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本稿は、西欧における文化財思想とその規範の登場

経緯について、哲学的見地から考察するものである。 

１. 日伊における文化財保存・修復 

前回紹介した『コロッセオ』、『 後の晩餐』の事

例を見ても明らかなように、現代のイタリアにおける文

化財保存・修復の特徴は、唯物主義のもとでの原作（オ

リジナル）保存主義にあるといえよう。また、作品に対

する介入姿勢には徹底した科学主義がうかがえる。 
対照的に、日本においては、作品の材質的オリジナ

ル性より、かたちの無欠性を重視する傾向がある。考古

学遺跡において建物の復元は通例であるが、遺跡のかつ

ての形態を裏付ける物質的証拠は存在しないため、復元

建物はすべて類推の産物ということになる。また、伊勢

神宮においては、儀式を通じて二十年ごとに新しく神殿

が造り替えられる。神殿は、かつての形態が寸分たがわ

ず保存されていても、その木材は建設当初のものではな

く、作品の物質的オリジナル性は棄却されている。 
そもそも、「文化財」「文化財保存・修復」という

発想は西欧近代で、特殊な思想・哲学的文脈のなかで生

まれたものだ。つまり、文化財とは人類普遍の概念では

なく、じつにヨーロッパ的な産物なのである。 
本稿の目的は、西欧社会にとって文化財とは何かと

いうことを、その概念の成立経緯に遡って把握すること

にある。独立した文化体系を持つ一個の社会にとって、

文化財はどんな意味、機能を持っているのかということ

を、特殊解として知ることにより、日本の社会あるいは

土木にとって、文化財とは何か、どうあるべきか、とい

うことをたずねる糸口をつかむことができるであろう。 

２. 文化財保存・修復の現代規範 

文化財保存・修復の現代理論は、ブランディ Cesare 
Brandi がその著作『修復の理論 Teoria del Restauro』
（1963年）において提唱した諸原則から出発するとさ

れる。「修復は、作品を未来に継承することを念頭に、そ

の物理的実体および美的・歴史的二極性において認知する

という方法上のきっかけをつくりだす」というくだりはそ

の理論の基底部にあたり、1999年10月29日法律第490
号「テスト・ウーニコ」においては、「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・保護を保証するために実施される処置を指す」

という表現でその思想がそっくり条文に反映されている。 
ブランディの言説から、修復の対象となるのは作品

の物理的実体（物質）であること、作品は美的・歴史的

二極性を有することが分かる。テスト・ウーニコの「文

化的価値」は、この美的・歴史的二極性を指している。 
こうしたことに関連して『修復の理論』では、「作

品の物理的実体は必然的に優先されることになる。なぜ

ならこれが、表象［図像的すがた］をあらわすほかでも

ない場所となっており、未来に表象を伝達するものであ

り、［中略］修復するのは美術品の質料［物質的材料］

だけである。［中略］この物質的実体が可能なかぎり長

期にわたって持続するために、あらゆる努力と追求が行

われるべきである。」と述べられている。ちなみに、彼

が著書のなかでいう「美術品」「作品」とは、「美的価

値と歴史的価値を有した人為生産物」を指しており、

「文化財」の同義語であるとみて差し支えないだろう。 

３. 西欧における文化財思想の哲学的背景 

19世紀にすでに、現代的規範のいくつか（修復箇所

の識別性など）が『コロッセオ』の修復などにおいて適

用されていることから、ブランディ以前にその理論的枠

組みは西欧哲学界に存在していたといえる。 
ここでは、①表象‐質料二元論、②唯物主義、③美

的‐歴史的要件、という三つの「思考様式」に着目し、

その登場経緯を西欧哲学史の概観において考察する。ち

なみに、表象‐質料二元論とはものごとを「すがた、か

たち」と「もの」の二側面に分けて考えることである。

唯物主義とはこれらのうち前者を捨象してものごとの物

質的側面のみをとりあつかう（考察する）ことであり、

人間を精神‐肉体に分け、肉体をたんなる物質であるか

のようにあつかう外科手術の立場に類似している。 

(1)表象‐質料二元論 
 
表象‐質料の二元論は、アリストテレスの形相‐
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質料論に由来する。表象（image）は、形相（form）

が意識のなかにかたちづくる像という意味をもち、

質料（matter）は、物質的材料を意味する。 
 
形相は「かたち」であるが、そのギリシア語源エイ

ドスは、イデアと同義である。ソクラテス、プラトンは、

かつての理想が失われ衆愚政治のはびこっていたアテネ

において、目に見える世界（≒現象、事物）は仮象であ

り、現世を超えたところにあるイデアこそ実体そして真

なる存在と考えた。ピュタゴラス派にとって「すがた」

を意味したイデアということばを、ソクラテスは「倫理

価値や美的価値それ自体」という意味で用いた。一方、

プラトンは、現実世界の根拠となる原型という意味でイ

デアを用いた。プラトンにとってイデアは客観的存在で

あり、主観‐客観の二元論はこの時代では未成立であっ

た。ギリシア人にとって哲学とは、人間の思惟のなかに

現れるもの（想起されるイデア）を媒介にして、理想や

真理あるいは神々に近づいていくための手段であった。 
イデアが人間の思考の産物と考えられるようになる

のは、17-18世紀のイギリス経験論によってであり、近

代思想用語としての「観念」という意味が与えられた。 
ソクラテス、プラトン以前のギリシア哲学は、自然

を考察対象としており、精神・物質に区別はなかった

（自然学）。宇宙=森羅万象の自然は、それ自体秩序だ

ったものと考えられ、コスモスとよばれた。「世界がど

のように生じ、どのように成り立っているか」という命

題をめぐって、タレスらが「世界の根源であるなにか」

を措定したことに対して、ヘラクレイトスは「世界は絶

えず変化し、永遠に生成している」と唱えた。その後、

パルメニデスによって万物の基本原理が「存在」と名づ

けられ、唯一不変な「実体」という概念が発明された

（存在論）。相矛盾する根源概念と生成概念は、デモク

リトスの原子論によって融合される。原子は静的で生命

を持たない粒子であり、その運動は外的な力である精神

によるとされ、精神‐物質に一線が引かれることになる。

このような考え方と、イデア‐現象（実体‐仮象）の区

分法は、主観‐客観、思惟‐対象、精神‐物質といった、

西欧近代哲学・二元論の遠因となっている。 
アリストテレスは、ここまでのギリシア哲学を総合

化した。つまり、自然学から質料概念を、プラトンから

イデア主義を継承し、質料・イデアの双方を「実体」と

いう概念に包摂するのである。アリストテレスは、質料

‐形相をおなじ実体の二つの側面としながらも、ヘラク

レイトスの生成論を受け継いで、ものごとは、質料（可

能態）が形相（現実態）を経ることにより生成する、と

考えた。形相が実体の本質であり、質料はそれ自体では

何ものでもないものとし、プラトンのイデア主義になら

って形相が先にある、と考えたのである。形相という鋳

型がまずあって、そこに素材としての質料が流れ込んで

くる、というイメージであろうか。さらに、プラトンで

はまだ徹底されていなかった「言葉による説明」（ロゴ

ス=論理）を哲学様式として定着させ、形相はロゴスの

なかに求められる、とした。ロゴスとは世界の内的法則

を表現する人間の理性の能力であるが、事物のあり方に

直接依存するのではなく、テオーリアすなわち距離を置

いた観察にもとづくものである。ここには、西欧哲学の

理論重視の姿勢とともに、主体‐客体の二元論の萌芽を

見ることができる。 
さて、ものごとをイデア（理想世界）‐現象（目に

見える世界）に二分し、考察対象をもっぱらイデア・精

神界に求めるというプラトン哲学以降の伝統は、古代末

期の新プラトン主義を経て、キリスト教世界に継承され

る。イデアという超越観念は、絶対者であり創造主であ

る「神」の概念に引き継がれ、物質界に対する関心が希

薄だったアリストテレス哲学がキリスト教教義にとりい

れられ、中世の精神世界を支配するようになる。論理学

の伝統が神の存在証明のために使われていくのである

（キリスト教神学=スコラ哲学）。 
イデア=形相主義は、美術品や建築物に対する姿勢に

もあらわれている。ヨーロッパでは古代、中世、ルネッ

サンスを通じて、修復といえば形態の復元であり、オリ

ジナル材料の保存が顧みられることはなかった。また、

形相が重視されることは、西欧文化とくにイタリア文化

が視覚性を非常に重視することにもあらわれている。 

(2)唯物主義 
 
唯物主義は、デカルト思想に由来する。そして、

修復行為の対象はもっぱら、判明にして実体的な客

体としての質料なのであり、形相（図像やかたち）

がどんな欠損を抱えていても、それ自体は重要問題

として扱われない。また、現代における保存・修復

の科学的立場も、ここに出発点がある。 
 
羅針盤の発明によって大航海時代が幕開け、ヨーロ

ッパ人は鉄砲を携えて新大陸に乗り出していく。アラビ

ア経由で古代ギリシア哲学の文献がヨーロッパに逆輸入

され、翻訳され印刷された文献の普及が、キリスト教会

による知識の独占体制を崩していく。経済は、半自給自

足から貨幣経済へと移行し、広域市場が形成されていっ

た。思想、技術、経済の各方面において新たな現実的可

能性が開かれたのである。 
こうして、人間は無限に大きな価値を有したもの、

という思潮が形成されていく。すでに、トマス・アクィ

ナスの死後、14世紀にはキリスト教神学は求心力を失

い、「結局のところ人間の思考では神は理解できない。

だまって神の意思に従うことだ」という主張が聞こえは

じめていた。可能性の現実基盤を手にした市民階級は、

必然的に、弱体化した教会権力の呪縛から自由になり新

たな思想形成への道を選択する。 
15世紀にプラトンの著作がラテン語に翻訳されたこ

とにより、「イデアが世界の本質である」という思想が
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復活する。フィチーノはこれを「魂は自然の中心であ

る」と言い換え、ミランドーラは、「人間は神の被造物

を愛し賛美する者であり万物の観想者である」とした。

人間が世界の中心に座るルネッサンス的世界観の確立で

ある。そして、それまで哲学の対象が思惟・精神そのも

のであり神であったことが一転し、自然が考察の対象と

なり、物質が関心の的となっていく。 
レオナルドやガリレオは実験にもとづく自然科学の

基礎を開いた。自分の身の回りにある自然が対象となる

ということは、それをながめる観察者の主体が客体から

遠のいていき、主体‐客体の図式ができあがっていくと

いうことである。じっさい、ルネッサンスの巨匠たちは

透視図法（遠近法）、風景画、幾何学式庭園を発明し、

この図式を現実世界において視覚化する。16世紀中期

から17世紀中期にかけて、コペルニクス、ケプラー、

ガリレオが自然界の法則を打ち立てるが、これは、創造

主たる神がつくった秩序ある世界に畏怖をいだきながら

も、万物の観想者たる人間が神の法則を再発見する、と

いう信念にもとづいて行なわれたのである。 
さて、自然科学上の大発見・大発明があいついで起

こったにもかかわらず、思想・哲学の権威においてはい

まだに、人間の認識の可否をめぐる瑣末な論議が続いて

いた。自然界の法則のいくつかが明らかになっていたの

にもかかわらず、人間は真理を正確に知ることができる

か、すなわち、「主観は客観に到達しうるか」というこ

とに対して懐疑的立場が健在であったのである。 
17世紀半ばにデカルトが「主観‐客観は一致する

か」というこの難問に解答を与える。超越存在である神

を措定し、主観も客観も神の被造物であるとすることに

より、「主観、客観内容の同等性」を宣言し、その後の

自然科学の発展に強力な理論的土台を与えることになる。

また、精神、物質はどちらも神が創造した実体であるこ

とを明言する。プラトンによって実体性が否定され、キ

リスト教会からも考察の対象からはずされた「物質」に

対して、自然学以来、ふたたび実体性が与えられたので

ある。さらにデカルトは、思惟する主体と延長である物

体を明確に区分し、両者は異なる原理を持つとした。主

体の側に精神、客体の側に物質が属する「精神‐物質」

（あるいは「主体‐客体」）二元論の確立である。 
また、この切断によって、哲学と科学はまったく別

の道を歩むことになる。哲学は、プラトン以来の伝統を

受け継いで、精神を扱っていくのに対し、科学はもっぱ

ら物質をその考察対象としていくのである。 

(3 美的‐歴史的要件 )
 
美的‐歴史的要件の二元論は、古代ギリシアのイ

デア・形相主義と、18世紀のロマン主義運動に始ま

る歴史主義の合成物であるといえる。 
 
17世紀から18世紀にかけて活躍したニュートンは、

ガリレオから測定術、デカルトから唯物主義を受け継い

で近代自然科学を確立し、機械論的世界観を打ち立てる。

17世紀に始まる科学革命が成就するのである。 
さて、スピノザはデカルト二元論に対して一元論を

唱え、思考と延長を神の同じ属性と見なす。一切は神の

本性から必然的に生成するとし「神即自然」を唱えるの

である。神が創った自然は秩序を持ち、この秩序は自然

科学的思考によってとらえられる、という考え方（理神

論）は、やがて、自然を考察する際にいちいち神を措定

する必要はないという考え方（無神論）にいたる。こう

して18世紀に啓蒙主義が台頭することになる。啓蒙主

義は機械論的世界観をいっそう推し進め、世界を統制可

能な対象と考える自然科学のスタンスは、その後、社会

科学にまで及んでいく。こうして延長（物質と空間）の

みならず、時間をも対象化しようという試みが生まれ、

決定論・目的論的な歴史学が流行する。 
これに対する反動としてロマン主義運動が興り、18

世紀後半には、歴史のそれぞれの時代にはかけがえのな

い価値があり、それぞれの民族、国には独自のアイデン

ティティがあるとする立場が、ヘルダーによって打ち出

された。そして、古代より、美術品についてはそのイデ

ア・形相的価値のみがもっぱら鑑賞対象であり蒐集・修

復の対象であったところに、「歴史的価値」というもの

が加わるのである。このような動きと関連して、美的価

値と歴史的価値の合体物という概念が生まれ、「歴史記

念物」（モニュメント）が発明される。 
歴史記念物は、ある社会が、過去を具体的な形で現

在のものとすることによって、時間を通じての永続性、

すなわち、アイデンティティと真実性（正統性）を表現

するものであり、その社会がかつてつくりあげた価値や

意味体系が今でも有効であることを想起させるものであ

る。歴史記念物は、機械論的世界観、決定論・目的論的

歴史観の「代償物」として、近代思想の内側から登場し

てくるのである。これは、伝統的な美術品の概念と合体

して、のちに「文化財」概念に結晶していくことになる。 
また、化学・物理学の成果が考古学や修復に応用さ

れはじめ、現代に至る文化財保存・修復の科学主義的傾

向に直結している。 

４. 文化財保存・修復に対する思想の適用 

上に見た「表象‐質料」「美‐歴史」という図式は、

保存・修復の運用にどう関わってくるのであろうか。 
さて、美術品は図-１に示すように、制作完了直後よ

り時間の経過とともに変化し、現在のわれわれの手元に

とどく。その変化には、①物理的・化学的要因による劣

化、②加筆・改造や修復など人為的要因による改変、の

二種類がある。①には、素材自体の性質によるもの（内

在的要因）と環境によるもの（外在的要因）があるが、
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いずれも不可避であり、自然劣化と呼ぶことができる。

②は原理的に不可避ということではないが、どんな作品

であっても、これを逃れることは稀である。 
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図-１ 美術品の劣化と改変 

修復は、「作品を原状に戻し、将来的劣化を予防す

る」行為であるが、「原状」には二つの時点が存在する。

（図-１）ひとつは、A．完成直後、つまり、自然劣化

が始まる以前の状態であり、もうひとつは、B．人為的

改変を受ける前の状態である。 
A、B いずれを遡及時点と考えるかによって、表-１

に示すように、修復に対する二つの立場が生じる。 

表-１ 修復における二つの立場 

ａ）「表象主義的」修復 
遡及

時点 
A 完成直後の状態：劣化現象がまったく存在せず、

人為的改変も受けていない状態。表象、質料ともに

完全・無欠な状態。 
立場 劣化・改変に対して作品の表象面を優先的に考慮。 

上の状態に戻すのは、劣化の不可逆性により原理的

に不可能。妥協策として、復元つまり「仮説的再

現」が行なわれる。修復行為の対象が美術品や文化

財であるかぎり、その意図は美的価値の再生であ

り、質料的原物性の回復を考慮したものではない。 
物質的オリジナル性より表象、正確には、表象の無

欠性・完結性が優先され、かつての「かたち」を復

元・再現しようとするもの。 
ｂ）「唯物主義的」修復 
遡及

時点 
B 人為的改変を受ける前の状態：すでに自然劣化は

受けているが、加筆や修復行為による改変を受ける

前の状態。 
立場 劣化・改変に対して作品の質料面のみを考慮。 

化学的・物理的劣化現象が不可避であることによ

り、劣化を質料の内在的性質として考える。したが

って、劣化は物質的オリジナル性の一部である。一

方、人為的行為による付加物は、質料の原物性を損

なうものとして除去される。 
質料、表象は一体不可分であるため、質料的不純物

の除去は表象的付加物の除去を意味する。その結

果、表象に欠損が生じても、質料的原物性を優先

し、かたちの欠損は原則として復元されない。 
 

(1)二つの立場の違いについて 
修復の立場に相違が生じる要因について、「表象‐

質料」「美的‐歴史的」の図式から考えることができる。 
1) 「表象‐質料」から見た場合 
両方の立場において、表象がそれぞれの方法で尊重

されている。ａ）においては完成直後のかたち（と想像

されるもの）、ｂ）では制作者に帰するかたちのオリジ

ナル性に焦点が当てられている。これらの立場の相違は、

表象に対して原作者以外の人間が介入できるのか、でき

ないのか、という考え方の違いによる。 

西欧哲学の伝統的な見方にならえば、認識の射程範

囲に形相（イデア）を含めるのか、判明な物質に限定す

るのか、ということによって立場が分かれるといえる。 
2) 「美的‐歴史的」図式から見た場合 
「歴史的価値」を証拠づけるのは、原作性と原物性

（表象的オリジナル性と質料的オリジナル性）である。

さて、美術品・文化財は、文化的所産つまり人為的生産

物である。自然劣化は文化的所産にとって不可避の外在

的条件であるが、人為的改変は文化的所産に対して同一

位相から、その作品の成立根拠である「美的価値」その

ものを侵害するものである。よって、自然劣化は許容で

きるが、人為的改変は許容できない。 
このように、「美的‐歴史的」図式を用いると、修

復の立場は唯物主義的にならざるを得ない。じっさい、

歴史的価値というものが発明される以前は、修復はもっ

ぱら、表象主義的立場によって行なわれたのである。 

(2)二つの立場の適用について 
1) 表象主義の適用 
古代からルネッサンスにかけて修復は一貫して表象

主義の立場をとっていたが、20世紀においてもヨーロ

ッパの各地で戦後復興の際に、被爆都市の復元がこの手

法によって行われたことは注目に値する。イタリアにも

ナポリの聖キアラ教会など多くの実例がある。日本の考

古学遺構の復元もこのタイプに属する。修復成果は、図

面や文書など歴史的考証物の存在にかかっている。 
2) 唯物主義の適用 
質料的原物性を保つという思想にもとづき、『コロ

ッセオ』の外周部は復元されず、その形態のほとんどが

消滅したままになっている。また、『 後の晩餐』にお

いては加筆部が質料的不純物としてすべて除去されたこ

とにより、図像の欠損は修復以前より増加した。 
なお、『コロッセオ』においては、構造壁の物質的

固化・強化が行なわれたが、崩壊部分に控え壁を設置す

ればこれが目に見える以上、新たな表象が作品のなかに

顔を出すことは避けられない。そこで次善措置（妥協

策）として、オリジナル部分と修復箇所（付加部分）を

識別可能にするために、異なる素材が用いられている。 
 
ご意見・ご感想は右記まで。    junro@libero.it 
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