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ローマ修復留学記 その１：修復の一般概念 

民岡 順朗 
TAMIOKA  Junro 

建築・都市計画、美術修復 ローマ在住 

本稿は、文化財修復における理論・実技の習得を目的として行われたイタリア留学の成果を報告するものであ

る。修学内容だけではなく、建設事業、環境、都市との関わりにおいて、文化財保全に関するイタリア現代事情

を幅広く紹介することを意図している。予定している連続掲載のうち、今回はその初回にあたる。 

はじめに、留学趣旨を明らかにしたのち、就学機関、履修科目など、留学の概要を整理した。そして、①現代

理論、②修復対象、③一般的作業項目、の三つの視点から、「修復」の一般概念を明確化した。ついで、古代か

ら20世紀にいたる欧州修復史を展開し、これと関連して、「文化財」概念の登場経緯に言及した。最後に、行政

機構について簡単に触れたのちに、政府支出の最新動向など文化財問題の今日的情勢をいくつか紹介した。 
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１. はじめに 

筆者は、社内制度を活用して、修復（レスタウロ）

を学ぶ目的で1998年10月にイタリアに渡航、現在はロ

ーマに滞在中である。 
都市計画の現場を離れて三年が経過した。日本でも

ここイタリアでも社会は激しく動き、当初設定していた

留学計画も大幅に変更することになった。『「都市」

を哲学する』というタイトルで投稿を開始した論文も

執筆を中断することになった。都市計画コンサルタント

の留学としては異色なテーマ選択に、離日する際、周囲

の多くは困惑の表情を示した。しかし、紆余曲折を経な

がらも多くのひとびとの協力を得て、多彩な知識・技能

を吸収できたのは収穫であったと思う。 
本稿はその三年間の成果とともに、現在もなお鋭意

遂行中である留学の現状を紹介するものである。 
なお、報告は今回を含め数回のシリーズで「技術

報」に掲載する予定である。 

２. 留学概要 

２.１ 留学の趣旨および背景 
「専門である建築・都市を、建設事業という視点の

枠を超えていろいろな角度から掘り下げること」が留学

の基本的な趣旨である。 
その背景としては、以下を挙げる。 
1) 地域計画、景観計画、シビックデザインの業務に

携わるなかで、都市の歴史的・美（術）的側面、より一

般的には、文化的側面を追求する必要性を感じていたこ

と。都市を「哲学」する、という論文の執筆も、その試

みの一環である。 
2) 建築・都市を追いかけ、イタリアに旅した体験の

なか、モニュメント（歴史的建築物）や絵画・彫刻など

の文化財の修復場面に触れ、数百年という時間を超えて

その美を現代に甦らせる行為に感銘を受けたこと。 
3) 設計業務の本質理解に施工現場での体験が重要で

あるのと同様、文化財保全の中身を知るために、修復作

業を現場で手がけることの必要性を感じたていたこと。 
なお、この三つの背景の底流に、イタリア中世・ル

ネッサンスのコスモロジー（美術・建築・都市を連続し

た一個の宇宙と考える世界観。都市を「人体=ミクロコ

スモス」と「環境=マクロコスモス」をつなぐ中間次元

としてとらえた）に関する歴史知識があったことを付け

加える。 

２.２ 留学先と期間 
修復に関する教育体系は、表-１に示すように、イタ

リアでは分野別に大きく三系統あり、それぞれ教育機関

が異なっている。 

表-1 修復分野別に見た教育機関 

修復分野 履修できる教育機関と内容 

主要国立大学建築学部（五年制）の専門コー

ス（日本の修士過程に相当）。あるいは、

ICCROM など国連機関主催のコース（建築修

復の実務経験が必要）。 

1. 建築修復 

建築の本体構造・設備に関わる保全・修復。

都市構造・地区構造に関わる保全・修復。理

論および実技。 
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国立美術大学（四年制アカデミア）、国立修

復学校（四年制）、公立・私立修復専門学校

（二年または三年制）。 

2. 美術修復 

絵画・彫刻・家具・調度品の保全・修復。建築

物の表面装飾の保全・修復。理論および実

技。 

主要国立大学文化財保全学部。 3. 文化財保全 

建築、美術、都市・地域、景観、考古学財な

ど文化財全般の保全に関する理論。 
 
筆者が志望していた建築修復の履修は、五年制の学

部過程を修了した者が試験を突破したのちに可能になる。

これに備えて、筆者の学位（建築学学士）をイタリアで

認証してもらうようローマ大学秘書課にて試みたが、残

念ながら不適確の扱いを受けた。日本の学位は英米諸国

の Bachelor に相当し、Master または Doctor 所有者に

のみ、学位認証願いの許可が与えられるということであ

る。また、数年前からイタリア全国の大学において新規

開設がブームとなっている文化財保存学部では修復実技

を履修できないことを考慮し、美術修復の専門学校に入

学することとなった。さらに当初、修復教育の中心都市

フィレンツェにて三年間履修する計画であったものを、

さまざまな理由が重なり、ローマに移動してかつ期間を

延長することになった。 
留学期間・滞在都市と修学機関・履修コースとを表-

２に示す。 

表-２ 留学先一覧 

期間/滞在都市 修学機関/履修コース 

1998年10月～ 

/フィレンツェ 

芸術・修復学院「パラッツォ・スピネッリ」 

/キャンバス画・板絵修復コース第一学年

1999年10月～ 

/ローマ 

イタリア芸術・工芸・修復学院 

/キャンバス画・板絵修復コース第一学年

2000年10月～ 

/ローマ 

イタリア芸術・工芸・修復学院 

/キャンバス画・板絵修復コース第二学年

2001年07月～ 

/ローマ 

イタリア芸術・工芸・修復学院 

/壁画修復プロフェッショナル・コース 
 
これら二校は、それぞれ創立数十年の歴史を持つ、

イタリアでは知名度のある私立学校である（フィレンツ

ェのスピネッリは世界的に有名）。年間の学費は、当時、

フィレンツェが1400万リラ、ローマが700万リラであっ

た（2001年11月現在のレートでそれぞれ約84万円、42
万円）。渡伊後、国立校への編入も検討したが、年齢制

限により入試適格条項を満たすことができなかった。 
フィレンツェ校ではキャンバス画・板絵修復とフレ

スコ画修復はそれぞれ三年制の別過程となっていた。筆

者は長く建築を専門としており、建築と一体になった絵

画様式である壁画に対する興味を抱いていたため、三年

間のうちに両過程を履修できるローマの学校に転校する

ことになった。なお、壁画修復プロフェッショナル・コ

ースは、同校の第三学年（最終過程）に位置づけられて

いる。 

２.３ 履修内容 
イタリアの美術修復学校は、国立・公立・私立を問

わず、類似したカリキュラムを有している。履修科目と

その概要を表-３に示す。 

表-３ 履修内容 

科目名 概 要 

修復実技  

保存修復 絵具層の固着と定着、支持体の矯正、

絵画の裏打ちなどの実習。 

美観修復 溶剤による洗浄、メスによる汚物除去、

補彩および充填整形の実習。 

絵画技術  

デッサン 衣類の質感表現、人体の解剖学的構

造、人体表現の絵画史的変遷につい

て、著名作品の模写を通じて習得。 

絵画制作 絵画の構造（基底材・地塗・絵具層・保

護膜）、構成要素（顔料、メディウム、溶

剤、ワニス）、画材と技法の実際につい

て、油彩、テンペラ画、フレスコ画の制

作を通じて習得。 

実
技
科
目 

グラフィック 線描の抑揚を通じたボリューム感の表

現技法の実習。「フリーハンド」の訓練。

作品保存状態と修復作業のグラフィッ

ク・ドキュメンテーション。 

現代修復理論 修復の哲学的・思想的背景、保全修

復・予防修復の現代的規準の理解。 

修復の歴史 歴史的に見た絵画修復の原則と方法論

の概括。古代･中世における解釈的改

作から近世・近代における復原と修復

の科学的方法についての理解。「文化

財」概念の登場経緯の把握。 

化 学 電子挙動の理解にもとづく化学現象の

把握。修復のための無機化学と有機化

学の基礎的理解。顔料、接着剤、溶剤

など絵画・修復材料の学習。化学・物理

学的調査技術の演習。 
光 学 現代補彩技術のための、光線と色彩に

ついての基礎理論の習得。 

生物学 有機自然物質に由来する生化学的風

化の仕組みの学習。微生物、害虫によ

る損傷とその調査方法の理解。害虫予

防の演習。 
写真調査技術 可視光線、赤外線、紫外線、Ｘ線下での

撮影基礎理論の学習。通常光写真、顕

微鏡写真、拡大写真、蛍光発光写真、

斜光線写真の撮影実技。 

美術史 イタリア14～20世紀絵画を題材にした、

個々の様式展開と作家たちの歴史的･

芸術的・図像学的分析を通じた絵画の

歴史的展開の理解。美術の機能とその

社会的・政治的文脈（発注者と作家との

関係など）の把握。 

理
論
科
目 

法制度 文化財保護に関する法制度とその歴史

的変遷の把握。労働および商業関連の

現行法制度の理解。修復現場における

予防および安全管理の演習。 
 
表で明らかなように、化学を中心とした自然科学系

科目に力が入れられている。これはヨーロッパにおける

修復の現代学校教育では、一般的傾向のようである。 
フィレンツェ校では全般的に理論重視の傾向が強く、

作品を通じての修復実技は三年間の履修過程の後半に位

置づけられていた。一方、ローマ校では入学当初からキ
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ャンバス画、板絵、木彫の本物の作品に触れる機会が与

えられ、学校というより、工房という雰囲気であった。

そのため手を鍛えるには効果的であったが、それぞれの

履修内容の理論的背景については、文献を通じての自習

に頼ることになった。 
周知のとおり、ルネッサンスはフィレンツェに生ま

れ、理論と初期技法の展開をみたのちに、拠点がすっか

りローマに移動し、この地で技術的完成を遂げた。二校

の経営方針の違いは、二都市が辿った歴史を追体験する

ようで興味深い思いをした。 

２.４ 授業と試験 
生徒数は一クラス平均12人前後、一学年は四クラス

編成である。生徒の70～75％はイタリア人、残りが外

国からの留学生である。外国人の半数を日本人が占め、

その他はスペイン、ポルトガル、フランスなどラテン系

ヨーロッパ諸国が中心。英米人は見かけなかった。生徒

の年齢層は、30歳超が２割、25～30歳が２割、19～24
歳が６割という構成である。男女比率は約15:85で、数

のうえでは女性上位である。外国人に対する優遇・差別

は一切なく、授業・試験は全てイタリア語で行われる。 
教育制度を所轄している州政府が最低履修時間数を

規定しており、年間700時間のうち、80％以上の出席を

満たさなければ落第となる。一日に4～5時間の授業で

一週間に22時間のカリキュラムを消化する。新学期は

10月に始まり、クリスマス・年末年始休暇、イースタ

ー休暇をはさんで三つの学期に分かれている。 
以上は、フィレンツェ、ローマの二校に共通した事

項だが、学期末ごとの筆記もしくは口頭試験に加え、毎

週デッサン課題に追われるフィレンツェ校に比べ、ロー

マ校では、作品ごとの修復報告書の提出と学年末試験

（口頭）があるのみであった。プロ養成という視点では、

修復報告書作成の方が実効性は高いと考える。 

２.５ ディプロマと資格認定 
上記二校は、私立でありながら、州認定校であるた

め、二年間の履修過程と卒業試験を修了すれば、州政府

発行のディプロマを取得することができる。ただし近年、

法改正があり、イタリア法律「2000年8月3日付・省令

第294号」によると、二年制または三年制の公立・私立

学校卒業の場合、ディプロマの肩書きは「認定技師」に

とどまり、公共発注業務の受注適格条件である「修復

士」の資格取得には、相応年数の就労経験が必要とされ

ることになった（三年制卒業の場合は最低二年間、二年

制卒業の場合は最低四年間の実務経験が必要）。 

３. 「修復」とは 

現代修復について、理論、修復対象、修復作業とい

う観点から簡単に紹介する。 

３.１ 現代修復理論 
現代修復理論は、ローマの国立中央修復研究所の初

代所長を務めたチェーザレ・ブランディが提唱したいく

つかの原則から出発する。ブランディは、議論全体の冒

頭で､「冷蔵庫を修理するような行為は、ある物体が有

する機能の回復を単に目的としたものであり、修復とは

呼ばない」という意味のことを述べており、議論の対象

を「美術品」に限定している。 
ブランディの著作『Teoria del Restauro 修復理論』

ではまず、「美術品には図像的側面と物質的側面のある

こと、美術品には美的・歴史的の二極的価値があること、

美術品は未来に伝達するべきものであること」を述べて

いる。このように「美術の要件」を明確化したうえで、

「修復」の第一原則「修復は作品の物質的側面に対して

のみ行われる」を表明している。 
別な個所では、論点を変えてこう述べている。 
「修復するにあたっては、先に述べた美術品の美

的・歴史的の二極的価値を侵してはならない。また、そ

の作品が歴史的経過のなかで培った経緯・変遷の足跡を

消してはならない。そのように配慮したうえで、美術品

が有する、いわば、潜在的レベルで残っている統一性を

回復することを目指さなければならない」 
ここではまず、美術品の「潜在的統一性」について

触れられている。ブランディは、「片手を失ったからと

いって、人間としての存在の根幹を何ら損ねたわけでは

ない。右手の失われた彫刻も、美術作品としての価値を

何ら損ねたわけではない」というたとえを引いたうえで､

「美術品とは、本来、単なる部分の集合以上のもの、有

機体のようなもの」としている。 
もっとも、美術としての要件が、「五体満足である

こと、完全無欠な状態であること」とするなら、修復と

いう行為は存在しえない。欠損部分をいかに処置しても、

修復個所はオリジナルではなく、当該作品はもはや美術

とは呼べなくなってしまうためである。 
この論点に、美術に対する認識の核心があり、「修

復の目的」「修復の定義」が語られていると考える。た

だしこの議論には前提があって、美術品の持つ美的・歴

史的価値を損なってはならない、という条件が付けられ

ているわけである。 
ここまでの要点を表-４に整理する。 

表-４ 現代修復の基本原則（その１） 

1. 修復は「美術品」に対して行う。 

2. 「美術品」は、（正当な処置であれば）修復されても「美術

品」としての価値を損なわない。 

3. 修復の目的は、美術品の「潜在的レベルで残っている統一

性を回復すること」にある。 

4. 修復は、美術品の物質的側面に対してのみ許される。 

5. 修復によって､美術品の持つ美的価値を損なってはならな

い。（つまり、図像的側面を侵してはならない） 

6. 修復によって､美術品の持つ歴史的価値を損なってはなら

ない。（時間的経緯の足跡を消してはならない） 
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さて、美術品は欠損・損傷があっても美術品であり、

それがそのまま修復されなかったとしても歴史的・美的

価値を失うことなく、美術品であり続ける。だとすれば、

なぜ「修復」するのであろうか。繰り返しになるが、

「潜在的レベルで残っている統一性を回復する」ためで

ある。修復前の美術品と修復後の美術品は同一ではなく、

ある種の違いがそこには存在する。「統一性、すなわち、

作品鑑賞における便宜的無欠性」である。いろいろな措

置を施して、損傷した作品を、一般の鑑賞に堪えうるも

のにすることが、「統一性を回復すること」であると定

義して差し支えないであろう。この、「修復は便宜的措

置」であるということから、さらに、表-５に示す原則

が生まれる。 

表-５ 現代修復の基本原則（その２） 

7. 修復は、最小限であること。 

8. 修復個所は、オリジナル部分と区別して認識可能であるこ

と。 

9. 修復措置は、可逆的であること、すなわち、必要に応じて

作品を修復前のオリジナルの状態にいつでも戻せること。
 
修復作業として施す処置、また、修復材料として用

いられる溶剤、強化剤などの物質は、どのようなもので

あれ、作品に物理的・化学的負荷を少なからず与える。

このような事実を踏まえ、表-６に示すような「共存的

物質使用の原則」が規定されている。 

表-６ 現代修復の基本原則（その３） 

10. 修復措置には、オリジナル作品の物理的・化学的性質を

考慮し、これらと同一もしくは類似した性質を持つ材料を用

い、事後における物質的共存を図ること。 
 
ブランディが展開した理論を踏まえ、1999年10月29

日には「イタリア法律第490号（テスト・ウーニコ）」

が施行され、「修復とは、あるものの物質的無欠性を維

持するため、また、その文化的価値の保全や保護を保証

するために実施される処置のことを指す」とされた。

「修復」の定義が法的拘束力を持つものとして初めて規

定されたものである。 

３.２ 修復対象となるもの 
ブランディの理論に従えば、修復作業の対象として

は、代表的なものとして、以下が挙げられる。 
① 絵画（水彩画、油彩画、テンペラ画、フレスコ

画など壁画） 
② 彫刻（木、ブロンズ、大理石などの立体造形） 
③ 家具および調度品 
④ 建築（構造および表面装飾） 
⑤ 広場、公園などのオープンスペース 
⑥ 都市構造あるいは地区構造 
⑦ 景観 
音楽作品については、美的・歴史的価値を有してい

ても、物質的側面を持たないため、修復対象とはならな

い。ただし、物質としての楽譜、楽器は修復対象となる。 
筆者が四年間の在学生活において手がけた作品は、

油彩画３点、テンペラ画１点、フレスコ画２点、木彫

（キリスト磔刑像）１点、祭祀用調度品１点、である。 

３.３ 修復作業の内容 
一般的な修復作業項目を、絵画作品を例に、工程に

沿って示すと表-７のようになる。 

表-７ 一般的な修復作業項目 
 キャンバス画 板  絵 フレスコ画 

 事前調査 事前調査 事前調査 

--- 害虫駆除および

予防 

予備洗浄（異物

除去） 

強  化 強  化 強  化 
絵具層の固着・

定着 

絵具層の固着・

定着 

絵具層の固着・

定着 

破れなどの修繕 支持体（板）の

固着 

モルタル層の固

着・定着 

--- 支持体（板）割れ

などの補修 

--- 

--- 支持体（板）の変

形予防措置 

--- 

キャンバス裏打

ち 

--- --- 

保
存
修
復
（
構
造
部
分
の
修
復
） 

新木枠への取り

付け 

--- --- 

洗  浄 洗  浄 洗  浄 

充填整形 充填整形 充填整形 

--- --- 絵具層表面保護

補彩および図像

再構築 

補彩および図像

再構築 

補彩および図像

再構築 

美
観
修
復 

絵具層表面保護 絵具層表面保護 --- 
 

４. 修復の歴史 

ヨーロッパでは､美術修復の歴史は､美術の歴史と同

じだけの長さを持っている。しかしながら、現代的な意

味での修復がそれなりの理論をともなって実践され始め

たのは、ようやく18世紀になってからである。ここで

は、ヨーロッパにおける修復の歴史を概括してみよう。 
<古代から17世紀にかけて> 
古代ローマ時代から中世後期にかけて､既に彫刻や建

築の修復が、作品が作られた同時代もしくは作品完成後

に施された、という記録が無数に存在する。ただし、オ

リジナルの材料を利用して別の新たな作品をつくること

や、オリジナル作品を改作するなど､現代の規準で考え

ると「修復倫理・理論」を逸脱する行為が､頻繁に起こ

っていた。 
この傾向は、17世紀の終わりまで続く。ルネッサン

ス期には古典復興の需要にあおられ、また、宗教改革お

よび反宗教改革期には教義的動機にもとづき、時代の要

請に応じて古い作品の上に新しい絵が描かれるのが通例

であった。17世紀フランス絶対王朝の時代には、美術

市場が発達し、全ヨーロッパのコレクターを対象に、古

美術の加筆や贋作作りが行われた。 
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<18世紀> 
18世紀の後半には、啓蒙主義が科学技術に対する新

たな関心を呼び起こし、化学および物理学の最新の成果

が絵画技法と材料の研究に応用され始めている。ポンペ

イ遺跡の発見（1748年）も同時代にあたり、発掘にも

科学技術の成果が取り入れられたが、同時に、古代の貴

重な作品が持ち出されて（盗掘されて）国外に大量に流

出するという被害が起きている。かねてから美術作品に

対する湿気と塩害による被害が深刻な問題となっていた

海上都市ヴェネツィアでは、1773年に「公共絵画査察

官」が設置され、作品の拘束リストが作られた。拘束さ

れた作品は、管轄当局の許可なくして撤去・修復される

ことを禁じられた。査察官と並んで、1778年には「公

共絵画修復監督官」が設置され、ピエトロ・エドワーズ

が生涯その任に当たった。1786年に、エドワーズは自

分の仕事についての詳細な報告書『公共絵画の保全・維

持改善のための管理計画予備論考』を著した。報告書で

は作品の損傷原因を分析し、作品保護の実施計画をスケ

ッチし、修復において守るべき規範について述べている。

また、修復に用いられる全ての材料は可逆的性格を備え

ていなければならない、という基準を打ち立てた。これ

は、現代修復における基本的原則の先駆けとなったもの

である。彼の晩年の著作で1819年に書かれた『絵画修

復学校の計画』は、修復の基本的課題のひとつである職

業人養成問題を扱っている。 
<19世紀> 

 

 
 
19世紀に修復さ

れ た コ ロ ッ セ

オ。修復箇所に

はオリジナル材

料の白色トラバ

ーチンと区別し

てレンガ（写真

では灰色）が使

用されている。 

19世紀には、ナポレオン軍侵攻によって多くの作品

が破壊され、国外の収集家・美術商に売却されるという、

イタリア美術界にとって一大悲劇が生じたが、一方、ロ

マン主義の影響を受けた修復理論が生まれ、作品のオリ

ジナル性が尊重されるようになった。こうした新しい潮

流を支持した芸術家や美術評論家に、ゴヤ、ミリツィア、

ゲーテ、ドラクロワ、ラスキンを挙げることができる。

教皇領もまた、美術修復を体系的に組織している。ロー

マ教皇ピウス7世は、後世における遺産の損傷を避ける

ために、「美術査察官」の任（教皇レオニウス10世に

よって設立され、ラッファエッロが歴任）を新たにし、

アントニオ・カノーヴアを招聘した。1802年には、芸

術作品保護のための法改正の目的で、枢機卿ドリア・パ

ンフィーリによって勅令が公布された。この勅令は

1820年にパッカ卿によって補完され、芸術遺産保護に

関するその後の法制度のモデルとなった。さらに、「修

復箇所が識別可能なような処置を施す」という修復倫理

もこの時期に、修復家ジョヴァンニ・カヴァルカセッレ

（ジョットのフレスコ画修復など）、建築家ヴァラディ

エ（コロッセオの修復など）らによって実践されている。 
<20世紀> 
20世紀には、二つの世界大戦、工業化・都市化の進

展、大規模な観光開発などが、美術品に対して、他のど

の時代よりも深刻な被害を与えたが、修復界にとってめ

ざましい理論的深化があったことも事実である。 
近年の経済発展の結果として生じた「大衆ツーリズ

ム」によって、美術展や修復展ブームが生み出された。

イタリア政府官僚もこぞって、芸術遺産が有する巨大な

経済的潜在力に目を向けはじめ、20世紀の終わりには、

多数の関係法が可決され、教育課程が設置されたほか、

芸術作品のリスト化・研究・修復のための職が生み出さ

れた。美術修復に資金供与する個人・法人に対して、イ

タリア政府は、税の減免措置などを実施している。これ

らの現象は全てマスメディアを通じて普及し、大衆的関

心の的となった。こうして、修復問題は、歴史上かつて

なかった一般的社会問題になったのである。 
著名な美術史家であるロベルト・ロンギは、芸術作

品の物質的側面の重要性を主張しつつ、1950年代の科

学万能主義的傾向のさなか、手工芸的訓練と古典的画材

に関する知識の重要性を強調した。 
1939年にはローマに中央修復研究所（I.C.R.）が設立

され、1960年まで初代所長を務めたチェーザレ・ブラ

ンディの著作は修復の現代理論の出発点となった。芸術

作品の保護・修復に関する多数の国際会議を経て、

1972年にはイタリアで「修復憲章」が締結され、保

護・修復の各分野に関する根本原則が規定された。続い

て1987年には「新修復憲章」が締結されている。1999
年には、「1999年10月29日法令第490号 テスト・ウ

ーニコ」という、文化財・環境に関する法令の集大成

がイタリアで公布されたが､ここにも､ブランディの理論

的影響の数々を目にすることができる。 

５. 文化財法令の歴史 

現代では、修復概念の対象範囲は「美術品・芸術作

品」からいわゆる「文化財」へと大きく拡張されており、

1987年に締結された「新修復憲章」では、「芸術、歴

史、そして文化全般における大きな関心を集めるような、

あらゆる時代、あらゆる地域におよぶあらゆる作品が修

復の対象となる」と規定されている。ここでは、文化財

関連法令の歴史を概括するとともに、「文化財」概念の

登場経緯を概観してみよう。都市、景観、環境をその概

念に内包する「文化財」は、「修復」と「土木・建築」
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を媒介するキー概念と見なすことができ、我々建設コン

サルタントにとって身近なテーマとなり得るためである。 
<イタリア文化財関連法制度の経緯> 
まず、表-８に示すようにイタリアにおける文化財関

連法制度の経緯を紹介する。（■はとくに重要な事項） 

表-８ イタリア文化財関連法制度の概略経緯 

□ ロンバルディア-ヴェネツィア、1745年「マリア・テレーザ

令」、のちに、1818年「帝国令」と合体 

□ パルマ公国、「1760年6月8日令」 

□ モデナ、「1857年通関税」 

- いずれも、美術・骨董品の国外持出禁止 

□ トスカーナ公国、「レオポルド大公1854年4月18日法律」 

- 公共鑑賞に資する絵画・彫刻作品の除去・破壊の禁止 

■ 教皇領、「パッカ卿1820年4月7日勅令」 

- 考古学出土品や美術・骨董品の国外持出に関する規定、

教会施設などが所蔵する歴史的・芸術的価値を有する全

ての品に関する目録作成 

□ 1861年、イタリア統一（イタリア王国成立） 

- 美術・骨董品の所有権不可侵の傾向が続く 

■ 「1902年6月12日法律第185号」 

- 歴史的・芸術的遺産保護に関する初のイタリア法。国外持

出が例外を除いて禁止されていないなど、不十分なもの 

□ 「1909年6月20日法律第364号」 

- 国外持出に対する拒否権をともなう規制、美術・骨董品の

譲渡不可の原則、私有財産の流通規制、歴史的・芸術的

価値を有するものの保全に関する措置 

□ 「1923年12月31日勅令第1889号」 

- 歴史的建築物および歴史的・考古学的・芸術的作品に関

する目録作成 

■ 「1939年6月1日法律第1089号」 

- 芸術的・歴史的価値を有するものの保護に関する法律 

■ 「1939年6月29日法律第1497号」 

- 自然景観保護に関する法律 

□ 1948年1月1日「イタリア共和国憲法」 

- 第９条を、景観と歴史・芸術的財産問題に充当し、文化国

家としての基本姿勢をうたう 

□ 「1964年4月26日法律第310号」 

 歴史的・考古学的・芸術的価値を有するものおよび景観の

保護と活用のための調査をフランチェスキーニ委員会に諮

問。委員会報告書において「文化財」の語彙が使用される

□ 「1975年1月29日法律第5号」、「1975年12月3日共和国大

統領令第805号」 

- 文化財・環境財省の設立と組織についての定め 

■ 「1998年10月20日法令第368号」 

- 文化財・文化活動省の設立についての定め 

■ 「1999年10月29日法律第490号（テスト・ウーニコ）」 

- 文化財関連法の集大成、「修復」の法律的定義づけ 

 
19世紀前半、国家統一以前のイタリア半島において

は、各都市国家が、骨董・美術品および考古学出土品の

国外持出の禁止などを目的とした文化遺産保護法制を、

独自に定めていた。なかでも、ローマ教皇ピウス７世在

位期間中に公布された「パッカ卿1820年4月7日勅令」

は、文化遺産保護に関する最初の広範的法制度として重

要な意味を持っている。その後1861年にはイタリア統

一が成し遂げられたが、19世紀リベラリズムの社会的

気風のもと、骨董・美術品についてはその所有権の不可

侵性（したがって流通や譲渡の自由性）が重んじられ、

これらに対する社会的管理・規制は停滞する。 
歴史的・芸術的遺産保護に関する法律がイタリアで

成立するのは20世紀に入ってからであり、1939年施行

の二つの法律（「法律第1089号」および「第1479
号」）によって国家規模の法制度が整ったといえる。 

1948年1月1日には「イタリア共和国憲法」が発効し

た。この憲法は第９条を、景観と歴史・芸術的遺産に関

する文化問題に充て、 
「共和国は文化の発展と科学技術研究とを振興する」 
「共和国は国家の景観と歴史・芸術的財産とを保護する」 
としている。憲法第９条は、文化財保護に対する先

の二法を踏襲しながら、別個に定められた文化財保護の

規定を一元化しているといえよう。 
その後、フランチェスキーニ委員会報告書にもとづ

いて、1975年に文化財・環境財省（Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali）が設立され、1998年10
月に、文化財・文化活動省（Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali）に改組されている。1999年10月29
日には、前述の「法令第490号（テスト・ウーニコ）」

が公布され現在に至っている。 
<「文化財」概念の登場経緯> 
「文化財、文化遺産」概念の登場は、「美的価値を

有するもの」に限られていた保護が、「歴史的価値」の

尊重という新たな社会的傾向にともなって、その対象を

拡張するに至ったことと関連している。表-８からも明

らかなように、社会的保護の対象が、一級の美的価値を

持つ「美術・骨董品、芸術作品」から、広義の「文化

財」へと拡張された、とみることができる。 
「法律第1089号」および「第1479号」においては、

保護の対象として「芸術的・歴史的価値を有するもの

（美術品、美術・骨董品とも表現）」、「自然の美」と

いう語彙が用いられていたが、国際的な舞台においては、

すでに1954年5月、「武力紛争時の文化財保護に対する

アジャ条約」締結時に、歴史的、芸術的、考古学的価

値を有する財および環境的美を表すために「文化遺産

（文化財）」という語彙が導入された。同じ年の12月、

パリで締結された「欧州文化条約」において、「文化

遺産（文化財）」という単語が改めて使用された。 
1964年にイタリアで、通称「フランチェスキーニ委

員会」すなわち「歴史的、芸術的、考古学的遺産およ

び景観の保護・活用のための調査委員会」が設立され

た。この委員会は「文化財」および「環境財」に対して

初めての定義づけを行い、いくつかのカテゴリーを例示

した。表-９、表-10にこれらを整理する。 

表-９ 文化財および環境財の定義 

文化財 文明的価値を有した物的証拠を構成する財。 

環境財 自然景観あるいは人為的景観を構成する区域、およ

び、都市化の有無に関わらず居住のための構造を構

成する有限な区域で文明的価値を有し社会的享有

のために保存されるべき区域。 
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表-10 文化財の分類 

「考古学財」: 考古学財産とは、芸術的価値とは

独立して、それぞれの文明の歴史的証拠を構

成し、発掘・発見によってもたらされる、動産・不

動産。 

「芸術・歴史財」: 芸術あるいは歴史的価値のあ

る文化財とは、卓越した価値、希少性、表象性

を有し、人類の歴史文化と関連を持つ、動産・

不動産。 

「景観財」: 明確な自

然財で地理的あるい

は生態的に統一され

た特性を有し自然界

の歴史に照らして著

しい価値を持つ自然

状態にある区域、お

よび、土木事業によ

る自然環境への人

為的変形が明白な

自然財。 

自然 

区域 

 

生態 

区域 

 

人工 

景観 

「文化財（文

化 遺 産 ） 」 : 

文明の歴史

に 対 し て 関

連 を 持つ 全

ての財は国

の文化遺産

に属する。考

古 学 的 、 歴

史 的 、 芸 術

的、環境・景

観 的 、 古 文

献・古書的、

および、文明

的価値を有

し た 物 的 証

拠を構成す

る あ ら ゆ る

財 は 、 法 律

の管轄下に

ある。 

「 環 境 財 」 : 

環境文化財

とは、自然景

観 あ る い は

人為的景観

を 構 成 す る

区 域 、 お よ

び 、 都 市 化

の有無に関

わ ら ず 居 住

のための構

造を構成す

る 有 限 な 区

域で文明的

価 値 を 有 し

社会的享有

のた めに保

存 さ れ る べ

き区域。 

「都市財」: 都市の歴

史的なりたちについ

ての文明的証拠とし

て 特 別 な 価 値 を も

つ、居住的構造物を

構成する財。 

歴史 

地区 

 
<「文化財」概念の拡張> 
従来、有形物を指してきた「文化財」概念であるが、

現代においてはその無形的側面が重要視され、保護対象

に「文化行為・文化活動」が加えられることになった。

後述する行政機構改組はこれを反映したものである。ま

た、すでにフランチェスキーニ委員会が「文化財」に含

めて示していた「環境財」が、地球環境問題のクローズ

アップとともに社会的重要性を増している。これらの傾

向をうけ、今日においては「文化財」が意味する内容は

その幅を著しく拡大しているといえよう。 

６. 文化財保護に関する行政機構 

イタリアにおける文化財保護の所轄は文化財・文化

活動省（Ministero per i Beni e le Attività Culturali）
であり、文化財の管理・保全・活用、文化活動の管理・

振興を管轄している。前述の文化財・環境財省が1998
年に改組になり、環境部門を独立させて誕生した。組織

機構をおおまかに示すと表-11のようになる。 

表-11 文化財・文化活動省の組織機構（概略） 

文化大臣: ジュリアーノ・ウルバーニ（2001年12月現職） 

事務総局 

歴史学・芸術学・人類学・民族学的遺産部門 

建築財および景観部門 

考古学財部門 

 

建築および現代美術部門  など 

文化財保全監督局（各州における出先機関） 

歴史学・芸術学・人類学・民族学的遺産部門 

建築財および景観部門 

 

 

考古学財部門  など 

国立研究・教育機関 

中央修復研究所（ローマ） 

貴石研究所（フィレンツェ）  など 

その他  美術館・博物館・図書館・古文書館  など 
 

７. 文化財と修復をめぐる今日的情勢 

「修復」は、有史以来どこの国・地域でも広く行わ

れている、人類の普遍的行為のひとつである。 
では「修復」が社会的行為、産業行為として成り立

つかどうかとなると、特殊条件を考えてみる必要がある。

社会的レベルでの合意形成（思想・哲学・法律規範・政

治）と市場（需要）である。前者は社会の文化的レベル、

後者は経済的レベル、と言い換えることもできる。 
近・現代の日本社会を成立させている根本原理は経

済（成長）であり、したがってあらゆる側面で「開発優

先」思想が浸透している。テクノロジーは開発を支える

根幹なので「技術」も優先事項となる。役所でいちばん

はばを利かせているところは国土交通省であり、インタ

ーネットの検索サイト主要見出しには「文化」の項目は

ない。「修復」は、端的にいって、日本社会から相手に

されていない、というのが現状である。 
米国は日本同様開発優先国家だが、植民以来500年経

っても、欧州への文化的コンプレックスから脱しきれず、

経済力にものをいわせた美術館・個人によるコレクショ

ンが伝統的に盛んなため、大きな美術市場がある。 
これらと対照的に、イタリアでは社会的合意、市場

とも完全に確立している。しばしば経済成長や生活利便

性を捨ててまで保全を優先させる、というお国柄だ。 
2001年にイタリア文化相が語ったところによると、

「修復現場数は、全国で年間2,300件にのぼり、支出額

は6,450億リラ（100リラ=6円として387億円）に達して

いる。これは建築修復と美術修復の合計値で、考古学財

修復分を加算すると１兆リラ（600億円）に達し」、

2000年における国内総生産（GDP。ある期間内に生み

出された付加価値の総額）の約0.04%に相当する。本数

値は政府支出分と考えられるので、日本の文化庁が示す

数値と比較することができる。（表-12参照） 

表-12 文化財関係支出と対ＧＤＰ比・日伊比較 

イタリア 日 本  

文化財・文化活動省 文化庁

135 兆円 513 兆円 a 国 内 総

生産 2000年値 2000年値

600 億円 376 億円 b 文 化 財

関 係 支

出額 
2001年値 

建築・美術・考古学財の保

全・修復 

2000年値

国宝・重文の保存、史

跡の整備活用など

c b/a 0.0444% 0.0073% 

註 イタリア国内総生産2000年値は2,257,066（十億リラ）を、

100リラ＝6円として日本円に換算したもの。 
 
上記数値は日伊とも、自治体支出分を含んでいない

ため国全体の実態については不明だが、イタリア政府が
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（株）オリエンタルコンサルタンツ『技術報』掲載論文を一部加工。 

文化財保護に割く費用は、対GDP比で、日本政府支出

額の６倍となっていることが分かる。ちなみに、ローマ

など119の市を擁するローマ県は2001-2003年の３ヵ年

予算に1,000億リラ（60億円）を建築・美術財の保全・

修復に充当している。 
巨額の公共支出は、いうまでもなく、税などの市民

負担に基づいており、これを支えているのは思想・哲学

を背景とした社会的合意である。文化財保全・修復を現

代イタリア文化の精髄とならしめているイタリア人の精

神性については、回を改めて紹介したい。 
しかしながら、ここにも現実的問題が横たわってい

る。近年大きな改善が見られるとはいえ、日本と比較す

るとイタリア経済は規模的に見て、超低空飛行であり、

文化財保全・修復の発注母体である国・自治体はどこも

財政難で、発注数は恒常的に厳しいものとなっている。

ローマでは2000年の聖年（ジュビレウム）にむけ、

1990年代後期に大規模な発注が続いていたようだが、

一大宗教イベントの終結とともに一気に途絶えた感があ

る。また、イタリア軍のアフガニスタン戦争への派兵参

加が決定し、これに伴う財政負担も文化事業に対する圧

迫要因となるだろう。テロ・戦争不安を背景に、絵画・

美術品一般に対する個人需要も冷え込む傾向にある。 

８. おわりに 

かつて日本でのイタリアに対する評価は「経済後進

国」だった。今では「文化大国」「生活大国」へとさま

変わりしている。これは日伊間の経済格差が縮まったと

いう事実よりも、日本人の価値観の変化に起因したもの

といえよう。80年代のバブル期にファッションや食通

文化を中心にしてブームが始まり、不況下に入ってもそ

の熱は冷めるどころか加熱の一方である。今や「イタリ

ア」は日本人の生活のすみずみにまで定着した感がある。 
こちらで生活すると日本人がイメージする「ヨーロ

ッパ」とは異質の生活風景が浮き彫りになってくる。実

際、欧州南端に位置するここイタリアは「ヨーロッパの

一角」であり「地中海世界の中心」でもある、という二

つの地政学的・文化的特質を持っているのだ。 
フランスやドイツという名詞が国家名と民族名を同

時に表わしているのに対し、イタリアは半島の名称であ

って民族の呼称ではない。数千年の長きにわたって異民

族の侵略・影響を受けてきたこの地域にあって、日本人

が想像するような民族的統一性・均質性は存在しない。

「イタリア人」という呼び名は「イタリア国籍人」に該

当する純粋に行政的概念である。たとえば、政府は強固

なグローバル化政策（親米政策）をとっているが、一般

市民のあいだでは反グローバル化意識もかなり強い。

2001年夏のジェノヴァ・サミットでは過激な反体制デ

があったが、これはイタリアがいまだに都市国家の集

成体である、という日常感覚と一致する。 

モ 

19世紀後半（日本の幕末期）にようやく国家統一を

成し遂げたという歴史的事実に加え、第二次大戦後の近

代化は、英・独・仏や日本が米国の影響で成し遂げたも

のと比較して大きくない。都市計画的な視点でいえば、

中世以来の都市国家体制が色濃く残っており、日本が長

く近代化の手本にしてきたアングロサクソン世界とは異

質の「地方主義」が温存されている。肥大国家の中央集

権体制の歪みがさまざまに顕在化している現代、たとえ

ば「都市計画における地方分権」の研究対象として、イ

タリアは非常に興味深い。 
一方で、欧州統合化は着実に進み、ユーロ導入が現

実化した。域内市民の移動や就労・就学の自由はすでに

あまりに日常的で空気のようなできごととなっている。 
多様な特質を有する文化的境遇で学び、やがて帰国

したときには、「文化」という観点から「都市」や「環

境」にアプローチできれば、と考えている。 
世界的潮流を背景に日本でも「文化・歴史資産の保

全・蓄積と活用」といった方向へ、世間の関心・政策と

も推移しつつある。こうした状況下において、「修復」

や「文化財」に関心を寄せることは、建設コンサルタン

トの将来を展望するうえでも大いに役立つと思う。本稿

が、これを読まれた方々の価値観を少しでも多様化させ

ることに役立てれば幸いである。 
 
留学で得た見識を私蔵するには社会的に考えても大

きなマイナスと考え、2001年5月に『ローマ修復留学記 
文化財とイタリア』と題するサイトを開設した。コンテ

ンツが専門的情報に偏っているため訪問者が一日10人
足らずという弱小サイトであるが、各方面から積極的評

価をいただいている。本論文関係記事のほか、イタリア

一般情勢に関するサイトのリンクなども掲載しているの

で、興味のある方は参考にされたい。 
最後に、人生にまたとないこのような貴重な機会を

与えてくださった（株）オリエンタルコンサルタンツお

よび役員・社員の皆様にお礼を申し上げる。 
 
サイト『ローマ修復留学記 文化財とイタリア』 

http://www.fromrome.gn.to 
ご意見・ご感想は右記まで。    junro@libero.it 
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