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2009 年度・研究旅行奨励制度 【個人】 

 

 名 前 

 

山口絵莉子 

 

研究テーマ 

シュジェールが残した“ゴシック建築”について 

     ―その始まりと拡大を知ること― 

 

目的地 

国 名          地域・都市名 

フランス サン・ドニ、パリ、ルーアン、アミアン、シャルトル 

 

研究旅行の目的 

私は以前、ゴシック建築の発祥がドイツのケルン大聖堂であると思い込んでいた。しかし１年時の基

礎ゼミでレポートを書くにあたり、ゴシック建築について調べることを進めて行くうち、発祥地がドイ

ツではなくフランスの、しかもパリ近郊のサン＝ドニであることを知った。３世紀、ローマの司教聖デ

ュオニシウス（偽デュオニシウス）が、斬首後自分の首を持って歩きついに息絶えたというサン＝ドニ

に建てられた一介のカトリック教会が、後のヨーロッパ建築に大きな影響を及ぼすことは非常に興味深

かった。そして、私はその教会堂にロマネスクとは全く逆の豪華さを齎した聖職者、シュジェールの思

想と人物像にさらなる興味と疑問を持った。今回の研修旅行の目的として私が掲げるものは以下のとお

りである。 

Ⅰ：中世（ロマネスク～ゴシック）において、作者や依頼主の姿を描き出すことはあまりなかった（ジ 

ョットの作品などには描かれている）。しかしサン＝ドニのステンドグラスにはシュジェールの姿 

が描かれてある。聖母子や聖書の世界が一般的であった当時において、何故シュジェールは自らの 

姿を残すことが出来たのか、ということについて知ること。 

Ⅱ：ゴシック建築はサン＝ドニ後サンス、シャルトル、様々なノートル・ダムへと広がりを見せるが、 

そのどれもが色鮮やかなステンドグラス、幾多の彫刻群、巨大な尖塔を有している。巨大な尖塔は 

中世の城にもよく見られるものだが、一方でこれは、シュジェールが十字軍に行った人々から、東 

方世界の建築の様子などを聞き、インスピレーションを働かせたとも言われている。つまり、そこ 

には聖域性と世俗性との共存が見られる。今回の研究旅行ではパリから近郊にかけての様々な建築 

物を通して、最初のゴシック建築から装飾の形態などが変化していったのかを包括的に見ていきた 

いと思う。 

期待される成果 

 成果としては、文献からではなく、実際の教会堂にある豪華な備品や、ステンドグラスなどの視覚的

な観点から尐しでもサン＝ドニ修道院聖堂におけるシュジェールの権威について知ることが出来る。ま

た、様々な文献や図録を見ることでゴシック建築の成り立ちから建築や装飾の構造などを見たり理解す

ることは出来るがそれだけでは、その建物が持つ空間や窓から差す光がどのようなものかを感じ取るこ

とは不可能である。中世の人々が、巨大な尖塔を頼りに毎週通い詰めたという教会が持つ独特の雰囲気

というものはどのようなものか。それを実際に現地に行くことで視覚的な面だけではなく、その場所の

空気に触れることで、より自分の興味ある分野（ゴシック建築や中世の建築の図像）により積極的に取

り組むことが出来る。 
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                    旅行日程表            

2009 年 2 月 22 日～  2 月 28 日 [ 7 日間 ] 

    滞在地               行 動 

第１日目 

2 月 22 日 

 福岡空港→中部空港→シャルル＝ド＝ゴール空港 

第２日目 

2 月 23 日 

イル＝ド＝

フランス（午

前） 

 

 

パリ（午後） 

“ゴシック建築の始まりを訪ねて”（イル＝ド＝フランス） 

Ⅰ．サン＝ドニ修道院聖堂…ゴシック建築の創始的教会堂。 

Ⅱ．芸術歴史美術館…旧カルメル修道院の建物で、ルイ 15 世の娘のル

イーズが滞在した。 

 

“ゴシック建築の波及Ⅰ”（パリ） 

Ⅰ．ノートル・ダム寺院…聖母に捧げられた教会堂の一つ。 

Ⅱ．サント・シャペル…盛期ゴシックの教会堂。 

Ⅲ．サン・ロクセロワ教会 

第３日目 

２月 24 日 

ルーアン “ゴシック建築の波及Ⅱ―盛期ゴシック建築―”① 

Ⅰ．ノートル・ダム大聖堂（ルーアン）…14 世紀頃の“フランボワイ 

ヤン・ゴシック”様式の代表作。 

Ⅱ．サン・マクルー教会…ノートル・ダムに続くフランボワイヤン・ゴ 

シックの代表作。  

第４日目 

２月 25 日 

アミアン “ゴシック建築の波及Ⅱ―盛期ゴシック建築―”② 

Ⅲ．サン・トゥーアン教会…フランボワイヤン様式の教会。 

Ⅳ．アミアン大聖堂…安定した建築様式で、12 世紀ごろからのパリ、 

シャルトルに続く盛期ゴシックの傑作。 

第５日目 

２月 26 日 

シャルトル “様々なゴシック建築のまとめとして” 

Ⅰ．ノートル・ダム大聖堂（シャルトル）…他のノートル・ダムと同様、 

聖母に捧げられるために作られた大聖堂。 

Ⅱ．街に点在する教会を見学。 

第６日目 

2 月 27 日 

 シャルル＝ド＝ゴール空港→中部空港→福岡空港→帰宅 
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【報告書】     ゴシック建築の始まりとその拡大を知る 

 

 はじめに 

 2010 年 2 月 22 日、私はフランスのゴシックの大聖堂を見に行くために日本を出発した。その目的は

ただ単にゴシックの大聖堂を見学するのではなく、パリの近郊地サン・ドニに最初のゴシックの大聖堂

を創始した修道院長シュジェールの権威を大聖堂のステンドグラスなどの視覚的な面から知るというこ

と、また、ゴシック建築の装飾の変化を実際に確かめるということである。また私は中世の人々が通い

詰めた教会（聖堂）の雰囲気がどのようなものであるのかということも知りたかった。以下のレポート

は私が訪れた様々なゴシックの大聖堂を比較しながら、時代や土地による形態の変化や建築の表面から

読み取れたことをまとめたものである。 

 

1. サン・ドニ大聖堂から読み取れるシュジェールの権威 

                消失と再建の繰り返しを経て現在に至るサン・ドニ大聖堂は、元々

王家の人間の墓所であったこともあり、大聖堂の至る所に大理石で

模られた墓が点在していた。その墓を照らすように、上に向かって

幾枚もはめ込まれた幾何学模様で質素な色合いのステンドグラスや、

様々な時代に作られたとされる色とりどりのステンドグラスが薄暗

い大聖堂の中を微かに灯している。大聖堂の前方、大きな祭壇の背

景にはこれでもかというほど多くの聖書の登場人物たちが描かれて 

図 1-1 サン・ドニ大聖堂西正面   
いるが、その一角にキリストの系譜に跪くシュジェールを描いたステ

ンドグラスがある。そのステンドグラスの全体像の中で彼はキリストの系譜が描かれた石碑のようなも

のを手にしながら天を仰ぎ見ているが、その視線は明らかにキリストの方を向いている。信仰心が殊の

ほか厚かったシュジェールは、横たわるエッサイ王を除く他の 3 人 

の王と同じ緑色の衣服を身につけており、彼と縦列に並ぶ聖人たち 

とは明らかに一線を画している。しかしサン・ドニが王家の墓所を 

兼ねているということがありながらも、彼の頭の中にフランス王家 

の人々を列させようという考えはなかったようである。このステン 

                     ドグラスのように、    図 1-2 大聖堂内部       

聖人の中に世俗の人間を同居させるということは中世の 

美術において、例えば 13 世紀イタリアのドゥッチョの絵 

画に現れる寄進者像や、ファン・アイクの絵画に見られ 

る聖母と対峙する寄進者像などの絵画に多く見受けられ 

る。この聖人と向き合う人間の図像は、いずれも聖人た 

ちの世界（天上世界）に迎え入れられたいという心理が 

視覚化されたものである。 

 絵画における聖人と俗人との同居は、のちに個人の肖 

図 1-3 シュジェールの像（右）        像画へと発展していくのだが、このシュジェールの姿を「絵 
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画」として捉えてみると、そこにフランス王を存在させなかったという点 

は非常に面白い。このステンドグラスを王が目にしたかどうかは定かでは 

ないが、明らかなのはシュジェールがフランス宮廷を凌駕するほどの権力 

を持っていたということだ。大聖堂の至る所に存在する王家の人々の墓が 

もし、大聖堂の内部と同じような白いままではなく、彩色が施されていた 

のだとしたら、あのステンドグラスはもう尐し異なった印象を抱かせたか 

もしれない。しかしながら墓所に彩色が施された形跡はなく、側面上のス 

テンドグラスとの豪華さの対比は明らかである。当初は単なる教会堂の改 

修工事にしか過ぎなかったが、自身の修道院長就任やシトー会との確執、 

そして十字軍において東方の状況を耳にするという多くの社会的私情的出 

来事の中で、シュジェールはこの大聖堂をあくまで「神の王国」として、 

王家の墓所という側面とは明確に区別したかったようである。このように、 

色とりどりのステンドグラスと聖書の場面を記したファサードの夥しい彫 

刻群や、鷲を模った黄金のグラスなどのシュジェールが遺した備品などか 

ら、シュジェールがいかに権威をもった人物であるのかということを知る 

ことが出来た。この大聖堂はキリスト教にちなんだ装飾がなされているが、 

これは国のあちこちに豪奢な城や宮殿を建設し、自分の権力の誇示として 

富を飾り立てた王侯貴族と何ら変わりはないことがよく分かる。       図 1-4 図 1-3 の全体像
 

 

2. ゴシックの大聖堂の推移 

 私が今回主に見学したのは、サン・ドニのサン・ドニ大聖堂、パリのノートルダムとサント・シャペ

ル、サン・ロクセロワ教会、ルーアンのルーアン大聖堂、サン・マクルー教会、アミアンのノートル・

ダム、シャルトルのシャルトル大聖堂である。これらの大聖堂の変化においてまず言えることは、時代

を追うごとに外壁を覆う彫刻や円柱像、尖塔の多さや彫刻の精密度が増し、それが大聖堂ではなく最早

宮殿か何かのようになっている。そして恐らくその最終形態とも言えるであろうゴシック建築は、フラ

ンスではなくイタリアのミラノにあるミラノ大聖堂（これは純粋なゴシック様式とは言えないかも知れ

ないが）であると思われる。このように、パリ郊外の一つの大聖堂から始まったゴシック建築はフラン

スにとどまらずあちらこちらに飛び火したが、フランスに限って言えば、このゴシックの大聖堂の全体

像（彫刻、ファサード、尖塔）は時代に関わらずどの地域においてもあまり劇的な変化は見られなかっ

た。特にパリのノートル・ダムとアミアンのノートル・ダムは名称が同じなのか、その形は全く同じよ

うに見える。しかしながら、細部では多くの変化を見ることが出来た。これらの推移を見るためには各

場所に分けて記述する必要がある。 

 

 西正面のファサードと尖塔 

 シュジェールがいかに東方の建築物からインスピレーションを得たとは言っても、そこはあくまで教

会堂の改修工事から始まった建築作業であり、全く 0 からの出発ではない。そのためか、サン・ドニ大

聖堂の西正面のファサードはロマネスク時代の扉口とあまり変わらず、きれいな半円アーチ型を取って

いる。玉座に座り最後の審判を下すキリストの上にかかる虹のように、幾重にも人物が細かく彫られて            
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いる。このファサードを一つ見ただけ 

でも、誰がどの人物でどのような場面 

を示しているのかが非常に分かりやす 

い。サン・ドニの影響を受け、同時代 

に着工されたとされるシャルトル大聖 

図 2-1 西正面ファサード（サン・ドニ）            堂の西正面ファサードも同じく半円アー 

チである。このシャルトル大聖堂は面白いことに、サン・ドニ大聖堂がなしえなかったこと、例えば揃

いの尖塔などがある、サン・ドニの完成形とも言える。屋根の青さが同じという点でも、シャルトル大

聖堂は第 2 のサン・ドニであるかもしれない。 

 

＊比較＊サン・ドニ大聖堂とシャルトル大聖堂 

           

サン・ドニ大聖堂の完成図              シャルトル大聖堂 

 

       

サン・ドニ大聖堂の屋根              シャルトル大聖堂の屋根 
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サン・ドニ大聖堂やシャルトル大聖堂とは異なり、ノートル・ダム（パリ、アミアン）やルーアン大

聖堂などの 13、14 世紀のゴシックの大聖堂になると、完全にゴシック的とも言えるような尖塔アーチ型

の西正面ファサードが出現する。キリストを囲む彫刻群のアーチの数を比較すると、サン・ドニは 4 つ   

に対し、パリとアミアンのノートル・ダムでは 6 つと格段に数が増え 

ている。さらにこのファサードの上には尖塔型の細かな装飾が施され 

たアーチが付加されている。これはサン・ドニ大聖堂やシャルトル大 

聖堂には見られなかったことで、よりゴシックとしての統一感を持た 

せてある。 

               西正面のファサードに限らず他のファサードも完成していたが、大 

聖堂の上部に伸びる 2 本の尖塔は果たして完成しているのだろうかと

図 2-2 西正面ファサード（パリのノートル・ダム） 非常に疑問に思った。サン・ドニ大聖堂は片方しかないし、ノートル・   

ダムや他の大聖堂もシャルトル大聖堂を見た後に思い返してみると、 

それは全く完成してはおらずそのまま放置されているような気もした。 

しかしそれはそれで面白い。2 本の尖塔が例えそびえ立っていなくとも、 

その後方に存在する無数の小さな尖塔はそのどれもがシャルトルのよ 

うに独立し尖塔として完成していた。このことからもわかるように、 

シャルトルやサン・ドニでは大聖堂の尖塔と屋根の差が非常にはっき 

りしており、また尖塔に対する付加要素も非常に尐なく、そのぶんす 

図 2-3 図 2-2 の部分         っきりとした印象を与える。 

 

 内陣の変容 

 ステンドグラスについては、サン・ドニに至って言えばシュジ 

ェールの項目でも述べたように、世俗の人間を聖人と同じ空間に 

表すというような絵画的な面が見られたが、その他にも色彩のス 

テンドグラスの相違が見られる。大聖堂に存在するステンドグラ 

スには、大きく分けて聖書や聖人を描いた色鮮やかなものと、幾 

何学模様が描かれたものとに分けられる。大聖堂に入りステンド 

グラスに目を向けた時、内陣の前方とその上層部や、大聖堂の側 

面の上方などの比較的目につきやすい場所には幾何学模様のステ 

ンドグラスはあまり使用されていない。パリのノートル・ダムの        図 2-4 

ように、幾何学模様のステンドグラスを挟むようにして色彩豊かなステンドグラスが使用されているも

のや、アミアンのノートル・ダムの幾何学模様のステンドグラスの中に他のステンドグラスをはめ込ん

だようなものも（図 2-4）あるが、このイスラムのアラベスクのような、またシトー会の流れをくむよう

な簡素なステンドグラスの割合は、年代を経るにつれ様々な色のステンドグラスに押されていく形とな

っており、大聖堂における装飾の意味合いが聖書の世界を表すという教育的から、大聖堂を飾るような

美術的なものへと変わっていったことが伺える。そのようなことはステンドグラスに留まらず、天井、

そして大聖堂を支える柱や床にも見られる。サント・シャペルが特に顕著だったのだが、側廊はまるで

小部屋が並んであるかのように壁によって仕切りが施され、それぞれに聖母子像や礼拝室などがあり、 
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                   壁は中近代の絵がかけられ天井はネオ・ゴシック様式の星の 

絵が描かれてあった。それはさながら小さな美術館の連立で 

あり、サン・ドニ大聖堂では極めて控えめか、ないに等しか 

った。またアミアンのノートル・ダムでは、白黒の市松模様 

の類の模様が床をなしていた。どのゴシックの大聖堂も外観 

にあまり変化はないとしても、内部は天井から床に至るまで 

同じゴシックのものかと思えるほど様変わりしており、時代 

を追うごとに変化していく人々の価値観や芸術的センスがよ

図 2-5 サント・シャペルの側廊       く分かる。 

 

3. まとめ 

 様々なゴシックの大聖堂を実際に見て私が思ったこと、それはその当時の聖職者の権力がいかに高か

ったのかということはもちろんだが、時代に取り残された廃墟のようにも見えたことである。世界“遺

産”に登録された大聖堂もあるので、昔の面影を現代に伝える媒体であることは確かだが、やはりどこ

か遺産とは言い難い部分がある。時代（人間といってもいいが）は否応なしに周りの景色を変えていき、

大聖堂は風雨にさらされ風化していく。改修工事が行われても完成したそれは最早ゴシックとは言えな

い。しかし過剰なほど彫刻を施した外壁とは裏腹に、高い天井を可能にした尖塔アーチの柱のお陰で、

大聖堂の内部は驚くほど開放感に満ちてており、そして白亜に統一された色彩がステンドグラスを引き

立てている。一度中に入るとしばらく外へ出たいと思えなくなるのは、あまりにも高い天井と中心に伸

びるヴォールトが視覚的に視線を上へ上へと誘導することだけではなく、ステンドグラスから差しこま

れる太陽の光や蝋燭の灯火、聖母マリアや磔刑のキリストを始めとする彫刻、そして頭上で金の根だけ

が響き渡る大聖堂の静けさだと感じた。それらが外に出た瞬間の喧噪とのずれを感じさせる。大聖堂に

入ることで私たちは時代を逆行していくのだ。廃墟、というと荒れ果てて誰も寄り付かないようなネガ

ティブなイメージだが、この大聖堂は例え未完成の尖塔で彫刻が崩れ去ろうとしても、時代をそこに置

き去りにしているからこそ、より新しい時代を迎える度に人々が訪れてやまないのだと思う。 
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