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研究成果の概要（和文）：ジャン・パオロ・パニーニの風景画に描かれた古代の彫刻と建築物を調査し、それらの彫刻
と建築物を主要素とするデータベースを構築した。同定できた彫刻は55作品、建築物は36点である。データベースを利
用して、描かれた彫刻・建築に関する美術史的な考察に必要なさまざまなデータを得ることができるほか、描かれた頻
度など、純粋に統計的なデータをいろいろな観点で取得することができた。
また、アップル社のiBooks Author（電子書籍化ツール）を用いて、データをデジタルコンテンツ化した。題材はパニ
ーニの代表作《古代ローマ》（ルーブル美術館蔵）である。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study is the identification of the ancient sculptures and 
architectural structures in the landscape paintings of Giovanni Paolo Panini and the creation of a 
database. This study succeeded in identifying 55 ancient sculptures and 36 architectural structures. The 
database allowed us to examine drawn sculptures and architectural structures from the perspective of art 
history as well as statistically.
In addition, an experimental digital content was successfully created utilizing Apple’s iBooks Author. 
It provides us with interactive visualization of Panini’s "Roma Antica" in the Louvre Museum.

研究分野： 美術史、考古学

キーワード： ジャン・パオロ・パニーニ　古代ギリシャ・ローマ　絵画、彫刻、建築　グランド・ツアー　データベ
ース　デジタルアーカイブ　イタリア　iBooks Author
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
古代ギリシャ・ローマ世界が、ルネサンス時
代以降どのように発見され、理解され、ある
いは誤解され、そして受け入れられたのかと
いうテーマは、F.ハスケルの名著（F. Haskell, 
N. Penny, Taste and the Antique, London 
1981）から明らかなように、美術史において
大きな注目を浴びてきた。そのハスケルの著
作の表紙を飾っているのは、18 世紀の画家ジ
ャン・パオロ・パニーニの《古代ローマ》で
あり、近代における古代の受容というテーマ
の中で、パニーニの作品が象徴的に扱われて
いることがわかる。《古代ローマ》が選ばれ
た理由は、数々の古代建築や古代彫刻が描か
れたパニーニの多くの風景画の中でも、この
ギャラリーの作品がとりわけ数多くの古代
モチーフを扱っているからだろう。しかし、
たとえば、同じく古代建築を描いた同時代の
画家ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネー
ジと比較するなら、研究者の注目度、そして
一般的な知名度において、パニーニははるか
に劣っている。実際、パニーニの包括的な研
究書は、F.アリージの著作（F. Arisi, Gian 
Paolo Panini, Piacenza 1961）と、その改
訂版（Gian Paolo Panini e i fasti della Roma 
del '700, Roma 1986）がすべてである。本
格的なパニーニの展覧会も、ようやく 1992
年から 1993 年にかけて、パリ、ピアチェン
ツァ、ブラウンシュバイクを巡回しながら、
初 め て 開 か れ た （ M. Kiene, Pannini. 
Exposition-dossier du département des 
Peintures, Musée du Louvre, Paris 1992 ）。
近年、古代と近代のローマの対比をテーマと
する展覧会の中で、パニーニが取り上げられ
ているが（D. Gasparotto, La Roma antica e 
moderna del cardinale Giulio 
Alberoni : Panini, Vasi, Piranesi, 
Piacenza 2008）、18 世紀の風景画における
パニーニの重要性 —旺盛な制作活動や他の
画家たちに対する影響力— からすると、こ
の画家に関する研究は驚くほど少ないと言
わざるをえない（D.R. Marshall, "Early 
Panini Reconsidered: The Esztergom 
"Preaching of an Apostle" and the 
Relationship between Panini and 
Ghisolfi", Artibus et Historiae, vol.18, 
no.36, 1997, pp.137-139）。 
２．研究の目的 
本研究の目的は、パニーニが描く古代建築と
古代彫刻に着目したデータベースを作成し、
それをデジタルコンテンツ化することによ
り、これまで不十分だったパニーニ研究に対
してひとつの新たな基盤を整えることであ
る。 
（１）古代モチーフに着目する第一の意義は、
アリージの目録に欠けている情報を補うこ
とにある。つまり、アリージの目録では、代
表的な古代作品のモチーフについてはコメ
ントされているが、特に浮彫をはじめとする
多くの古代モチーフが言及されないまま残

されているので、特定されていない古代作品
をできる限り網羅的に同定する。 
（２）次に、古代作品の情報を含むデータベ
ースをデジタルコンテンツ化する意義は、デ
ジタル情報の特性を生かすことによって、パ
ニーニ研究や近代における古代受容の研究
に対してさまざまな観点を提供できること
にある。たとえば、描かれた古代モチーフの
頻度の集計をして、それぞれの人気の度合い
を示すことができる。これを、現代における
作品の評価と比較することは有意義である。
あるいは、時代別にデータを分析できる。た
とえば、制作した絵画数の推移、扱われた古
代モチーフの点数の推移、個別の古代作品の
時代による扱われ方の変遷などである。 
以上のようなわずかな例からも、デジタルコ
ンテンツが持つ大きな可能性が容易に理解
できるだろう。 
３．研究の方法 
（１）最も基本となる描かれた古代モチーフ
の情報をファイルメーカーを用いてデータ
ベース化する。建築物の個別化の判断基準と
しておもに都ローマの地理辞典（E.M. 
Steinby ed., Lexicon topographicum urbis 
Romae v.1-v.6, Roma, 1993-2006）を参考に
する。また、彫刻作品のデータベース化の際
にはヘルビックの文献をおもに参照する（W. 
Helbig, Führer durch die öffentlichen 
Sammlungen klassischer Altertümer in Rom 
v.1-v.4, Tübingen, 1963-1972）。これによ
って、パニーニが描いた古代の遺構・遺物は
どのくらいの範囲に及んだのかが明らかに
なり、18 世紀にパニーニが古代世界のどの部
分に注目していたのかが把握できる。 
（２）データベースには、パニーニが描いた
彫刻作品と建築物に関する現在の画像も含
める。これによって、画家が対象物をどれほ
ど写実的に、あるいは想像的に描いたのかが
検討できる。 
（３）ただし、建築物の場合は 18 世紀当時
の状態が現状と異なる場合が多い。そこで、
同時代にピラネージが描いた建築物の版画
を参照するため、コンテンツ上では、東京大
学が制作したピラネージに関するデジタル
コンテンツ（青柳正規監修『文部科学省中核
的研究拠点 COE 形成プログラム報告書（平成
１１〜１５年度）、象形文化の継承と早生に
関する研究』、東京大学大学院人文社会系研
究科象形文化研究拠点、2004 年、124 - 185
頁）を利用する。 
（４）最新の情報処理技術に着目し、アップ
ル社の iBooks Author を活用する。これは、
インタラクティブな電子書籍作成ツールで
ある。コンテンツとして、パニーニの代表作
《古代ローマ》（ルーブル美術館蔵）を取り
上げ、最新のデジタルコンテンツの有用性を
確認する。 
４．研究成果 

【彫刻】  



調査の対象範囲は、アリージの1986年のカタ

ログレゾネの油彩画全作品、および、国立西

洋美術館所蔵のパニーニ作品《古代建築と彫

刻のカプリッチョ》の合計514点とする。同定

作業の対象は、全514点の油彩画中、古代の彫

像あるいは浮彫が描かれた作品約360点であ

る。ただし、写実的に描かれた風景画（veduta 

presa dal luogo）に古代作品が原位置のまま

描かれている場合（アリージカタログ番号444

など）は同定の対象から外す。また、いわゆ

るカプリッチョの作品でも、識別が明らかな

古代建築 ―たとえば『ティトゥス凱旋門』― 

に原位置のまま描かれている浮彫は、同定し

た作品としてカウントしない（380など）。  

（１）同定された彫刻 

同定できた古代彫刻は55点である。そして同

定した古代彫刻が描かれているパニーニの油

彩画は全部で202点である。最も頻繁に描かれ

た6作品は以下の通りである（数字は登場回

数）。 

1 ファルネーゼのヘラクレス         45 

2 ベルヴェデーレのアンティノウス   27 

3 フェリーチェ水道のライオン像     26 

4 メディチの壺                     24 

5 マルクス・アウレリウス騎馬像     22 

6 ボルゲーゼの壺                   22 

次に、彫刻作品55点を描かれた回数に着目し、

回数別の比率を調べると以下のようになる。 

 

 
 
グラフからわかることは、《ファルネーゼの

ヘラクレス》など頻繁に描かれる作品がある
一方で、数回しか描かれない作品が相当数あ
ることである。たとえば、20 回以上繰り返し
描かれる彫刻はグラフの通り 13%（7 作品）
だけで、全体の 3 分の 2、つまり 55 作品中
36 作品は 4回以下しか描かれていない。しか
も、1 回しか描かれない作品が 14 作品あり、
これは 25％にあたる。したがって、パニーニ
は作品を制作する際、過去に取り上げたもの
とは別の古代彫刻を描き加えることが多い
と結論できる。一見すると同じ作品を繰り返
し選択しているように感じるのは、《ファル
ネーゼのヘラクレス》をはじめとする頻出の
作品の存在感が強いからであろう。実際は 1
点の油彩画の中に複数の彫刻が含まれるこ
とが多いので、トレードマーク的な彫刻があ
る一方で、あまり目立たない浮彫などが新た
に描き込まれているのである。 

以上、同定できた作品を対象として考察し

たが、同定できない彫刻が描かれている油彩

画が 250 点あまり残っている。その中で、数

種類の浮彫断片に関しては同様のモチーフ

が繰り返し用いられている。しかし、そのほ

かの彫像・浮彫の多くは一度か二度しか描か

れていない。したがって、同定されない作品

を含めても ―それが現実の作品にせよパニ

ーニの創作にせよ― 全体の傾向は変わらな

い。つまり、パニーニは新たな古代彫刻のイ

メージを取り込み続けていると考えられる。 

（２）作品の所在地 

55 点の同定作品のほとんどは、パニーニ

が描いた時代にローマに存在していた。ロー

マになかったことが確実な作品は、《ゲルマ

ニクス》、《アルテミス》、《キンキンナー

トゥス》、《レスラー》、《アテナ》の 5点

である。このうち、《ゲルマニクス》と《キ

ンキンナートゥス》はローマのフランス・ア

カデミーに石膏のコピーがあり、また 5点す

べてがルネサンス期以降の版画に表されて

いた。したがってパニーニは、ローマに不在

だったこれらの作品に関する視覚的な情報

源にアクセすることができたはずである。た

だし取り上げられる頻度は非常に少なく、最

も多い《ゲルマニクス》でも 4点の油彩画に

登場するに過ぎない。 



（３）版画集との関連性 

同定した55作品はすべて、ルネサンス期から

18世紀のピラネージの時代までに出版された

いずれかの版画集で扱われている。これはと

りもなおさず、それぞれの作品自体が当時と

ても有名だったことを示している。逆に、版

画で扱われていないような作品が描かれてい

る場合は同定が難しいとも言えるので、現段

階で、パニーニが当時人気のあった古代作品

のみを扱っているとは結論できない。 

これらの「古代名品ガイド」とも言える版画

集を、パニーニは自分の作品に利用した可能

性があると思われる。その理由のひとつは、

パニーニの描写と実物に差異があり、その異

なる部分が版画と一致している場合がある

こと、2 つ目は、パニーニが一度しか取り上

げていない古代作品であるにもかかわらず

左右が反転して描かれ、かつそれが、同様に

反転している版画とよく似ている場合があ

ること、３つ目は、複雑な構図を持つ彫像が、

アングルも細部も版画にそっくりな場合が

あることである 。 

 

【建築】  

描かれた建築物の調査対象はアリージのレゾ

ネの513点、および国立西洋美術館所蔵作品1

点の合計514点である。  

（１）古代風建築物が描かれている作品  

約393点、したがって全体の約76%に相当し、

古代風建築物が描かれた作品が大半を占めて

いることがわかる。  

（２）同定可能な建築物  

古代風建築物について、どの建物を描いてい

るのか同定をおこなった。その結果、古代風

建築物が描かれた393点中、213点で実際の古

代建築の遺構が描かれていた。これは54%に相

当する。したがって、パニーニが建築物を描

く場合、古代風の想像的建築物だけで描くよ

り、現実の建築遺構を描き込む場合の方が若

干多くなっている。彫刻の場合と異なり、建

築物は同定の難しい作品は少ない。  

（３）描かれた建築物ベスト10  

パニーニが最も頻繁に描いた建築物のトップ

10は以下の通りである。 

1 ガイウス・ケスティウスのピラミッド 73 

2 コロッセオ                         60 

3 コンスタンティヌスの凱旋門         48 

4 パンテオン                         38 

5 トラヤヌス記念柱                   37 

6 カストルとポルックスの神殿         33 

7 ヘラクレス・ウィクトール神殿       28 

8 サトゥルヌス神殿                   26 

9 マクセンティウスのバジリカ         26 

10 ティトゥスの凱旋門                25 

（４）同定された建築物  

同定できた建築物の数は36点である。上述の

トップ10以外、つまり11位以下の26点をひと

まとめにした場合、上位10点とそれ以外の建

築物の比率は以下の通りである。 

 

 
現実の遺構が描かれている絵画が200点以上
あることを考慮すると、その遺構の種類の数
36 点というのは比較的少ないと思われる。そ
の理由は、上のグラフが示すように、トップ
10だけで3分の2を占めていることからもわ
かるように、特定の建築物を繰り返し描いて
いるからである。前述した同定可能な彫刻の
数と比較しても、パニーニが描く現実の建築
物はレパートリーが少ないということがで
きる。その大きな要因の一つは、作品の顧客
となることが多かったグランド・ツアーの旅
行客のニーズだろう。 



（５）絵画1作品あたりの同定可能な建築物  

作品1点あたりに含まれる、同定可能な建築物

の数の比率は以下の通りである。 

 

 
 
グラフが示すように、現実の遺構が描かれる
場合、絵画 1作品につき数点しか描き込まれ
ない場合が多い。3点以内が占める割合は、3
分の 2以上である。また 1点のみしか描かれ
ない場合は41％にもおよぶ。1点のみの場合、
20 種類の建築物が選択されているが、そのト
ップ 2、およびそれ以外の割合は以下の通り
である。 
 

 
 
トップの 2つ、つまり、『ガイウス・ケステ
ィウスのピラミッド』および『パンテオン』
の数がほかの建築物に比べて断然多く、グラ
フのとおり『ピラミッド』だけでも 3 分の 2
以上を占めている。 
（６）実際の風景を描いた作品 
パニーニの風景画を大きく 2 つに分けると、
想像上の風景と実際の風景がある。実際の風
景を描いた作品は 39 点で、同定可能な建築
物を含む 213 点の絵画中、18％にあたる。実
際の風景は以下の3つがほとんどを占めてい
る。  

フォロ・ロマーノ  

コロッセオとコンスタンティヌスの凱旋門  

パンテオン内部  

 
【《古代ローマ》と iBooks Author】  
iBooks Author を利用して、ルーブル美術館
蔵の《古代ローマ》をデジタルコンテンツ化
した。当コンテンツは国立西洋美術館内での
み利用できる。まずは、《古代ローマ》作品
の内容について言及し、次に、デジタルコン
テンツの機能を述べる。 

（１）《古代ローマ》に描かれた彫刻 

代表作《古代ローマ》は、ほぼ同じ内容を持

つ3つのバージョンがあり、それぞれルーブル

美術館、メトロポリタン美術館、シュトット

ガルト州立美術館に所蔵されている。ここで

は、ルーブル作品を中心に述べる。当作品に

は彫刻が17点描き込まれている。そのうち15

点が同定できる。彫刻の多くは、《ファルネ

ーゼのヘラクレス》をはじめ、パニーニが頻

繁に取り上げる作品である。しかし、《古代

ローマ》にしか描かれていない彫刻が3つある。

そのうちの2つは、《ラオコーン》と《とげを

抜く少年》であるが、この2作品はルネサンス

以降、ローマでとりわけ有名な作品だった。

その名作を、パニーニは《古代ローマ》でし

か描いていない。 

（２）《古代ローマ》に描かれた画中画の彫

刻  

《古代ローマ》には画中画が多数描かれてい

る。その中には《マルクス・アウレリウス騎

馬像》等おなじみの彫刻の他に、《古代ロー

マ》の画中画にのみ描かれている彫刻がある。

それは《ファルネーゼの牡牛》と《エフェソ

スのアルテミス》である。 

（３）《古代ローマ》に描かれた画中画  

《古代ローマ》には額縁付きのキャンヴァス

画のような画中画が73点描き込まれており、

その中のほとんどが建築物である。判別の難

しい小さい画中画も少なくないが、39点の画

中画で建築物を同定できた。『パンテオン』

等のパニーニに頻出する建築物の他、《古代

ローマ》でしか取り上げられていない建築物



は、『アントニヌス・ピウス記念柱の台座』、

『サンタ・コスタンツァ霊廟』である。その

他、注目するべきなのは、ローマ時代の壁画

《アルドブランディーニの婚礼》が忠実に再

現されていることである。 

（４）iBooks Author  

ルーブルの《古代ローマ》には、素描を含め

ると97点の彫刻と画中画が描き込まれている。

それらをすべて、クリックして拡大表示され

るようにした。そしてさらに、同定できた作

品については、その拡大画像から、実際の作

品の画像を表示できるようにした。また、彫

刻と建築物の索引を作り、索引から項目が描

かれた絵画作品を表示するようにした。 
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