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はじめに：ルネサンスにおける建築模型 
建築を構想し、伝達するメディアとして、ルネサンス
期に重宝されたのが図面と素描である。ブラマンテ
（Donato Bramante, 1444-1514）やペルッツィ（Baldassarre 
Peruzzi, 1481-1536）、ラファエッロ（Raffaello Santi, 1483-
1520）のように優れた画家が建築へと仕事の幅を広げ活
躍するさまをみるに、ルネサンス期の建築は描くことに
よって展開したといえる。 
しかしながら、ルネサンス期における建築の創造は、
描くだけでなく、言葉（建築書や建築エクフラシス）に
よっても、特筆すべき展開を見せたことを考えると、建
築はいつも図面で構想され、伝達されたと単純に考える
ことはできない。本稿はこうした絵画芸術と密接に結び
ついた建築という見方に支配されたルネサンス建築観を
再考するべく、建築模型に着目したい1。 

15 世紀の模型論と模型：アルベルティとブルネッレスキ 
建築設計における模型の大きな役割を明言したのがア

ルベルティ（Leon Battista Alberti, 1404-1472）である。『建
築論 De re aedificatoria』（1452年頃完成、1485年初版）第
二書第 1章の一節は、建築と模型を語るときに、さまざま
な文脈で引用されてきた。建築家がコンセプトを練り、
アイデアを具現化するための手段、そして注文主と計画
の実像について、意思疎通をはかるときのメディアであ
る模型が、現在の建築設計の現場同様に、15 世紀のイタ
リアに根づいていたことを示し、現代的な建築家の源流
がアルベルティにあることが示唆される。さらにしばし
ば言及されるのは、建築家が制作するべきは飾りたてな
い簡素な模型であるとアルベルティが主張することだ。
つまり、いわゆるスタディ模型やコンセプト模型を推奨
する記述として、『建築論』の模型論は読まれている。ア
ルベルティが建築の設計において模型を制作していたこ
とは確かであるが、残念ながらそれはいまのところ見つ
かっていないので、その詳細はわからない。ただ、ウィ
ットコウワー（Rudolf Wittkower, 1901-71）の研究がいまだ
に大きな影響力を持つように、アルベルティの建築理論
が、数的比例関係によって支配される建築プロポーショ
ンの理論として読まれることがしばしばであるため、模
型で細かな装飾要素の検討をしていなかったはずだと思
われても不思議ではない。 
実際にそれを裏付けるように、15 世紀イタリアの建築

史をアルベルティとともに代表するブルネッレスキ
（Filippo Brunelleschi, 1377-1446）によるサンタ・マリー
ア・デル・フィオーレ大聖堂のドーム模型は、非常に簡
素なつくりである。これは縮尺 1/50 の模型で、最終完成
案よりも少しさかのぼる、いわばスタディ段階の模型で
ある。この模型はいつ制作されたのか、はっきりと明ら
かではないが、円窓の大きさや細部の特徴から、1420 年
頃のものだと考えられている。1420 年は、ブルネッレス
キとギベルティ（Lorenzo Ghiberti, 1378-1455）がともに工
事の責任者となり、ドーム工事のための各建物部分の仕
事を分担する工匠たちが指名され、ドームの工事が開始
された時である。 
この模型は意図的に未完成であり、装飾的な要素はい

っさい排され、主要な壁と構造の関係性を示すにとどま
っている。この点については、ダンテ研究者であり建築
家でもあったアントニオ・マネッティ（Antonio di Tuccio 
Manetti, 1423-1497）が記したブルネッレスキの伝記に、興
味深いコメントをみることができる。フィリッポは詳細
までわかるような模型をつくることを嫌がる秘密主義者
であり、部分から全体まで十全に理解できる模型は必要
なく、むしろ詳細なミニチュア建築としての模型が、建
築家の意図からずれて、一人歩きすることを恐れていた
ようである。 
ただ一方で、ブルネッレスキがドームの頂塔、いわゆ

るランタンの設計競技（1436 年に開催）のために提出し
た模型は、細部まで精密に制作されている。これはプレ
ゼンテーション模型であるため、先に述べたドーム模型
とは性格が異なる。またこうした精巧な模型は「木細工
師 legnaioli」の仕事であり、このランタン模型については、
その木細工師であるもうひとりのアントニオ・マネッテ
ィ（Antonio di Ciaccheri Manetti, 1404/05-1460）が深く関わ
っている。ただし、チャケッリ・マネッティは木工の専
門職人として単に模型を制作するに留まらず、建築家と
して大きな仕事を任されるようになる。ブルネッレスキ
が 1446 年に死去したのちに、木細工師マネッティはサ
ン・ロレンツォ聖堂の工事を引き継ぎ、1452 年にはなん
と大聖堂の主任監督へとなるのである。結局彼は、ブル
ネッレスキのすべての仕事を引き継いだ。この抜擢には
ランタンの模型制作が大いに関係している。そして、こ
の精巧で細部まで手が入った模型は、建築模型でありな
がらも、ミニチュア建築（マイクロ・アーキテクチャー）
の一種といってもよいだろう。そしてこうしたミニチュ
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ア建築をつくることのできる技術が、建築創作にふさわ
しいと認められていた証であるともいえるだろう。 
アルベルティはおそらくこれらの異なる性質の建築模

型を見ていただろうし、ブルネッレスキの実践から影響
を受けて、模型のあり方を考えたであろう。簡潔な模型
を奨励する点でブルネッレスキとアルベルティとの間に
共通項はあるが、アルベルティの模型論はそれだけに留
まらない。そこでは、敷地や周辺環境と計画すべき建物
との関連性を検討する模型の役割にも言及するのである。 

ストロッツィ宮の模型：建築の彫塑生 
その点から重要なのが、ジュリアーノ・ダ・サンガッ

ロ（Giuliano da Sangallo, 1445-1516）によるストロッツィ
宮の模型（1489-90）【図】である2。 

これはおおよそ 1/40
のスケールの木製模型
だ。完成案の模型では
なく、スタディ模型の
一種であり、例えば、
外壁のデザインについ
ては、4 面のうち 2 面
（北面と東面）は窓や石

積みまで検討されているものの、残りの 2面（南面と西面）
は、ほとんど作り込まれてない。パラッツォの三層構成
に合わせて、三分割できる仕組みで、間仕切り壁による
内部空間の分節や部屋同士のつながりを適宜調整、変更
できるようになっている。外壁部分には硬い木材を使う
一方で、内部の造作や軒コーニスや粗面石積みの表現に
は柔らかい木材を使用し、容易に細かな調整ができるよ
うに制作されている。 
なぜ北面と東面は、ここまで入念に仕上げられたのだ

ろうか。これはやはり注文主が、ストロッツィ宮の「顔」
は、北と東の両立面、とりわけ東側ファサードであると
考えていたためであろう。ストロッツィ家の人々が、ス
トロッツィ広場に面する東側立面が最も重要であり、い
まのトルナブオーニ通りに面する西側を「裏」と考えて
いたことが、当時の資料からも判明する。また、建物の
北東面をともに見ることができるのは、市場（現共和国
広場）からフェッラヴェッキ通り（現ストロッツィ通り）

 
1 ルネサンスの建築模型については、Rinascimento da Brunelleschi a 
Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura, a cura di Henry A. 
Millon, Milano, 1994; Architekturmodelle der Renaissance: Die Harmonie 
des Bauens von Alberti bis Michelangelo, Hrsg. von Bernd Evers, München, 
1995; Les maquettes d'architecture, fonction et évolution d'un instrument de 
conception et de réalisation, sous la direction de Sabine Frommel, avec la 
collaboration de Raphaël Tassin, Paris, 2015; Matthew Mindrup, The 
Architectural Model. Histories of the Miniature and the Prototype, the 
Exemplar and the Muse, Cambridge (US), 2019. 
2 この模型については、Alessandro Parronchi, “Il modello del Palazzo 
Strozzi”, in «Rinascimento», 9, 1969, pp. 95-116; Richard .A. Goldthwaite, 

を歩く時の視点である。注文主にとって、この建築をど
のように市民たちにみせるのか、そしてどのようにスト
ロッツィ家の栄光を表象させるかが重要であった。すな
わちまずは東、北の立面こそが検討されなければならな
かった。 

15 世紀のフィレンツェのように狭い道が網の目のよう
に走る街では、建物の二面を同時に目にすることができ
るパラッツォはそれほど多くない。とりわけ、角地に立
ち、それ自体が一つの街区であるほどの大きさを持ち、
さまざまな角度から堂々たるファサードを目にすること
ができたパラッツォは、15 世紀当時ではこのストロッツ
ィ宮のみであった。建物がどのようにストロッツィ広場
から、あるいはフェッラヴェッキ通りから、眺められる
のか、建築家と施主が丹念に検討していたことを、この
模型は教えてくれる。つまり、この模型はさまざまな角
度から眺められるオブジェクトとして、建築が構想され
ていたことの証左ともいえる。この性質はいわば、建築
の彫刻性といいかえられるのではないだろうか。また、
この模型は眺められるべき建物の完全な姿を示唆するも
のでもある。なぜならば、実際にフェッラヴェッキ通り
からパラッツォを見上げても、道路や周辺の建物の関係
から、北面と東面のその全体を目に入れることはできな
いからである。つまりこれは施主に、建物の理想的姿を
想起させる仕掛けでもあったと考えられる。 

おわりに：模型を検討するためのキーワード 
建築模型といっても、その性質や制作目的はさまざま
であり、個々の事例を注意深く検討し、その特質を考え
ていかなければならない。差し当たり、本稿で扱った建
築模型からキーワードとして、彫刻、実験、コンセプト、
プレゼンテーションを挙げることができる。フィレンツ
ェ大聖堂のドーム模型は「コンセプト」であるといえる。
一方でフィレンツェ大聖堂のランタン模型は「プレゼン
テーション、彫刻」の性質が極めて強い模型である。ス
トロッツィ宮の模型は、先ほど指摘した点から考えると、
「実験、彫刻、コンセプト、プレゼンテーション」が当
てはまるだろう。こうした観点からさらに多くの建築模
型を見ていくことで、それらの特色を浮き彫りにしたい。 

“The Building of the Strozzi Palace: The Construction Industry in 
Renaissance Florence”, in «Studies in Medieval and Renaissance History», x, 
1973, pp. 99-194; Amanda Lillie, “Palazzo Strozzi e il mecenatismo privato 
nella Firenze del XV secolo”, in Rinascimento da Brunelleschi a 
Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura, a cura di Henry A. 
Millon, Milano, 1994, pp. 518-22; Amanda Lillie, Mauro Mussolin, “The 
Wooden Models of Palazzo Strozzi as Flexible Instruments in the Design 
Process”, in Giuliano da Sangallo, a cura di Amedeo Belluzzi, Caroline Elam, 
Francesco Paolo Fiore, Milano, 2017, pp. 210-228. 図の出典は、 La 
Primavera del Rinascimento. La Scultura e le Arti a Firenze 1400-1460, a 
cura di Marc Bormand e Beatrice Paolozzi, Firenze, 2013, p. 508. 

図 ストロッツィ宮木製模型 
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