
〔報告〕 アジャンター石窟第２窟における

壁画の保存状態と保存修復のための調査

島津 美子 ・鈴木 環・樋上 将之 ・ステファニー・ボガン ・
杉原 朱美・山内 和也

1.はじめに

アジャンター石窟は，インド中西部，マハーラーシュトラ州北部に位置する仏教寺院遺跡で

ある（図１）。石窟は，ワーゴラー川に面した断崖の中腹に大小30窟余りが穿たれており，便宜

上，南側に位置する現在の入口から奥へ向かって順番に窟番がつけられている（図２）。開鑿時

期を紀元前２世紀から紀元後１世紀頃とする前期窟と，紀元後５～６世紀頃とする後期窟に分

けられ ，さらに，仏教石窟の形式から，ストゥーパ（仏塔）等を奉ったチャイティヤ（Caitya）

窟（祠堂窟）と，僧房をもつヴィハーラ（Vihara）窟（僧院窟）の２種類に大別される。石窟

の多くは，壮麗な壁画や彫刻で装飾され，現在では，仏教隆盛当時の文化的様相を色濃く残す

重要な文化遺産として広く認められている。

石窟は，７世紀以降，仏教の衰退とともに放棄されていたが，1819年，イギリス駐屯部隊の

士官による偶然の再発見を契機に，美術史的仏教史的な重要性を見出され多くの研究者に注目

151 2014

国立歴史民俗博物館 絵画修復家 壁画修復家

図1 アジャンター石窟の位置



されることになる。しかしながら，それまでに千年以上山間の自然環境にさらされていた石窟

の建築的意匠や彫刻，壁画は，降雨の影響やコウモリといった野生動物の生息などにより，ひ

どく損傷した状態であったと記録されている 。また，再発見後には，人為的な破壊行為が行わ

れたり，壁画の保存や模写が目的ではあったがワニスの塗布が行われたりした。このため，石

窟内外の壁画や彫刻は，破損や汚れの付着，ワニスの伸縮にともなう彩色の剥落といった損傷

を受けている。現在では，1953年以降，アジャンター遺跡を管理しているインド考古局（Archae-

ological Survey of India，以下，ASI）が，遺跡の整備や壁画のクリーニングといった活動を

行っている。

東京文化財研究所は，アジャンター壁画のより適切な保存修復方法を見出すことを目標に，

2008年度よりASIと共同でアジャンター壁画の保存修復に関する調査研究事業を実施した。本

稿では，第２窟壁画の保存状態とクリーニングの試みなど保存修復に関わる調査結果について

報告する。

2.壁画の保存状態

2－1.壁画の劣化損傷要因と過去に行われた処置

アジャンター石窟は再発見後の1829年，遺跡に関する最初の解説が王立アジア協会紀要に掲

載され，これを契機に東インド会社総督に遺跡の保存と壁画模写の製作が協会員により嘆願さ

れた。壁画の模写は，1863年までにロバート・ギル，1885年までにジョン・グリフィス，1910～1911

年にかけてはハーリンガム女史らによって実施されている。記録によれば，グリフィスは，色

彩を鮮明にし，壁画を湿気から保護するために，壁画表面にワニスを塗布している。他方，1884

年に現地を調査したモーリス・メンドゥロンによれば，壁画の全面からワニスがすでに剥落し

ていたことが記されており，ギルによる模写の際に，すでにワニスが塗布されていた可能性が

ある。1919年には，A.フーシェが，ワニスと煤煙が壁画の暗色化に大きく影響を与えていると

述べている。

1920年代初頭に，当時石窟の維持管理を担っていたハイダラーバード藩王国政府は，イタリ
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図2 石窟遠景：第１窟～第10窟
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ア人修復家チェッコーニを招聘し，アジャンター石窟保存のための活動を開始する。チェッコー

ニは，老朽化し暗色化したワニスを除去し，剥離した壁画片を再接着している。その際，新た

なワニスとして，アルコールに溶かした無漂白のシェラックを多用し，顔料の定着には，テレ

ピン油に溶かしたダンマル樹脂を用いたとされる。このほか，石灰や石膏を用いた土製プラス

ターの強化処置や，排水路の整備といった大規模な保存対策を行った記録がある。チェッコー

ニは，壁画の劣化要因を（１）土製プラスター内から発生する虫，（２）雨水の浸入，（３）コ

ウモリ，と指摘している。

コウモリによる壁画の損傷は，19世紀後半，すでにグリフィスらにより問題視されている。

グリフィスは，1872～75年頃にコウモリの侵入を防ぐため，開口部に扉の設置を提案している

が，受け入れられていない。その後，1902年には一部の石窟に扉が設置されていることが，藤

井の記録からわかる。しかしながら，コウモリの排泄物のクリーニングについては情報が不足

しており詳細は不明である。

1953年以降は現在に至るまで，ASIが遺跡の保存管理を担い，石窟の燻蒸やワニスの除去，

付着物のクリーニングなどを行っている。さらに，彩色層の剥離や粉末化に対する処置として

ポリ酢酸ビニル樹脂の塗布や，欠損箇所の充填といった処置も行っている。

これらの過去の処置についての記録は，壁画の残る複数の石窟を対象にしてまとめて記述さ

れており，各石窟のどこに，いつ，何の処置が行われたといった詳細な記録は残されていない。

ASIによるクリーニングの記録についても年次記録や処置者の記憶に頼らざるをえない状況

である。

2－2.第２窟壁画の現状と問題点

第２窟は，後期のヴィハーラ窟であり，その特徴である後廊中央奥に前室付きの仏殿を有し

ている（図３）。後廊左右には，第２窟に独特の構造として祠堂が設けられている。仏殿および

両祠堂には，後壁（奥側）に仏三尊像ほかの彩色彫刻が祀られ，左右壁面，天井の全面に壁画

が描かれている（図４）。回廊および広間では，天井は全面に，側壁では，前壁など一部を除い

たほぼ全面に壁画が残っている。ただし，左右回廊につながる房室内には，壁画は描かれてい

ない。また，ヴェランダ，ヴェランダに付く二連房室にも壁画が描かれているが，外部である

ため，壁画はひどく損傷し多くが失われている。

アジャンター石窟の壁画は，いずれも石窟が穿たれた玄武岩質の岩盤上に，土製のプラスター

を塗り（下塗り），平滑に整えられた壁面に描かれている。第２窟の下塗りは，少なくとも２層

あり，岩盤上に塗られた１層目には，砂や数ミリ程度の小さな植物の種子や繊維などが含まれ

る。２層目には粒子の細かな土が塗られている。ASIによれば，第２窟では，石灰下地の上に

彩色が施されていると報告されている 。ただし，下地は必ずしもすべての彩色の下に塗られて

いるわけではない 。第２窟においては，天井画や背景色の一部で下塗りの土壁の上に直接彩色

されていると推察できる箇所が認められる。

２－２－１.側壁面

側壁面では，ほぼ全面にワニスが塗られており，とくに，右壁および左壁の一部において著

しいワニスの黄色化が認められる。また，前廊の左右側壁では，充填箇所の周囲に黄色みの強

いワニスが確認できる。紫外線光源による観察によれば，黄色化したワニスは，シェラックに

特徴的な桃色から橙色の紫外線蛍光を示した。よって，黄色化の顕著なワニスは，彩色の保護

膜として1920年代に塗布されたシェラックであると推測される。
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図3 第２窟 平面図

図4 第２窟仏殿
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他方，右祠堂の彫刻の一部や暗色化が著しい右壁上部においては青緑色の紫外線蛍光がみら

れた。ASIは，ポリ酢酸ビニル樹脂（PVAC）を彩色の保護，強化剤として用いており，青緑

色の紫外線蛍光を示したワニスは PVACである可能性が高い。また，PVACは，ガラス転移点

が低く高温時に軟化するため，大気中の埃などを吸着しやすい性質が知られている。右壁上部

などに見られる画面の暗色化は，シェラックの黄色化と PVAC中に取り込まれた汚れが原因と

考えられた。

残された壁画の周囲と大きく壁画欠損している箇所は，それ以上の欠損を防ぐため，プラス

ターにより縁止めの処置がなされている。また，壁画のいたるところにみられる数センチ径の

欠損部にも同様のプラスターを用いた充填がなされている（図５）。このプラスターは表面が灰

色をしており，1920年代のイタリア人修復家による処置とみなされている。ASIも欠損部の充

填処置を行っており，壁画の欠損箇所がそのまま放置されている箇所はほとんどない。さらに，

一部の充填箇所は，周囲の壁画に合わせて補彩がなされている。補彩に関しては，詳しい情報

がなく，実施された時期も材料もわかっていない。

そのほか，ジバチなどの虫によって開けられた小孔や，壁際付近の彩色層のひび割れ，表面

のへこみ，および引っ掻き傷といった壁画面の損傷も数多く見られた。しかしながら，いずれ

もすぐに壁画の大規模な損壊につながる恐れはほとんどないと考えられる。

壁面の上部では，コウモリの排泄物が原因となった損傷が挙げられる。この部分では，すで

に壁画は欠損し，岩盤上に白色の物質が付着物している。壁画の欠損部は，天井付近の壁面上

部，付け柱あるいは壁面との角部分に集中しており，コウモリが足を掛けていたことや，排泄

物が付着したことによる物理的な外力が原因となって壁画が剥落したものと考えられる。コウ

モリの排泄物に由来する付着物には，黒色の物質もある。現状の観察によれば，側壁の壁画上

においては，右壁右上部分にわずかに残る壁画と，右祠堂右壁の右上などに，この黒色物質の

付着が認められる。

図5 点在する充填箇所：左祠堂左壁（部分)
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２－２－２.天井

天井の壁画は，側壁の壁画と表面の状態が異なる。側壁の壁画に比べて全体に表面に凹凸が

あり，ワニスは薄いか，ほとんど塗られていない。広間中央のメダイヨン部分にのみシェラッ

クが塗られていたが，現在は一部分を除いてクリーニングされている。側廊の天井壁画には，

ASIにより部分的にクリーニングおよび PVACによる剥落止めがなされている。しかしなが

ら，その詳細な位置は記録されておらず，現状から処置の有無を推測するにとどまる。

一部の黒色を呈している箇所は，油煙とされる黒色物質が付着したままの状態であり，図像

を見ることはきわめて困難である。ASIの説明によれば，ASIが従来用いているクリーニング

溶液では，付着物のみではなく，黒色の彩色も一緒に取り除いてしまうため，クリーニングが

できていないとのことである。また，黒色の彩色また輪郭線などの一部で白色化が確認されて

いる。USB小型顕微鏡を用いて白色化部分を観察したところ，黒色彩色層の上に白色物質が析

出しているようにみえる箇所と，黒色彩色層が白色化しているようにみえる箇所があった。以

上のような彩色の変色が懸念される箇所はあるが，彩色と下塗りあるいは下地との接着力は失

われておらず，短期間で自然に剥落する可能性は低いと考えられる。

列柱上部や列柱間を繋ぐ梁を模した天井部分では，コウモリの排泄物に起因する付着物が原

因となり，壁画が消失するという深刻な被害をもたらしている（図６）。とくに光沢のある黒色

物質は，壁画の縁に沿って付着し，彩色層に浸み込んでおり，見た目にも鑑賞の妨げとなって

いる。

ほかにも，左廊の天井には岩盤の亀裂があり，水の浸入による壁画の損傷がみられるなど，

天井の壁画にはさまざまな状態が混在している。

２－２－３.第２窟壁画が抱える問題点

状態調査の結果，第２窟の壁画は，さまざまな損傷を受けているが，大きな損傷は少なく，

現状では壁画の見た目に関わる問題が主である。以下に，第２窟において保存修復のための調

査を行った２つの損傷要因を挙げる。これらの問題点は，アジャンター壁画が抱える典型的な

問題点と共通している。

図6 コウモリの排泄物に起因する付着物による壁画の損傷（天井梁部分)
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１）ワニスの黄色化

ワニスは，黄色化により壁画の色調を変化させるだけでなく，表面に膜を作り彩色層に物理

的な負担を与える可能性がある。アジャンターの壁画は，水性の膠着材を用いて描かれたと考

えられており，本来彩色の表面は多孔質である。ワニスの塗布によりこれらの孔が塞がれ，外

部からの熱や水分を遮蔽するいっぽうで，内部の水分などは下塗りと彩色層内に閉じ込められ

た状態となる。このため，ワニス層や彩色層が温湿度の変化に伴い伸縮すると，この動きに柔

軟に対応できず，彩色層やワニス層に縮みや亀裂，あるいは彩色層の浮き上がりなどが生じ，

彩色層の剥落につながる。アジャンターでは，第17窟の壁画において，この問題が認められる。

第２窟の壁画では，現在のところ，ワニスの伸縮による彩色層の損傷は比較的少ない。しかし，

シェラックや PVACは，時間が経つと不溶化することが知られている。現在，ワニスの黄色化

や表面に付着した汚れにより，壁画が見えにくくなっていることも考慮し，壁画を傷めたり，

汚れの除去が不可能になったりする前に，これらのワニスを軽減しておくことが望ましい。

２）コウモリの排泄物に由来する付着物

コウモリの排泄物由来の物質には，大きく白色物質と黒色物質の２種類がある。コウモリが

止まりやすい天井と側壁の角部分では，土製の下塗りが剥がれ落ち岩盤が露出している。白色

物質は，この壁画の欠損部分から下方に向かってＵ字型に付着している。下塗りや壁画が残る

部分では，さらに下方向に，排泄物が染み込んだ下塗り，

黒色物質が付着した壁画あるいは下塗りと続く傾向があ

る（図７）。壁画や下塗りがない部分では，白色物質のみ

で黒色物質をともなわない場合もある。

壁画上に付着する黒色付着物が壁画を侵食している可

能性については以前から指摘されていた。この黒色物質

は，多湿時には柔らかく，乾燥時には固くなる。彩色や

下塗りに染み込んだ黒色物質が，空気中の水分量の影響

により軟化硬化を繰り返すことで，壁画に負荷がかかり，

最終的に壁画が欠損しているものと考えられる。実際に，

黒色物質が染み込んだ壁画の一部が剥落しかけている箇

所を確認している。将来的に壁画を侵食する恐れがあり，

また，付着範囲が広がる可能性もある。

他方，白色物質は，すでに露出した岩盤や下塗りに付

着していることが多く，短期間で壁画の損傷を引き起こ

す原因にはならないと考えられる。しかし，白色物質に

は，結晶性の塩類（後述）が含まれるため，塩類の吸放

湿により溶解と再析出を繰り返すことで，岩盤自体や下

塗りを侵食する可能性がある。また，これらの白色物質

は，壁画の鑑賞の妨げとなっている。

3.壁画の試験的なクリーニング

前節で挙げた放置することで将来的に壁画，とくに彩

色層への損傷を引き起こすことが懸念される「ワニス」

と「コウモリの排泄物に由来する付着物」に対して試験

図7 コウモリの排泄物に由来する

物質の付着状態：右廊付け柱
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的なクリーニングを行った。また，いずれも壁画を鑑賞する際の妨げとなっており，クリーニ

ングにより，彩色表面への物理的な負担を軽減するとともに，図像が見えやすくなることが期

待される。

3－1.ワニスの除去

３－１－１.クリーニング方法の検討

黄色化したワニスのほとんどがシェラックである可能性が高いことから，シェラックが溶解

するエタノールを含む溶媒を用いて，ワニスの溶解度試験を行った 。溶媒にイオン交換水，イ

ソプロピルアルコール，エタノール，アセトンを用い，各溶媒を含ませた綿棒で充填部分に塗

布されたワニスを擦りながら除去を試みた。

水およびイソプロピルアルコールでは，ワニスは溶解せず，エタノール，アセトンにわずか

に溶解する程度であった。そこで，エタノール・アセトンの１：１（体積比）混合液を用いた

ところ，それぞれを単独で用いた場合よりも効果的にワニスを溶解できた。この結果に基づき，

黄色化したワニスの試験的な除去には，この溶液を用いることとした（以下，この溶液を混合

溶媒Ａとする）。

しかしながら，混合溶媒Ａを含ませた綿棒で擦るだけではシェラックが緩むまでに時間がか

かり，摩擦により彩色層を磨耗する恐れがあった。また，溶液の揮発性が高く，ワニスが溶解

する前に溶液が揮発してしまい，この方法では充分な除去効果が得られないこともわかった。

揮発時間を遅らせ，摩擦による負担を軽減するため，混合溶媒Ａをジェル状にして用いること

を試みた。

混合溶媒Ａにハイドロキシプロピルセルロース（以下，HPC）を混ぜて，溶液をジェル状に

調製した。HPC濃度は，10％，20％，30％（重量比）の３種類を用意した。ジェルは，直接壁

面に塗布せず，和紙あるいは不織布の上から塗布することとした。これには，薄口の雁皮紙，

中口の楮紙，ワイプオール （レギュラー），テクニクロスを用意した。また，溶液が途中で揮

発しないように，塗布後にジェルをビニールシートで覆った。塗布の時間は，クリーニングの

効果をみながら適宜１～３分間で調整した。ジェルは，和紙あるいは不織布ごとはずし，混合

溶媒Ａで湿らせた綿棒ですすぎを行った。試験を行った組み合わせを表１に示す。

混合溶媒Ａをジェル状にすることで，ワニスとの接触時間を調整しやすくなり，クリーニン

グ効果は向上した。一方，ジェルと和紙や不織布がなじむのにある程度の時間を要し，壁面で

行う作業としてはあまり効率的ではなかった。ジェルを和紙や不織布に浸透させやすくする方

法として，まず，和紙や不織布を壁面に充て，その上から混合溶媒Ａを塗布し，その後にジェ

ルをスパチュラで塗布する方法を試した。その結果，和紙と壁面との密着度が上がり，厚く塗

布されたワニスも均一に除去することができた。この方法では，和紙や不織布にあらかじめ混

合溶媒Ａが浸み込んでいるため，ジェルを塗布してからワニスが緩むまでの時間が短く，ワニ

スが厚い部分と薄い部分が混在する箇所での塗布時間の調整が難しい。

次に，最初に壁面に和紙や不織布を貼り付けるための溶液として，揮発の遅い水と，浸透性

をよくするためのエタノールを同量加えた混合溶媒（以下，混合溶媒Ｂ）を用いた。この方法

では，壁面への和紙の密着度がよく，充分にワニスが緩むためすすぎも短時間で済み効率的で

あった。一部，厚くワニスが塗布されている箇所，とくに彩色層と充填との境界付近や壁面の

凹部分では，均一な除去は困難であった。このような部分に関しては，溶媒が揮発しきるのを

待った後，ワニスが残っている部分のみに，新たに調合したHPC濃度15％のジェルを直接塗布

し，１分程度待った後ですすぎを行う方法で対処した。
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最終的に，壁面へのジェルの浸透を抑え，壁面から落ちたり垂れたりしない充分な粘度があ

るHPC20％のジェルをクリーニング用とした。壁面に中口の楮紙をあて，イオン交換水とエタ

ノールの混合溶媒Ｂを塗布した後，混合溶媒ＡのHPC20％ジェルを塗布し，ビニールシートで

３分間覆い，混合溶媒Ａを染み込ませた綿棒ですすぐ方法により，安全で，かつ効果的にワニ

スの除去ができる。

３－１－２.クリーニングの評価

壁画面上では，右壁奥側の壁画，白・緑・赤褐色の３色を含む箇所，上部のワニス光沢のあ

る箇所においてクリーニングを試み，いずれも良好な結果を得た（図８）。また，同様の方法が，

黄色化したワニスと PVACと推定されたワニスの少なくとも２種類以上のワニスが塗布され

ている箇所においても有効であることがわかった。とくに右壁上部の暗色化部分では，埃を巻

き込んだワニスが除去され，表面は明るさを回復した。

ワニスの除去後に表面が荒れ，彩色部分が白色化することが懸念されたが，これは観察され

なかった。また，HPCの残渣も確認されなかった。微小部の観察から，クリーニング後もワニ

スはわずかに表面に残っており，彩色層への影響はほとんどなかったと考えられる。ワニスの

塗りむらや黄色化は充分に軽減されており，すでに鑑賞の妨げとはならないことからも，これ

以上のクリーニングは不要と判断した。

3－2.コウモリの排泄物に起因する付着物の除去

３－２－１.付着物の調査

コウモリの排泄物に由来する付着物の化学成分について，簡易的に試験紙を用いた分析を

行った。試験紙は，硫酸イオン，リン酸イオン，塩化物イオン，アンモニウムイオン，硝酸イ

オンの検出試験紙と pH試験紙（以上，Merckoquant ）である。

試験は，壁面から，白色物質，排泄物が染み込んだ下塗り，黒色物質をそれぞれ採取し，水

溶液に調整して，試験紙による呈色反応をみることで行う。分析の結果，白色物質と薄茶色部

表1 ワニスのクリーニング材料と方法

クリーニング剤 和紙あるいは不織布 塗布方法 浸透時間

楮紙 和紙にスパチュラでジェルを塗布 １分半
混合溶媒Ａ

HPC 10％
ワイプオール（レギュラー） １分半

布にスパチュラでジェルを塗布
テクニクロス １分半

雁皮紙 ２分
和紙にスパチュラでジェルを塗布混合溶媒Ａ

HPC 20％
楮紙 ２分

ワイプオール（レギュラー） 布にスパチュラでジェルを塗布 ２分

混合溶媒Ａ 楮紙 １分半

HPC 20％ ワイプオール（レギュラー）
壁面に紙をあて，筆で混合溶媒Ａを

塗布後，ジェルをスパチュラで塗布
１分半

テクニクロス １分半

混合溶媒Ａ

HPC 20％，

混合溶媒Ｂ

楮紙 ２分

壁面に紙をあて，筆で混合溶媒Ｂを

塗布後，ジェルをスパチュラで塗布雁皮紙 ３分混合溶媒Ａ
HPC 30％，
混合溶媒Ｂ 楮紙 ３分
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分は酸性を示し，黒色物質はやや酸性を示した（表２）。白色物質は，リン酸イオン，アンモニ

ウムイオン，硫酸イオンを多く含む。これらのイオンは，コウモリの排泄物が酸化還元される

ことで生成するイオンである 。硫酸イオンは，排泄物中に含まれる成分に由来する場合と，壁

画材料や過去の処置で使われた石膏に由来する場合の両方の可能性がある。

黒色物質は，水に易溶であったが，白色物質に比べて塩類に由来するイオン濃度が低いこと，

また，物質の質感からも有機物が主成分であることが推定された。ただし，塩化物イオンの検

出濃度は，３つの試料中もっとも高い。これは，コウモリの尿に含まれる塩化物塩に由来する

と推察される 。

排泄物が染み込んだ下塗りでは，ほとんどのイオンで，白色物質と黒色物質の中間的な検出

濃度を示した。以上の結果から，排泄物に由来する物質のうち，非水溶性あるいは微水溶性の

成分は，結晶化して壁面上部に残り，水溶性の成分は下降，あるいは吸湿性のある壁画方向に

向かって拡散しているものと考えられる。

３－２－２.黒色付着物の除去

黒色物質は，水に易溶であり，エタノールなどには溶解しない。また，水にエタノールを10％

程度（体積比）加えた溶液にも反応がなかった。このことから，クリーニングには，水を用い

ることが必須であった。いっぽうで，黒色物質は壁画上あるいは下塗り層に浸み込んでいるた

め，水を用いたクリーニングは，水溶性膠着材を用いて描かれたとされる壁画も同時に緩ませ

てしまう恐れがあった。壁画がどの程度水により緩みやすいかを，少量の水を用いて壁画の端

図8 ワニスのクリーニング：右壁 左：通常光写真，右：紫外線蛍光写真（いずれも画面右側がク

リーニング後の状態)

表2 試験紙による成分分析の結果

対象物質の状態 イオン交換水 白色物質 薄茶色の下塗り 黒色物質

試料濃度 － 0.12g/1.0ml 0.15g /1.5ml －

リン酸イオン（mg/L） － ＞500 ＞500 100～200

塩化物イオン（mg/L） 0 0 0～500 500～1000

硫酸イオン（mg/L） ＜400 ＞1600 ＞1600 ＜200

硝酸イオン（mg/L） 0 10～25 0～10 －

アンモニウムイオン（mg/L) － ＜400 ＜400 60～ (100)

pH 7～8 4～5 4 6
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で試したところ，実際には，この部分の彩色は容易に緩まないことがわかった。念のため長時

間水と接触させたり，過剰な水を与えたりすることはできるだけ避けることとし，綿棒に含ま

せた水で少量ずつ黒色物質を溶かしとることとした。この際，クリーニング箇所に隣接する黒

色物質により汚染されていない彩色部分には，あらかじめシクロドデカンを塗布しておく。シ

クロドデカンは昇華性を有する疎水性物質であり，水の浸透を防ぎ，後に揮発するため，クリー

ニングも不要である。この方法は，黒色物質が付着していない彩色を保護しながらクリーニン

グを行うのにたいへん有効であった。

次に，ワニスの上に付着した黒色物質の除去を試みた。右祠堂の右壁右上部では，充填と壁

画の境目付近に黒色物質の付着がみられる。付着部分の上部と下部の両方においてシェラック

に特徴的な紫外線蛍光が観察されることから，シェラック層の上に黒色物質が付着していると

推察された。しかしながら，黒色物質の付着部分の形状からは，黒色部分が壁面上部から下部

に向かって広がったようにもみえるため，シェラック層の上を移動したのか，シェラックの塗

布後に付着したのか，現状に至った経緯ははっきりしない（図９）。

この部分では，疎水性のシェラックの上に黒色物質があることから，彩色層への影響はほぼ

ないものとみなし，水を用いたクリーニングを行った。水に湿らせた綿棒を用いて光沢のない

黒色物質の除去を試みたが，除去できなかった。デジタル顕微鏡による観察から，付着物が表

面の窪みに入り込んでおり，黒色物質がシェラック層に強く固着してしまっているか，内部に

浸透してしまっているためと推察される。

続いて，光沢のある黒色物質の除去を同様の方法で試みたところ，表層部分の除去は可能で

あったが，やはり壁面に浸み込んでいる分の除去はできなかった。また，除去後は，表面が乱

雑化し，白っぽくなってしまった。あるいは，黒色物質に内包されていたコウモリの排泄物に

起因する白色物質が露出した可能性もある。

シェラックの表層を溶液で緩め，黒色物質をシェラックとともに除去することも試みた。シェ

ラックの溶解には，ワニスのクリーニング結果を考慮し，エタノールとアセトンの等分混合液

を用いた。この結果，ごく少量のシェラックを溶解することはできたが，彩色表面上の見た目

に大きな変化はなく，浸み込んだ黒色物質の除去は困難であった。

ワニス上に付着した黒色物質は，前廊右側壁の右上部においても少量であるが認められた。

図9 ワニスの上に付着した黒色物質：右祠堂右壁
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この部分では，紫外線観察により，表面のワニスはシェラックではなく，PVACと推察された。

このワニス上の黒色物質は容易に水で除去することができた。さらに，PVACは，通常水には

溶けないが，黒色物質が付着していた箇所のワニスのみ，水に湿らせた綿棒で除去された。つ

まり，黒色物質の下層のワニスは水あるいは物理的な摩擦に敏感になっていると推察できる。

黒色物質がワニスを分解している可能性が高く，壁画の消失との関連性が示唆される。

３－２－３.白色付着物の除去

白色物質の付着箇所では，ほとんどの場合，壁画はすでに損失している。壁画を傷つける恐

れのない箇所では，まずメスを用いて白色塩類を削り落すことを試みた。白色部分は非常に硬

く，メスを用いた物理的な除去は困難であった。次に，白色塩類をイオン交換水で膨潤させ，

柔らかくしてからメスで削り落すことを試みた。イオン交換水は，厚手の和紙や吸湿性の高い

化学繊維の布に含ませて，白色塩類に直接張り付けた。これは，イオン交換水が壁面を伝って

壁画にかからないようにするためである。３～５分後，和紙や布を取り除き，白色付着物を除

去した。この方法により，白色塩類の除去が可能であることが明らかとなった。しかし付着物

の層が厚い場合には，和紙では水分が足りず，内部は硬い状態のままであった。効率よくクリー

ニングを行うためには，壁画に水がかからないように，充分量の水分で処置できる方法の検討

が求められる。

4.まとめ

アジャンター石窟，第２窟の壁画を対象に状態調査と壁画の試験的なクリーニングを実施し

た。試験的なクリーニングにより，コウモリの排泄物に由来する付着物，黄色化したワニスな

ど，いずれもイオン交換水，アセトン，エタノールなどの汎用度が高く，人体および壁画への

弊害の少ない溶液を用いて除去できることを示した。

ワニスは，エタノール・アセトン溶液（１：１）で溶解できることがわかり，HPCにより溶

液をジェル化してクリーニングに用いる方法を試みた。これにより，彩色表面への摩擦などの

物理的な負担を軽減し，溶液とワニスの接触時間を延ばし，効果的なクリーニングが可能となっ

た。彩色層の窪み部分や欠損部の縁辺など，ワニスが溜りやすい箇所については，その部分に

のみ繰り返しクリーニングすることで全体的な均一さを調整することにする。

コウモリの排泄物に由来する付着物については，白色物質，黒色物質ともに水によるクリー

ニングが効果的であった。黒色物質は，壁画を汚しているのみならず，消失の要因になってい

るため，できるだけ早く除去することが望まれる。

壁画の状態調査から，表面の汚れの程度やワニスの厚みなど，壁面の状態は部分によって異

なっている。比較的広い石窟内を平均的にクリーニングするためには，さらに広い範囲や別の

壁においても試験的なクリーニングを実施し，石窟内全体の調和を考慮することが求められる。
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Current Conditions and Conservation Issues
 

of the Wall Paintings of Ajanta Cave 2
 

Yoshiko SHIMADZU ,Tamaki SUZUKI,Masayuki HINOUE ,

Stephanie BOGIN ,Akemi SUGIHARA and Kazuya YAMAUCHI

 
The Ajanta Caves are Buddhist temples which were excavated in two phases:between

 
2 century BC and 1 century AD,and between 5 and 6 century. Most of the caves are

 
decorated with polychrome sculpture and magnificent wall paintings showing a highly

 
developed artistic sensibility both in technique and rich intellectual expression.

The National Research Institute for Cultural Properties,Tokyo and the Archaeologi-

cal Survey of India (ASI) who is responsible for maintaining the Ajanta Caves have
 

conducted a collaborative research project in search of appropriate conservation methodol-

ogy to preserve the wall paintings in Cave 2.

The Ajanta paintings are relatively well preserved but still suffer from several
 

damaging causes such as measures taken in the past to protect the wall paintings or animal
 

and insect activities. Varnish which had been applied in the past has turned yellow,

disturbing the original painting appearance. In addition, excreta of bats which once
 

inhabited the caves remain on the upper walls and ceilings,causing paint loss and visual
 

disturbance. After assessment of the painting conditions,cleaning trials were carried out
 

to remove the aged varnish and bats’excreta-related accretion. It appears that the
 

varnish can be removed with 1:1 mixture of acetone and ethanol in HPC gel. Water was
 

effective in removing the bats’excreta-related accretion, especially in case of black
 

substances.

National Museum of Japanese History Painting conservator Wall painting conservator
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