つの部屋をまわった。教会

の他に、食堂、図書館、博物館などがある。 

 修道院内には絵画が多数飾られていた

のが印象的であった(図６)。その中には、

サン・ラッザロ島を訪れたイギリスの詩人、

バイロンの肖像画があった。バイロンは

1816 年ここを訪れ、アルメニア語を学ん

だという。 

また、展示コーナーのひとつには、古代

エジプト人のミイラがガラスケースに展

示されていた。宗教的な役人だとされるこ

のミイラは、ヨーロッパでもトップレベルの完全な姿だという。初めてミイラを目にした

が、確かに顔も体を覆っている布の装飾も、そのまま残っているようだった。 

その他にも、この修道院内には 16 世紀から 18 世紀のアルメニアの宗教美術品が多く展

示されていた。中でも一番印象深かったのは、貴重書文庫である。他の施設とは雰囲気が一

転して、現代の建築を感じさせる円筒形の部屋になっている。ここは 1967 年、数多くコレ

クションされた貴重な書物を保管するために建設された。温度・湿度の管理が行き届き、既

図５  中庭を囲む回廊  (Dario Cimorelli，

2011) 

 

図６ 教会内の図書館 (Dario Cimorelli，

2011) 
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存の建物とは独立し、修道院の 2 階から特殊な渡り廊下だけでつながっている4(図７)。こ

こは９世紀に遡る彩飾写本のコレクションで知られていており(図 8)、アルメニアの文化セ

ンターのような役割も果たしている5。円筒になっている部屋の側面には本棚にぎっしりと

書籍が収められているのに加えて、円の中心の周りを囲むように、彩飾写本が開かれた状態

でガラスケースに展示されていた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈孤島にある意味〉 

サン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院を実際に訪れてみると、そこは離島ではあるもの

の本島との距離は近く、観光客の姿もみられた。また、島の大半を教会が占めていたが、人

が住んでいる様子もあった。このことから、人々の生活から離れた場所に建てられた教会と

                                                

4 内藤裕史「ヴェネツィア沖のアルメニア修道院図書館」『図書館雑誌』107 巻 6 号、

2013 年、364 頁参照。 
5 同、362 頁参照。 

図７ 貴重書文庫 (Dario Cimorelli，

2011) 

図８ 彩飾写本 (Dario Cimorelli，

2011) 
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いうよりはむしろ人々とのなじみは深く、ヴェネツィアを見守るような存在であると言え

る。 

ここにサン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院が建てられたのは、ベネディクト会に向け

て、修道院のために島ごと与えられたからだ。また、８〜９世紀に建設された最初の教会が

地震で崩壊してしまうと、その後、1566 年からパッラーディオが新しい教会を建設した。

さらに内装には、ヴェネツィア出身の画家たちのフレスコ画が飾られている。このことから

も、サン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院が観光客や現地の人になじみの深い場所である

と考えられる。 

一方でサン・ラッザロ・デッリ・アルメーニ修道院は、島自体が修道院となっており、観

光客もほとんど見られなかった。また、修道院内にはアルメニアの資料が数多く保管されて

おり、見学時間が限られている上、ツアー中の写真撮影も禁止の場所がほとんどだった。実

際に訪れてみると、サン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院とは対照的に、知る人ぞ知る場

所であるという印象を受ける。 

サン・ラッザロ島にはもともと、ハンセン病患者のための病院が置かれていた。12 世紀、

ヴェネツィアでは貿易が原因でハンセン病が広まっていた。サン・ラッザロ島は、ヴェネツ

ィアの中心となる島々から一定の距離があるため、隔離島の役割を果たしたのである。しか

し、ハンセン病が衰退してくると、島は放置状態にされていた。その後、ヴェネツィア政府

は、ヴェネツィアを訪れたメタヒールと 12 人のアルメニア・カトリック修道士たちに、サ

ン・ラッザロ島を譲渡したのである。その後は、建物の修復と土地の拡大が進められ、現在

も修道院として残っている。さらに、アルメニアの資料を多く保管していることから、アル

メニア文化センターとしての一面も見られる。 

ナポレオンがイタリアへ進出した際、美術品や書籍を根こそぎ奪っていったことはよく

知られているだろう。先に訪れたサン・ジョルジョ・マッジョーレ島の修道院でもその被害

を受けたひとつである。ところが、サン・ラッザロは違う。ナポレオンは命令書で「サン・

ラッザロ島の修道僧たちは現状を維持されるべきである。この特別措置はメキタリスト修

道会がその使命として科学・文学活動を真剣に行っているためで、その活動は、皇帝の名に

おいて科学アカデミーの名を付与するに値する」と宣言している6。これによってこの島の

修道院と図書館は被害から免れた。この出来事は、アルメニアの文化を守り続けているサ

ン・ラッザロ島の価値を象徴する出来事であろう。 

                                                

6 同、363 頁参照。 
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今回のテーマは、なぜ人々が暮らさないアクセスの悪い場所に信仰の中心である教会を

おいたのか、である。しかし、サン・ジョルジョ・マッジョーレ修道院に関しては、アクセ

スの悪いということはなく、島ごとベネディクト会に与えられたために、修道院島として現

在も残っているのである。これに対し、サン・ラッザロ修道院においては、人々がアクセス

しにくいということを活かし、ハンセン病患者のための隔離島としての役割が背景にある

ことが分かった。ヴェネツィアは多数の島々から成っているからこそ、修道院島という他で

は珍しい形で存在しているのである。 
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