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｜序章 

現在の日本の美術では、絵画作品に金箔や金属箔がよく用いられるが、多くの場合それは日

本画と漆工芸である。この二つの分野では、代々膠や漆を用いて箔を押す伝統的な手法が継承さ

れてきた。油絵（テンペラ画を含む）の場合は、おそらく紀元前3000年の古代エジプト時代から

継承されてきたポリメント金箔処方であろう。このポリメント金箔処方は、12世期頃のゴシック

期に技術的に最も成熟したと考えられている。油彩画が誕生する以前のテンペラ画の一つの表現技

術であり、背景部分を神聖な空間、あるいはオーラとして表現するために金箔を使用している。こ

れらの作品は金箔地テンペラ画（図1、2）と呼ばれ、現在でも数多くの教会の中で輝いており、

中世の美術における祭壇画及びイコンの発展に重要な役割を果たしてきた。しかし、現代とは異

なり、中世は金箔地テンペラ画の制作に大変複雑な手順と技量を必要とした。そのため大作の場

合は弟子を雇い、多人数で完成させることが殆どであった。現在の画家は単独での作業が主であ

るため、ポリメント金箔処方は使いづらく、気持ちはあれど精力と時間不足で制作に取り入れる

ことができないのであろう。本来であれば油絵分野で誇るべき歴史を持つこの技術が現在ではほ

とんど使われず、その代わりに使いやすい樹脂系の金箔接着剤が用いられている。この接着剤は

18世紀頃に中世の油性モルデンテの技術を改良した物である。例えばシャルボネール社のミクス

チョン、ホルベイン社のジャパン・ゴールド・サイズなどである。しかし、樹脂系の金箔接着剤を

用いた効果はポリメント金箔処方のそれと大きく異なるため、代用することができない。現在日

本のテンペラ画技法書に記されたポリメント金箔処方は、確かに中世のものより効率がよく進歩し

ているが、未だ製法は複雑であり、大変な手間がかかるうえに表現の多様性に欠けている。従っ

て、現代における絵画分野の制作に応用し難いと考えられている。 

本研究は、油絵分野における金箔地テンペラ画のポリメント金箔処方の研究を通して、絵画

領域の箔表現効果を考察するものである。チェンニーノ・チェンニーニ著『Il Libro dell'Arte』（絵

画術の書）によるポリメント金箔処方の復原を通して、中世の技術に熟練しながら、油絵分野に

おいて有効的な処方を考察する。またポリメント金箔処方が現代の絵画様式に与える新たな表現

とは何か、その表現が進化する可能性を考察し、定格的なイメージから多様に模索することで、

現代に応用できる絵画表現に繋げていく研究である。 
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図1

Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, Madonna con il Bambino 
(1430-1450) Galleria Sabauda, Turin, Torino, Italy.

図2

Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, Madonna con il Bambino 
(1430-1450) Galleria Sabauda, Turin, Torino, Italy.（部分）



・本研究について 

チェンニーノ・チェンニーニ著『Il Libro dell'Arte』第4章には、ポリメント金箔処方につい

て詳細に記載されている。西洋における板絵の意味は単純に板（Panel）を支持体とした絵画のこ

とであるが、昔の画家は木材だけではなく金属、石、人工物など様々な材料に描いていた。現在

の板絵といえば、木材を支持体として使用すると一般的に認識されている。キャンバスが油絵の支

持体として普及する以前は、板絵が壁画や装飾写本などによく用いられ、特にビザンチン・中世

ヨーロッパ (約12世紀～15世紀頃) の祭壇画 に使用されていた。板の上に描画する技法は、西洋1

だけでなく世界各地の伝統絵画に存在している。そして、西洋絵画において重要な役割を果たした

のはこの板絵である。　　 

私が板絵を初めて知ったのは、大学三年生のテンペラ画 の授業であった。それ以前は油絵の2

知識が乏しく、市販のキャンバスしか使用していなかった。現在では、油絵を描きたい場合には画

材屋でチューブ絵具やキャンバスを購入すればすぐに描くことができ、美術教育も古典技法より精

神性を重視する傾向がある。私の大学時代の油絵の印象は、ベタ塗りの中に精神性を探る苦しい

ものであった。当時は繊細で平面的な画面を作りたいと考えていたが、市販のキャンバスにいく

ら細かく描いてもうまくいかず、立体感や物質感などを写実的に表現するためにチューブ絵具と揮

発性油だけで努力したが実らなかった。大量にテレピン油を使い、その臭いのせいで油絵が嫌に

なり、諦めようとしたこともあった。振り返ってみれば、油絵の技法や材料の知識が不足してい

たのではないかと思う。自分が求める絵画表現は、材料のもつ限界に縛られるような、戸惑いを

感じるものであった。絵画の表現は材料や技法に大きく左右されると強く感じたため、古典技法

に興味を抱くようになったのである。 

大学三年生の後期にあったテンペラ画の集中講義から、木板を支持体として制作し始めた。

当時はまだ支持体の下地作りを知らず、市販のジェッソをそのままラワンパネル の上に塗布して3

から制作していた。私にとってはとても新鮮な作業であったが、そのラワン材のせいでジェッソの

下地は平らにならなかった。ラワン材の表面には無数の皺があり、ジェッソ地を綺麗に磨いても

その皺が出て来てしまう。当時はその下地の上に絵具をたっぷり塗布すれば皺が隠せると考えて

 キリスト教の教会で、祭壇の背後に掲げられている宗教画。絵を収めた枠が左右に2つつながった二連祭壇画、3つの三連祭壇画など1

がある。（大辞泉）

 絵画技法の一つ。水と混和する展色剤のなかで練り合せた顔料の絵具。浮化液としては，水と油を混和し浮化性と定着性が必要なた2

めにレチシンを含む卵黄のほか，アラビアゴム，蜂蜜などが使われた。エジプト，メソポタミアの古代文明の時代から使われたが，特
に初期ルネサンスのイタリアの画家たちが好んで使った。筆の動きが円滑でないため色調が固くなるきらいがあるが，硬化後は変質せ
ず，ひび割れ，剥落は生じない。薄い透明な絵具の層が光沢を帯びて，重ねられたはけの跡が視覚的に混り合う効果があり，のち油絵
が生れるまで，色調を混合する技術も開発されて多用された。作品としてはチマブーエ，ジョット，ボティチェリのものが代表的。
（ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典）

 市販品でラワン材を使ったパネル、表面は荒い。ラワン材とは、熱帯アジアに分布するフタバガキ科の常緑高木、多くの属種を含3

み、特にフィリピン、インドネシア、マレーシアなどに多く産する。
3

https://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%AC%E3%82%AD-865835
https://kotobank.jp/word/%E7%B5%B5%E5%85%B7-37099
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%B4%E3%81%A8%E6%B2%B9-637737
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E3%82%B4%E3%83%A0-27815
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A1%E3%82%BD%E3%83%9D%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%82%A2-141380
https://kotobank.jp/word/%E7%AD%86-120099
https://kotobank.jp/word/%E8%89%B2%E8%AA%BF-72652
https://kotobank.jp/word/%E6%B2%B9%E7%B5%B5-26827
https://kotobank.jp/word/%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%A8-96559
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-80508
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9C%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AA-133653


いたが、一年後にはそれらの作品に皺が出始めてしまった。ラワン材は表面の密度が低いため、

ジェッソ や絵具層が皺の部分に徐々に染み込んでしまう。 4

このとき私は、ラワン材の表面に綿布や麻布などの繊維材を貼付しなければ絵画層に非常に

悪影響を及ぼすことを知らなかった。どんな材料でも果たすべき効果があるが、限界もある。一

つの材料の性質と果たすべき効果の限界を知らなければ、一つの表現効果がなくなるという意味

であろう。油絵は文字通り油絵具で描くという単純な分野ではなく、テンペラから油彩使用まで

の歴史や支持体の変遷など、古来からの知恵によって成立している。そして油絵分野の未来も含

め、精神性の革新を重視しつつ、技法や材料によって可能となる表現効果の範囲を広げること

も、新たな表現の可能性を示すことができるのではないかと考えている。 

大学を卒業後、本格的に油絵の古典技法を学ぶため、広島市立大学大学院の油絵専攻に進学

した。板絵を含む西洋絵画の古典技法を勉強しながら自主制作を行なった。修士一年生後期に、

ヨーロッパ中世の祭壇画にある金箔地（黄金背景）テンペラ画 の集中講義があることを知り、講5

義に参加した。講師は古典技法研究者の赤木範陸先生だった。赤木先生は、マソリーノ6

（Masolino da Panicale）の《Madonna and Child》（聖母子像）という作品の部分模写（図

3）を行っていた。初めて絵画作品という平面上の認識を破り、工芸性が含まれた立体的な作品に

私は刺激された。金箔のもつ独特な質感と絵具の色彩で作られた雰囲気に魅了され、興味を持つ

ようになった。そして、金箔地テンペラ画の技法を自分の制作に取り入れようと考え研究し始めた

が、制作の手順が大変複雑であることを知った。支持体から下地完成までの過程は現代のそれよ

り手順が多い。例えば金箔を押す際には、従来の基準では下地に気泡がないため削る作業は非常

に重要であり、かなり手間がかかる。また金箔を押してからのテンペラの部分も、高度な技術が

必要となった。当時の授業ではA4サイズ程度の小さな作品でも三週間はかかり、それだけで精一

杯だった。サイズの大きい作品は、中世では工房の弟子達を集めた共同制作が一般的であった

が、一人で制作するには非常に難しい作業と思われた。それらの理由で今後の制作は不可能と考

え、一時的に金箔地を使用することをやめてしまった。 

 ジェッソ（市販）は、アクリル系樹脂エマルジョンを媒体にした主にアクリル絵具用の地塗り剤である。4

 中世キリスト教絵画の中で黄金に輝く背景を持つ作品である。絵画部分は卵黄テンペラで描かれており、絵画部を含めた総称として5

「黄金背景テンペラ画」の名前で呼ばれる事が多い。背景部分は金箔地または単に金地と呼ばれている。

 マソリーノは本名Tommaso di Cristofano Fini（1383―1447頃）。ゴシックとルネサンスの過渡期に位置するはイタリア、ルネサン6

ス期の画家。同時代人のマサッチオの革新性とは対照的に、その画風は「国際ゴシック様式」と見られている。
4



博士課程に進学してからは、油彩技法を中心に制作しつつも、再び金箔地による絵画表現の

試作を作り始めた。ロシア国立博物館の訪問研究員として、イコン に関する現地調査を行った経7

験のある主指導教員の森永昌司先生から、イタリアの祭壇画に描かれた聖像画はビザンチンのイ

コンと繋がりがあることを学び、イコンの金箔処方について研究し始めた。さらに、本大学のロ

シア人の交換留学生の協力を得て、イコンの古法文献を幾つか見つけることができた。多くの文

献はその殆どが基礎的な説明であり、既存の研究資料とあまり変わらないように見受けられた。 

正教会の教徒が多いロシアでは、赤ん坊の誕生や結婚式などにイコンが用いられ、自宅に飾る習

慣がある。また中世の伝統と同じように徒弟制度があり、技術を守る義務がある。しかし、現在

ではイコンに関する厳しい制限が緩和されており、大学でもイコンの制作を学ぶことができるよ

うになった。いくつかの現代の文献を調べると、今のロシア・イコン（図4）は伝統技術を守りつ

つも専用の道具や洗練された技法を使用しているため、研究に役立つ情報は豊富に存在した。 

様々な情報を整理しながら金箔地イコンの試作（図5、6）を進めていき、伝統を守りながら

も現代に有効な制作法を研究するために、一番手間のかかる石膏地の改良にも着手していった。

当時は小さな改良を加えながら大量に石膏層の実験を行ったが、これは私にとって大きな成果で

あった。この改良（詳細については第4章を参照）によって金箔地の制作時間と手間を大幅に削減

でき、現在の制作に取り入れることが可能になった。これまでは、金箔地の制作は時間的に難し

いという理由で諦めていたが、下地作りが効率的になったことで、自分の絵画表現に応用できな

いかと考えられるようになった。これが本研究の始まりである。 

 イコンとは，東方正教会において，信仰のかなめとなるキリスト，聖母，聖人などの聖画像。信徒の信仰生活に重要な意味をもち，7

聖堂内のみならず信徒の私宅にも安置され，崇敬される。いわゆる板絵形式のものが最も多く，次のような過程で制作される。まず木
板の四周を残して中を浅く彫りくぼませ，そこに麻布を貼り，上に膠を用いて雪花石膏(アラバスター)の粉を塗布し，この上にテンペ
ラ絵具で聖像を描く。大きさは携帯用の小型のものから，聖堂内のイコノスタシス（図）に掛け並べる大型のものまでさまざまであ
る。（世界大百科事典 第2版）

5

https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E6%96%B9%E6%AD%A3%E6%95%99%E4%BC%9A-104169#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E4%BF%A1%E4%BB%B0-81649
https://kotobank.jp/word/%E4%BF%A1%E5%BE%92-538528
https://kotobank.jp/word/%E9%9B%AA%E8%8A%B1%E7%9F%B3%E8%86%8F-87188
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%82%B9-30350#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
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図4

作者・作品名不詳、ロシア・イコン （現代）

図3

Tommaso di Cristofano Fini（1383―1447頃）
《Madonna and Child》の部分模写
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図6

イコンの試作（完成）

図5

イコンの試作（途中経過）



・研究の意義と目的 

本研究は、油絵分野で金箔地テンペラ画に使用されるポリメント金箔処方の研究を通して、

絵画領域における箔表現の効果を考察するものである。 

14世紀以後、人文主義者がギリシャ、ローマの文化を復興するため、ヨーロッパ社会で革新

的な文化運動「ルネサンス」が興った。その風潮は絵画とともにイタリアで始まり、西欧各国に

広まった。聖なる空間を表すポリメント金箔処方は激減し、現在に至るまでに時代遅れの技法と

見做され、淘汰されたと言える。しかし、現在ヨーロッパ各地にある教会の中で未だ輝き続けて

いる祭壇画やイコンは、多くの人々を魅了している。そして、ポリメント金箔処方を使用した背景

は、殆どの場合は支持体と下地の影響で亀裂が生じるが、下地より上層の劣化は非常に少なく、

安定性と耐久性に優れていると言える。 

本研究の目的は、西洋絵画の歴史を振り返り、技術の面からポリメント金箔処方の性質、特

徴、淘汰された理由を検討し、チェンニーニの技法を復原しながら考察することである。そして

その復原的な考察を通し、既存の技法と比較検証しながら、現在の絵画制作に利用できる技法に

改良することである。そして本研究の成果を通して、自分の制作との繋がりと、ポリメント金箔処

方が絵画表現にふさわしいものであるという、新たな可能性を提示することである。 

まず復原的考察では、中世ヨーロッパの技法を出来る限り当時のままに再現して制作するこ

とが望ましい。チェンニーニ著『Il Libro dell'Arte』は、その時代に残された唯一の詳細な文献で

ある。そのため多くの研究者がこの著書を解読し研究してきたが、現在日本の『Il Libro 

dell'Arte』に関する文献は、その殆どが90年代に海外の研究文献から翻訳したものであり、曖昧

な点が多い。日本では、『Il Libro dell'Arte』を金箔地テンペラ画の復原模写を通して実技の面か

ら考察した文献は存在しない。そのため、近年の外国の文献を調査し、ポリメント金箔処方を理

論と実技の面で段階的に考察し、日本の技法と比較する必要がある。 

そしてこの『Il Libro dell'Arte』の復原的考察を通して、ポリメント金箔技法の仕組みを深

く理解し、現在の技法との比較とその結果の理由を解明しながら、新たな仕組みを再構築できる

と考えている。主に実技の面から効率性と多様性を考察し、現代の制作に有効な技法に改良して

いく。 

最後に本研究の成果を自分の制作に取り入れ、ポリメント金箔処方の改良を促す新たな表現

と可能性を論じる。 
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｜第1章　金箔地テンペラ画とポリメント金箔処方 

第1節　金箔地テンペラ画とポリメント金箔処方の関係 

金箔地テンペラ画は、油彩画が誕生する以前のテンペラ画の一つの表現技術である。テンペ

ラ画の背景部分の神聖な空間、あるいはオーラを表現するために金箔を使用していた。これは、

中世の祭壇画及びイコンに重要な役割を果たした。金箔地テンペラ画は文字通り金箔とテンペラ

を併用した絵画であり、日本では「黄金背景テンペラ画」とも呼ばれている。ヨーロッパではテン

ペラ画（Tempera）の中にあるポリメント金箔技法、或いは光沢金箔技法（Glanz 

Vergoldung）、さらに現代ではウォーター・ギルディング（Water Gilding）とも呼ばれている。

日本においては、テンペラ画といえば卵テンペラや油彩との混合技法がイメージされるが、ヨー

ロッパでは多くの人々が祭壇画（図7、8）の上にある金箔とテンペラを併用した絵画のことを思

い浮かべるであろう。金箔地テンペラ画は西洋絵画の中でもかけがえのない存在であり、油絵を

探究する為の非常に重要な要素である。 

9

図7

作者・作品名不詳、トリノ大聖堂（イタリア）



金箔地テンペラ画の定義は、中世ヨーロッパの板に描かれたテンペラ画のことであるが、広

義では板以外の支持体に描かれた絵画も含まれている。壁画の上に金箔を押したものも存在し

た。ポリメント金箔処方とテンペラ技術は、二つのルーツを持つ古来からある技法である。 

テンペラ（Temperare）はラテン語の「混ぜ合わせる」が語源だが、昔は「メディウム」と

いう意味も含んでいた。油彩が成熟してなかった時代には、「膠テンペラ」、「ゴムテンペラ」、

「卵テンペラ」があり、古代から中世末期まで水溶性絵画技術として一つのグループに纏めること

ができる。例えば、膠と顔料を混ぜた日本画は膠テンペラの一種であり、水彩画のアラビアゴム

と顔料を混ぜた水彩絵具はゴムテンペラに該当する。その他でもっとも古いテンペラ技術は、エン

カウスティーク（Enkaustik）と呼ばれる「蠟テンペラ」である。絵画としては古代プトレマイオ

ス朝時代に板の上に描かれたものが最古であるが、この技術は古代エジプトで絵画を保護するた

めのワニスとして使用されたと見られている。現在はテンペラという言葉は「卵テンペラ」と狭義

で認識されているが、テンペラの語義は時代によって変化している。 

中世のテンペラ画でもっとも使用されているのがこのポリメント金箔処方である。技法の特

徴は、金箔の表面を鉱石、動物類の歯などで磨き、光沢（或いは半光沢）を出すことである。し
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図8

絵画層（卵テンペラと油彩の混合）と金箔層（ポリメント金箔地）



かし、ポリメント金箔処方の起源は歴史の中でその痕跡を失い、未だに特定が困難である。『絵

画材料事典』では以下のように記述している。 

A.D.13世紀の1手写本De Coloribus et Artibus Romanorum（ローマ人の絵具

と技法）（Merrifield，I，220）には艶出し器を赤鉄鉱で作る，と書かれている

が，この製法は回転砥石・タイル・仕上げ砥でまず研ぎ，その次に鉛の板や小牛

皮の毛のある側を用いて研ぎ，ボブラ材で仕上げ研ぎをする。動物類の歯もこれ

と同じような方法で研ぎあげたといわれている。  8

また、金箔を粘土で押しつけて磨く技術は中国の北宋時代（11世紀）に編纂された建築著書

『営造法式』 の中に記載されており、このとき既に成熟していた技術と考えられている。 「箔9 10

磨き」の最古の例は、エジプトの墓にあったと見られている。『絵画材料事典』には以下のよう

に記述されている。 

NebamenやIpuky（テーベ，no.181）にあるエジプト人の墓所から出土した壁

画の一部には、1人の職人が金でデザインを押して行く傍で、箔磨きを用いてい

るもう1人の職人の姿が描かれている。この制作年代はB. C. 1380年頃であ

る。  11

上記を見ると、ポリメント金箔処方は非常に古い技術であり、紀元前1380年より以前に既に

存在していたと考えられる。ポリメント金箔処方の技術が最も成熟し輝いていたのは、12世紀中

期から15世紀まで栄えたゴシック美術の時期であり、それ以前はビザンティン美術・初期キリス

ト教美術（図9、10）の中でもよく使われ、数々の美しい作品が残されている。西洋絵画の父と呼

 R. J. ゲッテンス・G. L. スタウト（共著）、森田恒之（訳）『絵画材料事典』（Painting Materials : A Short Encyclopedia）美術8

出版社、1973年、279頁。

 李誡（李明仲）編著、全34巻（目録、看詳(アブストラクト)を入れると全36巻）。北宋末期の哲宗、徽宗に仕えていた李誡が、紹聖49

年(1097年)に勅命を受けて、編纂が開始された。

 田兴玲、李志林、马清林、高峰『中国古代金箔在贴金技术中的应用研究』（古代中国における金箔押しの技術応用研究）北京化工大10

学材料科学与工程学院、中国文化遗产研究院、2010年。

 『絵画材料事典』、279頁。11

11

https://ja.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9D%8E%E8%AA%A1&action=edit&redlink=1
https://ja.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9D%8E%E6%98%8E%E4%BB%B2&action=edit&redlink=1
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%AE%8B
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%93%B2%E5%AE%97_(%E5%AE%8B)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%BD%E5%AE%97
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B9%E8%81%96


ばれているジョットの師匠チマブーエ（図11）は、イタリア初期ルネサンスの最初の偉大な芸術

家であり、当時のビザンティン様式の影響を強く受けていた。彼がイタリアで卵テンペラ技術を

使用した時期には、ポリメント金箔処方はすでに技法的に完成していたと思われる。 
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図9

La Mère de Dieu Glycophilousa, Galleria Sabauda - Turin, 
Torino, Italy.（著者不明）

図10

Galleria Sabauda - Turin, Torino, Italy.（展示風景）



第2節　金箔地テンペラ画における総金箔処方について 

本節では、ポリメント金箔処方以外のものも含めて、中世における金箔地表現を技術面から

紹介したい。 

中世の金箔処方は、下地の上に全体的に或いは部分的に金箔を置いている。現在を含める

と、三つの主な技法に分けられる。光沢のあるポリメント金箔処方（ウォーター・ギルディン

グ）、油金箔処方（オイル・ギルディング）或いは油性モルデンテ 、最後に細部や装飾的模様に12

使う金泥処方（Oro Macinato）である。  13

 非油性（ニンニク）モルデンテもある。12

 クヌート・ニコラウス（著）、黒江信子・大原秀之（訳）『絵画学入門』美術出版、1985年、116頁。13

13

図11

Cimabue, 1285-86, The Madonna in Majesty, 
1240-1302.（局部）



ポリメント金箔処方はウォーター・ギルディングとも呼ばれている。水で金箔を押すという

意味だが、単に水を接着剤とするのではなく、その下地と金箔の中間にボーロ（Bolo）という粘

土を挟んでいる。ボーロは「土の塊」を意味する。ウォーター・ギルディングのギルディングとは、

「鍍金」或いは「箔押し」を意味する。従って日本語の呼び方は「箔の水押し法」と言える。中

世の金箔地テンペラ画がすべてウォーター・ギルディングを用いているとは言い切れないが、この

ポリメント金箔処方は金箔地テンペラ画の代表的な技法と言える。 

ドイツの画家マックス・デルナーは、絵画材料及び保存修復に関して非常に高い知識をもつ

研究者である。彼は著書の中で、金箔地に対してこのように述べている。 

ポリメント金箔処方あるいは光沢金箔処方はもっとも古くそしてもっとも高貴な

ものである。これのみが最高に輝く金の平面を提供する。芸術家の仕事であった

絵画・彫刻においては昔から常に光沢金箔処方であり、油金箔処方であることは

まったくなかった。  14

上記のオイル・ギルディングはミッショーネ（Missione）という技術を指している。中世頃

に始まった油性モルデンテ （Oil Mordant）と呼ばれる油性ワニスで金箔を速やかに貼る方法で15

あり、乾性油（リンシードオイル）に乾燥促進剤（銅緑青や鉛系）を加えて煮立てながら樹脂

（ネズミサンのゴムと思われる）を溶かして加えたものである。この中世の油性モルデンテの技

術は18世紀頃に改良されており、コパール樹脂を主原料とした乾性油（リンシードオイル）と乾

燥促進剤（マンガンや鉛系）を加えたものとなる。当時はフランスのルフラン社の商品で、ミク

スチョン（Mixtion）という名称であった。現在日本のホルベイン社の「ジャパン・ゴールド・サ

イズ」という金箔接着剤も、中世の処方で改良したものと見られている。中世頃にこの強い接着

力を持つ油性モルデンテは、板絵の石膏地ではなく壁画や布の金箔接着剤として使われたと見ら

れている。 

ポリメント金箔処方の重要性を示す為に、マックス・デルナー氏の文献を引用したが、少し

懸念が残る。その理由として、歴史の観点から見ると中世におけるポリメント金箔処方はもっと

も古い技術なのかという疑問と昔から常に光沢金箔処方であり、油金箔処方がまったく使用され

 マックス・デルナー（著）、ハンス・ゲルト・ミュラー（改訂）、佐藤一郎（訳）『絵画技術体系』（Max Doerner,The Materials 14

of the Artist and Their Use in Painting）美術出版社、1988年、254頁。

 チェンニーノ・チェンニーニ（著）、辻茂（編訳）、石原靖夫・望月一史（共訳）『絵画術の書』（Il Libro dell’Arte）岩波書店、15

1991年、第91、92、151、152章。
14



ていなかったという記述に対する疑問である。金箔の接着剤として使う樹脂は年代が非常に古

い。例えば漆は天然樹脂の一種であるが、ビザンティン美術時代の日本や中国などのアジアでは

「漆器」の中に金箔を使用していた。当時既に東ローマ帝国は中国と外交があり、中国の史書に

記載された「大秦」とは「ローマ帝国（東ローマ帝国）」を指すとみられている。 

さらに『後漢書』には、「和帝の永元九年（97年）に西域都護の班超が甘英を使者として大

秦に派遣した」と記されている。唐代にアジアの中心国家であった長安は、当時の世界最大級の

都市で、シルクロードの貿易を行っていた。このシルクロード貿易によって、長安はイスラム帝国

や東ローマ帝国と結ばれ、美術品などを含む様々な交流が出来たと思われる。その時代に残され

た数々の巨匠の作品がポリメント金箔処方を使用していたとしても、誰かが樹脂の使用を試してい

なかったと言い切れないのである。したがって、ポリメント金箔処方は油金箔処方にある「油」

及び「樹脂」より歴史が古いという筋が曖昧であり判断できないのである。 

金泥処方も同様に、油性モルデンテとどちらが歴史が古いかを確定することはできない。本

論文のもっとも重要な参考文献である『Il Libro dell'Arte』によれば、金泥と銀泥の製造技術は中

世から既に成熟していたとしている。中国の後漢末頃（2世紀）の応劭 の著書『風俗通儀』に金16

泥の記載 があるが、チェンニーニの記した製法（金箔を粉状にし卵白を加える）と同じものと見17

られている。この金泥処方は、当時の仏像の表面によく利用されていた。 

金箔地テンペラ画の金箔処方は主に上記の三つの技法であると考えられるが、それぞれ長い

歴史を持つ先人たちの知恵の結晶であり、どの技術が歴史的に一番古いという結論を出すためで

はなく、それらの技術について文脈を出来る限り明確にするための考察である。 

 応劭（おう しょう、不詳～204年8月以前）は、中国後漢末期の政治家。字は仲瑗。豫州汝南郡南頓県（現在の河南省周口市項城16

市）の人。『風俗通』・『漢官儀』といった著作や『漢書』の注釈を著した。父は応奉。弟は応珣。甥は応瑒（建安七子の一人）・応
璩。

 応劭『風俗通·正失·封泰山禪梁父』後漢（25年～220年）の中に「剋石纪号，著己绩也。或曰：金泥银绳，印之以玺。」（水銀と金17

粉で作られた泥、印鑑を押すために使うとの意味。）
15
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第3節　チェンニーノ・チェンニーニ著『Il Libro dell'Arte』によるポリメント金

箔処方 

中世におけるポリメント金箔処方は、当時の職人・芸術家の工房及び所属しているギルドに

守秘義務があるため、技法書などの文献は殆ど残されていない。あっても一行または暗号的な言葉

に過ぎないと見られている。そして14世紀から15世紀の間、フィレンツェ出身のチェンニーニ

は、中世の技法を文献として後世に残すべく、『Il Libro dell'Arte』という技法書を書き残した。

彼はフィレンツェにて、アーニョロ・ガッディ（ジョットの弟子タッデオ・ガッディの息子）のも

とで約12年間修行している説があるが、彼の作品は現存していない。チェンニーニの美術史上の

評価は、画家としてではなくこの『Il Libro dell'Arte』の著者としてである。この著書の原本は未

だに見つかっていないが、三つの写本が残されている。中村彝・藤井久栄氏共訳の『芸術の書』

の中では、3種類の写本であることが示されている 。また、同じく『絵画術の書』の中でも、318

種類の写本があると記されている。 

ところで，チェンニーニが自ら筆を執って記した原手稿は，今では行方が見失わ

れて存在しない。代って存在するのは，フィレンツェのラウレンツィアーノと

リッカルディアーノの両図書館，そしてヴァティカーノの図書館に，それぞれ所

蔵されている合計3種の写本である。これらの中では，ラウレンツィアーノ本

（Pluteus LXXVII、Codex XXII）が，最も古くて1437年に，リッカルディアー

ノ本（Ricc。2190）が，それに次いで16世紀から18世紀の間のいずれかの時期

に，そして，ヴァティカーノ本（Ottoboniano 2974）は，1737年に，それぞれ

書き写されたものとみられている。  19

しかし、海外の文献によると、フィレンツェの国立中央図書館のパラタインコード818

（Codice Palatino 818）が18世紀末までに書かれた第四の写本であるとしている。 全写本を以20

下にまとめる。 

  チェンニーノ・チェンニーニ（著）、中村彝・藤井久栄氏（共訳）『芸術の書』（Il Libro dell’Arte）中央公論社、1964年、204頁。18

 『絵画術の書』「序にかえて」、v頁。19

 Letteratura artistica Cross-cultural Studies in Art History Sources, Giovanni Mazzaferro. Cennino Cennini e il "Libro dell'arte": censimento delle 20

edizioni a stampa. Parte prima: dal 1821 al 1900, Bologna, dicembre, 2013, https://letteraturaartistica.blogspot.com/2013/12/giovanni-
mazzaferro-cennino-cennini-e.html　（閲覧日：2021年8月26日）
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①『Codice Mediceo-Laurenziano P.78.23（ローレンツォメディチコード

P.78.23）』（ラウレンツィアーノ本），1437年，フィレンツェ，Biblioteca 

Mediceo-Laurenziana（ラウレンツィアーナ図書館） 

②『Codice Riccardiano 2190（リッカルディアーナコード2190）』（リッカ

ルディアーノ本），17世紀頃，フィレンツェ，Biblioteca Riccardiana（リッカ

ルディアーナ図書館） 

③『Codice Vaticano-Ottoboniano 2974（オットボニアンバチカンコード

2974）』（ヴァティカーノ本），1737年，ヴァティカン市国，Biblioteca 

Vaticana（ヴァティカーナ図書館） 

④『Codice Palatino 818（パラタインコード818）』（パラティーノ本），18

世紀，フィレンツェ，Biblioteca Nazionale Centrale（国立中央図書館） 

このように、『Il Libro dell'Arte』の写本は四つであると見られている。その写本の中にあ

る金箔処方は中世の文献と比較すると非常に詳しく記載されており、極めて貴重な文献である。そ

して、ルネサンス美術の祖とも呼ばれているジョット から受け継がれてきた技法も、この著書に21

記されている。ジョットはチマブーエ の弟子と見られており、ビザンチン時代の技法も継承して22

いるとされている。また刊本として、1821年にタンブローニの原語版から多くの言語に翻訳され

ている。これについては第2章第2節「既存のポリメント金箔処方について」の中で詳細に紹介す

る。 

『芸術の書』はモッテ（Mottez,V）版（仏訳）から1964年に和訳されたものであり、中村

彝氏と藤井久栄氏共訳として出版された。この著書は『 Le livre de l'Art ou Traité de la 

peinture par Cennino Cennini』（1858）の改訂版『Nouvelle édition augmentée de dix-sept 

chapitres nouvellement traduits』（1911）から和訳されたものである。 

本書は、Cennino d'Andrea Cennini《Il libro dell'Arte》のヴィクトールモッテ

Victor Mottez仏訳《Le livre de l'Art》 の改訂版に拠る邦訳である。 

 （Giotto di Bondone ━ディ=ボンドーネ）イタリアの画家、建築家。ルネサンス-イタリア絵画の先駆者として写実性の感じられる21

新手法の宗教画で広く影響を与えた。パドバのアレナ（スクロベーニ）礼拝堂壁画連作は彼の代表作。フィレンツェ大聖堂の鐘楼建立
にもたずさわった。（1266年頃-1337年），精選版 日本国語大辞典。

 チマブーエ（Cimabue, 1240年頃 - 1302年頃）はイタリア、ゴシック期の画家であるゴシック期のフィレンツェで活躍した画ジョッ22

トは彼の弟子と考えられている。西洋絵画が中世から近代へと歩み始める最初期に位置する画家として、美術史上に重要である。
17
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『Il Libro dell'Arte』には三種の写稿がある。ジュゼッペ・タンブローニ

Giuseppe Tambroniが一八二一年、ローマのサルヴィニー社から公刊した写稿

は、ヴァチカン宮に保管されてあったところからヴァチカーノ本とよばれてい

る。しかし、これには一部、原稿の脱落があり、従って、このヴァチカーノ本に

拠ったモッテの仏訳本（一八五八年刊）も不完全であった。モッテ仏訳の翌年、

一八五九年にガエターノ・ミラネージGaetano Milanesiと、カルロ・ミラネージ

Carlo Milanesiによって、フィレンツェ記録保管所にあった二種の原稿がル・モ

ンニール社から出版された。すなわち、リッカルディアーナ本とラウレンティ

アーナ本である。ヴィクトール、モッテの子、アンリ・モッテHenri Mottezはこ

の両本を参照して、一九一一年仏訳本の補追改訂版を出した。この改訂版刊行に

先立ち、雑誌ロクシダン1́Occidentの一九一○年六月号に公表掲載されたのが

アンリ・モッテ宛、ルノアールPierre Auguste Renoir（1841～1919）の再刊の

意義を讃えた手紙である。 （注：年代の表記は漢字とアラビア数字が両方あ23

り、本論の引用文献では原文のままに表記する） 

そして、モッテの『 Le livre de l'Art ou Traité de la peinture par Cennino Cennini』仏訳

（1858）は1821年の一番古い刊本として出版されたTambroni, G（タンブローニ）の『 Di 

Cennino Cennini Trattato della Pittura』原語版（伊語）を参考とし、翻訳されたものである。

中村氏は大正時代の言葉遣いではじめの部分しか訳しておらず、残りは藤井氏が翻訳している。専

門用語などはフランス語で表記されているため、多少戸惑うことがある。 

1991年に写本と刊本の原文による日本語訳『絵画術の書』が出版されたが、これは写本を元

に翻訳に着手しながら、既存の刊本や文献を参考に文章内で「用語解説」を添付しており、チェン

ニーニの文章にある曖昧な問題点などを詳しく解説している。 

…この不備は，3種の写本でそっくり共通するため，おそらく原手稿にあった不

備がそのままに反映したのであろうと推測される。…以上が，原手稿の不備を正

すとともに，読者の活用の便を図って，当書で初めて行った加筆と補正である。

また，手稿には，各章の区切り以外に文中での改行はまったくない。このことで

『芸術の書』、204頁。23
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はミラネージ版その他を参考にしたが，必ずしもそのままを踏襲せず，私どもが

独自の判断でそれを行った。 

注釈に関しても，私どもは，これまでの刊本にあるものを，可能な限り参照し活

用した。…  24

本論は、最初に『Il libro dell'Arte』の中村・藤井共訳『芸術の書』と『絵画術の書』を双

方に比較しながら考察を行ったが、本研究で扱うポリメント金箔処方は中世ヨーロッパの技法で

あるため、最も使われているトンプソンの英訳『Cennino D' Andrea Cennini. The Craftsman's 

Handbook』（The Italian "Il Libro dell' Arte." Translated by Daniel V. Thompson, Jr. New 

York: Dover Publications, Inc. 1933, by Yale University Press）と、近年の英訳であるブロッ

ケの『Cennino Cennini's Il Libro dell'Arte,A new English language translation and 

commentary and Italian transcription』（2015）を加えた、日本語訳二つと英訳二つの文献を

比較しながら考察した。その中でも同一箇所の文章が異なっていた場合や、曖昧なところがあっ

た場合は、さらに原語版など既存の刊本文献を調べ、復原的な実践経験を含めて自分なりの結論

を辿るまで考察した。原語版では主に、ミネラージ著『Il libro dell'arte o Trattato della 

pittura, di Cennino Cennini da Colle di Valdelsa, Firenze』（1859）、トンプソンの

『Cennino d'Andrea Cennini da Colle di Valdelsa, il Libro dell'Arte, New Haven』（1932）

を使用した。（詳細は第2章にて説明する） 

チェンニーニの『Il libro dell'Arte』について、『芸術の書』の中で藤井氏はこのように述べ

ている。 

画家自らが画材器具の準備、製法、扱い方から賦彩までおよそ絵画に関する技術

はすべて知らなければならなかった当時であるから、この書は技術百般を説明す

る。しかもそれは中世的技術である。中世と近世との間に位し、芸術家と工匠と

の間にはっきりした区別がつかなかった時代では、画家は、いってみれば絵画職

人である。従って、この書は、それまでの中世的工房での絵画技法の集大成であ

り、絵画職人のための中世的技術を教える手引書である。  25

 『絵画術の書』「序にかえて」、x～xi頁。24

 『芸術の書』、206頁。25
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これを見る限りでは、この著書は中世における板絵及びポリメント金箔処方の研究に非常に

重要な文献であると言える。中世の金箔地テンペラ画は金箔地の光沢効果を完璧に表現するため

に、支持体から地塗りの実施、そして箔押しまで、絵画部分以外は全ての手順がこの光沢金箔地の

ためにある。しかし、『Il Libro dell’Arte』の中に記載されている古法は当時の処方であり、読了

しても当時どんな材料を使っていたのか、どのぐらいの配分で使用したのかなどについて理解でき

ない点が多い。例えば『Il Libro dell’Arte』の中では「羊皮紙膠」という羊皮紙で作られた膠を使

用していたが、現在は全く使用されていないため、その膠を再現するために羊皮紙を購入して実験

的に制作してみないと分からないという点や、ボーロという粘土に現在は一般的には膠を加える

が、当時は卵白を加えて調合していたため、具体的な配分については書かれていないことなどが挙

げられる。 

注意しなければならないのはチェンニーニが書いた著書のポリメント金箔処方は彼の技法に

過ぎない。同時代から現代までに作家によって様々な技法が存在しており、同じ料理でも料理人に

よってレシピが異なるのと同じである。もう一つ誤解しやすいところは現在のポリメント金箔処方

とチェンニーニのポリメント金箔処方の相違点である。二つの処方は同じくポリメントという粘土

を金箔の下地として使用しているが、チェンニーニの処方では現在に殆ど使われていない材料と非

常に複雑な手順で行われている。現在日本のポリメント金箔処方に関する文献ではチェンニーニの

技法をそのまま再現する資料は存在していない。そして上記で述べたように『Il Libro dell’Arte』

の中では、羊皮紙膠作りやボーロの配合以外にアルメニア産ボーロ、ヴォルテッラ産石膏、ジェッ

ソ・グロッソ（粗口石膏）、ジェッソ・ソティーレ（仕上石膏）など現在では考えられない技法・

材料が多く記載されている。一方、現在のポリメント金箔処方は殆どの場合、市販で入手できる材

料や単純な手順が多い。 

しかし、本論のポリメント金箔処方の箔表現効果は最終的に現代の制作に有効な処方への改

良に着手するためのものである。現在のポリメント金箔処方の単純な手順は本来の複雑な処方を精

錬したものであり、簡略されたことによりポリメント金箔処方の元にある全面的な構造が見えな

い。 

本論の改良方法は処方の構造を分析し、再構築してデザインするものである。簡略された構

造はパーツが少なく新たな構造を作りにくい。パーツ多くなれば一つ一つの機能を理解でき、同じ

機能の新しいものと交換したり、順番を変えたりして、新たな構造を作ることができる。そのた

め、敢えて一番複雑で原始的な構造を知る必要がある。第2章と第3章では『Il Libro dell’Arte』当

時の処方を考察し、先行研究を加えて徹底的に分析していきたい。 
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｜第2章　チェンニーノ・チェンニーニ著『Il Libro dell'Arte』によるポリ

メント金箔処方の復原的考察（論述篇） 

第1節　ポリメント金箔処方の構造 

ポリメント（Poliment）とは、土顔料の中でも脂分の含有量が非常に高く粘性があり、天然

の赤色の酸化鉄や黄色の水酸化鉄により強く着彩された粘土である。この粘土は数nmの超微細結

晶であり、地表の風化物や火山地帯、温泉の沈殿物に含まれている。その脂分は多様なケイ酸塩

鉱物 と見られ、その一帯に非常に豊富に存在している。ポリメントの脂分は単純脂質としてのロ1

ウ（蝋）と近い存在であり、乾燥後に硬い物で表面を軽く磨くと艶が出る。ポリメント金箔処方

の光沢効果はこの特徴のお陰である。 

現在、絵画における箔押しの接着剤としては、漆工芸でよく使われている漆（いわゆる樹

脂）や、現在の油彩画で使用されている油性モルデンテ由来の接着剤、または日本画で使われてい

る膠（ゼラチン）などがある。本論文で扱うポリメント金箔処方は、これら樹脂や膠ではなく粘土

を使用する。この粘土による箔押しの技術は、現在のものと構造が異なっている。 

樹脂や膠で箔押しする場合には、接着剤を引いてから直に金箔を押すという直接的な構造

（図12）であるが、このポリメント金箔処方の場合は、粘土を卵白あるいは膠と混ぜながら水で

薄め、筆で表面に均一的に塗布する。次に、この粘土の上にすぐ箔押しするのではなく、粘土層を

乾燥させてから表面に水を引き、粘土層が水分を吸収する間に金箔を押すという構造である。その

後、鉱石などで表面を磨き圧力を加えることによって、粘土層と金箔を一体化させる。この構造は

間接的な構造（図13）であり、粘土、水、圧力の三つの要素を組み合わせたものである。この金

箔処方は、西洋の典型的なものと見られている。その最大の特徴は「金磨き」、「盛り上げ」、

「刻印打ち」である。この三つは漆や膠での箔押しとは異なり、完璧を目指すのであればもっと

も至難の業となるであろう。前章で述べたように、この西洋の技法は長い歴史を持ち、光沢による

鏡面反射効果で神聖な異次元空間や聖なるオーラの表現として使用されてきた。しかし、中世以後

のルネサンス期に人文主義が盛んに興ると、自然を自然のままに表現したいという風潮が高まり、

現実的で臨場感のある表現が流行した。金箔地はその現実的表現の妨げとなるため、急速に衰退

していった。その後、この箔押しの技術は、現在では古典的な額縁の箔飾技術に流用されてい

る。 

 二酸化ケイ素と金属酸化物の塩より成る鉱物の総称で，造岩鉱物の大部分はケイ酸塩鉱物である。ケイ酸塩は，基本的には (SiO4)4- 1

の大きな陰イオンと金属の小さな陽イオンとから成る。ケイ素イオンは4配位でそのまわりに4個の酸素イオンが正四面体状に配置す
る。 (SiO4) 正四面体が結晶構造の基礎で，その結合と配列状態によりケイ酸塩の分類が行われる。多くのケイ酸は固溶体でカルシウ
ム(II)，マグネシウム(II)，鉄(II)の相互置換，アルミニウム(III)と鉄(III)，ナトリウムとカリウム，水酸基とフッ素などの置換により組成
が複雑になっている。火成岩の主要造岩鉱物の長石，雲母，角閃石，輝石，橄欖石 (かんらんせき) はケイ酸塩鉱物で，石英はシリカ鉱
物 SiO2 である。セメント，陶磁器，煉瓦などもケイ酸塩鉱物が重要な役割をなす。（ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典）
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図13

ポリメント接着する場合の間接的な構造

図12

膠や樹脂など接着する場合の直接的な構造



第2節　既存のポリメント金箔処方について 

本節では、日本および海外のポリメント金箔処方に関する文献を紹介し、比較しながら考察

していきたい。これらの文献は、チェンニーニ著『Il Libro dell'Arte』の四つの写本の中に記載

された手順から翻訳、参照、または研究してきた文献である。第2章の論述篇と第3章の実践篇を

執筆するにあたって、これらの文献は非常に役に立った。 

第1項　日本の文献 

以下に紹介する5点の文献は、日本における『Il Libro dell’Arte』を参考とした近現代の金箔

地テンペラ画（絵画部含む）の実技を重視する全ての技法書と言える。美術系大学にある金箔地テ

ンペラ画の授業でも教材としてよく紹介されている。これらの技法書の中では著者がそれぞれポリ

メント金箔処方の制作方法を図像化し、道具や市販材料の紹介、制作上の心得まで非常に詳しく

記載されている。下記すべての文献は、『Il Libro dell’Arte』中に記載されているポリメント金箔

処方の古法と異なり、現在でも制作しやすい洗練された技法書である。第1章で述べたように、日

本で出版された『Il Libro dell’Arte』に関する文献には当時の技法を再現する実技中心のものはな

い。本論の『Il Libro dell’Arte』に関するポリメント金箔処方と比較するため、ここで先行研究と

して下記の文献を挙げる必要ががある。また、これら文献の中でも『Il Libro dell’Arte』の内容を

現代でも入手しやすい材料で制作可能な範囲で実践している。しかし著者各自の処方で、異なる

制作手順と材料の配合を行っている技法書であるため、下記の図表でまとめた。 

下記の技法書を熟読してから第2章と第3章の復原的考察と第4章のポリメント改良処方に関

する研究に着手した。本論の理解を深めるためにはこの5点の文献に目を通すことを推奨する。

（本論のポリメント改良処方とこれらの文献と内容が異なる点については、第4章にて詳しく説明

する。） 

①　田口安男（著）『黄金背景テンペラ画の技法-油絵の母胎，現代の手によみ

がえるルネッサンスの板絵技法』美術出版社、1978年。 

②　ギレム・ラモスポーキ （著）、久保田 啓子（訳）、 畠山 香里 （訳）、鞠

安日出子（監修）『イコンの描き方-ビザンティン式伝統画法』サン パウロ、

2002年。 

③　ダニエル・バーニー・トンプソン（著）、佐藤一郎（監訳）、東京藝術大学

大学院美術研究科絵画専攻油画技法材料研究室/東京藝術大学大学院美術研究科
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文化財保存学専攻保存修復油画研究室 （訳）、中川経子 （訳）『トンプソン教

授のテンペラ画の実技』美術の図書 三好企画、2005年。 

④　赤木範陸（著）『チェンニーノ・チェンニーニによる金地背景及び卵黄テン

ペラ画の処方 : 使用可能な現代的処方へ（ VERGOLDUNG UND 

TEMPERATECHNIK bei CENNINO CENNINI : Zu Ihrer möglichen 

Verwendung in der Gegenwart）』（Ⅰ/Ⅱ/要理）横浜国立大学教育人間科学

部紀要. IV, 自然科学,9,1-18/10,1-26/11,29-49、2007～2009年。 

⑤　紀井利臣（著）『新版 黄金テンペラ技法-イタリア古典絵画の研究と制作』

誠文堂新光社、2013年。 

上記の文献は、筆者が出版（発表）の年代別に並べている。 

①の田口安男氏の著書は、日本に初めて金箔地テンペラ画の技法を図版で実技面から紹介し

た文献である。まだ日本にこの金箔処方に使う道具が揃っていない時代に、田口氏が自ら画家とし

て制作した経験などを詳細に記しており、全般的な基礎知識や実技の制作過程の図版が非常に貴重

である。 

②のギレム・ラモスポーキの著書は、日本で唯一出版されたビザンティン式の金箔地テンペ

ラ画実技の文献である。他の文献と比較すると、図版や経験的な説明が少し大まかではあるが、

現在のロシア・イコンのポリメント金箔処方に繋がりがあり、非常に参考となった。 

③のトンプソン著・佐藤一郎監訳の文献は、日本におけるチェンニーニの文献の中で、もっ

とも詳細なものである。チェンニーニの時代のポリメント金箔処方を解釈しながら、それを簡略

化した実用的な技法も記載している。 

④の赤木範陸先生の著書は、先に述べた本研究のきっかけとなった集中講義で使われたもの

である。当時、先生は「この金箔地テンペラ画の技法は、テキストだけ詳しく読んでも実践しない

と分からない」と仰っていた。今ではこの話を思い出すと納得できる。赤木先生の講義で行った実

践は、説明しづらく経験が全てだったと感じることが沢山ある。この文献内では、チェンニーニの

時代の処方をできるだけ当時のものに近づけた現代的なものに変えている。そして実践的な経験と

制作方法が非常に詳しく記されていた。本研究の復原にもっとも参考となった、最初のバイブルで

ある。 

⑤の紀井利臣氏の著書は、現在の最新の金箔地テンペラ画の文献である。実技の過程や実践

経験に基づく情報は多くはないが、金箔地テンペラ画に関する文脈や道具の製造などの説明と図版

が豊富であり、参考になった。 
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以下は上記5点の技法書にあるポリメント金箔処方の主な制作過程について、記載された内

容をまとめ図表にしたものである。一行目にある番号①～⑤は、文献の基本情報の最初にある番

号と対応する。Ⅰは金箔地テンペラ画の支持体に関する制作工程、Ⅱは支持体の上に行った地塗り

の工程、そしてⅢとⅣはボーロの塗布から箔押し以降の工程である。「*」がある箇所は、文献内

の実技に使われた材料ではないことと、実技の図版がなく解説のみであることを示している。 

   

図表： 

           ①            ②            ③            ④            ⑤

Ⅰ

支持体 合板 一枚板*、集成板* 合板、ファイバーボ
ード*

合板（16mm）シナ
ベニヤ、ラワン材*

合板*（シナベニ
ヤ）

反り止め パネル（蜂巣状*、
あり桟*）

あり桟* クレードル（可動
格子）*

地塗りを両面実施 なし

膠（種類） 牛皮膠、兎膠*、羊
膠*

食用ゼラチン、兎膠
*、羊皮膠*（牛膠）

兎膠、羊皮紙膠* 兎膠、三千本膠 兎膠*、あらゆる膠*
（説明あり）

湯煎（℃） 50℃以下 完全に溶けたま
で、煮立たせては
いけない*

60℃以下 説明なし 60℃以下*

膠液比率 膠1：水10~11 食用ゼラチン*1：水
*12

水480ml：膠30g
（兎）/水*10：膠*1
（羊皮紙）

膠1：水10（100g：
1000cc）（兎）

膠*1：水*12（兎）

前膠液比率 膠1：水10 食用ゼラチン*2パッ
ク（約22g）1：水*7

膠液（温）240ml：
白亜15ml ~30ml

三千本膠15：水100
（150g：1000cc）

膠*1：水*12（兎）

前膠引き 膠液、少量石膏
（二水）*、地の粉
*、砥の粉*

ゼラチン液* 膠液、白亜 膠液、少量明礬* 膠液*

布貼り 麻布、寒冷紗* 綿*、ガーゼ*、麻* 亜麻布 麻布 麻布*

Ⅱ

地塗り材 膠液、二水石膏、
砥の粉、地の粉

方法①*膠液、白亜/
方法②*膠液、焼き
石膏、二水石膏

方法①膠液、白亜/
方法②*膠液、焼き
石膏、二水石膏
（ボローニヤ石
膏）

膠液、焼き石膏、
二水石膏（ボロー
ニヤ石膏）

膠液*、二水石膏*
（ボローニヤ石
膏）

下地（粗） 二水石膏6~8：砥の
粉1：地の粉1：膠
液（膠1：水10）

焼き石膏*：膠液*
（ゼラチン・兎膠
1：水8~12）*

方法①なし/方法②*
焼き石膏：膠液

焼き石膏：膠液
（兎膠1：水10）

なし

下地（仕上） 二水石膏：膠液
（牛皮膠1：水11）

膠液*（ゼラチン1：
水12）1カップ：白
亜*2~2 1/4（7~9回
から膠液1：白亜
2/10~12回から膠液
1：白亜1）*

方法①白亜1.5:膠液
1/方法②*二水石膏
（ボローニヤ石
膏）、消和させた
焼石膏

二水石膏：膠液
（兎膠1：水10）

二水石膏*：膠液*
（兎膠1：水12）
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下地磨き 鉄パネル、紙ヤスリ
*

サンドペーパー*、
耐水ペーパー*（粗
め~細め）

鉄パネル 削りパネル（金
属）

鋼パネル*

磨き（粉まぶ
し）

炭粉 なし 炭粉 炭粉 炭粉*

下絵写し トレシングペーパー 不脂質カーボン紙* トレシングペーパー トレシングペーパー トレシングペーパー
*

盛り上げ（モデ
リング）

少量顔料：二水石
膏（膠1：水11）

なし 少量ボーロ：白
亜、或いは二水石
膏*（兎膠1：水16）

練り粘土：多め石
膏液（下地（細）
に使われた）

少量顔料*、赤い砥
の粉など*、二水石
膏*（兎膠1：水12）

Ⅲ

箔下ボーロ調合 天然粘土（アシエ
ット）1：膠液3~5
（膠1：水18）

天然粘土*（ボー
ロ）に少量金泥*、
黒鉛の粉*、一つま
みカドミウムレッ
ド*

市販粘土（アルメニ
ア産ボーロ）1：膠
液約4 ~5（水20：膠
1）

市販練り粘土（ボ
ーロ）1：卵白1

天然粘土*（ボー
ロ、アシェット）
1：膠液*（膠1：水
20）

箔下ボーロ実施 5~6回 5回以上* 6 ~8回 約4回 4~5回*

ボーロ磨き 瑪瑙 スティールウール*
或いは耐水ペーパー
*（極細め）

研磨紙（2000＃）/
古い亜麻布、瑪瑙

麻布、瑪瑙 耐水ペーパー*
（1000＃）、レリー
フの角*、瑪瑙*

Ⅳ

箔下水引き 水5：エチルアルコ
ール1

水*23：ゼラチン
*1：少量変性アルコ
ール*

水120ml：エチルア
ルコール30ml

水 水*5：無水エタノー
ル*1

箔押し道具 箔刷毛、脱脂綿、
和紙

箔刷毛*、脱脂綿* 箔刷毛 箔刷毛、あかし
紙、脱脂綿

箔刷毛*、脱脂綿*

箔押し 重層性説明あり*/
箔面が乾いてない
時に20~30層でも貼
れる*

重層性説明あり*/箔
押しの前に箔下水
引きの液に少量ゼ
ラチンを含めるこ
と*

重層性説明なし/箔
を小さく切り順番
的に左から右、上
から下で貼る

重層性説明あり/詳
しくボーロと卵白を
調合する処方の説
明がある

重層性説明あり*/均
一な乾燥時間を作
るため室入れの説
明がある*

室（ムロ）入れ なし なし* なし あり あり*

金磨き 瑪瑙 瑪瑙* 瑪瑙 瑪瑙 瑪瑙*

刻印打ち 革細工用の刻印 刻印* 刻印 刻印 革細工用の刻印*

金箔地ワニス 説明あり* 説明あり* 説明なし 説明なし 説明あり*

           ①            ②            ③            ④            ⑤
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これらの文献は、現代における金箔地テンペラ画制作方法の参考書として評価できる。チェ

ンニーニの時代のポリメント金箔処方を現代的な技法で行っている先行研究でもある。本研究はこ

れらの制作方法と『Il Libro dell'Arte』の復原考察と比較しながら研究を行い、これらの文献より

更に現在の絵画制作に有効な処方を産み出すことが目的である。 

以下に挙げた8点の文献は日本における西洋絵画技法全般の解説文であり、実技向けの技法

書ではない。西洋絵画の技材に関する膨大な情報が記載されており、金箔地テンペラ画のポリメン

ト金箔処方に関する記述はもあるにはあるが、ほんの一部分に過ぎない。また、一部の文献の中

には断片的な記述もあり、実用性が分からず口伝によって記載されたものもある。 

①と②は『Il Libro dell’Arte』の日本語訳であり、特に『絵画術の書』はチェンニーニの時

代のポリメント金箔処方を再現するためには、極めて重要な参考文献である。この2点の日本語訳

の文献は用語解説もあり、翻訳の相違点を比較しながら研究を進めた。本論の第1章3節では『芸

術の書』と『絵画術の書』この2点の日本語訳について紹介している。本章および第3章では、『絵

画術の書』の内容を引用する。なぜなら『絵画術の書』の内容は『芸術の書』よりも原本（写

本）に近いからである。実際に海外の文献と比較すると『芸術の書』の内容も過不足や曖昧な表

現が多い。しかし、それが逆に参考になったところもある。言語の語感の違いで『Il Libro 

dell’Arte』の解釈が微妙に異なることを発見できたからである。 

③～⑧は『Il Libro dell’Arte』に関する記載もあるが、その以外のポリメント金箔処方に関

する記述もある。チェンニーニに近い時代の技材や歴史的な記述であるため、側面からポリメン

ト金箔処方の構造を見ることが出来た。本論のポリメント改良処方においても非常に参考となっ

ている。 

下記の文献は、筆者が出版（発表）の年代別に並べている。 

①　チェンニーノ・チェンニーニ（著）、中村彝・藤井久栄氏（共訳）『芸術の

書』（Il Libro dell’Arte）中央公論社、1964年。 

②　チェンニーノ・チェンニーニ（著）、辻茂（編訳）、石原靖夫・望月一史（共

訳）『絵画術の書』（Il Libro dell’Arte）岩波書店、1991年。 

③　R. J. ゲッテンス・G. L. スタウト（共著）、森田恒之（訳）『絵画材料事典』

（Painting Materials : A Short Encyclopedia）美術出版社、1973年。 

④　グザヴィエ・ド・ラングレ（著）、黒江光彦（訳）、『油彩画の技術』美術

出版社、1974年。 
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⑤　『絵画学入門』クヌート・ニコラウス（著），黒江信子・大原秀之（訳），

美術出版(1985) 

⑥　マックス・デルナー（著）、ハンス・ゲルト・ミュラー（改訂）、佐藤一郎

（訳）『絵画技術体系』（Max Doerner,The Materials of the Artist and Their 

Use in Painting）美術出版社、1988年。 

⑦　クルトヴェールテ（著）、Kurt Wehlte・佐藤一郎（監修）、戸川英夫・真

鍋千絵（共訳）『絵画技法全書』（Werkstoffe und Techniken der Malerei）

美術出版社、1993年。 

⑧　森田恒之（著）『画材の博物誌』中央公論美術出版、1994年。 

第2項　海外の文献 

第1章第3節で、本論は海外の文献を加えて考察すると述べた。ポリメント金箔処方は西洋中

世の技法であるため、海外の文献を参考することが必要となる。本項の最後に『Il Libro 

dell'Arte』の四つの写本と、最古から近年までの刊本、および本研究に使用した文献（刊本を含

む）を記載する。本研究で主に使用する海外の刊本文献は、以下の通りである。 

・Milanesi, C. e G., Il libro dell'arte o Trattato della pittura, di Cennino Cennini da 

Colle di Valdelsa, Firenze, 1859.（ミラネージの原語版） 

・Thompson, D., Cennino d'Andrea Cennini da Colle di Valdelsa, il Libro dell'Arte, New 

Haven, 1932.（トンプソンの原語版） 

・Cennino D' Andrea Cennini. The Craftsman's Handbook, (The Italian "Il Libro dell' 

Arte." Translated by Daniel V. Thompson, Jr. New York: Dover Publications, Inc. 1933, 

by Yale University Press).（トンプソンの英訳） 

・Broecke, Lara, Cennino Cennini's Il Libro dell'Arte,A new English language 

translation and commentary and Italian transcription, 2015.（ブロッケの英訳） 

これらを挙げた理由としては、原語訳の刊本文献はミラネージが多いためである。ミネラー

ジは文献学者としての名声が高く、後に出版された刊本も多くの人々に参考にされていた。その後
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に出版されたトンプソンの原語版を選んだ理由は、トンプソンも非常に著名な研究者であり、ミ

ラネージと異なる観点が多く記されているためである。 

　本論は、主にミラネージの原語版を参考とする。英訳版はトンプソンのものを選択した。

その理由は、この英訳版が最も評判が高いためである。ブロッケ英訳版は非常に新しい研究結果

が記載されているため、前者刊本文献との比較によって最も正確な判断に導くことができると考え

る。『The Practice of Tempera Painting: Materials and Methods』トンプソン（1962）を選ん

だ理由は、この著書が佐藤一郎監訳の『トンプソン教授のテンペラ画の実技』の原語版であるた

めである。このように、『Il Libro dell’Arte』を研究する海外の文献の日本語版の多くは、理解し

やすく適切に翻訳された文献と言える。 

以下に本論を作成する時、主に参考した5点の文献を含め、『Il Libro dell'Arte』に関する

海外の文献をまとめた。 

｜『Il Libro dell’Arte』四つの写本 

①『Codice Mediceo-Laurenziano P.78.23（ローレンツォメディチコード　

78、23頁）』（ラウレンツィアーノ本）、1437年、フィレンツェ、Biblioteca 

Mediceo-Laurenziana（ラウレンツィアーナ図書館）。 

②『Codice Riccardiano 2190（リッカルディアーナコード2190）』（リッカ

ルディアーノ本）、17世紀頃、フィレンツェ、Biblioteca Riccardiana（リッカ

ルディアーナ図書館）。 

③『Codice Vaticano-Ottoboniano 2974（オットボニアンバチカンコード

2974）』（ヴァティカーノ本）、1737年、ヴァティカン市国、Biblioteca 

Vaticana（ヴァティカーナ図書館）。 

④『Codice Palatino 818（パラタインコード818）』（パラティーノ本）、18

世紀、フィレンツェ、Biblioteca Nazionale Centrale（国立中央図書館）。 

｜原語版および翻訳版 

・1821年　Tambroni, G., Di Cennino Cennini Trattato della Pittura, Roma.（原語版） 

・1844年　Merrifield, M.Ph., A treatise on painting written by Cennino Cennini in the 

yare 1437, London.（タンブローニ版からの英訳） 
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・1858年　Mottez, V., Le livre de l'Art ou Traité de la peinture par Cennino Cennini, 

Paris-Lille.（タンブローニ版からの仏訳） 

・1859年　Milanesi, C. e G., Il libro dell'arte o Trattato della pittura, di Cennino 

Cennini da Colle di Valdelsa, Firenze.（原語版） 

・1871年　ILG, A., Das buch von ber kunst oder Tractat der Malerei des Cennino 

Cennini da Colle di Valdelsa, Wien.（ミラネージ版からの独訳） 

・1899年　Herringham, C.J., The book of Art of Cennino Cennini, a contemporary 

pratical treatise on Quattorocento painting, London.（ミラネージ版とイルク版に基づ

く英訳） 

・1911年　Mottez, V. e H., Nouvelle édition augmentée de dix-sept chapitres 

nouvellement traduits, Chartres.（タンブローニ版に欠落部分を加えた仏訳） 

・1913年　Simi, R., Cennino Cennini da Colle di Valdelsa: il libro dell'Arte, Lanciano.

（原語版） 

・1916年　Verkade, W., Des Cennino Cennini Handbüchlen der Kunst, neu übersetzt 

und herausgegeben, Strasbourg.（独訳） 

・1932年　Thompson, D., Cennino d'Andrea Cennini da Colle di Valdelsa, il Libro 

dell'Arte, New Haven.（原語版） 

・1933年　Thompson, D., The Craftsman's Handbook, Il Libro dell'Arte-Cennino 

d'Andrea Cennini, New Haven.（英訳） 

・1971年　Brunello, F., Cennino Cennini, Il Libro dell'Arte, Vincenza.（シーミ版を採

用した原語版） 

・1975年　Tempesti, F., Cennino Cennini, Il Libro dell'Arte o trattato della pittura, 

Milano.（ミラネージ版を採用した原語版） 

・1991年　Serchi, M., Cennino Cennini: Il Libro dell'Arte, Firenze.（原語版） 

・2003年　Frezzato, F., Cennino Cennini, Il Libro dell'Arte, Vicenza.（原語版） 

・2015年　Broecke, Lara, Cennino Cennini's Il Libro dell'Arte,A new English language 

translation and commentary and Italian transcription.（英訳） 

｜本研究で主に参考した文献 
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①　Milanesi, C. e G., Il libro dell'arte o Trattato della pittura, di Cennino Cennini da 

Colle di Valdelsa, Firenze, 1859. 

②　Thompson, D., Cennino d'Andrea Cennini da Colle di Valdelsa, il Libro dell'Arte, 

New Haven, 1932.  

③　Cennino D' Andrea Cennini. The Craftsman's Handbook, (The Italian "Il Libro dell' 

Arte." Translated by Daniel V. Thompson, Jr. New York: Dover Publications, Inc. 1933, 
by Yale University Press) 

④　Daniel V. Thompson, The Practice of Tempera Painting: Materials and Methods, 

1962. 

⑤　Broecke, Lara, Cennino Cennini's Il Libro dell'Arte,A new English language 

translation and commentary and Italian transcription, 2015. 
 

第3節　ポリメント金箔処方における支持体 

一般的な絵画の支持体は、絵具層を支える物体であり、中間層に地塗りを施す場合が多い。

従来の支持体は、絵画作品の画面に耐久性を持たせるために重要な役目を果たすものである。本節

では、『Il Libro dell'Arte』を参考としながら、パネルに膠を塗布し、布を貼って支持体を完成さ

せるまでの過程を考察する。 

第1項　パネルについて 

金箔地テンペラ画は、板絵の中でも重要な一つの絵画様式である。木材が絵の支持体として

使用されたのは、遥か太古の時代に遡る。中世ヨーロッパでは、主に縦挽鋸や鉋を利用し、一枚

板あるいは何枚もの板を組み合わせ、支持体として使用していた。中世では絵画作品の描画面を鉋

で平らにしていたため、裏には鋸の痕跡が残されている。チェンニーニの時代では、主にポプラを

使用していたようである。他には科の木または柳とも書かれている。『絵画術の書』第113章の中

で、彼はこのように述べている。 

それでは，祭壇画すなわち板絵の制作の実際に取り掛かることにしよう。まず初

めに心得るべきは，祭壇画は，アルベロと人が呼んでいるポプラの良質のもの

か，科の木，または柳といった種類の木材でつくられることである。  2

  『絵画術の書』、69頁。2
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しかし『芸術の書』の中では、科の木（白色樹）または柳を使わなければならないと記され

ている。 

さて、タブローやパネルに描くとしよう。まず、パネルは科木（白色樹）か柳で

なければいけない。  3

また『トンプソン教授のテンペラ画の実技』の中では、百合の木、ポプラ、菩提樹、柳など

の木材を使用したにすぎないと記されている。 この三つの日本語訳の文献を挙げてみると、それ4

ぞれ少しずつ意味が異なるように見えるが、実際のところチェンニーニはどのような木材を使った

のか、文献を比較しながら検証していきたい。 

イタリア原文では「Prima vuol essere l'ancona lavorata di un legname che si chiama 

arbero overo povolare, che sia ben gentile, o tiglio, o saligaro.」 、トンプソン英訳版では5

「To begin with, the ancona should be made of a wood which is known as whitewood or 

poplar, of good quality, or of linden, or willow.」 である。また近年信頼性が高いと見られる6

『Il Libro dell'Arte』の研究者の文献による英訳では「First, the ancona should be fashioned 

from a wood which is called abele or white poplar, which should be very high quality, or 

linden or willow.」 である。 7

多くの海外の文献を調べた結果、英訳は日本語訳のように差異があった。その違いの例をま

とめて下記に挙げている。問題は二つの単語「arbero」と「or」の意味が曖昧という点であろう。   

 『芸術の書』、134頁。3

 ダニエル・バーニー・トンプソン（著）、佐藤一郎（監訳）、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画技法材料研究室/東京藝術4

大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復油画研究室 （訳）、中川経子 （訳）『トンプソン教授のテンペラ画の実技』美術の
図書 三好企画、2005年、24頁。

 Milanesi, C. e G., Il libro dell'arte o Trattato della pittura, di Cennino Cennini da Colle di Valdelsa, Firenze, 1859, Chapter113, p. 188.5

 Cennino D' Andrea Cennini. The Craftsman's Handbook, (The Italian "Il Libro dell' Arte." Translated by Daniel V. Thompson, Jr. New York: Dover 6

Publications, Inc. 1933, by Yale University Press), Chapter113, p. 69.

 Broecke, Lara, Cennino Cennini's Il Libro dell'Arte,A new English language translation and commentary and Italian transcription, 2015, 7

Chapter113, p. 147.
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アルべロはイタリア語で「木」を意味する。伊訳と英訳の文章を見ると、二つの木の種類が

あると誤解されるが、「or」の意味は「〇〇或いは〇〇、〇〇かまたは〇〇」ではなく「木の読

み方」である。例えば「不二山または富士山」と同様に、一つの木で二つの呼び方があり、言葉

を変えて強調しているのである。つまり「arbero（アルべロ）＝povolare（ポプラ）＝

whitewood（白色樹）＝poplar（ポプラ） abele（アルべロ）＝white poplar（ホワイトポプ

ラ）」である。したがって、チェンニーニが強調したいのは「アルベロと呼ばれるホワイトポプ

ラ」である。文献によるとこのホワイトポプラはヤナギまたはヤナギ科の一部である「Populus 

alba（ポプラアルバ）」（図14、15、16、17）と考えられ、中央および南ヨーロッパに自生する

軽くて多孔質の落葉樹である。チェンニーニの時代はホワイトポプラは非常に一般的であり、かつ

地中海地域では木材が不足していたため、この時期にイタリアの画家が利用できる木材はおそらく

ホワイトポプラだけであったと考えられる。そのため、反りやひび割れが発生しやすく防虫性が低

いにもかかわらず、ホワイトポプラが絵画に使用されていたのである。  8

上記の考察を通して、『芸術の書』の「まず、パネルは科木（白色樹）か柳でなければいけな

い。」という記述では、強調する木材が科の木（リンデン）とサリガロ（柳）だけであるため原

文の意味と一致しない。『絵画術の書』の「まず初めに心得るべきは，祭壇画は，アルベロと人

が呼んでいるポプラの良質のものか，科の木，または柳といった種類の木材でつくられることで

ある。」という記述は、具体的なポプラの種類を示してない以外には、翻訳として適切だと考えら

れる。また『トンプソン教授のテンペラ画の実技』の中では菩提樹と記述しているが、これは日本

の種と異なり、リンデン（Linden）と呼ばれているシナノキ科・シナノキ属である西洋菩提樹と

見られ、上記の科の木と同様である。百合の木については、原文の意味と一致しない。最後に、

イタリア原文: 英訳（トンプソン教授）: 英訳（2015年版）:

arbero＝アルべロ whitewood＝白色樹 abele＝アルべロ

povolare＝ポプラ poplar＝ポプラ white poplar＝ホワイトポプラ

tiglio＝リンデン（菩提樹）＝科の

木（シナ）

linden＝リンデン（菩提樹）＝科

の木（シナ）

linden＝リンデン（菩提樹）＝科

の木（シナ）

saligaro＝サリガロ（柳） willow＝サリガロ（柳） willow＝サリガロ（柳）

 Bomford, D., Dunkerton, J., Gordon, D., Roy, A. with Kirby, J., Art in the Making: Italian Painting Before 1400. London: National Gallery 8

Publications Ltd, 1990, pp.11-12.
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ヤナギ（Willow）はすべての文献に書かれており、『Il Libro dell'Arte』の第33章で木炭用の木

材が同じく「saligàro（サリガロ）」と記述されているため、このヤナギはイタリアの「Salix（木

炭用）」の一種と考えられる。 

 チェンニーニは「アルベロと人が呼んでいるホワイトポプラの良質のものか、科の木、また

は柳」と記述しているが、これは前者が優れていると思われやすい曖昧な文章である。上記に書か

れたように当時のイタリアは木材が不足していたため、おそらく彼はホワイトポプラと同じ品質の

木材をリストアップしていた可能性がある。絵画の支持体としてのホワイトポプラは欠点も多い

が、柔らかい木は密度が低いため、絵画の地塗り層との接着は優れている。またポプラは12世紀

にイタリアで絵画に一般的に使用されていた栗に比べ非常に軽いため、大作にも適している。  9

 Thompson, D.V., The Practice of Tempera Painting. New York: Dover Publications, 1962, p.9; Bellucci, R., ’Il polittico di Sansepolcro: studi sulla 9

tecnica del Sassetta’, 2011, OPD Restauro 23: pp. 295-355, p. 328.
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図14

ポプラアルバの木

図15

ポプラアルバの木肌（拡大）

図16

ポプラアルバ葉（表）

図17

ポプラアルバの葉（裏）



第2項　膠について 

膠とは、動物の骨、皮、腱、内臓膜、結合組織など主要原料とし，これらを水とともに熱し

て、得られた抽出液を濃縮し乾燥させたものである。原料の主成分タンパク質であるコラーゲン

（骨の場合はオセインと呼ばれる）が、加熱によって変性したものをゼラチンと呼ぶ。食用では

加熱抽出前にコラーゲン以外の成分をアルカリ処理や酸処理によって取り除く精製作業が行われる

が、絵画用では不純物を含み、濃色で不透明な製品が多い。いずれも本質的にはゼラチンと変わら

ないと見られる。  10

チェンニーニの時代は「膠」を意味する単語は「Colla」であるが、この単語は現在では接着

剤全般を意味している。また当時絵具と顔料の結合剤として最も多く用いられたのは卵であるが、

次いで多く用いられたのはこの膠であった。『Il Libro dell'Arte』の中に記載されている膠の種類

は主に魚膠、山羊膠、羊皮紙膠、チーズ膠である。以下にこれらの膠の考察をまとめる。 

・魚膠 

『Il Libro dell'Arte』原文による魚膠は「Colla di pesce」であり、英訳では「Fish glue」

である。『絵画術の書』第25章には「…それから、薬種商で売っている魚の板膠を用意す

る。…」 、第108章には「これは魚膠と呼ばれる膠である。…」と記されている。 11

　当時の魚膠は、現在一般的に使われている糊に相当する。紙を接着する際、接着力を弱め

て使用する場合はこの魚膠を唾で濡らして塗るか、強い接着力で使用する場合はお湯で溶かして木

や骨などの細工のために使用した。  12

それでは、チェンニーニの時代の魚膠はどのようなものであったのか。イタリア北部のボ

ローニャの写本の文献によると、魚膠は魚の骨から作り、粉末に加工してから水で煮る。得られた

抽出液を濃縮し、次に乾燥させてから薄く加工する （図18）。また当時は魚の鰾、或いは浮袋13

（図19）から作られたという文献も存在した。その記述によれば、魚の浮袋から作られるが、骨

から作られた魚膠より不純物が多く、現在のアイシングラス（魚の鰾を原料として抽出されたゼラ

チン）とは異なると記されている。 中世の絵画技法書『Liber diversarum  arcium』（さまざま14

な芸術の書）では、骨から作られた膠と浮袋から作られた膠の両方の製法を記述しているが、骨

 世界大百科事典 第2版10

 『絵画術の書』、14頁。11

 同上、67頁。12

 Merrifield, M.P., Original Treatises, Dating From the XIIth to XVIIIth Centuries, on the Arts of Painting, in Oil, Miniature, Mosaic, and on Glass; 13

of Gilding, Dyeing, and the Preparation of Colours and Artificial Gems; Preceded by a General Introduction; with Translations, Prefaces and Notes, 
1849, 2 vols. London: John Murray, pp. 594-595.

 Petukhova, T., ’Potential applications of isinglass adhesive for paper conservation’, The Book and Paper Group Annual 8, 1989,  pp. 58-61.14
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から作られた膠は「最高の膠」と呼ばれている。 したがって、チェンニーニは両方の魚膠を使っ15

ていた可能性が高い。 

 Clarke, M, Mediaeval Painters’ Materials and Techniques: The Montpellier Liber diversarum arcium. London: Archetype Publications, 2011, p. 15

118.
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図18

魚膠（骨）

図19

魚膠（浮袋）



・山羊膠 

山羊膠は『絵画術の書』第109章の中に記載されている。 

これは板膠と呼ばれているもので，山羊の頭の切れ端，足，脚，その他，あちこ

ちの皮の切れ端でつくられる。この膠は，3月か，1月の，たいそう寒いとき

か，強い風の吹くときにつくる。  16

トンプソン英訳版の中では「And there is a glue which is known as leaf glue; this is 

made out of clippings of goats' muzzles, feet, sinews, and many clippings of skins. 」 とある17

が、この「leaf glue」とは「板膠」（図20）という意味である。ミラネージ原語版では「cholla 

di spicchi」という名称で書かれているが、これは現在のイタリア語とは異なり、その時代特有の

ものである。「セクション」、「スライス」、または「部分」を意味する「スピッキ」という言葉

であり、日本語訳は「部分膠」である。この「部分膠」は主に山羊、または子山羊の頭の切れ

端、足、脚、各部位の皮の切れ端で作られていた。山羊膠の作り方については以下のように記述さ

れている。 

この膠は，3月か，1月の，たいそう寒いときか，強い風の吹くときにつくる。

きれいな水を用いて，半分以下になるまで煮詰める。そしてよく濾して，ゼラチ

ン製造用の平鉢または水盤のような，平たい壺に入れる。一晩そのままにしてお

き給え。朝になったら，それを小刀でパンのように薄切りにして，筵の上に広

げ，風にあてて陰干しにする。そうすれば，上等の膠が出来上がる。  18

この記述によると、山羊膠にはゼラチン以外の油脂分が豊富に含まれていることが分かる。

魚膠のような油脂分が少ない膠では、季節を問わず常温で風通しの良いところに置くと凝固する

が、油脂分が多い膠、例えば現代の兎膠は、夏期に常温の環境に置くと凝固しにくく腐りやす

 『絵画術の書』、67～68頁。16

 Thompson, D., The Craftsman's Handbook, Il Libro dell'Arte-Cennino d'Andrea Cennini,New Haven, 1933, Chapter109.17

 『絵画術の書』、67～68頁。18
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い。つまり、山羊膠は気温が高い環境では液状のままであり、気温が低く風の強い環境ではゲル化

するため、スライスしてから乾燥させることができるという特徴がある。 

　またこの山羊膠は当時の職人がよく使用していた膠であり、山羊膠の一つである羊皮紙膠

は、絵画作品の下地によく利用されていたと考えられる。 
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図20

板膠（山羊膠）※イメージ



・羊皮紙膠 

羊皮紙（Parchment）は羊の皮で作られた書写材料であり、羊・山羊などの皮を鞣して乾燥

させてから滑石で磨いて光沢を出したものである。起源は紀元前二世紀前後と言われている。古代

エジプト時代にはパピルス紙と同時に使用されていた。保存性に非常に優れていたためパピルス19

紙の代わりとして一般化したが、13世紀から15世紀には羊皮紙に代わって紙が使われるように

なった。しかし、当時は重要な文書には羊皮紙が使われ、現在でも外交文書や証書など特別な用

途の場合にはこれを使用する。美術分野で最も知られている羊皮紙の用途は、中世の装飾写本 で20

ある。特に初期のフランドル派の画家たちは装飾写本に力を注いだため、美術史上でも重要な作

品が数多く制作されている。 

チェンニーニの時代には、羊皮紙の製造工程で出た切れ端（図21）で、羊皮紙膠を作ってい

た。そして彼は『絵画術の書』第110章でこのように絶賛している。 

…この膠は，板膠を持ちあわせないときに，板絵や祭壇画の石膏下地にこそ用い

て欲しい，これに優る膠は，この世にないからである。  21

チェンニーニは、山羊膠（板膠）がない場合はこの羊皮紙膠を絵画の下地に使用することを

推奨している。現代においては、羊皮紙膠は市販されていないため、名前すら聞いたことがない方

が大半ではないだろうか。羊皮紙が珍しく高価なものとして扱われている現代において、膠を作る

ことがそもそも無理な話である。本論文の復原考察では、チェンニーニの時代に羊皮紙の切れ端を

用いてどのようにこの膠を製造したのかを研究する。現在においては、技法書はあっても実際に制

作したという実践的な解説はなく、日本の文献でも紹介されていない部分である。 

これは，羊や山羊でつくられた紙の裁ち屑，つまり羊皮紙の切れ端でつくる膠で

ある。この切れ端を，よく洗い，煮るまえに一昼夜水に浸しておく。きれいな水

で充分に煮て，3分の1になるまで煮詰める。  22

 カヤツリグサ科の植物の1種、カミガヤツリ（パピルス草）の地上茎の内部組織（髄）から作られる、古代エジプトで使用された文19

字の筆記媒体のこと。パピルス紙とも呼ばれる。

 装飾写本（そうしょくしゃほん、仏語: enluminures、英語:illuminated manuscript） は、多くの場合、宗教的なテクスト写本に装20

飾頭文字（イニシャル）や装飾的な縁取り、装飾頁（カーペット頁）などの華麗な飾りを付けたものである。

 『絵画術の書』、68頁。21

 同上、68頁。22
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『絵画術の書』の第110章には、このような製法が記載されている。水でよく洗い、一晩水

の中に浸してから煮るのは現在の兎膠と同様だが、問題は水の量が3分の1になるまで煮詰めるこ

とである。実はこの「煮詰める」の言葉は原文や英訳と少し意味が異なる可能性がある。トンプ

ソン英訳版では「These are washed thoroughly. They are put to soak for a day before you 

put them on to boil」、ミラネージ原語版では「con acqua chiara la fa’ bollire tanto, che 

torni delle tre parti l’una.」である。これらの文章を分析すると、「bollire」と「boil」の意味は

「沸騰させる」と考えられる。しかし、日本画や油絵の分野では、膠が沸騰するまで煮るとタンパ

ク質が分解されて接着力が弱くなるという説が主流である。実際に沸騰せず、ある温度まで加熱し

て煮詰めるか、沸騰させて煮詰めるか、羊皮紙と水はどのような分量で三分の一までに煮詰めるか

について、以下に考察した。 

まず沸騰させるか否かについて、日本と海外の文献を両方調べた結果では、沸騰させること

が当時の主流だったと考えられる。現代でも、日本の膠工場では膠を抽出するために沸騰して煮出

している。また『The book on how to make all the colour paints for illuminating books: 

unravelling a Portuguese Hebrew illuminators’ manual』 の第44章では、羊皮紙膠の抽出につ23

いて科学的に分析され、70°C～80°Cの水温でゼラチンがよく抽出されると見られる。 

しかし注意点として、この方法は固体から液体への抽出であること、一旦液体になってから

冷やすとゲル化すること、再び使用する時には40°C～50°Cの間に加熱して使うと良いという点で

ある。 

また水が三分の一になるまで煮詰める点については、兎膠を使用した場合の1：10の製法と

同様に、1の羊皮紙の切れ端に対し10の水で煮詰めた。また、羊皮紙1：水5の配合、羊皮紙1：水

1の配合も考察した。結論としては、様々な要因で詳細な配合の製法はないと実感した。例えば、

水温、羊皮紙の質、一晩で膨張した状態と環境（気候）など、一つ一つの要素がその製法と関わっ

ていると考える。また1：1の配合では、たとえ三分の一まで煮詰めても、羊皮紙の状態は豊富な

ゼラチンが含まれていると見られたが、その一方で、1：10の配合では三分の一まで煮詰めた場

合、羊皮紙の成分が過剰に抽出され、成分が分解し始めて不要なものが膠水に混ざっていた。羊皮

紙の切れ端は厚さが揃っていないため、厚い切れ端の場合ではまた結果が変わってくる。そして、

チェンニーニの時代の羊皮紙は全て手作りであり不純物含有量が高いが、現代のものは薬品処理を

施し不純物含有量が低くなっているため、当時のチェンニーニの羊皮紙膠よりも接着力が低い可能

性がある。 

 Maria J. Melo, Rita Castro, Paula Nabais, Tatiana Vitorino, The book on how to make all the colour paints for illuminating books: unravelling a 23

Portuguese Hebrew illuminators’ manual, 2018, Chapter44.（羊皮紙から接着剤を作る）
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『絵画術の書』第109章の山羊膠の製法と第110章の羊皮紙の製法の異なる点は、山羊膠は

最後に陰干して乾燥させる段階が書かれており、羊皮紙膠のように三分の一まで煮詰めるのは最後

の段階である。これを羊皮紙膠の凝固で考察した。 

羊皮紙膠の凝固方法は前章のように自然乾燥であるが、驚いたことに羊皮紙の切れ端で煮詰

めた膠水を乾燥させて作った膠は、水で溶いた際に同じ成分の膠水に戻らなかった。要するに、最

初に煮出した膠水を乾燥させると、同じ成分を保ったまま三分の一の量に減ってしまい、接着力が

薄まったのである。その原因としては、現代の羊皮紙に不純物含有量あるいは油脂分が非常に少な

いことが考えられる。つまり羊皮紙膠は、兎膠や牛膠などのように工場で作られた固体の状態では

なく、羊皮紙の切れ端を直接煮出したものを、乾燥させずに液体あるいはゼリー状の状態の時に

使うべきである。　　　　　　　 
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図21

羊皮紙の切れ端



・チーズ膠　 

『絵画術の書』第112章では次のように述べられている。 

これは木工の親方たちが用いる膠であって，チーズからつくられる。チーズを水

に浸し，生石灰を少量加えて，両手で板切れを持って掻き混ぜるのである。2枚

の板のそれぞれに膠を塗り，貼り合わせると，2枚は互いにしっかりと接合す

る。以上で，種々の膠のつくり方については充分である。  24

上記を見ると、チーズ膠が当時木工の接着剤として使われていたことが分かる。チーズと少

量の生石灰に水を加え攪拌したものを2枚の板の間に塗るとしっかり接着される。このチーズ膠

は、現在では一般に使用されていない。当時はどのようなチーズを使用していたのか、チーズ膠は

板絵・金箔地テンペラにどのような役割を果たしたのかについて、以下に考察する。 

チェンニーニの時代のチーズ膠は、現在におけるカゼイン膠と同様と考えられる。カゼイン

（casein）とは牛乳やチーズなど乳汁の主成分であり、タンパク質に属し、乾酪素とも呼ばれてい

る。現在におけるカゼインは、一般的に食品化学や材料化学の分野で幅広く使用されていること

で知られており、絵画分野での利用は殆ど知られていない。実はカゼインの抽出および利用は古代

エジプト時代から始まり、ギリシャやローマ、中国でも使用されていたとみられる。中世において

は家具用の接着剤として使われていたと明確にされている。 当時の手写本にはチーズと石灰の配25

合によって作られたと記述されており、これは『Il Libro dell'Arte』のチーズ膠の製法と同じであ

る。また絵画では同じく大昔から使用され、カゼインテンペラと呼ばれている。脱脂乳と石灰で作

られ、強力な接着力を持ち、壁画に良く使われていた。  26

これにより、チェンニーニ時代のチーズ膠はカゼイン膠とも呼ばれることが分かった。注意

しなければならないのは、現在のカゼイン膠が中世のものと異なるという点である。現在、日本の

カゼインは主に粉末で販売されており、ヨーロッパでは液体としても販売されているが、これらの

カゼインは近現代の方法で抽出されたものである。中世のチーズ膠（カゼイン膠）が本当にカゼイ

ン粉末を使わずに食品のチーズを用いて作られたのか、また実際にどのような効果があるのかにつ

 『絵画術の書』、69頁。24

 『絵画材料事典』、8頁。25

 同上、9頁。26
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いて、文献を調べながら実践したい。『絵画技法全書』にはチーズ膠（カゼイン膠）に関する製法

が詳細に記載されている。  27

①「石灰カゼインの処方箋、脱脂凝乳（チーズ）5：石灰泥1」 

②「石灰カゼインの処方箋、カゼイン粉末（アルカリ溶解性）40g：冷水

125ml：石灰泥33g」 

上記二項目はカゼイン画の媒剤としてのチーズ膠の製法であり、①は『絵画術の書』第112章

に該当すると見られる。これは、チェンニーニの文献よりも非常に詳細に記載されている。 

新鮮なカゼインとしての凝乳（Quark，Quarg，Topfen，Matte，WeiBkāse，

Siebkáse）を、まず布の中でよく絞り出す。余剰の乳清（水+蛋白質）を取り去

るためである。こうして少し乾いてぼろぼろになった塊を乳鉢に入れ、約1/5の

石灰泥を加える。この量は実地においては厳密な数量値ということではなく、た

んに見積もられるだけである。この際に正確な容量比は（中性の石灰カゼインと

は対照的に）問題にならないからである。石灰は、湿潤状態に保存されている沈

澱槽から掘り出されたままの、つまりバターのような状態で使用される。凝乳と

石灰は乳棒を用いてよく練りこむ。塊ができることを避けるため、慎重にまず凝

乳だけをあらかじめ練ってもよい。非常に早く、約一分経過する間に可溶化過程

が生じ、半流動体の捏物となる。もし過剰の水が凝乳の中に残った場合には、わ

ずかな粘度しかもたなくなる。…  28

したがって、チェンニーニの製法ではカゼイン粉末を使用せず、乳清を除いたチーズを使用

したと分かる。また石灰もバターのように泥状にしてからチーズと練り込んでいる。  

 クルトヴェールテ（著）、Kurt Wehlte・佐藤一郎（監修）、戸川英夫・真鍋千絵（共訳）『絵画技法全書』（Werkstoffe und 27

Techniken der Malerei）美術出版社、1993年、483～484頁。

 同上、483頁。28
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第3項　布について 

現在においては、絵画の支持体に地塗り剤を直接塗布するのが一般的である。それは現在の

地塗り剤の粒子が昔より細かく、アクリル樹脂など現代的な媒剤を使用して作られており接着力が

高いからである。しかしこれはあくまで推測であり、これらの地塗り剤はこれから何百年あるい

は何千年にわたって検証しなければならない。チェンニーニの時代の下地層は支持体（木材）と

地塗り剤の間に布がある。つまり板の上に布を貼ってから、地塗り剤を塗布するのである。この方

法はチェンニーニの時代だけではなく紀元前から存在しており、現在まで継承されている。そして

昔でも布の層がない作品は数多く存在している。しかし、これらの作品は明らかに地塗り層と絵画

層が支持体から剥離しており、状態が悪いものが多い。同じ時代の布がある作品と比較すると、こ

の布層がいかに重要か理解できる。この明らかな事実があったからこそ、現在までにこの方法が継

承されているのである。 

現在の絵画作品は木枠にキャンバスを張る以外では、板絵の場合は支持体の上に主に綿布を

貼り、地塗り剤を塗布する方法が一般的である。チェンニーニ時代はどのような布を用いて絵画の

下地を完成したのかを考察する。『絵画術の書』第114章の中ではこのように記述されている。 

膠を塗ったら，布，すなわち麻布で，古びた薄手の，白糸織りで，脂染みのまっ

たくないものを用意する。  29

ここでチェンニーニは、脂染みがされていない白糸織りの古びた薄手の麻布を使用していた

ことが分かる。トンプソン英訳版では「 take some canvas, that is, some old thin linen cloth, 

white threaded, without a spot of any grease. 」 とあり、当時の布、麻布は「リネン生地キャ30

ンバス（Linen Canvas）」（図22）と分かる。このリネン生地キャンバスを貼る方法については

以下のように記述している。 

 『絵画術の書』、70頁。29

 Cennino D' Andrea Cennini. The Craftsman's Handbook, (The Italian "Il Libro dell' Arte." Translated by Daniel V. Thompson, Jr. New York: Dover 30

Publications, Inc. 1933, by Yale University Press), p. 70.
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最上質の膠を用意し，この麻布を大小の帯状に切るなり引裂くなりして，この膠

に浸し，先の祭壇画の表面に，両手で広げてゆく，縫い目があったらあらかじめ

取り除いておき，両手の掌でそれらを充分に平らに延ばすのである。…  31

チェンニーニはリネン生地キャンバスを帯状に切り、膠の中に浸して、パネルの表面に貼っ

ている。文献によると中世ではパネル全体を布で覆う方法もあり、 地域や時代、作家によって方32

法が二つに別れている。それでは実際にこの二つの方法のどちらが良いのかを考察した。 

パネルと地塗り剤の間に布層を貼付するのは、二つの役割が考えられる。一つはパネルの反

り止めとしての効果である。木の状態は気候や温度の変化と共に不安定であるため、木の伸縮によ

る力を吸収し、絵画層までの影響を最低限にする。もう一つは、パネルと地塗り剤の中間に貼付す

ることにより、しっかりと地塗り材が定着する。先述したように、中世の布層がない作品は保存状

態が悪い。下地の石膏層がパネルから剥離してしまい、一番下の木の部分がむき出しになってい

る。逆に、布層がある場合は下地の剥離を最小限に留めており、剥がれたとしても絵画層のみであ

る。これは当時使用していた石膏の粒子が粗く、木板への接着が悪いためと考えられる。 

先述したように、当時の布の貼付の方法は主に二つある。帯状で部分的に貼る方法と全体的

に布で覆いながら貼る方法である。現在板絵に布を貼付する場合は、後者が主流である。その理

由としては、中世以後地塗りが徐々に薄くなる傾向があり、現在では2mm前後であるが、その状

態で部分的に布を貼付すると隆起が目立ってしまう。チェンニーニの時代の地塗りは現在の2倍か

ら3倍程度厚いため、布を部分的に貼付しても影響がないのであろう。 

実際に幾つかの種類の布を用いて実験を行なったが、結論は部分的な貼付が一番適切であっ

た。布自体も不安定な性質をもち環境によって伸縮するため、全体的に木の表面を覆うと布の伸縮

により絵画層にまで影響を及ぼしてしまい、酷い場合はひび割れを生じることもある。一方で布を

帯状に切ってから全体的に貼付すると一つ一つ布の力が分散され、木の反りも防ぐのである。注意

すべきは、布を全体的に貼付して反りやひび割れが発生するのは、大きい画面や非常に厚い不安定

な織物を使用した場合である。現在は薄手の綿布や麻布を使用するため、布を全体的に貼付しても

問題がない。 

 『絵画術の書』、70～71頁。31

 Cook, Gillian Stewart, ‘Three generations of Florentine workshop : a comparative study of the materials and techniques of Lorenzo di Bicci, Bicci 32

di Lorenzo and Neri di Bicci’, in Preprints of the ICOM-CC 13th Triennal meeting, R. Vontobel (ed.), vol. 1. London: James & James, 2002, p. 415.
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第4節　ポリメント金箔処方における下地・石膏地 

本節は石膏について科学的に考察を行う。特に二水石膏、半水石膏、無水石膏の結晶形態に

関して述べる。理解しやすいよう表でまとめており、図表23、24で結晶形態変化について分かり

やすく表記している。  33

 吉野石膏販売株式会社、「石膏とは」https://yoshino-gypsum-sales.com/gypsum.html；サンエス石膏株式会社、「石膏の種類」33

http://www.san-esugypsum.co.jp/howto/explanation01/　（閲覧日：2021年12月28日）
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図22

リネン生地キャンバス（Linen Canvas）

https://yoshino-gypsum-sales.com/gypsum.html
http://www.san-esugypsum.co.jp/howto/explanation01/


　　 

二水石膏 

加熱（約120℃～150℃）することで、結晶水
全体の3/4が脱水し半水石膏となる

（Caso4･2H2O／単斜晶） 
硫酸カルシウム二水和物、硫酸カルシウム二水塩、石膏
石、結晶石膏、原料石膏、化学石膏、石膏原石、アラバ
スター、雪花石膏、雪花石

半水石膏 

焼石膏とも呼ばれている。水と混練することで
水和反応し、二水石膏の針状結晶を析出し凝
結する 

（CaSO4･1/2H2O／三方晶） 
硫酸カルシウム半水和物、硫酸カルシウム二分の一水塩 

＊結晶形の違いで次の二つに分類される 

①α型半水石膏／α石膏、硬質石膏、硬質半水石膏、高
強度焼石膏、硬石膏（正しくない歯科業界用語） 

②β型半水石膏／β石膏、焼石膏、普通石膏（硬質石膏
に対する歯科業界用語）、鋳込用石膏（陶磁器業界用
語）

無水石膏 

結晶水を持たない硫酸カルシウムとして、可溶
性無水石膏（III型無水石膏）と不溶性無水石
膏（II型無水石膏）がある。半水石膏を加熱
（約180℃～190℃）して得られる可溶性無水
石膏は、空気中の水分を吸着して半水石膏に戻
る。一方、不溶性無水石膏は天然に存在する
が、二水石膏を300℃～700℃で焼成すること
でも得られる。不溶性無水石膏は水を加えて
も容易に水和反応しないが、凝結促進剤を加
えて硬化させることもできる

（CaSO4／Ⅰ型結晶系不明、Ⅱ型斜方晶、Ⅲ型六方晶） 
硫酸カルシウム無水物 

＊結晶系の違いで次の三つに分類される 

①Ⅰ型無水石膏／高温型無水石膏 

②Ⅱ型無水石膏／不溶性無水石膏、硬石膏 

③Ⅲ型無水石膏／可溶性無水石膏、γ石膏、乾燥用石膏
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図23

二水石膏→半水石膏

図24

半水石膏→二水石膏



第1項　石膏地（ジェッソ）について 

硫酸カルシウムを主成分とするジェッソはイタリア語で石膏を意味するが、広義では、絵画

における地塗り材も意味している。特に中世ヨーロッパの板絵において支持体を作るために使用さ

れた水性の白色地塗り材であり、日本においてはジェッソと呼ばれている。ジェッソという名称は

曖昧であり、中世イタリアでは主に石膏（硫酸カルシウム）であるが、北欧の絵画では白亜（炭酸

カルシウム）と膠液を混合した塗料もジェッソと呼ばれていた。現在は人工合成の地塗り材も

ジェッソと呼んでいる。 

第2項  ジェッソ・グロッソ（Gesso grosso）とジェッソ・ソティーレ（Gesso sottile）

についての論争 

中世イタリアの石膏地では一般的に二種類の層が知られているが、 本節においては、チェ34

ンニーニの板絵技法 によるジェッソ・グロッソ（Gesso grosso）及びジェッソ・ソティーレ35

（Gesso sottile）の二種類について考察する。 

文献によると、ジェッソ・グロッソは粗口石膏であり、ジェッソ・ソティーレは仕上石膏で

ある。仕上石膏は焼石膏に水を加え、硬化させないように消和した物である。文献 によると、こ36

の推定はほぼ一致している。しかし、日本の多くの文献では粗口石膏を焼石膏（半水石膏）と認

識しているが、焼石膏ではないという説もある。現段階では学者の意見はまとまっていないため、

本章においては、チェンニーニの石膏地部分の技法を考察する。当時のままに再現するのが本研究

の重要な要素であるため、納得のいく考察の結果を求めたいと考える。 

まずチェンニーニの原文では、『絵画術の書』第115章の中でこのように述べている。 

次に、粗口石膏，すなわちヴォルテッラ石膏 を，精製して小麦粉のように篩に37

かけたものを用意する。小さな碗1杯分を，斑岩の上に置いて，手の力で，顔料

を練ったときのように，先の膠水とともに練る…  38

 『絵画術の書』、111頁。34

 同上、115章、116章。35

 仕上石膏は焼石膏を水で不活化させた二水石膏である文献：『絵画術の書』p71～72；『The Painters Manual of Dionysius of 36

Fourna』、Dionysios 、Paul Hetherington （著）による金沢美術工芸大学紀要Vol.39内の『ディオニシオスの「エルミニア」 : 技法
編の翻訳』、第5節「いかにして石膏を焼き、混ぜるか」；『絵画技法全書』p62、84；『絵画技術体系』p254～255；『絵画学入
門』p75；『トンプソン教授のテンペラ画の実技』p61；『絵画材料事典』p111；『イコンの描き方 ビザンティン式伝統画法』p21；
『黄金テンペラ技法』p28； 『油彩画の技術』p162～164；など

ヴォルテッラ (Volterra) は、イタリア共和国トスカーナ州ピサ県のコムーネの一つである。紀元前8世紀末の遺跡から雪花石膏・アラ37

バスターが出土している。

 『絵画術の書』、71頁。38
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また第116章ではこのように述べている。 

次に，仕上石膏と呼ばれる石膏を，用意する必要がある。これは，〔前章で触れ

たのと〕同じ石膏で，まる1月も桶の中で水に浸して晒しておいたものである。

毎日水を搔き混ぜると，石膏は力をほとんど失い，すべての火熱が外に出て，絹

のように柔らかになる。そうしたら，水を捨てて，丸めて固まりにして乾燥させ

る。このような石膏は，われわれ画家用に，薬種商で売られている。そして，こ

の石膏は，石膏下地に用いるほか，金箔を置いたり，盛り上げをして，美しい細

工をするのに，用いられる。  39

116章の原文によれば、仕上石膏は焼石膏を硬化しないように水の中で不活性化させること

により、純度の高い二水石膏（硫酸カルシウム二水和物）に戻るとされる。「…これは，〔前章

で触れたのと〕同じ石膏で…」と記載されているため、第115章の粗口石膏（ヴォルテッラ石膏）

は焼石膏であると一般的に認識されている。（注：本論において粗口石膏（ヴォルテッラ石膏）は

焼石膏ではないと主張している。上記の「前章で触れたのと同じ石膏」は焼石膏ではなく同じ

ヴォルテッラ石膏の意味と考えられる。つまり、当時はヴォルテッラ産の真っ白な石膏で原石のま

まに粉にしたものと焼いたものとして売られていた。粗口石膏として使われたのが原石のままに粉

にしたものであり、116章では焼いたものを使われたと考える。詳細は第3項にて説明する。） 

焼石膏の仮説を有利とする文献としては、11世紀から12世紀頃ロマネスクの中世芸術の技法

書であるテオフィルスの著書 第1巻19節の中で記載されている。 40

この後、生石灰のやり方で焼いた石膏、又はそれによって皮が白くされる白墨を

とり、水を加えて石の上で入念に磨れ。次に土器に入れ、生皮の膠を注いで、膠

が溶けるように炭火にかけよ。こうして刷毛で同じ生皮の上に極めて薄く塗

れ。… 

 同上、71～72頁。39

 テオフィルス（著）、森洋（訳編）『さまざまの技能について』中央公論美術出版 、1996年。40
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R. J. ゲッテンス、G.L.スタウト著『絵画材料事典』では 

…イタリアの板絵に用いてた白地は普通はにかわと焼石こう（パリプラスター）

を混合したものである。…ジェッソグロッソgesso grossoが板絵に用いる粗く厚

い下塗りである。パリプラスターをふるいにかけただけのもので、サイズ（にか

わ）と混ぜて塗りこむ。…  41

と、明確にジェッソ・グロッソは焼石膏であると示している。またグザヴィエ・ド・ラング

レ著書 、森田恒之の著書 等 の中でも、同様の事が述べられている。 42 43 44

しかし、これに対して『絵画学入門』の中では 

…「ジェッソ」は天然に産出する鉱物である石膏（結晶石膏CaSO4・2H2O）に

対するイタリアでの呼び名である。それが絵画技法書で用いられる場合には、常

に「ジェッソ・グロッソ」の意である。「ジェッソ・グロッソ」は普通焼成され

ていない石膏かあるいは「焼いて殺した」石膏、すなわち固まらない石膏のこと

である。これはイタリアの画家によって一般に使用された地塗り材料であ

る。…  45

と述べている。つまり以前のイタリアでジェッソと呼ばれているものは天然石膏の意味を示

し、ジェッソ・グロッソの意味も併せ持っている。 

 『絵画材料事典』、111頁、114頁。41

 グザヴィエ・ド・ラングレ（著）、黒江光彦（訳）、『油彩画の技術』美術出版社、1974年、162頁、165～166頁。42

『森田恒之（著）『画材の博物誌』中央公論美術出版、1994年、158頁。43

 Thompson, D. (ed.), Cennini, The Craftsman's Hand- book, New Haven 1933, rp., New York, 1960, p. 70 ; Thompson, D., The Materials and 44

Techniques of Medieval Painting, New Haven 1936, New York, 1956, pp. 34-36 ;  Thompson, D., The Practice of Tempera Painting, New Haven 
1936, rp., New York, 1962, p. 36 ; Straub, R. E., "Tafel- und Tüchleinmalerei des Mittelalters", in Reclams Handbuch der Künstlerischen Techniken, 
Stuttgart, 1984, pp. 156-157.

 『絵画学入門』、74～75頁。45
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一般的には焼いていないもの或いは焼いて処理した（水で不活性化した）ものは非晶質石

膏、即ち固まらない石膏である。また『黄金テンペラ技法』 の中では、ボローニャ石膏はチェン46

ニーニの述べるジェッソ・グロッソに該当する天然の二水石膏であると述べている。つまり現在で

は、市販のボローニャ石膏 は天然の石膏原石を粉末にしたものであり、以前のジェッソ・グロッ47

ソであると見られている。また、非焼石膏説のとても有利な文献は、近年の『National Gallery 

Technical Bulletin Volume』や『Calcium Sulphate Minerals in the Grounds of Italian 

Paintings』など保存修復学からのアプローチの結果であると考える。これらの文献 により、48

ジェッソの下地塗りに焼いていない石膏を使用することが、ヴェネツィア地域での標準的なやり方

であると思われる。フィレンツェやシエナなどの地域の作品では、石膏層の成分は一般的に硬石膏

（無水石膏）のみ、或いは二水和物が含まれている硬石膏であると示している。またオランダのラ

イデン大学による研究資料『Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice』49

の中では、フィレンツェ及びシエナの多くのサンプルから、ジェッソ・グロッソは約100％の無水

石膏、75％無水和物：25％二水和物の石膏、50％無水和物：50％二水和物の石膏であることが判

明し、ジェッソ・ソティーレでは、約100％の二水石膏または25%の無水和物を含む二水石膏であ

ることが判明した。 

第3項  結論 

本節における石膏地の考察は、本研究の中でかなり手間がかかり、非常に重要な部分だと考

える。日本の多くの文献ではジェッソ・グロッソは焼石膏と認識されているが、沢山の実験結果に

より、焼石膏を地塗り材として使う場合は二水石膏になる時に硬化により膨張する現象が起きると

判明している。この僅かな膨張現象でも支持体に負担がかかって反りやすくなり、亀裂を生じる一

因となる。また現在市販されている一般の焼石膏と膠液を混合した下地は、同じく市販のボロー

ニャ石膏より細目と見られ、硬化した下地は大変硬くなり、平らに削るのがとても困難であると実

感した。そのため、筆者は焼石膏の使用に疑問を持つようになった。下地塗りにおいて、支持体と

共に形成されたものは絵画作品の「命」とも言われている。中世イタリアにおいて石膏地を使用し

た数々の作品は今でも保存状態が良く、現在の人工合成された下地塗り材より信頼性が高いと考

えるため、この考察が非常に重要となるであろう。 

 紀井利臣（著）『黄金テンペラ技法』誠文堂新光社、2006年、28頁、60頁。46

 イタリアのボローニャ産の石膏であるが、現在の市販のボローニャ石膏はドイツ産の物もあるため特定できない。各メーカーの工場47

に調査を行った結果は焼成されていない原石のまま粉末された非晶質石膏である。

 Jill Dunkerton and Ashok Roy,  National Gallery Technical Bulletin Volume 10, ‘The Technique and Restoration of Cima’s, The Incredulity of S. 48

Thomas’, 1986; Gettens, R.J. and Mrose, M. E., ‘Calcium Sulphate Minerals in the Grounds of Italian Paintings', ‘Studies in Conservation’, 1, 4, 
1954,  pp. 182-183.

 Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice, University of Leiden, the Netherlands 26-29 June, ‘Questions about Medieval 49

Gesso Grounds’, 1995, p. 62.
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・ジェッソ・グロッソ 

先述のとおり、近年の保存修復学のアプローチの結果では、フィレンツェやシエナなどの地

域の作品の粗口石膏層の成分は硬石膏即ち無水石膏のみ、或いは二水和物が含まれている硬石膏で

あると示されたため、もしジェッソグロッソが焼石膏であれば、一般の焼石膏に水を加え硬化する

と二水石膏になるはずである。また『絵画術の書』第115章では、「次に、粗口石膏、すなわち

ヴォルテッラ石膏を…」と記述されている。中世において焼石膏の販売は一般的であり、わざわざ

ヴォルテッラの石膏を述べたのには理由がある。実はヴォルテッラ、この地域でいう雪花石膏（ア

ラバスター・alabaster）は古くからイタリアの代表的な石膏であり、とても有名である。この地

方において純度の高い雪花石膏は、純白で柔らかい硬石膏（二水和物が含まれている。最上質の雪

花石膏は二水和物の含有量が高い） であり、伝統的な彫刻は焼石膏を使わず、原石そのままを使50

用している（図25、26）。 

原石は雨に弱いため、ほとんどの場合室内用の彫刻作品に使用している。現地の工場では彫

刻で使用した石膏の粉末が常にある。第115章では「…精製して小麦粉のように篩にかけたものを

用意する…」とあるため、彫刻した後の塊を除く作業と考えられる（図27）。 

硬石膏（或いは二水和物を含む）即ち無水石膏は上記に述べているライデン大学の研究資料

の中で、フィレンツェ及びシエナの多くのサンプルから、ジェッソ・グロッソは約100％の無水石

膏、75％無水和物：25％二水和物の石膏、50％無水和物：50％二水和物の石膏であることと一致

する。従ってジェッソ・グロッソはヴォルテッラ産の雪花石膏を焼成せず、原石のままに粉末した

もの（硫酸カルシウムの無水和物・二水和物）であると考えられる。 

近年、東京藝術大学技法材料研究によるジェッソ・グロッソの研究結果は半水石膏ではなく

無水石膏であるが、天然石膏を焼いて無水石膏に変換して使用していたと結論づけている（不溶性

無水石膏は自然に存在するが、二水石膏を約300℃～700℃で焼成することでも得られる）。この

結論に関しては可能性が十分あるが、本研究ではジェッソ・グロッソが焼成していない、原石のま

まに粉末したものであると考えている。その理由としては、チェンニーニの時代の絵画に関する文

献の中に、焼成した純粋な無水石膏を使用する記載がほとんど見られないためである。あったとし

ても、当時天然石膏を焼成した無水石膏を抽出するには、細かく粉末状にせねばならない。そうで

なければ半水石膏の固まりと区別が出来なくなる。粉砕して水の中に入れ、半水石膏（加熱約120

℃～150℃にまで熱することで、結晶水全体の3/4が脱水し半水石膏となるが、約150℃～400℃

前後でⅢ型無水石膏になり、大気中の水分と接する瞬間に半水石膏に戻る）が塊になり、残りの

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

 ARTIERI ALABASTRO, ALABASTRO, L’alabastro di Volterra è il più pregiato d’Europa,　https://www.artierialabastro.it/alabastro-50

volterra/　（閲覧日：2021年12月28日）
54

https://www.artierialabastro.it/alabastro-volterra/
https://www.artierialabastro.it/alabastro-volterra/


粉末は無水石膏として使用する。そのため粉末の粒子は半水石膏と同じように細かいと考えられ

る。 

チェンニーニの時代のヴォルテッラ産の粗口石膏は、ある意味粒子が粗い石膏であることを

示している。ジェッソ・ソティーレの仕上石膏は当時の薬局で販売していた焼石膏（半水石膏）を

用いて水で消和した二水石膏を使用することで、粉末の粒子は薬局の焼石膏と大差がないと考え

る。つまり、純粋な無水石膏は、天然石膏を焼成して細かく研磨した粉末状のものを水で精錬し、

乾燥して得ることができるが、非常に手間がかかり、しかも粒子が細かい。このような石膏は

ジェッソ・ソティーレの役割と重複するため、わざわざジェッソ・ソティーレを使用し、細かい仕

上石膏の二水石膏と区別する必要性がなくなる。そして、現在ヴォルテッラにある伝統的な石膏製

造社に問い合わせたところ、焼いていない石膏を粉末にするのが昔からの伝統処方であるとされた

ため、当時のジェッソ・グロッソは原石の粉末を粗処理した石膏であると考えられる（図28）。

（詳細は第3章2節2項にて説明する。） 
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図25

ヴォルテッラ石膏工房の雪花石膏（現地）

図26

ヴォルテッラ石膏工房の作業風景（現地）

図27

塊を除く作業

図28

原石の粉末



・ジェッソ・ソティーレ 

ジェッソ・ソティーレについては、第116章でこのように述べている。 

次に，仕上石膏と呼ばれる石膏を，用意する必要がある。これは，〔前章で触れ

たのと）同じ石膏で，…毎日水を搔き混ぜると，石膏は力をほとんど失い，すべ

ての火熱が外に出て，絹のように柔らかになる。そうしたら，水を捨てて，丸め

て固まりにして乾燥させる。…  51

ここで多くの人は粗口石膏は焼石膏であると誤解しやすいが、この「同じ石膏」はイタリア

語原文ではとても曖昧である。前文の語感によると前と同じ「石膏」か、同じく「ヴォルテッラ産

の雪花石膏」とも考えられる。つまり同じヴォルテッラ産の雪花石膏でも品質の差があり、粒子の

差もある。また、このソティーレ （粒子が細かく純白で高品質のもの）石膏を用意するという意52

味と考えられる。加えて文章の最後にはこのように述べている。 

…このような石膏は，われわれ画家用に，薬種商で売られている。そして，この

石膏は，石膏下地に用いるほか，金箔を置いたり，盛り上げをして，美しい細工

をするのに，用いられる。  53

したがって、ジェッソ・ソティーレは当時既に市販されていたと考えられる。微粉を得るた

めの伝統的な製法では、焼成した後に水を加え、更に浄化し、非晶質石膏粉末になる。このジェッ

ソ・ソティーレは同じくヴォルテッラ産の雪花石膏でありながら、既に市販（焼成浄化の製法）さ

れており、もっと品質が良く、細かい粒子の雪花石膏であろう。 

現在では、品質の良い焼石膏を用意し、第116章の製法と同様、良質のソティーレ石膏を得

ることができる。また市販のソティーレ石膏は仕上石膏を意味するが、石膏の他に細かい粒子の白

『絵画術の書』、71～72頁。51

 「ソティーレ」はイタリア語の「細かい」という意味52

 『絵画術の書』、72頁。53
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亜（炭酸カルシウム）もソティーレと呼ばれている。白亜は金箔の下地に石膏の代用として使える

が、固く割れやすい点が注意点である。 

第4項 石膏地の研磨  

チェンニーニの時代の石膏層の研磨は非常に手間がかかっていた。当時は電動サンダーや紙

やすりは存在しないため、「板刃」という金属の板で削っていた。『絵画術の書』第120章の中で

はこのように述べている。 

石膏塗りは，その日のうちに終えねばならぬものであり，だから，仕事の段取り

をよくして，必要とあれば，夜までかかっても終えるべきである。終えたら，太

陽にあてることなく，少なくも二昼夜は，乾燥させ給え。長く乾燥させればさせ

るほどよい，布切れに木炭の粉を用意して，小さな玉状にくくり，絵板の石膏の

上に粉を撒いてゆく。次に，雌鳥か鵞鳥の羽根束で掃いて，この黒い粉を石膏の

上に満遍なく広げる。これをするのは，それなしでは，平らの部分を完壁には削

れないからである。つまり，石膏を削るのに用いる刃物は，平らなので，削り取

られたところは，牛乳のように白く残ることになる。これによって，さらに削ら

ねばならない部分はどこであるかが，分かるというわけである。  54

したがって、石膏地を乾燥させる際には日光に当てないよう注意すべきである。内部まで乾

燥させるためには、少なくとも2日間置いておく。磨く前に布切れの上に木炭の粉を乗せ、その布

切れを括ると、布繊維の隙間を通して非常に細かい粉末が落ちてくる。この粉末を石膏の表面に散

いて羽根束で掃き、石膏地の表面に満遍なく置いてから研磨作業に入る。チェンニーニは木炭の粉

末を使用する重要性について上記のように「これをするのは，それなしでは，平らの部分を完壁に

は削れないからである。」と述べている。実際に、この段階を省略すると紙やすりさえでも完璧に

研磨することができない。また、当時の製法で作った石膏地は非常に柔らかく、板刃を使うことに

よって紙やすりには得られない効果があると判明した。それは、板刃で削るとその圧力で柔らかい

石膏の表面が圧縮され、その結果、非常にふわりとした感触で少し艶のある平らな表面になる。 

つまり、この作業をする間にどこか平面でどこに凸凹があるかを判断するために、木炭の粉

末を用いて表面に均一に置く。平らな表面であれば粉があまり付かないが、凸凹がある表面は沢山

 同上、74頁。54
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付くため目視での判断がしやすく、板刃で効率よく研磨できるのである。また、『絵画術の書』

第121章ではこのように述べている。 

初めに，平らな，指1本位の幅の削り刃をとり，平らの部分のぐるりの額縁に近

いところを，ほんの少し削っておく。次に，これ以上は不可能と思えるほど平ら

に研き上げた板刃で削ってゆくことになるが，それを握る手には些かの力も加え

ることなく，軽い手つきで行う。  55

これを見ると、板刃は約10cmの幅である。最初は額縁に近いところから平らなところまで

を全体的に削っていき、力を入れ過ぎずに、軽い手つきで行う必要がある。チェンニーニの製法

で作られた石膏層は非常に柔らかいため、板刃の重さと鋭さにもよるが、力を入れ過ぎると10cm

ほど幅の両端のところが凹んでしまう恐れがある。 

第5節　ポリメント金箔処方における箔押しと研磨 

ポリメント金箔処方における箔押しと研磨の考察は『絵画術の書』第131章から第139章ま

でである。本章では主に当時使用されていた材料や配合、現在の日本の文献との相違点について考

察するため、技法書の中に書かれた異論のない手順については、第3章の実践篇にて説明したい 

第1項　ボーロについて 

本論の第1章2節に先述しているように、「…その下地と金箔の中間にボーロ（Bolo）という

粘土を挟んでいる。ボーロは「土の塊」を意味する。」、第2章1節に「ポリメント（Poliment）

とは（中略）この特徴のお陰である。」ボーロについて要約した。ポリメントはイタリア語で「ボ

ーロ（Bolo）」と呼ばれており、日本では「ボーロ」との発音もある。それは語源であるギリシ

ャ語（Bolos）とラテン語（Bolus)からである。 『絵画術の書』第131章の中に、このボーロに56

ついての記述がある。 

 同上、74頁。55

 『トンプソン教授のテンペラ画の実技』、80頁。56
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話をもとにもどして，板絵への盛り上げが終わったら，アルメニア産ボーロを用

意し給え。ただし良質のものであるように、ボーロを下唇に触れてみて，くっつ

くようであれば，それは質が良いものである。… 

赤色のボーロはアルメニア産のボーロが品質が良いと言われている（図29）。それ以外は黄

褐色、白色、灰色、蒼色、黒色など様々な色があり、現在の日本における市販のボーロは主に泥

状の赤、黄、黒の3色である（図30）。チェンニーニの時代のボーロは、顔料と同じく粉末あるい

は塊として販売されており（図31）、現在のヨーロッパでもこの形状のボーロを手に入れること

ができる。 

60

図29

アルメニア産の赤色ボーロ



第2項　卵白との調合 

現在では、金箔地テンペラの粘土層にはボーロと膠を混ぜ合わせて使用するのが一般的であ

るが、チェンニーニの時代は膠ではなく卵白を使用していた。『絵画術の書』第131章と第132章

にあるように、チェンニーニは二つの方法を推奨している。一つは卵白を水で薄めてボーロと混ぜ

る方法、もう一つは卵白を薄めずボーロと混ぜる方法であり、第132章の中でこのように述べてい

る。 
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図30

市販のボーロ（現在）

図31

ボーロの塊



…この方が，別のやり方よりも，まだ経験の浅いお前にとっては，確かな方法で

ある。…  57

二つ目の方法は経験が浅い人に勧めている。一つ目の方法は第131章の中でこのように述べ

ている。 

ここで，金箔を置くための完壁な結合剤のつくり方を知っておくがよい，釉薬の

かかった碗をよく洗って，それに卵白を用意する。たくさんの枝があり，長さを

揃えて切った，ほうれん草を用意する。ほうれん草や野菜スープを砕くときのよ

うに，この卵の白身を掻き混ぜて，雪のように緻密な泡で碗が一杯になるように

する。次に、あまり大きすぎない普通のコップを用意し，ごくきれいな水を8分

目ほど入れ，碗の中の白身に，それを注ぐ。そのまま一晩寝かせて，蒸発物を発

散させる。それから，この結合剤と例のボーロとを，出来るかぎりよく練り合わ

せる。  58

これによれば、卵白を陶器の器に入れて、ほうれん草の枝で細かく泡立つまで攪拌する。そ

して一般的な大きさのコップに水を約8分目まで入れてから卵白を加え、そのまま一晩寝かせる。

しかし、この記述には二つの疑問点がある。一つは卵白を細かな泡が立つまで攪拌して寝かせるこ

とと、一般的な大きさのコップ8分目の量が曖昧な点である。この疑問を以下に考察した。 

トンプソンによれば、卵白を細かく泡立つまで撹拌するのは、水を加える時に水と簡単に混

ざるようにするためであり、そのままの卵白では粘性が強いために水とうまく混ざらない、と述

べている。 この二つの方法を実践してみると、非常に分かりやすい結果が得られた。卵白をその59

ままの状態で混ぜ水とボーロで溶かした場合には、ゼリー状の卵白が水とうまく混ざらない。そし

て、そのゼリー状のままの卵白を下地に乗せて箔押しすると、剥落してしまうのだ。 

一般的な大きさのコップの8分目の量についても14世紀前後の文献を調べたが、解説してい

るものが非常に少ない。そもそも『Il Libro dell'Arte』の原語版と英訳版の中では、「8分目」と

は記載されていないのである。 

 『絵画術の書』、80頁。57

 同上、79頁。58

 Thompson, D.V., The Materials and Techniques of Medieval Painting. New York: Dover Publications, 1956, p. 50.59
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ミラネージ原語版：「...Poi abbi un bicchiere comune, non troppo grande, e non in tutto pien 

d’acqua ben chiara; e mettila sopra la detta chiara della scodella.」 

トンプソン英訳版：「 ...Then take an ordinary drinking glass, not too large, not quite full of 

good clear water; and pour it over the white in the porringer.」 

上記の意味は「最初、普通のグラス、大きすぎない、満杯ではない綺麗な水で、碗の中の卵

白に注ぐ。」であり、正確な分量が分からない。復原するためには、出来る限り正確な分量を把

握せねばならないため、当時の「一般的なコップ」の容量がポイントになる。ルネッサンスから

20世紀までのヴェネツィアにおけるガラスについての文献には、15世紀後半にヴェネツィア（図

32・左）で作られた家庭用コップのおおよその容量測定値は、容量が一般に約3分の1リットルで

あることを示されている。  60

これより早い年代の文献は見つけられなかったが、フィレンツェ（図32・右）出身のチェン

ニーニは14世紀から15世紀の間に生きていたと見られ、ヴェネツィアと場所も近いため、この容

量値は参考となるのではないだろうか。 

まとめると、チェンニーニの時代の一般的なコップの容量は1リットル（1000cc）の約3分

の1、333cc程度であると考えられる。満杯ではないため、おおよそ240cc前後の範囲として計算

すると、1個の卵から得られる卵白は約30gのため、240ccの水：30gの卵白となる。したがって、

この粘土層に使われている卵白液のh比率は水7：卵白1であると考えられる。 

 Bova, A. (ed.), Ľavventura del vetro dal Rinascimento al Novecento tra Venezia e mondi lontani. Milan: Skira editore, 2010, pp. 83-87.60
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第3項　板絵の金箔層 

金箔地テンペラ画の箔押しは非常に高度な技術を必要とする。単に文字上の手順を読み取っ

ても、実際に行うとなかなか上手くいかない場合が多い。本項では、『絵画術の書』第134章に対

して考察を行う。しかし、この章では非常に沢山の手順が記載されているため、異論のない内容に

対して実践篇に図像と共に説明していきたい。第134章の最初にはこのように述べられている。 

穏やかで湿気のある天候となり，金箔を置きたいという気になったなら，例の絵

板を持ち出してきて，2台の三脚の上に横にする。羽根箒をとって，それをよく

払う。削り刃を手にとり，ボーロを塗った部分を，軽い手つきで探ってゆく，い

ぼやこぶなど，粒状になったところがないかどうかを調べ，あったら取り除

く。  61

 『絵画術の書』、80頁。61
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図32



まず、金箔を押すには湿度の高い天気あるいは環境を必要とする。その理由は、金箔を押す

時に粘土層に水を引かねばならないため、湿度が高い環境では水分の蒸発が緩やかになり、金箔

を押せる時間が長くなるためである。おそらくチェンニーニは完璧な条件を提案するために細かく

記載したようだが、必ずしも湿度が高い環境で箔押しできるとは限らない。筆者が実際に復原作業

を行なった際には、加湿機の側で行うと一番効果があると感じた。 

また、「削り刃を手にとり（中略）あったら取り除く。」とあるように、チェンニーニの方

法で石膏下地を塗布すると、気泡が非常に出やすいと考えられる。気泡が発生する原因は二つあ

り、一つは石膏下地を作るためにジェッソと膠を混ぜると、気泡が出やすい。もう一つは麻布を

貼った表面には無数の穴があり、ジェッソを塗るとこの穴に空気が入るため、乾燥させる段階で気

泡が表面に上がってくる。その結果、石膏地が乾燥してから、あるいは研磨の段階で気泡があった

ことに気づく。そして気泡で開いた穴がある表面に再びジェッソを塗布しても、これを潰すことが

できない。これらの凹凸や粒状になったものは主に気泡が乾燥したものと考えられる。もしこのよ

うな粒状があった場合に、金箔を押すと表面に傷を付ける可能性があり、作品完成後に剥落する

可能性も考えられる。 

次に「麻の布切れをとり，このボーロの上を，精魂こめて磨く。さらに磨き棒でこれを磨け

ば，それに越したことはない。」 とあるが、チェンニーニの時代には紙やすりがないため、ボー62

ロの上、つまり粘土層を麻布で研磨する方法が行われていた。このアルメニア産のボーロは脂分が

ロウ（蝋）と近いため、乾燥後に表面を磨くと陶器のような艶が出る。その上に金箔を押して圧力

を加えると、金箔と粘土層が一体となり光沢が出る。粘土層の上に行う「箔下水引き」について

は、このように述べている。 

このように磨いて充分にきれいになったら，コップをとり，きれいな水をほぼ一

杯近く入れ，結合剤としての例の卵白を，少量その中に入れる。この卵白は，新

鮮なものであればあるほど良い。コップの中をよく攪拌して，水と混ぜる。  63

したがって、チェンニーニの「箔下水引き」の手順は、第2項で述べた「一般的なコップ」

の大きさと「卵白液」の比率に合わせて、約300ccの水に少量の卵白液に加えて混ぜていたと考え

られる。続けて彼はこのように述べている。 

 同上、80頁。62

 同上、80～81頁。63
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前に述べた銀栗鼠の尾の先端の毛でつくった太目の筆をとる。金箔を用意し，箔

挟み，つまりピンセットで，金箔を1枚そっと挟みとる。四角に切った紙で，金

箔よりは大き目で四隅の角を切り取ったものを1枚用意し，金箔をそれに置い

て，左手に持つ。そして右手では先の筆を持って，手にしている金箔が占める広

さだけ，ボーロの表面を濡らす。  64

上記は粘土層の上に水を引いてからの工程であるが、問題は「金箔を用意し，箔挟み，つま

りピンセットで，金箔を1枚そっと挟みとる。」の部分で、現代の金箔は薄すぎてピンセットで挟

むことができないという点である。文献 によると、中世および初期のルネッサンス時代に使用さ65

れていた金箔は現代より厚いため、ピンセットで挟みとることができた。次にこのように述べて

いる。 

均一に濡らして，ある部分が他の部分より水の量が多いといったことがないよう

にする。次に，金箔を，ボーロの表面の水に，そっと近づける。しかし，その

際，受け紙が濡れないように，縄紐1本分の幅だけ，金箔を紙より外へ出してお

く。そこで，近づけた金箔が水に触れんとする一瞬，素早く，受け紙を持った手

を手前に引くのである。そして，もしも，金箔に，水とくっついていないところ

が出来たら，新しい綿を少しとって，これ以上は不可能と言えるほどに軽く，そ

の金箔を押す。  66

ここでの記述は、実践をしないとなかなか理解し難い部分であるが、つまり金箔より大き目

の紙を用意し、金箔をその紙の上に載せ、そして紙の外に縄紐1本分の幅を出るようにする。その

出た金箔の部分と水が接する瞬間に、金箔が水分に引き寄せられて、粘土層の表面に付着するので

ある。そのため「均一に濡らして、ある部分が他の部分より水の量が多いといったことがないよう

 同上、81頁。64

 『絵画学入門』、118頁。65

 『絵画術の書』、81頁。66
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にする。」という部分は非常に重要なポイントである。水が下地に吸収され乾いてしまうと、その

部分には金箔が付着しない。その場合は「そして、もしも、金箔に、水とくっついていないところ

が出来たら、新しい綿を少しとって、これ以上は不可能と言えるほどに軽く、その金箔を押す。」

と指摘している。続いてこう述べている。 

こうして，同じ方法で，別の金箔を置いてゆく.2枚目の金箔を置くために地を濡

らすときは，筆の運びに注意して，すでに置いた金箔すれすれにして，水がそれ

の上にかからないようにする。そして，あとから置く金箔は，すでに置いてある

金箔の上に，縄紐1本分の幅だけ重ねて置くようにする。このばあい，重ねられ

る部分に金がくっつくよう，あらかじめその上に息を吐きかけておく。金箔を3

枚置いたところで，最初の1枚に戻って，上から息を吐きかけながら，綿で押し

てゆく。これをすれば，継ぎ当てをしなくてよいかどうかが分かるであろう。  67

ここでの記述は、1枚の金箔を粘土層に押してからの手順である。2枚目の金箔を1枚目の隣

に押す場合は、1枚目の金箔の上にかからないように水を引く。考察すると、おそらくチェンニー

ニの水引きの液体には「卵白液」の成分が含まれているため、金箔の表面に引くとその成分の影響

で粘土層と上手く一体化出来ないと考えられる。次に「そして、あとから置く金箔は、すでに置い

てある金箔の上に、縄紐1本分の幅だけ重ねて置くようにする。」とあるように、1枚目と2枚目の

間に縄紐1本分の幅を重ねるため、その間に卵白液があった場合は、卵白液の粘着性が粘土層の粘

着性を阻害してしまう。 

これは後に磨くと艶が出ず、破れてしまう可能性もある。したがって「このばあい、重ねら

れる部分に金がくっつくよう、あらかじめその上に息を吐きかけておく。（中略）分かるであろ

う。」とあるように、吐息の湿気で金箔と金箔の間を接着し、さらに綿を使用して圧力で粘土層

に付着させる。この過程は非常に難しく、上達するには経験が必要である。次にこのように述べて

いる。 

ここで，必要になるのは箔床である。その大きさは，煉瓦大とし，ごく平らな板

の上に，脂気の脱けた真白の柔らかい鞣し革で，革帯に用いられるものを，張
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る。よく広げて革を張り，板と革の間には，少量の毛屑を詰めておく。このよう

につくった箔床の上に，金箔を充分に伸ばして置き，真っ直な板刃で，金箔を，

補修が必要な欠損部の形に合わせて切る。先の尖った銀栗鼠毛の小筆をとり，例

の結合剤をその欠損部に塗る。そして，その筆の柄の頭を，唇で少々湿らせば，

金箔をとり上げて，それを欠損部に置くのに，充分役立つであろう。  68

チェンニーニの時代には金箔を押すための「箔床」というものがあり、子山羊などの柔らか

い動物皮から作られていた。皮の裏面を表にし、板の上に付ける。皮と板の間に少量の毛屑など

柔らかいものを詰め、柔軟性を持たせたものである。この箔床の作り方は現在までほとんど変

わっていない。そして金箔を箔床の上に置き、板刃で望ましい形に切り、補修が必要な部分に唇

で少し湿らせた筆（銀栗鼠毛）を用いて金箔を置くのである。最後にこのように述べている。  

絵板の平らの部分にお前が予定した金箔をすっかり置き終えたら，その日の中に

そこに磨きをかけねばならないから，額縁や葉飾りの部分に金箔を置くことは，

また別に話すことにして，ここではお前は，道路舗装の親方がするように，金箔

の小片を拾い集めて，いつでも出来る限り大切に扱って，金を蓄えるようにし給

え。そして板に置いた金箔は，白い布で覆っておくように。  69

チェンニーニは、金箔を粘土層に押したのち、その日の内にその部分を磨かなければならな

いと指摘している。これを考察すると、水を引いた際の水分が粘土層から石膏層、支持体（木板）

まで浸透し、その水分が粘土層の成分と反応するため、粘着性が得られる。その粘着力のお陰で

金箔が画面に付着し、次の過程で鉱石や瑪瑙などで圧力をかけて磨くと金箔が粘土層の内部に付

着し一体化する。もし圧力をかけないまま粘土層の水分がすべて蒸発すると、金箔が単に粘土層

の表面に軽く付着するだけになり、乾燥した粘土層も硬くなる。その状態で磨くと圧力をかけて

も金箔が粘土層の内部に付着できず、表面から剥がれてしまう。一方で、粘土層の水分が多過ぎる

場合でも、金箔が粘土層に付着しない。それは、水分が沢山含まれている粘土層は非常に柔らか

く、圧力をかけると粘土層が崩れてしまう。つまり、金箔を磨く適切なタイミングとしては、粘土
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層の水分が乾燥しすぎず濡れすぎない状態であり、これを判断するためには、鉱物や瑪瑙を用いて

表面を軽く叩き、音で湿度の加減を見るのが方法の一つである。 

最後に、チェンニーニは金箔層が完成したのち、残された金箔の小片を拾い集めて大切に保

存するようにと指摘している。これは次の作業や修復に使うためであろう。そして磨き上げた金箔

層の上を布で覆っておくのは、埃の付着を防ぐためである。 

第4項　金箔の磨き上げについて 

金箔層の磨き上げは非常に難しいと思われているが、実際に上記のような一つ一つの条件を

きちんと揃えれば、簡単な過程である。チェンニーニの手順は『絵画術の書』の第137章と第138

章にある。これらの章は経験に関する説明が多いため、主に原文を引用して考察していきたい。 

まず、第137章ではこうである。 

さて，いよいよ，金箔を磨かねばならない時が来た。冬は，気候に湿りがあって

穏やかで，乾燥していないので，金箔は，置きたいだけいくらでも置けるという

のは本当である。しかし，夏は，金箔を1時間置いたら，次の1時間でそれを磨

き上げるというふうにせねばならない。また，金箔を置いたばかりで湿りがひど

いが，それにもかかわらず，わけがあってどうしても磨きをかけたいときには，

暖かい湯気のくるところか，風通しのよいところに置いておき給え。逆に，金箔

が乾き過ぎたときには，湿気のある場所におき，覆いをかけたままにしておく。

そして，磨きをかけるとき，支障なくやりたいと思ったら，その覆いは，注意し

てそっととるようにする。というのは，ほんの少しこすれても，金に傷をつけて

しまうからである。  70

前項の最後にある「絵板の平らの部分にお前が予定した金箔をすっかり置き終えたら，その

日の中にそこに磨きをかけねばならないから，…」の文に関する理由は先に述べた内容である。

前項の最後にも述べたように、粘土層の水分量が非常に重要なポイントである。そのため、チェン

ニーニは冬の方が金箔を磨く最適の時期であると指摘し、夏は金箔を貼ってから1時間で磨き上げ

の作業をしなければならないと述べている。しかし、日本の夏とフランスの夏を比べると、日本

の夏は湿度が高いが、フランスの夏は乾燥している。これはあくまでチェンニーニの環境での経験
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であり、加湿機などを用いて湿度をほど良く保った環境を整えれば、いつでもこの段階に進める

と考えられる。第137章に書かれた重要な情報はこの後の文章である。 

絵板は，酒蔵の樽の足許に置けば，磨きをかけるのに適した状態になるであろ

う。8日も10日も，あるいは1箇月もの間，何らかの理由で磨きが出来ないこと

になったら，純白の，布か手拭いを用意して，それを金箔の上に被せて，酒蔵か

どこかに置く。磨きをかけるときになったら，布をもう1枚とり，きれいな水に

浸けてから，絞り，固く充分に水を切る。それを開いて，金の上に置いた初めの

布の上に広げる。そうすれば，すぐに，金は磨きをかけることが出来るようにな

る。以上で，金箔に磨きをかけてよいときの状態と，それを保つための諸条件に

ついて述べることは終った。  71

これを見ると、当時のポリメント金箔処方が独特の性質を持っていることが判明した。箔押

しが終わってからすぐに磨くことができない時は、粘土層に直接的に水をかけるのではなく、間接

的に粘土層の水分を保つようにする。例えば酒蔵の樽の足許に置くか、湿気が強い場所に置けばよ

い。また磨きをかける際には、水分のある絞った布を金箔層に置くと、すぐに作業できるように

なると指摘している。また、第138章の中ではこのように述べている。 

磨き棒をとり，襟元かどこか，脂汚れのないきれいな布の部分でこする。そして

充分に暖める。磨きをかけてよいかどうか，そっと金に触れてみる。しばらくは

用心をしながら，手探りで，磨いてゆく。もしも，磨き棒の先に何か埃のような

ものを感じたら，つまり，歯の間に砂粒を嚙んだときのようなきしみを感じたな

ら，銀栗鼠の尻尾を取り，軽い手つきで，金の上を掃く。  72

チェンニーニは金箔を磨く時にも注意が必要だと指摘している。それは磨く道具の表面に油

脂などの汚れがないか確認する必要がある。薄い金箔は非常に繊細な性質を持ち、少しの湿気が

あれば表面に付くが、油脂の方が水より粘着性が強いため、粘土層に既に付着した金箔が剥がれて
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しまう可能性がある。指や皮膚には油脂があるため、磨く道具に触れた際には汚れのない布で拭き

取るべきである。また金箔層の表面も磨く前に確認しなければならない、もし埃などがあれば筆で

軽く掃くべきである。そして磨く時はこのように述べた。 

こうして、少しずつ、一つの平らの部分を磨いてゆくが、初めは一方向、そして

次には、磨き棒を充分に平らに動かしながら、別の方向に磨く。そして、もしも

磨き棒でこすっても、鏡のようにむらのない艶が出ないと分かったときは、その

金箔を剥ぎ取って、その位置に一枚あるいは半分の金箔をあらたに置く。そのと

きには初めに息を吐きかけておき、すぐにまた磨き棒で磨いておくように。  73

初めは一方向に磨き、その後別の方向に磨くようにと指摘した。また艶が出せない部分があ

れば、その部分の金箔を剥ぎ取って、息を吐きかけてからすぐさまもう一枚の金箔で補修する。こ

の場合はおそらく粘土層の内部がまだ湿気が十分に残っている状態であり、表面に息を吐くだけで

金箔を十分付着させると考えられる。 

・金箔を磨く道具 

ポリメント金箔処方の仕上げ段階では、金箔を鉱石や動物の歯で磨いていた。現在は瑪瑙石

を使用するのが一般的であり、例えば金、銀の指輪や工芸品に使われている。ポリメント金箔処

方でも瑪瑙石を様々な形に作り、木製の柄に真鍮か銅の輪で繋いだ「瑪瑙棒」を使用している。

チェンニーニの時代では瑪瑙を使わずに「アマティート」或いは「ヘマタイト」という鉱石を使用

していた。アマティートはいわゆる「赤鉄鉱」であり、黒色の岩石の表面で細かく磨くと、黒真

珠のような銀色の光沢が出る鉱石である。『絵画術の書』第135章ではこのように述べている。 

上述のように用意した金箔は，磨かねばならないと分かったら，アマティートと

呼ばれる石を用意する。この石を，どのように加工するかを教えたい。もし，こ

の石を持ち合わせていないときは，お金さえ許すなら，サファイア，エメラル

ド，バラスルビー，トパーズ，ルビー，ざくろ石などが，いっそう良い。高貴な
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石であればあるほど，いっそうそれはふさわしい。さらに，犬，獅子，狼，猫，

豹など，一般に肉を見事に嚙み砕いて食べる動物であるならば，それの牙もま

た，適している。  74

アマティート以外にも、サファイアやエメラルド、犬や獅子など動物の歯も使用していたこ

とが分かった。実際にアマティートの鉱石で金箔層を磨いてみたが、瑪瑙より滑りが強い以外は

特に問題なく使えるようだ。
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｜第3章　チェンニーノ・チェンニーニ著『Il Libro dell'Arte』によるポリ

メント金箔処方の復原的考察（実践篇） 
本章では第2章を踏まえた上で、当時の金箔地テンペラ画の金箔地を再現する。材料の品質

により多少の差は生じるが、A4サイズ程度の大きさの作品として分量を計算する。 

第1節　ポリメント金箔処方の支持体の再現 

第1項　羊皮紙膠の作り方 

『絵画術の書』第110章の中に羊皮紙膠の作り方が記載されている。 

これは，羊や山羊でつくられた紙の裁ち屑，つまり羊皮紙の切れ端でつくる膠で

ある。この切れ端を，よく洗い，煮るまえに一昼夜水に浸しておく。きれいな水

で充分に煮て，3分の1になるまで煮詰める。この膠は，板膠を持ちあわせない

ときに，板絵や祭壇画の石膏下地にこそ用いて欲しい，これに優る膠は，この世

にないからである。 
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1．羊皮紙の切れ端を用意する。山羊皮のものが望まし
い。

2．山羊皮の羊皮紙の特徴として、純白に近い発色、毛穴
が目立ち、その毛穴が三つずつまとまっているものが多
い。イタリアの写本の多くは山羊皮を使用し、発祥地とい
われるペルガモンでも山羊皮が主流だと言われている。
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3．切れ端を水で洗う。 4．水分を出来る限り絞り出す。

5．羊皮紙膠の摂取をしやすくため小片に切る。 6．容量は20gとする。

8．500ccの水を入れ、、ラップで覆い一晩寝かせてお
く。

7．小片をビーカーに入れる。
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9．電熱器を使用し、熱源に直接当たらないように加熱す
る。

10．約90～95℃を保ちながら煮詰める。この温度での膠
の抽出は早い（水温が下がると再び粘着力が戻ってく
る）。

12．煮詰めている最中でも、膠水の接着力を指で確認す
る。

11．100℃以上にならないように、常に水温計で確認す
る。

13．水が約3分の1の量になるまで煮詰める。 14．掌と掌をこすり合わせ接着を感じるようであれば、
当時の羊皮紙膠と近い状態である。



第2項　パネルへの膠づけ 

『絵画術の書』第113章の中にパネルへの膠づけに関する内容が記載されている。 

この祭壇画用の板の表面というのは，決して滑らかにしすぎてはならない。ま

ず，羊皮紙の切れ端による膠水を用意して，3分の1になるまで煮詰める。両の掌

で膠に触れてみて，掌と掌とが互いにくっつくのを感ずるようであれば，ちょう

どよい加減である。それを2,3度濾す。次に，鍋にこの膠の半分と，それの3分の

1の水を入れて，よく温める。それから，柔らかい豚毛の太筆で，この膠水を，

手前の祭壇画用板に，葉飾り，龕，円柱など，石膏地塗りをほどこす予定のとこ

ろを含めて，全面に塗り，そして乾燥させる。次には，はじめに残しておいた濃

い膠をとり，筆で2度にわたり，先と同じ箇所を塗るのであるが，1度塗った

ら，必ずそれをいったん乾かしてから2度目を塗るようにする。これで，膠づけ

は完壁である。初めに塗った膠が，どんな役目を果しているのか，判るだろう

か？水を加えたのでそれは薄くなっているわけだが，ちょうど，何も食べないで

いたあとで，菓子を一つまみ食べ，上等な葡萄酒をコップ1杯飲むと，それがお

前を夕食に誘うように，これと同じ役割を，初めの膠が果すのである。つまり，

板が，膠と石膏を受けつけやすくなるのである。 
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1．支持体のパネルはホワイトポプラの一枚板を使う。 2．反りにくい柾目板を用意する（必須ではない）。
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3．先ほどの羊皮紙膠を用意する。 4．漉し器（薄手の布でも良い）を使い、2、3回濾す。

6．膠づけのために、綺麗に濾した羊皮紙膠水を準備す
る。

5．濾した後の羊皮紙の切り端が膨らんで、まだ摂取がで
きるようであれば次に使えるよう冷蔵庫に保存する（羊皮
紙の製造工程で防腐剤を使用しているため、長期保存が可
能である）。

7．羊皮紙膠水を半分ずつに分け、一つは膠水3:水1で最
初の1回目をパネルに塗布する。2回目は水で薄めずその
まま塗布する。

8．1回目に塗布した後、2回目は1回目が完全に乾くまで
待つ。すべて完成すれば膠づけの段階は完了する。



第3項　パネルへの布貼り 

『絵画術の書』第114章の中には、膠づけが完了したパネルへ布貼りする方法が記載されて

いる。 

最上質の膠を用意し，この麻布を大小の帯状に切るなり引裂くなりして，この膠

に浸し，先の祭壇画の表面に，両手で広げてゆく，縫い目があったらあらかじめ

取り除いておき，両手の掌でそれらを充分に平らに延ばすのである。こうして，

2日間乾燥させる。 
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2．麻布を大小の帯状に切る。1．薄手の麻布（リネン生地キャンバス）を用意する。

4．布が完全に浸したかどうか確認する。3．第1項の羊皮紙膠水の中に布を入れる。



第2節　ポリメント金箔処方における下地・石膏地の再現 

第1項　仕上石膏（ジェッソ・ソティーレ）の作り方 

『絵画術の書』第116章ではこのように述べている。 

次に、仕上石膏と呼ばれる石膏を、用意する必要がある。これは、〔前章で触れ

たのと）同じ石膏で、まる1月も桶の中で水に浸して晒しておいたものである。

毎日水を搔き混ぜると、石膏は力をほとんど失い、すべての火熱が外に出て、絹

のように柔らかになる。そうしたら、水を捨てて、丸めて固まりにして乾燥させ

る。このような石膏は、われわれ画家用に、薬種商で売られている。そして、こ

の石膏は、石膏下地に用いるほか、金箔を置いたり、盛り上げをして、美しい細

工をするのに、用いられる。 
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5．麻布を取り、パネルに貼り付け、手で充分に平らに延
ばす。

6．このように帯状の麻布をパネルの全面に膠づけすると
チェンニーニの時代のポリメント金箔技法の支持体が完成
する（制作の過程を分かりやすくするため、一番右部分は
木肌を残している）。
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1．4Lの保存瓶と焼石膏を用意する。 2．保存瓶の約7分の1の焼石膏を入れる（焼石膏の分量は
少なければ少ないほど扱いやすくなる）。

3．混ぜながら水を入れる。 4．7分目まで水を入れ、すぐに攪拌する。

5．焼石膏の硬化は非常に早いため、混ぜ続ける。 6．焼石膏が沈殿するとすぐに塊が形成されてしまう（密
度が高ければ高いほど硬化が早い）。
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7．沈殿した焼石膏が硬化された様子。 8．チェンニーニの手法では、一月桶の中で水に浸して晒
し、毎日水を攪拌する。今回は電動ハンドミキサーを使
い、保存瓶の上にテープで固定し、焼石膏が沈殿した際に
は20分混ぜ続ける（最初の日は出来る限り長時間混ぜる
のが望ましい）。

9．焼石膏の硬化力が残っているかどうか毎日確認する。
保存瓶を逆さまにし、沈殿している石膏が下に流れていけ
ば硬化してない証拠である（この段階の石膏は硬化力がま
だ残っている）。その後は毎日瓶を振るだけで良い。水に
浸す時間が長ければ長いほど石膏が絹のように滑らかにな
る。

10．注意すべきは、水で焼石膏を消和する場合、硬化現象
がよく見られるため、濾すことが重要である。この過程を
行わないと仕上石膏として利用できないのである。そのま
ま下地に使うと最初に硬化した塊の密度と消和した部分の
密度が異なるため、磨き上げの段階で塊が丸ごと剥落して
しまう可能性がある。この過程はチェンニーニの手順には
記載されていないが、重要である。

12．荒目で濾した焼石膏の塊は使えないため処分する。11．漉し器は荒目と細目の二つを用意し、濾していく。
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13．細目の漉し器に溜まった石膏は次の段階で使用する
ため、水分を吸収する紙やタオルなどを漉し器の下に置い
ておく。これは仕上石膏の一層目に使うことを推奨する。

14．最後に残った部分は非常に細かいため、保存瓶に戻
す。

15．石膏と水を分離させるため、容器の上に薄手の布を
覆って固定する。

16．細目の漉し器の方から布の上に石膏を流し込む。

18．チェンニーニの手順どおり、水を捨てて、丸めて固ま
りにして乾燥させる。

17．布で石膏を包み、水分を絞り出す。



第2項　粗口石膏（ジェッソ・グロッソ）の準備 

チェンニーニは『絵画術の書』第115章の中でこのように述べている。 

次に，粗口石膏，すなわちヴォルテッラ石膏を，精製して小麦粉のように篩にか

けたものを用意する。… 
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19．保存瓶の中にある細かい石膏を同様に流し込む。こ
れは石膏地の仕上層に使う。

20．同様に布で水分を絞り出す。

21．量が多い場合は1時間程度放置して乾燥させると、布
が剥がれやすくなる。

22．このように丸めて固まりを作って完全に乾燥するま
で置いておく。これでジェッソ・ソティーレ（仕上石膏）
が完成する。



第2章で記述したように、当時のジェッソ・グロッソは原石の粉末を粗く処理した石膏であ

ると考えられる（図33）。現在のヴォルテッラにある石膏製造社に問い合わせたところ、焼いて

いない石膏を粉末にするのは昔からの伝統的な製造方法であると言われ、ヴォルテッラ産の粗口

石膏を購入することができた（図34）。現在でもよく使われているグロッソと呼ばれる目の荒い

石膏は、主に建築の壁或いは下地などに使われている。日本ではボローニャ石膏というものが市

販されているが、この石膏は原石を焼かずに粉砕したもので、イタリアやドイツから輸入されてい

る。このボローニャ石膏についてホルベイン社に問い合わせたところ、「この石膏原石の粉末は

二水物（二水石膏）と混合物（無水物など）で形成されており、二水物を水に投入してもそのま

ま硬化しないが、無水物（混合物のこと） を水に投入すると固まり、混合物だと無水物の量に応

じて様子が変わる。多ければ固形状に、少なければ粘土状になる。それでは作業が困難なため、

一旦焼いて脱水し、消化（消和）させる手だてが講じられてきた。その工程を入れると全てを二

水物として扱うことができる。消化（消和）方法も、今日なら原石を粉砕した後、ロータリーキ

ルン(回転式窯)などで均一加熱できるが、昔は原石を粗砕して加熱していたためムラが出やすく、

炉の余熱を利用する放置加熱方式など、様々な工夫がなされてきた。」と述べている。したがっ

て、ヨーロッパでは焼いていない原石の石膏が大量にあると考えられ、原石の粉末は水に入れる

と混合物の影響で多少の固まりが出ることが分かった。 
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図33

画面下半分はジェッソ・グロッソ層を示す二重構
造の石膏地。SEM- BSE顕微鏡写真、断面6-03、

主祭壇画、カルモ教会、1735年。



第3項　粗口石膏層の塗布 

『絵画術の書』第115章の中で、粗口石膏層の塗布についてこのように述べている。 

布を貼った絵板が充分に乾燥したら，よく削れる板刃の形をした小刀を手に取っ

て，布の表面を注意深く調べて，もし瘤や縫い目のようなものを見つけたら，す

べて削り取ってしまう。次に，粗口石膏，すなわちヴォルテッラ石膏を，精製し

て小麦粉のように篩にかけたものを用意する。小さな碗1杯分を，斑岩の上に置

いて，手の力で，顔料を練ったときのように，先の膠水とともに練る。練り上げ

たら，へらでそれを集めて，絵板の平らの部分に置き，そして，完全に平らない

くらか大き目のへらを用いて，平らの部分を，すべてこの石膏で覆ってゆく，こ

うして，このへらで塗れる限りのところを隈なく塗る。次に，先の練り上げた石

膏をとり，暖める。柔らかな豚毛の筆をとって，この石膏を，額縁の部分や葉飾

りの上に塗り，同様に，へらで塗ってあった平らの部分にも塗る。額縁やその他

の箇所は，3, 4回塗り重ねるが，平らの部分にはあまり塗り過ぎてはいけない，

これを，2, 3日乾しておく。次いで，先の鉄製の板刃を持ち，平らの部分の表面

を削ってゆく。画工たちのところで見られるさまざまな形につくられた削り刃と

呼ばれる小型の刃物を，つくらせ給え。… 
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図34

ヴォルテッラのグロッソ石膏
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2．布を貼ったパネルが充分に乾燥したら、布の表面にあ
るほつれや縫い目をすべて削り取る。羊皮紙膠を作り、粗
口石膏と仕上石膏を用意する。

1．ヴォルテッラ産の粗口石膏（ジェッソグロッソ）を用
意する。

3．粗口石膏を斑岩の上に置いて、羊皮紙膠水を加える。 4．膠水を注ぎながら、指で混ぜる。

6．練り上げたらへらで集め、パネルの平らな部分に置
き、大き目のへらを用いてくまなく塗布する。石膏の乾燥
が非常に早いため、破れた卵黄を扱うように素早く伸ば
す。

5．顔料を練る時のように、羊皮紙膠と粗口石膏をよく練
り上げる。
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7．麻布がまだ透けて見えるようであれば、さらに上から
塗り重ねてヘラで平らに伸ばす。

8．乾燥の速度に作業が追いつかない場合は、上から塗り
重ねても厚みにムラができてしまうため、表面を水で濡ら
して指で擦り、ある程度平らにすると7の工程に戻すこと
ができる。

9．これを2、3日程度乾燥させる。これで粗口石膏層の塗
布は完了である。

8．次に、先の練り上げた石膏を暖める。柔らかな豚毛の
筆に石膏をとり、額縁の部分や葉飾りの上に塗る。同様
に、へらで塗ってあった平らの部分にも塗る。額縁や葉飾
りのような隆起した部分は、図のように行う。例として側
面のところを塗布している。石膏の加熱は50℃程度で十
分である。加熱しすぎると使えなくなるため注意が必要。
隆起した部分は3、4回塗り重ねるが、平らな部分には塗
り過ぎてはいけない。



第4項　仕上石膏層の塗布 

仕上石膏層について、『絵画術の書』には非常に細かく記載されており、本項では二つの部

分に分けて実践を行いたい。第117章の中ではこのように述べている。 

粗口石膏による下地塗りがすみ，うまくきれいに削られて，表面がすっかり真っ

平らになったら，この仕上石膏を用意する。きれいな水を入れた鉢に，その石膏

の固まりを，ひとつずつ，離して入れ，水を吸収するだけ吸収させる。次に，斑

岩の上に，石膏を少しずつ取り出して，水はほかに加えないで，汚れを混じえず

に，完壁な状態になるまで練る。練り上がった分は，丈夫な白の麻布の上に置

く。これを繰り返して，一つの固まりがつくれるだけの分を集める。次いで，そ

れを布に包み込んで，強く締めつけ，絞り出せるだけの水を絞り出してしまう。

お前が必要とするだけの量を練り終えたら，粗口石膏に用いたのと同じ膠水を用

意する。というわけは，ここで注意しておきたいのだが，2種類の膠水の入った

石膏をつくってしまっては，良い結果は生じないだろうからである。つまり，仕

上石膏のためと粗口石膏のために，混ぜる膠水は，一度にまとめてつくっておく

のである。仕上石膏では，粗口石膏のばあいに比べると，膠を弱目にせねばなら

ない。理由は，粗口石膏こそ，いずれのばあいでも一番のもとになるものだから

である。他方，仕上石膏は，水分が少しも残らないほどにまでは絞り切ることは

出来ないということからも，充分に説明はつくであろう。そんなわけで，同じ膠

水をためらわずに使用するのである。 
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2．板刃で表面の凹凸が目立たなくなる程度にまで平らに
削る。

1．3日乾燥させた先ほどのパネルと板刃を用意する。
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4．綺麗な水を入れた鉢に，その石膏の固まりをひとつず
つ離して入れ、水を吸収させる。

3．第1項で述べた、丸めて完全に乾燥した仕上石膏を用
意する。

6．練り終えたものを丈夫な白の麻布の上に置く。5．斑岩の上に仕上石膏を少しずつ取り出して、水を加えな
がら汚れが混じらないように、理想的な状態になるまで練
る。

7．これを繰り返して，ある程度の固まりを作る。 8．7を包み，強く締めつけ，水を絞り出せるだけ絞り出
す。



脂汚れのない新しい鍋を用意する。それが釉薬のかかったものであれば、なおさ

らよい。先の石膏の固まりをとり，チーズを切るように薄く切り，用意した鍋に

入れる。次に、膠水を、その上から注ぐ。そして、手で石膏をバラしてゆくが、

それはちょうど、フライのために小麦粉を練るときのように、泡をつくらぬよう

にして、ゆっくりと巧みに行うのである。ついで、大鍋に水を入れて、それを充

分に温め、膠石膏を入れた先の鍋を、その中に入れる。こうすると、石膏は、温

度は保たれるけれども沸騰することがない。もしも沸騰などしたら、石膏は台無

しになってしまう。石膏が温まったら、絵板をとり、そして、充分に柔らかい豚

毛の中筆を鍋に浸し、ほどよい量の石膏を筆につけ、平らの部分のほか、額縁や

葉飾りを、隅々にいたるまで一わたり塗る。この最初の塗りのときに、石膏を

塗ったところを指と掌で円を描くようにこすって平らにしてゆく、というのが正

しい。こうすると、仕上石膏と粗口石膏とが、よく結合するのである。このよう

にしたら、最初に戻って、筆でもう一度偶から隅までを塗り、手でこすること

は、もうしないでおく。それから、しばらくそのままにしておくが、すっかり乾

ききらないうちに、もう一度塗り目を変えて、やはり筆でもって塗る。そして、

先のように、しばらくそのままにしておく。さらにまた、もう一度、別の方向に

塗る。このようにして、用いる石膏をつねに温めておきながら、平らの部分には

少なくとも、8回は塗る。葉飾りや他の盛り上げの部分では、塗る回数はそれよ
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10．仕上石膏は粗口石膏より膠分を弱くするため、少し
水を加えて薄める。これは、粗口石膏が一番の基底材とな
るからである。これで仕上石膏と羊皮紙膠水を混ぜる準備
が整った。

9．必要な量を練り終えたら，粗口石膏に用いたのと同じ
膠水を用意する。この仕上石膏と粗口石膏の工程のため
に、混ぜる膠水は一度にまとめて用意しておくのが望まし
い。



り少なくする。かといって、平らの部分にあまり塗りすぎてもよくない。塗りす

ぎると、次の段階で削りとるしかないからである。 
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12．先の石膏の固まりをチーズを切るように薄く切り、用
意した鍋に入れる。

11．羊皮紙膠水と水分を絞った仕上石膏、そして脂汚れの
ない新しい鍋を用意する。チェンニーニによると、釉薬の
かかったものであればなおよいとされる。

14．石膏を手でほぐしていくが、それはちょうど、揚げ物
用の小麦粉を練るときのように泡立てぬようにして、ゆっ
くりと巧みに行う。

13．膠水をその上から注ぐ。
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15．パネルを準備する。大鍋に水を入れて充分に温め、膠
石膏を入れた鍋をその中に入れて湯煎する。

16．注意するべきは仕上石膏を沸騰させないこと。沸騰
させれば石膏が台無しになってしまう（40～60℃程度が
望ましい）。

18．チェンニーニによれば、この最初の塗布では、石膏
を塗ったところを指と掌で円を描くようにこすって平らに
していくと、仕上石膏と粗口石膏とがよく結合すると指摘
している。

19．その後、最初に戻り筆でもう一度くまなく塗布する。
この段階では手でこすることはしない。

17．石膏が温まったらパネルをとり、充分に柔らかい豚
毛の中筆にほどよい量の石膏をつけ、平らな部分のほか、
額縁や葉飾りの、隅々にいたるまで満遍なく塗布する（今
回は側面を額縁や葉飾りとする）。

20．しばらくそのままにしておくが、完全に乾燥しないう
ちに、もう一度塗り目を変えて塗る。そして、再度そのま
まにしておく。
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22．さらにまたもう一度方向を変えて塗布する。このよ
うにして、石膏を常に温めておきながら、平らの部分には
少なくとも8回は塗る。葉飾りや他の盛り上げの部分で
は、塗る回数はそれより少なくてよい。

21．「8」を描くように筆で石膏を塗る。この方法で仕上
石膏を均一に重ねることができる。

23．ここまでで仕上石膏の塗布の段階を完了した。次の磨く段階までに完全に乾燥さ
せる。



第5項　磨き上げ 

仕上石膏層の磨き上げについて、チェンニーニは『絵画術の書』第120章の中でこのように

述べている。 

石膏塗りは，その日のうちに終えねばならぬものであり，だから，仕事の段取り

をよくして，必要とあれば，夜までかかっても終えるべきである。終えたら，太

陽にあてることなく，少なくも二昼夜は，乾燥させ給え。長く乾燥させればさせ

るほどよい。布切れに木炭の粉を用意して，小さな玉状にくくり，絵板の石膏の

上に粉を撒いてゆく。次に，雌鳥か鷲鳥の羽根束で掃いて，この黒い粉を石膏の

上に満遍なく広げる。これをするのは，それなしでは，平らの部分を完壁には削

れないからである。つまり，石膏を削るのに用いる刃物は，平らなので，削り取

られたところは，牛乳のように白く残ることになる。これによって，さらに削ら

ねばならない部分はどこであるかが，分かるというわけである。 
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1．乳棒と乳鉢、木炭（柳）を用意する。 2．木炭を大きな塊が残らないよう粉状に砕く。
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4．布切れを小さく包む。3．布の中心に木炭の粉を置く。

5．パネルと板刃を用意する。 6．木炭の粉を包んだ布をパネルの石膏の上に撒いてゆ
く。

8．石膏を削る刃物は平らであるため、削り取られたとこ
ろは牛乳のように白く残ることになる。これにより、削ら
ねばならない部分が分かるというわけである。もし、羽根
束を使っても凹んだところに付着できなければ、指でこす
るとよい。

7．次に、雌鳥か鷲鳥の羽根束で掃いて，この木炭の粉を
石膏の上に満遍なく広げる。チェンニーニによれば、この
作業なしには、平らの部分を完壁に削れないという。



第121章の中ではこのように述べている。 

初めに、平らな、指1本位の幅の削り刃をとり、平らの部分のぐるりの額縁に近

いところを、ほんの少し削っておく。次に、これ以上は不可能と思えるほど平ら

に研ぎ上げた板刃で削ってゆくことになるが、それを握る手には些かの力も加え

ることなく、軽い手つきで行う、絵板の平らの部分をこすっていって、石膏粉末

を、さきの羽根束で掃いて目の前に溜める。掃き溜めたこの粉はきめ細かいため

に、書物の紙の油染みを抜くのに適している。同じように、鑿で額縁や葉飾りの

表面を削ってゆき、象牙であるかと見紛うほどにきれいにする。多くの仕事が詰

まっていて忙しく、急いでいるときには、水に濡らして絞った麻の布切れでも、

この額縁や葉飾りは滑らかにすることが出来る。この布で、額縁や葉飾りの上を

よくこするだけでよいのである。 
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2．チェンニーニは額縁に近いところをほんの少し削ると
指摘しているが、今回は外側から中心に向けて研磨する。

1．指1本分程度の幅が平らな板刃を用意する。

3． 次に、限界まで平らに研ぎ上げた板刃で削るが、力を
入れすぎず軽い手つきでパネルの平らな部分をこすってい
く。

4．石膏粉末を、さきの羽根束で掃いて目の前に溜める。
掃き溜めたこの粉はきめ細かいため、書物の紙の油染みを
抜くのに適している。



 97

5．チェンニーニは、鑿で額縁や葉飾りの表面を削ってい
き、象牙であるかと見紛うほどにきれいに磨くように指摘
した。ここでは側面に行う。

6．チェンニーニは、仕事で忙しく急いでいるときには、
水に濡らして絞った麻の布切れでも、額縁や葉飾りは滑ら
か磨くことが出来る、と述べている。

7．二水石膏は水に触れると石膏中の膠が溶ける。この布
で、額縁や葉飾り（図は側面）の上をよくこすると凹凸が
ある程度目立たなくなる。

8．以上で、仕上石膏の磨き上げの作業が完了した。

9．左からホワイトポプラ木の板層、ホワイトキャンバス
層、粗口石膏層、仕上石膏層（筆8型塗り）、仕上石膏層
（板刃削り）、磨き上げ仕上石膏層である。



第3節　ポリメント金箔処方における箔押しと研磨の再現 

第1項　ボーロ層の塗布（方法一） 

第131章の中ではこのように述べられている。 

話をもとにもどして，絵板への盛り上げが終ったら，アルメニア産ボーロを用意

し給え，ただし良質のものであるように，ボーロを下唇に触れてみて，くっつく

ようであれば，それは質が良いものである。ここで，金箔を置くための完壁な結

合剤のつくり方を知っておくがよい。柚薬のかかった碗をよく洗って，それに卵

白を用意する。たくさんの枝があり，長さを揃えて切った。ほうき草を用意す

る。ほうれん草や野菜スープを砕くときのように、この卵の白身を掻き混ぜて，

雪のように緻密な泡で碗が一杯になるようにする。次に，あまり大きすぎない普

通のコップを用意し，ごくきれいな水を8分目ほど入れ，碗の中の白身に，それ

を注ぐ。そのまま一晩寝かせて，蒸発物を発散させる。それから，この結合剤と

例のボーロとを，出来るかぎりよく練り合わせる。柔らかい海綿を用意する。こ

れをよく洗い，きれいな水に浸してから，絞っておく。次に，金箔を置こうと思

う場所を，ほどほどに水を含ませたこの海綿で，そっと拭いておく。それから，

銀栗鼠毛の太目の筆を用いて，先のボーロを水のようにゆるく溶き，これを最初

の塗料とする。金箔を置こうと思うところ，すなわち海綿で濡らしたところに，

満遍なくこのボーロを塗ってゆくのであるが，筆の動きに淀みを生じないよう注

意すること，次に，少し，間を置いてから，絵具壷にボーロを足してさらに濃く

した2度目の塗料を用意する。先と同じ方法で，2度目を塗る。やはり少しの間

そのままにしておく。それから，さらにボーロを絵具壷に足して，先のように3

度目を塗る。筆に淀みが生じないよう注意すること。そしてさらにもう1度，絵

具壷にボーロを足し，同じ方法で4度目を塗る。このようにして，ボーロ塗りは

終えたことになる。ここで塗り上がったものは布で覆っておき，出来るだけ，

埃，日光，水気から遮る必要がある。 
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3．卵白だけを碗に入れる。注意すべきは道具や手をよく
洗うこと。卵白に菌が入ると変質してしまう。

2．柚薬の碗をよく洗い、卵（卵白）と箒草と約240ccの
水（水の量については第2章第5節第2項の結論を参照）を
用意する。

5．チェンニーニによると「あまり大きすぎない普通の
コップを用意し，ごくきれいな水を8分目ほど入れ，碗の
中の白身に，それを注ぐ。」先の考察の結果導き出した約
240ccの水を入れる。

4．箒草を用意する。卵白を掻き混ぜて、雪のように緻密
な泡で碗が一杯になるようにする。

6．そのまま一晩寝かせて水分を蒸発させる。一晩置くと
表面に浮いている気泡が硬くなる。チェンニーニはこの硬
くなった泡に関しては何も記載してないが、おそらくこれ
は捨てて良いだろう。

1．アルメニア産のボーロを用意する。チェンニーニによれ
ば、下唇に触れてみて、唇に付着するようであれば、質が
良いとされている。
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7．この卵白と水の結合剤をボーロと練り合わせるため、
練り棒と大理石板と水匙を用意する。

8．大理石板に適量なボーロと卵白と水の結合剤を置く。
チェンニーニはこの段階のボーロと結合剤の配合を記載し
ていない。※①

9．ボーロと結合剤をよく練り合わせる。アルメニアの
ボーロは自然環境で採取されるため、砂を混ぜるようなざ
らざらとした感触があり、完全に滑らかな状態になるまで
練り合わせるのは、時間がかかる。※②

11．水と柔らかい海綿を用意する（自然の海綿を推奨す
る）。

10．結合剤と練り合わせたボーロを皿にまとめる。

12．海綿をよく洗い，きれいな水に浸してからよく水気
を切る。
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15．チェンニーニは「銀栗鼠毛の太目の筆を用いて，先の
ボーロを水のようにゆるく溶き，これを最初の塗料とす
る。」と指摘する。空の皿に用意したボーロと水を多めに
混ぜ合わせ、銀栗鼠毛の太目の筆で水のようにゆるく溶
く。

17．1層目が完全に乾いてから、用意した元の液に適量を
足して、さらに濃くした2度目のボーロを用意する。

16．金箔を押すところ、つまり海綿で濡らしたところ
に、満遍なくボーロを塗布する。筆の動きに淀みが生じな
いよう注意する。

18．チェンニーニは2層目を塗る方向について述べていな
いが、1層目と逆の方向が良いと考えられる。

13．チェンニーニは「金箔を置こうと思う場所を，ほどほ
どに水を含ませたこの海綿で，そっと拭いておく。」と指
摘する。繰り返し拭くと石膏地が溶けてしまい、平らに
作った下地が台無しになるため注意が必要。

14．次に、用意したボーロと空の皿と水を用意する。
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19．2層目が完全に乾いてから、さらに元のボーロを皿に
足して濃度を上げ、3層目を塗る。

20．3層目も同じく逆方向に塗布する。筆に淀みが生じな
いよう注意する。

21．そして3層目が完全に乾いてから、4層目はさらに濃
いものにする。

23．このようにして完全に乾いたら、ボーロの塗布は終了
となる。

22．上記と同じ方法で4層目を塗る。

24．完成したものは布で覆っておき、出来るだけ、埃、
日光、水気から遮る。ここまでがボーロ層の実施（方法
一）の手順である。



※①： 

8の配合については、実践を重ねた考察によって結論をまとめた。アルメニアのボーロと、卵

白と水の結合剤の関係は、ボーロの比率を高めにするとより金箔の光沢が増すが、一方で層が脆

くなる。脆さの原因としては、一つは石膏地との接着が弱いこと、もう一つは水に弱いことが挙

げられる。結局は、金箔を押すための水を引く作業には高度な技術が必要となる訳である。一定

の配合比率を超えたとき、例えば50のボーロに対し、1の結合剤で配合した場合には、確実に失敗

する。その反面、結合剤の比率を高めればより接着力と耐水性が高まるが、光沢が弱くなる。た

だし例外もあり、結合剤を最大量にして、非常に短時間で乾燥させて箔を磨くと光沢が出る（詳

細は方法二を参照）。しかし、その後はボーロ層が硬くなり、磨きづらくなる。このような構造

を理解すると、箔押しの成功率が確実に高められると考える。 

※②： 

9の部分について詳細に説明すると、日本で購入できるボーロはクリーム状であり、液体と

粘土（ボーロ）の配合である。この市販のボーロは粘土と水の配合によるものと思われている

が、ここでの液体は水ではなく、水以外のものが豊富に含まれている。おそらくチェンニーニの

時代にも卵白や膠以外に様々な製法が存在しており、以後の市販のボーロはこの配合が一般的で

あるとされている。この市販のボーロの製造方法は現在も企業秘密であるため、第4章第2節の中

で詳細に解説する。今回は再現するにあたり、海外から当時と同じアルメニア産の土状の粘土を

仕入れた。このボーロは自然の顔料と同じく塊があり、砂のような細かい粒子もある。練り棒で

液体を加えながら大理石板の上で練り合わせると砂のような硬い粒子を感じる。長時間練り合わ

せるとこの感触が徐々に消えていくため、チェンニーニの「この結合剤と例のボーロとを，出来る

かぎりよく練り合わせる。」という指摘がよく理解できる。 
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第2項　ボーロ層の塗布（方法二） 

第132章の中にこのように述べられている。 

上述のボーロは，さらに別の方法でも溶くことが出来る。ボーロを練る前に，卵

白を用意して，その全部を斑岩の上に置く。次に，粉末になったボーロをとり，

それを卵白の中に振り入れる。そして充分に練って，肌理細かなものにする。作

業中にそれが乾いてきたら，石の上に，ごくきれいな澄んだ水を足す。次に，充

分に練り上がったら，さらにきれいな水を加えて，筆で，たっぷりと溶く。先に

述べたのと同じ方法で，金箔を置く場所に4度塗る。この方が，別のやり方より

も，まだ経験の浅いお前にとっては，確かな方法である。絵板は，充分に覆って

埃がつかぬよう注意することは，前に述べたと同様である。 

 104

1．綺麗に洗った容器（或いは大理石板）と卵を用意す
る。

3．粉末になるまでボーロをすりつぶす。

2．卵白だけ容器に入れて準備する。

4．卵白、ボーロの粉末、練り棒と大理石板を用意する。
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5．チェンニーニは「その全部を斑岩の上に置く。」と指
摘しているが、金箔層の面積を考慮し、適量を用意する。

6．粉末になったボーロを卵白の中に落とす。

7．これを充分に練り合わせて、肌理細かなものにする。

9．方法一と同じように、練り合わせたボーロを綺麗な皿
に入れて次の段階に進む。

8．作業中にボーロが乾いてきたら、綺麗な水を足す。

10．充分に練り上がったボーロにさらに水を加え、筆で
たっぷりと溶く。方法一と同様に、金箔を置く場所に4度
塗布する。チェンニーニは「この方が，別のやり方より
も，まだ経験の浅いお前にとっては，確かな方法であ
る。」と指摘している。※①



※①： 

10の部分では、チェンニーニはボーロ層の塗布（方法二）は経験の浅い者にとって良い方法

であると示している。その理由は、方法一よりも卵白の配合が非常に高いため、水引きしたボー

ロ層が乾いてからも耐水性を保ったままとなる。本来であれば、水を引いたのち素早く金箔を置

かなければ、ボーロ層の水分が下地に吸収され、箔が押せなくなってしまう。したがって方法一

の場合は、2回以上立て続けに水を引くとボーロ層が溶けてしまうため、経験が浅いものにとって

は難しいのであろう。しかし高度な技術があれば、方法二よりも箔の光沢を出すことができよ

う。 
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11．ボーロ層を布で覆い埃がつかぬよう注意する。以上がボーロ層の塗布
（方法二）の手順である。



第3項　金箔押し 

第134章の中ではこのように述べている。 

穏やかで湿気のある天候となり，金箔を置きたいという気になったなら，例の絵

板を持ち出してきて，2台の三脚の上に横にする。羽根箒をとって，それをよく

払う。削り刃を手にとり，ボーロを塗った部分を，軽い手つきで探ってゆく，い

ぼやこぶなど，粒状になったところがないかどうかを調べ，あったら取り除く。

麻の布切れをとり，このボーロの上を，精魂こめて磨く。さらに磨き棒でこれを

磨けば，それに越したことはない。このように磨いて充分にきれいになったら，

コップをとり，きれいな水をほぼ一杯近く入れ，結合剤としての例の卵白を，少

量その中に入れる。この卵白は，新鮮なものであればあるほど良い。コップの中

をよく攪拌して，水と混ぜる。 
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1．埃があれば、羽根箒でよく払う。

3．麻の布切れを用意する。

2．ボーロを塗った部分に、凹凸などがないかどうかを確
認する。もしあれば、削り刃で軽く取り除く。

4．ボーロの上を、精魂こめて磨く。



次にこのように述べている。 

前に述べた銀栗鼠の尾の先端の毛でつくった太目の筆をとる。金箔を用意し，箔

挟み，つまりピンセットで，金箔を1枚そっと挟みとる。四角に切った紙で，金

箔よりは大き目で四隅の角を切り取ったものを1枚用意し，金箔をそれに置い

て，左手に持つ。そして右手では先の筆を持って，手にしている金箔が占める広

さだけ，ボーロの表面を濡らす。均一に濡らして，ある部分が他の部分より水の

量が多いといったことがないようにする。次に，金箔を，ボーロの表面の水に，
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6．チェンニーニは「さらに磨き棒でこれを磨けば，それ
に越したことはない。」と指摘している。当時の磨き棒は
様々な素材で作られていたが、彼は「赤鉄鉱石」を使用し
たようだ。

7．綺麗な水と結合剤（卵白と水）を用意する。 8．少量の結合剤を水の中に入れる。結合剤の卵白は，新
鮮なものほど良い。コップの中でよく攪拌して、水と混ぜ
る。

5．麻布で磨き上げたところは艶が出てくる。



そっと近づける。しかし，その際，受け紙が濡れないように，縄紐1本分の幅だ

け，金箔を紙より外へ出しておく。そこで，近づけた金箔が水に触れんとする一

瞬，素早く，受け紙を持った手を手前に引くのである。そして，もしも，金箔

に，水とくっついていないところが出来たら，新しい綿を少しとって，これ以上

は不可能と言えるほどに軽く，その金箔を押す。こうして，同じ方法で，別の金

箔を置いてゆく。2枚目の金箔を置くために地を濡らすときは，筆の運びに注意

して，すでに置いた金箔すれすれにして，水がそれの上にかからないようにす

る。そして，あとから置く金箔は，すでに置いてある金箔の上に，縄紐1本分の

幅だけ重ねて置くようにする。このばあい，重ねられる部分に金がくっつくよ

う，あらかじめその上に息を吐きかけておく。金箔を3枚置いたところで，最初

の1枚に戻って，上から息を吐きかけながら，綿で押してゆく。これをすれば，

継ぎ当てをしなくてよいかどうかが分かるであろう。ここで，必要になるのは箔

床である。その大きさは，煉瓦大とし，ごく平らな板の上に，脂気の脱けた真白

の柔らかい鞣し革で，革帯に用いられるものを，張る。よく広げて革を張り，板

と革の間には，少量の毛屑を詰めておく。このようにつくった箔床の上に，金箔

を充分に伸ばして置き，真っ直な板刃で，金箔を，補修が必要な欠損部の形に合

わせて切る。先の尖った銀栗鼠毛の小筆をとり，例の結合剤をその欠損部に塗

る。そして，その筆の柄の頭を，唇で少々湿らせば，金箔をとり上げて，それを

欠損部に置くのに，充分役立つであろう。絵板の平らの部分にお前が予定した金

箔をすっかり置き終えたら，その日の中にそこに磨きをかけねばならないから，

額縁や葉飾りの部分に金箔を置くことは，また別に話すことにして，ここではお

前は，道路舗装の親方がするように，金箔の小片を拾い集めて，いつでも出来る

限り大切に扱って，金を蓄えるようにし給え。そして板に置いた金箔は，白い布

で覆っておくように。 
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1．銀栗鼠の尾の先端の毛で作った太目の筆、脱脂綿、金
箔、箔挟み、箔床、板刃、少量の結合剤を入れた水を用意
する。

4．金箔より大き目で四隅の角を切り取った紙を1枚用意
する。

5．金箔を1枚そっと挟みとり、紙の上に置く。紙が濡れ
ないように、縄紐1本分（約5ミリ前後）の幅だけ，金箔
を紙の外へ出しておく。

6．金箔を置いた紙を左手に持つ。右手には筆を持ち、金
箔の大きさだけボーロの表面を濡らす。注意すべきは、水
の量にムラができないよう均一に濡らすことである。※①

2．チェンニーニの時代の金箔は現在より分厚い。再現の
ため、現在の金箔より三倍の厚みのものを用意した。

3．チェンニーニはそのままの大きさの金箔を使用した
が、ここではボーロ層の面積に合わせて金箔を裁断した。
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7．次に、金箔をボーロの表面の水に、そっと近づける。
紙が濡れないように注意する。そこで、近づけた金箔が水
に触れんとする一瞬、素早く、紙を持った手を手前に引
く。

10．同様に、別の金箔も置いていく。

11．次に置く金箔のためにボーロ層を濡らすときは、筆の
運び方に注意しなければならない。すでに置いた金箔のす
れすれに、箔の上にかからないよう水を引いていく。※②

12．そして、次の金箔は、すでに置いてある金箔の上に、
縄紐1本分の幅だけ重ねて置くようにする。重なった部分
にも金箔が付着するよう、その上に息を吹きかけておく。

8、紙を手前に引くのが遅れると、図のように、金箔が水
と付着していない状態になりやすい。

9．水に付着していない部分があれば、新しい脱脂綿を少
しとり、非常に軽く、その部分を押す。
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13．2枚目と同じく、3枚目も縄紐1本分の幅だけ重ねて置
いていく。

16．全面的に貼ることができた。端に残した小さい部分
は次に説明する。

17．金箔を箔床の上に置き、補修が必要な欠損部の形に
合わせて裁断する。

18．銀栗鼠毛の小筆をとり、結合剤をその欠損部に塗
る。

14．金箔を3枚置いたところで、最初の1枚に戻り、上か
ら息を吹きかけながら、脱脂綿で押していく。

15．このようにすれば、継ぎ当てをしなくてよいかどうか
が判別できる。
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19．筆の柄の頭を唇で少々湿らせば、金箔を持ち上げる
ことができる。

23．上の一行は方法一のボーロ層、二行目は方法二のボー
ロ層である。

24．以上で箔押しの段階は終了した。チェンニーニは「絵板の平ら
の部分にお前が予定した金箔をすっかり置き終えたら，その日の中
にそこに磨きをかけねばならないから，額縁や葉飾りの部分に金
箔を置くことは，また別に話すことにして，ここではお前は，道路
舗装の親方がするように，金箔の小片を拾い集めて，いつでも出来
る限り大切に扱って，金を蓄えるようにし給え。そして板に置いた
金箔は，白い布で覆っておくように。」と指摘している。40分程
度、金箔を磨き上げる。

20．結合剤が下地に吸収されないうちに、裁断した金箔
を欠損部に置く。

22．綺麗な脱脂綿で軽く押す。



※①： 

6の工程において、チェンニーニの技法では、ボーロ層に100％の水を使うため、水分が下地

まで浸透する。一箇所に繰り返し水を塗布しても、吸収されてはいくがその分乾燥が遅れてしま

う。つまり、均一に塗らなければ磨くタイミングの把握が難しくなる。上達すれば、二回以下の

水引きで金箔を押すことができる。 

第4項　金箔の磨き上げ 

第138章の中ではこのように述べられている。 

お前が制作中の板絵でも何でも，金箔を置いたものを手にとる。それを2台の三

脚か長椅子の上に寝かせる。磨き棒をとり，襟元かどこか，脂汚れのないきれい

な布の部分でこする。そして充分に暖める。磨きをかけてよいかどうか，そっと

金に触れてみる。しばらくは用心をしながら，手探りで，磨いてゆく。もしも，

磨き棒の先に何か挨のようなものを感じたら，つまり，歯の間に砂粒を嚙んだと

きのようなきしみを感じたなら，銀栗鼠の尻尾を取り，軽い手つきで，金の上を

掃く。こうして，少しずつ，一つの平らの部分を磨いてゆくが，初めは一方向，

そして次には，磨き棒を充分に平らに動かしながら，別の方向に磨く。そして，

もしも磨き棒でこすっても，鏡のようにむらのない艶が出ないと分かったとき

は，その金箔を剥ぎ取って，その位置に一枚あるいは半分の金箔をあらたに置

く。そのときには初めに息を吐きかけておき，すぐにまた磨き棒で磨いておくよ

うに。それでもなお，金の表面が馴じまず，お前の好むようにうまく仕上がらな

いばあいが生じたら，もう一度同じ方法で置き代えるように。もしも費用を賄え

るなら，同じ方法で全面にわたって金箔を置き代えさえすれば，完壁なものに

なって，お前にとって栄誉になるであろうことは間違いない。金箔が，充分に磨

かれたときには，金は，その輝きによってほとんど黒褐色を呈するようになる。 

 114



 115

1．磨き棒を用意し、脂汚れのないきれいな布の部分で拭
き取る。そして充分に温める。※①

4．初めは一方向に、少しずつ、平らな面を磨いてゆく

5．次に、磨き棒を平らに動かしながら、別の方向に磨
く。

6．このように磨き棒で磨いても、鏡のようなムラのない
艶が出ないと分かったときは、その部分の金箔を剥がし、
一枚あるいは半分の金箔を補修する。

2．磨き棒で金箔に触れてみる。用心をしながら、手探り
で磨いていく。※②

3．磨き棒の先に挨のような異物感（例えば、砂粒を嚙ん
だときのようなきしみを感じたなら）銀栗鼠の筆を取り、
軽い手つきで金の上を掃く。
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7．次に、息を吹きかけておき、すぐに磨き棒で磨く 8．方法一と方法二の金箔層部分を全体的に磨け上げる。

9．以上で、金箔を磨き上げる作業が完了した。チェンニーニは「それでもなお，金の
表面が馴じまず，お前の好むようにうまく仕上がらないばあいが生じたら，もう一度同
じ方法で置き代えるように。もしも費用を賄えるなら，同じ方法で全面にわたって金箔
を置き代えさえすれば，完壁なものになって，お前にとって栄誉になるであろうことは
間違いない。金箔が，充分に磨かれたときには，金は，その輝きによってほとんど黒褐
色を呈するようになる。」と指摘している。



※①： 

磨き棒を温めると熱によりボーロ層と金箔層が一体になりやすいと考えられる。高い温度で

ボーロ層が柔らかくするのは、ボーロ層が硬いと金箔を磨く際に表面が傷つきやすくなるためで

ある。 

※②： 

軽く叩いて「ドンドン」と低い音がする場合はまだボーロ層の水分が多い。逆に「カンカ

ン」と軽い音がすると水分が少ない。「トントン」ぐらいの中間の音が望ましい。 
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｜第4章　現代の制作に有効な処方・技術考察 
本章は、前章の論述および実践の研究を通して、チェンニーニの時代以後、現在までのポリ

メント金箔処方のテキストや文献と比較して試行錯誤しながら、現代の作品制作に有効な処方・

技術に応用するための考察である。 

第1節 ポリメント金箔処方における石膏地の改良について 

先述したように、第2章2節では日本における『Il Libro dell’Arte』を参考とした近現代の金

箔地テンペラ画（絵画部含む）の実技をした5点の文献を図表とともに紹介している。本節では、

下記の文献と比較して改良により異なった部分を分かりやすく解説するため、第2章2節の図表の

石膏地に関する部分を取り上げ、さらに復原的研究を通したチェンニーニの複雑な技法を加える。

この改良は、チェンニーニのポリメント金箔処方から急激に技術改良するのではなく、その間に

進化してきたこれらの技法と繋げて、その先にある可能性を探るためのものである。本研究の石

膏地の改良処方はこれら全ての文献の技法と異なり、石膏地の構造の特徴を利用し、再構築する

ために有効な技法を模索した。この改良は今までの引き算的な構造から足し算的な構造に変更し

ている。この発想により、ポリメント金箔処方のための石膏地の制作時間と手間が大幅に削減さ

れ、現代の制作との融合が可能になると考えたのである。（詳細は本節の第3項にて説明する。） 

①　田口安男（著）『黄金背景テンペラ画の技法-油絵の母胎，現代の手によみ

がえるルネッサンスの板絵技法』美術出版社、1978年。 

②　ギレム・ラモスポーキ （著）、久保田 啓子（訳）、 畠山 香里 （訳）、鞠

安日出子（監修）『イコンの描き方-ビザンティン式伝統画法』サン パウロ、

2002年。 

③　ダニエル・バーニー・トンプソン（著）、佐藤一郎（監訳）、東京藝術大学

大学院美術研究科絵画専攻油画技法材料研究室/東京藝術大学大学院美術研究科

文化財保存学専攻保存修復油画研究室 （訳）、中川経子 （訳）『トンプソン教

授のテンペラ画の実技』美術の図書 三好企画、2005年。 

④　赤木範陸（著）『チェンニーノ・チェンニーニによる金地背景及び卵黄テン

ペラ画の処方 : 使用可能な現代的処方へ（ VERGOLDUNG UND 

TEMPERATECHNIK bei CENNINO CENNINI : Zu Ihrer möglichen 

Verwendung in der Gegenwart）』（Ⅰ/Ⅱ/要理）横浜国立大学教育人間科学

部紀要. IV, 自然科学,9,1-18/10,1-26/11,29-49、2007～2009年。 
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⑤　紀井利臣（著）『新版 黄金テンペラ技法-イタリア古典絵画の研究と制作』

誠文堂新光社、2013年。 

以下は①～⑤番の文献内にあるポリメント金箔処方の主な制作過程について、記載された内

容をまとめて図表にしたものであるが、当時の技法と比較しやすくするため、⑥番にチェンニー

ニの技法を追記した。一行目にある番号①～⑤は上記五つの文献の番号と対応する。本節は石膏

地の改良の考察であるため、Ⅰは金箔地テンペラ画の支持体に関する制作工程、Ⅱは支持体の上

に行った地塗りの工程である。「*」があるところは文献内で使用された素材ではないこと、実技

による図版がなく解説のみであることを示している。もちろん、この5点の文献を実際に手にとっ

て、前章の復原的考察の内容と比較するのが最も理解しやすい。そしてこれらは、これから述べ

る改良の実践と比較するためのものでもある。 

           ①            ②            ③            ④            ⑤ ⑥ 
（チェンニーニ）

Ⅰ

支持体 合板 一枚板*、集成板
*

合板、ファイバ
ーボード*

合板（16mm）シ
ナベニヤ、ラワ
ン材*

合板*（シナベニ
ヤ）

ポプラアルバ
（Populus 

alba）、シナの
木、柳

反り止め パネル（蜂巣状
*、あり桟*）

あり桟* クレードル（可
動格子）*

地塗りを両面実
施

なし なし

膠（種類） 牛皮膠、兎膠*、
羊膠*

食用ゼラチン、
兎膠*、羊皮膠*

（牛膠）

兎膠、羊皮紙膠* 兎膠、三千本膠 兎膠*、あらゆる
膠*（説明あり）

羊皮紙膠

湯煎（℃） 50℃以下 完全に溶けたま
で、煮立たせて
はいけない*

60℃以下 説明なし 60℃以下* 沸騰するまで
（羊皮紙中のゼ
ラチンを抽出）

膠液比率 膠1：水10~11 食用ゼラチン
*1：水*12

水480ml：膠30g

（兎）/水*10：
膠*1（羊皮紙）

膠1：水10

（100g：
1000cc）（兎）

膠*1：水*12

（兎）
総量の3分の1に
なるまで煮詰め
る（羊皮紙膠
水）

前膠液比率 膠1：水10 食用ゼラチン*2

パック（約22g）
1：水*7

膠液（温）
240ml：白亜15ml 

~30ml

三千本膠15：水
100（150g：
1000cc）

膠*1：水*12

（兎）
羊皮紙膠水3分の
1の量の水を加
え、薄める

前膠引き 膠液、少量石膏
（二水）*、地の
粉*、砥の粉*

ゼラチン液* 膠液、白亜 膠液、少量明礬* 膠液* 羊皮紙膠水の薄
め液

布貼り 麻布、寒冷紗* 綿*、ガーゼ*、
麻*

亜麻布 麻布 麻布* 麻布（生地リネ
ンキャンバス）

Ⅱ
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第1項　石膏地特有の性質について 

これまで、金箔地テンペラ画のポリメント金箔処方における石膏地の改良に関して様々な実

践と考察を行なってきた。その中で、当時イタリア絵画の下地として主流であった水で消和した石

膏（主に二水石膏）は、現代に使われている地塗り剤の性質と異なることが分かった。これは主

に耐水性の違いである。現代の市販の地塗り剤（液体）はすぐに使用でき、主に白亜（炭酸カル

シウム）からなる。白亜と配合する媒材は殆どの場合、アクリル樹脂など人工的なものが入ってい

る。これらの地塗り剤は耐水性に優れており、これによって作られた下地には耐水ペーパーの使用

も可能で、かなり綺麗に表面が研磨できる。一方、チェンニーニの時代の石膏地は主に二水石膏

と無水石膏であるため、粉末自体は固まる力がなく、膠と混ぜることによって石膏地になる。石

膏自体ではなく膠によって固められているため、その膠が水に濡れると溶けてしまい、現在の耐

水ペーパーには不向きである。そして、耐水性がない紙ヤスリを使用すると二水石膏の粉末はすぐ

に詰まってしまい、電動サンダーを使うとさらに紙ヤスリの消耗が激しくなり、摩擦熱による石膏

の固まりが出てしまうのである。そのため、現在の文献でも、当時と同じく金属の板刃での研磨

が推奨されている。紙やすりを使用する文献もあるが、いざ実践してみると金属の板刃が推奨され

る理由が理解できる。 

地塗り材 膠液、二水石
膏、砥の粉、地
の粉

方法①*膠液、白
亜/方法②*膠
液、焼き石膏、
二水石膏

方法①膠液、白
亜/方法②*膠
液、焼き石膏、
二水石膏（ボロ
ーニヤ石膏）

膠液、焼き石
膏、二水石膏
（ボローニヤ石
膏）

膠液*、二水石膏
*（ボローニヤ石
膏）

羊皮紙膠水、無
水石膏・二水石
膏（ヴォルテッ
ラ石膏）

下地（粗） 二水石膏6~8：砥
の粉1：地の粉
1：膠液（膠1：
水10）

焼き石膏*：膠液
*（ゼラチン・兎
膠1：水8~12）*

方法①なし/方法
②*焼き石膏：膠
液

焼き石膏：膠液
（兎膠1：水10）

なし 無水石膏（或い
は二水石膏）

下地（細） 二水石膏：膠液
（牛皮膠1：水
11）

膠液*（ゼラチン
1：水12）1カッ
プ：白亜*2~2 

1/4（7~9回から
膠液1：白亜
2/10~12回から膠
液1：白亜1）*

方法①白亜1.5:膠
液1/方法②*二水
石膏（ボローニ
ヤ石膏）、消和
させた焼石膏

二水石膏：膠液
（兎膠1：水10）

二水石膏*：膠液
*（兎膠1：水
12）

二水石膏（焼き
石膏から消和）

下地磨き 鉄パネル、紙ヤ
スリ*

サンドペーパー
*、耐水ペーパー
*（粗め~細め）

鉄パネル 削りパネル（金
属）

鋼パネル* 板刃（金属パネ
ル）

磨き（粉ま
ぶし）

炭粉 なし 炭粉 炭粉 炭粉* 炭粉

           ①            ②            ③            ④            ⑤ ⑥ 
（チェンニーニ）
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石膏を使用した作品の数々を見ると、状態が美しく保存性がかなり良いと分かる（図35、

36） 。また、二水石膏は卵テンペラ絵具と相性が良く、柔らかく柔軟性があるため模様を刻印す1

る際に割れないという利点がある。しかし、『トンプソン教授のテンペラ画の実技』の「ジェッ

ソ地の塗り方」の中で「ジェッソ地を塗った後、気泡が残っていると、結局全部削ることになる

ので慎重に。」 と述べられているように、この二水石膏は気泡が出やすく、現代の地塗り剤より2

扱いが難しい。しかも、乾いた気泡がある表面にもう一層塗布して気泡を潰そうとしても、最後に

磨くとまた気泡が出て来てしまう（図37）。ポリメント金箔処方は金箔層に鏡のような光沢を出

す技法であるため、気泡を完全に潰さなければならないのである。本論の第2章4節4項で述べたよ

うに、当時の技法は非常に大変な作業であり、金箔地テンペラの石膏地の複雑な制作過程を経

て、完璧な金箔用下地を目指している。 

ここで筆者は、本論の第3章の復原的考察（実践篇）を通して、二水石膏を使用した地塗り

の手順の中である特性を発見した。それは、石膏層の最初の一層目を塗布する際に気泡を防ぐこ

とが出来れば、次に何層重ねても気泡が出ない、というものである。二水石膏下地剤における二

水石膏と膠水（兎膠と水）の配合は、水の量が多すぎると下地作りの際に気泡が出やすくなり、

柔らかく耐水性が下がる。一方、膠の量を増やし過ぎた場合では、気泡が出にくくなり、下地は

硬く耐水性も上がるが、研磨が難しくなり、柔軟性がなく割れやすくなる。このような性質を把

握できれば、良い塩梅の二水石膏の下地を作ることができる｡本論第3章で述べた当時と現代の技

法では、やや硬めの筆（豚毛）を用いて二水石膏を何層にも厚く塗ることや、一層目に指で擦り

込むように塗る方法などがあるとしたが、これらの方法は石膏地の気泡を最小限に抑えることが

できると考えられる。その後、木炭の粉末を表面に置くと凹部分に粉末が溜まり色が濃く見える

ため、金属の板刃で凸部分を削り、同様に粉末をかけて平らに削る。非常に手の込んだ作業であ

るが、このように繰り返し作業することによって、完璧な二水石膏の下地を作ることができる。 

 The National Gallery, Francesco d'Antonio di Bartolomeo, The Virgin and Child with Six Angels and Two Cherubim, 1415-1418. https://1

www.nationalgallery.org.uk/artists/francesco-dantonio-di-bartolomeo （閲覧日：2021年9月2日）

 『トンプソン教授のテンペラ画の実技』、49頁。2
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https://www.nationalgallery.org.uk/artists/francesco-dantonio-di-bartolomeo
https://www.nationalgallery.org.uk/artists/francesco-dantonio-di-bartolomeo
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図35

図36

The Virgin and Child with Six Angels and Two Cherubim, 1415-1418 
Francesco d'Antonio di Bartolomeo 

（部分）



第2項　石膏地特有の性質による改良 

ポリメント金箔処方の石膏地の実践考察において、以下のような結果が得られた。金属の板

刃を用いて研磨する作業を紙ヤスリや電動サンダーに変更した場合、二水石膏の粉末は湿気が多く

含まれており非常に重く、すぐに紙ヤスリの表面に付着し溜まってしまう。また、石膏を塗る時

に使用した豚毛のせいで表面に筆致の凸凹が残り、これを消すためにかなりの数の紙ヤスリを必

要とする。このため160＃から1000＃までの紙ヤスリを駆使したが上手くいかなかった。目の荒

い紙ヤスリは削った痕跡が消えず、細かい紙ヤスリはすぐに目が詰まるため、結果として金属板の

方が速いと判明した。したがって、研磨は昔と同じ方法をとるべきである、と理解できた。しか

し、この作業は大きな作品に応用することは難しい。 

ここでは実際に100号のパネルにポリメント金箔処方の石膏地を制作した。大きい画面に塗

布すると小さい画面より乾燥が早いと判明したため、その後はヘラで塗布した。下地を磨く際に

は、画面の大きさを考慮すると金属の板で削るのは不可能であったため、耐水ペーパーを使用し

た。最初は紙ヤスリの表面に粉末が詰まる度に水で洗っていたが、二水石膏特有の水に溶けると

いう性質を思い出し、画面に水をかけて磨いてみた。その結果、普通の紙ヤスリより速く削ること

ができた。溶けた柔らかい二水石膏を耐水ペーパーと下地の間で繰り返し練り潰すと、気泡が無

くなる場合もあった。溶けた二水石膏はすぐ乾くため、布で拭き取るようにしたが、その拭き取り

のせいで、最初に潰した気泡がまた出てきてしまった。気づいた点としては、最初の段階で気泡を
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図37

石膏地作りに発生した気泡の例



潰さなければならないことと、気泡の穴を潰すためには、耐水ペーパーで下地を溶かしながら力

を入れて強めに押し潰すことであった。しかしこの方法には、下地を溶かしすぎると水を拭き取る

際に新たな痕跡が出来てしまうという欠点がある。大きな作品の場合、確かにこの方法であれば

金属の板刃で削るより遥かに作業は速いが、二水石膏を水で溶かして気泡を潰す作業は、水で気泡

が隠れやすくなるため、乾かして気泡の場所を探りあてながら削る、の繰り返しとなってしまう。

一番重大な欠点は、綺麗に磨いて乾かして、気泡があった場合は水をかけて磨くを繰り返している

と、前回綺麗に磨いた部分が無駄になり、さらに何回も繰り返すうちに、その下の麻布層が透ける

ほど石膏層が薄くなってしまうのである。したがって筆者は、この方法は出来る限り一気に完成さ

せることが重要であると考えた。これにより、気泡がある程度減ったことと、従来のやり方より作

業速度が上がったことで、満足できる内容となった。 

しかし、ポリメント金箔処方を使用してイコンを試作する場合には、この方法を実践するこ

とは難しいと推察された。イコンは画面の五分の四から五分の三程度が窪んでおり、それは古いイ

コンの形で聖龕と呼ばれるものである（図38）。この形の下地に上記の方法を施すと、窪みと頂
せいがん

点の角の石膏層が取れすぎて布層が透けてしまう（図39）。この薄くなった部分に上から二水石

膏を塗布して補修するためには、今までの削り方では良くないと考えた。今までは引き算的な方法

であり、足し算的な構造ができるかどうかを考える必要があった。この発想が、現在の改良処方を

獲得するきっかけとなった。この改良処方によって、ポリメント金箔処方のための石膏地の制作時

間と手間が大幅に削減され、現代の制作との融合が可能になると考えたのである。 
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図38

 作者・作品名不詳、Galleria Sabauda - Turin, Torino (イタリア) 
（部分）

図39

窪みと角を磨いた際に布層まで透けてしまった例



第3項　石膏地の改良処方 

ポリメント金箔処方の石膏地は、二水石膏と膠水を混ぜ合わせたもので、膠水の水分の蒸発

により膠が固まり、その力で二水石膏も固まる。つまり、二水石膏の膠の含有量によって、下地

の硬さが変えられるのである。本論文第2、3章の復原的考察を通して、当時の石膏地は金属の板

刃を下地の表面に置いて少し力を入れると削られる程度の硬さと考えられた。もし、力を入れて

も削れない場合は、膠の含有量が高いということになり、金箔地の表面に模様を刻印すると下地

が割れる可能性がある。しかし、現代における制作の中では刻印しない場合もあるため、膠の含

有量の調整はある程度幅があり、制作の状況によって調整することができる。この調整について

は特徴がある。膠が多く含まれる石膏地は、気泡が出にくく乾くと水に溶けにくいが、乾いた下

地は硬すぎて柔軟性がなく割れやすい。一方、膠の含有量が少ない場合は、気泡が出やすく、乾

燥後に水をかけると溶けやすい。柔軟性はあるが、二水石膏がまとまる力が弱く非常に脆い。本

研究の改良処方はこの石膏地の構造の特徴を利用し、再構築的に有効な技法を模索した。 

下記の図表は一般的な石膏地の構造（図40）と改良した石膏地の構造（図41）である。 
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図40

一般的な処方の構造



この図表を下から見ると、支持体の上に膠引きしてから、布層、石膏層を入れ、表面を紙ヤ

スリで磨くという構造である。そしてその上は、磨いた後の変化を示す構造である。変化したと

ころは、石膏地の表面を紙ヤスリで磨くと石膏が少しずつ紙ヤスリの表面に付着し減少していく。

したがって、石膏地を作る際にはあらかじめ削る量を最初に計算しながら厚めに塗るしかなく、

また上記に述べたイコン（聖龕）のように、窪みと頂点の角を磨く際に石膏がすり減って布層ま

で見えてしまうという問題がある。その解決方法を下記の図表に示す。 

図41を同じく下から上まで見ると、支持体から石膏層までは変わらず、紙ヤスリを石膏塊に

変更している。つまり、「石膏層と紙ヤスリ」を「石膏層と石膏塊」に変え、紙ヤスリが石膏層

を削る（量を減らす）こととすれば、石膏塊は石膏層を足すこととなる。石膏塊の平らな面に水

をかけて表面を磨くと、石膏層の凹凸が溶けつつ石膏塊の表面も同時に溶けるため、石膏塊と石
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図41

改良した処方の構造



膏層の溶けた石膏が凹部分に大量に溜まることになる。そして、上の図表のように、圧力をかけ

て磨くと凹んだところに流れ込んだ石膏が地の石膏と完璧に融合し、加えて気泡の穴にも入り込

むため、気泡も同時に消すことができるのである。 

石膏地（市販の製品と異なる）の元々の特徴は、温度が低くなるとすぐに固まることと、下

地を塗布するときにクリーム状である点である。もしこれを水で緩めると、石膏中の膠含有量が

低くなり、完成した下地は非常に柔らかく脆くなる。一般的に下地を塗布する時に柔らかい刷毛

を使用すると、刷毛の毛に石膏が絡まりドロドロに固まってしまう。そのため、やや硬い豚毛を

使用して塗布するが、乾くと筆致が非常に深い凹凸になる。これを紙ヤスリで磨こうとすると2、

3mmの厚さを削らなければならない。先に述べた改良処方は、凹部分を素早く平らにでき、加え

て石膏の量も減らないため、最初に厚く塗る必要がないのである。石膏塊は筆者が独自に開発し

た技法であり、大作ばかり制作しなければ、一度作ると1、2年間以上持つと考えられる。 

 128



・石膏塊の処方 
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2．膠に500gの水を加える。1．膠1：水10の兎膠水を作るため、50gの兎膠を用意す
る。

3．2を一晩水浸させる。 4．3を60℃以下で加熱し、よく混ぜる。

5．石膏塊を作るために、二水石膏、兎膠（膠1：水
10）、乳鉢、乳棒、水匙、斑岩パレットを用意する。石
膏塊の作り方は複数あり、この方法は日本画の胡粉の百叩
きと似ているが、二水石膏と膠の違いで粘りが強いため、
団子状にまとめるのは少し難しい。

6．乳鉢に適量の二水石膏と膠を入れる。
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8．団子状に丸める。7．膠を少しずつ加えながら、よく混ぜる。

10．乾燥を防ぐため、一瞬水に漬ける。9．団子状の石膏を両手で面のように伸ばす。

12．想定の大きさまで達したら、斑岩パレットに置いた
石膏をまとめて練る。

11．水を付けてから斑岩パレットに置き、次の団子状を
作る。想定の大きさになるまでこれを繰り返す。



石膏塊の消費は非常に少ないため、一度作れば長期間使用できる。変質期限に関しては、筆

者は5年目の石膏塊を使ってみたが、問題はないようだ。現段階では5年目以上の石膏塊が使える

かどうか判断はできない。上記では膠1：水10の兎膠水で石膏塊を作ったが、当時の下地は膠1：

水12～15の感覚であると考えられる。石膏地の調整は作家の都合に合わせて行い、石膏塊の配合

もその石膏地の配合に合わせるとよい。 
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14．斑岩パレットに適量の水を付ける。13．再び団子状にする。

15．団子状の石膏を斑岩パレットに何回も叩き付けるよ
うにして、水を付けながら繰り返す。

16．最後に、磨くための形を整え、斑岩パレットの上に
乾燥させる。ここまで、石膏塊の処方である。



・布層の貼付 
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2．チェンニーニの時代は一枚板を使ったため、シナ合板
は代用として一番適切であると考えられる。合板は自然の
一枚板より反りにくく、大作はシナパネルで代用できる。

1．兎膠1：水10：少量の二水石膏の膠水を温め、シナ合
板、生地の麻布を用意する。

3．麻布を2枚用意する。合板を全体的に覆うため、表面
の麻布は合板より大きめに裁断する。裏面の麻布は表面の
麻布を後ろまで覆う範囲を計算し、蓋のように裏面全体を
覆えるように用意する。

4．表面の麻布を均等な位置を決めて合板に置き、刷毛、
温かい膠水を隣に置く。

5．麻布を半分上に開き、刷毛で膠水を合板の下半分に
たっぷりと均一に塗布する。

6．上半分の麻布を元の位置に戻し、麻布の位置がズレな
いように注意する。。
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7．戻した下半分の麻布が下の膠水に浸透し、動かなくな
る。そして、上に再びたっぷり膠水を塗布する。

8．上半分も5、6、7番の手順と同じように行う

10．ハサミで麻布の四角を図のように切る（9番の手順は
麻布が十分に伸びていなかった場合、四角を切った後にズ
レる可能性がある）。

9．皺がないように確認しながら、少し圧力を加え、麻布
を均一に伸ばす。

11．切った四角の「耳」は合板側面の幅に合わせる。 12．側面への塗布は、表面と同じように麻布を上に開
き、合板にたっぷり膠水を浸透させる。まず、「耳」のな
いほうから塗布する。
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14．残りの耳がある側面に12、13番のように塗布する。13．麻布を下ろし、再びたっぷり膠水を塗布する。次は
反対側の「耳」がない側面を実施する。

15．全体の側面を適度な力で引っ張りながら、位置を調
整する。

16．側面作業の最後に「耳」の角の部分を被せて貼る。

17．裏面への貼付は上記と同じような手法で行う。この
時、表面を画鋲や面積が小さいもので支えるとよい。

18．2枚目の麻布を上に被せる。



改良方法での布層の貼付は、現在までの各文献の考察により、効率と保存の観点からバラン

スをとった方法である。現在の制作の状況に合わせて、麻布を綿布に換えたり、2枚目の布を省略

したり、合板をパネルに変更したりすることが可能である。支持体の表面に直接石膏層（或は他

の地塗り剤）を塗布することも可能であるが、保存修復の観点では、木が劣化した場合には下地

と絵画層が崩れてしまう。中間層の麻布があれば下地と絵画層をまとめることができ、例え支持

体が崩れても布層が絵画層を支えて、新たな支持体に力を逃すことができる。また、合板や一枚板

などのパネルではない支持体の場合や布層を省略したい場合は、支持体の裏面にも地塗り剤を塗

布した方が、より保存性が高まる。 
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19．5、6、7番と同じように膠水を塗布する。 20．裏面は麻布が重なる部分が多いため、皺や空気など
が入っていないかよく確認する。

21．最後にできるだけ表面と裏面を同様の条件で乾燥さ
せる。表裏の乾燥速度が異なると反る可能性がある。

22．ここまでで布層の貼付は終了した。パネルの場合は
表面と側面だけ実施すればよい。



・石膏層の塗布 
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1．兎膠1：水10の膠水を温め、二水石膏、石膏塊、布層
の工程を完了させた合板を用意する。

2、石膏塊の磨く面は平らかどうか確認する。もし凸凹が
あれば、水を付けて紙ヤスリや粗目の布で平らに磨いて用
意する。

4．二水石膏を温かい膠水の中に少しずつ入れ、沈殿させ
てから次を加えるを繰り返す（温かい状態で沈殿しにくい
場合は、膠の含有量が高すぎると考えられる）。

3．今回はF6サイズの合板で、下地の厚さを2mmと想定
し200～250mlの膠水を用意した。これは作品のサイズ等
により調整できる。

5．ビーカーは振らない。4番の手順で図のように膠水よ
り少し出る程度でよい。

6．ヘラなどを使って、泡立たないようにゆっくりと混ぜ
る。
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8．指で全体的にすり込むようにする。※この段階は現在
の文献に記載されており、非常に重要な過程であるが、こ
こで完全に気泡を防ぐことは難しい。

7．柔らかな豚毛筆で一層目の石膏液を塗布する。

9．ここで、石膏塊を用いて、磨く部分に温かい石膏液を
塗る。

10．温かい石膏液を塗った部分を、石膏塊で少し圧力を
掛けながら磨く。石膏塊の下部分は水分で液状になり、布
層の石膏液としっかりと密着して中の空気を押し出すた
め、気泡を簡単に防ぐことができる。

11．左は指で一層目の石膏層を一回だけすり込んだ様
子。右は一回だけ石膏塊ですり込んだ様子。明らかに石膏
塊の方が、気泡の穴が無いことが分かる。一回目では効率
が良いと見られる（指のほうは何回かすり込むと同じ効果
が得られる）。

12．石膏塊を実施した一層目の石膏層が完全に乾燥して
から、二層目は8文字で塗る（二層目は少し温度を下げた
石膏液でたっぷりと塗布する）。
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14．三層目は二層目と逆方向で、12番と同じく8文字塗り
で塗布する。

13．二層目の8文字塗りが終わると、表面が乾燥した段階
で次の層を塗布することができる。白くなった部分が乾燥
したところである。

16．五層目は逆方向に同じように塗布する。注意すべき
は、たっぷりの石膏液で一気に全体を塗ること。ゆっくり
何回も塗ると、下層が溶けてしまう。

17．五層目を塗布してから、完全に乾燥させる。 18．完全に乾燥させた画地、石膏塊、水を用意する。

15．四層目は石膏液を水で少し薄める（薄めすぎると乾
くと脆くなるので注意）。感覚的にはお粥のような濃さで
ある。そして、柔らかい刷毛を用いて、全体にたっぷり均
一に塗布する（温かい状態の時に塗布する）。
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20．水を漬けた石膏塊で石膏地の表面を磨く。水は多め
にし、磨く時に滑らせるような感覚で進み、乾燥したら再
び水を浸けて実施する。

19．石膏塊の下部分を水に浸ける。

22．同じように石膏塊を水に漬けてから表面に磨く。21．三層目を14番の工程で同様に磨く。

24．最後に耐水ペーパー、木炭粉末を用意する。23．左の状態から一回磨くと右の状態になる。
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25．木炭粉末（土顔料でも可）を石膏の全体に撒いてい
く。

26．耐水ペーパーで慎重に磨いていく。白くなった部分
は平になったところである。

28．小さい耐水ペーパーを使って、色のある部分を白く
なるまで広範囲に磨く（色がある部分だけに磨くと平にな
らない）。

27．色が付いているところは凹んでいる部分である。

30．石膏地の改良処方はここまでである。29．このように、最後には気泡や凸凹が無い、滑らかで
平らな石膏層になる



・まとめ 

改良処方における石膏層の塗布は上記のような手順である。「石膏塊」は現在の日本、及び

海外ではまだない技法と見られている。筆者が本研究を通して発案した独自の技法であり、「石

膏塊」と名付けたが、いわゆる石膏の塊である。上記で使用した材料については、兎膠と二水石

膏はホルベイン社製のものであり、麻布は布専門店で購入した100％生地ホワイトキャンバスであ

る。ここで注意すべきは、二水石膏のメーカーによっては、上記のような配合で実行しても異なる

石膏液になる可能性がある。それは、二水石膏の粒子の大きさと混合物が原因だと考えられる。

粒子が細かすぎると白亜地のように硬くなり、溶けにくくなる。混合物が多く含まれた二水石膏

は自然の原石をそのまま粉砕したもののため、粗い粒子が溶けやすくなり、磨くとすぐ平らにな

る。原石の二水石膏は、乾燥の後に純白ではなくやや灰色に見える。実際に各石膏専門メーカー

の会社に問い合わせた結果、同じメーカーでも時期によって仕入れ材料や製造方法が異なる場合

がある。そのため、使う前に水だけで混ぜて石膏の状態（粒子の大きさや混雑物など）を確認し

たほうがよい。 

石膏地の塗布については、上記に述べたように、古典的な処方では日本画用の刷毛（山羊

毛）で行うことは難しい。石膏は冷めるとすぐに毛に付着しダマになってしまう。この状態で石

膏を塗ると泥を塗るような感覚になり、地塗りができなくなる。ゆえに、弾力があるやや柔らか

めの豚毛が一番使いやすい。しかし、豚毛は塗った後に乾燥させると非常に深い筆致を残すた

め、磨く際にかなりの量を削らなければならない。非常に手間がかかるため、現在の制作でもこ

の石膏地を使う作家は少ないと見られている。 

上記の手順15、16で日本画用の刷毛を使ったのは理由がある。それは、仕上げ層として石膏

液をお粥程度に薄めて二層だけ使うことで、より早く磨けるからである。もし、最初の段階から

この方法で塗れば気泡が多く出てしまい、乾いた下地が脆くなる。つまり、改良処方で刷毛を使

用できたのは「石膏塊」があったからこそである。4層目から刷毛を使うところは、元の石膏液

（兎膠1：水10）の配合より少し薄めてお粥の状態（兎膠1：水15～18）の配合になる。そして、

その適度に薄めた石膏液で一気に4層、5層を塗布すると、石膏液がダマになることなく刷毛で塗

布できたのである。豚毛で石膏液を塗った後は凸凹が非常に深く残るが、温かく丁度良い薄さの

石膏液で塗ると凸凹が浅くなる。また、この技法は仕上げ石膏と粗口石膏を分けて塗布しない

が、構造的には『絵画術の書』第117章の中にある「仕上石膏では，粗口石膏のばあいに比べると，

膠を弱目にせねばならない。理由は，粗口石膏こそ，いずれのばあいでも一番のもとになるもの

だからである。」のように、最終の仕上げ段階では少し膠の濃度を薄めにしたのである。 

「石膏塊を使う改良処方」を含めると、石膏地の処方は主に三つの方法がある。比較しやす

くするため、下記でまとめた。 
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①　紙ヤスリ 

上記の石膏層の塗布の手順内で「石膏塊」を抜き、地塗りが終わってから紙ヤスリで磨き上

げる。 

②　石膏塊 

③　ヘラ 

上記の手順6まで同じとするが、その後に石膏液を冷蔵庫に入れて、チーズ状になるまで冷却

する。そして適量を切り取って支持体に置く。最後にヘラで均一に全面的に塗布する。 

①は一般的に使われているが、豚毛の筆致が深いため、磨く作業はかなり大変である。②は

①の改良と言える。③はチーズ状の方がクリーム状より気泡の発生を抑えられるという利点があ

るが、難しいところもある。それは、チーズ状の石膏は塗った後に常温で液状に戻るが、①、②

より遥かに乾燥が早いと見られる。少し大きな画面になると、どこか何回目に塗ったのか分から

なくなり、下手をすると画面全体の水平が歪んでしまう。③は②の「石膏塊」と混合すればさら

に使いやすくなるであろう。ヘラや豚毛の刷毛を使うこと、どれも同じく、特徴を把握し上手く

利点を利用する事で、綺麗な下地を作ることができる。上記の三つの方法も、いずれ熟練すれば

同じように使いこなせると感じられるが、効率の面で言えば②の手順が一番よいと考えられる。 
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第2節 ポリメント金箔処方における金箔地の改良について 

本節ではポリメント金箔処方の金箔地部分の改良について述べる。まず、第1節の図表に続

き、本節で金箔地部分のボーロ層（箔下ボーロ）の調合から金箔層磨き（金磨き）までの改良処

方を述べるにあたり、①～⑤番の既存の技法と、⑥番のチェンニーニの技法を簡潔にまとめた。

これは、改良処方と比較しやすくするためでもある。「*」があるところは文献中の実技に使われ

た素材ではないこと、或いは実技の図版がなく解説のみであることを示している。この金箔地の

改良処方は、今までの既存のポリメント金箔処方と異なり、第1、２項でボーロの成分や性質など

多方面から分析し、構造を明確することによって、ボーロの性質をコントロールできるようになっ

ている。例えば、ボーロの中にある蝋と近い成分を増やせば、従来のポリメント金箔処方では出

せない鏡のような光沢効果が得られる。また脂分を増やせば何種類の箔を重ねても一体化する多

重効果が得られるなど、様々な箔表現効果ができるようになり、現在における制作に有効な処方

と考える。（詳細は第3～7項にて説明する） 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
（チェンニーニ）

Ⅲ

箔下ボーロ調
合

天然粘土（アシエ
ット）1：膠液3~5

（膠1：水18）

天然粘土*（ボー
ロ）に少量金泥*、
黒鉛の粉*、一つま
みカドミウムレッ
ド*

市販粘土（アルメ
ニア産ボーロ）1：
膠液約4 ~5（水
20：膠1）

市販練り粘土（ボ
ーロ）1：卵白1

天然粘土*（ボー
ロ、アシェット）
1：膠液*（膠1：水
20）

①結合剤（1卵白と
7水）：自然のボー
ロ 
②卵白：自然のボ
ーロ

箔下ボーロ実
施

5~6回 5回以上* 6 ~8回 約4回 4~5回* 4回

ボーロ磨き 瑪瑙 スティールウール*

或いは耐水ペーパ
ー*（極細め）

研磨紙（2000＃）/

古い亜麻布、瑪瑙
麻布、瑪瑙 耐水ペーパー*

（1000＃）、レリ
ーフの角*、瑪瑙*

削り刃、麻布、磨
き棒

Ⅳ

箔下水引き 水5：エチルアルコ
ール1

水*23：ゼラチン
*1：少量変性アル
コール*

水120ml：エチルア
ルコール30ml

水 水*5：無水エタノ
ール*1

水：少量結合剤

箔押し道具 箔刷毛、脱脂綿、
和紙

箔刷毛*、脱脂綿* 箔刷毛 箔刷毛、あかし
紙、脱脂綿

箔刷毛*、脱脂綿* 四角に切った紙、
筆の柄の頭部分

箔押し 重層性説明あり*/

箔面が乾いてない
時に20~30層でも
貼れる*

重層性説明あり*/

箔押しの前に箔下
水引きの液に少量
ゼラチンを含める
こと*

重層性説明なし/箔
を小さく切り順番
的に左から右、上
から下で貼る

重層性説明あり/詳
しくボーロと卵白
を調合する処方の
説明があり

重層性説明あり*/

均一な乾燥タイミ
ングを作るため室
入れの説明がある*

重層性説明あり/均
一な乾燥タイミン
グを作るため室入
れの説明がある

室（ムロ）入
れ

なし なし* なし あり あり* あり

金磨き 瑪瑙 瑪瑙* 瑪瑙 瑪瑙 瑪瑙* 磨き棒（ヘマタイ
トなど）



第1項　ボーロ（粘土）の正体と特有の性質について 

本論の第2章1節の中でポリメントの意味と処方に関する構造を解説したが、本項はボーロの

正体、および特有な性質について、既存の文献を合わせて掘り下げていきたい。 

日本語でのボーロは、ボルス、ボーラス、ポリメントなどの言い方があるが、それは、おそ

らく研究者、翻訳者達が対象国の言語から翻訳した名称である。海外で最も知られているのは

「アルメニアボーロ」であり、英語の「Armenian bole」が最も検索しやすい名称である。先述の

ように、チェンニーニもアルメニアボーロを使用していた。産地はアルメニアに違いないが、ボー

ロ全体を指す言葉として「アルメニアボーロ」と呼ばれた時期も長く続いていた。つまり、アルメ

ニア産ではないボーロもアルメニアボーロと呼ばれているのである。そして、略称でボーロと呼ぶ

地域もある。『絵画材料事典』 の中では「赤ボールス…もとはアルメニアが産地であったが、今3

ではヨーロッパの各地で見つかっている。」とあり、さらに『トンプソン教授のテンペラ画の実

技』にも「赤色ボーロはアルメニア産、黄褐色はレヴァント産、白色はモラバ産、ノルエー産が有

名。」 とあるように、アルメニアボーロはボーロ最初の産地と見られ最も有名だが、世界各地に4

も多様なボーロがあると分かる。 

本章の改良処方において、石膏地を効率面から改良したとするならば、ボーロは金箔層の表

現効果の改良に繋がると言える。そのためにはボーロのあらゆる性質・成分を考察する必要があ

るが、沢山の文献を調べた結果、ボーロの正体がどんどん曖昧になっていった。したがってここ

で、ボーロについての文献を比較しながら考察していきたいと考える。 

下記は各文献の中にあるボーロの成分に関する内容をまとめたものであり、取り上げた各文

献の中にある相違点を考察するものである。 

①『絵画術の書』 

「用語解説」 

粘土の中ではとくに粒子が緻密で滑らかで，顔料として用いられることもある

が，主に金箔押しに用いられる。古来，アルメニア，ペルシャなどに産するもの

が有名であったため，その名を冠して呼ばれることが多かった。外観上はシノピ

アと似ているが，酸化アルミニウムA1₂ O₃を含むために収斂性を持ち，舌で嘗

めると舌を刺す感じがするところが違うという[Br², p.208]。日本で漆の下地粉

 『絵画材料事典』、93頁。3

 『トンプソン教授のテンペラ画の実技』、80頁。4
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として用いられているもののうちでとくに粒子が細かくて〈砥粉（とのこ）〉と

呼ばれるものがこれに似ている。  5

②『絵画材料事典』 

「Bole ボールス とのこ」 

白ボールス（*白土）はほぼカオリンに近い（China  Clay 陶土を見よ）。赤ボー

ルス（*とのこ，茶粉）は鉄分を含む天然産のケイ酸アルミニウムである。もと

はアルメニアが産地であったが、今ではヨーロッパの各地で見つかっている。組

成的にはオーカー（粘土）に近いが，もっと軟らかくて滑らかである。きれいに

磨き上げることができるので中世初期以来，金箔を貼るべき場所の地塗りに用い

られた。  6

③『トンプソン教授のテンペラ画の実技』 

「第4章　箔貼り」 

白色ボーロbolus alba（粘土分の少ない長石の風解物であり、カオリンに似て、

地塗り、陶器の原料に使用される）を指す場合もあるが、通常は、赤色から黄褐

色までの色調のボーロを指す。…黄色調は水酸化鉄、赤色調は酸化鉄、白色調は

酸化マグネシウムが着色要素である。顔料、通常の地塗りにも使用されたが、と

くに粘土分の多い、白色、黄褐色、赤色、黒色ボーロは金箔地に使用される。そ

の白色調は冷たい。黒色調は暗いニュアンスを金箔表面に与える。銀箔の場合は

黒色ボーロが一般的である。  7

 『絵画術の書』、211頁。5

 『絵画材料事典』、93頁。6

 『トンプソン教授のテンペラ画の実技』、80頁。7
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④『絵画学入門』 

「ボルス（ポリメント）」 

石切場のような採石坑で採掘された土性顔料である天然のボルスは、化学的には

礬土珪酸塩であり、その色は酸化鉄あるいは水酸化鉄の含有量に左右されてい

る。鍍金に適するものは、粘土分を多量に含む、柔軟な展性のあるいわゆる「脂

肪っぽい」種類だけである。ボルスはその「脂肪の多いことと吸収性」によって

金の基底材として役立つのである。ボルスの色によって金の彩色効果が少なから

ず左右される。  8

「赤土」 

赤土はあらゆる時代の絵画で使用され、また確認もされている。すべての結合材

に対しても堅牢である。十六世紀のイタリア絵画ではじめて登場したいわゆる

「ボルス地」は赤色または赤褐色のオーカーからできている。同じ顔料で粘土分

の多いもの、つまりいもっと細かなもっと柔軟な顔料を画家たちはボルスまたは

ポリメント即ち金箔処方のための柔軟性のある下地として使用した。通例「やせ

た」オーカーと「脂分のある」オーカーとは区別される。「やせた」方は絵画や

地塗りのための顔料として用いられ、「脂分のある」方はボリメント金箔処方に

用いられた。  9

⑤『絵画技法全書』 

「光沢金箔処方」 

ボリメントは、天然に黄色の水酸化鉄、あるいは赤色の酸化鉄によって多少強く

着色された、極微の「脂肪分のあるfetter」粘土である。そのほか、白色あるい

 『絵画学入門』、118頁。8

 同上、145頁。9

 146



は灰色のポリメントもある。昔日の金箔地処方では、黄色、赤色、あるいは双方

の混合物がもっぱら使用された。  10

「代赭」 

すでに先史時代の洞窟人たちによって、天然産出物の赤色酸化鉄は創造的目的に

利用されていた。肌理の細かい粘土がもともと赤色酸化鉄に混入していると、こ

れは「代緒Rotel」、または「ボルスBolus」と呼称される。この材料も、すでに

天然産の硬度が好ましければ、たんに鋸で棒状のものに分割するだけでよかっ

た。天然産出物の硬度はさまざまであり、それは粘土含有量に左右される。  11

⑥『絵画技術体系』 

「金箔地」 

ポリメントとは、酸化鉄によって黄色または赤色に着色され、何回も水簸された

脂肪分の粘土で、多くの場合卵白で結びつけられたものである。とのようなポリ

メントは、金箔地上の最上層となる塗りを形成する。  12

「赤色顔料」 

非常に脂分のある、つまり粘土分の豊かな赤色黄土はポリメントと呼ばれ、ポリ

メント金箔処方、および光沢金箔処方に用いられる。ポリメントは特有の金支持

体をつくり、その柔軟性は金箔を過不足なく適合させ、滑らかにする。  13

上記に挙げたのは、主に日本で調査できるボーロに関する文献である。ポリメント金箔処方

は日本の美術分野において非常に稀な技法であり、ポリメントという粘土についてはさらに謎に

包まれている。田口氏の著書『黄金背景テンペラ画の技法-油絵の母胎，現代の手によみがえるル

 『絵画技法全書』、84頁。10

 同上、332頁。11

 『絵画技術体系』、255頁。12

 同上、108頁。13
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ネッサンスの板絵技法』の中には「…私は陶芸の盛んな、粘土の種類が多い日本に、かえってよ

い箔下とのこがみつかるとにらんでいます。…」と記述されている。かつてこの技法を用いた研究

者や作家達はボーロの代用品を探していたが、現在の文献や資料でも、この代用品についての情報

はなかなか見つけることができない。 

赤色ボーロを基準にこれらの文献を見ると、ボーロは酸化鉄を含む土性顔料の中でも脂分

（脂肪分）のある種類と考えられる。その成分は、「酸化アルミニウムA1₂ O₃」、「ケイ酸アル

ミニウム」、「礬土珪酸塩」である。礬土は「アルミナ」 、酸化アルミニウムの通称であり、珪14

酸塩は「ケイ酸塩」と同じものである。酸化アルミニウム（A1₂ O₃）はアルミナとも言う 。化15

学辞典第2版では、ケイ酸アルミニウムについて、「一般にはAl2SiO5(162.05)をさす．ほかに

Al4(SiO4)3･5H2O，3Al2O3･2SiO2などがある．けい線石とよばれ天然に多く存在している．酸

化アルミニウムと二酸化ケイ素を融解すると得られる．」 と指摘している。したがって、ボーロ16

の主成分はケイ酸塩（珪酸塩）類の一種であり、粘土鉱物の中、主にケイ酸鉱物であると考えられ

る。つまり、粘土の主な成分としては、おそらく、ボーキサイト、モンモリロナイト、ベントナイ

ト、カオリナイト、イライトの一つ或いは複数の組成が考えられ、顔料としては酸化鉄（赤ボー

ロ） が多く構成されている。 

しかし、当時のアルメニアボーロ、つまり天然の鉱物としてのボーロは現在のボーロ或いは

ポリメントとは異なるものであると判明した。『絵画技法全書』の中にポリメントの技法に関す

る記述がある。 

昔日の金箔地処方では、黄色、赤色、あるいは双方の混合物がもっぱら使用され

た。このポリメントは、約六cmの高さの小帽子型で取り扱われ、大部分パリの

ルフラン社からのものである。 

・ポリメントの処方箋 

四五g  ヴェネツィア石鹸 

二五g  純粋な蜜蝋 

二○g  鹿の獣脂 

一○g  鯨蝋 

  精選版 日本国語大辞典「礬土」に参考 https://kotobank.jp/word/礬土-606974 （閲覧日：2021年9月9日）14

 化学辞典 第2版「酸化アルミニウム」に参考 https://kotobank.jp/word/酸化アルミニウム-70352 （閲覧日：2021年9月9日）15

 化学辞典 第2版「ケイ酸アルミニウム」に参考 https://kotobank.jp/word/ケイ酸アルミニウム-764801 （閲覧日：2021年9月9日）16
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三○○○g  ボルス 

このポリメントは、媒剤をまだ含んでいない。まず水で柔らかくしてから、兎膠

を加える。その容量は適当にであり、感覚的なものだ。その比率は約五○対一○

〇〇である。謬が弱すぎると金箔の付着が信頼できない。反対に強すぎると研磨

がうまくいかず、打刻でポリメント層が破壊される。今日、捏物状のポリメント

が市販されている。膠水を加えるだけでよい。 

ここでは、以前の金箔地処方（ポリメント金箔処方）は赤、黄色ボーロ双方の混合物が使用

されていたことが示されており、そのポリメントは小帽子型で、大部分がパリのルフラン社のもの

であると記載されている。そして、本論のポリメント金箔処方の金箔地の改良においては、極めて

重要な情報である。しかし、この技法の解説および実践に関しては、日本の文献の中では見つ

かっていない。最初に筆者はこの記述に目を通したが、ヴェネツィア石鹸、鯨蝋、蜜蝋、獣脂をど

のようにボーロに加えたのかまでは理解できなかった。石鹸は水に溶けるが、獣脂（油）と蜜蝋

は水溶性ではなく、ヴェネツィア石鹸と鯨蝋は現在では入手困難であるため、制作への応用は難

しいと判断した。しかし、「今日、捏物状のポリメントが市販されている。膠水を加えるだけでよ

い。」とその前の「このポリメントは、約六cmの高さの小帽子型で取り扱われ、大部分パリのル

フラン社からのものである。」の部分は、驚くべき大発見であった。現在の日本においてよく使

用されている市販のボーロは、ルフラン社の捏物状のボーロであり、その成分は全く記載されてい

ない。そのため、一般的にはこのボーロは天然の鉱石を粉末にしたボーロと水の混合物と解釈さ

れている。筆者もその一人であったが、第2、3章の復原的考察にて海外の天然アルメニア産ボー

ロを扱った際に、その理由がようやく分かってきた。天然のアルメニアボーロは、現在市販されて

いるルフラン社のものより扱いが非常に難しく、光沢効果や付着性などに関して、相当な技量がな

いと失敗に繋がりやすい。以下は、天然のアルメニアボーロ（図42、図43）とルフラン社製ボー

ロ（図44、図45）を比較し、上記のポリメント金箔処方の手順の中で、ボーロに脂肪分などが

入っているかどうかを確認するための実験である。 
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上記の図を見ると、ボーロを加熱することにより、不純物が表面に浮いてくることになる。

左は天然のアルメニアボーロ、右はルフラン社製ボーロである。ルフラン社製は表面に油脂のよう

な層があったため、天然のボーロに添加物を混ぜていると判明した。 

したがって、現在一般的に使われている市販のボーロは、添加物を混合して光沢効果や定着

力などの機能を明らかに向上させていると言える。この配合の構造が分かれば、光沢効果などの

改良が可能ではないかと考え、以下に掘り下げて考察していくことにする。 

上記の『絵画技法全書』の中にあるポリメントの技法に関しては、海外の文献を探しても、

金箔地に使用された天然のアルメニアボーロがいつの時代から蜜蝋や獣脂など加えて改良されたか

については、不明のままとされている。天然のボーロに人工的に様々な材料に加え改良している文

献は極めて少ないが、幾つか散見された。これらの技法はほとんどの場合、根拠がなく口伝のよ

うな内容であったが、文献として使えるのは、デニス・デ・フルナ（1670年頃～1744年）の著書
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図43

冷却後は、粘土と水が綺麗に分離した。水の
表面に、浮いている混合物はないとようだ。

図42

天然のアルメニアボーロを30分沸騰させる。

図45

冷却後、表面に蝋と脂肪のような硬い膜が浮
かんできた。加熱により混合物と土を分離で

きたと考えられる

図44

ルフラン社製のボーロを30分沸騰させる



『Herminia』 の中にあった。彼は約30年の時間をかけてこの著書を完成させており、美術史上17

で極めて重要な文献と見られている。中世フランスの考古学者であるアドルフ・ナポレオンディ・

ドロンが『Herminia』をフランス語に翻訳したものに『Le Guide de la peinture - Manuel 

d’iconographie chrétienne grecque et latine』と名付けているが、これは「ギリシャ語とラテン

語のキリスト教図像のハンドブック」という意味である。その中でこのように述べている。 

原文 

Prenez du bol. Ayez soin de choisir le meilleur : c'est celui qui n'est pas très 

rouge et qui présente à l'intérieur des veines blanches. Il faut, pour qu’il 

soit de bonne qualité, que ces veines ne soient pas dures comme de la 

pierre ou de la terre, car alors il est mauvais. Mêlez dix-huit drachmes de 

ce bol, deux drachmes d'ocre de Constantinople, une demi-drachme de 

lampezi, c'est-à-dire de plomb rouge, et une demi-drachme de suif. Brûlez 

ensuite une feuille de papier, et ajoutez-la avec une demi drachme de 

mercure. Apprenez comment il faut diviser le mercure : vous le mettez peu 

à peu dans une de vos mains avec de la salive, et, avec les doigts de lautre 

main, vous l'écrasez et vous parvenez à le diviser. Ensuite, vous placerez 

toutes ces substances ensemble sur un marbre, et vous les broierez avec 

force.  18

　 

筆者による翻訳 

ボーロを取る。最良の品質を選択するように注意する。最良の品質のボーロはあまり赤くは

ない、内部に白い静脈（静脈のような模様）があるもの。それが良質であるためには、これらの

静脈は石や土のように硬くてはいけない。なぜならそれは悪いからである。このボーロは、18ド

ラクマ、 コンスタンティノープル黄土色（黄色ボーロ）の2ドラクマ、ランペジ、つまり鉛丹、19

の半分ドラクマ、そして獣脂の1/2ドラクマを混ぜる。次に、一枚の紙を燃やし、水銀の半分ドラ

クマと混ぜる。水銀を分解する方法を学ぼう。片方の手に唾液を入れて少しずつ水銀を入れ、もう

 Herminia ou l'enseignement dans l'art pictural, composé par l'Iermonch et le peintre Dionysius Fournoagraphiote, 1701-1733.17

 Le Guide de la peinture - Manuel d’iconographie chrétienne grecque et latine, Adolphe-Napoléon Didron, 1845,  p. 30, https://archive.org/details/18

manueldiconograp00dion/page/30/mode/2up　（閲覧日：2021年11月25日）

 現在に使われていない重さの単位。1ドラクマ＝4.36グラム。19
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一方の手の指でそれを押しつぶしたら、分解する。次に、全部を大理石の上に一緒に置き、力を

入れて粉砕する。 

上記以外の文献では、情報源を特定するのは困難である。結論として、上記の技法書以外で

は、かつての芸術家が主に酸化鉄でできた赤褐色コンテ（或いは赤チョーク）とグラファイト

（黒鉛）の混合物、オリーブオイル、ケシ油、羊の脂肪などをボーロに混合していたと記述されて

いる。下記の表は『絵画技法全書』に書かれているヴェネツィア石鹸、純粋な蜜蝋、鹿の獣脂、鯨

蝋に加え、現段階で収集できたボーロへの混合物のすべての情報をまとめたものである。 

第2項　ボーロ（粘土）特有の性質による改良 

第1項では、天然のボーロが使用されていた時代から、数々の芸術家たちがボーロの中に混

合物を入れ、金箔地を改良していたことがわかった。しかし、混合物の材料以外、具体的にどの

ような方法で混合物とボーロを配合していたのかについては、どの時代の文献にも記載されていな

い。現在の日本で購入できるボーロはルフラン社とホルベイン社だけと見られている。ルフラン

社の配合は企業秘密であり、ホルベイン社の配合は、「ケイ酸アルミニウム（粘土質）と酸化鉄

を主成分とする」とされ、科学名称を書いただけのものとなっている。『絵画技術全書』の中で

ポリメント（ボーロ）の技法を公開していなければ、おそらくただの粘土と水の混合物と思われて

いたであろう。つまり、中世でポリメント金箔処方が各ギルド、芸術家が厳重に技法を秘密にして

いたのと同様、現在のボーロの配合に関する情報も公開されていないのである。 

本研究の考察の目的は、主に『絵画技法全書』に書かれたルフラン社製のボーロの組成を明

らかにすることであるが、筆者が前章の復原的考察に加え、沢山の試行錯誤の結果気づいたの

は、正確な配合ではなく、なぜこのようなものを入れたのか、という点である。つまり、蜜蝋を

入れるとどのような効果をもたらすのか、ということだ。ヴェネツィア石鹸、鹿の獣脂、鯨蝋を入

れるとそれぞれが果たす役割があり、例え今の時代に手に入らなくても、その材料の機能を理解

ヴェネツィア石鹸 黄色ボーロ 赤褐色コンテ（赤チョーク）

蜜蝋 鉛丹 黒鉛

獣脂 紙燃やした灰 オリーブオイル

鯨蝋 水銀 ケシ油
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できれば、自然界の中にいくらでも代用品があると考える。構造が理解できれば、現在でも新た

なボーロを作れるのではないだろうか。そしてこれが、ポリメント金箔処方の新たな表現効果に

繋がっていくと考えられる。 

下記はボーロの混合物に対する考察のまとめである。 

上記の表はボーロの混合物である各材料の解説であるが、なぜこのような材料を混合するの

かについて、現在のボーロの構造から考察していきたい。 

ヴェネツィア石鹸 黄色ボーロ 赤褐色コンテ（赤チョーク）

ヴェネツィア石鹸は現在の石鹸と異な
り、主に昔のヨーロッパの伝統的な手法
で作られた石鹸である。その手法は現在
まで継承されているが、オリーブオイル
とケシ油の成分が入っていると判明して
いる。つまり、『絵画技法全書』中に
書かれた内容は、他の文献にあるオリー
ブオイル、ケシ油と一致したと考えられ

る。現在でも入手可能。

『トンプソン教授のテンペラ画の実技』
の80ページの中に書かれたレヴァント
産のボーロであるが、他の地域にもあ
る。赤色ボーロと異なる点についての詳
細な説明はない。現在、赤色ボーロは主
に平面に使われ、黄色ボーロは曲面や立
体物の細かい部分に使用される傾向があ

る。

現在の画材屋でも入手できる赤のサンギ
ュインである。酸化鉄と粘土を天然粘結
剤で接着し、血を思わせるような特徴的
な色味である。当時はおそらく黒鉛も入

っていた可能性がある。

蜜蝋 鉛丹 黒鉛

蜜蝋は水に溶けず性質が油と似ているた
め、石鹸（乳化剤とする）と微量を混ぜ
て、水と加熱により溶かすことが可能で

ある。現在でも入手可能。

日本画の顔料として市販されている。酸
化鉄と似ている。

グラファイトと呼ばれる。天然の黒鉛は
有毒のため取り扱いが禁止されており、
現在の黒鉛は人工である。当時は黒鉛自
体を入れていないため、赤褐色コンテに
含まれていた黒鉛の成分の可能性があ

る。現在は使用できない。

獣脂 紙を燃やした灰 オリーブオイル

『絵画技法全書』では鹿の獣脂、他の
文献では羊の獣脂と書かれている。つま
り、動物の油脂である。現在、容易に
入手できるのは牛脂と豚脂である。

灰の主成分元素はカリウムやカルシウ
ム、マグネシウムであるが、灰を製法に
入れても、大きな効果はないと見られて
いる。おそらく、当時の水銀と混ぜ合わ

せるための媒材と思われる。

ヴェネツィア石鹸の成分であり、これ
自体を直接入れることはないと考えら
れる。

鯨蝋 水銀 ケシ油

蜜蝋より油っぽく、味や臭いがない。 

化粧品や潤滑剤の原料として、昔から
様々な用途に使われていた。一般に入手
することが不可能だが、代用品として合
成鯨蝋は入手できる。しかし、本物の違
いは判断できない。ボーロに入れる役割
としては蜜蝋とほぼ同じである。

鍍金の古い製法（時代は判別できな
い） では水銀を使用していたことがあ
る。しか し、水銀は猛毒のため本研究

では使用しない。

ヴェネツィア石鹸中の成分であり、こ
れ自体を直接入れることはないと考え
られる。
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下記はポリメント金箔処方の粘土層、つまりボーロの構造図（図46）であり、昔から現代ま

でのまとめでもある。 

上記の図表は三つの丸で構成される。赤色丸はボーロ（粘土・顔料）、青色丸は媒剤（接着

剤）、つまり当時では卵白、現在では主に兎膠あるいはゼラチン、黄色丸は添加物・混合物であ

る。その三つの丸が重なったところはチェンニーニの時代から現在までのいわゆる「ポリメント

金箔処方のボーロ（粘土層）」である。赤色丸と黄色丸を重ねた部分は現在のルフラン社製の

ボーロの構造である。このボーロは媒剤が入ってないため、商品には兎膠と混合して使用すると書

かれている。また青色丸と黄色丸を重ねた部分は添加物と媒剤を混合しているため、天然のボーロ

と混ぜて使う方法も可能だと考えられる。 

上記の図表を見ながら、ボーロ（粘土層）の構造と材料が持つ機能を詳しく考察していきた

い。簡単にまとめると以下の構造になる。 
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図46



上記によると、ボーロに改良が必要な成分は主に、天然のボーロ（粘土）、膠類あるいは卵

白、蝋類、油脂類、酸化鉄類である。その中でも蝋類と油脂類は水に溶けないため、以下に方法

をまとめる。 

・蝋類 

①加熱法 

混合したボーロの最終段階で約40度まで加熱し、素早く大理石板に流し少量の蝋を入れて、

練り棒で混ぜ合わせる。またボーロを塗布する際には、同じ温度まで加熱する。 

②乳化剤混合加熱法 

ヴェネツィア石鹸（天然物で作られた石鹸でも良い）と微量の蝋を金属のスプーンに置き、

少量水を入れて加熱する。できた混合物を掻き混ぜて使用する。 

名称 天然のボーロ 
（粘土）

膠類 
（※卵白）

蝋類 
（鯨蝋など）

油脂類 
（牛など）

酸化鉄類 
（鉛丹など）

機能 
（メリット）

膠、蝋、油脂
の集合体であ
り、土は土台
としての存在
である。

接着力の向上 
※兎膠の場合
は油分が多く
含まれている
ため、ゼラチ
ンと獣脂の合
成剤として考
えても良い。 
※卵白は油脂
が少ないた
め、獣脂を加
えていたと考
えられ る。

通常、光沢剤
として使わ 
れるが、この
光沢効果は天
然のボーロに
もある。光沢
効果を人工的
に向上させる
ための添加物
と考えられ
る。 
※蝋は絵具や
ワニス（保護
層） にも使わ
れており、定
着効果の 
向上も期待で
きる。

天然ボーロ、
膠、蝋の中に
近似した成分
が含まれてい
る。粘土に柔
軟性を与える
効果がある。

ボー ロ （ 粘
土） 中に存在
して い る も
の。光沢効果
に繋がると見
られている。
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③蝋エマルジョン 

これは非常に古い処方であり、エンカウスティークとも呼ばれている。当時は尿液から作ら

れたアンモニアと蜜蝋を混合して、蝋を水に溶かす処方である。 

・油脂類 

①乳化剤投入法 

ヴェネツィア石鹸（天然物で作られた石鹸でも良い）と油脂と適量な水を容器に入れ、加熱

する。できた混合物を掻き混ぜて、使用する。 

蝋類の蝋石鹸処方以外は、筆者の考察から得た処方である。ヴェネツィア石鹸を水に入れて

加熱すると、油分は水と分離してしまうが、冷却時に混ぜ続けると融合できる。油脂類の乳化剤

投入法の注意点は、石鹸の配分をちょうど油分が水に溶ける量までにするという点である。配分

が多くなるとボーロに悪影響を及ぼす可能性がある。 
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第3項　ボーロの改良処方 

・処方 

A.  蝋エマルジョン（蠟石鹸） 

・200g 水 

・50g 蜜蝋 

・40g 炭酸水素アンモニウム 

※約120gの蝋エマルジョンの配合である。主に配合の比率を参考にしてください。 

B.  ヴェネツィア石鹸と牛脂のエマルジョン 

・4.5g ヴェネツィア石鹸（オリーブオイル・ケシ油） 

・2g 牛脂 

ボーロの改良処方 

3g ルフラン社ボーロ 

0.1g A 

0.01g B 

A.  蝋エマルジョン 
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1．加熱器、水200ml、蜜蝋50g、炭酸水素アンモニウム
40gを用意する。

2．炭酸水素アンモニウムを冷水の中に入れ、ゆっくり加
熱しながら溶解させる。
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3．炭酸水素アンモニウムを沸騰させるとアンモニウム水
になる。刺激臭があるため注意が必要。

4．炭酸水素アンモニウムの塊が完全に溶解したら、蜜蝋
を一気に入れる。※蜜蝋と炭酸水素アンモニウムを混ぜて
同時に加熱すると、大量の泡が発生する。

6．混ぜても泡が出なくなり、水気が完全に消えたら完成
となる。※硬さの目安はクリーム程度。

5．加熱しながら、混ぜ続ける。※混ぜると泡が消えてい
くのが分かる。

8．密閉した容器で水分の蒸発がない状態では、約3年以
上保存できる。※乾いた状態では水に溶けなくなるので注
意が必要。。

7．保存瓶に移す。



B.  ヴェネツィア石鹸と牛脂のエマルジョン 
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1．ビーカー、重さを細かく測るための電子天秤、牛脂、
ヴェネツィア石鹸を用意する。

2．薄切りにしたヴェネツィア石鹸を約4.5g用意する。

4．ヴェネツィア石鹸と牛脂をビーカーに入れる。3．牛脂を約2g用意する。

6．沸騰するまで加熱する。5．適量の水を加える。



・ボーロの改良処方 

 160

7．ヴェネツィア石鹸と牛脂を水に溶解する。 8．溶解した液体を保存瓶に入れて、30秒振り続けて完成
させる。

1．ここからは、本研究のボーロに関する改良処方である。まず、用意する材料は、
ルフラン社製ボーロ、精製水（普通の水でも良い）、処方A（蝋エマルジョン）、処
方B（ヴェネツィア石鹸と牛脂のエマルジョン）、膠水（水1：兎膠20）、大理石板、
練り棒、ペインティングナイフ、電子天秤である。
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2．ルフラン社製のボーロ約3gを用意する。 3．蝋エマルジョン約0.1gを用意する。

5．手順2、3、4を大理石板に置く。4．ヴェネツィア石鹸と牛脂のエマルジョン約0.01gを用意
する。

7．次に、最初と同じ量の膠水を再び加える。6．ボーロと同量の膠水を加え、最初に二つのエマルジョ
ンをゆっくり溶かし、最後にボーロと混ぜ合わせる。



本研究におけるボーロの改良処方は筆者独自の方法である。チェンニーニの時代に使われた

アルメニア産ボーロの性質から、当時の薬局で販売されていたボーロ 、いわゆる人工的に混合物20

と配合した処方を考察し、その二つの相違点と構造を理解した上で改良した。上記はあくまで一

つの技法であり、ボーロ、膠水、蝋、油脂の配合の変化は様々な効果に繋がっていく。また、処

方Bのヴェネツィア石鹸と牛脂のエマルジョンを使用せず、膠水を卵白や他のゼラチンに代替も可

能である。 

まず、処方Aの蝋エマルジョン（蝋石鹸）は、本来水に溶けない蝋を水溶性に変える処方で

ある。蝋は古代から現在まで、様々な用途に使われ、光沢材や艶出しのための添加物でもあっ

た。例えば、皮革や床の無垢材の艶出しや、彫刻の表面保護剤などに使用されている。実は、遥

 ルフラン社は現在までその処方を伝承してきたと考えられる。20
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8．練り棒で完全に混ぜ合わせる。 9．手順7と同じ量の膠水を加える。※全部で3回加える。
配合はボーロ1：膠水3である。 

11．最後に、石膏地に復原的考察と同じく4回塗布する。
もしくはそれ以上でも良い。ボーロの改良処方はここま
で、完成である。

10．手順8と同じく、しっかりと練り合わせる。



か昔にも蝋は結合剤として重要な役割を果たしてきた。現在まで保存されている最も著名な例は、

紀元1～4世紀間のエジプトのミイラ肖像画群である。これは、いわゆる「蠟テンペラ」とも呼ば

れている。当時は蝋と顔料を練り合わせたものを絵具として使用しており、また蝋単独で表面のワ

ニスとして用いるなど、様々な用途があったと考えられる。『絵画学入門』 の中でも「結合材と21

しての蠟は、さまざまな形で、例えば温めた状態で（蠟焼付画法）、アルカリ液で溶いて（ポエニ

蠟）、あるいは蠟軟膏として、有機溶剤と共に用いされた。」と述べられている。このアルカリ液

は、処方Aで使用した炭酸水素アンモニウムにも該当すると考えられる。 

処方Aの配合は、蝋エマルジョン、蝋石鹸、蝋軟膏などの名称があり、その中でも様々な技

法が存在している。『絵画技法全書』 の中に「この蠟石鹸は、アンモニアアルカリ性である…ア22

ルカリ性の部分は乾燥のさい残滓なく蒸発する。」と述べられている。また『絵画技術体系』 の23

中では、アンモニアとの可溶化について、「アンモニア（アンモニア水）または完全に揮発する炭

酸アンモニウム（鹿角塩）は、カゼイン可溶化に最適である。」と述べられている。カゼインは牛

乳の主要成分であり、水で膨張するが溶解しない。この点は蝋と同じ性質であり、蝋と同様、カゼ

インも当時の画材の添加物として使われていた。現在はアンモニア水、炭酸水素アンモニウムは薬

局で入手可能だが、このアンモニアは古代でも使われていた。『油彩画の技術』 にある「複雑な24

古い配合法」の中ではこのように述べられている。 

ある種の古い配合法には、われわれに異様に見えるものもあるが、あまり笑いも

のにしないてはならない。奇術のようにみえても、ほとんどきまって正確な観察

にもとづいているのである。…エラクリウス（ダヴィツド・エムリックはテオ

フィルスと同時代の人と考えているが、多くの人びとは一○世紀までさかのぼら

せている）が、「尿ないし若い牡山羊の血、予めイラクサでもって山羊の乳房を

こすっておいて得た山羊の乳」という処方をあげているとき、これらの要素から

なる絵具が、完全に役立つものであることに留意する必要がある。なぜならばそ

の成分は-カゼイン（山羊の乳）、アンモニア（尿）、血清（血）が、かつてペ

ンキ屋が一般に用いていた十分堅牢なこの塗料に含まれている。 

 『絵画学入門』、153頁。21

 『絵画技法全書』、318～319頁。22

 『絵画技術体系』、193頁。23

 『油彩画の技術』、118～119頁。24
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したがって、10世紀頃にはアンモニアはカゼインを可溶化するものであり、尿の中から抽出

して使用されていたと見ることができる。上記の蝋エマルジョンの技法は『絵画技法全書』 、25

『絵画制作入門-描く人のための理論と実践-』 、『画家のための処方箋-絵画材料と技法ハン26

ドブック-』 を参考としている。 27

処方Aを「蠟石鹸」とするならば，処方Bのヴェネツィア石鹸と牛脂のエマルジョンは「油石

鹸」と呼ぶことができる。いわゆる石鹸のアルカリ性質を用いて牛脂を水に可溶化させる方法で

ある。また本来、ヴェネツィア石鹸の中にはオリーブ油とケシ油が非常に多く含まれているため、

ボーロに油脂分を与え、表面の柔軟性を高めることができる。 

 『絵画技法全書』、318頁。25

 佐藤一郎・東京芸術大学油画技法材料研究室（編）『絵画制作入門－描く人のための理論と実践－』東京芸術大学出版会、2014年、26

165頁。

 Robert Massey（原著）、 山添耕治（訳）『画家のための処方箋－絵画材料と技法ハンドブック－』クリエイツかもがわ、2002年、27

159頁。
 164



第4項　ポリメント改良処方 

・ボーロ層の水引き液 

 165

1．膠水（水1：兎膠20）、精製水（或いは水）、エタ
ノール（99.5％以上含有）、ビーカーを用意する。

2．まず、精製水100mlをビーカーに入れる。

4．次に、約3～5mlの膠水を入れる。3．約10mlのエタノールをビーカーに入れる。

スポンジヤスリ（＃800、＃1000、＃1500）、麻布、ナイロン刷毛、水引き液、箔
切り台、箔切りナイフ、箔箸、純金箔、瑪瑙棒を用意する。



・ボーロ層の磨き上げ 

 166

5．最後によく混ぜて、ボーロ層に引く水を完成する。

1．まず、ボーロを塗布したパネル、スポンジヤスリ＃
800を用意する。

2．横、縦の方向に繰り返し丁寧に研磨していく。

4．順番2と同じく、磨けていく。3．次に、スポンジヤスリ＃1000を用意する。



・箔押しと磨き上げ 

 167

5．次に、スポンジヤスリ＃1500を用意する。 6．順番2と同じく磨いていく。この段階ではボーロ層に
光沢が出ているため、軽く丹念に表面を磨いていく。

8．最後の段階では、磨いた後に出た粉末を麻布で拭き取
る。表面にさらなる光沢を出すためである。

7．最後に、麻布を用意し、磨いていく。

1．左手は金箔より大きめの紙を持ち、右手は箔箸を持
つ。風のない場所で実施する。
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2．紙の外に約5mmはみ出るように金箔を置く。 3．金箔を置いた紙を左に、水引き液とナイロン刷毛を右
に用意し、作業を行う。

5．次は逆方向に引く。4．水引き液を刷毛につけ、ボーロ層に軽く引いていく。

7．金箔を素早く置き、紙を後ろに引く。6．金箔の5mm出ている部分を押す場所の境界線に揃え
る。
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8．金箔をボーロ層に完全に貼り付けるために、上に置く
紙（水分を吸収しやすい和紙など）を用意する。

9．紙を軽く置き、指先で全体的に少し圧力を加える。

11．残りの部分を貼るため、もう一枚の金箔を用意す
る。

10．ゆっくりと金箔層から紙を上げていく。

13．左手で紙を持ち、切った金箔を置く。紙より少しは
み出るようにする。

12．残り分の形に応じて、箔切りナイフで裁断する。
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14．そして、水引き液をつけた小さい筆で残りの部分を
塗る。

15．水引き液を塗ったところに素早く金箔を置く。

17．他の部分も同様に貼り付けていき、磨けるようにな
るまで乾かす。

16．手順9と同じく、貼った部分を指先で軽く押す。

19．この改良処方は一般的な処方と異なり、完全に乾い
ていなくとも磨けるため、丹念に少しずつ軽く磨いていく
とよい。

18．瑪瑙棒で滑るような感覚があれば、磨く頃合いとな
る。ゴムのような感覚があればボーロ層はまだ乾いてな
い。



このポリメントの改良処方は、ボーロの改良処方を取り込んだ現代の制作に有効活用できる

処方である。まず、ボーロ層に引く水引き液のアルコールと水の配合は、これまでの既存の技法を

参考にした。チェンニーニの時代の水引き液は、水に卵白を少量混ぜた結合剤を入れたもので

あった。しかし、水は比重が重いため金箔層を磨くまでの時間が長引いてしまい、またボーロ層

に吸収されるのも早い。これにアルコールを加えれば、少量の水で長くボーロ層に留まり、金箔

層を磨く頃合いがかなり早くなる。これを膠水に変えた場合でも、同じく水引き液がボーロ層に

留まる時間が長くなり、かつボーロ層との接着がよく簡単に剥がれなくなる。この処方は様々な

表現効果をもたらすが、例としてこの鏡のように光沢が増す方法を取り上げた。一般的な処方で

は、このような光沢は決して得られないのである。しかし、光沢が増すと少しの傷でも非常に目

立つため、石膏地とボーロ層にさらに用心しながら制作しなければならない。 

次の項目では、一般的な処方を紹介し改良処方と比較したい。同じような手順が記載される

が、ここではある程度省略しながら進めていきたい。 
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20．最後に全体を磨き上げる。改良処方による金箔層の仕上げは完了である。



第5項　従来の処方との比較 

・一般的な処方 

 172

1．ルフラン社製ボーロと膠水（水1：兎膠20）、練り合
わせる道具を用意する。

2．適量なボーロを大理石板に置く。

4．ペインティングナイフで練り合わせる。3．ボーロの約3倍の量の膠水を加える。

6．前の項目で仕上げたボーロ層にヤスリをかけ、表面に
光沢を出す。

5．練り棒でゆっくり練り合わせていく。
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7．ヤスリをかけてから、麻布で全体を磨く。 8．ナイロン刷毛でボーロ層の表面に横、縦に2回水を引
く。

10．残りの部分まで、金箔を全面に押していく。9．金箔を押す。

12．次に、瑪瑙棒で丹念に磨いていくが、一般的な処方
の金箔層は非常に敏感である。不純物が少しでもあれば、
破れる可能性がある。

11． 右側は改良処方、左側は一般的な処方で完成したも
のである。まだ磨き上げの段階ではないが、ここでは両者
にあまり違いがない。



一般的な処方（ルフラン社のボーロに蝋エマルジョンなどの添加物を加えない場合）は、改

良処方より扱いが難しく効率上の違いがあるが、技量があればどちらでも完璧に制作できるので

あろう。しかし、改良処方を用いて作られた金箔層は非常に光沢があり、強度も十分である。こ

の改良は、一般的な処方の持つ光沢を最大限まで生かし、かつ安定感をもたらしている。 
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13．少し強く磨くと金箔が破れてしまう。磨ける部分と
磨けない部分があり、失敗率が非常に高いと感じた。

14．光沢のない部分や破れた部分は上手く磨くことがで
きなかった。

15．金箔層を磨き上げ、完成した状態の比較である。右側は改良処方、左側は一般的
な処方であるが、光沢の完成度や傷の有無が一目瞭然である。



第6項　改良処方の多重性について 

前述のように、ボーロ（天然・市販）に蝋と脂分などを加えることによって、従来の処方よ

り光沢を出すことができた。この処方を用いれば、金箔以外の金属箔にも応用できるようにな

る。 

ここでいう多重性とは、例えば金箔の場合、金箔を一層目に押してから、二層目、三層目を

重ねて磨くことである。チェンニーニの当時の処方、卵白の結合剤とボーロの配合では、約0. 

0001mmの金箔の厚みでは三層目までが限界であり、膠水とルフラン社製の赤色ボーロの配合で

は五層目までが限界と予想される。脂分が多く含まれる兎膠水であれば五層以上重ねられると考

えていたが、これまでの考察の結果では、卵白の結合剤は膠水より粘性が低いが柔軟性に優れて

おり、箔を磨くまでの時間が長い。その時間を考慮し、五層目までが限界であると判断した。膠

が乾いてしまえば、例え金箔が一層だけでも二層目は押すことができないのである。これには、

膠水をなるべく薄めることによって、より多重性の効果が発揮できると考えられる。また銀箔は

一層目の上に金箔を一回押すことが可能だが、それ以上は難しい。銀箔より厚い銅箔などは、一

般的なポリメント金箔処方が応用できないのである。この考察は、箔を綺麗に仕上げる前提での

論述であり、あくまで一般的な処方で行なった場合である。 

現在における金箔は、製箔機あるいは電解法により，きわめて薄い約0. 0001mm の厚さで28

仕上げられている。市販のものは厚さ約0. 0001～0. 0003mm、銀箔を含む焼箔の赤貝箔、青貝

箔、黒貝箔など は約0. 0003mm、銀箔を着色して作られた親和箔、虹彩箔、銀彩箔など は約0. 29 30

00065mmである。金箔より約3～6倍の厚みのある金属箔は、一般的なポリメント金箔処方を用

いると、普通に押すことはできても綺麗に仕上げることができない（図48）。 

 金箔　出典：ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典。28

 堀金箔粉株式会社、金属箔　https://www.horikin.co.jp/material/gold-leaf/8 （閲覧日：2021年9月24日）29

 堀金箔粉株式会社、金属箔　https://www.horikin.co.jp/material/gold-leaf/7 （閲覧日：2021年9月24日）30
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https://www.horikin.co.jp/material/gold-leaf/8
https://www.horikin.co.jp/material/gold-leaf/7


上記はルフラン社製のボーロ（赤、黄色、黒）の多重性の実験であり、一列目は金箔（0. 

0001mm）、二列目は銀箔（焼箔0. 0003mm）、三列目は親和箔（0. 00065mm）である。黒色

ボーロ（配合は不明）は最も多重性があるが、綺麗に仕上げることは難しい。赤色ボーロは金

箔、焼箔、親和箔が押せるが、焼箔の上に金箔は二回が限界であり、親和箔の上には一回が限界

である。黄色ボーロは一番定着しにくく、焼箔と親和箔は押すことが可能だが、その後剥離して

しまう。図49は赤色ボーロで金箔を二層に仕上げ、さらに上から銀箔を押した様子である。瑪瑙

棒で圧力を加えると、一部は金箔に同化したが下の部分は浮いたままであった。 
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図48



箔の多重性は様々な要素に影響されている。ボーロ層の具合、箔下の水引き液の具合、磨き

の技術から、細かいボーロ層の媒剤（膠水など）、添加物（脂分など）、水引きのアルコール配

合、媒剤などの分量まで、様々な要素のコントロールが必要となる。異なる厚さの金属箔、表現

したい箔層の効果を得るためには、それぞれの配分とバランスを考えなければならない。下記は

その考察の図表である。 
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図49



上記にしたがって制作する時、例えば銀箔を三層以上に重ねたい場合は、蝋と脂分の配分を

増やせばよい。金箔一層のみで綺麗に光沢を出したいのであれば、膠分を減らして蝋を少し増や

すとよい。さらに、非常に厚みのある親和箔を艶消しして、その上に置いた金箔の光沢を出した

い場合にも応用できる（図50、図51）。 

名称 天然のボーロ
（粘土）

膠類 
（※卵白）

蝋類 
（鯨蝋など）

油脂類 
（牛など）

配分を増やす
ボーロ本来の成分 
効果が発揮され
る。

接着力が上がるが 
光沢が弱く、磨く
までの時間が短く
なる。

接着力が上がるが 
高まるが一定の配
分を超えるとボー
ロ層本来の機能が
失われる。

多重性と定着性が 
高まるが一定の配
分を超えるとボー
ロ層本来の機能が
失われる。

バランスが取れ
ている範囲

配分を減らす

ボーロ本来の成分 
効果が弱まる。

接着力は弱まる
が、 他の成分
が効果を発揮
し、ボーロ層に
光沢性と柔軟性
をもたらす。

一般的な効果に近
づく。

一般的な効果に近
づく。
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図50



上記のような多重性効果は様々な表現が可能であり、ポリメント金箔処方の箔表現効果に無

限の多様性を与えている。下記はポリメント改良処方を用いた様々な制作例である。 
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赤貝箔　＋　金箔 親和箔（新橋色）＋　金箔

焼箔（中金箔）＋　金箔金箔　＋　漆

図51
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焼箔（黒箔）＋　金箔　＋　青貝箔金箔五層目（光沢増加）

金箔一層目（光沢増加）金箔　＋　膠　

金箔二層目（光沢増加）銀箔二層目（油性地に）



第7項　制作にポリメント改良処方の応用 

前項での結果を踏まえて、本項では、実際にこの改良処方を絵画制作に応用する場合にどの

様な効果が得られるのかについて、制作例を交えて説明したい。 

以下の図52～55は筆者の作品《デイアンドナイト》の制作風景である。「昼と夜」を表現するた

め、当初は金箔と銀箔を使用する予定だったが、今回は過去の作品にない箔表現で制作した方が

本章にふさわしいと考えた。「昼」は赤貝箔、「夜」は青貝箔を使っており、この二つの箔は銀

箔を硫黄で燻すことで、銀そのものの色を変化させて作られた箔である。赤貝箔は紫色に見える

が、水引きをすると赤系の金色になる。ポリメント改良処方の配合はルフラン社の赤ボーロ

50g： 蝋エマルジョン5g：ヴェネツィア石鹸と牛脂のエマルジョン0.1gで調整した。この配合で

は水引きしたポーロ層に粘性があるため、箔押しを正確な位置に押すことができる。そのため、

箔のサイズに合わせ一枚一枚を押すことができる（図52）。このような箔表現は日本画や漆など

日本の伝統的な技法によく見られるが、従来のポリメント金箔処方ではこの様な表現は非常に困

難であるため、過去の作品例が見つかっていないのである。《デイアンドナイト》の絵画部は具象

的な描き方であるため、背景の箔表現は光沢より半艶の方がふさわしいと考え、最後の段階で水

膠を薄めたニスを箔の表面に塗布した。 
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図52

箔と箔の間隔を意識しながら押していく
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図55

同じく青貝箔を押していく

図53

水膠を薄めたニスを箔の表面に塗布する（赤貝箔は水引きをすると赤系の金色になる）



作品《デイアンドナイト》の絵画部に手を加える（図56、57）。箔を背景にするには画面の

写実的な要素が足りず、絵画部の描写を描きすぎるとコラージュになってしまうため、下半身のと

ころは未完成のように平面的な表現から頭部にかけて徐々に描き込んでいき、筆致を残しながら

丁寧に必要な部分を描いていく。この作品は全長2.6mで、約50枚の箔を使用している。図58は作

品の全貌である。 
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図56

作品《デイアンドナイト》（左部分）

図57

作品《デイアンドナイト》（右部分）
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図58

《デイアンドナイト》 
サイズ：260.8 × 53.0 cm 

素材：パネルに石膏地、油彩、金属箔(赤貝箔・青貝箔・銀箔・金箔) 



第3節 まとめ 

本章は、前章までの考察を通してポリメント金箔処方を改良し、現在の制作に有効活用でき

る処方・技術の考察であった。 

第1節では、二水石膏の構造を分析し、その性質を利用して考察した効率的な技法である。

この改良は人工の材料を使用せず、伝統を守りながら従来の技法より効率良く仕上げることがで

きるものであり、古典技法にこだわる作者にとって参考になるものと考える。 

第2節は、今まで謎に包まれていたポリメント金箔処方の成分や性質を解説し、その構造を

明確にした。第4項のポリメント改良処方に関する手順では、主に光沢効果が高まる配合を紹介し

たが、第6、7項を述べているように多様性を持つものであるため、配合よりも技法の構造を読者

に伝えたいと考えている。 

現在ある市販のボーロや油絵具などの画材は、過去の技法を参考に作られたものである。こ

のような便利な時代に、われわれは最先端の技術に頼りながら様々な表現を模索しているが、時

には過去を振り返るような探求も必要であろう。本章で述べている改良処方は、美術分野におけ

る金属箔の表現効果の可能性を示し、中世ヨーロッパのフレスコ画・テンペラ画・油彩画などの金

箔地絵画技法と現代の制作を繋げ、新たに展開させるものとなるであろう。 
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｜終章 

ここまで、金箔地テンペラ画におけるポリメント金箔処方の箔表現効果について考察してき

た。本研究は、チェンニーニの時代の金箔地テンペラ画のポリメント金箔処方の技法を取り入れ

たが、これはイタリア・ルネサンスの巨匠チマブーエ、ジョット、マサッチオ、フラ・アンジェリ

コなどがかつて用いていた技法である。但しこの技法は、芸術家やギルドによって様々な配合があ

ることを前提としている。また、金箔地テンペラ画のテンペラ部分については、国内外に文献が数

多く存在しており、これを全て研究することは難しいため、本論文はこれを除いた金箔部分に

絞って掘り下げた。 

2018～2019年の間に、筆者はイタリア、フランスなどの美術館や教会にて現地調査を行っ

た。現地には、チマブーエやジョットらの巨匠だけではなく、無名の修道僧や芸術家の金箔地テ

ンペラ画の作品が数多く残されていた。ルネサンスに関する美術史資料や画集の中に掲載されてい

ない、優れた作品が多く存在しているのは驚きであった。現在でも教会や美術館の中に数え切れ

ないほど飾られている金箔地テンペラ画。その金箔技術は何世紀にも渡って人気があった。しか

し、この技法は制作過程で非常に手間がかかる上に多様性に欠けており、現代の制作には応用し

にくいため、取り入れることを断念するしかなかった。このような理由から、このポリメント金

箔処方を現代の制作に効率よく使うことができれば、様々な表現の可能性が広がると思い、博士

後期課程の研究テーマにすることを考えた。また、筆者は本論文を執筆する前に、すでに自主制

作で沢山の実技考察を行っていた。その時点で確実に改良できる可能性があったと判断し、本研

究に着手したのである。 

第1章では、金箔地テンペラ画とポリメント金箔処方の関係性や総金箔処方、そしてチェン

ニーニ著『Il Libro dell'Arte』によるポリメント金箔処方について論述した。この章はポリメント

金箔処方に関する基礎研究であり、読者に処方の由来と特徴、『Il Libro dell'Arte』の内容につい

て分かりやすく解説した。 

第2章と第3章の『Il Libro dell'Arte』によるポリメント金箔処方の復原的考察では、著者で

あるチェンニーニがいた中世ヨーロッパの処方を当時のままに再現した。この復原的考察は、集中

講義で広島市立大学にいらっしゃった「黄金背景（金箔地）テンペラ画」の古典技法研究者の赤

木範陸先生のアドバイスがあった。赤木先生によれば、チェンニーニの時代の処方をそのまま再

現する考察は、日本の研究者はまだ着手していないと見られており、 きっと面白い研究になるだ

ろうと仰ってくださった。しかし、この復原的考察に関する日本の文献は少なく、海外の文献を

調査せねばならなかったことと、実技に関する資料がほとんどなかったため、かなり苦労した。

この考察は、論述篇と実践篇の二つに分け、主に『Il Libro dell'Arte』中の内容を考察しながら

186



実践の画像を加えて、より読者が理解しやすくなるよう工夫した。この復原的考察は本論文の極め

て重要な部分であり、次の改良考察に繋がっていく。 

この考察を通して、羊皮紙膠を作り、焼石膏を自力で二水石膏に消和して使用するなどした

が、これらの製法は、現在の文献には記載されていないものばかりであった。天然のアルメニア産

ボーロを使用した際には、現在の市販のボーロは添加物を加えたものであると判明し、中世のポリ

メント金箔処方が複雑な技術であったと実感することができた。当時の処方は、現在の処方の手

順と異なり複雑であったが、約3年間の研究の中で、ポリメント金箔処方の構造がより明確にな

り、現在の処方と比較すると、様々な配合による表現の可能性があることを発見できた。 

第4章の現代の制作に有効な処方・技術の考察では、前章での考察の元となった構造を利用

し、さらに既存の文献の考察を通してポリメント処方の改良を行なった。この改良は、効率の悪

い下地作りと多様性に欠ける箔押しの二つのポイントに分かれている。主指導教員の森永昌司先生

からアドバイスをいただき、幾つかのロシア式の金箔地テンペラ画を実践し、石膏地作りの改良

を行った。筆者が考案した石膏塊を用いることによって、下地の研磨の作業を引き算的な構造か

ら足し算的な構造に変えることができた。これは、イタリア式の金箔地テンペラ画とロシア式の窪

みのある聖龕の金箔地テンペラ画の両方に応用することができた。さらにこの改良は、古典的な
せいがん

石膏地を使用する際にも有効活用できるであろう。 

また、金箔層の改良は最も時間を費やした考察であった。一つの箔表現効果を得るために

は、その度に石膏地のテストピースを作り箔押しをしなければならない。第4章の中で記述してい

るように、本研究では正確な配合よりも、ポリメント金箔処方の構造を読者に伝えたいと考えて

いる。この処方は、石膏層、粘土層、箔下の水引き液、金箔の押し方と磨き上げ方、これらが全

て関係し互いに影響しており、高度な技量も必要とされている。ゆえに、文字だけの論述では限

界があると感じた。 

第4章の最後にポリメント改良処方による箔の制作例と絵画制作への応用例を載せたが、ま

だまだ沢山の箔表現効果が期待できる。光沢を出すことによって鏡面のような強い反射が得られる

箔表現だが、これは様々な箔にも応用できる。また、絵画制作の応用として紹介している半艶の箔

表現のように、艶出しから艶消しまでの表現も可能であり、多重性により幾つもの種類の箔を組み

合わせることによって、絵画層がなくとも美しい作品として成立できるであろう。 

筆者は、本論文・研究を通して、読者に油絵分野のポリメント金箔処方の魅力を伝えたいの

である。今後、金箔地テンペラ画を制作・研究する人々、現在の制作に金箔や金属箔を使おうと

する人々に、本論文が少しでも役立つことがあれば、幸いである。
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