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本稿は、『イタリア留学を通じて「土木と文化財」

を考える』の続編である。文化財保存・修復の実際につ

いて、イタリアにおける二事例を紹介する。いずれの文

化財も、環境、建造物という属性を備えており、われわ

れ土木関係者にとって身近な事例といえよう。 

１. 『コロッセオ』の修復 

「フラヴィウス円形闘技場」は、ローマ帝国最初の

円形闘技場である。現在、イタリア最多の入場客数を誇

る歴史記念物として親しまれている。中世以来『コロッ

セオ』の別称を持つが、これは、建物が皇帝ネロの巨像

（コロッソ）の近くにあったことに由来する。連続する

三層のアーケードが古代ローマ建築特有の外観を形成し

ている。入口が80箇所あり、5万5000人を収容する。 
『コロッセオ』の作品および修復概要を表-１に示す。 

表-１ 『コロッセオ』作品および修復概要 

作品概要 

作品名 フラヴィウス円形闘技場（コロッセオ） 

発注者 ウェスパシアヌス帝 

制作時期 紀元72年着工、紀元80年完成 

作品規模 楕円形平面は長径188m、短径156m。外周壁

高さ50m。 

作品立地 ローマ市内 

所有関係 国有財産 

管理主体 ローマ考古学財保存監督局 

修復概要・第一期 

発注者 ローマ教皇ピウス七世 

作業統括 ラッファエレ・ステルンら 

工 期 1820年、工事終了 

修復内容 アーチ部の補修、東側控え壁建造による構

造補強 

修復概要・第二期 

発注者 ローマ教皇レオニウス十二世 

作業統括 ジュゼッペ・ヴァラディエ 

工 期 1821年、工事終了 

修復内容 西側控え壁建造による構造補強 

近年における保存・修復 

発注者 文化財・文化活動省 

作業統括 ローマ大学ラ・サピエンツァ、ローマ大学トー

ル・ヴェルガータ、ローマ大学ローマ・トレ 

保存・修復費 40.000.000.000リラ（約24億円） 

保存・修復内容 地震対策、地下水対策、床板・昇降装置復元

など 
 

(1)作品の歴史と１９世紀における修復 
過去に幾度となく損傷・被害を受け、紀元217年には

大火災後に、443年には地震後に修復が行われたという

記録がある。523年以降、興行記録が途絶え、幾世紀も

のあいだ、「トラバーチン（石灰華）の石切場」と化し

た。ルネッサンス期にはこの石がバチカンのサン・ピエ

トロ寺院建設にも使われている。1749年にようやく、

教皇ベネディクトゥス十四世（在位1740-1758年）が石

材持出しの禁止令を出したが、すでに建物は廃墟同然で、

とくに外周部は倒壊の危険にさらされていた。1806年
には、再び地震による被害を受けている。 
教皇ピウス七世（在位1800-1823年）が、建物の保存

計画実施を決定した。東側の連続アーチ部の固着・補強

作業と、上階へアクセスするための傾斜床の修理が行わ

れることになり、ステルン Raffaele Stern ら三人の建

築家が調査委員に任命された。調査報告書は、建物外周

の崩壊箇所端部に、補強用の控え壁を建設する必要性を

明らかにし、建物の耐久性・安定性と、経済性の要件を

満足するものであった当案は、教皇によって承認された。 
工事を委任されたステルンは、倒壊の危険にさらされ

たアーチ部の補修を行うとともに、側面全てをシンプル

な控え壁で補強した。工事は1820年に終了した。 

 

 
 
外周部東側端部を構造補

強するために作られた控

え壁。三角形の単純な形

態を持ち、オリジナルの

アーチ部分を裏から支え

ている。オリジナルの白

色トラバーチンとの区別

を容易にするために、レ

ンガが使用されている。 

図-１ 『コロッセオ』東側控え壁 

つづいてピウス七世の後継者である教皇レオニウス十

二世（在位1823-1829年）は、1822年に、建物西側外
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周の崩壊箇所端部にも、控え壁を建設することを決定し

た。プロジェクトは建築家でシビル・エンジニアでもあ

るヴァラディエ Giuseppe Valadier（1762-1839年）に

委任された。ヴァラディエは、考古学遺産の修復（ティ

トゥス凱旋門など）ですでに実績を挙げており、コロッ

セオにおいても対象作品のオリジナル性を尊重する方針

を打ち出した。ステルンが単純な幾何学形態をもつ控え

壁を採用したこととは対照的に、ヴァラディエはアーチ

形状を保持・復元しつつ控え壁を建設した。 

 

 
 
外周部西側端部の控え壁。

写真の、斜めにせり上がっ

ていく部分が控え壁である

が、アーチ形態がいくつか

復元されているため、一

見、構造補強物であること

が分かりにくい。オリジナ

ルと修復箇所の識別が可能

なのは、控え壁にレンガが

使われていることによる。 

図-２ 『コロッセオ』西側控え壁 

建物オリジナルの美観を侵害しないよう、控え壁の施

工には、構造・施工上の理由で部分的にトラヴァーチン

が用いられたほか、基本的にレンガが使用された。この

ように、ヴァラディエは、連続アーチという造形言語を

踏襲しながらも、修復箇所（付加箇所）とオリジナルと

を明確に区分するという規準を実践したのである。 

(2)近年における修復 
2000年のジュビレウム（聖年）を記念して、①建築

構造、②地質学・地質工学・地球物理学、③測量学、④

考古学・地形学、⑤歴史学・建築学の五分野にわたる大

規模な保存調査・修復作業が行われた。主な内容は、地

震に対する予防、地下水対策（建物はかつての沼地に立

地）、床板の復元（現在、地下構造が露出している部分

の上部を覆っていたもの）などである。床板復元には当

時と同じ木材が用いられ、取り外し可能で、闘技場内部

2700㎡のうち400㎡をカヴァーするものである。また、

かつて興行時に活躍した昇降装置の復元も行われた。建

物がかつて備えていた興行機能が回復されたのは、じつ

に1500年ぶりのことである。 
ローマ銀行は、これらの作業に400億リラ（約2066万

ユーロ、約24億円相当）を供出している。 

２. 『最後の晩餐』の修復 

1999年5月、レオナルド・ダ・ヴィンチ作『最後の晩

餐』の修復が、20年の歳月ののちに完了した。 
はじめに、作品概要および修復概要を表-２に示す。 

表-２ 『最後の晩餐』作品および修復概要 

作品概要 

作品名 最後の晩餐 

作 者 レオナルド・ダ・ヴィンチ 

発注者 ミラノ領主ロドヴィコ・スフォルツァ 

制作時期 1494年から1498年にかけて断続的 

作品規模 約45㎡ 

制作技法 油性テンペラ（亜麻油と卵）、漆喰最終層と

絵具層の間に鉛白層がある 

作品立地 ミラノ、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ聖

堂・旧食堂 

所有関係 国有財産 

管理主体 ミラノ環境財・建築財保存監督局 

修復概要 

発注者 文化財・文化活動省 

コーディネイト ローマ中央修復研究所 

作業統括 ミラノ環境財・建築財保存監督局（建築お

よび環境） 

ミラノ芸術財・歴史財保存監督局（壁画） 

工 期 1979年から1999年（初期調査およびドキュ

メンテーションは1977年に開始） 

工 数 延べ50,000時間（建築および環境12,000時

間、最後の晩餐その他壁画38,000時間） 

修復費 4.400.000.000リラ（約2億6400万円） 

ただし、絵画修復、設備および維持管理、

建築工事の合計 

科学的調査・研究 60種目 

協力機関 約30機関（官民合計） 
 

(1)修復の背景と作業初期段階 
修復の開始は1977年に遡る。絵画表面に確認された

小さな絵具剥離に対する処置がそのきっかけであった。 
1977年から1978年にかけて、ミラノ芸術財・歴史財

保存監督局によって女性修復士ピニン・ブランビッラ・

バルチロン Pinin Brambilla Barcilon に業務が委託さ

れた。業務内容は、絵画層と下地漆喰の接着状態を確認

するとともに、定着作業と画面クリーニングを試験的に

行うというものである。ローマ中央修復研究所の協力を

得て作業を進めた結果、レオナルドの手によると従来思

われてきた絵具層は、じつは、オリジナル作品の層と後

世の加筆層との合成物であることが判明した。1951-53
年にマウロ・ペッリチョーリ Mauro Pellicioli によって

修復作業が行われたことが知られていたが、大部分の加

筆は18～19世紀のものであることが明らかになった。 
すぐに問題が持ち上がった。危険な状態にある加筆部

分の絵画層薄片を定着するべきか、それとも、除去すべ

きか。後者の場合、オリジナル作品の判読性が向上する

とともに、絵画の物理的構造が単純化されるためにその

後の修復作業が容易・確実なものになる。一方、絵画は

黒変化現象をともなって図像が不明瞭になっているとと

もに、1950～70年代のあいだに、ミラノの深刻な大気

汚染によって劣化が進む一方であった。 
こうした背景により、1978年、オリジナルではない

絵画層を可能な限り除去する方針が決定された。この処

置によって、レオナルド自身の手による絵画作品が明ら

かになるであろうことを期待しての決定である。 
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初期の成果は肯定的なものだった。1978年から1983
年にかけて、壁画最右部の三使徒のクリーニングが行わ

れ、レオナルドが用いた明るい色彩がよみがえった。人

物の頭部や衣服襞表現の美しさも明らかになった。 
なお、国家財源と並行して、1983年から、絵画修復

作業にオリヴェッティ社が資金を提供している。作業の

全工程の写真撮影および記録、無数の分析・調査、ドキ

ュメンタリーの出版も同社の資金供与による。 

(2)科学的調査 
1985年から1991年にかけて、中央修復研究所および

国内・国外機関の共同により、一連の科学的研究・分析

が行われた。これらの科学的調査は、以下に示すように、

本保存・修復計画の四つの基本問題に即したものである。 
①絵画制作技法の識別。 
②過去の修復において作品に施された固化剤、定着剤

など諸物質の識別。 
③壁体（絵画支持体）の力学的分析および測量、地球

構造学的調査など。 
④気温・湿度状態および空気質の測定。 
上記①、②については、ガスクロマトグラフィー法に

より、レオナルドが使用した顔料およびメディウムが識

別された。確認された物質は、乾性油、動物性膠、天然

樹脂、合成樹脂、シェラック樹脂（動物性樹脂）である。 
なお、④に関連して、旧食堂の空気濾過計画と新しい

入室システム（隔室を利用して外気の直接流入を防ぐ）

が、早くもこの段階で実施されている。 

(3)絵画技法についての新発見 
1) 油性テンペラ技法 

イタリアにおける伝統的な壁画制作には、フレスコ技

法が用いられている。これは、下地漆喰が乾く前に水で

溶いた顔料を施す技法で、顔料と漆喰が化学反応で結合

し炭酸カルシウムの安定層が形成されることにより絵画

にすぐれた耐久性をもたらすものである。ところが、レ

オナルドは『最後の晩餐』制作に本技法を用いず、「完

全に乾いた漆喰の上に絵具を施した」ことが長らく通説

であった。その事実が、修復作業および科学的調査によ

って裏付けられた。メディウム（顔料粉末をつなぎとめ、

支持体上に定着させる物質）に、亜麻油と卵を混ぜた

「油性テンペラ」が使用されたことが判明したのである。 
2) 鉛白層 

通常、壁画はその下地に二層の漆喰層を有するが、レ

オナルドはこれらの上に鉛白（塩基性炭酸鉛）層を施し

ている。これは板絵制作に用いられる技法であり、壁画

に用いられることはなかった。レオナルドは実験好きで

知られているが、むしろこの特殊技法は、特定の絵画効

果を狙ったものと考えられる。じっさい、絵具の下地背

景に鉛白を用いたことによって、その上層部の色彩に並

外れた輝きを与えることに作家は成功している。 

(4)劣化の要因 
1) 湿 気 

『最後の晩餐』の劣化は、ルネッサンス期の芸術史家

ヴァザーリが指摘しているように、制作修了直後に始ま

った。もちろん、制作技法の変則性もその原因のひとつ

であるが、後世における劣化の主要原因は壁面がたえず

湿気を吸い込んだこと、具体的には、絵具層の下層に形

成される「間隙凝結」であることが分かった。 
2) 塵芥と大気汚染物質 

上記に加え、塵芥と大気汚染物質が、湿気と並んで、

劣化の重大な付加要因となっていることが判明した。少

なくとも20世紀初頭より塵芥が劣化要因であることは

知られていたが、その本当の危険性が適正評価されずに、

塵芥付着の予防措置が講じられなかったのである。 
時代がくだるにつれて、修復作業には、塵芥や大気汚

染物質に対する吸着性能のより高い物質が用いられ、こ

のことが作品劣化を促進させた。また、大気汚染物質の

旧食堂への侵入は顕著で、ある時期には、室内の汚染濃

度は室外環境よりも高い値を記録したほどである。 
さらに、塵芥と大気汚染物質が湿気と結びついて化学

反応が起きることにより、絵画構成物質の劣化が促進す

ることが懸念された。 

(5)保存・修復方針の策定 
ほんの何年か前まで、修復といえば、作品本体のみが

作業の対象であって、とくに18、19世紀においては、

欠損部分の復元、あるいは、不安定材料の構造的支持に

もっぱら注意が向けられていた。作品を取り巻く「環

境」はまったく省みられなかったのである。このレオナ

ルドの作品についても例外ではない。 
20世紀初頭になってようやく、作品の保存が「複雑

性」という次元において考慮され始め、絵画の救済と環

境の健全化は同時並行でなければならない、という立場

が打ち出されるようになった。こうした背景により、本

プロジェクトにおける保存・修復方針は、環境、壁体

（絵画支持体）、絵画の三側面に応じて策定された。 
1) 環境改善の方針 

作品設置場所と外部との環境バランスを改善する、と

いう理念に立ち、「パッシヴ・システム」を採用。現況

条件を急激に変更するのではなく、旧食堂と室外環境と

の間に「緩衝空間」を設け、この空間に作品劣化要因

（温度・湿度変化、塵芥、大気汚染物質、過剰な入館者

数）に対する濾過機能を持たせる、という発想である。 
空気浄化は行うものの、特殊設備はいっさい置かず、

旧食堂に隣接した小部屋のガラス扉を入館に合わせて開

閉するのみ、という簡素なシステムである。ちなみに、

一度に25人以上を入場させない規制が行われている。 
照明には、均質な照度分布を持ち、環境の熱平衡に悪

影響を与えない装置が自然採光とともに使用されている。 
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2) 壁体の力学的処置方針 
連合軍による1943年の激しい空爆によって旧食堂全

体が力学構造上、深刻な危機に陥った。レオナルドが作

品を描いた壁が倒壊を免れたのは、奇跡とされている。

本プロジェクトにおいては、壁体の裏側に補助構造体

（金属製の格子型骨組み）を設置することが決定された。

また、壁体にセンサーが取り付けられ、その動きが恒常

的にモニタリングされることになった。 
3) 絵画修復の方針 

絵画修復の目的は、作品を適切に保存すること、作品

を適正に鑑識評価し公共の用に供すること、にある。科

学的調査の結果をもとに、1992年より、修復作業が精

力的に行われたが、その基本方針は以下のとおりである。 
①過去の修復作業によって作品に付着した異物（固化

剤、定着剤など）を除去し、絵画表面の負荷を軽減する。 
②過去の加筆や修復によって図像に加えられた変更を

是正し、元作品に対してのより適切な鑑賞を担保する。 

(6)絵画修復の作業内容 
異物除去すなわちクリーニングには、顕微鏡を用いた

きわめて精緻な作業が要求された。これは、オリジナル

部分と異物とを見分けながら、後者のみをていねいに除

去する、という条件に由来する。 
クリーニング後に欠損となった部分（すなわち加筆絵

具が除去され、下地漆喰が露出した部分）には、画像を

再縫合するために補彩が施された。この作業は作品保存

を狙ったものというより、むしろ、作品の鑑賞性を向上

させることに目的があり、環境・支持体改善を保存修復

と呼ぶことに対し、本過程は美観修復と呼ばれている。

しかしながら、美観のために作品オリジナルの保存が犠

牲になるようなことは許されない。そこで、欠損部の補

彩には可逆性の（すなわち除去がいつでも可能な）水彩

絵具が使用され、オリジナル部分との識別を容易にする

ために、「リガティーノ」とよばれるハッチング（垂直

の短描線）技法が用いられた。 
 

  
修復前：画面が全体的に

暗く、コントラストが甘

いうえに形態が不明瞭 

修復後：絵具の欠損を有

するものの、画面に明る

さと明瞭さが回復 

図-３ 『最後の晩餐』より「キリスト像」 

(7)将来的劣化の予防 
修復終了後に劣化現象が加速することがあり、このよ

うなケースはけっして稀ではない。こうした事態を防ぐ

ために、以下の恒常的対策が講じられている。 

①環境防御システム。（気温・湿度および空気質の恒

常的モニタリング） 
②入館者数の調整と予約の義務化。 
③壁体の力学的状態のモニタリング。 
④絵画、旧食堂、環境に関するデータの一元管理。 

３. 二事例にみる文化財と土木との関わり 

以上、二つの事例から、「文化財保存はエンジニア

リングである」ということができる。上の事例はイタリ

アでも（あるいは世界でも）最重要プロジェクトに当た

り、体制、予算、工期ともに恵まれた条件にあったわけ

だが、そのポリシーが特殊なわけではけっしてない。 
壁画は、建築物や環境とまさに一体的システムを形

成しているため、その保存・修復には建設技術や環境技

術を必要とする場合が多い（絵画修復そのものが専門の

修復士にたよるものであるにせよ）。美術館収蔵作品に

ついても、近年においては作品の劣化要因や保存環境に

対する科学的アプローチが必須となっている。建造物の

場合には、歴史的観光資源としての機能回復に加え、社

会・文化的機能をも蘇らせて現代的文脈のなかで活用し

ようという動きにあり、これは、都市（歴史地区）や景

観の場合も同様である。 
修復対象が美術であっても、修復は芸術活動ではな

く、作家と同じスタンスで作業に関わることはタブーと

されている。保存・修復に携わる者は、芸術的、歴史的、

経済的価値など作品の諸側面を公平に評価し、作品に対

して中立の立場で接しなければならないのである。この

姿勢は、土木エンジニアの立場と通じるものがある。 
土木と文化財の関わりは、土木文化財の保存調査や

都市計画・まちづくりにおける歴史資源の活用など、多

様化しつつある。さらに、これらを超えて、我が国の土

木界とくに建設コンサルタントが有する総合技術（建設、

環境、景観、情報、さらに社会的合意形成技術）が文化

財保存・修復に貢献できる場は大きく広がっている。 
 
ご意見・ご感想は右記まで。    junro@libero.it 
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